
請求 申出 全部公開部分公開 非公開 不存在
存否応
答拒否

取下げ

市長 31 0 45 48 0 0 0 5

教育委員会 3 1 10 1 0 2 0 0

議会 5 3 3 1 1 0 0 0

その他 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 39 4 58 50 1 2 0 5

全部開示部分開示 不開示 不存在
存否応
答拒否

取下げ

市長 4 15 0 2 0 0

その他 0 0 0 0 0 0

合計 4 15 0 2 0 0

※個人情報の訂正、削除及び利用・提供の停止に関する請求はありませんでした。

0

20

※１件の開示請求に対し、複数の決定がなされたものがあったため、決定内容等
　の合計が受付件数の合計よりも多くなっています。

平成２８年度　個人情報保護制度の実施状況

実施機関
決定内容等

20

受付件数

請求

※１件の公開請求に対し、複数の決定がなされたものがあったため、決定内容等
　の合計が受付件数の合計よりも多くなっています。

※申出：公開済みの公文書並びに旧本庄市及び旧児玉町から承継された公文書
　が対象です。

平成２８年度　情報公開制度の実施状況

実施機関
受付件数 決定内容等

※請求：合併以後に市職員が作成又は取得した公文書が対象です。
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資料３



１．情報公開内容の種類別件数

件数

18

16

6

5

5

4

4

62

120

２．部分公開・非公開理由の内訳件数

部分公開・非公開理由 情報公開条例の根拠条項 件数

個人に関する情報 条例第７条第１号 26

法人等に関する情報 条例第７条第２号 35

審議等に関する情報 条例第７条第４号 1

事務又は事業の執行に関す
る情報

条例第７条第６号 5

公共安全及び秩序の維持に
関する情報

条例第７条第７号 2

69

３．不服申立ての状況

　平成２８年度に、審査請求はありませんでした。

その他

情報公開内容

工事設計に関する文書

※１件の対象公文書について、異なる根拠条項に基づく非公開情報が含まれ
　ていることがあるため、部分公開・非公開件数の合計よりも多くなっています。

合計

各種協定に関する文書

合計

※公開済みの公文書の申出件数も含みます。

裁判に関する文書

各種契約（業務委託、賃貸借等）に関する文書

政務活動費に関する文書

各種会議に関する文書

入札に関する文書
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４．個人情報開示内容の種類別件数

件数

18

3

0

21

５．部分開示・不開示理由の内訳件数

部分開示・不開示理由 個人情報保護条例の根拠条項 件数

個人に関する情報 条例第１６条第２号 15

文書不存在 条例第２０条第２項 2

17

６．不服申立ての状況

　平成２８年度に、審査請求はありませんでした。

合計

その他

合計

個人情報開示内容

障害者診断書・意見書

各種証明書の交付申請書
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７．情報公開・個人情報保護審議会の開催状況

開催日 会議内容

８．行政不服審査会の開催状況

開催日 会議内容

平成２８年４月５日

（１）継続審議の案件
　　「財政調整基金及び各種基金の運用内容に
　　　ついて、金額及び利率を非公開とすること
　　　について」

議事
（１）会長及び副会長の選任
（２）審議会の公開について
（３）平成２７年度 情報公開・個人情報保護制度
　　の実施状況（報告）
（４）平成２８年度上半期 情報公開・個人情報保
　　護制度の実施状況（報告）

事務連絡
（１）資料について
（２）情報公開制度研修のお知らせ
（３）その他

平成２８年１０月１４日
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番
号 受付日 公文書の名称等 実施機関 主管課

決定
年月日

決定の
内容

非公開理由 非公開箇所

1 2016/4/5
平成28年4月1日付の職員の定期異動
の明細

市長 行政管理課 2016/4/20 全部公開

2 2016/4/5
本庄市人口ビジョンまち・ひと・しごと創
生総合戦略における「本庄市役所創生
本部会議」の会議録（全11回分）

市長 企画課 2016/4/20 部分公開 第7条第1号 個人の氏名

3 2016/4/13
市道5375号線LED照明灯設置工事の金
入り設計内訳書

市長 建設課 2016/4/28 全部公開

4 2016/4/13
LED防犯灯設置工事（27-1工区）の金入
り設計内訳書

市長 建設課 2016/4/28 全部公開

5 2016/4/13
LED防犯灯設置工事（27-2工区）の金入
り設計内訳書

市長 建設課 2016/4/28 全部公開

6 2016/4/13
本庄市役所４階南側フロア照明器具改
修工事の金入り設計内訳書

市長 営繕住宅課 2016/4/28 全部公開

7 2016/4/27

滝岡橋長寿命化修繕工事（変更前）
本庄市堀田・深谷市岡地内
上記工事の積算（設計書）及び交通誘
導員日数算出根拠

市長 建設課 2016/5/16 全部公開

8 2016/5/13 2015年度公印使用簿 市長 秘書広報課 2016/6/27 部分公開
第7条第1号
及び第2号

個人の氏名、法人名

9 2016/5/13 2015年度本庄市議会政務活動費 議会 議会事務局 2016/5/30 部分公開
第7条第1号
及び第2号

個人の氏名、クレジットカード
番号、個人の印影、法人の印
影、口座番号

10 2016/5/17
市道5-803号線舗装工事（変更後）の金
入り設計書、設計根拠

市長 建設課 2016/5/27 全部公開

11 2016/5/17
市道5386号線舗装工事の金入り設計
書、設計根拠

市長 建設課 2016/5/27 全部公開

12 2016/5/17
公共下水道汚水管渠築造工事（若泉
26-1工区）（変更後）の金入り設計書、
設計根拠

市長 下水道課 2016/5/31 全部公開

平成２８年度　公開済みの公文書一覧

-
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番
号 受付日 公文書の名称等 実施機関 主管課

決定
年月日

決定の
内容

非公開理由 非公開箇所

平成２８年度　公開済みの公文書一覧

13 2016/5/17
公共下水道汚水管渠築造工事（本庄
26-2工区）（変更後）の金入り設計書、
設計根拠

市長 下水道課 2016/5/31 全部公開

14 2016/5/17
農業集落排水管路施設工事（26-3工
区）（変更後）の金入り設計書、設計根
拠

市長 下水道課 2016/5/31 部分公開 第7条第1号 個人の氏名

15 2016/5/17
本庄市市民活動交流センター外構工事
上記工事の金入り設計書、設計根拠

市長 営繕住宅課 2016/6/1 全部公開

16 2016/5/31
平成27年12月25日学生机椅子
入札仕様書

教育委員会 教育総務課 2016/6/10 全部公開

17 2016/6/8
東台市営住宅2号棟外壁改修工事
金入り当初設計の全て（図面は除く）

市長 営繕住宅課 2016/6/22 全部公開

18 2016/6/21
「納税コールセンター」の入札に係る仕
様書

市長 債権回収対策室 2016/6/27 全部公開

19 2016/8/8
平成28年1月1日から平成28年6月30日
までの住居表示付定一覧表と当該の住
居表示台帳

市長 市民課 2016/8/23 部分公開 第7条第1号 個人の氏名

20 2016/9/6

本庄市庁舎4階南側ﾌﾛｱ照明器具改修
工事・本庄市庁舎4階北側ﾌﾛｱ照明器具
改修工事・若泉運動公園第1ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ夜
間照明安定器等取替工事(H26年度)・若
泉運動公園第1ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ夜間照明安定器
等取替工事(H27年度)・共和、仁手小学
校夜間照明安定器等取替工事
上記工事の金入り設計書、設計根拠

市長 営繕住宅課 2016/9/20 全部公開

21 2016/9/23
福祉タクシー利用料助成事業における
実施協定書

市長 障害福祉課 2016/11/1 部分公開 第7条第2号 法人印影

22 2016/9/23
保護施設の用に供するものと決定した
土地の調査について（回答）

市長 介護いきがい課 2016/11/1 全部公開

23 2016/9/23 放射性物質測定単価契約 市長 子育て支援課 2016/11/1 部分公開 第7条第2号 法人印影

-
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番
号 受付日 公文書の名称等 実施機関 主管課

決定
年月日

決定の
内容

非公開理由 非公開箇所

平成２８年度　公開済みの公文書一覧

24 2016/9/23 普通財産売払申請書 市長 危機管理課 2016/11/2 部分公開 第7条第1号 住宅地図の個人の氏名

25 2016/9/23 平成26年度募集事務実績報告書 市長 危機管理課 2016/11/2 全部公開

26 2016/9/23 捜査関係資料照会書回答 市長 保険課 2016/11/1 部分公開 第7条第7号
住所、氏名、生年月日、捜査
関係照会事項の項目及び捜
査関係事項照会書

27 2016/9/23 業務委託契約書 市長 水道課 2016/11/1 部分公開 第7条第2号 法人印影

28 2016/9/23
ポケットパーク整備に係る土地使用賃貸
契約書

市長 市街地整備課 2016/11/4 部分公開
第7条第1号
及び第2号

法人印影、住宅地図の個人の
氏名

29 2016/9/23 土地買取りの協議について 市長 都市計画課 2016/12/5 全部公開

30 2016/9/23
平成27年度埼玉県自殺対策強化事業
費補助金に係る交付申請書の提出につ
いて

市長 健康推進課 2016/11/7 全部公開

31 2016/9/23
土地売買契約書（下野堂字開拓６０８－
７外１筆）

市長 財政課 2016/11/1 部分公開
第7条第1号
及び第2号

法人印影、代表者生年月日

32 2016/9/23 入札指名について（通知） 市長 債権回収対策室 2016/11/1 全部公開

33 2016/9/23 要請書回答 市長 商工観光課 2016/11/1 部分公開 第7条第2号 法人印影

34 2016/9/23 要請書回答 市長 商工観光課 2016/11/1 部分公開 第7条第2号 法人印影

35 2016/9/23 入札指名について 市長 秘書広報課 2016/11/2 全部公開

36 2016/9/23 賃貸借契約書 市長 市民活動推進課 2016/12/2 部分公開 第7条第2号 法人印影

37 2016/9/23
多面的機能発揮促進事業に関する計画
の認定について

市長 農政課 2016/11/4 部分公開
第7条第1号
及び第2号

個人の氏名、住所、法人印影
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番
号 受付日 公文書の名称等 実施機関 主管課

決定
年月日

決定の
内容

非公開理由 非公開箇所

平成２８年度　公開済みの公文書一覧

38 2016/9/23
多面的機能発揮促進事業に関する計画
の認定について

市長 農政課 2016/11/4 部分公開
第7条第1号
及び第2号

個人の氏名、住所、法人印影

39 2016/9/23
本庄市、美里町、神川町及び上里町に
おける小児救急医療の後方支援に関す
る協定書

市長 健康推進課 2016/11/7 部分公開 第7条第2号 法人印影

40 2016/9/23
本庄市、美里町、神川町及び上里町に
おける平日夜間の小児初期救急診療に
かかる経費負担に関する協定書

市長 健康推進課 2016/11/7 全部公開

41 2016/9/23
本庄市、美里町、神川町及び上里町に
おける平日夜間の小児初期救急診療に
関する協定書

市長 健康推進課 2016/11/7 部分公開 第7条第2号 法人印影

42 2016/9/23 業務委託契約書 市長 財政課 2016/12/7 部分公開
第7条第2号
及び第6号

法人印影、入札金額積算内訳
書のうち内訳金額、入札等関
係調書のうち設計金額

43 2016/9/23 業務委託契約書 市長 財政課 2016/12/7 部分公開
第7条第2号
及び第6号

法人印影、入札金額積算内訳
書のうち内訳金額、入札等関
係調書のうち設計金額

44 2016/9/23 業務委託契約書 市長 財政課 2016/12/7 部分公開
第7条第1
号、第2号及
び第6号

管理者職務経歴書及びオペ
レーター職務経歴書のうち氏
名及び職歴、開札立会人名簿
及び開札立会委任状のうち立
会人氏名及び印影、法人印
影、入札金額積算内訳書のう
ち内訳金額、入札等関係調書
のうち設計金額

45 2016/9/23
大店法に基づく市の意見の提出につい
て

市長 商工観光課 2016/11/1 全部公開

46 2016/9/23 落札者の決定及び契約の締結について 市長 財政課 2016/12/7 全部公開

-
8
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番
号 受付日 公文書の名称等 実施機関 主管課

決定
年月日

決定の
内容

非公開理由 非公開箇所

平成２８年度　公開済みの公文書一覧

47 2016/9/23 建設工事請負契約書 市長 財政課 2016/12/5 部分公開 第7条第2号
建設工事請負契約書のうち受
注者の印影、入札金額積算内
訳書のうち積算内訳の部分

48 2016/9/23 公共施設の帰属に関する協議書 市長 建築開発課 2016/12/6 部分公開 第7条第2号 法人印影

49 2016/9/23 公共施設の管理に関する協議書 市長 建築開発課 2016/12/6 部分公開
第7条第2号
及び第7号

法人印影、住宅地図中の個人
の氏名、排水計画平面図

50 2016/9/23 業務委託契約書 市長 企画課 2016/11/2 部分公開 第7条第2号 法人印影

51 2016/9/23 見積書提出について 市長 財政課 2016/11/1 全部公開

52 2016/9/23
埼玉県に対する予算等に関する要望に
ついて

市長 企画課 2016/11/2 全部公開

53 2016/9/23 ボランティア活動実績証明 市長 建設課 2016/12/5 部分公開 第7条第2号 法人印影、代表者印影

54 2016/9/23 土地買取協議の結果報告書 教育委員会 図書館 2016/12/2 全部公開

55 2016/9/23
合併１０周年記念記録映像作成業務委
託契約書

市長 秘書広報課 2016/12/6 部分公開 第7条第2号 法人印影

56 2016/9/23 見積書の提出について（通知） 市長 財政課 2016/11/1 全部公開

57 2016/9/23 石綿の除去工事に係る事前周知 市長 営繕住宅課 2016/12/5 部分公開 第7条第1号
住宅地図中の個人の氏名、現
場代理人の氏名

58 2016/9/23 上申書 市長 市民課 2016/10/12 部分公開 第7条第1号
原告氏名、事件番号、裁判所
部署名

59 2016/9/23 第二準備書面 市長 市民課 2016/10/12 部分公開 第7条第1号
事件番号、原告氏名、訴外証
人氏名、裁判所執行官氏名、
住所、裁判所部署名

60 2016/9/23 本庄市水道料金漏水減額措置申請書 教育委員会 文化財保護課 2016/11/1 部分公開 第7条第2号 法人印影
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番
号 受付日 公文書の名称等 実施機関 主管課

決定
年月日

決定の
内容

非公開理由 非公開箇所

平成２８年度　公開済みの公文書一覧

61 2016/9/23 入札指名の取り消しについて 市長 環境推進課 2016/11/1 全部公開

62 2016/9/23 指名停止の決定について 市長 財政課 2016/12/7 部分公開
第7条第1号
及び第2号

個人の氏名、法人印影

63 2016/9/23 警告書 市長 下水道課 2016/12/5 部分公開
第7条第2号
及び第6号

水質検査の分析結果

64 2016/9/23 労働者派遣基本契約書 市長 市民課 2016/10/12 部分公開 第7条第2号 法人印影

65 2016/9/23 労働者派遣個別契約書 市長 市民課 2016/10/12 部分公開
第7条第1号
及び第2号

個人の氏名、連絡先、法人印
影

66 2016/9/23 土地改良財産譲与申請書 市長 建設課 2016/12/5 全部公開

67 2016/9/23 土地改良財産譲与申請書 市長 建設課 2016/12/5 全部公開

68 2016/9/23 土地改良財産譲与申請書 市長 建設課 2016/12/5 全部公開

69 2016/9/23 土地改良財産譲与申請書 市長 建設課 2016/12/5 全部公開

70 2016/9/23 土地改良財産譲与申請書 市長 建設課 2016/12/5 全部公開

71 2016/9/23 土地買取り協議の結果報告書 市長 市民活動推進課 2016/12/2 全部公開

72 2016/9/23 受理書 市長 下水道課 2016/12/5 全部公開

73 2016/9/23 業務委託契約書 市長 財政課 2016/12/7 部分公開
第7条第2号
及び第6号

法人印影、入札金額積算内訳
書のうち内訳金額、入札等関
係調書のうち設計金額

74 2016/9/23 統合型ＧＩＳ導入に関する覚書 市長 情報システム課 2016/11/2 部分公開 第7条第2号 法人印影、代表者印影

-
1
0
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番
号 受付日 公文書の名称等 実施機関 主管課

決定
年月日

決定の
内容

非公開理由 非公開箇所

平成２８年度　公開済みの公文書一覧

75 2016/9/23
見積書の提出について（通知）（宮戸・屋
根及び雨樋修繕）

市長 下水道課 2016/12/5 全部公開

76 2016/9/23
利根川右岸流域関連本庄公共下水道
事業計画の変更に対する意見の申出の
結果について（報告）

市長 下水道課 2016/12/5 全部公開

77 2016/9/23 要望書回答 市長 商工観光課 2016/11/1 部分公開 第7条第2号 法人印影

78 2016/9/23 見積書の提出について 市長 環境推進課 2016/11/1 全部公開

79 2016/9/23
公営住宅等長寿命化計画の変更につい
て

市長 営繕住宅課 2016/12/5 全部公開

80 2016/9/23
計画通知書・建築計画概要書・建築工
事届

市長 営繕住宅課 2016/12/5 部分公開 第7条第2号 法人印影

81 2016/9/23 行政財産使用許可書 市長 市民活動推進課 2016/12/2 部分公開 第7条第1号 個人印影

82 2016/9/26
土地賃貸借契約書
旧大道集会所の土地について本庄市と
地主の間で交わした契約の内容

市長 市民活動推進課 2016/10/12 部分公開
第７条第1号
及び第2号

個人の氏名・住所・印影、法人
の印影

83 2016/9/29
平成27年度基準年度山林状況類似価
格一覧表

市長 課税課 2016/10/5 全部公開

84 2016/9/29 平成28年度土地概要調書第2表 市長 課税課 2016/10/5 全部公開

85 2016/10/13
集会所廃止無効裁判の判決と主文と中
味

市長 市民活動推進課 2016/10/27 部分公開 第7条第1号

原告氏名と住所、原告の死亡
年月日、事件番号、裁判官氏
名、裁判所担当部、裁判所書
記官氏名

86 2016/10/17
平成28年第14回広報公聴委員会議会
報編集部会会議録

議会 議会事務局 2016/10/27 全部公開

-
1
1
-
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87 2016/10/17
平成28年第15回広報公聴委員会議会
報編集部会会議録

議会 議会事務局 2016/10/28 全部公開

88 2016/10/17
「集会所廃止無効裁判」に関する公文書
一式（本庄市指定書他）

市長 市民活動推進課 2017/1/31 全部公開

89 2016/10/17
「集会所廃止無効裁判」に関する公文書
一式（口頭弁論期日呼出状及び答弁書
催告状他）

市長 市民活動推進課 2017/1/31 部分公開
第7条第1号
及び第2号

原告氏名・郵便番号・住所・居
所・年齢・経歴・印影・指印・生
年月日・出生地・居住地、原告
証人氏名・年齢・住所・印影、
関係者氏名、郵便番号、住
所、続柄、印影、指印、出生
地、居住地、経歴、自己紹介、
職名、勤務先、略歴、主な業
績、著書、論文、（建物）名称、
所在地番、病歴、死亡した原
告の死亡年月日・除籍謄本・
原戸籍、死亡した原告の相続
人氏名・郵便番号・住所・続
柄・印影・戸籍謄本、出生地、
住所地に関する記述（市道○
○号、具体的な店の名称な
ど）、集会所教室講師氏名・電
話番号、同和地区に関する記
述、代表者氏名、事件番号、
裁判所担当部署・電話番号・
FAX番号、裁判長印影、裁判
所裁判官氏名、裁判所書記官
氏名・印影、裁判所速記官氏
名・印影、出頭場所、弁論場
所、協議場所、自治会長印
影、原告訴訟代理人印影

-
1
2
-
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90 2016/10/17

本庄市住宅資金貸付金に対する債権放
棄した個々人（14人）が対象。対象者の
借入年月日、借入額、返済期間、抵当
権設定年月日、返済額（元本・利息）、滞
納額、保証人選任年月日、連帯保証人
選任年月日、差し押さえ年月日、時効の
中断措置、違約金の請求、死亡年月
日、自己破産年月日、生活保護年月
日、相続放棄など

市長 市民活動推進課 2016/11/8 部分公開 第7条第1号

契約者・保証人等・承継者そ
れぞれの氏名・住所・生年月
日・自己破産日、契約者・保証
人等の住所移転日、契約者の
電話番号、承継者の相続放棄
日、経緯、債権放棄理由、債
権に関する返済期間、貸付金
額、元金利子額、償還済額、
償還率、滞納額、債権放棄
額、承継者の生保適用日

91 2016/10/21
別紙の地図の赤丸部分を含む住居表示
台帳の写し

市長 市民課 2016/11/4 部分公開 第7条第1号 個人の氏名

92 2016/11/18

本庄市告示第355号
平成26年10月28日公告
「本庄市市民活動交流センター外構工
事」工事仕様書のｐ.1～P.42の内訳書、
建築工事単価資料の単価、金額

市長 営繕住宅課 2016/11/28 全部公開

93 2016/11/18
若泉運動公園第1グラウンド夜間照明安
定器等取替工事の金入り設計内訳書

市長 営繕住宅課 2016/12/1 全部公開

94 2016/11/18
共和・仁手小学校夜間照明安定器等取
替工事の金入り設計内訳書

市長 営繕住宅課 2016/12/1 全部公開

95 2016/11/21
告示の一覧（公布簿）
H18.1.10～現在まで

市長 行政管理課 2016/12/7 部分公開
第7条第1号
及び第2号

個人の氏名、法人名

96 2016/12/26

平成24年度埼玉県学力・学習状況調査
について
・項目別の市全体のレベル
・県平均のレベル

教育委員会 学校教育課 2017/1/10 全部公開

-
1
3
-
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97 2016/12/26

平成25年度全国学力・学習状況調査に
ついて
・項目別の市全体のレベル
・全国平均、県平均のレベル

教育委員会 学校教育課 2017/1/10 全部公開

98 2016/12/26

平成25年度埼玉県学力・学習状況調査
について
・項目別の市全体のレベル
・県平均のレベル

教育委員会 学校教育課 2017/1/10 全部公開

99 2016/12/26

平成26年度全国学力・学習状況調査に
ついて
・項目別の市全体のレベル
・全国平均、県平均のレベル

教育委員会 学校教育課 2017/1/10 全部公開

100 2016/12/26

平成27年度全国学力・学習状況調査に
ついて
・項目別の市全体のレベル
・全国平均、県平均のレベル

教育委員会 学校教育課 2017/1/10 全部公開

101 2016/12/26

平成27年度埼玉県学力・学習状況調査
について
・項目別の市全体のレベル
・県平均のレベル

教育委員会 学校教育課 2017/1/10 全部公開

102 2016/12/26

平成28年度全国学力・学習状況調査に
ついて
・項目別の市全体のレベル
・全国平均、県平均のレベル

教育委員会 学校教育課 2017/1/10 全部公開

103 2016/12/26

平成28年度埼玉県学力・学習状況調査
について
・項目別の市全体のレベル
・県平均のレベル

教育委員会 学校教育課 2017/1/10 全部公開

-
1
4
-
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104 2017/1/10

本庄市住宅資金滞納者89世帯に関する
情報公開申請
対象者の借入年月日、借入額、返済期
間、抵当権設定年月日、返済額（元本・
利息）、滞納額、保証人選任年月日、連
帯保証人選任年月日、差し押さえ年月
日、時効中断措置、違約金の請求、死
亡年月日、自己破産年月日、生活保護
年月日、相続放棄など

市長 市民活動推進課 2017/2/27 部分公開 第7条第1号

契約者・保証人等・承継者そ
れぞれの氏名・住所・生年月
日、契約者の電話番号・住所
移転日・死亡日、保証人等の
動態、継承者の死亡日、経
緯、債権放棄理由、債権に関
する返済期間、貸付金額、元
金利子額、償還済額、償還
率、滞納額、債権放棄額、契
約者・承継者の生保適用日

105 2017/2/9
平成29年1月17日「情報公開研修会」に
参加した職員名簿（不参加者を含む）

市長 行政管理課 2017/2/22 部分公開 第7条第1号
公務員以外の個人の氏名、職
名

106 2017/2/9
燃料給油単価一覧（平成２８年９月以前
３か年間）

市長 財政課 2017/2/22 全部公開

107 2017/2/13
平成28年7月1日から28年12月31日まで
の住居表示付定一覧表と当該の住居表
示台帳

市長 市民課 2017/2/28 部分公開 第7条第1号 個人の氏名

108 2017/3/7
市議会議員定数問題を議題としている
市議会議員定数等検討委員会の審議
内容（提出資料含）

議会 議会事務局 2017/3/16 全部公開

-
1
5
-


