
定住移住について、
私たちに何でも
ご相談ください！

町の定住移住コンシェルジュが移住者
の視点で季節ごとにまとめたレポート
を、町の写真と共に紹介しています。

青森県田子町地域おこし協力隊 田子町すぐ友セット

コンシェルジュレポート

※本ガイドブックに掲載の事業内容については、変更となる場合がございますので、事前にお問い合わせください。

子育て・定住移住支援室では、田子町での子育てや医療費、定住助成など
皆様のサポートをしています。

現在 3 人の地域おこ
し協力隊が、活動の様
子をSNSで更新して
いますので、ぜひご覧
ください♪

田子町にはいろいろな仕事や暮らし方
をしている人がいます。移住後にそん
な方々をすぐにご紹介できる「田子町
すぐ友セット」をご用意して皆様のお
越しをお待ちしております♪

田子町役場 住民課 子育て・定住移住支援室
〒039-0292 青森県三戸郡田子町大字田子字天神堂平81

（直通）

（代表）
takko0303a@town.takko.lg.jp
http://www.town.takko.lg.jp

E-mail
0179-32-4294
0179-23-0678TEL

FAX

ホームページ

田子町ホームページ

フェイスブック インスタグラム

本ガイドブックの記載内容に関するお問い合わせはこちらまで

LINE公式アカウント「たっこまち暮らし」友だち募集中！

友だち追加
よろしくね！

移住支援に関することや、子育て情報、医療費や定
住助成に関する情報を発信しています。
個別トーク対応で移住相談も気軽にすることができ
ます♪

子育て・定住移住支援室からのお知らせ
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子育て・定住移住支援

人と自然に

やさしく　

みんなが　

住み続けたい

まちへ　　

ぜひ一度
ご覧ください♩
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毎年6月中旬からのにんにく収穫時期に合わせて行
われ、生にんにくの収穫体験や各種ステージイベント、
にんにくや町内産物を使った露天が並び、遠方からも
多くの来場客が訪れる。たっこにんにくイメージキャラ
クター「たっこ王子」も毎年収穫体験に参加している。

特産のたっこにんにくと黒毛和種の田子牛をバーベ
キューで味わえる、町最大のイベント。毎年1万人超の
人が訪れ、にんにくと田子牛に舌鼓を打つ。アメリカ
のカリフォルニア州ギルロイ市との国際交流が盛んに
行われているため、ギルロイ市民もまつりに訪れる。

家庭でも作られることが多く、お盆や正月などによく
食べられる。ほんのり酒粕の香りがして中には甘さ
控えめのこしあんがたっぷり入っている、昔から地元
で愛されている一品。

小麦粉、またはそば粉で作った、ワンタンやギョウザ
の皮によく似た三角形または長方形の生地を茹でて、
にんにく味噌をつけて食べる料理。寒い冬にはネギ
や大根、また豆腐などと共に茹でて温かい鍋仕立て
にして食べることもある。

冬は適度に雪が積もる冷涼な地域で
育つブランド「たっこにんにく®」は、
白く大きい粒で甘味が強いのが特徴。

にんにくとべごまつり

たっこにんにくまつり

つつけ（かっけ）

町内でも栽培されている「じゅね」はえごまのことで、
「じゅね餅」はえごまの実を炒って丁寧にすり、味噌と
砂糖と混ぜ合わせてたれをつくり、薄く切った餅に絡
ませ焼いた食べ物。町内で０の付く日に行われる「市日」
では露店で炭火で焼いた餅が並び、辺りには香ばし
いじゅね味噌の香りが漂う。

じゅね味噌串餅

煮て潰した青大豆に米粉と砂糖を入れて練った生菓
子。「しとぎ」は米をつぶして粉にしてつくったもの。
南部地方ではしばしば冷害に見舞われ、米が貴重
だったため大豆を加えてつくられるようになり「豆し
とぎ」とよばれるようになった。

田子町が誇る食材（にんにく・牛肉・豚肉・鶏肉・米）
を組み合わせて開発したニンニクフルコースランチ。
毎年更新される 9 種類のにんにくを使った前菜と、
3種類の肉を自分で焼いて肉巻き寿司を楽しめる。

毎年2月29日に一番近い週末に行われているたっこにん
にくまつり。まだ外は雪が降り積もり寒い中、暖かい室内
の会場でにんにくを使ったおいしい郷土料理などを楽しむ
ことができる。

たっこ王子

たっこにんにく
イメージキャラクター
たっこ王子

たっこにんにく
イメージキャラクター

田子の生にんにくが
手に入るのは
この時期だけだよ♪

たっこにんにく®

酒まんじゅう

豆しとぎ
スライスして
軽く焼いて
食べるのが
オススメ！

田子牛の丸焼きは
圧巻！

田子にんにく収穫祭

田子町の田子町の
まつりまつり
食べ物食べ物食べ物
&

にん にく
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の田子町田子町の
オススメオススメオススメ
スポットスポットスポット

104

32

181

21

大福山公園

春には桜の名所として町民に親し
まれている、キャンプも可能な公園。

図書館

ガラス張りの明るい雰囲気の図書
館で、37,000冊余りの蔵書が閲
覧可能。入り口のにんにくモニュメ
ントにもご注目！

みろく館

町内で実際に使用されていた古民家
を修繕後、「Takko Visitor Center 
みろく館」として令和4年4月27日
にOPEN。町民や観光客が集い、
イベントも開催され賑わっている。

Takko Farmer's Market

「たっこにんにく」はもちろんのこと、
町内の新鮮な農産物や加工品、また
手芸品等を購入することができる。

ガーリックセンター

レストランでは、ガーリックステー
キごはんなど町の名物である
「たっこにんにく」の料理を堪能す
ることができる。にんにく尽くしの
お土産品も必見！

みろくの滝

高さ約30m、幅約20mの雄大な滝。
SNS上ではその形から「スヌーピー
の滝」と言われ話題になった。12月
頃～4月頃の冬期期間は閉鎖。

砂防愛ランド

山の中で四季折々の大自然を感じ
ることができるキャンプ場。

創遊村 229スキーランド

毎年冬に行われる「スノーフェスタ」や
「ソリワングランプリ世界大会」などの
イベントで賑わうスキー場。スキーや
スノーボードの講習会も行っている。

ロッジカウベルからの星空

星空日本一に選ばれたことがあり
美しい星空が望めるロッジカウベ
ル。宿泊も可能。

タプコプ創遊村

100 年以上前の茅葺き屋根の住
居を移築して復元した家屋があり、
せんべい焼きや、レザークラフトな
どの手作り体験ができ、キャンプ
場も併設されている。

←十和田湖

田
子
十
和
田
湖
線

↑
十
和
田
湖

→三
戸

田子町役場

鹿角街道

田
子
町
っ

て
地
図まで

に
ん
に
く

の
カ
タチに

似

て
る
！

新田地区の水車小屋

毎年10月には水車を稼働させてそ
ばを挽き、「新田そばまつり」が行
われる。かやぶき屋根の貴重な原
風景が、まるでここだけタイムス
リップしたかのよう。
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キャンプ可

キャンプ可

キャンプ可

町内に
にんにくのカタチの街灯が
たくさんあるので
探してみてね♪

「たっこ」という名前
はアイヌ語の「タプコ
プ」＝「小高い丘」とい
う言葉が由来である
と言われています。
美味しい水と澄んだ
空気、豊かな自然が
自慢の町です。



縁があって大阪で働
き始めました。いろ
いろ学ぶ中で自分
のジムを持ちたい、
これなら田子でもで
きるな、と考えながら働
いていました。大阪の会社
を辞めた後、実家の都合で田子
町に帰ることになり、その後に個人事業主と
して開業しました。

田子に移住してからの人間関係や
今後の活動について教えてください。

大村：田子には家庭の都合で移住しましたが、
私は田子に来てからも楽しく過ごすために「友
達がいれば生きていける」といろいろな場所
に顔を出すようにしていました。田子町には
農業だけでなくいろいろな職業や暮らし方を
している人が多く、個性的な人がたくさんい
て面白いですよ。今は青森県
南部町の「学びどき」で働いて
いますが、ここでは教育とまち
づくりを掛け合わせた子ども向
けの体験学習などを企画して
いて、田子の友人に学びどき
の講師をお願いすることもあります。学びど
きを田子町や隣の新郷村にも、地域にとらわ
れずに広くやっていきたいです。パラレルワー
カーならぬ、パラレル移住者ですね。

小島：前までは自分の力を試したいという想
いでしたが、今は町を盛り上げたいという気
持ちの方が強いです。町の人口が減っていた
り、冬場運動する場所がなかったりという課
題があって、体を動かす場所やコミュニティを
作ったりしていきたいと思っています。
　現在は青森県三沢市の建設会社の事務所
の2階を借りてジムをやっています。あまり宣
伝はしていないのですがインフルエンサーの
ような会員さんがいて、その方が減量に成功
して、口コミで広がって少しずつ認知されて
います。ジムは田子に無い業種なので、実際

にオープンして人が来てくれるのか不安はあ
りますが、やってみないとわからない。今後
はジムと繋げて、汗を流す温泉やお風呂、サ
ウナもやっていきたいです。また隣町の三戸
町や南部町でもジムの事業を広げていきた
いです。

これから移住する人へ一言

大村：アドバイスって難しいですね（笑）。移
住した先でどんな生活をしたいか、楽しい想
像をすると良いんじゃないでしょうか。1人と
繋がるとすぐ友達100人でき
ますよ！

小島：やりたいことが
思い浮かばなくても、まず
何か行動してみると良いと思い
ます。それに子どもをのびのび育てるには、
田舎がとても良いと思います。山や川で遊ん
だり、何でも体験出来ますしね。

地元を離れることに対して、
どんな想いでいましたか？

小島：高校生の頃は正直、早く都会に行きた
かったです。八戸の高校に進学した友達がた
くさん遊ぶところがあって羨ましかったです。
卒業後に専門学校進学のために仙台に引っ越
して都会に住むことが出来ましたが、人が多く
て電車も疲れてしまい、自転車通学か走って
学校まで通っていました（笑）。田子町は緑が
多いのが良いですよね。

大村：子どもの頃からテレビや雑誌などのメ
ディアやファッションにも興味があって、都会
のキラキラした世界に憧れていました。東京
に移り住んでからは、好きなことが好きな時に
できるのですごく楽しかったです。

県外に進学後、
青森県に戻ってくると思っていましたか？

大村：微塵も思っておらず、そのまま東京で

就職するつもりでいましたが、東日本大震災
があって考え方や見る世界が変わりました。
あの時東京でも大きく揺れて、家族と連絡が
とれなくなってすごく不安な気持ちになって、
でもテレビをつけたら岩手や宮城が大変なこ
とになっていて、それどころではなくなりまし
た。故郷の大切にしていた美しい風景が失わ
れて、もう見られなくなるってどんな気持ち
なんだろう、なにか出来ることはないかと思っ
てボランティアに参加するようになり、その
後移住して、地域のラジオパーソナリティを
しながらまちづくりに関わっていました。東
北は自分にとってはホームグラウンドで、何
かあったときは帰ってこられるという安心感
がありますね。一度外に出たからこそ故郷の
良さに気付き、帰って来たいと思うようにな
りました。

小島：私も最初は帰るつもりはまったくなかっ
たです。パーソナルトレーナーとして野球関
係の現場での指導が出来るところを探し、ご
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インタビューの場所：「みろく館」
実際に町内で使われていた古民家を移築し改装後、
田子町文化観光交流施設として令和 4 年 4 月末に
OPEN。町民の会合や憩いの場になっている。

パラレルワーカーならぬ、
パラレル移住者ですね。

今は町を盛り上げたい
という気持ちの方が強いです。

ターンターン対
談
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

小島豪悟さん
こじまたけのり

田子町生まれ、田子町育ち。田子高校卒業後、宮城県のス
ポーツトレーナー系の専門学校に通う。その後大阪府に
て野球に関わるスポーツトレーナー業務を行う会社に就
職。現在は田子町と青森県三沢市で場所を借り、もみほぐ
しやスポーツトレーナー業務を個人事業主として行う。

ターン

ターン

田子　宮城　大阪　
田子

青森県新郷村育ち。県内の三沢高校から東京の大学へ
進学。震災後にボランティアを通じて岩手県大船渡市に
移住し、ラジオ局やまちづくり会社にて商店街の運営な
どに携わる。現在は青森県南部町のcafe南部どき内の
寺子屋「学びどき」で子ども向けの体験学習などを企画。

青森　東京　岩手　
　　　田子大村素子さん

おおむらもとこ

ターン

ターン



田子町定住移住コンシェルジュ
（地域おこし協力隊）。2021年春
に神奈川県から田子町に夫婦で移
住。東京での移住イベントやSNS
などで田子町をPRする。

木村知子
きむらともこ

田子町の田子町の

Yes
!

Yes
!

Yes
!

No!No!No!

青森県内では、特に方言が難しいこと
で有名な西側の津軽弁と、同じくらい
難しい東側の「南部弁」があります。最
初は聞き取りが難しく感じるかもしれ
ませんが、わからないときは正直に伝
えて、教えてもらいましょう。臆せずコ
ミュニケーションをたくさんとれば少
しずつ耳が慣れてくるでしょう。

Yes
!

Yes
!

Yes
!

方言は難しいですか？

気温が氷点下になる日は、就寝前に水道
管の水下げ（水抜き）が必要です。台所
の瞬間湯沸器と、シャワーのノズルも水
抜きが必要な場合があります。正しいや
り方は専門の業者さんに聞くと良いで
しょう。

Yes
!

Yes
!

Yes
!

冬の水道管の水下げは
必要ですか？

青森県全域でも言えることですが、北国
とは言え、夏は日中30℃を超える日があ
ります。近年暑い日が続くことが多くある
ようで、熱中症などに注意が必要です。エ
アコンを適宜利用するのがいいでしょう。
お盆を過ぎる頃には気温は下がり、涼しく
なることが多いようです。

Yes
!

Yes
!

Yes
!

夏は暑くなりますか？

町内には電車が通っていないので、主な交
通手段は車になります（町内100円バス、
タクシーも利用可能）。電車は三戸駅（青い
森鉄道）が最も近く、新幹線は岩手県の二
戸駅が最も近いです。県内旅行であれば関
東などの首都圏に比べて観光地や駅前の
駐車料金はほぼ無料か少額で済みます。

Yes
!

Yes
!

Yes
!

自家用車は必要ですか？

町内御用達の汲み取り業者さんに電話し
て依頼をしないと汲み取りしてもらえま
せん。お住まいの住宅の便槽の容量を確
認して、いっぱいになってきたら定期的
に汲み取りをお願いしましょう。

汲み取り式のトイレは
業者さんが定期的に
汲み取りしてくれますか？

No!No!No!

田子町は青森県の南部で太平洋側に近
いため、北部に比べて積雪量は少なく、
一日に積もる量も記録では最大 60cm
ぐらいです。雪かきはこまめにして、車
のタイヤ交換なども必要です。真冬は最
低で氷点下10℃ぐらいまで下がり、道路
が凍結しますので、時間に余裕をもって
移動することが必要です。

No!No!No!

雪は2m以上積もりますか？

アブやスズメバチなどのハチ類に気をつ
けてください。ハチは蜂の巣駆除の専門
の業者さんがいるので、巣を見つけた場
合は近づかずに駆除をお願いしましょう。
時期によっては匂いのきついカメムシが
家に侵入してくるので注意が必要です。

Yes
!

Yes
!

Yes
!

虫はたくさん出ますか？
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町の木：ナナカマド 町の花：山ツツジ 町の鳥：キセキレイ

田子町の田子町の
基本情報基本情報基本情報

青森県

青森市

八戸市弘前市

総人口：5,084人（2022年3月31日現在）

田子町を移住先等の候補としてお考えの方に、実際に田
舎暮らしを体験できる施設を整備しています。

移住体験住宅 1号 移住体験住宅 2号

移住体験住宅
施設概要

利用期間

料 金
備 考

※4週間ご利用の方は別途
　10,000 円の預かり金が必要です。

木造 2階建て
（1号利用時は1階部分のみ）
田子町へ移住を検討している方、
最短 1週間から最長 1カ月まで
利用可能。
１週間 10,000 円
借用期間が
3週間～1ヵ月（4週間）の場合は、
別途石油代がかかります。

さまざまな支援事業
支援制度 対  象 助成金額 問合せ先

住宅リフォーム等
支援事業

町内に住所がある方が、
町内の住宅のリフォーム等を行う場合。
（町内事業者に限る）

新築：対象工事の5％又は上限60万円。
リフォーム：対象工事の10％又は上限20万円。
グリーンツーリズム等の受け入れ目的のリフォーム：
対象工事の15％又は上限30万円。

住民課
住民環境グループ

建設課
建設グループ

☎ 0179-20-7117

住民課
子育て定住移住

支援室
☎ 0179-23-0678

☎ 0179-20-7113

合併処理浄化槽
設置費補助事業

町内の住宅のリフォーム等に伴い
浄化槽を設置する場合。 1世帯あたり352,000円～

若者定住・移住促進
住宅料助成金
支給事業

40歳未満の定住者が賃貸用住宅に入
居する場合、月々の賃料の一部（上限2
万円）を最長3年間助成。移住者につ
いては対象年齢制限無し。

毎月上限2万円を最長3年間助成。

若者定住・移住促進
通勤支援事業

50 歳未満（町内に住所登録があり実
際に居住している方、かつ町外の就労
場所に継続的に通勤して1 年を経過し
た方）ただし町内在住の18歳までの子
どもを扶養する方は年齢制限無し。

年額3万円。
町内在住の18歳以下の子どもを扶養する方は
年額4万円。

結婚祝い金
支給事業

～しあわせ（4+4）の
　まちづくり～

婚姻届出日から継続して1年以上田子
町に居住、または婚姻届出 1 年前から
婚姻届出後1年以内に転入し、引き続き
1年以上共に定住した方。

夫婦1組あたり8万円。
子ども出生、転入養子加算は1人あたり4万円。

保育園保育料
軽減事業

町内に住所があり、
0歳～5歳までの保育園に通う乳幼児。

0～2歳児の保育料基準額の1/3を助成。
※3～5歳児の給食費1/3を助成。
第2子は半額、第3子は無料。
ひとり親（市町村民税非課税世帯）無料。
※3～5歳児は保育料無償化対象。

入学祝い金
支給事業

町内に住所がある
小・中・高等学校の新1年生。

小学生：1人3万円。
中学生：1人5万円。
高校生：1人8万円。

子ども（乳幼児）
医療費助成事業

0歳から18歳まで
（満18歳に到達する日以降の
最初の3月31日まで）。

健康保険適用分及び入院の医療費分の金額。
（所得制限無し）

こども医療受診情報
田子町中心部から60 分圏内の病院を対象に
診療日等の情報や、お子さんの容体のチェッ

クポイント、休日・
夜間救急の電話
番号を紹介して
います。

東北新幹線「JR二戸駅」から
青い森鉄道（IGR）「三戸駅」まで15分。
青い森鉄道（IGR）「三戸駅」からバスで35分

東北新幹線「JR八戸駅」から
青い森鉄道「三戸駅」まで20分。
青い森鉄道「三戸駅」からバスで35分

レンタカー、タクシーで40分

町内にある空き家・空き地をホームページで
紹介しています。情報は随時更新しています。
また民間の賃貸物件も紹介することができま
すので、詳しくはお問い合わせください。

田子字野々上平 4
☎ 0179-20-7001

田子小学校

田子字前田 2-17
☎ 0179-32-3171

たっこ診療所

診療科目

休診日
備考

内科、外科、小児科、
整形外科、泌尿器科
土・日・祝
診療日時が
異なる科目あり

田子字清水頭 18
☎ 0179-32-2584

清水頭小学校

田子字上野ノ下タ 98-7
☎ 0179-32-2338

福原医院

診療科目

休診日
備考

内科、呼吸器科、
消化器科、胃腸科、
循環器科
日・祝
土曜午前のみ

田子字悪土 6-1
☎ 0179-32-2340

田子幼稚園
田子字天神堂向 72
☎ 0179-32-2229

たっここども園
石亀字道地 56-2
☎0179-33-1156

かみごうこども園

山口字道前 21-1
☎ 0179-33-1005

上郷小学校
田子字風張 27-1
☎ 0179-32-3249

田子中学校

田子字田子 34-1
☎ 0179-32-2264

石亀歯科医院

診療科目
休診日
備考

歯科
日・祝
土曜午前のみ

田子字田子 61
☎ 0179-32-4567

乗上歯科医院

診療科目
休診日
備考

歯科
日・祝
木・土曜午前のみ

児童福祉施設
および医療機関等

田子町
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定住移住について、
私たちに何でも
ご相談ください！

町の定住移住コンシェルジュが移住者
の視点で季節ごとにまとめたレポート
を、町の写真と共に紹介しています。

青森県田子町地域おこし協力隊 田子町すぐ友セット

コンシェルジュレポート

※本ガイドブックに掲載の事業内容については、変更となる場合がございますので、事前にお問い合わせください。

子育て・定住移住支援室では、田子町での子育てや医療費、定住助成など
皆様のサポートをしています。

現在 3 人の地域おこ
し協力隊が、活動の様
子をSNSで更新して
いますので、ぜひご覧
ください♪

田子町にはいろいろな仕事や暮らし方
をしている人がいます。移住後にそん
な方々をすぐにご紹介できる「田子町
すぐ友セット」をご用意して皆様のお
越しをお待ちしております♪

田子町役場 住民課 子育て・定住移住支援室
〒039-0292 青森県三戸郡田子町大字田子字天神堂平81

（直通）

（代表）
takko0303a@town.takko.lg.jp
http://www.town.takko.lg.jp

E-mail
0179-32-4294
0179-23-0678TEL

FAX

ホームページ

田子町ホームページ

フェイスブック インスタグラム

本ガイドブックの記載内容に関するお問い合わせはこちらまで

LINE公式アカウント「たっこまち暮らし」友だち募集中！

友だち追加
よろしくね！

移住支援に関することや、子育て情報、医療費や定
住助成に関する情報を発信しています。
個別トーク対応で移住相談も気軽にすることができ
ます♪

子育て・定住移住支援室からのお知らせ

田
子
町

田
子
町

青森県

た
っ
こ
ま
ち

子育て・定住移住支援

人と自然に

やさしく　

みんなが　

住み続けたい

まちへ　　

ぜひ一度
ご覧ください♩

み
ろ
く
の
滝
に
て
撮
影


