
令和4年4月1日現在

市町村 施設名 所在地 電話番号 郵便番号
設置主
体種類

設置主体

1 青森市 青森市基幹型地域包括支援センター 青森市新町一丁目3番7号 017-734-5206 030-0801 公 青森市

2 青森市 青森市地域包括支援センターおきだて 青森市富田5-18-3 017-761-4580 038-0004 福法 徳誠福祉会

3 青森市 青森市地域包括支援センターすずかけ 青森市里見2-13-1 017-761-7111 038-0032 福法 すずかけの里

4 青森市 青森市中央地域包括支援センター 青森市新町2-1-8 017-723-9111 030-0801 医法 三良会

5 青森市 青森市東青森地域包括支援センター 青森市浜館6-4-5 017-765-3351 030-0964 福法 和幸園

6 青森市 青森市南地域包括支援センター 青森市妙見3-11-14 017-728-3451 030-0121 医法 芙蓉会

7 青森市 青森市東部地域包括支援センター 青森市矢田前字弥生田47-2 017-726-5288 030-0936 福法 恵寿福祉会

8 青森市 青森市おおの地域包括支援センター 青森市東大野2-1-10 017-711-7475 030-0847 生協 青森保健生活協同組合

9 青森市 青森市地域包括支援センター寿永 青森市高田字川瀬187-14 017-739-6711 030-0151 福法 平元会

10 青森市 青森市地域包括支援センターのぎわ 青森市羽白字野木和45 017-763-2255 038-0058 一社 慈恵会

11 青森市 青森市地域包括支援センターみちのく 青森市港町3-6-3 017-765-0892 030-0901 福法 みちのく白寿会

12 青森市 青森市地域包括支援センター浪岡 青森市浪岡大字浪岡字稲村274 0172-69-1117 038-1311 福法 青森市社会福祉協議会

13 弘前市 弘前市第一地域包括支援センター 弘前市大字野田二丁目2-1 0172-31-1203 036-8045 生協 津軽保健生活協同組合

14 弘前市 弘前市第二地域包括支援センター 弘前市大字藤野二丁目6-1 0172-31-3811 036-8326 福法 弘前豊徳会

15 弘前市 弘前市第三地域包括支援センター 弘前市大字豊原一丁目1-2 0172-39-2515 036-8154 福法 愛成会

16 弘前市 弘前市東部地域包括支援センター 弘前市大字福村字早稲田27-1 0172-26-2433 036-8082 福法 一葉会

17 弘前市 弘前市西部地域包括支援センター 弘前市大字賀田二丁目4-2 0172-82-1516 036-1313 福法 嶽暘会

18 弘前市 弘前市南部地域包括支援センター 弘前市大字小沢字山崎44-9 0172-87-6779 036-8243 福法 博陽会

19 弘前市 弘前市北部地域包括支援センター 弘前市大字高杉字山下298-1 0172-95-2100 036-8302 福法 七峰会

20 八戸市 八戸市地域包括支援センター 八戸市内丸一丁目1-1 0178-43-9189 031-8686 公 八戸市

21 八戸市 市川・根岸地区高齢者支援センター寿楽荘 八戸市大字市川町字夏秋4 0178-52-8000 039-2241 福法 寿栄会

22 八戸市 下長・上長地区高齢者支援センターはくじゅ 八戸市大字河原木字北沼22-39 0178-20-4400 039-1161 公財 シルバーリハビリテーション協会

23 八戸市 田面木・館・豊崎地区高齢者支援センターハピネスやくら八戸市八幡字下樋田1-1 0178-27-8990 039-1105 福法 ファミリー

24 八戸市 長者・白山台地区高齢者支援センターちょうじゃの森 八戸市糠塚字下道7-32 0178-46-0817 031-0022 医法 康和会

25 八戸市 三八城・根城地区高齢者支援センターみやぎ 八戸市内丸1丁目1-30 0178-71-2271 031-0075 福法 みやぎ会

26 八戸市 小中野・江陽地区高齢者支援センターアクティブ24 八戸市小中野一丁目1-14 0178-73-3337 031-0802 医法 杏林会

27 八戸市 柏崎・吹上地区高齢者支援センター八戸市医師会 八戸市柏崎六丁目26-1 0178-38-3820 031-0081 一社 八戸市医師会

28 八戸市 是川・中居林地区高齢者支援センター修光園 八戸市中居林字道合24-2中居店舗10号 0178-38-6234 031-0002 福法 八陽会

29 八戸市 大館・東地区高齢者支援センター福寿草 八戸市妙字西平6-27 0178-38-7612 031-0814 福法 スプリング

30 八戸市 白銀・湊地区高齢者支援センターえがお 八戸市白銀町字右岩淵通23-1 0178-38-1328 031-0822 医法 仁泉会

31 八戸市 白銀南・鮫・南浜地区高齢者支援センター瑞光園 八戸市大久保字大山32-1 0178-25-0103 031-0833 福法 同伸会

32 八戸市 南郷地区高齢者支援センターゆとり 八戸市南郷大字市野沢字市野沢22-3 0178-20-9944 031-0111 株式 株式会社ゆとり

33 黒石市 黒石市地域包括支援センター 黒石市大字市ﾉ町11-1 0172-52-2111 036-0396 公 黒石市

34 五所川原市 五所川原市地域包括支援センター
五所川原市字布屋町41番地1
市役所 地域包括支援課内

0173-35-2111 037-8686 公 五所川原市

35 十和田市 十和田市東地域包括支援センター 十和田市東十三番町18番1号 0176-27-1513 034-0023 医法 幸仁会

36 十和田市 十和田市北地域包括支援センター 十和田市西二番町4番3号 0176-51-6056 034-0082 福法 八甲田会

37 十和田市 十和田市西南地域包括支援センター 十和田市穂並町6番27号 0176-51-4250 034-0037 医法 仁泉会

38 三沢市 三沢市地域包括支援センター 三沢市幸町3丁目11-5 0176-51-8773 033-0011 公 三沢市

39 むつ市 むつ市地域包括支援センター むつ市中央一丁目8番1号 0175-22-1111 035-8686 公 むつ市

40 むつ市 むつ市地域包括支援センター桜木 むつ市小川町一丁目13番60号 0175-23-3560 035-0071 福法 桜木会

41 むつ市 むつ市地域包括支援センターみちのく むつ市金谷二丁目20番1号 0175-23-7930 035-0072 福法 青森社会福祉振興団
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42 つがる市 つがる市地域包括支援センター つがる市稲垣町豊川宮川42-3 0173-69-7117 037-0104 福法 つがる市社会福祉協議会

43 平川市 平川市地域包括支援センター 平川市柏木町藤山16-1 0172-44-1111 036-0104 公 平川市

44 平内町 平内町地域包括支援センター 東津軽郡平内町大字小湊字小湊63 017-755-2114 039-3393 公 平内町

45 今別町 今別町地域包括支援センター
青森県東津軽郡今別町大字今別字今別
167

0174-35-2122 030-1502 公 今別町

46 蓬田村 蓬田村地域包括支援センター 東津軽郡蓬田村郷沢字浜田397 0174-27-3445 030-1203 福法 わとなーる

47 外ヶ浜町 外ヶ浜町地域包括支援センター 東津軽郡外ヶ浜町字下蟹田43-2 0174-22-3380 030-1308 公 外ヶ浜町

48 鰺ヶ沢町 鰺ヶ沢町地域包括支援センター
西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町字鳴戸321
番地

0173-72-2111 038-2792 公 鰺ヶ沢町

49 深浦町 深浦町地域包括支援センター
西津軽郡深浦町大字広戸字家野上104番
地1

0173-74-4421 038-2321 公 深浦町

50 西目屋村 西目屋村地域包括支援センター 中津軽郡西目屋村大字田代字神田57 0172-85-2804 036-1492 公 西目屋村

51 藤崎町 藤崎町地域包括支援センター 南津軽郡藤崎町大字常盤字富田67-1 0172-65-4155 038-1214 福法 藤崎町社会福祉協議会

52 大鰐町 大鰐町地域包括支援センター 南津軽郡大鰐町大字大鰐字羽黒館5-3 0172-55-6569 038-0292 公 大鰐町

53 田舎館村 田舎館村地域包括支援センター 南津軽郡田舎館村八反田字古舘206-1 0172-58-3704 038-1122 福法 田舎館村社会福祉協議会

54 板柳町 板柳町地域包括支援センター 北津軽郡板柳町福野田字実田11-7 0172-79-2116 038-3661 福法 板柳町社会福祉協議会

55 鶴田町 鶴田町地域包括支援センター 北津軽郡鶴田町大字鶴田字沖津193 0173-22-3918 038-3503 福法 鶴田町社会福祉協議会

56 中泊町 中泊町地域包括支援センター 北津軽郡中泊町大字中里字宝森70-1 0173-57-3601 037-0305 福法 内潟療護園

57 野辺地町 野辺地町地域包括支援センター 上北郡野辺地町字鳴沢9番地12 0175-72-1018 039-3141 公
北部上北広域事務組合 公立野辺
地病院

58 七戸町 七戸町地域包括支援センター 上北郡七戸町字森ﾉ上359-5 0176-68-3500 039-2827 公 七戸町

59 六戸町 六戸町地域包括支援センター 上北郡六戸町大字犬落瀬字後田19-1 0176-27-6688 039-2371 公 六戸町

60 横浜町 横浜町地域包括支援センター 上北郡横浜町字林ﾉ脇79-82 0175-73-7734 039-4134 公 横浜町

61 東北町 東北町地域包括支援センター 上北郡東北町上北南四丁目32-484 0176-56-3111 039-2492 公 東北町

62 六ヶ所村 六ヶ所村地域包括支援センター 上北郡六ヶ所村尾駮字野附475 0175-72-4457 039-3212 公 六ヶ所村

63 おいらせ町 おいらせ町地域包括支援センター 上北郡おいらせ町中下田135-2 0178-56-2132 039-2192 公 おいらせ町

64 大間町 大間町地域包括支援センターくろまつ 下北郡大間町大字大間字大間平20-78 0175-37-5111 039-4601 福法 大間町社会福祉協議会

65 東通村 東通村地域包括支援センター 下北郡東通村大字砂子又字里17番地2 0175-28-5700 039-4222 公社
地域医療振興協会　東通地域医療
センター

66 風間浦村 風間浦村地域包括支援センター 下北郡風間浦村易国間字大川目11-2 0175-35-3111 039-4502 公 風間浦村

67 佐井村 佐井村地域包括支援センター 下北郡佐井村佐井字糠森20 0175-38-4193 039-4711 公 佐井村

68 三戸町 三戸町地域包括支援センター 三戸郡三戸町大字在府小路町43 0179-20-1153 039-0198 公 三戸町

69 五戸町 五戸町地域包括支援センター 三戸郡五戸町字古舘21-1 0178-62-2111 039-1513 公 五戸町

70 田子町 田子町地域包括支援センター 三戸郡田子町大字田子字前田2-1 0179-20-7100 039-0201 公 田子町

71 南部町 南部町地域包括支援センター 三戸郡南部町大字下名久井字白山91-1 0178-76-2555 039-0595 公 南部町

72 階上町 階上町地域包括支援センター 三戸郡階上町大字道仏字天当平1-87 0178-88-2115 039-1201 公 階上町

73 新郷村 新郷村地域包括支援センター
三戸郡新郷村大字戸来字金ヶ沢坂ﾉ下17-
1

0178-61-7560 039-1801 公 新郷村
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