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〇福祉型障害児入所施設

設置主体 施設名 電話 所在地

1 公 障害児入所施設　弘前市弥生学園 96-2103 中別所字平山140番地1

2 公 青森県立さわらび療育福祉センター 96-2121 中別所字平山168番地

〇医療型障害児入所施設

設置主体 施設名 電話 所在地

1 行法 国立病院機構　青森病院 62-4055 青森市浪岡大字女鹿沢字平野155番地1

〇福祉型児童発達支援センター

設置主体 施設名 電話 所在地

1 福法 弘前大清水学園 34-3166 清原4丁目17番地1

2 福法 はぁと 82-5780 熊嶋字亀田183番地2

3 NPO法人 幼児発達支援センター大空 55-9642 若葉2丁目7番地1

〇児童発達支援事業所

設置主体 施設名 電話 所在地

1 公 青森県立さわらび療育福祉センター 96-2121 中別所字平山168番地

2 (株) 児童支援事業所ポコアポコ 55-6965 和徳町178番地

3 NPO法人 こどもサポートkinone 88-6872 浜の町北2丁目5番地3

4 福法 運動学習支援教室ココノバ弘前校 55-7715 和徳町4番地1

5 一社 発達支援クラム 26-5392 宮川2丁目3番地3

6 福法 音楽療育支援教室どれみの森 55-8150 浜の町東1丁目7番地4

7 一社 向日葵児童発達支援鳥井野事業所 82-3306 鳥井野字長田39番地3

8 福法 多機能型事業所ルアナ御幸町 55-7818 御幸町3番地24

9 (株) ポコアポコ緑ヶ丘 40-2852 緑ケ丘1丁目3番地12 1階

10 NPO法人 児童発達支援室「麒麟児」 27-2293 城東中央4丁目2番地9

〇保育所等訪問支援事業所

設置主体 施設名 電話 所在地

1 福法 弘前大清水学園 34-3166 清原4丁目17番地1

2 福法 保育所等訪問支援はぁと 82-5780 熊嶋字亀田183番地2

3 NPO法人 訪問サポートステーションLuna 55-9642 若葉2丁目7番地1

4 福法 多機能型事業所ルアナ御幸町 55-7818 御幸町3番地24
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〇放課後等デイサービス事業所

設置主体 施設名 電話 所在地

1 福法 放課後等デイサービスはぁと 82-5780 熊嶋字亀田183番地2

2 福法 放課後等デイサービス事業所　やっほ～クラブ 34-3166 清原4丁目17番地1

3 福法 放課後等デイサービス事業所　やまびこクラブ 40-4418 小比内5丁目6番地4

5 NPO法人 児童デイサービス　やよいのあかり 96-2774 富栄字笹崎80番地1

6 NPO法人 児童デイサービス　すてっぷ 88-6941 城東3丁目11番地11

7 NPO法人 児童デイサービス　きらり 55-0936 駒越字平田2番地3

8 福法 山郷館児童デイサービスセンターど・れ・み 33-7300 大久保字西田92番地3

9 NPO法人 ひかりの岬こどもデイサービスセンター 37-6546 笹森町37番地21

10 福法 ワラハンドクラブ・キキ 82-6060 高屋字安田735番地3

11 NPO法人 放課後デイステーションEarth 55-9177 城東5丁目13番地6

12 公 青森県立さわらび療育福祉センター 96-2121 中別所字平山168

13 NPO法人 児童デイサービスすてっぷⅡ 88-6941 城東4丁目4番地12

14 NPO法人 放課後デイステーションCygnus 55-6590 宮園4丁目1番地1

15 （株） 児童支援事業所ポコアポコ 55-6965 和徳町178

16 NPO法人 こどもサポートkinone 88-6872 浜の町北2丁目5番地3

17 福法 運動学習支援教室ココノバ弘前校 55-7715 和徳町4番地1

18 福法 放課後等デイサービスあっぷる 28-3188 末広4丁目1番地6

19 福法 就職準備教室ココジョブ北園校 88-7778 北園1丁目2番地19

20 NPO法人 放課後デイステーションAries 55-7426 馬屋町9番地7

21 福法 音楽療育支援教室どれみの森 55-8150 浜の町東1丁目7番地4

22 一法 放課後等デイサービスプレイス 55-8863 早稲田3丁目5番地5

23 NPO法人 こどもサポートfutaba 26-6540 小比内4丁目5番地15

24 福法 就職準備教室ココジョブジュニア 55-8852 独狐字石田121番地1

25 NPO法人 児童デイサービス　すてっぷ・あっぷ 88-6941 城東中央3丁目2番地12

26 （株） 放課後等デイサービス　ポコアポコ緑ヶ丘 55-6365 緑ヶ丘1丁目3番地12　1階

27 （株） 放課後デイGranny弘前 88-7525 稔町23番地13

28 福法 多機能型事業所ルアナ御幸町 55-7818 御幸町3番地24
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〇施設入所支援事業所

設置主体 施設名 電話 所在地

1 公 障害者生活支援施設　弘前市弥生荘 96-2801 中別所字平山140番地1

2 福法 障害者支援施設　千年園 87-4888 原ケ平字山中39番地1

3 福法 障害者支援施設　山郷館 97-2211 百沢字東岩木山2628番地

4 福法 障害者支援施設　拓光園 96-2331 百沢字東岩木山2628番地

5 福法 障害者支援施設草薙園 93-3111 大森字草薙5番地3

6 福法 さくら園 95-3434 独狐字山辺183番地

7 福法 障害者支援施設　三和の里 93-2515 三和字下恋塚189番地7

8 公 障害児入所施設　弘前市弥生学園 96-2103 中別所字平山140番地1

9 公 青森県立さわらび療育福祉センター 96-2121 中別所字平山168番地
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〇生活介護事業所

設置主体 施設名 電話 所在地

1 福法 生活介護事業所（多機能型）「花束」 37-3528 藤代2丁目11番地6

2 福法 多機能型障害福祉サービス事業所　りんごの里 99-1871 高杉字尾上山948番地1

3 福法 エイブル 37-9060 若葉2丁目13番地1

4 福法 はるなの里福祉サービスセンター 31-0210 自由ケ丘3丁目15番地2

5 福法 であいの家　あうん 82-6060 高屋字安田735番地3

6 福法 山郷館デイサービスセンター弘前 33-7300 大久保字西田92番地3

7 公 障害者生活支援施設　弘前市弥生荘 96-2801 中別所字平山140番地1

8 福法 多機能型事業所「いわきの里」 93-3666 十面沢字轡122番地9

9 福法 障害者支援施設　千年園 87-4888 原ケ平字山中39番地1

10 福法 障害者支援施設　山郷館 97-2211 百沢字東岩木山2628番地

11 福法 障害者支援施設　拓光園 96-2331 百沢字東岩木山2628番地

12 福法 障害者支援施設草薙園 93-3111 大森字草薙5番地3

13 福法 さくら園 95-3434 独狐字山辺183番地

14 福法 障害者支援施設　三和の里 93-2515 三和字下恋塚189番地7

15 福法 ワークランド茜 32-2128 自由ケ丘4丁目1番地1

16 福法 多機能型事業所　大石の里 93-3110 百沢字東岩木山3138番地2

17 福法 弘前大清水希望の家 34-3166 清原4丁目9番地15

18 公 障害児入所施設　弘前市弥生学園 96-2103 中別所字平山140番地1

19 公 青森県立さわらび療育福祉センター 96-2121 中別所字平山168番地

20 福法 障がい者総合支援センター拓心館生活介護 82-4520 熊嶋字亀田183番地1

21 福法 山郷館デイサービスセンターくれよん 37-9040 若葉2丁目13番地1

22 NPO法人 ＮＥＸＴ 26-5971 城東4丁目4番地12

23 NPO法人 生活介護事業所　ひかりの岬 37-6546 笹森町37番地21

24 NPO法人 ハートフルケアありす 34-2290 青山3丁目14番地5

25 NPO法人 ＮＥＸＴ☆ｂ 28-1883 城東中央3丁目2番地12

26 （株） わん・せるふ 88-8833 緑ケ丘１丁目3番地12
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○生活介護（共生型）事業所

設置主体 施設名 電話 所在地

1 (株) ひなたストレッチ 40-0016 南城西2丁目2番地1

2 (株) ひなた 39-1061 神田1丁目6番地3

3 (株) ひなたスマイルパーク 88-6520 青山2丁目1番地2

4 医法 デイサービスセンターふれあい温泉 31-8008 旭ヶ丘2丁目6番地4

5 (株) デイサービスセンター倶楽部フレディ 31-3132 百石町47番地1

〇自立訓練事業所（生活訓練）

設置主体 施設名 電話 所在地

1 福法 自立訓練（生活訓練）事業所「しばざくら」 37-3527 藤代2丁目11番地6

2 （有） チョコ・ドーナツ弘前 55-8769 清水3丁目1番地14

3 NPO法人 ＮＥＸＴ 26-5971 城東4丁目4番地12

4 NPO法人 アピオス 27-7875 門外3丁目5番地19
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〇就労移行支援事業所（一般型）

設置主体 施設名 電話 所在地

1 福法 多機能型障害福祉サービス事業所　りんごの里 99-1871 高杉字尾上山948番地1

2 福法 就労サポートひろさき 82-5770 熊嶋字亀田184番地1

3 福法 多機能型事業所「いわきの里」 93-3666 十面沢字轡122番地9

4 NPO法人 NEXT 26-5971 城東4丁目4番地12

5 福法 クレッシェンド 88-8071 藤代字平田14番地2

6 （株） 就労移行支援事業所　シェイクハンズ弘前 55-6350 北川端町5番地

7 NPO法人 キャリアカレッジみらいと 55-7099 駅前3丁目15番地5

○就労継続支援Ａ型事業所

設置主体 施設名 電話 所在地

1 福法 つかのファーム 34-8113 津賀野字瀬ノ上43番地1

2 福法 つがる野工房 34-8113 神田4丁目4番地20

3 福法 つがる野工房パッケージセンター 34-8113 藤野2丁目10番地3

4 福法 障害福祉就労継続支援施設（Ａ型）三和の里 93-2515 三和字下恋塚189番地14

5 福法 ｃｏ　ｎａ 82-6060 高屋字安田735番地3

6 （株） さくらの杜 29-5522 福田１丁目2番地1

7 （株） わん・せるふ 88-8833 緑ケ丘１丁目3番地12

8 （株） 就労継続支援Ａ型事業所「あどばんす」 55-6381 撫牛子3丁目4番地28

9 福法 就労継続支援Ａ型事業所　りんごっこ 99-1871 高杉字尾上山948番地4

10 （株） 株式会社エフリング　弘前事業所 55-8860 駅前町6番地1　謙ビルB号室

11 （株） 杉の子 27-0252 城東中央4丁目7番地3

12 （株） 就労継続支援事業所リトルbyリトル 55-5974 和徳町178番地

13 NPO法人 就労継続支援Ａ型事業所　ジョイネット大町 55-5719 大町3丁目11番地2サンステージ大町1-A

14 福法 就労継続支援Ａ型事業所みのり 88-8967 神田5丁目8番地13

15 NPO法人 N-STAGE 26-7100 城東4丁目4番地11

16 （株） はたらき方研究所りんごの種
090-

9531-1131
城東3丁目5番地1

17 一法 就労継続支援Ａ型事業所　ハナタバ 55-5152 城東4丁目5番地1
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○就労継続支援Ｂ型事業所

設置主体 施設名 電話 所在地

1 福法 多機能型障害福祉サービス事業所　りんごの里 99-1871 高杉字尾上山948番地1

2 福法 エイブル 37-9060 若葉2丁目13番地1

3 福法 ワークいずみ 55-0075 文京町4番地38

4 NPO法人 就労継続支援事業所　ないすらいふ 87-8226 青樹町16番地11

5 福法 就労サポートひろさき 82-5770 熊嶋字亀田184番地1

6 福法 ゆいまある 39-1955 藤代字平田14番地2

7 福法 就労継続支援B型事業所　ひまわり 96-2951 折笠字法立堂113番地7

8 福法 サポートセンターさくら 95-2370 独狐字山辺183番地

9 福法 ワークランド茜 32-2128 自由ケ丘4丁目1番地1

10 福法 多機能型事業所　大石の里 93-2110 百沢字東岩木山3138番地2

11 福法 弘前大清水希望の家 34-3166 清原4丁目9番地15

12 福法 弘前ビジネスアカデミー 88-8655 石渡4丁目13番地7

13 （有） チョコ・ドーナツ弘前 55-8769 清水3丁目1番地14

14 福法 ジョブネット 31-2260 山下町5番地5

15 （株） 杉の子 27-0252 城東中央4丁目7番地3

16 （株） 就労継続支援事業所リトルbyリトル 55-5974 和徳町178

17 NPO法人 コミュニティカフェらみぃ 37-7507 安原3丁目2番地17

18 NPO法人 N-STAGE 26-7100 城東4丁目4番地11

19 （株） つながり芸術館バナナの樹
090-

9531-1131
城東3丁目5番地1

20 福法 つがる野工房パッケージセンター 34-8113 藤野2丁目10番地3

21 NPO法人 ハート・ツリー 27-7875 門外3丁目5番地19

22 福法 就労継続支援Ｂ型事業所ひかり 88-8967 神田5丁目8番地4

23 （有） チョコわっとく 26-8742 和徳町334番地

24 NPO法人 cocotane 28-1883 城東中央3丁目2番地12

25 一財 就労継続支援B型事業所アエル 34-7111 豊原2丁目8番地2

26 （株） ジョブタス弘前八幡事業所 26-6781 八幡町3丁目1番地3ﾊﾟｰｸｼﾃｨ八幡　1階

27 （株） 就労継続支援Ｂ型事業所KUMU 80-9033 高崎2丁目1番地6
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〇共同生活援助事業所

設置主体 施設名 電話 所在地

1 福法 障害福祉グループホーム　三和の里 93-2515 亀甲町107番地1

2 福法 ＳＥＥＤＳ 88-6362 田園4丁目12番地9

3 NPO法人 グループホーム　なごみ 88-7445 豊原2丁目6番地12

4 福法 くさなぎ　いわき寮 88-8030 高屋福田81番地1

5 福法 さくら寮 95-3434 独狐字山辺197番地1

6 福法 りんごの里「松森」 55-8251 松森町163番地

7 福法 共同生活援助事業所　大石の里 93-2110 百沢字東岩木山3138番地2

8 福法 グループホームはるなの里「桜ヶ丘」 88-6361 桜ケ丘4丁目1番地9

9 福法 ゆうゆうハウス 32-2128 青樹町4番地32

10 福法 さくら草 88-6550 独狐字山辺183番地

11 福法 拓光園共同生活援助事業所アバンセ 96-2331 百沢字東岩木山2628

12 （株） グループホーム櫻舞う郷 40-2770 城東3丁目5番地1

13 （株） グループホーム櫻舞う郷弘前石川 55-8701 石川字岸田13番地2

14 福法 共同生活事業所「あじさい」 34-5106 浜の町東3丁目10番地1　コーポひまわり101号

15 福法 津軽生活支援センター 82-4520 熊嶋字亀田183番地1

16 福法 はるなの里「自由ヶ丘」 32-3331 自由ケ丘3丁目15番地9

17 福法 ブルイエルの家 55-8760 大清水4丁目6番地1

18 福法 くさなぎ　希望寮 93-3111 藤代4丁目3番地4

19 福法 障害者ケアホーム　らぽーる石渡 32-2317 石渡4丁目13番地7

20 福法 日中サービス支援型共同生活事業所　花の郷 26-6155 向外瀬字豊田294番地1

21 （株） さくらハウス山崎 26-6156 山崎1丁目4番地5

22 NPO法人 ハックルベリー 27-7875 土手町211番地11

23 （株） ソーシャルインクルーホーム弘前高屋 40-0726 高屋字本宮388番地20

24 福法 シェアハウスらぽーる宮園 88-6780 宮園3丁目2番地54
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○身体障害者福祉センター等

設置主体 施設名 電話 所在地

公
青森県身体障害者福祉センター
ねむのき会館

017-
738-5033

青森市大字野尻字今田54番地4号

公 弘前市身体障害者福祉センター 36-4521
賀田字大浦4番地1
岩木保健福祉センター内

公 弘前市障害者生活支援センター 31-2400 土手町154番地1

公 青森県視覚障害者情報センター
017-

782-7799
青森市大字石江字江渡5番地1

公 青森県聴覚障害者情報センター
017-

728-2920
青森市大字筒井字八ツ橋76番地9

○精神障害者家族会

区分 家族会名 電話 所在地

地域 いずみの会 32-5662 楮町5番地2

病院 ひまわり会 36-5181
藤代2丁目12番地1
藤代健生病院内

病院 みたけ会 34-7111
北園1丁目6番地2
弘前愛成会病院内

その他 わたすげの会 31-2731 野田2丁目2番地1
地域生活支援センター「ぴあす」内

その他 コスモス会 34-8113
神田4丁目4番地20
「つがる野工房」内

その他 花家族会 37-3399
藤代2丁目11番地6
社会福祉法人「花」内

○地域活動支援センターⅠ型

設置主体 施設名 電話 所在地

福法 すみれ 37-3422 藤代2丁目11番地6

福法 ぴあす 31-2731 野田2丁目2番地1

○地域活動支援センターⅡ型

設置主体 施設名 電話 所在地

福法 くれよん 37-9040 若葉2丁目13番地1

○地域活動支援センターⅢ型

設置主体 施設名 電話 所在地

NPO法人 ペポニ 33-6588 和徳町338番地25
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○相談支援事業所

電話 所在地

1 31-2400 土手町154番地1

2 31-2731 野田2丁目2番地1

3 37-3422 藤代2丁目11番地6

4 88-8016 高屋字安田735番地3

5 55-8760 清原4丁目9番地15

6 82-5740 熊嶋字亀田183番地1

7 55-9642 若葉2丁目7番地1

○指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所

対象 事業所名 電話 所在地

1 者・児 七峰会総合福祉相談支援センタービリーブ 82-5740 熊嶋字亀田183番地1

2 者 地域生活支援センターぴあす 31-2731 野田2丁目2番地1

3 者・児 サポートセンターcona 88-8016 高屋字安田735番地3

4 者 障がい者生活支援センター「すみれ」 37-3422 藤代2丁目11番地6

5 者・児 障害児・者サポートセンター大清水 55-8760 清原4丁目9番地15

6 者 相談支援センターなごみ 34-1214 北園1丁目6番地2

7 者・児 指定相談支援事業所大石の里 93-2110 百沢字東岩木山3138番地2

8 者・児 ワークランド茜 32-2128 自由ヶ丘4丁目1番地1

9 者・児 相談支援事業所ちとせ 87-4888 原ケ平字山中39番地1

10 者・児 訪問看護ステーションふれあい 32-0011 八幡町3丁目1番地1

11 者・児 居宅介護支援事業ひなたスマイル 33-8898 青山2丁目1番地2

12 者・児 プランサポートステーションPolaris 55-9642 若葉2丁目7番地1

13 者・児 相談支援事業所陽だまり 40-2765 末広2丁目4番地3

14 者・児 弘前草右会相談支援事業所 34-7600 北横町95番地2

15 者 フレディ相談支援事業所 31-3235 百石町49番地11

16 者・児 相談支援事業所はあとねっと 78-1297 和田町1番地4

17 者・児 相談支援事業所Oneラボ 55-9665 和泉2丁目15番地3

18 者・児 相談支援事業所　Lien 26-5971 城東４丁目4番地12

プランサポートステーションPolaris

七峰会総合福祉相談支援センター　ビリーブ

事業所名

弘前市障害者生活支援センター

津軽保健生活協同組合地域生活支援センターぴあす

障がい者生活支援センター「すみれ」

サポートセンターcona

障害児・者サポートセンター大清水
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○障害者就業・生活支援センター

電話 所在地

82-4524 熊嶋字亀田183番地1

○特別支援学校

電話 所在地

36-5011 富野町1番地76

96-2222 中別所字平山140番地8

31-7118 駒越字村元75番地1

97-2511 中別所字向野227番地6

017-781-
1068

青森市石江字江渡101番地1号

017-743-
4115

青森市富山字宮崎56番地

017-788-
0571

青森市西田沢字浜田368番地

017-742-
6624

青森市戸山字宮崎22番地2号

62-6000
青森市大字浪岡字
女鹿沢字平野215番地6

54-8260 黒石市大字温湯䖸堤沢5番地3

0173-
26-2610

つがる市森田町床舞鶴喰104番地5

○盲・ろう学校

部 学校名 電話 所在地

幼小中高 青森県立盲学校
017-

726-2239
青森市矢田前字浅井24番地2

幼小中 青森県立弘前聾学校 87-2171 原ケ平3丁目3番地1

事業所名

津軽障害者就業・生活支援センター

青森県立黒石養護学校

青森県立森田養護学校

学校名

弘前大学教育学部附属特別支援学校

青森県立弘前第一養護学校（小・中学校部校舎）

青森県立弘前第二養護学校

青森県立青森第二高等養護学校

青森県立浪岡養護学校

青森県立弘前第一養護学校（高等部校舎）

青森県立青森第一養護学校

青森県立青森第二養護学校

青森県立青森第一高等養護学校
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