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給付班……………………5232 

互助会管理・業務班……5224 

 

秋田県庁 

005-100-100 

 

警察本部 

 

警備第二課……………… 536 

通信指令室……………… 537 

 

秋田県 

災害対策本部 

 

災害対策本部長室……… 567 

             568 

総務班…………………… 544 

（受援班と供用）    545 

546 

 566 

物資班…………………… 547 

                      548 

                      549 

関係機関調整班………… 550 

                      551 

消防調整班……………… 552 

                      553 

航空調整班……………… 554 

                      555 

広報・記録班…………… 556 

（遺体処理班と供用）  557 

情報班…………………… 558 

            559 

            560 

            561 

対策班…………………… 562 

            563 

            564 

                      565 

ＦＡＸ…………………… 600 

                      601 

 

第二庁舎 

 

総合防災課 
 
調整・計画・情報班…… 569 

             570 

 

秋田地域振興局 

 

地域企画課……………… 511 

総務経理課……………8-3312 

地域企画課……………8-3313 

出納室…………………8-3315 

農業振興普及課………8-3371 

森づくり推進課………8-3381 

農村整備課……………8-3391 

企画・建設課…………8-3432 

保全・環境課…………8-3472 

下水道課………………8-3460 

用地課…………………8-3452 

建築課…………………8-3491 

 

県出先機関 

005-100 

 

鹿角地域振興局 

101 

 

地域企画課……………… 511 

総務経理課…………… 8-804 

地域企画課…………… 8-806 

総合県税事務所鹿角支所 

…………8-814 

農業振興普及課……… 8-404 

森づくり推進課……… 8-412 

農村整備課…………… 8-422 

企画・建設課………… 8-441 

保全・環境課………… 8-451 

用地課………………… 8-461 

北教育事務所鹿角出張所 

      ………… 8-482 

 

北秋田地域  
振興局 

102 

 

地域企画課……………… 511 

総務経理課…………… 8-807 

地域企画課…………… 8-805 

出納室………………… 8-876 

企画福祉課…………… 8-825 

健康・予防課………… 8-828 

環境指導課…………… 8-830 

農業振興普及課……… 8-403 

森づくり推進課……… 8-411 

農村整備課…………… 8-421 

企画・建設課………… 8-484 

保全・環境課………… 8-465 

用地課………………… 8-463 

建築課………………… 8-473 

北教育事務所………… 8-441 

 

山本地域振興局 

103 

 

地域企画課……………… 511 

総務経理課…………… 8-803 

地域企画課…………… 8-808 

総合県税事務所山本支所 

………… 8-811 

企画福祉課…………… 8-832 

健康・予防課………… 8-834 

環境指導課…………… 8-837 

農業振興普及課……… 8-402 

森づくり推進課……… 8-422 

農村整備課…………… 8-432 

企画・建設課………… 8-462 

保全・環境課………… 8-465 

用地課………………… 8-471 

建築課………………… 8-474 

北教育事務所山本出張所 

      ………… 8-483 

 

由利地域振興局 

104 

 

地域企画課……………… 511 

総務経理課…………… 8-813 

地域企画課…………… 8-802 

総合県税事務所由利支所 

………… 8-822 

企画福祉課…………… 8-831 

健康・予防課………… 8-849 

環境指導課…………… 8-851 

農業振興普及課……… 8-403 

森づくり推進課……… 8-412 

農村整備課…………… 8-422 

企画・建設課………… 8-310 

保全・環境課………… 8-341 

用地課………………… 8-322 

建築課………………… 8-351 

中央教育事務所由利出張所 

      ………… 8-871 

 

仙北地域振興局 

105 

 

地域企画課……………… 511 

総務経理課…………… 8-802 

地域企画課…………… 8-807 

総合県税事務所仙北支所 

………… 8-812 

企画福祉課…………… 8-832 

健康・予防課………… 8-833 

環境指導課…………… 8-835 

農業振興普及課……… 8-402 

森づくり推進課……… 8-412 

農村整備課…………… 8-422 

企画・建設課………… 8-462 

保全・環境課………… 8-475 

災害復旧課…………… 8-470 

用地課………………… 8-465 

建築課………………… 8-479 

 

平鹿地域振興局 

106 

 

地域企画課……………… 511 

総務経理課…………… 8-803 

地域企画課…………… 8-808 

出納室………………… 8-809 

総合県税事務所平鹿支所 

      ………… 8-813 

企画福祉課…………… 8-821 

健康・予防課………… 8-830 

環境指導課…………… 8-836 

南福祉事務所………… 8-823 

南児童相談所………… 8-828 

農業振興普及課……… 8-402 

森づくり推進課……… 8-411 

農村整備課…………… 8-421 

企画・建設課………… 8-462 

保全・環境課………… 8-464 

用地課………………… 8-466 

建築課………………… 8-468 

 

雄勝地域振興局 

107 

 

地域企画課……………… 511 

総務経理課…………… 8-802 

地域企画課…………… 8-805 

総合県税事務所雄勝支所 

………… 8-812 

企画福祉課…………… 8-825 

健康・予防課………… 8-829 

環境指導課…………… 8-831 

農業振興普及課……… 8-406 

森づくり推進課……… 8-411 

農村整備課…………… 8-421 

企画・建設課………… 8-464 

保全・環境課………… 8-470 

用地課………………… 8-472 

建築課………………… 8-476 

南教育事務所雄勝出張所 

      ………… 8-871 
 

秋田県東京事務所 

 

企画政策課…048-300-9-2078 

ＦＡＸ………048-300-9-2124 

 

県単独公所 

005-100 

 

消防防災航空隊………110511 

 

水産振興センター……111511 

 

八郎潟基幹施設管理事務所 

     …………118511 

 

秋田港湾事務所………112511 

 

船川港湾事務所………113511 

 

能代港湾事務所………114511 

 

秋田空港管理事務所…116511 

 

大館能代空港管理事務所 

     …………117511 

 

防災関係機関 

005-100 

 
自衛隊 

陸上自衛隊 

陸上自衛隊（第二科事務室） 

     …………197511 

航空救難隊 

航空救難隊（飛行管理室） 

     …………198511 

 

その他機関 

日本赤十字社秋田県支部 

     ……………100539 

ＮＨＫ秋田放送局……100538 

ＦＭ秋田………………100610 

 

市町村 

005 

 

秋田市 

防災安全対策課 

………… 100-201511 

能代市 

総務課……………100-202511 

横手市（消防本部） 

通信指令室………100-203511 

大館市 

危機管理課………100-204511 

由利本荘市 

危機管理課………100-210511 

男鹿市 

総務課……………100-206511 

湯沢市 

総務課……………100-207511 

大仙市 

総合防災課………100-212511 

鹿角市 

総務課……………100-209511 

 

北秋田市 

総務課……………100-213511 

森吉総合窓口センター 

………100-323511 

阿仁総合窓口センター 

………100-324511 

合川総合窓口センター 

………100-326511 

潟上市 

総務課……………100-211511 

にかほ市 

防災課……………100-214511 

仙北市 

総合防災課………100-215511 

小坂町 

総務課……………100-303511 

上小阿仁村 

住民生活課………100-327511 

八峰町 

総務課……………100-349511 

三種町 

町民生活課………100-348511 

藤里町 

生活環境課………100-346511 

五城目町 

住民生活課………100-361511 

八郎潟町 

町民課……………100-363511 

井川町 

町民課……………100-366511 

大潟村 

住民生活課………100-368511 

美郷町 

住民生活課………100-434511 

羽後町 

生活環境課………100-463511 

東成瀬村 

民生課……………100-464511 

 

消防本部 

005 

 
秋田市消防本部 

消防長……………… 201-420 

総務課……………… 201-476 

警防課……………… 201-474 

救急課……………… 201-495 

予防課……………… 201-443 

指令課……………… 201-399 

ＦＡＸ（指令課）… 201-340 

鹿角広域消防本部 

通信指令室………100-167511 

大館市消防本部 

通信指令室………100-169511 

北秋田市消防本部 

警防課……………100-168511 

能代山本広域消防本部 

通信指令室………100-166511 

湖東地区消防本部 

事務室……………100-181511 

男鹿地区消防本部 

通信指令室………100-172511 

五城目町消防本部 



秋 田 県（００５） 

4 

事務室……………100-161511 

由利本荘市消防本部 

通信指令室………100-157511 

にかほ市消防本部 

通信指令室………100-146511 

大曲仙北広域消防本部 

通信指令室………100-162511 

湯沢雄勝広域消防本部 

警防課……………100-150511 


