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生涯学習　Ⅳ　職員一覧

〒０１０－８５８０　秋田市山王三丁目１－１

ＴＥＬ　０１８－８６０－各直通　ＦＡＸ　０１８－８６０－５８１６

Ｅメール　Kyou-shougai@pref.akita.lg.jp

班名 職名 氏名 電話 事務分掌

課　長 中田　善英 5180 課の総括

主幹（兼）班長 小柳　秀隆
班の総括、庁内、課内等との調整、教育委員会、議会、人事、服務、新秋田元気創造
プラン、社会教育施設の在り方計画の策定、あきたの教育振興に関する基本計画

副主幹 山崎　　忍
文化財保護室の予算・決算（政策予算）、文化財保護室の予算・決算（経常予算）、
条例・規則・規定の改正等、情報公開、広報、個人情報保護

副主幹 鈴木菜穂子

生涯学習課の予算・決算（経常予算）、体験の風をおこそう運動・ニューノーマルに
対応した体験活動構築事業資金、課室の庶務、物品購入、給与・福利厚生、会計年度
任用職員制度・非常勤職員、課室、教育施設等の財産管理、社会教育施設環境整備事
業

副主幹 佐々木朋子
生涯学習課の予算・決算（政策予算）、秋田県美術品取得基金、指定管理者制度、社
会教育施設の維持修繕、なかいちビル管理組合、社会教育施設の維持修繕、社会教育
施設のあり方計画の策定

副主幹 檜森　亮一
生涯学習課の予算・決算（政策予算）、事業評価、監査及び会計検査、生涯学習課補
助金交付要綱、指定管理者制度、社会教育施設の維持修繕、社会教育関係団体補助

主　事 栗林　　晃
行事予定、文書管理、後援・共催名義等、秋田県青少年劇場、文化庁「文化芸術によ
る子供育成総合事業」、指定管理者制度、社会教育施設の維持修繕、環境教育、交通
安全、人権教育等、成人教育、高齢者教育、各種照会、調査

副主幹(兼)班長 黒澤　　勤
班の総括、議会資料、新秋田元気創造プラン、あきたの教育振興に関する基本計画、
秋田市との連携事業等、文化振興課との連携、学芸員の採用、ミュージアム活性化事
業・県立美術館

主任学芸主事 森川　勝栄
近代美術館、農業科学館、ミュージアム活性化事業（近代美術館）・博物館登録、文
化功労者表彰（秋田県・地域）、寄付受納、紺綬褒章、地域婦人連絡協議会、消費者
教育、文化庁・文部科学省からの依頼

学芸主事 奈良　  香
ミュージアム活性化事業（総括、県立美術館）・県立美術館、美術顧問の委嘱・連絡
調整、学芸員の研修等、著作権の照会、県民歌、男女共同参画、ユネスコ、施策の概
要作成

学芸主事(兼)
社会教育主事

糸田　和樹

生涯学習推進本部、生涯学習審議会、障害者のための生涯学習、生涯学習奨励員協議
会、あきた県庁出前講座、教育機関等のセカンドスクール的利用の推進、教育機関の
利用統計（セカンドスクール的利用含む）・県立博物館、教育機関におけるデジタル
化推進事業、ミュージアム活性化事業（県立博物館）・美術品収集委員会、青少年団
体の支援

副主幹(兼)班長 佐々木達也
班の総括、議会資料、新秋田元気創造プラン、あきたの教育振興に関する基本計画、
あきた未来総合戦略

副主幹（兼）
読書活動指導監

阿部　光教
学校図書館活性化支援、市町村子ども読書活動推進計画、学校教育の指針、指導主事
会議、視聴覚教育、叙位・叙勲表彰、各種文部科学大臣表彰（地域学校協働活動、Ｐ
ＴＡ、社会教育功労者、優良公民館、視聴覚教育）・社会教育施設財産処分、ＰＴＡ

副主幹 貝田　晴絵
読書活動推進本部事業、子どもの読書活動推進、つながり、広げる子どもの読書応援
事業、家庭教育、図書館・文学資料館、子どもの読書活動文部科学大臣表彰

主任
社会教育主事

佐々木泰生
関係職員会議、市町村訪問、教育事務所連絡会議、社会教育委員の会議等、秋田型教
育留学推進事業、主任指導主事等代表者会議

社会教育主事 田口　　圭
社会教育主事講習の運営、派遣社会教育主事、あきた白神体験センター、青年関係団
体

社会教育主事 長崎　雪子
障害者の生涯学習、市町村主管課長会議、社会教育主事有資格者の養成及び認定、社
会教育アドバイザー

社会教育主事 渡辺　智一
学校・家庭・地域連携総合推進事業、中央地区の社会教育・生涯学習、県公民館連合
会

社会教育主事 加藤　琢大
青少年教育、ニューノーマルに対応した体験活動構築事業、少年自然の家、体験の風
をおこそう運動、県社会教育主事連絡協議会

社会教育主事 進藤　尊信 社会教育主事講習の運営、コミュニティ・スクール、生涯学習センター

社会教育主事補 佐藤　賢輝
インターネットの健全利用の推進、社会教育関係職員研修、生徒指導、国立教育政策
研究所社会教育実践研究センター、県社会教育委員連絡協議会

社会教育
アドバイザー

松野　紳一 中央地区の社会教育・生涯学習

社会教育主事 北條　　宏
018-
852-
5372

五城目町派遣（※五城目町教育委員会　学校教育課）
学校・家庭・地域連携総合推進事業、秋田型教育留学推進事業

１　生涯学習課

調
整
企
画
班

5181

生
涯
学
習
・

学
芸
振
興
班

5183

社
会
教
育
・

読
書
推
進
班

5184

- 121 -
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北教育事務所山本出張所
〒０１６－０８１５　能代市御指南町１－１０
ＴＥＬ　０１８５－５２－３３６９　ＦＡＸ　０１８５－５２－４３３８

Ｅメール　Kitakyouikujimushoyamamoto@pref.akita.lg.jp

所属 班名 職名 氏名 電話 事務分掌

主任社会教育
主事

櫻庭　　直
総括、市町村教育委員会訪問、課・所・関係機
関・団体との連携、職員派遣関係、表彰等

社会教育主事 辻永　佳樹
秋田型教育留学推進事業、学校訪問、学校・家
庭・地域の連携・協働、読書活動・体験活動、各
種所管事業

社会教育
アドバイザー

木下　　隆
家庭教育支援、社会教育全般にわたる助言、情報
収集・提供

社会教育主事 津谷　泰介
0186-

78-4180
北秋田市派遣（※あきたリフレッシュ学園）
秋田型教育留学推進事業

鹿
角

管理・
指導班

社会教育主事 伊藤　　勝
0186-

23-3302

市町村教育委員会訪問・学校訪問、学校・家庭・
地域の連携・協働、家庭教育、読書活動、各種所
管事業

社会教育主事 青山　功基
0185-

52-3369

市町村教育委員会訪問・学校訪問、学校・家庭・
地域の連携・協働、家庭教育、読書活動、北地区
社会教育主事協会、各種所管事業

社会教育主事 大原　　修
0185-

77-4455
八峰町派遣（※あきた白神体験センター）

所属 班名 職名 氏名

主任社会教育
主事(兼)班長

阿部　義和

社会教育主事 髙橋　基樹

社会教育主事 湯野澤兄一

社会教育主事 三浦　洋平

社会教育
アドバイザー

小笠原重夫

２　北教育事務所
〒０１８－３３３１　北秋田市鷹巣字東中岱７６－１

ＴＥＬ　０１８６－６２－１２１７　ＦＡＸ　０１８６－６２－１２１９

Ｅメール　kitakyouikujimusho@pref.akita.lg.jp

北教育事務所鹿角出張所
〒０１８－５２０１　鹿角市花輪字六月田１
ＴＥＬ　０１８６－２３－３３０２　ＦＡＸ　０１８６－２２－２１２６

Ｅメール　kyoukazu@pref.akita.lg.jp

３　中央教育事務所
〒０１０－０９５１　秋田市山王四丁目１番２号

ＴＥＬ　０１８－８６０－３２４１　ＦＡＸ　０１８－８６０－３８６１

Ｅメール　Chuuoukyouikujimusyo@pref.akita.lg.jp

４　南教育事務所
〒０１３－００２２　横手市四日町３－２３　横手市水道庁舎３階

ＴＥＬ　０１８２－３２－１１０１　ＦＡＸ　０１８２－３３－４９０４

Ｅメール　minamikyouikujimusho@pref.akita.lg.jp

事務分掌

総括、市町村教育委員会訪問、課・所・関係機関との連
携、各種表彰

社会教育関係団体、家庭教育、読書活動、体験活動、各種
所管事業

学校・家庭・地域の連携・協働、あきた県庁出前講座、各
種事業訪問

仙北市派遣（※仙北市教育委員会 生涯学習課）
秋田型教育留学推進事業

社会教育全般にわたる助言、学校と地域の連携・協働に関
わる助言

北
指導・
社会

教育班

0186-
62-1217

山
本

管理・
指導班

南
社会

教育班
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〒０１０－０９５２　秋田市山王新町１４－３１

ＴＥＬ　０１８－８６６－８４００　ＦＡＸ　０１８－８６６－６２００

Ｅメール　apl@apl.pref.akita.jp

班名 職名 氏名 事務分掌

館長 菅原　敏紀

副館長 吉田　　孝 総括

副主幹（兼）班長 柿崎  　幸（併任）
班の総括、人事管理、図書館協議会、館内施設管理、公印取
扱員

副主幹 大田久美子（併任） 予算編成、予算執行・調整、施設修繕、歳出（需用費）

主任 柏﨑　綾子（併任） 歳出（資料整備費、役務費等）

主事 本庄　　伴（併任）
図書館総合電算システム関係
公文書館予算、給与・旅費・報酬、福利厚生

主事 松井美咲希（併任） 歳入、給与・旅費・報酬、福利厚生、委託関係

技能主任 佐藤　　聡 公用車の運行、環境整備、駐車場管理

副主幹（兼）班長 芳賀奈央子
班の総括、外部機関連携、市町村図書館支援（県北）、子ど
も読書支援センター、図書館関係団体

副主幹 三浦たみ子
市町村立図書館支援（統括、中央）、図書館調査、図書館関
係団体（事務局）

社会教育主事 柏倉　良明
広報、特別展示、セカンドスクール・インターンシップ、図
書館報の発行

社会教育主事 岩井  　学
学校図書館支援、スロープ展示・エントランス連携、読書推
進運動協議会

主査 菅生　　勇
相互貸借（県内・大学）、雑誌スポンサー事業、広報（Ｈ
Ｐ、サイネージ等）

主任 泉　　寿枝
市町村立図書館支援（県南）、学校図書館支援、子ども読書
支援センター、図書館関係団体

主事 加藤真珠美 相互貸借（県外）、外部機関連携、学校図書館支援

主査（兼）班長 福田　真悦
班の総括、図書選定委員会、図書の購入、図書リクエスト、
図書館システム

学芸主事 簗瀬　圭二
一般寄贈、蔵書点検、資料の修理、資料の除籍、図書選定委
員会

学芸主事 眞壁　　淳 雑誌、雑誌スポンサー、官報、新聞、外部選定

学芸主事 渡邊　鉱治
視聴覚資料、デジタルアーカイブ、統計、広報、郷土資料展
示

主事 佐藤　友理 郷土資料・地方行政資料、マイクロフィルム、物品管理

主任図書専門員（兼）班長 成田　亮子
班の総括、課題解決支援サービス、レファレンスサービス、
図書館システム、特別整理期間業務

主任 青谷　　忍
レファレンスサービス、レファレンス協同データベース、児
童サービス、子育て支援コーナー、雑誌の管理

主事 菅沼しをり
レファレンスサービス、複写業務、ｔｅｅｎｓ'コーナー、生
活支援コーナー、情報機器、視聴覚機器

副主幹（兼）班長 武田さやか
班の総括、閲覧室全般の管理、障害者サービス、行政支援
サービス、特別整理期間業務

主査 鈴木　佳江
カウンター業務全般、ビジネス支援サービス、図書宅配サー
ビス、督促業務、４階書庫内資料管理

主事 大石　雅幸
利用統計、有料データベース、資料の弁償、１階書庫内資料
管理、ボランティア、ホームページ更新

〒０１０－０００１　秋田市中通六丁目６－１０

ＴＥＬ　０１８－８８４－７７６０　ＦＡＸ　０１８－８８４－７７６１

Ｅメール　bungaku@apl.pref.akita.jp

班名 職名 氏名 事務分掌

学芸主事 伊藤　英子
管理業務、展示・文学講座、広報、デジタルアーカイブ、収
集検討委員会、文学館等連絡協議会

５　秋田県立図書館

６　秋田県立図書館あきた文学資料館
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〒０１０－０９５５　秋田市山王中島町１－１

ＴＥＬ　０１８－８６５－１１７１　 　ＦＡＸ　０１８－８２４－１７９９

Ｅメール　sgcen002@mail2.pref.akita.jp ※○は主担当業務

班名 職名 氏名 事務分掌

所　 　　　　長 倉田　寛行

副　　所　　長 浅利　　宏
総括(運営委員会、調査研究委員会、年間・月間・週間行事、月例・四半期報告、利用者統計、窓
口業務運営、防火・防犯管理、新型コロナウイルス感染症対策、事業室会議、班長会議、４道県生
涯学習センター等研修交流会、読書活動、男女共同参画、センターだより作成）

副主幹（兼）班長 武藤佳菜子
総務班総括、社会教育主事講習連絡・調整、物品取扱員、予算、決算、人事、財産管理、
貸館事務、文書主任、防火・防犯管理

主査 杉本　未緒 現金取扱員、給与、旅費、福利厚生、備品管理、貸館事務、デジタル化リーダー

主事 高橋　美咲 現金取扱員、歳出、歳入、文書事務、貸館事務、利用者統計

総務事務補助 藤田　信子

総務事務補助 畠山万喜子

副主幹（兼）班長 柏木　　睦
学習事業班全体総括
社会教育主事講習連絡・調整、社会教育主事講習講師、会場運営、諸調査・渉外、県外研
修講師

主任社会教育主事 長谷川　工
調査研究総括、研修・人材育成総括、あきたスマートカレッジ総括、オーダーメイド型社
会教育主事派遣事業、社会教育主事講習連絡・調整、社会教育主事講習講師、会場運営、
○秋田大学講義、障害者スポーツコーナー

社会教育主事
（本務：生涯学習課）

田口　　圭 ○社会教育主事講習計画・運営（生涯学習課）、○社会教育主事会場運営

社会教育主事　 佐藤　隆道

生涯学習・社会教育研究大会、○家庭教育支援指導者等研修、熟議ファシリテーター養成
研修、オーダーメイド型社会教育主事派遣、あきたスマートカレッジ事務、○新たな学び
講座クリエイティブ編、○新たな学び講座トライアル編、あきた教養講座、生涯学習団体
支援、ボランティア団体支援、○展示スペース活用、生涯学習支援システム、○掲示、イ
ンターンシップ、県庁出前講座、セカンドスクール的活用、障害者スポーツスペース

社会教育主事 栗田　　寿

○調査研究（障害者の生涯学習支援・４年次）、生涯学習・社会教育研究大会、生涯学
習・社会教育関係者研修、熟議ファシリテーター養成研修、オーダーメイド型社会教育主
事派遣、社会教育主事講習会場運営、あきたスマートカレッジ事務、新たな学び講座チャ
レンジ編、○障害のある方の学び、あきた教養講座、センター交流発表会、デジタル化
リーダー、視聴覚教育・ＩＣＴ・視聴覚等機材、デジタルアーカイブ、○要覧・施策の概
要、セカンドスクール的利用、○障害者スポーツスペース○社会教育主事連絡協議会

社会教育主事 菊地　　智

調査研究（障害者の生涯学習支援・４年次）、○生涯学習・社会教育研究大会、○生涯学
習・社会教育関係者研修、○熟議ファシリテーター養成研修、オーダーメイド型社会教育
主事派遣、あきたスマートカレッジ事務、○新たな学び講座チャレンジ編、障害のある方
の学び、○ボランティア団体支援、要覧・施策の概要、○県庁出前講座

社会教育主事
（本務：生涯学習課）

進藤　尊信 ○社会教育主事講習計画・運営（生涯学習課）、○社会教育主事会場運営

社会教育主事 佐藤　　真

社会教育状況調査、生涯学習・社会教育研究大会、家庭教育支援指導者等研修、熟議ファ
シリテーター養成研修、○オーダーメイド型社会教育主事派遣、社会教育主事講習会場運
営、新たな学び講座トライアル編、○東大史料編纂所協力講座、北条常久特別企画講座、
○団体支援総括、○生涯学習団体支援、展示スペース活用、○生涯学習支援システム、掲
示、自作視聴覚教材コンクール、○広報全般、○インターンシップ

社会教育主事補 工藤　伸也

社会教育状況調査、生涯学習・社会教育研究大会、生涯学習・社会教育関係者研修、熟議
ファシリテーター養成研修、オーダーメイド型社会教育主事派遣、主事講習会場運営、○
あきたスマートカレッジ事務、東大史料編纂所協力講座、○北条常久特別企画講座、○デ
ジタル化リーダー、視聴覚教育・ＩＣＴ・視聴覚等機材、○デジタルアーカイブ、○セカ
ンドスクール的利用、○地域コミュニティ政策推進協議会

主査（兼）社会教育
主事

皆川　雅仁

社会教育メンター（生涯学習・社会教育に関する助言及び支援）、調査研究（障害者の生
涯学習支援・４年次）、家庭教育支援指導者等研修、オーダーメイド型社会教育主事派
遣、社会教育主事講習連絡・調整、社会教育主事講習講師、社会教育主事講習会場運営、
○事業計画・事業実績、県外研修講師、秋田大学講義

主査（兼）社会教育
主事

戸島　　毅

○社会教育状況調査、生涯学習・社会教育研究大会、オーダーメイド型社会教育主事派
遣、社会教育主事講習会場運営、新たな学び講座クリエイティブ編、○あきた教養講座、
掲示、○自作視聴覚教材コンクール、広報全般、インターンシップ、セカンドスクール的
利用

社会教育アドバイ
ザー

工藤　　孝

生涯学習・社会教育・家庭教育に関する支援及び助言、生涯学習・社会教育研究大会、生
涯学習・社会教育関係者研修、家庭教育支援指導者等研修、熟議ファシリテーター養成研
修、社会教育主事講習会場運営、自作視聴覚教材コンクール、広報全般（○生涯学習セン
ター通信「虹色」）

学習相談員 川辺　　斉

学習相談員 高野　聡子

事務補助 鈴木　希子 事務全般補助、電子データ入力、資料作成補助等

事務補助 安原　将樹 電子データ入力、資料作成補助等

北条　常久 あきたスマートカレッジ、特別企画講座

７　秋田県生涯学習センター

シニアコーディネーター

総
務
班

貸館利用受付・案内、施設利用予約システム登録事務、貸館使用準備・使用後確認事務、
貸館利用等統計資料作成事務補助、貸館使用料徴収事務補助、回覧用文書受付

学習相談、ボランティア相談、自主企画講座支援、案内等利用者対応、生涯学習情報・資
料の収集・整理・提供、図書・学習教材・機材の貸出・整理、休憩スペース等の整理、あ
きたスマートカレッジ等学習事業室業務補助

学
習
事
業
班
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班名 職名 氏名 事務分掌

所長 佐々木長則

副主幹（兼）班長 嶋田　直人
総務班総括　公印の保管　物品管理  公有財産  服務
関係機関との連絡調整　防火管理　安全運転管理

主事 花田　健太
予算・決算　歳入　歳出　旅費　環境政策　給与　福利厚生　
文書事務　庶務全般　

技能主任 赤坂　隆巨 公用車の運転・維持管理　施設設備の点検整備・補修

非常勤職員(環境整備) 櫻庭　幸則 ボイラー・電気・給排水設備等の保全　環境整備

非常勤職員（栄養士） 西根　美穂 給食全般　献立立案　厨房等の整備保全

主任社会教育主事（兼）班長 木村　誠紀 指導班総括　企画調整　研修団体対応　各種報告　職員研修

社会教育主事 成田　裕一 研修団体対応　野外活動全般　インターンシップ等対応

社会教育主事 阿部　恵佑 研修団体対応　創作活動全般 利用統計 広報 子どもハローワーク

班名 職名 氏名 事務分掌

所長 畑　　朋幸

副主幹（兼）班長 佐々木敬隆
総務班総括　公印の保管　給与　歳入　服務　福利厚生　公有財産　
関係機関との連絡調整　防火管理　安全運転管理

主事 中嶋　大智 予算・決算　歳出　旅費　物品管理　文書事務　食事関係　食材発注　

技能技師 佐藤　　清 公用車の運転・整備点検　環境整備　　

非常勤職員(環境整備) 阿部  幸悦 ボイラー・電気・給排水設備等の保全　環境整備

非常勤職員（栄養士） 未定 食材管理　厨房等の整備保全　食事に関する指導助言

主任社会教育主事（兼）班長 北畠　良晴 指導班総括　企画調整　調査統計

社会教育主事 小松田　諭
屋内外活動の条件整備　活動資料の作成と条件整備　研修団体指導　
ＰＡ

社会教育主事 渡辺　靖広
セカンドスクール的利用　研修団体との連絡調整　研修団体指導　
広報関係

班名 職名 氏名 事務分掌

所長 田山　　淳

副主幹（兼）班長 佐々木　一
総務班総括　公印の保管　公有財産
関係機関との連絡調整　防火管理　安全運転管理

主事 越前屋周平 予算・決算　歳入　歳出　給与　服務　福利厚生　文書事務

技能主任 加藤　源之 公用車の運転・維持管理　施設設備の点検整備・補修

非常勤職員(環境整備) 未定 ボイラー・電気・給排水設備等の保全　環境整備

非常勤職員（栄養士） 佐藤　美幸 給食全般　献立立案　厨房等の整備保全

主任社会教育主事（兼）班長 鈴木　智王 指導班総括　企画調整　調査統計

社会教育主事 菊地　貴子 活動資料作成　屋内外環境・コース整備　研修団体指導　広報関係　

社会教育主事 佐々木　伸 受入事業調整　セカンドスクール的利用　研修団体指導　ＰＡ　

８　秋田県立大館少年自然の家
〒０１７－００２３　大館市東字岩神沢31

ＴＥＬ　０１８６－４３－３１７４　ＦＡＸ　０１８６－４３－３１７５

Ｅメール　one-park@pref.akita.lg.jp

９　秋田県立保呂羽山少年自然の家
〒０１３－０５６１　横手市大森町八沢木字大木屋７３

ＴＥＬ　０１８２－２６－６０１１　ＦＡＸ　０１８２－２６－６０１２

Ｅメール　horowanpark@pref.akita.lg.jp

10　秋田県立岩城少年自然の家
〒０１８－１２１５　由利本荘市岩城赤平字長ヶ沢２６０－８
ＴＥＬ　０１８４－７４－２０１１　ＦＡＸ　０１８４－７４－２０１２
Ｅメール　iwaki-ncc@pref.akita.lg.jp

総
務
班

指
導
班

総
務
班

指
導
班

総
務
班

指
導
班
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〒０１３－００６４　横手市赤坂字富ヶ沢６２－４６

ＴＥＬ　０１８２－３３－８８５５　ＦＡＸ　０１８２－３３－８８５８

Ｅメール　akitamma@rnac.ne.jp

班名 職名 氏名 事務分掌

特任館長 仲町　啓子

館長 中村　隆敏 総括

副主幹(兼)班長 佐々木和志
班総括、総合連絡調整、文書管理、施設管理、服務、福利
厚生、現金取扱員

主事 福田　裕奈
歳入、現金取扱員、歳出（展示事業・教育普及）、物品取
扱員、利用者統計

主事 髙階　　奨
給与・報酬、歳出（管理運営）、エコマネジメント、現金
取扱員

技能主任 伊藤　正信 公用車の運転、公用車の点検整備、施設設備の点検整備

学芸主事(兼)班長 木村　雅洋 班総括、教育普及、調査研究

副主幹 鈴木　秀一
情報管理総括、展示、教育普及、広報出版、資料管理、調
査研究、デジタル化リーダー

主査(兼)学芸主事 保泉　　充 資料管理総括、展示、教育普及

学芸主事 藤井　正輝 教育普及総括、展示、広報出版、資料管理

学芸主事 北島　珠水 広報出版総括、教育普及、展示、寄託

主任(兼)学芸主事 秋田　達也 展示総括、教育普及、資料管理、収集・寄附、調査研究

主任(兼)学芸主事 鈴木　　京
収集・寄附・寄託総括、調査研究、情報管理、資料管理、
広報出版

11　秋田県立近代美術館

総
務
班

学
芸
班
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12　秋田県立博物館

班名 職名 氏名 事務分掌

名誉館長 新野　直吉

館長 小園　　敦 総括

副館長 関谷　洋之 館長の補佐

副主幹（兼）班長 児玉弥生子 班の総括、危機管理に関すること

主査 佐藤　貴子 服務、給与、歳入予算に関すること

主事 佐藤麗美奈 管理、営繕、歳出予算に関すること

技能主任 武田　光彦 空調設備運転、施設設備管理に関すること

技能主任 佐藤　彰洋 公用車運転、施設設備管理に関すること

副主幹（兼）班長 新堀　道生 班の総括、歴史部門に関すること

主査
（兼）学芸主事

渡部　　均 地質部門、調査研究・資料管理に関すること

主査
（兼）学芸主事

山本　丈志 工芸部門、展示企画・資料管理に関すること

学芸主事 渡部　　猛 考古部門、調査研究・資料整理に関すること

学芸主事 藤中　由美 生物部門、展示企画・資料整理に関すること

主任
（兼）学芸主事

千田　育栄 先覚部門、展示企画・資料整理に関すること

主任学芸主事
（兼）班長

藤原　尚彦 班の総括、工芸部門に関すること

副主幹 加藤　　竜 考古部門、教育普及に関すること

学芸主事 黒川　陽介 歴史部門、広報に関すること

学芸主事 斉藤　洋子 工芸部門、教育普及に関すること

学芸主事 角崎　　大 真澄部門、広報に関すること

副主幹（兼）班長 丸谷　仁美 班の総括、民俗部門に関すること

主査
（兼）学芸主事

大森　　浩 地質部門、学校団体利用に関すること

学芸主事 齋藤知佳子 先覚部門、わくわくたんけん室の運営に関すること

学芸主事 深浦　真人 民俗部門、わくわくたんけん室の運営に関すること

学芸主事 三浦　益子 生物部門、学校団体利用に関すること

〒０１０－０１２４　秋田市金足鳰崎字後山52

ＴＥＬ　０１８－８７３－４１２１　　ＦＡＸ　０１８－８７３－４１２３

Ｅメール：info@akihaku.jp

総
務
班
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示
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〒０１４－００７３　大仙市内小友字中沢１７１－４

ＴＥＬ　０１８７－６８－２３００　ＦＡＸ　０１８７－６８－２３５１

Ｅメール　Nougyoukagakukan@pref.akita.lg.jp

班名 職名 氏名

　 館長 柿崎　仁志

副主幹（兼）班長 佐藤　　茂

主査 鈴木恵理子

副主幹（兼）班長 高橋　　英

学芸主事 中村美也子

学芸主事 照井　　梓

13　秋田県立農業科学館

事務分掌

総括

総務班総括、公印管理、文書主任、非常勤・臨時職員任免、防災
関係、労働安全衛生、福利厚生、服務、情報公開、財産管理、ボ
ランティア、各種調査・報告

物品取扱員、現金取扱員、文書副主任、予算・決算、歳入・歳出
全般、監査・会計検査、給与・旅費、施設管理、各種調査・報告

学芸班総括、主催事業（特別展、公募企画展、ゼミナール）、県
報告、広報、他機関連携、実習計画、研修、渉外、ボランティア

セカンドスクール的利用、本館展示物管理、資料庫・収蔵庫管
理・活用、館内外案内説明、展示企画・教材開発に関する調査研
究、果樹・樹木管理

主催事業（食農体験）、熱帯温室管理、屋内外植栽物管理、研
修・実習、生育域外保全に関する調査研究、ＳＮＳ運用、学習資
料作成、各農業高校との連携、館内外案内説明

総
務
班

学
芸
班
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