
令和４年３月31日現在

会 員 数 ： 184

区分 団　　体　　名 役　職 氏　名

(一社)秋田経済同友会 代表幹事 佐　川　博　之

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 小　沼　広　史

秋田県漁業協同組合 代表理事組合長 加賀谷　　　弘

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 大　森　三四郎

秋田県信用組合 理事長 北　林　貞　男

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 代表理事会長 斉　藤　一　志

秋田商工会議所 会　頭 三　浦　廣　巳

大館商工会議所 会　頭 佐　藤　義　晃

大曲商工会議所 会　頭 佐々木　繁　治

(公社)日本青年会議所東北地区
秋田ブロック協議会

会　長 高　橋　隆　太

日本労働組合総連合会秋田県連合会 会　長 才　村　泰　彦

(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 栗　盛　寿美子

(公社)秋田県看護協会 会　長 白　川　秀　子

秋田県がん診療連携協議会 会　長 南　谷　佳　弘

(一社)秋田県作業療法士会 会　長 高　橋　敏　弘

(一社)秋田県歯科医師会 会　長 藤　原　元　幸

(一社)秋田県歯科衛生士会 会　長 甫　仮　貴　子

(一社)秋田県薬剤師会 会　長 大　越　英　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

(公社)秋田県理学療法士会 会　長 菅　原　慶　勇

国立大学法人秋田大学 学　長 山　本　文　雄

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 戸　堀　文　雄

秋田県後期高齢者医療広域連合 広域連合長 穂　積　　　志

秋田県国民健康保険団体連合会 理事長 齊　藤　滋　宣

秋田県歯科医師国民健康保険組合 理事長 立　花　　　透

健康保険組合連合会秋田連合会 会　長 原　岡　正　博

全国健康保険協会（協会けんぽ）秋田支部 秋田支部長 加　藤　　　尊

秋田県がん患者団体連絡協議会
きぼうの虹

代　表 田　中　鈴　子

あけぼの秋田（乳がん患者会） 代　表 佐　藤　清　子

秋田県ウオーキング協会 会　長 星　野　和　夫

秋田県在宅保健師等ゆずり葉の会 会　長 太　田　敦　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)秋田県スポーツ協会 会　長 鶴　田　有　司

秋田県スポーツ推進委員協議会 会　長 飯　坂　尚　登

(一財)秋田県総合公社 理事長 柴　田　公　博

秋田県地域婦人団体連絡協議会 会　長 小　玉　喜久子

(公社)秋田県トラック協会 会　長 赤　上　信　弥

(一社)秋田県ハイヤー協会 会　長 佐々木　宏　行

(公社)秋田県バス協会 会　長 齋　藤　善　一

秋田県ボウリング場協会 会　長 船　木　　　寛

秋田県レクリエーション協会 会　長 佐　川　博　之

秋田ＧＳＮスロージョギングクラブ 代　表 多　田　正　明
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区分 団　　体　　名 役　職 氏　名

秋田ふきのとう県民運動実行委員会 会　長 佐　藤　久　男

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 ガバナー 宮　原　保　夫

生活協同組合コープあきた 理事長 三　浦　貴　裕

(社医)正和会 理事長 小　玉　敏　央

自治体退職者会秋田県本部 会　長 又　井　道　男

日本健康運動指導士会 秋田県支部長 児　玉　美　幸

(社福)はまなす会 理事長 泉　　　正　樹

ライオンズクラブ国際協会332-F地区 ガバナー 金　子　晴　雄

(株)秋田魁新報社 代表取締役社長 佐　川　博　之

日本放送協会秋田放送局 局　長 石　井　令　人

(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 石　塚　真　人

秋田朝日放送(株) 代表取締役社長 森　田　良　平

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 佐　藤　一　夫

鹿角市 市　長 関　　　　　厚

由利本荘市 市　長 湊　　　貴　信

潟上市 市　長 鈴　木　雄　大

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
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区分 団　　体　　名 役　職 氏　名

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 田　川　政　幸

八峰町 町　長 森　田　新一郎

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

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 甲　斐　三　照

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 安　田　浩　幸

あいおいニッセイ同和損害保険(株) 秋田支店長 鶴　丸　宗　久

秋田エプソン(株) 代表取締役社長 遠　藤　正　敏

秋田活版印刷(株) 代表取締役社長 畠　山　紀　夫

あきた北観光バス(株) 代表取締役 加　藤　　　治

秋田協同印刷(株) 代表取締役 赤　川　靖　宏

(株)秋田銀行 取締役頭取 新　谷　明　弘

秋田内陸縦貫鉄道(株) 代表取締役社長 吉　田　裕　幸

秋田瀝青建設(株) 代表取締役 斉　藤　豊　隆

アクサ生命保険(株) 秋田支社長 黒　沢　　　晃

(株)アルファシステム 代表取締役 佐　藤　嘉　晃
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区分 団　　体　　名 役　職 氏　名

(株)粟津鉄工建設 代表取締役 粟　津　憲　靖

ＥＡファーマ(株) 北東北営業所長 藤　原　紀　彦

イオン東北(株) 代表取締役社長 辻　　　雅　信

伊藤建設工業(株) 代表取締役 中　村　清　昭

エイデイケイ富士システム(株) 代表取締役 齋　藤　和　美

エイブリック(株) 秋田事業所長 高　橋　宏　幸

(株)英明工務店 代表取締役 加　藤　憲　成

(株)ＳＭＭプレシジョン 代表取締役 松　本　　　博

ＳＣＳＫニアショアシステムズ(株)
システム開発第一事業本部

秋田開発部長
福　岡　喜　幸

(株)ＮＴＴ東日本－東北 秋田支店長 松　浦　　　寛

大館ヤクルト販売(株) 代表取締役社長 武　藤　慎　一

大塚食品(株) 仙台支店長 一　木　伸　悟

大塚製薬(株) 秋田出張所長 杉　本　　　新

小野薬品工業(株)
東北支店

秋田営業所長
大　倉　敏　史

花王グループカスタマーマーケティング(株) 秋田支店長 山　形　仁　志

カゴメ(株) 東北支店長 伊　藤　幸之助

(株)加藤組 代表取締役 加　藤　義　光

加藤建設(株) 代表取締役社長 村　上　仁　志

(株)寒風 代表取締役社長 菅　原　廣　悦

協和キリン(株) 東北支店長 永　田　浩　史

(株)クツザワ 代表取締役社長 沓　澤　淳　利

(株)くまがい印刷 代表取締役 熊　谷　正　司

(株)ケツァール 代表取締役 加　藤　隆　志

(株)県南環境保全センター 代表取締役社長 老　松　博　行

(有)コリウス 代表取締役 小　野　恵　子

(株)佐藤建設 代表取締役 佐　藤　清　次

(株)サノ 代表取締役 佐　野　宗　孝
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区分 団　　体　　名 役　職 氏　名

(株)サノ・ファーマシー 代表取締役 佐　野　元　彦

(株)沢木組 代表取締役 沢　木　則　明

(株)シブヤ建設工業 代表取締役 渋　谷　守　寿

(株)嶋田建設 代表取締役 太　田　治　彦

(株)清水組 代表取締役社長 清　水　隆　成

(株)ジャパンファミリー 代表取締役 佐　藤　良　一

(株)菅与組 代表取締役 菅　原　孝次郎

(株)杉貞石材 代表取締役 杉　本　貞　彦

(株)住建トレーディング 代表取締役 工　藤　源　聖

住友生命保険相互会社 秋田支社長 小　林　伸　也

(株)セブン－イレブン・ジャパン 東北ゾーンマネージャー 森　田　博　茂

(株)そごう・西武 西武秋田店店長 小　西　英　彦

損害保険ジャパン(株) 秋田支店長 中　條　美恵子

損保ジャパンキャリアビューロー(株) 秋田事業所長 長谷川　美　穂

ＳＯＭＰＯひまわり生命保険(株) 秋田支社長 増　田　恒　明

第一建設工業(株)
執行役員
秋田支店長

有　谷　　　浩

第一生命保険(株) 秋田支社長 村　上　和　也

(株)大翔運輸 代表取締役 斉　藤　陽　悦

(株)高瀬電設 代表取締役 上　野　定　之

(株)タニタ秋田 代表取締役 樫　尾　　　昇

(有)珍田建設 代表取締役 珍　田　正　輝

東京海上日動火災保険(株) 秋田支店長 小　沼　広　史

東光コンピュータ・サービス(株) 代表取締役社長 藤　盛　公　之

(株)東北フジクラ 代表取締役 武　島　利　幸

日本生命保険相互会社 秋田支社長 髙　橋　信　之

能代運輸(株) 代表取締役 與　語　忠　道

能代電設工業(株) 代表取締役 山　田　　　倫

企　

業
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区分 団　　体　　名 役　職 氏　名

(株)半田工務店 代表取締役 半　田　志保子

東日本電信電話(株) 秋田支店長 松　浦　　　寛

(株)平鹿自動車学校 代表取締役 佐　藤　理恵子

ファームズ(株) 代表取締役 増　田　淳　一

(株)ファミリーマート
秋田北営業所長
秋田南営業所長

皆　川　裕　孝
清　野　周　平

(株)フィデア情報総研 代表取締役社長 伊　藤　兵　一

富国生命保険相互会社 秋田支社長 古　林　信　秀

藤田建設(株) 代表取締役社長 安　田　張　幸

船川臨港運送(株) 代表取締役社長 籾　山　留恵子

(株)ブラウブリッツ秋田 代表取締役社長 岩　瀬　浩　介

(株)プライムアシスタンス 秋田センター部長 佐　藤　友　哉

(株)フロム・エー 代表取締役 五　嶋　建　二

(株)ポーラ 秋田ゾーン統括リーダー 石　岡　卓　子

(株)北都銀行 取締役頭取 伊　藤　　　新

(有)保険パーク 代表取締役 鈴　木　規　純

(株)丸臣髙久建設 代表取締役社長 髙　久　臣　平

三浦ガレージ 代　表 三　浦　亮　介

三井住友海上あいおい生命保険(株)
東北営業部

秋田生保支社長
渡　部　康　則

三井住友海上火災保険(株) 秋田支店長 高　橋　尚　忠

三又建設(株) 代表取締役 下タ村　正　樹

(税)ＭＩＲＡＩ 代表社員 澤田石　　　晶

明治安田生命保険相互会社 秋田支社長 知　見　将　彦

(株)ヤマダフーズ 代表取締役 山　田　伸　祐

(株)大和組 代表取締役 大　和　康　範

湯沢運送(株) 代表取締役 髙　橋　厚　二

ヨコウン(株) 代表取締役 塩　田　充　弘

横手建設(株) 代表取締役 武　茂　広　行
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区分 団　　体　　名 役　職 氏　名

(税)ＲＩＮＧＳ 代表社員 三　浦　昌　貴

(株)Ｌｏｃａｌ　Ｐｏｗｅｒ 代表取締役 寺　田　耕　也

(株)和賀組 代表取締役 和　賀　幸　雄

（区分別・五十音順（一部区分を除く））
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