
弘前地区消防事務組合管内ＡＥＤ設置施設一覧

番号 施設名 市町村 住所

1 陸上自衛隊弘前駐屯地 弘前市 原ヶ平山中18-117

2 弘前大学教育学部 弘前市 文京町1

3 弘前大学　事務局 弘前市 文京町1

4 弘前大学　人文学部 弘前市 文京町1

5 弘前大学　附属図書館 弘前市 文京町1

6 弘前大学　第１体育館 弘前市 文京町1

7 弘前大学　第２体育館 弘前市 文京町3

8 弘前大学　武道場 弘前市 文京町3

9 弘前大学　理工学部１号館 弘前市 文京町3

10 弘前大学　理工学部２号館 弘前市 文京町3

11 弘前大学　農学生命科学部 弘前市 文京町3

12 弘前大学　コラボ弘大　 弘前市 文京町3

13 弘前大学　コラボレーションセンター　 弘前市 文京町3

14 弘前大学　サークル棟 弘前市 文京町3

15 弘前大学　臨床研究等 弘前市 在府町5

16 弘前大学　学生寮　北冥寮 弘前市 緑ヶ丘1丁目8-4

17 弘前大学　学生寮　朋寮 弘前市 学園町1-1

18 弘前大学教育学部附属中学校 弘前市 学園町1-1

19 弘前大学教育学部附属小学校 弘前市 学園町1-1

20 弘前大学教育学部附属幼稚園 弘前市 学園町1-1

21 弘前大学合宿所 弘前市 学園町1-1

22 弘前大学教育学部附属支援学校 弘前市 富野町1-76

23 津軽森林管理所 弘前市 豊田二丁目2-4

24 青森地方裁判所弘前支部 弘前市 下白銀町7

25 弘前拘置所 弘前市 下白銀町7

26 法務局弘前支局 弘前市 早稲田三丁目1-1

27 青森県立弘前聾学校 弘前市 原ヶ平三丁目3-1

28 青森県立弘前第一養護学校 弘前市 中別所字平山140

29 青森県立弘前第二養護学校 弘前市 中別所字向野227

30 青森県武道館 弘前市 豊田二丁目3

31 青森県立弘前高等学校 弘前市 新寺町1-1

32 青森県立弘前南高等学校 弘前市 大開四丁目1の1

33 青森県立弘前中央高等学校 弘前市 蔵主町7番地1

34 青森県立弘前工業高等学校 弘前市 馬屋町6-2

35 青森県立弘前実業高等学校 弘前市 中野三丁目6-10

36 弘前警察署 弘前市 八幡町三丁目3-2

37 青森県立障害者職業訓練校 弘前市 緑ヶ丘一丁目9-1

38 青森県立弘前高等技術専門校 弘前市 緑ヶ丘一丁目9-1

39 青森県赤十字血液センター弘前出張所 弘前市 駅前町8

40 中南地域県民局 弘前市 蔵主町4



弘前地区消防事務組合管内ＡＥＤ設置施設一覧

番号 施設名 市町村 住所

41 社会保険事務所 弘前市 外崎五丁目2-6

42 本庁舎(管財課） 弘前市 上白銀1-1

43 弘前地区消防事務組合　消防本部 弘前市 本町2-1

44 弘前地区消防事務組合　東消防署 弘前市 城東中央五丁目6-11

45 弘前地区消防事務組合　枡形分署 弘前市 豊原一丁目3-9

46 弘前地区消防事務組合　藤代分署 弘前市 石渡三丁目6-3

47 弘前地区消防事務組合　西分署 弘前市 鳥井野字宮本301-2

48 弘前地区消防事務組合　西北分署 弘前市 小友字神原371-2

49 りんごの家（りんご公園内） 弘前市 清水富田字寺沢125

50 弥生いこいの広場　 弘前市 百沢東岩木山2480-1

51 緑の相談所 弘前市 下白銀町1-1

52 弘前城植物園 弘前市 下白銀町1-1

53 武徳殿休憩所 弘前市 下白銀町1-1

54 弘前城史料館 弘前市 下白銀町1-1

55 弘前市上下水道部(総務課) 弘前市 茂森町40-1

56 弘前市水道部(樋の口浄水場) 弘前市 樋の口町272-3

57 弘前総合保健センター（健康推進課） 弘前市 野田二丁目7-1

58 市民体育館 弘前市 五十石町

59 弘前Ｂ＆Ｇ海洋センター 弘前市 八幡町一丁目9-1

60 海洋センター 弘前市 八幡町一丁目9-1

61 河西体育館 弘前市 石渡一丁目19-1

62 石川温泉プール 弘前市 小金崎村元125

63 運動公園 弘前市 豊田二丁目3

64 克雪トレーニングセンター 弘前市 豊田二丁目3

65 岩木山総合公園 弘前市 百沢裾野195-1

66 笹森記念体育館 弘前市 下白銀町2-1

67 弘前市立観光館 弘前市 下白銀町2-1

68 岩木Ｂ＆Ｇ海洋センター 弘前市 兼平猿沢32-11

69 市民会館 弘前市 下白銀町1-6

70 文化センター 弘前市 下白銀町19-4

71 学習センター 弘前市 末広四丁目10-1

72 弘前市幼児ことばの教室 弘前市 土手町154-1

73 弘前市立図書館 弘前市 下白銀町2-1

74 百石町展示館 弘前市 百石町3-2

75 藤田記念庭園 弘前市 上白銀町8-1

76 まちなか情報センター 弘前市 土手町94-1

77 南富田町体育センター 弘前市 南富田町5-2

78 金属町体育センター 弘前市 金属町1-9

79 岩木川市民ゴルフ場 弘前市 清野袋二丁目16番地5

80 アソベの森いわき荘 弘前市 百沢字寺沢28-29

81 こどもの森 弘前市 坂元字山元久渡寺地内



弘前地区消防事務組合管内ＡＥＤ設置施設一覧

番号 施設名 市町村 住所

82 鷹ヶ丘老人福祉センター 弘前市 西茂森一丁目1-27

83 城西老人福祉センター 弘前市 城西四丁目1-3

84 老人福祉センター祥風園 弘前市 石川字大仏53

85 老人福祉センター瑞風園 弘前市 高杉字神原93-2

86 石川東老人福祉センター 弘前市 薬師堂字熊本51-3

87 弘前市生きがいセンター 弘前市 南袋町1-20

88 弘前市役所岩木庁舎 弘前市 賀田一丁目1-1

89 岩木文化センターあそべーる 弘前市 賀田一丁目18-4

90 相馬やすらぎ館 弘前市 五所字野沢41-1

91 岩木保健福祉センター 弘前市 賀田字大浦4-1

92 ヒロロ 弘前市 駅前町9-20

93 弘前市立中央公民館相馬館長慶閣 弘前市 五所字野沢45番地3

94 星と森のロマントピアそうま 弘前市 水木在家桜井113-2

95 サンライフ弘前 弘前市 豊田一丁目8-1

96 弘前市立常盤野小中学校 弘前市 常盤野湯の沢45-4

97 弘前市立大和沢小学校 弘前市 狼森天王12-1

98 弘前市立北小学校 弘前市 青山三丁目15-1

99 弘前市立桔梗野小学校 弘前市 桔梗野二丁目21

100 弘前市立第三大成小学校 弘前市 富田町47

101 弘前市立致遠小学校 弘前市 浜の町北一丁目7-1

102 弘前市立朝陽小学校 弘前市 在府町36

103 弘前市立千年小学校 弘前市 小栗山川合119-7

104 弘前市立東小学校 弘前市 城東中央五丁目6-1

105 弘前市立文京小学校 弘前市 中野一丁目1-1

106 弘前市立堀越小学校 弘前市 門外一丁目3-3

107 弘前市立松原小学校 弘前市 松原東二丁目17

108 弘前市立和徳小学校 弘前市 代官町107-3

109 弘前市立城東小学校 弘前市 大久保西田105-40

110 弘前市立西小学校 弘前市 茜町三丁目2-1

111 弘前市立大成小学校 弘前市 御幸町13-1

112 弘前市立福村小学校 弘前市 福村一丁目1-1

113 弘前市立豊田小学校 弘前市 豊田一丁目4-1

114 弘前市立自得小学校 弘前市 鬼沢菖蒲沢109-4

115 弘前市立新和小学校 弘前市 青女子桜苅291-3

116 弘前市立高杉小学校 弘前市 高杉神原7-1

117 弘前市立船沢小学校 弘前市 細越早稲田42

118 弘前市立三省小学校 弘前市 中崎野脇142-2

119 弘前市立小沢小学校 弘前市 大開二丁目5-1

120 弘前市立青柳小学校 弘前市 悪戸村元7-2

121 弘前市立時敏小学校 弘前市 宮園一丁目5-1
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122 弘前市立城西小学校 弘前市 新町236-1

123 弘前市立石川小学校 弘前市 石川庄司川添19-1

124 弘前市立岩木小学校 弘前市 五代前田451

125 弘前市立相馬小学校 弘前市 黒滝二ﾉ松本2-4

126 弘前市立裾野中学校 弘前市 十面沢湯ヶ森40

127 弘前市立新和中学校 弘前市 種市小嶋57-2

128 弘前市立北辰中学校 弘前市 高杉五反田191

129 弘前市立船沢中学校 弘前市 富栄浅井名1

130 弘前市立東目屋小学校 弘前市 桜庭清水流39

131 弘前市立東目屋中学校 弘前市 桜庭清水流63-3

132 弘前市立第一中学校 弘前市 和徳町363-13

133 弘前市立東中学校 弘前市 末広三丁目2-1

134 弘前市立第二中学校 弘前市 平岡町72

135 弘前市立第三中学校 弘前市 豊原一丁目3-3

136 弘前市立南中学校 弘前市 原ｹ平山中20-13

137 弘前市立第四中学校 弘前市 樹木五丁目2-6

138 弘前市立第五中学校 弘前市 川先二丁目4-1

139 弘前市立石川中学校 弘前市 石川庄司川添61-1

140 弘前市立津軽中学校 弘前市 五代早稲田478

141 弘前市立相馬中学校 弘前市 紙漉沢山越48

142 弘前市弥生荘 弘前市 中別所字平山140-1

143 弘前市身体障害者福祉センター 弘前市 八幡町1丁目9-17

144 弘前大学学生支援センター2号館 弘前市 南塘町1-1

145 弘前大学総合教育棟 弘前市 文京町1

146 弘前大学医学部付属病院 弘前市 本町53

147 弘前大学医学部付属病院 歯科口腔外科 弘前市 本町53

148 弘前大学医学部付属病院学生支援センター１号館 弘前市 本町53

149 弘前市立病院 弘前市 大町三丁目8-1

150 財団法人　黎明郷　弘前脳卒中センター 弘前市 扇町二丁目2-1

151 弘前メディカルセンター 弘前市 大町二丁目2-9

152 ナルミ医院 弘前市 南川端町13

153 早川内科肛門科 弘前市 安原三丁目7-5

154 藤盛医院 弘前市 品川町27-1

155 松本眼科 弘前市 三岳町2-3

156 あらいこどもクリニック/眼科クリニック 弘前市 城東中央四丁目2-8

157 いわね内科胃腸科医院 弘前市 浜の町西二丁目1-5

158 石沢胃腸科内科 弘前市 駒越町3-1

159 いちろうクリニック 弘前市 早稲田四丁目1-5

160 山内整形外科 弘前市 城東四丁目6-17

161 岡本内科医院 弘前市 松森町124
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162 金子整形外科 弘前市 富田三丁目4-4

163 児島小児科 弘前市 北川端町24

164 小堀クリニック 弘前市 中野二丁目2-2

165 さとう耳鼻咽喉科医院 弘前市 田園四丁目7-7

166 坂本アレルギー呼吸器科医院 弘前市 安原二丁目13-10

167 城西しおたに内科小児科 弘前市 城西一丁目3-15

168 沢田内科医院 弘前市 茂森新町一丁目6-4

169 佐藤内科医院 弘前市 覚仙町15-1

170 むらなか小児科（早稲田町会） 弘前市 早稲田二丁目7-2

171 弘前温泉養生医院 弘前市 真土勝剣林334-1

172 青山胃腸科内科クリニック 弘前市 川先二丁目3-7

173 畑山医院 弘前市 石川春仕内97-1

174 弘前駅前整形外科クリニック 弘前市 駅前町14-1

175 いとう胃腸科内科クリニック 弘前市 早稲田二丁目8-7

176 医療法人　齋藤耳鼻咽喉科医院 弘前市 城東二丁目1-1

177 桔梗野こどもおとなクリニック 弘前市 桔梗野二丁目13-5

178 消化器科　中畑クリニック 弘前市 泉野一丁目5-3

179 富野町内科医院 弘前市 富野町8-3

180 工藤医院 弘前市 石川97

181 神整形外科 弘前市 大町三丁目6-4

182 あきた耳鼻咽喉科クリニック 弘前市 南城西二丁目5-12

183 よしだ耳鼻科小児科 弘前市 中野二丁目1-15

184 やぎはし腎・泌尿器科医院 弘前市 笹森町39-1

185 大町内科クリニック 弘前市 大町一丁目14-3

186 医療法人施仁会産婦人科麻酔弘前さくらクリニック 弘前市 品川町48-1

187 三上歯科 弘前市 駅前一丁目51-5

188 中畑歯科医院 弘前市 山道町14-3

189 大手門歯科 弘前市 元大工町50-5

190 あべ歯科医院 弘前市 青山三丁目8-1

191 ほくおう歯科医院 弘前市 北横町42

192 大町歯科医院 弘前市 大町三丁目10-4

193 関歯科医院 弘前市 和泉一丁目4-7

194 たかち歯科小児歯科医院 弘前市 向外瀬四丁目14-1

195 ひまわり歯科クリニック（早稲田町会） 弘前市 早稲田二丁目12-14

196 じん歯科クリニック 弘前市 大町二丁目10-3

197 笹村歯科医院 弘前市 城東中央四丁目3-31

198 おおた眼科クリニック 弘前市 駅前町13-1(扶岳ﾋﾞﾙ2階)

199 遠藤歯科医院 弘前市 代官町75-1

200 小泉歯科 弘前市 高屋字本宮480-4

201 杉山歯科クリニック 弘前市 泉野2-18-6
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202 なかむら歯科医院 弘前市 末広4-2-3

203 ミカミ歯科 弘前市 駅前1-1-5

204 やがわ歯科医院 弘前市 城西4-1-13

205 弘前歯科医師会 弘前市 城東4-5-8

206 弘前学院聖愛高等学校 弘前市 原ｹ平山元112-21

207 弘前厚生学院 弘前市 御幸町13-1

208 東奥義塾高校 弘前市 石川長者森61-1

209 柴田学園柴田女子高等学校 弘前市 豊原一丁目2-1

210 弘前大学医学部付属病院 総合研究棟 弘前市 本町66-1

211 弘前大学医学部コミュニケーションセンター 弘前市 本町40-1

212 弘前学院大学 弘前市 稔町13-1

213 学校法人柴田学園　東北女子短期大学 弘前市 上瓦ヶ町25

214 学校法人柴田学園　東北女子大学 弘前市 清原一丁目1-16

215 弘前東高等学校 弘前市 川先四丁目4-1

216 ウイング弘前 弘前市 青山五丁目27-6

217 セントラルフィットネスクラブ弘前 弘前市 大町一丁目1-2

218 ホリデースポーツクラブ 弘前市 八幡町三丁目2-1

219 社会福祉法人　豊徳会　介護老人保健施設サンタハウス 弘前市 大川中桜川18-10

220 社会福祉法人　豊徳会　デイサービスセンターサンタハウス 弘前市 大川中桜川18-10

221 社会福祉法人　豊徳会　短期入所生活介護サンタハウス 弘前市 大川中桜川18-10

222 知的障害障害者援護施設草薙園 弘前市 大森草薙5-3

223 ＪＲ弘前駅 弘前市 表町1-1

224 ケアサポート十五番 弘前市 宮川一丁目1-1

225 弘南バス　弘前バスターミナル　総合案内所 弘前市 駅前三丁目2-1

226 株式会社　タムロン　弘前工場 弘前市 清水三丁目3-2

227 キヤノンプレシジョン株式会社　 弘前市 岩賀一丁目5-1

228 青森綜合警備保障株式会社　弘前支社 弘前市 扇町一丁目1-12

229 ホームヘルパーステーション北星 弘前市 新寺町62-1

230 朝日会館 弘前市 土手町4

231 キングビル 弘前市 松森町73

232 フォーラム  神田店 弘前市 神田二丁目7-3

233 フォーラム  高田店 弘前市 高田五丁目11-1

234 社会福祉法人　弘前愛成園 弘前市 豊原一丁目1-3

235 弘前温清園 弘前市 金属町5-1

236 自由ヶ丘デイサービスセンター 弘前市 金属町5-30

237 弘前市医師会 弘前市 野田二丁目7-1

238 独立行政法人　国立病院機構　弘前病院 弘前市 冨野町1

239 財団法人　鷹揚郷腎研究所　弘前病院 弘前市 山崎90

240 医療法人社団聖康会　聖康会病院 弘前市 和泉二丁目17-1

241 医療法人社団クローストゥユ　ＥＳＴクリニック 弘前市 福村新館添20-1
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242 鳴海病院 弘前市 品川町19

243 青森ＰＥＴ画像診断センター 弘前市 品川町31-1

244 弘前記念病院 弘前市 境関西田59-1

245 柴田学園柴田幼稚園 弘前市 清原1丁目1-1

246 ＮＴＴ東日本本町ビル 弘前市 本町71

247 なりた内科クリニック 弘前市 安原二丁目1-13

248 ＮＴＴ東日本下白銀ビル 弘前市 下白銀町17-2

249 ＮＴＴ東日本ライマンセンタービル 弘前市 高田四丁目3-7

250 ㈱ユニバース堅田店 弘前市 青山二丁目23-1

251 弘前モータースクール 弘前市 和泉一丁目3-1

252 社会福祉法人七峰会障害者支援施設山郷館 弘前市 百沢東岩木山2628

253 社会福祉法人　七峰会　山郷館デイサービスセンターくれよん 弘前市 若葉二丁目13-1

254 山郷館ディサービスセンター弘前 弘前市 大久保西田92-3

255 梅村医院 弘前市 石渡一丁目1-6

256 特別養護老人ホームサンアップルホーム 弘前市 高杉尾上山350

257 特別養護老人ホーム白寿園 弘前市 大沢稲元3-2

258 社会福祉法人抱民舎生活介護であいの家あうん 弘前市 高屋安田735-3

259 黒江内科 弘前市 駅前町8-1

260 康安外科医院 弘前市 栄町一丁目2-6

261 社会福祉法人　島光会　グループホーム大森 弘前市 大森勝山278-21

262 みちのく銀行弘前営業所 弘前市 代官町39

263 みちのく銀行下土手町支店 弘前市 土手町36

264 みちのく銀行城東支店 弘前市 城東北一丁目9-1

265 みちのく銀行石渡支店 弘前市 石渡四丁目2-1

266 みちのく銀行堅田支店 弘前市 宮川三丁目2-4

267 マックスバリュ安原店 弘前市 泉野一丁目4-5

268 しらとりレディースクリニック 弘前市 豊原二丁目1-2

269 マックスバリュ樋の口店 弘前市 樋の口二丁目12-3

270 ホーマック城東店 弘前市 早稲田四丁目2-1

271 ほりこし介護福祉センター 弘前市 堀越柳田1-16

272 おうよう園 弘前市 城南五丁目13-15

273 ライジング堅田 弘前市 堅田一丁目4-1

274 ダイナム弘前店 弘前市 高崎二丁目12-11

275 ＵＳＡ弘前店 弘前市 泉野五丁目2-2

276 アートホテル弘前シティ 弘前市 大町一丁目1-2

277 天然温泉岩木桜の湯ドーミーイン弘前 弘前市 本町71-1

278 ホテルニューキャッスル 弘前市 上鞘師町24-1

279 弘前パークホテル 弘前市 土手町126

280 プラザホテル 弘前市 代官町101-1

281 フォルトーナ 弘前市 和徳町140
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282 三ツ矢自動車学校 弘前市 石渡一丁目23-1

283 東横イン弘前駅前 弘前市 駅前一丁目1-1

284 弘大文京荘 弘前市 紙漉町3-8

285 近江整形外科 弘前市 山下町4-1

286 天馬弘前工場 弘前市 神田五丁目1-8

287 ボディリバイブ 弘前市 泉野二丁目15-12

288 駅前歯科クリニック 弘前市 駅前一丁目4-2

289 カメイ青森支部弘前営業所 弘前市 境関字富岳24-7

290 赤石歯科医院 弘前市 上瓦ｹ町17-2

291 フクダ電子東北販売株式会社弘前営業所 弘前市 高田二丁目3-1

292 つがる弘前農業協同組合弘前本店 弘前市 城東北四丁目1-1

293 ひろさき広域農業共済組合 弘前市 門外村井262

294 ＪＡつがるひろさき　前坂新りんご施設 弘前市 独狐山辺81

295 弘果　弘前中央青果株式会社（第一・二売り場） 弘前市 末広一丁目2-1

296 日本アクセス青森物流センター　ＢＥＮＩＹＡ 弘前市 扇町一丁目1-10

297 日中サービス支援型共同生活事業所　花の郷 弘前市 向外瀬豊田294-1

298 グループホームウェルパーク 弘前市 福田巻屋25-8

299 スクエア歯科 弘前市 富田三丁目10-21

300 デンタルオフィスよしだ 弘前市 早稲田三丁目6-9

301 毛内歯科医院 弘前市 田園四丁目12-21

302 オリオン歯科 弘前市 元寺町35

303 弘南歯科医院 弘前市 川先四丁目12-24

304 ディサービスセンターウェルパーク２ 弘前市 福田巻屋4-1

305 小杉デンタルクリニック 弘前市 早稲田二丁目1-2

306 浜の町歯科クリニック 弘前市 浜の町東三丁目3-5

307 伊藤眼科 弘前市 大町二丁目6-3

308 加藤眼科クリニック 弘前市 田町五丁目5-7

309 千年園 弘前市 原ヶ平山中39-1

310 三浦内科医院 弘前市 駅前2丁目4-1

311 ふじ苑 弘前市 土堂長瀬385-1

312 イトーヨーカ堂弘前店　 弘前市 駅前三丁目2-1

313 さくらの百貨店 弘前市 城東北三丁目10-1

314 ＮＨＫ弘前支局 弘前市 下白銀町21-6

315 パワーデポ弘前店　株式会社　ビジネスサービス弘前支店 弘前市 和泉二丁目18-1

316 本迹寺 弘前市 新寺町75

317 公益セレモニー 弘前市 南城西二丁目11-3

318 公益アーバンホール 弘前市 松森町16

319 公益デリホール 弘前市 城東北三丁目12-1

320 岩木スカイライン８合目ターミナルビル 弘前市 百沢東岩木山1-1

321 ユアテック弘前営業所 弘前市 藤野一丁目5-1
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322 弘前市弥生学園 弘前市 中別所字平山140-1

323 ユニバース桔梗野店 弘前市 桔梗野二丁目11-1

324 ユニバース南大町店 弘前市 南大町店

325 社会福祉法人弘友会サンフラワー 弘前市 向外瀬豊田320-1

326 相原内科医院 弘前市 青山3丁目8-2

327 青山のむら皮膚科 弘前市 青山1丁目10-1

328 今村クリニック 弘前市 松原西2丁目1-1

329 五日市内科医院 弘前市 植田町8

330 伊東内科小児科クリニック 弘前市 元長町16

331 池田レディースクリニック 弘前市 高田5丁目7-7

332 梅村医院 弘前市 石渡1丁目1-6

333 大津医院 弘前市 山王町2-5

334 角田外科クリニック 弘前市 城東4丁目4-18

335 木村脳神経クリニック 弘前市 代官町96-1

336 くりたクリニック 弘前市 大町1丁目1-2

337 健生保健生協会館 弘前市 野田2丁目2-1

338 医療法人五所の診療所 弘前市 五所野沢39-13

339 サンタハウスクリニック 弘前市 大川中桜川18-1

340 株式会社　津軽カントリークラブ 弘前市 百沢裾野33-1

341 リトルシニア弘前チーム 弘前市 品川町45-4

342 シバタ医理科 弘前市 高田三丁目7-1

343 凸版メディア 弘前市 神田三丁目1-1

344 介護老人保健施設ヴィラ弘前 弘前市 岩賀二丁目12-11

345 佐藤内科小児科取上医院 弘前市 取上2丁目17-1

346 坂本耳鼻咽喉科医院 弘前市 南瓦ヶ町2-6

347 さがらクリニック 弘前市 桔梗野1丁目3-3

348 さわだ整形外科 弘前市 大開3丁目2-1

349 関医院中津軽診療所 弘前市 賀田1丁目14-2

350 副島胃腸科内科 弘前市 稔町8-1

351 玉田内科医院 弘前市 中野2丁目7-4

352 致遠保育園 弘前市 浜の町東二丁目8-15

353 弘前航空電子株式会社 弘前市 清野袋五丁目5-1

354 あおもりＰＥＴ画像診断センター 弘前市 品川町31-3

355 鳴海病院 弘前市 品川町19

356 原子整形外科医院 弘前市 代官町57-1

357 丸大堀内株式会社　弘前支店 弘前市 清野袋岡部533-1

358 弘前愛成会病院 弘前市 北園1丁目6-2

359 北星交通(患者搬送車) 弘前市 茂森新町四丁目17

360 弘前中央病院 弘前市 吉野町3-1

361 福島耳鼻咽喉科 弘前市 百石町41
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362 藤代健生病院 弘前市 藤代2丁目12-1

363 にしかわ整形外科手のクリニック 弘前市 早稲田2丁目2-1

364 みくにや内科循環器科 弘前市 笹森町2

365 弘前保育園 弘前市 田町三丁目4-39

366 青柳保育園 弘前市 悪戸字村元25-8

367 城西保育園 弘前市 西大工町38-1

368 石川保育園 弘前市 石川字西舘山下12-5

369 すその保育園 弘前市 大森字勝山278-7

370 花園保育園 弘前市 豊原一丁目1-3

371 堀越保育園 弘前市 堀越柳元293

372 明誠保育園 弘前市 撫牛子三丁目3-9

373 いずみの保育園 弘前市 泉野四丁目7-1

374 藤代保育園 弘前市 石渡一丁目1-9

375 りんごベビーホーム 弘前市 豊原一丁目1-3

376 弘前静光園 弘前市 豊原一丁目1-2

377 弘前静光園デイサービスセンター 弘前市 豊原一丁目1-2

378 恵こどもクリニック 弘前市 宮川1丁目2-2

379 よこやま整形外科 弘前市 藤野2丁目6-9

380 太田眼科 弘前市 駅前町13-1

381 城東保育園 弘前市 稲田二丁目4-3

382 小沢保育園 弘前市 小沢字沢田13-2

383 ようせい保育園 弘前市 清野袋一丁目1-11

384 隆親保育園 弘前市 門外一丁目3-1

385 致遠保育園 弘前市 浜の町東二丁目8-15

386 ちとせ保育園 弘前市 千年二丁目4-4

387 富士見保育所 弘前市 紺屋町187-2

388 社会福祉法人　真会　岳暘保育園 弘前市 宮地川添108

389 まつば保育園 弘前市 松木平富永1-26

390 社会福祉法人　真会　真土保育園 弘前市 真土苅田125-1

391 社会福祉法人　静修会　静修保育園 弘前市 津賀野岡本15-3

392 みどり保育園 弘前市 吉野町3-3

393 ヤクルト弘前スイミングスクール 弘前市 堅田二丁目6-1

394 ホテルルートイン弘前駅前 弘前市 駅前町5-1

395 ホテルルートイン弘前城東 弘前市 城東中央五丁目5-6

396 ニッカウイスキー弘前工場 弘前市 栄町二丁目1-1

397 つがる弘前農業協同組合河東地区りんご施設 弘前市 悪戸芦野95-1

398 つがる弘前農業協同組合りんごプラザ 弘前市 五代前田380

399 健生介護センター虹 弘前市 向外瀬豊田292-1

400 ケアハウス　サンフラワー 弘前市 向外瀬豊田320-1

401 グループホームあけぼの 弘前市 浜の町東一丁目7-4
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402 ディケアあゆみ 弘前市 豊原二丁目7-1

403 ケーズデンキ弘前本店 弘前市 高田四丁目2-7

404 貞昌寺 弘前市 新寺町108

405 玉雲堂 弘前市 田町四丁目11-13

406 多機能事業所　いわきの里 弘前市 十面沢字響122-9

407 とっこ保育園 弘前市 独狐字松ヶ沢48-1

408 嶽簡易郵便局 弘前市 常盤野字湯ﾉ沢21

409 株式会社　産交 弘前市 藤野二丁目9-3

410 弘前市立石川公民館 弘前市 石川字石川114-1

411 弘前市立清水公民館 弘前市 小沢字御笠見46-10

412 弘前市立和徳公民館 弘前市 大久保字沼田204-3

413 弘前市立東目屋公民館 弘前市 中野字中豊田20

414 青い森信用金庫弘前駅前支店 弘前市 駅前三丁目1-2

415 弘前市立船沢公民館 弘前市 折笠字宮川95-5

416 弘前市立堀越公民館 弘前市 門外二丁目3-11

417 弘前市立千年公民館 弘前市 小栗山字川合115-1

418 弘前市立新和公民館 弘前市 種市字熊谷5-1

419 ㈱東邦設備工業所 弘前市 神田四丁目6-36

420 松山歯科医院 弘前市 富田三丁目1-11

421 弘前市立藤代公民館 弘前市 八代町2-10

422 黒石高校 黒石市 西ヶ丘65

423 黒石養護学校 黒石市 温湯がむし堤澤5-3

424 黒石市役所第２庁舎 黒石市 市ﾉ町11-1

425 中央スポーツ館･勤労青少年ホーム 黒石市 内町24-1

426 かきさか医院 黒石市 寿町16

427 田村眼科 黒石市 一番町183

428 黒石警察署 黒石市 北美町二丁目47-1

429 黒石商業高校 黒石市 あけぼの町97-2

430 弘前地区消防事務組合　黒石消防署 黒石市 追子野木一丁目576

431 弘前地区消防事務組合　山形分署 黒石市 上山形字村岸9-2

432 黒石市役所本庁舎 黒石市 市ﾉ町11-1

433 スポカルイン黒石 黒石市 ぐみの木三丁目65

434 運動公園 黒石市 緑ヶ丘182

435 伝承工芸館 黒石市 袋富山65-1

436 黒石東小学校 黒石市 春日町70

437 黒石小学校 黒石市 黒石砂森76

438 東英小学校 黒石市 上山形築館9-1

439 六郷小学校 黒石市 三島宮元380-1

440 黒石中学校 黒石市 柵の木四丁目1

441 中郷中学校 黒石市 株梗木中渡1-1
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442 上十川公民館 黒石市 上十川留岡一番17-2

443 浅瀬石公民館 黒石市 浅瀬石村上123-2

444 追子野木公民館 黒石市 追子野木一丁目92

445 中部公民館 黒石市 北美町一丁目65-1

446 中郷公民館 黒石市 小屋敷宮岸21-4

447 東公民館 黒石市 春日町20-9

448 牡丹平公民館 黒石市 牡丹平諏訪ﾉ平6

449 山形公民館 黒石市 温湯字派15-1

450 六郷公民館 黒石市 赤坂野崎1

451 黒石病院 黒石市 北美町一丁目70

452 天使の森 黒石市 境松一丁目1-1

453 たけみ保育園 黒石市 角田65-2

454 山郷館総合支援センター黒石 黒石市 甲大工町2-2

455 山郷館くろいし 黒石市 八甲64-1

456 りんごの郷 黒石市 浅瀬石竜ﾉ口170-1

457 黒石自動車教習所 黒石市 竹田町5

458 青森オリンパス 黒石市 追子野木二丁目248-1

459 みちのく銀行黒石支店 黒石市 内町64

460 ユニバース黒石駅前店 黒石市 ぐみの木一丁目257

461 ユニバース黒石富士見店 黒石市 富士見111

462 デイサービスゆうじょう 黒石市 東野添長坂道北152-7

463 黒石福祉プラザ 黒石市 浦町一丁目82

464 マルハン黒石店 黒石市 中川花岡2-50

465 ダイナム黒石店 黒石市 浅瀬石稲田17-2

466 トヨペット黒石店 黒石市 富田131

467 ボートピア黒石 黒石市 追子野木三丁目530

468 黒石市西部地区センター 黒石市 西ヶ丘189-1

469 黒石市勤労青少年ホーム 黒石市 内町24-1

470 黒石市産業会館 黒石市 市ﾉ町5-2

471 黒石市立武道場 黒石市 角田25

472 黒石市社会福祉協議会 黒石市 境松1丁目1-1

473 あぼ歯科クリニック 黒石市 北美町1-58

474 くどう歯科医院 黒石市 内町8-5

475 石川歯科クリニック 黒石市 十三森184-9

476 清藤歯科 黒石市 前町23-2

477 中村歯科医院 黒石市 大板町11-1

478 花園歯科医院 黒石市 花園町71

479 並木精密工場 黒石市 下目内沢小屋敷添5-1

480 マックスバリュ黒石店 黒石市 錦町2

481 介護サービスゆうじょう 黒石市 中川富田10
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482 青い森信用金庫黒石支店 黒石市 油横丁7-1

483 弘前地区消防事務組合　平川消防署 平川市 平田森前田331

484 道の駅いかりがせき　津軽関の症 平川市 碇ヶ関碇石13-1

485 青葉寮 平川市 唐竹字高田45

486 国民健康保険碇ヶ関診療所 平川市 碇ヶ関三笠山120-1

487 斎藤医院 平川市 八幡崎本林11

488 ひらかわ歯科 平川市 小和森中松岡116-2

489 介護老人施設つがる 平川市 碇ヶ関湯向川添30

490 つがる弘前農業協同組合　碇ヶ関支店 平川市 碇ヶ関阿原30

491 津軽SA上り 平川市 沖舘比山館32-1

492 株式会社福家 平川市 新屋町道ﾉ下35-2

493 こども園あらや 平川市 新屋平野13-1

494 津軽みらい農業協同組合 平賀支店 平川市 本町北柳田23-8

495 DCMホーマック㈱平賀店 平川市 小和森上松岡182-1

496 高速道路交通警察隊碇ヶ関分中隊 平川市 碇ヶ関諏訪平52-1

497 尾上総合高等学校 平川市 高木松元7-6

498 柏木農業高等学校 平川市 荒田上駒田130

499 碇ヶ関公民館 平川市 碇ヶ関三笠山78

500 平川市立碇ヶ関小学校 平川市 碇ヶ関三笠山127-23

501 碇ヶ関地域福祉センター 平川市 碇ヶ関三笠山120-1

502 平川市碇ヶ関総合支所 平川市 碇ヶ関三笠山107-2

503 平川市屋内プール「ゆうえい館」 平川市 碇ヶ関高田20-3

504 平川市立碇ヶ関中学校 平川市 碇ヶ関三笠山100-2

505 尾上総合支所 平川市 猿賀南田15-1

506 平川市立猿賀小学校 平川市 猿賀字明堂136-2

507 おのえスポーツセンター 平川市 新屋町北鶉野15-1

508 尾上地域福祉保健センター 平川市 猿賀南田96-3

509 平川市立尾上中学校 平川市 中佐渡南田49

510 平川市総合運動施設屋内運動場 平川市 新館野木和48

511 平川市総合運動施設平賀体育館 平川市 新館野木和18-1

512 平川市立松崎小学校 平川市 館山上亀岡5-1

513 平川市立小和森小学校 平川市 大光寺二村井166

514 平川市役所 平川市 柏木町藤山25-6

515 平川市健康センター 平川市 柏木町藤山16-1

516 平川市立大坊小学校 平川市 岩館下り松72-2

517 平川市立平賀東小学校 平川市 尾崎川合69

518 平川市立金田小学校 平川市 南田中北原120-1

519 平川市立竹館小学校 平川市 沖館永田34-3

520 平川市立柏木小学校 平川市 柏木町柳田8-2

521 平川市文化センター 平川市 光城2-30-1
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522 平川市立平賀東中学校 平川市 新館後野104-1

523 平川市立平賀西中学校 平川市 大光寺白山13-2

524 弘前地区消防事務組合　碇ヶ関分署 平川市 碇ケ関湯向川添31-9

525 碇ヶ関歯科医院 平川市 碇ヶ関山神堂113-3

526 すぎた歯科 平川市 中佐渡南田18-16

527 碇ケ関中央保育園 平川市 碇ｹ関三笠山100-6

528 グループホームサンライフ碇ヶ関 平川市 碇ヶ関鯨森90-1

529 津軽SA下り 平川市 沖舘宮崎69-7

530 社会福祉法人柏友会有料老人ホームおのえ荘 平川市 猿賀池上100-1

531 社会福祉法人日の出会日の出こども園 平川市 南田中北原58-86

532 株式会社アピール 平川市 館山上亀岡26

533 社会福祉法人七峰会旭光園 平川市 猿賀明堂255

534 社会福祉法人五泉会平賀あすなろ保育園 平川市 柏木町柳田246-1

535 社会福祉法人睦会平賀保育園 平川市 本町平野45-1

536 社会福祉法人柏根会松崎保育園 平川市 苗生松下東田161-2

537 社会福祉法人銀杏の会町居保育園 平川市 町居西田199-4

538 社会福祉法人心友会からたけこども園 平川市 新館東山102-2

539 社会福祉法人ほほえみカリフラワー 平川市 館山前田80-1

540 社会福祉法人特別養護老人ホーム 慶游荘 平川市 町居山元304-1

541 幼保連携型認定こども園大坊こども園 平川市 大坊前田137-2

542 社会福祉法人和洋会平川中央こども園 平川市 柏木町東田65-2

543 イオンタウン平賀 平川市 小和森上松岡193-1

544 小国コミュニティセンター 平川市 小国川原田2番地1

545 東北宇佐美 大鰐弘前インターＳＳ 平川市 岩館山の井152-1

546 ㈱日本マイクロニクス青森工場 平川市 町居南田571-2

547 株式会社日本マイクロニクス青森松崎工場 平川市 松崎西田41-1

548 株式会社アップルランド南田温泉 平川市 町居南田166-3

549 社会福祉法人三笠会三笠ケアセンター 平川市 館田西和田195

550 ディサービスセンター三笠 平川市 館田西和田200

551 西十和田プリンスコート 平川市 館田中前田315

552 あずまデンタルクリニック 平川市 柏木町東田313-8

553 工藤歯科 平川市 柏木町藤山11-6

554 清藤歯科医院 平川市 本町平野46-12

555 清藤歯科平賀医院 平川市 本町北柳田21-3

556 株式会社ファミリーマート津軽SA店ネクスコ東日本津軽SA（上り） 平川市 沖館比山館32-1

557 平川市総合運動施設屋内温水プール 平川市 新館野木和48

558 ファミリーマート平川　平賀駅前店 平川市 本町北柳田12-1

559 ファミリーマート平川　蒲田店 平川市 蒲田玉田22-2

560 ファミリーマート平川　大光寺店 平川市 大光寺三早稲田52-1

561 ローソン尾上町店 平川市 日沼富田28-3
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562 ローソン平賀町店 平川市 町居南田595

563 デイリーヤマザキ平川店 平川市 本町平野8-17

564 デイリーヤマザキ平賀松崎店 平川市 館山前田12-8

565 あすなろ理研㈱ 平川市 大坊竹原218-1

566 ㈱アピール 平川市 舘山上亀岡26

567 株式会社平賀自動車学校 平川市 柏木町東田91

568 松崎温泉 平川市 松崎西田27-1

569 ㈱津軽高原ゴルフ場 平川市 小国深沢18-42

570 ㈱びわの平ゴルフ倶楽部 平川市 切明蛍沢16-1

571 羽州路の宿あいのり 平川市 碇ヶ関西碇ヶ関山185

572 藤崎町立　藤崎診療所 藤崎町 西豊田1-2

573 せきばクリニック 藤崎町 藤崎武元5-5

574 藤崎町農業者トレーニングセンター 藤崎町 常盤三西田24-2

575 藤崎町立藤崎小学校 藤崎町 藤崎西村井5-1

576 藤崎町立常盤小学校 藤崎町 常盤三西田23

577 藤崎町立藤崎中央小学校 藤崎町 水沼浅田11

578 藤崎町立藤崎中学校 藤崎町 藤崎字豊田90-1

579 藤崎町立明徳中学校 藤崎町 常盤一西田21-1

580 藤崎町役場 藤崎町 西豊田一丁目1

581 スポーツプラザ藤崎 藤崎町 西豊田一丁目1

582 あしだ歯科医院 藤崎町 西豊田一丁目12-9

583 FORUM-1藤崎店 藤崎町 西豊田三丁目1-4

584 社会福祉法人弘友会有料老人ホームふじの郷 藤崎町 藤崎字高瀬2-4

585 イオン藤崎店 藤崎町 西豊田一丁目7-1

586 藤崎町老人福祉センター 藤崎町 西豊田1丁目3

587 藤崎町　常盤老人福祉センター 藤崎町 常盤富田70-1

588 仲町歯科医院 藤崎町 藤崎村岡58

589 ときわさとう歯科医院 藤崎町 榊亀田9-24

590 藤崎町デイサービスセンター 藤崎町 常盤富田67-1

591 デイサービスセンターかたつむり 藤崎町 矢沢福本4

592 ふれあいずーむ館 藤崎町 藤崎中村井21-1

593 ガイア藤崎店 藤崎町 榊字和田65-9

594 青森競輪場藤崎場外車券売場 藤崎町 藤越東一本木71-3

595 DMノバフォーム株式会社青森工場 藤崎町 榊字和田10-1

596 弘前地区消防事務組合　北分署 藤崎町 藤崎字中豊田7-3

597 のじりデンタルクリニック 藤崎町 藤崎字村井53-1

598 生活介護事業所・特定相談支援事業所　はればれ 藤崎町 藤崎字中村井3-9

599 藤崎保育所 藤崎町 藤崎字中村井10-2

600 藤崎町文化センター 藤崎町 西豊田一丁目1

601 株式会社タナックス　弘前支店 藤崎町 常盤字五西田72-1
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602 コマツカスタマーサポート株式会社　東北カンパニー弘前支店 藤崎町 水木字村元40-1

603 北常盤駅 藤崎町 常盤字二西田39-12

604 弘前地区消防事務組合　南分署 大鰐町 蔵館字金坂57-1

605 大鰐町役場 大鰐町 大鰐字羽黒館5-3

606 町立大鰐病院 大鰐町 蔵館字川原田40-4

607 大鰐町中央公民館 大鰐町 大鰐字前田51-8

608 大鰐町総合福祉センター 大鰐町 蔵館字川原田37-6

609 大鰐町地域交流センター(鰐カム） 大鰐町 大鰐字川辺11-11

610 大鰐温泉スキー場 大鰐町 虹貝字清川48ｰ1

611 あじゃらの森キャンプ場 大鰐町 大鰐字萢頭28-74

612 大鰐町立大鰐小学校 大鰐町 大鰐字羽黒館54

613 大鰐町立大鰐中学校 大鰐町 虹貝字篠塚24-1

614 認定こども園おおわに文化幼稚園 大鰐町 大鰐字前田11-1

615 大鰐保育園 大鰐町 虹貝字清川151-3

616 蔵館保育園 大鰐町 蔵館字山下55-3

617 認定こども園おおわに文化幼稚園あじゃら東分園 大鰐町 長峰字前田334-7

618 JAつがる弘前大鰐支店 大鰐町 長峰字前田336-1

619 おおわに内科クリニック 大鰐町 大鰐字大鰐105-6

620 デンタルクリニックさとう 大鰐町 大鰐字前田33-2

621 成田歯科医院 大鰐町 大鰐字大鰐81-2

622 マックスバリュ新おおわに店 大鰐町 大鰐字前田27

623 特別養護老人ホーム大鰐ホーム 大鰐町 大鰐字萢頭9-2

624 特別養護老人ホームあじゃら 大鰐町 虹貝字篠塚33-7

625 住宅型有料老人ホームあぜりあ 大鰐町 大鰐字湯野川原20-1

626 あずみ野デイセンター 大鰐町 鯖石字浅瀬渕35-5

627 グループホーム大鰐温泉保養館 大鰐町 大鰐字湯野川原8-4

628 青森ワイナリーホテル 大鰐町 島田字滝ﾉ沢100-9

629 星野リゾート界津軽 大鰐町 大鰐字上牡丹森36-1

630 不二やホテル 大鰐町 蔵館字川原田63

631 株式会社　タムロン　弘前工場　大鰐製造部 大鰐町 八幡舘字前田31-1

632 住宅型有料老人ホーム ふうか 大鰐町 長峰字山辺92-4

633 グループホームさくら 大鰐町 虹貝字篠塚33-25

634 大湯会館(毎月第2水曜定休日以外6:00～21:00の間使用可) 大鰐町 蔵館字村岡53-2

635 津軽ダム本体建設工事　作業員休憩所 西目屋村 居森平地内

636 弘前地区消防事務組合　目屋分署 西目屋村 田代字神田55-3

637 西目屋村豪雪山村開発総合センター（役場） 西目屋村 田代字稲元144

638 アクアビレッジＡＮＭＯＮセンターハウス 西目屋村 川原平大川添417

639 白神山地世界遺産センター 西目屋村 田代神田61-1

640 大白温泉 西目屋村 白沢字白沢口106

641 西目屋村西目屋小学校 西目屋村 田代稲元121-1
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642 白神自然環境研究所 西目屋村 川原平大川添101-1

643 白神山地ビジターセンター 西目屋村 田代神田61-1

644 ユートピア白神 西目屋村 田代字稲元3-1

645 弘前地区消防事務組合　田舎館分署 田舎館村 八反田字古舘206-1

646 川部ふれあいセンター 田舎館村 川部村元33-1

647 三育医院 田舎館村 川部上西田130-12

648 田舎館小学校 田舎館村 大根子牧ヶ袋80

649 田舎館中学校 田舎館村 畑中観妙寺40-1

650 中央公民館 田舎館村 畑中藤本159-1

651 田舎館村役場 田舎館村 田舎館中辻123-1

652 田舎館村老人福祉センター　喜楽荘 田舎館村 前田屋敷東中野35-1

653 ウインズ津軽 田舎館村 高樋大曲70-1

654 グループホーム岩木望 田舎館村 畑中樋口158

655 ムツミテクニカ 田舎館村 和泉上福岡5-1

656 弥生の里　展望台 田舎館村 高樋

657 埋蔵文化財センター 田舎館村 高樋大曲63

658 田舎館村総合案内所遊稲の館 田舎館村 垂柳長田47

659 田舎館村児童センター 田舎館村 八反田字古舘210-1

660 老人憩の家 田舎館村 畑中藤本169-1

661 畑岡保育所鶴住 板柳町 横沢富永23-1

662 弘前地区消防事務組合　板柳消防署 板柳町 福野田字増田60-6

663 板柳警察署 板柳町 灰沼字玉川15-50

664 多目的ホールあぷる 板柳町 灰沼岩井61

665 第一保育所鶴住 板柳町 灰沼東1-6

666 板柳中学校 板柳町 三千石五十嵐103

667 津軽りんご市場 板柳町 三千石二潟21-3

668 板柳東小学校 板柳町 常海橋稲葉197-21

669 板柳北小学校 板柳町 赤田字赤田13

670 第二保育所鶴住 板柳町 赤田松下1-4

671 板柳高等学校 板柳町 太田字西上林46

672 小阿弥小学校 板柳町 大俵富永39-2

673 小阿弥保育所鶴住 板柳町 大俵富永50-1

674 板柳南小学校 板柳町 辻字岸田75-1

675 工藤八歯科医院 板柳町 板柳土井108-2

676 田中外科内科医院 板柳町 板柳土井200

677 板柳町役場 板柳町 板柳土井239-3

678 野宮医院 板柳町 板柳土井302

679 板柳町公民館事務室 板柳町 福野田実田11-7

680 板柳町公民館可搬式 板柳町 福野田実田11-7

681 まちだ眼科内科クリニックいたやなぎ 板柳町 福野田実田44-1
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682 渡部胃腸科内科医院 板柳町 福野田実田72-13

683 ふるさとセンター 板柳町 福野田本泉34-6

684 第三保育所鶴住 板柳町 福野田本泉36-19

685 ディーサービスセンター鶴住 板柳町 野中鶴住102-2

686 特別養護老人ホーム鶴住荘 板柳町 野中鶴住102-2


