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［令和５年１月現在］

番号 町内会名 会長等氏名 電話番号 主な住所地

1-1 本町 中　島　常　博 22-3304 本町

1-2 田名部町 鳴　海　萬　長 23-4260

1-3 田名部駅前 石　橋　秀　登 22-4840

1-4 柳町 二本栁　忠　男 22-4508 柳町一～四丁目

1-5 柳町Ｂ 菊　池　一　壽 23-6588 柳町四丁目

1-6 新町 新　谷　泰　造 090-8306-4684 新町

1-7 苫生町 谷　川　　　壽 22-9876 苫生町一・二丁目

1-8 横迎町 南　谷　信　廣 22-6100 横迎町一・二丁目

1-9 上川町 木　村　　　博 22-8449 上川町・田名部字上川

1-10 小川町 中村　正志（会長代行） 090-4048-8011 小川町一・二丁目・松山町

1-11 栗山町 中　村　善　明 22-1830 栗山町・田名部字山道

1-12 女舘 中　野　孝　悦 23-8521

1-13 女舘高台 外　崎　繁　夫 22-0521

1-14 新女舘 中　村　　　勲 22-6883

1-15 槌川目 齊　藤　勝　彦 22-8805

1-16 尻釜 星　　　守　路 090-7066-4094 田名部字小平舘・小平舘ノ内尻釜

1-17 宮後 玉　谷　よう子 22-9937 田名部字宮ノ後

1-18 椛山 齊　藤　榮佐男 23-3616 田名部字北椛山・南椛山・下平・前川目

1-19 赤坂 大　薗　　　昇 23-1099 田名部字下川

1-20 和泉町 髙　石　武　實 23-6789 田名部字下道

1-21 土手内 23-5993 田名部字土手内

1-22 斗南岡 田　中　力　雄 22-4073 田名部字斗南岡

1-23 最花 村　田　義　一 23-3973 田名部字最花

1-24 品ノ木 奈良岡　武　志 22-5820 田名部字品ノ木・上道

1-25 品ノ木Ｂ 中　里　　　仁 22-4255 田名部字品ノ木

1-26 品ノ木Ｃ 090-7062-1239 田名部字品ノ木

1-27 酪農 富樫　真人（会長代行） 22-7552 田名部字内田

1-28 岩菜 橋　立　清　澄 22-2348 田名部字二又川目

1-29 長坂 種　市　辰　己 22-7518 田名部字後田・立山・二又・松山

1-30 新金谷 西　村　邦　治 34-9960 金谷二丁目

1-31 金谷 加　賀　辰　也 34-9550 金谷一・二丁目

1-32 金谷ﾆｭｰﾀｳﾝ 久　保　慶　一 33-2213 金谷一・二丁目

1-33 金谷みちのく 佐　藤　昭　彦 22-6345 金谷一丁目

1-34 新川 髙　橋　　　聖 22-3414 金谷一・二丁目

1-35 緑ヶ丘 布　施　昭　則 23-0453 緑ケ丘

1-36 十二林 田　中　文　男 23-6405 十二林・金谷二丁目

1-37 美里町 菅　谷　　　清 市民連携課 美里町

1-38 山梨 山　本　静　雄 23-0831 田名部字矢立山・頭梨子

1-39 小松ヶ丘 對　馬　文　郷 22-8393

1-40 松山 手間本　富士雄 22-6722

むつ市内の町内会の紹介
市内には現在、１６３の町内会があります。
お住まいの地域の町内会は、概ね次のとおりとなっています。ご加入等のお問い合わせは、
町内会長等またはむつ市役所市民連携課へお願いします。なお、町内会は同一住所地内に複数
ある場合があり、主な住所地欄の町名等が一部重複していますので、ご了承ください。

【むつ地区】

田名部町

田名部字女舘・槌川目・前田・道向

松山町･字松山・金谷一丁目



［令和５年１月現在］

番号 町内会名 主な住所地

1-41 中央 幸　島　逸　雄 090-8252-4809 中央一・二丁目・田名部字高田

1-42 越葉沢 平　原　敏　芳 29-1676 田名部字落野沢

1-43 古川町 中　村　征　典 22-2532 海老川町

1-44 曙町 成　田　次　雄 23-4591 海老川町

1-45 栄町 川原田　俊　一 090-8047-1591 海老川町

1-46 住吉町 奥　野　賢　一 22-5830 海老川町

1-47 海老川町 藤　澤　正　志 090-3981-1719 海老川町

1-48 昭和町Ａ 伊　藤　道　郎 22-8864 昭和町

1-49 昭和町Ｂ 坂　本　　　優 090-4886-5773 昭和町

1-50 緑町Ａ 白　戸　　　勉 22-7058 緑町

1-51 緑町Ｂ 22-6656 緑町

1-52 下北町 仁　木　俊　夫 23-3414 下北町

1-53 仲町 藤　田　英　征 23-1320 仲町

1-54 若松町 畑　中　正　夫 23-2954 若松町

1-55 南町 藤　本　恒　雄 22-1659 南町・赤川町

1-56 南松町 山　火　長　藏 090-3754-4331 南町・松原町

1-57 赤川町 江刺家　秀　次 39-9647 赤川町

1-58 南赤川町 木地谷　常　生 23-2501 南赤川町・赤川町

1-59 金曲 二本栁　　　茂 090-4556-2875 金曲一～三丁目・苫生二丁目

1-60 大曲 竹　林　義　栄 23-3728 大曲一～三丁目

1-61 一里小屋 22-6668 田名部字赤川ノ内並木

1-62 南関根 畑　中　正　淑 25-2290 関根字南関根・名子

1-63 北関根 山　本　幸　光 25-2759 関根字北関根

1-64 高梨 舘　　　　　勇 25-2603 関根字高梨川目

1-65 水川目 志　賀　耕　二 25-2732 関根字水川目

1-66 浜関根 奥　川　三　治 25-2344 関根字前浜・北関根

1-67 出戸 畑　中　晋　一 25-2402 関根字出戸川目

1-68 川代 25-2242 関根字川代

1-69 烏沢 川　森　和　郎 25-3507 関根字前浜・烏沢・安畑

1-70 新田 畑　中　克　人 090-4885-1878 関根字新田川目

1-71 大室平 谷　川　康　作 26-3023 奥内字大室平

1-72 金谷沢 泉　谷　芳　晴 090-7322-2071 奥内字金谷沢

1-73 神山 中　村　　　豊 26-2040 奥内字金谷沢

1-74 二又 川　下　ツルヱ 26-2358 奥内字二又

1-75 今泉 吉　田　誠　一 26-2042 奥内字今泉

1-76 第二石蕨平 生　出　きよ子 26-2578 奥内字二又道

1-77 奥内 鍋　谷　昭　弥 26-2532 奥内字奥内・浜平・中道・中野・浜道

1-78 浜奥内 品　木　　　哲 26-2516 奥内字浜奥内・浜道・江豚沢

1-79 近川 成　田　　　豊 26-2507 奥内字近川・竹立

1-80 中野沢 若　狹　誠　一 26-2629 中野沢字大近川・小川・上山道・中田道

1-81 中野沢開拓 山　道　　　馨 26-2411 中野沢字畑沢野・浜田

1-82 山田町Ａ 小　野　忠　行 24-2508 山田町・文京町・荒川町・大平町

1-83 山田町Ｂ 山　下　幸　廣 090-5591-7295 山田町

1-84 松森町 祐　川　厚　美 24-2777 松森町

【むつ地区】



［令和５年１月現在］

番号 町内会名 主な住所地

1-85 文京町 新　谷　輝　夫 29-1733 文京町

1-86 旭町 田　中　常　浩 24-3732 山田町・旭町

1-87 大平 佐　藤　節　雄 24-3909 大平町・並川町

1-88 大湊新町 辻　　　登志雄 24-4445 大湊新町

1-89 大湊浜町 赤　津　尋　彦 29-1107 大湊浜町

1-90 大湊上町 加世多　壽　雄 29-2094 大湊上町

1-91 川守町 小島　朝子（会長代行） 市民連携課 川守町

1-92 宇田町 柳　谷　　　稔 24-3850 宇田町

1-93 桜木町 祐　川　　　勝 090-9976-7838 桜木町

1-94 宇曽利川 杉　村　日出夫 24-4457 大湊字宇曽利川村・宇曽利川村ノ内大道下

1-95 堺田 小　林　豊　美 24-4458 城ヶ沢字堺田

1-96 新城ケ沢 石　橋　忠　雄 24-4487 城ヶ沢字中丁塚

1-97 城ケ沢 猪　口　和　則 090-2021-5417 城ヶ沢字城ヶ沢・畑梨子平

1-98 新之助 神　　　彌之助 29-2031 城ヶ沢字新之助

1-99 泉沢 又　村　　　功 29-1272 城ヶ沢字下前田・狐森

1-100 永下 齋　藤　貞　義 080-5569-5231 城ヶ沢字永下・早川向

1-101 近沢 熊　谷　正　勝 29-1106 城ヶ沢字丸山・下田

1-102 角違 濱　田　秀　幸 24-2110 城ヶ沢字下田・下川迎・角違・梅ノ木

1-103 大川目 佐　藤　幸　弘 29-6501 城ヶ沢字川代・大川目

番号 町内会名 主な住所地

2-1 川内町新町 小　野　鐵　男 42-2741 川内町高野川

2-2 川内町熊ヶ平 田　澤　明　人 42-2792 川内町熊ヶ平

2-3 川内町谷地町 杉　野　榮　悦 42-2674 川内町川内

2-4 川内町中町 菊　池　郁　夫 42-4162 川内町川内

2-5 川内町浦町 畑　中　榮　釟 42-2376 川内町川内

2-6 川内町上町 夏　井　　　充 42-3878 川内町川内

2-7 川内町浜町 山　田　　　優 42-2256 川内町川内

2-8 川内町仲崎町 川　野　　　了 42-3134 川内町川内

2-9 川内町戸沢 柳　田　勝　信 42-3891 川内町戸沢

2-10 川内町田野沢 川　端　貞　志 42-3723 川内町田野沢

2-11 川内町石倉 松　本　　尚　昌 42-3770 川内町石倉沢

2-12 川内町高野川 吉　村　　　透 42-3523 川内町高野川

2-13 川内町下小倉平 德　田　文　雄 42-3890 川内町下小倉平

2-14 川内町上小倉平 酒　井　嘉　政 42-2890 川内町上小倉平

2-15 川内町銀杏木 山　崎　幸　悦 42-3446 川内町銀杏木

2-16 川内町安部城 42-2536 川内町銀杏平

2-17 川内町畑 上　山　壽　郎 42-5063 川内町家ノ辺

2-18 川内町湯野川 中　村　巧　三 42-5267 川内町湯野川

2-19 川内町袰川 鴨　田　輝　雄 42-2392 川内町袰川

2-20 川内町初見 菊  池  正  紀 42-2731 川内町休所

2-21 川内町葛沢 菊　池　和　彦 42-2928 川内町家ノ上

2-22 川内町桧川 菊　池　鉄　雄 42-2883 川内町桧川川代

2-23 川内町宿野部 笹　沼　正　悦 43-2104 川内町宿野部

2-24 川内町蛎崎 布　施　啓　治 43-2146 川内町蛎崎

【むつ地区】

【川内地区】



［令和５年１月現在］

番号 町内会名 主な住所地

3-1 大畑町赤川 二本栁　　純一 090-2793-3064 大畑町赤川村

3-2 大畑町木野部 34-3879 大畑町木野部・佐助川・鍵掛

3-3 大畑町二枚橋 杉　本　晃　一 34-5795 大畑町二枚橋・釣屋浜・大畑道

3-4 大畑町孫次郎間 木　村　康　文 34-5576 大畑町涌舘・孫次郎間・二枚橋

3-5 大畑町湯坂下 澤　田　啓　一 34-3634 大畑町湯坂下・八幡湯坂

3-6 大畑町高橋川 山　本　　　實 34-5870 大畑町高橋川

3-7 大畑町小目名 畑　中　光　政 34-4292 大畑町小目名村・赤坂

3-8 大畑町薬研 原　　　早苗子 34-2779 大畑町薬研

3-9 大畑町関根橋 澤　田　博　文 34-5200 大畑町正津川大畑道・関根橋

3-10 大畑町上野 和　田　榮　子 34-5544 大畑町水木沢・上野・戦敷

3-11 大畑町湊 千　賀　　　登 34-2669 大畑町湊村

3-12 大畑町中島 斉　藤　克　也 34-6400 大畑町中島

3-13 大畑町新町 中　嶋　康　夫 34-2787 大畑町新町

3-14 大畑町東町 宮　下　雅　明 34-4266 大畑町東町・伊勢堂・本門寺前・筒万坂・上野

3-15 大畑町本町 北　上　重　顯 34-3021 大畑町本町・庚申堂

3-16 大畑町南町 清　川　　　徹 34-5187 大畑町松ノ木・南町・観音堂

3-17 大畑町兎沢 古　谷　吉　光 34-2772 大畑町兎沢

3-18 大畑町正津川 四  戸  敏  哉 34-3147 大畑町正津川平・正津川・高待・正津川戦敷

番号 町内会名 主な住所地

4-1 脇野沢清水町 杉　澤　健　一 44-2947 脇野沢本村・桂沢

4-2 脇野沢本町 𠮷　田　卓　巧 44-2617 脇野沢本村

4-3 脇野沢浜町 濱  田  小  一 44-3134 脇野沢本村

4-4 脇野沢瀬野 柴　田　隆　一 44-2506 脇野沢瀬野川目・黒岩

4-5 脇野沢新井田 立　石　政　男 44-2614 脇野沢新井田

4-6 脇野沢寄浪 片　川　貞　廣 44-2235 脇野沢寄浪

4-7 脇野沢蛸田 杉　浦　雄　悦 44-2368 脇野沢蛸田

4-8 脇野沢九艘泊 櫛　引　俊　光 44-2637 脇野沢九艘泊

4-9 脇野沢滝山 片　山　　　元 44-2057 脇野沢滝山

4-10 脇野沢源藤城 大　浦　藤　義 44-2158 脇野沢源藤城

4-11 脇野沢小沢 山　本　敏　彦 44-2677 脇野沢赤坂・稲平・小沢・小サ沢・鹿間平

4-12 脇野沢緑町 佐々木　廣　幸 44-2874 脇野沢本村・桂沢

4-13 脇野沢渡向 浜　田　一　之 44-3407 脇野沢渡向

4-14 脇野沢谷地町 永　井　重　弘 44-2711 脇野沢本村

4-15 脇野沢湊町 脇　江　直　壽 44-2850 脇野沢本村

4-16 脇野沢上町 柴　田　峯　生 44-2775 脇野沢本村・桂沢

4-17 脇野沢親和町 渡　部　敏　雄 44-2810 脇野沢桂沢

4-18 脇野沢下町 吉　田　末　男 44-3108 脇野沢本村

【大畑地区】

【脇野沢地区】

●市の問い合わせ先
・むつ地区 市民連携課 広聴連携担当

℡0175-22-1111(代表） 内線：2151
・川内地区 川内庁舎 管理課 ℡0175-42-2111

・大畑地区 大畑庁舎 管理課 ℡0175-34-2111
・脇野沢地区 脇野沢庁舎 管理課 ℡0175-44-2111


