
＜市町村問い合わせ先＞ 

○東青地域 

市町村名 担当課 住 所 電話番号 

青森市 

ｱｵﾓﾘｼ 

市民税課 〒030-0801 青森市新町 1-3-7 017-734-5197（直通） 

FAX 017-734-5190 

平内町 

ﾋﾗﾅｲﾏﾁ 

税務課 〒039-3393 東津軽郡平内町大字小湊字小湊 63 017-755-2115（直通） 

FAX 017-755-2145 

今別町 

ｲﾏﾍﾞﾂﾏﾁ 

税務会計課 〒030-1502 東津軽郡今別町大字今別字今別 167 0174-35-3008（直通） 

FAX 0174-35-2298 

蓬田村 

ﾖﾓｷﾞﾀﾑﾗ 

税務課 〒030-1211 東津軽郡蓬田村大字蓬田字汐越 1-3 0174-27-2111（代表） 

FAX 0174-27-3255 

外ヶ浜町 

ｿﾄｶﾞﾊﾏﾏﾁ 

税務課 〒030-1393 東津軽郡外ヶ浜町字蟹田高銅屋 44-2 0174-31-1224（直通） 

FAX 0174-31-1225 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.city.aomori.aomori.jp/kurashi-guide/zeikin/kojinshimin/index.html
http://www.town.hiranai.aomori.jp/
http://www.town.imabetsu.lg.jp/gyousei/info/soshiki/zeimu.html
http://www.vill.yomogita.lg.jp/
http://www.town.sotogahama.lg.jp/


＜市町村問い合わせ先＞ 

○中南地域 

市町村名 担当課 住 所 電話番号 

弘前市 

ﾋﾛｻｷｼ 

市民税課 

市民税第一係 

〒036-8551 弘前市大字上白銀町 1-1 0172-40-7024（直通） 

FAX 0172-38-2902 

黒石市 

ｸﾛｲｼｼ 

税務課 〒036-0396 黒石市大字市ノ町 11-1 0172-52-2111（代表） 

FAX 0172-52-6191 

平川市 

ﾋﾗｶﾜｼ 

税務課 〒036-0104 平川市柏木町藤山 25-6 0172-44-1111（代表） 

FAX 0172-44-8619 

西目屋村 

ﾆｼﾒﾔﾑﾗ 

税務会計課 〒036-1492 中津軽郡西目屋村大字田代字稲元 144 0172-85-2111（代表） 

FAX 0172-85-3040 

藤崎町 

ﾌｼﾞｻｷﾏﾁ 

税務課 〒038-3803 南津軽郡藤崎町大字西豊田 1-1 0172-75-3111（代表） 

FAX 0172-75-9605 

大鰐町 

ｵｵﾜﾆﾏﾁ 

税務課 〒038-0292 南津軽郡大鰐町大字大鰐字羽黒館 5-3 0172-48-2111（代表） 

FAX 0172-47-5000 

田舎館村 

ｲﾅｶﾀﾞﾃﾑﾗ 

税務課 〒038-1113 南津軽郡田舎館村大字田舎舘字中辻 123-1 0172-58-2111（代表） 

FAX 0172-58-4751 

 

 

 

 

 

http://www.city.hirosaki.aomori.jp/kurashi/zeikin/2014-1212-1116-23.html
http://www.city.kuroishi.aomori.jp/Citizen_Info/Cit_Sizei_si_kenmin.html
http://www.city.hirakawa.lg.jp/kurashi/zeikin/index.html
http://www.nishimeya.jp/
http://www.town.fujisaki.lg.jp/
http://www.town.owani.lg.jp/index.cfm/7,0,17,99,html
http://www.vill.inakadate.lg.jp/bunya/zei/


＜市町村問い合わせ先＞ 

○三八地域 

市町村名 担当課 住 所 電話番号 

八戸市 

ﾊﾁﾉﾍｼ 

住民税課 〒031-8686 八戸市内丸 1-1-1 0178-43-2111（代表） 

FAX 0178-45-6737 

三戸町 

ｻﾝﾉﾍﾏﾁ 

税務課 〒039-0198 三戸郡三戸町大字在府小路町 43 0179-20-1118（直通） 

FAX 0179-20-1102 

五戸町 

ｺﾞﾉﾍﾏﾁ 

税務課 〒039-1513 三戸郡五戸町字古舘 21-1 0178-62-2111（代表） 

FAX 0178-62-6317 

田子町 

ﾀｯｺﾏﾁ 

税務課 〒039-0292 三戸郡田子町大字田子字天神堂平 81 0179-20-7112（直通） 

FAX 0179-32-4294 

南部町 

ﾅﾝﾌﾞﾁｮｳ 

税務課 〒039-0195 三戸郡南部町大字沖田面字沖中 46 0179-34-2586（直通） 

FAX 0179-34-3238 

階上町 

ﾊｼｶﾐﾁｮｳ 

税務課 〒039-1201 三戸郡階上町大字道仏字天当平 1-87 0178-88-2129（直通） 

FAX 0178-88-2117 

新郷村 

ｼﾝｺﾞｳﾑﾗ 

住民生活課 

税務グループ 

〒039-1801 三戸郡新郷村大字戸来字風呂前 10 0178-78-2111（代表） 

FAX 0178-78-2118 

 

 

 

 

 

http://www.city.hachinohe.aomori.jp/
http://www.town.sannohe.aomori.jp/soshiki/zeimu/index.html
http://www.town.gonohe.aomori.jp/kurashi/zeimu/jyuminzei.html
http://www.town.takko.lg.jp/index.cfm/9,68,18,109,html
http://www.town.aomori-nanbu.lg.jp/
http://www.town.hashikami.lg.jp/
http://www.vill.shingo.aomori.jp/


＜市町村問い合わせ先＞ 

○西北地域 

市町村名 担当課 住 所 電話番号 

五所川原市 

ｺﾞｼｮｶﾞﾜﾗｼ 

税務課 〒037-8686 五所川原市字布屋町 41-1 0173-35-2111（代表） 

FAX 0173-35-2165 

つがる市 

ﾂｶﾞﾙｼ 

税務課 〒038-3192 つがる市木造若緑 61-1 0173-42-2111（代表） 

FAX 0173-42-9911  

鰺ケ沢町 

ｱｼﾞｶﾞｻﾜﾏﾁ 

税務町民課 〒038-2792 西津軽郡鰺ケ沢町大字本町 209-2 0173-72-2111（代表） 

FAX 0173-72-2374 

深浦町 

ﾌｶｳﾗﾏﾁ 

税務課 〒038-2324 西津軽郡深浦町大字深浦字苗代沢 84-2 0173-74-2114（直通） 

FAX 0173-74-4415 

板柳町 

ｲﾀﾔﾅｷﾞﾏﾁ 

税務会計課 〒038-3692 北津軽郡板柳町大字板柳字土井 239-3 0172-73-2111（代表） 

FAX 0172-73-2120 

鶴田町 

ﾂﾙﾀﾏﾁ 

税務会計課 〒038-3503 北津軽郡鶴田町大字鶴田字早瀬 200-1 0173-22-2111（代表） 

FAX 0173-22-6007 

中泊町 

ﾅｶﾄﾞﾏﾘﾏﾁ 

税務課 〒037-0392 北津軽郡中泊町大字中里字紅葉坂 209 0173-57-2111（代表） 

FAX 0173-57-3849  

 

 

 

 

 

http://www.city.goshogawara.lg.jp/kurashi/zeikin/zeimu_kojin_tokuchou.html
http://www.city.tsugaru.aomori.jp/soshiki/zaisei/zeimu/index.html
http://www.town.ajigasawa.lg.jp/wordpress/?page_id=171
http://www.town.fukaura.lg.jp/
http://www.town.itayanagi.aomori.jp/life/tax/
http://www.town.tsuruta.lg.jp/
http://www.town.nakadomari.lg.jp/index.cfm/10,0,23,html


＜市町村問い合わせ先＞ 

○上北地域 

市町村名 担当課 住 所 電話番号 

十和田市 

ﾄﾜﾀﾞｼ 

税務課 〒034-8615 十和田市西十二番町 6-1 0176-51-6767（直通） 

FAX 0176-22-4899 

三沢市 

ﾐｻﾜｼ 

税務課 〒033-8666 三沢市桜町 1-1-38 0176-53-5111（代表） 

FAX 0176-52-7514 

野辺地町 

ﾉﾍｼﾞﾏﾁ 

税務課 〒039-3131 上北郡野辺地町字野辺地 123-1 0175-64-2111（代表） 

FAX 0175-64-9594 

七戸町 

ｼﾁﾉﾍﾏﾁ 

税務課 〒039-2792 上北郡七戸町字森ノ上 131-4 0176-68-2113（直通） 

FAX 0176-68-2486 

六戸町 

ﾛｸﾉﾍﾏﾁ 

税務課 〒039-2392 上北郡六戸町大字犬落瀬字前谷地 60 0176-55-3111（代表） 

FAX 0176-55-3031 

横浜町 

ﾖｺﾊﾏﾏﾁ 

税務課 〒039-4145 上北郡横浜町字寺下 35 0175-78-2111（代表） 

FAX 0175-78-2118 

東北町 

ﾄｳﾎｸﾏﾁ 

税務課 〒039-2654 上北郡東北町字塔ノ沢山 1-94 0176-56-3111（代表） 

FAX 0175-63-2116 

六ケ所村 

ﾛｯｶｼｮﾑﾗ 

税務課 〒039-3212 上北郡六ケ所村大字尾駮字野附 475 0175-72-2111（代表） 

FAX 0175-72-2259 

おいらせ町 

ｵｲﾗｾﾁｮｳ 

税務課 〒039-2192 上北郡おいらせ町中下田 135-2 0178-56-4704（直通） 

FAX 0178-56-4364 

http://www.city.towada.lg.jp/
http://www.city.misawa.lg.jp/index.cfm/19,4735,13,374,html
http://www.town.noheji.aomori.jp/life/seikatsu
http://www.town.shichinohe.lg.jp/kurashi/zeikin/download/jyuuminzei.html
http://www.town.rokunohe.aomori.jp/kurashi_zeikin_chokenmin_kojingaiyou.html
http://www.town.yokohama.lg.jp/
http://www.town.tohoku.lg.jp/kura_gui/tax/tax_kojin.html
http://www.rokkasho.jp/
http://www.town.oirase.aomori.jp/soshiki/8/tokubetsucyousyu.html


＜市町村問い合わせ先＞ 

○下北地域 

市町村名 担当課 住 所 電話番号 

むつ市 

ﾑﾂｼ 

税務課 〒035-8686 むつ市中央 1-8-1 0175-22-1111（代表） 

FAX 0175-23-5178 

大間町 

ｵｵﾏﾏﾁ 

税務保険課 〒039-4601 下北郡大間町大字大間字奥戸下道 20-4 0175-37-2111（代表） 

FAX 0175-37-2562 

東通村 

ﾋｶﾞｼﾄﾞｵﾘﾑﾗ 

税務住民課 〒039-4292 下北郡東通村大字砂子又字沢内 5-34 0175-27-2111（代表） 

FAX 0175-27-2299 

風間浦村 

ｶｻﾞﾏｳﾗﾑﾗ 

税務国保課 〒039-4502 下北郡風間浦村大字易国間字大川目 28-5 0175-35-2111（代表） 

FAX 0175-35-2403 

佐井村 

ｻｲﾑﾗ 

住民福祉課 〒039-4711 下北郡佐井村大字佐井字糠森 20 0175-38-2111（代表） 

FAX 0175-38-2492 

 

http://www.city.mutsu.lg.jp/
http://www.town.ooma.lg.jp/docs/399/8,10,399.php
http://www.vill.higashidoori.lg.jp/zeijyu/page000013.html
http://www.kazamaura.jp/
http://www.vill.sai.lg.jp/

