
71 

 

25 そのほか 

 

◎くらしのダイヤル 

 

●村 

名 称 住 所 電話番号 

九戸村役場 伊保内 10-11-6 42-2111 

戸田支所（老人福祉センター） 戸田 17-39-2 43-2111 

江刺家支所（ふるさとセンター） 江刺家 8-36 42-3110 

 

●警察・消防 

名 称 住 所 電話番号 

二戸警察署九戸駐在所 伊保内 25-26 42-2210 

二戸消防署九戸分署 伊保内 10-11-6 42-3119 

 

●福祉・医療 

名 称 住 所 電話番号 

九戸村保健センター 伊保内 10-11-6 42-2111 

九戸村総合福祉センター 伊保内 7-39-4 41-1200 

九戸村老人福祉センター 戸田 17-39-2 43-2111 

九戸村社会福祉協議会 伊保内 7-39-4 41-1200 

特別養護老人ホーム折爪荘 伊保内 9-73 42-4165 

特別養護老人ホームおりつめの里 伊保内 7-35 43-3082 

グループホームおりつめ 伊保内 8-15-1 42-4111 

ディサービスセンターふぁーすとシート 伊保内 11-52 42-4020 

通所介護かすみ 伊保内 2-61-1 42-4044 

共同生活介護施設ラピュタ 伊保内 11-52 42-4020 

九戸地域診療センター 伊保内 7-35-1 42-2151 

 

●教育・スポーツ 

名 称 住 所 電話番号 

九戸村教育委員会 伊保内 10-11-6 42-2111 

ＨОＺホール（九戸村公民館） 伊保内 10-11-6 42-2111 

九戸村学校給食センター 山根 5-95 43-2766 

九戸村総合運動場 伊保内 1-61 42-4057 

九戸村体育センター 伊保内 25-94-1 42-2177 

Ｂ＆Ｇ海洋センター 伊保内 24-1 42-2963 

屋内ゲートボール場 伊保内 18-41-6 電話なし 

村営くのへスキー場 伊保内 18-41-6 42-2366 

くのへパークゴルフ場 伊保内 18-41-6 42-4001 

※九戸村総合運動場の使用予約は、九戸村体育センター（42-2177）へ。 

 

 



72 

 

●保育園・こども 

 

 

 

 

 

 

●学校 

名 称 住 所 電話番号 

戸田小学校 戸田 16-74-4 43-2211 

山根小学校 山根 10-3-4 43-2212 

伊保内小学校 伊保内 7-10-1 42-2201 

長興寺小学校 長興寺 8-49 42-2202 

江刺家小学校 江刺家 10-12-2 42-2203 

九戸中学校 山根 10-3 43-2121 

県立伊保内高等学校 伊保内 1-61-12 42-3121 

 

●農協・金融機関 

名 称 住 所 電話番号 

新岩手農業協同組合九戸支所 伊保内 7-25-1 42-3111 

㈱岩手銀行伊保内支店 伊保内 12-5 42-2121 

盛岡信用金庫九戸支店 伊保内 10-10-1 42-2141 

戸田郵便局 戸田 18-2-2 43-2010 

伊保内郵便局 伊保内 6-14-1 42-2101 

江刺家郵便局 江刺家 7-61-5 42-2102 

 

●主な事業所等 

名 称 住 所 電話番号 

二戸地方森林組合九戸支所 伊保内 10-11-6 42-4240 

九戸村商工会 伊保内 11-47-1 42-2230 

九戸村土地改良区 伊保内 10-11-6 42-2111 

岩手県北自動車（株）一戸営業所伊保内支所 伊保内 12-52-3 42-2211 

ＮＥＸＣＯ東日本九戸料金所 江刺家 8-25-2 42-2218 

㈱九戸村総合公社 山屋 2-28-1 42-4400 

オドデ館 山屋 2-28-1 42-4400 

ふるさとの館（ふるさとの湯っこ） 伊保内 16-91-3 42-4001 

コロポックルランド 江刺家 9-81 42-4062 

まさざね館 伊保内 11-47-1 42-2226 

花きセンター 戸田 17-7-9 43-2425 

野菜真空予冷施設 江刺家 3-33-1 42-2054 

   

   

   

名 称 住 所 電話番号 

戸田保育園 戸田 13-69-1 43-2315 

伊保内保育園 伊保内 2-61-2 42-2208 

ひめほたるこども園 長興寺 14-33-3 41-1300 
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◎二戸地域医療機関一覧 

 

診療機関名 電話番号 診療科目 

岩手県立二戸病院 23-2191 

内科・消化器内科、循環器内科、神経内科、血液内

科、 呼吸器内科、精神科、小児科、外科、麻酔

科、整形 外科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿

器科、皮膚科、産婦人科、眼科、耳鼻いんこう

科、放射線科、リハビリテーション科、地域医療科 

岩手県立軽米病院 46-2411 内科、小児科、外科、訪問診療 

岩手県立一戸病院 33-3101 
内科、精神科、神経内科、小児科、外科、整形外 

科、皮膚科、泌尿器科、眼科、耳鼻咽喉科、歯科 

岩手県立二戸病院附属九戸地域診 

療センター 
42-2151 内科、小児科、外科 

おりそ内科・循環器クリニック 22-2251 内科、循環器科 

菅整形外科皮膚科クリニック 23-7311 
整形外科、リウマチ科、理学診療科、皮膚科、麻酔

科、ペインクリニック科 

斉藤産婦人科医院 23-2505 産婦人科 

すがわら消化器内科 23-2879 内科、消化器科 

千葉耳鼻咽喉科医院 23-2009 耳鼻咽喉科 

二戸クリニック 25-5770 内科、外科、泌尿器科 

二戸市国民健康保険金田一診療所 27-2205 内科、外科 

二戸市国民健康保険浄法寺診療所 38-2021 内科、小児科、外科、整形外科 

よこもり眼科クリニック 22-2230 眼科 

いちのへ内科クリニック 33-2701 内科 

奥中山高原クリニック 35-2011 内科 

小鳥谷診療所 34-3501 内科 

 

松井内科医院 
33-2201 

内科、呼吸器科、アレルギー科、神経内科、 

消化器科、循環器科、リハビリテーション科 

小野寺クリニック 46-2822 内科、皮膚科、泌尿器科 

中村医院 46-2131 内科、外科 

むらかみ医院いたみのクリニック 48-1500 内科、消化器内科、外科、皮膚科、肛門科、麻酔科 

ふくもりたこどもクリニック・ア

レルギー科 
43-3137 小児科・アレルギー科 

カシオペア医院 23-3331 消化器内科、内科 
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