
避 難 収 容 関 係

１ 避難所

○一次避難所

番号 収 容 地 区 施  設  名 所 在 地 電話番号
面積

（㎡）

収納可能人員

（人）

1 舟場・みつや・表町 藤崎老人憩の家 藤崎町大字藤崎字四本松104-4 75-2959 124 62

2

西豊田一丁目・二丁目・三丁目

伝馬・舘川町・下町・新町・木挽町

朝日町・仲町・曲新田

本町・横町・葛野・水沼・東町

藤崎町藤崎老人福祉センター 藤崎町大字西豊田一丁目3 75-3232 165 82

3

西豊田一丁目・二丁目・三丁目

伝馬・舘川町・下町・新町・木挽町

朝日町・仲町・曲新田

本町・横町・葛野・水沼・東町

藤崎町役場 藤崎町大字西豊田一丁目1 75-3111 60 30

4 白子・緑町 白子研修集会所 藤崎町大字藤崎字白子122-5 75-2954 162 81

5 林崎 林崎研修集会所 藤崎町大字林崎字宮本84-4 － 162 81

6 藤越 藤越研修集会所 藤崎町大字藤崎字杉山28-4 75-2956 142 71

7 中島・小畑 平成会館 藤崎町大字矢沢字福富62-2 － 197 98

8 矢沢 ふれあい健康センター 藤崎町大字矢沢字福富四番囲9-1 75-6050 102 51

9 中野目 中野目研修集会センター 藤崎町大字中野目字早稲田東77-2 75-2926 197 98

10 吉向・亀岡・西中野目 西中野目生活改善センター 藤崎町大字中野目字葛巻5-1 75-2935 190 95

11 俵舛・下俵舛・柏木堰 三集落生活改善センター 藤崎町大字俵舛字前田54-2 75-4936 221 110

12 常盤・西田・若柳 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25 65-2959 410 205

13 常盤・西田・若柳 藤崎町常盤老人福祉センター 藤崎町大字常盤字富田70-1 65-2056 139 69

14 小学校通 小学校通集会所 藤崎町大字常盤字四西田89-3 65-3435 43 21

15 徳下 徳下老人憩の家 藤崎町大字徳下字滝本6-7 65-2938 132 66

16 三ッ屋 三ッ屋老人憩の家 藤崎町大字三ッ屋字上前田53-2 － 84 42

17 福島 福島公民館 藤崎町大字福島字村元66-3 65-2943 153 76

18 福左内 福左内公民館 藤崎町大字水木字福西26 65-3995 96 48

19 水木 水木地区ふるさとセンター 藤崎町大字水木字浅田1-1 65-3464 227 113



20 久井名舘 久井名舘老人憩の家 藤崎町大字久井名舘字早稲田71-5 65-2944 110 55

21 富柳 富柳老人憩の家 藤崎町大字富柳字福岡334-3 － 123 61

22 福舘 福舘公民館 藤崎町大字福舘字西田89-7 65-3122 137 68

23 若松 若松転作研修館 藤崎町大字若松字森越115-2 － 132 66

24 榊 榊公民館 藤崎町大字榊字和田119-3 － 188 94

25 亀田 亀田地区交流センター 藤崎町大字榊字亀田2-93 65-2663 185 92

※第一避難所とは、台風の接近等で少数の避難者が想定される場合、対策本部の決定により開設

○二次避難所

番号 収 容 地 区 施  設  名 所 在 地 電話番号
面積

（㎡）

収納可能人員

（人）

1

藤崎地区

スポーツプラザ藤崎 藤崎町大字西豊田一丁目1 75-3323 2,915 728

2 藤崎町文化センター 藤崎町大字西豊田一丁目1 75-3311 600 150

3 ふれあいずーむ館 藤崎町大字藤崎字中村井21-1 75-2288 514 257

4 藤崎小学校 藤崎町大字藤崎字西村井5-1 75-3019 1,269 317

5 藤崎中央小学校 藤崎町大字水沼字浅田11 75-3303 1,058 264

6 藤崎中学校 藤崎町大字藤崎字西豊田90-1 75-3013 1,839 459

7

常盤地区

農業者トレーニングセンター 藤崎町大字常盤字三西田24-2 65-3463 1,498 374

8 常盤生涯学習文化会館 藤崎町大字常盤字三西田35-1 65-3100 390 97

9 常盤小学校 藤崎町大字常盤字三西田23 65-2219 1,500 375

10 明徳中学校 藤崎町大字常盤字一西田21-1 65-2218 1,797 449

※第二次避難所とは、地震災害等で町内に多くの被害が発生し多くの避難者が想定される場合、対策本部の決定により開設



○福祉避難所

番号 事 業 者 名 施  設  名 施 設 所 在 地 施設区分 電話番号

1

特定非営利活動法人あいゆう

就労継続支援センター あいゆう工房 板柳町大字館野越字早稲田54-2 就労継続支援Ｂ型

77-27752 児童デイサービスセンター ピース 板柳町大字館野越字早稲田54-2 児童デイサービス

3 日中一時支援事業所 オアシス 板柳町大字館野越字早稲田54-2 児童デイサービス

4
医療法人 サンメディコ

介護老人保健施設 ヴィラ弘前 弘前市大字岩賀二丁目12-11 老人保健施設 37-7300

5 グループホーム ヴィラ弘前 弘前市大字岩賀二丁目12-11 グループホーム 37-7100

6

医療法人 白鴎会

まちだ館 板柳町大字福野田字実田72-4 有料老人ホーム 79-2341

7 まちだハウスⅠ 板柳町大字福野田字実田43-1 有料老人ホーム 79-2161

8 まちだハウスⅡ 板柳町大字福野田字実田44-1 有料老人ホーム 72-3661

9 医療法人 ときわ会 ときわ会病院 藤崎町大字榊字亀田2-1 医療施設 65-3771

10 医療法人慶成会 グループホームすごう グループホーム すごう 藤崎町大字葛野字新岡元56-1 グループホーム 75-3330

11 社会福祉法人 音羽会 グループホーム うぐいすの里弘前 弘前市大字向外瀬字豊田319-1 グループホーム 36-0028

12

社会福祉法人 桐栄会

ケアハウス しずか 藤崎町大字水木字浅田95 軽費老人ホーム 69-5151

13 デイサービスセンター 悠悠 青森市浪岡大字樽沢字村元330-7 デイサービス 62-8101

14 デイサービスセンター みずき 藤崎町大字水木字浅田95 デイサービス 65-4110

15 特別養護老人ホーム ゆうゆう荘 青森市浪岡大字 沢字村元330-7 特別養護老人ホーム 62-9201

16 特別養護老人ホーム ときわ 藤崎町大字水木字浅田95 特別養護老人ホーム 69-5225

17 社会福祉法人 黒石市社会福祉協議会 指定就労継続支援Ｂ型 せせらぎの園 田舎館村大字堂野前字前川原212-8 知的通所授産 58-3527

18

社会福祉法人 千栄会

グループホーム さんふじ 藤崎町大字柏木堰字亀田67-1 グループホーム

75-3511
19 短期入所事業 さんふじ 藤崎町大字柏木堰字南亀田1-1 ショートステイ

20 デイサービスセンター さんふじ 藤崎町大字柏木堰字南亀田1-1 デイサービス

21 特別養護老人ホーム さんふじ 藤崎町大字柏木堰字南亀田1-1 特別養護老人ホーム

22 社会福祉法人 つがる三和会 グループホーム いたや荘 板柳町大字 字岸田66 グループホーム 79-2101

23
社会福祉法人 弘友会

ケアハウス サンフラワー 弘前市大字向外瀬字豊田320-1 軽費老人ホーム 34-3434

24 有料老人ホーム ふじの郷 藤崎町大字藤崎字高瀬2-4 有料老人ホーム 55-0630

25 社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会 藤崎町社協デイサービスセンター 藤崎町大字常盤字富田67-1 デイサービス 65-4071

26
社会福祉法人 極光の会

玄輝門住宅Ａ 藤崎町大字中島字種元31-5 グループホーム 75-9513

27 玄輝門 藤崎町大字榊字植田33-1 知的通所授産 65-4187



28 有限会社 プラーナ 有料老人ホーム シルバーハウスたんぽぽ 藤崎町大字矢沢字福富155-2 有料老人ホーム 89-7312

29 有限会社 博愛会ケアサービスセンター デイサービスセンター テレサ苑 藤崎町大字林崎字宮本67-1 デイサービス 75-3162

30

有限会社 ファイブワン

デイサービスセンターえびす

グループホーム えびす 藤崎町大字藤崎字西浅田20-2 グループホーム 75-5995

31 グループホーム えびす いなかだて 田舎館村大字川部字中西田30-58 グループホーム 75-2562

32 デイサービスセンター えびす 藤崎町大字藤崎字西浅田60 デイサービス 89-7722

33 有料老人ホーム えびす 藤崎町大字藤崎字西浅田56-4 有料老人ホーム 75-5313


