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 (6) 公共施設  

 

 むつ市むつ地区（旧むつ市）及び東通村の主な公共施設（建築物）は以下のと

おり（幼稚園、小学校、中学校、高等学校、専門学校などの教育機関 省略）。 

 

1) むつ市むつ地区  

・公民館      大湊浜町13-1 

・図書館      中央2-3-10 

・勤労青少年ホーム    大湊上町3-12 

・福寿荘･大湊     川守町5-9 

・福寿荘･田名部     新町32-36 

・福寿荘･関根     関根出戸川目218 

・むつ下北観光物産館    柳町1-10-25-1F 

・市民体育館     金谷1-7-26 

・大平町保育所     大平町39-6 

・川守町保育所     川守町20-5 

・小川町保育所     小川町1-15-13 

・新町保育所     新町6-35 

・関根保育所     関根北関根232-1 

・緑町保育所     緑町8-10 

・柳町保育所     柳町1-9-55 

・横迎町保育所     横迎町2-3-23 

・斉場      田名部十二林18-18 

･下北文化会館     金谷1-1-1 

・はまゆり学園     奥内楢立場1-67 

・しもきた療育園     田名部赤川ノ内並木73-3 
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・むつ総合病院     小川町2-8 

・海上自衛隊大湊病院    大湊町4-1 

・国立療養所大湊病院    桜木町13-1 

 

 2) 東通村  

・小田野沢地区学習等教養センター  小田野沢北向37-2 

・目名生活改善センター    目名小田野坂41 

・南地区基幹集落センター   白糠前田44 

・農民研修所     猿ケ森村中34 

・村営加工研究センター    野牛62-12 

・小田野沢保育所     小田野沢畑浦43-1 

・体育館      砂子又沢内5-34 

・石持児童館     蒲野沢千鳥道41-3 

・入口児童館     野牛釜ノ平2 

・岩屋児童館     蒲野沢村中40 

・目名児童館     目名向坂1 

・斉場      砂子又蛙谷地10-9 

・岩屋診療所     岩屋往来150-1 

・小田野沢診療所     小田野沢南通55-46 

・蒲野沢診療所     蒲野沢鹿橋道14-2 

・尻労診療所     尻労小倉11-5 

・白糠診療所     白糠赤平130 
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図3-42 むつ市の公共施設整備計画図  

出典：むつ市農村総合整備計画書 平成6年3月  
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 (7) 住宅の配置  

 

1) むつ市むつ地区  

本市むつ地区の住宅配置は、「むつ市都市計画用途地域」にほぼ集中しており、

その余は北関根、椛山、斗南岡、近川、城ヶ沢、永下、大川目などに集落が形成

されている。  

 

2) 東通村  

東通村は砂子又、蒲野沢、目名、大利などの各集落の総体として形成されてお

り、同村役場は砂子又に所在する。ただし、この集落とは距離をおき、同役場の

背後にうっそうたる森を持つ。なお、最近、周辺の宅地造成がすすめられている。  
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(8) 下水道の整備  

 

むつ市及び東通村の公共下水道事業の概要及び農業集落排水事業実施状況

等は、次表のとおり。  

 

表3-44 公共下水道事業の概要  

（平成21年4月1日現在）  

 

 

表3-45 農業集落排水事業実施状況  

（平成21年3月31日現在）  

 

表3-46(47) 漁業集落排水の整備状況  

（平成20年度末）  

 

出典  （以上 青森県環境白書「水環境の保全」 (平成21年版 )より）  
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図3-43 むつ市公共下水道一般平面図 (汚水 ) 

出典：むつ市より  
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 (9) 公害に関する苦情の状況  

 

 地域別地域別地域別地域別公害苦情公害苦情公害苦情公害苦情件数件数件数件数 平成19年度に市町村が受理した公害苦情件数は、市部

が圧倒的に多く、市町村受付分906件のうち、891件 (98.3％ )を占めており、うち、

むつ市のは8件 (0.9%)となっている。  

 なお、同年度の典型7公害に対するものは、大気汚染105件 (10.1％ )、悪臭90

件 (8.6％ )、水質汚濁59件 (5.7％ )、騒音55件 (5.3％ )の順になっている。それ以外

の苦情では、廃棄物の不法投棄、害虫等の発生に対する苦情が715件あり、全体

の68.8％を占めている。  

（青森県環境白書平成20年度版より）  
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 (10) 文化財  

 

 むつ市及び東通村の文化財は以下の表のとおり。  

 

表3-48 むつ市の文化財  
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出典：むつ市ホームページ  

 

表3-49 東通村の文化財  

有形文化財・有形民俗文化財・天然記念物  

No 物件名 所在地 所有者 内　　容 指定

1 蓑虫山入画 小田野沢 二本柳年甫 屏風二双 昭58.5.18

　下北風景屏風 村指定

2 目名不動院 目名 東通村 能舞面等 23点 平13.6.29

　能舞の仮面 (室町～江戸期) 県指定

3 目名不動院 目名 東通村 古文書 168点 平元.9.12

　古文書 村指定

4 目名不動院 目名 東通村 慶長10年(1605) 平元.9.12

　熊野堂の棟札 再建の棟札 村指定

5 目名不動院 目名 東通村 座像3体 金箔塗り 平元.9.12

　熊野堂の仏像 約1尺5寸 江戸中期 村指定

6 田屋神社 上田屋 田屋神社 文明18年(1486) 平12.8.30

　棟札 下北最古といわれる。 県指定

外に20点余り所蔵。

7 天魔の札 猿ケ森 猿ヶ森八幡神社 天文10年(1541) 平4.3.27

東通村で2番目に古い札。 村指定

外に30点余り所蔵。

8 五榜の掲示の札 猿ケ森 猿ヶ森八幡神社 慶応4年(1868) 平4.3.27

太政官告布の高札第1札と第3札。 村指定

9 千年桂 鹿橋 池野神社 鹿橋村落成時からの象徴木と 平7.4.10

氏子一同 される。 村指定

10 猿ケ森砂丘の 猿ケ森 橋本喜一 猿ケ森を中心に尻労・小田野沢地域 平11.6.21

　石器と土器 を調査し、収集した石器と土器。 村指定

旧石器時代のものを含む。

11 西山家 白糠 西山里司 古文書(江戸後期～明治) 平12.12.1

(通称里五郎文書) 村指定

12 寒立馬と 尻屋 東通村 下北の風土と馬産の歴史がつくり 平14.11.18

　その生息地 産業振興公社 あげた生きた文化遺産 県指定
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無形民俗文化財  

No 文化財名 伝承者 伝承地 内　　容 指定

1 能舞 東通村郷土芸能 大利外 権現舞外20曲余 平元.3.26

保存連合会 12地区 中世芸能の面影を残す修験能 国指定

2 神楽 東通村郷土芸能 目名外 獅子舞外20曲余 昭55.3.6

保存連合会 4地区 南部藩の代表的な大神楽と手踊り 県指定

3 もちつき踊 東通村郷土芸能 大利外 江戸時代後期の小正月行事を伝える 昭62.11.27

保存連合会 12地区 田植え、もちつき踊り外の手踊り 県指定

4 獅子舞 東通村郷土芸能 入口 権現舞外10曲余 平3.3.2

保存連合会 袰部 南部藩の山伏神楽の一流、東通村 県指定

独特の芸風を持つ  

（東通村教育委員会より）  

 

 天然記念物天然記念物天然記念物天然記念物 つぎの表に示す鳥獣が対象となっている。なお、特別天然記念物

にカモシカがある。  

 

表3-50 むつ市周域の天然記念物  

(国指定) 　　　　　　　(平成16年3月31日現在)

名　称
所在地又は
主な生息地

指定年月日 特別天然記念物指定

カモシカ 県下一円(全国) 昭和9年5月1日 昭和30年2月15日
下北半島のサル及び
サル生息北限地

下北郡 昭和45年11月11日

クマゲラ 県下一円(全国) 昭和40年5月12日
イヌワシ 〃 〃
オジロワシ 〃 昭和45年1月23日
オオワシ 〃 〃
コクガン 〃 昭和46年5月19日
マガン 〃 昭和46年6月28日
ヒシクイ 〃 〃
ヤマネ 〃 昭和50年6月26日

(県指定)

名　称
所在地又は
主な生息地

指定年月日 備　考

大湊湾の白鳥 むつ市 昭和35年3月26日

 

以上出典：青森県 平成16年環境白書  
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 (11) 関係法令・条例の規制  

 

 本件の実施区域における法的規制は次表のとおり。  

 

表3-51 実施区域における関係法令・条例の規制の状況  

 


