
直江津区地域協議会の第 3期（4年間）の取組について 

                             令和 2年 2月 22日現在 

１ 地域協議会委員 

・地域協議会委員は地域自治区内に住所がある公募に応じた人の中から選任さ 

れます。 

・現在の直江津区地域協議会委員（定数 18人）は下記のとおりです。    

       （任期：H28.4.29～R2.4.28） 

会長  

青山 恭造 

（中央 5） 

副会長  

竹内 明美 

（東雲町 2） 

副会長  

増田 和昭 

（石橋 2） 

 

青山 義一 

（中央 5） 

 

泉 秀夫 

（港町 1） 

 

磯田 一裕 

（西本町 1） 

 

伊藤  

（五智 5） 

 

 芳夫 

（西本町 1） 

 

河野 健一 

（国府 3） 

 

久保田幸正       

（石橋） 

 

小林 克美 

（西本町 1） 

 

坂井 芳美  

（五智新町） 

 

田中 美佳 

（国府 2） 

 

田村 雅春 

（石橋） 

 

中澤 武志 

（中央 4） 

 

町屋 隆之 

（中央 1） 

 

丸山 朝安 

（五智 4） 

 

水澤  

（国府 1） 

 

 

２ 地域協議会の取組について 

（1） 協議会の開催状況… 延べ 59回 

・平成 28年度  18回 

   ・平成 29年度  15回 

   ・平成 30年度  14回 

・令和元年度   12回 
 

（2）自主的審議… 3件 

   自主的審議事項は、地域の課題などを議題に、地域協議会が自主的に話し合う案

件のことをいいます。話し合いの結果、地域で対応できないものは、市政運営の中

で実現を求めるため、市に意見書という形で伝えることもできます。 

「直江津まちづくり構想について」 

「消防団のあり方について」 

「防犯灯の設置や維持管理のあり方について」 

  

（3）諮問事項… 5件 

   諮問事項は、区内の重要な公共施設の設置・廃止などについて、市から意見を求 

※会場はレインボーセンター 

会議録は市のホームページ等で公開 

 



 

 

められたとき、「住民生活にどのような影響があるか」という観点で話し合う案件 

のことをいいます。話し合いの結果は、市長へ回答することになっています。 

  「上越市厚生北会館の廃止について」 

  「（仮称）直江津地区新保育園の設置及び古城・中央保育園の廃止について」 

  「上越市立水族博物館の管理の在り方の変更について」 

  「（仮称）旧直江津銀行の設置について」 

  「（仮称）旧直江津銀行の管理の在り方について」 

 

（4）地域活動支援事業の採択審査 

   地域活動支援事業は、地域における課題の解決を図り、地域の活力向上のため、

地域の皆さんが自発的・主体的に取り組む事業を支援する制度です。 

地域協議会は、地域の望ましい姿を議論して事業採択の考え方や審査方法を決定

し、提案された事業の審査を行っています。 

・平成 28年度 配分額 9,600千円、採択件数 14件、補助決定額 9,400千円 

・平成 29年度 配分額 9,700千円、採択件数 17件、補助決定額 7,965千円 

 ・平成 30年度 配分額 9,700千円、採択件数 17件、補助決定額 9,648千円 

  ・令和元年度  配分額 9,700千円、採択件数 19件、補助決定額 8,864千円 

 

（5）意見交換会…延べ 6回 

  自主的審議事項などの議論の参考にするため意見交換会を実施しました。 

  ・平成 28年度 直江津のまちづくりを話し合う会（延べ 3回） 

          福島城を愛する会との意見交換会（1回） 

  ・平成 30年度 五智地区・直江津地区町内会長との意見交換会（延べ 2回） 

 

（6）委員研修… 2回 

   自主的審議事項などの議論の参考にするため委員研修を実施しました。 

   ・平成 29年度 群馬県富岡市（視察） 

   ・令和元年度 水族博物館の実績と今後の取組について（講話会） 

 

（7）地域協議会だよりの発行… 延べ 16回 

  地域協議会の活動状況を地域の皆さんに広く周知するため、地域協議会だより

を発行し、全戸配布または回覧をしました。 

  ・平成 28年度 6回（うち回覧 3回） 

  ・平成 29年度 3回 

  ・平成 30年度 4回 

  ・令和元年度  3回  



《　順不同　》　

区　名 Ｎｏ 事業の名称 団体等の名称 採択額
（単位:千円）

事業内容

1
クリーンナップ上越in
五智事業

ひまわり會 713
海岸線（市道五智居多ヶ浜シーサイドライン）における環境美化のた
め、小学校、近隣町内会、各種団体の協力を得て、ひまわり、スイセ
ンなどの花苗を植え育て、草刈り、清掃などを実施する。

2
直江津駅前環境美化推
進事業

我がまちを愛する会 87
直江津駅北側に、プランターに植えた季節の花を設置し、管理すると
ともに、環境美化活動を実施することにより、直江津を訪れた人に明
るさと癒しを提供する。

3
鉄道の町「直江津」発
信事業

直江津鉄道振興会 400

鉄道の町「直江津」の伝統を踏まえ、新時代の上越地方の鉄道の整
備・振興を促進し、併せて上越経済の振興に寄与する。昨年以上に鉄
道に特化したポスターを作製し、鉄道の町を再認識し、郷土愛を育て
る。

4 『米作り体験』事業
新光町３丁目町内会米
作り体験実行委員会

140
休耕田を活用し、地域の子供たちを募り、米作り体験を実施する。収
穫した米を使った「餅つき」、藁を使った「賽の神」を実施し、世代
間交流を図る。

5
五智公園の整備、有効
活用支援事業

五智公園を育てる会 316
五智公園の価値や魅力を一層高めるとともに、利用しやすさを高める
ために、植物の保護・育成、植物紹介パネルの作成、遊歩道の整備等
を行う。

6
港町１・２丁目町内会
津波防災対策事業

港町１・２丁目町内会
港町防災対策委員会

673
津波発生時において避難困難区域である港町にライフジャケットを整
備することで、要援護者をはじめ地域住民の安全を確保する。

7
『なおえつ物語』発信
事業

三八朝市周辺まちづく
り協議会

878

「旅情あふれる物語のまち・直江津」を紙芝居で紹介するフォーラム
の開催や小学校での地域学習を実施することにより、地域住民に地域
の魅力を理解し誇りに感じてもらい、それを地域内外に発信すること
で、まちなかへの来訪者の増加を図る。

8

えちご・くびき野100
㎞マラソン直江津おも
てなしプロジェクト
2016事業

えちご・くびき野100
㎞マラソン直江津おも
てなしプロジェクト
2016実行委員会準備会

2,212

えちご・くびき野100㎞マラソンの60㎞の部において直江津区内が
コースとなっていることから、全国から集まるランナーに対するおも
てなしと今後に向けた直江津のＰＲ活動をオール直江津の住民で行
い、地域の活性化を図る。

9 直江津ものがたり事業 まちおこし直江津 491
「安寿と厨子王」の物語である説経浄瑠璃「さんせう太夫」の公演会
を開催し、地域の学術・文化・芸術の振興とまちづくりの推進を図
る。

10 福島城の顕彰事業 福島城を愛する会 1,485
多くの住民から福島城の歴史と文化に興味を持ってもらえるよう、仮
設資料館の運営及びパンフレットの増刷によるＰＲ活動、文化講演会
等を行う。

11
旅情のまち日本海・直
江津まちあるきガイド
マップ改定増刷事業

ライオン像の建物をま
ちづくりに活かす会

405
まちあるきガイドマップを最新情報に更新し、増刷することで、地域
の魅力発信の向上を図り、来訪者のまち歩きの機会が増えることを期
待する。

12 佐渡寒ブリ祭り事業
直江津港周辺活性化協
議会

1,200
冬季の直江津港の活性化を図るため、「佐渡寒ブリ祭り」を開催す
る。祭りでは、寒ブリ三枚下ろし実演販売、ブリを使った料理の販売
などを行う。

追加
1

《直江津港から元気発
信》事業

直江津港周辺活性化協
議会

256

直江津港の釣り場解放に伴い、釣り客に対し安全な場所での釣りとゴ
ミの持ち帰りを啓発するための看板を設置する。また、大型の直江津
ＰＲ看板設置場所の周りに花を植栽し環境整備を行うことで来訪客の
おもてなしを行う。

追加
2

直江津水族館ロード
（仮称）アート修景整
備事業

ライオン像の建物をま
ちづくりに活かす会

144

日本海や水族博物館と直江津駅、中心市街地をつなぐ楽しい散歩コー
ス途中の壁面に、海のまち・直江津にちなんだ絵を住民参加で描くこ
とで、市街地への回遊性を向上させ、観光客の導入と交流人口の拡大
を図る。

9,400

直江津区

（配分額）
9,600千円

小計

平成28年度　地域活動支援事業採択事業一覧



《　順不同　》　

区　名 Ｎｏ 事業の名称 団体等の名称
採択額

（単位:千
円）

事業内容

1
クリーンナップ上越in
五智事業

ひまわり會 484
海岸線（市道五智居多ヶ浜シーサイドライン）における環境美化のた
め、小学校、近隣町内会、各種団体の協力を得て、ひまわり、スイセ
ン、コスモスなどの花苗を植え育て、草刈り、清掃などを実施する。

2 『米作り体験』事業
新光町３丁目町内会米
作り体験実行委員会

140
休耕田を活用し、地域の子供たちを募り、米作り体験を実施する。収
穫した米を使った「餅つき」、藁を使った「賽の神」を実施し、世代
間交流を図る。

3
直江津駅前環境美化推
進事業

我がまちを愛する会 92
直江津駅北口に、プランターに植えた季節の花を設置し、管理すると
ともに、環境美化活動を実施することにより、直江津を訪れた人に明
るさと癒しを提供する。

4
五智公園の整備、有効
活用支援事業

五智公園を育てる会 156
五智公園の価値や魅力を一層高めるとともに、利用しやすさを高める
ために、植物の保護・育成、植物紹介パネルの展示、遊歩道の整備等
を行う。

5
昭和・平成の直江津の
自然災害等の検証と今
後を見据え伝える事業

昭和・平成の直江津を
愛する会

640
直江津の自然環境の変化や自然災害等の記録をまとめた冊子を作成
し、地域住民で学習会を開くなど共有することで、直江津の住みよさ
に活かすなど、次代に繋いでいく一助とする。

6 福島城の顕彰事業 福島城を愛する会 177
多くの地域住民が福島城の歴史と文化に興味を持ち、地域に対する誇
りと愛着心が一層高揚するよう、資料館の整備や運営及び資料館を出
発点とした歴史ＭＡＰウォークを開催する。

7
『なおえつ物語』発信
事業

三八朝市周辺まちづく
り協議会

277

「旅情あふれる物語のまち・直江津」の紙芝居を区内小学校や町内な
どで上演し、多くの子供たちをはじめ地域住民に地元への愛着と誇り
を感じてもらい、それを地域内外に発信することで、更なる地域間交
流を図る。

8
船見公園夕日コンサー
ト事業

三八朝市周辺まちづく
り協議会

747
「船見公園夕日コンサート」を開催し、イベントを通じ、三八朝市周
辺の各町内や団体が世代を超えて交流することにより、地域住民のつ
ながりを深め、地域全体で活性化の機運を高める。

9
《直江津港から元気発
信》事業

直江津港周辺活性化協
議会

1,112

直江津港の釣り場解放に伴い、釣り客に対し安全な場所での釣りとゴ
ミの持ち帰りを啓発するためのアピール看板を設置する。また、大型
の直江津ＰＲ看板設置場所の周りに花を植栽し環境整備を行うことで
来訪客のおもてなしを行う。

10
ビーチフェスティバル
ｉｎなおえつ事業

公益社団法人上越青年
会議所

823
船見公園で行われているビーチバレーマリンカップ大会に併せて、
「ビーチフェスティバル」を開催することにより、直江津の海岸を盛
り上げ、地域活性化と交流人口の増加を図る。

11
子どもたちのための
「なおえつものがた
り」〈地域食編〉事業

まちおこし直江津 1,330

平成24年及び25年に発刊した『子どもたちのための直江津物語』の
「かたち編」及び「人物編」に加え、地域の大人と子供たちで地域の
食文化について考える「地域食編」を作成することで、次世代への直
江津文化の継承につなげていく。

12 佐渡寒ブリ祭り事業
直江津港周辺活性化協
議会

1,000
冬季の直江津港の活性化を図るため、「佐渡寒ブリ祭り」を開催す
る。祭りでは、寒ブリ三枚下ろし実演販売、ブリを使った料理の販
売、地域住民による催し物、地域活動の紹介など地域のＰＲを行う。

追加
1

福島城の顕彰事業（追
加事業）

福島城を愛する会 51
多くの地域住民が福島城の歴史と文化に興味を持ち、来訪者に対して
も福島城への関心を高めていただくよう、市内外の来館者が集中する
期間中における施設の充実を図るため、簡易トイレを設置する。

追加
2

私の街の防災力向上を
図る事業

上越市防災士会・直江
津支部

115
地域防災力の向上に向け、地域の防災士が連携を図り、直江津区の防
災力、防災意識の向上に有効な資材や教材を用い研修を行い、大規模
災害に備えることで、地域住民の安全安心を図る。

追加
3

直江津地域児童の健全
育成事業

汐なり子ども育成会 252

直江津小学校を会場に、保護者、地域住民、そして学校が連携し、映
画上映会と参画型の学習会（講師とのフリートーク）を開催すること
で、地域としての子育て環境を充実させる一助とし、将来の地域の担
い手である子供たちの健全育成を図る。

追加
4

直江津まちしるべ修繕
事業

ライオン像の建物をま
ちづくりに活かす会

237
平成24年度及び25年度にまち歩きの目印と直江津の歴史伝承を目的に
建立した標柱「まちしるべ」の塗装が剥離するなど劣化していること
から、近隣小学校児童と協働で標柱の塗装修繕を行う。

追加
5

直江津まちしるべマッ
プ作成事業

ライオン像の建物をま
ちづくりに活かす会

332

標柱「まちしるべ」を活かした「直江津まちしるべマップ」を作製
し、子供たちをはじめ地域住民が、まち歩きを通して、自分たちのま
ちの歴史を知る機会を増やすと共に、直江津を訪れる方にも直江津を
知ってもらい、地域の歴史伝承とまちなか観光の促進に寄与する。

7,965

平成29年度　地域活動支援事業採択事業一覧

直江津区

（配分額）
9,700千円



《　順不同　》　

区　名 Ｎｏ 事業の名称 団体等の名称 採択額
（単位:千円）

事業内容

1
直江津駅前環境美化推
進事業

我がまちを愛する会 73
直江津駅北側に、プランターに植えた季節の花を設置し、管理すると
ともに、環境美化活動を実施することにより、直江津を訪れた人に明
るさと癒しを提供する。

2
クリーンナップ上越ｉ
ｎ五智事業

ひまわり會 482
海岸線（市道五智居多ヶ浜シーサイドライン）における環境美化のた
め、小学校、近隣町内会、各種団体の協力を得て、ひまわり、スイセ
ン、コスモスなどの花苗を植え育て、草刈り、清掃などを実施する。

3
五智公園の整備、有効
活用支援事業

五智公園を育てる会 380
五智公園の価値や魅力を一層高めるために、植物の保護・育成、植物
紹介パネルの展示、湿地、林床、遊歩道の整備等を行う。

4 「米作り体験」事業
新光町3丁目町内会米
作り体験実行委員会

134
休耕田を活用し、地域の子どもたちを募り、米作り体験を実施する。
収穫した米を使った「餅つき」、藁を使った「賽の神」を行い、自然
のサイクルを学ぶ。

5
ビーチスポーツフェス
ティバルｉｎ直江津事
業

ビーチスポーツフェス
ティバルｉｎ直江津実
行委員会

720
直江津海岸の有効活用やビーチスポーツを通じた交流人口の拡大を目
的にフェスティバルを開催し、まちのにぎわいを創出する。

6
船見公園夕日コンサー
ト2018事業

三八朝市周辺まちづく
り協議会

1,061
「船見公園夕日コンサート」を開催し、イベントを通じ、三八朝市周
辺の各町内や団体並びに世代を超えて交流することにより、地域住民
の繋がりを深め、地域全体で活性化の機運を高める。

7

えちご・くびき野100
ｋｍマラソン直江津お
もてなしプロジェクト
2018事業

えちご・くびき野100
ｋｍマラソン直江津お
もてなしプロジェクト
2018実行委員会準備会

2,033
マラソンランナーへのおもてなし機運の醸成と、来訪者へ直江津の魅
力を発信するため実行委員会を組織し、地区全体で応援内容を工夫し
て、おもてなしを行う。

8
鉄道の町「直江津」発
信事業

直江津鉄道振興会 307
直江津が鉄道の町であることを再確認するため、市内の鉄道遺産を冊
子にまとめ、学習ツアーを行う。

9
「直江津写真フェア」
事業

上越写真連盟 490
「撮って発見直江津の魅力」をテーマに、直江津の魅力を再発見・発
信することを目的として、写真コンテスト、写真愛好者の作品展示を
行う。

10
天王川クリーンナップ
大作戦＆フォーラム事
業

ライオン像の建物をま
ちづくりに活かす会

202
環境意識の向上とまちづくり活動の意識醸成を目的に、直江津の重要
な水辺空間である天王川を市民全体で清掃し、フォーラムを行う。

11
直江津水族館ロード
（仮称）アート修景整
備事業

ライオン像の建物をま
ちづくりに活かす会

305
Ｈ28に作製した壁面アートの補修と花壇を整備し、直江津駅から水族
博物館へのまち歩きの魅力を向上させる。

12 越佐なおえつ物語事業 まちおこし直江津 920
直江津の歴史的な人物「福永十三郎」の遺徳を偲ぶ四十物祭のほか、
周辺町家めぐり、文化講座等を行い、歴史文化を活用したまちづくり
活動を行う。

13 寒ブリ祭事業
直江津港周辺活性化協
議会

1,000
冬季の直江津港の活性化を図るため、「寒ブリ祭り」を開催する。祭
りでは、寒ブリ三枚下ろし実演販売、ブリを使った料理の販売、地域
住民による催し物、地域活動の紹介など地域のPRを行う。

追加
1

直江津小学校区　地域
安全・防災教育推進事
業

汐なり子ども育成会 30
安全・安心なまちづくりと子どもたちの健全育成を目的に、 学校単
独で行っていた避難訓練を保護者や地域住民と一緒に行い、学校が避
難所となった場合の具体的な行動を体験する。

追加
2

認知症にやさしい地域
づくりin直江津事業

上越オレンジサポー
ター

234

認知症の人を支えるネットワークを広め、人にやさしいまちづくりを
推進することを目的に、RUN伴（ランとも）新潟2018直江津エリアで
のリーフレットの配布や、認知症を理解するための公開講座、パネル
ディスカッションを開催する。

追加
3

なおえつ和太鼓フェス
ティバル事業

直江津まちづくり活性
化協議会

980
鉄道資産を有効活用し、地域振興につなげることを目的に、「なおえ
つ鉄道まつり2018」に併せて、近隣周辺の和太鼓団体による演奏や
「直江津祇園祭」の祇園囃子の演奏を行う。

追加
4

句碑文学碑の銘板取替
整備事業

三八朝市周辺まちづく
り協議会

297
直江津を訪れた方に直江津の歴史文化の魅力を発信することを目的
に、直江津ゆかりの句碑文学碑の説明看板を取替整備する。

9,648

平成30年度　地域活動支援事業採択事業一覧

直江津区

（配分額）
9,700千円



《　順不同　》　

区　名 Ｎｏ 事業の名称 団体等の名称 採択額
（単位:千円）

事業内容

1
クリーンナップ上越ｉ
ｎ五智事業

ひまわり會 415
海岸線（市道五智居多ヶ浜シーサイドライン）における環境美化のた
め、小学校、近隣町内会、各種団体の協力を得て、ひまわり、スイセ
ン、コスモスなどの花苗を植え育て、草刈り、清掃などを実施する。

2
五智公園の整備、有効
活用支援事業

五智公園を育てる会 301
五智公園の環境保全を行い、価値や魅力を一層高めるため、植物の保
護・育成、植物紹介パネルの展示、湿地や林床の整備等を行う。

3
直江津駅前環境美化推
進事業

我がまちを愛する会 74
直江津駅北側に、プランターに植えた季節の花を設置し、管理すると
ともに、環境美化活動を実施することにより、直江津を訪れた人に明
るさと癒しを提供する。

4
認知症にやさしい地域
づくりin直江津事業

上越オレンジサポー
ター

454
認知症の人を支えるネットワークを広め、人にやさしいまちづくりを
推進することを目的に、RUN伴（ランとも）新潟2019直江津エリアで
のチラシの配布や、認知症を理解するための公開講座を開催する。

5 「米作り体験」事業
新光町３丁目町内会米
作り体験実行委員会

134
休耕田を活用し、地域の子どもたちを募り、米作り体験を実施する。
収穫した米を使った「餅つき」、藁を使った「賽の神」を行い、自然
のサイクルを学ぶ。

6
鉄道の町「直江津」発
信事業

直江津鉄道振興会 88
直江津が鉄道のまちであることを再確認するため、平成30年度に作成
した市内の鉄道遺産をまとめた冊子を増刷し、学習ツアーを行う。

7
「直江津写真フェア」
事業

上越写真連盟 480
「撮って発見直江津の魅力」をテーマに、直江津の魅力を再発見・発
信することを目的として、写真コンテスト、写真愛好者の作品展示を
行う。

8
第3回ビーチスポーツ
フェスティバルｉｎ直
江津事業

ビーチスポーツフェス
ティバルｉｎ直江津実
行委員会

708
直江津海岸の有効活用やビーチスポーツを通じた交流人口の拡大を目
的にフェスティバルを開催し、まちのにぎわいを創出する。

9
船見公園夕日コンサー
ト2019事業

三八朝市周辺まちづく
り協議会

955
「船見公園夕日コンサート」を開催し、イベントを通じ、三八朝市周
辺の各町内及び団体が世代を超えて交流することにより、地域住民の
繋がりが深まり、地域全体で活性化の機運を高める。

10
「ライオン像のある
館」活用事業

ライオン像の建物をま
ちづくりに活かす会

394
ライオン像のある館（旧直江津銀行）の建物の周知と魅力発信のた
め、さまざまな活用イベントを開催する。

11
直江津まちあるきガイ
ドマップ事業

ライオン像の建物をま
ちづくりに活かす会

615
直江津の魅力を発信するため、平成22年度に作成し、その後も増刷し
てきた「旅情のまち　日本海・直江津まちあるきガイドマップ」の内
容を見直し、新しい直江津まちあるきガイドマップを作成する。

12
天王川クリーンナップ
大作戦事業

ライオン像の建物をま
ちづくりに活かす会

135
環境意識の向上とまちづくり活動の意識醸成を目的に、直江津の重要
な水辺空間である天王川を市民全体で清掃する。

13
〈直江津の歴史・食・
人・文化をつなぎ紡
ぐ〉事業

まちおこし直江津 1,520
地域の歴史や文化を次世代に継承するため、「なおえつものがたり」
〈北前船が運んだもの〉編を作成する。また、直江津の歴史的な人物
「福永十三郎」の遺徳を偲ぶ四十物祭を行う。

14
《直江津港から元気発
信》事業

直江津港周辺活性化協
議会

194
直江津港周辺の入り口でもある港橋のPR用大型看板の周辺の環境美化
のため、地域が一体となって草刈りや清掃活動、菜の花の種まきを行
う。

15 寒ブリ祭り事業
直江津港周辺活性化協
議会

900
冬季の直江津港の活性化を図るため、「寒ブリ祭り」を開催する。祭
りでは、寒ブリ三枚下ろし実演販売、ブリを使った料理の販売、地域
住民による催し物、地域活動の紹介など地域のPRを行う。

追加
1

福島城の顕彰事業 福島城を愛する会 204
地域住民や来訪者が、福島城の歴史と文化について一層の関心や理解
を深めることを目的に、ハンズフリー拡声器の活用、展示用パネルの
設置、照明器具使用のための整備を行う。

追加
2

直江津小学校区地域安
全・防災教育推進事業

汐なり子ども育成会 20
安全・安心なまちづくりと子どもたちの健全育成を目的に、 地域住
民や保護者と一緒に避難訓練を行い、学校が避難所となった場合の具
体的な行動を体験する。

追加
3

直江津区子ども健全育
成事業

汐なり子ども育成会 250

オリンピックで活躍した外国人マラソンランナーを招き、交流活動や
講演会を開催することで、子ども、保護者、地域住民が、夢や志のあ
る生き方について学び、将来の地域の担い手である子どもたちの健全
育成を図る。

追加
4

安全・安心な緊急避難
支援事業

直江津地区町内会長協
議会

1,023
夜間発生の地震、津波からの緊急避難を安全に速やかに行うため、充
電式投光器を各避難所に配置し活用する。

8,864

令和元年度　地域活動支援事業採択事業一覧

直江津区

（配分額）
9,700千円


