
102　付　　　録

名　　　称 所　　在　　地 電話番号

（市役所及び出張所等）（市役所及び出張所等）（市役所及び出張所等）（市役所及び出張所等）

能代市役所 上町１番３号
本庁㈹
52-2111

能代市役所二ツ井地域局 二ツ井町字上台１番地１
地域局㈹
73-2111

能代市向能代地域センター 向能代字上野越８３番地 52-6318

能代市南地域センター 河戸川字南後田１３４番地１ 89-2324

能代市扇淵地域センター 扇田字道地１５５番地１ 58-3100

能代市檜山地域センター 檜山字霧山下１０４番地 58-3101

能代市鶴形地域センター 字鶴形７０番地 58-3211

能代市常盤地域センター 常盤字堂回９０番地 59-2111

能代市富根出張所 二ツ井町飛根字前田３３番地３ 75-2111

市民サービスセンター 柳町１１番１１号 55-3477

（社会・研修及び体育施設）（社会・研修及び体育施設）（社会・研修及び体育施設）（社会・研修及び体育施設）

能代市中央公民館 追分町４番２６号 54-8141

能代市二ツ井公民館 二ツ井町字下野家後４９番地 73-2590

能代市文化会館 追分町４番２６号 54-8141

能代市立能代図書館 　　　〃 54-1114

能代市立二ツ井図書館 二ツ井町字上台１番地１ 88-8853

能代市勤労青少年ホーム 追分町４番２６号 55-1585

能代市働く婦人の家 　　　〃 54-8210

能代市子ども館 大町１０番１号 52-1277

井坂記念館 御指南町２５番地 54-1289

サン・ウッド能代 萩の台１番２８号 52-3121

広域交流センター 字海詠坂３番地２ 54-5300

旧料亭金勇 柳町１３番８号 55-3355

バスケミュージアム 畠町１１番２３号 88-8876

畠町新拠点 畠町１０番８号 89-1414

能代市総合体育館 大町９番５３号 54-3607

能代球場（山田久志サブマリンスタジアム） 落合字下台３番地 54-8994

能代市Ｂ＆Ｇ海洋センター 落合字亀谷地１番地６５ 54-4419

能代市民プール 万町８番５０号 54-9445

能代市土床体育館 落合字亀谷地１番地６５ 54-4419

能代市弓道場 落合字亀谷地１番地６５ 54-4419

二ツ井町総合体育館 二ツ井町字上台６０番地 73-6111

荷上場体育館 二ツ井町荷上場字鍋良子出口１番地１ 73-3772

二ツ井球場 二ツ井町字稗川原１１３番地 73-6200

二ツ井テニスコート 二ツ井町字滑良子川端４０番地 73-5016

スポーツリゾートセンター（アリナス） 落合字下台２番地１ 54-9200

（福祉施設）（福祉施設）（福祉施設）（福祉施設）

能代ふれあいプラザ「サンピノ」 上町１２番３２号 89-5530

母子生活支援施設（能代松原ホーム） 住吉町５番１号 52-5043

在宅障害者支援施設（とらいあんぐる） 万町１０番４号 89-6333

養護老人ホーム（松籟荘） 緑町９番４１号 52-6149

老人憩の家（白濤亭） 落合字大開１番地１ 54-1650

荷上場老人憩の家 二ツ井町荷上場字鍋良子出口１番地１ 73-5500

保坂福祉会館（松寿園） 追分町４番２６号 54-8465

能代市東デイサービスセンター 字宮ノ前２番地１ 58-2614

能代市緑町デイサービスセンター 緑町７番１７号 89-2700

能代市緑町グループホーム 緑町７番１７号 54-8511

能代ふれあいデイサービスセンター 上町１２番３２号 89-5560

高齢者ふれあい交流施設「ゆっちゃん」 二ツ井町字下野家後９７番地 88-8426

市内主要官公庁等一覧
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名　　　称 所　　在　　地 電話番号

（福祉施設つづき）（福祉施設つづき）（福祉施設つづき）（福祉施設つづき）

特別養護老人ホーム（海潮園） 落合字大開１番地１ 54-2005

特別養護老人ホーム（長寿園） 字腹鞁ノ沢１９番地１ 58-3377

高齢者交流センター（おとも苑） 字腹鞁ノ沢１９番地１０ 58-5295

（その他の施設）（その他の施設）（その他の施設）（その他の施設）

能代市常盤診療所 常盤字上本郷１５８番地 59-2006

能代市檜山診療所 檜山字赤館１０番地１ 58-4100

能代市鶴形診療所 字鶴形７０番地 58-3211

能代市富根診療所 二ツ井町飛根字前田３３番地３ 75-2222

能代市斎場 萩の台１０番７号 52-4551

能代市保健センター 字腹鞁ノ沢１９番地３ 58-2838

能代市一般廃棄物最終処分場 朴瀬字日影５７番地１７５ 55-0454

能代市リサイクルセンター 竹生字天神谷地１３１番地 54-1345

能代市農業技術センター 向能代字トトメキ１０８番地１ 52-2247

能代市総合技能センター 扇田字柑子畑１番地２０ 58-3068

能代市技術開発センター 河戸川字南西山１８番地１９ 52-5249

能代市木の学校 河戸川字南西山１８番地１９ 52-5249

能代終末処理場 向能代字平野舘下起上７８番地１8 54-6011

中央衛生処理場 河戸川字西山下１番地２ 54-6017

能代山本広域市町村圏組合事務局 字海詠坂３番地２ 89-2316

能代山本広域市町村圏組合能代消防本部 緑町２番２２号 52-3311

国立研究開発法人
宇宙航空研究開発機構能代多目的実験場

浅内字下西山１番地 52-7123

（国関係施設など）（国関係施設など）（国関係施設など）（国関係施設など）

東北地方整備局
秋田港湾事務所能代港出張所

浜通町５３番９１号 55-1350

能代税務署 末広町４番２０号 52-6111

能代労働基準監督署 　　　〃 52-6151

自衛隊秋田地方協力本部能代地域事務所 　　　〃 52-0768

東北地方整備局能代河川国道事務所 鰄渕字一本柳９７番地１ 70-1001

東北森林管理局米代西部森林管理署 御指南町３番４５号 54-5511

秋田地方検察庁能代支部能代区検察庁 大町５番３６号 52-5117

秋田地方法務局能代支局 　　　〃 54-4111

能代公共職業安定所 緑町５番２９号 54-7311

秋田地方裁判所能代支部 上町１番１５号 52-3278

秋田家庭裁判所能代支部 　　　〃 　〃

能代簡易裁判所 　　　〃 　〃

日本郵政株式会社能代郵便局 上町９番１号 52-3410

山本地域振興局総務企画部 御指南町１番１０号 52-6203

山本地域振興局福祉環境部 　　　〃 52-4331

山本地域振興局農林部 　　　〃 52-2161

山本地域振興局建設部 　　　〃 52-6101

能代山本健康福祉センター 　　　〃 52-4331

北教育事務所山本出張所 　　　〃 52-3369

能代警察署 日吉町１番２４号 52-4311

能代港湾事務所 字大森山１番地２ 54-8246

秋田県立大学木材高度加工研究所 字海詠坂１１番地１ 52-6900
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名　　　称 所　　在　　地 電話番号

（報道関係施設）（報道関係施設）（報道関係施設）（報道関係施設）

北羽新報社 西通町３番２号 54-3150

北羽新報社二ツ井支局 二ツ井町字三千苅８０番地３１ 73-4036

秋田魁新報社能代支局 中和一丁目１６番２７号 54-1550

ＮＨＫ能代支局 畠町７番３４号 52-2201

（幼稚園）（幼稚園）（幼稚園）（幼稚園）

愛慈幼稚園 清助町２番１０号 54-4050

さかき幼稚園 字田子向１１１番地 52-0814

（認可保育所）（認可保育所）（認可保育所）（認可保育所）

能代市第一保育所 上町１２番３２号 52-2610

能代市第四保育所 字東大瀬５４番地１ 54-6044

二ツ井子ども園 二ツ井町字下野川端２番地１ 73-2620

きみまち子ども園 二ツ井町荷上場字鍋良子出口１５番地１ 73-5455

すぎ保育園 花園町１０番２１号 52-0661

能代感恩講保育所 若松町４番１２号 52-7432

轟保育園 字轟７３番地２ 59-2342

まつばら保育園 松美町１１番３号 52-2713

さんさん保育園 向能代字上野１１７番地２ 52-5513

つばめの森保育園 字臥竜山３６番地２ 55-2533

あいじほいくえん 落合字下前田１８６ 52-2131

さかき保育園 字田子向１０７番地３ 52-0814

（認定こども園）（認定こども園）（認定こども園）（認定こども園）

渟城幼稚園・ていじょう保育園 柳町１３番２１号 52-4136

東能代幼稚園・保育園 字中関１６番地 58-2102

能代南幼稚園　南ベビー保育園 中和二丁目１番４９号 52-5854

能代カトリックこども園 景林町１５番１８号 52-2756

（へき地保育所）（へき地保育所）（へき地保育所）（へき地保育所）

能代市浅内保育所 浅内字中山１２８番地 52-3196

（小学校）（小学校）（小学校）（小学校）

能代市立渟城西小学校 盤若町２番１号 52-2237

能代市立渟城南小学校 若松町２番２４号 52-5329

能代市立第四小学校 字藤山３番地 52-3239

能代市立第五小学校 鰄渕字中嶋古屋布２５番地 58-2178

能代市立向能代小学校 向能代字上野越２５番地１ 52-6249

能代市立朴瀬小学校 朴瀬字二林台６５番地１ 52-2725

能代市立竹生小学校 竹生字竹生１８番地１ 89-1343

能代市立崇徳小学校 檜山字寺田４番地８ 58-5004

能代市立鶴形小学校 字町後１６番地 58-3480

能代市立浅内小学校 浅内字上ノ山２３６番地 52-4715

能代市立常盤小学校 常盤字堂回９０番地 59-2004

能代市立二ツ井小学校 二ツ井町字上台２５番地１ 73-2341
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名　　　称 所　　在　　地 電話番号

（中学校）（中学校）（中学校）（中学校）

能代市立能代第一中学校 盤若町８番１１号 52-2227

能代市立能代第二中学校 字豊祥岱１番地４６ 52-5138

能代市立能代東中学校 扇田字東扇田２５１番地１ 58-3050

能代市立東雲中学校 向能代字トトメキ１０６番地１ 52-5119

能代市立能代南中学校 河戸川字中野２４１番地 52-6452

能代市立常盤中学校 常盤字堂回９０番地 59-2005

能代市立二ツ井中学校 二ツ井町字下野７６番地２ 73-2711

（高等学校）（高等学校）（高等学校）（高等学校）

秋田県立能代高等学校 字高塙２番地１ 54-2230

秋田県立能代西高等学校 真壁地字上野１９３番地 52-3218

秋田県立能代工業高等学校 盤若町３番１号 52-4148

秋田県立二ツ井高等学校 二ツ井町字五千苅２０番地１ 73-3511

秋田県立能代松陽高等学校 緑町４番７号 89-2021

（特別支援学校）（特別支援学校）（特別支援学校）（特別支援学校）

秋田県立能代支援学校 真壁地字トトメキ沢１３５番地 55-0691


