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Ｑ３６ 自治会役員の成り手が少なく困っているのですが、なにか良い方法はない

でしょうか？

Ｑ３７ 自治会で勉強会を行いたいのですが、市の職員に講師をお願いすることは

できますか？また、どのような内容がありますか？

本てびきに記載された内容は、令和４年４月現在で作成しています。

最新の情報は、自治連事務局及び市役所各担当課にご確認ください。

道路や道路上の樹木・照明に関すること

その他


