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魅力ある「田子育ち」の産業を目指すまちへ

事業費計　484,340 千円
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３　産業経済

安心・クリーン米対策事業 
 

 　　30,856　千円（前年度 2,500千円）
《産業振興課１次産業戦略推進グループ》

　カメ虫斑点米等の落等を防ぐため、薬剤購
入支援及び条件により色彩選別機利用料金の
支援をします。
●主な経費
　補助金	 	30,856千円
●財源
　町の負担額	 30,856千円水田営農対策事業

1,239千円（前年度 1,306千円）
《産業振興課１次産業戦略推進グループ》

　農業者に対して水稲に関する情報提供を行
うほか、経営所得安定対策等（転作の交付金）
の実施に必要な推進活動や水田フル活用ビ
ジョンに基づく要件確認等を行います。
●主な経費
　補助金	 	1,151千円
　事務経費	 	88千円
●財源
　県補助金	 1,135千円
　町の負担額	 104千円

野菜等産地力強化支援事業

1,441千円（前年度 3,352千円）
《産業振興課１次産業戦略推進グループ》

　労働力の軽減及び作付面積の拡大を図るた
め、農業用機械及び施設等の導入に支援します。
●主な経費
　補助金	 		1,441千円
●財源
　県補助金	 		901千円
　町の負担額	 	540千円

農作物災害対策事業

1,766千円（前年度 1,664千円）
《産業振興課１次産業戦略推進グループ》

　田子町鳥獣被害対策実施隊により、野生鳥
獣による農作物被害対策活動を実施するほ
か、農作物防除対策として電気柵の購入経
費に係る助成（1/2以内　上限44千円/ha）、
田子町鳥獣被害対策実施隊の担い手確保とし
て銃器による狩猟免許取得経費に係る助
成（1/2以内　上限150千円/人）、箱ワナに
よる狩猟免許取得経費に係る助成（1/2以内　　
上限14千円/人）を支援します。
●主な経費
　補助金	 	988千円
　報酬	 	460千円
　その他の経費	 	318千円
●財源
　県補助金	 	442千円
　負担金	 	79千円
　町の負担額	 1,245千円

葉たばこ生産振興対策事業

3,100千円（前年度 3,100千円）
《産業振興課１次産業戦略推進グループ》

　葉たばこ立枯病防除対策のため、土壌消毒
剤購入経費の助成（1/3以内）を行います。  
●主な経費
　補助金	 		3,100千円
●財源
　地方債（借入金）	 		3,000千円
　町の負担額	 100千円
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電気柵導入



49

魅力ある「田子育ち」の産業を目指すまちへ

野菜畑等土壌診断経費補助事業

400千円（前年度 400千円）
《産業振興課１次産業戦略推進グループ》

　作物に適した土壌環境の整
備と過度な肥料施肥を防ぐこ
とによる農業経費の削減を図
るため、八戸農業協同組合等
が行う土壌診断に対し、農家
負担の一部を補助します。
　補助率：1/3以内（上限 1,000円/点）  
●主な経費
　補助金	 400千円
●財源
　町の負担額	 400千円

農地中間管理事業

1,024千円（前年度 780千円）
《産業振興課１次産業戦略推進グループ》

　農地の流動化を促進するため、農地中間管
理機構を通じて農地の集積・集約化等を行っ
た場合、要件を満たすと、農地の「出し手」
や「地域」に対して、機構集積協力金が交付
されます。
●主な経費
　交付金	 1,000千円
　その他の経費	 24千円
●財源
　県補助金	 1,000千円
　機構からの委託金	 24千円

農地利用促進対策事業

675千円（前年度 675千円）
《産業振興課１次産業戦略推進グループ》

　増加傾向にある遊休農地の解消を図るため、
荒廃農地の再生や耕作放棄地を利用した農作
物の栽培経費等を支援します。
●主な経費
　補助金	 625千円
　事務経費	 50千円
●財源
　町の負担額	 675千円

140

141

143

にんにくオリジナル種子増殖事業	 15,101千円（前年度 16,540千円）

《産業振興課１次産業戦略推進グループ》
　たっこにんにくオリジナル品種「たっこ１号」の育成と配布
に向けて増殖を実施します。

●主な経費
　消耗品	 5,708千円
　委託料	 5,344千円
　その他経費	 4,049千円

●財源
　地方債（借入金）	 14,200千円
　町の負担額	 	901千円

139

農作物生産力強化対策事業

5,000千円（前年度 5,000千円）

《産業振興課１次産業戦略推進グループ》
　労働力の軽減及び作付面積の拡大を図るた
め、農業用機械及び施設等の導入に支援します。
●主な経費
　補助金	 5,000千円
●財源
　町の負担額	 5,000千円

142
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３　産業経済
中山間地域等直接支払制度事業	 40,959千円（前年度 37,897千円）

《産業振興課１次産業戦略推進グループ》
　中山間地域等において、傾斜等の農業生産条件の不
利を補正することにより、耕作放棄地の発生防止や機
械・農作業の共同化等、農業や集落を将来にわたって
維持するための活動を支援します。
●主な経費
　交付金	 40,789千円
　事務経費	 170千円
●財源
　国交付金	 20,394千円
　県交付金	 10,274千円
　町の負担額	 10,291千円

多面的機能支払制度事業	 16,564千円（前年度 16,524千円）

《産業振興課１次産業戦略推進グループ》
　農業や農村が持つ多面的機能の維持及び発揮を図る
ため、農用地・水路・農道などの地域資源や農村環境
を守る地域共同活動を支援します。
●主な経費
　交付金	 		16,244千円
　事務経費	 			320千円
●財源
　国交付金	 8,121千円
　県交付金	 	4,361千円
　町の負担額	 4,082千円

にんにく関連施設管理費	 15,722千円（前年度 20,762千円）

《産業振興課１次産業戦略推進グループ》
　ガーリックセンターやにんにくCA冷蔵庫等の施設維
持管理を実施します。
●主な経費
　施設修繕料	 7,458千円
　委託料	 4,993千円
　その他経費	 3,271千円
●財源
　にんにく種子売り払代金	 2,490千円
　町の負担額	 13,232千円

144
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146

集落ぐるみで花の植栽を行っています

伝統的農法「にお積み」で
昔ながらの農村風景を残しています

高温処理施設
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魅力ある「田子育ち」の産業を目指すまちへ

たっこにんにくブランド品質
向上対策事業

11,588千円（前年度 15,360千円）
《産業振興課１次産業戦略推進グループ》

　高温処理施設とＣＡ冷蔵庫の利用料補助、
また、土壌消毒に関する経費やシート乾燥機
等の購入費、転作田等を新規ほ場とするため
の経費などの補助を実施します。
●主な経費
　補助金	 11,588千円
●財源
　地方債（借入金）	 11,500千円
　町の負担額	 88千円

農道維持管理事業

9,113千円（前年度 2,513千円）
《建設課建設グループ》

　農道を安全に通れるよう、砂利敷きや水路
の補修などをおこなっています。また、農道
利用者への補修材料の支給も行っています。
●主な経費
　工事請負費	 6,000千円
　委託料	 2,000千円
　その他の経費	 			1,113千円
●財源
　町の負担額	 9,113千円

中山間地域総合整備事業

45,970千円（前年度 44,445千円）
《建設課建設グループ》

　未整備の農道や水路、集落道等を整備する
事業です。測量や設計、工事については青森
県が実施し、用地取得事務を町で実施します。
今年度は測量設計、用地取得及び道路、水路
の整備工事を実施します。
●主な経費
　公有財産購入費及び補償、補填及び賠償金
	 21,000千円
　負担金	 22,500千円
　その他事務費	 2,470千円
●財源
　委託金	 23,470千円
　地方債（借入金）	 18,400千円
　町の負担額	 4,100千円

農地整備事業（通作条件整備）

2,016千円（前年度 12,840千円）
《建設課建設グループ》

　下田子地区にて農道を新設・改良する事業
です。測量や設計、工事については青森県が
実施し、用地取得事務を町で実施します。今
年度は用地取得及び整備工事を実施します。
●主な経費
　道路用地購入費および
　工事等支障物件補償金	 1,650千円
　その他事務費	 			366千円
●財源
　委託金	 1,766千円
　町の負担額	 250千円

農地一般管理費

2,990千円（前年度 3,107千円）
《建設課建設グループ》

　ほ場の整備推進及び適正な維持管理のた
め、町土地改良区へ補助金を交付します。
●主な経費
　補助金	 2,700千円
　負担金	 197千円
　その他事務費	 			93千円
●財源
　町の負担額	 2,990千円

147
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149

収穫作業
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３　産業経済
農業次世代人材投資事業

13,500千円（前年度 13,500千円）
《産業振興課１次産業戦略推進グループ》

　経営が不安定な就農初期段階の新規就農者
に対して支援します。
●主な経費
　補助金	 13,500千円
●財源
　県補助金	 13,500千円

155

農地利用最適化推進事業

8,839千円（前年度 10,013千円）
《農業委員会》

　農業委員、農地利用最適化推進委員が、農
地パトロール、地区座談会を基に、農家の意
向把握や農地台帳を整備し、農地の有効活用
を進めます。
●主な経費
　報酬	 6,721千円
　旅費	 1,026千円
　その他の経費	 1,092千円
●財源
　農業委員会交付金	 3,923千円
　国補助金	 201千円
　町の負担額	 4,715千円

農業者年金受託業務費

753千円（前年度 780千円）
《農業委員会》

　農業者年金の事務について、農業者年金の
受託事務、農業者年金の加入促進事務を行っ
ています。
●主な経費
　報酬	 279千円
　町年金協会への補助	 72千円
　その他の経費	 402千円
●財源
　委託料	 487千円
　町の負担額	 266千円

林道改良事業

7,200千円（前年度 7,200千円）
《建設課建設グループ》

　林道嘉沢関線において、斜面の崩落を防止
するための対策工事を実施します。
●主な経費
　工事請負費	 7,200千円
●財源
　県補助金	 3,500千円
　地方債（借入金）	 3,500千円
　町の負担額	 200千円

154

153

152

農業人材等確保推進事業

4,436千円（前年度 2,736千円）
《産業振興課１次産業戦略推進グループ》

　農業の労働力不足に対応するため、人材確
保や農作業の省力化を図るために、人材確保
対策及び先端技術を活用できる人材の育成を
支援します。
●主な経費
　特別旅費	 1,800千円
　委託料	 636千円
　補助金	 2,000千円
●財源
　町の負担額	 4,436	千円

156

農業チャレンジ支援事業

450千円（前年度 450千円）
《産業振興課１次産業戦略推進グループ》

　新規品目の栽培方法や、田子町産農産物等
を活用した商品開発等の技術習得などに取り
組むグループ等へ支援します。
●主な経費
　補助金	 450千円
●財源
　町の負担額	 450千円

157
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魅力ある「田子育ち」の産業を目指すまちへ

農業用廃プラスチック
リサイクル推進事業

300千円（前年度 300千円）
《産業振興課１次産業戦略推進グループ》

　生活環境及び農産物の生産環境を保全する
ため、農業用廃プラスチックの適正な処理に
要する経費の一部を助成します。
●主な経費
　補助金	 	300千円
●財源
　町の負担額	 	300千円

生分解性マルチ促進対策事業

3,500千円（前年度 3,500千円）
《産業振興課１次産業戦略推進グループ》

　畑作で使用するマルチは、生分解性マルチ
を使用することで作業時間・労働力の削減に
繋がるため、購入者へ支援します。
●主な経費
　補助金	 	3,500千円
●財源
　地方債（借入金）	 	3,000千円
　町の負担額	 	500千円

158 160

農業用廃プラ回収作業

認定農業者拡充事業

312千円（前年度 312千円）
《産業振興課１次産業戦略推進グループ》

　認定農業者連絡協議会により、意見交換の
場を設け、地域連携を図りながら、更なる認
定農業者の拡充を目指します。
●主な経費
　補助金	 200千円
　その他の経費	 112千円
●財源
　町の負担額	 	312千円

159

研修会の様子

６次産業化推進事業

13,997千円（前年度 2,753千円）
《産業振興課６次産業戦略推進グループ》

　町内での新規作物の振興や売れる商品づく
りに取り組むなど、６次産業化への機運を高
め合い、農業者等の所得向上を目指します。
●主な経費
　町物産販売促進事業委託料	 5,500千円
　６次産業化チャレンジ支援事業補助金
	 1,500千円
　その他の経費	 6,997千円
●財源
　町の負担額	 	13,997千円

161

地域間交流推進事業

485千円（前年度 485千円）
《政策推進課政策推進グループ》

　他の市町村と交流することで、特産品やイ
ベントのＰＲの場を広げ、全国各地へ向けて、
田子町の魅力を発信します。
●主な経費
　他自治体との交流に係る経費	 485千円
●財源
　町の負担額	 485千円

162
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３　産業経済

町有林造林単独事業

6,056千円（前年度 3,365千円）
《産業振興課１次産業戦略推進グループ》

　町有林の保育作業及び作業道補修等を実施
し、町全体の水源保全等を目的とした計画的
な森林整備を実施します。
●主な経費
　委託料	 5,752千円
　その他の経費	 304千円
●財源
　地方債（借入金）	 	6,000千円
　町の負担額	 	56千円

森林経営管理事業

6,648千円（前年度 2,000千円）

《産業振興課１次産業戦略推進グループ》
　 民有林の管理の適正化と効率化を図るため
に調査・台帳整理・システム更新などととも
に、森林組合に委託した造林・保育に要する
費用について県の補助に対して上乗せ補助を
実施します。
●主な経費
　委託料	 3,123千円
　補助金	 3,000千円
　その他の経費	 525千円
●財源
　基金繰入金	 	6,648千円

166
164

たっこ農業・農村魅力発信事業

361千円（前年度 361千円）
《産業振興課１次産業戦略推進グループ》

　将来の農業者の確保・育成を図るため、地
域の資源である農林畜産業の魅力に直接見
て、聞いて、触って、体験できる「たっこ魅
力探検隊」を町内小学校６年生を対象に実施
します。
●主な経費
　事務経費	 361千円
●財源
　町の負担額	 	361千円

163

丸太切り競争の様子

たっこにんにくブランド
管理対策事業

4,781千円（前年度 3,543千円）
《産業振興課１次産業戦略推進グループ》

　にんにくの生産状況や病害虫発生状況等調
査し、生産者への情報提供等、支援対策の強
化を進めます。また、たっこ王子を活用した
総合的な販売力の強化、PR活動を実施します。
●主な経費
　事務経費	 1,869千円
　補助金	 1,600千円
　委託料	 1,312千円
●財源
　町の負担額	 4,781千円

165

たっこにんにくＰＲ活動
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魅力ある「田子育ち」の産業を目指すまちへ

青森水源林造林事業

2,842千円（前年度 1,608千円）
《産業振興課１次産業戦略推進グループ》

　（国研）森林研究・整備機構との分収林にお
いて、計画的な森林整備を実施します。
●主な経費
　委託料	 2,756千円
　その他の経費	 86千円
●財源
　事業者負担金	 2,811千円
　町の負担額	 	31千円

町林業再生事業

270千円（前年度 268千円）
《産業振興課１次産業戦略推進グループ》

　町内林業業者で構成された「田子町林業再
生協議会」に対し、事務経費等の補助を実施
します。
●主な経費
　補助金	 200千円
　その他の経費	 70千円
●財源
　町の負担額	 	270千円

168

167

町有林環境整備事業

1,326千円（前年度 1,326千円）
《産業振興課１次産業戦略推進グループ》

　町有林内において、水資源の保全などを目
的とした地域住民との育樹祭等の開催や、人
とふれあう親しみやすい森づくりのため、景
観等の整備を実施します。
●主な経費
　使用料及び賃借料	 741千円
　委託料	 300千円
　その他の経費	 285千円
●財源
　貸付金	 611千円
　町の負担額	 715千円

171

環境公共事業の様子

緑資源幹線林道元利補給補助金

3,461千円（前年度 4,071千円）
《建設課建設グループ》

　大規模林道葛巻田子線浄法寺田子区間の開
設について、受益者組合の負担金に対して補
助金を交付しています。
●主な経費
　緑資源幹線林道整備事業受益者負担補助金
	 3,461千円
●財源
　町の負担額	 3,461千円

169

林道維持管理事業

1,935千円（前年度 3,030千円）
《建設課建設グループ》

　林道を安全に通れるよう、砂利敷きや穴埋
めなどを行っています。また、林道利用者へ
の補修材料の支給も行っています。
●主な経費
　委託料	 900千円
　原材料費	 671千円
　その他の経費	 364千円
●財源
　町の負担額	 1,935千円

170
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３　産業経済
公共牧野運転資金貸付金事業

5,610千円（前年度 5,610千円）
《産業振興課１次産業戦略推進グループ》

　公共牧野の運営に対し、運転資金を貸し付
けます。
●主な経費
　貸付金	 5,610千円
●財源
　貸付元利収入	 5,610千円

畜産経営指導支援事業

270千円（前年度 300千円）
《産業振興課１次産業戦略推進グループ》

　町内の若手畜産農家や新規就農者、または
更なる生産技術の向上を目指す農家を対象
に、肥育及び繁殖生産技術を学ぶ場として講
習会等を開催します。
●主な経費
　講師謝礼	 200千円
　その他の経費	 70千円
●財源
　町の負担額	 	270千円

172

173

草地畜産基盤整備事業

6,500千円（前年度 1,535千円）
《産業振興課１次産業戦略推進グループ》

　国庫事業を活用し、牧場内の草地更新や畜
産施設の整備について支援します。
●主な経費
　負担金	 6,500千円
●財源
　事業者負担金	 	6,500千円

堆肥舎管理費

911千円（前年度 899千円）
《産業振興課１次産業戦略推進グループ》

　町内の畜産農家から排出された牛糞等を適
正に処理するための堆肥舎を有効に活用し、
運営する組合に対し支援します。
●主な経費
　車輌修繕料	 299千円
　自動車保険料	 232千円
　その他経費	 380千円
●財源
　町の負担額	 911千円

174
177

堆肥生産技術普及活動事業

300千円（前年度 300千円）
《産業振興課１次産業戦略推進グループ》

　有機物資源活用センターを活用した堆肥生
産技術の普及活動を支援します。
●主な経費
　補助金	 300千円
●財源
　町の負担額	 300千円

田子高原広域事務組合負担金

2,665千円（前年度 2,876千円）
《産業振興課１次産業戦略推進グループ》

　農家支援事業や畜産講習会の実施等、組合
地域の畜産振興を図るための事業費に対し負
担します。
●主な経費
　負担金	 2,665千円
●財源
　町の負担額	 2,665千円

176

175
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魅力ある「田子育ち」の産業を目指すまちへ

小規模治山事業

6,200千円（前年度 4,100千円）
《建設課建設グループ》

　安全で住みよい住環境整備のため、荒廃林
地等の復旧・対策工事を行います。
●主な経費
　工事請負費	 6,200千円
●財源
　県補助金	 	3,000千円
　地方債（借入金）	 	3,000千円
　町の負担額	 	200千円

181

家畜防疫推進事業

286千円（前年度 287千円）
《産業振興課１次産業戦略推進グループ》

　４月に全肉用牛を対象として行う総牛検査
のほか、家畜の疾病予防のための検査、情報
提供を行います。
●主な経費
　委託料	 202千円
　その他の経費	 84千円
●財源
　手数料	 	16千円
　町の負担額	 270千円

田子牛産地形成事業費補助金

11,250千円（前年度 11,250千円）
《産業振興課１次産業戦略推進グループ》

　田子牛の産地化を目的に町内の繁殖及び肥
育農家の安定供給と担い手等へ支援します。
●主な経費
　補助金	 11,250千円
●財源
　県補助金	 5,000千円
　ふるさと納税（基金）	 2,000千円
　町の負担額	 4,250千円

酪農支援事業

1,100千円（前年度 1,100千円）
《産業振興課１次産業戦略推進グループ》

　近年特に減少が著しい乳用牛について、乳
用雌牛の増頭に向けた取り組みに対し支援し
ます。
●主な経費
　補助金	 1,100千円
●財源
　町の負担額	 1,100千円

179

178

180

連携中枢都市圏連携事業

30千円（前年度 30千円）
《産業振興課１次産業戦略推進グループ》

　八戸圏域内において、漆産業の活性化を目
的に、漆の苗木購入に対して支援をします。
●主な経費
　負担金	 30千円
●財源
　町の負担額	 30千円

182

地域商業活性化支援事業

1,800千円（前年度 2,000千円）
《産業振興課２次３次産業戦略推進グループ》

　町内商工業者の活性化及び地域の生活支援
を目的に、サンモールたっこ商店街及びフェ
ザン通り商店街の活動経費の一部を田子町商
工会へ補助しています。
　また、町内商工業者等の活性化を目的に、
新商品開発や、販路拡大等に係る経費の一部
を補助しています。
●主な経費
　地域商業活性化支援事業費補助金
	 500千円
　ビジネスチャレンジ支援事業費補助金
	 450千円
　販路拡大支援事業費補助金	 850千円
●財源
　町の負担額	 1,800千円
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３　産業経済
新型コロナウイルス感染症
対策費（２次３次）

1,600千円　 　新規事業
《産業振興課２次３次産業戦略推進グループ》

　新型コロナウイルス感染症の影響により帰
省を自粛している方へ「家族の“きずな”便」
を実施し、ふるさとを感じてもらう機会を創
出します。
●主な経費
　郵便料	 1,600千円
●財源
　町の負担額	 	1,600千円

184

商工業振興対策費

28,952千円（前年度 28,950千円）
《産業振興課２次３次産業戦略推進グループ》

　町の商工業の発展と活性化を図るための商
工会運営費補助や、町内中小企業の経営安定・
事業活性化を目的に、新規創業者・既存企業
に対して、県・町の融資制度を利用する際の
信用保証料の補助を行っています。
●主な経費
　商工会運営事業費補助金	 3,952千円
　中小企業経営安定化対策事業補助金
	 5,000千円
　特別保証制度預託金	 20,000千円
●財源
　特別保証制度預託金元利収入
	 	20,000千円
　町の負担額	 	8,952千円

産業振興戦略プロジェクト事業

1,730千円（前年度 1,656千円）
《産業振興課２次３次産業戦略推進グループ》

　物産販売等を通じて田子町を町外へ力強く
PRしていくための事業を行います。
●主な経費
　物産販売業務委託料	 1,200千円
　旅費	 530千円
●財源
　町の負担額	 1,730千円

185

186

田子会交流事業

1,400千円（前年度 1,309千円）
《産業振興課２次３次産業戦略推進グループ》

　田子町出身で関東一円に居住している方々
で組織している「東京田子会」との交流会を
年に一度東京で開催しています。
●主な経費
　東京田子会補助金	 200千円
　旅費	 484千円
　その他の経費	 716千円
●財源
　町の負担額	 1,400千円

188

環十和田湖ゲートウェイ推進事業

1,850千円　 　新規事業
《産業振興課２次３次産業戦略推進グループ》

　サンモール商店街に隣接されている田子町
コミュニティ広場及び公衆トイレ、管理棟の
維持管理経費です。
●主な経費
　電気料	 1,100千円
　その他の経費	 750千円
●財源
　町の負担額	 	1,850千円

農山漁村振興交付金事業

78,500千円（前年度 117,027千円）
《産業振興課２次３次産業戦略推進グループ》

　国の農泊事業を活用し環十和田湖Gateway
構想の推進のため、施設整備事業を活用しな
がら滞在型観光交流の実現と新たな地域の魅
力を発信し、関係人口と交流人口の拡大を図
ります。
●主な経費
　古民家施設改修工事	 77,000千円
　古民家施設改修工事監理業務委託料
	 1,500千円
●財源
　国交付金	 	38,500千円
　地方債（借入金）	 	39,200千円
　町の負担額	 	800千円

189

187

新規掲載事業新規掲載事業

新規掲載事業新規掲載事業
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魅力ある「田子育ち」の産業を目指すまちへ

創業支援事業

2,060千円（前年度 2,930千円）
《産業振興課２次３次産業戦略推進グループ》

　創業・経営するうえで、必要な知識を習得
できる「創業実践塾」を開設します。さらに、
塾生が創業に必要な技術等を身につけるため
の支援策として、研修先の斡旋、新規事業へ
の支援を行います。
●主な経費
　講師等謝礼	 1,260千円
　創業研修支援補助金	 300千円
　県・市町村融資制度連携補助金	 500千円
●財源
　町の負担額	 2,060千円

192

みろくの滝親水広場周辺
維持管理費

3,110千円（前年度 3,110千円）
《産業振興課２次３次産業戦略推進グループ》

　みろくの滝、関やすらぎ駐車帯、大雷鉢砂
防愛ランドの３施設をお客様に快適に過ごし
ていただくための維持管理を行っています。
●主な経費
　施設管理委託料
　（施設管理、浄化槽、給水施設）	1,520千円
　電気料（３施設）	 900千円
　その他の経費	 690千円
●財源
　町の負担額	 3,104千円
　その他	 6千円

193田子町ふるさと大使事業

255千円（前年度 255千円）
《産業振興課２次３次産業戦略推進グループ》

　町では、田子町の魅力を広くＰＲしていた
だくため「田子町ふるさと大使」として、４
名の方にお願いしています。
◎向井靖雄さん、久保玄次さん、川三番地さ
ん（本名：田中敬三さん）、セルジオ・マリア・
トゥートニコさん
●主な経費
　消耗品費	 255千円
●財源
　町の負担額	 	255千円

191

ご当地グルメ推進事業	 500千円（前年度 500千円）

《産業振興課２次３次産業戦略推進グループ》
　「食」を観光資源の一つとして捉え、田子町新・
ご当地グルメを町外へ周知し、交流人口の増大を
図ることを目的としています。

●主な経費
　田子ニンニク料理推進協議会運営費補助金
	 500千円
●財源
　町の負担額	 	500千円
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３　産業経済
タプコプ創遊村推進事業	 11,130千円（前年度 9,584千円）

《産業振興課２次３次産業戦略推進グループ》
　町の観光拠点の一つであるタプコプ創遊村を中心とした大黒森周辺の適切な施設管理や、町内
外から訪れる皆さんに親しんでいただけるよう、環境の整備を行っています。

●主な経費
　大黒森公共施設等管理委託料	 5,800千円
　電気設備工事	 2,800千円
　その他の経費	 2,530千円
●財源
　町の負担額	 	11,130千円

194

地域活性化対策事業	 9,286千円（前年度 8,786千円）

《産業振興課２次３次産業戦略推進グループ》
　「田子にんにく収穫祭」「にんにくとべごまつり」

「たっこにんにくまつり」等への助成を行っています。

●主な経費
　イベント協力事業補助金
　（にんにく三大まつりほか）	 6,350千円
　三町食べ歩きスタンプラリー補助金
	 1,000千円
　その他の経費	 1,936千円
●財源
　ふるさと納税（基金）	 	6,000千円
　町の負担額	 3,286千円

創遊村229スキーランド管理運営費	 20,069千円（前年度 15,855千円）

《産業振興課２次３次産業戦略推進グループ》
　町では「創遊村２２９スキーランド」を、冬期間の町民の体力増進と健康維持、そして生涯教
育の場として「創遊村２２９スキーランドを愛する会」と連携しながら運営しています。利用者
の安全を第一に考え、施設整備等を行っていきます。

●主な経費
　施設管理委託料	 4,500千円
　車輌修繕料	 3,500千円
　その他の経費	 12,069千円
●財源
　リフト使用料	 	1,600千円
　町の負担額	 18,469千円
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