
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　年　月　日　　第　号） 平成25年度勤労者福利厚生資金貸付要綱並びに預託金に関する覚書に ついて �九州労働金庫 理事長砂川由弘 �要回答（／） 　出切・受切 � �／ 

4月1日 �2 �（平成　年　月　日　　第　号） 平成25年度武雄市中小企業融資金の貸付に関する契約の締結について �市内金融機関9行 商工中金佐賀支店 �要回答（／） 　出切・受切 � �／ 

4月1日 �3 �（平成24年3月26日　　商第2047号） 平成25年度中小企業融資事業の委託契約について �武雄商工会議所 武雄市商工会 �要回答（／） 　出切・受切 � �／一 

4月1．日 �4 �（平成　年　月　日　　第　号） 行政財産使用許可書 �宮野区長　久島利雄 �要鞄孟） �行政財産使用 許可申請関係 　綴 �4／1 

生月1日 �5 �（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 �報道各社 �要鞄孟’ �25武雄市短 期経済観測調 　査 �r4／1 

4月1日 �6 �（平成　年　月　日　　第　号） 平成25年度佐賀県緊急雇用創出基金事業費補助金交付申請について �佐賀県知事　古川　康 �要鞄孟’ �平成25年度 佐賀県緊急雇 用創出基金事 業綴 �4／1 

生月17日 �7 8 �圭拘束牛耳阜　第号｝ 仕′ナ」r皮丘T「TR日成つり l－」、′l、l′lヽJ一ヽ－▲）▲lノヽJl／’lヽ■● （平成年月日　第号） 設置奨励金の交付決定について �取り消し 株式会社九州トリシマ 代表取締役堤正之 �要回答（／） 出切・受切 要熟読） �企業立地奨励 金九州トリ シマ関係書類 綴 �／ 4／17 



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 

4月17日 �9 �（平成　年　月　日　　第　号） 設置奨励金の交付決定について �株式会社九州トリシマ 代表取締役堤正之 �要鞄孟） �企業立地奨励 金九州トリ シマ関係書類4／17 綴 

4月26日 �10 �（平成　年　月　日　　第　号） 平成25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 �要鞄孟） �武雄市商店街 空き店舗活用4／26 事業 

4月30日 �11 �（平成　年　月　日　　第　号） 設置奨励金の交付決定について �有限会社リジョイス代 表取締役山中啓一 �要鞄孟） �企業立地奨励 金有限会 社リジョイス関4／30 係書類綴 

5月1．0日 �12 �（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　古川　康 �要匝亀・孟） �平成25年度 覧芸雷雲霊霊5／10 業綴 

5月10日 �13 �（平成　年　月　日　　第　号） 平成25年度武雄総合技能専門学院事業に係る市費補助金の交付決定 �武雄職業訓練運営会 会長前田敏美 �要匝亀・孟） �諸芸芸霊5／10 

5月13日 5月15日 5月1．5日 �14 15 16 �（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（回 答） （平成25年5月10日雇労第303号） 起業菜援型地域雇用創造事業の事業委託者の適否基準について （平成25年5月10日雇労第317号） �岩尾磁器工業㈱ 代表取締役岩尾慶一 佐賀県農林水産商工 本部雇用労働課長 佐賀県農林水産商工 本部雇用労働課長 �要回答（／） 出切・受切 要回㌫・壷’ 要回㌫・壷’ �工場立地法5／13 平成25年度 諾悪霊霊霊5／15 業綴 平成25年度 

起業支援型地域雇用創造事業にかかる有識者からの意見聴取結果につい て ���諾雷雲霊霊5／15 業綴 



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 

5月15日 �17 �（平成　年　月　日　　第　号） 便宜供与認定書 �㈱富士精機製作所代 表取締役中村豊 �要匝亀・孟） �企業立地奨励 金富士精 機製作所関係5／15 書類綴 

5月29日 �18 �（平成　年　月　日　　第　号） 平成25年度補助金決定通知書（商工振興対策事業） �武雄市商工会会長 　山口康雄 �要笥・孟） �諸芸芸霊5／29 

6月5日 �19 �（平成　年　月　日　　　第　号） 平成25年度企業支援型地域雇用創造事業事業計画書の提出について（魅 �佐賀県知事　古川　康 �要胃塾孟） �魅力ある商品 の付加価値創6／5 
力ある商品の付加価値創出事業） ���出事業 

6月5日 �20 �（平成　年　月　日　　第　号） 平成25年度企業支援型地域雇用創造事業事業計画書の提出について（武 雄市獣肉利活用促進事業） �佐賀県知事　古川　康 �要笥・孟） �票諾諾豊裂6／5 

6月6日 �21 �（平成　年　月　日　　第　号） 便宜供与認定書 �三京物産㈱・三京ステ 　ンレス鋼管㈱ �要笥畠．孟） �三京ステンレス6／6 鋼管綴 

6月7日 6月10日 6月10日 �22 23 24 �（平成年月日第号） 補助金等決定通知書（有田陶芸協会） （平成年月日第号） 佐賀県市町等権限移譲交付金（平成24年度分）関係事務処理報告書 （平成年月日第号） 佐賀県市町等権限移譲交付金（平成24年度分）関係事務処理報告書 �有田陶芸協会会長 河口純一 佐賀県知事古川 康（担当課くらしの 安全安心課） 佐賀県知事古川 康（担当課商工課 ） �要笥・孟） 要回答（／） 壁塑・受切 要恒塾・孟） �諸芸芸霊6／7 佐賀県市町等 禁憲警諾6／13 童 Fヨ 佐賀県市町等 禁惹警諾6／13 書 



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10日 �25 �（平成　年　月　日　　第　号） 全国FB良品運営協議会（設立）総会並びにFBI説明会の開催につV、て（通 知） �FB良品参加（予定）自 　治体 �要匝亀・孟） �FB良品 �6／10 

6月．10日 �26 �（平成　年　月　日　　第　号） FBI説明会の開催および商品の提供について（依頼） �FB良品参加自治体 �要匝亀孟） �FB良品 �6／10 

6月13日 �27 �（平成24年3月26日　　商第2047号） 平成25年度武雄市特産品リサーチ・市場調査事業委託業者決定について �武雄市商工会会長 　山口康雄 �要匝亀孟） �特産品リサー 　チ綴 �6／13 

6月14日 �28 �（平成　年　月　日　　第　号） 補助金等決定通知書（商工振興対策事業武雄商工会議所） �武雄商工会議所 会頭原隆司 �要恒私益） �平成25年度 市費補助金 �6／14 

6月14日 �29 �（平成　年　月　日　　第　号） 補助金等決定通知書（異業種交流事業武雄商工会議所） �武雄商工会議所 会頭原隆司 �要笥♭孟） �平成25年度 市費補助金 �6／14 

6月18日 6月18日 6月19日 �30 31 32 �（平成年月日第号） 平成25年度佐賀県緊急雇用創出基金事業費補助金交付請求書 （平成年月日第号） 「武雄市短期経済観測調査（たけお短観）」の実施について （平成年月日第号） FB良品武雄「お中元」注文受付の実施について（伺） �佐賀県知事古川康 松尾建設㈱他99名 各課 �要匝私益） 要奄去モ 要職．孟） �平成25年度 佐賀県緊急雇 用創出基金事 業綴 25武雄市短期 経済観測調査 FB良品 �6／18 6／18 6／19 



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 

6月24日 �33 �（平成　年　月　日　　第　号） 補助金等決定通知書（まちづくり委員会事業補助金） �まちづくり委員会 �要笥♭孟） �平成25年度 市費補助金 �6／24 

6月25日 �34 �（平成　年　月　日　　第　号） FB良品制度に関する質矧について（回答） �岐阜県関市 �要回払孟） �FB良品 �6／25 

6月26日 �35 �（平成　年　月　日　　商第　号） 補助金等決定通知書（たばこ小売事業補助金） �たばこ小売組合高田 　　悟 �要回私益） �平成25年度 市費補助金 �6／26 

6月27日 �36 �（平成　年　月　日　　第　号） 武雄市商工観光振興事業費補助金等交付要領の一部改正について �政策部長　松尾満好 �要回私益） �要綱・要領等 改正綴 �6／27 

6月28日 �．37 �（平成　年　月　日　　第　号） 武雄工業団地案内標識の管理移管について（回答） �佐賀県土地開発公社 　牟田理事長 �要笥・孟） � �／ 

7月9日 �38 �（平成　年　月　日　　第　号） 「佐賀県伊万里・武雄地域雇用開発計画」の策定にらいて（回答） �佐賀県知事　古川　康 �要匝私益） �雇用労働関係 　綴 �7／9 

7月10日 7月18日 �39 40 �（平成　年　月　日　　　第　号） 平成25年度武雄市特産品リサーチ（調査）事業に係る調査協力依頼につ �武雄商工会議所 大刀洗町長 宇多津町長 �要等）去∴ 要回竺／） 出切・受切 �平成25年度 特産品リサー �7／10 7／18 
いて （平成年月　日　第　号） 全国「FB良品」運営協議会総会議事録署名について（依頼） ���チ FB良品－ 



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18日 �41 �（平成　年　月　日　　第　号） 情報開示請求に対する開示決定について（伺） �請求者 �要回答（／） ⑲受切 �情報開示請 求・個人情報 開示請求関係 �7／18 

7月25日 �42 �（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 �各事業者 �要回答（／） ⑬受切 �H25年度計量 器定期検査 �／ 

7月29日 �43 �（平成24年3月26日　　商第2047号） 武雄市勤労者福利厚生資金貸付要領の一部改正について �政策部長　松尾満好・ �要回答（／） ⑬受切 �要綱・要領等 改正綴 �7／29 

8月1日 �44 �（平成　年　月　日　　第　号） 平成25年度計量器「所在場所検査」の実施について（通知） �各事業者 �要回答（／） ⑳受切 �H25年度計量 器定期検査 �／ 

8月2日 �45 �（平成　年　月　日　　第　号） 補助金等決定通知書（佐賀西部アパレル） �佐賀西部アパレル協同 組合理事長長谷川 　津 �要回答（／） ⑳受切 �平成25年度 市費補助金 �8／2 

8月2日 �46 �（平成　年　月　日　　第　号） 平成25年度武雄市獣肉利活用促進事業業務委託契約の締結について �（株）武雄地域鳥獣加 工処理センター 代表取締役福田佳秋 �要回宏（／） 　出切・受切 �平成25年度獣 肉利活用促進 事業 �8／2 

8月7日 【 �47 48 �（平成年月日　第号） 平成25年度計量器「集合場所検査」の実施について（通知） 圭拘束年月一旦　第号Ⅰ 悟毒ER日石妻妾おい剖一三卜：乙7二日目言放弓≠l＿丁／一ヽ1一ヽrr／Jヨ1 111‾I‾IへI′り′JWJ′Jヽl、－／ヽJ′QノIlノり′J’I／＼．′＼」lヽ一一′▼、＼l’■J′ �各位 号室、き取り下げ �要回答（／） 出切・受切 要回答（／） （璽〉・受切 �H25年度計量 器定期検査 情報開示請 求・個人情報 開示請求関係 �／ ／ 



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7日 �49 �（平成　年　月　日　　第　号） 情報開示請求に対する不開示決定について（伺） �請求者 �要回答（／） 　出切・受切 �情報開示請 求・個人情報 開示請求関係 �8／7 

8月13日 �50 �（平成　年　月　日　　第　号） 決定通知書 �富士精機製作所 �要回答（／） ⑲・受切 �富士精機製作 　所綴 �8／13 

8月23日 �51 �（平成24年3月26日　　商第2047号） 武雄市商工観光振興事業費補助金等交付要領の一部改正について �政策部長 �要回答（／） ⑲・受切 �要綱要領灘改 　正綴 �8／23 

8月23日 �52 �（平成　年　月　日　　第　号） 武雄市武雄北方インター工業団地等企業誘致条例に基づく固定資産税の 課税免除額について（照会）三京物産 �税務課長 � �三京ステンレス 鋼管綴 �8／23 

8月23日 �53 �（平成　年　月　日　　第　号） 武雄市武雄北方インター工業団地等企業誘致条例に基づく固定資産税の 課税免除額について（照会）三京ステンレス鋼管 �税務課長 �観～諾） �三京ステンレス 鋼管綴 �8／23 

8月23日 8月29日 8月29日 �54 55 56 �（平成年月日　第　号） 情報開示請求に対する不開示決定について（伺） （平成年月日　第　号） �請求者 株式会社SIIIS �要回答（／） 出切・受切 要回答（／） 出切・受切 要回答（／） ⑲・受切 �情報開示請 求・個人情報 開示請求関係 FB良品 �8／23 9／2 8／29 

Faceb00kページ及びFB良品ページ構築に係る業務に関する包括的業務委 託企業連合協定書の締結について （平成年月日　第　号） ソーシャル＠SACAの開催に係る後援名義の使用について（回答） �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 ソーシャルツアー＠ SAGA実行委員長田中 淳一 



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30日 �57 �（平成　年　月　日　　第　号） 2013宇多津「秋の大収穫祭」への出展募集について �宇多津町長 �要回答（／） （璽〉・受切 �物産まつり　綴 �8／30 

8月30日 �58 �（平成　年　月　日　　第　号） 決定通知書（豊田合成） �豊田合成株式会社 �要匝払孟） �豊田合成綴 �8／30 

9月9日 �59 �（平成　年　月　日　　第　号） 武雄市武雄北方インター工業団地等企業誘致条例に基づく固定資産税の 課税免除額について（照会）三京物産 �税務課長 �q観諾） �三京ステンレス 鋼管綴 �9／9 

9月9日 �60 �（平成　年　月　日　　第　号） 武雄市武雄北方インター工業団地等企業誘致条例に基づく固定資産税の 課税免除額について（照会）三京ステンレス鋼管 �税務課長 �観韻） �三京ステンレス 鋼管綴 �9／9 

9月10日 �61 �（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 �佐賀県土地開発公社 　牟由理事長 �要回答（／） 　出切・受切 �武雄工業団地 案内標識等の 移管管理 �／ 

9月1（圧1 9月10日 9月17日 �62 63 64 �（平成年月日第号） 武雄市短期経済観測調査の依頼について （平成年月日第号） 便宜供与認定書 （平成年月日第号） 武雄市武雄北方インター工業団地等企業誘致条例に基づく固定資産税の 課税免除額について（照会）㈱九州トリシマ �㈲四季の丘・武雄嬉野 カントリクラブ ㈱九州トリシマ ㈱九州トリシマ �要匝払孟） 要回払羞） 要回私益） �短観綴 九州トリシマ 綴 九州トリシマ 綴 �9／10 9／10 9／17 



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 

9月18日 �65 �（平成　年　月　日　　第　号） 情報開示請求に対する決定について（伺） �請求者 �要回答（／） 　出切・受切 �情報開示請 求・個人情報 開示請求関係 �9／18 

9月19日 �66 �（平成　年　月　日　　第　号） 武雄市武雄北方インター工業団地等企業誘致条例に基づく固定資産税の 課税免除額決定通知書三京物産 �三京物産 �要回答（／） ⑳受切 �三京ステンレス 鋼管綴 �9／19 

9月19日 �67 �（平成　年　月　日　　第　号） 武雄市武雄北方インター工業団地等企業誘致条例に基づく固定資産税の 課税免除額決定通知書三京ステンレス鋼管 �三京ステンレス鋼管 �要笥扁） �三京ステンレス 鋼管綴 �9／19 

9月20日 �68 �（平成　年　月　日　　第　号） 情報開示請求に対する開示決定期間の延長について（伺） �請求者 �要回㌫・壷） �情報開示請 求・個人情報 開示請求関係 �9／20 

9月25日 �69 �（平成　年　月　日　　第　号） 情報開示請求に対する開示決定期間の延長について（伺） �請求者 �要回答（／） 　出切・受切 �情報開示請 求・個人情報 開示請求関係 �9／25 

9月26日 10月2日 10月7日 �70 71 72 �（平成年月日第号） 情報開示請求に対する決定について（伺） （平成年月日第号） 武雄市武雄北方インター工業団地等企業誘致条例に基づく固定資産税の 課税免除額決定通知書株式会社トリシマ （平成年月日第号） 情報開示請求に対する決定について（何） �請求者 株式会社トリシマ 請求者 �要回答（／） 出切・受切 要等塾孟） 要回答（／） 出切・受切 �情報開示請 求・個人情報 開示請求関係 ㈱トリシマ綴 情報開示請 求・個人情報 開示請求関係 �9／26 10／2 10／7 



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 

110月7日 �73 �（平成　年　月　日　　第　号） 情報開示請求に対する決定について（伺） �請求者 �要回答（／） 　出切・受切 �情報開示請 求・個人情報 開示請求関係 �／ 

10月7日 �74 �　年　月　日　　第　号） 情報開示請求に対する決定について（伺） �請求者 �要回㌫・壷） �情報開示請 求・個人情報 開示請求関係 �／ 


