
 相談窓口一覧

 （令和３年３月)



医療機関

◆受診予約が必要な医療機関もあります。事前にお問い合わせください。

○県北

名称 住所 医師名 電話番号

大館市立総合病院
〒017-8550
大館市豊町3-1

小児科：丹代諭 0186-42-5370

さとう心療内科
〒017-0887
大館市水門2-13

精神科：佐藤泰治 0186-49-8123

中神メンタルクリニック
〒017-0041
大館市字大田面395-1

心療内科、精神科、
内科：中神卓

0186-44-4156

西大館医院
〒017-0878
大館市川口字上野６の125

内科（漢方）：佐々木静一郎、
内科：髙橋義博

0186-49-3211

独立行政法人地域医療
機能推進機構秋田病院

〒016-0851
能代市緑町5-22

小児科：大塚美穂子 0185-52-3271

長信田の森心療クリニッ
ク

〒018-2303
三種町森岳字石倉沢1-2

精神科：児玉隆治 0185-72-4133

○県央

※注１）

名称 住所 医師名 電話番号

秋田大学医学部附属病
院

〒010-8543
秋田市広面字蓮沼44-2

精神科：太田英伸、今西彩、
小児科：矢野珠巨、渡辺圭介 018-834-1111

秋田赤十字病院
〒010-1406
秋田市上北手猿田字苗代沢
222-1

小児科：木村滋、田村真通、
土田聡子、新生児科：新井浩
和、伊藤智夫、精神科：高橋
裕哉、石川勇仁

018-829-5000

秋田厚生医療センター
〒011-0948
秋田市飯島西袋一丁目１の１

小児科：久保田弘樹 018-880-3000

秋田県立医療療育セン
ター

〒010-1409
秋田市南ケ丘一丁目1番2号

小児科：澤石由記夫、渡部泰
弘
精神科：室岡守

018-826-2401

市立秋田総合病院
〒010-0933
秋田市川元松丘町4-30 

小児科：小泉ひろみ（水曜
日）、精神科

018-823-4171

秋田大学医学部附属病院は特定機能病院です。初めて受診される方は、おかかりの医療機関からの紹介
状と秋田大学医学部附属病院地域医療患者支援センターへの受診予約が必要です。



中通総合病院
〒010-0012
秋田市南通みその町3-15  

精神科：沓澤理、小児科：平山
雅士、

018-833-1122

中通リハビリテーション
病院

〒010-0001
秋田市中通6-1-58      

リハビリテーション科：小貫渉 018-833-1131

今村病院
〒010-0146
秋田市下新城中野字琵琶沼
124-1

精神科：稲庭千弥子、今野直
樹、竹島　綾、
塩田睦、森朱音

018-873-3011

杉山病院
〒018-1401
潟上市昭和大久保字北野出戸
道脇41番地

精神科：猪股良之 018-877-6141

今村記念クリニック
〒010-0141
秋田市下新城長岡字毛無谷地
265 

小児科：後藤敦子 018-872-1313

さいとう神経科クリニック
〒010-0951
秋田市山王3-8-34山王ツイン
ビル

精神科：斎藤征司 018-883-5105

こころのクリニック
〒010-0864
秋田市手形住吉町1-3三愛ﾋﾞﾙ
2F

精神科：豊田洋、豊田倫子 018-874-7556

いなみ小児科ファミリー
クリニック

〒010-0915
秋田市保戸野中町1-45   

小児科：稲見育大 018-893-3955

なかこうじメンタルクリ
ニック

〒010-0001
秋田市中通2-2-7トラストワンビ
ル２１　4階

精神科：佐々木一彦、佐々木
智康

018-853-7031

秋田こどもの心と発達ク
リニック

〒011-0946
秋田市土崎港中央４丁目10-18

小児科：小泉ひろみ 018-853-6675

ハートケアクリニックお
おまち

〒010-0921
秋田市大町１丁目2-7　サン・パ
ティオ大町Ａ棟２階Ａ号室

心療内科、精神科：菊池結花 018-853-0180

菅原病院
〒015-0012
由利本荘市石脇字田尻33

精神科：菅原和彦 0184‐22‐1604

さけみ小児科クリニック
〒015-0858
由利本荘市西梵天73     

小児科：酒見喜久雄（月曜
日）、石井治佳

0184-28-5101

まつだあかちゃんこども
クリニック

〒015-0843
由利本荘市東梵天174-1   

小児科、新生児内科：松田武
文

0184-22-0009



○県南

名称 住所 医師名 電話番号

小山田医院
〒014-0047
大仙市大曲須和町1-4-21    

小児科：小山田雍 0187-63-1133

生和堂医院
〒019-2112
大仙市刈和野字清水院後15-2

小児科：伊藤晴通 0187-75-0318

協和病院

〒019-2413
大仙市協和上淀川字五百刈田
277-1

精神科：吉尾純
018-892-2881

秋田県立リハビリテー
ション・精神医療セン
ター

〒019-2492
大仙市協和上淀川五百刈田
352

精神科：小畑信彦、兼子義
彦、倉田　晋、須田秀可、向井
長弘、小林祐美、成田恵理子

018-892-3751

横手興生病院
〒013-0016
横手市根岸町8-21　  　 

精神科：安部俊一郎、榊田理
恵、藤嶋敏一、杉田俊生、杉
山智成、佐藤雅俊、小林　穣、
小泉健太郎、川口智也、佐藤　
甫

0182-32-2071

雄勝中央病院
〒012-0055
湯沢市山田字勇ヶ岡25 小児科：澤石由記夫（非常勤） 0183-73-5000

横手胃腸科クリニック
〒013-0032
横手市清川町13-31

内科、心療内科：高橋正樹 0182-35-2222

伊藤小児科・内科医院
〒013-0063
横手市婦気大堤字谷地添5-1

小児科、内科、アレルギー科、
循環内科：伊藤忠彦

0182-23-8615

岡田小児科医院
〒019-0503
横手市十文字町西原一番町
51-2

小児科：岡田信親 0182-55-2110

阿部耳鼻咽喉科医院
〒019-0502
横手市十文字町西原２番町１の
４

耳鼻咽喉科、アレルギー科：
阿部　隆

0182-42-3341

みたに小児科医院
〒012-0036
湯沢市字両神59-1   

小児科：三谷克己 0183-72-1771



市町村

○県北

名称 郵便番号  所在地  電話番号

鹿角市 018-5201 鹿角市花輪字下花輪50  0186-30-0238

小坂町 017-0292 鹿角郡小坂町小坂字上谷地41-1  0186-29-3925

大館市 017-8555 大館市字中城20  0186-43-7052

北秋田市 018-3392 北秋田市花園町19-1  0186-62-6637

上小阿仁村 018-4494 北秋田郡上小阿仁村小沢田字向川原118  0186-77-2222

能代市 016-8501 能代市上町1-3  0185-89-2153

藤里町 018-3201 山本郡藤里町藤琴字藤琴8  0185-79-2113

三種町 018-2401 山本郡三種町鵜川字岩谷子8  0185-85-2190

八峰町 018-2502 山本郡八峰町峰浜目名潟字目長田118  0185-76-4608

○県央

名称 郵便番号  所在地  電話番号

秋田市 010-8560 秋田市山王1-1-1  018-888-5663

男鹿市 010-0595 男鹿市船川港船川字泉台66-1  0185-24-9120

潟上市 010-0201 潟上市天王字棒沼台226-1  018-853-5314

五城目町 018-1792 南秋田郡五城目町西磯ノ目1-1-1  018-852-5128

八郎潟町 018-1692 南秋田郡八郎潟町字大道80  018-875-5808

井川町 018-1596 南秋田郡井川町北川尻字海老沢樋ノ口78-1  018-874-4417

大潟村 010-0494 南秋田郡大潟村字中央1-1  0185-45-2114

由利本荘市 015-8501 由利本荘市尾崎17  0184-24-6314

にかほ市（仁賀保庁舎） 018-0492 にかほ市平沢字鳥ノ子渕21  0184-32-3034

○県南

名称 郵便番号  所在地  電話番号

大仙市 014-8601 大仙市大曲花園町1-1  0187-63-1111

仙北市（西木庁舎） 014-0592 仙北市西木町上荒井字古堀田47  0187-43-2288

美郷町 019-1541 仙北郡美郷町土崎字上野乙170-10  0187-84-4907

横手市 013-8601 横手市中央町8-2  0182-35-2132

湯沢市 012-8501 湯沢市佐竹町1-1  0183-55-8075

羽後町 012-1131 雄勝郡羽後町西馬音内字中野177  0183-62-2111

東成瀬村 019-0801 雄勝郡東成瀬村田子内字仙人下30-1  0182-47-3405



教育委員会

○県北

名称 郵便番号 住所 電話番号

鹿角市教育委員会 018-5292 鹿角市花輪字荒田4-1 0186-30-0291

小坂町教育委員会 017-0201 鹿角郡小坂町小坂字砂森7-1 0186-29-2342

大館市教育委員会 018-3595 大館市早口字上野43-1 0186-43-7112

北秋田市教育委員会 018-3312 北秋田市花園町15-1　  0186-62-6617

上小阿仁村教育委員会 018-4421 北秋田郡上小阿仁村小沢田字向川原60-3                                　　0186-60-9000

能代市教育委員会 018-3192 能代市二ツ井町字上台1-1 0185-73-5178

藤里町教育委員会 018-3201 山本郡藤里町藤琴字家の後67 0185-79-1327

三種町教育委員会 018-2104 山本郡三種町鹿渡字東二本柳29-3 0185-87-2115

八峰町教育委員会 018-2641 山本郡八峰町八森字中浜196-1 0185-77-2816

○県央

名称 郵便番号 住所 電話番号

秋田市教育委員会 010-0065 秋田市茨島1-4-71（秋田市教育研究所） 018-865-2530

男鹿市教育委員会 010-0595 男鹿市船川港船川字泉台66-1 0185-24-9101

潟上市教育委員会 010-0201 潟上市天王字棒沼台226-1　 018-853-5371

五城目町教育委員会 018-1792 南秋田郡五城目町西磯ノ目1-1-1　 018-852-5372

八郎潟町教育委員会 018-1692 南秋田郡八郎潟町字大道80　 018-875-5812

井川町教育委員会 018-1512 南秋田郡井川町北川尻字海老沢樋ノ口79-2 018-874-4424

大潟村教育委員会 010-0443 南秋田郡大潟村字中央1-21 0185-45-3240

由利本荘市教育委員会 018-0692 由利本荘市西目町沼田字弁天前40-61 0184-32-1330

にかほ市教育委員会 018-0311 にかほ市金浦字南金浦49-2 0184-38-2266

○県南

名称 郵便番号 住所 電話番号

大仙市教育委員会 014-8601 大仙市大曲上栄町2-16　 0187-63-1111

仙北市教育委員会 014-0392 仙北市角館町東勝楽丁19 0187-43-3387

美郷町教育委員会 019-1541 仙北郡美郷町土崎字上野乙170-10 0187-84-1112

横手市教育委員会 013-8601 横手市条里一丁目1-64 0182-35-2123

湯沢市教育委員会 012-8501 湯沢市佐竹町1-1　 0183-73-2162

羽後町教育委員会 012-1131 雄勝郡羽後町西馬音内字中野177　 0183-62-2111

東成瀬村教育委員会 019-0801 雄勝郡東成瀬村田子内字仙人下30-1　 0182-47-3415

県教育庁特別支援教育課 010-8580 秋田市山王3丁目1-1 018-860-5135

県教育庁高校教育課 010-8580 秋田市山王3丁目1-1 018-860-5165

総合教育センター 010-0101 潟上市天王字追分西29-76 0120-377-804



特別支援学校

○県北

名称 郵便番号 住所 電話番号

比内支援学校 018-5741 大館市比内町達子字前田野1-2                                           0186-55-2131

比内支援学校
　　　　　かづの校

018-5201 鹿角市花輪字案内2 0186-22-0253

比内支援学校
　　　　　たかのす校

018-3452 北秋田市七日市字家向49の内 0186-66-2128

能代支援学校 016-0005 能代市真壁地字トトメキ沢135 0185-55-0691

○県央

名称 郵便番号 住所 電話番号

視覚支援学校 010-1407 秋田市上北手百崎字諏訪ノ沢3-127　 018-889-8571

聴覚支援学校 010-1407 秋田市上北手百崎字諏訪ノ沢3-127　 018-889-8572

秋田きらり支援学校　 010-1407 秋田市上北手百崎字諏訪ノ沢3-127 018-889-8573

天王みどり学園 010-0101 潟上市天王字追分西27-18　 018-870-4611

栗田支援学校 010-1621 秋田市新屋栗田町10-10　 018-828-1162

ゆり支援学校　 015-0885 由利本荘市水林456-3 0184-27-2630

ゆり支援学校道川分教室（独立
行政法人国立病院機構あきた
病院内）

018-1301
由利本荘市岩城内道川字井戸ノ沢84-
40

0184-62-6136

秋田大学教育文化学部附属
特別支援学校

010-0904 秋田市保戸野原の町7-75　 018-862-8583

○県南

名称 郵便番号 住所 電話番号

大曲支援学校 014-0072 大仙市大曲西根字下成沢122　 0187-68-4123

大曲支援学校
　　　　　せんぼく校

014-0372 仙北市角館町小館77-2 0187-42-8568



横手支援学校　 013-0064 横手市赤坂字仁坂105-1 0182-33-4166

稲川支援学校 012-0104 湯沢市駒形字八面寺下谷地33-2　 0183-42-4424



特別支援教育地域センター

特別支援教育地域センター
＊　アドバイザー勤務校等

勤務校　電話番号
＊（専）は専用電話

アドバイザー勤務曜日等
（※２）

鹿角市立花輪小学校（※１）
０１８６－２３－３３０２
（北教育事務所鹿角出張所）

月～金

大館市立桂城小学校 ０１８６－４２－４９１０（専） 火・木・金

北秋田市立鷹巣小学校 ０１８６－６２－９８１４（専） 火・木・金

能代市立渟城南小学校 ０１８５－５２－０４６８（専） 火・木・金

男鹿市立船川第一小学校 ０１８５－２４－３２３１ 月・水・金

秋田市教育委員会教育研究所 ０１８－８６５－２５３０ 火・水・金

由利本荘市立鶴舞小学校 ０１８４－２２－３５５８（専） 火・木・金

由利本荘市立岩谷小学校 ０１８４－６５－２２２０ 週１回程度

大仙市立花館小学校 ０１８７－６３－１０２２ 火・水・金

仙北市立角館小学校（※１）
０１８７－６３－３４７７
（南教育事務所仙北出張所）

月～金

横手市立朝倉小学校 ０１８２－３２－６０７０ 火・水・金

湯沢市立湯沢西小学校 ０１８３－７２－５１５０ 月・水・金

※１　花輪小学校、角館小学校には、特別支援教育アドバイザーを配置していませんが、鹿角出

　　　張所、仙北出張所の特別支援教育担当指導主事が対応します。

※２　特別支援教育アドバイザーの勤務曜日につきましては、変更がありますので連絡の際は御

　　　注意願います。



保健所

○県北

名称 郵便番号 住所 電話番号

大館保健所 018-5601 大館市十二所字平内新田237-1                                             0186-52-3955

北秋田保健所 018-3393 北秋田市鷹巣字東中岱76-1 0186-62-1165

能代保健所 016-0815 能代市御指南町1-10 0185-55-8023

○県央

名称 郵便番号 住所 電話番号

秋田市保健所 010-0976 秋田市八橋南一丁目8-3 018-883-1180

秋田中央保健所 018-1402 潟上市昭和乱橋字古関172-1 018-855-5171

由利本荘保健所 015-0885 由利本荘市水林408 0184-22-4120

○県南

名称 郵便番号 住所 電話番号

大仙保健所 014-0062 大仙市大曲上栄町13-62　 0187-63-3403

横手保健所 013-8503 横手市旭川1-3-46 0182-32-4005

湯沢保健所 012-0857 湯沢市千石町2-1-10 0183-73-6155

児童相談所

名称 郵便番号 住所 電話番号

北児童相談所 018-5601 大館市十二所字平内新田237-1 0186-52-3956

中央児童相談所 010-1602 秋田市新屋下川原１-1 018-862-7311

南児童相談所 013-8503 横手市旭川１-3-46 0182-32-0500

その他関係機関

名称 郵便番号 住所 電話番号

発達障害者支援センター 010-1409 秋田市南ヶ丘一丁目1-2 018-826-8030

県精神保健福祉センター 010-0001 秋田市中通2-1-51 018-831-3946

ひきこもり相談支援センター 010-0001 秋田市中通2-1-51 018-831-2525

県障害福祉課 010-8570 秋田市山王4丁目1-1 018-860-1331



ハローワーク

○県北

名称 郵便番号 住所 電話番号

ハローワーク鹿角 018-5201 鹿角市花輪字荒田82-4 0186-23-2173

ハローワーク大館 017-0046 大館市清水1-5-20 0186-42-2531

ハローワーク鷹巣 018-3331 北秋田市鷹巣字東中岱26-1 0186-60-1586

ハローワーク能代 016-0851 能代市緑町5-29 0185-54-7311

○県央

名称 郵便番号 住所 電話番号

ハローワーク秋田 010-0065 秋田市茨島1-12-16 018-864-4111

ハローワーク男鹿 010-0511 男鹿市船川港船川字新浜町1-3 0185-23-2411

ハローワーク本荘 015-0013 由利本荘市石脇字田尻野18-1 0184-22-3421

○県南

名称 郵便番号 住所 電話番号

ハローワーク大曲 014-0034 大仙市大曲住吉町33-3 0187-63-0335

ハローワーク角館 014-0372 仙北市角館町小館32-3 0187-54-2434

ハローワーク横手 013-0033 横手市旭川1-2-26 0182-32-1165

ハローワーク湯沢 012-0033 湯沢市清水町4-4-3 0183-73-6117

障害者職業センター

名称 郵便番号 住所 電話番号

秋田障害者職業センター 010-0944 秋田市川尻若葉町4-48 018-864-3608



障害者就業・生活支援センター

○県北

郵便番号 住所 電話番号

017-0845 大館市泉町9-19 0186-57-8225

018-3315 北秋田市宮前町9-67 0186-67-6003

016-0873 能代市字長崎42-1 0185-88-8296

○県央

郵便番号 住所 電話番号

010-0817 秋田市泉菅野2-17-27　 018-896-7088

015-0855 由利本荘市二番堰25-1 0184-44-8578

○県南

郵便番号 住所 電話番号

014-0043 大仙市大曲戸巻町2-68　 0187-88-8713

013-0068 横手市梅の木町8-5 0182-23-6281

012-0036 湯沢市字両神15-1 0183-55-8650

年金事務所

名称 郵便番号 電話番号

秋田年金事務所 010-8565 018-865-2392

鷹巣年金事務所 018-3312 0186-62-1490

大曲年金事務所 014-0027 0187-63-2296

本荘年金事務所 015-8505 0184-24-1111

年金相談センター 010-8506 018-893-6491

名称

秋田県北障害者就業・生活支援センター

北秋田障害者就業・生活支援センター

秋田県能代山本障害者就業・生活支援セ
ンター

名称

ウェルビューいずみ障害者就業・生活支援
センター

由利本荘・にかほ圏域障害者就業・生活支
援センター　Ｅ－Ｓｕｐｐｏｒｔ

名称

秋田県南障害者就業・生活支援センター

ネット横手障害者就業・生活支援センター

湯沢雄勝障害者就業・生活支援センター
ぱあとなあ

住所

秋田市保戸野鉄砲町5-20

北秋田市花園町18-1

大仙市大曲通町6-26

由利本荘市表尾崎町21-2

秋田市東通仲町4－1秋田拠点センターALVE 2階


