
政党一覧

整理番号 政治団体の名称 〒 主たる事務所の所在地 代表者 会計責任者 組織年月日 ﾖﾐ

政１ 公明党秋田県本部 010-0943 秋田市川尻御休町１４－４５ 松田 豊臣 秩父 博樹 H6.12.5 ｺｳﾒｲﾄｳｱｷﾀｹﾝﾎﾝﾌﾞ

政２ 公明党秋田第一総支部 010-0943 秋田市川尻御休町１４－４５ 石塚 秀博 牧野 守 H18.4.1 ｺｳﾒｲﾄｳｱｷﾀﾀﾞｲ1ｿｳｼﾌﾞ

政３ 公明党秋田第二総支部 017-0872 大館市片山町２－１－２ 齋藤 則幸 兎澤 祐一 H18.4.1 ｺｳﾒｲﾄｳｱｷﾀﾀﾞｲ2ｿｳｼﾌ

政４ 公明党秋田第三総支部 014-1201 仙北市田沢湖生保内字造道２６－３５ 熊谷 一夫 土田 百合子 H18.4.1 ｺｳﾒｲﾄｳｱｷﾀﾀﾞｲ3ｿｳｼﾌﾞ

政５ 社会民主党秋田県秋田支部 010-0001 秋田市中通四丁目３－３１ 石川 ひとみ 石井 重利 S58.2.1 ｼｬｶｲﾐﾝｼｭﾄｳｱｷﾀｹﾝｱｷﾀｼﾌﾞ

政６ 社会民主党秋田県連合 010-0001 秋田市中通四丁目３－３１ 石川 ひとみ 今野 英元 S20.11.2 ｼｬｶｲﾐﾝｼｭﾄｳｱｷﾀｹﾝﾚﾝｺﾞｳ

政７ 自由民主党秋田県秋田市第五支部 010-1224 秋田市雄和種沢字沼田４７ 伊藤 巧一 佐藤 賢 R3.2.8 ｼﾞﾕｳﾐﾝｼｭﾄｳｱｷﾀｹﾝｱｷﾀｼﾀﾞｲ5ﾞｼﾌﾞ

政８ 自由民主党秋田県秋田市第十支部 010-0823 秋田市山内字田中１４３－１ 工藤 嘉範 金子 幹一 H19.12.17 ｼﾞﾕｳﾐﾝｼｭﾄｳｱｷﾀｹﾝｱｷﾀｼﾀﾞｲ10ｼﾌﾞ

政９ 自由民主党秋田県秋田市第十一支部 010-0842 秋田市手形山北町４番５号 鈴木 健太 山谷 純 H26.10.20 ｼﾞﾕｳﾐﾝｼｭﾄｳｱｷﾀｹﾝｱｷﾀｼﾀﾞｲ11ｼﾌﾞ

政１０ 自由民主党秋田県秋田市第十二支部 010-0918 秋田市泉中央六丁目５－24 今川 雄策 鎌田 博臣 H27.2.12 ｼﾞﾕｳﾐﾝｼｭﾄｳｱｷﾀｹﾝｱｷﾀｼﾀﾞｲ12ｼﾌﾞ

政１１ 自由民主党秋田県秋田市第一支部 010-0951 秋田市山王四丁目６－２０ 合同ビル２Ｆ 北林 康司 赤坂 栄紀 H12.4.1 ｼﾞﾕｳﾐﾝｼｭﾄｳｱｷﾀｹﾝｱｷﾀｼﾀﾞｲ1ｼﾌﾞ

政１２ 自由民主党秋田県秋田市第七支部 010-1212 秋田市雄和平尾鳥字西野６３ 竹下 博英 鈴木 忠実 H18.8.18 ｼﾞﾕｳﾐﾝｼｭﾄｳｱｷﾀｹﾝｱｷﾀｼﾀﾞｲ7ｼﾌﾞ

政１３ 自由民主党秋田県秋田市第十三支部 011-0942 秋田市土崎港東二丁目3-29 宇佐見 康人 石岡 大輔 R1.6.5 ｼﾞﾕｳﾐﾝｼｭﾄｳｱｷﾀｹﾝｱｷﾀｼﾀﾞｲｼﾞｭｳｻﾝｼﾌﾞﾞ

政１４ 自由民主党秋田県秋田市第十四支部 010-0041 秋田市広面字推子７５－２ 島田 薫 三浦 輝記 R3.3.12 ｼﾞﾕｳﾐﾝｼｭﾄｳｱｷﾀｹﾝｱｷﾀｼﾀﾞｲｼﾞｭｳﾖﾝｼﾌﾞ

政１５ 自由民主党秋田県医師支部 010-0874 秋田市千秋久保田町６－６ 秋田県医師会館内 小玉 弘之 三浦 進一 H15.11.19 ｼﾞﾕｳﾐﾝｼｭﾄｳｱｷﾀｹﾝｲｼｼﾌﾞ

政１６ 自由民主党秋田県大館市第三支部 017-0044 大館市御成町三丁目７－１７ 佐藤 賢一郎 金子 千景 H18.11.12 ｼﾞﾕｳﾐﾝｼｭﾄｳｱｷﾀｹﾝｵｵﾀﾞﾃｼﾀﾞｲ3ｼﾌﾞ

政１７ 自由民主党秋田県男鹿市第三支部 010-0511 男鹿市船川港船川字元浜町193－２ 杉本 俊比古 山本 春司 H29.9.25 ｼﾞﾕｳﾐﾝｼｭﾄｳｱｷﾀｹﾝｵｶﾞｼﾀﾞｲｻﾝｼﾌﾞ

政１８ 自由民主党秋田県介護家政事業支部 016-0844 能代市花園町２５－７ 木元 富士男 野呂田 巧 H9.12.24 ｼﾞﾕｳﾐﾝｼｭﾄｳｱｷﾀｹﾝｶｲｺﾞｶｾｲｼﾞｷﾞｮｳｼﾌﾞ

政１９ 自由民主党秋田県潟上市第一支部 010-0201 潟上市天王字上江川47-1276 瓜生 望 薄田 隼知 R3.7.20 ｼﾞﾕｳﾐﾝｼｭﾄｳｱｷﾀｹﾝｶﾀｶﾞﾐｼﾀﾞｲｲﾁｼﾌﾞ

政２０ 自由民主党秋田県鹿角市・郡第二支部 017-0201 鹿角郡小坂町小坂字冷川４９ 川口 一 中村 吉夫 H19.12.19 ｼﾞﾕｳﾐﾝｼｭﾄｳｱｷﾀｹﾝｶﾂﾞﾉｼ･ｸﾞﾝﾀﾞｲ2ｼﾌﾞ

政２１ 自由民主党秋田県鹿角市鹿角郡第一支部 018-5201 鹿角市花輪字元苗代56 児玉 政明 湯沢 栄喜 H31.1.31 ｼﾞﾕｳﾐﾝｼｭﾄｳｱｷﾀｹﾝｶﾂﾞﾉｼｶﾂﾞﾞﾉｸﾞﾝﾀﾞｲｲﾁｼﾌﾞ

政２２ 自由民主党秋田県看護連盟支部 010-0922 秋田市旭北栄町４－２３ 草彅 真子 谷村 さゆ子 S57.10.30 ｼﾞﾕｳﾐﾝｼｭﾄｳｱｷﾀｹﾝｶﾝｺﾞﾚﾝﾒｲｼﾌﾞ

政２３ 自由民主党秋田県北秋田市・郡第二支部 018-3322 北秋田市住吉町４－１４ 北林 丈正 伊藤 幸信 H14.3.7 ｼﾞﾕｳﾐﾝｼｭﾄｳｱｷﾀｹﾝｷﾀｱｷﾀｼ･ｸﾞﾝﾀﾞｲ2ｼﾌﾞ

政２４ 自由民主党秋田県北秋田市・郡第三支部 018-4301 北秋田市米内沢字上強瀬５３－２ 近藤 健一郎 楢岡 武彦 H21.10.27 ｼﾞﾕｳﾐﾝｼｭﾄｳｱｷﾀｹﾝｷﾀｱｷﾀｼ･ｸﾞﾝﾀﾞｲ3ｼﾌﾞ

政２５ 自由民主党秋田県港湾支部 010-0001 秋田市中通二丁目１－３６マグナスビル３F 大森 三四郎 森丘 健二 H7.12.20 ｼﾞﾕｳﾐﾝｼｭﾄｳｱｷﾀｹﾝｺｳﾜﾝｼﾌﾞ

政２６ 自由民主党秋田県参議院選挙区第一支部 010-0951 秋田市山王３－１－１５ 石井 浩郎 千葉 淳一 H22.3.3 ｼﾞﾕｳﾐﾝｼｭﾄｳｱｷﾀｹﾝｻｷﾞｲﾝｾﾝｷｮｸﾀﾞｲ1ｼﾌﾞ

政２７ 自由民主党秋田県歯科医師支部 010-0941 秋田市川尻町字大川反１７０－１０２ 藤原 元幸 鈴木 文登 H6.12.17 ｼﾞﾕｳﾐﾝｼｭﾄｳｱｷﾀｹﾝｼｶｲｼｼﾌﾞ

政２８ 自由民主党秋田県自動車整備支部 010-0962 秋田市八橋大畑二丁目１２－６３ 三浦 廣己 佐々木 義弘 S60.8.21 ｼﾞﾕｳﾐﾝｼｭﾄｳｱｷﾀｹﾝｼﾞﾄﾞｳｼｬｾｲﾋﾞｼﾌﾞ

政２９ 自由民主党秋田県自動車販売支部 010-0962 秋田市八橋大畑二丁目１２－５５ 辻 良之 佐々木 俊幸 H9.11.1 ｼﾞﾕｳﾐﾝｼｭﾄｳｱｷﾀｹﾝｼﾞﾄﾞｳｼｬﾊﾝﾊﾞｲｼﾌﾞ

政３０ 自由民主党秋田県支部連合会 010-0951 秋田市山王四丁目６－１２ 金田 勝年 竹下 博英 S30.11.15 ｼﾞﾕｳﾐﾝｼｭﾄｳｱｷﾀｹﾝｼﾌﾞﾚﾝｺﾞｳｶｲ

政３１ 自由民主党秋田県柔道整復師支部 010-0955 秋田市山王中島町３－１ 伊藤 護 吉岡 史裕 H26.8.20 ｼﾞﾕｳﾐﾝｼｭﾄｳｱｷﾀｹﾝｼﾞｭｳﾄﾞｳｾｲﾌｸｼｼﾌﾞ

政３２ 自由民主党秋田県石油政治連盟支部 010-0951 秋田市山王三丁目７－２１ 工藤 保則 斉藤 鉱二 H9.9.1 ｼﾞﾕｳﾐﾝｼｭﾄｳｱｷﾀｹﾝｾｷﾕﾊﾝﾊﾞｲｷﾞｮｳｼﾌﾞ

政３３ 自由民主党秋田県仙北市第一支部 014-0515 仙北市角館町外ノ山２２－４ 髙橋  豪 千葉 孝一 R3.12.22 ｼﾞﾕｳﾐﾝｼｭﾄｳｱｷﾀｹﾝｾﾝﾎﾞｸｼﾀﾞｲ1ｼﾌﾞ

政３４ 自由民主党秋田県第一選挙区支部 010-1427 秋田市仁井田新田三丁目１３－２０ 冨樫 博之 熊谷 恵 H23.8.18 ｼﾞﾕｳﾐﾝｼｭﾄｳｱｷﾀｹﾝﾀﾞｲ1ｾﾝｷｮｸｼﾌﾞ

政３５ 自由民主党秋田県第二選挙区支部 016-0843 能代市中和一丁目１６－２ 金田 勝年 菅原 廣悦 H19.9.10 ｼﾞﾕｳﾐﾝｼｭﾄｳｱｷﾀｹﾝﾀﾞｲ2ｾﾝｷｮｸｼﾌﾞ

政３６ 自由民主党秋田県第三選挙区支部 014-0046 大仙市大曲田町２０－３２ 御法川 信英 佐藤 春男 H15.6.20 ｼﾞﾕｳﾐﾝｼｭﾄｳｱｷﾀｹﾝﾀﾞｲ3ｾﾝｷｮｸｼﾌﾞ

政３７ 自由民主党秋田県大仙市仙北郡第一支部 014-0712 大仙市豊岡字大野中37-3 小山 緑郎 小山 昭太郎 H31.1.31 ｼﾞﾕｳﾐﾝｼｭﾄｳｱｷﾀｹﾝﾀﾞｲｾﾝｼｾﾝﾎﾞｸｸﾞﾝﾝﾀﾞｲｲﾁｼﾌﾞ

政３８ 自由民主党秋田県大仙市第四支部 019-2112 大仙市刈和野字愛宕下２４６－１ 小松 隆明 小松 晃一 H18.7.15 ｼﾞﾕｳﾐﾝｼｭﾄｳｱｷﾀｹﾝﾀﾞｲｾﾝｼﾀﾞｲ4ｼﾌﾞ

政３９ 自由民主党秋田県大仙市第五支部 014-0112 大仙市板見内字弥兵衛谷地２３８ 後藤 幸子 豊島 完造 H18.10.16 ｼﾞﾕｳﾐﾝｼｭﾄｳｱｷﾀｹﾝﾀﾞｲｾﾝｼﾀﾞｲ5ｼﾌﾞ

政４０ 自由民主党秋田県たばこ耕作支部 010-0003 秋田市東通一丁目１－２３ 加藤 義康 高橋 純 S60.6.1 ｼﾞﾕｳﾐﾝｼｭﾄｳｱｷﾀｹﾝﾀﾊﾞｺｺｳｻｸｼﾌﾞ

政４１ 自由民主党秋田県たばこ販売支部 013-0371 横手市大雄字文蔵開66－１ 畠山 彦義 中野 晃太郎 H18.10.2 ｼﾞﾕｳﾐﾝｼｭﾄｳｱｷﾀｹﾝﾀﾊﾞｺﾊﾝﾊﾞｲｼﾌﾞ

政４２ 自由民主党秋田県中古自動車販売支部 010-1424 秋田市御所野湯本一丁目１－１ 藤原 忠一郎 佐藤 章二 H3.8.29 ｼﾞﾕｳﾐﾝｼｭﾄｳｱｷﾀｹﾝﾁｭｳｺｼﾞﾄﾞｳｼｬﾊﾝﾊﾞｲｼﾌﾞ

政４３ 自由民主党秋田県ちんたい支部 013-0046 横手市赤坂字館ノ下80－１ 熊谷 邦夫 佐藤 稔一 H26.4.28 ｼﾞﾕｳﾐﾝｼｭﾄｳｱｷﾀｹﾝﾁﾝﾀｲｼﾌﾞ

政４４ 自由民主党秋田県電気通信支部 011-0948 秋田市飯島西袋二丁目１５－７ 千田 育男 鈴木 良幸 H21.10.1 ｼﾞﾕｳﾐﾝｼｭﾄｳｱｷﾀｹﾝﾃﾞﾝｷﾂｳｼﾝｼﾌﾞ

政４５ 自由民主党秋田県土地改良支部 010-1431 秋田市仁井田二ツ屋１－４－３１ 高貝 久遠 倉部 明彦 S59.2.1 ｼﾞﾕｳﾐﾝｼｭﾄｳｱｷﾀｹﾝﾄﾁｶｲﾘｮｳｼﾌﾞ

政４６ 自由民主党秋田県にかほ市第二支部 018-0433 にかほ市畑字福田75－１ 佐々木 雄太 佐藤 幸毅 H30.10.18 ｼﾞﾕｳﾐﾝｼｭﾄｳｱｷﾀｹﾝﾆｶﾎｼﾀﾞｲ2ｼﾌﾞ

政４７ 自由民主党秋田県能代市山本郡第一支部 018-2401 山本郡三種町鵜川字大曲５３－２ 佐藤 信喜 佐藤 綾子 H27.2.16 ｼﾞﾕｳﾐﾝｼｭﾄｳｱｷﾀｹﾝﾉｼﾛｼﾔﾏﾓﾄｸﾞﾝﾀﾞｲ1ｼﾌﾞ

政４８ 自由民主党秋田県能代市山本郡第二支部 016-0855 能代市西大瀬23番地１ 後藤 健 後藤 世 H30.11.16 ｼﾞﾕｳﾐﾝｼｭﾄｳｱｷﾀｹﾝﾉｼﾛｼﾔﾏﾓﾄｸﾞﾝﾀﾞｲ2ｼﾌﾞ

政４９ 自由民主党秋田県能代市山本郡第三支部 018-3102 能代市二ツ井町小繋字恋の沢８２－１ 髙橋 武浩 荒谷 武寿 H27.2.16 ｼﾞﾕｳﾐﾝｼｭﾄｳｱｷﾀｹﾝﾉｼﾛｼﾔﾏﾓﾄｸﾞﾝﾀﾞｲ3ｼﾌﾞ

政５０ 自由民主党秋田県ハイタク支部 010-0962 秋田市八橋大畑二丁目１２－５３ 佐々木 宏行 佐藤 武彦 S57.8.9 ｼﾞﾕｳﾐﾝｼｭﾄｳｱｷﾀｹﾝﾊｲﾀｸｼﾌﾞ

政５１ 自由民主党秋田県バス支部 010-0962 秋田市八橋大畑二丁目１２－５５ 齋藤 善一 渡部 信雄 S60.8.15 ｼﾞﾕｳﾐﾝｼｭﾄｳｱｷﾀｹﾝﾊﾞｽｼﾌﾞ

政５２ 自由民主党秋田県不動産職域支部 010-0942 秋田市川尻大川町１－３３秋田県不動産会館 赤田 英博 長門 孝一 S60.8.30 ｼﾞﾕｳﾐﾝｼｭﾄｳｱｷﾀｹﾝﾌﾄﾞｳｻﾝｼｮｸｲｷｼﾌﾞ

政５３ 自由民主党秋田県ふるさと振興支部 010-0951 秋田市山王３－１－７ 東カンビル４階 中泉 松司 清水 正幸 R元.12.3 ｼﾞﾕｳﾐﾝｼｭﾄｳｱｷﾀｹﾝﾌﾙｻﾄｼﾝｺｳｼﾌﾞ

政５４ 自由民主党秋田県南秋田郡第一支部 018-1513 南秋田郡井川町黒坪字小泉36 鈴木 真実 松田 弘咲 R1.6.3 ｼﾞﾕｳﾐﾝｼｭﾄｳｱｷﾀｹﾝﾐﾅﾐｱｷﾀｸﾞﾝﾀﾞｲｲﾁｼﾌﾞ

政５５ 自由民主党秋田県木材産業支部 010-0003 秋田市東通二丁目７－３５ 大坂 真一 鈴木 光宏 S57.10.30 ｼﾞﾕｳﾐﾝｼｭﾄｳｱｷﾀｹﾝﾓｸｻﾞｲｻﾝｷﾞｮｳｼﾌﾞ

政５６ 自由民主党秋田県森吉支部 018-4301 北秋田市米内沢字倉ノ沢出口５－１ 黒澤 芳彦 伊藤 幸信 S30.12.10 ｼﾞﾕｳﾐﾝｼｭﾄｳｱｷﾀｹﾝﾓﾘﾖｼｼﾌﾞ

政５７ 自由民主党秋田県薬剤師連盟支部 010-0874 秋田市千秋久保田町６－６ 大越 英雄 下田 航也 S59.4.1 ｼﾞﾕｳﾐﾝｼｭﾄｳｱｷﾀｹﾝﾔｸｻﾞｲｼﾚﾝﾒｲｼﾌﾞ

政５８ 自由民主党秋田県山本郡第三支部 018-3157 能代市二ツ井町字下野６７－２２ 齊藤 滋宣 千葉 慎吾 H16.9.1 ｼﾞﾕｳﾐﾝｼｭﾄｳｱｷﾀｹﾝﾔﾏﾓﾄｸﾞﾝﾀﾞｲ3ｼﾌﾞ

政５９ 自由民主党秋田県郵政政治連盟支部 015-0804 由利本荘市谷山小路４６－２ 高山 英雄 佐々木 政幸 H25.12.1 ｼﾞﾕｳﾐﾝｼｭﾄｳｱｷﾀｹﾝﾕｳｾｲｾｲｼﾞﾚﾝﾒｲｼﾌﾞ

政６０ 自由民主党秋田県湯沢市雄勝郡第一支部 012-0031 湯沢市字鶴館39-4セントラルビル２F202 住谷 達 髙橋 真紀子 R1.6.5 ｼﾞﾕｳﾐﾝｼｭﾄｳｱｷﾀｹﾝﾕｻﾞﾜｼｵｶﾞﾁｸﾞﾝﾀﾞｲｲﾁｼﾌﾞ

政６１ 自由民主党秋田県由利本荘市第三支部 018-1218 由利本荘市岩城亀田大町字肴町７ 加藤 鉱一 伊藤 文治 H19.12.19 ｼﾞﾕｳﾐﾝｼｭﾄｳｱｷﾀｹﾝﾕﾘﾎﾝｼﾞｮｳｼﾀﾞｲ3ｼﾌﾞ

政６２ 自由民主党秋田県横手市第二支部 013-0214 横手市雄物川町柏木字三ツ屋20 柴田 正敏 吉田 博行 H16.12.14 ｼﾞﾕｳﾐﾝｼｭﾄｳｱｷﾀｹﾝﾖｺﾃｼﾀﾞｲ2ｼﾌﾞ

政６３ 自由民主党秋田県横手市第一支部 013-0031 横手市鍛冶町４－２ 鶴田 有司 石谷 修治 H17.4.1 ｼﾞﾕｳﾐﾝｼｭﾄｳｱｷﾀｹﾝﾖｺﾃﾀﾞｲ1ｼﾌﾞ

政６４ 自由民主党秋田市支部 010-0951 秋田市山王四丁目６－２０ 合同ビル１－５ 今川 雄策 嵯峨 兼信 S31.1.1 ｼﾞﾕｳﾐﾝｼｭﾄｳｱｷﾀｼｼﾌﾞ

政６５ 自由民主党阿仁支部 018-3102 北秋田市阿仁幸屋渡字山根１６ 松橋 隆 中嶋 誠 H27.1.1 ｼﾞﾕｳﾐﾝｼｭﾄｳｱﾆｼﾌﾞ

政６６ 自由民主党井川支部 018-1516 南秋田郡井川町浜井川字追回２２－１ 松田 弘咲 伊藤 重勝 H7.8.17 ｼﾞﾕｳﾐﾝｼｭﾄｳｲｶﾜｼﾌﾞ

政６７ 自由民主党羽後町支部 012-1102 雄勝郡羽後町新町字鵜巣６５ 藤原 信三 東海林 久 H25.12.15 ｼﾞﾕｳﾐﾝｼｭﾄｳｳｺﾞﾏﾁｼﾌﾞ

政６８ 自由民主党大内町支部 018-0711 由利本荘市岩谷町字西野２０－１ 石井 清 鎌田 幸一 H7.6.10 ｼﾞﾕｳﾐﾝｼｭﾄｳｵｵｳﾁﾏﾁｼﾌﾞ

政６９ 自由民主党大館支部 017-0893 大館市桂城８－１８ 河田ビル2F 佐藤 賢一郎 阿部 文男 S31.6.24 ｼﾞﾕｳﾐﾝｼｭﾄｳｵｵﾀﾞﾃｼﾌﾞ

政７０ 自由民主党大曲支部 014-0102 大仙市花館上町８－６ 齋藤 裕一 橋村 誠 S57.8.1 ｼﾞﾕｳﾐﾝｼｭﾄｳｵｵﾏｶﾞﾘｼｼﾌﾞ

政７１ 自由民主党大森支部 013-0521 横手市大森町字大森３４ 佐藤 忠久 佐藤 勇蔵 S56.6.17 ｼﾞﾕｳﾐﾝｼｭﾄｳｵｵﾓﾘｼﾌﾞ

政７２ 自由民主党男鹿市支部 010-0511 男鹿市船川港船川字元浜町１９３－２ 杉本 俊比古 吉田 勇雄 H25.2.28 ｼﾞﾕｳﾐﾝｼｭﾄｳｵｶﾞｼｼﾌﾞ

政７３ 自由民主党雄物川支部 013-0208 横手市雄物川町沼館字沼館５５－１ 富田工業㈱内 冨田 篤 冨田 ゆう子 H7.8.26 ｼﾞﾕｳﾐﾝｼｭﾄｳｵﾓﾉｶﾞﾜｼﾌﾞ

政７４ 自由民主党鹿角市支部 018-5141 鹿角市十和田大湯字川原ノ湯１５－１０ 柳澤 隆次 柳沢 義生 H28.1.1 ｼﾞﾕｳﾐﾝｼｭﾄｳｶｽﾞﾉｼｼﾌﾞ

政７５ 自由民主党潟上市支部 010-0201 潟上市天王字上江川４７－１６１８ 中川 光博 西村 幸一 H19.3.8 ｼﾞﾕｳﾐﾝｼｭﾄｳｶﾀｶﾞﾐｼｼﾌﾞ

政７６ 自由民主党上小阿仁支部 018-4412 北秋田郡上小阿仁村沖田面字水無３７５－１ 清水 俊一 萩野 芳紀 S57.4.10 ｼﾞﾕｳﾐﾝｼｭﾄｳｶﾐｺｱﾆｼﾌﾞ

政７７ 自由民主党協和支部 019-2401 大仙市協和船岡字合貝５６ 渡辺 秀俊 和田 耕生 S54.1.18 ｼﾞﾕｳﾐﾝｼｭﾄｳｷｮｳﾜｼﾌﾞ

政７８ 自由民主党小坂支部 017-0201 鹿角郡小坂町小坂字五十刈５－３ ㈱タナックス内 川口 一 松江 一 H10.4.30 ｼﾞﾕｳﾐﾝｼｭﾄｳｺｻｶｼﾌﾞ

政７９ 自由民主党五城目町支部 018-1852 南秋田郡五城目町内川湯ノ又字日ノ沢２４ 澤田石 亀雄 舘岡 隆 H7.3.27 ｼﾞﾕｳﾐﾝｼｭﾄｳｺﾞｼﾞｮｳﾒﾏﾁｼﾌﾞ

政８０ 自由民主党十文字町支部 019-0529 横手市十文字町字海道下５６番地２ 佐藤 裕紀 鈴木 誠 H8.11.17 ｼﾞﾕｳﾐﾝｼｭﾄｳｼﾞｭｳﾓﾝｼﾞﾏﾁｼﾌﾞ

政８１ 自由民主党仙北市支部 014-1113 仙北市田沢湖卒田字沖田２ 髙橋 純 浅野 慎太郎 H30.2.3 ｼﾞﾕｳﾐﾝｼｭﾄｳｾﾝﾎﾞｸｼｼﾌﾞ

政８２ 自由民主党仙北支部 014-0114 大仙市福田字大面１２３ 柳田 聰 吉田 利雄 S54.1.10 ｼﾞﾕｳﾐﾝｼｭﾄｳｾﾝﾎﾞｸｼﾌﾞ

政８３ 自由民主党大仙市神岡支部 019-1701 大仙市神宮寺字家後１８－２ 佐藤 一 宮原 竜也 S54.7.5 ｼﾞﾕｳﾐﾝｼｭﾄｳﾀﾞｲｾﾝｼｶﾐｵｶｼﾌﾞ

政８４ 自由民主党大仙市中仙支部 014-0207 大仙市豊岡字大野中37-3 小山 緑郎 田口 祥吾 H17.4.1 ｼﾞﾕｳﾐﾝｼｭﾄｳﾀﾞｲｾﾝｼﾅｶｾﾝｼﾌﾞ

政８５ 自由民主党大仙市西仙北支部 019-2111 大仙市刈和野愛宕下246－１ 小松 隆明 小笠原 昌作 S53.9.1 ｼﾞﾕｳﾐﾝｼｭﾄｳﾀﾞｲｾﾝｼﾆｼｾﾝﾎﾞｸｼﾌﾞ

政８６ 自由民主党鷹巣支部 018-3322 北秋田市住吉町４－１４ 北林 丈正 大川 幸一 S54.1.26 ｼﾞﾕｳﾐﾝｼｭﾄｳﾀｶﾉｽｼﾌﾞ

政８７ 自由民主党田代支部 018-3504 大館市長坂字坂地家後７４ 田村 保彦 加賀谷 正子 S41.4.16 ｼﾞﾕｳﾐﾝｼｭﾄｳﾀｼﾛｼﾌﾞ

政８８ 自由民主党ときわ会秋田県支部 011-0936 秋田市将軍野南１－５－２ 國安 志郎 池田 司 S57.10.29 ｼﾞﾕｳﾐﾝｼｭﾄｳﾄｷﾜｶｲｱｷﾀｹﾝｼﾌﾞ

政８９ 自由民主党トラック支部 011-0904 秋田市寺内字蛭根一丁目１５－２０ 赤上 信弥 三杉 孝昌 S57.11.10 ｼﾞﾕｳﾐﾝｼｭﾄｳﾄﾗｯｸｼﾌﾞ
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政９０ 自由民主党南外支部 019-1865 大仙市南外字赤平後野５０－１ 佐藤 清吉 佐々木 稔孝 S53.1.27 ｼﾞﾕｳﾐﾝｼｭﾄｳﾅﾝｶﾞｲｼﾌﾞ

政９１ 自由民主党にかほ市支部 018-0116 にかほ市象潟町字四丁目塩越１９３－２ 渋谷 正敏 佐々木 一夫 H20.3.17 ｼﾞﾕｳﾐﾝｼｭﾄｳﾆｶﾎｼｼﾌﾞ

政９２ 自由民主党２１世紀秋田をつくる会 011-0911 秋田市外旭川字野村１－７ 小川 光一 中島 府貴子 S57.9.29 ｼﾞﾕｳﾐﾝｼｭﾄｳﾆｼﾞｭｳｲｯｾｲｷｱｷﾀｦﾂｸﾙｶｲ

政９３ 自由民主党能代支部 016-0873 能代市字長崎１８９－１ 渡邊 正人 落合 範良 S30.5.1 ｼﾞﾕｳﾐﾝｼｭﾄｳﾉｼﾛｼﾌﾞ

政９４ 自由民主党八竜支部 018-2401 山本郡三種町鵜川字大曲53-2 佐藤 信喜 佐藤 綾子 S59.11.28 ｼﾞﾕｳﾐﾝｼｭﾄｳﾊﾁﾘｭｳｼﾌﾞ

政９５ 自由民主党八郎潟支部 018-1622 南秋田郡八郎潟町字一日市267-2 菊地 文人 佐藤 友紀 S54.2.1 ｼﾞﾕｳﾐﾝｼｭﾄｳﾊﾁﾛｳｶﾞﾀｼﾌﾞ

政９６ 自由民主党比内支部 018-5701 大館市比内町扇田字白砂１４２ 殿村 直也 谷川原 宏 S53.4.30 ｼﾞﾕｳﾐﾝｼｭﾄｳﾋﾅｲｼﾌﾞ

政９７ 自由民主党本荘支部 015-0051 由利本荘市川口字上菖蒲崎２８－１ 小田 美恵子 阿部 薫 S52.6.13 ｼﾞﾕｳﾐﾝｼｭﾄｳﾎﾝｼﾞｮｳｼｼﾌﾞ

政９８ 自由民主党増田支部 019-0701 横手市増田町増田字本町９ 千田 孝八 岩谷 寛 S54.1.5 ｼﾞﾕｳﾐﾝｼｭﾄｳﾏｽﾀﾞｼﾌﾞ

政９９ 自由民主党美郷町支部 019-1236 仙北郡美郷町上深井字松葉野１１６ 伊藤 福章 杉澤 隆一 H18.2.25 ｼﾞﾕｳﾐﾝｼｭﾄｳﾐｻﾄﾁｮｳｼﾌﾞ

政１００自由民主党矢島支部 015-0414 由利本荘市矢島町立石字悪戸１４５ 佐藤 勇 三浦 晃 S54.1.1 ｼﾞﾕｳﾐﾝｼｭﾄｳﾔｼﾏｼﾌﾞ

政１０１自由民主党山本郡二ツ井支部 018-3102 能代市二ツ井町小繋字恋の沢８２－１ 髙橋 武浩 荒谷 武寿 S58.10.1 ｼﾞﾕｳﾐﾝｼｭﾄｳﾔﾏﾓﾄｸﾞﾝﾌﾀﾂｲｼﾌﾞ

政１０２自由民主党湯沢市支部 012-0031 湯沢市字鶴館３９－４ セントラルビル２Ｆ２０２ 住谷 達 二郷 準一郎 S50.9.21 ｼﾞﾕｳﾐﾝｼｭﾄｳﾕｻﾞﾜｼｼﾌﾞ

政１０３自由民主党由利本荘市岩城支部 018-1218 由利本荘市岩城亀田大町字肴町７ 加藤 鉱一 渡部 秋美 S54.1.10 ｼﾞﾕｳﾐﾝｼｭﾄｳﾕﾘﾎﾝｼﾞｮｳｼｲﾜｷｼﾌﾞ

政１０４自由民主党由利本荘市鳥海町支部 015-0513 由利本荘市鳥海町下直根字沢内８８の２ 佐藤 豊 眞坂 昇 S58.9.15 ｼﾞﾕｳﾐﾝｼｭﾄｳﾕﾘﾎﾝｼﾞｮｳｼﾁｮｳｶｲﾏﾁｼﾌﾞ

政１０５自由民主党由利本荘市西目支部 018-0604 由利本荘市西目町沼田字西潟３５６－３ 斉藤 栄一 三浦 昭夫 H7.5.22 ｼﾞﾕｳﾐﾝｼｭﾄｳﾕﾘﾎﾝｼﾞｮｳｼﾆｼﾒｼﾌﾞ

政１０６自由民主党由利本荘市東由利支部 015-0211 由利本荘市東由利老方字西ノ浜14－16 長沼 久利 小松 定雄 H7.4.1 ｼﾞﾕｳﾐﾝｼｭﾄｳﾕﾘﾎﾝｼﾞｮｳｼﾋｶﾞｼﾕﾘｼﾌﾞ

政１０７自由民主党由利町支部 015-0331 由利本荘市川西字奉行免４４ 高橋 信雄 菊地 裕 S43.3.24 ｼﾞﾕｳﾐﾝｼｭﾄｳﾕﾘﾏﾁｼﾌﾞ

政１０８自由民主党横手支部 013-0031 横手市鍛冶町４－２ 鶴田 有司 奥山 豊和 S53.4.1 ｼﾞﾕｳﾐﾝｼｭﾄｳﾖｺﾃｼﾌﾞ

政１０９日本共産党秋田県委員会 010-0001 秋田市中通五丁目１－１９ 米田 吉正 佐々木 良一 S21.1.20 ﾆﾎﾝｷｮｳｻﾝﾄｳｱｷﾀｹﾝｲｲﾝｶｲ

政１１０日本共産党秋田地区委員会 010-0001 秋田市中通五丁目１－１９ 今川 和信 鈴木 サキ子 S25.9.18 ﾆﾎﾝｷｮｳｻﾝﾄｳｱｷﾀﾁｸｲｲﾝｶｲ

政１１１日本共産党仙北地区委員会 014-0041 大仙市大曲丸子町２－５ 千葉 理 藤田 和久 S20.12.10 ﾆﾎﾝｷｮｳｻﾝﾄｳｾﾝﾎﾞｸﾁｸｲｲﾝｶｲ

政１１２日本共産党北鹿地区委員会 017-0045 大館市御成町二丁目２－３ 藤本 金治 松本 信 S21.10.1 ﾆﾎﾝｷｮｳｻﾝﾄｳﾎｸﾛｸﾁｸｲｲﾝｶｲ

政１１３日本共産党山本地区委員会 016-0856 能代市字藤山２３－１ 伊藤 千作 秋本 敏 S50.9.26 ﾆﾎﾝｷｮｳｻﾝﾄｳﾔﾏﾓﾄﾁｸｲｲﾝｶｲ

政１１４日本共産党雄平地区委員会 013-0037 横手市前郷二番町２－７ 我妻 桂子 鈴木 望 S21.4.1 ﾆﾎﾝｷｮｳｻﾝﾄｳﾕｳﾍｲﾁｸｲｲﾝｶｲ

政１１５日本共産党由利地区委員会 015-0011 由利本荘市石脇字今町４－１ 小野 健 小野 健 S21.2.25 ﾆﾎﾝｷｮｳｻﾝﾄｳﾕﾘﾁｸｲｲﾝｶｲ

政１１６立憲民主党秋田県総支部連合会 010-1424 秋田市御野場１－１－９ 緑川 貴士 寺田 学 R2.9.22 ﾘｯｹﾝﾐﾝｼｭﾄｳｱｷﾀｹﾝｿｳｼﾌﾞﾚﾝｺﾞｳｶｲ

政１１７立憲民主党秋田県第１区総支部 010-1424 秋田市御野場１－１－９ 寺田 学 堀江 淳 R2.9.22 ﾘｯｹﾝﾐﾝｼｭﾄｳｱｷﾀｹﾝﾀﾞｲ1ｸｿｳｼﾌﾞ

政１１８立憲民主党秋田県第２区総支部 017-0897 大館市三ノ丸９２ 緑川 貴士 長崎 朋典 R2.10.6 ﾘｯｹﾝﾐﾝｼｭﾄｳｱｷﾀｹﾝﾀﾞｲ2ｸｿｳｼﾌﾞ

政１１９立憲民主党秋田県第３区総支部 013-0821 横手市上境字番匠田111 緑川 貴士 岡見 善人 R3.8.10 ﾘｯｹﾝﾐﾝｼｭﾄｳｱｷﾀｹﾝﾀﾞｲ3ｸｿｳｼﾌﾞ


