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上十三 上十三第10号 六戸町立図書館 六戸町 六戸町犬落瀬字前谷地61 0176-55-4561 文化施設 H16

上十三 上十三第11号 六戸町文化ホール 六戸町 六戸町犬落瀬字前谷地61 0176-55-5511 文化施設 H16

むつ むつ第31号 東通村交流センター 東通村 東通村砂子又字沢内5-34 0175-27-2111 文化施設 H16

むつ むつ第32号 能舞の館 たや 東通村 東通村田屋字家ﾉ上8-2 0175-27-3207 文化施設 H16

むつ むつ第34号 白糠地区多目的集会施設（いさりび館） 東通村 東通村白糠字向流109-2地内 0175-46-2944 文化施設 H16

弘前 弘前第40号 弘前市立百石町展示館 弘前市 弘前市百石町3-2 0172-31-7600 文化施設 H17

上十三 上十三第89号 七戸中央公民館 七戸町 七戸町字森ﾉ上210 0176-68-2920 文化施設 H18

上十三 上十三第91号 七戸町教育センター 七戸町 七戸町字上町野130   0176-62-2602 文化施設 H18

上十三 上十三第97号 七戸町鷹山宇一記念美術館 七戸町 七戸町字荒熊内67-94 0176-62-5858 文化施設 H18

上十三 上十三第98号 七戸町野々上福祉交流センター 七戸町 七戸町字中村55-88 0176-62-3783 文化施設 H18

上十三 上十三第101号 七戸町柏葉館 七戸町 七戸町字七戸22-1 0176-62-6661 文化施設 H18

上十三 上十三第105号 七戸南公民館 七戸町 七戸町字寺裏22 0176-62-2118 文化施設 H18

上十三 上十三第161号 三沢市国際交流教育センター 三沢市 三沢市三沢字園沢230-1 0176-51-1255 文化施設 H19

上十三 上十三第188号 青森県三沢航空科学館 三沢市 三沢市三沢字北山158 0176-50-7777 文化施設 H20

五所川原 五所川原第162号 太宰治記念館「斜陽館」 五所川原市 五所川原市金木町朝日山412-1 0173-54-1616 文化施設 H21

五所川原 五所川原第163号 津軽三味線会館 五所川原市 五所川原市金木町朝日山189-3 0173-54-1616 文化施設 H21

五所川原 五所川原第164号 五所川原市立図書館 五所川原市 五所川原市栄町119 0173-34-4334 文化施設 H21

五所川原 五所川原第165号 伊藤忠吉記念図書館 五所川原市 五所川原市金木町芦野345-12 0173-53-3049 文化施設 H21

五所川原 五所川原第166号  五所川原市働く婦人の家・保健センター五所川原 五所川原市 五所川原市字新町33-1 0173-35-8898 文化施設 H21

東 青森第365号 青函トンネル記念館 外ヶ浜町 外ヶ浜町字三厩竜浜99 0174-38-2301 文化施設 H22

弘前 弘前第423号 常盤生涯学習文化会館 藤崎町 藤崎町常盤字三西田35-1 0172-65-3100 文化施設 H22

弘前 弘前第424号 常盤ふるさと資料館あすか 藤崎町 藤崎町水木字村元15-1 0172-65-4567 文化施設 H22

五所川原 五所川原第173号 鰺ヶ沢町中央公民館 鰺ヶ沢町 鰺ヶ沢町本町209-2 0173-72-2111 文化施設 H22

五所川原 五所川原第174号 鰺ヶ沢町山村開発センター 鰺ヶ沢町 鰺ヶ沢町本町209-2 0173-72-2111 文化施設 H22

五所川原 五所川原第180号 深浦町町民総合センター 深浦町 深浦町深浦字苗代沢84-2 0173-74-2111 文化施設 H22

五所川原 五所川原第187号 鰺ヶ沢町郷土文化保存伝習館（光信公の館） 鰺ヶ沢町 鰺ヶ沢町種里町字大柳90 0173-72-2111 文化施設 H22

五所川原 五所川原第189号 鰺ヶ沢町舞戸公民館 鰺ヶ沢町 鰺ヶ沢町舞戸町字上富田149-2 0173-72-2111 文化施設 H22

むつ むつ第267号 むつ市立図書館 むつ市 むつ市中央2-3-10 0175-28-3500 文化施設 H22

東 青森第375号 蓬田村ふるさと総合センター 蓬田村 蓬田村郷沢字浜田36-76 0174-31-3111 文化施設 H23

東 青森第376号 蓬田村文化伝承館 蓬田村 蓬田村広瀬字坂元24 0174-31-3111 文化施設 H23

弘前 弘前第445号 藤崎町文化センター 藤崎町 藤崎町西豊田1-1 0172-75-3311 文化施設 H23

弘前 弘前第466号 弘前文化センター 弘前市 弘前市下白銀町19-4 0172-33-6571 文化施設 H24

弘前 弘前第467号 弘前市総合学習センター 弘前市 弘前市末広4-10-1 0172-26-4800 文化施設 H24

上十三 上十三第283号 十和田市市民の家 十和田市 十和田市法量字焼山64-164 0176-74-2007 文化施設 H24

上十三 上十三第284号 十和田市南公民館 十和田市 十和田市西六番町5-10 0176-22-4416 文化施設 H24

上十三 上十三第285号 十和田市東公民館 十和田市 十和田市三本木字里ﾉ沢1-240 0176-24-9000 文化施設 H24

上十三 上十三第286号 十和田市民図書館 十和田市 十和田市西十三番町2-18 0176-23-7808 文化施設 H24

上十三 上十三第287号 十和田市民文化センター 十和田市 十和田市西三番町2-1 0176-22-5200 文化施設 H24

東 青森第379号 外ヶ浜中央公民館 外ヶ浜町 外ヶ浜町蟹田中師宮本80-1 0174-22-3175 文化施設 H25

東 青森第380号 今別町開発センター 今別町 今別町今別字中沢165-12 0174-35-2001 文化施設 H25

東 青森第381号 今別町中央公民館 今別町 今別町今別字今別166 0174-35-2157 文化施設 H25

東 青森第383号 蓬田村中央公民館 蓬田村 蓬田村蓬田字汐越12 0174-27-2076 文化施設 H25

上十三 上十三第293号 三沢市公会堂 三沢市 三沢市桜町1-6-35 0176-53-8711 文化施設 H25

弘前 弘前第475号 平川市碇ヶ関公民館 平川市 平川市碇ヶ関三笠山78 0172-46-2104 文化施設 H26

弘前 弘前第476号 平川市文化センター 平川市 平川市光城2丁目30－1 0172-44-1221 文化施設 H26
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弘前 弘前第488号 西目屋村中央公民館 西目屋村 西目屋村大字田代字稲元143 0172-85-2858 文化施設 H26

弘前 弘前第491号 黒石市産業会館 黒石市 黒石市大字市ノ町5番地2 0172-53-2266 文化施設 H26

弘前 弘前第492号 地域防災センター 浅瀬石川ダム資料館 黒石市 黒石市大字板留杉澤2番地22 0172-54-2358 文化施設 H26

弘前 弘前第495号 中郷公民館 黒石市 黒石市大字小屋敷字宮岸21番地4 0172-52-3409 文化施設 H26

弘前 弘前第496号 中部公民館 黒石市 黒石市大字北美町一丁目65番地1 0172-53-4406 文化施設 H26

弘前 弘前第497号 東公民館 黒石市 黒石市大字春日町20番地9 0172-52-4693 文化施設 H26

弘前 弘前第498号 浅瀬石公民館 黒石市 黒石市大字浅瀬石字村上123番地2 0172-52-3353 文化施設 H26

弘前 弘前第499号 山形公民館 黒石市 黒石市大字温湯字派15番地1 0172-54-8960 文化施設 H26

弘前 弘前第500号 牡丹平公民館 黒石市 黒石市大字牡丹平字諏訪野平6番地 0172-53-3808 文化施設 H26

弘前 弘前第501号 上十川公民館 黒石市 黒石市大字上十川字留岡一番17番地2 0172-53-5540 文化施設 H26

弘前 弘前第502号 六郷公民館 黒石市 黒石市大字赤坂字野崎1番地 0172-52-3830 文化施設 H26

弘前 弘前第503号 西部地区センター 黒石市 黒石市大字西ケ丘189番地1 0172-53-3036 文化施設 H26

弘前 弘前第508号 中央公民館 大鰐町 大鰐町大字大鰐字前田51番8 0172-48-3201 文化施設 H26

弘前 弘前第545号 田舎館村文化会館 田舎館村 田舎館村田舎館字中辻123番地１ 0172-58-21111 文化施設 H26

五所川原 五所川原第275号 赤石公民館 鰺ヶ沢町 鰺ヶ沢町赤石町字宇名原232-3 0173-72-2111 文化施設 H26

五所川原 五所川原第276号 中村公民館 鰺ヶ沢町 鰺ヶ沢町中村町字中山ﾉ井170-2 0173-72-2111 文化施設 H26

五所川原 五所川原第277号 鳴沢公民館 鰺ヶ沢町 鰺ヶ沢町北浮田町字外馬屋34 0173-72-2111 文化施設 H26

五所川原 五所川原第282号 鰺ヶ沢町勤労青少年ホーム 鰺ヶ沢町 鰺ヶ沢町舞戸町字小夜51-2 0173-72-2111 文化施設 H26

五所川原 五所川原第285号 自然観察館ハロー白神 鰺ヶ沢町 鰺ヶ沢町一ﾂ森字吉川31 0173-72-2111 文化施設 H26

上十三 上十三第300号 洗心閣 横浜町 横浜町字三保野148-1 0175-78-2111 文化施設 H26

上十三 上十三第301号 自然苑 横浜町 横浜町字大豆田98-64 0175-78-2111 文化施設 H26

上十三 上十三第302号 転作センター 横浜町 横浜町字三保野148-1 0175-78-2111 文化施設 H26

上十三 上十三第303号 どんどりの里 横浜町 横浜町林ﾉ脇79-7 0175-78-6242 文化施設 H26

上十三 上十三第304号 横浜町ふれあいセンター 横浜町 横浜町字三保野57-8 0175-78-6100 文化施設 H26

上十三 上十三第335号 野辺地町中央公民館 野辺地町 野辺地町字野辺地1-15 0175-64-3054 文化施設 H26

上十三 上十三第336号 野辺地町馬門公民館　 野辺地町 野辺地町字馬門97 0175-64-9326 文化施設 H26

上十三 上十三第338号 野辺地町立図書館 野辺地町 野辺地町字野辺地1-1 0175-64-2195 文化施設 H26

上十三 上十三第339号 野辺地町歴史民俗資料館 野辺地町 野辺地町字野辺地1-3 0175-64-9494 文化施設 H26

むつ むつ第312号 北通り総合文化センター「ウイング」 大間町 大間町大間字内山48-164 0175-32-1111 文化施設 H26

東 青森第399号 平内町立図書館 平内町 平内町大字小湊字小湊79-3 017-755-2138 文化施設 H27

東 青森第400号 歴史民俗資料館 平内町 平内町大字小湊字小湊79-3 017-755-2138 文化施設 H27

東 青森第402号 平内町学校歴史伝承庫 平内町 平内町大字内童子字観音31-2 017-755-2565 文化施設 H27

東 青森第403号 平内町公民館狩場沢分館 平内町 平内町大字狩場沢字桧沢24-11 017-755-2565 文化施設 H27

東 青森第404号 平内町清水川コミュニティセンター 平内町 平内町大字清水川字往来道添26-2 017-755-2565 文化施設 H27

東 青森第405号 平内町浅所コミュニティセンター 平内町 平内町大字福館字雷電林1-50 017-755-2565 文化施設 H27

東 青森第406号 平内町土屋コミュニティセンター 平内町 平内町大字土屋字鍵懸地先 017-755-2565 文化施設 H27

東 青森第407号 平内町藤沢コミュニティセンター 平内町 平内町大字藤沢字八幡33 017-755-2565 文化施設 H27

東 青森第408号 平内町浪打コミュニティセンター 平内町 平内町大字浪打字深沢86-1 017-755-2565 文化施設 H27

弘前 弘前第600号 弘前市民会館 弘前市 弘前市大字下白銀町１番地６ 0172-32-3374 文化施設 H27

三戸 八戸第344号 白銀公民館 八戸市 八戸市白銀3-2-14 0178-33-1633 文化施設 H27

三戸 八戸第345号 白銀南公民館 八戸市 八戸市大久保字行人坂36-6 0178-35-6810 文化施設 H27

三戸 八戸第346号 根岸公民館 八戸市 八戸市高州2-23-19 0178-20-4894 文化施設 H27

三戸 八戸第347号 下長公民館 八戸市 八戸市下長1-4-9  0178-28-8863    文化施設 H27

三戸 八戸第348号 白山台公民館 八戸市 八戸市北白山台5丁目2-5  0178-38-9788 文化施設 H27

三戸 八戸第349号 根城公民館 八戸市 八戸市根城3丁目11-22 0178-44-6927 文化施設 H27
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三戸 八戸第407号 湊公民館 八戸市 八戸市湊町字中道64-7 0178-33-4411 文化施設 H27

三戸 八戸第408号 瑞豊館 八戸市 八戸市豊崎町字上永福寺130-1 0178-23-2618 文化施設 H27

三戸 八戸第410号 南浜公民館 八戸市 八戸市鮫町字棚久保14-48　 0178-39-3036 文化施設 H27

三戸 八戸第411号 鮫公民館 八戸市 八戸市鮫町字住吉町14-1 0178-33-1942 文化施設 H27

三戸 八戸第412号 東公民館 八戸市 八戸市新井田字八森平7-67 0178-25-2951 文化施設 H27

三戸 八戸第413号 大館公民館 八戸市 八戸市新井田字常光田17-1 0178-25-3331 文化施設 H27

三戸 八戸第414号 八戸ポータルミュージアム 八戸市 八戸市大字三日町11-1 0178-22-8228 文化施設 H27

三戸 八戸第417号 田面木公民館 八戸市 八戸市田面木字上野道下タ30-1 0178-27-3333 文化施設 H27

三戸 八戸第418号 上長公民館 八戸市 八戸市一番町1-4-1 0178-23-3237 文化施設 H27

三戸 八戸第419号 三八城公民館 八戸市 八戸市城下3-1-17 0178-45-2566 文化施設 H27

三戸 八戸第420号 吹上公民館 八戸市 八戸市吹上3-17-3 0178-43-2931 文化施設 H27

三戸 八戸第421号 市川公民館 八戸市 八戸市市川町字赤畑19-2 0178-52-2319 文化施設 H27

三戸 八戸第422号 八戸市博物館 八戸市 八戸市大字根城字東構35-1 0178-44-8111 文化施設 H27

三戸 八戸第423号 八戸市南郷歴史民俗資料館 八戸市 八戸市南郷大字島守字小山田7-1 0178-83-2443 文化施設 H27

三戸 八戸第424号 柏崎公民館 八戸市 八戸市柏崎3-13-5 0178-43-9139 文化施設 H27

三戸 八戸第425号 小中野公民館 八戸市 八戸市小中野5丁目2-17 0178-22-2877 文化施設 H27

三戸 八戸第426号 是川公民館 八戸市 八戸市是川字東前田3-11 0178-96-1219 文化施設 H27

三戸 八戸第427号 長者公民館 八戸市 八戸市大字糠塚字下道2-1 0178-45-4801 文化施設 H27

三戸 八戸第428号 南郷公民館 八戸市 八戸市南郷大字市野沢字黒坂7-2 0178-82-3385 文化施設 H27

三戸 八戸第429号 八戸市南郷文化ホール 八戸市 八戸市南郷区大字市野沢字中野沢24-1 0178-60-8080 文化施設 H27

三戸 八戸第430号 八戸市公会堂 八戸市 八戸市内丸一丁目1番1号 0178-44-7171 文化施設 H27

三戸 八戸第444号 五戸町図書館 五戸町 青森県三戸郡五戸町字舘1-1 0178-61-1040 文化施設 H27

三戸 八戸第445号 種差海岸休憩所 八戸市 八戸市大字鮫町字棚久保14-167 0178-43-2111 文化施設 H27

青森市 保健衛生第141号 青森市西部市民センター 青森市 青森市大字新城字平岡163番地22 017-788-2491 文化施設 H28

青森市 保健衛生第144号 青森市沖館市民センター 青森市 青森市沖館一丁目１番１１号 017-761-4161 文化施設 H28

青森市 保健衛生第156号 青森産業会館 青森市 青森市第二問屋町四丁目４番地１号 017-739-1811 文化施設 H28

青森市 保健衛生第157号 青森市はまなす会館 青森市 青森市問屋町一丁目１０番１０号 017-738-4821 文化施設 H28

東 青森第428号 平内町立山村開発センター 平内町 平内町大字小湊字下槻12-1 017－755－2565 文化施設 H28

東 青森第429号 平内町勤労青少年ホーム 平内町 平内町大字小湊字小湊79-3 017－755－3954 文化施設 H28

東 青森第461号 外ヶ浜町大山ふるさと資料館 外ヶ浜町 外ヶ浜町字蟹田大平沢辺34-3 0174－31－1233 文化施設 H28

三戸 八戸第474号 八戸市立南郷図書館 八戸市 八戸市南郷大字市野沢字中市野沢39-1 0178-60-8100 文化施設 H28

三戸 八戸第485号 おいらせ町農村環境改善センター おいらせ町 おいらせ町山崎２５８７－１ 0178‐56‐5255 文化施設 H28

三戸 八戸第486号 おいらせ町白鳥の家 おいらせ町 おいらせ町中平下長根山１－１３３ 0178‐56‐5256 文化施設 H28

三戸 八戸第488号 おいらせ町立中央公民館 おいらせ町 おいらせ町中下田１５９ 0178‐56‐2251 文化施設 H28

三戸 八戸第489号 おいらせ町立東公民館 おいらせ町 おいらせ町上明堂８８－２ 0178‐52‐2061 文化施設 H28

三戸 八戸第490号 おいらせ町立北公民館 おいらせ町 おいらせ町青葉二丁目５０－１３９５ 0176‐57‐0033 文化施設 H28

三戸 八戸第495号 おいらせ町みなくる館 おいらせ町 おいらせ町下前田１４５－１ 0178‐52‐3900 文化施設 H28

三戸 八戸第496号 おいらせ町大山将棋記念館 おいらせ町 おいらせ町下前田１４４－１ 0178‐52‐1411 文化施設 H28

上十三 上十三第 485号 十和田市馬事公苑　称徳館 十和田市 十和田市大字深持字梅山1-1 0176-26-2100 文化施設 H28

上十三 上十三第 486号 十和田市馬事公苑　交流館 十和田市 十和田市大字深持字梅山1-1 0176-26-2100 文化施設 H28

上十三 上十三第 487号 十和田市馬事公苑　駒っこ牧場 十和田市 十和田市大字深持字梅山1-1 0176-26-2100 文化施設 H28

むつ むつ第358号 リフレッシュセンター鱈の里 むつ市 むつ市脇野沢七引146番地 0174-44-3252 文化施設 H28

青森市 保健衛生第276号 青森県営浅虫水族館 青森市 青森市浅虫馬場山1-25 017-752-3377 文化施設 H29

東 青森第520号 外ヶ浜町蟹田公民館 外ヶ浜町 青森県東津軽郡外ヶ浜町字蟹田60 0174-22-3175 文化施設 H29

東 青森第521号 外ヶ浜町平舘公民館 外ヶ浜町 青森県東津軽郡外ヶ浜町字平舘根岸湯ノ沢163-3 0174-25-3766 文化施設 H29
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三戸 八戸第613号 八戸市立江陽公民館 八戸市 八戸市江陽二丁目18-34 0178-45-4571 文化施設 H29

三戸 八戸第614号 八戸市立館公民館 八戸市 八戸市大字八幡字下陳屋40-1 0178-27-5431 文化施設 H29

三戸 八戸第618号 市川地区市民センター 八戸市 八戸市大字市川町字赤畑19番地の3 0178-52-2211 文化施設 H29

三戸 八戸第619号 下長地区市民センター 八戸市 八戸市下長一丁目4番3号 0178-28-1901 文化施設 H29

三戸 八戸第620号 上長地区市民センター 八戸市 八戸市大字尻内町字法霊7番地 0178-43-9167 文化施設 H29

三戸 八戸第621号 高館地区市民センター 八戸市 八戸市大字河原木字小田上26番地の20 0178-43-9167 文化施設 H29

三戸 八戸第641号 八戸市文化教養センター南部会館 八戸市 八戸市内丸3丁目3番6号 0178-43-9202 文化施設 H29

三戸 八戸第656号 八戸市埋蔵文化財センター　是川縄文館 八戸市 八戸市大字是川字横山1 0178-38-9511 文化施設 H29

三戸 八戸第713号 八戸市福祉公民館 八戸市 八戸市類家四丁目3－1 0178-43-0635 文化施設 H29

上十三 上十三第 497号 十和田ビジターセンター 十和田市 十和田市大字奥瀬字十和田湖畔休屋486 0176-75-2368 文化施設 H29

上十三 上十三第 498号 市民交流プラザ　トワーレ 十和田市 十和田市稲生町18番33号 0176-23-5111 文化施設 H29

上十三 上十三第 499号 大曲公民館 六戸町 六戸町大字犬落瀬字堀切沢60-658 0176-57-5848 文化施設 H29

上十三 上十三第 518号 寺山修司記念館 三沢市 三沢市大字三沢字淋代平１１６－２９５５ 0176-59-3434 文化施設 H29

三戸 八戸第750号 八戸市津波防災センター 八戸市 八戸市沼館四丁目6番19号 0178-43-2147 文化施設 H30

青森市 保健衛生第４２８号 県民福祉プラザ 青森市 青森市中央3丁目20-30 0177-777-9191 文化施設 R1


