
令和3年4月9日現在

番 号 区       分 名             称 郵便番号 所   在   地

1 病院 青森県立中央病院 030-8553 青森市東造道二丁目1-1

2 病院 青森市民病院 030-0821 青森市勝田一丁目14-20

3 病院 浪打病院 030-0902 青森市合浦二丁目11-24

4 病院 国立療養所松丘保養園 038-0003 青森市大字石江字平山19

5 病院 村上病院 030-0843 青森市浜田三丁目3-14

6 病院 一般社団法人青森精神医学研究所附属浅虫温泉病院 039-3501 青森市大字浅虫字内野27-2

7 病院 社団法人慈恵会青い森病院 030-0155 青森市大字大谷字山ノ内16-3

8 病院 青森保健生活協同組合生協さくら病院 030-0131 青森市問屋町一丁目15-10

9 病院 芙蓉会病院 030-0133 青森市大字雲谷字山吹93-1

10 病院 青森県立つくしが丘病院 038-0031 青森市大字三内字沢部353-92

11 病院 社団法人慈恵会青森慈恵会病院 038-0021 青森市大字安田字近野146-1

12 病院 一般財団法人双仁会青森厚生病院 038-0042 青森市大字新城字山田488-1

13 病院 村上新町病院 030-0801 青森市新町二丁目1-13

14 病院 あおもり協立病院 030-0847 青森市東大野二丁目1-10

15 病院 社会福祉法人敬仁会青森敬仁会病院 039-3502 青森市大字久栗坂字山辺89-10

16 病院 独立行政法人国立病院機構青森病院 038-1331 青森市浪岡大字女鹿沢字平野155-1

17 病院 青森市立浪岡病院 038-1311 青森市浪岡大字浪岡字平野180

18 病院 医療法人雄心会青森新都市病院 038-0003 青森市石江三丁目1

19 病院 独立行政法人国立病院機構弘前病院 036-8545 弘前市大字富野町1

20 病院 弘前大学医学部附属病院 036-8203 弘前市大字本町53

21 病院 弘前市立病院 036-8004 弘前市大字大町三丁目8-1

22 病院 鳴海病院 036-8183 弘前市大字品川町19

23 病院 弘前中央病院 036-8188 弘前市大字吉野町3-1

24 病院 公益財団法人鷹揚郷腎研究所弘前病院 036-8243 弘前市大字小沢字山崎90

25 病院 津軽保健生活協同組合健生病院 036-8511 弘前市大字扇町二丁目2-2

26 病院 弘前メディカルセンター 036-8004 弘前市大字大町二丁目2-9

27 病院 聖康会病院 036-8053 弘前市和泉二丁目17-1

28 病院 一般財団法人愛成会弘前愛成会病院 036-8151 弘前市大字北園一丁目6-2

29 病院 津軽保健生活協同組合藤代健生病院 036-8373 弘前市藤代二丁目12-1

30 病院 医療法人弘愛会弘愛会病院 036-8051 弘前市大字宮川三丁目1-4

31 病院 医療法人元秀会弘前小野病院 036-8053 弘前市和泉二丁目19-1

32 病院 弘前記念病院 036-8076 弘前市大字境関字西田59-1

33 病院 弘前脳卒中・リハビリテーションセンター 036-8104 弘前市大字扇町一丁目2-1

34 病院 八戸赤十字病院 039-1104 八戸市大字田面木字中明戸2

35 病院 独立行政法人国立病院機構八戸病院 031-0003 八戸市吹上三丁目13-1

36 病院 八戸市立市民病院 031-8555 八戸市田向三丁目1-1

37 病院 岸原病院 031-0081 八戸市柏崎六丁目29-6

38 病院 独立行政法人労働者健康安全機構青森労災病院 031-8551 八戸市大字白銀町字南ヶ丘1

39 病院 医療法人清照会湊病院 031-0813 八戸市大字新井田字松山下野場7-15

40 病院 医療法人於本病院 031-0036 八戸市大字大工町10

41 病院 医療法人青仁会青南病院 039-1104 八戸市大字田面木字赤坂16-3

不在者投票を行うことができる施設（一覧）
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42 病院 さくら病院 039-1105 八戸市大字八幡字上樋田8-1

43 病院 社会医療法人松平病院 031-0813 八戸市大字新井田字出口平17

44 病院 室岡整形外科記念病院 031-0021 八戸市長者三丁目3-23

45 病院 八戸城北病院 039-1165 八戸市石堂一丁目14-14

46 病院 総合リハビリ美保野病院 031-0833 八戸市大字大久保字大山31-2

47 病院 八戸平和病院 031-8545 八戸市湊高台二丁目4-6

48 病院 みちのく記念病院 031-0802 八戸市小中野一丁目4-22

49 病院 青森県立はまなす医療療育センター 031-0833 八戸市大字大久保字大塚17-729

50 病院 東八戸病院 031-0833 八戸市大字大久保字西ノ平25-440

51 病院 メディカルコート八戸西病院 039-1103 八戸市大字長苗代字中坪７７

52 病院 黒石市国民健康保険黒石病院 036-0541 黒石市北美町一丁目70

53 病院 一般財団法人双仁会黒石厚生病院 036-0351 黒石市大字黒石字建石9-1

54 病院 医療法人社団来蘇圓会黒石あけぼの病院 036-0321 黒石市あけぼの町52

55 病院 つがる西北五広域連合つがる総合病院 037-0074 五所川原市字岩木町12-3

56 病院 増田病院 037-0045 五所川原市字新町41

57 病院 医療法人白生会胃腸病院 037-0066 五所川原市字中平井町142-1

58 病院 布施病院 037-0085 五所川原市字芭蕉18-4

59 病院 つがる西北五広域連合かなぎ病院 037-0202 五所川原市金木町菅原13-1

60 病院 医療法人慈仁会尾野病院 037-0202 五所川原市金木町朝日山453

61 病院 十和田市立中央病院 034-0093 十和田市西十二番町14-8

62 病院 一般財団法人済誠会十和田済誠会病院 034-0089 十和田市西二十三番町1-1

63 病院 高松病院 034-0001 十和田市大字三本木字里ノ沢1-249

64 病院 医療法人赤心会十和田東病院 034-0001 十和田市大字三本木字里ノ沢1-247

65 病院 十和田第一病院 034-0031 十和田市東三番町10-70

66 病院 一般財団法人仁和会三沢中央病院 033-0001 三沢市中央町三丁目11-2

67 病院 三沢市立三沢病院 033-0022 三沢市大字三沢字堀口164-65

68 病院 医療法人聖心会三沢聖心会病院 033-0113 三沢市淋代三丁目111-6

69 病院 自衛隊三沢病院 033-0022 三沢市大字三沢字後久保125-7

70 病院 むつ総合病院 035-8601 むつ市小川町一丁目2-8

71 病院 むつリハビリテーション病院 035-0094 むつ市桜木町13-1

72 病院 医療法人誠仁会尾野病院 038-3194 つがる市木造若竹5

73 病院 須藤病院 036-0104 平川市柏木町藤山37-5

74 病院 平内町国民健康保険平内中央病院 039-3321 東津軽郡平内町大字小湊字外ノ沢1-1

75 病院 外ヶ浜町国民健康保険外ヶ浜中央病院 030-1303 東津軽郡外ヶ浜町字下蟹田42-1

76 病院 つがる西北五広域連合鰺ヶ沢病院 038-2761 西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町字蒲生106-10

77 病院 ときわ会病院 038-1216 南津軽郡藤崎町大字榊字亀田2-1

78 病院 町立大鰐病院 038-0212 南津軽郡大鰐町大字蔵館字川原田40-4

79 病院 国民健康保険板柳中央病院 038-3672 北津軽郡板柳町大字灰沼字岩井74-2

80 病院 公立野辺地病院 039-3141 上北郡野辺地町字鳴沢9-12

81 病院 公立七戸病院 039-2523 上北郡七戸町字影津内98-1

82 病院 医療法人社団良風会ちびき病院 039-2682 上北郡東北町字石坂32-4
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83 病院 国民健康保険おいらせ病院 039-2225 上北郡おいらせ町上明堂1-1

84 病院 医療法人正恵会石田温泉病院 039-2221 上北郡おいらせ町上前田21-1

85 病院 国民健康保険大間病院 039-4601 下北郡大間町大字大間字大間平20-78

86 病院 三戸町国民健康保険三戸中央病院 039-0141 三戸郡三戸町大字川守田字沖中9-1

87 病院 国民健康保険五戸総合病院 039-1517 三戸郡五戸町字沢向17-3

88 病院 国民健康保険南部町医療センター 039-0502 三戸郡南部町大字下名久井字白山87-1

89 病院 南部病院 039-0105 三戸郡南部町大字沖田面字千刈52-2

90 老人ホーム 安生園 030-0947 青森市大字浜館字間瀬85-1

91 老人ホーム 藤ホーム 030-0953 青森市大字駒込字螢沢387-3

92 老人ホーム 和幸園 039-3504 青森市大字矢田字下野尻48-3

93 老人ホーム 鶴ヶ丘苑 038-0042 青森市大字新城字平岡746

94 老人ホーム 藤の園 030-0953 青森市大字駒込字螢沢387-１

95 老人ホーム 正寿園 030-0124 青森市大字田茂木野字阿部野63-2

96 老人ホーム 軽費老人ホーム和幸園 039-3501 青森市大字浅虫字内野48-1

97 老人ホーム 寿幸園 030-0151 青森市大字高田字川瀬186-1

98 老人ホーム 三思園 030-0132 青森市大字横内字若草1-1

99 老人ホーム 雲谷ホーム 030-0133 青森市大字雲谷字山吹92-170

100 老人ホーム 樹の里 030-0933 青森市大字諏訪沢字丸山56-1

101 老人ホーム 朝光苑 030-0132 青森市大字横内字亀井245ｰ1

102 老人ホーム かいふう 039-3502 青森市大字久栗坂字山辺89-10

103 老人ホーム ビバ・イン松原 030-0841 青森市奥野二丁目20-1

104 老人ホーム ゆうゆう荘 038-1342 青森市浪岡大字樽沢字村元330-7

105 老人ホーム あおもり泰成苑 030-0142 青森市大字野木字山口15-11

106 老人ホーム こはる 030-0125 青森市大字四ツ石字里見76-1

107 老人ホーム 悦びの里 038-0002 青森市沖館四丁目8-29

108 老人ホーム 外ヶ浜荘 038-0054 青森市大字奥内字宮田564-2

109 老人ホーム 特別養護老人ホームつるがさか 038-0045 青森市大字鶴ヶ坂字田川187-94

110 老人ホーム 住宅型有料老人ホームあうら 030-0943 青森市幸畑二丁目6-16

111 老人ホーム 住宅型有料老人ホームあうらそよ風 030-0943 青森市幸畑二丁目6-10

112 老人ホーム 住宅型有料老人ホームあうらかがやき 030-0943 青森市幸畑二丁目6-10

113 老人ホーム 宝園 038-0021 青森市大字安田字近野1-71

114 老人ホーム トヨタカローラ青森ベイコートおきだて 038-0002 青森市沖館三丁目1-18

115 老人ホーム 特別養護老人ホーム勝田三思園 030-0821 青森市勝田二丁目20-12

116 老人ホーム サービス付き高齢者向け住宅　メディケアハウス　ストンキ 039-3501 青森市大字浅虫字蛍谷65-34

117 老人ホーム サービス付き高齢者向け住宅さくら 030-0131 青森市問屋町一丁目15-10

118 老人ホーム 住宅型有料老人ホームなのはな 030-0847 青森市東大野二丁目3-7

119 老人ホーム 住宅型有料老人ホームひまわりの丘 038-0042 青森市大字新城字平岡160-39

120 老人ホーム 弘前温凊園 036-8245 弘前市大字金属町5-1

121 老人ホーム 弘前静光園 036-8154 弘前市大字豊原一丁目1-2

122 老人ホーム 弘前大清水ホーム 036-8163 弘前市大字清原四丁目9-2

123 老人ホーム 福寿園 036-8082 弘前市大字福村字新舘添50-8
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124 老人ホーム 弘前特別養護老人ホーム 036-8266 弘前市大字自由ケ丘五丁目5-3

125 老人ホーム 三和園 036-8279 弘前市大字茜町二丁目1-2

126 老人ホーム 軽費老人ホームコーポはるな 036-8082 弘前市大字福村字新舘添50-2

127 老人ホーム 白寿園 036-8125 弘前市大字大沢字稲元3-2

128 老人ホーム サン・アップルホーム 036-8302 弘前市大字高杉字尾上山350

129 老人ホーム おうよう園 036-8232 弘前市大字城南五丁目13-15

130 老人ホーム 特別養護老人ホーム弘前園 036-1205 弘前市大字鬼沢字山ノ越249

131 老人ホーム 特別養護老人ホーム松山荘 036-1325 弘前市大字一町田字浅井443-1

132 老人ホーム 津軽ひかり荘 036-8245 弘前市大字金属町5-1

133 老人ホーム 大雄荘 036-8302 弘前市大字高杉字五反田231

134 老人ホーム ひばり 036-8302 弘前市大字高杉字五反田173-7

135 老人ホーム メゾン花月 036-8302 弘前市大字高杉字五反田231

136 老人ホーム サンタハウス迎賓館 036-8311 弘前市大字大川字中桜川18-10

137 老人ホーム シニアシティ弘前 036-8066 弘前市大字向外瀬字豊田319-1

138 老人ホーム 住宅型有料老人ホームシルバースター 036-8142 弘前市大字松原西一丁目6-1

139 老人ホーム 有料老人ホームメゾン長楽 036-8196 弘前市大字銅屋町2-4

140 老人ホーム ケアポートバンドー弘前 036-8316 弘前市大字石渡三丁目1-43

141 老人ホーム ちいんの郷ゆぐち 036-1501 弘前市大字湯口字一ノ細川81-25

142 老人ホーム 住宅型有料老人ホーム桜美苑文京 036-8224 弘前市大字文京町18-2

143 老人ホーム サービス付き高齢者向け住宅桜美苑なのはな 036-8224 弘前市大字文京町18-6

144 老人ホーム 住宅型有料老人ホーム桜美苑南川端 036-8195 弘前市大字南川端町5

145 老人ホーム 有料老人ホームフレディ弘前 036-8035 弘前市大字百石町47-1

146 老人ホーム 長生園 031-0023 八戸市大字是川字犹森33

147 老人ホーム 光葉園 031-0841 八戸市大字鮫町字金屎35-90

148 老人ホーム 福寿草インスプリング 031-0814 八戸市大字妙字西平6-27

149 老人ホーム 修光園 031-0012 八戸市大字十日市字黒坂35

150 老人ホーム 瑞光園 031-0833 八戸市大字大久保字大山35-1

151 老人ホーム 寿楽荘 039-2241 八戸市大字市川町字夏秋4

152 老人ホーム 八戸グリーンハイツ 031-0822 八戸市大字白銀町字沢向13-5

153 老人ホーム 特別養護老人ホームえんぶり物語 039-1161 八戸市大字河原木字見立山6-209

154 老人ホーム サンシャイン 039-1111 八戸市東白山台二丁目2-1

155 老人ホーム 妙水苑 031-0814 八戸市大字妙字分枝39-1

156 老人ホーム ほっとハウス 039-1101 八戸市尻内町字熊ノ沢35-2

157 老人ホーム 結の郷 031-0114 八戸市南郷大字中野字留長根3

158 老人ホーム 有料老人ホームクローバーズ・ピア八戸「ひまわりの家」 031-0801 八戸市江陽二丁目13-33

159 老人ホーム れんげ荘 039-1113 八戸市西白山台一丁目1-7

160 老人ホーム クローバーズ・ピアこうよう 031-0801 八戸市江陽二丁目1-32

161 老人ホーム おおひらき 031-0841 八戸市大字鮫町字大開15-2

162 老人ホーム 特別養護老人ホームハピネスやくら 039-1105 八戸市大字八幡字下樋田1-1

163 老人ホーム いなほ荘 039-1113 八戸市西白山台一丁目14-12

164 老人ホーム サンライズ八戸 031-0077 八戸市長根二丁目14-3
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165 老人ホーム 江陽五丁目 031-0801 八戸市江陽五丁目27-21

166 老人ホーム 有料老人ホームクローバーズ・ピア八戸ひまわりの家Ｄ棟 031-0801 八戸市江陽二丁目13-38

167 老人ホーム サービス付き高齢者向け住宅サポージュやわた 039-1105 八戸市大字八幡字下樋田１－４

168 老人ホーム 有料老人ホームクローバーズ・ピア八戸ひまわりの家E棟 031-0801 八戸市江陽二丁目13-36

169 老人ホーム 有料老人ホームクローバーズ・ピア八戸ひまわりビレッジ 031-0801 八戸市江陽二丁目13-37

170 老人ホーム 瑞光園ハイツ白銀台 031-0822 八戸市大字白銀町字姥久保25-1

171 老人ホーム 有料老人ホームシルバー 039-1161 八戸市大字河原木字八太郎山10-444

172 老人ホーム 住宅型有料老人ホーム生協たむかいの家 031-0011 八戸市田向四丁目13‐8

173 老人ホーム 景楓荘 036-0537 黒石市大字赤坂字池田133-1

174 老人ホーム すみれ特別養護老人ホーム 036-0505 黒石市大字馬場尻南58

175 老人ホーム 黒石特別養護老人ホーム 036-0537 黒石市大字赤坂字池田136

176 老人ホーム 住宅型有料老人ホーム桜美苑黒石 036-0343 黒石市大字浅瀬石字扇田379

177 老人ホーム くるみ園 037-0065 五所川原市字幾世森165-1

178 老人ホーム 青山荘 037-0011 五所川原市大字金山字盛山42-8

179 老人ホーム あかね荘 037-0631 五所川原市大字前田野目字長峰112-2

180 老人ホーム 祥光苑 037-0092 五所川原市大字沖飯詰字帯刀357-1

181 老人ホーム あしの園 037-0201 五所川原市金木町川倉七夕野84-442

182 老人ホーム 地域密着型特別養護老人ホームことぶき苑 037-0203 五所川原市金木町喜良市桔梗野20-9

183 老人ホーム 地域密着型特別養護老人ホームさくらの里 037-0015 五所川原市大字姥萢字桜木424-1

184 老人ホーム 住宅型有料老人ホーム　ラポール五所川原 037-0012 五所川原市大字水野尾字懸樋219-3

185 老人ホーム ケアハウス　ハルニレ 037-0012 五所川原市大字水野尾字懸樋222-3

186 老人ホーム アミスタ五所川原 037-0012 五所川原市大字水野尾字懸樋218-1

187 老人ホーム 一葉園 034-0106 十和田市大字深持字松森6-5

188 老人ホーム 八甲荘 034-0041 十和田市大字相坂字高清水78-232

189 老人ホーム 湖楽園 034-0301 十和田市大字奥瀬字下川目2-9

190 老人ホーム 生きがいハウスたつみ 034-0015 十和田市東二十二番町8-42

191 老人ホーム ロイヤルヴィラみちのく 034-0001 十和田市大字三本木字里ノ沢148-5

192 老人ホーム ロイヤルヴィラみちのくアネックス 034-0001 十和田市大字三本木字里ノ沢148-5

193 老人ホーム 地域密着型特別養護老人ホーム雙葉苑 034-0001 十和田市大字三本木字上平200-1

194 老人ホーム ショートステイよつ葉 034-0013 十和田市東十一番町23-35

195 老人ホーム 三沢老人ホーム 033-0022 三沢市大字三沢字園沢156-8

196 老人ホーム ひばり苑 033-0111 三沢市六川目六丁目28-6

197 老人ホーム 堀口ひばり苑 033-0022 三沢市大字三沢字堀口164-291

198 老人ホーム 特別養護老人ホームうるわしの杜 033-0043 三沢市千代田町四丁目140-851

199 老人ホーム 釜臥荘 035-0021 むつ市大字田名部字赤川ノ内並木73-4

200 老人ホーム みちのく荘 035-0067 むつ市十二林11-13

201 老人ホーム 恵光園 035-0011 むつ市大字奥内字竹立9

202 老人ホーム 特別養護老人ホーム桜木園 035-0073 むつ市中央2-23-1

203 老人ホーム せせらぎ荘 039-5201 むつ市川内町獅子畑128-4

204 老人ホーム 延寿園 039-4401 むつ市大畑町大赤川29-4

205 老人ホーム ケアポートバンドーむつ 035-0075 むつ市真砂町7-2
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206 老人ホーム ケアハウスみちのくグリーンリブ 035-0067 むつ市十二林11-13

207 老人ホーム ぎんなん荘 038-3133 つがる市木造末広43-56

208 老人ホーム 柏風園 038-3282 つがる市木造筒木坂鳥谷沢18-9

209 老人ホーム 明光園 038-2818 つがる市森田町大館勝山142-3

210 老人ホーム 桑寿園 038-3104 つがる市柏桑野木田若宮255-1

211 老人ホーム おのえ荘 036-0242 平川市猿賀池上100-1

212 老人ホーム さわやか園 036-0233 平川市日沼樋田85

213 老人ホーム 緑青園 036-0141 平川市沖館和田84

214 老人ホーム グレイスハウス平川 036-0114 平川市町居西田112-2

215 老人ホーム 清風荘 039-3221 東津軽郡平内町大字小湊字薬師堂63-23

216 老人ホーム なかやま荘 030-1502 東津軽郡今別町大字今別字西田248-205

217 老人ホーム 介護付有料老人ホームぬくもり 030-1501 東津軽郡今別町大字浜名字中宇田1-31

218 老人ホーム 蓬生園 030-1203 東津軽郡蓬田村大字郷沢字浜田397

219 老人ホーム あじさい 030-1733

220 老人ホーム つくし荘 038-2701 西津軽郡鯵ヶ沢町大字北浮田町字今須87-1

221 老人ホーム はまなす荘 038-2412 西津軽郡深浦町大字驫木字津山118-44

222 老人ホーム さんふじ 038-3837 南津軽郡藤崎町大字柏木堰字南亀田1-1

223 老人ホーム ときわ 038-1204 南津軽郡藤崎町大字水木字浅田95

224 老人ホーム 大鰐ホーム 038-0211 南津軽郡大鰐町大字大鰐字萢頭9-2

225 老人ホーム 鶴住荘 038-3681 北津軽郡板柳町大字野中字鶴住102-2

226 老人ホーム ケアハウスいたや荘 038-3645 北津軽郡板柳町大字辻字岸田66

227 老人ホーム 住宅型有料老人ホーム　まちだホーム 038-3661 北津軽郡板柳町大字福野田字実田44-1

228 老人ホーム 鶴松園 038-3542 北津軽郡鶴田町大字廻堰字上野尻146-1

229 老人ホーム 地域密着型特別養護老人ホーム鶴のまどい 038-3503 北津軽郡鶴田町大字鶴田字鷹ノ尾34

230 老人ホーム 静和園 037-0305 北津軽郡中泊町大字中里字宝森1-2

231 老人ホーム 有料老人ホームボヌール 037-0305 北津軽郡中泊町大字中里字宝森292

232 老人ホーム 有料老人ホーム宝森 037-0305 北津軽郡中泊町大字中里字宝森291-3

233 老人ホーム 特別養護老人ホームきりん館 037-0318 北津軽郡中泊町大字田茂木字若宮1933

234 老人ホーム 特別養護老人ホーム　幸 037-0304 北津軽郡中泊町大字尾別字小谷26-1

235 老人ホーム 特別養護老人ホーム野辺地ホーム 039-3156 上北郡野辺地町字枇杷野51-26

236 老人ホーム ショートステイ野辺地ホーム 039-3156 上北郡野辺地町字枇杷野51-26

237 老人ホーム 美土里荘 039-2504 上北郡七戸町字寒水70-17

238 老人ホーム 天寿園 039-2742 上北郡七戸町字舟場向川久保308

239 老人ホーム こだまショートステイ 039-2832 上北郡七戸町字道ノ上54-72

240 老人ホーム 天寿園ショートステイ 039-2742 上北郡七戸町字舟場向川久保308

241 老人ホーム 天寿園みちのかみ 039-2832 上北郡七戸町字道ノ上52-4

242 老人ホーム 晴ヶ丘老人ホーム 033-0071 上北郡六戸町大字犬落瀬字堀切沢59-54

243 老人ホーム メープル 039-2311 上北郡六戸町大字上吉田字長谷85-11

244 老人ホーム なのはな苑 039-4141 上北郡横浜町字三保野54

245 老人ホーム 有料老人ホームよこはま 039-4142 上北郡横浜町字上イタヤノ木438-7

246 老人ホーム 彩香園アルテリーベ 039-2402 上北郡東北町大字大浦字境ノ沢127
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247 老人ホーム 松風荘 039-2664 上北郡東北町字乙供123

248 老人ホーム 特別養護老人ホーム森の郷 039-2402 上北郡東北町大字大浦字井尻298-22

249 老人ホーム ぼんてん荘 039-3211 上北郡六ケ所村大字出戸字棚沢130-16

250 老人ホーム 百石荘 039-2233 上北郡おいらせ町沼端370-1

251 老人ホーム 木崎野荘 039-2152 上北郡おいらせ町向山東二丁目2-1263

252 老人ホーム くろまつ 039-4601 下北郡大間町大字大間字大間平20-78

253 老人ホーム 特別養護老人ホーム能舞の里 039-4222 下北郡東通村大字砂子又字桑原山1-107

254 老人ホーム 鶴亀荘 039-0122 三戸郡三戸町大字斗内字和田60-1

255 老人ホーム ハピネス五戸 039-1552 三戸郡五戸町字姥堤34-1

256 老人ホーム さくら荘 039-1702 三戸郡五戸町大字倉石中市字新山平64-1

257 老人ホーム 有料老人ホームひばりの 039-1522 三戸郡五戸町字苗代沢3-653

258 老人ホーム 三戸老人ホーム 039-0103 三戸郡南部町大字大向字仙ノ木平31-1

259 老人ホーム 長老園 039-0814 三戸郡南部町大字埖渡字東あかね5-125

260 老人ホーム ハピネスながわ 039-0502 三戸郡南部町大字下名久井字剣吉前川原1-1

261 老人ホーム 見心園 039-1202 三戸郡階上町大字赤保内字道仏道添21-12

262 介護老人保健施設 青森ナーシングライフ 030-0936 青森市大字矢田前字弥生田47-2

263 介護老人保健施設 いちい荘 030-0933 青森市大字諏訪沢字丸山72

264 介護老人保健施設 青照苑 038-0058 青森市大字羽白字野木和45

265 介護老人保健施設 すずかけの里 038-0032 青森市里見二丁目13-1

266 介護老人保健施設 甲田苑 030-0132 青森市大字横内字亀井259-2

267 介護老人保健施設 桐紫苑 030-0943 青森市大字幸畑字谷脇214-1

268 介護老人保健施設 ニューライフ芙蓉 030-0121 青森市妙見三丁目11-14

269 介護老人保健施設 みちのく青海荘 030-0901 青森市港町三丁目6-3

270 介護老人保健施設 カトレア 030-0151 青森市大字高田字川瀬110-1

271 介護老人保健施設 なみおか 038-1305 青森市浪岡大字杉沢字山元454-238

272 介護老人保健施設 ケアセンター弘前 036-8233 弘前市大字山崎一丁目3-7

273 介護老人保健施設 平成の家 036-8381 弘前市大字独狐字石田121-1

274 介護老人保健施設 弘前リカバリーセンター 036-8084 弘前市大字高田一丁目10-7

275 介護老人保健施設 ヴィラ弘前 036-8073 弘前市大字岩賀二丁目12-11

276 介護老人保健施設 幸陽荘 036-8072 弘前市大字清野袋字岡部433-1

277 介護老人保健施設 希望ヶ丘ホーム 036-8243 弘前市大字小沢字山崎44-9

278 介護老人保健施設 ふじ苑 036-8374 弘前市大字土堂字長瀬385-1

279 介護老人保健施設 サンタハウス弘前 036-8311 弘前市大字大川字中桜川18-10

280 介護老人保健施設 鳥井野荘 036-1333 弘前市大字鳥井野字長田265

281 介護老人保健施設 はくじゅ 039-1161 八戸市大字河原木字北沼22-39

282 介護老人保健施設 ひばりの里 031-0023 八戸市大字是川字雲畑9-2

283 介護老人保健施設 サンライフ豊寿苑 039-1165 八戸市石堂一丁目14-11

284 介護老人保健施設 リハビリパーク 031-0802 八戸市小中野一丁目1-14

285 介護老人保健施設 南山苑 039-1104 八戸市大字田面木字赤坂24-1

286 介護老人保健施設 南郷メディエルデプラザ 031-0202 八戸市南郷大字島守字阿庄内15-6

287 介護老人保健施設 ナーシングホーム・オリーブ 031-0823 八戸市湊高台二丁目4-6
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288 介護老人保健施設 あしたばの里・黒石 036-0521 黒石市末広6-1

289 介護老人保健施設 緑風苑 037-0011 五所川原市大字金山字竹崎254

290 介護老人保健施設 サンライフかなぎ 037-0202 五所川原市金木町芦野200-301

291 介護老人保健施設 みちのく苑 034-0001 十和田市大字三本木字里ノ沢1-62

292 介護老人保健施設 みのり苑 034-0061 十和田市大字切田字横道100-22

293 介護老人保健施設 ハートランド 034-0041 十和田市大字相坂字高清水78-450

294 介護老人保健施設 とわだ 034-0107 十和田市大字洞内字長田60-6

295 介護老人保健施設 やすらぎ苑 033-0022 三沢市大字三沢字淋代平116-3097

296 介護老人保健施設 シルバーケアセンターむつ 035-0073 むつ市中央一丁目18-1

297 介護老人保健施設 はまなす苑 035-0011 むつ市大字奥内字金谷沢1-167

298 介護老人保健施設 えんじゅの里 038-3144 つがる市木造曙82

299 介護老人保健施設 のぞみ 036-0201 平川市李平上山崎54-1

300 介護老人保健施設 三笠ケアセンター 036-0155 平川市館田西和田195

301 介護老人保健施設 つがる 038-0101 平川市碇ヶ関湯向川添30

302 介護老人保健施設 たんぽぽ 030-1308 東津軽郡外ヶ浜町字下蟹田42-1

303 介護老人保健施設 ながだい荘 038-2712 西津軽郡鰺ヶ沢町大字長平町字甲音羽山65-412

304 介護老人保健施設 しらかみのさと 038-2503 西津軽郡深浦町大字関字小島崎53-1

305 介護老人保健施設 明生園 038-1216 南津軽郡藤崎町大字榊字亀田2-1

306 介護老人保健施設 湖水荘 038-3542 北津軽郡鶴田町大字廻堰字東下山91-2

307 介護老人保健施設 えぼし 039-3143 上北郡野辺地町字川目88-1

308 介護老人保健施設 のへじ 039-3129 上北郡野辺地町字餅粟川原4

309 介護老人保健施設 ナーシングセンター柏葉 039-2511 上北郡七戸町字笊田川久保100-1

310 介護老人保健施設 六ヶ所村介護老人保健施設ニッコウキスゲ 039-3212 上北郡六ヶ所村大字尾駮字野附986-4

311 介護老人保健施設 しもだ 039-2153 上北郡おいらせ町山崎2592-7

312 介護老人保健施設 のはなしょうぶ 039-4222 下北郡東通村大字砂子又字里17-2

313 介護老人保健施設 ほほえみ三戸 039-0134 三戸郡三戸町大字同心町字諏訪内10

314 介護老人保健施設 孔明荘 039-0802 三戸郡南部町大字苫米地字蒼前11-1

315 介護老人保健施設 しんごう 039-1801 三戸郡新郷村大字戸来字金ヶ沢森ノ下24

316 身体障害者支援施設 青森コロニーセンター 030-0943 青森市大字幸畑字谷脇214-7

317 身体障害者支援施設 青森コロニーリハビリ 030-0943 青森市大字幸畑字松元62-6

318 身体障害者支援施設 障害者支援施設金浜療護園 030-0144 青森市大字大別内字葛野180

319 身体障害者支援施設 障害者支援施設津麦園 038-0057 青森市大字西田沢字浜田379

320 身体障害者支援施設 青森県立あすなろ療育福祉センター 030-0003 青森市大字石江字江渡101

321 身体障害者支援施設 千年園 036-8144 弘前市大字原ヶ平字山中39-1

322 身体障害者支援施設 山郷館 036-1343 弘前市大字百沢字東岩木山2628

323 身体障害者支援施設 青森県立さわらび療育福祉センター 036-8385 弘前市大字中別所字平山168

324 身体障害者支援施設 青森ワークキャンパス 039-1107 八戸市大字櫛引字上矢倉2-1

325 身体障害者支援施設 松舘療護園 031-0815 八戸市大字松館字田ノ平19-1

326 身体障害者支援施設 指定障害福祉サービス事業所あかまつ園 034-0102 十和田市大字大沢田字早坂194

327 身体障害者支援施設 旭光園 036-0242 平川市猿賀明堂255

328 身体障害者支援施設 障がい者支援施設内潟療護園 037-0308 北津軽郡中泊町大字深郷田字甘木120-2
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329 身体障害者支援施設 あすなろクリーナース 039-3154 上北郡野辺地町字上小中野80-15

330 身体障害者支援施設 上北療護園 039-2402 上北郡東北町大字大浦字境ノ沢6-1

331 保護施設 まことホーム 034-0211 十和田市大字大不動字山中12-1

332 保護施設 誠幸園 034-0001 十和田市大字三本木字野崎116-3

333 保護施設 白鳥ホーム 039-3314 東津軽郡平内町大字盛田字堤ヶ沢126


