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 いぶき  秋田市 淡路 定明 〒011 - 0942　 秋田市土崎港東一丁目２－７９ 018-847-1915 018-847-1914 http://homepage2.nifty.com/awaji-gikai awaji@cna.ne.jp
 新みらい  湯沢市雄勝郡 安藤　豊 〒012 - 1113　 雄勝郡羽後町郡山字上郡８ 0183-62-4329 0183-62-4329 http://www.andouyutaka.jp/ andoo@yutopia.or.jp
 社会民主党  秋田市 石川　ひとみ 〒010 - 0962　 秋田市八橋大畑一丁目６－１３ 018-824-1103 018-824-1103
 国民新党  秋田市 石川　錬治郎 〒010 - 0904 　秋田市保戸野原の町１２－１４ 018-823-1004 018-823-1004
 社会民主党  大館市 石田　寛 〒017 - 0034　大館市下代野字家後４６－４ 0186-48-3542 0186-48-4009  http://www.oodate.or.jp/user/ishida/
 自由民主党  鹿角市鹿角郡 大里　祐一 〒018 - 5201　鹿角市花輪字堰向５６ 0186-22-1254 0186-22-0500
 自由民主党  湯沢市雄勝郡 大関　衛 〒012 - 0105　湯沢市川連町字下平城１６２－３ 0183-42-5011 0183-72-8688
 自由民主党  大仙市仙北郡 大野　忠右エ門 〒014 - 0207　大仙市長野字二日町４８－３ 0187-56-3001 0187-56-4011
自由民主党  由利本荘市 小田　美恵子 〒015 - 0051　由利本荘市川口字上菖蒲崎２８－１ 0184-23-7841 0184-22-2430 http://www.chokai.ne.jp/miekooda miekooda@chokai.ne.jp
 民主党  横手市 小田嶋　伝一 〒013 - 0001　横手市杉沢字上台１１ 0182-32-9683 0182-32-9703 http://www.odaden1.jp/pc/index.htm odaden1@minos.ocn.ne.jp
 自由民主党  由利本荘市 加藤　鉱一 〒018 - 1218　由利本荘市岩城亀田大町字肴町７ 0184-72-2302 0184-74-2302 http://www.katoukouichi.com/ koich@amber.plala.or.jp
 自由民主党  能代市山本郡 金谷　信栄 〒018 - 2676　山本郡八峰町八森字磯村１５３－８ 0185-77-3040 0185-77-3535
 自由民主党  鹿角市鹿角郡 川口　一 〒017 - 0201　鹿角郡小坂町小坂字冷川４９  0186-29-5706 0186-29-5959 hitoshik@aioros.ocn.ne.jp
 自由民主党  秋田市 北林　康司 〒010 - 0977　秋田市八橋大道東５－１  018-864-3338 018-823-3719
 自由民主党  北秋田市 北林　丈正 〒018 - 3315　北秋田市宮前町８－１８  0186-63-1308 0186-63-1308
 自由民主党  秋田市 工藤　嘉範 〒010 - 0823　秋田市山内字田中１４３－１  018-827-2011 018-827-2220 mr.kudoo@f3.dion.ne.jp
 新みらい  潟上市 こだま　祥子 〒018 - 1503　潟上市飯田川和田妹川字石田１５－２０  018-877-3718 018-877-3718 http://www.h4.dion.ne.jp/~s-kodama s-kodama@m2.dion.ne.jp
 自由民主党  大仙市仙北郡 小松　隆明 〒019 - 2112　大仙市刈和野字愛宕下２４６－１  0187-75-0460 0187-75-0207
 自由民主党  北秋田市北秋田郡 近藤　健一郎 〒018 - 4301　北秋田市米内沢字東川向１２９ 0186-72-3161 0186-72-3191 http://www.kondo-kenichiro.com
 社会民主党  大仙市仙北郡 佐々木　長秀 〒019 - 2334　大仙市木原田字中野１１６－４ 0187-77-2416 0187-77-2805
 自由民主党  由利本荘市 佐藤　健一郎 〒015 - 0404　由利本荘市矢島町七日町字熊之堂４ 0184-27-5511 0184-55-2324 http://ken-sato.sakura.ne.jp/ ken-sato@chokai.ne.jp
 自由民主党  大館市 佐藤　賢一郎 〒018 - 5851　大館市比内町大葛字大葛家後２０  0186-57-2417 0186-57-2417
 自由民主党  仙北市 佐藤　雄孝 〒014 - 0515　仙北市西木町門屋字屋敷田63  0187-47-2778 0187-47-2778
 自由民主党  横手市 柴田　正敏 〒013 - 0214　横手市雄物川町柏木字三ツ屋２０  0182-22-4641 0182-22-4641 shibata@yutopia.or.jp
 自由民主党  にかほ市 渋谷　正敏 〒018 - 0119　にかほ市象潟町字三丁目塩越１４１－５ 0184-43-2912 0184-38-3770 http://www.shibuya-m.jp/ kouenkai@shibuya-m.jp
 自由民主党  男鹿市 下間　俊悦 〒010 - 0341　男鹿市船越字杉山２５－２０  0185-22-6607 0185-22-6663
 いぶき  湯沢市雄勝郡 東海林　洋 〒019 - 0112　湯沢市下院内字常盤町１０７  0183-52-2420 0183-52-4703 yo-shoji@coral.plala.or.jp
 県民の声  秋田市 鈴木　孝雄 〒010 - 0001　秋田市中通三丁目２－２０  018-832-2202 018-833-7289
 自由民主党  大館市 鈴木　洋一 〒017 - 0005　大館市花岡町字堂屋敷９６  0186-46-3733 0186-47-1202 http://www.yoichi.gr.jp/ info@yoichi.gr.jp
 県民の声  秋田市 瀬田川　栄一 〒010 - 0917　秋田市泉中央二丁目２９－１６  018-896-1616 018-862-3866 http://www.setagawa.jp/
 公明党  秋田市 田口　聡 〒010 - 1644　秋田市新屋田尻沢中町６－１７  018-828-5243 018-828-5640 http://www.komei.or.jp/giin/akita/taguchi_satoshi/ E-maisato6020@cna.ne.jp
 自由民主党  秋田市 竹下　博英 〒010 - 1212　秋田市雄和平尾鳥字西野６３  018-886-3171 018-886-3171
 自由民主党  能代市山本郡 武田　英文 〒018 - 3103　能代市二ツ井町荷上場字鍋良子出口３８  0185-73-2346 0185-73-4808 htakeda@peach.plala.or.jp
 新みらい  大仙市仙北郡 樽川　隆 〒019 - 1541　仙北郡美郷町土崎字上厨川７９  0187-85-2482  0187-85-2482
 新みらい  横手市 土谷　勝悦 〒019 - 0514　横手市十文字町睦合字川前１７０  0182-44-5354 0182-44-5354 http://www.tutiya-s.jp/
 自由民主党  横手市 鶴田　有司 〒013 - 0033　横手市旭川一丁目５－２４  0182-33-3571 0182-33-3571 http://www12.ocn.ne.jp/~yu-ji/ yuji@po.tsuruta.co.jp
 自由民主党  秋田市 冨樫　博之 〒010 - 1427　秋田市仁井田新田三丁目１３－２０  018-839-5601 018-839-7911 http://www.togachan.jp hiroyuki@togachan.jp
 自由民主党  秋田市 中泉　松司 〒010 - 0146　秋田市下新城中野字街道端西３２  018-873-3118 018-873-5178 http://www.nakaizumimatsuji.com information@nakaizumimatsuji.com
 新みらい  能代市山本郡 中田　潤 〒016 - 0804　能代市万町４－２９  0185-54-4047 0185-54-8890 http://www.shirakami.or.jp/~nakatajun/ nakatajun@shirakami.or.jp
 自由民主党  能代市山本郡 能登　祐一 〒016 - 0815　能代市御指南町３－１３  0185-54-5580 0185-52-1663
 自由民主党  大仙市仙北郡 原　幸子 〒019 - 2112　大仙市刈和野字上ノ台荒屋敷２７－６  0187-75-1387 0187-75-1387 http://www.hara-kouko.net info@hara-kouko.net
 自由民主党  南秋田郡 平山　晴彦 〒018 - 1725　南秋田郡五城目町西磯ノ目一丁目２－４２  018-852-5880 018-852-5881
 新みらい  由利本荘市 三浦　英一 〒015 - 0837　由利本荘市出戸町字赤沼下道７２－１２  0184-24-4832 0184-24-4863 http://www3.ocn.ne.jp/~e-miura/
 日本共産党  秋田市 山内　梅良 〒010 - 1211　秋田市雄和椿川字川端３２５－１  018-886-3086 018-886-3086


