
平成３０年１月１日現在

（五十音順）

区分 団体名 役職 氏名

（株）秋田銀行  取締役頭取 新　谷　明　弘

（一社）秋田経済同友会 代表幹事 小笠原　直　樹

秋田県がん検診推進に関する連携企業

  幹事社　（株）秋田銀行  取締役頭取 新　谷　明　弘

　事務局　東京海上日動火災保険（株）
　　　　　秋田支店

秋田支店長 中　本　　　浩

秋田県漁業協同組合 代表理事組合長 藤　田　博　英

秋田県商工会議所連合会 会長 三　浦　廣　巳

秋田県商工会連合会 会長 村　岡　淑　郎

秋田県森林組合連合会 代表理事会長 佐　藤　重　芳

秋田県中小企業団体中央会 会長 藤　澤　正　義

秋田県農業協同組合中央会 会長 船　木　耕太郎

（公社）日本青年会議所東北地区秋田ブロッ
ク協議会

会長 佐々木　　　暁

日本労働組合総連合会秋田県連合会 会長 黒　﨑　保　樹

（株）北都銀行 取締役頭取 斉　藤　永　吉

（一社）秋田県医師会 会長 小　玉　弘　之

（公社）秋田県栄養士会 会長 古宇田　靖　子

（公社）秋田県看護協会 会長 髙　島　幹　子

秋田県がん診療連携協議会 会長 羽　渕　友　則

（一社）秋田県歯科医師会 会長 藤　原　元　幸

（一社）秋田県薬剤師会 会長 大　越　英　雄

国立大学法人 秋田大学 学長 山　本　文　雄

秋田県健康づくり県民運動推進協議会　会員名簿
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区分 団体名 役職 氏名

秋田県厚生農業協同組合連合会 代表理事理事長 小野地　章　一

（公財）秋田県総合保健事業団 理事長 堀　井　啓　一

秋田県がん患者団体連絡協議会
きぼうの虹

代表 佐　藤　　　厚

あけぼの秋田（乳がん患者会） 代表 佐　藤　清　子

秋田県在宅保健師等ゆずり葉の会 会長 佐　藤　潤　子

（社福）秋田県社会福祉協議会 会長 佐　藤　博　身

秋田県食生活改善推進協議会 会長 齋　藤　カヅ子

（公財）秋田県体育協会 会長 小笠原　直　樹

秋田県地域婦人団体連絡協議会 会長 小　玉　喜久子

秋田ふきのとう県民運動実行委員会 会長 袴　田　俊　英

秋田県レクリエーション協会 会長 小笠原　直　樹

秋田・たばこ問題を考える会 代表 鈴　木　裕　之

国際ロータリー第2540地区 2017～2018年度ガバナー 柳　谷　悦　麿

ライオンズクラブ国際協会332-F地区 ガバナー 髙　堂　　　裕

秋田県国民健康保険団体連合会 理事長 加　藤　和　夫

健康保険組合連合会秋田連合会 会長 播磨屋　寿　敏

全国健康保険協会（協会けんぽ）秋田支部 秋田支部長 中　田　　　博

（株）秋田魁新報社 代表取締役社長 小笠原　直　樹

日本放送協会秋田放送局 局長 涌　井　良　介

（株）秋田放送 代表取締役社長 立　田　　　聡

秋田テレビ（株） 代表取締役社長 神　成　俊　行

秋田朝日放送（株） 代表取締役社長 桜　井　　　元
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区分 団体名 役職 氏名

秋田市 市長 穂　積　　　志

能代市 市長 齊　藤　滋　宣

横手市 市長 髙　橋　　　大

大館市 市長 福　原　淳　嗣

男鹿市 市長 菅　原　広　二

湯沢市 市長 鈴　木　俊　夫

鹿角市 市長 児　玉　　　一

由利本荘市 市長 長谷部　　　誠

潟上市 市長 藤　原　一　成

大仙市 市長 老　松　博　行

北秋田市 市長 津　谷　永　光

にかほ市 市長 市　川　雄　次

仙北市 市長 門　脇　光　浩

小坂町 町長 細　越　　　満

上小阿仁村 村長 小  林  悦  次

藤里町 町長 佐々木　文　明

三種町 町長 三　浦　正　隆

八峰町 町長 加　藤　和　夫

五城目町 町長 渡　邉　彦兵衛

八郎潟町 町長 畠　山　菊　夫

井川町 町長 齋　藤　多　聞

大潟村 村長 髙　橋　浩　人

美郷町 町長 松　田　知　己

市
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団体名 役職 氏名

羽後町 町長 安　藤　　　豊

東成瀬村 村長 佐々木　哲　男

国 秋田労働局 局長 松　本　安　彦

県
議
会

秋田県議会がん対策推進議員連盟 会長 加　藤　鉱　一

秋田県 知事 佐　竹　敬　久

秋田県教育委員会 教育長 米　田　　　進

第一生命保険株式会社 秋田支社長 池　田　孝　文

アクサ生命保険株式会社 秋田支社長 黒　沢　　　晃

明治安田生命保険相互会社 秋田支社長 江　崎　孝　俊

（市町村等、一部は五十音順と相違します。）
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