
R2.5.19現在
団体名 施　設　の　名　称 施　設　の　所　在　地

青森市油川市民センター 青森市大字羽白字池上一九七の一

青森市荒川市民センター 〃　　大字荒川字柴田一二九の一

青森市沖館市民センター 〃    沖館一丁目一の一一

青森市片岡福祉館 〃　　旭町三丁目七の二〇

青森市久須志福祉館 〃　　久須志二丁目九の五

青森市幸畑福祉館 〃　　幸畑二丁目二の二

青森市桜川福祉館 〃　　桜川五丁目一九の三

青森市篠田福祉館 〃　　篠田二丁目二○の二五

青森市高田教育福祉センター 〃　　大字高田字日野二二九の一

青森市滝内福祉館 〃　　大字三内字稲元一二二の一

青森市佃福祉館 〃　　佃一丁目三の二一

青森市造道福祉館 〃　　造道三丁目一二の三

青森市浪館福祉館 〃　　大字浪館字志田三六

青森市浜田福祉館 〃　　青葉三丁目八の一

青森市古川市民センター 〃　　古川三丁目七の一四

青森市北部地区農村環境改善セ
ンター

〃　　大字奥内字宮田四一の三

青森市ほろがけ福祉館 〃　　小柳六丁目二の七

青森市民体育館 〃　　合浦二丁目九の一

青森市民ホール 〃　　柳川一丁目二の一四

青森市西部市民センター 〃　　大字新城字平岡一六三の二二

女鹿沢農村センター 〃　　浪岡大字女鹿沢字西花岡三五

銀農村センター 〃　　浪岡大字銀字杉田一五一

増館農村センター 〃　　浪岡大字増館字富岡一四〇の二

五本松農村センター 〃　　浪岡大字五本松字羽黒平四〇の一

吉野田農村センター 〃　　浪岡大字吉野田字木戸口一〇

徳長農村センター 〃　　浪岡大字徳才子字福田四の一

個人演説会、政党演説会又は政党等演説会を開催することができる施設一覧表
（公職選挙法第１６１条第１項第３号の施設）

青森市

1/7



団体名 施　設　の　名　称 施　設　の　所　在　地

郷山前農村センター 〃　　浪岡大字郷山前字上野六二の五

花岡農村環境改善センター 〃　　浪岡大字女鹿沢字野尻一四の一

弘前市清水交流センター 弘前市大字大開二丁目一の二

弘前市宮川交流センター 〃    大字堅田二丁目二の六

弘前市南富田町体育センター 〃    大字南富田町五の二

弘前市金属町体育センター 〃    大字金属町一の九

サンライフ弘前 〃    大字豊田一丁目八の一

ワークトーク弘前 〃    大字清野袋三丁目八の五

新和地区体育文化交流センター 〃    大字種市字木幡三八七

裾野地区体育文化交流センター 〃    大字十面沢字轡八の九

弘前市学習情報館 〃    大字末広四丁目一〇の一

弘前市農村環境改善センター 〃    大字大森字勝山八一の一

弘前市町田地区ふれあいセン
ター

〃    大字町田一丁目四の一

弘前市千年交流センター 〃    大字原ヶ平五丁目一の一三

弘前市北辰学区高杉ふれあいセ
ンター

〃    大字独狐字山辺七二の一

弘前市三省地区交流センター 〃    大字三世寺字鳴瀬六八の三

弘前市泉野多目的コミュニティ
施設

〃    大字泉野三丁目六の二

八戸市旭ケ丘会館 八戸市旭ケ丘一丁目一の一九

八戸市市川地区市民センター 〃　　大字市川町字赤畑一九の三

八戸市水産会館 〃　　大字白銀町字三島下九五

八戸市農村環境改善センター瑞
豊館

〃　　大字豊崎町字上永福寺一三○の一

八戸市中居林コミュニティセン
ター

〃　　大字中居林字綿ノ端一三の一三

八戸市根城コミュニティセン
ター

〃　　売市四丁目七の六

八戸市福祉公民館 〃　　類家四丁目三の一

八戸市高館地区市民センター 〃　　大字河原木字小田上二六の二○

八戸市総合福祉会館 〃　　根城八丁目八の一五五

八戸市島守コミュニティセン
ター

〃　　南郷大字島守字小山田八

梅沢コミュニティセンター 五所川原市大字梅田字燕口一一八の三

青森市

弘前市

八戸市

五所川原市
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団体名 施　設　の　名　称 施　設　の　所　在　地

小曲集会所 〃　　　　大字小曲字豊里一七六

五所川原市働く婦人の家 〃　　　　字新町三三の一

五所川原市民体育館 〃　　　　字栄町二○の一

コミュニティセンター飯詰 〃　　　　大字飯詰字福泉一六六の一

コミュニティセンター栄 〃　　　　みどり町四丁目一三○

コミュニティセンター中川 〃　　　　大字川山字森内三九五

コミュニティセンター長橋 〃　　　　大字神山字鶉野三四の二

コミュニティセンター七和 〃　　　　大字羽野木沢字隈無一三

コミュニティセンター松島 〃　　　　大字金山字竹崎四八の一○

コミュニティセンター三好 〃　　　　大字高瀬字鷹の爪一九〇の一

コミュニティ防災センター 〃　　　　字鎌谷町一六

しきしまコミュニティセンター 〃　　　　字敷島町三六の二八

中央コミュニティセンター 〃　　　　字上平井町一六

毘沙門・長富コミュニティセン
ター

〃　　　　大字毘沙門字熊石三○の二

富士見コミュニティセンター 〃　　　　字蓮沼一四

五所川原市ふるさと交流圏民セ
ンター

〃　　　　字幾世森二四の一五

松島会館 〃　　　　松島町二丁目八九

北部コミュニティセンター 〃　　　　字幾世森五一の一

市浦コミュニティセンター 〃　　　　相内岩井八一の三八四

川倉ふれあいセンター 〃　　　　金木町川倉米出一〇〇の一

嘉瀬コミュニティセンター 〃　　　　金木町嘉瀬端山崎七六の一

喜良市コミュニティセンター 〃　　　　金木町喜良市千苅一九六の三

一野坪コミュニティセンター 〃　　　　大字一野坪字早蕨七の四

南部コミュニティセンター 〃　　　　中央四丁目一三〇

金木東部コミュニティセンター 〃　　　　金木町芦野三一八

もや会館 〃　　　　磯松山の井一一五の一三八

三沢市 三沢市総合体育館 三沢市桜町一丁目四の七

むつ市大曲コミュニティセン
ター

むつ市大曲二丁目一の一

五所川原市

むつ市
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団体名 施　設　の　名　称 施　設　の　所　在　地

むつ市城ケ沢地区集会所 〃　　大字城ケ沢字早崎一五の三

海老川コミュニティセンター 〃　　緑町三の一

寄浪地区生活福祉センター 〃　　脇野沢寄浪四一

九艘泊地区生活福祉センター 〃　　脇野沢九艘泊一六七

小沢地区生活福祉センター 〃　　脇野沢鹿間平六一の四

瀬野地区コミュニティセンター 〃　　脇野沢瀬野川目六五

滝山地区生活福祉センター 〃　　脇野沢滝山一五○

蛸田地区生活福祉センター 〃　　脇野沢蛸田八六

新井田地区生活改善センター 〃　　脇野沢新井田一二

下北文化会館 〃　　金谷一丁目一〇の一

むつ来さまい館 〃　　田名部町一〇の一

つがる市柏農村環境改善セン
ター

つがる市柏桑野木田花崎六九

つがる市柏ふるさと交流セン
ター

〃      柏広須松元一〇二の一

つがる市稲垣体育館 〃　　　稲垣町豊川宮川三一の一

平内町立山村開発センター 東津軽郡平内町大字小湊字下槻一二の一

平内町立体育館 〃　　　平内町大字小湊字下槻三の二

平内町勤労青少年ホーム 〃　　　平内町大字小湊字小湊七九の三

外ヶ浜町 外ヶ浜町平舘体育館 〃　　　外ヶ浜町字平舘根岸湯の沢一二三の一七

種里地区農村集会所 西津軽郡鰺ケ沢町大字種里町字前田七六

鳴沢農業実習センター 〃　　　鰺ケ沢町大字建石町字大曲四四の一七

深浦町民体育館 〃　　　深浦町大字広戸字家野上九五の二○一

深浦農村環境改善センター 〃　　　深浦町大字北金ケ沢字塩見形四○六の一

深浦町東野福祉センター 〃　　　深浦町大字広戸字家野上一七六

深浦町岩坂福祉センター 〃　　　深浦町大字岩坂字長谷野二○の二

深浦町追良瀬福祉センター 〃　　　深浦町大字追良瀬字相野山四八の一

深浦町風合瀬農業環境改善セン
ター

〃　　　深浦町大字風合瀬字上砂子川二一の一

深浦町関福祉センター 〃　　　深浦町大字関字栃沢三四

深浦町田野沢福祉センター 〃　　　深浦町大字田野沢字清滝四四

むつ市

つがる市

平内町

鰺ヶ沢町

深浦町
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団体名 施　設　の　名　称 施　設　の　所　在　地

深浦町驫木多目的集落センター 〃　　　深浦町大字驫木字亀ケ崎一六四の二

深浦町晴山福祉センター 〃　　　深浦町大字風合瀬字大磯一八八の一

深浦町広戸福祉センター 〃　　　深浦町大字広戸字家野上一○一の一二一

深浦町フィットネスプラザ 〃　　　深浦町大字深浦字中沢三四の一

深浦町舮作福祉センター 〃　　　深浦町大字舮作字上清滝七

深浦町松原集落センター 〃　　　深浦町大字追良瀬字初瀬山草分六二

深浦町柳田農業環境改善セン
ター

〃　　　深浦町大字柳田字宮崎一五八の二

深浦町横磯集落センター 〃　　　深浦町大字横磯字下岡崎八五の一

深浦町ふれあいプラザ 〃　　　深浦町大字深浦字苗代沢七七の二八

深浦町生きがいプラザ 〃　　　深浦町大字深浦字浜町三四六の六

沢辺地区コミュニティセンター 〃　　　深浦町大字沢辺字吉花一一の一

深浦町高齢者センター 〃　　　深浦町大字岩崎字松原一〇四の一

深浦町正久地区多目的センター 〃　　　深浦町大字正道尻字小礒一〇九の五

松神地区コミュニティセンター 〃　　　深浦町大字松神字中浜松九二の二

深浦町農林産物展示販売施設
（やまびこハウス）

〃　　　深浦町大字黒崎字小浜二四三の一

大間越地区コミュニティセン
ター

〃　　　深浦町大字大間越字上小屋野七〇の一

スポーツプラザ藤崎 南津軽郡藤崎町大字西豊田一丁目一

藤崎町常盤地区コミュニティセ
ンター

〃　　　藤崎町大字常盤字二西田二五

藤崎町農業者トレーニングセン
ター

〃　　　藤崎町大字常盤字三西田三二

藤崎町文化センター 〃　　　藤崎町大字西豊田一丁目一

ふれあいずーむ館 〃　　　藤崎町大字藤崎字中村井二一の一

青柳会館 〃　　　大鰐町大字大鰐字湯野川原二七の二

若松会館 〃　　　大鰐町大字大鰐字大鰐五八

板柳町 板柳町多目的ホール「あぷる」 北津軽郡板柳町大字灰沼字岩井六一

鶴田町
 鶴田町農村環境改善センター
「豊明館」

〃　　　鶴田町大字鶴田字早瀬一八四の一

中泊町すくすくこどまり館 〃      中泊町大字小泊字小泊四二四

中泊町すくすくしたまえ館 〃      中泊町大字小泊字下前二〇七の二

中泊町総合文化センター「パル
ナス」

〃　　　中泊町大字中里字紅葉坂二一〇

深浦町

藤崎町

大鰐町

中泊町
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団体名 施　設　の　名　称 施　設　の　所　在　地

七戸町文化交流センター 上北郡七戸町字前田三二

七戸町立倉岡生活改善センター 〃　　七戸町字倉岡五六の八

七戸町立作田川目生活改善セン
ター

〃　　七戸町字作田九四の一二

野々上福祉交流センター 〃　　七戸町字中村五五の八八

七戸農村環境改善センター柏葉
館

〃　　七戸町字七戸二二の一

七戸町中央公園　屋内スポーツ
センター

〃　　七戸町字中野一六の一

六戸町 六戸町就業改善センター 〃　　六戸町大字犬落瀬字前谷地六一

東北町民文化センター 〃　　東北町大字上野字上野一九一の一五

東北町民体育館 〃　　東北町大字上野字上野一九一の一

戸鎖地区児童厚生体育施設 〃　　六ケ所村大字鷹架字久保ノ内七七の一

六ケ所村立総合体育館 〃　　六ケ所村大字尾駮字野附五三四の一

六ケ所村尾駮地区学習等供用セ
ンター

〃　　六ケ所村大字尾駮字家ノ前九九の三

六ケ所村倉内集会所 〃　　六ケ所村大字倉内字道ノ下二四

六ケ所村平沼集会所 〃　　六ケ所村大字平沼字道ノ上一○の二

六ケ所村酪農会館 〃　　六ケ所村大字倉内字笹崎八六八の一

おいらせ町みなくる館 〃　　おいらせ町下前田一四五の一

おいらせ町農村環境改善セン
ター

〃　　おいらせ町山崎二五八二の一

おいらせ町民交流センター 〃　　おいらせ町中下田一二五の二

大間町勤労青少年ホーム 下北郡大間町大字大間字大間平四一の七

大間町総合開発センター 〃　　大間町大字大間字奥戸下道二○の一

大間町奥戸交流館 〃　　大間町大字奥戸字浜町通四八の一

磯谷地区漁民研修センター 〃　　佐井村大字佐井字磯谷　漁港地内

牛滝地区交流促進センター 〃　　佐井村大字長後字牛滝川目一○○の一

歌舞伎の館 〃    佐井村大字長後字福浦川目七〇の一

川目地区生活改善センター 〃    佐井村大字佐井字大佐井川目一二五の二

佐井村農業研修センター 〃    佐井村大字佐井字古佐井川目二の七

長後地区生活改善センター 〃    佐井村大字長後字長後川目二二

津軽海峡文化館 〃    佐井村大字佐井字大佐井一一二の一

大間町

佐井村

七戸町

東北町

六ヶ所村

おいらせ町
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団体名 施　設　の　名　称 施　設　の　所　在　地

原田地区生活改善センター 〃    佐井村大字佐井字中道八三の四〇

矢越地区生活改善センター 〃    佐井村大字佐井字糠森一三〇の二

瑞穂館 三戸郡五戸町大字上市川字中坪一の一

豊間内コミュニティセンター 〃　　五戸町大字豊間内字豊間内二の一

浅水活性化センター 〃    五戸町大字浅水字浅水一一九

倉石コミュニティセンター 〃    五戸町大字倉石中市字上ミ平二〇の四

南部町農村環境改善センター福
寿館

〃    南部町大字福田字下平三五の一

南部町立町民ホール「楽楽ホー
ル」

〃　　南部町大字下名久井字白山八一

南部町保健福祉センターぼたん
の里

〃　　南部町大字沖田面字千刈四五

南部町ふれあい交流プラザ 〃　　南部町大字大向字泉山道九の八七

階上町 ハートフルプラザ・はしかみ 〃    階上町大字道仏字天当平一の一八二

新郷村 新郷村都市農村交流センター 〃　　新郷村大字戸来字風呂前一〇

佐井村

五戸町

南部町
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