
市町村 部 課 係 電話番号 内線 郵便番号 所在地

青森市 福祉部 福祉政策課 社会福祉チーム 017-734-5314 030-0801 青森市新町一丁目3-7

（浪岡振興部） 健康福祉課 民生福祉チーム 0172-62-1113 038-1392 青森市浪岡大字浪岡字稲村101-1

弘前市 福祉部 福祉総務課 総務係 0172-40-7037 036-8551 弘前市大字上白銀町1-1

（岩木総合支所） 民生課 健康福祉係 0172-82-1628 654 036-1313 弘前市大字賀田一丁目1-1

（相馬総合支所） 民生課 健康福祉係 0172-84-2111 810 036-1592 弘前市大字五所字野沢41-1

八戸市 福祉部 福祉政策課 福祉政策グループ 0178-43-9258 031-8686 八戸市内丸一丁目1-1

黒石市 健康福祉部 福祉総務課 福祉総務係 0172-52-2111 517 036-0396 黒石市大字市ノ町11-1

五所川原市 民生部 市民課 窓口第一係 0173-35-2111 2319 037-0053 五所川原市字布屋町41-1

（金木総合支所） 総合窓口係 0173-35-2111 3130 037-0202 五所川原市金木町朝日山319-1

（市浦総合支所） 総合窓口係 0173-35-2111 4010 037-0401 五所川原市相内349-1

十和田市 健康福祉部 生活福祉課 福祉係 0176-51-6718 264 034-8615 十和田市西十二番町6-1

三沢市 市民生活部 生活安全課 生活係 0176-53-5111 313 033-8666 三沢市桜町一丁目1-38

むつ市 福祉部 福祉政策課 0175-22-1111 2513 035-8686 むつ市中央一丁目8-1

つがる市 健康福祉部 福祉課 福祉総務係 0173-42-2111 247 038-3192 つがる市木造若緑61-1

平川市 健康福祉部 福祉課 福祉総務係 0172-44-1111 1164 036-0104 平川市柏木町藤山16-1健康センター内

（尾上総合支所） 庶務係 0172-44-1111 2133 036-0242 平川市猿賀南田15-1

(碇ヶ関総合支所) 庶務係 0172-44-1111 3132 038-0101 平川市碇ヶ関三笠山78

平内町 町民課 生活環境係 017-755-2113 127 039-3393 東津軽郡平内町大字小湊字小湊63

今別町 町民福祉課 0174-35-3003 232 030-1502 東津軽郡今別町大字今別字今別167

蓬田村 健康福祉課 健康福祉班 0174-27-2111 401 030-1211 東津軽郡蓬田村大字蓬田字汐越1-3

外ヶ浜町 福祉課 援護係 0174-22-2941 101 030-1308 東津軽郡外ヶ浜町字下蟹田43-2

（平舘支所） 地域生活課 援護係 0174-25-2111 210 030-1492 東津軽郡外ヶ浜町字平舘根岸湯の沢150

(三厩支所） 地域生活課 援護係 0174-37-2001 10 030-1798 東津軽郡外ヶ浜町字三厩新町18-1

鯵ヶ沢町 総合窓口課 戸籍年金班 0173-72-2111 165 038-2792 西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町字鳴戸321

深浦町 福祉課 福祉ふれあい係 0173-74-2117 132 038-2324 西津軽郡深浦町大字深浦字苗代沢84-2

西目屋村 住民課 住民係 0172-85-2803 036-1492 中津軽郡西目屋村大字田代字神田57

藤崎町 福祉課 福祉係 0172-88-8195 038-3803 南津軽郡藤崎町大字西豊田一丁目１

大鰐町 保健福祉課 福祉係 0172-55-6568 038-0292 南津軽郡大鰐町大字大鰐字羽黒館5-3

田舎館村 厚生課 福祉係 0172-58-2111 155 038-1113 南津軽郡田舎館村大字田舎舘字中辻123-1

板柳町 介護福祉課 福祉係 0172-73-2111 111 038-3692 北津軽郡板柳町大字板柳字土井239-3

鶴田町 町民生活課 福祉支援班 0173-22-2111 163 038-3503 北津軽郡鶴田町大字鶴田字早瀬200-1

中泊町 福祉課 福祉推進係 0173-57-2111 1515 037-0392 北津軽郡中泊町大字中里字紅葉坂209

（小泊支所） 住民係 0173-64-2111 037-0522 北津軽郡中泊町大字小泊字小泊488

野辺地町 介護・福祉課 地域福祉担当 0175-65-1777 27 039-3164 上北郡野辺地町字前田5-2

七戸町 介護高齢課 介護保険係 0176-68-3500 390 039-2827 上北郡七戸町字森ノ上359-5

六戸町 福祉課 0176-55-3111 130 039-2392 上北郡六戸町大字犬落瀬字前谷地60

横浜町 町民課 0175-78-2111 236 039-4145 上北郡横浜町字寺下35

東北町 福祉課 福祉政策係 0176-56-3111 136 039-2492 上北郡東北町上北南四丁目32-484

六ヶ所村 福祉課 福祉・環境グループ 0175-72-8140 134 039-3212 上北郡六ヶ所村大字尾駮字野附475

おいらせ町 町民課 住民対策係 0178-56-2246 039-2192 上北郡おいらせ町中下田135-2

（分庁舎） 町民課分室 分庁舎行政サービス窓口係 0178-56-4214 039-2289 上北郡おいらせ町上明堂60-6

大間町 住民福祉課 福祉係 0175-37-2520 039-4601 下北郡大間町大字大間字奥戸下道20-4

東通村 税務住民課 住民グループ 0175-27-2111 163 039-4292 下北郡東通村大字砂子又字沢内5-34

風間浦村 村民生活課 福祉介護グループ 0175-35-3111 039-4502 下北郡風間浦村大字易国間字大川目28-5

佐井村 住民生活課 住民係 0175-38-2111 47 039-4711 下北郡佐井村大字佐井字糠森20

三戸町 住民福祉課 戸籍班 0179-20-1111 2116 039-0198 三戸郡三戸町大字在府小路町43

五戸町 福祉課 児童・高齢福祉班 0178-62-2111 132 039-1513 三戸郡五戸町字古舘21-1

田子町 住民課 住民環境グループ 0179-20-7113 039-0292 三戸郡田子町大字田子字天神堂平81

南部町 住民生活課 0178-38-5963 039-0592 三戸郡南部町大字平字広場28-1

階上町 介護福祉課 福祉グループ 0178-88-2641 039-1201 三戸郡階上町大字道仏字天当平1-87

新郷村 厚生課 0178-61-7555 10 039-1801
三戸郡新郷村大字戸来字金ヶ沢坂ノ下１7-1

（新郷村総合福祉センター内）
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