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青森市 青森第281号 県総合学校教育センター 青森市 青森市大矢沢 017-764-1997 官公庁 H15

青森市 青森第4号 青森市健康増進センター 青森市 青森市佃2-19-13 017-743-6111 官公庁 H16

青森市 青森第93号 青森県総合社会教育センター 青森市 青森市荒川字藤戸119-7 017-739-1251 官公庁 H16

上十三 上十三第12号 六戸町就業改善センター 六戸町 六戸町犬落瀬字前谷地61 0176-55-5067 官公庁 H16

むつ むつ第7号 風間浦村総合福祉センター「げんきかん」 風間浦村 風間浦村易国間字大川目11-2 0175-35-3111 官公庁 H16

むつ むつ第26号 東通村保健福祉センター 東通村 東通村砂子又字里17-2 0175-28-5800 官公庁 H16

むつ むつ第30号 東通村役場庁舎 東通村 東通村砂子又字沢内5-34 0175-27-2111 官公庁 H16

青森市 青森第89号
東青地域県民局地域健康福祉部
保健総室（東地方保健所）

青森市 青森市第二問屋町4-11-6 017-739-5421 官公庁 H17

青森市 青森第136号 県民福祉プラザ 青森市 青森市中央3-20-30 017-777-9191 官公庁 H17

青森市 青森第257号 青森県立こども自立センターみらい 青森市 青森市合子沢字松森265 017-738-2043 官公庁 H17

弘前 弘前第32号 田舎館食肉検査所 田舎館村 田舎館村川部字富岡84-1 0172-58-4456 官公庁 H17

上十三 上十三第43号 十和田食肉衛生検査所（管理棟） 十和田市 十和田市三本木字野崎1-13 0176-22-1716 官公庁 H17

上十三 上十三第44号 十和田食肉衛生検査所（検査棟） 十和田市 十和田市三本木字野崎1-13 0176-22-1716 官公庁 H17

上十三 上十三第45号 上十三保健所十和田庁舎 十和田市 十和田市西2番町10-15 0176-23-4261 官公庁 H17

上十三 上十三第47号 三沢市役所 三沢市 三沢市桜町1-1-38 0176-53-5111 官公庁 H17

弘前 弘前第136号 平川市健康センター 平川市 平川市柏木町藤山16-1 0172-44-1111 官公庁 H18

三戸 八戸第185号 新郷村都市農村交流センター「美郷館」 新郷村 新郷村戸来字風呂前10 0178-78-2111 官公庁 H18

三戸 八戸第186号 新郷村北老人福祉センター 新郷村 新郷村戸来字橋ﾉ下21-1 0178-78-2111 官公庁 H18

上十三 上十三第85号 七戸町役場 七戸町 七戸町字森ﾉ上131-4 0176-68-2111 官公庁 H18

上十三 上十三第87号 天間林保健センター 七戸町 七戸町字森ﾉ上359-5 0176-68-4631 官公庁 H18

上十三 上十三第88号 天間林老人福祉センター 七戸町 七戸町字森ﾉ上16-4 0176-68-2249 官公庁 H18

上十三 上十三第100号 七戸町役場七戸支所 七戸町 七戸町字七戸31-2 0176-62-2111 官公庁 H18

上十三 上十三第115号 青森県七戸庁舎 七戸町 七戸町字蛇坂55-1 0176-62-2145 官公庁 H18

上十三 上十三第118号 三沢市保健センター 三沢市 三沢市中央町1-3-10 0176-56-0707 官公庁 H18

上十三 上十三第119号 三沢市総合社会福祉センター 三沢市 三沢市幸町3-11-5 0176-51-8770 官公庁 H18

上十三 上十三第121号 三沢市水道事業所 三沢市 三沢市松園町2-1-52 0176-51-2373 官公庁 H18

上十三 上十三第126号 横浜町保健センター 横浜町 横浜町字寺下59-1 0175-78-2111 官公庁 H18

弘前 弘前第180号 弘前市保健センター 弘前市 弘前市野田二丁目７－１ 0172-37-3750 官公庁 H19

上十三 上十三第187号 三沢市社会福祉協議会 三沢市 三沢市幸町三-11-5 0176-53-3422 官公庁 H20

上十三 上十三第206号 六ヶ所村保健相談センター 六ヶ所村 六ヶ所村尾駮字野附986-4 0175-72-2794 官公庁 H20

上十三 上十三第208号 三沢市消防本部 三沢市 三沢市三沢字堀口17-36 0176-54-4276 官公庁 H20

東 青森第360号 外ヶ浜町役場 外ヶ浜町 外ヶ浜町字蟹田高銅屋44-2 0174-31-1111 官公庁 H21

五所川原 五所川原第160号 五所川原市保健センター金木 五所川原市 五所川原市金木町朝日山319-1 0173-35-2111 官公庁 H21

東 青森第368号 外ヶ浜町役場三厩支所 外ヶ浜町 外ヶ浜町三厩新町18-1 0174-37-2001 官公庁 H22

東 青森第370号 外ヶ浜町役場平館支所 外ヶ浜町 外ヶ浜町字平館根岸湯の沢150 0174-25-2111 官公庁 H22

五所川原 五所川原第172号 鰺ヶ沢町役場 鰺ヶ沢町 鰺ヶ沢町本町209-2 0173-72-2111 官公庁 H22

五所川原 五所川原第179号 深浦町役場 深浦町 深浦町深浦字苗代沢84-2 0173-74-2111 官公庁 H22

五所川原 五所川原第181号 深浦町役場岩崎支所 深浦町 深浦町岩崎字松原51-7 0173-74-2111 官公庁 H22

五所川原 五所川原第182号 深浦町役場大瀬戸支所 深浦町 深浦町大字関字栃沢78-2 0173-74-2111 官公庁 H22

五所川原 五所川原第216号 中泊町役場小泊支所 中泊町 中泊町小泊字小泊488 0173-64-2111 官公庁 H23

五所川原 五所川原第248号 すくすくこどまり館 中泊町 中泊町小泊字小泊532 0173-64-2263 官公庁 H23

上十三 上十三第273号 上北地域県民局地域農林水産部（農村整備庁舎） 十和田市 十和田市西二番町10-21 0176-23-5245 官公庁 H23

青森市 保健衛生第62号 青森県自治研修所 青森市 青森市東造道1-2-1 017-736-2011 官公庁 H24

青森市 保健衛生第63号 青森県動物愛護センター 青森市 青森市宮田字玉水119-1 017-726-6100 官公庁 H24

青森市 保健衛生第64号 東青地域県民局地域整備部駒込ダム建設所 青森市 青森市中央3-20-1 017-777-3812 官公庁 H24
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青森市 保健衛生第65号 青森県青森福祉庁舎 青森市 青森市石江字江渡5-1 017-781-0708 官公庁 H24

青森市 保健衛生第66号 青森県環境保健センター 青森市 青森市東造道1-1-1 017-736-5411 官公庁 H24

弘前 弘前第460号 弘前合同庁舎 弘前市 弘前市蔵主町4 0172-32-2401 官公庁 H24

五所川原 五所川原第249号 五所川原合同庁舎 五所川原市 五所川原市字栄町10 0173-34-2174 官公庁 H24

五所川原 五所川原第260号 西北地域県民局地域農林水産部農村整備五所川原庁舎 五所川原市 五所川原市吹畑藤巻24-12 0173-35-7171 官公庁 H24

五所川原 五所川原第261号 西北地域県民局地域農林水産部農村整備つがる庁舎 つがる市 つがる市木造若宮9-1 0173-42-4343 官公庁 H24

五所川原 五所川原第262号 西北地域県民局地域農林水産部農業普及振興室分室 つがる市 つがる市木造桜木9-1 0173-42-2222 官公庁 H24

五所川原 五所川原第263号 西北地域県民局地域農林水産部つがる家畜保健衛生所 つがる市 つがる市木造若竹2-1 0173-42-2276 官公庁 H24

五所川原 五所川原第264号 西北地域県民局地域農林水産部鰺ヶ沢庁舎 鰺ヶ沢町 鰺ヶ沢町本町209 0173-72-6611 官公庁 H24

五所川原 五所川原第265号 西北地域県民局地域整備部鰺ヶ沢道路河川事業所 鰺ヶ沢町 鰺ヶ沢町舞戸町字鳴戸384-37 0173-72-3135 官公庁 H24

五所川原 五所川原第266号 西北地域県民局地域整備部西北地方漁港漁場整備事務所 鰺ヶ沢町 鰺ヶ沢町本町246-3 0173-72-2345 官公庁 H24

上十三 上十三第282号 十和田市保健センター 十和田市 十和田市西十三番町4-37 0176-25-1181 官公庁 H24

むつ むつ第301号 青森県むつ合同庁舎 むつ市 むつ市中央1-1-8 0175-22-1175 官公庁 H24

むつ むつ第303号 佐井村消防センター 佐井村 佐井村字糠森16-1 0175-38-2266 官公庁 H24

東 青森第382号 蓬田村役場 蓬田村 蓬田村蓬田字汐越1-3 0174-27-2111 官公庁 H25

むつ むつ第308号 大間町役場 大間町 大間町大字大間字奥戸下道20番地4 0175-37-2111 官公庁 H25

東 青森第389号 荒馬の里活性化センター 今別町 今別町大字大川平字清川384-4 0174-35-2021 官公庁 H26

弘前 弘前第471号 市役所（本庁舎） 平川市 平川市柏木町藤山25－6 0172-44-1111 官公庁 H26

弘前 弘前第472号 尾上総合支所 平川市 平川市猿賀南田15－1 0172-44-1111 官公庁 H26

弘前 弘前第473号 碇ヶ関総合支所 平川市 平川市碇ヶ関三笠山107－3 0172-44-1111 官公庁 H26

弘前 弘前第474号 葛川支所 平川市 平川市葛川田の沢口5－1 0172-55-2544 官公庁 H26

弘前 弘前第480号 尾上地域福祉センター 平川市 平川市猿賀南田96－3 0172-57-5311 官公庁 H26

弘前 弘前第481号 碇ヶ関地域福祉センター 平川市 平川市碇ヶ関三笠山120－1 0172-45-2725 官公庁 H26

弘前 弘前第487号 西目屋村役場 西目屋村 西目屋村大字田代字稲元144 0172-85-2111 官公庁 H26

弘前 弘前第489号 黒石市役所本庁舎 黒石市 黒石市大字市ノ町11番地1号 0172-52-1111 官公庁 H26

弘前 弘前第490号 黒石市役所第2庁舎 黒石市 黒石市大字市ノ町14番地 0172-52-1111 官公庁 H26

弘前 弘前第504号 大鰐町役場庁舎 大鰐町 大鰐町大字大鰐字羽黒館5番3 0172-48-2111 官公庁 H26

弘前 弘前第505号 総合福祉センター 大鰐町 大鰐町大字蔵館字川原田37番6 0172-48-5656 官公庁 H26

弘前 弘前第544号 田舎館村役場 田舎館村 田舎館村田舎館字中辻123番地１ 0172-58-21111 官公庁 H26

三戸 八戸第331号
田子町国民健康保険
高齢者保健福祉支援センターせせらぎの郷

田子町 田子町大字田子字前田2－1 0179-20-7100 官公庁 H26

三戸 八戸第336号 青森県八戸合同庁舎 八戸市 八戸市尻内町字鴨田7 0178-27-5111 官公庁 H26

三戸 八戸第337号 三八地域県民局みなと分庁舎 八戸市 八戸市河原木字北沼1－131 0178-21-2280 官公庁 H26

三戸 八戸第338号 三八地域県民局地域健康福祉部こども相談総室 八戸市 八戸市尻内町字鴨田7 0178-27-2271 官公庁 H26

三戸 八戸第339号 三八地域県民局地域農林水産部農業普及振興室分室 三戸町 三戸町同心町字同心町平54－7 0179-23-3264 官公庁 H26

三戸 八戸第340号 三八地域県民局地域農林水産部（農村整備庁舎） 八戸市 八戸市尻内町字八百刈20－3 0178-27-1211 官公庁 H26

三戸 八戸第341号 三八地域県民局地域農林水産部八戸家畜保健衛生所 八戸市 八戸市尻内町字毛合清水7－2 0178-27-7415 官公庁 H26

五所川原 五所川原第274号 鰺ヶ沢消防署 鰺ヶ沢町 鰺ヶ沢町本町209-3 0173-72-4527 官公庁 H26

五所川原 五所川原第283号 除雪センター 鰺ヶ沢町 鰺ヶ沢町舞戸町字西阿部野134-24 0173-72-2111 官公庁 H26

上十三 上十三第295号 東北町保健福祉センター 東北町 東北町字膳前37-1 0175-63-2001 官公庁 H26

上十三 上十三第296号 東北町老人福祉センター 東北町 東北町字上笹橋45-10 0175-63-2001 官公庁 H26

上十三 上十三第297号 東北町上北保健福祉センター 東北町 東北町字上野字上野191-10 0175-56-2933 官公庁 H26

上十三 上十三第298号 横浜町役場 横浜町 横浜町寺下35 0175-78-2111 官公庁 H26

上十三 上十三第310号 六戸町地域包括支援センター 六戸町 六戸町犬落瀬字後田19-1 0176-55-3111 官公庁 H26

上十三 上十三第349号 野辺地町老人福祉センター 野辺地町 野辺地町字前田1-7 0175-64-0401 官公庁 H26

上十三 上十三第351号 野辺地町健康増進センター 野辺地町 野辺地町字前田5-2 0175-64-1770 官公庁 H26
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東 青森第394号 平内町役場 平内町 平内町大字小湊字小湊63 017-755-2111 官公庁 H27

東 青森第395号 平内消防署 平内町 平内町大字小湊字小湊63 017-755-2111 官公庁 H27

東 青森第419号 今別町役場 今別町 今別町大字今別字今別167 0174-35-2001 官公庁 H27

弘前 弘前第597号 青森県弘前健康福祉庁舎 弘前市 弘前市大字下白銀町14－2 0172-33-8521 官公庁 H27

三戸 八戸第342号 三八地域県民局健康福祉部保健総室 八戸市 八戸市大字尻内町字鴨田7 0178-27-5111 官公庁 H27

上十三 上十三第394号 十和田食肉衛生検査所三沢支所 三沢市 三沢市三沢淋代平116-3101 0176-50-8129 官公庁 H27

上十三 上十三第395号  中部上北広域事業組合東北消防署 東北町 東北町字塔ノ沢山1-452 0175-63-2520 官公庁 H27

上十三 上十三第396号  中部上北広域事業組合上北消防署 東北町 東北町大字上野字上野124-1 0176-56-2119 官公庁 H27

上十三 上十三第418号  十和田地域広域事務組合十和田消防庁舎 十和田市 十和田市西二番町7-10 0176-25-4111 官公庁 H27

上十三 上十三第419号  十和田地域広域事務組合六戸消防署 六戸町 六戸町大字犬落瀬字下久保174-472 0176-55-2016 官公庁 H27

上十三 上十三第420号 十和田地域広域事務組合　十和田湖消防署 十和田市 十和田市大字奥瀬字小沢口70番地1 0176-72-2241 官公庁 H27

上十三 上十三第421号
十和田地域広域事務組合
十和田湖消防署　湖畔出張所

十和田市 十和田市大字奥瀬字十和田湖畔休屋486番地 0176-75-1011 官公庁 H27

むつ むつ第334号
東通村国民健康保険健康管理センター
（東通村上下水道管理センター）

東通村 東通村大字砂子又字沢内5－32 0175‐27‐2111 官公庁 H27

むつ むつ第345号 大間町教育委員会 大間町 大間町大字大間字大間91 0175‐37‐2103 官公庁 H27

むつ むつ第356号 むつ市役所　本庁舎 むつ市 むつ市中央1-8-1 0175-22-1111 官公庁 H27

東 青森第469号
地方独立行政法人青森県産業技術センター　林業研究所　研究管理
棟

平内町 平内町大字小湊字新道46-56 017－755－3257 官公庁 H28

東 青森第470号
地方独立行政法人青森県産業技術センター
林業研究所　研修棟

平内町 平内町大字小湊字新道46-56 017－755－3257 官公庁 H28

東 青森第471号
地方独立行政法人青森県産業技術センター
林業研究所　木材利用実験棟

平内町 平内町大字小湊字新道46-56 017－755－3257 官公庁 H28

東 青森第472号
地方独立行政法人青森県産業技術センター
林業研究所　きのこ栽培実験棟

平内町 平内町大字小湊字新道46-56 017－755－3257 官公庁 H28

弘前 弘前第734号 板柳町役場 板柳町 板柳町大字板柳字土井239-3 0172-73-2111 官公庁 H28

弘前 弘前第841号 藤崎町役場 藤崎町 藤崎町大字西豊田一丁目1 0172-75-3111 官公庁 H28

弘前 弘前第846号 藤崎町上下水道課 藤崎町 藤崎町大字藤崎字西豊田55-3 0172-75-6025 官公庁 H28

三戸 八戸第481号 おいらせ町役場本庁舎 おいらせ町 おいらせ町中下田１３５－２ 0178‐56‐2111 官公庁 H28

三戸 八戸第482号 おいらせ町役場分庁舎 おいらせ町 おいらせ町上明堂６０－６ 0178‐56‐2111 官公庁 H28

三戸 八戸第483号 おいらせ町役場北部出張所 おいらせ町 おいらせ町青葉二丁目５０－１３９５ 0176-50-1208 官公庁 H28

三戸 八戸第484号 おいらせ町いきいき館（保健福祉センター） おいらせ町 おいらせ町下前田１５８－１ 0178‐52‐7086 官公庁 H28

三戸 八戸第487号 おいらせ町老人福祉センター おいらせ町 おいらせ町向川原３－１２ 0178‐56‐4415 官公庁 H28

三戸 八戸第519号 南浜市民サービスセンター 八戸市 八戸市大字鮫町字棚久保１４－１１８ 0178-38-2004 官公庁 H28

三戸 八戸第520号 白銀市民サービスセンター 八戸市 八戸市白銀三丁目２－１４ 0178-34-0985 官公庁 H28

三戸 八戸第521号 大館市民サービスセンター 八戸市 八戸市大字新井田字常光田１７－２ 0178-25-5311 官公庁 H28

三戸 八戸第522号 是川市民サービスセンター 八戸市 八戸市大字是川字東前田６３－３ 0178-96-1224 官公庁 H28

三戸 八戸第523号 下長市民サービスセンター 八戸市 八戸市下長一丁目４－３ 0178-28-1901 官公庁 H28

三戸 八戸第524号 市川市民サービスセンター 八戸市 八戸市大字市川町字赤畑１９－３ 0178-52-2211 官公庁 H28

三戸 八戸第525号 豊崎市民サービスセンター 八戸市 八戸市大字豊崎町字中谷地４２－５４ 0178-23-2001 官公庁 H28

三戸 八戸第526号 八戸駅市民サービスセンター 八戸市 八戸市大字尻内町字館田１－１ 0178-27-2313 官公庁 H28

三戸 八戸第527号 館市民サービスセンター 八戸市 八戸市大字八幡字館ノ下１２－６ 0178-27-3261 官公庁 H28

三戸 八戸第580号 階上町役場 階上町 階上町大字道仏字天当平１－８７ 0178‐88‐2111 官公庁 H28

五所川原 五所川原第18号 中泊町小泊保健センター 中泊町 中泊町小泊字砂山1144 0173-64-3748 官公庁 H28

五所川原 五所川原第24号 中泊町中里保健センター 中泊町 中泊町中里字宝森1-2 0173-57-3920 官公庁 H28

五所川原 五所川原第44号
西北地域県民局地域健康福祉部
保健総室（五所川原保健所）

五所川原市 五所川原市末広町14 0173-34-2108 官公庁 H28

五所川原 五所川原第85号 鶴田町役場 鶴田町 鶴田町鶴田字早瀬200-1 0173-22-2111 官公庁 H28

上十三 上十三第 476号 十和田市役所　新館 十和田市 十和田市西十二番町6番1号 0176-23-5111 官公庁 H28

上十三 上十三第 477号 十和田市役所　分庁舎 十和田市 十和田市西十二番町6番1号 0176-23-5111 官公庁 H28

上十三 上十三第 482号 十和田市十和田湖支所 十和田市 十和田市大字奥瀬字中平70番地3 0176-72-2311 官公庁 H28

上十三 上十三第484号 十和田合同庁舎 十和田市 十和田市西十二番町20-12 0176-22-8111 官公庁 H28
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むつ むつ第361号 青森県むつ健康福祉庁舎 むつ市 むつ市中央1丁目3-33 0175-31-1388 官公庁 H28

三戸 八戸第582号 田子町役場 田子町 田子町大字田子字天神堂平81 0179-32-3111 官公庁 H29

三戸 八戸第642号 八戸市庁舎 八戸市 八戸市内丸1丁目1番1号 0178-43-2151 官公庁 H29

三戸 八戸第707号 新郷村総合福祉センター 新郷村 三戸郡新郷村大字戸来字金ヶ沢坂ノ下17-1 0178-61-7555 官公庁 H29

三戸 八戸第708号 新郷村役場 新郷村 三戸郡新郷村大字戸来字風呂前10 0178-78-2111 官公庁 H29

三戸 八戸第710号 八戸市総合教育センター 八戸市 八戸市諏訪1丁目2-41 0178-46-0521 官公庁 H29

五所川原 五所川原第489号 つがる市民健康づくりセンター つがる市 つがる市木造千年3-3 0173-42-2111 官公庁 H29

五所川原 五所川原第635号 深浦町保健センター 深浦町 西津軽郡深浦町大字広戸字家野上104番地1 0173-74-2111 官公庁 R1

三戸 八戸第851号 三戸町役場 三戸町 三戸町大字在府小路町43番地 0179-20-1111 官公庁 R1

三戸 八戸第862号 南部町健康センター 南部町 南部町大字下名久井字白山91-1 0178-60-7100 官公庁 R1

上十三 上十三第762号 野辺地町役場庁舎及び議会 野辺地町 野辺地町字野辺地123-1 0175—64—2111 官公庁 R2

上十三 上十三第763号 野辺地町森林総合センター 野辺地町 野辺地町字柴崎10—5 0175—64—2111 官公庁 R2

上十三 上十三第764号 野辺地町観光物産ＰＲセンター 野辺地町 野辺地町字中小中野17—17 0175—64—2111 官公庁 R2


