
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 

4二月1日 �1 �（平成　年　月　日　　第　号） 武雄市短期経済観測調査（たけお短観）の結果について（伺） �各位 �要笥・毒） �武雄市短期経 済観測調査 �4／1 

4月‾3日 �2 �（平成　年　月　日　　第　号） 佐賀県緊急雇用創出基金事業補助金申請 �佐賀県知事 �要笥・孟’ �緊急雇用創出 基金事業 ふるさと再生 基金事業 �4／3 

4月9日 �3 �（平成24年3月26日　　商第2047号） 伝統的工芸品「唐津焼」に係る第5次振興計画について �佐賀県知事 �要回詰・壷） �第5治振興計 画綴 �4／9 

4月10日 �4 �（平成　年　月　日　　第　号） 産地証明 �㈱クラウト �要回答（／） 　出切・受切 � �4／10 

4月10日 �5 �（平成　年　月　日　　第　号） 中小企業融資事業委託契約書 �武雄商工会議所 武雄市商工会 �要回鞄孟’ �中小企業融資 事業委託契約 書綴 �4／10 

4，月26日 �6 �（平成　年　月　日　　第　号） 平成24年度商店街再活性化推進事業に係る実施要望書について �佐賀県農林水産商工 本部商工課長 �要顎・孟’ �武雄市中心市 街地活性化支 援事業 商店街空き店 舗活用事業 �4／26 

4月27日 5月8日 �7 8 �（平成年月日　第号） F＆B良品におけるギフト商品特集の実施について（伺） （平成年月日　第号） 企業立地設置奨励金の交付決定について �F＆B良品出店者 ㈲リジョイス 取締役山中啓一 �要胃私益） 要覧・孟） �F＆B良品関 係綴 企業立地設置 奨励金 リジョイス関係 書類 �4／27 5／8 



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 �9 �（平成　年　月　日　　第　号） 武雄市中小企業融資制度の貸付利率について（通知）（4／1付） �武雄商工会議所 武雄市商工会 市内各金融機関 �要胃あ孟’） �中小企業融資 制度事務打ち 合わせ会 �5／8 

5月10日 �10 �（平成　年　月　日　　第　号） 平成23年度緊急雇用創出基金事業補助金請求書 �佐賀県知事 �要匝払孟） �緊急雇用創出 基金事業 ふるさと再生 基金事業 �5／10 

5月10日 �11 �（平成　年　月　日　　第　号） 平成23年度ふるさと再生基金事業補助金請求書 �佐賀県知事 �⑳答（4／22） 出切・受切 �緊急雇用創出 基金事業 ふるさと再生 基金事業 �5／10 

5月1．5日 �12 �（平成　年　月　日　　第　号） 平成24年度武雄総合技能専門学院事業補助金等決定通知書 �武雄職業訓練運営会 　前田敏美 �要匝亀・孟） �平成24年度 市費補助金 �5／15 

5月21．日 �13 �（平成　年　月　日　　第　号） 「平成24年度武雄市特産品振興協会総会」案内の送付について �武雄市特産振興協会 　会員 �要∈畠．孟） �特産品振興協 　∠ゝ 　コ言 �5／21 

5月28日 5月28日 5月30日 �14 15 16 �（平成年月日第号） 大規模小売店舗立地法に係る申出について （平成年月日第号） 大規模小売店舗立地法に係る申出について （平成年月日第号） 平成24年度武雄市商工振興対策事業補助金等決定通知書 �佐賀県知事 佐賀県知事 武雄市商工会 会長山口康雄 �要恒私益） 要回私益） 要回答（／） ⑲・受切 �大規模小売店 舗立地法の届 出 大規模小売店 舗立地法の届 出 平成24年度 市費補助金 �5／28 5／28 5／30 



月日 �文書番号 �件名 �収受先 �処理区分 �保存簿冊名 �完結1 年月日 

5月31日 �17 �（平成　年　月　日　　第　号） 佐賀県市町等権限移譲交付金（平成23年度分）関係事務処理報告書 �佐賀県知事 �要恒塾・孟） �権限移譲交付 　金 �5／31 

6月1日 �18 �（平成　年　月　日　　第　号） F＆B良品におけるギフト商品特集の実施について（伺） �F＆B良品出店者 �要回私益） �F＆B良品関 　係綴 �6／1 

6月1日 �19 �（平成　年　月　日　　第　号） 平成24年度武雄市伝統工芸品産業振興対策事業補助金等決定通知書 �武雄古唐津焼協同組 合理事長古賀末廣 �要胃塾孟） �平成24年度 市費補助金 �6／1 

6月5日 �20 �（平成　年　月　日　　第　号） 武雄商工会議所発行の「武雄会議所ニュース」への「F＆B良品TAKEO」の 掲載記事について �武雄商工会議所 �要回詰・畠） �F＆B良品関 　係綴 �6／5 

6月5日 �21 �（平成　年　月　日　　第　号） 「武雄コミュニティガーデン」における農作物栽培指導について �武雄コミュニティガーデ 　ン 　体験者 �要回答（／） 出切●∈∋ �武雄コミュニ ティガーデン �6／5 

6月6日 6月11日 6月13日 �22 23 24 �（平成　年　月　日　　　第　号） 平成24年度海外販路開拓支援事業（日本ふるさと名産食品展in香港）参加 �佐賀県国際交流課長 佐賀西部アパレル協同 組合 佐賀県知事 �要回答（／） ㊥受切 要洛・孟） 要回答（／） 出切・受切 �平成24年度 商工流通課 �6／6 6／11 6／13 

について（伺い） （平成年月日　第号） 平成24年度外国人教育研修事業に対する補助金交付決定について（伺 い） （平成年月日　第号） 平成24年度佐賀県緊急雇用創出基金事業費補助金交付請求書 ���一般 平成24年度 市費補助金 緊急雇用創出 基金事業 ふるさと再生 基金事業 



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15日 �25 �（平成　年　月　日　　第　号） 武雄短観の実施について（お願い） �各位 �要撃・孟’ �武雄市短期経 済観測調査 �6／15 

6月20日 �26 �（平成　年　月　日　　第　号） 平成24年度計量器「集合検査」の実施における施設使用について（お願い） �武雄市体育協会 西川登公民館 若木公民館 朝日公民館 �要匝払孟） �平成24年度 計量器検査関 　係 �6／20 

6月25日 �27 �（平成　年　月　日　　第　号） F＆B良品「お中元」注文受付の実施について（照会） �武雄市 各所属長 �要回監・畠） �F＆B良品関 　係綴 �6／25 

‾ヽ　　　　l �㌶ �1平成　牛　耳　甘　　第　勒 FA＿口自＿且七二日コここE目百石旦二ら幼昌夫＋∠ゝ爪磐七如上†ノrl．ヽ－r川口∠41 日ユー▲JJ一ヽヽ．ト＝」■1’－ノlノL」／lJIlJJIJHJ／llJ＿人目－⊥・・、〉／ノヽ、／Jl．：ユl、一一一′▼、＼jlヽヽJLヽ′ �lTpTlコ自▲旦LH辞沓 ⊥ヽJL′・」′■、ト＝」ト⊥」／HI＝1 �要回答（／） 　出切・受切 � �／ 

6月30日 �29 �（平成　年　月　日　　第　号） 武雄市短期経済観測調査（たけお短観）の結果について（伺） �各位 �笥・孟） �武雄市短期経 済観測調査 �6／30 

7月5日 �30 �（平成　年　月　日　　第　号） H23年度佐賀県市町等権限移譲交付金（商工会法に関する事務） �佐賀県知事（担当課 　商工課） �要匝亀孟） �権限移譲交付 　金 �7／5 

7月25日 8月22日 �31 32 �（平成24年7月20日杵工水第145号） 杵島工業用水道企業団監査委員の選任について （平成年月日　第号） 計量器定期検査に伴う使用状況調査について �杵島工業用水道企業 団 企業長武村弘正 各事業者 �要回答（／） 出切・璽D 要職．孟） �杵島工業用水 道企業団 H24年度計量 器検査関係 �7／25 8／22 



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 �33 �（平成　年　月　日　　第　号） 「武雄市物産まつり」に対する協力について（お願い） �マスコミ各社 �酢私益） �平成24年度武 雄市物産まつ り会議関係 �9／3 

9月6日 �34 �（平成　年　月　日　　第．号） 商店街空き店舗活用事業にかかる審査会への出席について（依頼） �．．．．＿＿＿＿－ ＿－＝－ �要回私益） �武雄市甲心市 街地活性化支 援事業 商店街空き店 舗活用事業 �9／6 

9月12日 �35 �（平成　年　月　日　　第　号） 商店街空き店舗活用事業における出店計画の採択について �－一．． �要回答（／） ㊥・受切 �武雄市甲心市 街地活性化支 援事業 商店街空き店 舗活用事業 �9／12 

9月1．3日 �36 �（平成　年　月　日　　第　号） 平成24年度商店街再活性化推進事業にかかる補助金交付申請 �佐賀県知事 �要胃私益’ �武雄市甲心市 街地活性化支 援事業 商店街空き店 舗活用事業 �9／13 

9月13日 �37 �（平成　年　月　日　　第　号） 平成24年度計量器「所在場所検査」の実施について（通知） �各事業者 �要笥・孟） �H24年度計量 器検査関係 �9／13 

9月14日 9月28日 10月1日 �38 39 40 �（平成年月日第号） 平成24年度計量器「集合場所検査」の実施について（通知） （平成年月日第号） 「武雄市短期経済観測調査」（たけお短観）の結果について （平成年月日第号） 平成24年度まちづくり委員会事業に対する補助金交付決定について（伺 い） �各事業者 各位 まちづくり委員会（商工 会山内支部） �要桓私益） 要鞄孟） ロ／） 出切受切 �H24年度計量 器検査関係 武雄市短期経 済観測調査 H24年度市費 補助金 �9／14 9／28 10／1 



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 

10月2日 �41 �（平成　年　月　日　　第　号） 平成24年度佐賀県緊急雇用創出基金事業費補助金変更承認申請書 �佐賀県知事 �要回答（／） ⑬受切 �緊急雇用創出 基金事業 ふるさと再生 基金事業 �10／2 

10月9日 �42 �（平成　年　月　日　　第　号） （仮称）タケックス株式会社新工場新築工事工場立地法特定工場新築届 �大和ハウス工業㈱ �要回答（／） ⑬受切 �工場立地法 �10／9 

10月9日 �43 �（平成　年　月　日　　第　号） 佐賀県緊急雇用創出基金事業遂行状況報告 �佐賀県知事 �要胃塾孟） �緊急雇用創出 基金事業 ふるさと再生 基金事業 �10／9 

10月1．8日 �44 �（平成　年　月　日　　第　号） 平成24年度武雄市中心市街地活性化支援事業補助金等決定通知書 �r　－●ご‘ �竿胃塾孟’ �武雄市甲心市 街地活性化支 援事業 商店街空き店 舗活用事業 �1町18 

10月22日 �45 �（平成　年　月　日　　第　号） 陸前高田市産業まつり参加について �陸前高田市長 �要回㌫（畠） �H24旅行命 令・復命書 �10／22 

10月24日 �46 �（平成　年　月　日　　第　号） 武雄市特産品リサーチ事業調査依頼 �JA佐賀みどり �毎訪（／） 　出切・受切 �特産品リサー チ事業 �10／24 

11月2日 11月8日 �47 48 �（平成年月日　第号） 平成24年度佐賀県緊急雇用創出基金事業費補助金変更承認申請書 （平成年月日　第号） 空き店舗活用事業確定通知書 �佐賀県知事 �要笥扁） 要回答（／） ⑲・受切 �緊急雇用創出 基金事業 ふるさと再生 基金事業 武雄市甲心市 街地活性化支 援事業 商店街空き店 舗活用事業 �11／2 11／8 



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

11月14日 �49 �（平成　年　月　日　　第　号） 平成24年度佐賀県緊急雇用創出基金事業費補助金交付請求書 �佐賀県知事 �要等鼻・孟’ �緊急雇用創出 基金事業 ふるさと再生11／14 基金事業 

11月20日 �50 �（平成　年　月　日　　第　号） 平成24年度武雄市伝統的工芸品産業振興対策事業（有田陶芸協会）補 助金等決定通知書 �有田陶芸協会 �） �H24市費補助11／20 　金 

11月21日 �51 �（平成　年　月　日　　第　号） 大規模小売店舗立地法に係る申出について（回答） �佐賀県知事 �要顎・孟） �大規模小売店 舗立地法の届11／21 　出 

11月22日 �52 �（平成　年　月　日　　第　号） 武雄市中心街地活性化支援事業に対する確定通知について �＿一＿一■」＿ �） �武雄市甲心市 街地活性化支 援事業11／22 商店街空き店 舗活用事業 

1．1月28日 �53 �（平成　年　月　日　　第　号） 平成24年度商工振興対策事業補助金に対する決定通知について �武雄市商工会議所 会頭原隆司 �要筍・孟’ �平成24年度11／28 市費補助金 

11月28日 12月日日 1．2月26日 （川月1、5 �54 55 56 �（平成年月日第号） 平成24年度異業種交流事業補助金に対する決定通知について （平成年月日第号） 「武雄市短期経済観測調査」（たけお短観）の結果について （平成年月日第号） 工場立地法第11条第2項の規定に基づく実施制限期間の短縮について（通 �武雄市商工会議所 会頭原隆司 各位 タケックス㈱ �） 妻等）去∴ 要回答（／） 出切・受切 �平成24年度11／28 市費補助金 武雄市短期経12／14 済観測調査 武雄北方イン ター工業団地 等企業誘致に12／26 

目） ��知） ���関する補助金 タケックス株式 



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 

12月26日 �57 �（平成　年　月　日　　第　号） 工場立地法第11条第2項の規定に基づく実施制限期間の短縮について（通 �三京ステンレス鋼管 �要回答（／） 　出切・受切 �武雄北方イン ター工業団地 等企業誘致に �12／26 

知） ���関する補助金 三京ステンレス 

1月7日 �58 �（平成　年　月　日　　第　号） 平成24年度佐賀県商店街再活性化推進事業費補助事業実績報告書 �佐賀県知事 �要桓払毒） �武雄市甲心市 街地活性化支 援事業 商店街空き店 舗活用事業 �1／7 

1月9日 �59 �（平成　年　月　日　　第　号） 武雄工業団地案内標識等の管理移管について（回答） �佐賀県土地開発公社 �⑳答（4／22） 出切■受切 �武雄工業団地 案内標識等の 移管管理 �4／22 

1月1，6日 �60 �（平成　年　月　日　　第　号） 「FB良品TAKEO」物流システム変更に伴う価格等の変更について（伺） �FB良品出店者 �要回㌫・畠） �F＆B良品関 　係綴 �1／16 

1月21日 �61 �（平成　年　月　日　　第　号） 「FB良品TAKEO」物流システム変更に伴う価格等の変更について（伺） �FB良品出店者 �要回梵／） 　出切・鴻切 �F＆B良品関 　係綴 �1／21 

1月23日 2月1日 2月1．日 �62 63 64 �（平成年月日第号） 平成24年度佐賀県商店街再活性化推進事業費補助金交付請求書 （平成年月日第号） 平成24年度定期監査資料の提出 （平成年月日第号） FB良品担当者連絡会議の開催について（伺） �佐賀県知事 監査委員事務局長 FB良品開設自治体 �要笥♭孟） 要回私益） 要回払羞） �武雄市甲心市 街地活性化支 援事業 商店街空き店 舗活用事業 平成24年度定 期監査資料 F＆B良品関 係綴 �1／23 2／1 2／1 



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 

2月■4－日 �65 �（平成　　　　年　　　　月　　　　日　　　　　　　　　第　　　　　号） �佐賀県知事 �要回私益） �緊急雇用創出 �2／4 平成24年度佐賀県緊急雇用創出基金事業費補助金変更承認申請に？い 一一・■r‾ し ���基金事業 ふるさと再生 

基金事業 

2月28日 �66 �（平成　年　月　日　　　第　号） 平成25年度武雄市勤労者福祉会館事務室占用許可及び使用料の減免に �連合佐賀南部地域協 　議会 �要回答（／） ⑳受切 �武雄市勤労者 福祉会館関係 �2／28 
ついて（伺） �議長 

3月5日 �67 �（平成　年　月　日　　第　号） 大規模小売店舗立地法に係る意見書 �佐賀県知事 �要等塾孟） �大規模小売店 舗立地法の届 　出 �3／5 

3月6日 �68 �（平成　年　月　日　　第　号） 武雄市勤労者福祉会館事務室占用許可について（伺） �社団法人武雄市シル バーセンター理事長 �要回㌫・畠） �武雄市勤労者 福祉会館関係 �3／6 

3月21日 �69 �（平成　年　月　日　　第　号） 平成24年度定期監査の結果に関する報告について（通知） �武雄市監査委員 �要笥・孟■） �平成24年度定 期監査資料 �3／21 

3月18日 つ口り1円 3月27日 �70 7与 72 �（平成年月日第号） 武雄市中小企業融資制度に関する事務打合せ会の開催について（伺） 揺成年井甘第号1 言仁方仕手巨th－l、、表件i川1号手Jl丑Jレ寺授竜巻立志日もA六人＋竜す立回／7ヽ一立RF瑳rTEJ．†ノrlノヽで ムーヽ′ハI1－1I■I▼LJII■lJレJ′1こJlHl⊥I］ノへJ∠ぺ‾rノ1ヽ－ltHJ「′J＿上山ノ〈一日＿∋■ヽ／1－暮「てJV一′ト＝JLタへ‥⊥Llヽ一一′▼ヽ－ （平成年月日第号） H25年度武雄市中小企業融資制度の貸付利率について（通知）・ �商工会議所、商工会、 市内金融機関 商工会議所、商工会、 市内金融機関 �要回答（／） 出切・受切 覆Fl扁1与り／＼ J■くヽl・二・・・Jl。ヽ′′ l 要回答（／） 出切・受切 �中小企業融資 制度事務打合 せ会 中小企業融資 制度事務打合 せ会 �3／18 ∠ 3／27 



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

3月31日 �73 �（平成　年　月　日　　第　号） 平成24年度佐賀県緊急雇用創出基金事業費補助金変更承認申請書 �佐賀県知事　古川　康 �要笥・孟） �平成24年度佐 芸悪霊霊雲量3／31 綴 

3月31日 �74 �（平成　年　月　日　　第　号） 平成24年度武雄総合技能専門学院事業に対する市費補助金確定通知に ついて（伺） �武雄職業訓練運営会 �要回㌫・畠） �H24市費補助3／31 　金 

3月15日 �75 �（平成　年　月　日　　第　号） 平成24年度武雄市たばこ小売組合事業補助金に対する決定通知について �武雄市たばこ組合 �要回鮎・ゐ） �H24市費補助3／15 　金 

3月31日 �76 �（平成　年　月　日　　第　号） 平成24年度佐賀県緊急雇用創出基金事業費補助金変更承認申請書 �佐賀県知事　古川　康 �要笥・孟） �平成24年度佐 芸芸霊霊要望巨／31 綴 

3月31日 �77 �（平成　年　月　日　　第　号） 平成24年度武雄市勤労者福祉会館指定管理料の清算及び確定について �武雄市勤労者福祉協 議会会長一ノ瀬喜 　一郎 �要笥・孟） �武雄市勤労者 福祉会館指定3／31 管理関係綴 

3月31日 3月31日 3月31日 �78 79 80 �（平成年月日第号） 平成24年度外国人教育研修事業に対する補助金確定通知について （平成年月日第号） 平成24年度まちづくり委員会事業に対する補助金確定通知について （平成年月日第号） 平成24年度商工振興対策事業に対する補助金確定通知について �佐賀西部アパレル協同 組合理事長長谷川 洋 山内町まちづくり委員 会委員長辻田輝幸 武雄市商工会会長山 口康碓 �要笥・孟） 要笥・孟） 要竃・孟） �認諾窒3／31 認諾窒3／31 認諾窒3／31 



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

3月31日 �81 �（平成　年　月　日　　第　号） 平成24年度伝統工芸品産業振興事業（武雄古唐津焼協同組合）に対する 補助金確定通知について �武雄古唐津焼協同組 合理事長古賀末廣 �要回㌫・畠） �平成24年度 市費補助金 �3／31 

3月31日 �82 �（平成　年　月　日　　第　号） 平成24年度武雄市異業種交流事業に対する補助金確定通知について �武雄商工会議所会頭 　原隆司 �要笥・孟） �平成24年度 市費補助金 �3／31 

3月3・1日 �83 �（平成　年　月　日　　第　号） 平成24年度武雄市商工振興対策事業に対する補助金確定通知について �武雄商工会議所会頭 　原隆司 �要等あ・孟） �平成24年度 市費補助金 �3／31 

3月31日 �84 �（平成　年　月　日　　第　号） 平成24年度武雄市たばこ小売事業に対する補助金確定通知について �武雄市たばこ小売組合 　代表高田悟 �要等姦・孟） �平成24年度 市費補助金 �3／31 

3月：31日 �85 �（平成　年　月　日　　第　号） 平成24年度武雄市伝統工芸品産業振興対策事業補助金確定通知につい て �有田陶芸協会 会長河口純一 �要笥・孟） �平成24年度 市費補助金 �3／31 

（平成　　　年　　　月　　　　日　　　　　　　　　第　　　　　号） � �要回答（／） 　出切・受切 � �／ 

（平成年月日　第　号） （平成年月日　第　号） � �要回答（／） 出切・受切 要回答（／） 出切・受切 � �／ ／ 


