
 

 

令和２年度 青少年赤十字加盟校一覧 
（令和３年３月３１日現在） 

 

４２６施設校 

 

幼稚園 ２９施設、保育園(所) １７７施設、 

小学校 １０９校、中学校 ５５校、高等学校 ５２校、特別支援 ４校 



【東青地区】

市町村名 施　　設　　名 〒 住　　　　　　所

青森市 認定こども園　青森中央短期大学　附属第一幼稚園 030-0122 青森市野尻今田108

認定こども園　青森中央短期大学　附属第二幼稚園 038-0031 青森市三内丸山16

認定こども園　青森中央短期大学　附属第三幼稚園 030-0921 青森市大字原別字袖崎9

認定こども園　油川幼稚園 038-0058 青森市羽白字野木和37

学校法人東奥学園　認定こども園　東奥幼稚園 030-0821 青森市勝田2-11-3

学校法人三宝学園　認定こども園　あすなろ幼稚園 038-0054 青森市奥内字宮田61

社会福祉法人和幸園　和幸保育園 030-0861 青森市長島2-1-12

社会福祉法人幸畑福祉会　幸畑保育園 030-0943 青森市幸畑字谷脇133

社会福祉法人ひまわり会　千富保育園 030-0854 青森市千富町2-8-38

社会福祉法人佃福祉会　佃保育園 030-0964 青森市南佃1-6-9

社会福祉法人鳳会　泉川保育園 030-0852 青森市大字大野字鳴滝76-7

幼保連携型認定こども園　あおもりみなみこども園 030-0855 青森市北金沢2-19-6

認定こども園　中央文化保育園 030-0943 青森市幸畑1-27-1

社会福祉法人若芽会　若芽保育園 038-0024 青森市浪館前田4-20-26

社会福祉法人森の都　戸山保育園 030-0957 青森市大字蛍沢3-3-1

幼保連携型認定こども園　青森東こども園 030-0931 青森市平新田字森越18-5

認定こども園　あかしや保育園 030-0921 青森市原別8-11-15

幼保連携型認定こども園　浪岡若葉こども園 038-1332 青森市浪岡大字下十川字扇田191-1

認定こども園　しらゆり保育園 038-1306 青森市浪岡福田1-9-6

認定こども園　こども園瑞穂 038-1331 青森市浪岡大字女鹿沢字稲本85

社会福祉法人佃福祉会　合浦保育園 030-0902 青森市合浦1-4-9

社会福祉法人恵寿福祉会　ゆうゆうきっず青森 030-0802 青森市本町1-5-41

認定こども園　浦町保育園 030-0822 青森市中央3-21-4

幼保連携型認定こども園　青森甲田こども園 030-0855 青森市北金沢2-1-6
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【東青地区】

市町村名 施　　設　　名 〒 住　　　　　　所

青森市 認定こども園　青森山田こども園 030-0125 青森市四ﾂ石字下川原24-1

公益財団法人鉄道弘済会　青森認定こども園 030-0813 青森市松原1-8-1

青森市立野内小学校 039-3503 青森市野内字菊川155

青森市立高田小学校 030-0151 青森市高田川瀬200-5

青森市立荒川小学校 030-0111 青森市大字荒川字柴田92-5

青森市立浪岡北小学校 038-1311 青森市浪岡町浪岡字淋城29

青森市立浪岡南小学校 038-1325 青森市浪岡大字北中野字北畠3

青森市立本郷小学校 038-1323 青森市浪岡大字本郷字一本柳4

青森市立北中学校 038-0052 青森市清水字浜元135-1

青森市立浦町中学校 030-0821 青森市勝田2-25-12

青森市立佃中学校 030-0963 青森市中佃2-7-1

青森市立荒川中学校 030-0145 青森市金浜字稲田107

青森市立東中学校 030-0923 青森市八幡林字熊谷28

青森市立西中学校 038-0022 青森市浪館字志田36

青森市立戸山中学校 030-0956 青森市赤坂1-1

青森市立浪岡中学校 038-1311 青森市浪岡浪岡字稲盛1

青森市立筒井中学校 030-0945 青森市桜川8-15-1

青森県立青森西高等学校 038-0042 青森市新城字平岡266-20

東奥学園高等学校 030-0821 青森市勝田2-11-1

青森県立青森中央高等学校 030-0847 青森市東大野1-22-1

青森県立青森北高等学校 038-0058 青森市大字羽白字冨田80-7

青森明の星高等学校 030-0961 青森市浪打2-6-32

青森県立青森東高等学校 030-0921 青森市原別3-1-1

青森県立青森高等学校 030-0946 青森市桜川8-1-2
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【東青地区】

市町村名 施　　設　　名 〒 住　　　　　　所

青森市 青森県立青森南高等学校 030-0856 青森市西大野2-12-40

青森県立青森工業高等学校 039-3507 青森市馬屋尻清水流204-1

青森山田高等学校 030-8520 青森市青葉3-13-40

青森県立浪岡高等学校 038-1311 青森市浪岡浪岡字稲村101-2

青森県立北斗高等学校 030-0813 青森市松原2-1-24

青森県立青森商業高等学校 030-0951 青森市戸山字安原7-1

青森県立青森第一高等養護学校 038-0057 青森市大字西田沢字浜田368

青森県立青森聾学校 038-0021 青森市大字安田字稲森125-1

平内町 学校法人山彦学園　山彦幼稚園 039-3321 平内町小湊字下槻5-36

幼保連携型認定こども園　東和保育園 039-3321 平内町大字小湊字前萢53-308

小湊保育園 039-3321 平内町大字小湊字小湊65

口広保育園 039-3342 平内町口広字川向口広沢11-4

山彦保育園 039-3363 平内町山口字山口82-2

社会福祉法人三康福祉会　青空保育園 039-3332 平内町大字清水川字和山71-2

平内町立山口小学校 039-3363 平内町大字山口字小沢20-1

平内町立小湊小学校 039-3321 平内町大字小湊字後萢15

平内町立東小学校 039-3342 平内町大字口広字水須3-9

外ヶ浜町 幼保連携型認定こども園　風のまちこども園 030-1308 外ヶ浜町字下蟹田122-5

外ヶ浜町立三厩中学校 030-1729 外ヶ浜町三厩下平5-1

今別町 学校法人北原学園　今別こども園 030-1502 今別町大字今別字中沢165-1

蓬田村 社会福祉法人徳誠福祉会　蓬田保育園 030-1212 蓬田村大字中沢字浪返48-2

蓬田村立蓬田小学校 030-1212 蓬田村大字阿弥陀川字汐干198

蓬田村立蓬田中学校 030-1203 蓬田村大字郷沢字浜田138

3 



【西北五地区】

市町村名 施　　設　　名 〒 住　　　　　　所

五所川原市 学校法人金木学園　認定こども園　金木幼稚園 037-0202 五所川原市金木町朝日山77-1

社会福祉法人七和福祉会　七和保育園 037-0641 五所川原市大字羽野木沢字実吉66-3

五所川原市立五所川原小学校 037-0081 五所川原市大字新宮字岡田161

五所川原市立三好小学校 037-0088 五所川原市鶴ヶ岡字唐橋25-2

五所川原市立三輪小学校 037-0025 五所川原市大字七ﾂ館字虫流6-5

五所川原市立東峰小学校 037-0611 五所川原市神山字山越1-26

五所川原市立栄小学校 037-0015 五所川原市姥萢字船橋156-2

五所川原市立金木小学校 037-0202 五所川原市金木町芦野84-54

五所川原市立松島小学校 037-0013 五所川原市大字米田字八ツ橋8

五所川原市立いずみ小学校 037-0002 五所川原市大字飯詰字石田184

五所川原市立金木中学校 037-0202 五所川原市金木町芦野84-9

五所川原市立市浦中学校 037-0401 五所川原市相内字岩井81

学校法人下山学園　五所川原商業高等学校 037-0004 五所川原市大字唐笠柳字藤巻80

青森県立金木高等学校 037-0202 五所川原市金木町芦野200-403

青森県立五所川原高等学校 037-0066 五所川原市字中平井町3-3

学校法人舘田学園　五所川原第一高等学校 037-0044 五所川原市元町42

つがる市 認定こども園　いなほ保育園 037-0104 つがる市稲垣町豊川初瀬62-6

社会福祉法人睦実会　菰槌保育園 038-3286 つがる市木造菰槌字千代森35-4

認定こども園　しげた保育園 037-0102 つがる市稲垣町繁田母衣掛27-19

幼保連携型認定こども園　もりた保育園 038-2816 つがる市森田町森田月見野12-5

幼保連携型認定　かしわこども園 038-3104 つがる市柏桑野木田浅井45-1

社会福祉法人柏友会　かしわあっぷるこども園 038-3101 つがる市柏鷺坂清見9-5

つがる市立育成小学校 038-2811 つがる市森田町上相野字明石68

つがる市立柏小学校 038-3105 つがる市柏広須福島126-2
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【西北五地区】

市町村名 施　　設　　名 〒 住　　　　　　所

つがる市 つがる市立穂波小学校 038-3165 つがる市木造菊川喜久野43

つがる市立森田中学校 038-2816 つがる市森田町森田屏風山2-1

つがる市立車力中学校 038-3303 つがる市車力町屏風山1-214

青森県立木造高等学校 038-3193 つがる市木造日向73-2

鯵ヶ沢町 鰺ヶ沢町立西海小学校 038-2761 鰺ヶ沢町舞戸町字小夜190

鰺ヶ沢町立舞戸小学校 038-2761 鰺ヶ沢町舞戸町字久富27

鰺ヶ沢町立鯵ヶ沢中学校 038-2731 鰺ヶ沢町大字赤石町字大和田27

深浦町 社会福祉法人風合瀬福祉会　みはる保育園 038-2411 深浦町大字風合瀬字上砂子川158-7

社会福祉法人みよし福祉会　みよし保育園 038-2413 深浦町大字追良瀬字塩見山平195-1

社会福祉法人横磯福祉会　えの木保育園 038-2325 深浦町大字横磯字下岡崎89-5

深浦町立いわさき小学校 038-2202 深浦町大字正道尻字小磯13-2

深浦町立修道小学校 038-2503 深浦町大字関字栃沢85-1

深浦町立大戸瀬中学校 038-2504 深浦町北金ヶ沢字榊原上野208-23

青森県立木造高等学校深浦校舎 038-2321 深浦町大字広戸字家野上95-157

板柳町 板柳町立板柳北小学校 038-3683 板柳町大字赤田字田川13

中泊町 認定こども園　中里こども園 037-0305 中泊町大字中里字紅葉坂27-1

中泊町立小泊小学校 037-0511 中泊町大字小泊字砂山1076-1

青森県立中里高等学校 037-0303 中泊町大字高根字小金石567

鶴田町 社会福祉法人鎌重会　水元保育園 038-3542 鶴田町大字廻堰字下桂井26-5

青森県立鶴田高等学校 038-3503 鶴田町大字鶴田字小泉369-1
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【中弘南黒地区】

市町村名 施　　設　　名 〒 住　　　　　　所

弘前市 社会福祉法人光成会　大東保育園 036-8102 弘前市大字小比内5-2-7

社会福祉法人育英会　高杉保育園 036-8302 弘前市高杉字五反田274-3

みどり保育園 036-8188 弘前市吉野町3-3

幼保連携型認定こども園　ようせい保育園 036-8072 弘前市大字清野袋1-1-11

幼保連携型認定こども園　やまぶき保育園 036-8263 弘前市常盤坂4-1-3

社会福祉法人慈成会　めぐみ保育園 036-8095 弘前市城東2-1-12

社会福祉法人育英会　青女子保育園 038-3615 弘前市大字青女子字桜苅490-6

社会福祉法人三千会　大開保育園 036-8247 弘前市大開2-11-4

幼保連携型認定こども園　ふじこども園 036-8373 弘前市藤代1-12-5

幼保連携型認定こども園　弘前すみれ保育園 036-8045 弘前市野田2-1-6

こどもの城保育園 036-8043 弘前市東和徳町12-2

社会福祉法人ひまわり福祉会　ひまわり保育園 036-8141 弘前市松原東4-2-21

社会福祉法人緑真会　致遠保育園 036-8323 弘前市大字浜の町東2-8-9

社会福祉法人伸栄会　若草保育園 036-8115 弘前市大字広野2-15-8

社会福祉法人清光福祉会　城東保育園 036-8097 弘前市大字稲田2-4-3

社会福祉法人耕光会　ふたば保育園 036-8171 弘前市取上3-6-17

幼保連携型認定こども園　堀越こども園 036-8112 弘前市堀越字柳元293-2

幼保連携型認定こども園　サンこども園 036-8324 弘前市浜の町西1-4-2

幼保連携型認定こども園　石川こども園 036-8124 弘前市石川字西舘下12-5

弘前すみれ保育園分園　こどもの櫓園 036-8046 弘前市北横町80

大浦保育園分園　鳥井野保育園 036-1333 弘前市鳥井野字長田39-3

保育所型認定こども園　大浦保育園 036-1313 弘前市賀田2-7-2

弘前市立石川小学校 036-8124 弘前市石川字庄司川川添19-1

弘前市立東目屋小学校 036-1441 弘前市桜庭字清水流39
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【中弘南黒地区】

市町村名 施　　設　　名 〒 住　　　　　　所

弘前市 弘前市立第三大成小学校 036-8173 弘前市大字富田町47

弘前市立三省小学校 036-8313 弘前市中崎字野脇142-2

社会福祉法人三千会　ボランティア大開子ども会 036-8247 弘前市大開2-11-4

弘前市立東小学校 036-8093 弘前市城東中央5-6-1

弘前市立文京小学校 036-8155 弘前市中野1-1-1

弘前市立城東小学校 036-8071 弘前市大字大久保字西田105-40

弘前市立致遠小学校 036-8325 弘前市浜の町北1-7-1

弘前市立新和小学校 038-3615 弘前市青女子字桜苅292-4

弘前市立小沢小学校 036-8247 弘前市大字大開2-5-1

弘前市立大和沢小学校 036-8132 弘前市狼森字天王12-1

弘前市立豊田小学校 036-8101 弘前市豊田1-4-1

弘前市立大成小学校 036-8185 弘前市御幸町13-1

弘前市立時敏小学校 036-8063 弘前市立宮園1-5-1

弘前市立朝陽小学校 036-8216 弘前市大字在府町36

弘前市立北小学校 036-8062 弘前市大字青山3-15-1

弘前市立福村小学校 036-8082 弘前市福村1-1-1

子供の舘 036-8045 弘前市野田2-1-6

和徳児童福祉会館　こどもの城 036-8043 弘前市東和徳町12-2

弘前市立桔梗野小学校 036-8227 弘前市桔梗野2-21

弘前市立高杉小学校 036-8302 弘前市高杉字神原7-1

弘前市立三和小学校 038-3611 弘前市大字三和字川合251-2

弘前市立西小学校 036-8279 弘前市茜町3-2-1

弘前市立船沢小学校 036-8375 弘前市細越字早稲田42

弘前市立城西小学校 036-8364 弘前市新町236-1
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【中弘南黒地区】

市町村名 施　　設　　名 〒 住　　　　　　所

弘前市 弘前市立青柳小学校 036-8264 弘前市悪戸字村元7-2

弘前市立岩木小学校 036-1331 弘前市大字五代字前田451

弘前市立自得小学校 036-1205 弘前市大字鬼沢字菖蒲沢109-4

弘前市立石川中学校 036-8124 弘前市石川字庄司川添19-1

弘前市立津軽中学校 036-1331 弘前市五代字早稲田478

弘前市立新和中学校 038-3614 弘前市種市字小島57-2

弘前市立船沢中学校 036-8382 弘前市大字富栄字浅井名1

弘前市立第一中学校 036-8021 弘前市和徳町363-13

弘前市立第二中学校 036-8367 弘前市大字平岡町72

弘前市立第三中学校 036-8154 弘前市豊原1-3-3

弘前市立第四中学校 036-8228 弘前市樹木5-2-6

弘前市立第五中学校 036-8103 弘前市大字川先2-4-1

弘前市立裾野中学校 036-1202 弘前市十面沢字湯ヶ森40

弘前市立相馬中学校 036-1504 弘前市大字紙漉沢字山越48

弘前市立東目屋中学校 036-1441 弘前市桜庭字清水流63-3

弘前市立北辰中学校 036-8302 弘前市大字高杉字五反田191

弘前市立南中学校 036-8144 弘前市原ヶ平字山中20-13

青森県立弘前中央高等学校 036-8550 弘前市蔵主町7-1

学校法人長東奥義塾　東奥義塾高等学校 036-8124 弘前市石川字長者森61-1

青森県立弘前実業高等学校 036-8155 弘前市中野3-6-10

青森県立弘前工業高等学校 036-8585 弘前市馬屋町6-2

学校法人長柴田学園　柴田学園高等学校 036-8154 弘前市豊原1-2-1

青森県立弘前南高等学校 036-8247 弘前市大開4-1-1

青森県立弘前高等学校 036-8558 弘前市新寺町1-1
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【中弘南黒地区】

市町村名 施　　設　　名 〒 住　　　　　　所

弘前市 青森県立弘前東高等学校 036-8103 弘前市川先4-4-1

西目屋村 西目屋村立西目屋小学校 036-1411 西目屋村大字田代字稲元121-1

黒石市 社会福祉法人五倫会　中郷こども園 036-0521 黒石市末広67-11

社会福祉法人御幸会　アリス保育園 036-0306 黒石市内町21-3

幼保連携型認定こども園　美郷こども園 036-0357 黒石市追子野木2-181-1

認定こども園　たけみ 036-0337 黒石市角田65-2

黒石市立中郷中学校 036-0381 黒石市大字株榎木字中渡1-1

青森県立黒石高等学校 036-0388 黒石市西ヶ丘65

青森県立黒石養護学校 036-0411 黒石市大字温湯字がむし堤沢5-3

平川市 幼保連携型認定こども園　日の出こども園 036-0203 平川市南田中北原58-86

幼保連携型認定こども園　こども園あらや園 036-0120 平川市大字新屋字平野13-1

幼保連携型認定こども園　大坊こども園 036-0146 平川市大坊字前田137-2

幼保連携型認定こども園　はすねこども園 036-0242 平川市猿賀字明堂139-1

幼保連携型認定こども園　碇ヶ関中央こども園 038-0101 平川市碇ヶ関鯨森92-1

幼保連携型認定こども園　高城こども園 036-0142 平川市高畑字熊沢164-3

社会福祉法人玉泉会　平賀あすなろ保育園 036-0104 平川市柏木町字柳田246-1

幼保連携型認定こども園　平川中央こども園 036-0104 平川市柏木町字東田65-2

平川市立碇ヶ関小学校 038-0101 平川市碇ヶ関字三笠山127-23

平川市立平賀西中学校 036-0101 平川市大光寺字白山13-2

平川市立碇ヶ関中学校 038-0101 平川市碇ヶ関字三笠山100-2

青森県立尾上総合高等学校 036-0211 平川市高木松元7-6

藤崎町 藤崎町立常盤小学校 036-1214 藤崎町大字常盤字三西田23

藤崎町立藤崎小学校 038-3802 藤崎町大字藤崎字西村井5-1

藤崎町立藤崎中央小学校 038-3814 藤崎町水沼字浅田11
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【中弘南黒地区】

市町村名 施　　設　　名 〒 住　　　　　　所

藤崎町 藤崎町立藤崎中学校 038-3802 藤崎町藤崎字西豊田90-1

藤崎町立明徳中学校 038-1214 藤崎町大字常盤字一西田21-1

大鰐町 認定こども園　おおわに文化幼稚園 038-0211 大鰐町大字大鰐字前田15-1

田舎館村 社会福祉法人日の出会　田舎館こども園 038-1141 田舎館村大字川部字上船橋52-8

田舎館村立田舎館小学校 038-1133 田舎館村大字大根子字牧ケ袋80
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【上十三地区】

市町村名 施　　設　　名 〒 住　　　　　　所

十和田市 認定こども園　さつき幼稚園 034-0088 十和田市西十四番町19-13

社会福祉法人心輝会　ほなみ保育園 034-0037 十和田市穂並町4-40

社会福祉法人三徳会　十和田めぐみ保育園 034-0091 十和田市西一番町5-51

きく保育園 034-0088 十和田市西十四番町6-3

認定こども園　緑と太陽の保育園 034-0012 十和田市東一番町10-18

社会福祉法人三徳会　みきの保育園 034-0083 十和田市西三番町22-35

十和田市立藤坂小学校 034-0041 十和田市大字相坂字小林355-1

十和田市立松陽小学校 034-0105 十和田市八斗沢字砂土路14-161

十和田市立下切田小学校 034-0061 十和田市切田字下切田10-1

十和田市立高清水小学校 034-0041 十和田市相坂字高清水900

青森県立三本木高等学校 034-0085 十和田市西五番町7-1

青森県立十和田西高等学校 034-0302 十和田市大字沢田字下洗53-3

青森県立三本木農業高等学校 034-8578 十和田市大字相坂字高清水78-92

三沢市 学校法人春日台学園　いちい幼稚園 033-0053 三沢市春日台2-154-71

幼保連携型認定こども園　ﾁｬﾘﾃｨｰ第一保育園 033-0111 三沢市六川目2-101-1005

幼保連携型認定こども園　ﾁｬﾘﾃｨｰ第二保育園 033-0034 三沢市東町1-9-21

三沢市立三川目小学校 033-0133 三沢市鹿中2-145-459

青森県立三沢商業高等学校 033-0053 三沢市春日台2-154

野辺地町 青森県立野辺地高等学校 039-3157 野辺地町字松ﾉ木106-1

七戸町 社会福祉法人天寿園会　榎林こども園 039-2755 七戸町字榎林家ﾉ前40-1

社会福祉法人七戸美光園　道ﾉ上こども園 039-2828 七戸町字森ヶ沢280ｰ1

七戸町立城南小学校 039-2516 七戸町字舘野32-58

青森県立七戸高等学校 039-2516 七戸町字舘野47-31

おいらせ町 幼保連携型認定こども園　錦ヶ丘保育園 039-2173 おいらせ町字瓢165-32
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【上十三地区】

市町村名 施　　設　　名 〒 住　　　　　　所

お知らせ町 幼保連携型認定こども園　あゆみ保育園 039-2216 おいらせ町後田23-3

幼保連携型認定こども園　川口保育園 039-2211 おいらせ町字新田57

社会福祉法人友謝会　下田こども園 039-2135 おいらせ町字立蛇78-5

幼保連携型認定こども園　本村こども園 039-2146 おいらせ町中谷地13

幼保連携型認定こども園　深沢保育園 039-2204 おいらせ町深沢2-11-5

六戸町 社会福祉法人光龍会　ひのでこども園 039-2372 六戸町折茂字前田140-1

幼保連携型認定こども園　こども園おひさま 033-0071 六戸町大字犬落瀬字下久保174-1244

六戸町立大曲小学校 033-0071 六戸町犬落瀬字柳沢91-86

六戸町立開知小学校 033-0071 六戸町大字犬落瀬字権現沢14-159

六戸町立七百中学校 033-0071 六戸町大字犬落瀬字権現沢54-41

青森県立六戸高等学校 039-2371 六戸町大字犬落瀬字坪毛沢25-163

東北町 幼保連携型認定こども園　中央ﾎﾟﾌﾟﾗ保育所 039-2654 東北町字塔ﾉ沢山308-2

幼保連携型認定こども園　水喰保育園 039-2616 東北町切左坂道ﾉ上38-86

幼保連携型認定こども園　ﾎﾟﾌﾟﾗ保育園 039-2634 東北町字往来ﾉ下34

幼保連携型認定こども園　乙供文化保育園 039-2652 東北町字ほとけ沢105-1

六ヶ所村立泊第二保育所 039-4301 六ヶ所村大字泊字焼山606

社会福祉法人長崎福祉会　六ヶ所村立千歳平こども園 039-3215 六ヶ所村大字倉内字笹崎289-3

六ヶ所村立千歳平小学校 039-3215 六ヶ所村大字倉内字笹崎396

青森県立六ヶ所高等学校 039-3215 六ヶ所村倉内字笹崎305
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【むつ下北地区】

市町村名 施　　設　　名 〒 住　　　　　　所

むつ市 あたご幼稚園 039-5201 むつ市川内町川内87

認定こども園　むつひまわり幼稚園 035-0033 むつ市横迎町2-14-50

認定こども園　星美幼稚園 035-0071 むつ市小川町1-14-31

社会福祉法人はまなす愛育会　エビナ保育園 039-5201 むつ市川内町休所42-185

社会福祉法人はまなす福祉会　大畑中央保育園 039-4401 むつ市大畑町中島4-6

社会福祉法人たいよう福祉会　柳町ひまわり保育園 035-0031 むつ市柳町1-9-13

社会福祉法人みちのく福祉会　小川町第二白百合保育園 035-0071 むつ市小川町1-15-13

社会福祉法人桜木会　よしの保育園 035-0053 むつ市緑町17-8

社会福祉法人むつ中央福祉会　大平保育園 035-0083 むつ市大平町39-6

社会福祉法人むつ市社会福祉協議会　近川保育園 035-0011 むつ市大字奧内字近川8

社会福祉法人並木福祉会　並木保育園 035-0046 むつ市南町9-36

社会福祉法人みちのく福祉会　白百合保育園 035-0061 むつ市下北町6-22

社会福祉法人むつ中央福祉会　ゆきのこ保育園 039-0076 むつ市旭町1-30

社会福祉法人はまなす福祉会　海の子保育園 035-0022 むつ市大字関根字前浜8-2

社会福祉法人心光会　あすなろ保育園 039-4401 むつ市大畑町観音堂11-3

社会福祉法人たいよう福祉会　苫生ひまわり保育園 035-0051 むつ市新町40-4

むつ市立脇野沢小学校 039-5311 むつ市脇野沢桂沢71-1

むつ市立正津川小学校 039-4402 むつ市大畑町正津川平114-20

むつ市立関根小学校 035-0022 むつ市関根字北関根99-2

むつ市立第三田名部小学校 035-0021 むつ市田名部字赤川ノ内並木14-196

むつ市立奥内小学校 035-0011 むつ市奥内字中野40

むつ市立大畑小学校 039-4401 むつ市大畑町伊勢堂1-1

むつ市立脇野沢中学校 039-5332 むつ市脇野沢字瀬野川目85-2

むつ市立むつ工業高等学校 035-0082 むつ市文京町22-7
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【むつ下北地区】

市町村名 施　　設　　名 〒 住　　　　　　所

むつ市 青森県立田名部高等学校 035-0054 むつ市海老川町6-18

青森県立大湊高等学校 035-0096 むつ市大字大湊字大近川44-84

大間町 大間町立大間幼稚園 039-4601 大間町大字大間字大間平20-38

大間町立うみの子保育園 039-4601 大間町大字大間字大間平20-38

社会福祉法人恵愛福祉会　大間保育園 039-4601 大間町大間字奥戸道17-6

大間町立奥戸小学校 039-4602 大間町大字奥戸字館ﾉ上96-69

大間町立大間小学校 039-4601 大間町大字大間字狼丁37-2

大間町立奥戸中学校 039-4602 大間町奥戸字舘ﾉ上96-7

大間町立大間中学校 039-4601 大間町大間字大間平31-1

東通村 東通村立東通小学校 039-4222 東通村大字砂子又字沢内9-4

東通村立東通中学校 039-4222 東通村大字砂子又字沢内9-4

風間浦村 社会福祉法人みちのく福祉会　風間浦保育所 039-4502 風間浦村字易国間字古野18-2

佐井村 社会福祉法人吉幸会　佐井村保育所 039-4711 佐井村大字佐井字古佐井川目4

佐井村立佐井小学校 039-4711 佐井村大字佐井字糠森103-3

佐井村立佐井中学校 039-4711 佐井村大字佐井字中道75

佐井村立牛滝中学校 039-4712 佐井村長後字牛滝川目99
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【三八地区】

市町村名 施　　設　　名 〒 住　　　　　　所

八戸市 旭ヶ丘幼稚園 031-0824 八戸市旭ヶ丘3-1-80

認定こども園　かもめ幼稚園 031-0841 八戸市大字鮫町字ﾊﾝﾉ木沢4-1

認定こども園　桔梗野幼稚園 039-2241 八戸市市川町字桔梗野35-150

認定こども園　高館幼稚園 039-1161 八戸市河原木字二階堀12-1

認定こども園　長者幼稚園 039-1167 八戸市沢里字藤子31

認定こども園　マリアンハウス幼稚園 031-0023 八戸市是川1-12-1

八戸学院幼稚園 031-0823 八戸市湊高台6-14-5

八戸学院　第二しののめ幼稚園 031-0813 八戸市新井田小久保尻1-51

八戸学院　聖アンナ幼稚園 031-0804 八戸市青葉3-23-7

社会福祉法人一心会　城下保育園 031-0072 八戸市城下4-16-40

認定こども園　こざくら保育園 031-0813 八戸市大久保字町道5-1

認定こども園　浜市川保育園 039-2241 八戸市市川町字古舘31-1

認定こども園　轟木保育園 039-2241 八戸市大字市川町字轟木前34-3

認定こども園　さめ保育園 031-0841 八戸市鮫町字上盲久保7-1

認定こども園　桔梗野保育園 039-2241 八戸市市川町尻引前山31-953

認定こども園　すみれ保育園 031-0822 八戸市白銀町中平31-3

認定こども園　テレジア保育園 031-0801 八戸市江陽4-13-31

学校法人マリアンハウス学園　いちのさわ保育園 031-0111 八戸市南郷大字市野沢字ｲｷﾚ窪4-1

社会福祉法人峰成会　岬台保育園 031-0842 八戸市岬台2-9-2

認定こども園　多賀台保育園 039-2242 八戸市多賀台3-11-1

社会福祉法人実生会　大杉平保育園 031-0022 八戸市大字糠塚字鶉久保26-50

幼保連携型認定こども園　中居林こども園 031-0013 八戸市大字石手洗字油久保4-3

社会福祉法人たんぽぽ会　虹の丘保育園 031-0823 八戸市湊高台1-16-4

認定こども園　三条保育園 039-1101 八戸市尻内字鴨ヶ池13-3
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【三八地区】

市町村名 施　　設　　名 〒 住　　　　　　所

八戸市 認定こども園　みどりのかぜエデュカーレ 039-1113 八戸市西白山台4-3-5

社会福祉法人合歓の会　図南保育園 031-0022 八戸市糠塚字大開2-2

認定こども園　エンゼル子どもの家 039-1166 八戸市根城字大久保21-63

認定こども園　尻内保育園 039-1101 八戸市尻内町字尻内8-5

認定こども園　根城こども園 039-1166 八戸市根城3-5-21

認定こども園　木の実園 031-0816 八戸市新井田西1-16-8

認定こども園　三島保育園 031-0822 八戸市白銀町大沢頭34-6

認定こども園　すぎのこ保育園 039-1164 八戸市下長6-14-26

認定こども園　根岸保育所 039-1168 八戸市八太郎4-2-19

認定こども園　みどりのかぜ北ウィング 039-1113 八戸市西白山台4-1-16

社会福祉法人愛護会　湊保育園 031-0812 八戸市湊町字中道48-5

認定こども園　藤覚保育園 031-0003 八戸市吹上6-5-36

認定こども園　白銀台保育園 031-0832 八戸市白銀台2-9-12

認定こども園　南売市保育園 031-0073 八戸市売市1-8-10

認定こども園　おおくきこども園 031-0841 八戸市鮫町字安川8-1

認定こども園　ひまわり保育園 031-0812 八戸市湊町字ﾎﾛｷ長根8-5

幼保連携型認定こども園　こどもの城保育園 031-0023 八戸市是川5-6-2

認定こども園　白山台保育園 039-1111 八戸市東白山台2-27-1

社会福祉法人浄心会　うぐいす保育園 031-0841 八戸市鮫町字山四郎蒔目1-3

社会福祉法人結心会　太陽と海の子保育園 031-0833 八戸市大久保字夏川戸3-1

認定こども園　下長こども園 039-1103 八戸市長苗代字島ﾉ後24-1

認定こども園　小中野保育園 031-0802 八戸市小中野3-3-53

社会福祉法人清水会　しみず保育園 031-0821 八戸市白銀4-12-11

認定こども園　白鷗保育園 031-0821 八戸市白銀町字三島下24-372
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【三八地区】

市町村名 施　　設　　名 〒 住　　　　　　所

八戸市 認定こども園　類家保育園 031-0803 八戸市諏訪3-9-19

認定こども園　河原木中央保育園 039-1164 八戸市下長2-8-3

社会福祉法人桐の葉会　桐の葉保育園 031-0801 八戸市江陽1-16-3

幼保連携型認定こども園　明星こども園 031-0822 八戸市白銀町浜崖13-2

幼保連携型認定こども園　サンフラワー保育園 031-0022 八戸市糠塚下屋敷6-3

認定こども園　福聚保育園 031-0021 八戸市長者一丁目6-59

幼保連携型認定こども園　むつみ保育園 031-0085 八戸市大字十一日町57-3

幼保連携型認定こども園　ほうりん保育園 031-0003 八戸市吹上一丁目4-4

認定こども園　貴福保育園 031-0813 八戸市新井田門前1-2

社会福祉法人さつき会　是川保育園 031-0023 八戸市是川二丁目15の1

社会福祉法人育生会　こばとこども園 031-0071 八戸市沼館1-2-35

認定こども園　さえずりの森 039-1166 八戸市根城字西ノ沢30-35

幼保連携型認定こども園　江陽こども園 031-0801 八戸市江陽2-19-10

認定こども園　旭ヶ丘保育園 031-0824 八戸市旭ヶ丘5-1-40

認定こども園　新井田保育園 031-0813 八戸市新井田字坂10-6

幼保連携型認定こども園　小久保保育園 031-0834 八戸市桜ヶ丘2-35-46

認定こども園　日計保育園 039-1161 八戸市河原木日計上40-38

社会福祉法人浅吉の会　第二さえずりの森 031-0031 八戸市番町20－6長番町ヒルズ1階

八戸市立多賀小学校 039-2241 八戸市市川町字古館30-1

八戸市立鮫小学校 031-0841 八戸市鮫町字上手代森19

八戸市立吹上小学校 031-0003 八戸市吹上1-14-36

八戸市立江南小学校 039-1166 八戸市大字根城9-22-50

八戸市立新井田小学校 031-0813 八戸市新井田字館平20

八戸市立島守小学校 031-0202 八戸市南郷島守字小平15-1
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八戸市 八戸市立桔梗野小学校 031-2241 八戸市市川町字尻引前山31-2

千葉学園高等学校 031-0001 八戸市類家1-1-11

青森県立八戸東高等学校 031-0001 八戸市類家1-4-47

青森県立八戸西高等学校 039-1101 八戸市大字尻内町字中根市14

青森県立八戸商業高等学校 031-0012 八戸市大字十日市字塚ノ下3-1

青森県立八戸高等学校 031-0021 八戸市長者4-4-1

青森県立八戸工業高等学校 031-0801 八戸市江陽1-2-27

八戸工業大学　第一高等学校 031-0822 八戸市白銀町右岩淵通7-10

八戸工業大学　第二高等学校 031-0805 八戸市大字妙字大開67

向陵高等学校 031-0011 八戸市田向2-2-6

八戸学院光星高等学校 031-8507 八戸市湊高台6-14-5

八戸市立田面木小学校　ひまわり学級 039-1104 八戸市田面木字中明戸2長八戸赤十字病院内

三戸町 幼保連携型認定こども園　ミューズ保育園 039-0141 三戸町川守田字落合62-2

三戸町立杉沢小学校 039-0453 三戸町大字貝守字杉沢向平50

三戸町立杉沢中学校 039-0453 三戸町大字貝守字杉沢向平50

三戸町立三戸中学校 039-0112 三戸町梅内字権現林1

五戸町 学校法人五戸江渡学園　江渡幼稚園 039-1555 五戸町古堂後23-3

幼保連携型認定こども園　めぐみ保育園 039-1516 五戸町字市川道十文字3-2

五戸町立五戸小学校 039-1519 五戸町字天満後22-1

五戸町立上市川小学校 039-1501 五戸町上市川字御兵糧3

五戸町立切谷内小学校 039-1502 五戸町切谷内字高田川原24-1

五戸町立五戸中学校 039-1524 五戸町大字豊間内字地蔵平1-276

五戸町立倉石中学校 039-1702 五戸町倉石中市字上ﾐ平36

田子町 田子町立田子幼稚園 039-0201 田子町田子字悪土6-1
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田子町 田子町立田子小学校 039-0201 田子町大字田子字野々上平4

田子町立上郷小学校 039-0317 田子町大字山口字道前21-1

田子町立清水頭小学校 039-0201 田子町大字田子字清水頭18

田子町立田子中学校 039-0201 田子町大字田子字風張27-1

南部町 認定こども園　あかね幼稚園 039-0502 南部町大字下名久井字宗前17-7

認定こども園　チェリー保育園 039-0502 南部町大字下名久井字八森16-1

認定こども園　福地こども園 039-0815 南部町福田字源次郎平19-1

南部町立南部小学校 039-0815 南部町沖田面字久保10-1

南部町立剣吉小学校 039-0612 南部町大字剣吉字大館10-1

南部町立福田小学校 039-0815 南部町大字福田字源次郎平7-1

南部町立向小学校 039-0103 南部町大字大向字飛鳥20-2

南部町立名久井小学校 039-0503 南部町大字平字広場8

南部町立名川南小学校 039-0505 南部町大字鳥谷字太田3

南部町立福地小学校 039-0802 南部町大字苫米地字寺ノ後15-1

南部町立杉沢小学校 039-0813 南部町大字杉沢字杉沢6-4

南部町立南部中学校 039-0105 南部町沖田面字沖中101

南部町立福地中学校 039-0815 南部町大字福田字板橋1-2

南部町立杉沢中学校 039-0813 南部町杉沢字木戸口27-1

南部町立名川中学校 039-0502 南部町大字下名久井字白山81

階上町 幼保連携型認定こども園　石鉢保育園 039-1208 階上町大字角柄折字柳下6-15

幼保連携型認定こども園　階上保育園 039-1201 階上町大字道仏字榊平17-2

社会福祉法人無量会　道仏保育園 039-1201 階上町大字道仏字向17-3

階上町立石鉢小学校 039-1208 階上町角柄折字石鉢14-2

階上町立階上小学校 039-1203 階上町大字鳥谷部字大鶴音1-2
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階上町 階上町立赤保内小学校 039-1202 階上町大字赤保内耳ｹ吠6-1

階上町立道仏小学校 039-1201 階上町大字道仏字外窪21-1

階上町立大蛇小学校 039-1201 階上町道仏字大蛇30-1

階上町立小舟渡小学校 039-1201 階上町大字道仏字廿一2-1

階上町立道仏中学校 039-1201 階上町大字道仏字蓬窪4-7

階上町立階上中学校 039-1202 階上町大字赤保内字柳沢15-2

新郷村 新郷村立野沢中学校 039-1802 新郷村大字西越字佐野平21
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