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

4月1日 �1 �（平成　年　月　日　　第　号） 武雄市業務用プリンタ保守業務委託契約の締結について（伺い） �㈱学映システム �要回答（／） 　出切・受切 �H24年度契 約管理 �「 ／ 

4月1日 �2 �（平成　年　月　日　　第　号） 平成24年度LGWANサービス提供設備付帯機器保守業務委託契約 �NECフィールディング㈱　佐賀支店長 �要回答（／） 　出切・受切 �H24年度契 約管理 �／ 

4月1日 �3 �（平成　年　月　日　　第　号） 平成24度武雄市行政情報広報放送契約の締結について（伺い） �株式会社ケーブルワン 株式会社テレビ九州 有田ケーブルネットワーク株 　式会社 �要回答（／） 　出切・受切 �契約関係（市 役所だより・ ケーブルテレ ビ放映料） �4／1 

4月1日 �4 �（平成　年　月　日　第　号） 平成24年度武雄市行政情報広報のシステム保守業務委託契約の締 結について（伺い） �株式会社　九州テン �要回答（／） 　出切・受切 �契約関係（市 役所だより・ ケーブルテレ ビ放映料） �4／1 

4月1日 �5 �（平成　年　月　日　　第　号） 行財政情報サービス『iJAMP』契約締結 �株式会社　時事通信社 �要回答（／） 　出切・受切 �H24年度契 約管理 �／ 

4月1日 4月1日 �6 7 �（平成年月日　第号） 47行政ジャーナル契約締結 （平成年月日　第号） 平成24年度公的個人認証保守契約 �一般社団法人共同通信社 富士通エフサス佐賀支店 �要回答（／） 出切・受切 要回答（／） 出切・受切 �H24年度契 約管理 H24年度契 約管理 �／ ／ 

1／36



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 �8 �（平成　年　月　日　　第　号） LGWANサービス提供設備機器保守契約 �富士通エフサス　佐賀支店 �要回答（／） 　出切・受切 �H24年度契 約管理 �／ 

4月1日 �9 �（平成　年　月　日　　第　号） 情報系ネットワーク機器保守契約 �行政システム九州株式会 　　社 �要回答（／） 　出切・受切 �H24年度契 約管理 �／ 

4月1日 �10 �（平成　年　月　日　第　号） 平成24年度武雄市公式ホームページホスティング及び運用保守業務 委託契約の締結について（伺い） �福博印刷株式会社 �要回答（／） 　出切・受切 �ホームページ契約関係 �4／1 

4月1日 �11 �（平成　年　月　日　第　号） 平成24年度武雄フェイスブックページ運用保守業務委託契約の締結に ついて（伺い） �株式会社SIIIS �要回答（／） 　出切・受切 �ホームページ契約関係 �4／1 

4月2日 �12 �（平成　年　月　日　　第　号） 平成24年度「ITC寺子屋事業」業務委託契約の締結について（伺い） �ひだまりOKKO堂 �要回答（／） 　出切・受切 �H24ICT寺子屋事業 �4／2 

4月1日 �13 �（平成　年　月　日　　第　号） 欠番 � �要回答（／） 　出切・受切 � �／ 

4月1日 �14 �（平成　年　月　日　　第　号） 欠番 � �要回答（／） 　出切・受切 � �／ 
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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 �15 �（平成　年　月　日　　第　号） 欠番 � �要回答（／） 　出切・受切 � �／ 

4月1日 �16 �（平成　年　月　日　　第　号） 欠番 � �要回答（／） 　出切・受切 � �／ 

4月1日 �17 �（平成　年　月　日　　第　号） 欠番 � �要回答（／） 　出切・受切 � �／ 

4月1日 �18 �（平成　年　月　日　　第　号） 欠番 � �要回答（／） 　出切・受切 � �／ 

4月1日 �19 �（平成　年　月　日　　第　号） 欠番 � �要回答（／） 　出切・受切 � �／ 

4月19日 �20 �（平成　年　月　日　第　号） 平成23年度佐賀県緊急雇用創出基金事業武雄市ITC寺子屋事業の 事業費の確定及び清算について（伺い） � �要回答（／） 　出切・受切 �H23ICT寺子屋事業 �4／19 

4月12日 �21 �（平成　年　月　日　　第　号） 平成24年度学校基本調査について（お願い） �市内小中学校、幼稚園 �要回答（／） 　出切・受切 �H24学校基 本調査 �4／12 
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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 �22 �（平成　年　月　日　　第　号） 広報武雄5月号の表紙（案）について（伺い） � �要回答（／） 　出切・受切 �H24広報一 　般 �／ 

4月13日 �23 �（平成　年　月　日　　第　号） 平成24年度第1回佐賀県統計協会幹事会の開催について（通知） �佐賀県統計協会長 �要回答（4／17） 　出切・受切 �H24統計協 会関係 �4／25 

4月17日 �24 �（平成24年3月30日　　第　号） 平成23年度学校基本調査市町交付金の額の確定について �佐賀県知事 �要回答（／） 　出切・受切 �H23交付金 　関係 �／ 

4月20日 �25 �（平成　年　月　日　　第　号） 労働力調査員の推薦について �佐賀県経営支援本部長 �要回答（／） 　出切・受切 �H24統計調 査員推薦 �／ 

4月23日 �26 �（平成　年　月　日　　第　号） 広報武雄6月号の有料広告掲載について（伺い） � �要回答（／） 　出切・受切 �有料広告掲 載申請 �4／23 

4月24日 �27 �（平成　年　月　日　　第　号） 平成24年経済センサスー活動調査調査書類の提出について �佐賀県経営支援本部統計 　調査課長 �要回答（／） 　出切・受切 �H24年経済セ 　ンサス �／ 

4月24日 �28 �（平成　年　月　日　　第　号） 平成23年度佐賀県西部広報研究会会計報告について（伺い） � �要回答（／） 　出切・受切 �佐賀県西部 広報研究会 �4／24 
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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24日 �29 �（平成　年　月　日　　　第　　号） 緊急雇用創出基金事業に伴う「武雄市議会議事録等の電子データ化事 � �要回答（　／　） �TH几乙J⊥「／又 武雄市議会 会議議事録 �／ 
業」 ��出切・受切 �等の電子 

における免税事業者からの税戻入について（伺い） ���データ化委 手工‾古楽 

4月24日 �30 �（平成24年4月20日統調　第105号） 平成23年度統計調査員確保対策事業委託費の額の確定について（通 �佐賀県知事 �受切 �H23統計調 査員確保対 �／ 
知） ���策事業 

4月24日 �31 �（平成24年4月9日統調　第43号） 平成24年度経済産業省生産動態統計調査調査員について（通知） �佐賀県経営支援本部長 �受切 �H24各種調 査員推薦 �／ 

5月1日 �32 �L（平成24年4月9日統調　第176号） 平成24年度平成24年経済センサス活動調査に係る市町交付金の交付 決定について（通知） �佐賀県知事 �受切 �H24交付金 　関係 �／ 

5月1日 �33 �（平成24年5月1日　　第　号） 学校ポータルサイトの構成の変更について（通知） � �要回答（／） 　出切・受切 �フェイスブッ ク・シティ課 内部 �／ 

5月8日 5月14日 �34 35 �（平成24年4月27日統調第130号） 平成24年度学校基本調査市町交付金の交付決定について（通知） （平成年月日　第号） 平成24年度学校基本調査の調査票について（提出） �佐賀県知事 佐賀県経営支援本部長 �受切 要回答（5／16） �H24交付金 関係 H24学校基 本調査 �／ 5／17 
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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16日 �36 �（平成　年　月　日　　第　号） 平成23年版統計要覧の発行について（伺い） � �出切 �H24統計要 　覧 �5／21 

5月22日 �37 �（平成　年　月　日　　第　号） 統計調査員の登録について（伺い） � �受切 �登録調査員 　綴 �5／22 

5月28日 �38 �（平成　年　月　日　　第　号） 広報武雄有料広告掲載決定通知 �広告主 �要回答（／） 　出切・受切 �有料広告掲 載申請 �／ 

5月28日 �39 �（平成　年　月　日　　第　号） 平成24年経済センサスー活動調査書類提出について �佐賀県経営支援本部長 �要回答（／） 　出切・受切 �H24経済セ ンサス �／ 

5月29日 �40 �（平成　年　月　日　　第　号） 「広報武雄」企画会議の新設について（伺い） � �要回答（／） 　出切・受切 �H24広報企 画会議 �／ 

5月29日 �41 �（平成　年　月　日　　第　号） 地域雇用創造ICT絆プロジェクト（教育情報化事業）改善計画（案） �九州総合通信局情報通信 部情報通信振興課長 �要回答（／） 　出切・受切 �地域雇用創 造ICT絆プロ ジェクト（教育 情報化事業） �5／29 

6月5日 �42 �（平成24年6月4日統調　第444号） 平成24年度統計功績者表彰（統計調査員表彰）の候補者の推薦につ いて（依頼） �佐賀県経営支援本部統計 　調査課長 �要回答（／） 　出切・受切 �統計調査員 表彰関係 �6／8 
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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5日 �43 �（平成24年6月4日統協　第10号） 平成24年度佐賀県統計協会総裁表彰候補者の推薦について（依頼） �佐賀県統計協会長 �要回答（／） 　出切・受切 �統計調査員 表彰関係 �6／8 

6月5日 �44 �（平成24年5月31日統調　第247号） 毎月勤労統計調査特別調査に係る調査員の推薦について（依頼） �佐賀県経営支援本部長 �要回答（／） 　出切・受切 �H24各種調 査員推薦関 係 �6／14 

6月8日 �45 �（平成24年6月5日統調　第469号） 平成24年就業構造基本調査に関する事務の処理基準について（通知） �佐賀県経営支援本部長 �受切 �H24就業 構造基本調 査 �／ 

6月8日 �46 �（平成24年6月6日統調　第462号） 平成24年就業構造基本調査経費の交付内示について（通知） �佐賀県経営支援本部統計 　調査課長 �受切 �H24交付金 　関係 �／ 

6月8日 �47 �（平成24年6月5日統調　第472号） 平成24年就業構造基本調査指導員の推薦について（依頼） �佐賀県経営支援本部長 �要回答（7／24） �H24就業 構造基本調 査 �7／24 

6月8日 6月6日 �48 49 �（平成24年6月5日統調第472号） 平成24年就業構造基本調査調査員の推薦について（依頼） （平成年月日　第号） LGWAN接続ルータ標準保守覚書 �佐賀県経営支援本部長 財団法人地方自治情報セン ターソフトバンクテレコム株 式会社 �要回答（7／24） 要回答（／） 出切・受切 �H24就業 構造基本調 査 第3次 LGWANネッ トワーク基盤 移行 �7／24 ／ 
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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 �50 �（平成24年6月8日統調　第499号） 平成24年就業構造基本調査の調査区の指定について �佐賀県経営支援本部長 �受切 �H24就業 構造基本調 査 �／ 

6月12日 �51 �（平成　年　月　日　　第　号） 平成24年就業構造基本調査指導員・調査員の意向調査について（伺 �登録調査員 �出切 �H24就業 構造基本調 �6／12 
い） ���査 

6月18日 �52 �（平成‾　年　月　日　　第　号） LGWAN接続ルータレンタルサービス契約書 �ソフトバンクテレコム株式会 　　社 �要回答（／） 出切・受切 �第3次 LGWANネッ トワーク基盤 移行 �／ 

6月19日 �53 �（平成　年　月　日　　第　号） LGWAN機器撤去作業注文書 �九州通信ネットワーク株式会 　　社 �要回答（／） 　出切・受切 �第3次 LGWANネッ トワーク基盤 移行 �／ 

6月20日 �54 �（平成　年　月　日　　第　号） 広報武雄7月号有料広告掲載通知 �エムピー工業株式会社 �出切 �有料広告掲 載申請 �／ 

6月20日 �55 �（平成　年　月　日　　第　号） 広報武雄7月号有料広告掲載通知 �株式会社やさか �出切 �有料広告掲 載申請 �／ 

6月20日 �56 �（平成　年　月　日　　第　号） 広報武雄7月号有料広告掲載通知 �株式会社テレビ九州 �出切 �有料広告掲 載申請 �／ 
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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20日 �57 �（平成　年　月　日　　第　号） 広報武雄7月号有料広告掲載通知 �株式会社ケーブルワン �出切 �有料広告掲 載申請 �／ 

6月20日 �58 �（平成　年　月　日　　第　号） 広報武雄7月号有料広告掲載通知 �武雄看護リハビリテーション 　　学校 �出切 �有料広告掲 載申請 �／ 

6月20日 �59 �（平成　年　月　日　　第　号） 広報武雄7月号有料広告掲載通知 �みどり法律事務所 �出切 �有料広告掲 載申請 �／ 

6月20日 �60 �（平成　年　月　日　　第　号） 広報武雄7月号有料広告掲載通知 �おそうじ当番ゴン太 �出切 �有料広告掲 載申請 �／ 

6月20日 �61 �（平成　年　月　日　　第　号） 広報武雄7月号有料広告掲載通知 �ホテルニューオータニ佐賀 �出切 �有料広告掲 載申請 �／ 

6月20日 �62 �（平成　年　月　日　　第　号） 広報武雄7月号有料広告掲載料請求書 �エムピー工業株式会社 �出切 �有料広告掲 載申請 �／ 

6月20日 �63 �（平成　年　月　日　　第　号） 広報武雄7月号有料広告掲載料請求書 �株式会社やさか �出切 �有料広告掲 載申請 �／ 
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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20日 �64 �（平成　年　月　日　　第　号） 広報武雄7月号有料広告掲載料請求書 �株式会社テレビ九州 �出切 �有料広告掲 載申請 �／ 

6月20日 �65 �（平成　年　月　日　　第　号） 広報武雄7月号有料広告掲載料請求書 �株式会社ケーブルワン �出切 �有料広告掲 載申請 �／ 

6月20日 �66 �（平成　年　月　日　　第　号） 広報武雄7月号有料広告掲載料請求書 �武雄看護リハビリテーション 　　学校 �出切 �有料広告掲 載申請 �／ 

6月20日 �67 �（平成　年　月　日　　第　号） 広報武雄7月号有料広告掲載料請求書 �みどり法律事務所 �出切 �有料広告掲 載申請 �／ 

6月20日 �68 �（平成　年　月　日　　第　号） 広報武雄7月号有料広告掲載料請求書 �おそうじ当番ゴン太 �出切 �有料広告掲 載申請 �／ 

6月20日 �69 �（平成　年　月　日　　第　号） 広報武雄7月号有料広告掲載料請求書 �ホテルニューオータニ佐賀 �出切 �有料広告掲 載申請 �／ 

6月12日 �70 �（平成24年6月12日統協　第11号） 平成25年版さが県民手帳掲載資料について（依頼） �佐賀県統計協会長 �要回答（6／29） 　出切・受切 �H24年度H2 5版さが県民 手帳関係 �6／21 
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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22日 �71 �（平成24年6月20日統調　第553号） 平成24年度就業構造基本調査に係る市町交付金の交付決定について （通知） �佐賀県知事 �・受切 �H24交付金 　関係 �／ 

6月26日 �72 �（平成24年6月22日統調　第584号） 平成24年度経済センサス調査区管理交付金の内示について �佐賀県統計課長 �・受切 �H24交付金 　関係 �／ 

6月1日 �73 �（平成　年　月　日　第　号） 第3次LGWAN移行にともなう庁内NW環境移行業務委託契約締結につ いて �ICTコンストラクション株式会 　　社 �要回答（／） 　出切・受切 �第3次 LGWANネッ トワーク基盤 移行 �／ 

6月29日 �7．4 �（平成24年6月25日統調　第604号） 平成24年度都道府県別登録調査員研修の開催について（通知） �佐賀県統計調査課長 �要回答（7／18） �H24統計調 査員確保対 策事業関係 �7／19 

6月29日 �75 �（平成24年6月25日統調　第606号） 平成24年度統計調査員確保対策事業の委託の申し入れについて（依 �佐賀県知事 �要回答（／） 　出切・受切 �H24統計調 査員確保対 �7／9 

頼） ���策事業関係 

7月6日 7月10日 �76 77 �（平成年月日　第号） 広報武雄8月号有料広告掲載について（伺い） （平成24年7月4日統調第686号） 平成24年度経済センサス調査区管理に係る交付金の交付決定につい て（通知） �佐賀県知事 �要回答（／） 出切・受切 受切 �有料広告掲 載申請 H24交付金 関係 �7／6 ／ 
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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13日 �78 �（平成　年　月　日　　第　号） 平成24年度9月補正予算について（提出） �財政課長 �要回答（／） 　出切・受切 �H24予算関 　係 �7／13 

7月13日 �79 �（平成　年　月　日　　第　号） 広報武雄8月号有料広告掲載通知 �株式会社ケーブルワン �出切 �有料広告掲 載申請 �／ 

7月13日 �80 �（平成　年　月　日　　第　号） 広報武雄8月号有料広告掲載通知 �エムピー工業株式会社 �出切 �有料広告掲 載申請 �／ 

7月1．3日 �81 �（平成　年　月　日　　第　号） 広報武雄8月号有料広告掲載通知 �武雄看護リハビリテーション 　　学校 �出切 �有料広告掲 載申請 �／ 

7月13日 �82 �（平成　年　月　日　　第　号） 広報武雄8月号有料広告掲載通知 �株式会社九州ライフ �出切 �有料広告掲 載申請 �／ 

7月13日 �83 �（平成　年　月　日　　第　号） 広報武雄8月号有料広告掲載通知 �株式会社テレビ九州 �出切 �有料広告掲 載申請 �／ 

7月13日 �84 �（平成　年　月　日　　第　号） 広報武雄8月号有料広告掲載通知 �株式会社やさか �出切 �有料広告掲 載申請 �／ 
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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13日 �85 �（平成　年　月　日　　第　号） 広報武雄8月号有料広告掲載通知 �みどり法律事務所 �出切 �有料広告掲 載申請 �／ 

7月19日 �86 �（平成　年　月　日　第　号） 平成24年度就業構造基本調査における市長印の印影使用について （伺い） � �要回答（／） 　出切・受切 �H24就業構 造基本調査 �9／18 

7月19日 �87 �（平成　年　月　日　　第　号） 広報武雄8月号有料広告掲載通知 �西九州総合法律事務所 �出切 �有料広告掲 載申請 �／ 

7月23日 �88 �（平成　年　月　日統調　第　号） 広報武雄8月号の印刷及び配布について（伺い） � �要回答（／） 　出切・受切 �広報発行 �／ 

7月23日 �89 �（平成　年　月　日統調　第　号） 広報武雄8月号有料広告掲載料請求書 �株式会社ケーブルワン �出切 �有料広告掲 載申請 �／ 

7月23日 �90 �（平成　年　月　日　　第　号） 広報武雄8月号有料広告掲載料請求書 �エムピー工業株式会社 �出切 �有料広告掲 載申請 �／ 

7月23日 �91 �（平成　年　月　日　　第　号） 広報武雄8月号有料広告掲載料請求書 �株式会社やさか �出切 �有料広告掲 載申請 �／ 
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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23日 �92 �（平成　年　月　日　　第　号） 広報武雄8月号有料広告掲載料請求書 �株式会社テレビ九州 �出切 �有料広告掲 載申請 �／ 

7月23日 �93 �（平成　年　月　日　　第　号） 広報武雄8月号有料広告掲載料請求書 �武雄看護リハビリテーション 　　学校 �出切 �有料広告掲 載申請 �／ 

7月23日 �94 �（平成　年　月　日　　第　号） 広報武雄8月号有料広告掲載料請求書 �みどり法律事務所 �出切 �有料広告掲 載申請 �／ 

7月23日 �95 �（平成　年　月　日　　第　号） 広報武雄8月号有料広告掲載料請求書 �有限会社ピーアール佐賀 �出切 �有料広告掲 載申請 �／ 

7月23日 �96 �（平成　年　月　日　　第　号） 広報武雄8月号有料広告掲載料請求書 �株式会社九州ライフ �出切 �有料広告掲 載申請 �／ 

6月22日 �97 �（平成　年　月　日　　第　号） 武雄市pfhcebookページ機能拡張業務委託契約の締結 �　株式会社SIIIS 代表取締役杉山隆志 �要回答（／） 　出切・受切 �武雄市 Facebook ページ機能 拡張関係 �／ 

8月8日 �98 �（平成　年　月　日　　第　号） 平成24年度統計調査員確保対策事業委託費概算払請求書 �佐賀県知事 �要回答（／） 　出切・受切 �H24統計調 査員確保対 策事業関係 �8／13 
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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16日 �99 �（平成　年　月　日　　第　号） 市役所本庁舎無線LANシステム整備工事について（伺い） � �要回答（／） 　出切・受切 �市役所本庁 舎無線LAN システム構築 工事 �／ 

8月21日 �100 �（平成24年7月27日杵保福　第2005号） 第1回21世紀成年者縦断調査（平成24年成年者）の調査推薦につい �杵藤保健福祉事務所長 �要回答（8／23） 　出切・受切 �H24各種調 査員推薦関 �8／21 

て ���係 

8月23日 �101 �（平成24年8月16日統調　第931号） 平成22年度県民及び市町民経済計算の資料提供について（依頼） �佐賀県経営支援本部統計 　調査課長 �要回答（8／31） 　出切・受切 �県民及び市 民経済計算 関係 �8／30 

8月23日 �102 �（平成　年　月　日　　第　号） 平成24年度公的個人認証サービス内部監査の実施について（報告） �佐賀県統括本部　情報課 �要回答（／） 　出切・受切 �公的個人認証 サービス業務 関連要領等綴 り �／ 

8月28日 �103 �（平成24年8月20日統調　第935号） 平成25年度学校基本調査の改正について（通知） �佐賀県統括本部統計調査 　　課長 �受切 �H24学校基 本調査 �／ 

9月5日 8月29日 �104 105 �（平成24年6月18日統調第534号） 平成24年度統計グラフ佐賀県コンクール作品の募集について（依頼） （平成年月日　第号） テレトピア計画推進状況報告について �佐賀県統括本部統計調査 課長 九州総合通信局情報通信 部情報通信振興課長 �要回答（9／5） 出切・受切 要回答（9／13） 出切・受切 �H24統計一 般 テレトピア計 画綴 �9／7 ／ 

15／36



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 �106 �（平成　年　月　日　　第　号） 広報武雄10月号有料広告掲載料請求書 �エムピー工業株式会社 �出切 �有料広告掲 載申請 �／ 

9月24日 �107 �（平成　年　月　日　　第　号） 広報武雄10月号有料広告掲載料請求書 �株式会社テレビ九州 �出切 �有料広告掲 載申請 �／ 

9月24日 �108 �（平成　年　月　日　　第　号） 広報武雄10月号有料広告掲載料請求書 �みどり法律事務所 �出切 �有料広告掲 載申請 �／ 

l 9月24日 �109 �（平成　年　月　日　　第　号） 広報武雄10月号有料広告掲載料請求書 �武雄看護リハビリテーション 　　学校 �出切 �有料広告掲 載申請 �／ 

9月24日 �110 �（平成　年　月　日　　第　号） 広報武雄10月号有料広告掲載料請求書 �株式会社やさか �出切 �有料広告掲 載申請 �／ 

9月24日 �111 �（平成　年　月　日　　第　号） 広報武雄10月号有料広告掲載料請求書 �株式会社ケーブルワン �出切 �有料広告掲 載申請 �／ 

9月24日 �112 �（平成　年　月　日　　第　号） 広報武雄10月号有料広告掲載料請求書 �有限会社ピーアール佐賀 �出切 �有料広告掲 載申請 �／ 
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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 �113 �（平成　年　月　日　　第　号） 広報武雄10月号有料広告掲載料請求書 �おそうじ当番ゴン太 �出切 �有料広告掲 載申請 �／ 

9月25日 �114 �（平成24年9月3日武市監　第81号） 定期監査の実施について（通知） �監査委員事務局長 �受切 �定期監査 �／ 

10月2日 �115 �（平成　年　月　日　　第　号） 平成24年度学校基本調査市町交付金収支精算書 �佐賀県知事　古川康 �出切 �H24交付金 　関係 �10／15 

10月3日 �116 �（平成　年　月　日　第　号） 「県内十市広報主管課長会議及び広報担当者会議」議題等への回答 について（伺い） � �出切 �十市広報担 当者会議 �／ 

10月9日 �117 �（平成24年20月4日統調　第1188号） 平成24年工業統計調査に係る市町交付金の内示について（通知） �佐賀県経営支援本部統計 　調査課長 �受切 �H24交付金 　関係 �／ 

10月9日 �118 �（平成　年　月　日　　第　号） 電子計算組織に係るデータの保管に関する協定書 �杵藤地区広域市町村圏組 　合管理者 �要回答（／） 　出切・受切 �企画調整委 員会綴 �／ 

10月10日 �119 �（平成　年　月　日　　第　号） 平成25年版さが県民手帳の販売について（伺い） � �出切 �H24H25版 県民手帳 �／ 
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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18日 �120 �（平成　年　月　日　　第　号） 武雄市図書館ケーブルモデム移設工事の契約締結について（伺い） �株式会社ケーブルワン �要回教／） 　切受切 �H24図書館 関係 �／ 

7月2日 �121 �（平成　年　月　日　　第　号） FBxGA施設予約機能運用業務委託契約 �株式会社SIIIS �要口元／） 　切受切 �武雄市 Facebook ページ機能 拡張関係 �／ 

10月25日 �122 �（平成　年　月　日　　第　号） 広報武雄広告掲載決定通知書 �武雄看護リハビリテーション 　　学校 �要鞄孟） � �／ 

10月25日 �123 �（平成　年　月　日　　第　号） 広告掲載にかかる請求書の送付について �武雄看護リハビリテーション 　　学校 �要回タ／） 　切・賢切 � �／ 

10月25日 �124 �（平成　年　月　日　　第　号） 広報武雄広告掲載決定通知書 �株式会社ケーブルワン �要笥扁） � �／ 

1．0月25日 �125 �（平成　年　月　日　　第　号） 広告掲載にかかる請求書の送付について �株式会社ケーブルワン �要回教／） 　切受切 � �／ 

10月25日 �126 �（平成　年　月　日　　第　号） 広報武雄広告掲載決定通知書 �エムピー工業株式会社 �要鞄孟） � �／ 
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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25日 �127 �（平成　年　月　日　　第　号） 広告掲載にかかる請求書の送付について �エムピー工業株式会社 �要回教／） 　切受切 � �／ 

10月25日 �128 �（平成　年　月　日　　第　号） 広報武雄広告掲載決定通知書 �みどり法律事務所 �要私益） � �／ 

10月25日 �129 �（平成　年　月　日　　第　号） 広告掲載にかかる請求書の送付について �みどり法律事務所 �要回教／） 　切受切 � �／ 

10月25日 �130． �（平成　年　月　日　　第　号） 広報武雄広告掲載決定通知書 �おそうじ当番ゴン太 �要回教／） 　切・賢切 � �／ 

10月25日 �131 �（平成　年　月　日　　第　号） 広告掲載にかかる請求書の送付について �おそうじ当番ゴン太 �要回尤／） 　切・、切 � �／ 

10月25日 �132 �（平成　年　月　日　　第　号） 広報武雄広告掲載決定通知書 �有限会社ピーアール佐賀 �要鞄孟） � �／ 

10月25日 �133 �（平成　年　月　日　　第　号） 広告掲載にかかる請求書の送付について �有限会社ピーアール佐賀 �要回教／） 　切・ボ切 � �／ 
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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25日 �134 �（平成　年　月　日　　第　号） 広報武雄広告掲載決定通知書 �株式会社やさか �要回教／） 　切・■沼切 � �／ 

10月25日 �135 �（平成　年　月　日　　第　号） 広告掲載にかかる請求書の送付について �株式会社やさか �要回尤／） 　切受切 � �／ 

10月25日 �136 �（平成　年　月　日　　第　号） 広報武雄広告掲載決定通知書 �株式会社テレビ九州 �要回兜／） 　切・、、切 � �／ 

10月25日 �■137 �（平成　年　月　日　　第　号） 広告掲載にかかる請求書の送付について �株式会社テレビ九州 �要回教／） 　切受切 � �／ 

10月31日 �138 �（平成　年　月　日　　第　号） 県貸与パソコン現況調査提出について �佐賀県情報課長 �要鞄扁） � �／ 

11月6日 �139 �（平成　年　月　日　　第　号） 平成24年就業構造基本調査調査区の合併について（伺い） �佐賀県知事 �出切 � �／ 

11月12日 �140 �（平成24年11月5日総情促　第116号） 地域情報通信技術利活用推進交付金等（地域雇用創造ICT杵プロジェ クト（教育））による事業の改善について（通知） �総務省情報流通行政局 情報通信利用促進課長 �要回筍壷） �11∠一11‾戊′出 城雇用創造 ICT杵プロ ジェクト（教育 情報化事業） 日日二古 �／ 
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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 

11月13日 �141 �（平成24年9月20日統調　第1096号） 平成24年工業統計調査員及び指導員の推薦について（依頼） �佐賀県経営支援本部長 �要回答（11／16） �平成24年工 業統計調査 �11／17 

11月27日 �142 �（平成　年　月　日　　第　号） 広報武雄広告掲載決定通知書 �エムピー工業株式会社 �要回教／） 　　受切 � �／ 

11月27日 �143 �（平成　年　月　日　　第　号） 広告掲載にかかる請求書の送付について �エムピー工業株式会社 �要離） � �／ 

11月27日 �144 �（平成　年　月　日　　第　号） 広報武雄広告掲載決定通知書 �株式会社やさか �要回克／） 　切・賢切 � �／ 

11月27日 �145 �（平成　年　月　日　　第　号） 広告掲載にかかる請求書の送付について �株式会社やさか �要回教／） 　uJ・仕切 � �／ 

11月27日 �146 �（平成　年　月　日健　第　号） 広報武雄広告掲載決定通知書 �有限会社ピーアール佐賀 �要笥扁） � �／ 

11月27日 �147 �（平成　年　月　日　　第　号） 広告掲載にかかる請求書の送付について �有限会社ピーアール佐賀 �要回教9／13） 　切受切 � �／ 
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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 

11月27日 �148 �（平成　年　月　日　　第　号） 広報武雄広告掲載決定通知書 �株式会社ケーブルワン �要回烏／） 　切覧切 � �／ 

11月27日 �149 �（平成　年　月　日　　第　号） 広告掲載にかかる請求書の送付について �株式会社ケーブルワン �要回教／） 　切・ボ切 � �／ 

11月27日 �150 �（平成　年　月　日　　第　号） 広報武雄広告掲載決定通知書 �株式会社テレビ九州 �要ロ　／） 　切覧切 � �／ 

11月27日 �151 �（平成　年　月　日　　第　号） 広告掲載にかかる請求書の送付について �株式会社テレビ九州 �要笥扁） � �／ 

11月27日 �152 �（平成　年　月　日　　第　号） 広報武雄広告掲載決定通知書 �武雄看護リハビリテーション 　　学校 �要回答（／） 　　r7切 � �／ 

11月27日 �153 �（平成　年　月　日　　第　号） 広告掲載にかかる請求書の送付について �武雄看護リハビリテーション 　　学校 �要私益） � �／ 

11月27日 �154 �（平成　年　月　日　　第　号） 広報武雄広告掲載決定通知書 �みどり法律事務所 �要私益） � �／ 

22／36



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 

11月27日 �155 �（平成　年　月　日　　第　号） 広告掲載にかかる請求書の送付について �みどり法律事務所 �要回盤／） 　切受切 � �／ 

11月30日 �156 �（平成　年　月　日　　第　号） 平成25年度当初予算要求書の提出について � �出切 �平成25年度 当初予算関 係 �／ 

11月29日 �157 �（平成　年　月　日　　第　号） 議場内無線LAN整備について（伺い） � �要回答（／） 　出切・受切 �市役所本庁 舎無線LAN システム整備 工事 �／ 

12月5日 �1声8 �（平成24年12月3月武市会　第61号） 平成年24分法定調書作成のための調査について（依頼） �会計管理者　浦川正盛 �要回答（12／13） �統計一般 �12／14 

12月4日 �159 �（平成24年12月3日統調　第1588号） 統計調査員の叙勲・褒章候補者に関する基礎調査について �佐賀県経営支援本部統計 　調査課長 �要回答（12／20） �統計調査員 表彰関係綴 �12／20 

12月11日 �160 �（平成24年11月6日統調　第1404号） 平成25年住宅・土地統計調査単位区設定に伴う指導員の推薦について �佐賀県経営支援本部長 �要回答（12／11） �住宅・土地統 計調査 �12／11 

12月11日 �161 �（平成24年11月27日統調　第1499号） 平成24年工業統計調査指導員及び調査員の任命について（通知） �佐賀県経営支援本部長 �要回答（12／21） �工業統計調 　査 �12／21 
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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13日 �162 �（平成24年11月9日秘　第754号） 平成25年度知事表彰候補者の具申について（通知）統計調査関係 �佐賀県総括本部長 �要回答（12／21） �統計調査員 表彰関係 �12／14 

12月17日 �163 �（平成24年11月14日統調　第1466号） 商業動態統計調査（指定調査区調査）調査員の推薦について（依頼） �佐賀県総括本部長 �要回答（12／17） �調査員推薦 関係綴 �12／17 

12月21日 �164 �（平成　年　月　日　第　号） 平成24年度武雄市公式ホームページ、ホスティング及び運用保守業務 委託契約変更について（伺い） � �出切 � �／ 

12月27日 �165 �（平成　年　月　日　　第　号） 広報武雄広告掲載決定通知書 �エムピー工業株式会社 �要鞄孟） � �／ 

12月27日 �166 �（平成　年　月　日　　第　号） 広告掲載にかかる請求書の送付について �エムピー工業株式会社 �要鞄孟） � �／ 

12月27日 �167 �（平成　年　月　日　　第　号） 広報武雄広告掲載決定通知書 �株式会社ケーブルワン �要回教／） 　切受切 � �／ 

12月27日 �168 �（平成　年　月　日　　第　号） 広告掲載にかかる請求書の送付について �株式会社ケーブルワン �要回尤／） 　切・！支切 � �／ 
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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27日 �169 �（平成　年　月　日　　第　号） 広報武雄広告掲載決定通知書 �武雄看護リハビリテーション 　　学校 �要回盤／） 　切受切 � �／ 

12月27日 �170 �（平成　年　月　日　　第　号） 広告掲載にかかる請求書の送付について �武雄看護リハビリテーション 　　学校 �要回兜／） 　切受切 � �／ 

12月27日 �171 �（平成　年　月　日　　第　号） 広報武雄広告掲載決定通知書 �株式会社テレビ九州 �要私益） � �／ 

12月27日 �172 �（平成　年　月　日　　第　号） 広告掲載にかかる請求書の送付について �株式会社テレビ九州 �要鞄孟） � �／ 

12月27日 �173 �（平成　年　月　日　　第　号） 広報武雄広告掲載決定通知書 �みどり法律事務所 �要回教10／18） 　切・賢切 � �／ 

12月27日 �174 �（平成　年　月　日　　第　号） 広告掲載にかかる請求書の送付について �みどり法律事務所 �要回教／） 　切受切 � �／ 

12月27日 �175 �（平成　年　月　日　　第　号） 広報武雄広告掲載決定通知書 �有限会社ピーアール佐賀 �要私益） � �／ 
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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27日 �176 �（平成　年　月　日　　第　号） 広告掲載にかかる請求書の送付について �有限会社ピーアール佐賀 �要鞄孟） � �／ 

12月27日 �177 �（平成　年　月　日　　第　号） 広報武雄広告掲載決定通知書 �おそうじ当番ゴン太 �要回兜／） 　切・賢切 � �／ 

12月27日 �178 �（平成　年　月　日　　第　号） 広告掲載にかかる請求書の送付について �おそうじ当番ゴン太 �要回教／） 　切受切 � �／ 

12月27日 �179 �（平成　年　月　日　　第　号） 広報武雄広告掲載決定通知書 �株式会社ホープ �要鞄扁） � �／ 

12月27日 �180 �（平成　年　月　日　　第　号） 広告掲載にかかる請求書の送付について �株式会社ホープ �要鞄孟） � �／ 

12月27日 �181 �（平成　年　月　日　　第　号） 基幹統計調査費内の予算流用について（伺） � �出切 � �／ 

1月7日 �182 �（平成　年　月　日　第　号） 平成24年度武雄市公式ホームページホスティング及び運用保守業務 委託契約の締結について（伺い） �福博印刷株式会社 �出切 �ホームページ 契約関連 �1／7 
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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 

1月17日 �183 �（平成　年　月　日　　第　号） 平成24年就業構造基本調査市町交付金流用承認申請書 �佐賀県知事　古川康 �出切 �統計交付金 　関係 �／ 

1月21日 �184 �（平成　年　月　日　　第　号） 統計調査総務費内の予算流用について（伺） � �出切 �平成24年度 統計予算関 係 �／ 

1月31日 �185 �（平成　年　月　日　　第　号） 広報武雄広告掲載決定通知書 �エムピー工業株式会社 �要回尤／） 　切受切 � �／ 

1月31日 �186 �（平成　年　月　日　　第　号） 広告掲載にかかる請求書の送付について �エムピー工業株式会社 �要回尤／） 　切受切 � �／ 

1月31日 �187 �（平成　年　月　日　　第　号） 広報武雄広告掲載決定通知書 �株式会社ケーブルワン �要回　／） 　切受切 � �／ 

1月31日 �188 �（平成　年　月　日　　第　号） 広告掲載にかかる請求書の送付について �株式会社ケーブルワン �要私益） � �／ 

1月31日 �189 �（平成　年　月　日　　第　号） 広報武雄広告掲載決定通知書 �武雄看護リハビリテーション 　　学校 �要回教／） 　切受切 � �／ 
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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 

1月31．日 �190 �（平成　年　月　日　　第　号） 広告掲載にかかる請求書の送付について �武雄看護リハビリテーション 　　学校 �要鞄孟） � �／ 

1月31日 �191 �（平成　年　月　日　　第　号） 広報武雄広告掲載決定通知書 �株式会社テレビ九州 �要鞄孟） � �／ 

1月31日 �192 �（平成　年　月　日　　第　号） 広告掲載にかかる請求書の送付について �株式会社テレビ九州 �要私益） � �／ 

1月31日 �193 �（平成　年　月　日　　第　号） 広報武雄広告掲載決定通知書 �みどり法律事務所 �要私益） � �／ 

1月31日 �194 �（平成　年　月　日　　第　号） 広告掲載にかかる請求書の送付について �みどり法律事務所 �要私益） � �／ 

1月31日 �195 �（平成　年　月　日　　第　号） 広報武雄広告掲載決定通知書 �有限会社ピーアール佐賀 �要鞄扁） � �／ 

1月31日 �196 �（平成　年　月　日　　第　号） 広告掲載にかかる請求書の送付について �有限会社ピーアール佐賀 �要口元／） 　切受切 � �／ 
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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 

1月31日 �197 �（平成　年　月　日　　第　号） 広報武雄広告掲載決定通知書 �社会福祉法人敬愛会 �要回盤／） 　切受切 � �／ 

1月31日 �198 �（平成　年　月　日　　第　号） 広告掲載にかかる請求書の送付について �社会福祉法人敬愛会 �要私益） � �／ 

2月6日一 �199 �（平成　年　月　日　　第　号） 議場内LAN整備・電源工事請負契約の締結について（伺い） �NTTデータカスタマサービ ス株式会社九州支社 �要鞄扁） � �／ 

2月21日 �200 �（平成　年　月　日　　第　号） 平成25年度杵藤電算センター電算処理業務計画への回答 �杵藤地区広域市町村圏組 　合管理者 �要回教／） 　切受切 �企画調整委 員会綴り �／ 

2月25日 �201 �（平成　年　月　日　　第　号） 広報武雄広告掲載決定通知書 �エムピー工業株式会社 �要鞄孟） � �／ 

2月25日 �202 �（平成　年　月　日　　第　号） 広告掲載にかかる請求書の送付について �エムピー工業株式会社 �要笥扁） � �／ 

2月25日 �203 �（平成　年　月　日　　第　号） 広報武雄広告掲載決定通知書 �株式会社ケーブルワン �要勒扁） � �／ 
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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25日 �204 �（平成　年　月　日　　第　号） 広告掲載にかかる請求書の送付について �株式会社ケーブルワン �要回兜／） 　切受切 � �／ 

2月25日 �205 �（平成　年　月　日　　第　号） 広報武雄広告掲載決定通知書 �武雄看護リハビリテーション 　　学校 �要回盤／） 　切受切 � �／ 

2月25日 �206 �（平成　年　月　日　　第　号） 広告掲載にかかる請求書の送付について �武雄看護リハビリテーション 　　学校 �要回　／） 　切・受切 � �／ 

2月25日 �207 �（平成　年　月　日　健第　号） 広報武雄広告掲載決定通知書 �株式会社テレビ九州 �要回尤／） 　切受切 � �／ 

2月25日 �208 �（平成　年　月　日　　第　号） 広告掲載にかかる請求書の送付について �株式会社テレビ九州 �要回盤／） 　切・覧切 � �／ 

2月25日 �209 �（平成　年　月　日　　第　号） 広報武雄広告掲載決定通知書 �みどり法律事務所 �要口元／） 　切受切 � �／ 

2月25日 �210 �（平成　年　月　日　　第　号） 広告掲載にかかる請求書の送付について �みどり法律事務所 �要私益） � �／ 
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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25日 �211 �（平成　年　月　日　　第　号） 広報武雄広告掲載決定通知書 �有限会社ピーアール佐賀 �要鞄扁） � �／ 

2月25日 �212 �（平成　年　月　日　　第　号） 広告掲載にかかる請求書の送付について �有限会社ピーアール佐賀 �要回盤／） 　切受切 � �／ 

2月25日 �213 �（平成　年　月　日　　第　号） 広報武雄広告掲載決定通知書 �サガビューティー事業協同 　　組合 �要鞄扁） � �／ 

2月25日 �214 �（平成　年　月　日　　第　号） 広告掲載にかかる請求書の送付について �サガビューティー事業協同 　　組合 �要私益） � �／ 

2月25日 �215 �（平成　年　月　日　　第　号） 広報武雄広告掲載決定通知書 �おそうじ当番ゴン太 �要回兜／） 　切受切 � �／ 

2月25日 �216 �（平成　年　月　日　　第　号） 広告掲載にかかる請求書の送付について �おそうじ当番ゴン太 �要回克／） 　切・受切 � �／ 

3月8日 �217 �（平成　年　月　日　第　号） 地域経営型包括支援クラウドモデル構築事業開発実証団体の募集に係 る提案書の提出について �総務省自治行政局 地域情報政策室長 �要回尤／） 　切受切 �地域経営型 包括支援クラ ウドモデル開 発実証事業 �3／8 
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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 

3月8日 �218 �（平成　年　月　日　第　号） 情報通信技術地域人材育成・活用事業交付金（教育情報化事業） 事後報告書（平成24年度分） �総務省九州総合通信局情 報通信部情報通信振興課 �出切 � �／ 

3月11日 �219 �（平成　年　月　日　　第　号） 不開示決定通知書 �なんとか株式会社 前田勝之 �出切 � �／ 

3月11日 �220 �（平成　年　月　日　　第　号） 開示決定通知書 �なんとか株式会社 前田勝之 �出切 � �／ 

3月11日 �221 �（平成　年　月　日　　第　号） 平成24年工業統計調査市町交付金流用承認申請書 �佐賀県知事　古川康 �出切 �統計・交付金 　関係 �3／13 

3月11日 �222 �（平成　年　月　日　　第　号） 平成24年度経済センサス調査区管理市町交付金収支精算書 �佐賀県知事　古川康 �出切 �統計・交付金 　関係 �3／13 

3月11日 �223 �（平成　年　月　日　第　号） 平成24年度平成24年経済センサスー活動調査市町交付金収支精算 重 日 �佐賀県知事　古川康 �出切 �統計・交付金 　関係 �3／13 

3月11日 �224 �（平成　年　月　日　　第　号） 平成25年住宅・土地統計調査単位区設定市町交付金流用承認申請書 �佐賀県知事　古川康 �出切 �統計・交付金 　関係 �3／13 
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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 

3月15日 �225 �（平成25年3月12日統調　第2124号） 平成25年度経済産業省生産動態統計調査調査員の推薦について（依 頼） �佐賀県経営支援本部長 �要回答（3／25） �各種調査員 推薦関係 �3／18 

3月15日 �226 �（平成25年3月12日杵保福　第5729号） 平成25年国民生活基礎調査の統計調査員推薦について（依頼） �佐賀県杵藤保健福祉事務 　　所長 �要回答（4／②） �各種調査員 推薦関係 �3／19 

3月1日 �227 �（平成　年　月　日　　第　号） Proxy強化作業業務委託契約の締結 �ICTコンストラクション株式会 　　社 �要回教／） 　切受切 �24年度契約 管理綴 �／ 

3月19日 �228 �（平成　年　月　日　　第　号） 平成24年度就業構造基本調査市町交付金収支精算書 �佐賀県知事　古川康 �出切 �統計・交付金 　関係 �／ 

3月19日 �229 �（平成　年　月　日　　第　号） 平成24年度平成24年工業統計調査事務市町交付金収支精算書 �佐賀県知事　古川康 �出切 �統計・交付金 　関係 �／ 

3月19日 �230 �（平成　年　月　日　第　号） 平成24年度平成25年住宅・土地統計調査単位区設定市町交付金収 支精算書 �佐賀県知事　古川康 �出切 �統計・交付金 　関係 �／ 

3月21日 �231 �（平成　年　月　日　　第　号） 平成24年度統計調査員確保対策事業委託費流用承認申請書 �佐賀県知事　古川康 �出切 �統計調査員 確保事業 �／ 
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3月21日 �232 �（平成　年　月　日　　第　号） 平成24年度統計調査員確保対策事業委託費精算書 �佐賀県知事　古川康 �出切 �統計調査員 確保事業 �／ 

3月28日 �233 �（平成　年　月、目　　第　号） 情報通信技術地域人材育成・活用事業交付金（教育情報化事業）事後 報告書（平成24年度分） �総務省九州総合通信局 �出切 �杵綴り �／ 

3月28日 �234 �（平成　年　月　日　　第　号） 広報武雄広告掲載決定通知書 �エムピー工業株式会社 �要鞄孟） � �／ 

3月28日 �235 �（平成　年　月　日　　第　号） 広告掲載にかかる請求書の送付について �エムピー工業株式会社 �要回教／） 　切・賢切 � �／ 

3月28日 �236 �（平成　年　月　日　　第　号） 広報武雄広告掲載決定通知書 �有限会社ピーアール佐賀 �要鞄孟） � �／ 

3月28日 �237 �（平成　年　月　日　　第　号） 広告掲載にかかる請求書の送付について �有限会社ピーアール佐賀 �要回教／） 　切受切 � �／ 

3月28日 �238 �（平成　年　月　日　　第　号） 広報武雄広告掲載決定通知書 �株式会社ケーブルワン �要回教／） 　切・‘ボ切 � �／ 
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3月28日 �239 �（平成　年　月　日　　第　号） 広告掲載にかかる請求書の送付について �株式会社ケーブルワン �要顎歩孟） � �／ 

3月28日 �240 �（平成　年　月　日　　第　号） 広報武雄広告掲載決定通知書 �有限会社武雄ボウリングセン 　　ター �要回盤／） 　切・覧切 � �／ 

3月28日 �241 �（平成　年　月　‾目　　第　号） 広告掲載にかかる請求書の送付について �有限会社武雄ボウリングセン 　　ター �要匝毯扁） � �／ 

3月28日 �242 �（平成　年　月　日　　第　号） 広報武雄広告掲載決定通知書 �みどり法律事務所 �要回教／） 　切受切 � �／ 

3月28日 �243 �（平成　年　月　日　　第　号） 広告掲載にかかる請求書の送付について �みどり法律事務所 �要恒塾長’ � �／ 

3月28日 �244 �（平成　年　月　日　　第　号） 広報武雄広告掲載決定通知書 �武雄看護リハビリテーション 　　学校 �要回兜／） 　切受切 � �／ 

3月28日 �245 �（平成　年　月　日　　第　号） 広告掲載にかかる請求書の送付について �武雄看護リハビリテーション 　　学校 �要鞄孟） � �／ 
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3月28日 �246 �（平成　年　月　日　　第　号） 広報武雄広告掲載決定通知書 �株式会社テレビ九州 �要笥扁） � �／ 

3月28日 �247 �（平成　年　月　日　　第　号） 広告掲載にかかる請求書の送付について �株式会社テレビ九州 �要回教／） 　切・ボ切 � �／ 

3月28日 �248 �（平成　年　月　日　第　号） 地域経営型包括支援クラウドモデル構築事業開発実証委託契約の締 結について（伺い） �総務省自治行政局地域政 策課地域情報政策室 �要回尤／） 　切・覧切 �地域経営型 包括支援クラ ウドモデル開 発実証事業 �3／28 

3月29日 �249 �（平成　年　月　日　第　号） 地域経営型包括支援クラウドモデル構築事業開発実証委託にかかる変 更契約について（伺い） �総務省自治行政局地域政 策課地域情報政策室 �室竜〉言＋ �地域経営型 包括支援クラ ウドモデル開 発実証事業 �3／29 

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

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

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