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共に学び夢と絆を育むまちへ

事業費計　278,607 千円
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１　教育文化

教育環境整備費

765千円（前年度 770千円）
《教育課学務グループ》

　校庭整備や樹木の剪定など、小・中学校
施設の軽微な環境整備を行う際に要する経
費です。
●主な経費
　業務委託料	 650千円
　原材料	 115千円
●財源
　町の負担額	 765千円

006

教育振興費

6,247千円（前年度 6,279千円）
《教育課学務グループ》

　学校教育活動及び、社会教育活動の推進
母体である町教育振興会の諸活動を支援し、
田子町教育の充実を図ります。
●主な経費
　教育振興会運営費補助金	 1,755千円
　語学検定等支援補助金	 793千円
　児童生徒全国大会等出場奨励金　他
	 3,699千円
●財源
　ふるさと納税（基金）	 1,000千円
　町の負担額	 5,247千円

小学校運営費

19,542千円（前年度 19,872千円）
《教育課学務グループ》

　町内３つの小学校を維持運営していくた
めの経費です。
●主な経費
　光熱水費	 11,585千円
　消耗品	 5,353千円
　その他の経費	 2,604千円
●財源
　町の負担額	 19,542千円

中学校運営費

12,116千円（前年度 11,988円）
《教育課学務グループ》

　田子中学校を維持運営していくための経
費です。
●主な経費
　光熱水費	 6,812千円
　消耗品	 3,909千円
　その他の経費	 1,395千円
●財源
　町の負担額	 12,116千円

小学校管理費

8,999千円（前年度 9,067千円）
《教育課学務グループ》

　小学校における特別支援教育支援員の設置、
施設・設備の充実を行っています。また、児
童及び教職員の健康診断を実施し、健康の保
持増進を図っています。
●主な経費
　学校医報酬	 1,087千円
　学校施設管理委託料	 4,838千円
　学校一般備品　他	 3,074千円
●財源
　国庫補助金	 47千円
　町の負担額	 8,952千円

中学校管理費

4,117千円（前年度 4,043千円）
《教育課学務グループ》

　中学校における特別支援教育支援員、施設・
設備の充実を行っています。また、生徒及び
教職員の健康診断を実施し、健康の保持増進
を図っています。
●主な経費
　学校医報酬	 381千円
　学校施設管理委託料	 1,660千円
　学校一般備品　他	 2,076千円
●財源
　携帯電話無線基地使用料	 6千円
　町の負担額	 4,111千円
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共に学び夢と絆を育むまちへ

中学校施設修繕事業

1,967千円（前年度 1,282千円）
《教育課学務グループ》

　中学校施設の損耗状況に応じて修繕を行
い、良好な環境を維持するよう努めています。
●主な経費
　一般修繕費	 1,967千円
●財源
　町の負担額	 1,967千円

教材備品等購入事業

4,937千円（前年度 6,322千円）
《教育課学務グループ》

　小・中学校で指導に必要な教材や図書を
購入します。

▽小学校	 637千円
●主な経費
　教育用器具	 360千円
　学校図書	 277千円
●財源
　国庫補助金	 25千円
　町の負担額	 612千円
▽中学校	 4,300千円
●主な経費
　教育用器具	 4,106千円
　学校図書	 194千円
●財源
　ふるさと納税（基金）	 3,000千円
　国庫補助金	 69千円
　町の負担額	 1,231千円

就学援助費

3,845千円（前年度 3,826千円）
《教育課学務グループ》

　経済的な理由によって就学困難な児童生
徒の保護者に対し、必要な援助（学用品、
通学用品、修学旅行費、学校給食費）を行うこ
とにより、義務教育の円滑な実施を図ってい
ます。

▽小学生（対象予定児童数　16名）	1,520千円
●主な経費
　学校給食費	 878千円
　学用品等	 642千円
●財源
　町の負担額	 1,520千円
▽中学生（対象予定生徒数　19名）	2,325千円
●主な経費
　学校給食費	 1,123千円
　学用品等	 1,202千円
●財源
　町の負担額	 2,325千円
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010小学校施設修繕事業

6,020千円（前年度 1,500千円）
《教育課学務グループ》

　小学校施設の損耗状況に応じて修繕を行
い、良好な環境を維持するよう努めています。
●主な経費
　一般修繕費	 6,020千円
●財源
　町の負担額	 6,020千円

007

施設の管理運営

6,057千円（前年度 6,313千円）
《田子幼稚園》

　人生の基礎となる幼児教育徹底のため、幼
稚園の施設・設備の充実を図っています。 
●主な経費
　施設の管理運営	 6,057千円
●財源
　町の負担額	 6,057千円

012

保育料軽減事業（幼稚園）

144千円（前年度 195千円）
《田子幼稚園》

　給食費負担金の一部を助成します。
●主な経費
　保育料軽減事業補助金	 144千円
●財源
　町の負担額	 144千円
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１　教育文化

調理業務委託料

24,510千円（前年度 21,054千円）
《学校給食センター》

　調理、配送等に必要な従事者を確保し、確
実に給食を提供するため、業務委託を行って
います。
●主な経費
　委託料	 24,510千円
●財源
　町の負担額	 24,510千円

018

奨学資金事業	 4,043千円（前年度 1,307千円）

《教育課学務グループ》
　学習意欲と能力があるにもかかわらず、経済的理由により修学困難な生徒へ奨学資金を貸付
し、有用な人材育成に努めます。平成30年度の制度改正により、対象者には返済の一部免除
が導入され、上級学校への進学をさらに支援する内容としています。貸付は基金からとなり、
１０数名への貸付を計画しています。
●主な経費
　奨学資金積立金	 4,008千円
　貸付審査委員報酬	 22千円
　その他の経費	 13千円

高校入学祝い金支給事業	 3,040千円（前年度 3,200千円）

《教育課学務グループ》
　町内在住の高校入学生に入学祝い金を支給します。
●主な経費
　祝い金	 3,040千円

●財源
　ふるさと納税（基金）	 3,000千円
　償還金	 1,008千円
　町の負担額	 35千円

●財源
　地方債（借入金）	 3,000千円
　町の負担額	 40千円

013

014

県中体連等派遣補助金

3,200千円（前年度 3,200千円）
《教育課学務グループ》

　中学校部活動推進のため、中学校体育大会
等に参加する生徒と引率者（教諭）を対象に、
交通費及び宿泊費について補助金を交付し、
保護者負担の軽減を図っています。
●主な経費
　生徒・引率旅費補助金	 3,200千円
●財源
　町の負担額	 3,200千円

中高一貫教育推進事業

2,000千円（前年度 2,500千円）
《教育課学務グループ》

　田子高校の特色化を図るため、①英語研
修への参加、②町外から通学する生徒に対
する交通費の支援など、田子高校後援会と
連携し支援しています。
●主な経費
　中高一貫教育推進事業補助金	 2,000千円
●財源
　町の負担額	 2,000千円

017015

幼小教育支援事業

92千円（前年度 92千円）
《田子幼稚園》

　学童保育を利用しない児童の教育を支援し
ます。
●主な経費
　保育材料費等	 92千円
●財源
　町の負担額	 92千円
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学校給食運営費

38,767千円（前年度 19,214千円）
《学校給食センター》

　学校給食センターの管理運営に関する経費
です。令和３年度からの５箇年計画により大
型調理機器を更新する予定です。
●主な経費
　備品購入費	 19,089千円
　光熱水費	 9,053千円
　その他施設管理費	 10,625千円
●財源
　原子力施設立地振興対策助成金	 14,000千円
　町の負担額	 24,767千円

学校給食賄材料費

21,309千円（前年度 21,902千円）
《学校給食センター》

　地元産品を活用し、よりおいしい安全･安心
な学校給食の提供に要する食材購入経費です。
　田子町では、保護者負担金に町の負担額を
上乗せした予算で献立づくりをし、提供して
います。
●主な経費
　賄材料費	 21,309千円
●財源
　保護者負担金	 19,092千円
　町の負担額	 2,217千円

公用車管理費

865千円（前年度 704千円）
《学校給食センター》

　学校給食を的確に配送するため、学校給食
配送車の管理と安全運行に努めています。
●主な経費
　車両修繕料	 337千円
　車両燃料費	 211千円
　車検整備等その他経費	 317千円
●財源
　町の負担額	 865千円

023

019

021
教員住宅管理費

617千円（前年度 476千円）
《教育課学務グループ》

　教員住宅の損耗状況に応じた修繕など維
持管理を行います。
●主な経費
　施設修繕料	 293千円
　火災保険料	 24千円
　その他の経費	 300千円
●財源
　住宅使用料	 187千円
　町の負担額	 430千円

小中学校教材備品（パソコン）
管理事業

674千円（前年度 11,674千円）
《教育課学務グループ》

　教職員の校務用パソコンの保守管理を行
い、事務の効率化等を図りながらＩＣＴ環境
を整備します。
●主な経費
　保守管理料	 423千円
　修繕料	 251千円
●財源
　町の負担額	 674千円

給食センター改修事業

1,850千円（前年度 1,200千円）
《学校給食センター》

　給食センターの衛生管理の徹底のため、学
校給食調理従事者研修マニュアルに沿った調
理員用トイレ改修と、ボイラーの安全・安心
な運用のための補修を、給食提供しない夏期
休業期間に実施します。
●主な経費
　給食センター改修工事	 1,850千円
●財源
　町の負担額	 1,850千円
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１　教育文化

農山村広場維持管理

669千円（前年度 806千円）
《教育課スポーツ・社会教育グループ》

　散歩やジョギング、軽スポーツができるよ
うに広場やトイレの維持管理をしています。
テニスコートは、ナイター利用もできます。
冬期間はトイレの使用はできません。
●主な経費
　光熱水費	 260千円
　管理委託料	 202千円
　その他管理運営費	 207千円
●財源
　農山村広場使用料	 23千円
　町の負担額	 646千円

028

スポーツ賞の表彰

265千円（前年度 253千円）
《教育課スポーツ・社会教育グループ》

　スポーツ活動において優秀な成績をおさめ
た方や、スポーツ振興に功績のあった方を表
彰します。
●主な経費
　表彰記念品	 165千円
　その他の経費	 100千円
●財源
　町の負担額	 265千円

025

令和２年スポーツ賞受賞者

文化賞の表彰

150千円（前年度 156千円）
《教育課スポーツ・社会教育グループ》

　田子町の文化の向上に貢献した方や団体を
表彰します。表彰することで更なる芸術文化
活動の発展を目指します。
●主な経費
　審査会委員報酬（５人）	 27千円
　表彰記念品	 97千円
　その他の経費	 26千円
●財源
　町の負担額	 150千円

027

令和２年文化賞受賞者

歴史の窓風景画作成

150千円　 　新規事業
《教育課スポーツ・社会教育グループ》

　南部家第26代当主信直公・第27代当主利直
公の時代の風景を史実に基づき再現すること
により過去と現在を結び、歴史と文化を身近
に感じていただくために作成するものです。
　この事業は、サイン整備事業と連携してお
り、作成した風景画は、案内看板に描かれ、
町内に設置される予定です。
●主な経費
　作成委託料	 150千円
●財源
　町の負担額	 150千円
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町民プール維持管理

2,542千円（前年度 2,609千円）
《教育課スポーツ・社会教育グループ》

　安全で快適にプールが利用できるよう、維
持管理しています。今年は、７月３日から８
月22日まで開放する予定です。
●主な経費
　管理委託料	 1,400千円
　光熱水費	 570千円
　その他管理運営費	 572千円
●財源
　プール使用料	 5千円
　町の負担額	 2,537千円

農業者トレーニングセンターの
維持管理

3,797千円（前年度 3,478千円）
《教育課スポーツ・社会教育グループ》

　各体育団体や学校の部活動、イベントなど
に利用できるように維持管理しています。
●主な経費
　光熱水費	 1,974千円
　管理委託料	 704千円
　その他管理運営費	 1,119千円
●財源
　トレセン使用料など	 37千円
　町の負担額	 3,760千円

県民駅伝田子町実行委員会
への補助

720千円（前年度 700千円）
《教育課スポーツ・社会教育グループ》

　青森県民駅伝競走大会に田子町チームを派
遣し、町の部８位入賞を目指します。チーム
を運営する田子町実行委員会へ運営や強化合
宿等の補助をします。
●主な経費
　実行委員会運営補助金	 700千円
　普通旅費	 20千円
●財源
　町の負担額	 720千円

030

031029

夏期練習会の様子

町民グラウンド維持管理

850千円（前年度 850千円）
《教育課スポーツ・社会教育グループ》

　町民グラウンド（田子中学校グラウンド）
が、夜間でも利用できるように照明とトイ
レの維持管理をしています。
●主な経費
　光熱水費	 760千円
　その他管理運営費	 90千円
●財源
　町の負担額	 850千円

032

小中学校スクールバス運行事業

26,620千円（前年度 26,763千円）
《教育課学務グループ》

　スクールバスは、町のコミュニティバスと
併せて小中学生の登下校のため運行しており、
その費用として運行業者に支出しています。
●主な経費
　運行委託料	 25,140千円
　バス借上料	 1,365千円
　土地借上料	 115千円
●財源
　町の負担額	 26,620千円

033



22

１　教育文化
町民大運動会の開催	 648千円（前年度 648千円）

《教育課スポーツ・社会教育グループ》
　町民のみなさんが運動会を通して、スポー
ツや運動に親しみ、地域や世代間交流が深め
られるよう、地域の対抗戦として開催します。
　▽開催日　令和３年９月12日（日）※予定
　▽会場　田子小学校グラウンド

●主な経費
　競技運営用消耗品	 312千円
　大会参加準備金	 160千円
　その他の経費	 176千円

●財源
　町の負担額	 648千円

034
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水泳教室の開催

108千円（前年度 108千円）
《教育課スポーツ・社会教育グループ》

　町民プールにおいて、子どもの体力づくり
と正しい泳法を身につけることを目的に、小
学生対象の水泳教室を開催します。
▽開催日　令和３年８月上旬　※予定
●主な経費
　講師派遣手数料	 108千円
●財源
　町の負担額	 108千円

チャレンジデーの開催

1,305千円（前年度 1,305千円）
《教育課スポーツ・社会教育グループ》

　町民の継続的な運動のきっかけづくりとし
て開催します。当日は、町民を含め町にいる
方全員が対象となり、地域全体で健康づくり
と地域コミュニティの活性化を目指します。
　今年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止のた
め、一堂に会するイベントは行わず、この事業の目
的である「継続して体を動かす習慣づくり」を実践
していただくために、日常生活において、気軽に楽
しくできる「ながらエクササイズ」を企画（提案）
します。

●主な経費
　実行委員会運営補助金	 550千円
　記念品	 755千円
●財源
　町の負担額	 1,305千円

037036

田子高校郷土芸能部支援事業	 1,250千円（前年度 2,500千円）

《教育課学務グループ》
　田子高校郷土芸能部の活動に対して補助す
るものです。

●主な経費
　補助金	 1,250千円
●財源
　町の負担額	 1,250千円
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健康ウォークの開催

100千円（前年度 100千円）
《教育課スポーツ・社会教育グループ》

　町民の健康づくりを目的に、気軽に楽し
く体を動かす機会づくりのため、町内外それ
ぞれコースを設定して実施します。
▽開催予定日　①６月６日（日）②８月１日（日）
　　　　　　③９月26日（日）④11月３日（祝）
●主な経費
　参加記念品	 70千円
　その他の経費	 30千円
●財源
　町の負担額	 100千円

田子神楽後継者養成講座

150千円（前年度 150千円）
《教育課スポーツ・社会教育グループ》

　青森県無形民俗文化財に指定されている
「田子神楽」の保存伝承のため後継者養成講

座を開催します。講座の成果発表会は、10月
下旬に行う予定です。指導は、田子神楽保存
会技芸部の方々です。
●主な経費
　指導団体への謝礼	 150千円
●財源
　町の負担額	 150千円

田子神楽啓蒙活動事業

110千円（前年度 110千円）

《教育課スポーツ・社会教育グループ》
　田子神楽を、県内外に広く周知する活動に
対して支援します。
▽櫻山神社（盛岡市）田子神楽奉納 11/26（金）予定

●主な経費
　補助金	 110千円
●財源
　町の負担額	 110千円
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スポーツ推進委員の活動

540千円（前年度 805千円）
《教育課スポーツ・社会教育グループ》

　町民のみなさんにスポーツや運動に親しん
でいただくため、イベント等を通してスポー
ツの普及に努めています。
▽委嘱委員数　10人
▽任期　令和２年度～３年度
●主な経費
　委員報酬（10人）	 444千円
　その他の経費	 96千円
●財源
　町の負担額	 540千円
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語学検定支援事業

200千円（前年度 200千円）
《政策推進課政策推進グループ》

　町民及び田子高校生を対象に、語学検定試
験（外国語）受験に係る検定料の全額を助成
し、語学力の向上を目指します。
▽実用英語技能検定（英検）▽TOEIC
▽ハングル能力検定試験　など
●主な経費
　検定料助成金	 200千円
●財源
　町の負担額	 200千円

グローバル人材育成事業

580千円（前年度 580千円）
《政策推進課政策推進グループ》

　ギルロイ市高校生短期研修の受入や外国語
講座の開催など、語学力の向上とコミュニ
ケーション能力の育成を推進します。
●主な経費
　ギルロイ市高校生短期研修受入事業費
	 330千円
　外国語講座開催経費	 250千円
●財源
　町の負担額	 580千円

045

046

映画監督相米慎二魅力発信事業	 3,138千円（前年度 3,081千円）

《政策推進課政策推進グループ》
　「セーラー服と機関銃」などを手がけた映画監督相米慎二さんが、町内にある先祖の墓で眠っ
ていることから、町の魅力の一つとして監督の功績を語り継いでいくため、「相米慎二監督
映画祭り」を開催します。
●主な経費
　ゲスト等あっせん料	 990千円
　映画上映、PR物品等作成委託料	 970千円
　その他の経費	 1,178千円

●財源
　助成金（青森県町村会）	 1,800千円
　町の負担額	 1,338千円
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国際交流・国際理解推進事業

395千円（前年度 395千円）
《政策推進課政策推進グループ》

　国際交流イベントや国際理解講座、国際理
解推進事業参加旅費一部助成など、姉妹都市
以外にも世界を知る機会を創出し、町民の国
際交流・国際理解活動を支援します。
●主な経費
　国際理解講座・交流会等経費	 115千円
　旅費助成金	 280千円
●財源
　町の負担額	 395千円

田子町サイン整備事業

4,000千円（前年度 7,000千円）
《政策推進課政策推進グループ》

　町内の主要施設や景勝地・歴史文化財等へ
の案内・誘導看板を、来訪者・町民、誰もが
見やすく、わかりやすい公共サインとして、よ
り効果的に機能するよう整備を進めます。ま
た、外国語表記を加えることにより、外国から
の来訪者にも優しい環境整備を目指します。
●主な経費
　公共サイン整備業務委託料	 4,000千円
●財源
　基金繰入金	 4,000千円

043

044
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英語指導助手事業

1,534千円（前年度 910千円）
《教育課学務グループ》

　外国語指導助手を配置し、中学校における
英語授業の補助を中心として、国際理解教育
と語学力向上に努めています。また、全小学
校の外国語活動の指導や行事にも参加し、児
童生徒との交流を深めています。
●主な経費
　旅費	 640千円
　消耗品	 100千円
　負担金　他	 794千円
●財源
　町の負担額	 1,534千円

中学生海外派遣事業

6,380千円（前年度 6,380千円）
《教育課学務グループ》

　姉妹都市である米国ギルロイ市へ中学生を
８日間派遣し、ホームステイによる生活体験
や現地の学校での交流を通して、国際理解教
育と英語による実践的コミュニケーション能
力の育成を図っています。
　３万円の自己負担で生徒が参加できるよ
うに町が補助します。
●主な経費
　派遣費用補助金	 6,380千円
●財源
　基金繰入金	 6,380千円

英語塾実施事業

350千円（前年度 350千円）
《教育課学務グループ》

　中学生・田子高校生を対象に、英語検定取
得等に向け、民間講師に委託した英語塾を実
施します。
●主な経費
　委託料	 350千円
●財源
　町の負担額	 350千円

047

049

048

田子ひとくるめゃ文化祭の開催

1,711千円（前年度 1,854千円）
《教育課、産業振興課、地域包括支援課》

　文化活動促進、産業振興、健康づくりを
目的に各種活動の発表や町民相互の交流が
できるイベントなど、総合的な文化祭を開
催します。
▽開催予定日　令和３年10月23日（土）～24日（日）

●主な経費
　会場設営費	 506千円
　講師謝礼	 220千円
　その他の経費	 985千円
●財源
　町の負担額	 1,711千円
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スポーツ及び文化団体等大会
出場費補助金

100千円（前年度 100千円）
《教育課スポーツ・社会教育グループ》

　スポーツ及び文化団体の活動において、県
代表に選抜されるか、若しくは県大会におい
て出場権を得て東北大会以上の大会へ出場す
る団体及び個人に補助をします。
●主な経費
　補助金	 100千円
●財源
　町の負担額	 100千円

050
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中央公民館の維持管理

7,718千円（前年度 7,822千円）
《教育課スポーツ・社会教育グループ》

　各団体の活動や会合などに利用される中央
公民館の維持管理経費です。
●主な経費
　管理委託料	 3,442千円
　光熱水費	 3,116千円
　その他管理運営費	 1,160千円
●財源
　中央公民館使用料など	 321千円
　町の負担額	 7,397千円

上郷公民館の維持管理

6,678千円（前年度 6,720千円）
《教育課スポーツ・社会教育グループ》

　各団体の活動や会合などに利用される上郷
公民館の維持管理経費です。
●主な経費
　管理委託料	 3,473千円
　光熱水費	 2,240千円
　その他管理運営費	 965千円
●財源
　上郷公民館使用料など	 53千円
　町の負担額	 6,625千円

052 055

成人式の開催

469千円（前年度 279千円）
《教育課スポーツ・社会教育グループ》

　新成人の門出を祝福し、社会人として今後
の活動を激励するため、式典を開催します。
▽開催予定日
　《令和３年成人式》　令和３年８月14日（土）
　《令和４年成人式》　令和４年１月９日（日）
●主な経費
　成人記念品	 231千円
　会場設営費	 185千円
　その他の経費	 53千円
●財源
　町の負担額	 469千円
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文化財保護審議会の運営

87千円（前年度 91千円）
《教育課スポーツ・社会教育グループ》

　文化財保護審議会は、文化財の保存及び活
用に関し、教育委員会の諮問に答え、又は意
見を具申します。そのために必要な調査研究
も行います。
　▽委嘱委員数　５人
　▽任期　令和３年度～令和４年度
●主な経費
　委員報酬（５人）など	 81千円
　その他の経費	 6千円
●財源
　町の負担額	 87千円

054

上郷公民館の改修

6,600千円　　新規事業
《教育課スポーツ・社会教育グループ》

　経年劣化に伴い、電気設備の改修を行い
ます。
●主な経費
　工事請負費	 6,600千円
●財源
　基金繰入金	 6,600千円

053

新規掲載事業新規掲載事業
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社会教育委員の運営

220千円（前年度 390千円）
《教育課スポーツ・社会教育グループ》

　社会教育委員は、みなさんの意見を集め社
会教育事業の計画や実現に反映させる役割を
担っています。また、社会教育団体や社会教
育指導者等に助言や指導をします。
　▽委嘱委員数　９人
　▽任期　令和２年度～３年度
●主な経費
　委員報酬（７人）	 146千円
　費用弁償	 22千円
　その他の経費	 52千円
●財源
　町の負担額	 220千円

公民館運営審議会の運営

102千円（前年度 80千円）
《教育課スポーツ・社会教育グループ》

　公民館運営審議会は、公民館における各種事
業の企画や実施に対して調査審議を行います。
　▽委嘱委員数　９人
　▽任期　令和２年度～３年度
●主な経費
　委員報酬（７人）	 44千円
　その他の経費	 58千円
●財源
　町の負担額	 102千円

060

061

生涯学習町民研修会	 610千円（前年度 610千円）

《教育課スポーツ・社会教育グループ》
　時代の変化と現代課題に対応できる人材育
成と第６次田子町総合計画の実現に向けての
学習機会とし、町民を対象とした生涯学習町
民研修会を開催します。

●主な経費
　講師派遣委託料	 500千円
　その他の経費	 110千円
●財源
　町の負担額	 610千円

057

【令和２年度生涯学習町民研修会】
演題　「城づくりから見える南部氏の生き方について」

　第一部　講演
　第二部　トークセッション

一般財団法人田子町にんにく
国際交流協会助成事業

8,000千円（前年度 8,000千円）
《政策推進課政策推進グループ》

　幅広い町民の参加による国際交流の推進を
図るとともに、町民の国際感覚と理解を深め
る活動を支援し、世界に開かれた田子町の実
現を図ることを目的に事業を行う一般財団法
人田子町にんにく国際交流協会の活動を支援
します。
●主な経費
　公益事業助成金	 8,000千円
●財源
　町の負担額	 8,000千円

059

GIGA スクール推進事業

2,179千円　　新規事業
《教育課学務グループ》

　町内の小中学校の全児童生徒に１人１台
のパソコンを整備し、ＩＣＴを利用した学
習環境を整備します。
●主な経費
　インターネット使用料	 1,735千円
　保守管理料　他	 444千円
●財源
　町の負担額	 2,179千円

058

新規掲載事業新規掲載事業



28

１　教育文化
姉妹都市交流事業	 8,276千円（前年度 8,243千円）

《政策推進課政策推進グループ》
　米国ギルロイ市や韓国瑞山市との姉妹都市交流により外国の文化や人々と触れあう機会
を提供し、町民の国際意識・国際感覚の涵養を推進します。
　ギルロイ市から青年１名を国際交流推進員として招致、英語指導や交流事業の補助をして
います。
●主な経費
　姉妹都市交流事業費他	 6,598千円
　国際交流推進員旅費他	 1,678千円

●財源
　国際交流推進員住宅使用料	 180千円
　町の負担額	 8,096千円

062

図書館子育て支援事業	 118千円（前年度 116千円）

《図書館》
　乳児健診時に「ブックスタート」を実施します。
　町に生まれるすべての赤ちゃんに絵本が入った
ブックスタートパックをプレゼントして、絵本を
きっかけに親子で楽しい時間を過ごしてもらおう
という子育て支援活動です。
　こども健診時に「セカンドブック」を実施します。
３歳６ヶ月のお子さんに絵本をプレゼントし、絵
本による子育て支援を継続します。
●主な経費
　消耗品費	 118千円
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●財源
　新市町村振興宝くじ収益交付金	 118千円

公民館講座の実施	 499千円（前年度 408千円）

《教育課スポーツ・社会教育グループ》
　住民の教養の向上等を目的に公民館におい
て各種講座を実施します。今年度は新たに「自
主運営講座支援」として、自分達で講座を運
営し、講師を依頼する際に必要な講師料を１
団体あたり年間最大４回まで支援します。
●主な経費
　講師謝礼	 277千円
　自主運営講座講師謝礼	 120千円
　その他の経費	 102千円
●財源
　町の負担額	 499千円
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図書館運営事業	 2,750千円（前年度 2,755千円）

《図書館》
　田子町立図書館では町民の皆さんが心豊かに生活するために、図書や雑誌を収集・整理して、
無料で貸出しています。また、学校や各施設と連携し様々な行事を実施しています。

■本、雑誌、視聴覚資料(CD、DVD)などの貸出
　本、雑誌は１人５冊まで２週間、視聴覚資料
(CD、DVD)は１人３点まで２週間貸出します。
　新聞、雑誌の最新号は図書館内で見ること
ができます。

■本の予約・リクエストサービス
　図書館にない本は、新しく購入したり他の
図書館から借りたりして貸出します。

■読書相談
　調べものや本を探すお手伝いをします。

■コピーサービス
　図書館資料を著作権の範囲内でコピーしま
す。（１枚１５円）

●主な経費
　図書購入費	 1,100千円
　その他の経費	 1,650千円

065

■本の団体貸出、特別貸出
　町内の小中学校、幼稚園、保育園、学童保育、
上郷公民館、老人センター、田子町デイサー
ビスセンターなどにまとめて本を貸出してい
ます。

◎子ども向け行事
・本の読みきかせととしょかんクラブ（月２回）
・紙芝居と本の読みきかせ（年２回）
・読書マラソン（年２回）
・読書スタンプラリー（年１回）
・図書館見学の受入（随時）
・図書館だよりの発行（年３回）

◎一般向け行事
・特集本の展示（年１２回）
・古雑誌・古本お持ち帰りコーナー（年４回）
　など

●財源
　新市町村振興宝くじ収益交付金
	 2,746千円
　町の負担額	 4千円

田子幼稚園図書館見学
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１　教育文化
キャンピングワールドの開催	 216千円（前年度 217千円）

《教育課スポーツ・社会教育グループ》
　次代を担う子どもたちがキャンプ生活を通
じて、場に応じた判断力、行動力を養うとと
もにお互い助け合い励まし合いながら、相手
を思いやる心、たくましさ、やさしさ、生き
ることの厳しさ、喜びなどを楽しみながら学
びます。対象者は、小学校４年生から中学生
です。

●主な経費
　協力者への謝礼	 50千円
　その他の経費	 166千円
●財源
　町の負担額	 216千円
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