


































年 西暦 田子町の動き 備　考
   農林省食糧事務所出張所開庁　（青森県食糧検査所廃庁）
 23 1948 田子自治警察発足
   農業会解散
   農業協同組合発足
   田子町長改選
 24 1949 上郷中学校発足（原、上郷、遠瀬、関の各小に併設の中学校を統合）
   上郷中学校校舎建築工事着工
   関小学校校舎竣工
 25 1950 田子中学校校舎、田子町役場庁舎建築工事着工
   伝貧馬多量に発生。約１００頭処分
 26 1951 議会議員（４月23日）、農業委員会等の選挙執行
   上郷村長選挙執行
   上郷中学校校舎竣工
   清水頭小学校校舎建築工事着工
   各種災害復旧工事実施
   夏坂分教場竣工落成
 27 1952 田子町長選挙執行され（６月２３日）、決選投票（７月３日）となる
   三戸高校田子分校開校（定時制）
   上郷村長更替される（８月１０日）

 28 1953 公営住宅建設

 29 1954 町村合併推進特別委員会設置
   田子～福岡間に国鉄バス運行開始
   各種災害復旧工事実施
   公営住宅建設工事
   原小学校へき地集会室建築工事完成
   相米小学校校舎建築工事完成
   田子町自治警察廃止される
 30 1955 田子町と上郷村合併し田子町となる
   八戸～大湯間、国鉄、南部バス運行開始
   各種災害復旧工事実施
   公営住宅建設
   
   町長選挙執行
   簡易水道工事着手
   農業振興５ヶ年計画樹立

 31 1956 農業共済組合合併
   新町初の議員選挙執行（２月１５日）
   田子町消防団統合
   三戸信用田子支店開店
 32 1957 田子地区簡易水道工事完成
   自主財政再建実施
   
   上郷小学校、関小学校にへき地集会室建設
   宇藤町長死去、町長選挙執行
   和平開拓道路、国営工事として着工
 33 1958 本町市街地の一部舗装工事着工
   上郷地区簡易水道工事着工
   三戸高等学校田子分校独立校舎完成（定時制）
   広報「たっこ」第１号発刊
 34 1959 町営牧野設置
   国民健康保険事業全町実施
 35 1960 役場事務機構合理化図る
  
   田子町商工会設立
   町議会議員、農業委員選挙執行
   田子町国民健康保険病院開院
   最初の国勢調査実施
   消防自動車購入
 36 1961 水亦分校創立
   公営住宅建設
   災害復旧工事ほぼ完了
   宮野橋永久橋として架替
   町立病院二期工事完成
 37 1962 田子分校昼間定時制となる
   村木町長死去、町長選挙執行
   田子地区保育所完成

   上郷地区公民館完成

   田子中学校校庭拡張工事着手
   熊原川防災ダム事業着工

   公営住宅建設
   消防自動車購入
 38 1963 町議会議員定数削減、選挙執行
   田子町中央公民館一部完成
   山口児童館完成
   田子中学校校庭二期工事完成
   上郷中学校新築工事着工（12月15日）
  

1月20日

７代町長　 佐藤　健三郎（田子）
4月1日
上郷中学校は２期に亘り施工

田子中学校は３期に亘り施工

上郷村長　 小坂　義衛氏

田子町長 佐藤　健三郎氏

訴訟の結果、斉藤　利吉氏当選就任
（15代町長）
塚ノ上ミに１種木造10戸、２種木造
５戸、茂市に２種木造５戸建設
田子町、上郷村の合併を申請
１日３往復
大坊、野面頭首工外
西舘野10戸、野々上15戸建設
講堂
移転新築
７月
3月1日

飯豊、山口、関頭首工外
西舘野１種木造15戸、茂市２種木造
５戸
宇藤　政司氏当選（３月31日）
水源地、青比良地内の湧水利用
雑穀作付を主体とした農業を改め、
水稲、りんご、畜産を基幹とする農業
経営に

新議員26名誕生
本団、６ヶ分団編成

台所改善進む
合併時の赤字1,300万円を解消する
ため

村木　正氏当選（11月30日）

２ヶ年継続事業
7月30日

乗上地区2ha借上

事務効率の向上と町民へのサービス
向上

木造２階建994㎡、20床
世帯数2,071戸、 人口11,097人
第６分団に配置
木造平屋建１３９㎡、２教室
矢田郎地区に木造２種20戸建設
大畠橋、茂市橋、比良根橋外

木造２階建471㎡、７室20床
4月1日
松橋　清四郎氏当選（４月15日）
木造平屋建333㎡、 90名収容可能

木造平屋建410㎡、和室、図書室、遊
戯室
自衛隊に委託、第１期工事3.520㎡
工事費３億８千万円で、夏坂上流に
築堤
矢田郎地区に木造２種20戸建設

経費の節減
和室、会議室、図書室、調理室等
木造平屋建200㎡
自衛隊に委託3，625㎡
鉄骨モルタル造３年継続事業
一期工事445㎡

年 西暦 田子町の動き 備　考
 明治  
 2 1869  三戸県は田子通大肝入の制を廃し、関通庄屋・田子通庄屋支配に改 
   め、町にはこれまでのとおり田子町検断を置いた
 4 1871 大小区制に先立ち、斗南（となみ）県は、８月付で遠瀬村・中村四郎、 
   田子・緒方豊七（改姓泉山）に戸長を申し付ける
 5 1872 青森県三戸支庁より遠瀬村・中村四郎、田子村・緒方豊七にそれぞれ 
   関通・田子通の里正を申し付ける
 6 1873 大小区制により旧田子通１６ヶ村は第８大区、第６小区となり戸長が 
   置かれた
 7 1874 田子小学創立（田子小学校）
 9 1876 上郷小学創立（上郷小学校）
   原小学校開校
   清水頭小学校開校（田子小の分校）
   ９ヶ村に整理統合

 10 1877 田子郵便局開局
 11 1878 清水頭小学校独立
   関小学校創立
 13 1880 遠瀬小学校創立
 15 1882 関郵便局開局、夏坂小学校開校（関小の分校）
 16 1883 相米小学校開校（田子小の分校）
 21 1888 田子村と上郷村に分離

  
 23 1890 田子村に青森大林区署三戸小林区署（三戸営林署）設置　　５月
  
 26 1893 八戸区裁判所田子出張所開庁
 27 1894 相米小学校独立（6月24日相米尋常小学校）
 29 1896 
 31 1898 田子大火（八坂神社等焼失）
 32 1899 
 35 1902 田子古館学校敷地及び伐林許可
 36 1903 
 37 1904 
 38 1905 
 39 1906 石亀大火　　部落半数以上全焼
 43 1910 
  

 45 1912 
 大正  
 2 1913 田子大火（本町焼失）
   公立消防組発足
 3 1914 
 5 1916 
  
 8 1919 
  
 9 1920 三戸銀行田子支店開設
 10 1921 電灯がつく、トラックが入る
 11 1922 村会で官行造林を議決
 12 1923 産業組合創立（田子上郷）
 14 1925 選挙人名簿不登載について異議申立続出
  
昭和  
 2 1927 
 3 1928 田子町町制施行
   田子、十和田線県道編入請願
 5 1930 初めて自動車ポンプ購入（フォード）
 6 1931 大凶作となり住民の口糊を凌ぐため土木事業等をおこす

   青森県農産物検査所出張所開庁
   関郵便局を陸奥上郷郵便局と改称し石亀に移転
 7 1932 電話開通、ラジオが入る
 10 1935 町営バス運行開始
   三戸、毛馬内間鉄道敷設期成同盟会結成
 11 1936 
  
 14 1939 
 15 1940 町営バスにも木炭ガス発成器取付
   自治制施行50周年記念式典
 16 1941 上郷小学校全焼（５月１８日）
   田子、上郷森林組合発足
 17 1942 各種災害復旧工事実施
   救農土木事業施行
 19 1944 南部鉄道田子営業所開所
   産業組合解散、農業会発足
 20 1945 航空機燃料とし、松根油を生産
 22 1947 町村長、議会議員の選挙相次いで執行（４月５日）
  
   ６・３制により中学校開設
   漕洞宗牛尾山耕田寺焼失
   異常降雨出水により各所に被害出る
   田子、上郷共済組合発足

4月25日
3月15日
9月10日工藤数馬氏宅
11月
明治９年の頃（田子、相米、原、石亀、
茂市、関、遠瀬、夏坂、山口）

1月

8月30日

田子村（田子、相米）
上郷村（原、石亀、茂市、関、遠瀬、夏
坂、山口）
初代村長 尾形　及四郎（田子）
初代村長 倉沢　弥太郎（上郷）
２代村長 富田　善作（田子）
３代村長　 斉藤　嘉郎（田子）
４代村長　 大矢　正平（田子）

２代村長 川村　善太郎（上郷）
旧田子小学校建築
３代村長　 平泉　亀蔵（上郷）
４代村長　 倉沢平治右衛門（上郷）
５代村長　 釜渕　政七（田子）
６代村長　 富田　善作（田子）
不老倉鉱山から三戸駅まで鉱石運搬
で活気
７代村長　 根橋　伝吾（田子）
５代村長　 清水　長次郎（上郷）

６代村長　 乳井　清勝（上郷）
７代村長　 大久保　政経（上郷）
８代村長　 橋本　新蔵（田子）
８代村長 久慈　確郎（上郷）
９代村長 大矢　総三（田子）

９代村長 神　秀四郎（上郷）
村税滞納により公民権を停止されて
いたもの

10代村長 宇都宮　直吉（田子）
初代町長　 桜井　栄太郎（田子）

２代町長　 北村　雄二郎（田子）
十和田線改修、飯豊橋架替、中滝線
改修等

３代町長　 松尾　節三（田子） 　
バス４台で営業開始
10代村長 穂積　倉蔵（上郷）
４代町長　 奥　正四郎（田子）
11代村長 沢口　辰之助（上郷）
５代町長　 一ノ瀬　麟児（田子）

12代村長 岩間　直衛（上郷）

昭15災、林ノ渡橋等復旧する
黒森山線等開設

13代村長 原田　義三（上郷）
６代町長 宇藤　政司（田子）
14代村長 小坂　義衛（上郷）
田子中学校は４月２１日創設

田 子 町 の 年 譜



年 西暦 田子町の動き 備　考
   

   第 10回青森県畜産共進会で田子牛チャンピオンになる

   学校交通安全大会開催

   学校統合（上郷地区４校）決まる

   新田地区へき地保健福祉館完成
  
   除雪トラック購入
   町道、道地根渡線完成
   町道田子根渡線工事着工
   町営住宅10戸完成
   稲荷橋完成
  
 47 1972 農業振興地域指定受ける
   記録映画「田子神楽」完成

   新入生を事故から守る母の会結成
   上郷小学校校舎新築工事着手

   黒星病発生
   田子局の電話がダイヤル式に切替
   誘致企業東京電気産業（株）操業開始
   文化協会発足

   花木ダム完成

   田子共同高等職業訓練校工事着手
   悪土橋完成
   相米地区へき地保健福祉館完成
  
  
   牛の売り上げ７千７百万円

   赤ちゃんの死亡率初の「ゼロ」を記録

   町道田子日ノ沢線改良工事完成
  
   町営住宅10戸完成
   第２期山村振興計画樹立地指定受ける
   開発センター等建設用地を取得
   林業改造改善地区指定受ける
   樹園地農道網整備事業着手
  
  
   農免農道整備事業着手
  
  
   田子共同高等職業訓練校完成
   畠山先之助氏（新田）「勲六等単光旭日賞」受賞
 48 1973 渡辺武雄氏「勲五等瑞宝章」受賞（春の叙勲で）
   りんご人工授粉奨励のため北村副知事来町
   降ひょうによる被害発生

   町立病院に李先生着任

   国道 104号線「白萩ライン」（八戸市～大館市）完成
   第１回田子町交通安全町民大会開催
   上水道工事着手
  
   第３回牛まつり開催
   収入役就任
   沢口勝助氏「勲五等瑞宝章」を受賞（秋の叙勲で）
   青森トヨタ自動車株式会社、交通指導車を町へ寄贈
   除雪ドーザー購入
   町営住宅10戸完成
   林業改造改善事業計画認可

   温泉ボーリング完成
   葉たばこ売上３億５千万円突破
   一般林道比良線開設事業着手
 49 1974 上郷小学校新校舎落成

  
   田子町国民健康保険病院院長着任
   国土調査事業完成
  
  

   町長選挙執行
   老人福祉センター完成
   田子町土地開発公社設立
  

55年度とする基本構想が９月20日
議会において可決される
９月30日東北町　吉田　金次郎氏
の黒毛和種「もりさかえ号」が未経産
の部でチャンピオンとなる
児童生徒一般の町民が参加して中央
公民館で秋の交通安全運動の一環と
して行われる
第４回田子町議会定例会（12月23日
～24日）において上郷地区４校の統
合議案可決される
敷地１，183㎡ブロック平屋造
面積170㎡ 事業費　５，650千円
１台300万円
幅員４ｍ、延長３，450ｍ

西舘野　事業費９，800千円
幅員４ｍ、延長７ｍ
事業費３，400千円

田子町神楽保存会が国・県・町から
40万円の補助を受けて大長編３時
間20分、14曲目８ミリ撮影
４月11日結成　会長　中野　光氏
６月23日　穂積建設工業株式会社
に落札
りんごの大敵黒星病が町内に発生

11月21日　田子工場操業開始
10月23日発足　会長　宇藤　堅太
郎氏
42年に着工され事業費637，432千
円幅125ｍ、高さ27ｍ、水面の広さ
7.5ha、有効貯水量44万㎥
11月３日着手　事業費13，500千円
11月10日完成　事業費３，441千円
12月26日落成式
耐火構造平屋200㎡
事業費６，650千円
秋のセリ売上総額77,000千円にな
る　１頭あたり10万円台を突破
47年に一年間乳児死亡率ゼロを記
録
幅員５ｍ、延長700ｍ
事業費９，000千円
西舘野　事業費15，000千円

面積８，556㎡、事業費46，467千円

工事期間48～50年
事業費132，052千円
延長５，802ｍ
工事期間48～50年
事業費100，070千円
延長１，894ｍ
５月９日
11月

６月18日りんご、葉たばこに大きな
被害がでる　被害面積76ha
６月30日韓国から李　秀教外科医
着任
完成式典７月20日田子町で開催
８月１日中央公民館
完成予定５２年３月
事業費380，000千円
９月19日町営大黒森牧場で開催
10月17日原　春治氏就任

１台６，120千円
西舘野　事業費15，000千円
期間48年～51年　事業費162，255
千円
堀さく800ｍ　事業費8,270千円

延長６,000m、事業費152,700千円
３月１日落成式
鉄筋コンクリート２階建２，584㎡、
統合校舎
原田　正智氏　３月５日着任
着手40年　完成式典３月12日行わ
れる
総事業費97，000千円
総事業面積144k㎡
宇藤　堅太郎氏　４月15日就任
４月23日落成式
理事長　種市　佐太郎氏
町出資金　５００万円

年 西暦 田子町の動き 備　考
   相米、遠瀬両小学校に給食室設置
   ゴミ焼却場完成
   町営砕石場操業開始
   国鉄バス十和田東線運行開始
   農業構造改善事業着工

 39 1964 山村振興林道事業着工
  
   田子町森林組合合併改組
   県営パイロット事業着手
   田子小学校創設90年を祝う
   上郷中学校二期工事完成
   公営住宅建設
   バスセンター建設完成
   田子町スキー場開設
   町営牧野造成事業実施
 40 1965 舞手橋永久橋として竣工
   国土調査事業着手
   清水頭児童館建設
   
   遠瀬橋永久橋に架替
   公営住宅建設
   上郷中学校三期工事完成
   三戸高等学校田子分校増築（定時制）
   消防自動車購入
 41 1966 町長選挙無投票（４月15日）
   国土調査実施
   原地区児童館建設
   農業構造改善事業
   野面永久橋に架替
  
   給食センター建設
   災害復旧事業実施
 42 1967 役場建設敷地購入
   国土調査事業実施
   夏坂ダム完成
   母子健康センター建設
   農業構造改善事業実施
   第８回青森県畜産共産会当町で開催
   公営住宅建設

 43 1968 国土調査実施
   向山橋永久橋として架替竣工
   役場庁舎建設工事着手
   中央公民館、全国優良公民館として文部大臣表彰受賞
   町議会議員選挙執行
   町営砕石事業を特別会計とする
   十勝沖地震の被害甚大
 44 1969 田子町食管制度を守る大会開く
   町立幼稚園を開園
   移動役場開く
   有線放送開局
   ＵＨＦテレビ局２局開局
   大黒森牧道（パスチャーロード）完成
   役場庁舎完成・移転
   三戸高校田子分校グランド完成
 45 1970 全国町村会の優良町村表彰受賞
   町長選挙執行
   タンク車購入
   公民館に図書巡回車購入
   八戸地域広域市町村圏事業開始
   町民プール建設着工
   消防屯所建設着工
   全国へき地教育研究大会開催
   道前田山線完成
   田子神楽全国に発表
   山村地域再開発調査
   飯豊橋完成
 46 1971 助役、教育長就任

   企画室を新設
   相米橋完成
   石亀部落から３千年前の遺跡発見

   ４月20日山林火災発生

   町議会議員選挙やり直し

   郡総合体育大会田子を会場に開催
   町民プール完成

   三戸郡社会福祉大会田子町で開催
   みんなの農家生活移動展開催

   第１回町内朝野球大会開催
   田子町総合開発計画基本構想まとまる

木造平屋建60㎡、42㎡
１日４ｔ焼却可能
年産7,000㎥

土地基盤整備、経営近代化施設、融資
事業等
嘉沢から遠瀬に至るもの
延長１，700ｍ
田子、上郷、全上郷、３組合合併

鉄骨モルタル造２階建663㎡
矢田郎地区に木造２種16戸建設
鉄骨コンクリート平屋建89．１㎡
大福山、和平高原
池振たて野30ha
延長36ｍ、幅員４ｍ

木造平屋建２階217．18㎡、60人収
容
延長34ｍ、幅員４ｍ
野月に木造２種６戸、簡平11戸
屋内体育館551．64㎡
木造２階建延182㎡
第４分団に配置
松橋　清四郎氏当選
衣更、野面方面８．75k㎡
木造平屋建234．９㎡
昨年に続いて実施
桁Ｈ型網コンクリートスラブ
延長44ｍ
鉄骨造平屋建279㎡

大字田子字天神堂平に１，617㎡
飯豊～遠瀬地区まで11．０k㎡

木造平屋建299㎡、６床
昨年に引続いて実施

野月に１種簡平６戸、２種簡平17戸
建設

2月3日

5月16日

園児86名

田子、西田子局

６，000㎡　11月８日

宇藤　堅太郎氏当選（４月４日）

田子中学校わき

清水頭小学校で第９分科会

第20回民俗芸能大会（11月３日）

幅員５ｍ、延長52ｍ
助役　種市　佐太郎氏１月１日就
任、教育長　古田　直一氏１月11日
就任
４月から企画室に４人の職員が配置
４月４日完成
京都市の平安博物館講師渡辺誠氏外
研究生約17名の発掘により発見
火災警報発令中、原地内の山林から
出火し、雀ヶ平の住家４棟を含む12
棟全焼
43年に行われた町議会議員選挙の
訴訟について、最高裁の選挙無効の
決定により５月30日町議会議員選
挙執行
6月13日田子中学校を主会場に開催
３月24日完成、７コース25ｍ、プー
ル開き７月11日
７月17日中央公民館で開催
８月17日～18日中央公民館（県農山
漁家生活近代化センター主催）
８月20日午前５時
基準年次昭和45年度目標年次昭和

田 子 町 の 年 譜

年 西暦 田子町の動き 備　考
   教育長就任
   第２次田子町総合開発計画（実施計画含）樹立

   上郷小学校にプール完成
  
   雀ヶ平地区樹園地農道整備事業に着手（７月着手）
  
   地域農政特別対策事業指定

   あすなろ国体、炬火リレー隊（東まわり）当町を走る

   消防団長就任
   収入役就任
   消防ポンプ車購入（10月）

   除雪車購入
   下田子生活館完成
  
 53 1978 災害危険区域指定

   上郷地区保育所完成
  
  
   上郷地区保育所、通所用マイクロバス購入
   交通死亡事故ゼロ、１，000日達成
   町の木、町の花、町の鳥選定委員会発足
  
   田子町長選挙執行
  
   日ノ沢地区樹園地農道完成

 
   県立田子高等学校として独立
   第１回高齢者レクリェーション運動会開催
   田子町上水道管網整備工事着手

   消防ポンプ車購入　第１分団へ配置
 54 1979 助役、収入役就任
  
   根渡地区担い手センター落成
   町立病院に麻酔科医着任

   町議会議員選挙執行
   花木ダム、熊原川に「ヤマメ」３万匹放流
   陸奥上郷郵便局の原徳造氏、郵政大臣賞受賞
   森林総合整備事業開始
   田子町健康づくり推進協議会発足
   県立田子高等学校校舎完成
   第１回知事と語るつどい
   公民館結婚式、10組目のカップル誕生
   三戸地方黒毛和種改良組合設立
   乳牛の部で優等賞に２頭

   田子高原地区で県営草地開発事業スタート

   町立田子病院完成
   社会福祉協議会法人化なる
   上郷中学校創立30周年記念式典
   田子小学校が学校造林優秀校に表彰
 55 1980 お年玉付年賀ハガキ１，２等当たる
   転作目標面積は141ha
   知事の事務を市町村に委譲

   田子上ノ平地区町営住宅15戸完成
  
   ミルクプラント完成（田子町農協）
   田子中学校改築工事着工
   原小学校、相米小学校閉校
   町の鳥に「キセキレイ」
   技能五輪全国優勝
   冷害の被害総額22億円
   清水頭小子ども会全国表彰

   田子上ノ平地区町営住宅15戸完成
  
  
   救農事業スタート
   田子町冷害克服総決起大会
   嘉沢地区集落センター、雀ヶ平生活館、飯豊生活館完成
   商工会創立２０周年記念式典
 56 1981 田子小金管バンド、全国大会（東京）で二度目の優秀賞

   文化講演会　直木賞受賞作家、三好京三氏
   結核予防事業で全国特別表彰を受賞
   故　足沢禎吉氏名誉町民となる

４月４日 関口　澄太氏就任
６月　昭和46年基本構想を制定後、
第２次樹立
７月27日完成　７コース25ｍ
総事業費　23，931千円
工事期間53～56年
事業費202,000千円、延長4,340ｍ
52年度～54年度の3ヶ年事業（推進
活動及び整備事業の２つの柱で）
９月26日　新郷村より引継ぎ、町内
３区間をリレーランナー69人で三戸
町へバトンタッチ
10月１日　 山市幸悦氏就任
10月17日 佐藤　清治氏就任
更新第１号として第６分団（関地区）
に配置（５，800千円）
グレーダー１台　11，987千円
木造平屋建１棟204．17㎡
事業費　13，335千円
建築基準法の指定「災害危険防止区
域」と併せて指定。塚の上地区ほか５
地区
１月10日　木造平屋建
１棟608．69㎡
事業費45，347千円、定数90名
１台、27人乗り
１月25日　50年２月５日から
２月１日　西野末次郎委員長
ほか14名
３月19日執行　宇藤堅太郎氏当選
（３期目）
47年度に着手した６ヶ年事業が完
成
総延長　５，802ｍ、　事業費180，
941千円
４月１日
６月27日　町内13クラブが参加
53～54年度　事業費約287，000千
円
８月６日　更新第２号
２月１日　助役佐藤　清治氏、
収入役　原　広治氏就任

麻酔科医、内科医長として小原正和
氏就任
４月22日
三戸漁業協同組合主催
４月20日

５月24日　会長原田正智氏
７月１日　事業費800，000千円
７月３日　中央公民館

７月24日　組合長に沢田啓氏
７月20日　三戸畜産農業協同組合
で行われた第21回三戸地方畜産品
評会で足沢昭広氏（衣更）所有の乳牛
２頭が見事優等賞を獲得した
田子高原広域事務組合、10億円投じ
355haを58年度までに実施される
11月５日診療開始
会長に中平　彦作氏
11月25日
12月11日

水田利用再編対策
４月１日、敬老年金給付の決定ほか
14項目
第２種簡易耐火構造平屋建３棟
事業費100，920千円

田子小学校に統合　４月１日
５月21日
堀内　伸夫氏（戸田沢建築）
明治38年以来75年ぶりの異常低温
連合子ども会全国表彰、建設大臣表
彰
11月
第２種簡易耐火構造平屋建３棟
事業費86，447千円
約127，000千円を予算化
11月24日
12月
12月５日
１月18日　第18回マーチングバン
ド、バトントワリング全国大会
２月22日
４月2日
56年４月27日議決

年 西暦 田子町の動き 備　考
   第 13回県畜産共産会田子町で開催

   山村開発センター着工

   田子小学校創立100周年記念式典開催
   迷ヶ平地区が自然休養林に指定
   夏坂地区へき地保健福祉館完成
  
  
   町道原衣更線改良工事着工
   住民記録電子計算機で処理
   教育長就任

 50 1975 助役就任

   遠瀬生活館完成
  
   田子町商工会館完成
  
   急傾斜地崩壊危険区域の指定

   田子町選挙管理委員長選任
   県立三戸高等学校田子分校が全日制課程となる
   田子町議会議員選挙執行
   田子小学校が全国学校造林コンクールで特選校となる

   田子高原草地開発事業調査区域の指定を受ける
   田子高原草地開発事業期成同盟会発足

   渡部いそさん「勲六等宝冠章」受賞（春の叙勲で）
   広域消防田子分署に救急車配置
   農業委員選挙執行

   町の育英資金にと100万円寄贈

   大黒森ミルキングセンター操業開始
  
   合併 20周年記念式典と開発センターの落成を祝う
  
 

 
   母子健康センター助産事業を休止
   町立病院に整形外科の診療開始
   青森地方法務局田子出張所廃止
  
   町の基準地価格決まる
   ほ場整備事業（50～ 55年）
  
  
   「たっこにんにく」が東京青果から品質、数量ともに日本一の評価を 
   得て日本一の産地となる
  
 51 1976 町営砕石事業廃止
   エノキ茸生産始まる

   町立病院１５周年を迎える
   第３２回あすなろ国体町民運動スタート

   清水弘二氏「勲五等瑞宝章」を受章
   救急車の寄贈を受ける
   幼稚園章制定

   県立三戸高等学校田子分校にスクールバス寄贈
   町民憲章制定委員会発足
   役場の新しい組織誕生

   原小学校創立100周年を迎える
   清水頭小学校創立100周年を迎える
  
   田子町冷害対策本部設置

   第 18回青森県農業祭当町で開催

   上郷中学校水亦分校増築工事完成

 52 1977 町民憲章制定、公布
   待望の葉たばこ取扱所完成
   町民憲章制定記念式典挙行
   県立三戸高等学校田子分校の定時制課程閉校

   町営住宅完成
  

畜産田子の実力発揮（チャンピオン
５頭）
着工９月14日　完成予定50年７月
30日
鉄筋コンクリート一部２階1,115㎡
事業費140，000千円
10月13日田子小学校
11月11日迷ヶ平で開設式
完成12月19日
耐火構造平屋177．39㎡
事業費10，880千円

八戸市委託
12月25日　教育長　古田　直一氏
就任
１月１日　助役　種市　佐太郎氏就
任
１月30日完成　木造平屋建257㎡
事業費６，９６９千円
２月１日完成　木造２階建254㎡
事業費19，000千円
北側、中本町の一部、上風張の一部、
道地の一部
委員長に盛田稔氏２月２８日就任
４月１日　田子高校建設への布石
４月27日
５月25日　文部、農林両大臣賞受賞
（滋賀県栗東町で）
本州に１ヶ所
近隣６町村と三戸畜産農業協同組合
など12団体

７月15日　第１、第２地区とも無投
票当選
田子町トップクラブ（山田藤三郎会
長＝会員22人）
山村振興法の指定による補助事業
事業費13，000千円
８月１日　昭和30年３月１日旧田子
町と旧上郷村が合併
山村開発センター　鉄筋コンクリー
ト造一部２階建１，115㎡
事業費16，144千円

週２回の実施
11月10日
三戸出張所に統合

田子地区43．７ha
事業費263，000千円
石亀地区35．２ha

事業費239，600千円
民間経営に移行
第２次林業構造改善事業による「エ
ノキ茸生産施設」が１月末に完成
2月5日
２月16日　52年に本県で開かれる
第32回国民体育大会（あすなろ国
体）田子町町民運動推進協議会（宇藤
堅太郎町長が会長）発足、３つの基本
目標をスローガンに運動を推進（会
は53年中で解散）
5月15日
青森県農業共済組合連合会より
町出身の画家　宇藤　義一氏（東京
在住）によるもの
同校ＰＴＡ（北村仁太郎会長）から
７月24日　委員長に関口　澄太氏
10月１日　住民サービスの重点と財
政の健全化を図る
９月10日
９月18日
「100周年記念館」を建設
９月13日　夏季の異常低温により農
作物の被害額14億円を超える
11月６～８日（３日間）当町にも青年
農業士誕生
11月完成　校舎増築（木造平屋建98
㎡、普通教室２，教具室１、事業費５，
076千円）
１月１日　記念式典挙行３月１日
鉄骨平屋建881㎡
３月１日　中央公民館
最後の卒業式、閉講式が３月31日全
日制第１回卒業式と一緒に行われた
第２種簡易耐火構造平屋建
２棟10戸　事業費41，595千円

田 子 町 の 年 譜



年 西暦 田子町の動き 備　考
   河川プールがオープン
   町民憲章ふるさと賛歌を広めるために女声コーラスグループ「パザ 
   パ」が結成される
   親子健康登山大会が20回目を迎える
 60 1985 宮野地区研修センター建設
   防火水槽設置（関地区）

   町立田子病院に内科医師着任
   水亦分校閉校（上郷小・中）
   町立田子病院基準看護特１類実施
   土地改良総合整備事業茂市地区ほ場整備着工
   第２回東日本和牛能力共進会田子町からも参加

   町立田子病院第１回夜間総合訓練実施（自衛消防訓練）
   第８回全日本ホルスタイン共進会田子からも参加

   町立田子病院院長横内正典先生、第24回全国自治体病院学会総会シ 
   ンポジウムで講演

   青森県青年の船に３名参加

   にんにくシンポジウム開催（全国規模）
  
   水亦生活館設置（旧水亦分校改修）
   川代生活館完成
  
   第 17回三八地区青年大会を当町で開催
   町文化祭が20回目を迎える
   「奇峰学秀仏特別展」開催
   読書推進委員会設立
   三八社会教育・公民館研究大会が当町で開催
   外国人講師による英会話教室開設
   民間団体として「田子町進学資金協力会」設立、町の人材育成を目指す
   体力づくり優秀組織表彰（体力づくり国民会議議長賞）
 61 1986 第３次総合計画の策定

   雀ヶ平地区樹園地農道完成
  
   丹内地区農免農道（田子工区）完成
   60年度産葉たばこ収納売上高11億円を突破
   町自治会連合会が組織される

   子牛アカバネ病異常発生により畜産農家に被害続出
   団体営ほ場整備事業完了（七日市地区）
   観光産品コンクールで「にんにこちゃん」が県商工会議所連合会長賞 
   受賞
   町長選挙執行

   佐藤　勇氏「勲五等双光旭日章」叙勲
   三戸地区消防団連合観閲式開催

   交通事故死亡ゼロ730日達成
   新街区整備事業の完了（河川改修によるもの）６月３日落成式

   田子町・浄法寺町境界記念式典開催（町の面積244,61k㎡に増える）

   町監査委員に熊谷　実氏就任
   三戸地区操法大会開催
   タプコプ町民塾開設

  
   
   温帯低気圧（台風10号崩れ）の豪雨による被害甚大

   第１回にんにくとべごまつり

  
  
  
   町民体力測定、交通安全健康マラソン大会
   第１回町民地域対抗駅伝大会
   「東京田子会」発足（初代会長　中里　雅昭氏）
   田子神楽が「第36回全国民俗芸能大会」並びに「第１回国民文化祭」 
   に青森県代表として出演
   田川　馬之助氏「厚生大臣賞」受賞（国保運営委員）
   春山　勇吉氏「厚生大臣賞」受賞（民生委員）
   田子町農業協同組合「第39回東奥賞」受賞
 62 1987 助役、収入役就任
  
   向山地区コミュニティ消防センター落成
  
   田子町農協夏秋きゅうり生産部会「青森県知事優秀賞」受賞
   田子町農協にんにく生産部会「青森県朝日農業賞」受賞
   交通死亡事故ゼロ、１，000日達成

11月13日結成　会長　五十嵐　昭
子氏　

１棟91．5㎡　事業費9，278千円
40㎡級Ⅰ型１基　事業費２，570千
円
宮沢淳一氏（４月１日）
４月１日　本校に統合
７月１日
８月
９月20日～22日　宮城県鳴子町（名
久井幸子氏１頭、尾形幸子氏１頭、菊
地正治氏３頭）
10月２日
10月９日～13日　岩手県滝沢村（村
木進氏１頭）
10月18日　講演テーマ「進めよう、
考えよう、これからの地域医療を」─
21世紀の自治体病院と地域医療─
10月20日～11月６日　水梨博充・
田中公夫・大村好弘の３名が参加
10月29～30日
参加者１，000人
12月
12月　74．52㎡
事業費６，300千円

（奇峰学秀、田子町出生）

（対象：小学６年生）

59年度から進めてきた計画書「タプ
コピア」として完成
総延長３，274ｍ
事業費288，000千円
総延長２，020ｍ

２月　会長に川向自治会長　福士秀
男氏
２～４月　被害推定100頭
３月 40．3ha 事業費441，311千円
３月12日

３月23日　渡部　剛己氏当選（２期
目）
４月
４月29日（三戸町、田子町、南部町、名
川町４町連合、当町で開催）
５月28日
58年度から着手、買い物広場・コミュ
ニティ広場等も整備、商店が移転、新
しい住家が建ち並ぶなど、町の様想
を一変した
６月17日　旧水亦分校にて、青森県・
岩手県両副知事及び両町長により合
意書に署名、記念植樹を行う
７月１日
７月12日（田子小グランドで）
８月６日　塾長　東京大学助教授
樺山紘一氏　塾頭　南側　佐藤　裕
一氏
第１期生として56名入塾
８月４～５日　被害額130，000千
円
９月４～５日　
第25回青森県畜産共進会
９月６日　三八婦人部交流会、相米
慎二氏と語る会
９月７日　第１回G&Bカップレ
ディース綱引き大会・田子牛丸焼
パーティ
10月10日
11月３日（清水頭チーム優勝）
11月20日
11月22日（日本青年館）

11月７日
11月14日
12月６日
２月２日　助役　原　広治氏
収入役　千葉　四郎氏
木造平屋建　86．93㎡
事業費９，560千円
２月24日
２月26日
２月22日

年 西暦 田子町の動き 備　考
   袖平牧野畜産農業協同組合で青森県朝日農業賞受賞
   企業誘致による（株）阿部繁孝商店、舞手に第３工場進出

   水亦分校開校20周年（７月17日）
  
   農業委員無投票当選
   第 29回全国りんご研究大会の視察地に当町のわい化園

   台風 15号　被害額18億円
   田子上ノ平地区町営住宅10戸完成
  
  
   企業誘致工場の（株）太子食品田子工場が野々上地区に12月から 
   操業開始
   関地区集落センター、野面生活館、明土平生活館、上ノ平集会所完成
 57 1982 消防ポンプ車購入
   田子中学校新築校舎完成
   新農業構造改善事業細野地区ほ場整備事業着工（58年完成）
   集団農区総合整備事業（区画整理）
   野々上生活館完成
   田子町消防団長就任
   町長選挙執行
   町立田子病院院長着任
   池振地区集落センター完成
   衣更地区集落センター完成
   マイコン教室スタート（公民館）
   町文化協会発足10周年を迎える
   公民館報「けやき」創刊
   移動公民館車「グリーン号」購入
   初の田子神楽後継者養成講座開講
 58 1983 農村情報連絡施設（無線施設）整備
   清水頭地区総合研修センター建設

   消防ポンプ自動車購入
   消防防災無線施設整備（事業費23，170千円）

   干草場生活館建設
  
   町立田子病院内科非常勤医師診療開始
   町立田子病院内禁煙実施
   町議会議員選挙執行
   大雪により放牧牛退散
   田子町誌（上・下巻）刊行
   町立田子病院患者給食の夕食６時配膳開始
   教育長就任
   細野地区集落センター建設
  
   農業者トレーニングセンター着工（12月）
  
   公民館上郷分館に運営協力会発足
   公民館別館にマイコンセンター「ワープロⅢ」が常設
   第１回陸奥湾一周駅伝競走大会に参加
 59 1984 細野地区ほ場整備完成
   白椛地区県営一般農道整備事業に着手

   可搬型消防ポンプ購入

   消防ポンプ自動車購入

   消防屯所完成（第７分団）（乾燥塔も）
  
   町立田子病院基準看護実施（１類）
   田子町消防団長就任
   町立田子病院で職員勉強会記録「赤ひげ」創刊
   地域振興課を新設
   農業委員会委員選挙執行

   第７回東北地区ホルスタイン共進会田子からも参加

   町立田子病院長　横内正典先生、第43回日本癌学会で研究発表
   
   町立田子病院第23回全国自治体病院学会で研究発表
   長坂地区集落センター完成
  
   雀ヶ平・宮野地区ほ場整備着工（11月）

  
  
  
  
   町村合併記念式典（30周年）

   川向生活館完成
  
   「新生活運動懇談会」開催
   「会費制結婚式推進協議会」発足

   町民大運動会が30回目を迎える

５月
57年10月操業開始予定、ブロイラー
処理加工場
昭和36年４月１日に開校
卒業生55人
７月18日会長に柳田正雄氏
中平弘氏（向山）、山市浩氏（干草場）、
両わい化園
８月22日　瞬間最大風速36ｍ
11月
第２種簡易耐火構造平屋建２棟
事業費51，608千円
納豆、山菜加工ほか

12月
１月　第４分団へ配置
３月10日　事業費852,000千円
６．４ha　事業費115，000千円

木造平屋建99㎡、事業費7，340千円
３月15日　中村久四郎氏
３月28日　渡部　剛己氏当選
横内　正典氏（10月１日）
10月
12月　事業費９，879千円（新農構）

３月　事業費82,678千円（新農構）
１棟143,264㎡、 事業費12,478 千
円
第５分団配備　事業費11，800千円
遠隔制御装置１台、屋外拡声受信装
置６台、可搬型無線機９台、戸別受信
機150台
木造平屋建79．49㎡
事業費７，656千円
高橋昭博氏（１月31日）
３月１日（禁煙コーナー１ヶ所のみ）
４月24日
５月17日
１，000部　事業費８，500千円
７月１日　（県内病院初）
澤口　豊氏就任（10月３日）
12月　123．68㎡
事業費11，596千円
59年７月完成　１，499．61㎡
事業費　255，604千円

参加62町村、町の部で15位
３月　事業費130，000千円
総延長　２，380ｍ、　事業費259，
000千円
第５分団へ配置　事業費１，000千
円
第７分団へ配置　事業費８，500千
円
木造平屋建70．34㎡
事業費　５，790千円
３月１日
４月１日　川守田毅一氏就任
４月27日
７月　振興班と保健班の２班
７月15日　第１・第２地区とも無投
票当選
８月10日　山形県天童市　村木進
氏所有牛
10月15日　「発表演題　末期癌患者
に対する漢方併用療法について」
10月20日～21日（７部門全部門）
11月　木造平屋建110．96㎡
事業費　10，471千円
（第３期山村振興対策事業）61年３月
完成
雀ヶ平地区５．９ha
事業費59，100千円
宮野地区１．８ha
事業費20，400千円
11月10日　農業者トレーニングセ
ンター落成・公民館開設20周年を兼
ねて開催
12月　82．81㎡
事業費　８，394千円

「会費制模擬結婚式、並びに町民総決
起大会」を実施

田 子 町 の 年 譜

年 西暦 田子町の動き 備　考
   富士産業（株）青森工場竣工
   第２回にんにくシンポジウム開催
   第２回青森県国際交流シンポジウム開催
   茂市地区、向山地区土地改良総合整備事業竣工
  
  
   瀬川金蔵氏（清水頭国民年金組合）「厚生大臣賞」受賞
   天神堂橋完成
   清水頭小学校落成記念式典

  
 2 1990 町立田子幼稚園創立20周年
   サンモールたっこ「あおもり活性化大賞特別賞」受賞
   町長選挙無投票当選
   八戸市民生協との農作業体験交流会
   山市幸悦氏「勲六等単光旭日章」を叙勲
   東京（市ヶ谷）に「田子町東京役場」を開設
   公民館別館廃館
   福田侃氏（飯豊）「法務大臣表彰」受賞
   タプコプ町民塾で一日東大生
   柳田光弥氏（雀ヶ平）「国土緑化推進機構理事長賞」受賞
   町立田子病院開設30周年記念式典
 3 1991 （社）田子町農村振興公社設立
   大規模林道支線葛巻・田子線起工式
   助役就任
 4 1992 第 35回全国学芸科学コンクール　小学生の部、詩部門大久保奈都美 
   さん（清水頭小４年）「内閣総理大臣賞」受賞
   財団法人タプコピア設立
   役場庁舎内にコンピュータ導入され、住民情報システムスタート
   ギルロイ高校コーラス部、３年ぶり２度目の来町
   創作体験学習施設「タプコプ創遊村」オープン
   ＮＨＫのど自慢大会が田子中学校体育館開催
   川三番地さん（遠瀬出身）講談社漫画賞受賞
   イタリア・モンティチェリ町と姉妹都市の協定に調印する
   上郷小学校統合20周年記念式典
   全国スターウォッチング（星空観察）で、田子町（和平高原）が星空日 
   本一に輝く
 5 1993 田子中学校急傾斜地を利用した壁画と階段のレリーフ完成
   姉妹都市締結５周年ガーリックセンターオープン
   宿泊施設・ロッジカウベルオープン
   町立田子病院院長着任
   不順天候による対策本部設置
   田子町生涯学習センター（中央公民館）が完成
   実りのないまま稲の刈り取り作業始まる
   第１回にんにく大賞に樺山東大教授と奥崎青銀田子支店長が受賞
 6 1994 上郷地域営農集団（上平喜四郎組合長）が農林水産大臣賞受賞
   坂本とめさん100歳を迎え、祝い金が贈られる
   墓地公園造成工事進む（10月分譲開始予定）
   タプコプ創遊村入場者10万人突破
   消防団第９分団員（女性だけの分団員）に辞令交付
   タプコピアンプラザなど完成
  
  
   田子町ケーブルテレビ開局
   田子町ケーブルテレビジョン地域情報化部門で自治大臣賞受賞
   「三陸はるか沖地震」に見舞われる
 7 1995 阪神淡路大震災（兵庫県南部地震）発生
   田子町国民健康保険高齢者保健福祉支援センター（せせらぎの郷） 
   オープン
   ギルロイ高校コーラス部来町
   ガーリックセンター「にんにくラーメン」発売
   四角岳登山道開設
   清水頭小学校「才能開発実践教育賞」「県健康推進学校優秀賞」「県学 
   校給食優良賞」受賞
 8 1996 町立田子病院院長着任
   中村正義氏技能五輪全国大会優勝
   南部信直公居城牛尾館跡記念碑設立
   清水頭小学校創立120周年記念式典・清水頭児童館創立30周年記念 
   式典
   田子町進学資金協力会創立10周年記念式典
   タプコピアンプラザ「第８回あおもり活性化大賞」受賞
   田子町自治会連合会設立10年を迎える
   議会議員定数18人から16人へ削減（平成11年から）
   第４次田子町総合計画スタート（平成８年度～平成17年度）
   基本目標「やさしさと活力に満ちたふるさとをめざして」
   佐藤正氏「勲六等瑞宝章」叙勲
 9 1997 ガーリックセンター「にんにくワイン」発売
   田子町農業協同組合有機栽培稲作研究会「田中稔賞」受賞
   田子中学校創立50周年記念式典
   町民憲章制定20周年記念式典・生涯学習町民大会
   田子小学校新築校舎完成

  
  
  
   自治大臣表彰「世界に開かれたまち先進的な地域国際化推進のまち部 
   門」受賞
   小野寺康氏（南側）食糧庁長官賞受賞
   藤村謙次郎氏（嘉沢）郵政大臣賞受賞

９月15日　５番目の誘致企業
９月16日
９月17日
10月5日
茂市地区　43.5ha　487,400千円
向山地区　11.8ha　84,300千円
10月20日
12月
11月16日
校舎　木造２階建　１，749㎡
屋体　948㎡、事業費456，750千円
１月26日
３月2日
渡部　剛己氏当選（３期目）
５月20日

７月31日

10月26～27日
10月14日
２月1日

10月31日
12月18日　熊谷　実郎氏就任

３月30日
５月1日
５月22日、31名
７月11日
８月16日

９月11日
12月6日

１月
４月18日
５月１日
小松修氏（７月１日）

８月５日
10月1日
10月
３月14日
田子町100歳祝い金条例を制定
256区画
８月７日

農村環境改善センター
都市農村交流センター
みろくの滝親水公園
10月１日
11月25日
12月28日
１月17日
４月17日

27名

木村　雅章氏（４月１日）

１月18日
２月24日
２月26日
３月
４月

４月

１月25日
６月30日
校舎鉄筋コンクリート２階建
４，052㎡
食堂　379㎡、体育館　鉄骨1,242
㎡
事業費１，421，400千円
３月14日

４月18日
４月21日

年 西暦 田子町の動き 備　考
   向山自治会「自主防火隊」結成
   町議会議員選挙執行
   中畑長次郎氏「第７回伝統文化ポーラ特賞」受賞
   昭和 62年度「手づくり郷土賞」にサンモールたっこが認定
   第 49回青森県相撲選手権大会で三戸郡チーム優勝
   第 14回三笠宮杯東北地域自転車道路競争大会
   「青森県青年の船」に３名参加

   第２回にんにくとべごまつり開催

   第１回田子町河川・道路美化コンクール開催
   第 11回サンケイ商業省においてサンモールたっこ商店街協同組合が 
   「全国商工会連合会会長賞」受賞
   高校生３名ギルロイ市訪問
 63 1988 地域のコミュニティ拠点施設落成

  
  
  
  
  
  
   第１回田子町文化賞
   「ギルロイ市と友好・親善を深める会」発足
   矢田郎地区「自主防火隊」結成
   中畑長次郎氏国の「選定保存技術者」に選ばれる

   町制施行60周年記念事業オープニングセレモニー「町民憲章制定10 
   周年記念アピール大会」開催
   「クリーンアップ・田子」大作戦始まる
   アメリカ・カリフォルニア州ギルロイ市との姉妹都市締結
   故一ノ渡志津子氏「従六位勲五等瑞宝章」を叙勲
   故久保玄作氏「従五位勲五等双光旭日章」を叙勲
   大黒森に総合案内施設「ウッドハウス大黒森」オープン
   町民憲章制定10周年記念植樹

   第 40回三戸郡総合体育大会開催
  
   衣更橋・サンモール橋落成
   交通死亡事故ゼロ、１，500日達成
   第 11回三戸郡身体障害者スポーツ大会開催
   ギルロイ市親善訪問
  
   英語指導助手ゲーリー・ジェイムス・クリフォード君来町

   青森県青年海外派遣事業当町から１名参加

   田子町冷害対策本部設置

   県立田子高等学校独立10周年
   町政施行60周年記念週間

  
  
  
   町制施行60周年記念式典
   ママさんコーラスのつどい

   関口澄太氏「勲五等双光旭日章」を叙勲
   フォード消防自動車蘇生入魂式
   救農土木事業（農業者等緊急就労対策事業）始まる
 平成
 元年 1989 新元号「平成」スタート
  
   農業フォーラム（21世紀アグリビジネスを語る）
   にんにく加工企業富士産業（株）の立地基本協定調印
   第９回少年消防全国大会で七日市地区少年消防クラブが日本防火協 
   会長賞を受賞
   田子町健康づくり大会
   昭和 63年度自治大臣賞「活力あるまちづくり」受賞
   田子農協婦人部「都市や地域の食生活イキイキ体験発表会」で農林水 
   産大臣賞受賞
   田子町農業協同組合創立40周年記念大会
   町制施行60周年記念「タイムカプセル」埋め込み式
   町民憲章10周年記念式典

   中畑長次郎氏「勲五等瑞宝章」叙勲
   山本武雄氏（民生委員）厚生大臣賞受賞
   姉妹都市１周年記念ギルロイ高校コーラスグループ・コンサート・イ 
   ン・タッコ開催

   田子川が「ふるさとの川モデル河川」に指定
   千葉市からの「ゴミ」搬入について問題となる
   交通死亡事故ゼロ１，863日でストップ
   英語指導助手ローズマリー・ダーカティさん来町
   第 38回青森県青年大会開催

４月3日
４月26日
７月10日
７月10日
８月2日
８月12日「田子ステージ」開催
９月８日～21日　中山善仁、田守美
子、岩間江利子の３名が参加
９月26～27日　世界一のにんにく
生産地のアメリカギルロイ市から市
長他11名来庁

12月21日～昭和63年１月４日
石亀地区研修センター
木造一部鉄骨平屋建338．69㎡
39，120千円
矢田郎地区コミュニティ消防セン
ター
木造平屋建243．46㎡、20，441千円
上野地区多目的研修センター
木造平屋建138．29㎡、12，814千円
１月５日　１団体16個人へ
３月15日　会長　北村　栄行氏
３月27日
「漆掻き用具」製作で選定されたもの
で東北では初めて
４月10日　昭和３年に町政を施行し
て本年で60周年を迎える
４月17日　10月まで７回実施
４月18日
５月10日
５月20日
６月4日
６月10日　サンモール橋下流区域、
松３本、山つつじ120本植樹
６月25～26日　田子高校主会場
念願の総合優勝
６月30日
７月7日
７月13日　田子高校グランド
７月25日～８月２日　
北村　栄行団長以下34名
８月１日から１年間町教育委員会に
勤務
８月24日～９月６日　尾形陸雄氏参
加
９月14日　５月以降長期にわたる異
常低温、日照不足により冷害が懸念
される
10月７日
11月３～８日　記念事業開催テーマ
「タプコピアへの新たなる出発」
３日　北東北民俗芸能大会
５～７日　第23回　田子町文化祭
　　　　　第13回　田子町農業祭
８日　まちづくりシンポジウム
11月10日
11月13日　当町の女声コーラスグ
ループ「パザパ」他４団体参加
11月15日
12月13日
12月13日

１月８日
大行天皇１月７日崩御
１月29日
２月７日
２月17日

２月１８日～１９日
３月３日
３月15日

３月27日
３月31日　タイムカプセルの封印が
解かれるのは2028年町制施行100
周年
５月
５月31日
６月２～５日　コーラス部員等25名
来町、一般家庭にホームステイし交
流を深めた
６月１日
６月
７月５日　白萩平で死亡事故発生
８月から１年間町教育委員会に勤務
９月９日～10日　当町を主会場相撲
団体優勝

田 子 町 の 年 譜



年 西暦 田子町の動き 備　考
   青森県県境再生対策室出張所現地事務所開設
   清水　克勇氏（風張）「勲六等単光旭日賞」受賞
   幅野　すえさん（細野）100歳を迎え、祝い金が贈られる
   田子町県境不法投棄原状回復調査協議会を設置
   柳ヱツさん100歳を迎え、祝い金が贈られる
   公衆衛生事業功労者厚生労働大臣表彰（団体の部）受賞
   宇藤義一氏・一ノ渡尚道氏名誉町民となる
 16 2004 三戸消防署田子分署新庁舎完成（落成式典：５月23日）

  
   八戸地域合併協議会廃止
   県立田子高校家庭科クラブ全国大会出場（沖縄）
   県立田子高校１年遠沢和加さん女子やり投げでインターハイ出場（島 
   根県）
   台風 15号によりホップに大被害
   奥家沙都美さん「第９回松涛杯争奪世界空手道選手権大会」女子個人 
   組手の部優勝
   第 12回青森県民駅伝競走大会町の部第９位入賞
   石井テツさん100歳を迎え、敬老祝金が贈られる
   佐野房氏（野々上）「青森県褒章」受賞
   上郷小学校４年原健将さん全国大会出場（東京「国技館」）
   袖平生活館完成
  
 
17 2005 旧橋本住宅青森県重要文化財指定
   第５分団ポンプ車更新
   三戸望郷大橋開通（田子・三戸・南部町を結ぶ三戸地区三戸広域営農 
   団地農道）
   釜淵一知氏（七日市）青森県南２人目となる樹木医誕生
   原巌雄氏（石亀）元田子町議員として「旭日単光章」高齢者叙勲
   尾形はるさん（種子）100歳を迎え、敬老祝金が贈呈される
   山本泰造氏（下田子）「瑞宝双光章」叙勲
   第５次田子町総合計画策定スタート
   中村隆一田子町長退任
   茂市地区に居宅介護支援センター「みろくの郷」とグループホーム
   「みろくの郷」がオープン
   風張地区に「慈花苑・けやき荘」オープン
   田子町長選挙執行
   田子町農業委員一般選挙
   工藤辰雄さん（原）１００歳を迎え、敬老祝金が贈呈される
   故前町長中村隆一氏（雀ヶ平）「旭日双光章」叙勲
   佐野房氏（野々上）「黄綬褒章」叙勲
   村木満氏（七日市）「旭日双光章」叙勲
   前教育長袴田實氏「青森県褒章」受賞
   教育長に就任
   田子町消防団第７分団消防ポンプ車更新
   第５次田子町総合計画策定
 18 2006 子どもの読書活動優秀実践図書館文部科学大臣表彰／田子町立図 
   書館
   第５次総合計画の基本目標による田子町協働のまちづくりがスタート
   県立田子高校女子弓道部団体優勝・陸上競技部女子やり投げ第１位 
   遠沢和加大会新
   工藤辰雄さん101歳を迎え、花束と敬老祝金が贈呈される
   田沼義三氏（上野）長年の国保運営委員活動の功績により厚生労働 
   大臣表彰
   田子町農業協同組合が出願した「たっこにんにく」が地域団体商標登 
   録
   野々上生活館完成
  
 19 2007 故西村金二氏前田子町議会副議長に「従六位、旭日双光章」叙勲
   町民憲章制定30周年記念式典・生涯学習町民大会
   田子町自治会連合会設立20周年記念式典
   財団法人田子町にんにく国際交流協会から町に２千万円の寄付（総額 
   １億２千万円）
   町立田子診療所・介護老人保健施設開所式
   田子町地域包括支援センター開設
   青森県議会議員選挙
   田子町議会議員選挙（議員定数16人から10人となる）
   蛇沼さとさん100歳を迎え、敬老祝金が贈呈される
   福島県立医科大学名誉教授森一氏名誉町民となる
   教育長に再任
   西村法友氏（西舘野）統計調査事務の功績により総務大臣表彰受賞
 20 2008 大韓民国・新南海農協と田子町農協と姉妹提携協定締結
   田子町総合案内看板（下田子の国道沿い）設置
   元田子町議員の千葉一治氏（南部町）に「旭日単光章」叙勲
   田子町コミュニティバス・スクールバス (4台 )スタート
   原菊次郎氏・嶋澤とわ氏・中平愛子氏に長年社会福祉増進活動の貢 
   献により厚生労働大臣特別表彰受賞
   友好交流の韓国瑞山市の議会一行16名が来町
   田子中学校学校林に杉1110本・桜20本植樹
   田子町・ギルロイ市姉妹都市締結20周年記念音楽祭
   佐野房氏が長年の農協運動に貢献したとして社団法人農協協会の「農 
   協人文化賞」受賞
   第 59回青森県中学校体育大会夏季大会で田子中学校相撲部が団 
   体戦の部優勝
   故田村文作氏元町議会議長に「旭日単光章」叙勲
   田子町・ギルロイ市姉妹都市締結20周年記念式典
   前教育長袴田實氏（青森市）「瑞宝双光章」叙勲
   町制施行80周年記念式典
   県立田子高等学校創立55周年・独立30周年記念式典

９月１日
９月26日
10月６日
11月４日
11月５日
11月20日
12月11日議決
３月30日　　鉄骨造２階舘　
692.90㎡
事業費　　305,063千円
６月30日
８月
８月

８月20日
９月

９月５日
９月15日
11月16日
12月４日
12月21日　木造平屋１棟　131.41
㎡
事業費　　17,072千円
３月５日
３月６日

４月７日
４月29日
５月20日
５月31日
６月２日

７月１日
７月10日　松橋　良則氏　当選
７月17日
８月15日
７月12日

秋元正孝氏
12月４日
12月15日
４月23日

５月24日
５月・６月

８月15日

11月10日

12月25日　木造平屋１棟 178.5㎡
事業費　21,948千円
１月13日
２月25日
３月14日
３月31日

４月１日

４月８日
４月22日
８月24日
９月14日議決
10月３日 秋元　正孝氏
10月18日
３月12日
３月31日
４月１日
４月１日

４月21日
５月11日
６月28日

７月22日～23日

７月28日
９月26日
11月３日
11月12日
11月22日

年 西暦 田子町の動き 備　考
   北村仁太郎氏（南側）「勲５等瑞宝章」受賞
   茂市国民年金納付促進組合社会保険庁長官賞受賞
   田子小学校校舎・学校給食センター落成記念式典
   畠山隆志氏技能五輪全国大会優勝
 10 1998 中野さたさん100歳を迎え、祝い金が贈られる
   町長選挙執行
   田子家畜市場最終開催
   町制施行70周年記念事業オープンセレモニー
   ギルロイ高校コーラス部来町
   田子町農業協同組合創立50周年記念大会
   県営白椛地区一般農道完成
   県営安らぎ駐車帯（関地区チェーン脱着場）完成
   県立田子高等学校創立45周年・独立20周年記念式典
   故　瀬川金蔵氏「勲六等単光旭日章」受賞
   清水頭小学校ボランティア功労者厚生大臣表彰受賞
   川守田毅一氏「勲六等瑞宝章」受賞
   町制施行70周年記念式典
   田子町のホームページ開設
   姉妹都市締結10周年記念式典 inギルロイ（町の民俗芸能が海外公演） 
 11 1999 町立田子病院院長着任
   種市佐太郎氏（北側）「勲五等瑞宝章」叙勲
   田子町連合婦人会40周年記念式典
   助役・収入役就任
  
   教育長再任
   宇藤堅太郎氏（宮野）「勲五等瑞宝章」叙勲
   尾形清治氏（清水頭）「勲六等瑞宝章」叙勲
   上郷中学校創立50周年記念式典
 12 2000 工藤福志氏（矢田郎）「勲六等単光旭日章」叙勲
   田子にんにく音頭普及協賛会「田子にんにく音頭」発表会
   木村知事三栄科学工業産業廃棄物不法投棄現場視察
   交通死亡事故ゼロ１,000日達成
   田子朝野球協会文部省社会体育優良団体受賞
   中畑文利氏（北側）「漆掻き用具製作技術者」文化財功労者に選ばれる
   連携型中高一貫教育の導入
   澤口豊氏（七日市）「勲五等双光旭日章」叙勲
   原広治氏（風張）「勲五等瑞宝章」叙勲
   清水頭小学校父母と教師の会、優良ＰＴＡ文部大臣表彰
   釜淵一知氏（七日市）建設大臣賞受賞
 13 2001 交通死亡事故ゼロ１,198日でストップ
   清水頭地区ほ場整備事業着手（H12～ 16）
   （仮）青森県和牛改良資源センター完成
   天然果汁「ジョミ」発売
   青森県畜産試験場　和牛改良資源センター開所
   特別養護老人ホーム「みろく苑」オープン
   工藤シゲさん（矢田郎）100歳を迎え、祝い金が贈られる
   広報「たっこ」が500号発刊
   田子町消防団第９分団に軽可搬ポンプを配備
   第 12回東北俳句大会で東北俳句大会賞に佐藤善太郎氏（杉本）が選 
   ばれる
   奇峰学秀遺作展開催　没後262記念
   第 15回全国女性消防操法大会で田子町女性消防団が優秀賞で銅メダ 
   ルに輝く
 14 2002 町内のパチンコ屋で強盗事件発生
   町長選挙執行

   にんにく専用高温処理施設完成

   青森県側の県境産廃不法投棄量が６７万立方メートルと公表される
　   併せて青森県より現地封じ込め処理案が示される
   田子町森林組合が合併し、三八地方森林組合となる
   八戸地域合併検討協議会へ加入する
　   八戸市・階上町・福地村・南郷村・名川町・南部町・田子町
   萌芽抑制剤の製造中止により、にんにく農家大打撃を受ける
   台風６号による大雨で随所に被害
   被害面積　50ha
   道路　36件　160，120千円、河川　28件　56，650円
   役場職員（事務吏員）１人１台パソコン設置によりオンラインスタート
   大木環境大臣、青森・岩手両県知事等県境不法投棄現地視察
   無登録農薬問題が全国的に広がり青森りんごも大打撃を受ける
   にんにく専用CA冷蔵庫完成

   中山間地域総合整備事業着手（Ｈ14～18）
   第 51回全国青年相撲大会　団体優勝
 15 2003 山口生活館完成

   上郷中学校閉校式（３月31日をもって54年間の歩みに幕）
   中畑文利氏（北側）第31回デーリー東北賞受賞
   八戸地域合併協議会スタート
　　  新たに新郷村が加わり、８市町村となる
   木村知事県境産廃不法投棄について、県の責任を認め謝罪
   青森県議会議員選挙
   田子町町議会議員選挙
   助役・収入役就任
  
   三戸消防署田子分署新庁舎建設始まる
   にんにく加工工場落成
   宇藤　義一氏第38回一期会展で内閣総理大臣賞受賞
   教育長再任

11月３日
11月６日
11月28日
11月
２月
３月22日　中村隆一氏当選
３月25日
４月3日
４月17日

８月12日

11月3日
11月10日
11月10日
11月11～18日
葛西智徳氏（４月１日）
４月29日
６月６日
６月17日　助役　北村　護氏
収入役　市橋　孝士氏
９月　袴田　實氏
11月３日
11月３日
11月７日
４月29日
５月３日
７月16日
６月26日

10月19日
11月３日
11月３日

12月
１月11日　関で死亡事故発生
面積 28.0ha　事業費894,000千円

２月

４月20日
５月25日

８月24日
９月26日

９月29日～10月１日
10月18日

３月20日
３月24日 中村　隆一氏当選（２期
目）
３月25日　鉄骨平屋　94．71㎡
　　　　　事業費 34，743千円
３月２日

４月１日
４月１日

４月

４月
８月
８月
11月29日
鉄骨一部２階建　１，018．98㎡
事業費　339，116千円"
事業費　１，797，000千円
11月
２月　木造平屋１棟　127．27㎡
　　　事業費　　15，671千円　
３月15日　校長　斎藤　正榮氏
３月20日
４月１日

４月２日
４月13日
４月27日
６月18日　助役　簗田　尚久氏
収入役　相木　信弘氏
６月　H16．３月竣工予定
７月23日
９月
９月　袴田　實氏

田 子 町 の 年 譜

年 西暦 田子町の動き 備　考
   町赤十字奉仕団連合婦人会分団の北村幸子さん（上風張）、菊地知代 
   さん（道前）が赤十字奉仕団々員功労表彰受賞
   第 17回環境保全型農業推進コンク－ルで、新田そば生産組合が奨励 
   賞受賞
   教育長に就任
   ドコノ森で記念植樹祭、大黒森みどりの少年団がナナカマドとシラ 
   カバの苗木40本植樹
   社団法人青森県畜産協会において、戸田廣孝さん（衣更）が家畜畜産 
   物衛生功労者賞受賞
   第 64回三戸郡総合体育大会で弓道競技が２連覇、相撲競技は９連覇 
   達成
   大韓民国瑞山市と姉妹都市提携締結
   原・飯豊地区ほ場整備事業着工
   第 42回全国中学校相撲選手権大会青森県予選で田子中相撲部が団体 
   戦初優勝し全国大会へ出場
   田子町ナニャドヤラ保存会が、第23回北奥羽ナニャドヤラ大会にお 
   いて５回目の最優秀賞受賞
   山本なほさん（极ノ実）が100歳を迎え、敬老祝金が贈呈される
   第 51回青森県統計大会で、大村建司さん（関）が青森県統計協会長 
   賞を受賞
   第３回世界ジュニア女子相撲選手権（開催地：香港）の日本代表に、 
   鳥井本聖奈さん（田子中３年）が選ばれ団体戦３位、重量級３位
   防災フェスタ2012消防図画コンク－ルで砂場果実さん（田子保育園 
   ５歳）が防災協会々長賞を受賞
   澤頭サタさん（長坂）が100歳を迎え、敬老祝金が贈呈される
   沢口富雄元町消防団員が「瑞宝単光賞」叙勲
   田子ふるさと大使に任命
   故田沼義三元町議会議員が「旭日単光章」叙勲
   第 12回ふるさと自慢わがまちCM大賞で、アィディア賞受賞
   平成 24年度ホ－ムヘルパ－２級養成講座で修了式が行われ、19名 
   が資格を取得
 25 2013 第６３回青森県中学校スキ－競技大会大回転競技で中平賢郷さん
   （田子中３年）が優勝
   第６５回青森県高等学校スキ－大会で冨樫沙織さん（田子高１年）が 
   初の参加で5位入賞
   川下三太郎さん（川代）が100歳を迎え、敬老祝金が贈呈される
   町の福祉バスを更新
   福原胃腸科外科医院の福原敬信先生（下本町）がノバルティス地域医 
   療賞受賞
   白板広大さん（田子中1年）が第28回県下小・中学校あおもり版画ま 
   つりで最高賞の棟方志功賞受賞
   田子町消防団が平成２４年度消防功労者消防庁長官表彰式で表彰旗を 
   受賞
   釜淵与栄秋さん夫妻が、平成24年11月の救命活動により三戸消防 
   署長より感謝状が贈られる
   町赤十字奉仕団連合婦人会分団の才川いく子さん（サンモ－ル）、松山 
   いまさん（塚ノ上ミ）が赤十字奉仕団々員功労表彰受章
   町内２つの法人と町の間で協力体制構築を目的として、福祉避難所の 
   指定に関する協定を締結

   堀勝子さん（南風張）が厚生労働大臣特別賞受賞
  
   蹴揚清見さん（サンモ－ル）と中畑文利さん（北側）が春の叙勲で旭日 
   双光章受章
   三戸消防署田子分署に「熊さん号PartV」救急車が寄贈される

   春季県下高等学校弓道大会で、山本詢子さん（田子高３年）が女子個 
   人で優勝し、射道優秀賞も獲得
   公益財団法人笹川スポ－ツ財団主催チャレンジデ－に初参加
   NPO法人田子を元気にする会（松橋良則会長）が町へ「田子城ジオラ 
   マ」贈呈
   第 64回三戸郡総合体育大会で弓道競技が３連覇、相撲競技は１０連 
   覇達成
   工藤繁治さん（上ノ平）が100歳を迎え、敬老祝金が贈呈される
   田子町・ギルロイ市姉妹都市提携２５周年記念行事として「東京多摩 
   交響楽団コンサ－ト」開催
   種子イソさん（種子）が100歳を迎え、敬老祝金が贈呈される
   交通死亡事故ゼロ記録、３６５日を達成
   山市大悟さん（田子中３年）が第２４回全国都道府県中学校相撲選手 
   権大会の個人戦軽量級（７５キロ未満）で優勝
   「夏期巡回ラジオ体操・みんなの体操会」が田子中学校グラウンドを 
   会場に開催され、NHKラジオで全国に生中継
   サッポロビ－ルとホップ産地5市町村との包括連携協定を締結

   漫画家川三番地氏（遠瀬・本名 田中敬三）が田子ふるさと大使に就任
   故中村清一さんが正六位旭日双光章受章
   石井テツさん（原）が青森県の最高齢者となり、みろく苑で記念品贈呈
   中山侑久さん（田子保育園５歳）が「まちなか防災広場 inはっち」の消 
   防図画展で防災協会会長賞受賞
   第１回グルメマラソンがスポネット田子主催で開催
   田子町・ギルロイ市姉妹都市提携25周年記念式典と記念植樹が行われる
   田子町総合防災訓練実施（会場・清水頭小学校）
   堀合貞子さん（サンモ－ル）が青森県統計協会長賞を受賞
   立本實さん（川向）が消防叙勲で瑞宝単光章を受章
   田子高校郷土芸能部が第42回デ－リ－東北賞受賞
   県境不法投棄産業廃棄物が完全撤去され、最終車両出発式が行われ 
   る

３月23日

３月29日

４月３日　宇藤　裕夫氏　
５月８日

５月29日

６月９日～10日

６月22日
７月　面積　38.6ha
７月７日

８月18日

９月７日
10月26日

10月27日

11月5日

11月７日
11月15日
11月25日　久保　玄次氏
11月27日
12月１日
12月16日

1月12日～14日

1月12日～15日

1月16日
2月4日
2月14日

3月3日

3月6日

3月13日

3月18日

4月1日　　　　　　　　　　　　
社会福祉法人吉幸会みろく苑　　
医療法人恵仁会慈花苑
4月19日　　　　　　　　　　　　
民生委員としての長年の功績
4月29日

5月9日　　　　　　　　　　　　
熊さん株式会社（八戸市）寄贈
5月11日～12日

5月29日
6月1日

6月8日～9日

6月20日
6月21日

7月20日
7月26日
8月4日

8月17日　　　　　　　　　　　　
田子町での開催は43年ぶり
8月19日　ホップ産地5市町村　　
岩手県（二戸市・軽米町・岩手町）青森
県（三戸町・田子町）
8月26日
8月29日
9月15日
9月26日

9月29日
10月4日
10月20日
10月25日
11月19日
12月15日
12月19日　　　　　　　　　　　
約115万トン撤去

年 西暦 田子町の動き 備　考
 21 2009 交通死亡事故ゼロ記録、２年間を達成
   青比良紫外線処理施設完成
   田子町名誉町民の一ノ渡尚道氏が「瑞宝中綬章」叙勲
   田子町協働のまちづくり条例制定
   田子町長選挙執行
   東京田子会がタプコピアンプラザ前に記念植樹
   第 60回青森県中学校体育大会夏季大会で田子中学校相撲部が団 
   体戦の部２年連続優勝
   第 33回全国高等学校総合文化祭三重大会で田子高校郷土芸能部 
   が優良賞受賞
   八戸市と定住自立圏形成協定を締結
   サンモールバスターミナル待合所開設
   第 57回統計グラフ全国コンクールで田子小学校２年の山美奏葉さん 
   が文部科学大臣奨励賞受賞
   平成 21年度青森県統計グラフコンクールで田子小学校２年の北村ひ 
   なたさんが青森県知事賞受賞
   交通死亡事故ゼロ記録1000日を達成（H19/3/9～ H21/12/2）
 22 2010 故岩間徳太郎氏元町議会副議長が「従六位、旭日双光章」叙勲
   中山善作さん（新田）が100歳を迎え、敬老祝金が贈呈される
   田子町消防団第九分団が地域防災力の向上に寄与したとして平成 
   21年度消防団等地域活動表彰受賞
   故藤村義雄氏元町議会議長が「旭日単光章」叙勲
   新田地区活性化センタ－完成
  
   田子町光ファイバネットワーク開設
   田子町協働のまちづくり条例施行
   坂本マツヱさん（道前）が100歳を迎え、敬老祝金が贈呈される
   オリジナル品種「たっこにんにく」の委託研究契約締結
   佐藤みわさん（杉本）が100歳を迎え、敬老祝金が贈呈される
   三戸郡総合体育大会でバレーボール競技女子が22年ぶりの優勝、 
   相撲競技団体は７連覇
   第１回ギルロイ市高校生短期研修で高校生５名が来町
   第 29回青森県小学生相撲大会で田子小学校が団体優勝
   故小野寺康氏町議会副議長が「旭日単光章」叙勲
   第 34回全国高等学校総合文化祭宮崎大会で田子高校郷土芸能部 
   が 最優秀賞受賞、聖ウルスラ学院高校３年の立田健人さん（田子中出 
   身）が国際・ボランティアスピーチコンテストの部で最優秀賞受賞
   第 57回全国高等学校珠算競技大会電卓の部で三戸高校３年の工藤 
   由美さん（田子中出身）が団体準優勝、個人でも総合準優勝
   元町議会議員の柳田正雄氏（雀ヶ平）が「旭日単光章」叙勲
   第７回全日本中学生女子相撲大会で田子中１年の鳥井本聖奈さんが 
   優勝（通算４連覇）
   統計調査事務の功績者として原東一郎氏（石亀）が総務大臣表彰、 
   岩間正一郎氏（池振）が農林水産大臣表彰を受賞
   国民健康保険関係功績者として原菊次郎氏（石亀）が厚生労働大臣 
   表彰受賞
   平成 22年度青森県統計グラフコンクールで田子小学校２年の山道 
   一矛さんが青森県知事賞受賞
 23 2011 故山本親一郎氏元町議会議員が「旭日単光章」叙勲
   故佐藤清治氏元町助役が「瑞宝双光章」叙勲
   澤口勝町議会議長、蹴揚清見町議会議員が全国町村議会議長会、砂 
   子田康雄町議会副議長が青森県町村議会議長会から自治功労者表彰
   矢守勇さん（七日市）が日本赤十字青森県支部田子町分区老人クラブ 
   連合会分団班長として赤十字奉仕団員功労表彰受賞
   椛山紫外線処理施設完成
   東日本大震災が発生 (午後２時46分）
   岩間いとさん（夏坂）が100歳を迎え、敬老祝金が贈呈される
   田子保育園及び上郷保育園を民間に移管
   町職員（保健師２名、一般職１名）を震災保健支援活動のため、宮城 
   県名取市へ派遣
   三八支部三戸地区消防団連合観閲式で、田子町消防団第５分団が 
   小型消防ポンプの部と自動車消防ポンプの部でダブル優勝
   町職員（一般職２名）を震災支援活動のため、岩手県宮古市へ派遣
   町職員（保健師２名、一般職１名）を震災保健支援活動のため、宮城 
   県名取市へ派遣
   第 63回三戸郡総合体育大会で弓道競技が優勝、相撲競技は８連覇 
   達成
   三戸郡中学校体育大会夏季大会において野球競技、バレ－ボ－ル競 
   技男子、相撲競技が優勝
   第 2回ギルロイ市高校生短期研修プログラムで高校生6名が来町
   交通死亡事故ゼロ記録 500日を達成　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　 東北中学校体育大会第32回東北相撲大会で田子中相撲部が初優勝
   平成 23年度青森県河川海岸環境美化活動等表彰式で「花の堤をつく 
   る会」（久慈正良会長）が県土整備部長表彰受賞
   坂田のぶさん（北側）が100歳を迎え、敬老祝金が贈呈される
   塚ノ上ミ地区に障害福祉サ－ビス施設「森の菜園・たっこ」オ－プン
   平成 23年度青森県歯科保健表彰式・学校歯科保健優良校中規模校の 
   部で田子小学校が県１位受賞
   2011年度県学校保健・学校安全・学校給食関係表彰式で学校給食セ 
   ンタ－が県学校給食表彰受賞
   第 32回青森県高校総合文化祭郷土芸能部門で、田子高校郷土芸能部 
   が４年連続最優秀賞受賞
   松橋良則町長退任
   戸籍の電算化がスタ－トする
 24 2012 千葉雅俊消防士長（清水頭出身）が国際消防救助隊員に任命
   田子町長選挙執行
   にんにく焼酎を使用した「どでん米」発売
   交通死亡事故ゼロ記録２年間達成
   故宇藤堅太郎氏元田子町長に「叙位・従六位」伝達

３月８日
３月10日
４月29日
６月4日
６月21日　松橋　良則氏　当選
７月20日
７月23～24日

７月31日～８月２日

９月24日
10月１日
10月23日

10月27日

12月２日
１月19日
１月25日
２月25日

２月27日
３月30日　木造平屋　234.33㎡
事業費　37,267千円
４月１日
４月１日
４月５日
４月16日
５月11日
６月12～13日

６月24～29日
７月４日
７月24日
８月３～５日

８月３日

９月１日
10月３日

10月18日

10月20日

11月10日

２月４日
２月15日
２月24日

３月８日

３月10日
３月11日
３月15日
４月１日
４月10～４月14日

４月29日

５月22日～５月25日
５月27日～５月29日　　　　　　
５月29日～５月31日
６月11日～12日

６月18日～19日

６月22日～６月27日
７月８日
８月３日～４日
８月26日

９月２日
10月１日
10月24日

10月24日

10月30日

12月１日
12月12日

１月15日　山本　晴美氏　当選
２月19日
２月23日
３月13日

田 子 町 の 年 譜




