中南地域空気クリーン施設 公表可能施設一覧(R２年１２月３１日現在)
施設
種別

事
業
所

番号

施設名

住所

電話番号

1

弘前地区労働基準協会

弘前市福田字福岡10

0172-26-0663

2

道の駅いかりがせき「文化観光館」

平川市碇ヶ関字碇石13-1

0172-49-5020

3

道の駅いかりがせき「特売所」

平川市碇ヶ関碇石13-1

0172-49-5161

4

大鰐町地域交流センター

大鰐町大鰐字川辺11-11

0172-49-1126

5

農協女性部ふれあい市

田舎館村枝川字館子145-1

0172-58-3638

6

道の駅いかりがせき
御仮屋御殿「関の庄」温泉

平川市碇ヶ関字阿原23-2

0172-46-9355

7

たけのこの里 交流センター

平川市碇ヶ関字東碇ヶ関山1-128

0172-45-3131

8

たまごや

黒石市松原150-1

0172-53-5595

9

みちのくコカ・コーラ（株）弘前営業所 弘前市石渡2-5-4

0172-34-5200

10

からんころん温泉

平川市館山板橋14

0172-44-4210

11

株式会社工藤酸素店

弘前市金属町3-3

0172-88-3221

12

株式会社スズケン弘前支店

弘前市神田1-2-3

0172-31-3360

13

青森オリンパス㈱

黒石市追子野木2-248-1

0172-52-8511

14

岩木山観光協会（岩木山観光物産案内所） 弘前市百沢字裾野124

0172-83-3000

15

大鰐温泉スキー場雨池コミュニティセンター 大鰐町大字虹貝字清川48番2

0172-49-1023

16

株式会社

0172-34-2233

17

かがや食品株式会社

弘前市大字神田3丁目2番地10 0172-35-6226

18

株式会社

大成コンサル

弘前市大字取上五丁目12番地7

0172-33-2781

19

有限会社

エルシィホーム

弘前市豊原2丁目1－1

0172-88-7785

20

株式会社

フィット・ケアサービス

弘前市泉野4丁目2－11

0172-89-2490

21

株式会社

大伸管工業所

弘前市藤野1丁目6番地3

0172-34-2871

22

東北化学薬品株式会社

弘前市大字神田一丁目3番地の1 0172-33-8131

23

有限会社

弘前市大字品川町155番地2

24

連合青森津軽地域協議会

弘前市大字堅田２丁目１－８ 0172-35-6313

25

有限会社

弘前市城東１－２－３

0172-29-3225

26

アサノ水ing株式会社

藤崎町大字西豊田3丁目1-24

0172-75-4970

齋藤酒造店

ｹｱｻｰﾋﾞｽ弘前

ひろさき元気会計

弘前市駒越町58番地

0172-32-3923

施設
種別

事
業
所

番号

施設名

住所

電話番号

27

ヴィンテージプレミアム

弘前市元寺町69

0172-35-1214

28

ヴィンテージ青山店

弘前市青山2丁目24-3

0172-32-8724

29

大和電設工業(株)弘前技術センター

弘前市高田4-3-7

0172-27-4211

30

株式会社サンデー弘前安原店

弘前市大字泉野一丁目4番地2

0172-88-1121

31

株式会社サンデー弘前店

弘前市大字八幡町三丁目1番地5 0172-33-6721

32

株式会社サンデー弘前石渡店

弘前市大字石渡四丁目5番地1

0172-35-1811

33

おしゃれ工房ぱぁ～ま屋

弘前市大字駅前町15-8

0172-34-3722

34

東弘電機株式会社

弘前市大字神田2丁目7-5

0172-34-3865

35

株式会社

弘前市大字神田4丁目6の36

0172-34-0056

36

株式会社弘都電気

弘前市大字高田字苺原95番地7

0172-27-6287

37

張山電氣株式会社

弘前市大字徳田町30番地1

0172-32-6223

38

株式会社共同設備

弘前市大字兼平字猿沢77番地5

0172-82-5657

39

共立設備工業株式会社

弘前市扇町2-4-1

0172-28-3456

40

日善電気株式会社

弘前市藤野一丁目7番地6

0172-36-1515

41

猪股建設株式会社

弘前市大字城東2丁目3番地1

0172-27-8217

42

青森県庁消費生活協同組合黒石店

黒石市田中82-9
青森県農林総合研究ｾﾝﾀｰ内

0172-52-7072

43

青森県庁消費生活協同組合弘前店

弘前市蔵主町4弘前合同庁舎内

0172-34-3787

44

K-beaulax

弘前市外崎１丁目２-６

0172-27-2804

45

鎌田設備工業株式会社

弘前市藤野１丁目６-２

0172-36-1900

46

株式会社

平川市尾上栄松９５

0172-57-2024

47

みちのく銀行

弘前営業部

弘前市代官町３９

0172-32-2111

48

みちのく銀行

下土手町支店

弘前市土手町３６

0172-32-4211

49

みちのく銀行

上土手町支店

弘前市土手町２１１－１

0172-32-0411

50

みちのく銀行

城東支店

弘前市城東北１丁目９－１

0172-27-6701

51

みちのく銀行

西弘前支店

弘前市中野１丁目１３－４１ 0172-35-2884

52

みちのく銀行

亀甲町支店

弘前市亀甲町６０

0172-33-6311

53

みちのく銀行

石渡支店

弘前市石渡４丁目２－１

0172-32-1151

54

みちのく銀行

松原支店

弘前市松原西２丁目２－３

0172-87-5511

東邦設備工業所

西谷建設

施設
種別

事
業
所

番号

施設名

住所

電話番号

55

みちのく銀行

大学病院前支店

弘前市本町３７－１

0172-34-4500

56

みちのく銀行

堅田支店

弘前市宮川３丁目２－４

0172-35-1400

57

みちのく銀行

松森町支店

弘前市富田町８－３

0172-35-1210

58

みちのく銀行

岩木支店

弘前市賀田１丁目６－５

0172-82-4538

59

みちのく銀行

60

みちのく銀行

黒石支店

黒石市内町６４

0172-52-2155

61

みちのく銀行

平賀支店

平川市本町北柳田１２

0172-44-3141

62

みちのく銀行

板柳支店

板柳町板柳字土井325-1

0172-73-2121

63

みちのく銀行

大鰐支店

大鰐町大鰐字大鰐９０

0172-48-3111

64

成田建設

平川市金屋上松元１９

0172-57-4207

65

株式会社ＯＫリフォーム對馬

弘前市馬屋町２５番地１０

0172-88-8174

66

株式会社

相馬土木

弘前市城東1丁目３－１

0172-27-3781

67

株式会社

福萬組

弘前市北瓦ヶ町３番地１
キョウドウ第１ビル２階

0172-32-8241

68

株式会社

小山田建設

弘前市野田２丁目４－１

0172-36-1601

69

株式会社

マル長

弘前市門外３－８－１

0172-27-1155

70

黒石貨物自動車株式会社

弘前営業所 弘前市境関亥の宮１５－４

0172-52-8871

71

黒石貨物自動車株式会社

本社

黒石市浜町５０番地

0172-52-8871

72

津軽警備保障株式会社 本社

弘前市神田３丁目3番地17

0172-31-1300

73

株式会社

永澤興業

弘前市撫牛子2丁目３－４

0172-37-3456

74

株式会社

弘新建設

弘前市神田１丁目４番地１

0172-37-3329

75

張山電氣株式会社

常盤支店

藤崎町榊字亀田３２番地１

0172-32-6223

76

和電工業株式会社

藤崎営業所

藤崎町榊字種元２７番地１

0172-38-4114

77

株式会社セーフティロード

弘前市撫牛子２丁目1-16

0172-36-6600

78

和電工業株式会社

弘前市鍛冶町11番地

0172-38-4114

79

株式会社

丸勝小野商事

田舎館村高樋字川原田35

0172-58-2054

80

株式会社 丸勝小野商事
エコプラントカワベ

田舎館村川部字富岡1-19

0172-58-2054

81

アサヒ建設株式会社

弘前市川合字浅田26番地1

0172-27-1998

82

弘鉄電気工事株式会社

弘前市城東中央２丁目3-4

0172-28-0011

弘前市神田２丁目４－８
弘前住宅ローンセンター ハウジングメッセ弘前
センターハウス内

株式会社

弘前支店

本社

0120-14-3709

※連絡先は本社と同じ

施設
種別

事
業
所

番号

施設名

住所

電話番号

83

弘前舗装株式会社

弘前市石川字中川原２の１

0172-92-2121

84

株式会社

平川市新山柳田９５－１

0172-57-5353

85

株式会社 小笠原組

藤崎町西豊田三丁目3-15

0172-75-2669

86

株式会社

中幸建設

黒石市追子野木二丁目233

0172-52-3171

87

株式会社

弘前水道

弘前市茂森新町１丁目8-6

0172-32-8870

88

有限会社

山勝石材

平川市日沼高田１３－１

0172-57-3078

89

株式会社

佐藤惣建設

弘前市末広２丁目１－１

0172-28-3131

90

青森三菱電機機器販売株式会社
弘前支店

弘前市神田１丁目１－２

017-735-7800
（本社）

91

千葉電気設備株式会社

黒石市柵ノ木４丁目127番地

0172-53-2838

92

青森三菱自動車販売株式会社

93

青森スズキ自動車販売株式会社
スズキアリーナ弘前高崎

弘前市高崎１丁目７番地１

94

山形砕石株式会社

黒石市花巻字山手村上24番地

0172-54-8080

95

株式会社

弘前市神田４丁目6-27

0172-36-3252

96

有限会社 人王農園

平川市新屋町松久１番地

0172-57-2108

97

株式会社ビジネスサービス 弘前店

弘前市高田３－６－７

017-28-5200

98

株式会社 北奥水道

黒石市浅瀬石字稲田3番地４

0172-53-5289

99

有限会社 協和不動産

弘前市大字外崎２丁目１－３

0172-28-1166

長谷川鉄工

本社

弘前店 弘前市高崎１丁目８番地３

旭組

017-781-3311
（本社）
017-781-3311
（本社）

100 株式会社 西衡器製作所 弘前支店

弘前市城東中央三丁目４－１４ 0172-26-3890

101 株式会社 兼建興業

弘前市大字兼平字猿沢26-1

0172-82-2145

102 株式会社 長谷川建設

弘前市大字亀甲町42

0172-33-3844

103 株式会社 三浦組

藤崎町大字葛野字岡元18-4

0172-75-2328

104 豊産管理株式会社（県営住宅弘前管理事務所） 弘前市大字清野袋一丁目11-7

0172-31-3323

105 豊産管理株式会社（弘前営業所）

弘前市大字清野袋一丁目11-7

0172-34-9393

106 東北電力 弘前営業所

弘前市大字本町１番地

-

107 東北電力 弘前電力センター

弘前市大字本町１番地

-

108 株式会社 日専連ホールディングス弘前支店 弘前市大字駅前町10-5

017-776-2003

109 吉川建設株式会社

弘前市大字富田町174番地

0172-33-2181

110 北星交通株式会社 本社

弘前市茂森新町4-17-1

0172-32-0272

施設
種別

事
業
所

番号

施設名

住所

電話番号

111 有限会社 黒石舗装

黒石市追子野木2丁目296

0172-53-5184

112 株式会社バリューHR 弘前ｶｽﾀﾏｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ

弘前市駅前町10-5
日専連ビル５F

0172-31-3089

113 株式会社 西村組

弘前市大字田町3丁目2-1

0172-32-2468

114 (株)コアシス 弘前営業所

弘前市大字神田3丁目3-30

0172-32-7431

全国共済農業協同組合連合会
115 青森県本部
弘前自動車損害調査サービスセンター

弘前市大字撫牛子3丁目2-1
JAつがる弘前和徳支店２階

017-729-8701

116 北村技術株式会社

弘前市大字神田4丁目1-21

0172-31-5655

117 株式会社 片山組

大鰐町大字蔵館字湯ノ沢4-3

0172-48-2875

118 株式会社 栄研 本社・研究棟

弘前市大字藤野1丁目4-1

0172-31-2567

119 株式会社 栄研 在宅事業課

弘前市大字末広4丁目1-1

0172-26-3350

120 有限会社 桜庭建設

田舎館村大袋三本柳66-1

0172-58-2353

121 株式会社 小山内組

平川市光城5丁目58-1

0172-44-2205

122 株式会社 大和コンサルタント

黒石市追子野木1丁目488-1

0172-52-6520

123 株式会社 東管サービス

弘前市大字山崎3丁目5-9

0172-88-0805

弘前市代官町17明治中央ビル２F

017-776-8194

明治安田生命保険相互会社
青森支社 弘前営業所
明治安田生命保険相互会社
125
青森支社 弘前中央営業所
明治安田生命保険相互会社
126
青森支社 黒石営業所
124

弘前市代官町17明治中央ビル6F 017-776-8194

黒石市旭町8-3

017-776-8194

127 弘南建設株式会社

弘前市大字高崎2丁目13-6

0172-27-2281

128 青森トヨタ自動車株式会社 弘前店

弘前市大字堅田2丁目2-1

0172-34-6210

129 ネッツトヨタ青森株式会社 弘前店

弘前市大字堅田2丁目2-1

0172-34-7280

130 ネッツトヨタ青森株式会社 城東北店

弘前市大字早稲田4丁目4-4

0172-28-4400

131 青森トヨタ自動車株式会社 黒石店

黒石市昭和町1

0172-52-3115

132 株式会社 前山組

弘前市大字中畑字旭岡34

0172-86-2749

133 株式会社 濱名土木

板柳町大字長野福岡34-1

0172-79-2053

第一生命保険株式会社
弘前東営業オフィス
第一生命保険株式会社
135
弘前営業オフィス
第一生命保険株式会社
136
弘前中央営業オフィス
第一生命保険株式会社
137
黒石営業オフィス

弘前市駅前2-2-3
弘前第一生命ビル２階
弘前市駅前2-2-3
弘前第一生命ビル４階
弘前市代官町89-1
弘前分室２階
黒石市内町31-38

050-3782-0438

138 有限会社 烏城車輌整備工場

黒石市追子野木2-223

0172-52-5415

134

050-3782-0442
050-3782-0440
050-3782-0444

施設
種別

事
業
所

番号

施設名

住所

電話番号

139 株式会社 サクラ建設工業

弘前市糠坪桜山132-1

0172-95-3308

140 丸勘建設株式会社

弘前市新里中樋田9-3

0172-27-0321

141 有限会社 アサヒ印刷

弘前市青樹町3-6

0172-87-1118

142 有限会社 二唐刃物鍛造所

弘前市金属町4-1

0172-88-2881

143 有限会社 三浦造園

弘前市前坂船山47-2

0172-95-2246

144 ビセラル株式会社 弘前営業所

田舎館村川部富岡84-1

0172-58-4813

145 弘前地方森林組合

弘前市境関亥ノ宮35-13

0172-28-3305

146 株式会社 なかやま 弘前営業所

弘前市末広5丁目6-2

0172-26-0399

147 東洋建物管理株式会社 弘前支社

弘前市富田1丁目2-5

0172-34-6566

148 東洋建物管理株式会社 黒石営業所

黒石市ぐみの木1丁目12

0172-68-2979

149 大泉開発株式会社 弘前営業所

弘前市川合浅田27-1

0173-22-3335

150 株式会社 工藤建設

平川市南田中西原125-1

0172-57-2327

151 有限会社 村上土木

藤崎町藤崎西浅田42-1

0172-88-5317

