
月日 �文書番号 �件名 �収受先 �処理区分 �保存簿冊名 �完結 年月日 

4月1日 �1 �（平成25年4月1日　武市議第1号） 説明員の出席要請について �武雄市議会議長 �要回鎧・壷） �議会関係 �4／1 

4月1日 �2 �（平成　年　月　日　　第　号） 出納員の任命について �市長名 �事回塾羞） �一般文書 �4／1 

4月3日 �3 �（平成25年4月1日　武人協第6号） 平成25年度武雄人権擁護委員協藷会総会の開催について �武雄人権擁護委員協議会 �要回鮎・壷） �武雄人柵擁護要員協騰会 �4／26 

4月3日 �4 �（平成25年4月3日　　第　号） 開示請求書（文化学習課宛） � �愈（4／17） 出切・受切 �情報公開 �8／29 

4月3日 �5 l �（平成25年4月3日　　第　号） 開示請求書（文化学習課宛） � �忘姦（4／17） 出切・受切 �情報公開 �8／29 

4月3日 �6 �（平成　年　月　日　　第　号） 人権擁護委員の候補者の推薦について �佐賀地方法務局長 �要笥塞．孟） �人権擁護委員推薦 �4／3 

4月3日 �7 �（平成　年　月　日　人擁第第26号） 人権擁護委員の候補者の推薦について �佐賀地方法務局長 �要笥・㌶6） �人権擁護委員推薦 �7／16 

4月3日 �8 �（平成　年　月　日　人擁第第27号） 人権擁護委員の候補者の推薦について �佐賀地方法務局長 �要笥・㌶6） �人権擁護委員推薦 �7／16 

4月4日 �9 �（平成25年4月3日　市長村第14号） 市町長・議長等及び行政等担当者名簿について（照会） �総務課長名 �要協・孟） �一般文書 �4／4 

4月4日 �10 �（平成25年3月29日　佐県町村発第147号） 平成25年度全国町村会総合賠償補償保険の契約更新について（依 �佐賀県町村会 会長田中源一 �要回鎧．壷） �全国町村会 総合賠償補 �4／19 
頼） ���償保険綴 



月日 �文書番号 �件名 �収受先 �処理区分 �保存簿冊名 �完結 年月日 

4月5日 �11 �（平成25年4月2日　武人協第9号） 武雄人権擁護委員協議会に対する平成25年度助成金の交付につい て（依頼） �佐賀地方法務局武雄支局長 �要回弘毎） �武雄人柵擁穫要員協繍会 �4／5 

4月8日 �12 �（平成　年　月　日　　第　号） 武雄市法制審査委員会委員の任命について �武雄市法制審査委員会 委員長松尾満好 �要回答（／） ㊥・受切 �庁繊・法制審査委員会 �4／8 

4月8日 �13 �（平成25年4月5日　武市監第3号） 平成25年度の定期監査について �武雄市監査委員山口清司 武雄市監査委員川原千秋 �要回鎧壷） �監査 �4／8 

4月8日 l l �14 �（平成25年4月5日　武市監第4号） 定期監査の実施について（通知） �武雄市監査委員山口清司 武雄市監査委員川原千秋 �要回㌫壷） �監査 �4／8 

L l 4月8日 �15 �（平成25年4月8日　武市監第23号） 定期監査の実施について（通知） �武雄市監査委員山口清司 武雄市監査委員川原千秋 �要回鮎壷） �監査 �4／8 

4月8日 �16 �（平成　年　月　日　　第　号） 交通教室開催に伴う出動依頼について（伺い）西川登小 �市長名 �要回髭壷） �交通安全教室綴 �4／8 

4月9日 �17 �（平成25年4月8日　佐解協第4号） 平成25年度の調査表記入のお願い �佐賀県部落解放推進協議 会理事長坂井浩毅 �怨（4／26） 　出切・受切 �部落解放推進協議会 �4／9 

4月10日 �18 �（平成　年　月　日　第　号） 新入学児の交通安全指導及び下校交通安全指導に伴う出動依頼に ついて（伺い）武雄小 �市長名 �要回㌫庖） �交通安全教室綴 �4／10 

4月10日 �19 �（平成25年4月8日　佐解協第3号） 佐賀県部落解放推進協議会第1回理事会の開催について（案内） �部落解放推進協議会 �毎（4／15） 　出切・受切 �同和 �4／15 

4月10日 

（平成　年　月　日　　第　号γ 平成25年度市町消費者行政担当者会議の開催について �佐賀県くらしの安全安心課 　　長 �要協・孟） �消費者行政 �4／10 



月日 �文書番号 �件名 �収受先 �処理区分 �保存簿冊名 �完結 年月日 

4月11日 �21 �（平成25年4月9日　第21号） 平成24年度人権啓発活動地方委託事業に係る市町村再委託事業の 精算書の提出について �佐賀県人権同和対策課長 �妻回答（／） 電9・受切 �人権同和 �4／11 

4月11日 �22 �（平成25年4月1日　人同対第7号） 平成25年度人権啓発活動の再委託申入れについて（協議） �佐賀県知事　古川　康 �葉回髭壷） �人権同和 �4／11 

4月11日 �23 �（平成25年4月11日　　第23号） 平成25年度人権啓発活動再委託概算払請求書 �県人権・同和対策課 �要回答（／） ㊥・受切 �人権同和 �4／11 

4月11日 �24 �（平成25年4月11日　　第24号） 平成25年度人権啓発活動再委託受託書 �県人権・同和対策課 �要回答（／） 電撃・受切 �人権同和 �4／11 

4月11日 �25 �（平成25年4月1日　　第　号） 政務活動費交付申請書（政策研究会） �末藤正幸 �要回答（／） ⑳・受切 �政務調査費 �4／11 

4月11日 �26 �（平成25年4月1日　　第　号） 政務活動費交付申請書（新政策研究会） �山口良広 �要回答（／） 宅事項切 �政務調査費 �4／11 

4月11日 �27 �（平成25年4月1日　　第　号） 政務活動費交付申請書（政策研究クラブ） �吉川里巳 �要回亀・孟） �政務調査費 �4／11 

4月11日 �28 �（平成25年4月1日　　第　号） 政務活動費交付申請書（新政策研究クラブ） �川原千秋 �要回亀・孟） �政務調査費 �4／11 

4月11日 �29 �（平成25年4月1日　　第　号） 政務活動費交付申請書（政和クラブ） �吉原武藤 �要回答（／） ⑳・受切 �政務調査費 �4／11 

4月11日 �30 �（平成25年4月1日　　第　号） 政務活動費交付申請書（市民クラブ） �谷口棟久 �要回答（／） ⑳・受切 �政務調査費 �4／11 



月日 �文書番号 �件名 �収受先 �処理区分 �保存簿冊名 �完結 年月日 

4月11日 �31 �（平成25年4月1日　　第　号） 政務活動費交付申請書（日本共産党） �江原一雄 �要回答（／） 哲・受切 �政務調査費 �4／11 

4月11日 �32 �（平成25年4月1日　　第　号） 政務活動費交付申請書（フォーラム武雄） �宮本栄八 �要回答（／） ㊥・受切 �政務調査費 �4／11 

4月11日 �33 �（平成25年4月1日　　第　号） 政務活動費交付申請書（公明党） �松尾陽輔 �睾回答（／） ㊥・受切 �政務調査費 �4／11 

4月11日 �34 �（平成25年4月1日　　第　号） 政務活動費交付申請書（新民主クラブ） �黒岩幸生 �宴回答（／） 電撃・受切 �政務調査費 �4／11 

4月12日 �35 �（平成25年4月11日　　第　号） 異議申立書 � �要回答（／） 　出切・受切 �情報公開 �取下 

4月12日 �36 �（平成25年4月1日　佐共保第81号） 平成25年度歯科保健教育指導事業「歯科検診」の実施について �佐賀県市町村職員共済組 　　A 　　口 �率観等影） �職員健康診断 �4／12 

4月15日 �37 �（平成25年4月11日　　第　号） 人権確立第33回全九州研究集会への参加について（依頼） �佐賀県くらし環境本部 �要笥・孟’ �人権同和 �4／15 

4月15日 �38 �（平成　年　月　日　　第　号） 職員研修委託契約の締結について �武雄市長名 �要回塾孟） �職員研修 �4／15 

4月16日 �39 �（平成　年　月　日　　第　号） 辞令交付について �武雄市長名 �要回答（／） 昏受切 �任免 �4／16 

4月16日 �40 �（平成25年4月15日　佐解協第7号） 第1回市町担当課長会の開催について �佐賀県部落解放推進協議 会理事長坂井浩毅 �要回監感） �部落解放推進協機会 �4／16 



月日 �文書番号 �件名 �収受先 �処理区分 �保存簿冊名 �完結 年月日 

4月16日 �41 �（平成　年　月　日　　第　号） 消防団員福祉共済の継続（更新）加入等について �市長名 �要筍・孟） �消防団員福 祉共済関係 �4／16 

4月17日 �42 �（平成25年4月16日　人同対第44号） 人権啓発活動地方委託事業の計画的な実施及び同地方委託費の適 正な執行について �人権同和対策課長 �妻回亀・孟） �人権同和 �4／16 

4月17日 �43 �（平成　年　月　日　　第　号） 武雄市駐在員代表者（代表区長）会議の開催等について（通知） �武雄市長 �要回答（／） ㊥・受切 �区長会役員会綴 �4／17 

4月17日 �44 �（平成　年　月　日　　第　号） 告示事項変更届出書 �中野区自治会 代表者野上一夫 �要回答（／） 　出切・受切 �地縁による団体 認可申請書・告 示 �4／17 

4月18日 �45 �（平成25年4月18日　武市総第45号） 6月補正予算の要求について �政策部長 �要回答（／） ㊥項切 �一般文書 �4／18 

4月19日 �46 �（平成　年　月　日　　第　号） 高速自動車国道における救急業務に関する支弁金について �杵藤地区広域市町村圏組 　　A 　　口 �要回鮎虚） �高速逆用支弁金間保　線 �4／19 

4月19日 �47 �（平成　年　月　日　　第　号） 平成25年度佐賀県地域防災力向上促進事業協議書 �市長名 �要回鎧虚） �平成25年度 佐賀県地域 防災力向上 促進事業綴 �4／19 

4月19日 �48 �（平成　年　月　日　　第　号） 平成25年度佐賀県消費者行政活性化事業費補助金交付申請書 �佐賀県知事　古川　康 �要笥・孟） �消費生活 �4／19 

4月19日 �49 �（平成25年4月19日　武市水第25号） 水道事業会計の計理状況について（報告） �武雄市長樋渡　啓祐 �要回艶感） �財政状況の公 表・公営企業 業務状況の公 表 �4／22 

4月19日 �50 �（平成25年4月19日　武市工水第11号） 工業用水道事業会計の計理状況について（報告） �武雄市長樋渡　啓祐 �要回髭感） �財政状況の公 表・公営企業 業務状況の公 表 �4／22 



月日 �文書番号 �件名 �収受先 �処理区分 �保存簿冊名 �完森 年月日 

4月19日 �51 �（平成　年　月　日　　第　号） 佐賀県防犯協会理事の就任について �佐賀県防犯協会 会長指山弘養 �要箇・孟） �武雄地区防犯協会間係綴 �4／19 4／22 

4月22日 �52 �（平成　年　月　日　　第　号） 武雄市交通安全指導員の推薦について（依頼） �下西山区長 青木宏之 �要回答（／） 　出切・受切 �式脚交濾管全指導■馨嶋 

4月22日 �53 �（平成　年　月　日　　第　号） 交通教室開催に伴う出動依頼について（伺い）武内小 �市長名 �要回答（／） 　出切・受切 �交通安全教室綴 �4／22 

14月22日 l l �54 �（平成　年　月　日　　第　号） 職務遂行における服務規律の確保について（通知） �副市長名 �睾笥・孟） �服務 �4／22 

l l 4月22日 �55 �（平成　年　月　日　　第　号） 交通教室開催に伴う出動依頼について（伺い）橘小 �市長名 �要回答（／） 　出切・受切 �交通安全教室綴 �4／22 

4月23日 �56 �（平成　年　月　日　　第　号） 平成25年度武雄市災害危険箇所の現地調査について �市長名 �要笥・孟） �防災関係 �4／23 

4月23日 �57 �（平成25年4月22日　佐解協第5号） 平成25年度会費納入について（依頼） �佐賀県部落解放推進協議 会理事長坂井浩毅 �要回鎧虚） �部落解放推進協機会 �4／23 

4月23日 �58 �（平成　年　月　日　　第　号） 平成25年度6月補正予算要求について �政策部長 �要笥・孟） �予算 �4／27 

4月23日 �59 �（平成　年　月　日　　第　号） 交通教室開催に伴う出動依頼について �市長名 �要笥・孟） �交通安全教室 �4／23 

4月23日 

（平成　年　月　日　　第‾▼‾‾‾‾‾育） 消防団員幹部科初級幹部科（第1回・第2回）教育の実施について �市長名 �要笥・孟） �消防学校入校関係 �4／23 



月日 �文書番号 �件名 �収受先 �処理区分 �保存簿冊名 �完結 年月日 

4月30日 �61 �（平成　年　月　日　　第　号） 開示請求書（文化学習課宛）パンフレット製作費用 � �要回答（5／14） 　出切・受切 �情報公開 �8／29 

4月30日 �62 �（平成　年　月　日　　第　号） 開示請求書（文化学習課宛）コンピュータシステム及び通信設備 � �要回答（5／14） 　出切・受切 �情報公開 �8／29 

4月30日 �63 �（平成　年　月　日　　第　号） 開示請求書（文化学習課宛）行政財産貸付に関する契約書等 � �要回答（5／14） 　出切・受切 �情報公開 �8／29 

4月24日 �64 �（平成　年　月　日　　第　号） 消費者月間に伴う県下一斉街頭キャンペーンについて �ゆめタウン武雄店長 �要回答（／） 　出切・受切 �消費生活 �4／24 

4月25日 �65 �（平成　年　月　日　　第　号） 町名・字名の新設について調査・照会のお願い �国土地理協会 �要回答（5／31） 　出切・受切 �区域設定届 �4／30 

4月26日 �66 �（平成25年4月1日　人同対第97号） 平成25年度人権啓発活動委託に係る契約について（通知） �佐賀県知事　古川　康 �要回鎧虚） �人権活動委託 �4／26 

4月26日 �67 �（平成25年4月23日　人同対第104号） 平成24年度人権啓発活動地方委託費の額の確定について（通知） �佐賀県人権同和対策課長 �葉勒孟’ �人権活動委託 �4／26 

4月30日 �68 �（平成　年　月　日　　第　号） 青色防犯パトロール講習会の開催に伴う出動依頼について（伺い）橘 �市長名 �章回答（／） ㊥・受切 �雷色防犯パトロール鱒晋 �4／30 

4月30日 �69 �（平成　年　月　日　　第　号） 「国による地方公務員給与削減の強制に関する要求書」に対する回答 �職員労働組合執行委員長 �要回亀羞） �組合 �4／30 

4月30日 �70 �（平成　年　月　日　　第　号） 告示事項変更届出書 �川内区　代表者　向井健作 �要回鎧・由） �地縁による団体 罷可申請書・告 　示 �4／30 



月日 �文書番号 �件名 �収受先 �処理区分 �保存簿冊名 �完結 年月日 

4月30日 �71 �（平成　年　月　日　　第　号） 認可申請書 �竹下町区代表者大坪正 　　和 �要回弘毎） �地縁による団体 認可申請書・告 　示 �4／30 

4月30日 �72 �（平成　年　月　日　　第　号） 武雄市交通安全指導員の委嘱について �市長名 �要亀．孟） �基礎滞交濾管全指導員委嘱 �4／30 

5月1日 �73 �（平成　年　月　日　　第　号） 交通教室開催に伴う出動依頼について（伺い）たちばな幼稚園 �市長名 �要回答（／） ㊥・受切 �交通安全教室綴 �5／1 

5月1日 l �74 �（平成25年4月30日　武市監第30号） 例月出納検査の結果について（報告） �武雄市監査委員 �要回亀・孟） �例月監査 �5／1 

l 5月2日 �75 �（平成25年4月25日　人妻第135号） 公平委員会事務の受託経費に係る職員数について（照会） �佐賀県人事委員会事務局 　　長 �要回答（5／15） 出切・受切 �公平委員会事務 �5／2 

5月7日 �76 �（平成　年　月　日　　第　号） 平成25年度武雄市駐在員総会の開催について（ご案内） �武雄市長 �要回答（／） ㊥・受切 �駐在員・区長 会総会、駐 在員研修会 綴 �5／7 

5月7日 �77 �（平成25年5月2日　佐解協第9号） 提案書 �部落解放推進協議会 �要回答（5／10） 　出切・受切 �部落解放推進協機会 �5／7 

5月7日 �78 �（平成　年　月　日　　第　号） 提案書及び同意書について（お願い） �部落解放推進協議会 �要回髭・壷） �部落解放推進協機会 �5／7 

5月8日 �79 �（平成25年5月7日　人擁第76号） 佐賀・武雄人権啓発活動地域ネットワーク協議会（第1回会議） �佐賀・武雄人権啓発活動地 域ネットワーク協議会 �要回詰・壷） �佐賀・武雄人 権啓発活動 地域ネット ワーク協議会 �5／8 

5月8日 

（平成　年5月‾‾1日　　‾第‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾▼‾‾専） 佐賀部落解放研究所第32回総会の開催について �佐賀部落解放研究所 �要回髭・由） �人権同和 �5／1 



月日 �文書番号 �件名 �収受先 �処理区分 �保存簿冊名 �完結 年月日 

5月8日 �81 �（平成　年　月　日　　第　号） 規約変更認可申請書 �西川登町弓野区自治会 代表者山下眞琴 �要回鎧壷） �地縁による団体 認可申請書・告 　示 �5／8 

5月10日 �82 �（平成25年2月21日　人妻第1217号） 組織等の変更について（通知） �市長名 �要笥・孟） �市町村等公 平委員会事 務 �5／10 

5月10日 �83 �（平成　年　月　日　第　号） 国家公務員の給与減額支給措置に準じた特例措置の実施に係る協議 の申入 �職員労働組合執行委員長 �東電・孟） �組合 �5／10 

5月10日 �84 �（平成　年　月　日　　第　号） 告示事項変更届出書 �西川登町弓野区自治会 代表者山下眞琴 �要回鮎壷） �地縁による団体 認可申請書・告 　示 �5／10 

5月13日 �85 �（平成　年　月　日　第　号） 平成25年度佐賀県総合防災訓練（若木町会場）の実施について（ご 案内） �市議会議員 �要回答（／） 哲受切 �県総合防災訓練 �5／13 

5月13日 �86 �（平成　年　月　日　第　号） 青色防犯パトロール講習会の開催に伴う出動依頼について（伺い）朝 日 �市長名 �要回答（／） 哲受切 �青色防犯パトロール練習繊 �5／13 

5月13日 �87 �（平成　年　月　日　第　号） 道路付属施設共架照会書兼実施申込書の提出について（伺い）九電 くまるごとまちごとハザードマップ事業に伴う防災看板の設置【朝日町】） �九州電力抹式会社 武雄営業所 �要回答（／） ㊥帽切 �よることよもことハザードマγフ事■■ �5／13 

5月13日 �88 �（平成　年　月　日　第　号） 道路付属施設共架照会書兼実施申込書の提出について（伺い）NTT （まるごとまちごとハザードマップ事業に伴う防災看板の設置【朝日町】） �西日本電信電話株式会社 �要回私益’ �よることよもことハザードマップ●義■ �5／13 

5月13日 �89 �（平成　年　月　日　　第　号） 第5回武雄市消防操法大会に伴う消防操法指導員の派遣について �市長名 �要笥・孟） �市操法大会 �5／13 

5月13日 �90 �（平成　年　月　日　　第　号） 武雄市防災会議委員の委嘱について �各位 �要直島・孟） �防災会議 �5／13 



月日 �文書番号 �件名 �収受先 �処理区分 �保存簿冊名 �完結 年月日 

5月13日 �91 �（平成　年　月　日　　第　号） 武雄町川良区（山口常会）消火訓練における職員の派遣について �市長名 �要直島・孟） �消防一般関係 �5／13 

5月13日 �93 �（平成　年　月　日　　第　号） 武雄市交通安全指導員の委嘱について（依頼） �市長名 �要回答（／） 出切・㊦ �武雄市交通安全指導員 �5／13 

5月13日 �93 �（平成25年5月14日　武市総第93号） 政務活動費確定通知書（政策研究会） �武雄市長 �要笥・孟） �政務活動費 �5／14 

5月13日 �94 �（平成25年5月14日　武市総第94号） 政務活動費確定通知書（新政策研究会） �武雄市長 �要等多・孟） �政務活動費 �5／14 

5月13日 �95 �（平成25年5月14日　武市総第95号） 政務活動費確定通知書（政策研究クラブ） �武雄市長 �要協・孟） �政務活動費 �5／14 

5月13日 �96 �（平成25年5月14日　武市総第96号） 政務活動費確定通知書（新政策研究クラブ） �武雄市長 �要笥・孟） �政務活動費 �5／14 

5月13日 �97 �（平成25年5月14日　武市総第97号） 政務活動費確定通知書（政和クラブ） �武雄市長 �貴簡・孟） �政務活動費 �5／14 

5月13日 �98 �（平成25年5月14日　武市総第98号） 政務活動費確定通知書（市民クラブ） �武雄市長 �書簡・孟） �政務活動費 �5／14 

5月13日 �99 �（平成25年5月14日　武市総第99号） 政務活動費確定通知書（日本共産党） �武雄市長 �要回塾孟） �政務活動費 �5／14 

5月13日 �100 �（平成25年5月14日　武市総第100号） 政務活動費確定通知書（フォーラム武雄） �武雄市長 �要私益） �政務活動費 �5／14 



月日 �文書番号 �件名 �収受先 �処理区分 �保存簿冊名 �完結 年月日 

5月13日 �101 �（平成25年5月14日　武市総第101号） 政務活動費確定通知書（公明党） �武雄市長 �要熟読） �政務活動費 �5／14 

5月13日 �102 �（平成25年5月14日　武市総第102号） 政務活動費確定通知書（新民主クラブ） �武雄市長 �葦聾・孟’ �政務活動費 �5／14 

5月14日 �103 �（平成　年　月　日　　第　号） 平成25年度第1回武雄市防災会譲の開催について �市長名 �要等転忘） �防災会議 �5／14 

5月14日 �104 �（平成25年5月8日　第17号） 平成25年度人権啓発関係資料に対する法務大臣表彰及び人権啓発 関係情報調査への御協力について（依頼） �人権教育啓発推進センター �要回答（6／6） 出切・受切 �人権同和 �5／14 

5月14日 �105 �（平成25年5月14日　市町村第437の2号） 地方自治法に基づく事務の権限移譲に係る事務処理件数報告書の提 �佐賀県経営支援本部 　市町村課長 �頓㍊8） �平成25年度 一般文書綴 �5／17 
出について（依頼） ���（法制係） 

5月15日 �106 �（平成　年　月　日　第　号） 武雄市職員の退職手当に関する条例の特例に関する条例及び武雄市 職員の勧奨退職に関する規程に基づく退職の勧奨について（通知） �各所属長 �要匝亀・孟） �任免 �5／15 

5月15日 �107 �（平成　年　月　日　第　号） 青色防犯パトロール講習会の開催に伴う出動依頼について（伺い）北 方 �市長名 �要回答（／） ∈9・受切 �青色防犯′ヤトロール桝習鱒 �5／15 

5月16日 �108 �（平成　年　月　日　第　号） 武雄市防災行政無線の整備に伴う地元同意（モーターサイレン廃止）に ついて �市長名 �要回答（5／24） 出切・受切 �モーターサイレン廃止間係 �5／16 

5月17日 �109 �（平成25年4月1日　　第　号） 埋立・居住地名等の変化情報に関する資料の提出について（依頼） �国土地理院長 �要回答（5／31） 　出切・受切 �平成25年度 一般文書綴 （法制係） �5／17 

5月17日 �110 �（平成25年5月16日　　第　号） 口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状 �武雄簡易裁判所書記官 　川口淳哉 �要回答（／） 出切・◎ �訴訟関係 �5／17 



月日 �文書番号 �件名 �収受先 �処理区分 �保存簿冊名 �完結 年月日 

5月17日 �111 �（平成　年　月　日　　第　号） 佐賀県市町等権限移譲交付金（平成26年度分）関係事務処理報告書 �市長名 �妻協議） �平成25年度 一般文書綴 （法制係） �5／17 

5月17日 �112 �（平成　年　月　日　第　号） 佐賀県市町職員現地調査型行政課題研修（国内）参加申請書の提出 について �市長名 �要巻・孟’ �職員研修綴 �5／17 

5月20日 �113 �（平成　年　月　日　　第　号） 武雄市地域防災計画修正案について �市長名 �要回鮎由） �防災計画 �5／20 

5月20日 �114 �（平成25年5月14日　第　号） 武雄市図書館に属する使用許可に関する契約書、行政財産使用許可 申請書及び関連図面とその使用期間、使用料の分かる一切の資料 � �妻回答（6／3） 　出切・受切 �情報公開 �8／29 

5月20日 �115 �（平成25年5月15日　第　号） 平成24年度に製作された「武雄市図書館パンフレット」の製作費用と外 部団体との製作費用案分を記した一切の資料 � �要回答（6／3） 　出切・受切 �情報公開 �8／29 

5月20日 �116 �■（平成25年5月17日　第　号） 平成25年3月8日付武市秘第84号に記載のある「販売エリアは、公立と 図書館の扱いとは完全に区別」されていることを証明出来る資料 � �要回答（6／3） 　出切・受切 �情報公開 �8／29 

5月20日 �117 �（平成25年5月17日　第　号） 武雄市図書館におけるCCCに対する行政財産使用許可にかかる申請 書、許可書及び使用料の算定基礎のわかる書類等の全文書 � �要回答（6／3） 　出切・受切 �情報公開 �6／24 

5月20日 �118 �（平成25年5月17日　　　第　号） 平成24年度及び25年度における電通の間で交わされた契約書、確認書及び � �要回答（6／3） �情報公開 �5／30 
覚書等の全文書並びに武雄市から電通に対して行われた支出に関する全文 書 ��出切・受切 

5月20日 �119 �（平成　年　月　日　　第　号） 平成25年度佐賀県地域防災力向上促進事業費補助金交付申請書 �市長名 �要回私感） �防災 �5／20 

5月21日 �120 �（平成　年　月　日　第　号） 平成25年度国家公務員地方自治体実地体験受入に伴う協力につい て（依頼） �総務課長名 �妻鞄・孟） �初任行政研修 �5／21 



月日 �文事番号 �件名 �収受先 �処理区分 �保存簿冊名 �完結 年月日 

5月21日 �121 �（平成　年　月　日　　第　号） 職員健康診断業務の委託契約の締結について �市長名 �草餅） �職員健康診断 �5／21 

5月21日 �122 �（平成25年5月20日　武市工水第13号） 工業用水道事業会計の計理状況について（報告） �武雄市長（工業用水道事業） �軍国髭由） �財政状況の公 表・公営企業 業務状況の公 表 �5／22 

5月21日 �123 �（平成25年5月20日　武市水第34号） 水道事業会計の計理状況について（報告） �武雄市長（水道事業） �葉回鉛由） �財政状況の公 表・公営企業 業務状況の公 表 �5／22 

5月21日 �124 �（平成25年5月21日　武市議第62号） 説明員の出席要請について �武雄市議会議長　杉原鼻音 �睾回鎧由） �議会関係綴 �5／22 

5月21日 �125 �（平成　年　月　日　　第　号） 「くらしに役立っ消費生活講座」の後援について �特定非営利活動法人 消費生活相談員の会さが 理事長松田安正 �葉巻・孟’ �消費生活 �5／21 

5月21日 �126 �（平成25年5月21日　人同対第100号） 平成25年度同和問題講演会の共催について（依頼） �佐賀県知事　古川　康 �要回答（5／31） 　出切・受切 �人権同和 �5／22 

5月22日 �127 �（平成　年　月　日　　第　号） 交通教室開催に伴う出動依頼について（伺い）小鳩の家保育園 �市長名 �責苛・孟） �交通安全教室綴 �5／22 

5月23日 �128 �（平成25年5月15日　佐解協第10号） 一般社団法人佐賀県部落解放推進協諌会平成25年度総会の開催に ついて（案内） �佐賀県部落解放推進協議 会理事長坂井浩毅 �要回鎧由） �部落解放推進協議会 �5／23 

5月27日 �129 �（平成25年5月27日　武市議第69号） 説明員の出席要請について �武雄市議会議長　杉原豊喜 �要回髭壷） �議会関係綴 �5／27 

5月24日 �130 �（平成25年5月24日　九市会第15号） 第36回九州地区法律問題研究会の開催について（ご案内） �九州市長会 事務局長 �雲艶気2） �九州地区法 律問題研究 A コ言 �5／24 



月日 �文書番号 �件名 �収受先 �処理区分 �保存簿冊名 �完結 年月日 

5月27日 �131 �（平成　年　月　日　　第　号） 武雄市議会定例会の招集について �武雄市長 �要回答（／） e警●受切 �議会関係綴 �5／27 

5月27日 �132 �（平成　年　月　日　　第　号） 議案の送付について �武雄市長 �要回答（／） 空ヲ・受切 �議会関係綴 �5／27 

5月28日 �133 �（平成25年5月27日　武市議第第65号） 会議録の送付について �武雄市議会議長 �宴勒孟） �議会関係綴 �5／28 

15月29日 と �134 �（平成　年　月　日　　第　号） 平成25年度佐賀県現地調査型行政課題研修（海外）派遣職員推薦書 �市長名 �要鞄孟） �職員研修綴 �5／29 

5月29日 �135 �（平成25年5月28日　　第　号） 佐賀県水平社創立90周年記念レセプション �部落解放同盟佐賀県連合会 �要鞄・孟’ �部落解放推進協機会 �5／29 

5月29日 �136 �（平成　年　月　日　第　号） 平成25年度武雄市地域防災計画（修正案）に対する意見照会につ いて �市長名 �要鞄扁） �防災会議 �5／29 

5月30日 �137 �（平成25年5月28日　人擁第88号） 人権擁護委員候補者の推薦について（依頼） �佐賀地方法務局長　古門照憲 �要回鎧毎） �人稚擁穫委員推薦接 �5／30 

5月30日 �138 �（平成25年5月28日　人擁第89号） 人権擁護委員候補者の推薦について �佐賀地方法務局人権擁護課長 �要回髭由） �人稚擁確委員推薦憬 �5／30 

5月30日 �139 �（平成25年5月30日　武市監第53号） 財政援助団体等の監査の実施について（通知） �武雄市監査委員山口清 司　武雄市監査委員 　川原千秋 �要回鎧壷） �例月出納検 査 定期監査 �5／30 

5月30日 

（平成盃【‾‾年‾‾‾‾盲‾‾‾‾月‾‾知‥頁　‾‾‾‾武市藍‾裔‾‾‾54号） 定期監査の実施について（通知） �武雄市監査委員山口清 司　武雄市監査委員 　川原千秋 �妻回私感’ �例月出納検 査 定期監査 �5／30 



月日 �文書番号 �件名 �収受先 �処理区分 �保存簿冊名 �完結 年月日 

5月31日 �141 �（平成25年5月31日　武市水第49号） 平成24年度武雄市水道事業業務状況の報告について �武雄市長樋渡啓祐 （水道事業） �要囲鮎由） �財政状況の公 表・公営企業 業務状況の公 表 �5／31 

5月31日 �142 �（平成25年5月31日　武市工水第15号） 平成24年度武雄市工業用水道事業業務状況の報告について �武雄市長樋渡啓祐 （工業用水道事業） �責苦由＋ �財政状況の公 表・公営企業 業務状況の公 表 �5／31 

5月31日 �143 �（平成25年5月31日　武市水第50号） 平成24年度武雄市水道事業会計の決算について（提出） �武雄市長樋済啓祐 （水道事業） �幸三箋∋ �財政状況の公 表・公営企業 業務状況の公 表 �5／31 

5月31日 �144 �（平成25年5月31日　武市工水第16号） 平成24年度武雄市工業用水道事業会計の決算について（提出） �武雄市長樋渡啓祐 （工業用水道事業） �要回鎧由） �財政状況の公 表・公営企業 業務状況の公 表 �5／31 

5月31日 �145 �（平成25年5月31日　武市議第71号） 諌会出席要請について �武雄市議会議長　杉原豊喜 �要回髭由’ �議会関係綴 �6／3 

5月31日 �146 �（平成　年　月　日　　第　号） 平成24年度武雄市公営企業会計決算審査について（依頼） �武雄市長 �睾筍孟） �公営企業会 計決算書 �5／31 

5月31日 �147 �（平成25年5月24日　武市土開第5号） 平成24年度武雄市土地開発公社事業報告及び決算報告について �武雄市土地開発公社 理事長前田敏美 �要回鎧由） �財政状況の公 表・公営企業 業務状況の公 表 �5／31 

6月3日 �148 �（平成　年　月　日　　第　号） 第5回武雄市消防操法大会に伴う審査員の派遣について �市長名 �葉勒孟） �武雄市 消防操法 大会綴 �6／3 

6月3日 �149 �（平成25年5月31日　市町村第612号） 平成26年版職員録の原稿作成について（依頼） �佐賀県経営支援本部 　市町村課長 �句法‰14） �照会関係綴 �6／3 

6月4日 �150 �（平成　年　月　日　　第　号） 青色回転灯防犯パトロール講習会の開催に伴う出動依頼について（伺い）東川登 �市長名 �巽回鮎由） �雷色防才かヾトロール桝7繊 �6／4 



月日 �文書番号 �件名 �収受先 �処理区分 �保存簿冊名 �完結 年月日 

6月4日 �151 �（平成　年　月　日　　第　号） 道路冠水等に伴う意見交換会の開催について �市長名 �要鞄孟） �防災一般関係廠 �6／4 

6月5日 �152 �（平成25年6月3日佐県町村発第251号） 全国町村会総合賠償補償保険加入証等について（送付） �佐賀県町村会 �幸三勾∋ �全国町村会総 合賠償補償保 険綴 �6／5 

6月6日 �153 �（平成　年　月　日　　第　号） 交通教室開催に伴う出動依頼について（伺い）永野老人クラブ �九州文教サービス株式会社 �要回鎧由） �出前講座関係綴 �6／6 

6月6日 �154 �（平成　年　月　日　第　号） 青色回転灯防犯パトロール講習会の開催に伴う出動依頼について（伺 い）西川登 �市長名 �要回弘由） �青色防犯パトロール績t繊 �6／6 

6月6日 �155 �（平成25年6月5日　武市監第60号） 例月出納検査の結果について（報告） �武雄市監査委員山口清司 武雄市監査委員川原千秋 �要回監感） �例月出納検 査 定期監査 �6／6 

6月6日 �156 �（平成25年6月6日　　第　号） 告示事項変更届出書 �　北永野区 代表者浦川正徳 �要回髭由） �地縁による団体 認可申請書・告 　示 �6／6 

6月7日 �157 �（平成　年　月　日　　第　号） 平成25年度地方公共団体定員管理調査等について（提出） �市長名 �要回髭由） �地方公共団体 定員管理調査 �6／7 

6月7日 �158 �（平成　年　月　日　第　号） ふれあい交通安全教室（園児、保護者、高齢者の三世代）の開催につ いて �市長名 �要回答（／） 　出切・受切 �交通安全教室綴 �6／7 

6月7日 �159 �（平成25年6月7日　　第　号） 告示事項変更届出書 �上古賀自治会 代表者山口高範 �要回鎧由） �地縁による団体 認可申請書・告 　示 �6／7 

6月7日 �160 �（平成　年　月　日　　第　号） 告示事項変更届出書 �　南上滝区 代表者大川内浦 �要回鎧由） �地縁による団体 認可申請書・告 　示 �6／7 



月日 �文事番号 �件名 �収受先 �処理区分 �保存簿冊名 �完結 年月日 

6月7日 �161 �（平成　年　月　日　　第　号） 平成25年6月武雄市議会定例会欠席届 �武雄市長名 �宴私益） �平成25年度 議会関係綴 �6／7 

6月7日 �162 �（平成　年　月　日　第　号） 平成25年度佐賀県地域防災力向上促進事業費補助金交付決定通知 書 �佐賀県知事　古川　康 �要回荒く壷） �防災 �6／7 

6月10日 �163 �（平成　年　月　日　　第　号） 職員研修講師の派遣について（依頼） �市長名 �要勒孟） �職員研修綴 �6／10 

6月11日 �164 �（平成　年　月　日　　第　号） 児童手当認定通知書 �受給者各位 �責苛転こ �児童手当綴 �6／11 

6月12日 �165 �（平成25年6月11日　武市議第93号） 説明員の出席要請について �武雄市議会議長 �責もよこ �議会関係綴 �6／12 

6月12日 �166 �（平成25年6月12日　　第　号） 個人情報開示請求書 � �要回答（6／26） 　出切・受切 �個人情報 �6／26 

6月12日 �167 �（平成25年6月12日　　第　号） 異議申立取下書 � �宴回鎧盛） �情報公開 �6／12 

6月12日 �168 �（平成25年6月11日　武市監第第62号） 定期監査の結果に関する報告について（山内公民館） �武雄市監査委員山口清司 武雄市監査委員川原千秋 �要回鎧感） �例月出納検 査 定期監査 �6／12 

6月12日 �169 �（平成25年6月11日　武市監第第62号） 定期監査の結果に関する報告について（北方公民館） �武雄市監査委員山口清司 武雄市監査委員川原千秋 �筆画詰虚） �例月出納検 査 定期監査 �6／12 

6月12日 �170 �（平成25年6月11日　武市監第第62号） 定期監査の結果に関する報告について（山内支所総務課） �武雄市監査委員山口清司 武雄市監査委員川原千秋 �要回鎧感） �例月出納検 査 定期監査 �6／12 



月日 �文書番号 �件名 �収受先 �処理区分 �保存簿冊名 �完結 年月日 

6月12日 �171 �（平成25年6月11日　武市監第第62号） 定期監査の結果に関する報告について（山内支所くらし課） �武雄市監査委員山口清司 武雄市監査委員川原千秋 �要回答（／） 出切・哲 �例月出納検 査 定期監査 �6／12 

6月12日 �172 �（平成25年6月11日　武市監第第62号）’ 定期監査の結果に関する報告について（山内支所まちづくり課） �武雄市監査委員山口清司 武雄市監査委員川原千秋 �要回答（／） 出切・㊦ �例月出納検 査 定期監査 �6／12 

6月12日 �173 �（平成25年6月11日　武市監第第62号） 定期監査の結果に関する報告について（北方支所総務課） �武雄市監査委員山口清司 武雄市監査委員川原千秋 �要回答（／） 出切・哲 �例月出納検 査 定期監査 �6／12 

16月12日 L l �174 �（平成25年6月11日　武市監第第62号） 定期監査の結果に関する報告について（北方支所くらし課） �武雄市監査委員山口清司 武雄市監査委員川原千秋 �要回答（／） 出切・㊥ �例月出納検 査 定期監査 �6／12 

【 L6月12日 �175 �（平成25年6月11日　武市監第第62号） 定期監査の結果に関する報告について（北方支所まちづくり課） �武雄市監査委員山口清司 武雄市監査委員川原千秋 �要回答（／） 出切・電撃 �例月出納検 査 定期監査 �6／12 

6月12日 �176 �（平成25年6月11日　武市監第第62号） 定期監査の結果に関する報告について（東川登公民館） �武雄市監査委員山口清司 武雄市監査委員川原千秋 �要回答（／） 出切・電撃 �例月出納検 査 定期監査 �6／12 

6月12日 �177 �（平成25年6月11日　武市監第第62号） 定期監査の結果に関する報告について（朝日公民館） �武雄市監査委員山口清司 武雄市監査委員川原千秋 �要回答（／） 出切・㊥ �例月出納検 査 定期監査 �6／12 

6月12日 �178 �（平成25年6月11日　武市監第第62号） 定期監査の結果に関する報告について（若木公民館） �武雄市監査委員山口清司 武雄市監査委員川原千秋 �要回答（／） 出切・㊥ �例月出納検 査 定期監査 �6／12 

6月12日 �179 �（平成25年6月11日　武市監第第62号） 定期監査の結果に関する報告について（武内公民館） �武雄市監査委員山口清司 武雄市監査委員川原千秋 �要回答（／） 出切・宅塑 �例月出納検 査 定期監査 �6／12 

6月12日 

‾‾‾（平成25年6月11日　武市監第‾第由号） 定期監査の結果に関する報告について（西川登公民館） �武雄市監査委員山口清司 武雄市監査委員川原千秋 �要回答（／） 出切・宅診 �例月出納検 査 定期監査 �6／12 



月日 �文書番号 �件名 �収受先 �処理区分 �保存簿冊名 �完結 年月日 

6月12日 �181 �（平成25年6月11日　武市監第第62号） 定期監査の結果に関する報告について（橘公民館） �武雄市監査委員山口清司 武雄市監査委員川原千秋 �要回答（／） 出切・哲 �例月出納検 査 定期監査 �6／12 

6月13日 �182 �（平成　年　月　日　第　号） 平成25年度給与減額措置の実施内容及び広域圏派遣職員の減額措 置後の給料額について（回答） �杵藤地区広域市町村圏組合 �要笥・孟） �給与関係綴 �6／12 

6月13日 �183 �（平成25年6月11日　武市農第180号） 武雄市青年就農給付金給付要綱の一部改正について（依頼） �営業部長 �要回艶壷） �告示 �6／13 

6月14日 �184 �（平成25年6月14日　　第184号） 議案の送付について �武雄市長 �要回答（／） 哲受切 �議会関係綴 �6／14 

6月14日 �185 �（平成25年6月14日　武市議第100号） 説明員の出席要請について �武雄市議会議長 �享三宝愈F �諌会関係綴 �6／14 

6月14日 �186 �（平成　年　月　日　　第　号） 健診結果集計表等の提出について �市長名 �草笛・孟） �減員健康診断関係桜 �6／14 

6月14日 �187 �（平成25年6月12日　人同対第268号） 「同和問題啓発強調月間」についての広報への協力について �県人権・同和対策裸 �要回弘由） �人権同和 �6／14 

6月17日 �188 �（平成　年　月　日　　第　号） 障害者である職員の任免に関する状況の通報について（報告） �佐賀労働局職業安定部長 �要回鎧・壷） �障害者任免状況 �6／17 

6月17日 �189 �（平成　年　月　日　　第　号） 人員の確保等に関する要求書に対する回答について �職員労働組合執行委員長 �要笥・孟） �組合 �6／17 

6月18日 �190 �（平成25年6月18日　　第　号） 告示事項変更届出書 �馬場自治会 代表者橋口秀逸 �要回弘由） �地縁による団体 認可申請書・告 　示 �6／18 



月日 �文書番号 �件名 �収受先 �処理区分 �保存簿冊名 �完結 年月日 

6月18日 �191 �（平成25年6月17日　第　号） 開示請求書（平成12年度から平成24年度までの武雄市図書館・歴史 資料館の蘭学館入場者数がわかる全文書 � �要回答（7／2） 出切・受切 �情報公開 �6／23 

6月19日 �192 �（平成25年6月18日　　第　号） 開示請求書（競輪事業所） � �要回答（7／3） 出切・受切 �情報公開 �6／25 

6月19日 �193 �（平成25年6月18日　　第　号） 開示請求書（競輪事業所） � �要回答（7／3） 出切・受切 �情報公開 �6／25 

6月19日 �194 �（平成25年6月18日　　第　号） 開示請求書（競輪事業所） � �要回答（7／3） 出切・受切 �情報公開 �6／25 

6月20日 �195 �（平成25年6月20日　武市水第57号） 水道事業会計の計理状況について（報告） �武雄市長　水道事業 �要回弘毎） �水道会計 �6／20 

6月20日 �196 �（平成25年6月20日　武市工水第17号） 工業用水道事業会計の計理状況について（報告） �武雄市長　工業用水道事業 �要回荒廃） �水道会計 �6／20 

6月20日 �197 �（平成　年　月　日　　第　号） 児童手当支払通知 �受給者各位 �要鞄孟） �児童手当綴 �6／20 

6月20日 �198 �（平成25年6月10日　　第32号） 平成25年度佐賀県人権擁護委員連合会総会の開催について（御礼） �佐賀県人権擁護委員連合会長 �要回荒廃） �人権擁護 �6／20 

6月21日 �199 �（平成　年　月　日　第　号） 青色防犯パトロール講習会の開催に伴う出動依頼について（伺い）武 内 �市長名 �要回答（／） ㊥受切 �書色肪氾パトロール桝習榔 �6／21 

6月■21日 �200 �（平成25年6月21日　武市議第112号） 武雄市議会の会議結果について �武雄市議会議長杉原豊喜 �要回㌫毎） �議決結果 �6／21 



月日 �文書番号 �件名 �収受先 �処理区分 �保存簿冊名 �完結 年月日 

6月24日 �201 �（平成　年　月　日　　第　号） 職員の応援要請について �各所属長 �事笥・孟） �一般 �6／24 

6月24日 �202 �（平成25年6月24日　　第　号） 告示事項変更届出書 �亀の甲自治会 代表者平原実 �事固監由’ �地縁による団体 認可申請書・告 　示 �6／24 

6月24日 �203 �（平成　年　月　日　第　号） 「社会明るくする運動」強化月間に伴うメッセージ伝達式及びパレード 実施について �市長名 �要回㌫感） �更生保護関係綴 �6／24 

6月25日 �204 �（平成25年6月24日　佐解協第15号） 平成25年度同和問題県民対象研修会の開催について（ご案内） �佐賀県部落解放推進協議 会理事長坂井浩毅 �要回鎧感） �部落解放推進協犠会 �6／25 

6月25日 �205 �（平成25年6月24日　　第78号） 平成25年度唐津市同和問題講演会の開催について（ご案内） �唐津市長 �要固監壷） �人権同和 �6／25 

6月25日 �206 �（平成　年　月　日　　第　号） ＼ナ、－ インターンシップの受け入れについて（依頼） �政策部長名 �宴笥・孟） �インターンシップ �6／25 

6月26日 �207 �（平成　年　月　日　　第　号） 夏季休暇の取り扱いについて（通知） �政策部長名 �那塾・孟） �服務 �6／26 

7月4日 �208 �（平成25年7月3日　　第　号） 平成元年以降の武雄市議会選挙及び武雄市長選挙の投票率がわかる全文書 � �要回答（7／18） 出切・受切 �情報公開 �7／18 

6月27日 �209 �（平成　年　月　日　　第　号） 議決書の送付について �佐賀県市町総合事務組合 　管理者 �要回髭・壷） �佐賀爪市町総合書棚含 �6／27 

6月27日 �210 �（平成25年6月25日　佐解協第21号） 平成25年度同和問題市町講座の開催について（ご案内） �佐賀県部落解放推進協議 会理事長坂井浩毅 �要回答（／） ⑳・受切 �部落解放推進協機会 �6／27 



月日 �文書番号 �件名 �収受先 �処理区分 �保存簿冊名 �完結 年月日 

6月28日 �211 �（平成25年6月27日　人擁第112号） 人権擁護委員の委嘱について（通知） �佐賀地方法務局長　古門照憲 �要回鎧由） �人権擁護委員推薦 �6／28 

6月28日 �212 �（平成25年6月28日　武市議第125号） 説明員の出席要請について �武雄市議会議長 �要回鎧・壷） �議会関係綴 �6／28 

6月27日 �213 �（平成25年6月26日　市町村第919号） 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関 係法律の整備に関する法律（自治行政局関係）」の公布及び施行につ いて（通知） �佐賀県経営支援本部長 �要回髭．壷） �平成25年度 一般文書綴 （法制係） �7／1 

6月27日 �214 �（平成25年6月26日　市町村第874号） 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関 �佐賀県経営支援本部長 �要回鮎靂） �平成25年度 一般文書綴 �7／1 
係法律の整備に関する法律」の成立を踏まえた対応について（通知） ���（法制係） 

l L 6月28日 �215 �（平成25年6月26日　九市会第32号） 第36回九州地区法律問題研究会における議題及び情報交換課題の �九州市長会 �要回鎧感） �九州地区法 律問題研究 �7／2 

回答の提出について（依頼） ���∠ゝ 耳 

6月28日 �216 �（平成25年6月28日　　第　号） 開示請求書（平成24年度武雄市議会政務調査費）議会事務局 �西日本新聞社 �要回答（7／12） 　出切・受切 �情報公開 �7／9 

7月2日 �217 �（平成　年　月　日　　第　号） 武雄市地域防災計画の決定について �市長名 �要回答（／） 珍受切 �地域防災計画 �7／2 

7月2日 �218 �（平成　年　月　日　　第　号） 交通教室に伴う出動依頼について（伺い）若木小学校 �市長名 �要回払孟） �交通安全教室療 �7／2 

7月2日 �219 �（平成　年　月　日　　第　号） 夏の交通安全県民運動に伴う協力依頼について �市長名 �要回亀．孟） �交通安全一般文雷桜 �7／2 

7月2日 

（平成　年　月　日　　第　号） 児童手当支給事由消滅通知書 �受給者各位 �要回答（／） ◎・受切 �児童手当綴 �7／2 



月日 �文書番号 �件名 �収受先 �処理区分 �保存簿冊名 �完結 年月日 

7月3日 �221 �（平成25年7月3日　人擁第115号） 全国一斉「高齢者・陣がい者の人権あんしん相談」強化週間に係る広報について（依頼） �佐賀地方法務局長　古門照憲 �葉回鎧・壷） �人権擁護 �7／3 

7月4日 �222 �（平成25年7月3日　　第　号） 開示請求書（昭和40年及び昭和41年の武雄市議会定例会及び臨時議会における一般質問通告書） � �要回答（7／18） 　出切・受切 �情報公開 �7／16 

7月5日 �223 �（平成25年7月3日　人同対第348号） 平成24年度佐賀県部落史調査研究報告書について（送付） �人権同和対策課長 �要笥・孟） �人権同和 �7／5 

7月8日 �224 �（平成25年7月8日　　第　号） 告示事項変更届出書 �二俣区自治会 代表者野田達夫 �要回鮎由） �地縁による団体 認可申請書・告 　示 �7／8 

7月9日 �225 �（平成25年7月5日　第　号） H24年4月12日に武雄市図書館・歴史資料館で実施されたアンケート の許可に関わる全文書 � �要回答（7／23） 　出切・受切 �情報公開 �7／23 

7月9日 �226 �（平成25年7月5日　　　第　　号） FB良品HD協蔑会、F＆B良品HD、F＆B良品HD協議会、F＆B � �睾回答（7／23） �情報公開 �7／23 
ホールディングス、F＆Bホールディングス企業連合、FBホールディン グス企業連合、FB良品全国運営協譲会に関する全文書 ��出切・受切 

7月9日 �227 �（平成25年7月9日　武市監第81号） 例月出納検査の結果について（報告） �武雄市監査委員 �要回答（／） 尊’受切 �例月出納検 査 定期監査 �7／9 

7月10日 �228 �（平成　年　月　日　　　第　　号） 補助金等決定通知書 �市長名 �要回答（　／　） �消防団運嘗事業補助金 �3／31 
（平成25年度武雄市消防団運営事業（本団・分団）に対する補助金等 交付決定通知書） ��㊥・受切 

7月10日 �229 �（平成25年7月10日　　第　号） 武雄市市政アドバイザー設置要綱又はそれに類する文書 � �要回答（7／24） 　出切・受切 �情報公開 �7／24 

7月10日 �230 �（平成25年7月10日　第　号） 平成17年及び平成18年及び平成19年の武雄市図書館・歴史資料館 の閉館日数がわかる文書 � �要回答（7／24） 　出切・受切 �情報公開 �7／24 



月日 �文書番号 �件名 �収受先 �処理区分 �保存簿冊名 �完結 年月日 

7月10日 �231 �（平成25年7月10日　第　号） 武雄市図書館・歴史資料館における平成25年4月1日から平成25年6 月30日までの市内・市外来館者数がわかる全文書 � �要回答（7／24） 　出切・受切 �情報公開 �7／24 

7月10日 �232 �（平成　年　月　日　第　号） 交通安全街頭キャンペーンに伴う警察署及び交通安全指導員への出 動依頼について �市長名 �要筍孟） �交通安全一般文雷棋 � 

7月10日 �233 �（平成　年　月　日　　第　号） 兼業の許可について（伺） �市長名 �要笥・孟） �兼業許可申請書 � 

7月10日 �234 �（平成　年　月　日　　第　号） 第32回佐賀県消防操法大会に伴う消防操法指導員の派遣について �市長名 �要笹・孟） �県操法大会 � 

7月12日 �235 �（平成25年7月12日　　第235号） 人権擁護委員の候補者の推薦について �佐賀地方法務局長 �妻格・孟） �人権擁護委員推薦 �7／12 

7月16日 �236 �（平成25　712日　人擁第119号） 人権啓発活動地方委託事費に関する実地調査について（通知） �佐賀地方法務局長 �要回荒く壷） �人格啓発地方委託費 �7／16 

7月16日 �237 �（平成25年7月12日　佐市人同第　号） 「同和問題講演会」の開催について �佐賀市長　秀島　敏行 �軍国荒く壷） �人権同和 �7／16 

7月17日 �238 �（平成25年7月17日　武市監第83号） 監査の結果に関する報告について（武雄市体育協会） �武雄市監査委員山口清司 武雄市監査委員川原千秋 �要回熱感） �監査 �7／17 

7月17日 �239 �（平成25年7月17日　武市監第84号） 監査の結果に関する報告について（文化・学習課） �武雄市監査委員山口清司 武雄市監査委員川原千秋 �要回熟慮） �監査 �7／17 

7月17日 �240 �（平成25年7月17日　武市監第84号） 監査の結果に関する報告について（武雄公民館） �武雄市監査委員山口清司 武雄市監査委員川原千秋 �要回雷毎ら’ �監査 �7／17 



月日 �文事番号 �件名 �収受先 �処理区分 �保存簿冊名 �完結 年月日 

7月17日 �241 �（平成25年7月17日　武市監第84号） 監査の結果に関する報告について（図書館・歴史資料館） �武雄市監査委員山口清司 武雄市監査委員川原千秋 �酌敬重’ �監査 �7／17 

7月17日 �242 �（平成25年7月17日　武市監第84号） 監査の結果に関する報告について（教育総務課） �武雄市監査委員山口清司 武雄市監査委員川原千秋 �要回雷長盛） �監査 �7／17 

7月17日 �243 �（平成25年7月17日　武市監第84号） 監査の結果に関する報告について（学校教育課） �武雄市監査委員山口清司 武雄市監査委員川原千秋 �要図艶薗） �監査 �7／17 

7月19日 �244 �（平成　年　月　日　　第　号） 第32回佐賀県消防操法大会の開催について �市長名 �草野孟’ �県操法大会 � 

7月19日 �245 �（平成25年7月16日　小市人第61号） 平成25年度『小城市人権・同和問題講演会』の開催について �小城市長　江里口　秀次 �要固鮎由） �人権同和 �7／19 

7月19日・ �246 �（平成25年7月18日　人同対第407号） 第38回部落開放・人権西日本夏期講座への参加について（依頼） �佐賀県くらし環境本部長 �要回監房） �人権同和 �7／19 

7月19日 �247 �（平成25年7月9日　人同対第338号） 同和問題啓発チラシの送付について �佐賀県くらし環境本部長 �要回監房） �人権同和 �7／19 

7月19日 �248 �（平成25年7月9日　人同対第281号） 同和問題啓発強調月間への協力について �佐賀県くらし環境本部長 �要回鎧由） �人権同和 �7／19 

7月19日 �249 �（平成　年　月　日　　第　号） 平成25年度同和問題講演会の開催について（依頼） �佐賀県くらし環境本部長 �睾回鎧慮） �人権同和 �7／19 

7月19日 �250 �（平成25年7月9日　人同対第282号） 同和問題啓発ポスター及び泣致問題啓発ポスターについて（送付） �佐賀県くらし環境本部長 �要回弘由） �人権同和 �7／19 



月日 �文書番号 �件名 �収受先 �処理区分 �保存簿冊名 �完結 年月日 

7月19日 �251 �（平成25年7月19日　武市水第80号） 水道事業会計の計理状況について（報告） �武雄市長（水道事業） �賽回鎧由） �水道会計 �7／19 

7月19日 �252 �（平成25年7月19日　武市工水第20号） 工業用水道事業会計の計理状況について（報告） �武雄市長（工業用水道事業） �要回監由） �水道会計 �7／19 

7月19日 �253 �（平成　年　月　日　　第　号） 「こころの健康づくり実行宣言」の登録について �武雄市長名 �要回髭・壷） �職員健康診断 �7／19 

7月22日 �254 �（平成25年7月22日　武市競第229号） 顧問弁護士相談事前届出について �競輪事業所長　小田　修 �妻回答（／） ⑳・受切 �弁護士相談 �7／22 

7月22日 �255 �（平成　年　月　日　　第　号） 平成25年度同和問題県民対象研修会への参加について（お願い） �各位 �要匡亀．孟） �人権同和 �7／22 

7月22日 �256 �（平成　年　月　日　　第　号） 平成25年度武雄市職員採用試験の委託契約について �武雄市長名 �要回答（／） 　出切・⑳ �職員採用試験 �7／22 

7月23日 �257 �（平成25年7月22日　鳥総第4370号） 第34回佐賀県文書行政事務担当者会議の開催について �鳥栖市長　橋本康志 �要回答（／） 　出切・⑳ �文書行政事 務担当者会 議 �7／23 

7月23日 �258 �（平成25年7月23日　武市選第156号） 第23回参議院議員通常選挙の結果について �武雄市選挙管理委員会 委員長山崎貴 �要回鮎感） �選挙管理綴 （報告等） �7／23 

7月23日 �259 �（平成　年　月　日　　第　号） 退職報償金支払請求書 �市長名 �要回答（／） 轡●受切 �消防団退職 報償金関係 綴 �7／23 

7月24日 �260 �（平成25年7月24日　第　号） 株式会社サティスファクションギャランティードジャパンと武雄市との間 で交わされた全文書 � �要回答（8／7） 出切・受切 �情報公開 �8／7 



月日 �文書番号 �件名 �収受先 �処理区分 �保存簿冊名 �完結 年月日 

7月24日 �261 �（平成25年7月24日　　第　号） 株式会社SIISと武雄市との間で交わされた全文書 � �要回答（8／7） 出切・受切 �情報公開 �8／7 

7月24日 �262 �（平成　年　月　日　　第　号） 映画「めぐみ」及びアニメ「めぐみ」の活用について（通知） �佐賀県人権・同和対策課長 �要回鮎由） �人権同和 �7／24 

7月24日 �263 �（平成25年7月23日　伊教委生第201号） 『同和問題講演会』の開催について（ご案内） �伊万里市長 伊万里市教育長 �要回鎧由） �人権同和 �7／24 

7月24日 �264 �（平成25年7月11日鹿市人同対第15号） 平成25年度鹿島市同和問題講演会の開催について（ご案内） �鹿島市長 鹿島市教育長 �要回鎧J畠） �人権同和 �7／24 

7月25日 �265 �（平成　年　月　日　第　号） 平成25年度全国高等学校総合体育大会時の交通安全指導員の出動 依頼について（伺い） �市長名 �妻笥・孟） �交通安全一般文書 �7／25 

7月26日 �266 �（平成　年　月　日　　第　号） 平成25年度武雄市職員採用試験の実施について �市長名 �棄回弘壷） �職員採用試験 �7／26 

7月26日 �267 �（平成　年　月　日　　第　号） 地方公務員健康状況等調査について �総務課長名 �棄回鎧由） �照会文書 �7／26 

7月26日 �268 �（平成25年7月26日　武市会第35号） 平成24年度武雄市歳入歳出決算書の提出について �武雄市会計管理者 　成松葉 �葉巻・孟’ �決算書 �7／26 

7月29日 �269 �（平成25年7月25日　武市監第58号） 平成24年度武雄市公営企業会計の決算審査意見について �武雄市監査委員 �要回監ヰ畠） �監査 �7／29 

7月29日 �270 �（平成25年　月　日　　第　号） 平成25年度同和問題講演会への参加について（依頼） �政策部長名 �要勒孟） �人権同和 �7／29 



月日 �文書番号 �件名 �収受先 �処理区分 �保存簿冊名 �完結 年月日 

7月29日 �271 �（平成25年7月29日　　第　号） 平成24年度武雄市一般会計等の決算審査について �武雄市監査委員 �事筍孟） �決暮雷、韓全化判断比率讐 �7／29 

7月29日 �272 �（平成25年7月29日　　第　号） 平成24年度武雄市一般会計等の健全化判断比率等について �武雄市監査委員 �要筍孟） �決算雷、ヰ仝化判断比率専 �7／29 

7月29日 �273 �（平成25年7月25日　武市議第177号） 説明員の出席要請について �武雄市議会議長 �事回監由） �議会関係綴 �7／29 

7月29日 �274 �（平成　年　月　日　　第　号） 平成25年度自治大学校研修生の推薦について �市長名 �賓鞄孟） �職員研修 �7／29 

7月30日 �275 �（平成25年7月23日　河第636号） 水防法の一部改正に伴う自衛水防への支援措置の実施について（通 知） �佐賀県県土づくり本部 　河川砂防裸長 �要回答（／） 出切・㊥ �防災一般関係綴 �7／30 

7月30日 �276 �（平成25年7月23日　河第636号） 水防法の一部改正に伴う事業所等への周知の徹底について（通知） �佐賀県県土づくり本部 　河川砂防課長 �要回乳歯） �防災一般関係繍 �7／30 

7月30日 �277 �（平成25年7月23日　河第653号） 水防法及び河川法の一部を改正する法律の一部施行について（送付） �佐賀県県土づくり本部 　河川砂防課長 �要鞄孟） �防災一般関係綴 �7／30 

7月31日 �278 �（平成　年　月　日　第　号） 平成25年度交通安全功労者等表彰（佐賀県交通対策協議会長表彰） 候補者の推薦について �市長名 �愈（／） 出切・受切 �武雄市交通安全指導員 �7／31 

7月31日 �279 �（平成25年7月31日　武市議第185号） 会議録の送付について �武雄市議会議長杉原豊 　　喜 �要回弘感） �議事録 �7／31 

7月31日 �280 �（平成25年7月26日　　第86号） 平成24年度資金不足比率について �水道課長　笠原　孝久 �要回私感） �水道会計 �7／31 



月日 �文書番号 �件名 �収受先　　　　　　処理区分 ��保存簿冊名 �完結 年月日 

8月1日 �281 �（平成25年7月31日　武市監第90号） 例月出納検査の結果について（報告） �武雄市監査委員 �責苦由一 �監査 �8／1 

8月1日 �282 �（平成　年　月　日　　第　号） 全国一斉「子どもの人権110番」強化週間の広報について（依頼） �佐賀地方法務局人権擁護課長 �事回髭痘） �人権同和 �8／1 

8月2日 �283 �（平成25年8月1日　第　号） 武雄市図書館・歴史資料館改修工事（委教第22号分）に関する全て の文書 � �要回答（8／16） 　出切・受切 �情報公開 �8／30 

8月2日 �284 �（平成25年8月1日　第　号） 武雄市図書館・歴史資料館改修工事（委教第23号分）に関する全て の文書 � �辛回答（8／16） 　出切・受切 �情報公開 �8／30 

8月2日 �285 �（平成25年8月2日　　　第　　号） 平成19年4月23日から平成25年8月1日までの市政アドバイザーへの就 � �要回答（8／16） �情報公開 �8／16 
任・辞任・解任の日付・氏名及び支出された金銭の明細と金額が分か る全文書 ��出切・受切 

8月5日 �286 �（平成25年8月2日　　第　号） 武雄市図書館機能拡充事業・空間創出業務に関するすべての文書 � �要回答（8／19） 　出切・受切 �情報公開 �8／30 

8月5日 �287 �（平成25年8月2日　第　号） 武雄市図書館機能拡充事業・サービス環境整備業務に関するすべて の文書 � �要回答（8／19） 　出切・受切 �情報公開 �8／30 

8月5日 �288 �（平成25年8月2日　第　号） 武雄市図書館機能拡充事業・図書館システム更新業務に関するすべての文 書 � �睾回答（8／19） 　出切・受切 �情報公開 �8／30 

8月5日 �289 �（平成　年　月　日　　第　号） 平成25年度武雄市消防団夏季訓練の実施について �市長名 �責苛転一 �武雄市消防 団 訓練関係 綴 �8／5 

8月6日 �290 �（平成25年8月5日　　第　号） 顧問弁護士相談報告書の提出について �競輪事業所長　小田　修 �睾回荒く畠） �弁護士相談 �8／6 



月日 �文書番号 �件名 �収受先 �処理区分 �保存簿冊名 �完結 年月日 

8月6日 �291 �（平成25年8月2日　人同対第445号） 「泣致問題を考える国民の集いin佐賀」についての広報への協力につ いて（依頼） �くらし環境本部長 �要回数壷） �人権同和 �8／6 

8月6日 �292 �（平成　年　月　日　第　号） 平成25年度佐賀県消費者行政活性化事業費補助金変更承認申請書 の提出について �佐賀県知事　古川　　康 �要鞄孟） �消費生活 �8／6 

8月7日 �293 �（平成　年　月　日　　第　号） 派遣職員の給料月額の変更について（通知） �長崎市長　田上　富久 �要私益） �給与関係綴 �8／7 

8月7日 �294 �（平成　年　月　日　　第　号） 平成25年度武雄市総合防災訓練の開催について �市長名 �草笛孟） �防災訓練 �8／7 

8月9日 �295 �（平成　年　月　日　　第　号） 平成25年度同和問題講演会への参加について（お願い） �人権擁護委員 �要醜孟） �人権同和 �8／9 

8月9日 �296 �（平成25年8月9日　第　号） 平成24年度から25年度に行われた武雄市図書館・歴史資料館の改修 工事にあたって撤去された資材・備品・資料の一覧とその処分先がわ かる全文書 � �包．㌶3） �情報公開 �8／14 

8月12日 �297 �（平成25年8月9日　　第　号） 補助金申請書（武雄市職員互助会） �武雄市職員互助会 会長山田浩則 �要協・孟） �互助会補助金綴 �8／12 

8月12日 �298 �（平成25年8月12日　　第　号） 開示請求書（商工流通課） � �観．㌶6） �情報公開 �8／14 

8月12日 �299 �（平成　年　月　日　　第　号） 開示請求書（文化学習課） � �毒覿諾） �情報公開 �8／14 

8月14日 �300 �（平成25年8月14日　　第　号） 開示請求書（文化学習課） � �囁く㌶8） �情報公開 �8／27 



月日 �文書番号 �件名 �収受先 �処理区分 �保存簿冊名 �完結 年月日 

8月19日 �301 �（平成　年　月　日　　第　号） 交通教室開催に伴う出動依頼について（伺い）下西山陽老会 �市長名 �妻回㌫壷） �出前津座関係綴 �8／19 

8月19日 �302 �（平成25年8月16日　杵工水第174号） 議会招集の告示について（依頼） �杵島工業用水道企業団 企業長武村弘正 �葺き濁声 �一般文書綴 （法制係） �8／19 

8月19日 �303 �（平成25年8月19日　武市議第206号） 説明員の出席要請について �武雄市議会議長　杉原豊喜 �要回数由） �議会関係綴 �8／19 

8月20日 �304 �（平成25年8月16日　武市議第205号） 説明員の出席要請について �武雄市議会議長　杉原鼻音 �要回鉛壷） �議会関係綴 �8／20 

8月20日 �305 �（平成25年8月20日　武市水第90号） 水道事業会計の計理状況について（報告） �武雄市長（水道事業） �要回議壷） �財政状況の公 表・公営企業 業務状況の公 表 �8／20 

8月20日 �306 �（平成25．年8月20日　武市工水第22号） 工業用水道事業会計の計理状況について（報告） �武雄市長（工業用水道事業） �宴回髭壷） �財政状況の公 表・公営企業 業務状況の公 表 �8／20 

8月22日 �307 �（平成25年8月22日　　第213号） 説明員の出席要請について �武雄市議会諌長　杉原鼻音 �妻回私議） �議会関係綴 �8／23 

8月22日 �308 �（平成25年8月19日　市町村第1283号） 市町実務研修職員研修会の参加について �佐賀県経営支援本部市町 　村課長 �要鞄扁’ �職員研修 �8／22 

8月26日 �309 �（平成　年　月　日　　第　号） 武雄市議会定例会の招集について �武雄市長 �要笥扁） �議会関係綴 �8／26 

8月26日 �310 �（平成　年　月　日　　第　号） 議案の送付について �武雄市長 �要鞄孟） �議会関係綴 �8／26 



月日 �文書番号 �件名 �収受先 �処理区分 �保存簿冊名 �完結 年月日 

8月27日 �311 �（平成25年8月27日　武市監第88号） 平成24年度決算審査意見の提出に示、て �武雄市監査委員 �要回鎧由） �例月出納検 査 定期監査 �8／27 

8月27日 �312 �（平成25年8月27日　武市監第97号） 平成24年度武雄市決算に基づく財政健全化判断比率及び資金不足 �武雄市監査委員山口清 司　武雄市監査委員 �要認由） �例月出納検 　査 �8／27 
比率の審査意見について �川原千秋 ��定期監査 

8月28日 �313 �（平成　年　月　日　　第　号） 道路の危険箇所調査依頼について �市長名 �要回答（／） 哲受切 �道路危険箇所点検 �8／28 

8月28日 �314 �（平成　年　月　日　　第　号） 平成26年春の叙勲候補者の上申書類の提出に伴う戸籍抄本及び刑 �総務課長名 �野i9／10 �叙勲関係 �8／28 

罰等調書の公用申請について ��出切・受切 

8月29日 �315 �（平成25年8月23日　佐共保第213号） 健康管理研修会の開催について �佐賀県市町村共済組合 　理事長 �鞄㍊） �健康診断関係 �8／29 

8月29日 �316 �（平成25年8月21日　人擁第137号） 人権擁護委員候補者の推薦について（依頼） �佐賀地方法務局長 �要回鉛由） �人権擁護委員推薦 �8／29 

8月29日 �317 �（平成25年8月21日　人擁第138号） 人権擁護委員候補者の推薦について �佐賀地方法務局人権擁護課長 �鞄羞6） �人権擁護要具推薦 �8／29 

8月29日 �318 �（平成25年8月2日　第140号） 「全国一斉！法務局休日相談所」の開設に関するポスター及びチラシ について（依頼） �佐賀地方法務局武雄支局長 �要回髭毎） �人権擁護 �8／29 

8月30日 �319 �（平成25年8月30日　武市議第212号） 議会出席要請について �武雄市議会議長 �要笥・孟） �議会関係綴 �8／30 

9月2日 �320 �（平成　年　月　日　　第　号） 議会欠席届 �武雄市議会議長 �要髄） �議会関係綴 �9／2 



月日 �文書番号 �件名 �収受先 �処理区分 �保存簿冊名 �完結 年月日 

9月2日 �321 �（平成25年8月29日　佐共保第165号） 「特定健康診査等に係る健康診断の記録の提供等に関する覚書」の締 結について（依頼） �佐賀県市町村共済組合 　理事長 �要回答（9／2） 出切・受切 �健康診断関係 �9／2 

9月2日 �322 �（平成25年9月2日　武市監第101号） 例月出納検査の結果について（報告） �武雄市監査委員山口清 司　武雄市監査委員 　川原千秋 �要回鮎盛） �例月出納検 査 定期監査 �9／3 

9月2日 �323 �（平成　年　月　日　　第　号） 議案の送付について �武雄市長 �事態孟） �議会関係綴 �9／2 

9月3日 �324 �（平成25年8月30日　武市秘第47号） 平成25年度武雄市被表彰候補者の推薦について（依頼） �副市長　前田　敏美 �趣く9／17） 出切・受切 �武雄市表彰 候補者の推 薦 �9／11 

9月3日 �325 �（平成25年9月3日　武市監第98号） 定期監査の実施について（通知） �武雄市監査委員山口清 司　武雄市監査委員 　川原千秋 �要回弘壷） �例月出納検 査 定期監査 �9／3 

9月3日 �326 �（平成25年9月2日　　第514号） 議案の送付について �唐津市長坂井俊之 �要回鮎壷） �議案 �9／3 

9月3日 �327 �（平成25年9月2日　　第　号） 異議申立書（入替後に使用されるシステムマニュアル） � �要回鎧壷） �情報公開 �9／3 

9月3日 �328 �（平成25年9月2日　　第　号） 異議申立書（改修後の図書館内作業マニュアル） � �要回監感） �情報公開 �9／3 

9月3日 �329 �（平成25年9月2日　　第　号） 異議申立書（図書館内作業時の労働災害防止マニュアル） � �要回数壷） �情報公開 �9／3 

9月3日 �330 �（平成25年9月2日　　第　号） 適法処理の要求 � �要回髭由） �情報公開 �9／3 



月日 �文書番号 �件名 �収受先 �処理区分 �保存簿冊名 �完結 年月日 

9月3日 �331 �（平成25年8月30日　人同対第526号） 第24回差別と人権を考える佐賀県民集会への参加について �佐賀県くらし環境本部長 �要回答（／） 出切・哲 �人権同和 �9／3 

9月4日 �332 �（平成　年　月　日　　第　号） 連合佐賀南部地域協議会「政策要求書」に対する回答について �連合佐賀南部地域協議会諌長 �要回若適） �組合 �9／4 

9月5日 �333 �（平成25年9月5日　　第333号） 第24回差別と人権を考える佐賀県民集会への参加について �副市長　前田　敏美 �要鮎） �人権同和 �9／5 

9月5日 �334 �（平成　年　月　日　　第　号） 条件付採用職員の勤務評定の報告について（依頼） �総務課長名 �要髄） �任免 �9／5 

9月5日 �335 �（平成　年　月　日　　第　号） 武雄市交通安全指導員正副会長会及び幹事会の開催について �市長名 �妻準・孟’ �武雄市交通安全指導員 �9／5 

9月5日 �336 �（平成　年　月　日　　第　号） 武雄市地域防災計画の修正について（報告） �佐賀県知事 �要私益） �防災 �9／5 

9月6日 �337 �（平成　年　月　日　第　号） 平成25年度武雄市職員採用第1次試験（民間企業等職務経験者）の 合格通知及び第2次試験の実施について �市長名 �事態孟） �職員採用試験 �9／6 

9月6日 �338 �（平成25年9月5日　人同対第582号） 「泣致問題を考える国民の集いin佐賀」の開催について �佐賀県くらし環境本部長 �要回鎧由） �人権 �9／6 

9月6日 �339 �（平成　年　月　日　　第　号） 平成26年度春の叙勲候補者の上申について �市長名 �要勒孟） �叙勲 �9／6 

9月9日 �340 �（平成　年　月　日　第　号） 全国瞬時警報システムUアラート）の全国一斉情報伝達訓練の実施に ついて �市長名 �笥・孟’ �国民保護 �9／9 



月日 �文書番号 �件名 �収受先 �処理区分 �保存簿冊名 �完結 年月日 

9月9日 �341 �（平成　年　月　日　　第　号） 秋の交通安全県民運動に伴う協力依頼について �市長名 �責苛匿＋ �交通安全一般文雷楳 �9／9 

9月10日 �342 �（平成　年　月　日　第　号） 交通安全街頭キャンペーンに伴う警察署及び交通安全指導員への出 動依頼について �市長名 �事回艶由） �交通安全一般文雷穣 �9／10 

9月10日 �343 �（平成25年9月9日　　第　号） 開示請求書（水道課） � �要回答（9／23） 　出切・受切 �情報公開 �9／23 

9月10日 �344 �（平成25年9月6日　　第　号） 開示請求書（秘書課、商工流通課） � �要回答（9／24） 　出切・受切 �情報公開 � 

9月10日 �345 �（平成25年9月10日　　第　号） 開示請求書（総務課） � �要回答（9／24） 　出切・受切 �情報公開 � 

9月10日 �346 �（平成25年9月10日　　第　号） 説明員の出席要請について �武雄市議会議長 �要回答（／） 出切⑳ �議会関係綴 �9／12 

9月12日 �347 �（平成25年9月11日　　第　号） 開示請求書（商工流通課） � �要回答（9／26） 　出切・受切 �情報公開 � 

9月12日 �348 �（平成25年9月11日　　第155号） 全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間の広報について（依頼） �佐賀地方法務局長 �要回あ・孟） �人権 �9／12 

9月12日 �349 �（平成25年8月19日　鳥総第5230号） 第34回佐賀県文書行政事務担当者会議の開催について �鳥栖市長　橋本康志 �観鵠3） �文書行政事 務担当者会 議 �9／12 

9月13日 �350 �（平成25年9月13日　　第　号） 議案の送付について �武雄市長 �要鮎） �議会関係綴 �9／13 



月日 �文書番号 �件名 �収受先 �処理区分 �保存簿冊名 �完結 年月日 

9月13日 �351 �（平成25年9月12日　　第　号） 開示請求書（秘書課） � �要回答（9／27） 　出切・受切 �情報公開 � 

9月18日 �352 �（平成　年　月　日　　第　号） 職員に対する不利益処分について（報告） �佐賀県人事委員会委員長 �要回髭壷） �懲戒・分限処分 �9／18 

9月18日 �353 �（平成25年9月18日　　第　号） 新啓発ポスター追加掲出に係る協力について（照会） �県人権同和対策課 �要回答（9／26） 　出切・受切 �人権同和 �9／18 

9月20日 �354 �（平成25年9月20日　武市工水第23号） 工業用水道事業会計の計理状況について（報告） �武雄市長（水道事業） �要回荒く畠） �例月出納検 査 定期監査 �9／20 

9月20日 �355 �（平成25年9月20日　武市水第100号） 水道事業会計の計理状況について（報告） �武雄市長（水道事業） �要回答（／） 出切⑳ �例月出納検 査 定期監査 �9／20 

9月20日 �356 �（平成　年　月　日　　第　号） 平成25年度総務大臣表彰贈呈候補者の推薦について（依頼） �武雄市長 �要協・孟） �武雄市表彰 候補者の推 薦 �9／20 

9月20日 �357 �（平成　年　月　日　　第　号） 開示決定通知書（総務課） �武雄市長 �章笥・声’ �情報公開 �9／20 

9月20日 �358 �（平成　年　月　日　　第　号） 開示決定通知書の送付について（総務課） �武雄市長 �書簡孟） �情報公開 �9／20 

9月20日 �359 �（平成25年9月20日　佐解協第32号） 平成25年度「差別の現実に学ぶ研修会」の開催について �佐賀県部落解放推進協議 会理事長坂井浩毅 �書簡・孟） �部落解放推進協議会 �9／20 

9月24日 �360 �（平成　年　月　日　　第　号） 人事の発令について（協議） �市長名 �要協・孟） �任免 �9／24 



月日 �文書番号 �件名 �収受先 �処理区分 �保存簿冊名 �完結 年月日 

9月24日 �361 �（平成25年9月19日　鳥総第6090号） 第34回佐賀県文書行政事務担当者会議の議題について（送付） �鳥栖市長　橋本康志 �式敷チ給1） �文書行政事 務担当者会 議 �9／26 

9月24日 �362 �（平成25年9月20日　訟第68号） 平成25年度佐賀地区行政庁訟務担当者協議会の開催について（御 依頼） �佐賀地方法務局長　古門照憲 �毒熱意忘7） �一般文書綴 （法制係） �9／26 

9月24日 �363 �（平成25年9月21日　　第　号） 開示請求書（フェイスブックシティ課） � �要回答（10／8） 　出切・受切 �情報公開 �10／8 

9月24日 �364 �（平成25年9月21日　　第　号） 開示請求書（フェイスブックシティ課） � �要回答（10／8） 　出切・受切 �情報公開 �10／8 

9月24日 �365 �（平成25年9月21日　　第　号） 開示請求書（商工流通課） � �要回答（10／8） 　出切・受切 �情報公開 � 

9月24日 �366 �（平成25年9月21日　　第　号） 開示請求書（総務課） � �要回答（10／8） 　出切・受切 �情報公開 �10／8 

9月24日 �367 �（平成25年9月21日　　第　号） 開示請求書（総務課） � �要回答（10／8） 　出切・受切 �情報公開 �10／8 

9月24日 �368 �（平成25年9月21日　　第　号） 開示請求書（文化学習課） � �要回答（10／8） 　出切・受切 �情報公開 � 

9月24日 �369 �（平成25年9月21日　　第　号） 開示請求書（文化学習課） � �要回答（10／8） 　出切・受切 �情報公開 � 

9月24日 �370 �（平成25年9月21日　　第　号） 開示請求書（商工流通課） � �要回答（10／8） 　出切・受切 �情報公開 � 



月日 �文書番号 �件名 �収受先 �処理区分 �保存簿冊名 �完結 年月日 

9月24日 �371 �（平成25年9月21日　　第　号） 開示請求書（商工流通課） � �妻回答（10／8） 　出切・受切 �情報公開 � 

9月24日 �372 �（平成25年9月21日　　第　号） 開示請求書（秘書課） � �要回答（10／8） 　出切・受切 �情報公開 � 

9月24日 �373 �（平成25年9月21日　　第　号） 開示請求書（秘書課） � �要回答（10／8） 　出切・受切 �情報公開 � 

9月24日 �374 �（平成25年9月21日　　第　号） 開示請求書（文化学習課） � �要回答（10／8） 　出切・受切 �情報公開 � 

9月24日 �375 �（平成25年9月21日　　第　号） 開示請求書（商工流通課） � �要回答（10／8） 　出切・受切 �情報公開 � 

9月24日 �376 �（平成25年9月21日　　第　号） 開示請求書（フェイスブックシティ課） � �要回答（10／8） 　出切・受切 �情報公開 � 

9月27日 �377 �（平成　年　月　日　　第　号） 平成26年度交通災害共済加入者募集関係用紙等調査について �佐賀県市町総合事務組合 　事務局長 �棄回答（／） ⑳・受切 �交通災害 �9／27 

9月27日 �378 �（平成　年　月　日　　第　号） 平成25年度武雄市駐在員研修会の開催について（通知） �武雄市長 �要笥・孟） �駐在員・区長 会総会、駐 在員研修会 綴 �9／27 

9月30日 �379 �（平成25年9月30日　市町村第1583号） 地縁による団体の認可事務の状況等に関する調査について（依頼） �佐賀県経営支援本部 　市町村課長 �駐（10／4） 出切・受切 �一般文書綴 （法制係） �9／30 

9月30日 �380 �（平成　年　月　日　第　号） 地方公務員災害補償基金佐賀県支部への派遣職員給与費の負担対 象職員数に関する調査について �佐賀県市町総合事務組合 　管理者武村弘正 �払（。／3。） 出切・受切 �総合事務組合綴 �9／30 



月日 �文書番号 �件名 �収受先　　　　　　処理区分 ��保存簿冊名 �完結 年月日 

9月30日 �381 �（平成25年9月30日　武市総第381号） 人権擁護委員の候補者の推薦について �佐賀地方法務局長 �葉笥・孟） �人権擁護委員推薦 �9／30 

9月30日 �382 �（平成25年9月30日　　第157号） 人権擁護委員の委嘱について（通知） �佐賀地方法務局長 �要回監由） �人権擁護委員推薦 �9／30 

10月1日 �383 �（平成　年　月　日　　第　号） 児童手当の認定通知 �受給者各位 �要鞄・孟’ �児童手当綴 �10／1 

10月2日 �384 �（平成25年10月1日　　第　号） 開示請求書（文化学習課） � �睾回答（10／16） 　出切・受切 �情報公開請求 � 

10月2日 �385 �（平成25年10月1日　　第　号） 開示請求書（文化学習課） � �要回答（10／16） 　出切・受切 �情報公開請求 � 

10月2日 �386 �（平成25年10月3日　　第　号） 平成25年度「差別の現実に学ぶ研修会」への参加について（依頼） �副市長　前田　敏美 �要鞄孟’ �人権同和 �10／2 

10月2日 �387 �（平成25年10月2日　　第　号） 開示請求書（文化学習課） � �要回答（10／16） 　出切・受切 �情報公開請求 � 

10月2日 �388 �（平成25年10月2日　　第　号） 開示請求書（商工流通課） � �要回答（10／16） 　出切・受切 �情報公開請求 � 

10月2日 �389 �（平成25年9月25日　佐市長会第248号） 第34回佐賀県文書行政事務担当者会議の開催について �佐賀県市長会会長 �要回鮎薗） �文書行政事 務担当者会 議 �10／3 

10月2日 �390 �（平成25年10月2日　武市監第116号） 例月出納検査の結果について（報告） �武雄市監査委員山口清 司　武雄市監査委員 　川原千秋 �要回数轟’ �例月出納検 査 定期監査 �10／3 



月日 �文書番号 �件名 �収受先 �処理区分 �保存簿冊名 �完結 年月日 

10月3日 �391 �（平成25年10月2日　第68号） 「情報公開・個人情報保護総合案内所」に関する広報等について（お 願い） �佐賀行政評価事務所長 �要回数由’ �一般 �10／3 

10月4日 �392 �（平成　年　月　日　第　号） 第62回九州一周駅伝競走大会開催時の交通安全指導員の出動依頼 について（伺い） �市長名 �要回私益） �交通安全一般文雷綴 �10／4 

10月4日 �393 �（平成－25年10月4日　武市議第292号） 説明員の出席要請について �武雄市議会議長 �要回鞄由） �議会関係綴 �10／4 

10月7日 �394 �（平成25年10月3日　人擁第第164号） 全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間周知ポスターの掲示について（依頼） �佐賀地方法務局人権擁護課長 �要回髭由’ �人権同和 �10／7 

t　　　　′一暮■●■一・●　　●－


