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整理
番号

法人区分 団　　体　　名　　称 法人番号 郵便番号 市町村 所　在　地 備考

1 公益社団法人
秋田県公共嘱託登記土地家
屋調査士協会

8410005000302 010-0951 秋田市 山王６－１－１３ 山王プレスビル４階

2 公益社団法人
秋田県公共嘱託登記司法書
士協会

7410005000303 010-0951 秋田市 山王６－３－４

3 公益社団法人 秋田南法人会 5410005005452 010-0061 秋田市 卸町３－６－３　秋田卸センター別館内

4 公益社団法人 秋田北法人会 2410005000365 011-0945 秋田市
土崎港西５－３－１　秋田市北部市民
サービスセンター３階

5 公益社団法人 能代法人会 9410005003725 016-0831 能代市 元町１１－７　能代商工会館３階

6 公益社団法人 横手法人会 2410005004903 013-0021 横手市 大町７－１８　横手商工会議所２階

7 公益社団法人 大館法人会 4410005005429 017-0044 大館市 御成町２－８－１４　大館商工会館４階

8 公益社団法人 湯沢法人会 4410005002442 012-0824 湯沢市 柳町１－１－１３ 

9 公益社団法人 本荘法人会 6410005002060 015-0051 由利本荘市 川口字大覚１８２

10 公益社団法人 大曲法人会 8410005004121 014-0027 大仙市 大曲通町１－１３　大曲商工会議所２階

11 公益社団法人 青少年育成秋田県民会議 5410005004041 010-8570 秋田市 山王４－１－１　

12 公益社団法人 秋田県トラック協会 7410005000336 011-0904 秋田市 寺内蛭根１－１５－２０

13 公益社団法人 秋田県バス協会 2410005000340 010-0962 秋田市 八橋大畑２－１２－５５　

14 公益社団法人 秋田県手をつなぐ育成会 8410005000335 010-0922 秋田市 旭北栄町１－５

15 公益社団法人 秋田県栄養士会 2410005000282 010-0922 秋田市 旭北栄町１－５　

16 公益社団法人 秋田県柔道整復師会 4410005000314 010-0955 秋田市 山王中島町３－１

17 公益社団法人 秋田県看護協会 7410005005450 010-0874 秋田市 千秋久保田町６－６

18 公益社団法人 秋田県診療放射線技師会 3410005000348 010-1106 秋田市 太平山谷字中山谷２４７－３２

19 公益社団法人 秋田県理学療法士会 2410005005463 010-0921 秋田市 大町１－２－４０

20 公益社団法人 秋田県臨床工学技士会 9410005005457 010-1495 秋田市 上北手猿田字苗代沢２２２－１

21 公益社団法人 秋田県食品衛生協会 5410005000313 010-0951 秋田市 山王４－１－２　

22 公益社団法人 秋田県農業公社 7410005001078 010-0951 秋田市 山王４－１－２　

23 公益社団法人 秋田県青果物基金協会 3410005000323 010-0976 秋田市 八橋南２－１０－１６

24 公益社団法人 秋田県獣医師会 2410005000308 010-0001 秋田市 中通６－７－９

25 公益社団法人 秋田県林業育成協会 6410005000015 010-0003 秋田市 東通２－７－３５
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26 公益社団法人 秋田県緑化推進委員会 6410005000353 010-0941 秋田市 川尻町字大川反１７０－１６９　

27 公益社団法人 由利本荘青年会議所 5410005002061 015-0073 由利本荘市 笹道２３

28 公益社団法人
秋田県シルバー人材センター
連合会

4410005005453 010-0951 秋田市 山王６－１－１３　山王プレスビル

29 公益社団法人 能代市シルバー人材センター 3410005004043 016-0865 能代市 青葉町５－３７

30 公益社団法人 横手市シルバー人材センター 9410005005432 013-0060 横手市 条里３－１－４

31 公益社団法人 大館市シルバー人材センター 6410005005435 017-0805 大館市 字扇田道下６－１０

32 公益社団法人 男鹿市シルバー人材センター 9410005005424 010-0503 男鹿市 船川港金川字姫ヶ沢１５２－２

33 公益社団法人 湯沢市シルバー人材センター 1410005005423 012-0857 湯沢市 千石町１－８－１６

34 公益社団法人
鹿角地域シルバー人材セン
ター

2410005005430 018-5201 鹿角市 花輪字合ノ野２４５－１

35 公益社団法人
由利本荘市シルバー人材セン
ター

5410005005428 015-0012 由利本荘市 石脇字田尻３０－１２

36 公益社団法人 大仙市シルバー人材センター 8410005005425 014-0052 大仙市 大曲川原町４－１

37 公益社団法人 仙北市シルバー人材センター 1410005005431 014-0359 仙北市 角館町北野６２－２

38 公益社団法人 美郷町シルバー人材センター 8410005005458 019-1404 美郷町 六郷字上町２１

39 公益社団法人 秋田県宅地建物取引業協会 9410005000326 010-0942 秋田市 川尻大川町１－３３　

40 公益社団法人 秋田被害者支援センター 6410005001244 010-0922 秋田市 旭北栄町１－５　

41 公益社団法人 秋田県防犯協会連合会 4410005000347 010-0951 秋田市 山王４－１－５　

42 公益社団法人 秋田犬保存会 9410005002826 017-0897 大館市 字三ノ丸１３－１

43 公益社団法人
全国宅地建物取引業保証協
会 

8010005018681 101-0032 東京都 千代田区岩本町２－６－３

44 公益社団法人 建設荷役車両安全技術協会 6010005018824 101-0051 東京都
千代田区神田神保町３－７－１　ニュー
九段ビル９階

45 公益社団法人 全日本不動産協会 8010005003089 102-0094 東京都
千代田区紀尾井町３－３０　全日会館３
階

46 公益社団法人 ボイラ・クレーン安全協会 6010605002368 136-0071 東京都
江東区亀戸６－４１－２０　機缶健保会
館２階

47 公益社団法人
成年後見センター・リーガルサ
ポート

2011105004841 160-0003 東京都
新宿区四谷本塩町４－３７　司法書士
会館

48 公益社団法人 日本技術士会 7010405009513 105-0011 東京都 港区芝公園３－５－８

49 公益社団法人
日本認知症グループホーム協
会

4011105004055 160-0015 東京都
新宿区大京町２３－３　オーキッドビル8
階

50 公益社団法人 日本眼鏡技術者協会 8120005014570 532-0003 大阪府 淀川区宮原１－２－６
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51 公益社団法人 全国珠算教育連盟 9130005002499 601-8438 京都府 京都市南区西九条東比永城町２８

52 公益社団法人 全国和牛登録協会 9130005012804 604-0845 京都府
京都市中京区烏丸御池上る二条殿町５
４６－２

53 公益財団法人 秋田市総合振興公社 3410005000199 019-2614 秋田市 河辺豊成字虚空蔵大台滝１－１

54 公益財団法人 秋田県市町村振興協会 1410005000250 010-0951 秋田市 山王４－２－３　秋田県市町村会館

55 公益財団法人 秋田県国際交流協会 3410005000240 010-0001 秋田市 中通２－３－８　アトリオン１階

56 公益財団法人 秋田県女性会館 1410005000267 010-0001 秋田市 中通２－３－８

57 公益財団法人 秋田観光コンベンション協会 6410005000196 010-0921 秋田市 大町２－２－１２　イーホテル１階

58 公益財団法人 秋田県スポーツ協会 4410005005437 010-0974 秋田市
八橋運動公園１－５　秋田県立スポー
ツ会館内

59 公益財団法人 秋田県老人クラブ連合会 2410005000274 010-0922 秋田市 旭北栄町１－５

60 公益財団法人 秋田県総合保健事業団 5410005000255 010-0874 秋田市 千秋久保田町６－６

61 公益財団法人 あきた移植医療協会 4410005000256 010-0874 秋田市 千秋久保田町６－６

62 公益財団法人
秋田県生活衛生営業指導セン
ター

3410005005446 010-0922 秋田市 旭北栄町１－５　

63 公益財団法人 秋田県栽培漁業協会 8410005001597 010-0531 男鹿市 船川港台島字鵜ノ崎１６

64 公益財団法人 秋田県林業公社 4410005000272 010-0931 秋田市 川元山下町８－２８

65 公益財団法人 秋田県木材加工推進機構 8410005003734 016-0876 能代市 字海詠坂１１－１

66 公益財団法人 秋田県林業労働対策基金 7410005005442 010-0931 秋田市 川元山下町８－２８

67 公益財団法人 あきた企業活性化センター 2410005005439 010-8572 秋田市 山王３－１－１

68 公益財団法人 本荘由利産学振興財団 3410005002055 015-0051 由利本荘市 川口字大覚１８２

69 公益財団法人 秋田県ふるさと定住機構 5410005005436 010-1413 秋田市 御所野地蔵田３－１－１　

70 公益財団法人 平野政吉美術財団 9410005005440 010-0001 秋田市 中通１－４－２

71 公益財団法人 久米田羽後奨学会 4410005005461 010-0001 秋田市 中通３－１－４１

72 公益財団法人 秋田県学校給食会 2410005000225 010-0061 秋田市 卸町１－２－２４

73 公益財団法人 秋田県育英会 4410005000223 010-0951 秋田市 山王４－１－２　

74 公益財団法人
さきがけ文学賞渡辺喜恵子基
金

6410005005443 010-8601 秋田市
山王臨海町１－１　株式会社秋田魁新
報社内

75 公益財団法人 片野重脩交通遺児奨学会 6410005005427 013-0037 横手市
前郷二番町４－１０　羽後交通株式会
社内
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76 公益財団法人 京野育英団 1410005002445 012-0814 湯沢市 大工町４－２３　秋田銘醸株式会社内

77 公益財団法人 由利学生寮 7410005002051 015-0051 由利本荘市  川口字大覚１８２

78 公益財団法人 斎藤宇一郎記念会 3410005002237 018-0402 にかほ市 平沢字中町７９

79 公益財団法人 齋藤憲三・山﨑貞一顕彰会 2410005002238 018-0402 にかほ市 平沢字立沢２００

80 公益財団法人 鹿角市子ども未来事業団 1410005005464 018-5201 鹿角市 花輪字上中島９３　

81 公益財団法人 暴力団壊滅秋田県民会議 1410005004045 010-0922 秋田市
旭北栄町１－５　秋田県社会福祉会館
内

82 公益財団法人 伊徳地域振興財団 9410005006042 017-0046 大館市 清水４－４－１５

83 公益財団法人 日本電信電話ユーザ協会 1010005004168 101-0031 東京都
千代田区東神田２－６－９　アルテビル
東神田Ⅱ

84 公益財団法人 資源環境センター 6010005018642 101-0054 東京都 千代田区神田錦町３丁目１７番地１１

85 公益財団法人 日本防災通信協会 7010005009104 102-0083 東京都
千代田区麹町２－１４－２
麹町NKビル

86 公益財団法人 鉄道弘済会 1010005002980 102-0083 東京都 千代田区麹町５－１

87 公益財団法人 スポーツ安全協会 7010405010611 105-0003 東京都
港区西新橋１－６－１１　西新橋光和ビ
ル８階

88 公益財団法人 介護労働安定センター 8011505001433 116-0002 東京都
荒川区荒川７－５０－９　センターまち
や５階

89 公益財団法人 産業雇用安定センター 8010605002291 136-0071 東京都
江東区亀戸２－１８－１０　住友生命亀
戸駅前ビル５階

90 公益財団法人 日本教育公務員弘済会 9011005003771 151-0051 東京都
渋谷区千駄ヶ谷５－４－６　教弘会館２
階

91 公益財団法人 矯正協会 2011205000014 165-0026 東京都 中野区新井３－３７－２

92 公益財団法人 日本公衆電話会 9011105001543 160-0023 東京都
新宿区西新宿１－１３－１２　西新宿昭
和ビル

93 学校法人 秋田ヘアビューティカレッジ 6410005001764 010-0001 秋田市 中通６－１８－１３

94 学校法人 コア学園 6410005000592 010-0065 秋田市 茨島１－４－８０

95 学校法人 大内学園 3410005000587 011-0943 秋田市 土崎港南２－３－４６

96 学校法人 のしろ文化学園 1410005003757 016-0822 能代市 東町８－２０

97 学校法人 伊藤学園 6410005000584 010-0001 秋田市 中通４－３－１１

98 学校法人 見真学園 8410005000590 010-0044 秋田市 横森５－１－２９

99 学校法人 外旭川学園 1410005000597 010-0802 秋田市 外旭川字梶ノ目５３４

100 学校法人 秋田市旭川幼稚園 1410005000580 010-0814 秋田市 泉東町８－５６
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101 学校法人 和洋学園 1410005000606 010-0875 秋田市 千秋矢留町４－１７

102 学校法人 敬愛学園 2410005000588 010-0875 秋田市 千秋明徳町３－３１

103 学校法人 聖公会聖ミカエル学園 5410005001113 010-0905 秋田市 保戸野中町６－３６

104 学校法人 バプテスト学園 6410005000601 010-0917 秋田市 泉中央３－２－１

105 学校法人 わかば学園 2410005000605 010-0951 秋田市 山王３－１－２４

106 学校法人 山王学園 4410005000594 010-0953 秋田市 山王中園町４－１５

107 学校法人 秋田キリスト教学園 8410005000582 010-0966 秋田市 高陽青柳町１３－３１

108 学校法人 四ツ小屋幼稚園 4410005000603 010-1417 秋田市 四ツ小屋字城下当場２－４

109 学校法人 仁井田幼稚園 8410005000599 010-1421 秋田市 仁井田本町３－５－４８

110 学校法人 峰本学園 5410005000602 010-1436 秋田市 大住３－３－４１

111 学校法人 横山学園 3410005000604 010-1637 秋田市 新屋扇町４－２７

112 学校法人 児童福音学園 3410005000595 010-1638 秋田市 新屋表町８－１９

113 学校法人 伊東学園 5410005000585 011-0911 秋田市 飯島字前田表２４８

114 学校法人 高清水幼稚園育栄会 9410005000598 011-0936 秋田市 将軍野南１－１－２０

115 学校法人 港北学園 9410005001316 011-0941 秋田市 土崎港北３－１－２０

116 学校法人 秋田カトリック学園 9410005000581 011-0943 秋田市 土崎港南３－１３－３５

117 学校法人 加賀谷学園 1410005000589 011-0945 秋田市 土崎港西３－１２－２５

118 学校法人 加藤学園 7410005000591 011-0946 秋田市 土崎港中央４－５－４２

119 学校法人 東林学園 9410005000607 019-2601 秋田市 河辺和田字和田４６

120 学校法人 聖園学園 3410005000579 010-0911 秋田市 保戸野すわ町１－５８

121 学校法人 ノースアジア大学 4410005000578 010-8515 秋田市 下北手桜字守沢４６－１

122 学校法人 聖霊学園 5410005000593 010-8533 秋田市 南通みその町４－８２

123 学校法人 明和学園 8410005003759 016-0103 能代市 字中関１６

124 学校法人 愛慈学園 6410005003760 016-0806 能代市 清助町２－１０

125 学校法人 渟城学園 2410005003756 016-0825 能代市 柳町１３－２１
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126 学校法人 山崎学園 4410005003762 016-0843 能代市 中和２－１－４９

127 学校法人 明正学園 5410005003761 016-0857 能代市 字田子向１１１

128 学校法人 上宮学園 7410005004923 013-0023 横手市 中央町６－１４

129 学校法人 土屋幼稚園 8410005004922 013-0033 横手市 旭川２－２－２６

130 学校法人 こひつじ学園 9410005005291 019-0528 横手市 十文字町字栄町１９－１

131 学校法人 日景学園 2410005002857 017-0012 大館市 釈迦内字館６８－１

132 学校法人 福原学園 6410005002853 017-0811 大館市 字八幡１

133 学校法人 月居学園 4410005002855 017-0835 大館市 小館花字萩野台４－１

134 学校法人 瑞垣学園 5410005002854 017-0867 大館市 中神明町１－５

135 学校法人 大館ホテヤ学園 3410005002856 017-0872 大館市 片山町１－３－１０

136 学校法人 聖公会聖パウロ学園 7410005003611 017-0894 大館市 字裏町１１

137 学校法人 富沢学園 5410005003019 018-5701 大館市 比内町扇田字白砂１７８－４

138 学校法人 若草学園 7410005002448 012-0033 湯沢市 清水町２－３－３

139 学校法人 双葉学園 8410005002447 012-0827 湯沢市 表町４－７－８

140 学校法人 中川学園 9410005002446 012-0855 湯沢市 愛宕町２－１－１６

141 学校法人 土田学園 2410005002139 015-0074 由利本荘市 桜小路４３

142 学校法人 鶴舞学園 8410005002141 015-0843 由利本荘市 東梵天５２

143 学校法人 海山学園 7410005001391 010-0101 潟上市 天王字長沼５

144 学校法人 杉澤学園 3410005004142 014-0047 大仙市 大曲須和町１－１－３０

145 学校法人 仁賀保幼稚園 7410005002225 018-0402 にかほ市 平沢字町田１

146 学校法人 八竜学園 9410005003758 018-2401 三種町 鵜川字内田１８

147 学校法人 日本赤十字学園 3010405001671 105-0012 東京都 港区芝大門１－１－３

148 社会福祉法人 えびす会 6410005000626 010-0146 秋田市 下新城中野字街道端西２３３－４７

149 社会福祉法人 秋田県身体障害者福祉協会 1410005000622 010-0922 秋田市 旭北栄町１－５

150 社会福祉法人 グリーンローズ 6410005000634 010-1638 秋田市 新屋表町８－１９
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151 社会福祉法人 秋田県厚生協会 5410005000610 011-0906 秋田市 寺内後城６－４１

152 社会福祉法人 秋田県母子寡婦福祉連合会 6410005000618 010-0864 秋田市 手形住吉町４－２６

153 社会福祉法人 感恩講 8410005000632 011-0905 秋田市 寺内神屋敷２－１

154 社会福祉法人 秋田県共同募金会 4410005000611 010-0922 秋田市
旭北栄町１－５　秋田県社会福祉会館
内

155 社会福祉法人 秋田県社会福祉協議会 7410005000022 010-0922 秋田市
旭北栄町１－５　秋田県社会福祉会館
内

156 社会福祉法人 秋田県社会福祉事業団 3410005000612 010-1412 秋田市 御所野下堤５－１－１

157 社会福祉法人 はなづな 8410005001812 010-0001 秋田市 中通５－１０－１４

158 社会福祉法人 こどものくに 3410005001115 010-0003 秋田市 東通２－１０－２２

159 社会福祉法人 さわらび会 2410005002782 010-0003 秋田市 東通３－６－５

160 社会福祉法人 楢山保育園 2410005000646 010-0014 秋田市 南通宮田１６－３０

161 社会福祉法人 秋田南福祉会 5410005000619 010-0022 秋田市 楢山南中町１－３２

162 社会福祉法人 秋田婦人ホーム 7410005000617 010-0026 秋田市 楢山古川新町４１－２

163 社会福祉法人 こひつじ会 2410005001116 010-0041 秋田市 広面字近藤堰添４６－４

164 社会福祉法人 こばと保育園 4410005000636 010-0041 秋田市 広面字釣瓶町７１－４

165 社会福祉法人 蹊仁会 8410005001060 010-0042 秋田市 桜１－４－２１

166 社会福祉法人 太東会 4410005000025 010-0042 秋田市 桜２－１３－２７

167 社会福祉法人 緑光福祉会 2410005001058 010-0054 秋田市 下北手宝川字種ケ崎８１－１７

168 社会福祉法人 桜丘会 5410005000627 010-0057 秋田市 下北手梨平字登館８

169 社会福祉法人 澪標会 6410005000650 010-0063 秋田市 牛島西１－７－４２

170 社会福祉法人 愛心会 7410005001243 010-0113 秋田市 金足浦山字岩崎１７４

171 社会福祉法人 秋田福祉協会 8410005000624 010-0132 秋田市 上新城小又字落合８５

172 社会福祉法人 愛染会 3410005000629 010-0134 秋田市 上新城道川字愛染５８

173 社会福祉法人 幸楽会 2410005000638 010-0136 秋田市 上新城中字片野４

174 社会福祉法人 秋田中央福祉会 2410005000621 010-0802 秋田市 外旭川字三千刈１１４－１

175 社会福祉法人 北杜 9410005000648 010-0146 秋田市 下新城中野字街道端西１１－１
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176 社会福祉法人 新光会 8410005000640 010-0146 秋田市 下新城中野字街道端西７９

177 社会福祉法人 憲寿会 5410005000635 010-0802 秋田市 外旭川字神田５９２

178 社会福祉法人 いずみ会 5410005001055 010-0817 秋田市 泉菅野２－１７－１１

179 社会福祉法人 遊心苑 3410005000653 010-0822 秋田市 添川字境内川原１９６－１

180 社会福祉法人 秋田旭川福祉会 3410005000620 010-0822 秋田市 添川字地ノ内１０－１

181 社会福祉法人 ともしび会 3410005000645 010-0822 秋田市 添川字鶴木台６５－３

182 社会福祉法人 一羊会 1410005000630 010-0823 秋田市 山内字上台１５－２

183 社会福祉法人 秋田育明会 7410005000609 010-0825 秋田市 柳田字竹生１６８

184 社会福祉法人 旭川やすらぎ会 9410005000631 010-0826 秋田市 新藤田字治郎沢５２－６

185 社会福祉法人 秋田東福祉会 8410005000616 010-0851 秋田市 手形字扇田１８－１

186 社会福祉法人 秋田希望ふくし会 6410005001211 010-0917 秋田市 泉中央２－６－２６

187 社会福祉法人 9410005000615 010-0925 秋田市 旭南１－５－６

188 社会福祉法人 若駒会 9410005001794 010-0951 秋田市 山王２－１－２１

189 社会福祉法人 白百合保育園 7410005000641 010-0964 秋田市 八橋鯲沼町５－６

190 社会福祉法人 秋田市社会福祉協議会 2410005000613 010-0976 秋田市 八橋南１－８－２　老人福祉センター内

191 社会福祉法人 晃和会 3410005000637 010-1101 秋田市 太平八田字藤ノ崎２３１－３

192 社会福祉法人 賛成福祉会 1410005000639 010-1106 秋田市 太平山谷字中山谷２２７－２

193 社会福祉法人 雄和福祉会 9410005001274 010-1222 秋田市 雄和石田字苗代沢１８

194 社会福祉法人 サンふくし会 3410005001296 010-1403 秋田市 上北手荒巻字荒巻３１２

195 社会福祉法人 大空会 6410005001327 010-1406 秋田市 上北手猿田字苗代沢８７－６

196 社会福祉法人 成光会 4410005000644 010-1407 秋田市 上北手百崎字二タ子沢１－６

197 社会福祉法人 山王平成会 9410005001076 010-1413 秋田市 御所野地蔵田２－９－６ 旧厚生局

198 社会福祉法人 秋田けやき会 9410005000623 010-1412 秋田市 御所野下堤５－１－５

199 社会福祉法人 雄仁会 5410005000651 010-1423 秋田市 仁井田字仲谷地２８４

200 社会福祉法人 大野保育園 4410005000628 010-1423 秋田市 仁井田字西潟敷１１
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201 社会福祉法人 秋田いなほ福祉会 2410005001256 010-1429 秋田市 山手台２－１７

202 社会福祉法人 協和会 7410005000633 010-1503 秋田市 下浜羽川字下山４８－１０５

203 社会福祉法人 友睦会 4410005000652 010-1606 秋田市 新屋寿町８－６９

204 社会福祉法人 新屋厚生会 7410005000625 010-1623 秋田市 新屋町字関町後７７－３

205 社会福祉法人 豊生会 1410005000647 010-1653 秋田市 豊岩小山字中山２１６－２７

206 社会福祉法人 ゆたか会 2410005001108 010-1654 秋田市 浜田字境川５２

207 社会福祉法人 松寿会 6410005000642 010-1654 秋田市 浜田字陳ケ原１５－５

208 社会福祉法人 新成会 5410005000643 010-1654 秋田市 浜田字元中村２８０－２９

209 社会福祉法人 友愛の園 2410005001792 011-0916 秋田市 飯島字穀丁大谷地１－３３

210 社会福祉法人 友遊会 2410005001074 011-0917 秋田市 飯島道東１－５－１ 旧厚生局

211 社会福祉法人 風の遊育舎 2410005001231 011-0945 秋田市 土崎港西３－８－２８ 旧厚生局

212 社会福祉法人 新秋会 5410005001220 011-0945 秋田市 土崎港西３－１１－５

213 社会福祉法人 はまなす会 8410005001226 011-0946 秋田市 土崎港中央３－４－４０

214 社会福祉法人 翼友会 1410005001100 011-0949 秋田市 飯島飯田１－１２－４０ 旧厚生局

215 社会福祉法人 河辺ふくし会 1410005000655 019-2632 秋田市 河辺大張野字水口沢２１６

216 社会福祉法人 能代ふくし会 5410005003753 016-0014 能代市 落合字古釜谷地２６

217 社会福祉法人 明和会 3410005003994 016-0101 能代市 字中関１６

218 社会福祉法人 ドリームホープなかよし 2410005005950 016-0179 能代市 浅内字押出１６２－１

219 社会福祉法人 能代市社会福祉協議会 7410005003999 016-0817 能代市
上町１２－３２　能代ふれあいプラザ２
階

220 社会福祉法人 能代感恩講 6410005003736 016-0823 能代市 若松町４－１２

221 社会福祉法人 杉松会 3410005003739 016-0844 能代市 花園町１０－２１

222 社会福祉法人 しらかみ長寿会 4410005004050 016-0865 能代市 青葉町５－１６

223 社会福祉法人 轟婦人福祉会 5410005003737 018-2805 能代市 轟７３－２

224 社会福祉法人 二ツ井めぐみ会 1410005003963 018-3103 能代市 二ツ井町荷上場字グミノ木１７１

225 社会福祉法人 二ツ井ふくし会 4410005003754 018-3152 能代市 二ツ井町字下野家後１４５
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226 社会福祉法人 美入野福祉会 7410005004931 013-0001 横手市 杉沢字吉沢３８２－５

227 社会福祉法人 アソカ福祉会 4410005004926 013-0011 横手市 城西町４－８

228 社会福祉法人 山崎福祉会 5410005004933 013-0018 横手市 本町２－１７

229 社会福祉法人 秋田聖友会 3410005005867 013-0025 横手市 寿町７－２５

230 社会福祉法人 横手福祉会 5410005005329 013-0036 横手市 駅前町１４－９

231 社会福祉法人 明照福祉会 6410005004932 013-0038 横手市 前郷一番町４－４

232 社会福祉法人 ファミリーケアサービス 4410005004934 013-0044 横手市 横山町１－１

233 社会福祉法人 白梅保育園 3410005004927 013-0051 横手市 大屋新町字中野１１７－１６

234 社会福祉法人 睦福祉会 1410005004929 013-0064 横手市 赤坂字仁坂１０５－２０

235 社会福祉法人 よこて愛燦会 8410005004930 013-0065 横手市 猪岡字沼下１４５－２

236 社会福祉法人 横手市社会福祉協議会 9410005005069 013-0072 横手市 卸町５－１０

237 社会福祉法人 吉田愛児会 7410005005137 013-0101 横手市 平鹿町上吉田字田ノ植８８

238 社会福祉法人 下鍋倉保育所 8410005005136 013-0103 横手市 平鹿町下鍋倉字下都４３－１

239 社会福祉法人 育童会 1410005005134 013-0104 横手市 平鹿町樽見内字扇田６５

240 社会福祉法人 浅舞感恩講 9410005005135 013-0105 横手市 平鹿町浅舞字浅舞２２１－１

241 社会福祉法人 平鹿悠真会 6410005005591 013-0105 横手市 平鹿町浅舞字新堀１４６

242 社会福祉法人 ひらか福祉会 4410005005305 013-0105 横手市 平鹿町浅舞字福田２０７－４

243 社会福祉法人 同心会 8410005005144 013-0208 横手市 雄物川町沼館字千刈田２

244 社会福祉法人 大森保育園 5410005005196 013-0521 横手市 大森町字大森２９３－１

245 社会福祉法人 金沢保育園 2410005004928 013-0814 横手市 金沢中野字青葉田１８－１

246 社会福祉法人 相和会 5410005004925 013-0821 横手市 上境字館１３３－５

247 社会福祉法人 常盤保育園 6410005004924 013-0826 横手市 黒川字下和野２３８－６

248 社会福祉法人 一真会 8410005005342 019-0514 横手市 十文字町睦合字川井川４７

249 社会福祉法人 アヴェク・トワ 9410005005928 019-0509 横手市 十文字町梨木字羽場下１０－１１５

250 社会福祉法人 横手福寿会 6410005005245 019-0703 横手市 増田町吉野字梨木塚１００－１
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251 社会福祉法人 成寿会 9410005003576 017-0012 大館市 釈迦内字狼穴７９

252 社会福祉法人 水交苑 4410005002839 017-0034 大館市 下代野字中道南３６－１

253 社会福祉法人 大館市社会福祉協議会 5410005002838 017-0836 大館市 池内字大出１３５

254 社会福祉法人 大館圏域ふくし会 6410005002837 017-0845 大館市 泉町９－１９

255 社会福祉法人 大館感恩講 7410005002836 017-0894 大館市 裏町１５

256 社会福祉法人 大館市社会福祉事業団 2410005002840 018-5601 大館市 十二所字大水口４－５

257 社会福祉法人 比内ふくし会 6410005003018 018-5712 大館市 比内町新館字真館２１－２

258 社会福祉法人 幸泉会 2410005005364 010-0341 男鹿市 船越字内子２９４－３

259 社会福祉法人 男鹿偕生会 9410005001613 010-0345 男鹿市 脇本浦田字坂ノ上１３９－１

260 社会福祉法人 若美福祉会 7410005001615 010-0401 男鹿市 野石字大湯沢下１－１１

261 社会福祉法人 若美さくら会 6410005001616 010-0422 男鹿市 角間崎字岡見沢８６－１２

262 社会福祉法人 男鹿保育会 2410005005546 010-0502 男鹿市
船川港船川字片田74
（男鹿市保健福祉センター内）

263 社会福祉法人 男鹿ことぶき会 2410005001611 010-0502 男鹿市 船川港比詰字神明堂脇７

264 社会福祉法人 男鹿市社会福祉協議会 9410005001720 010-0511 男鹿市
船川港船川字片田７４
（男鹿市保険福祉センター内）

265 社会福祉法人 樹園 3410005001610 010-0523 男鹿市 船川港女川字鵜ノ崎１３０－１

266 社会福祉法人 男鹿更生会 1410005001612 010-0663 男鹿市 男鹿中滝川字寒風山横通１２４

267 社会福祉法人 福ふく 2410005006073 010-0342 男鹿市 脇本脇本字中野２６－７

268 社会福祉法人 いなかわ福祉会 3410005002732 012-0104 湯沢市 川連町字平城下１４－３

269 社会福祉法人 みなせ福祉会 1410005002734 012-0183 湯沢市 皆瀬字小野１８８－１

270 社会福祉法人 湯沢市社会福祉協議会 6410005002738 012-0815 湯沢市
古館町４－５
（湯沢市福祉センター内）

271 社会福祉法人 湯沢保育会 3410005002451 012-0824 湯沢市 裏門１－２－３３

272 社会福祉法人 広済会 4410005002450 012-0826 湯沢市 前森２－５－１６

273 社会福祉法人 湯沢民生協会 6410005002449 012-0813 湯沢市 前森3-3-4

274 社会福祉法人 かむろ 2410005005752 012-0855 湯沢市 愛宕町３－７－４６

275 社会福祉法人 偕行塾 7410005002613 019-0203 湯沢市 寺沢字本郷99-1
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276 社会福祉法人 雄勝なごみ会 8410005002612 019-0205 湯沢市 小野字大沢田221

277 社会福祉法人 長いスプーン 5410005006129 012-0183 湯沢市 皆瀬字桜坂１７

278 社会福祉法人 八幡平愛慈会 9410005003493 018-5141 鹿角市 八幡平字谷内１２９－１

279 社会福祉法人 花輪ふくし会 3410005003490 018-5201 鹿角市 花輪字案内６３－１

280 社会福祉法人 鹿角市社会福祉協議会 1410005003492 018-5201 鹿角市 花輪字下花輪８６－２

281 社会福祉法人 愛生会 8410005003494 018-5421 鹿角市 十和田大湯字湯の岱１－１

282 社会福祉法人 寿光会 2410005006098 018-5421 鹿角市 十和田大湯字屋布ノ下タ２０

283 社会福祉法人 青嵐会 3410005005685 015-0011 由利本荘市 石脇字石ノ花１９４－２３０

284 社会福祉法人 石脇福祉会 6410005002143 015-0012 由利本荘市 石脇字田尻３０－１２

285 社会福祉法人 わかば会 4410005005973 015-0013 由利本荘市 石脇字田尻野８－３

286 社会福祉法人 本荘久寿会 9410005002157 015-0031 由利本荘市 浜三川字小山口２０

287 社会福祉法人 福徳会 4410005002145 015-0032 由利本荘市 松ヶ崎字光禅寺前９９

288 社会福祉法人 由愛会 6410005005856 015-0041 由利本荘市 薬師堂字谷地２８７－２

289 社会福祉法人 子吉保育園福祉会 3410005002146 015-0047 由利本荘市 藤崎字藤代１２４－２

290 社会福祉法人 本荘双葉会 1410005002148 015-0808 由利本荘市 大門１３

291 社会福祉法人 多宝会 7410005002142 015-0086 由利本荘市 館字六角１６８－２

292 社会福祉法人 蔵立会 3410005002154 015-0202 由利本荘市 東由利蔵字蔵１２７－２

293 社会福祉法人 玉米福祉会 2410005002155 015-0221 由利本荘市 東由利舘合字向田７６－１

294 社会福祉法人 矢島惠育会 5410005002251 015-0411 由利本荘市 矢島町城内字八森下５１５

295 社会福祉法人 由利本荘市社会福祉協議会 9410005002297 015-0872 由利本荘市 堤脇４０－１

296 社会福祉法人 中央会 2410005002147 015-0885 由利本荘市 水林２８４

297 社会福祉法人 つるまい福祉会 5410005002160 015-0885 由利本荘市 水林４５７－５

298 社会福祉法人 大内さつき会 7410005002159 018-0711 由利本荘市 岩谷町字ハケノ下８０－２

299 社会福祉法人 由利本荘保育会 4410005006014 018-0711 由利本荘市 岩谷町字日渡５９－１

300 社会福祉法人 久盛会 8410005002158 018-1214 由利本荘市 岩城富田字根本９－３
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301 社会福祉法人 岩城保育会 5410005002177 018-1301 由利本荘市 岩城内道川字烏森５１－１

302 社会福祉法人 岩城愛生会 1410005002156 018-1301 由利本荘市 岩城内道川字烏森１５０－２９７

303 社会福祉法人 敬仁会 7410005001383 010-0201 潟上市 天王字鶴沼台４３－２２６

304 社会福祉法人 正和会 1410005001562 010-0201 潟上市 天王字棒沼台２４７－４

305 社会福祉法人 昭和ふくし会 1410005001380 018-1401 潟上市 昭和大久保字北野海老漉沼端７４－３

306 社会福祉法人 ふたあら福祉会 9410005001381 018-1502 潟上市 飯田川下虻川字上谷地１６８－１

307 社会福祉法人 潟上市社会福祉協議会 6410005001384 018-1502 潟上市 飯田川下虻川字八ツ口７０

308 社会福祉法人 大仙市社会福祉協議会 4410005004570 014-0027 大仙市 大曲通町１－１４

309 社会福祉法人 大曲保育会 1410005004144 014-0053 大仙市 大曲花園町４－８８　大曲南幼稚園内

310 社会福祉法人 あけぼの会 7410005005500 014-0057 大仙市 大曲船場町１－１－４

311 社会福祉法人 大仙ファミリーサポート 7410005004642 014-0063 大仙市 大曲日の出町１－３５－４５

312 社会福祉法人 県南ふくし会 7410005004147 014-0067 大仙市 飯田字堰東２３５

313 社会福祉法人 あけとおり会 5410005004594 014-0073 大仙市 内小友字明通３６－２

314 社会福祉法人 大空大仙 8410005004617 014-0203 大仙市 北長野字茶畑１４１

315 社会福祉法人 大仙ふくし会 9410005004616 019-1701 大仙市 神宮寺字本郷道南７８

316 社会福祉法人 ウォームハート 2410005004408 019-2112 大仙市 刈和野字愛宕町１７－１

317 社会福祉法人 柏仁会 3410005004407 019-2335 大仙市 強首字上野台２３－１８

318 社会福祉法人 水交会 6410005004619 01４-1413 大仙市 角間川町町頭９８

319 社会福祉法人 綴子保育園 4410005003291 018-3301 北秋田市 綴子字大堤２６－１

320 社会福祉法人 芳徳会 2410005003293 018-3301 北秋田市 綴子字釜堤脇１０

321 社会福祉法人 北秋田市社会福祉協議会 3410005003581 018-3312 北秋田市 花園町１６－１

322 社会福祉法人 鷹巣地の塩会 5410005003290 018-3316 北秋田市 東横町１０－３４

323 社会福祉法人 七日市保育会 3410005003292 018-3452 北秋田市 七日市字石倉岱１８

324 社会福祉法人 県北報公会 7410005003289 018-3452 北秋田市 七日市字中道岱１５

325 社会福祉法人 秋田県民生協会 4410005003234 018-4231 北秋田市 上杉字金沢１６２－１
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326 社会福祉法人 交楽会 9410005003205 018-4301 北秋田市 米内沢字七曲５１　

327 社会福祉法人 阿仁ふくし会 8410005003189 018-4611 北秋田市 阿仁水無字宮後４

328 社会福祉法人 ねむの木会 3410005002229 018-0126 にかほ市 象潟町字一丁目塩越１２４－１

329 社会福祉法人 明星福祉会 1410005002230 018-0133 にかほ市 象潟町関字西大坂１－２０

330 社会福祉法人 象潟健成会 6410005002226 018-0136 にかほ市 象潟町大砂川字下橋２０－３

331 社会福祉法人 共生会 4410005002228 018-0143 にかほ市 象潟町小砂川字カウヤ３２

332 社会福祉法人 金浦福祉会 6410005002234 018-0311 にかほ市 金浦字木の浦山１７－１１

333 社会福祉法人 仁賀保中央福祉会 9410005002231 018-0321 にかほ市 前川字中ノ森２４－５

334 社会福祉法人 にかほ市社会福祉協議会 1410005002354 018-0402 にかほ市 平沢字八森３１－１

335 社会福祉法人 仁賀保保育会 8410005002232 018-0411 にかほ市 院内字嶋田７０

336 社会福祉法人 仙北市社会福祉協議会 9410005004863 014-0347 仙北市 角館町小勝田間野５４－５

337 社会福祉法人 秋田ふくしハートネット 1410005005489 014-0513 仙北市 西木町小渕野字中関７

338 社会福祉法人 こまくさ苑 4410005004851 014-1201 仙北市 田沢湖生保内字上清水６９８

339 社会福祉法人 はなさき仙北 9410005005944 014-0592 仙北市 西木町上荒井字古堀田４７

340 社会福祉法人 小坂町社会福祉協議会 4410005003358 017-0201 小坂町 小坂字上前田７－１

341 社会福祉法人 小坂ふくし会 1410005003360 017-0202 小坂町 小坂鉱山字栗平２５－２

342 社会福祉法人 こばと会 3410005003359 017-0201 小坂町 小坂字上前田７－９

343 社会福祉法人 上小阿仁村社会福祉協議会 2410005003145 018-4421 上小阿仁村
小沢田字向川原８０　高齢者生活福祉
センター内

344 社会福祉法人 藤里町社会福祉協議会 3410005003747 018-3201 藤里町
藤琴字三ツ谷脇４０　総合福祉センター
内

345 社会福祉法人 秋田虹の会 8410005003750 018-3204 藤里町 矢坂字下一の坂２－１

346 社会福祉法人 三種町社会福祉協議会 8410005003998 018-2303 三種町
森岳字上台９３－５　三種町地域福祉セ
ンター内

347 社会福祉法人 縄文の杜 4410005004001 018-2104 三種町 鹿渡字猿田牛渕２５－６１

348 社会福祉法人 琴丘ふくし会 7410005003751 018-2104 三種町 鹿渡字町後２５１

349 社会福祉法人 双山会 5410005004009 018-2301 三種町 森岳字木戸沢１００－４７

350 社会福祉法人 八竜山本ふくし会 3410005003755 018-2401 三種町 鵜川字西本田８２－１
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351 社会福祉法人 山本更生会 1410005003749 018-2303 三種町 森岳字上台１１１－１

352 社会福祉法人 たつの子会 6410005003744 018-2401 三種町 鵜川字上谷地２６－２

353 社会福祉法人 八峰町社会福祉協議会 5410005004000 018-2644 八峰町 八森字椿台１１２

354 社会福祉法人 八森峰浜ふくし会 6410005003752 018-2665 八峰町 八森字寺の後川向８－１

355 社会福祉法人 五城目町社会福祉協議会 9410005001373 018-1725 五城目町
西磯ノ目１－６－１０　保健介護支援セ
ンター内

356 社会福祉法人 五城目やまゆり会 5410005001377 018-1723 五城目町 上樋口字樽沢１３７

357 社会福祉法人 キッズハウスもりやま 8410005001374 018-1703 五城目町 字羽黒前７６－１

358 社会福祉法人 八郎潟町社会福祉協議会 7410005001375 018-1621 八郎潟町 字家ノ後２３－３　老人福祉センター内

359 社会福祉法人 榮寿苑福祉会 6410005001376 018-1601 八郎潟町 真坂字沢田４３－１０

360 社会福祉法人 南秋福祉会 8410005001382 018-1629 八郎潟町 字中嶋２８２－１

361 社会福祉法人 秀麗会 6410005001335 018-1616 八郎潟町 字大道９０－３

362 社会福祉法人 井川町社会福祉協議会 4410005001378 018-1512 井川町
北川尻字海老沢樋ノ口１０６－１　健康
センター内

363 社会福祉法人 井川町福祉会 3410005001379 018-1526 井川町 寺沢字綱木沢１３３－２

364 社会福祉法人 大潟村社会福祉協議会 5410005001617 010-0441 大潟村 字北１－３　ふれあい健康館内

365 社会福祉法人 美郷町社会福祉協議会 3410005004381 019-1541 美郷町 土崎字上野乙６－１

366 社会福祉法人 六郷仙南福祉会 3410005004150 019-1404 美郷町 六郷字作山１８７

367 社会福祉法人 慈泉会 8410005004377 019-1404 美郷町 六郷字熊野１２１－１

368 社会福祉法人 羽後町社会福祉協議会 5410005002540 012-1103 羽後町
林崎字五林坂２１－１　五輪坂ケアセン
ター内

369 社会福祉法人 六縁会 9410005004054 012-1131 羽後町 西馬音内字中野１９－３９

370 社会福祉法人 羽後町福祉会 4410005002541 012-1115 羽後町 足田字七窪２７－１

371 社会福祉法人 五輪坂秋峰会 7410005002729 012-1115 羽後町 足田字古堤上２１－２

372 社会福祉法人 羽後町保育会 7410005002737 012-1131 羽後町 床舞字明通６８

373 社会福祉法人 東成瀬村社会福祉協議会 7410005002695 019-0801 東成瀬村 田子内字仙人下３０－１

374 社会福祉法人 なるせ保育会 8410005002760 019-0801 東成瀬村 田子内字上野８－１

375 社会福祉法人 みその 1021005000338 251-0873 神奈川県 藤沢市みその台１－３ 旧厚生局
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376 社会福祉法人 元気村 2030005009734 365-0039 埼玉県 鴻巣市東１－１－２５　フラワービル 

377 社会福祉法人 山栄会 5100005003371 385-0026 長野県 佐久市常田字東池下７７－１ 旧厚生局

378 社会福祉法人 一視同仁会 2370305000409 986-1111 宮城県 石巻市鹿又字八幡前１５ 旧厚生局

379 更生保護法人 秋田至仁会 7410005000658 010-0029 秋田市 楢山川口境２２－１２

380 更生保護法人 秋田県更生保護援護協会 8410005000657 010-0951 秋田市 山王７－１－２　保護観察所内

381 独立行政法人
石油天然ガス・金属鉱物資源
機構

4010405009573 105-0001 東京都
港区虎ノ門２－１０－１　虎ノ門ツインビ
ルディング

382 独立行政法人 日本貿易振興機構 2010405003693 107-6006 東京都 港区赤坂１－１２－３２　アーク森ビル

383 独立行政法人 地域医療機能推進機構 6040005003798 108-8583 東京都 港区高輪３－２２－１２

384 独立行政法人 自動車事故対策機構 9010005006883 130-0013 東京都
墨田区錦糸３－２－１　アルカイースト１
９階 

385 独立行政法人 国立病院機構 1013205001281 152-8621 東京都 目黒区東が丘２－５－２１

386 独立行政法人 自動車技術総合機構 1011105001930 160-0003 東京都
新宿区本塩町４－４１　住友生命四谷ビ
ル

387 国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構 9012405001241 182-8522 東京都 調布市深大寺東町７－４４－１

388 独立行政法人 国立高等専門学校機構 8010105000820 193-0834 東京都 八王子市東浅川町７０１－２

389 独立行政法人 労働者健康安全機構 7020005008492 212-0013 神奈川県 川崎市中原区木月住吉町１番１号

390 独立行政法人
高齢・障害・求職者雇用支援
機構

8040005016947 261-8558 千葉県 千葉市美浜区若葉３－１－２

391 国立研究開発法人
農業・食品産業技術総合研究
機構

7050005005207 305-8571 茨城県 つくば市観音台３－１－１

392 国立研究開発法人 森林研究・整備機構 4050005005317 305-8687 茨城県 つくば市松の里１

393 地方独立行政法人 秋田県立療育機構 7410005001796 010-1409 秋田市 南ヶ丘１－１－２

394 地方独立行政法人 秋田県立病院機構 5410005001765 010-0874 秋田市
千秋久保田町６－１０　秋田県立循環
器・脳脊髄センター内

395 地方独立行政法人 市立秋田総合病院 6410005005815 010-0933　 秋田市 川元松丘町4-30

396 公立大学法人 秋田県立大学 8410005001507 010-0195 秋田市 下新城中野字街道端西２４１－４３８

397 公立大学法人 国際教養大学 5410005001278 010-1292 秋田市 雄和椿川字奥椿岱１９３－２

398 公立大学法人 秋田公立美術大学 2410005005694 010-1632 秋田市 新屋大川町１２－３

399 国立大学法人 秋田大学 2410005001280 010-8502 秋田市 手形学園町１－１

400 認定特定非営利活動法人 花岡平和記念会 6410005003125 017-0885 大館市 豊町２－３７　
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整理
番号

法人区分 団　　体　　名　　称 法人番号 郵便番号 市町村 所　在　地 備考

401 認定特定非営利活動法人 あきたスギッチファンド 4410005001766 010-1403 秋田市 上北手荒巻字堺切２４－２

402 認定特定非営利活動法人 環境あきた県民フォーラム 8410005001291 010-1403 秋田市 上北手荒巻字堺切２４－２

403 認可法人 日本赤十字社　秋田県支部 6010405002452 010-0922 秋田市
旭北栄町１－５　秋田県社会福祉会館
内

404 公益信託 日の出交通遺児育英基金 - 100-8212

405 日本司法支援センター 2011205001573 164-8721 東京都
中野区本町１－３２－２　ハーモニータ
ワー８階

（受託者　東京都千代田区丸の内１－４－５　三菱
ＵＦＪ信託銀行㈱リテール受託業務部公益信託課）

※この一覧は令和４年１月１日時点で秋田県総務部税務課が把握している団体です。一覧記載以外の団体で秋田
県内に事務所を有するものに係る寄附金税額控除の適否については、個別にお問い合わせください。　

17 / 17 ページ


