令和４年（2022） 4月 上市町関係新聞記事 （北日本新聞・富山新聞）
掲載紙 掲載日 曜日

１日

2022/4/1 金

北日本

2022/4/1 金

北日本

2022/4/1 金

北日本

2022/4/1 金

北日本

2022/4/1 金

富山

2022/4/1 金

富山

2022/4/1 金
2022/4/2 土

北日本

2022/4/2 土

北日本

2022/4/2 土

北日本

2022/4/2 土

富山

2022/4/2 土

富山

2022/4/2 土

富山

2022/4/2 土

富山

2022/4/2 土

富山

2022/4/2 土
2022/4/3 日

北日本

2022/4/3 日

富山

2022/4/3 日

富山

2022/4/3 日

北日本

上市工場(上市町竹鼻)に新事務所棟 豊富産業グループの三豊工業(富山市上飯野)
わたしのモノ語り⑳ 手刺しゅうの布雑貨 村上江奈美さん 上市町
内山壮 初の先発マスク ヤクルトの内山壮真(上市町出身)
新型コロナの市町村別感染者数 上市町0人
急峻な剱岳 イメージ 県 チューリップ新品種出願
内山壮 初先発マスク 強気リードも勝利導けず ヤクルトの内山壮真(上市町出身)
新チューリップ2品種 紅と黄の「つるぎ」 県育成38.39番目 剱岳を連想

20
20
26
28
3
5
5
22
24

所さんを委嘱 地域おこし隊員 上市町
交通指導員委嘱 上市署 上市町
新型コロナの市町村別感染者数 上市町5人
南極に蜃気楼 第63次南極地域観測隊 越冬隊長 澤柿教伸准教授(上市町出身)
県分は350億5360万円 4月の普通交付税 普通交付税 上市町7億5711万円 地方特例交付税 上市町707万円

上市に新事務所完成 豊富産業グループ（滑川市）の中核企業三豊工業（富山市）
宇奈月発立山行き 特急列車を運休 富山地鉄、15日から 上市－電鉄黒部間
事故撲滅へ決意新た 各地で交通指導員を委嘱 上市署 上市町
課題解決へ連携を 県内自治体 新年度スタート 上市町

日曜日

北日本

４日

6
14
16
26
29
17
22

土曜日

北日本

３日

見 出 し ・ 記 事 概 要

コーナー

金曜日

北日本

２日

頁

18
24
1
19

消防 陽南分団が誕生 団員減受け柿沢・大岩統合 上市消防署
新型コロナの市町村別感染者数 上市町0人
県都に春のにぎわい 行楽地、活気づく 上市など3カ所冬日 最低気温上市町氷点下1.3度
薬用作物の栽培本格化 小矢部・論田 山神協同営農 県薬用植物指導センター（上市町）が助言

20

新型コロナの市町村別感染者数 上市町0人

月曜日

2022/4/4 月

金曜ｍｅｅｔｓ

令和４年（2022） 4月 上市町関係新聞記事 （北日本新聞・富山新聞）
掲載紙 掲載日 曜日
富山

2022/4/4 月

富山

2022/4/4 月

富山

2022/4/4 月

５日

2022/4/5 火

北日本

2022/4/5 火

北日本

2022/4/5 火

北日本

2022/4/5 火

北日本

2022/4/5 火

富山

2022/4/5 火

富山

2022/4/5 火

富山

2022/4/5 火

富山

2022/4/5 火

富山

2022/4/5 火
2022/4/6 水

北日本

2022/4/6 水

北日本

2022/4/6 水

北日本

2022/4/6 水

富山

2022/4/6 水

富山

2022/4/6 水

高野さん優勝 ＮＰＯ法人 健康麻将越中ひばり会第11弾小杉ふれあい杯予選 女性トップ賞 常田雅子（上市）

16
16
19
19
24
18
18
19
19
25

「あいらぶ湯」（滑川市民交流プラザの入浴施設） 利用200万人 水林夫婦（上市）に記念品
不動明王に無事故祈願 区域交通安全協 大岩山日石寺で初開催
富山・上市・立山 温泉施設巡ってスタンプラリー6月まで
バドミントン 第31回県スマッシュ・ミズ大会 フリー2部・40歳2部混合 50歳1部 上市レディース
新型コロナの市町村別感染者数 上市町1人
あいらぶ湯200万人突破 滑川 水林さん夫婦(上市町相ノ木新町)に記念品
地震想定で非常招集訓練 上市署
川崎から移住 所さんに委嘱状 上市町協力隊
上市で小学校のあり方考える 上市町の校区別懇談会
上市区域交通安全協会の交通安全祈願祭 大岩山日石寺で祈祷
ほたるいか

6
11
22
28
5
20

おでき治療薬発売 池田模範堂
獅子舞継承の上市町広野自治会に助成 明治安田クオリティオブライフ文化財団
上市署も2人委嘱 上市署と上市区域交通安全協会 「セーフティレディー」
新型コロナの市町村別感染者数 上市町8人
2023年春の採用計画 富士化学工業
上市署、セーフティレディに2人委嘱

28
2

新型コロナの市町村別感染者数 上市町2人
5年間の神通川 森林計画を策定 中部管理局 上市町含む6市町の国有林が対象

上市高生ら制作 町で作品展示 （町保健福祉総合センター）

木曜日

北日本

2022/4/7 木

富山

2022/4/7 木

８日

コーナー

1
16
20

水曜日

北日本

７日

見 出 し ・ 記 事 概 要
春の味覚 いよいよ 氷見・栗原特産タケコノ出荷開始 県内曇り 上市で最低気温0.1度

火曜日

北日本

６日

頁

金曜日

令和４年（2022） 4月 上市町関係新聞記事 （北日本新聞・富山新聞）
掲載紙 掲載日 曜日
北日本

2022/4/8 金

北日本

2022/4/8 金

北日本

2022/4/8 金

富山

2022/4/8 金

９日

2022/4/9 土

北日本

2022/4/9 土

北日本

2022/4/9 土

北日本

2022/4/9 土

北日本

2022/4/9 土

富山

2022/4/9 土

富山

2022/4/9 土

富山

2022/4/9 土

富山

2022/4/9 土

県警山岳警備隊 初の女性隊員誕生 山口県出身 田中巡査長(上市署地域交通課)
「情報収集と装備を」春山事故 注意呼び掛け 県警山岳警備隊
第38回危険業務従事者叙勲 瑞宝単光章 元県警部補 按田宗助さん(上市町飯坂新)
新型コロナの市町村別感染者数 上市町1人
床材落下し指骨折 射水市流通センター 青井谷（小杉）の倉庫内 同従業員 上市町横越
ニュースファイル
委員長に五十嵐氏 県議会政策討論会 委員 山崎 宗良（上市町）
第38回危険業務従事者叙勲 瑞宝単光章 警察功労 按田宗助氏(元警部補、上市町飯坂新)
県警山岳警備隊 初の女性隊員誕生 田中巡査長に辞令
手を挟まれ男性重傷 射水市流通センター青井谷の倉庫 上市町横越の同社員
事件・事故

10
16
22
23

社会人の頂点懸け熱戦 第63回ＪＡＢＡ富山大会（富山市長旗争奪）開幕 ロキテクノ(上市)
交通安全願いキーホルダー お年寄りら手作り 「生きがいデイサービス・おたっしゃ家」（上市町）
新型コロナの市町村別感染者数 上市町1人
第63回ＪＡＢＡ富山大会（富山市長旗争奪） 社会人野球 ロキテクノ富山（上市町）初戦勝利

2022/4/10 日

北日本

2022/4/10 日

北日本

2022/4/10 日

富山

2022/4/10 日

月曜日
新聞休刊日

2022/4/11 月

１２日

つなぐ

日曜日

北日本

１１日

23
23
27
28
29
3
23
23
23

コーナー

土曜日

北日本

１０日

6
17
26

見 出 し ・ 記 事 概 要
ばんそうこうに新キャラ仲間入り 池田模範堂
とやまデータ探偵団 県内在住の外国人 県内の外国人住民数
新型コロナの市町村別感染者数 上市町2人
なし

頁

火曜日

北日本

2022/4/12 火

北日本

2022/4/12 火

北日本

2022/4/12 火

5
6
18

市の未来熱く訴え 7市町議・県議が集結 上市町含む6市町議員
1ロット追加回収 北日本製薬(上市町若杉) 自主回収してきた「ピラトン21顆粒」
ロキテクノ準優勝 第63回ＪＡＢＡ富山大会 社会人野球

‘22黒部市長選

令和４年（2022） 4月 上市町関係新聞記事 （北日本新聞・富山新聞）
掲載紙 掲載日 曜日
北日本

2022/4/12 火

北日本

2022/4/12 火

富山

2022/4/12 火

富山

2022/4/12 火

富山

2022/4/12 火

富山

2022/4/12 火

１３日

頁

22
25
2
24
27
28

見 出 し ・ 記 事 概 要
県人初エベレスト登頂 佐伯さん 初心者向け登山教室 上市町の城ヶ平山を登山
新型コロナの市町村別感染者数 上市町1人
野上氏「経験生かす」 農林水産懇が設立 副会長 伊東尚志（上市町）
ロキテクノ富山 準優勝 第63回ＪＡＢＡ富山大会・富山市長旗争奪大会
北日本製薬(上市町)が回収対象追加 ピラトン21顆粒
笑顔咲く トンネル 高岡・吉久 最高気温 上市25.8度は今年最高を記録

コーナー

水曜日

北日本 2022/4/13 水
北日本 2022/4/13 水
北日本 2022/4/13 水
北日本 2022/4/13 水
富山

2022/4/13 水

富山

2022/4/13 水

18
21
24
25
21
23

木曜日
北日本 2022/4/14 木
14
北日本 2022/4/14 木
21
北日本 2022/4/14 木
24
富山 2022/4/14 木
1
富山 2022/4/14 木
24
１５日 金曜日
北日本 2022/4/15 金
20
北日本 2022/4/15 金
28
北日本 2022/4/15 金
30
富山 2022/4/15 金
21
１６日 土曜日

体操動画をリニューアル 町オリジナル「わきあいあい」 上市町
パークゴルフ 上市町協会第1回月例会
新型コロナの市町村別感染者数 上市町1人
荷物倒れ男性右脚骨折 富山市北押川のとやま生活協同組合要冷物流センター 上市町若杉新の会社員男性 ニュースファイル

議会日程

上市町 8日 本会議

荷物に挟まれ右足骨折 富山市北押川のとやま生活協同組合要冷物流センター 上市町若杉新の会社員

１４日

春季県高校野球 16日開幕 対戦決まる 第94回春季高校野球組み合わせ
積雪多く注意を県警が春山情報 山岳警備隊が公式ツイッターで現地の情報を発信
新型コロナの市町村別感染者数 上市町1人
年１回以上 無通告査察 県、医薬品製造業者に 21年に約1ヵ月の業務停止命令 北日本製薬(上市町)

春の王座へ40チーム 第94回春季県高校野球大会 16日開幕
上市の名所・催し知って 町観光協会が冊子
新型コロナの市町村別感染者数 上市町1人
南極で「流しそうめん」 第63次南極地域観測越冬隊(澤柿教伸隊長・上市町出身)
積雪多く8メートル 雪崩、滑落に注意 県警が春山情報 山岳警備隊の公式ツイッターで公開

事件・事故

令和４年（2022） 4月 上市町関係新聞記事 （北日本新聞・富山新聞）
掲載紙 掲載日 曜日

頁

北日本 2022/4/16 土

26
30
5
23

北日本 2022/4/16 土
富山

2022/4/16 土

富山

2022/4/16 土

１７日

見 出 し ・ 記 事 概 要
ハゲ山に遊歩道 白萩地域山村活性化協議会
新型コロナの市町村別感染者数 上市町2人
携帯電話基地局 雪から掘り出し 立山で大手3社 富山県山岳警備隊からの研修を受講
上市・白萩のハゲ山登山 周回ルートを整備 白萩地域山村活性化協議会

コーナー

日曜日

20
富山 2022/4/17 日
3
富山 2022/4/17 日 11-13
１８日 月曜日
北日本 2022/4/18 月
12
北日本 2022/4/18 月
12
北日本 2022/4/18 月
13
北日本 2022/4/18 月
18
北日本 2022/4/18 月
20
富山 2022/4/18 月
11
富山 2022/4/18 月
16
１９日 火曜日
北日本 2022/4/19 火
20
北日本 2022/4/19 火
21
北日本 2022/4/19 火
26
富山 2022/4/19 火
22
富山 2022/4/19 火
23
富山 2022/4/19 火
26
２０日 水曜日
北日本 2022/4/20 水
11
北日本 2022/4/17 日

新型コロナの市町村別感染者数 上市町1人
「漫画で町おこし」熱く 細田守監督(上市町出身、金沢美大ＯＢ)のアニメ映画「おおかみこどもの雨と雪」の舞台となった上市町

日曜特番

ワクワクとやま2022 富山の休日。文化伝える名刹や山里 大岩山日石寺
水泳 県障害者スポーツ大会 50メートルバタフライ
第94回春季県高校野球大会 第2日 上市・雄山
ヤクルト 内山壮真捕手(上市町出身)が決勝の生還
新型コロナの市町村別感染者数 上市町0人
もののけ姫で「完全燃焼」山本監督制作秘話語る 「時をかける少女」の細田守監督(上市町出身)とのエピソード

九回ヤクルト無死満塁、山崎の左犠飛で三走 内山壮真捕手(上市町出身)が決勝の生還。
富山一など3回戦へ 第94回春季県高校野球大会 昨日の試合 上市・雄山
県産シャクヤクでフラワーギフト 全農本部と立山農園
シニア選手プレー ラージボール卓球 混合戦140歳以上他 上市卓友会
新型コロナの市町村別感染者数 上市町1人
母の日にシャクヤクを ＪＡと立山農園 県産シャクヤクの販売
4人が県新記録 第22回県障害者スポーツ大会水泳競技会 50メートル背 青年 上市町
1月以来50人割る 県内コロナ、新たに41人 上市町1人
60代で国家資格次々 保育士・介護福祉士 林智子さん 上市の保育所で勤務

水曜アクティブシニア

令和４年（2022） 4月 上市町関係新聞記事 （北日本新聞・富山新聞）
掲載紙 掲載日 曜日

頁

北日本 2022/4/20 水

13
21
32
34
4
32

見 出 し ・ 記 事 概 要
花深処無行跡① 棟方志功生誕120年 縁結んだ立山連峰 1949年剱岳を登山
パークゴルフ 上市リバーサイド倶楽部月例会
新型コロナの市町村別感染者数 上市町2人
学力テスト4年ぶり理科 県内1万5501人参加 上市各教科の正答率公表せず
富士化学工業に協調融資を実施 北陸銀行と日本政策投資銀行
手作業でハゲ山に登山道 今秋完成へ整備 上市・白萩

6
22
22
25
25
28
30
20
22
27

富士化学工業にＢＣＭ格付融資
滑川高生が育てたサクラマス放流 上市町北島の上市川
新人研修 清掃で奉仕 40人が異業種交流 上市町の企業や団体、役場の合同新人研修
パークゴルフ 上市町協会杯
県小・中学校長会長 県中学校長会 上市中学校
新型コロナの市町村別感染者数 上市町3人
木曽 敏雄氏 興和電機システム会長（上市町若杉新）
岩白さん優勝 2022四神王決定戦・朱雀杯 女性トップ賞 常田雅子(上市)
教育環境充実図る 会長3氏が来社 県小、中学校長会、協会 中学校長会 上市中学校
滑川高海洋科の2年生 上市町北島の上市川にサクラマスの稚魚放流

20
26
22

新鮮な農産物ずらり ＪＡアルプス「味覚の郷」オープン 立山町前沢 ＪＡアルプス上市含む4市町村の生産者らで構成

13
28
31

山描き続けた高岡の日本画家 櫻井鴻有 回顧展 高岡文化ホール 「夏の剱」残雪の剱岳
新型コロナの市町村別感染者数 上市町1人
便秘薬を回収 北日本製薬（上市町若杉）

北日本 2022/4/20 水
北日本 2022/4/20 水
北日本 2022/4/20 水
富山

2022/4/20 水

富山

2022/4/20 水

２１日

木曜日

北日本 2022/4/21 木
北日本 2022/4/21 木
北日本 2022/4/21 木
北日本 2022/4/21 木
北日本 2022/4/21 木
北日本 2022/4/21 木
北日本 2022/4/21 木
富山

2022/4/21 木

富山

2022/4/21 木

富山

2022/4/21 木

２２日

金曜日

北日本 2022/4/22 金
北日本 2022/4/22 金
富山

2022/4/22 金

２３日

コーナー

新型コロナの市町村別感染者数 上市町1人
「味覚の郷」オープン ＪＡアルプスたてやま支店内 （立山町前沢） 酒井建設に感謝状

土曜日

北日本 2022/4/23 土
北日本 2022/4/23 土
北日本 2022/4/23 土

富山けいざい短信

ほたるいか

令和４年（2022） 4月 上市町関係新聞記事 （北日本新聞・富山新聞）
掲載紙 掲載日 曜日
富山

2022/4/23 土

２４日

北日本 2022/4/24 日
北日本 2022/4/24 日
北日本 2022/4/24 日
北日本 2022/4/24 日
北日本 2022/4/24 日
北日本 2022/4/24 日
富山

2022/4/24 日

富山

2022/4/24 日

北日本 2022/4/25 月
北日本 2022/4/25 月
北日本 2022/4/25 月
2022/4/25 月

２６日

コーナー

12
14
14
14
14
17
20
13
17

ヤクルト 内山壮真捕手(上市町出身)二塁を阻止
畝作り楽しいな 舟橋村竹内の貸し畑 上市町で果樹園を営む村農業アドバイザーの吉田盛さんが指導

活動の輪拡大誓う 町赤十字奉仕団40周年 上市町赤十字奉仕団
さくら功労者受賞を報告 日本さくらの会 上市町伊折会が受賞
民謡や大正琴披露 北日本新聞越中座 上市町の民謡歌手 寺崎美幸さん
アニメの世界でパチリ 新・山本二三展 「時をかける少女」 細田守監督（上市町出身）のポスター原画

新型コロナの市町村別感染者数 上市町1人
七回阪神2死一塁、打者中野のとき、走者島田の二盗を阻止するヤクルトの捕手内山壮真（上市町出身）

初心者向けに農業塾 舟橋村竹内 村農業アドバイザーの吉田盛さん(上市)が講師

月曜日

北日本 2022/4/25 月

富山

32

見 出 し ・ 記 事 概 要
北日本製薬(上市町)が漢方便秘薬回収

日曜日

北日本 2022/4/24 日

２５日

頁

7
9
16
22
16

「松本昌子 人形展-往古来今」展 素材多彩 独創的な世界 27日から西田美術館 魚津市の人形作家

12
16
24
26
27
11
23

県高校春季大会 重量挙げ 男子
アユ元気に育ってね 児童・園児 上市川に稚魚放流
新型コロナの市町村別感染者数 上市町8人
県内でがん患者会発足 闘病と育児 息抜きの場に 代表を務める 上市町の寺井由美さん
県内60人感染 上市町の通所型の老人施設で10人のクラスター
良質な医療環境 県内26病院認定 かみいち総合病院
上市中央小児童らアユの稚魚放流

元県立総合衛生学院教務課長 白山 富貴子さん（富山市新庄本町） 旧上市厚生病院などを歴任 追想 ありし日

北日本民謡舞踊入善大会 大賞の部 大門直一(上市)
新型コロナの市町村別感染者数 上市町1人
県高校春季大会 ウエイトリフティング 男子

火曜日

北日本 2022/4/26 火
北日本 2022/4/26 火
北日本 2022/4/26 火
北日本 2022/4/26 火
北日本 2022/4/26 火
富山

2022/4/26 火

富山

2022/4/26 火

令和４年（2022） 4月 上市町関係新聞記事 （北日本新聞・富山新聞）
掲載紙 掲載日 曜日
富山

2022/4/26 火

富山

2022/4/26 火

富山

2022/4/26 火

富山

2022/4/26 火

２７日

北日本 2022/4/27 水
北日本 2022/4/27 水
北日本 2022/4/27 水
北日本 2022/4/27 水
北日本 2022/4/27 水
北日本 2022/4/27 水
富山

2022/4/27 水

富山

2022/4/27 水

北日本 2022/4/28 木
北日本 2022/4/28 木
北日本 2022/4/28 木
北日本 2022/4/28 木
2022/4/28 木

２９日

コーナー

上市でクラスター 県内コロナ 新規60人感染 上市町の老人福祉施設でクラスター 感染者 上市町８人

上市署と富山地方鉄道 宮川小児童に踏切の渡り方を指導

ほたるいか

18
18
20
20
21
24
26
21
27

シイタケ収穫楽しみ 白萩西部小 児童が菌打ち体験
踏切横断 左右見て 富山地方鉄道と上市署が宮川小の児童に指導
健全な地域へ 活動を強化 上市町民生委員児童委員協議会
パークゴルフ 上市リバーサイド倶楽部前期会長杯
小中学校にカメラ寄贈 北銀・富山銀・富士化学工業
新型コロナの市町村別感染者数 上市町1人
県内中高部活動 生徒数減りチーム編成苦慮 上市と雄山が連合チーム
富士化学工業 4Ｋカメラ寄贈 上市の全小中学校に
上市町白萩西部小で シイタケの菌打ち体験

ほたるいか

12
20
20
28
31
1

北日本文芸 俳壇 柳壇
独創的な人形 20点 松本さん個展 「松本昌子（魚津市）人形展」 西田美術館
町民学園が開講 上市町のふるさと町民学園
新型コロナの市町村別感染者数 上市町1人
黒部川で一時氾濫注意情報 県内未明に激しい雨 1時間当たりの降水量 上市30.5ミリ
上市の６時間雨量 4月史上最大63ミリ

6
16
16

多様な手段で人手確保 県内主要企業の2023年春採用計画 主な県内企業の中途採用人数
細田守監督(上市町出身)原作「バケモノの子」 劇団四季 新作ミュージカル
富山ゆかりの音楽家演奏 来月22日市民プラザ 民謡歌手の寺崎美幸(上市町出身)

木曜日

北日本 2022/4/28 木

富山

23
28
29
29

見 出 し ・ 記 事 概 要
9月に県外視察 上市町民生委員児童委員協議会
8地点で夏日 高岡伏木、上市町を除く8地点

水曜日

北日本 2022/4/27 水

２８日

頁

金曜日

北日本 2022/4/29 金
北日本 2022/4/29 金
北日本 2022/4/29 金

令和４年（2022） 4月 上市町関係新聞記事 （北日本新聞・富山新聞）
掲載紙 掲載日 曜日

頁

北日本 2022/4/29 金

22
24
25
26
29
30
31
32
1
25
28
29

北日本 2022/4/29 金
北日本 2022/4/29 金
北日本 2022/4/29 金
北日本 2022/4/29 金
北日本 2022/4/29 金
北日本 2022/4/29 金
北日本 2022/4/29 金
富山

2022/4/29 金

富山

2022/4/29 金

富山

2022/4/29 金

富山

2022/4/29 金

３０日

見 出 し ・ 記 事 概 要
コーナー
風景や静物の版画並ぶ 日本版画会北陸支部 県民会館ギャラリー 稲垣寿雄さん(上市町）
少年警察ボランティア 上市署 少年補導員
純国産メンマできた 「つるぎの味蔵」運営会社 地元産で試作
ＮＳＰいづみミュージックスクール(魚津・上市・入善) 踊り・音楽 笑顔で練習
富山元気っ子
春の叙勲 瑞宝小綬章 元公立高校校長 藤縄太郎氏(上市町) 瑞宝中綬章 元国土交通省大臣官房審議官 守内哲男氏(上市町出身)

新型コロナの市町村別感染者数 上市町2人
ストーカー容疑で上市の男逮捕
県の人口 102万人割れ 市町村別の人口
県人口 102万人割れ 富山県内の市町村別人口(4月1日時点)
春の叙勲 瑞宝小綬章 元公立高校校長 藤縄太郎氏(上市町) 瑞宝中綬章 元国土交通省大臣官房審議官 守内哲男氏(上市町出身)

岡本さん準大賞 第38回日本篆刻展 常任委員出品 藤縄 尚子(上市町)
ストーカー疑いで男逮捕 上市町の会社員

土曜日

北日本 2022/4/30 土
北日本 2022/4/30 土
北日本 2022/4/30 土
北日本 2022/4/30 土
富山

2022/4/30 土

富山

2022/4/30 土

2
11
28
34
3
30

ニュースファイル

病院機能評価認定病院 かみいち総合病院
「これからの時代を生きるあなたへ」刊行 社会学者 上野 千鶴子さん（上市町）
新型コロナの市町村別感染者数 上市町3人
上市町は県内トップクラスの支援制度 上市町移住定住・支援制度
北電 脱炭素へ水力増強 大規模改修 馬場島(富山県上市町)
上市町は県内トップクラスの支援制度 上市町移住定住・支援制度

事件・事故

