
市町村 部 課 係 電話番号 内線 郵便番号 所在地

鹿角市 市民部 福祉課 地域福祉班 0186-30-0226 018-5201
鹿角市花輪字下花輪50番地
(福祉保健ｾﾝﾀｰ内)

小坂町 町民課 町民福祉班 0186-29-3925 017-0292 小坂町小坂字上谷地41-1

大館市 福祉部 福祉課 総務係 0186-42-8100 017-0897 大館市字三ﾉ丸103-4

北秋田市 健康福祉部 福祉課
地域障がい
福祉係

0186-62-6637 018-3392 北秋田市花園町19番1号

森吉総合
窓口センター

市民生活係 0186-72-3111 018-4392 北秋田市米内沢字七曲23

合川総合
窓口センター

市民生活係 0186-78-2100 018-4272 北秋田市新田目字大野82-2

阿仁総合
窓口センター

市民生活係 0186-82-2111 018-4692 北秋田市阿仁銀山字下新町41-1

上小阿仁村 住民福祉課 住民福祉班 0186-77-2222 018-4494 上小阿仁村小沢田字向川原118番地

能代市 市民福祉部 福祉課
ふれあい
福祉係

0185-89-2152 016-8501 能代市上町1番3号

二ツ井地域局 市民福祉課 福祉保健係 0185-73-5500 018-3192 能代市二ﾂ井町字上台1番地1

藤里町 町民課 町民福祉係 0185-79-2113 018-3201 藤里町藤琴字藤琴8

三種町 福祉課 福祉係 0185-85-2190 018-2401 三種町鵜川字岩谷子8

山本総合支所 地域生活係 0185-83-2115 018-2304 三種町豊岡金田字森沢1-2

琴丘総合支所 地域生活係 0185-87-3516 018-2104 三種町鹿渡字東二本柳29-3

八峰町 福祉保健課 福祉係 0185-76-4608 018-2502 八峰町峰浜目名潟字目長田118

男鹿市 市民福祉部 福祉事務所 福祉班 0185-24-9117 010-0595 男鹿市船川港船川字泉台66-1

潟上市 市民福祉部 社会福祉課 社会福祉班 018-853-5314 010-0201 潟上市天王字棒沼台226番地1

五城目町 住民生活課 住民生活係 018-852-5112 018-1792 五城目町西磯ﾉ目1丁目1-1

八郎潟町 町民課 018-875-5806 018-1692 八郎潟町字大道80番地

井川町 町民課 町民生活班 018-874-4415 018-1596 井川町北川尻字海老沢樋ﾉ口78-1

大潟村 住民生活課 住民福祉班 0185-45-2114 010-0494 大潟村字中央1番地1

秋田市 福祉保健部 福祉総務課
地域福祉
推進室

018-866-2090 010-8560 秋田市山王1-1-1

由利本荘市 福祉保健部 福祉支援課 福祉班 0184-24-6267 015-8501 由利本荘市尾崎17

矢島総合支所 市民福祉課 市民福祉班 0184-55-4959 015-0402 由利本荘市矢島町矢島町20

岩城総合支所 市民福祉課 市民福祉班 0184-73-2012 018-1392 由利本荘市岩城内道川字新鶴潟50

由利総合支所 市民福祉課 市民福祉班 0184-53-2113 015-0341 由利本荘市前郷字前郷82

大内総合支所 市民福祉課 市民福祉班 0184-65-2806 018-0795 由利本荘市岩谷町字日渡100

東由利総合支所 市民福祉課 市民福祉班 0184-69-2117 015-0295 由利本荘市東由利老方字橋脇112
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西目総合支所 市民福祉課 市民福祉班 0184-33-4620 018-0692 由利本荘市西目町沼田字弁天前40-61

鳥海総合支所 市民福祉課 市民福祉班 0184-57-3501 015-0592 由利本荘市鳥海町伏見字赤渋28-1

にかほ市 市民福祉部
福祉事務所
福祉課

福祉班 0184-32-3034 018-0402 にかほ市平沢字鳥ﾉ子渕21

大仙市 健康福祉部 社会福祉課 企画班 0187-63-1111 175 014-8601 大仙市大曲花園町1番1号

神岡支所
市民
サービス課

福祉 0187-72-2111 019-1701 大仙市神宮寺字蓮沼16番地3

西仙北支所
市民
サービス課

福祉 0187-75-1111 019-2192 大仙市刈和野字本町5番地

中仙支所
市民
サービス課

福祉 0187-56-2111 014-0292 大仙市北長野字茶畑141番地

協和支所
市民
サービス課

福祉 018-892-2111 019-2411 大仙市協和境字野田4番地

南外支所
市民
サービス課

福祉 0187-74-2111 019-1902 大仙市南外字下袋218番地

仙北支所
市民
サービス課

福祉 0187-63-3003 014-0805 大仙市高梨字田茂木10番地

太田支所
市民
サービス課

福祉 0187-88-1111 019-1692 大仙市太田町太田字新田田尻3番地4

仙北市 福祉保健部 社会福祉課 福祉政策係 0187-43-2288 014-0592 仙北市西木町上荒井字古堀田47

美郷町 福祉保健課 福祉班 0187-84-4907 019-1541 美郷町土崎字上野乙170-10

横手市 健康福祉部 社会福祉課 障がい福祉係 0182-35-2132 013-8601 横手市中央町8番2号

まちづくり推進部
増田市民
サービス課

保健福祉係 0182-45-5514 019-0792 横手市増田町増田字土肥館173番地

まちづくり推進部
平鹿市民
サービス課

保健福祉係 0182-24-1114 013-0105 横手市平鹿町浅舞字浅舞393番地

まちづくり推進部
雄物川市民
サービス課

保健福祉係 0182-22-2157 013-0205 横手市雄物川町今宿字鳴田1番地

まちづくり推進部
大森市民
サービス課

保健福祉係 0182-26-2115 013-0514 横手市大森町字大中島268番地

まちづくり推進部
十文字市民
サービス課

保健福祉係 0182-42-5114 019-0529 横手市十文字町字海道下7番地

まちづくり推進部
山内市民
サービス課

保健福祉係 0182-53-2933 019-1108 横手市山内土渕字二瀬8番地4

まちづくり推進部
大雄市民
サービス課

保健福祉係 0182-52-3905 013-0461 横手市大雄字三村東18番地

湯沢市 福祉保健部 福祉課 地域福祉班 0183-73-2122 211 012-8501 湯沢市佐竹町1番1号

稲川総合支所
市民
サービス班

0183-42-2111 012-0105 湯沢市川連町字上平城120番地

雄勝総合支所
市民
サービス班

0183-52-2111 019-0204 湯沢市横堀字下柴田39番地

皆瀬総合支所
市民
サービス班

0183-46-2111 012-0183 湯沢市皆瀬字沢梨台51番地

羽後町 福祉保健課 社会福祉担当 0183-62-2111 122 012-1131 羽後町西馬音内字中野177

東成瀬村 民生課 福祉健康班 0182-47-3405 019-0801 東成瀬村田子内字仙人下30-1

秋田県にお住まいの方専用
平成30年度 市町村援護・恩給担当一覧

【請求窓口一覧】


