
相談窓口名 電話番号 所在地 設置主体 相談時間等

1 青森市地域包括支援センターおきだて 017-761-4580 青森市富田５丁目８－３０
社会福祉法人
徳誠福祉会

2 青森市地域包括支援センターすずかけ 017-761-7111 青森市里見２丁目１３－１
社会福祉法人
すずかけの里

3 青森市中央地域包括支援センター 017-723-9111 青森市新町２丁目２－２２
医療法人
三良会

4 青森市東青森地域包括支援センター 017-765-3351 青森市南佃１丁目２-２７
社会福祉法人

和幸園

5 青森市南地域包括支援センター 017-728-3451 青森市妙見３丁目１１-１４
医療法人
芙蓉会

6 青森市東部地域包括支援センター 017-726-5288 青森市矢田前字弥生田４７-２
社会福祉法人
恵寿福祉会

7 青森市おおの地域包括支援センター 017-711-7475 青森市東大野２丁目１－１０ 青森保健生活協同組合

8 青森市地域包括支援センター寿永 017-739-6711 青森市大字高田字川瀬１８６
社会福祉法人

平元会

9 青森市地域包括支援センターのぎわ 017-763-2255 青森市大字羽白字野木和４５
社団法人
慈恵会

10 青森市地域包括支援センターみちのく 017-765-0892 青森市港町３丁目６－３
社会福祉法人
みちのく白寿会

11 青森市地域包括支援センター浪岡 0172-69-1117 青森市浪岡大字浪岡字稲村２７４
社会福祉法人

青森市社会福祉協議会

12 弘前市第一地域包括支援センター 0172-31-1203 弘前市大字野田１丁目１－２７ 津軽保健生活協同組合

13 弘前市東部地域包括支援センター 0172-26-2433 弘前市福村字早稲田２７－１
社会福祉法人
　一葉会

14 弘前市第三地域包括支援センター 0172-39-2515 弘前市豊原１丁目１－２
社会福祉法人
　弘前愛成園

15 弘前市南部地域包括支援センター 0172-87-6779 弘前市小沢字山崎４４－９
社会福祉法人
　博陽会

16 弘前市北部地域包括支援センター 0172-97-2251 弘前市高杉字山下２９８－１
社会福祉法人
　七峰会

17 弘前市第二地域包括支援センター 0172-95-3702 弘前市藤野２丁目６－１
社会福祉法人
　弘前豊徳会

18 弘前市西部地域包括支援センター 0172-82-1516 弘前市五代字田屋敷２４０－１
社会福祉法人
　嶽暘会

19 八戸市地域包括支援センター 0178-43-2111 八戸市内丸１丁目１－１ 八戸市

20 黒石市地域包括支援センター 0172-52-2111 黒石市大字市ノ町１１－１ 黒石市

21 五所川原市地域包括支援センター 0173-38-3939 五所川原市字幾世森２１８－６ 五所川原市

22 十和田市地域包括支援センター 0176-23-5111 十和田市奥瀬字中平６１－６ 十和田市

23 三沢市地域包括支援センター 0176-51-8773 三沢市幸町３丁目１１－５ 三沢市

24 むつ市地域包括支援センター 0175-22-1111 むつ市中央一丁目８－１ むつ市

25 むつ市地域包括支援センター桜木 0175-29-2111 むつ市小川町１丁目１３－６０
社会福祉法人

桜木会

26 むつ市地域包括支援センターみちのく 0175-23-7930 むつ市十二林１１－１３
社会福祉法人

青森社会福祉振興団

27 つがる市地域包括支援センター 0173-42-2111 つがる市稲豊町豊川宮川４２－３ つがる市

28 平川市地域包括支援センター 0172-44-1111 平川市柏木町藤山１６－１ 平川市

29 平内町地域包括支援センター 017-755-2114 平内町大字小湊字小湊６３ 平内町

○高齢者の虐待に関することは、お住まいの近くにある地域包括支援センターへご相談ください。
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30 今別町地域包括支援センター 0174-35-2122 今別町大字今別字今別１６７ 今　別　町

31 蓬田村地域包括支援センター 0174-27-3445 蓬田村大字郷沢字浜田３９７
社会福祉法人
　蓬生会

32 外ヶ浜町地域包括支援センター 0174-22－3380 外ヶ浜町字下蟹田４３－２ 外ヶ浜町

33 鰺ヶ沢町地域包括支援センター 0173‐72‐2111 鯵ヶ沢町大字本町２０９－２ 鰺ヶ沢町

34 深浦町地域包括支援センター 0173-76-2042 深浦町関字栃沢７８－２ 深浦町

35 西目屋村地域包括支援センター 0172-85-3123 西目屋村大字田代字稲元１４３－２
社会福祉法人
つがる三和会

36 藤崎町地域包括支援センター 0172-65-4155 藤崎町常盤字富田６７－１ 藤崎町

37 大鰐町地域包括支援センター 0172-48-2111 大鰐町大字大鰐字羽黒館５－３ 大鰐町

38 田舎館村地域包括支援センター 0172-58-3704 田舎館村大字八反田字古舘206-1
社会福祉法人

田舎館村社会福祉協議会

39 板柳町地域包括支援センター 0172-79-2116 板柳町大字福野田字実田１１－７
社会福祉法人

板柳町社会福祉協議会

40 鶴田町地域包括支援センター 0173-22-3918 鶴田町大字鶴田字沖津１９３
社会福祉法人

鶴田町社会福祉協議会

41 中泊町地域包括支援センター 0173-57-3601 中泊町大字中里字宝森７０－１
社会福祉法人

幸友会

42 野辺地町地域包括支援センター 0175-64-1777 野辺地町字前田５－２ 野辺地町

43 七戸町地域包括支援センター 0176-68-3500 七戸町字森ノ上３５９－５ 七戸町

44 六戸町地域包括支援センター 0176-27-6688 六戸町大字犬落瀬字後田１９－１ 六戸町

45 横浜町地域包括支援センター 0175-78-2111 横浜町字寺下３５ 横浜町

46 東北町地域包括支援センター 0176-56-3111 東北町上北南４丁目３２－４８４ 東北町

47 六ヶ所村地域包括支援センター 0175-72-4457 六ヶ所村大字尾駮字野附４７５ 六ヶ所村

48 おいらせ町地域包括支援センター 0178-52-7086 おいらせ町下前田１５８－１ おいらせ町

49 大間町地域包括支援センターくろまつ 0175-37-5111 大間町大字大間字大間平２０－７８
社会福祉法人

大間町社会福祉協議会

50 東通村地域包括支援センター 0175-28-5700 東通村大字砂子又字里１７－２
社団法人

地域医療振興協会

51 風間浦村地域包括支援センター 0175-35-3111 風間浦村大字易国間字大川目１１－２ 風間浦村

52 佐井村地域包括支援センター 0175-38-４１９３ 佐井村大字佐井字糠森２０ 佐井村

53 三戸町地域包括支援センター 0179-20-1153 三戸町大字在府小路町４３ 三戸町

54 五戸町地域包括支援センター 0178-62-2111 五戸町字古舘２１－１ 五戸町

55 田子町地域包括支援センター 0179-20-7110 田子町大字田子字前田２－１ 田子町

56 南部町地域包括支援センター 0178-76-2111 南部町大字平字広場２２ 南部町

57 階上町地域包括支援センター 0178-88-2115 階上町大字道仏字天当平１－８７ 階上町

58 新郷村地域包括支援センター 0178-61-7560 新郷村大字戸来字金ヶ沢坂ノ下１７－１ 新郷村
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