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神納東地域まちづくり協議会

平成31年度

日時：平成31年4月10日
会場：七湊集落センター

午後7時から
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っながり、支え合い、心やさしく暮らせる神納東
　　　　～笑顔があふれる集落・地域をめざして～



 ○表紙の写真紹介 

神納東ふれあい市 神納東ふれあい運動会 

山元遺跡見学会 

ささえあいフォーラム  
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上助渕：盆踊り大会 山屋：盆踊り大会 里本庄：収穫感謝祭 

七湊：収穫感謝祭 志田平：収穫感謝祭 下助渕：七夕祭り 

 

一人ひとりが役割をもって 

活気にあふれた活躍を 

地域資源の有効活用を 

共同作業をとおして 

無理のない 

楽しく 

共鳴・共振して行うまちづくり 

協働のロゴ”パートナー” 



通常総会　次第

1．開　会

2．会長あいさっ

3．来賓紹介

4．議長の選出

5．総会成立報告

6，議事録署名人の選任

7．議　事　　　　　　　　　　　　　　　　　一

　第1号議案　平成30年度事業報告及び収支決算の承認について

　第2号議案　平成31年度事業計画（案）及び収支予算（案）の承認にっいて

　第3号議案　監事の選出について

8．議長退任

9．閉　会
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第1号議案

　　　　　平成30年度事業報告及び収支決算の承認について

　平成30年度事業報告及び収支決算について、別紙のとおり承認を求めます。

平成31年4E10日　提出
　　神納東地域まちづくり協議会

平成31年4月10日　承認
　　神納東地域まちづくり協議会

会　　長　中山　忠勝

総会議長　齋藤　八榮

一 2一



平成30年度事業報告

神納東地域まちづくり協議会
十
　　区分　　　　　　ノ 事業名取組麟目 案施時期

対象

人員
鍛阻内会　　　　＼ ’蜴果康題等

（1）花いっぱいプロジェクト

・ 集落内の生活環境の

1環境保全
・ 集落、団体等による 資質向上と道路環境の

及び改善 地域の景観
美化

5～10月
3集落
1団体

花の植栽・管理に対
し、必要となる経費を

快適が図られた。・活動状況を地域内外

助成。 へ発信することも必
要。

（1）集落活動支援

・集落行事で使用する ・ 補修後に集落感謝祭
ピザ窯の補修。 を開催し、参加者にピ

7月～9月 里本庄 ［支援額69，296円］ ザを提供。喜んでいた

だき、笑顔あふれる集
落行事となった。

・新しい笛を購入した

・盆踊りの継承のた ことで集落の伝統を大

8．月13目
め、老朽化した笛の新 切に引き継こうとする

8月31日
9月　1日
10月14日

山屋

調。

・ 集落でも恒例となっ

ている収穫感謝祭を
開催。

愛矯の心が育まれた。・収穫感謝祭を実施し、

住民の世代間交流が図
られた。

〉

［支援額160，000円］ ・ 竹灯籠祭は雨天によ
り中止とした。

・ 高齢者の生きがい事

2ふるさと

活動支援 集落活動支援

4月17日
10月8日

上助渕

業としてグラウンド

ゴルフ大会とお花見
会を開催。（茶の間と

老人クラブ共催）

・集落の全住民を対象

とした交流イベント
の開催。

・ 大会を通して健康づ

くり、仲間づくりが図
られた。

・ 転入者も参加し、地

域の方々の交流・親睦
が図られた。

［支援額50，000円］

6月14日 下助渕

・ 高齢者団体の活動を

支援のため、カラオケ

機器を整備。

［支援額97，000円］

・ 設備を整えたことに

より、会員の親睦・融
和が図られた。

10月28日
11月23日

志田平

・ 集落住民の親睦・交

流を目的とした文化

祭と収穫感謝祭を開
催。

［支援額63，084円］

集落内の交流も絶えが
ちな中で、老若男女が一堂に会し、世代間交

流が図られた。

10月14日 七湊

・集落住民が一堂に会

する収穫感謝祭を開
催。

［支援額46，800円］

集落住民が一同にふれ

あう機会と合わせて、

集落まちづくりに対す

る理解と意識向上が図
られた。
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｝巨袋 事業名敢維増自 非施時期 　対象
，　人鞍 取組内ぶ 熟果諜題等

（2）郷ニヒ愛の醸成

・ 区長、運営委員を対 ・ 初見の運営委員が多

象とした現地見学会 数いたので有意義な活

①山元遺跡

　での活動
7月22日 14人

を実施。市役所職員か

ら説明を聞き、遺跡の

動となった。

・ 今後も教育委員会と
周知を図った。 連携し、取り組みを行

う。

（3）集落の話し合いの場つく り

・ 住民自らが地域の将 ・若い世代からの意見

①集落の話し

　合い促進

　事業

通年 3集落

来について真剣に考
え議論する話し合い
の場づくりを推進し、

各集落で話し合いを

も多く、集落の実情に

ついて理解が進み、効
果があった。

・ 全集落で行われるよ
実施した。 う取り組みを行う。

（1）神林地区敬老会

・ 神林地区敬老会に出 ・ 地域で長寿をお祝い

席した神納東地域の でき、敬老者にも喜ん

①神林地区

　敬老会 6月16日 55人
敬老者に、祝い品とし

てお菓子とお酒を贈

でいただいた。

・ 集落の協力で、円滑
呈した。 に会が行われ、世代間

3健康及び
交流も図られた。

福祉増進 （2）地域での支え合いの体制整備

・ 神林地区生活支援協 ・ グループデイスカツ
議体との共催により、 ションを行い、地域で

①ささえあい

フォーラム
10月28日 24人

支え合いの取り組み
の普及を目的に、各年

代層の参加によるフ

「自分ができること」

を把握し、自分たちで

何とかしなければなら
オーラムを開催した。 ないという意識づけを

行った。

（1）地域交流事業

・ 6集落が一堂に会し ・ 伝統ある地域の運動
て、運動会を開催し、 会を継続開催し、世代

交流とまちづくりの を超えた交流が図られ

①神納東ふれ
　あい運動会

10．月9日 約200人
意識醸成を図った。

・防災の要素を取り入

た。

・ 楽しく防災を学ぶこ

れた種目を実施し、意 とができ、地域として
識の向上を図った。 有意義な活動となっ

た。

4地域コミ ・住民の交流による地 ・ 出店者は昨年と変わ
一ユニアイ 域活性化、地域の魅力 らず6店舗であった

振興 ②神納東ふれ
　あい市

10月21日 約300人
の再発見のため、地元

の名産を集めたふれ

が、屋内開催としたた

め、来場者が増加し、

あい市を開催。 地域の交流が図られ
た、，

・ 神納中学校学区郷育 ・ 咋年度からの連携事

③小ヰ学校
会議が主催する「あじ 業となり、今後地域全

連携事業
（郷育の推進）

6月23日 約500人
さいまっり」に参画
し、地域住民と児童・

生徒との交流を図っ

体で子どもを育む体制

を整えることができ
た。

た。
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区　禽 事i挙名敵纏職爲 爽競時期
対象

人員 取纏内客 鋳果康題馨

（1）協議会運営

・ 小中学校の統合を控 ・各地域の活動を聞く

え、地域間の連携を図 ことができ、地域全体
っていくため、神林地 の活動内容を把握でき

①研修事業 2月17日 6人
区の5地域合同によ
る研修及び情報交換

た。

・ 小学校統合後のまち
を行う。 づくりについて、効果

的な活動を検討するこ
とが必要。

・ まちづくり新聞やホ ・ 協働のまちづくりの

②協働のまち

‘

一 ムページ等により

情報を公開すること
活動状況や地域の情報

を周知することで、参
づくりの普及 通年 全世帯 で、事業の啓発と住民 加意欲の向上、まちづ
啓発 意識の高揚を図る。 くりへの意識向上が図

られた。

5協議会
・ 地域コミュニティ振 ・ 今年度は食生活改善

運営 興による活性化や安 推進委員会と連携しふ
全で安心な地域つく れあい市で雑煮（汁）

③連携体制の
　整備

通年 全世帯 りを進めるため、関係

団体とも話し合いを

の提供を行った。・今後も関係団体と連

進め、効果的な連携を 携し合い、活動を進め
進める。 る。

・ 今年度は評議委員会 ・ 集落区長の立場から

単独の開催はなかっ
協議会に助言をいただ

き、円滑な運営が図ら
たが、協議会にとって れている。

④評議委員会 区長の立場から助言 ・集落との連携も進ん
匂

の開催
評議委員

等が必要な案件があ でいる。

る場合は、運営委員会

との合同会議を開催

している。
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会議等の開催状況
【総会】

会議名 開催日、 　＼
、．

、ミミ＼　ご　内　　容ご’等　＼　　　　．、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、
　　く、

，’

綴
慮
＼

・ 平成29年度事業報告及び収支決算の承認について
・ 第3次神納東地域まちづくり計画（案）の承認について

平成30年度通常総会 4月10日

・ 平成30年度事業計画（案）及び収支予算（案）の承認に

ついて
代議員

28人
・ 会長及び副会長の承認について
・ 監事の選出について

【運営委員会】
態ε邊譲’濠ノ蕊　い　　．／・〆　　　　　　　〉’∴ ＼　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㌧

瀕齢㌻ ジ罐纏ぷぶ瀬ぶ鍵1霧蜜だ惑凝：禄 鍍醸繧
第1回運営委員会
（区長合同） 5月8日

・平成30年度神林地区敬老会にっいて
・ 平成30年度協議会事業計画について

区長5人
運営委員

　　11人

第2回運営委員会 6，月20目
・ 山元遺跡での活動について
・ 神納東ふれあい市について

運営委員

　11人

第3回運営委員会 8月28日
・ 神納東ふれあい運動会について
・ 神納東ふれあい市について

運営委員

　　12人

第4回運営委員会 10月10日
・神納東ふれあい運動会について
・ 神納東ふれあい市について

運営委員

　11人

第5回運営委員会
（区長合同） 12月18日

・ 神納東ふれあい市について
・ 平成30年度事業評価について
・ 平成31年度集落活動支援事業にっいて

区長6人
運営委員

　　11人

第6回運営委員会 1月29日
・ 平成30年度事業検証・評価結果について
・ 神林地区まちづくり協議会運営委員合同研修会について

運営委員

　12人

第7回運営委員会 3．月3日

・

平成30年度事業報告及び収支決算（見込）について・平成31年度事業計画及び収支予算（素案）について・神林地区敬老会実行委員会委員選出について

運営委員

　　12人

第8回運営委員会
（区長合同） 3月18日

・

平成30年度事業報告及び収支決算（見込）について・平成31年度事業計画（案）及び収支予算（案）について・平成31年度通常総会について

・ 平成31年度役員の選任について

区長6人
運営委員

　　12人

外部団体の会議等出席状況

【神林地区敬老会実行委員会】
∴麩蚕儀ば＼＼　　＼　　　　、《イ　　）∨　　　　　　　　　　　　　　　　　　い 、 　　フ　＼　、　　　　ヘヘ　ゾ　　バ　＼

ご罐催ギ， 〉＼こぐぐバぎ肉熟違＼等：：叉ぎこご・ ・惑韓欝

第1回実行委員会 4月23日
・ 平成30年度敬老会実行委員会正副会長選出ついて

・平成30年度神林地区敬老会にっいて
会長出席

第2回実行委員会 6．月16日 ・ 平成30年度神林地区敬老会について 会長出席

【神林地区まちづくり協議会連絡会議】

会議名　　i 開催自 内　容　等　　　　　　｛嬢席

第1回連絡会義 7月101：1
・ 学校統合後の連携等について
・ 5地域協議会合同研修会について

会長、事務

局出席

第2回連絡会議 12月6日
・5地域協議会合同研修会について

・学校統合後の連携及び協議会休制等について
会長出侃

一 6一



【生活支援協議体（神林地区互近所ささえ～る隊）】
憂議名・　　　　　、

・ 間催日 、’ノ ㌧ 出席

第1回神林地区
生活支援協議体会議 5月17日

・昨年度事業の検証
・ 今年度の事業（案）について
・ 「全体フォーラム」事業計画

会長、事務

局出席

第2回神林地区
生活支援協議体会議

7月12日
・ 全体フォーラムについて
・ 集落資源活用事業について

都合によ

り欠席

平成30年度第1回
村上市生活ささえ愛

隊長・ご近所ささえ

～ る隊合同研修会

7月27日

・ 活動報告「柏崎市のSC及び協議体活動について」
NPO地域活動サポートセンター柏崎・グループワーク「活動報告からの学びや今後の活動に生か

せることについて話し合おう」

事務局出

席

神林地区「ささえあ
いフォーラム」

10月28日

・ 昨年度実施した「地域別フォーラム」の報告
・

実践発表会「地域や集落で取り組んでいる事例の発表」・グループディスカッション（自分ができること、集落でで

きることを「かるた」を使って考える。）

会長、事務

局出席

第3回神林地区
生活支援協議体会議

11月15日

・ 集落等で自主的に進めていくための仕掛けについて

・買い物支援「ささえ隊」の参加促進について
・ 来年度の事業計画について

会長、事務

局出席

第4回神林地区
生活支援協議体会議 2月7日

・ ささえあいフォーラム広報誌について

・来年度事業について

会長、事務

局出席

【神納中学校学区郷育会議】

慈繊羅齢轟蕊蕊灘薩騰騰議麟零懸蟻灘灘難畿墨il蕊憲銚羅藤、 灘韓懇

打ち合わせ会議 5月30日
・ 第8回あじさいまつり　まちづくり協議会の主催イベント
　について（餅まき）

会長、事務

局出席

神納中学校閉校記念

第8回あじさいまっり
6月23日 ・ まちづくり協議会主催イベントとして餅まきを実施

会長、副会

長、運営委

員1名、事

務局出席

【都岐沙羅パートナーズセンター】

蕊：濃遥違Ol、 講艦s 感麟ミぶ：ぷ漉・ミX渡○：笠1∴＼∴ごミ1こ・ 緊灘べ

地域づくり自慢大会 1．月26日

・10．月に開催した「神納東ふれあい運動会」の活動発表・他の協議会との意見交換会

会長、事務

局出席

【神林地区公民館】

会　議　名　　ξ 灘催自 ＼　　＼　　ど　内　　容　　等　　　　　　　、 ∴出庸

平成30年度神林地区

内各種団体懇談会 2月1日
・懇談会（パネルディスカッション］「学び、1，ξかし、っな

がるたびに」

会長、事務

局出席
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平成30年度　収支決算書

収　入

神納東地域まちづくり協議会

　　　　　　　（単位：円）

区　　　分 当初予算額 補正額
補正後予算額

　　①

決算額

　②

差引額

②一①
説　　　明

1　地域まちづくり交付金 1，335，000 0 1，335，000 1，335，000 0

2　繰越金 144，520 0 144，520 144，520 0 繰越金

3　ふれあい市出店料 6，000 0 6，000 3，000 △3，000 ＠500×6店

4　諸収入 480 0 480 4 △476 受取利子

合　　　計 1，486，000 0 1，486，000 1，482，524 △3，476

支　出 （単位：円）

区分 事　　　業 当初予算額 流用額
流用後予算額

　　①

決算額

　②

差引額

①一②
説　　　明

1　環境保全及び改善経費 120，000 0 120，000 111，364 8，636

1・花いっぱいプ・ジェクト 120，000 0 120，000 111，364 8，636 3集落、1団体

2　ふるさと活動支援経費 622，000 0 622，◎00 494，307 127，693

1　集落活動支援 600，000 0 600，000 486，正80 113，820

2　郷土愛醸成事業（山元遣跡） 10，000 0 10，000 2，580 7，420 見学会時活動費

3　集落の話し合い促進事業 12，000 0 12，000 5，547 6，453 3集落

3　健康及び福祉増進経費 60，000 0 60，00◎ 46，439 13，561

1　神林地区敬老会 50，000 0 50，000 41，042 8，958 出席敬老者への祝い品

2　支え合いフォーラム 10，000 0 10，000 5，397 4，603 フォーラム開催時消耗品費

4　地域コミュニティ振興経費 275，000 25，699 300，699 279，65］ 21，◎48

1　神納東ふれあい運動会 125，000 25，699 150，699 150，699 0

2　神納東ふれあい市 100，000 0 100，000 88，369 11，631

3　小中学校連携事業（郷育の推進） 50，000 0 50，000 40，583 9，417 あじさいまつり（餅まき）

5　協議会運営経費 368，000 6，326 374，326 300，594 73，732

1　運営委員報償費 180，000 0 180，000 180，000 0 運営委員12名×15，000円

2　役員報償費 15，000 0 15，000 15，000 0 会　長　　10，000円
副会長　　　5，000円

3　費用弁償 28，000 0 28，000 10，000 18，000 監査委員2名×2，000円

4　会議費 15，000 0 15，000 4，268 10，732 会場使用料、お茶代等

5　研修費 50，000 0 50，000 5，000 45，000 研修事業

6　運営事務費　　　　’ 80，000 6，326 86，326 86，326 0 事務費、広報経費等

6　予備費 41，000 △32，025 8，975 0 8，975

合　　　計 1，486，000 0 1，486，000 1，232，355 253，645

［収入合計］1，482，524円 ［支出合計］1，　232，355円　＝　250，169円（翌年度へ繰り越し）
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監査報告書

　神納東地域まちづくり協議会の平成30年度事業報告・書及び収支決算書について、

通帳、出納簿並びに関係書類を監査した結果、適正に執行、処理されていると認める。

平成31年　4月　1日

監　事
・
遼
v

　

篶

ゴ
匡E一

咳2
萄

　
、

V

監　事 ぴ 、宿 ノ㌘限
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第2号議案

　　平成31年度事業計画（案）及び収支予算（案）の承認について

　平成31年度事業計画（案）及び収支予算（案）について、別紙案により承認を求

めます。

平成31年4月10E　提出
　　神納東地域まちづくり協議会

平成31年4月10日　承認
　　神納東地域まちづくり協議会

会　　長　中山　忠勝

総会議長　齋藤　八榮
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平成31年度事業計画

神納東地域まちづくり協議会

区　分 事業名、取組項目 実施時期
対象・

人員 取組内容

（1）花いっぱいプロジェクト

1環境保全
・ 集落、団体による花の植栽・

及び改善 ①地域の景観
　美化

通年
集落、

団体等
管理を支援し、地域の景観美化
を図る。

（1）集落活動支援

・ ピザ窯の補修を行い集落の各

イベントで使用して、参加者増
通年 里本庄 につなげたい。

［支援額106，204円］

・ テントを整備し、集落行事等

で幅広く利用。各イベントの参
通年 山屋 加者増につなげたい。

［支援額110，160円］

・発電機を整備し、集落観桜

会・盆踊り大会・PTA野外活動 ・集落の活性

通年 上助渕 等で幅広く利用。各イベントの
化や課題解

参加者増にっなげたい。
決、伝統行事

［支援額201，960円］
の継承のため

①集落活動

　支援
8月24日 下助渕

・ 昨年度火災により未実施とな

った剣舞、獅子舞の奉納を復活

させる。会場に設置する提灯、

に、集落が主

体となって取

り組む事業を

紅白幕を整備する。 支援する。

ウ ［支援額127，146円］ （上限額

3か年で

2ふるさと
・ 文化に触れる機会創出と住民

交流を目的に、陶芸教室を実
30万円）

活動支援
9，月下旬

11月23日
志田平

施。

・ 世代間交流と集落活動充実の

ため、収穫感謝祭を開催する。

［支援額70，000円］

・ 集落住民が一堂に会する収穫

感謝祭を開催し、郷土の良さを

10．月13日 七湊 再確認し、集落づくりの意識向

上を図る。

［支援額57，000円］

（2）郷土愛の醸成

・ 遺跡を活用して郷土愛醸成や
①山元遺跡

　での活動
通年 地域振興を図る。市教育委員会

と連携して活動を行う。

（3）集落の話し合いの易づくり

・住みよい集落づくりや活性

化、地域の課題解決に向けた話
①集落の話し し合いの場づくりを推進する。

合い促進 通年 全集落 ・実施した内容の深掘りを行
事業 い、実践につなげる。
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区　分 事業名、取組項目 実施溺
対象丁丁人員　｛

取組内容 備考

一

（1）神林地区敬老会

・ 神林地区敬老会に参画し、世

代間交流を図り、助け合いの気

①神林地区

　敬老会
6，月15日 全世帯

持ちを育む。

・敬老会に出席する神納東地域

3健康及び
の敬老者に、祝い品としてお菓

子とお酒を贈呈する。
福祉増進

（2）地域での支え合いの体制整備

・ 少子高齢化社会に対応し、住
①神林地区生 み慣れた地域で暮らし続けら
活支援協議 未定 れるように、支え合いの体制づ

体との連携 くりを進める。

（1）地域交流事業

①神納東ふれ
　あい運動会

10月14日 全世帯
・6集落が集う伝統の運動会を

開催し交流と団結を図る。

・ 地域の特性を活かしたマーケ

4地域コミ

②神納東

　ふれあい市 7月28日 全世帯
ットを開催し、地域の活性化や

魅力の再発見につなげる。

一ユニアイ

振興 ③神納東小学
・閉校記念としてバザーを開催

し、売上金を閉校記念事業実行
校閉校記念 5月18日 全世帯 委員会へ協力金として、贈呈す 新規

事業 る。

④神林中学校 ・神林中学校開校記念行事等へ

開校記念事 未定 の協力を行う。 新規

業

（1）協議会運営

・ 小・中学校の統合により、地

域間の連携を図っていくこと
①研修事業 未定 全世帯 を目的に、5地域合同による研

修及び情報交換を行う。

・ 広報誌の発行やホームペー
②協働のまち ジ、フェイスブックを活用した

づくりの 通年 全世帯 広報を行い、取り組みの浸透と
普及啓発 住民意識の高揚を図る。

5協議会 ・地域活性化や安全安心な地域 【団体等】

運営 社会の実現のため関係団体と ・ 希楽々

効果的な迷携を進める。 ・神林地区

③連携体制の

　整備
通年

・体制整備のため、運営委員会

で検討を進めるとともに、各種

団体とも話し合いを進める。

青少年育成

市民会議
・ 郷育会議

・自主防災

組織　等

④汀議委員会

　の開催
随時 評議委員

・協議会運営に係る評価、助言

を行う。
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平成31年度　収支予算
神納東地域まちづくり協議会

収　入 （羊位：円）

区　　　分 本年度 前年度 比　較 説　　　明

1　地域まちづくり交付金 1，336，000 1，335，000 1，000

2　繰越金 250，169 144，520 105，649 繰越金

3　ふれあい市出店料 5，000 6，000 △1，000 ＠500×10店

4　神納東小学校閉校記念事業売上金 70，000 0 70，000 皆増（新規事業）

5　諸収入 831 480 351 利子等

合　　　計 1，662，000 1，486，000 176，000

支　出 （単位：円）

区　分 事　　　業 本年度 前年度 比　較 説　　　明

1　環境保全及び改善経費 120，000 120，000 0

1　花いっぱいプロジェクト 120，000 120，000 0 6集落×20，000円

2　ふるさと活動支援経費 701，000 622，000 79，000

1　集落活動支援 673，000 600，000 73，000

2　郷土愛醸成事業（山元遺跡） 10，000 10，000 0

3　集落の話し合い促進事業 18，000 12，000 6，000 6集落×3，000円

3　健康及び福祉増進経費 60，000 60，000 0

1　神林地区敬老会 50，000 50，000 0

2　神林地区生活支援協議体との連携 10，000 10，000 0

4　地域コミュニティ振興経費 350，000 275，000 75，000

1　神納東ふれあい運動会 140，000 125，000 15，000

2　神納東ふれあい市 100，000 100，000 0

3　神納東小学校閉校記念事業 80，000 0 80，000 皆増（新規事業）

4　神林中学校開校記念事業 30，000 0 30，000 皆増（新規事業）

5　小中学校連携事業（郷育の推進） 0 50，000 △50，000 皆減

5　協議会運営経費 381，000 368，000 13，000

1　運営委員報償費 180，000 180，000 0 運営委員12人×15，000円

2　役員報償費 15，000 15，000 0 会　長　　10，000円

副会長　　5，000円

3　費用弁償 16，000 28，000 △12，000 畦査2，000円×2人　等

4　会敵費 10，000 15，000 △5，000 会場使用料、お茶代等

5　研修費 20，000 50，000 △30，000 研修事業

6　運’川務費 140，000 80，000 60，000 事務費、通信費　等

6　予備費 50，000 41，000 9，000

合　　　計 1，662，000 1，486，000 176，000

※予算に定められた各区分の金額に過不足が生じた場合は、運営委員会の承認により、他の区分に流用するこ
とができることとする。
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第3号議案

　　　　　　　　　　監事の選出について

神納東地域まちづくり協議会の監事について、次のとおり選出します。

役　職 氏　　名 備　考

監　事 高橋　賢一

監　事 内山　秋善

平成31年4月10日　選出
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神納東地域まちづくり協議会

村上市神林支所地域振興課内

〒959－3492　村上市岩船駅前56番地

電話、告知端末：0254－66－6／22

FA×　　　　：0254－66－6110


	01表紙.pdf
	02表紙裏面
	03次第
	04第１号議案かがみ（承認済）
	05平成30年度事業報告
	06平成30年度収支決算書
	07監査報告書
	08第２号議案かがみ（承認済）
	09平成31年度事業計画（承認済）
	10平成31年度収支予算（承認済）
	11第３号議案（承認済）
	12空白のページ(15p)
	13裏表紙

