
333施設
№ 施設の名称 指定年月日

1 秋田市飯島地区コミュニティセンター 昭和55年4月2日
2 秋田市旭川地区コミュニティセンター 昭和55年4月2日
3 秋田市楢山地区コミュニティセンター 昭和55年4月2日
4 秋田市寺内地区コミュニティセンター 昭和55年4月2日
5 秋田市勝平地区コミュニティセンター 昭和55年11月27日
6 秋田市東地区コミュニティセンター 昭和55年11月27日
7 秋田市外旭川地区コミュニティセンター 昭和59年6月4日
8 秋田市将軍野地区コミュニティセンター 昭和61年1月31日
9 秋田市茨島地区コミュニティセンター 昭和63年5月17日

10 秋田市泉地区コミュニティセンター 平成3年2月8日
11 秋田市明徳地区コミュニティセンター 平成5年4月2日
12 秋田市大住地区コミュニティセンター 平成6年4月4日
13 秋田市浜田地区コミュニティセンター 平成7年1月17日
14 秋田市港北地区コミュニティセンター 平成8年4月16日
15 秋田市八橋地区コミュニティセンター 平成11年8月3日
16 秋田市旭北地区コミュニティセンター 平成16年5月11日
17 秋田市仁井田地区コミュニティセンター 秋田市仁井田本町四丁目５番20号 令和2年9月1日
18 秋田市浜田児童館 平成16年5月11日
19 秋田市中通児童館 平成16年5月11日
20 秋田市将軍野児童館 平成16年5月11日
21 秋田市保戸野児童館 平成16年5月11日
22 秋田市八橋児童館 平成16年5月11日
23 秋田市旭北児童館 平成16年5月11日
24 秋田市仁井田児童館 平成16年5月11日
25 秋田市土崎児童館 平成16年5月11日
26 秋田市大住児童館 平成16年5月11日
27 秋田市日新児童館 平成16年5月11日
28 秋田市旭川児童館 平成16年5月11日
29 秋田市金足西児童館 秋田市金足大清水字大清水台１番地 平成16年5月11日
30 秋田市泉児童センター 平成16年5月11日
31 秋田市土崎南児童センター 平成16年5月11日
32 秋田市港北児童センター 平成16年5月11日
33 秋田市四ツ小屋児童センター 平成16年5月11日
34 秋田市飯島南児童センター 平成16年5月11日
35 秋田市明徳児童センター 平成16年5月11日
36 秋田市寺内児童センター 平成16年5月11日
37 秋田市東児童センター 平成16年5月11日
38 秋田市飯島児童センター 平成16年5月11日
39 秋田市外旭川児童センター 平成16年5月11日

秋田市寺内堂ノ沢２丁目１０番１７号
秋田市東通２丁目１１番２号
秋田市飯島鼠田２丁目２番２号
秋田市外旭川字梶ノ目３０４番地

秋田市泉中央６丁目２番２号
秋田市土崎港東１丁目６番３９号
秋田市土崎港北４丁目６番１号
秋田市四ツ小屋字街道西１５番地の１
秋田市飯島西袋二丁目２２番１号
秋田市千秋北の丸５番地７０号

秋田市山王３丁目１番３５号
秋田市仁井田本町４丁目７番２号
秋田市土崎港中央３丁目７番１１号
秋田市仁井田字西潟敷３３番地
秋田市新屋栗田町２８番３４号
秋田市手形字才ノ浜６３番地

秋田市大町４丁目４番１５号

秋田市浜田字自在山４７番地の３
秋田市南通みその町３番２７号
秋田市将軍野東１丁目７番５２号
秋田市保戸野すわ町９番６０号
秋田市八橋大沼町７番２号

秋田市泉北１丁目２０番２７号
秋田市手形住吉町２番２７号
秋田市仁井田字西潟敷４６３番地
秋田市浜田字自在山８８番地６
秋田市土崎港北３丁目７番９号
秋田市八橋本町５丁目２番２７号

秋田市寺内神屋敷１３番２３号
秋田市新屋松美ガ丘東町１０番１０号
秋田市広面字鬼頭３８番地
秋田市外旭川字四百刈７６番地
秋田市将軍野南４丁目８番８号
秋田市茨島１丁目４番７１号

個人演説会を開催することができる指定施設台帳
令和４年10月27日現在

 施設の所在地
秋田市飯島松根東町５番２２号
秋田市手形字才ノ浜５１番地の２
秋田市楢山南中町１番９号
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№ 施設の名称 指定年月日 施設の所在地
40 秋田市高清水児童センター 平成16年5月11日
41 秋田市下北手児童センター 平成16年5月11日
42 秋田市築山児童センター 平成16年5月11日
43 秋田市桜児童センター 平成16年5月11日
44 秋田市保戸野地区コミュニティセンター 平成17年8月19日
45 秋田市民交流プラザ 平成17年8月29日
46 泉語らいの家 平成17年9月2日
47 秋田市川尻児童センター 秋田市川尻みよし町８番１６号 平成20年6月2日
48 秋田市川尻地区コミュニティーセンター 秋田市川尻みよし町８番１６号 平成20年6月2日
49 秋田市下新城地区コミュニティセンター 秋田市下新城笠岡字堰場１９３番地４ 平成21年4月1日
50 秋田市豊岩地区コミュニティセンター 秋田市豊岩豊巻字内縄尻２２４番地１ 平成21年4月1日
51 秋田市下浜地区コミュニティセンター 秋田市下浜羽川字下野１番地７６ 平成21年4月1日
52 秋田市旭南地区コミュニティセンター 秋田市旭南一丁目１５番５号 平成21年6月2日
53 秋田市旭南児童館 秋田市旭南一丁目１５番５号 平成21年6月2日
54 秋田市にぎわい交流館 秋田市中通一丁目４番１号 平成24年10月12日
55 秋田市勝平児童センター 秋田市新屋松美ガ丘東町１０番１０号 平成24年12月2日
56 秋田市上北手地区コミュニティセンター 秋田市上北手猿田字四ツ小屋２９番地の１ 平成25年4月1日
57 秋田市牛島児童センター 秋田市牛島東四丁目７番４７号 平成25年4月1日
58 秋田市南部市民サービスセンター 秋田市秋田市御野場一丁目５番１号 平成26年6月2日
59 太平地区コミュニティセンター 秋田市太平目長崎字沼田４２番地 平成27年2月18日
60 秋田市上新城地区コミュニティセンター 秋田市上新城五十丁字小林８５番地の５ 平成27年2月18日
61 下北手地区コミュニティセンター 秋田市下北手柳館字前田面１３３番地の１ 平成27年2月18日
62 金足地区コミュニティセンター 秋田市金足小泉字上前５５番地 令和2年3月2日
63 秋田市東部市民サービスセンター 秋田市広面字釣瓶町１３番地３ 平成27年12月2日
64 秋田市上北手児童館 秋田市上北手猿田字苗代沢１３９番地１２ 平成27年12月2日
65 秋田市御所野児童センター 秋田市御所野地蔵田三丁目１番３号 平成27年12月2日
66 河辺岩見温泉交流センター 平成4年8月1日
67 秋田市立河辺体育館 昭和57年2月10日
68 秋田市立雄和体育館 昭和53年4月1日
69 桜地区コミュニティセンター 秋田市桜台一丁目１番４号 平成28年6月27日
70 秋田市下新城交流センター 平成30年4月17日
71 秋田市飯島南地区コミュニティセンター 秋田市飯島字南場掛３１８番地２ 平成30年9月3日
72 秋田市南部市民サービスセンター別館 秋田市牛島東六丁目４番５号 平成30年9月3日
73 秋田市広面児童館 秋田市広面字近藤堰越13番地１ 令和4年3月1日
74 能代市総合体育館 平成6年3月22日
75 能代市勤労青少年ホーム 昭和56年5月22日
76 サン・ウッド能代 平成15年6月2日
77 能代市檜山地域拠点施設 能代市檜山字霧山下１０４番地 平成23年3月2日
78 荷上場体育館 平成9年6月2日
79 能代市農林漁家婦人活動促進施設 平成9年6月2日
80 ブナの森ふれあい伝承館 平成17年7月25日
81 二ツ井町総合体育館 平成18年4月15日

能代市二ツ井町荷上場字鍋良子出口１番地１
能代市二ツ井町仁鮒字後山３８番地
能代市二ツ井町飛根字高清水３９１番地
能代市二ツ井町字上台６０番地

秋田市河辺和田字上中野１８６番地
秋田市雄和妙法字上大部９５番地１

秋田市下新城中野字前谷地２６３番地

能代市大町９番５３号
能代市追分町４番２６号
能代市萩の台１番２８号

秋田市楢山南新町上丁３番地
秋田市桜台１丁目１番３号
秋田市保戸野中町６番１２号
秋田市東通仲町４番１号
秋田市泉中央六丁目３番３５号

秋田市河辺三内字外川原１０１番地１

秋田市将軍野１丁目２番２１号
秋田市下北手松崎字谷崎２１９番地
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№ 施設の名称 指定年月日 施設の所在地
82 能代市鶴形地域拠点施設 令和4年6月1日
83 横手市増田地区多目的研修センター 昭和58年1月31日
84 横手市増田体育館 平成4年3月23日
85 横手市平鹿体育館 昭和55年2月29日
86 横手市平鹿就業改善センター 昭和55年2月29日
87 横手市雄物川体育館 昭和62年2月20日
88 横手市雄物川コミュニティセンター 昭和62年2月20日
89 横手市大沢地区農村集落多目的センター 昭和62年2月20日
90 松田児童館 昭和53年12月21日
91 女郎出児童館 昭和53年12月21日
92 昼川児童館 昭和53年12月21日
93 神成児童館 昭和53年12月21日
94 横手市克雪管理センター 昭和53年12月21日
95 横手市松原団地集会所 昭和53年12月21日
96 横手市大森コミュニティセンター 昭和53年12月21日
97 大森環境改善センター 昭和58年2月4日
98 横手市農村婦人の家 昭和63年1月31日
99 横手市大森町八日町老人憩の家 昭和63年1月31日

100 横手市大森体育館 昭和63年1月31日
101 横手市大森林業者等休養福祉施設さくら荘 昭和63年1月31日
102 本郷児童館 昭和63年1月31日
103 菅生田児童館 昭和63年1月31日
104 上溝児童館 昭和63年1月31日
105 観音寺児童館 昭和63年1月31日
106 舟沢農村集落生活館 昭和63年1月31日
107 十二ノ木農村集落生活館 昭和63年1月31日
108 横手市武道多目的集落集会所 昭和63年1月31日
109 横手市百目木集落センター 昭和63年1月31日
110 横手市坂部多目的集落集会所 平成3年12月12日
111 横手市十文字文化センター 昭和48年4月1日
112 横手市三重公民館 昭和59年8月21日
113 十文字農家高齢者創作館 昭和59年8月31日
114 横手市大雄農業者トレーニングセンター 昭和55年6月5日
115 横手市大雄交流研修館 平成9年1月8日
116 サンサン横手 横手市条里二丁目１番１５号 平成25年2月20日
117 横手市交流センター　Ｙ２ぷらざ 横手市駅前町１番２１号 平成25年2月20日
118 横手市ふれあいセンター　かまくら館 横手市中央町８番１２号 平成25年2月20日
119 大館労働福祉会館 昭和46年2月17日
120 真中農林業多目的研修集会施設 昭和62年2月10日
121 花岡体育館 昭和62年2月10日
122 釈迦内体育館 昭和62年2月10日
123 城西体育館 昭和62年2月10日

横手市大雄字本庄道下１０番地

大館市豊町２番３７号
大館市出川字上野３０番地
大館市花岡町字姥沢３２番地１
大館市釈迦内字台野道上１０番地１
大館市根下戸新町６番２０号

横手市大森町板井田字沢田５番地
横手市大森町坂部字小屋ノ沢１番地１
横手市十文字町字西上３８番地１
横手市十文字町十五野新田字増田道東２９番地
横手市十文字町睦合字中谷地４００番地
横手市大雄字石持前３４番地

横手市大森町字菅生田２４５番地８
横手市大森町上溝字上野３３７番地２
横手市大森町上溝字観音寺８７番地
横手市大森町上溝字舟沢１２０番地１
横手市大森町八沢木字大向野３１番地
横手市大森町上溝字花立２１９番地３

横手市大森町袴形字東神成３０９番地
横手市大森町字湯の島３７５番地１
横手市大森町字西野３２１番地
横手市大森町字持向１５７番地
横手市大森町字持向１６５番地
横手市大森町字長助巻１９２番地

横手市大森町十日町字藤田１０４番地
横手市大森町上溝字昼川７９番地７
横手市大森町袴形字南神成４９番地
横手市大森町八沢木字前田３番地８
横手市大森町上溝字松原４番地１６
横手市大森町字大中島２７６番地

横手市平鹿町浅舞字覚町後１３１番地２
横手市平鹿町浅舞字蒋沼３１３番地
横手市雄物川町今宿字前田面７番地
横手市雄物川町沼館字高畑３３８番地
横手市雄物川町大沢字大沢１８２番地
横手市大森町板井田字南松田４４番地

横手市増田町増田字土肥館１７３番地
横手市増田町増田字若松４４番地４

能代市字町後１６番地
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№ 施設の名称 指定年月日 施設の所在地
124 十二所体育館 昭和62年2月10日
125 大館市有浦児童会館 昭和62年4月16日
126 大館市桂城児童センター 平成8年6月19日
127 大館市釈迦内児童センター 平成8年6月19日
128 大館市高齢者・若者センター 平成4年1月31日
129 田代体育館 平成7年12月26日
130 大館市城西児童センター 平成20年2月20日
131 小泉交流センター 大館市比内町白沢水沢字水沢２５番地２ 平成21年4月1日
132 大館市北地区コミュニティセンター 大館市有浦一丁目８番１５号 平成29年2月16日
133 男鹿市Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館 男鹿市脇本脇本字前野８番地 平成24年2月20日
134 五里合体育館 令和2年4月1日
135 男鹿市総合体育館 令和2年4月1日
136 若美総合体育館 令和2年4月1日
137 湯沢市皆瀬体育館 平成3年3月18日
138 鹿角市交流センター 平成10年6月16日
139 鹿角市記念スポーツセンター 鹿角市花輪字荒田４番地1 平成10年6月16日
140 鹿角市文化の杜交流館コモッセ 平成28年3月2日
141 南内越コミュニティ体育館 昭和55年4月21日
142 石脇体育館 昭和58年1月20日
143 ボートプラザ「アクアパル」 平成8年7月26日
144 ウッディホールこだま 平成8年7月26日
145 松ヶ崎体育館 平成8年7月26日
146 矢島福祉会館 昭和55年3月17日
147 矢島コミュニティセンター「日新館」 昭和62年3月20日
148 高城センター 昭和55年2月19日
149 就業改善センター 昭和55年2月19日
150 亀田体育館 昭和61年6月21日
151 岩城コミュニティセンター「岩城会館」 平成7年12月1日
152 「紫水館」 平成2年2月2日
153 総合開発センター「有鄰館」 昭和58年2月2日
154 東由利克雪管理センター「法内館」 昭和58年2月2日
155 高齢者活動・生活支援促進機械施設「住吉館」 平成12年5月11日
156 蔵地区多目的研修集会施設「大蔵館」 昭和58年2月2日
157 黒渕地区多目的研修集会施設「八塩館」 昭和58年2月2日
158 宿地区多目的研修集会施設「高瀬館」 昭和58年2月2日
159 袖山地区多目的研修集会施設「袖山館」 平成10年6月3日
160 老方コミュニティセンター「老方館」 昭和63年6月3日
161 舘合地区多目的研修集会施設「玉米会館」 平成3年3月7日
162 岩谷体育館 昭和55年4月1日
163 松本体育館 平成3年8月23日
164 小栗山体育館 平成3年8月23日
165 岩谷会館 平成3年8月23日

由利本荘市小栗山字小栗山７６番地１
由利本荘市岩谷町字田ノ尻８４番地１

由利本荘市東由利宿字上ノ台３６３番地２
由利本荘市東由利田代字滝ノ下５番地１
由利本荘市東由利老方字五升畑１３番地
由利本荘市東由利舘合字向田７９番地４
由利本荘市岩谷町字日渡１００番地
由利本荘市松本字小及位野７８番地

由利本荘市鳥海町伏見字久保１９３番地
由利本荘市東由利老方字台山３６番地
由利本荘市東由利法内字上苗代沢３６番地１
由利本荘市東由利田代字住吉４８番地１
由利本荘市東由利蔵字蔵１１３番地１
由利本荘市東由利黒渕字野中８３番地５

由利本荘市矢島町舘町２５番地
由利本荘市矢島町七日町字羽坂６４番地１
由利本荘市岩城亀田亀田町字田町４１番地
由利本荘市岩城亀田亀田町字田町４１番地
由利本荘市岩城亀田亀田町字亀田町９６番地
由利本荘市岩城内道川字新鶴潟５０番地

鹿角市花輪字八正寺１３番地
由利本荘市川口字愛宕山１５０番地
由利本荘市石脇字弁慶川２番地
由利本荘市北裏地５４番地１
由利本荘市館字中島３７２番地
由利本荘市松ヶ崎字荒町北側地内

大館市城西町８番１号

男鹿市神谷字鮫ノ口８２番地
男鹿市船川港比詰字大沢田地内
男鹿市鵜木字中角境３６番地
湯沢市皆瀬字沢梨台１０７番地１
鹿角市花輪字荒田１番地1

大館市猿間字長漕６１番地２
大館市有浦４丁目６番４３号
大館市水門町１番５号
大館市釈迦内字相染台２４番地
大館市比内町大葛字大葛家後７４番地の３
大館市早口字岩瀬越６番地１
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№ 施設の名称 指定年月日 施設の所在地
166 高尾地区コミュニティセンター 平成3年8月23日
167 大内高齢者コミュニティセンター 平成3年8月23日
168 大内農村環境改善センター 平成3年8月23日
169 文化交流館 平成24年3月2日
170 石沢体育館 平成24年3月2日
171 Ｂ＆Ｇ由利海洋センター 平成24年3月2日
172 由利コミュニティセンター「善隣館」 平成24年3月2日
173 Ｂ＆Ｇ西目海洋センター 平成24年3月2日
174 潟上市追分地区児童館 昭和58年2月1日
175 出戸地区ことぶき荘 昭和58年2月1日
176 江川ことぶき荘 昭和58年2月1日
177 二田地区ことぶき荘 昭和58年2月1日
178 天王農村婦人の家 昭和63年6月1日
179 潟上市勤労青少年ホーム 昭和63年6月1日
180 蒲沼児童館 昭和63年6月1日
181 大崎ことぶき荘 昭和63年6月1日
182 追分西北ことぶき荘 昭和63年6月1日
183 潟上市天王総合体育館 昭和63年6月1日
184 出戸新町ことぶき荘 平成10年9月3日
185 野村多目的研修集会センター 昭和58年2月14日
186 潟上市昭和体育館 昭和61年6月21日
187 乱橋交流情報拠点施設 平成8年2月9日
188 上虻川集落農事集会所 平成8年2月9日
189 追分西児童館 平成28年3月2日
190 天王本郷自治会館 平成28年3月2日
191 羽立神明自治会館 潟上市飯田川下虻川字街道上一本木３４番地１ 平成28年3月2日
192 潟上市飯田川体育館 平成28年3月2日
193 飯塚自治会館 令和3年10月18日
194 大仙市大曲体育館 昭和55年2月19日
195 川目児童館 昭和58年11月17日
196 大曲北児童館 昭和58年11月17日
197 ひだまり児童館 昭和58年11月17日
198 こぶし児童館 昭和58年11月17日
199 みやはやし児童館 昭和58年11月17日
200 日の出児童館 昭和58年11月17日
201 金谷児童館 昭和58年11月17日
202 まるこ児童館 昭和58年11月17日
203 大曲中央児童館 昭和58年11月17日
204 花園児童センター 昭和58年11月17日
205 桂児童センター 平成9年2月18日
206 大曲交流センター 平成21年8月17日
207 大仙市神岡福祉センター 昭和51年8月1日

大仙市大曲花園町４番９２号
大仙市大曲川原町２番８１号
大仙市大曲若葉町２番６２号
大仙市大曲日の出町２丁目７番５３号
大仙市神宮寺字蓮沼１６番地の３

大仙市大曲黒瀬町３番３９－５号
大仙市大曲須和町１丁目２４番１号
大仙市内小友字宮林７２番地
大仙市大曲日の出町１丁目２７番１号
大仙市大曲金谷町１８番１号
大仙市大曲丸子町９番１号

潟上市天王字追分西２５番地１５
潟上市天王字天王１２３番地

潟上市飯田川下虻川字八ツ口８２番地

大仙市大曲花園町１番４３号
大仙市川目字町東６８番地
大仙市大曲白金町１２番５号

潟上市飯田川飯塚字中谷地４７番地７

潟上市昭和八丁目字汲田２４番地
潟上市昭和豊川上虻川字山王田５番地１

潟上市天王字持谷地１１５番地１
潟上市天王大崎字野沢１６６番地１
潟上市天王字上北野１２１番地２２
潟上市天王字持長根９３番地１
潟上市天王字北野２９９番地３８

潟上市天王字江川５１番地４
潟上市天王字上江川２１３番地１
潟上市天王字二田１５４番地
潟上市天王字長沼１３２番地２１

潟上市昭和大久保字北野白洲野上３７番地２
潟上市昭和大久保字元木田１７９番地

由利本荘市館字六角１６８番地
由利本荘市前郷字御伊勢下３９番地２
由利本荘市前郷字御伊勢下２４番地１
由利本荘市西目町沼田字新道下２番地６８２
潟上市天王字上北野７５番地
潟上市天王字北野２３９番地２

由利本荘市高尾字沢田１１０番地
由利本荘市葛岡字宮ノ前３８７番地２
由利本荘市岩谷町字日渡１００番地
由利本荘市東町１５番地
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№ 施設の名称 指定年月日 施設の所在地
208 大仙市神岡農村環境改善センター 平成15年10月15日
209 大仙市刈和野地区コミュニティセンター 平成7年12月11日
210 大仙市西仙北スポーツセンター 平成7年12月11日
211 大仙市西仙北林業者等健康増進施設 平成7年12月11日
212 大仙市西仙北農村環境改善センター 平成7年12月11日
213 大仙市西仙北農村交流施設 平成15年1月9日
214 大仙市強首地区多目的研修施設 平成15年1月9日
215 大仙市小杉山地区生涯学習センター 平成21年8月17日
216 大仙市立中仙農村環境改善センター 昭和58年1月10日
217 大仙市協和市民センター 平成12年3月2日
218 南小学区コミュニティセンター 昭和55年3月6日
219 湯ノ又児童館 昭和55年3月6日
220 大仙市南外農林漁業者創作研修センター 昭和58年2月10日
221 大仙市南外コミュニティセンター 昭和63年6月23日
222 本川地域多目的集会所 昭和63年6月23日
223 赤平地域多目的集会所 昭和63年6月23日
224 大仙市南外体育館 平成7年11月22日
225 大仙市仙北ふれあい文化センター 平成7年2月15日
226 大仙市立太田生活改善センター 昭和55年3月7日
227 大仙市立太田就業改善センター 昭和55年3月7日
228 大仙市太田北部地区多目的研修センター 昭和55年3月7日
229 大仙市立太田農村環境改善センター 昭和61年6月23日
230 大仙市立太田東部地区生活改善センター 昭和61年6月23日
231 大仙市太田トレーニングセンター 平成7年12月7日
232 大仙市太田体育館 平成7年12月7日
233 大仙市太田高齢者等活動・生活支援促進機械施設 平成15年12月19日
234 鷹巣体育館 昭和55年1月21日
235 七日市基幹集落センター 昭和59年2月28日
236 綴子基幹集落センター 昭和59年2月28日
237 七座健康増進センター 昭和59年2月28日
238 北健康増進センター 昭和59年2月28日
239 沢口林業センター 昭和59年2月28日
240 交流センター 昭和63年6月7日
241 北秋田市合川公民館 令和4年4月12日
242 合川体育館 昭和61年12月3日
243 セントラル合川 平成2年12月3日
244 森吉コミュニティセンター 昭和58年5月19日
245 北秋田市森吉総合スポーツセンター 平成18年7月18日
246 山村開発センター 昭和58年5月19日
247 農村環境改善センター 昭和58年5月19日
248 北秋田市阿仁体育館 北秋田市阿仁水無字畑町東裏１３０番地 平成18年7月18日
249 北秋田市民ふれあいプラザ 平成30年3月1日

北秋田市李岱字下豊田２５番地

北秋田市米内沢字七曲１７２番地
北秋田市阿仁銀山字下新町４１番地２０
北秋田市阿仁幸屋渡字山根２１番地

北秋田市花園町１０番５号

北秋田市脇神字下太田表２２番地１
北秋田市材木町２番２号

北秋田市李岱字下豊田２５番地
北秋田市新田目字大野８０番地１
北秋田市米内沢字寺の下１６番地の３

大仙市太田町東今泉字大信田４７２番地１０
北秋田市鷹巣字東中岱１１番地
北秋田市七日市字寺山下７番地
北秋田市綴子字掛泥道上１５１番地１
北秋田市今泉字根立場６５番地２
北秋田市綴子字糠沢上谷地３０１番地１

大仙市太田町中里字新屋敷１１４番地
大仙市太田町国見字佐幣神１６１番地
大仙市太田町太田字新田田尻３番地４
大仙市太田町太田字築地古館２７番地１
大仙市太田町太田字築地古館２７番地１
大仙市太田町横沢字堤田３６９番地１

大仙市南外字下袋２１８番地
大仙市南外字川口本町６４番地５
大仙市南外字赤平後野１０７番地１
大仙市南外字梨木田２０８番地３
大仙市堀見内字元田茂木７番地１
大仙市太田町太田字新田下野５０番地３

大仙市土川字小杉山沢ノ内焼山１番地２
大仙市北長野字茶畑１０８番地
大仙市協和船岡字大袋１番地７
大仙市南外字坊田２４０番地
大仙市南外字湯ノ又１０６番地
大仙市南外字小出４３３番地１

大仙市刈和野字愛宕町１０番地２
大仙市刈和野字小野１７番地１
大仙市大沢郷宿字横山５９番地２
大仙市土川字刈布沢２４番地４８
大仙市北野目字堂伝野２番地
大仙市強首字上野台１番地

大仙市神宮寺字下川原前開100番地
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№ 施設の名称 指定年月日 施設の所在地
250 にかほ市仁賀保勤労青少年ホーム 平成15年3月3日
251 にかほ市金浦勤労青少年ホーム 昭和61年6月6日
252 にかほ市象潟体育館 昭和48年4月1日
253 にかほ市上郷生活改善センター 昭和48年4月1日
254 にかほ市上浜構造改善センター 昭和62年3月12日
255 にかほ市象潟構造改善センター 平成15年4月4日
256 にかほ市象潟都市農村交流センター 平成15年4月4日
257 仙北市白岩集落センター 昭和55年2月16日
258 仙北市中川集落センター 昭和55年2月16日
259 仙北市立角館樺細工伝承館・ふるさとセンター 昭和60年5月11日
260 仙北市雲沢集落センター 昭和60年5月11日
261 仙北市下延コミユニテイセンター 昭和60年5月11日
262 仙北市角館交流センター 平成19年4月1日
263 仙北市田沢湖総合開発センター 昭和52年9月13日
264 仙北市生保内市民体育館 昭和52年9月13日
265 仙北市神代市民体育館 昭和52年9月13日
266 仙北市田沢交流センター 昭和52年9月13日
267 仙北市就業改善センター 昭和55年2月6日
268 仙北市民会館 昭和61年6月20日
269 仙北市田沢市民体育館 昭和61年6月20日
270 桧木内地区公民館 昭和55年3月31日
271 仙北市西木総合開発センター 昭和55年3月31日
272 仙北市西木総合健康増進センター 昭和58年1月10日
273 仙北市西木林業者等健康増進施設 昭和59年3月31日
274 西木温泉ふれあいプラザクリオン 平成3年3月4日
275 上小阿仁開発センター 北秋田郡 上小阿仁村小沢田字向川原１１８番地 昭和49年2月16日
276 米田会館 山本郡 藤里町粕毛字米田７７番地２ 昭和55年2月25日
277 大沢会館 山本郡 藤里町大沢字向山下９３番地８ 昭和55年2月25日
278 藤里町町民体育館 山本郡 藤里町藤琴字家の後６０番地 昭和55年3月25日
279 婦人若者等活動促進施設 山本郡 藤里町矢坂字坂本１８番地 平成24年3月2日
280 粕毛交流センター 山本郡 藤里町粕毛字下家の後１４番地１ 平成24年3月2日
281 中通会館 山本郡 藤里町藤琴字上坊中８６ 平成24年3月2日
282 金沢体育館 山本郡 藤里町藤琴字金沢４６番地２ 平成24年3月2日
283 三種町八竜農村環境改善センター 山本郡 三種町鵜川字西本田２番地 平成8年10月19日
284 三種町八竜体育館 山本郡 三種町鵜川字西本田６５番地 平成8年10月19日
285 三種町ことおか中央公園総合体育館 山本郡 三種町鹿渡字盤若台75番地１ 平成30年12月3日
286 三種町山本体育館 山本郡 三種町森岳字小中野80番地２ 平成30年12月3日
287 八峰町文化交流センター 山本郡 八峰町八森字中浜196番地1 平成22年3月2日
288 八森地区多目的集会所 山本郡 八峰町八森字八森１２４番地 平成3年5月23日
289 八森生活改善センター 山本郡 八峰町八森字古屋敷３番地１６ 平成3年5月23日
290 岩館生活改善センター 山本郡 八峰町八森字岩館７６番地 平成3年5月23日
291 八峰町立岩館体育館 山本郡 八峰町八森字岩館７６番地 平成3年5月23日

仙北市西木町桧木内字松葉２９０番地の１
仙北市西木町上荒井字古掘田４７番地
仙北市西木町桧木内字吉田１２３番地
仙北市西木町門屋字屋敷田８４番地
仙北市西木町門屋字屋敷田８３番地の２

仙北市田沢湖生保内字武蔵野１０５番地の１
仙北市田沢湖神代字野中清水２５９番地
仙北市田沢湖田沢字大山７番地
仙北市田沢湖神代字古館野４０４番地の１
仙北市田沢湖生保内字武蔵野１０５番地の１
仙北市田沢湖田沢字高屋５９番地

仙北市角館町川原中道６６番地
仙北市角館町表町下丁１０番地
仙北市角館町雲然田中４３７番地の１３
仙北市角館町下延段添１９８番地
仙北市角館町中菅沢７７番地３０
仙北市田沢湖生保内字宮ノ後２７番地

にかほ市象潟町字狐森７番地
にかほ市象潟町小滝字北田７９番地１
にかほ市象潟町大砂川字下橋２０番地６
にかほ市象潟町字浜ノ田１番地
にかほ市象潟町大砂川字下橋２０番地６
仙北市角館町白岩上西野１２３番地

にかほ市平沢字中町７９番地
にかほ市金浦字南金浦４９番地２
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№ 施設の名称 指定年月日 施設の所在地
292 八峰町峰浜地区文化交流センター 山本郡 八峰町峰浜田中字野田沢２０番地の１ 昭和62年2月19日
293 五城目町町民センター（いやさか） 南秋田郡 五城目町上樋口字堂社７５番地 昭和55年2月6日
294 五城目町農村環境改善センター（多目的ホール） 南秋田郡 五城目町大川下樋口字屋布下３番地の２ 昭和55年2月6日
295 八郎潟町町民体育館 南秋田郡 八郎潟町夜叉袋字中羽立１番地１号 平成15年4月1日
296 井川町コミュニティセンター 南秋田郡 井川町葹田字柳町３６番地 平成23年9月1日
297 大台地区生活改善センター 南秋田郡 井川町井内字桂畑６２番地１ 平成23年9月1日
298 綱木沢地区生活改善センター 南秋田郡 井川町寺沢字綱木沢１４５番地２ 平成23年9月1日
299 泉岳地区集会所 南秋田郡 井川町宇治木字伊勢堂４５番地 平成23年9月1日
300 浜井川地区集会所 南秋田郡 井川町浜井川字家ノ東４２５番地２ 平成23年9月1日
301 井内児童館 南秋田郡 井川町井内字杉ヶ崎１２７番地 平成23年9月1日
302 今戸児童館 南秋田郡 井川町今戸字家ノ後８３番地１ 平成23年9月1日
303 横岡児童館 南秋田郡 井川町坂本字横岡２７番地２ 平成23年9月1日
304 飛塚児童館 南秋田郡 井川町坂本字飛塚２４番地 平成23年9月1日
305 井川町民体育館 南秋田郡 井川町坂本字山崎１９番地 平成23年9月1日
306 井川町民武道館 南秋田郡 井川町坂本字山崎１９番地 平成23年9月1日
307 井川町老人福祉センター 南秋田郡 井川町寺沢字綱木沢１４５番地１ 平成23年9月1日
308 井川町定住促進センター 南秋田郡 井川町浜井川字二階１０２番地 平成23年9月1日
309 大潟村村民センター 南秋田郡 大潟村字中央１番地１７ 昭和62年2月21日
310 大潟村村民センター東２丁目分館 南秋田郡 大潟村字東２丁目５番地４８ 昭和51年8月27日
311 大潟村村民センター東３丁目分館 南秋田郡 大潟村字東３丁目１番地３７ 昭和51年8月27日
312 大潟村村民センター西１丁目分館 南秋田郡 大潟村字西１丁目４番地２６ 昭和51年8月27日
313 大潟村村民センター西２丁目分館 南秋田郡 大潟村字西２丁目５番地１ 昭和51年8月27日
314 大潟村村民センター西３丁目分館 南秋田郡 大潟村字西３丁目４番地２９ 昭和51年8月27日
315 大潟村村民体育館 南秋田郡 大潟村字北２丁目１番地 昭和63年7月4日
316 大潟村南コミュニティ会館 南秋田郡 大潟村字東２丁目６番地４０ 平成4年8月1日
317 大潟村北コミュニティ会館 南秋田郡 大潟村字北２丁目４番地１６ 平成4年8月1日
318 中鑓田会館 仙北郡 美郷町鑓田字庚塚８３番地の７ 昭和55年3月14日
319 下鑓田会館 仙北郡 美郷町鑓田字下二ツ石６番地の３ 昭和55年3月14日
320 美郷町中央体育館 仙北郡 美郷町六郷字安楽寺２８７番地 昭和62年3月12日
321 美郷町中央ふれあい館 仙北郡 美郷町野中字下村３７番地の１ 昭和62年3月12日
322 美郷町本館コミュニティセンター 仙北郡 美郷町六郷字八幡４４番地の１ 昭和62年3月12日
323 美郷町六郷東根コミュニティセンター 仙北郡 美郷町六郷東根字上中村３７番地の１ 平成8年2月19日
324 美郷町南ふれあい館 仙北郡 美郷町飯詰字北中島３７番地１ 平成元年7月7日
325 美郷町飯詰コミュニティセンター 仙北郡 美郷町上深井字松葉野２４６番地 平成元年7月7日
326 美郷町後三年コミュニティセンター 仙北郡 美郷町飯詰字東山本１０７番地１ 平成元年7月7日
327 美郷町金沢コミュニティセンター 仙北郡 美郷町金沢字味噌森１０番地 平成元年7月7日
328 美郷町金沢西根コミュニティセンター 仙北郡 美郷町金沢西根字西今泉１４１番地 平成元年7月7日
329 羽後町コミュニティーセンター 雄勝郡 羽後町西馬内字本町２３番地 平成20年3月17日
330 羽後町元西生活改善センター 雄勝郡 羽後町西馬内堀回字関ノ口７番地１ 平成20年3月17日
331 羽後町田代農村総合センター 雄勝郡 羽後町田代字天王１４１番地 平成20年3月17日
332 羽後町文化交流施設 雄勝郡 羽後町貝沢字拾三本塚１１１番地１ 平成24年2月20日
333 東成瀬村地域交流センターゆるるん 雄勝郡 東成瀬村岩井川字東村７２番地 平成21年8月11日
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