
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 �株式会社　学映システム �要回答（／） ⑳受切 �H25予算（契 約）管理綴り �4／1 

4月1日 �2 �（平成　年　月　日　　第　号） 行財政情報サービス『IJAMP』契約締結について �株式会社　時事通信社 �要習払孟） �H25予算（契 約）管理綴り �4／1 

4月1日 �3 �（平成　年　月　日　　第　号） 杵藤電算センター企画調整委員の変更について �杵藤電算センター 所長小森啓一郎 �要等弘孟） �企画調整委 員会綴 �4／5 

4月1日 �4 �（平成　年　月　日　　第　号） 平成25年度武雄市行政情報広報放送契約の締結について �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 �5 �（平成　年　月　日　第　号） 平成25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 契約関係綴 �4／1 

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』サービス契約締結について（伺い） （平成年月日　第号） 平成25年度公的個人認証用端末保守業務委託契約の締結について （伺い） �一般社団法人共同通信社 株式会社富士通エフサス 佐賀支店 �要私益） 要等私益） �H25予算（契 約）管理綴り H25予算（契 約）管理綴り �4／1 4／1 



4月1日 �8 �（平成　年　月　日　第　号） 平成25年度庁舎システムおよびネットワーク保守業務委託契約の締結 について（伺い） �ICTコンストラクション株式会社 �要琶弘孟） �H25予算（契 約）管理綴り �4／1 

4月1日 �9 �（平成　年　月　日　第　号） Facebook施設予約アプリ利用のためのライセンス申込みについて（伺 い） �株式会社SIIIS �要回答（／） ◎受切 �FBXGA施設 予約アプリ ケーション構 築綴り �4／1 

4月1日 �10 �（平成　年　月　日　　第　号） 武雄市FBXGA施設予約機能運用業務委託契約の締結について �株式会社SIIIS �要覧弘・孟） �FBXGA施設 予約アプリ ケーション構 築綴り �4／1 

4月1日 �11 �（平成　年　月　日　　第　号） 平成25年度ICT寺子屋事業業務委託契約の締結について �武雄市ICT寺子屋人材育成協議会 �要毯扁） �平成25年度 武雄市ICT寺 子屋設置事 業 �4／1 

4月1日 �12 �（平成　年　月　日　　第　号） 平成25年度武雄市フェイスブックページ運用保守業務委託契約につい �株式会社SIIIS �要回答（／） ㊦受切 �平成25年度 武雄市フェイ スブックペー �4／1 

て ���ジ運用保守 業務委託 

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 � �／ 



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1日 �20 �（平成25年3月29日　統調第※号外号） 佐賀県の推計人口について（送付） �佐賀県経営支援本部統計調査課 �要回君島畠） �H25各種統 計結果速報 �／ 

4月2日 �21 �（平成25年3月28日　統調第2257号） 平成24年度統計調査員確保対策事業委託費の流用について（承認） �佐賀県知事 �要回富豪畠） �H24統計予 算関係綴 �／ 



4月2日 �22 �（平成25年3月29日　　第※号外号） 平成24年毎月勤労統計調査地方調査結果速報 �佐賀県経営支援本部統計調査課 �要回㌫畠） �H25各種統 計結果速報 �／ 

4月2日 �23 �（平成25年3月14日　統調第2283号） 平成25年住宅・土地統計調査単位区設定事務 市長交付金の流用承認について（通知） �佐賀県経営支援本部統計調査課 �要回㌫畠） �H24統計予 算関係綴 �／ 

4月5日 �24 �（平成　年　月　日　　第　号） 開示決定通知書 �なんとか株式会社 前田勝之様 �出切 � �／ 

4月5日 �25 �（平成25年4月2日　統調第7号） 平成25年度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 �要回㌫畠） �H24調査員 推薦綴 �／ 

4月5日 �26 �（平成25年2月28日　統調第2279号） 平成24年度統計調査事務市長交付金（平成24年工業統計調査）の流 用承認について（通知） �佐賀県知事 �要回署長畠） �H24統計予 算関係綴 �／ 

4月5日 �27 �（平成25年4月3日　統調第8号） 「平成22年国勢調査報告」について（送付） �佐賀県経営支援本部統計調査課長 �要回富豪畠） �H25統計一 般文書綴 �／ 

4月5日 �28 �（平成25年3月26日　統調第2239号） 「平成22年国勢調査報告」について（送付） �佐賀県経営支援本部統計調査課長 �要回㌫畠） �H25統計一 般文書綴 �／ 



4月8日 �29 �（平成25年4月5日武市監　第3号） 平成25年度定期監査について（通知） �武雄市監査委員　山口清司、川原千秋 �受切 � �／ 

4月9日 �30 �（平成25年4月8日統調　第76号） 「国勢調査」をかたる不審な電話について（注意喚起） �佐賀県経営支援本部統計調査課長 �要回㌫畠） �H25統計一 般文書綴 �／ 

4月12日 �31 �（平成25年4月9日統調　第86号） 平成24年就業構造基本調査市町交付金の額の確定について（通知） �佐賀県知事 �要回数畠） �H24統計予 算関係綴 �／ 

4月12日 �32 �（平成25年4月10日　統協第1号） 平成25年度第一回佐賀統計協会幹事会の開催について（通知） �佐賀県統計協会長 �要回弘志） �H25統計協 会関係綴 �／ 

4月12日 �33 �（平成25年4月9日　統調第2065号） 毎月勤労統計調査地方調査結果（平成24年12月分）について（送付） �佐賀県経営支援本部統計調査課長 �要回富豪畠） �H25各種統 計結果速報 �／ 

4月16日 �34 �（平成　年　月　日　　第　号） 平成25年度学校基本調査について（お願い） �武雄市 �出切 �H25統計 学校基本調 査綴 �／ 

4月16日 �35 �（平成25年4月9日統調　第4号） 平成25年度学校基本調査の実施について（依頼） �佐賀県経営支援本部 �要回署長畠） �H25統計 学校基本調 査綴 �／ 



4月17日 �36 �（平成25年4月15日　　第　号） 行政事務視察について（依頼） �柏原市長 �要回君島畠） �H25行政視 察関係綴 �／ 

4月18日 �37 �（平成　年　月　日　　第　号） 行政視察の受け入れについて（熊本県和水町） �商工流通課／和水町 �出切 �H25行政視 察関係綴 �／ 

4月18日 �38 �（平成　年　月　日　　第　号） 行政視察の受け入れについて（JICAスーダン） �商工流通課／JICAスーダン �出切 �H25行政視 察関係綴 �／ 

4月18日 �39 �（平成　年　月　日　　第　号） 行政視察の受け入れについて（群馬県中之条町） �いのしし課／中之条町 �出切 �H25行政視 察関係綴 �／ 

4月18日 �40 �（平成　年　月　日　　第　号） 行政視察の受け入れについて（宮城県仙台市図書館） �文化学習課／仙台市 �出切 �H25行政視 察関係綴 �／ 

4月19日 �41 �（平成25年4月18日統調　第39号） 平成24年度平成24年経済センサス活動調査市町交付金の額の確 定について（通知） �佐賀県知事 �要回数畠） �H24統計予 算関係綴 �／ 

4月19日 �42 �（平成25年4月18日統調　第40号） 平成24年度統計調査事務市町交付金（経済センサス調査区管理）の額 の確定について（通知） �佐賀県知事 �要回富豪畠） �H24統計予 算関係綴 �／ 



4月19日 �43 �（平成　年　月　日　　第　号） 平成25年度第一回佐賀県統計協会幹事会の開催について（回答） �佐賀県統計協会 �出切 �H25統計協 会関係綴 �／ 

4月19日 �44 �（平成　年　月　日　　第　号） 平成24年版統計要覧作成にかかる資料の提供について（お願い） �武雄市 �出切 �H25統計一 般文書綴 �／ 

4月22日 �45 �（平成25年4月19日　統調第194号） 平成25年特定サービス産業実態調査調査員の推薦について（依頼） �佐賀県統計協会経営支援本部長 �要回㌫畠） �H25各種調 査員推薦関 係 �／ 

4月24日 �46 �（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 �要回答（／） ⑳受切 � �／ 

4月24日 �47 �（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 �要回答（／） ◎受切 � �／ 

4月24日 �48 �（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（／） ⑬受切 � �／ 

4月24日 �49 �（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 �要回答（／） ⑳受切 � �／ 



4月24日 �50 �（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 �要回答（／） ⑳受切 � �／ 

4月24日 �51 �（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 �要回答（／） ⑬受切 � �／ 

4月24日 �52 �（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 �要回答（／） ⑳受切 � �／ 

4月24日 �53 �（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 �要回答（／） ⑬受切 � �／ 

4月24日 �54 �（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 �要回答（／） ⑳受切 � �／ 

4月24日 �55 �（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 �要回答（／） 　・受切 � �／ 

4月24日 �56 �（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 �要回答（／） ◎受切 � �／ 



4月24日 �57 �（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 �要回答（／） ⑦受切 � �／ 

4月24日 �58 �（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 �要回答（／） ◎受切 � �／ 

4月24日 �59 �（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 �要回答（／） ⑬受切 � �／ 

4月24日 �60 �（平成　年　月　日　　第　号） 広報武雄広告掲載決定通知書 �株式会社マックス �要回答（／） ⑳受切 � �／ 

4月24日 �61 �（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 �株式会社マックス �要回答（／） ㊦受切 � �／ 

4月24日 �62 �（平成　年　月　日　　第　号） 広報武雄広告掲載決定通知書 �株式会社朝日工業 �要回答（／） ◎受切 � �／ 

4月24日 �63 �（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 �株式会社朝日工業 �要回答（／） ⑬受切 � �／ 



4月24日 �64 �（平成　年　月　日　　第　号） 行政視察の受け入れについて（北海道北見市） �文化学習課／北見市 �出切 �H25行政視 察関係綴 �／ 

4月30日 �65 �（平成　年　月　日　　第　号） 平成25年特定サービス産業実態調査調査員の推薦について（回答） �佐賀県経営支援本部 �出切 �H25各種調 査員推薦関 係 �／ 

4月30日 �66 �（平成　年　月　日　　第　号） 行政視察の受け入れについて（鹿児島県霧島市） �商工流通課／霧島市 �出切 �H25行政視 察関係綴 �／ 

5月2日 �67 �（平成　年　月　日　　第　号） ビックデータ �各所属長 �出切 � �／ 

5月1日 �68 �（平成　年．月　日　　第　号） 佐賀県公共NWの新規利用にかかる同意書について（依頼） �伊万里市長 �雫艶．孟） � �／ 

5月8日 �69 �（平成　年　月　日　　第　号） 平成25年度情報化推進員全体会議の開催について �各所属長 �要回答（／） ◎受切 � �／ 

5月8日 �70 �（平成　年　月　日　　第　号） 平成25年度情報化推進員全体会議の開催について �情報化推進委員 �要回答（／） 　出切・受切 � �／ 



5月8日 �71 �（平成　年　月　日　　第　号） ご意見ご要望に対する回答の作成について（依頼） �くらし部長 �要回答（5／15） 出切・受切 �H25広聴関 　係綴 �／ 

5月8日 �72 �（平成　年　月　日　　第　号） ご意見ご要望に対する回答の作成について（依頼） �くらし部長 �要回答（5／15 ） 出切・受切 �H25広聴関 　係綴 �／ 

5月10日 �73 �（平成25年5月8日統調　第280号） 平成25年度学校基本調査市町交付金の交付決定について（通知） �佐賀県知事 �要回答（／） 　出U① �H25統計委 託事業交付 金関係 �／ 

5月10日 �74 �（平成　年　月　日　　第※号外号） 佐賀県の推計人口について（送付） �佐賀県経営支援本部統計調査課長 �要回富豪壷） �H25各種統 計結果速報 �／ 

5月10日 �75 �（平成　年　月　日　　第　号） 行政視察の受け入れについて（福岡県飯塚市議員江口様他） �福岡県飯塚市議員江口様／企画、商工流通 �出切 �H25行政視 察関係綴 �／ 

5月17日 �76 �（平成　年　月　日　　第　号） 行政視察の受け入れについて（宮崎県日向市） �宮崎県日向市／商工流通課 �出切 �H25行政視 察関係綴 �／ 

5月17日 �77 �（平成　年　月　日　　第　号） 行政視察の受け入れについて（山形県置賜地域町村会） �山形県置賜地域町村会 �出切 �H25行政視 察関係綴 �／ 



5月17日 �78 �（平成　年　月　日　　第　号） 市政に関する要望報告書 �環境課 �要回答（／） 　出切・受切 �H25広聴関 　係綴 �／ 

5月20日 �79 �（平成25年5月・17日25武総秘　第13号） フェイスブック運用等の行政視察について �武蔵野市 �要回答（／） 　　受 �H25行政視 察関係綴 �／ 

5月20日 �80 �（平成　年　月　日　　第　号） 欠番 � �要回答（／） 　出切・受切 � �／ 

5月21日 �81 �（平成　年　月　日　　第　号） 行政視察の受け入れについて（福智町企業誘致審議会） �福智町／企業立地課、文化学習課 �出切 �H25行政視 察関係綴 �／ 

5月22日 �82 �（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 �要回答（／） ◎受切 � �／ 

5月22日 �83 �（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 �要回答（／） ⑳受切 � �／ 

5月22日 �84 �（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 �要回答（／） 空賢受切 � �／ 



5月22日 �85 �（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 �要回答（／） ⑬受切 � �／ 

5月22日 �86 �（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（／） ㊦受切 � �／ 

5月22日 �87 �（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 �要回答（／） ⑳受切 � �／ 

5月22日 �88 �（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 �要回答（／） ◎受切 � �／ 

5月22日 �89 �（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 �要回答（／） ⑳受切 � �／ 

5月22日 �90 �（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 �要回答（／） ㊦受切 � �／ 

5月22日 �91 �（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 �要回答（／） ㊦受切 � �／ 



5月22日 �92 �（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 �要回答（／） ◎受切 � �／ 

5月22日 �93 �（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 �要回答（／） ◎受切 � �／ 

5月22日 �94 �（平成　年　月　日　　第　号） 広報武雄広告掲載決定通知書 �シニアケアたけお �要回答（／） ◎受切 � �／ 

5月22日 �95 �（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 �シニアケアたけお �要回答（／） ⑳受切 � �／ 

5月22日 �96 �（平成　年　月　日　　第　号） 広報武雄広告掲載決定通知書 �株式会社マックス �要回答（／） ⑬受切 � �／ 

5月22日 �97 �（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 �株式会社マックス �要回答（／） ⑰受切 � �／ 

5月22日 �98 �（平成　年　月　日　　第　号） 広報武雄広告掲載決定通知書 �株式会社朝日工業 �要回答（／） ◎受切 � �／ 



5月22日 �99 �（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 �株式会社朝日工業 �要回答（／） ⑳受切 � �／ 

5月23日 �100 �（平成　年　月　日　　第　号） ご意見ご要望に対する回答の作成について（依頼） �教育委員会 �℡（5／24） 　出切・受切 �H25広聴関 　係綴 �／ 

5月24日 �101 �（平成　年　月　日　　第　号） 武雄市地域安心・安全情報提供業務企画提案競技にかかる応募事業 �オープンデータシティ武雄 推進コンソーシアム 代表株式会社SIIIS杉山 　隆志 �要回答（／） 　出切・受切 �地域経営型 包括支援クラ ウドモデル構 �5／24 

者によるプレゼンテーションの実施について ���築事業開発 　実証 

5月28日 �102 �（平成25年5月24日統協　第12号） 平成25年度佐賀県統計協会会費の納入について（依頼） �佐賀県統計協会会長 �要回答（／） 　出切⑳ �H25統計協 会関係綴 �／ 

5月28日 �103 �（平成　年　月　日　　第　号） 行政視察について（通知） �神奈川県海老名市／文化学習課 �要回答（／） 　出切・受切 �H25行政視 察関係綴 �／ 

5月28日 �104 �（平成　年　月　日　　第　号） 行政視察について（通知） �福岡県商工会議所 �要回答（／） 　出切・受切 �H25行政視 察関係綴 �／ 

6月21日 �105 �（平成25年6月21日25小秘　第81号） 行政視察について（通知） �小牧市／商工流通課・文化学習課 �要回答（／） 　出切・受切 �H25行政視 察関係綴 �／ 



5月28日 �106 �（平成　年　月　日　　第　号） 視察 � �要回答（／） 　出切・受切 �H25行政視 察関係綴 �／ 

5月28日 �107 �（平成　年　月　日　　第　号） 視察 � �要回答（／） 　出切・受切 �H25行政視 察関係綴 �／ 

5月29日 �108 �（平成　年　月　日　　第　号） 労働力調査調査員の推薦について �佐賀県経営支援本部 �要回答（／） ◎受切 �H25各種調 査員推薦関 係 �／ 

5月30日 �109 �（平成　年　月　日　　第　号） 武雄市地域安心・安全情報提供業務委託にかかる企画提案競技での �オープンデータシティ武雄 推進コンソーシアム 代表株式会社SHIS杉山 　隆志 �要回答（／） ◎受切 �地域経営型 包括支援クラ ウドモデル構 �／ 

優先交渉者に対する通知について（伺い） ���築事業開発 　実証 

5月31日 �110 �（平成　年　月　日　第　号） 北方支所まちづくり課移設移転にともなう北方支所レイアウト変更業務委 託契約締結について �NTTデータカスタマサービス 株式会社九州支社 �要回答（／） ⑳受切 �平成25年度 機構改革ま ちづくり部移 転関係 �5／31 

6月10日 6月10日 �111 112 �（平成25年6月3日統調第490号） 平成25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 （平成年月日　第号） 請書 �佐賀県知事 佐賀県知事 �要回署長畠） 要回答（／） ◎受切 �H25統計委 託事業交付 金関係 H25統計委 託事業交付 金関係 �／ ／ 



6月10日 �113 �（平成25年5月30日統協　第13号） 平成26年版「さが県民手帳」の資料について �佐賀県統計協会会長 �聖讐（ア／28 出切・受切 �H25さが県 民手帳手帳 関係綴 �／ 

6月10日 �114 �（平成25年6月5日統協　第14号） 平成25年度佐賀県統計協会総裁表彰候補者の推薦について �佐賀県統計協会長 �聖彗（f／21 出切・受切 �統計調査員 等表彰綴 �／ 

6月10日 �115 �（平成25年6月5日統調　第521号） 平成25年度統計功績者表彰（統計調査員表）の候補者の推薦について �佐賀県経営支援本部 �聖彗（f／21 出切・受切 �統計調査員 等表彰綴 �／ 

6月11日 �116 �（平成25年6月11日統調　第444号） 平成25年特定サービス産業実態調査調査員の任命について（通知） �佐賀県経営支援本部 �要回答（／） ◎受切 �H25各種調 査員推薦関 係 �／ 

6月12日 �117 �（平成　年　月　日　　第※号外号） 平成25年住宅・土地統計調査市町事務打ち合わせ会の開催について �佐賀県経営支援本部 �要回答（／） ㊦受切 �H25住宅土 地統計調査 綴 �／ 

5月31日 6月18日 �118 119 �（平成年月日　第号） 武雄市地域安心・安全情報提供業務委託契約の締結について（伺い） （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 �オープンデータシティ武雄 推コンソーシアム代表 株式会社SIIIS杉山隆志 総務省情報流通行政局 情報通信利用促進課調整 �要回答（／） ◎受切 要回答（／） ①・受切 �地域経営型 包括支援クラ ウドモデル構 築事業開発 実証 �／ ／ 

報告書（平成24年度分）修正ついて（伺い） �係　望木 



5月31日 �120 �（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再委託報告書 �総務省大臣官房会計課企画官 �要回答（／） ◎受切 �地域経営型 包括支援クラ ウドモデル構 �／ 

の提出について（伺い） ���築事業開発 　実証 

6月25日 �121 �（平成　年　月　日　　第　号） 平成25年度登録分局自己点検の実施について �財団法人地方自治情報セ ンターLGWAN全国セン 　ター �要回答（／） ⑬受切 �LGWAN �6／25 

7月2日 �122 �（平成　年　月　日　　第　号） 市政に関するご意見ご要望への回答依頼について（伺） �文化・学習課 �姦通（／） 出切・受切 �H25広聴関 　係綴 �／ 

7月3日 �123 �（平成　年　月　日　　第　号） 広報武雄広告掲載決定通知について（伺）（7月号掲載分） �シニアケアたけお他全13社 �要回答（／） ◎受切 � �／ 

7月3日 �124 �（平成　年　月　日　　第　号） 行政視察について（通知） �衆議院調査局総務調査室 �要回答（／） 　出切・受切 �H25行政視 察関係綴 �／ 

7月8日 7月8日 �125 126 �（平成年月日　第号） 下水道課移転にともなう水道庁舎レイアウト変更業務委託契約締結につ いて（伺い） （平成年月日　第号） まちづくり部移転にともなう北方支所レイアウト変更業務委託契約締結に 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 NTTデータカスタマサービス 株式会社九州支社 �要回答（／） 出切・受切 要回答（／） 出切・受切 �平成25年度 機構改革ま ちづくり部移 転関係 平成25年度 機構改革ま ちづくり部移 転関係 �7／9 7／9 



7月12日 �127 �（平成　年　月　日　　第　号） 行政視察について（通知） �西南学院大学／文化学習課、市民協働課 �要回答（／） ◎受切 �H25行政視 察関係綴 �／ 

7月18日 �128 �（平成　年　月　日　　第　号） 行政視察について（通知） �滋賀市長会／文化・学習課、商工流通課 �要回答（／） ⑬受切 �H25行政視 察関係綴 �／ 

7月18日 �129 �（平成　年　月　日　　第　号） 書類、新聞等スクラップ用スキャナ・OCRソフト購入について（伺い） �サンワダイレクト �要回答（／） ⑳受切 � �／ 

7月22日 �130 �（平成　年　月　日　　第　号） 行政視察について（通知） �和泉市役所／農林商工課 �要回答（／） ⑬・受切 �H25行政視 察関係綴 �／ 

7月22日 �131 �（平成25年6月11日統調　第578号） 平成25年住宅・土地統計調査に係る指導員及び調査員の推薦につい �佐賀県経営支援本部長 �聖賢）7／25 �H25住宅土 地統計調査 �／ 
て ��出切・受切 �綴 

7月22日 �132 �（平成25年7月16日統調　第596号） 平成25年住宅・土地統計調査調査単位区内における「調査対象のない �佐賀県経営支援本部長 �巴讐（）7／26 �H25住宅土 地統計調査 �／ 

調査単位区」の有無の確認について ��出切・受切 �綴 

7月22日 �133 �（平成　年　月　日　　第　号） 行政視察について（通知） �国見農業振興／いのしし課 �要回答（／） ⑳・受切 �H25行政視 察関係綴 �／ 



7月29日 �134 �（平成　年　月　日　　第　号） 行政視察について（通知） �都城市／文化学習課i �要回答（／） ⑬・受切 �H25行政視 察関係綴 �／ 

7月29日 �135 �（平成　年　月　日　　第　号） 平成25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（／） ⑬・受切 �H25統計委 託事業交付 金関係 �／ 

7月29日 �136 �（平成　年　月　日　　第　号） 行政視察について（通知） �福岡県みやま市／文化学習課 �要回答（／） ◎・受切 �H25行政視 察関係綴 �／ 

7月29日 �137 �（平成　年　月　日　　第　号） 行政視察について（通知） �八幡浜市／福祉課 �要回答（／） ◎・受切 �H25行政視 察関係綴 �／ 

7月31日 �138 �（平成　年　月　日　　第　号） 広報武雄広告掲載決定通知について（伺）（8月号掲載分） �シニアケアたけお　他11社 �要回答（／） ⑬受切 � �／ 

8月5日 �139 �（平成　年　月　日　　第　号） 平成25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（／） ⑬・受切 �H25統計委 託事業交付 金関係 �／ 

8月7日 �140 �（平成　年　月　日　　第　号） 「世論調査の現状」調査について �内閣府／各課 �愈（9／10） 出切・受切 �H25統計一 般文書綴 �／ 



8月14日 �141 �（平成　年　月　日　　第　号） ご意見ご要望に対する回答の作成について（依頼） �財政課 �志透（8／21） 出切・受切 �H25広聴関 　係綴 �／ 

8月14日 �142 �（平成　年　月　日　　第　号） ご意見ご要望に対する回答の作成について（依頼） �文化・学習課 �G這転（8／21） 出切・受切 �H25広聴関 　係綴 �／ 

8月15日 �143 �（平成　年　月　日　第　号） 庁舎無線LANアンチウイルス／ウェブフィルタリングソフトライセンス更新 申込みについて（伺い） �西日本電信電話株式会社 　佐賀支店 �要私益） � �／ 

8月23日 �144 �（平成　年　月　日　　第　号） 平成25年度公的個人認証サービス内部監査の報告について（伺い） �佐賀県統括本部　情報課長 �要私益） �公的個人認 証綴り �8／23 

8月26日 �145 �（平成　年　月　日　　第　号） 労働力調査調査員の再推薦について �佐賀県経営支援本部 �要回答（／） ⑬受切 �H25各種調 査員推薦関 係 �／ 

8月27日 �146 �（平成　年　月　日　　第　号） 広報武雄広告掲載決定通知について（伺）（9月号掲載分） �エムピー工業株式会社 　他10社 �要回答（／） ◎受切 � �／ 

8月28日 �147 �（平成　年　月　日　　第　号） スキャニング作業にかかる機器購入の為の見積依頼について（伺い） �ヤマサキ商事 �要回笈／） 　切・受切 � �／ 



9月3日 �148 �（平成　年　月　日　　第　号） 定期監査提出資料について �監査委員会事務局 �要等弘孟） � �／ 

9月11日 �149 �（平成　年　月　日　　第　号） テレトピア計画推進状況報告 �九州総合通信局 �要回答（／） 　出切・受切 � �／ 

9月13日 �150 �（平成25年9月5日統調　第1105号） 平成23年度県民及び市長民経済計算の資料提供について（依頼） �佐賀県統計支援本部統計調査課／武雄市担当各課 �℡（10／4） 　出切・受切 � �／ 

8月30日 �151 �（平成　年　月　日　　第　号） スキャニング作業にかかる機器購入について �ヤマサキ商事 �要回答（／） 　出切・受切 � �／ 

9月24日 �152 �（平成　年　月　日　　第　号） 住宅土地統計郵送提出封筒作成に係る料金受取人払承認請求書につ �武雄郵便局 �要習私益） �H25住宅土 地統計調査 �／ 
いて（提出） ���綴 

9月25日 �153 �（平成　年　月　日　　第　号） 広報武雄広告掲載決定通知について（伺）（10月号掲載分） �エムピー工業株式会社 　他10社 �要琶弘孟） � �／ 

9月4日 �154 �（平成　年　月　日　　第　号） 視察・会議時に使用するスクリーン購入について（伺い） �ヤマサキ商事 �要回答（／） 　出切・受切 � �／ 



10月3日 �155 �（平成　年　月　日　　第　号） 平成23年度県民及び市町民経済計算の資料提供について（回答） �佐賀県統計調査課 �要回笈／） 　七・受切 � �／ 

9月24日 �156 �（平成25年9月21日　第　号） 開示請求書（第二回日本フェイスブック学会総会に係る行政財産使用 許可について） � �〈透諺答（10／8） 　出切・受切 �情報公開請 求関係綴り �10／8 

9月24日 �157 �（平成25年9月21日　　　第　　号） 開示請求書（平成25年度予算の「フェイスブックポータル機能運用管理 � �口臼（10／8） �情報公開請 �10／8 
委託料」及び「フェイスブックポータル機能アカウント料」に関する内容の 分かる一切の資料） ��出切・受切 �求関係綴り 

9月24日 �158 �（平成25年9月21日　第　号） 開示請求書（平成24年度6月補正予算の「フェイスブックポータル機能構 築業務委託料」に関する内容の分かる一切の資料 � �ロ（10／8） 出切・受切 �情報公開請 求関係綴り �10／8 

10月7日 �159 �（平成　年　月　日　　第　号） 平成26年版さが県民手帳の広報及び販売について（伺い） � �要回答（／） 　出切・受切 � �／ 

9月30日 10月8日 �160 161 �（平成年月日　第号） 武雄市情報系ネットワーク拠点ルータ更新について（リース約定の締結） （平成年月日　第号） 労働力調査員の推薦について（回答） �ICTコンストラクション株式会社 佐賀県経営支援本部長 �要回笈（／） 切・受切 要私益） �H25各種調 査員推薦関 係 �9／30 ／ 



10月18日 �162 �（平成　年　月　日　第　号） 武雄市情報系ルータリプレース一式の貸借に係るリース業者選定（指名 競争入札の実施）について（伺い） � �要回答（／） 　出切・受切 �H25ルータ更 　新綴 �／ 

10月21日 �163 �（平成　年　月　日　第　号） 開示請求書（平成25年度武市フ第156号、同第157号、同第158号の決 裁文書） � �①答（11／4） 　出切・受切 � �／ 

10月21日 �164 �（平成　年　月　日　　第　号） 開示請求書（平成24年度及び平成25年度の「武市フ」の文書件名簿） � �⑳答（11／4） 　出切・受切 � �／ 

10月29日 �165 �（平成　年　月　日　　第　号） 広報武雄広告掲載決定通知について（伺）（11月号掲載分） �エムピー工業株式会社 　他10社 �要等弘孟） � �／ 

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

167 �（平成　　　年　　　　月　　　　日　　　　　　　　　第　　　　　号） � �要回答（11／11） 出切・受切 � �／ 

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


