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こころ、つなぐ、ならは、明日へ！！
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楢葉町 大切なお知らせ

ごあいさつ

医療機関
情報

県立ふたば復興診療所（ふたばリカーレ）
● 受付時間　9：00～11：30　13：00～15：30

診療科目

内　　科

整形外科

月

○

○

火

○
水

○
午後
のみ

木

○

○

金

○

☎0240-23-6500

ときクリニック
● 診療時間　9：30～12：00　13：30～16：00

診療科目
内　　科
小 児 科

火

○

水

○

木

○

金

○

☎0240-25-1222
● 来院時送迎の受付　9：00～15：30

(代表電話　 ☎0240-25-2111）

お知らせならは

2016

5.19

こんにちは、政策広報室長の猪狩です。
私たち政策広報室は、政策調査・秘書・広報情報の3つの係を

所管する、平成27年4月に発足した新しい組織で、国でいうと内
閣官房のような役割を担っています。町長に直結する部署とし
て、町政の方向性を調整し発信しています。
皆さんに一番身近な仕事は、広報です。毎月お手元に届く「広

報ならは」や、ホームページなどを使って、町のさまざまな話題を
わかりやすく、タイムリーにお届けするべく試行錯誤しています。
今年からはスマホアプリなど、新しい媒体も活用していきますの
で、私たちの仕事が、皆さんと楢葉町をつなぐ架け橋となれれば
いいなと思います。
これからも取材等へのご協力と、広報に対するご意見をいた

だけるようよろしくお願いします。
猪狩祐介政策広報室長 生活に密接した情報等をきめ細かくお伝えするため、今月から「お知らせならは」を発行します。

広報ならは（毎月5日発行）の2週間後を目途にお届けしますので、よろしくお願いします。（政策広報室）

上井出行政区の皆さんがプラ
ンターにマリーゴールドを

植栽し、竜田駅を明るく彩り
ました。少し淋しかった駅舎

やホームは、プランターが並べ
られると、途端に人の息づ

かいを感じさせ、温かさをまと
い出しました。（4月21日）

総 務 課
税 務 課
住民福祉課
復興推進課
政策広報室
産業振興課

☎0240-23-6100
☎0240-23-6101
☎0240-23-6102
☎0240-23-6103
☎0240-23-6150
☎0240-23-6104

☎0240-23-6105
☎0240-23-6106
☎0240-23-6108
☎0240-23-6109
☎0246-25-5561
☎0242-56-2155

新産業創造室
建 設 課
環境防災課
放射線対策課
生活支援課
会津美里出張所

☎0240-23-6131
☎0240-23-6132
☎0240-26-0808

☎0246-38-3082

出 納 室
議会事務局
教育総務課
あおぞらこども園

相談・受付の窓口 利用できる施設・サービス等
●粗大ごみ等の回収
●ステーションごみの回収
●東京電力による片付け支援等
●住宅再建の相談
●双葉地方水道企業団
●東京電力コールセンター
●東京電力損害賠償相談窓口

☎0120-03-3965
☎0240-25-8993
☎080-1221-3522
☎0240-23-6321
☎0240-25-5315
☎0120-175-655
☎0120-926-404

☎0240-25-3113
☎0240-25-5726
☎0120-444-948
☎0240-25-2131

☎0246-38-3082

●楢葉町サイクリングターミナル
（宿泊、レストラン）
●天神岬温泉しおかぜ荘
●ブイチェーンネモト宅配サービス
●町内送迎バス
●あおぞらこども園
　　　　　　一時預かり保育

タブレット（楢葉町きずな
再生電子回覧板事業）の
今後について
震災以降は、以前のよ

うに回覧板を回すことは
できなくなりました。広
報無線でお知らせするこ
ともできなくなりまし
た。そこで、各地に避難されている住民の皆さまに、
情報をなるべく早くお伝えすることを目的とし、平
成25年度から「楢葉町きずな再生電子回覧板事業」
としてタブレット端末をお使いいただいてきました。
しかし、端末の老朽化や国の補助金終了による財
源確保の問題などから、現在お使いいただいている
タブレット端末は平成29年3月いっぱいでご
利用いただけなくなりますのでご了承ください。
なお、平成29年3月の本事業終了までの予定に

ついては右のとおりとなっています。

タブレット端末の情報に代わる情報配信の方法に
ついては、検討中です。スマートフォンをお持ちの方
はご自分の携帯電話をご利用いただく予定です。
また、希望者には、新たなタブレット端末を貸与し、
その通信料は自己負担していただくことを検討して
います。詳細が決まり次第、お知らせしますので
ご理解をお願いします。

【平成28年5月31日】
6か月以上ご利用のない方（平成27年11月30日以
降、使用されていない方）の通信契約を解除させてい
ただきます。以降、順次、使用しない状況が6か月を経
過した回線について、月末ごとに契約を解除します。

【平成29年3月31日】

終了後の予定について

全タブレット端末の通信回線契約を解除します。
（平成29年4月1日以降は、インターネット等の閲覧
等もできなくなります。）

◉お問い合わせ先　政策広報室　☎0240-23-6150

暮らしのインフォメーション

管理職からの各課紹介

こんにちは
政策広報室  ●政策調査係 ●秘書係 ●広報情報係
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※出荷や、他人へ譲渡する場合は、県のモニタリン
グ検査を経て基準値以下であることを確認後、初
めて出荷が可能となりますので、モニタリング検査
へのご協力をお願いします。
なお、野生の山菜の中には出荷が制限されてい

るものがありますので、詳しくは下記までお問い合
わせ願います。

すでに町内に戻ってお住まいの方は、
住居者確認票の届出を！
町では、避難指示の解除に伴い、緊急時に円
滑な対応をとることを目的に、町内に戻られ
ている住民の方の把握に努めています。

役場環境防災課の窓口に用紙を備えてあり
ますので、町内に住み始めた方はすみやかに
届出をお願いします。

◉お問い合わせ先　環境防災課　☎0240-23-6108

◉お問い合わせ
　福島県相双地方振興局県税部課税課
　☎0244－26－1127

◉お問い合わせ先
　福島県相双農林事務所双葉普及所　☎0240-23-6474
　　　　　　　産業振興課　☎0240-23-6104

農作物などを出荷する際に
は、県のモニタリング検査を受け
る必要があります。皆さまが町内で栽培した野菜
や山菜等を他の人にあげたりゆずり渡したりす
る場合も「出荷」とみなされます。この場合は、
町の検査ではなく、必ず県のモニタリング
検査を受けてください。

福島県では、4月25日から次のとおり内部被ばく検査
を実施しています。検査を希望する方は、受付専用ダイヤ
ルで予約のうえ受診してください。

国内における林野火災は、例年3月～5月に集中して発
生しております。原因としては、枯葉が地上に堆積してい
ることや降雨量が少なく、空気が乾燥して季節風が吹くこ
と等が考えられます。この時期は、山菜採りや登山で入山
者が増えるため、特に火の取り扱いに注意しましょう。

平成26年は、「たき火」によるものが443件で全体の
29.7％を占め、次いで「火入れ」、「放火(放火の疑い含
む)」、「たばこ」の順となっています。

自動車税は、毎年4月1日現在、自動車
を所有している方（割賦販売の場合は使
用している方）に課税されます。
平成28年度自動車税の納税通知書

は、5月上旬に発送する予定です。県内に
支店のある金融機関や東北各県のゆう
ちょ銀行・郵便局、コンビニエンススト
ア、県内各県税部窓口のほか、インター
ネットを利用したクレジットカードでの
納付が可能ですので、納期限の5月31日
（火）までに忘れずに納付してください。
なお、コンビニエンスストア及びイン

ターネットを利用したクレジットカード
での納付は、御利用可能な期間が決まっ
ておりますのでご注意ください。

平成２８年度自動車税の
定期課税について

納付は納期限５月31日㈫までに

内部被ばく検査はふたば復興診療所
（ふたばリカーレ）敷地内に変わりました

◉お問い合わせ先　住民福祉課保健衛生係  ☎0240-23-6102 ◉お問い合わせ先　住民福祉課保健衛生係　☎0240-23-6102

 なお、ＪＦＡメディカルセンター
内での被ばく検査は、5月28日
（土）をもって終了となります。

予　約
申込み先

福島県健康調査課ホールボディ・カウンター受付専用ダイヤル
080ｰ5744ｰ0334
（予約は、検査希望日の前週の金曜日までになります。）
※詳細につきましては、上記受付専用ダイヤルへご連絡ください。

元気アップ教室スケジュール
楽しく笑って体を動かせること請け合いです！
楽しく健康を維持しましょう。お気軽にご参加ください。　

★楢葉会場

★いわき市内会場

場　所 日　時 Ｊヴィレッジ講師

場　所 日　時 Ｊヴィレッジ講師

サロン「ふらっと」 水曜日13：30～15：00 毎　回

作町仮設住宅 集会所

サポートセンター空の家

上荒川仮設住宅 第2集会所

高久第8仮設住宅 集会所

高久第10仮設住宅 第2集会所

小名浜相子島 談話室

高久第6仮設住宅 談話室

飯野仮設住宅 談話室

高久第5仮設住宅 談話室

四倉仮設住宅 集会所

高久第9仮設住宅 第1集会所

林城仮設住宅 集会所

月曜日

火曜日

火曜日

水曜日

木曜日

木曜日

木曜日

金曜日

金曜日

金曜日

金曜日　

金曜日

13：30～15：00

9：30～11：00

9：30～11：00

13：30～15：00

9：30～11：00

9：30～11：00

13：30～15：00

9：30～11：00

9：30～11：00

9：30～11：00

13：30～15：00

13：30～15：00

6/6

6/14

6/7

6/13

6/9

5/19、6/16

5/20、6/17

5/20、6/17

5/27、6/24

6/10

5/27、6/24

6/10

ご注意下さい!!

お知らせならは

消防署からのお知らせ
林野火災に注意しましょう！

林野火災の出火原因

火事と救急は119番 ◇浪江消防署  0240-34-7360
◇富岡消防署  0240-25-2119

火遊び
35
2.3％

たばこ
96
6.4％

合計
1,494件

火入れ
249
16.7％ 放火

（疑いを含む）
170
11.4％

たき火
443
29.7％

その他
501
33.5％

消防署
連絡先

◉お問い合わせ
　福島労働局 総務部 労働保険徴収室
　☎024-536-4607

期限までに、最寄りの銀行、郵便局、労働基準
監督署、福島労働局において手続きされます
ようお願いいたします。

〇労働保険の年度更新は電子申請を、労働保険
料等の納付は口座振替をご利用ください。

～福島労働局から事業主の皆さんへ～労働保険の年度更新等のお知らせ

7月11日です。
平成28年度の労働保険の年度更新の申告期限は

すこやか掲示板
日にち

5月24日

5月27日

6月  6日

6月  7日

6月  8日

6月23日

6月24日

火

金

月

火

水

木

金

曜日 時　間 場　所

　9：00～10：30  受付
13：00～14：00  受付

　9：00～10：00  受付
13：00～14：00  受付

　9：00～10：00  受付
13：30～14：30  受付

　9：00～10：00  受付
13：00～14：00  受付

16：00～18：30

10：00～11：45

　9：00～10：00  受付　
13：00～14：00  受付

子宮がん
検診

富岡町集会施設
（いわき市平北白土）

福島県保健衛生協会
いわき地区センター
（いわき市小島町）

午前：サロン「ふらっと」
（楢葉町　こども園内）
午後：サポートセンター
　　　　　　「空の家」
（いわき市中央台高久）

サポートセンター「空の家」
（いわき市中央台高久）

サポートセンター「空の家」
（いわき市中央台高久）

こども園仮設園舎
子育て支援センター
（いわき市中央台飯野）

福島県保健衛生協会
いわき地区センター
（いわき市小島町）

乳がん
検診

乳がん
検診
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検診

男めし

ママため
サークル

乳がん
検診

行　事
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（件）
林野火災の月別出火件数

（平成26年中）

林野火災の
出火原因別件数
（平成26年中）
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OK

会　　　場 ：

検査実施日時 ：

受検対象者 ：

検査費用 ：

ふたば復興診療所（ふたばリカーレ）敷地内
（楢葉町大字北田字中満289ｰ1）
毎週月、火、水曜日（祝日・年末年始を除く）
午前9時から午後4時30分まで
県民、または県外から県内の事業所若しくは学校
に通勤・通学している方
（原子力発電所作業や除染作業等に従事する方で法
令等により内部被ばく検査が事業者に義務付けられる
場合は、この検査を受けることができません。）
無　料
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めて出荷が可能となりますので、モニタリング検査
へのご協力をお願いします。
なお、野生の山菜の中には出荷が制限されてい

るものがありますので、詳しくは下記までお問い合
わせ願います。

すでに町内に戻ってお住まいの方は、
住居者確認票の届出を！
町では、避難指示の解除に伴い、緊急時に円
滑な対応をとることを目的に、町内に戻られ
ている住民の方の把握に努めています。

役場環境防災課の窓口に用紙を備えてあり
ますので、町内に住み始めた方はすみやかに
届出をお願いします。

◉お問い合わせ先　環境防災課　☎0240-23-6108

◉お問い合わせ
　福島県相双地方振興局県税部課税課
　☎0244－26－1127

◉お問い合わせ先
　福島県相双農林事務所双葉普及所　☎0240-23-6474
　　　　　　　産業振興課　☎0240-23-6104

農作物などを出荷する際に
は、県のモニタリング検査を受け
る必要があります。皆さまが町内で栽培した野菜
や山菜等を他の人にあげたりゆずり渡したりす
る場合も「出荷」とみなされます。この場合は、
町の検査ではなく、必ず県のモニタリング
検査を受けてください。

福島県では、4月25日から次のとおり内部被ばく検査
を実施しています。検査を希望する方は、受付専用ダイヤ
ルで予約のうえ受診してください。

国内における林野火災は、例年3月～5月に集中して発
生しております。原因としては、枯葉が地上に堆積してい
ることや降雨量が少なく、空気が乾燥して季節風が吹くこ
と等が考えられます。この時期は、山菜採りや登山で入山
者が増えるため、特に火の取り扱いに注意しましょう。

平成26年は、「たき火」によるものが443件で全体の
29.7％を占め、次いで「火入れ」、「放火(放火の疑い含
む)」、「たばこ」の順となっています。

自動車税は、毎年4月1日現在、自動車
を所有している方（割賦販売の場合は使
用している方）に課税されます。
平成28年度自動車税の納税通知書

は、5月上旬に発送する予定です。県内に
支店のある金融機関や東北各県のゆう
ちょ銀行・郵便局、コンビニエンススト
ア、県内各県税部窓口のほか、インター
ネットを利用したクレジットカードでの
納付が可能ですので、納期限の5月31日
（火）までに忘れずに納付してください。
なお、コンビニエンスストア及びイン

ターネットを利用したクレジットカード
での納付は、御利用可能な期間が決まっ
ておりますのでご注意ください。

平成２８年度自動車税の
定期課税について

納付は納期限５月31日㈫までに

内部被ばく検査はふたば復興診療所
（ふたばリカーレ）敷地内に変わりました

◉お問い合わせ先　住民福祉課保健衛生係  ☎0240-23-6102 ◉お問い合わせ先　住民福祉課保健衛生係　☎0240-23-6102

 なお、ＪＦＡメディカルセンター
内での被ばく検査は、5月28日
（土）をもって終了となります。

予　約
申込み先

福島県健康調査課ホールボディ・カウンター受付専用ダイヤル
080ｰ5744ｰ0334
（予約は、検査希望日の前週の金曜日までになります。）
※詳細につきましては、上記受付専用ダイヤルへご連絡ください。

元気アップ教室スケジュール
楽しく笑って体を動かせること請け合いです！
楽しく健康を維持しましょう。お気軽にご参加ください。　

★楢葉会場

★いわき市内会場

場　所 日　時 Ｊヴィレッジ講師

場　所 日　時 Ｊヴィレッジ講師

サロン「ふらっと」 水曜日13：30～15：00 毎　回

作町仮設住宅 集会所

サポートセンター空の家

上荒川仮設住宅 第2集会所

高久第8仮設住宅 集会所

高久第10仮設住宅 第2集会所

小名浜相子島 談話室

高久第6仮設住宅 談話室

飯野仮設住宅 談話室

高久第5仮設住宅 談話室

四倉仮設住宅 集会所

高久第9仮設住宅 第1集会所

林城仮設住宅 集会所

月曜日

火曜日

火曜日

水曜日

木曜日

木曜日

木曜日

金曜日

金曜日

金曜日

金曜日　

金曜日

13：30～15：00

9：30～11：00

9：30～11：00

13：30～15：00

9：30～11：00

9：30～11：00

13：30～15：00

9：30～11：00

9：30～11：00

9：30～11：00

13：30～15：00

13：30～15：00

6/6

6/14

6/7

6/13

6/9

5/19、6/16

5/20、6/17

5/20、6/17

5/27、6/24

6/10

5/27、6/24

6/10

ご注意下さい!!

お知らせならは

消防署からのお知らせ
林野火災に注意しましょう！

林野火災の出火原因

火事と救急は119番 ◇浪江消防署  0240-34-7360
◇富岡消防署  0240-25-2119

火遊び
35
2.3％

たばこ
96
6.4％

合計
1,494件

火入れ
249
16.7％ 放火

（疑いを含む）
170
11.4％

たき火
443
29.7％

その他
501
33.5％

消防署
連絡先

◉お問い合わせ
　福島労働局 総務部 労働保険徴収室
　☎024-536-4607

期限までに、最寄りの銀行、郵便局、労働基準
監督署、福島労働局において手続きされます
ようお願いいたします。

〇労働保険の年度更新は電子申請を、労働保険
料等の納付は口座振替をご利用ください。

～福島労働局から事業主の皆さんへ～労働保険の年度更新等のお知らせ

7月11日です。
平成28年度の労働保険の年度更新の申告期限は

すこやか掲示板
日にち

5月24日

5月27日

6月  6日

6月  7日

6月  8日

6月23日

6月24日

火

金

月

火

水

木

金

曜日 時　間 場　所

　9：00～10：30  受付
13：00～14：00  受付

　9：00～10：00  受付
13：00～14：00  受付

　9：00～10：00  受付
13：30～14：30  受付

　9：00～10：00  受付
13：00～14：00  受付

16：00～18：30

10：00～11：45

　9：00～10：00  受付　
13：00～14：00  受付

子宮がん
検診

富岡町集会施設
（いわき市平北白土）

福島県保健衛生協会
いわき地区センター
（いわき市小島町）

午前：サロン「ふらっと」
（楢葉町　こども園内）
午後：サポートセンター
　　　　　　「空の家」
（いわき市中央台高久）

サポートセンター「空の家」
（いわき市中央台高久）

サポートセンター「空の家」
（いわき市中央台高久）

こども園仮設園舎
子育て支援センター
（いわき市中央台飯野）

福島県保健衛生協会
いわき地区センター
（いわき市小島町）

乳がん
検診

乳がん
検診

乳がん
検診

男めし

ママため
サークル

乳がん
検診

行　事

600

500

400

300

200

100

0
1月

167
96

180

519

248

63 43 30 39 38 39 32

2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

（件）
林野火災の月別出火件数

（平成26年中）

林野火災の
出火原因別件数
（平成26年中）

楢葉町 大切なお知らせ

OK

会　　　場 ：

検査実施日時 ：

受検対象者 ：

検査費用 ：

ふたば復興診療所（ふたばリカーレ）敷地内
（楢葉町大字北田字中満289ｰ1）
毎週月、火、水曜日（祝日・年末年始を除く）
午前9時から午後4時30分まで
県民、または県外から県内の事業所若しくは学校
に通勤・通学している方
（原子力発電所作業や除染作業等に従事する方で法
令等により内部被ばく検査が事業者に義務付けられる
場合は、この検査を受けることができません。）
無　料



楢葉町役場各課等 直通電話番号一覧

お知らせ
こころ、つなぐ、ならは、明日へ！！

ならは Vol.1

お知らせだよ

楢葉町 大切なお知らせ

ごあいさつ

医療機関
情報

県立ふたば復興診療所（ふたばリカーレ）
● 受付時間　9：00～11：30　13：00～15：30

診療科目

内　　科

整形外科

月

○

○

火

○
水

○
午後
のみ

木

○

○

金

○

☎0240-23-6500

ときクリニック
● 診療時間　9：30～12：00　13：30～16：00

診療科目
内　　科
小 児 科

火

○

水

○

木

○

金

○

☎0240-25-1222
● 来院時送迎の受付　9：00～15：30

(代表電話　 ☎0240-25-2111）

お知らせならは

2016

5.19

こんにちは、政策広報室長の猪狩です。
私たち政策広報室は、政策調査・秘書・広報情報の3つの係を

所管する、平成27年4月に発足した新しい組織で、国でいうと内
閣官房のような役割を担っています。町長に直結する部署とし
て、町政の方向性を調整し発信しています。
皆さんに一番身近な仕事は、広報です。毎月お手元に届く「広

報ならは」や、ホームページなどを使って、町のさまざまな話題を
わかりやすく、タイムリーにお届けするべく試行錯誤しています。
今年からはスマホアプリなど、新しい媒体も活用していきますの
で、私たちの仕事が、皆さんと楢葉町をつなぐ架け橋となれれば
いいなと思います。
これからも取材等へのご協力と、広報に対するご意見をいた

だけるようよろしくお願いします。
猪狩祐介政策広報室長 生活に密接した情報等をきめ細かくお伝えするため、今月から「お知らせならは」を発行します。

広報ならは（毎月5日発行）の2週間後を目途にお届けしますので、よろしくお願いします。（政策広報室）

上井出行政区の皆さんがプラ
ンターにマリーゴールドを

植栽し、竜田駅を明るく彩り
ました。少し淋しかった駅舎

やホームは、プランターが並べ
られると、途端に人の息づ

かいを感じさせ、温かさをまと
い出しました。（4月21日）

総 務 課
税 務 課
住民福祉課
復興推進課
政策広報室
産業振興課

☎0240-23-6100
☎0240-23-6101
☎0240-23-6102
☎0240-23-6103
☎0240-23-6150
☎0240-23-6104

☎0240-23-6105
☎0240-23-6106
☎0240-23-6108
☎0240-23-6109
☎0246-25-5561
☎0242-56-2155

新産業創造室
建 設 課
環境防災課
放射線対策課
生活支援課
会津美里出張所

☎0240-23-6131
☎0240-23-6132
☎0240-26-0808

☎0246-38-3082

出 納 室
議会事務局
教育総務課
あおぞらこども園

相談・受付の窓口 利用できる施設・サービス等
●粗大ごみ等の回収
●ステーションごみの回収
●東京電力による片付け支援等
●住宅再建の相談
●双葉地方水道企業団
●東京電力コールセンター
●東京電力損害賠償相談窓口

☎0120-03-3965
☎0240-25-8993
☎080-1221-3522
☎0240-23-6321
☎0240-25-5315
☎0120-175-655
☎0120-926-404

☎0240-25-3113
☎0240-25-5726
☎0120-444-948
☎0240-25-2131

☎0246-38-3082

●楢葉町サイクリングターミナル
（宿泊、レストラン）
●天神岬温泉しおかぜ荘
●ブイチェーンネモト宅配サービス
●町内送迎バス
●あおぞらこども園
　　　　　　一時預かり保育

タブレット（楢葉町きずな
再生電子回覧板事業）の
今後について
震災以降は、以前のよ

うに回覧板を回すことは
できなくなりました。広
報無線でお知らせするこ
ともできなくなりまし
た。そこで、各地に避難されている住民の皆さまに、
情報をなるべく早くお伝えすることを目的とし、平
成25年度から「楢葉町きずな再生電子回覧板事業」
としてタブレット端末をお使いいただいてきました。
しかし、端末の老朽化や国の補助金終了による財
源確保の問題などから、現在お使いいただいている
タブレット端末は平成29年3月いっぱいでご
利用いただけなくなりますのでご了承ください。
なお、平成29年3月の本事業終了までの予定に

ついては右のとおりとなっています。

タブレット端末の情報に代わる情報配信の方法に
ついては、検討中です。スマートフォンをお持ちの方
はご自分の携帯電話をご利用いただく予定です。
また、希望者には、新たなタブレット端末を貸与し、
その通信料は自己負担していただくことを検討して
います。詳細が決まり次第、お知らせしますので
ご理解をお願いします。

【平成28年5月31日】
6か月以上ご利用のない方（平成27年11月30日以
降、使用されていない方）の通信契約を解除させてい
ただきます。以降、順次、使用しない状況が6か月を経
過した回線について、月末ごとに契約を解除します。

【平成29年3月31日】

終了後の予定について

全タブレット端末の通信回線契約を解除します。
（平成29年4月1日以降は、インターネット等の閲覧
等もできなくなります。）

◉お問い合わせ先　政策広報室　☎0240-23-6150

暮らしのインフォメーション

管理職からの各課紹介

こんにちは
政策広報室  ●政策調査係 ●秘書係 ●広報情報係

1Vol.


