社会福祉法人の社会貢献活動「青森しあわせネットワーク」拠点社会福祉法人一覧
経済的援助（ライフサポート）などのご相談は、お近くの拠点社会福祉法人へご連絡ください。
拠点社会福祉法人名称

市町村

住所

電話番号

FAX

社会福祉法人名

社会福祉法人藤聖母園
藤ヨゼフハウス

青森市 青森市奥野２丁目25-9

017-776-2320 017-777-2435 藤聖母園

児童養護施設藤聖母園

青森市 青森市奥野３丁目7番１号

017-734-0489 017-734-2344 藤聖母園

藤聖母園在宅介護支援センター

青森市 青森市奥野３丁目7番１号

017-776-0644 017-777-0190 藤聖母園

藤の園居宅介護支援事業所

青森市 青森市大字駒込字蛍沢387-1

017-765-5686 017-765-5132 藤聖母園

和幸セントラルハウス

青森市 青森中央３丁目20-10

017-762-0507 017-762-0508 和幸園

特別養護老人ホーム大野和幸園

青森市 青森市西大野５丁目16-10号

017-752-8020 017-752-8021 和幸園

青森市東青森地域包括支援センター

青森市 青森市南佃１丁目2-27

017-765-3351 017-765-3352 和幸園

救護施設白鳥ホーム

平内町 東津軽郡平内町大字盛田字堤ヶ沢126

017-755-3274 017-755-2698 青森県玉葉会

特別養護老人ホーム
弘前大清水ホーム

弘前市 弘前市大字清原4丁目9-2

0172-36-2266 0172-36-2268 藤聖母園

弘前大清水保育園

弘前市 弘前市大字清原4丁目9-2

0172-35-4900 0172-35-5506 藤聖母園

弘前大清水学園

弘前市 弘前市大字清原4丁目17-1

0172-34-3166 0172-26-5080 藤聖母園

療育支援センターおおしみず

弘前市 弘前市大字清原4丁目17-1

0172-34-3166 0172-26-5080 藤聖母園

弘前大清水希望の家

弘前市 弘前市大字清原4丁目9-1

0172-55-8760 0172-34-3174 藤聖母園

障害児・者サポートセンター大清水

弘前市 弘前市大字清原4丁目9-1

0172-55-8760 0172-34-3174 藤聖母園

社会福祉法人嶽暘会
弘前市西部地域包括支援センター

弘前市 弘前市大字賀田二丁目４番地2

0172-82-1516 0172-82-3228 嶽暘会

社会福祉法人津軽富士見会
弘前特別養護老人ホーム

弘前市 弘前市大字自由ヶ丘5-5-3

0172-88-1431 0172-88-1432 津軽富士見会

障がい者総合支援センター拓心館

弘前市 弘前市大字熊島字亀田183-1

0172-82-4520 0172-82-5544 七峰会

サンアップル居宅介護支援センター

弘前市 弘前市大字高杉字尾上山350

0172-97-2131 0172-97-2132 七峰会

デイサービスセンター三和園

弘前市 弘前市大字三和字上恋塚19番地

0172-93-3960 0172-93-2029 つがる三和会

特別養護老人ホーム三和園

弘前市 弘前市大字茜町二丁目１番地２

0172-88-8890 0172-33-3364 つがる三和会

障害者支援施設三和の里

弘前市 弘前市大字三和字下恋塚189-7

0172-93-2515 0172-93-2517 つがる三和会

デイサービスセンター城西

弘前市 弘前市大字茜町二丁目１番地18

0172-31-4544 0172-35-4344 つがる三和会

短期入所生活介護施設常源

弘前市 弘前市大字南袋町5-16

0172-55-0533 0172-35-0128 つがる三和会

障害福祉グループホーム三和の里

弘前市 弘前市大字亀甲町107-1

0172-93-2515 0172-93-2517 つがる三和会

弘前乳児院

弘前市 弘前市大字品川町152

0172-35-2155 0172-31-5252 弘前乳児院

障害者支援施設千年園
（相談支援事業所ちとせ）

弘前市 弘前市大字原ヶ平字山中39-1

0172-87-4888 0172-87-4885 千年会

在宅介護支援センター鷹匠町

弘前市 弘前市大字鷹匠町16-1

0172-39-2200 0172-39-2201 オリーブ会

山郷館サポートセンターくろいし

黒石市 黒石市大字甲大工町２番地２

0172-88-5018 0172-88-5015 七峰会

障害者支援施設旭光園

平川市 平川市猿賀明堂255番地

0172-57-5155 0172-57-5156 七峰会
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デイサービスセンターおのえ

平川市 平川市中佐渡上石田36-1

0172-43-5225 0172-43-5226 つがる三和会

平川市社会福祉協議会

平川市 平川市柏木町藤山16-1

0172-44-5937 0172-44-4574

特別養護老人ホーム白神荘

西目屋村 中津軽郡西目屋村大字田代字稲元143-2

平川市
社会福祉協議会

0172-85-3123 0172-85-3121 つがる三和会

特別養護老人ホーム瑞光園

八戸市 八戸市大字大久保字大山35-1

0178-25-0101 0178-25-0102 同伸会

社会福祉法人のぞみ会

八戸市 八戸市大字大久保字大山22-10

0178-33-5650 0178-33-5843 のぞみ会

八太郎山療護園

八戸市 八戸市大字河原木字八太郎山3-138

0178-21-1178 0178-20-1013 秋葉会

デイサービスセンターみやぎ

八戸市 八戸市大字売市字観音下3-2

0178-71-2270 0178-71-2273 みやぎ会

デイサービスセンターばんちょう

八戸市 八戸市大字番町7番1

0178-72-1070 0178-72-1071 みやぎ会

特別養護老人ホームほっとハウス

八戸市 八戸市大字尻内町字熊ノ沢35-2

0178-70-1818 0178-70-1658 友の会

社会福祉法人長老会

南部町 三戸郡南部町大字埖渡字東あかね5-125

0178-84-3131 0178-84-3132 長老会

階上町 三戸郡階上町大字赤保内字道仏道添21-12

0178-88-3355 0178-88-3442 徳望会

特別養護老人ホーム

見心園

社会福祉法人
五所川原市社会福祉協議会

五所川原市 五所川原市字鎌谷町502-5

0173-34-3494 0173-35-5855

五所川原市
社会福祉協議会

みどりの風こども園ひろた

五所川原市 五所川原市みどり町三丁目93-1

0173-34-8833 0173-34-8857 あおもり愛育会

みどりの風こども園かなぎ

五所川原市 五所川原市金木町川倉七夕野84-66

0173-52-5818 0173-52-2319 あおもり愛育会

特別養護老人ホーム桑寿園

つがる市 つがる市柏桑野木田若宮255-1

0173-25-2115 0173-25-2117 柏友会

ケアハウスいたや荘

板柳町 北津軽郡板柳町大字辻字岸田66番地

0172-79-2100 0172-72-1588 つがる三和会

板柳在宅介護支援センター・
板柳町地域子育て支援センター

板柳町 北津軽郡板柳町大字野中字鶴住102-2

0172-73-5511 0172-79-1022 鶴住会

かくしょう園フリー棟

鶴田町 北津軽郡鶴田町大字廻堰字上野尻146-3

0173-22-6888 0173-22-6890 鶴松会

介護老人保健施設とわだ

十和田市 十和田市洞内字長田60-6

0176-27-3131 0176-27-3139 みやぎ会

特別養護老人ホーム一葉園

十和田市 十和田市大字深持字松森6-5

0176-27-2828 0176-27-3471 至誠会

社会福祉法人楽晴会

三沢市 三沢市大町二丁目6-27

0176-53-2231 0176-58-5657 楽晴会

社会福祉法人
七戸町社会福祉協議会

七戸町 上北郡七戸町字立野頭139-1

0176-62-6790 0176-62-3628

社会福祉法人貴望会
居宅介護支援事業所なのはな苑

横浜町 上北郡横浜町字三保野54

0175-78-3407 0175-78-6645 貴望会

七戸町
社会福祉協議会

社会福祉法人奥入瀬会

おいらせ町 上北郡おいらせ町沼端370-1

0178-50-1055 0178-50-1057 奥入瀬会

社会福祉法人互支会
ワークハウスサポート

おいらせ町 上北郡おいらせ町中平下長根山1-743

0178-32-7479 0178-32-7479 互支会
むつ市
社会福祉協議会

むつ市社会福祉協議会

むつ市 むつ市中央一丁目8-1

0175-33-3023 0175-23-5093

相談支援事業所ぱれっと

むつ市 むつ市大字田名部字赤川ノ内並木73-3

0175-22-3223 0175-22-9868 みちのく福祉会
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