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コード 行政資料名称
登録・最終
更新日

課名

総合政策 1 令和3年度市政運営方針 R3.4 政策推進課

総合政策 2 市長4期目政策公約3年間の進捗状況 R2.11 政策推進課

総合政策 3 東日本大震災からの復興～10年間の成果と今後の取組 R3.3 政策推進課

総合政策 4 八戸圏域連携中枢都市圏ビジョン R4.3 政策推進課

総合政策 9 政策公約評価書 R3.8 政策推進課

総合政策 14 八戸市都市研究検討会　調査研究報告書 R3.5 政策推進課

総合政策 15 八戸市まち・ひと・しごと創生総合戦略 R3.4 政策推進課

総合政策 19 第6次八戸市総合計画 H28.3 政策推進課

総合政策 20 共同参画　内閣府編集 市民連携推進課

総合政策 21 市民アンケート調査結果報告書 R2.6 政策推進課

総合政策 22 八戸市協働のまちづくり基本条例等 Ｈ18 市民連携推進課

総合政策 24 八戸市の統計書 R3.6 広報統計課

総合政策 26 八戸市勢要覧 Ｈ25 広報統計課

総合政策 27 第5次八戸市男女共同参画基本計画 R4.3 広報統計課

総合政策 28 八戸の工業 R4.1 広報統計課

総合政策 29 平成6年　三陸はるか沖地震の記録 Ｈ6 広報統計課

総合政策 30 八戸市の人口（国勢調査） H30.3 広報統計課

総合政策 35 市制施行90周年記念誌 R3.1 広報統計課

まちづくり文化スポーツ 1 八戸市美術館年報　令和元年度 R3.2 美術館

まちづくり文化スポーツ 2 寒山への誘い　佐々木　泰南 H30.2 美術館

まちづくり文化スポーツ 3 北の光に魅せられて―豊島弘尚展 H30.2 美術館

まちづくり文化スポーツ 4 道―そして、希望の朝 H30.2 美術館

まちづくり文化スポーツ 5 豊島弘尚－北の光と三つの故郷 H30.2 美術館

まちづくり文化スポーツ 6 日本芸術院所蔵名作展 Ｓ62.9 美術館

まちづくり文化スポーツ 7 郷土先人遺作展 Ｈ2.1 美術館

まちづくり文化スポーツ 8 渡辺貞一作品図録 Ｈ2.3 美術館

まちづくり文化スポーツ 9 鈴木コレクション Ｈ21.9 美術館

まちづくり文化スポーツ 10 第3期八戸市中心市街地活性化基本計画 H31.2 まちづくり推進課

まちづくり文化スポーツ 11 八戸市中心商店街通行量調査　結果報告書 R4.1 まちづくり推進課

まちづくり文化スポーツ 12 八戸市スポーツ推進計画 R3.2 スポーツ振興課

まちづくり文化スポーツ 13 八戸市新美術館整備ドキュメントブック　美術館のこれまで R3.2 美術館

総務 1 令和２年度市長交際費執行状況 R02 秘書課

総務 2 平成27年度　八戸歳入歳出決算書 H28 総務課

八戸市行政資料目録
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総務 3 令和元年度市長交際費執行状況 R1 秘書課

総務 4 平成１９年度　八戸歳入歳出決算書 Ｈ19 総務課

総務 5 平成２０年度　八戸歳入歳出決算書 Ｈ20 総務課

総務 6 平成22年度　八戸市歳入歳出決算書 総務課

総務 7 令和元年度　八戸市歳入歳出決算書 R2 総務課

総務 8 平成30年度　八戸歳入歳出決算書 R1 総務課

総務 9 平成30年度市長交際費執行状況 H30 秘書課

総務 10 令和３年度　市長交際費執行状況 R3 秘書課

総務 11 平成29年度　八戸歳入歳出決算書 H30.9 総務課

総務 12 八戸市指定管理者制度導入施設モニタリング関係 R3.10 行政管理課

総務 13 令和３年度　八戸市附属機関等会議録・会議資料綴（２分冊） R3 行政管理課

総務 14 平成28年度　八戸市歳入歳出決算書 総務課

総務 15 令和２年度　八戸市歳入歳出決算書 R3 総務課

総務 17 令和元年度　八戸市附属機関等会議録・会議資料綴（2分冊） R1 行政管理課

総務 18 職員録 R2 人事課

総務 19 平成21年度　八戸歳入歳出決算書 Ｈ21 総務課

総務 20 平成29年度　市長交際費執行状況 H29 秘書課

総務 21 令和２年度　八戸市附属機関等会議録・会議資料綴（２分冊） R2.6 行政管理課

総務 22 平成23年度　八戸歳入歳出決算書 Ｈ23 総務課

総務 23 平成24年度　八戸歳入歳出決算書 Ｈ24 総務課

総務 24 第６次八戸市行財政改革大綱　行財政改革プログラム R3.10 行政管理課

総務 25 平成25年度　八戸歳入歳出決算書 Ｈ25 総務課

総務 26 平成26年度　八戸歳入歳出決算書 Ｈ26 総務課

総務 27 公共施設マネジメントの推進に係る基本方針 R4.4 行政管理課

総務 28 八戸市人事行政の運営等の状況の公表 R4.1 人事課

総務 29 第7次行財政改革大綱及び同大綱アクションプログラム R2.2 行政管理課

総務 30 令和3年度　議会提出資料 R3 総務課

総務 31 平成27年度　議会提出資料 H27 総務課

総務 32 平成28年度　議会提出資料 H28 総務課

総務 33 平成29年度　議会提出資料 H29 総務課

総務 34 平成30年度　議会提出資料 H30 総務課

総務 35 平成31（令和元）年度　議会提出資料 H31 総務課

総務 36 令和2年度　議会提出資料 R2 総務課
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財政 1 入札契約関係要綱・要領等綴 Ｈ24.3 契約検査課

財政 2 八戸市建設工事・建設関連業務発注見通し R4.4 契約検査課

財政 3 八戸市建設工事等競争入札参加資格者名簿 R3.5 契約検査課

財政 4 指名停止状況 契約検査課

財政 5 建設工事の指名及び入札状況（令和２年度） R2 契約検査課

財政 6 建設工事の契約状況（令和２年度） R2 契約検査課

財政 7 建設工事の指名及び入札状況（令和３年度） R3 契約検査課

財政 8 建設工事の契約状況（令和３年度） R3 契約検査課

財政 9 競争入札参加資格者名簿（物品・業務委託等） H29.6 契約検査課

財政 11
八戸市特定随意契約の公表
（地方自治施行令第１６７条の２第１項第３号及び第４号による随意契約）

H30 契約検査課

財政 12 令和３年度税務概要 R3.10 住民税課

財政 13 令和２年度税務概要 R2.10 住民税課

財政 14 令和元年度税務概要 R1.9 住民税課

財政 15 建設関連業務委託の指名及び入札状況（令和３年度） R3 契約検査課

財政 16 建設関連業務委託の契約状況（令和３年度） R3 契約検査課

財政 17 建設関連業務委託の指名及び入札状況（令和２年度） R2 契約検査課

財政 18 建設関連業務委託の契約状況（令和２年度） R2 契約検査課

農林水産 1 八戸農業計画 H30.2 農業経営振興センター

農林水産 2 業務報告／業務計画 R3.2 農業経営振興センター

農林水産 4 はちのへの水産 R4.1 水産事務所

農林水産 5 はちのへの水産統計資料編 R4.1 水産事務所

農林水産 6 魚市場のしおり Ｈ25 水産事務所

農林水産 8 市場年報　令和元年 R2.2 中央卸売市場

農林水産 9 市場年報　令和２年 R3.1 中央卸売市場

農林水産 10 市場年報　令和３年 R4.3 中央卸売市場

福祉 1
八戸市における地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定に
係る生活困窮者の自立の促進に資することの認定に関する基準

R3.2 生活福祉課

福祉 2 八戸市地域福祉計画 H27.10 福祉政策課

福祉 5 第２次八戸市配偶者からの暴力防止及び被害者支援計画 R3.2 こども家庭相談室

福祉 7 第2期　八戸市次世代育成支援行動計画 R3.1 こども未来課

福祉 8 障がい者のしおり R3.2 障がい福祉課

福祉 9 八戸市障害者計画 Ｈ29.3 障がい福祉課

保健所 1 生活衛生関係営業施設の新規開設・廃止届出状況 R1 衛生課

保健所 2 飲食店営業における新規許可施設及び廃業施設一覧 H30 衛生課
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保健所 3 保健所業務概要 R3.7 保健総務課

保健所 4 新型インフルエンザ等対策八戸市行動計画 H30.2 保健予防課

保健所 5 食品営業許可施設の新規許可施設、更新施設及び廃業施設一覧 R4 衛生課

保健所 6 食品営業許可施設一覧 R4 衛生課

保健所 7 八戸市健康増進計画　第2次健康はちのへ21 R3.2 健康づくり推進課

市民防災 1 令和4年度　地区毎町内毎の人口と世帯数一覧表 R4 市民課

市民防災 2 令和２年度　地区毎町内毎の人口と世帯数一覧表 R2 市民課

市民防災 3 令和３年度　地区毎町内毎の人口と世帯数一覧表 R3 市民課

市民防災 4 住所ごと男女世帯別リスト 市民課

市民防災 5 町内ごと年令人口分布表　 市民課

市民防災 6 八戸市地域防災計画(風水害等災害対策編) H30.3 防災危機管理課

市民防災 7 八戸市地域防災計画(地震・津波災害対策編) H30.3 防災危機管理課

市民防災 8 八戸市地域防災計画(資料編) H31.4 防災危機管理課

市民防災 9 八戸市国民保護計画 H30.12 防災危機管理課

市民防災 10 東日本大震災八戸市の記録 Ｈ25.3 防災危機管理課

市民防災 11 津波避難ハンドブック Ｈ25.3 防災危機管理課

市民防災 12 八戸市住居表示・旧新対照表、旧新対照案内図（売市第二地区） H30.2 市民課

市民防災 13 八戸市住居表示・旧新対照表、旧新対照案内図（田向地区） H30.2 市民課

市民防災 14 令和元年度八戸市の国保と年金 R1.12 国保年金課

市民防災 15 八戸圏域8市町村国土強靭化地域計画 H31.3 防災危機管理課

市民防災 16 八戸市高齢者福祉計画 R3.3 介護保険課・高齢福祉課

環境 1 八戸市災害廃棄物処理計画 H31.3 環境政策課

環境 3 八戸の環境 R3.12 環境政策課

環境 4 令和3年度版　清掃事業概要 R4.3 環境政策課

環境 5 八戸市一般廃棄物処理基本計画 R4.3 環境政策課

環境 9 八戸市下水道維持管理年報 R2.6 下水道施設課

環境 10 第２次八戸市環境基本計画（改訂版） H30.3 環境政策課

環境 11 八戸市第９期分別収集計画 R1.5 環境政策課

その他 1 三部統一単価一覧表 R3.10 建設部・都市整備部・環境部

建設 1 八戸市洪水ハザードマップ R3.1 港湾河川課

建設 2 八戸港要覧 R3.1 港湾河川課

建設 3 道路維持課単価一覧表 R4.3 道路維持課

都市整備 1 八戸市の都市計画 Ｈ21.4 都市政策課
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都市整備 2 八戸市の区画整理 R3.5 市街地整備課

都市整備 3 八戸市の土地価格 R4.4 建築指導課

都市整備 4 八戸市都市計画マスタープラン H30.6 都市政策課

都市整備 5 八戸市耐震改修促進計画 R4.2 建築指導課

都市整備 6 八戸地域公共交通網形成計画 H30.6 都市政策課

都市整備 7 第２次八戸圏域公共交通計画 H30.6 都市政策課

都市整備 8 八戸市空家等対策計画 R3.3 市街地整備課

教育 1 八戸市学校施設の長寿命化計画 R3.1 教育総務課

教育 2 教育に関する事務の管理及び執行状況の点検及び評価報告書 R3.12 教育総務課

教育 3
八戸市博物館収蔵資料目録　歴史編（２）
―八戸市南部家寄贈目録Ⅰ―　改訂版

R3.2 博物館

教育 4 八戸市の社会教育 R3.11 社会教育課

教育 5
八戸市博物館収蔵資料目録　歴史編（３）
―八戸市南部家寄贈目録Ⅱ―　改訂版

R3.2 博物館

教育 6 八戸市博物館収蔵資料目録　歴史編（１０） R3.2 博物館

教育 10 博物館だより R4.2 博物館

教育 11
根城跡史跡指定80年記念特別展　乱世の終焉-根城南部氏と城-図
録

R4.2 博物館

教育 12
根城跡史跡指定80年記念シンポジウム　根城・再考Ⅱ～戦国大名と
国衆の城～資料編

R4.2 博物館

教育 19 八戸文化財ガイドブック R3.3 社会教育課

教育 21 年報　第37号　令和元年度 R3.2 博物館

教育 46 八戸市博物館収蔵資料目録民俗編（８）－戦争－ 博物館

教育 65 八戸市公立学校施設整備計画 Ｈ24 教育総務課

教育 66 第2期　八戸市教育振興基本計画 H30.3 教育総務課

教育 74
八戸市博物館収蔵資料目録　民俗編（1）
－八戸及び周辺地域の魚撈用具－

Ｈ19.3 博物館

教育 75
八戸市博物館収蔵資料目録　民俗編（2）
－教育関係資料－

Ｈ20.3 博物館

教育 76
八戸市博物館収蔵資料目録　民俗編（3）
－郷土人形・雛人形－

Ｈ21.3 博物館

教育 77
八戸市博物館収蔵資料目録　民俗編（4）
－郵便切手・郵便はがき－

Ｈ22.3 博物館

教育 78
八戸市博物館収蔵資料目録　民俗編（5）
－衣・食・住－

Ｈ23.3 博物館

教育 79 八戸市博物館収蔵資料目録　民俗編（6） Ｈ24.3 博物館

教育 80 八戸市博物館収蔵資料目録　民俗編（7） Ｈ25.3 博物館

教育 81
八戸市博物館収蔵資料目録　歴史編（1）
－今渕コレクション－

Ｈ11.3 博物館

教育 82
八戸市博物館収蔵資料目録　歴史編（5）
－西町屋文書寄贈目録Ⅱ－

Ｈ15.12 博物館

教育 83
八戸市博物館収蔵資料目録　歴史編（6）
－野帳・絵図面目録－

Ｈ17.3 博物館

教育 84 八戸市博物館収蔵資料目録　歴史編（7） Ｈ18.3 博物館

教育 85 八戸市博物館収蔵資料目録　歴史編（8） Ｈ26.3 博物館
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教育 87
八戸市博物館収蔵資料目録　歴史編（9)
―田村コレクション―　―西町屋文書寄贈目録Ⅲ―

Ｈ26.6 博物館

教育 88 八戸市博物館収蔵資料目録　民俗編（９）―文書・書籍― 博物館

教育 89 令和２・３年度版　八戸市児童・生徒の健康と体力 R4.3 学校教育課

議会 1 八戸市議会会議録　平成二十年十月臨時会・十二月定例会 Ｈ20.12 議会事務局

議会 2 予算特別委員会記録　平成二十一年　三月定例会 Ｈ21.3 議会事務局

議会 3 八戸市議会会議録　平成二十一年三月定例会 Ｈ21.3 議会事務局

議会 4 八戸市議会会議録　平成二十年八月臨時会・九月定例会 Ｈ20.9 議会事務局

議会 5 決算特別委員会記録　平成二十年九月定例会 Ｈ20.9 議会事務局

議会 6 八戸市議会会議録　平成二十年六月定例会 Ｈ20.6 議会事務局

議会 7 八戸市議会会議録　令和３年３月定例会 R3.5 議会事務局

議会 8 八戸市議会会議録　平成28年9月定例会 H28.12 議会事務局

議会 9 決算特別委員会記録　平成28年9月定例会 H28.12 議会事務局

議会 10 八戸市議会会議録　平成29年1月臨時会・平成29年3月定例会 H29.6 議会事務局

議会 11 予算特別委員会記録　平成29年3月定例会 H29.6 議会事務局

議会 12 八戸市議会会議録　平成29年5月臨時会・平成29年6月定例会 H29.9 議会事務局

議会 13 八戸市議会会議録　令和２年11月臨時会・12月定例会 R3.2 議会事務局

議会 14 予算特別委員会記録　令和３年３月定例会 R3.7 議会事務局

議会 15 決算特別委員会記録　平成29年9月定例会 H29.12 議会事務局

議会 16 八戸市議会会議録　令和元年8月臨時会・9月定例会 R1.12 議会事務局

議会 17 八戸市議会会議録　平成29年11月臨時会・12月定例会 H30.3 議会事務局

議会 18 八戸市議会会議録　平成30年3月定例会 H30.6 議会事務局

議会 19 八戸市議会会議録　平成30年3月　予算特別委員会 H30.6 議会事務局

議会 20 八戸市議会会議録　平成30年4月臨時会・6月定例会 H30.9 議会事務局

議会 21 八戸市議会会議録　平成30年9月定例会 H30.12 議会事務局

議会 22 決算特別委員会記録　平成30年9月定例会 H30.12 議会事務局

議会 24 八戸市議会会議録　平成30年12月定例会 H31.2 議会事務局

議会 25 八戸市議会会議録　平成31年3月定例会 R1.6 議会事務局

議会 26 予算特別委員会記録　平成31年3月定例会 R1.6 議会事務局

議会 27 決算特別委員会記録　令和元年9月定例会 R1.12 議会事務局

議会 28 決算特別委員会記録　令和元年12月定例会 R2.2 議会事務局

議会 29 八戸市議会会議録　令和2年3月定例会 R2.5 議会事務局

議会 30 予算特別委員会記録　令和2年3月定例会 R2.6 議会事務局

議会 31 八戸市議会会議録　令和2年5月臨時会・6月定例会 Ｒ2.9 議会事務局
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議会 32 八戸市議会会議録　令和2年8月臨時会・9月定例会 R2.12 議会事務局

議会 33 決算特別委員会記録　令和2年9月定例会 R2.12 議会事務局

議会 34 八戸市議会会議録　平成二十一年　五月臨時会・六月定例会 Ｈ21.6 議会事務局

議会 35 決算特別委員会記録　平成二十一年　九月定例会 Ｈ21.9 議会事務局

議会 36 八戸市議会会議録　平成二十一年　七月臨時会・九月定例会 Ｈ21.9 議会事務局

議会 37 八戸市議会会議録　平成二十一年　十一月臨時会・十二月定例会 Ｈ21.12 議会事務局

議会 38 八戸市議会会議録　平成二十二年　三月定例会 Ｈ22.3 議会事務局

議会 39 予算特別委員会記録　平成二十二年　三月定例会 Ｈ22.3 議会事務局

議会 40 八戸市議会会議録　平成二十二年六月定例会 Ｈ22.6 議会事務局

議会 41 八戸市議会会議録　平成29年9月定例会 Ｈ22.6 議会事務局

議会 42 八戸市議会会議録　令和３年　4月臨時会・6月定例会 R3.8 議会事務局

議会 44 八戸市議会会議録　平成二十二年　七月臨時会・九月定例会 Ｈ22.9 議会事務局

議会 45 決算特別委員会記録　平成二十二年　九月定例会 Ｈ22.9 議会事務局

議会 46 決算特別委員会記録　令和３年　９月定例会 R3.12 議会事務局

議会 47 八戸市議会会議録　令和３年　７月臨時会・９月定例会 R3.12 議会事務局

議会 48 八戸市議会会議録　平成二十二年　11月臨時会・12月定例会 Ｈ22.12 議会事務局

議会 49 八戸市議会会議録　令和３年　11月臨時会・12月定例会 R4.2 議会事務局

議会 51 八戸市議会会議録　平成23年３月定例会 Ｈ23.3 議会事務局

議会 52 予算特別委員会記録　平成23年３月定例会 Ｈ23.3 議会事務局

議会 53 八戸市議会会議録　平成23年５月臨時会・６月定例会 Ｈ23.6 議会事務局

議会 61 八戸市議会会議録　平成23年９月定例会 Ｈ23.9 議会事務局

議会 62 決算特別委員会記録　平成23年９月定例会 Ｈ23.9 議会事務局

議会 63 八戸市議会会議録　平成23年11月臨時会・12月定例会 Ｈ23.12 議会事務局

議会 64 八戸市議会会議録　平成24年１月臨時会・３月定例会 Ｈ24.3 議会事務局

議会 65 予算特別委員会記録　平成24年３月定例会 Ｈ24.3 議会事務局

議会 66 八戸市議会会議録　平成24年６月定例会 Ｈ24.6 議会事務局

議会 70 八戸市議会会議録　平成24年９月定例会 Ｈ24.9 議会事務局

議会 71 決算特別委員会記録　平成24年９月定例会 Ｈ24.9 議会事務局

議会 72 八戸市議会会議録　平成24年11月臨時会・12月定例会 Ｈ24.12 議会事務局

議会 73 八戸市議会会議録　平成25年３月定例会 Ｈ25.3 議会事務局

議会 74 予算特別委員会記録　平成25年３月定例会 Ｈ25.3 議会事務局

議会 77 八戸市議会会議録　平成25年６月定例会 Ｈ25.8 議会事務局

議会 78 八戸市議会会議録　平成25年８月臨時会・９月定例会 Ｈ25.12 議会事務局
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議会 79 決算特別委員会記録　平成25年９月定例会 議会事務局

議会 80 八戸市議会会議録　平成25年12月定例会 Ｈ26.2 議会事務局

議会 81 八戸市議会会議録　平成26年３月定例会 Ｈ26.2 議会事務局

議会 82 予算特別委員会記録　平成26年３月定例会 Ｈ26.2 議会事務局

議会 83 八戸市議会会議録　平成26年６月定例会 Ｈ26.8 議会事務局

議会 84 八戸市議会会議録　平成26年９月定例会 Ｈ26.8 議会事務局

議会 85 決算特別委員会記録　平成26年９月定例会 H26.12 議会事務局

議会 86 八戸市議会会議録　平成27年3月定例会 H27.5 議会事務局

議会 87 予算特別委員会記録　平成27年3月定例会 H27.5 議会事務局

議会 88 八戸市議会記録　平成27年5月臨時会・6月定例会 H27.8 議会事務局

議会 89 八戸市議会会議録　平成27年9月定例会 H27.12 議会事務局

議会 90 決算特別委員会記録　平成27年9月定例会 H27.12 議会事務局

議会 91 八戸市市議会会議録　平成27年10月臨時会・12月定例会 H28.2 議会事務局

議会 93 八戸市議会議事録　平成28年3月定例会 H28.6 議会事務局

議会 94 予算特別委員会記録　平成28年3月定例会 H28.6 議会事務局
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議会 95 八戸市議会議事録　平成28年6月定例会 H28.9 議会事務局

議会 96 八戸市議会議事録　平成28年12月定例会 H29.2 議会事務局

選管 1 平成元年～平成３１年（令和元年）　選挙の記録 R2.3 選挙管理委員会

監査 1 監査結果報告書 R4.3 監査委員事務局

監査 2 決算審査意見書 R3 監査委員事務局

監査 3 平成28年度　包括外部監査結果報告書 H29.10 監査委員事務局

監査 4 包括外部監査結果に対する措置状況 R3.11 監査委員事務局

監査 5 平成29年度　包括外部監査結果報告書 H30.2 監査委員事務局

監査 6 平成30年度　包括外部監査結果報告書 H31.2 監査委員事務局

監査 7 令和元年度　包括外部監査結果報告書 R2.2 監査委員事務局

監査 8 令和２年度　包括外部監査結果報告書 R3.2 監査委員事務局

消防 1 「平成6年度三陸はるか沖地震」消防活動全記録 Ｈ7.3
八戸地域広域市町村圏事務
組合　消防本部

広域 1 八戸地域広域市町村圏事務組合議会会議録 R4.3
八戸地域広域市町村圏事務
組合　議会事務局

広域 2 一般会計・特別会計歳入歳出決算審査意見書（令和元年度） R3.10
八戸地域広域市町村圏事務
組合　監査委員事務局

広域 4 財政説明書 H28.6
八戸地域広域市町村圏事務
組合　財政課

広域 6 八戸地域広域市町村圏事務組合人事行政の運営等の状況の公表 R4.1
八戸地域広域市町村圏事務
組合　人事課

広域 10 建設工事等の指名及び入札状況 H30.1
八戸地域広域市町村圏事務
組合　契約検査課

広域 11 管理者・議長交際費の公表 R4.4
八戸地域広域市町村圏事務
組合　総務課

広域 12 八戸地域広域市町村圏事務組合工事発注見通し R2.4
八戸地域広域市町村圏事務
組合　契約検査課

広域 8 八戸地域広域市町村圏事務組合　決算書 R3.10
八戸地域広域市町村圏事務
組合　総務課

広域 9 八戸地域広域市町村圏事務組合　予算書 R3.4
八戸地域広域市町村圏事務
組合　総務課
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