
月日 文書番号
Ｏ 　内は､ 収受文書の日付･文書番号
件　　　　　　　　　　　　　　 名

収受･発送先 処理区分 保存簿冊名
完結

年月日

10月８日 395

(平成　25　 年　10　 月　　１　　日　　　　杵広消本 第　1096　 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圈組

合
消防長 峰松靖規

要回答（　 ／　 ）
（９･ １切

高速道路支弁金 10/9

10月９日 396

(平成　　　 年　　　 月　　　 日　　　　　　　 第　　　　　 号)

交通安全施 設の要望について( 朝 日町 横断歩道)
市長名

要回答（　 ／　 ）
ｅ げ 切

市民からの意見･要望 10/9

10月９日 397

(平成　　　 年　　　 月　　　 日　　　　　　　 第　　　　 号)

平成25 年度秋 の武 雄市火 災予防運動における機械器 具等の点 検につ

いて

市長名
要回答（　　　　）

9

溢
武雄市消防

団

訓練関係
10/9

10月９日 398

(平成　　　 年　　　 月　　　 日　　　　　　　 第　　　　 号)

戸籍抄本の公 用交付 請求について
課長

要回 答(10/11)

出切･受切

消防団表彰
叙勲関係

10/11

10月９日 399

(平成　　　 年　　　 月　　　 日　　　　　　　 第　　　　 号)

平成25 年度 人権啓発活動 再委託事業の執行予定額について
人権同和対策課長 要回答（　 ／　 ）

悒冫 １ 切 人権同和 10/10

10月９日 400

(平成　　　　年　　　　月　　　　日　　　　　　　　　第　　　　　 号)

開示決定 通知 書( 総務課)
市長名

要回 效（　 ／　 ）
○･ Ｈ 情報公開 10/9

10月９日 401

(平成　25　 年　10　 月　 ９　 日　　　　　武市監 第　　119　　 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

要回答（　　　　）
回

心 例月出納検査
定期監査

10/9



月日 文書番号
Ｏ 　内は､ 収受文書の日付･文書番号

件　　　　　　　　　　　　　　 名
収受･発送先 処理区分 保存簿冊名

完結

年月日

10月９日 402

(平成　25　 年　10　 月　 ８　 日　　　　　　　 第　　　　 号)

第1 回 口頭弁論 期 日呼出状及 び答弁書催告状
佐賀地方裁判所

要回答( 11/29  )
出切･受切

訴訟 10/11

10月10 日 403

(平成　　　 年　　　 月　　　 日　　　　　　　 第　　　　 号)

定期 監査の実施 について( 通知)
監査委員事務局長 森 博文

要回答（　　　　）

収

心
定期監査綴 10/10

10月11 日 404

(平成　　　 年　　　　月　　　　日　　　　　　　　　第　　　　　 号)

平成25 年 度武雄 市職員 採用第1 次試 験の合格通知及び第2 次試 験の

実施 について( 通知)

市長名 要ち 螽 ）職員採用試験綴 10/11

10月11 日 405

(平成　　　 年　　　　月　　　　日　　　　　　　　　第　　　　　 号)

平成25 年 度武雄 市職員採用第2 次試 験(民 間企業 等職務 経験者) の合

格 通知 及び第3 次試 験の実施について( 通知)

市長名
皃 づ

‘切･ 受 切
職員採用試験綴 10川

10月15 日 406

(平成　　　　年　　　　月　　　　日　　　　　　　　　第　　　　　 号)

現業･ 公企 統一 要求書に対 する回答
市長名

要口效　　 ／　 ）脂

１ 切 組合 10/15

10月16 日 407

(平成　　　 年　　　 月　　　　日　　　　　　　　　第　　　　　 号)

消防格納 庫の用 地について( 協議)
部長名 要口&.( 10/31 )翻

１ 切
消防格納庫
新設工事綴

10/31

10月16 日 408

(平成　25　 年　10　 月　11　 日　　　　　人擁第 第　　170　　 号)

｢第64 回人権 週間｣ について(依頼)
佐賀地方法務局長

要回答（　 ／　 ）
出球9 人権擁護 10/16



月日 文書番号
Ｏ 　内は､ 収受文書の日付･文書番号
件　　　　　　　　　　　　　　 名

収受･発送先 処理区分 保存簿冊名
完 結

年 月 日

10月16 日 409

(平成　25　 年　10　 月　11　 日　　　　 人同対 第　688　 号)

｢拉致間題を考える国民の集いin佐賀｣ への参加について(依頼)
くらし環境本部人権同和対策課

要回 答( 10/25  )

出切･受 切 人権同和 10/16

10月17 日 410

(平成　　　 年　　　　月　　　　日　　　　　　　　　第　　　　　 号)

非 常勤職員公務 災害の認 定請求について㎜
市長名

要回攸　　 ／　 ）b

１ 切

非常勤職員
公務災害関

係佐賀県市
町総合事務

組合

10/17

10月17 日 411

(平成　25　 年　10　 月　15　 日　 武雄市人同協 第　　20　　 号)

平成25 年度｢ 人 権標語入 選作品集｣ 及び人権標語特選作品ステッカー

の配布について( 依頼)

武雄市社会人権･同 和教育推進 協議会
要 口竺　　 ／　 ）暼

１ 切 人権同和 10/17

10月18 日 412

(平成　　　 年　　　　月　　　　日　　　　　　　　　第　　　　　 号)

平成25 年度 消防 庁長官 定例表彰候補者の具申書類 について(提 出)
課長名

要回 答（　 ／　 ）
０ ’受 切

消防団表彰

叙勲関係
10/18

10月18 日 413

(平成　25　 年　10　 月　16　 日　　　　　　　　　第　　　　　 号)

審査請求の取り下げについて ㎜
要回 答（　　　　 ）

回

心
情報公開 10/18

10月18 日 414

(平成　25　 年　10　 月　15　 日 武雄市ぉ祭り振興会 第　　　　　　号)

平成25 年度武 雄温泉秋まつり開催 に伴う交通安全指導員の出動 依頼

について

各指導員
要回答（　　　　 ）

回･

函
交通安全指導員関係纐 10/18

10月21 日 415

(平成　　　 年　　　　月　　　　日　　　　　　　　　第　　　　　 号)

｢オープンデ ータシティ武雄 の見える化とエコシステムによる農業 活性化

事業｣ 実施 に係る個人 情報の取扱いについて(諮問)
武雄市長

要回欠　　 ／　 ）轡-

平成25年度
武雄市個人情
報保護審議会

関係綴

10/21



月日 文書番号
Ｏ 　内は､ 収受文書の日付･文書番号
件　　　　　　　　　　　　　　　 名

収受･ 発送先 処理区分 保存簿冊名
完 結

年 月 日

10月21 日 416

(平成　25　 年　10　 月　18　 日　　　 武市工水 第　　25　　 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

要回 笈　　 ／　 ）訃
水道会計 10/21

10月21日 417

(平成　25　 年　10　 月　18　 日　　　　 武市水 第　118　 号)

水道事業 会計の計理状況について(報 告)
武雄市長 要回 答（　 ／　 ）

e 回 切 水道会計 10/21

10月21日 418

(平成　25　 年　10　 月　17　 日　　　　　人同対 第　　710　　 号)

平成25年度佐賀県部落史･人権啓発教材調査研究委託事業費の納入について(通知)
くらし環境本部人権同和対策課

要回 答（　 ／　 ）
（回 μ 切 人権同和 10/21

10月21日 419

(平成　26　 年　10　 月　18　 日　　　　　　　　　第　　　　　　号)

開示請求 書( 秘書 課) ㎜
要回答（11 /5 ）

出 切･受 切 情報公開 11/5

10月21日 420

(平成　25　 年　10　 月　18　 日　　　　　　　　 第　　　　　 号)

開示請求 書( 商工 流通課) - 要回答（11 /5 ）

出切･受 切 情報公開 11/5

10月21日 421

(平成　25　 年　10　 月　18　 日　　　　　　　 第　　　　 号)

開示請求 書( 総務 課) ㎜ 要回答(11  /5  )

出切･受 切 情報公開 10/30

10月21日 422

(平成　25　 年　10　 月　18　 日　　　　　　　　　第　　　　　 号)

開示請求 書(フェイスブックシティ課) - 要回答（11 /5 ）

出切･受 切 情報公開 10/30



月日 文書番号
Ｏ 　内は､ 収受文書の日付･文書番号
件　　　　　　　　　　　　　　　 名

収受･発送先 処理区分 保存簿冊名
完 結

年 月 日

10月21 日 423

(平成　25　 年　10　 月　18　 日　　　　　　　　　第　　　　　 号)

開示請求 書(フェイスブックシティ課) ㎜
要回答（11 /5 ）

出切･受 切 情報公開 10/30

10月22 日 424

(平成　25　 年　10　 月　21　 日　　　　武市水工 第　　27　　 号)

平成25 年 度上 半期武 雄市工業用水 道事業業務 状況の報告について

武雄市長(工業用水道事

業)

要回答（　　　　 ）高 谷
水道会計 10/22

10月22 日 425

(平成　25　 年　10　 月　21　 日　　　　　武市水 第　　125　　号)

平成25 年 度上 半期武 雄市水道 事業 業務状況の報 告について
武雄市長(水道事業)

要回答（　 ／　 ）
縦D 水道会計 10/22

10月23 日 426

(平成　　　 年　　　 月　　　 日　　　　　　　 第　　　　 号)

管理 職への希望昇任 の募集について
各所属長

要回 答(11/25)

出切･受 切 希望昇任 10/23

10月23 日 427

(平成　　　 年　　　 月　　　　日　　　　　　　　　第　　　　　 号)

人事記録 に係る証明 書の送付方 について( 依頼)
佐賀保護観察所長 戸高寛

海
くK10/23)

出切･受切
保護司委嘱関係綴 10/23

10月23 日 428

(平成　25　 年　10　 月　 ２　 日　　　25 世納調 第9-77711　 号)

給与月 額等の調 査について(回答)
世田谷区長

_  Kl  1/2)

切･受切
給与関係綴 10/23

10月23 日 429

(平成　25　 年　10　 月　18　 日　　　　　　　　　第　　　　　 号)

開示 請求書( 競 輪事業所)
㈱テレサイクルサービス長崎

要回答（ ｎ ／６ ）

出 切･受 切 情報公開 10/30



月 日 文書番号
Ｏ 　内は､ 収受文書の日付･文書番号
件　　　　　　　　　　　　　　　 名

収受･発送先 処理区分 保存簿冊名
完結

年月日

10月23 日 430

(平成　25　 年　10　 月　21　 日　　　　　　　　　第　　　　　 号)

開示 請求書( 税務課)
収集活用推進株式会社AC

Ａ
要回答（11/6 ）

出切･受切
情報公開 10/30

10月23 日 431

(平成　25　 年　10　 月　18　 日　　　　　人同対 第　　636　　 号)

平成26年度人権啓発活動地方委託事業に係る再委託事業の実施計画について(照会)
人権同和対策課長

要回答( 10/31  )

出切･受切
人権啓発地方委託費 10/24

10月25 日 432

(平成　25　 年　10　 月　21　 日　　　　　　　　　第　　　　　 号)

2013年度｢人権フェスクinたけお｣｢男女共同参画啓発イベント｣について(ご案内)

社会人権･同和教育推進協議会

男女共同参画啓発イベント実行委員会
要回答（　　　　）

回
心

人権同和 10/25

10月25 日 433

(平成　 仝5　年　10　 月　25　 日　　　　　武市監 第　　134　　 号)

平成25 年 度 定期監 査の結果 に関する報 告について(未来課)

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（　　　　）

回

心
定期監査綴 10/25

10月25 日 434

(平成　25　 年　10　 月　25　 日　　　　　武市監 第　　134　　 号)

平成25 年 度 定期 監査の結果 に関する報告について(支援課)

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（　　　　）
回

心
定期監査綴 10/25

10月25 日 435

(平成　25　 年　10　 月　25　 日　　　　 武市監 第　134　 号)

平成25 年 度 定期 監査の結果 に関する報告について(食 育課)

武雄市監査委員 山口 清
司　　 武雄市監査委員

川原 千秋

要回答（　　　　）

回
心

定期監査綴 10/25

10月25 日 436

(平成　25　 年　10　 月　25　 日　　　　　武市監 第　　134　　 号)

平成25 年度 定期 監査の結果 に関する報告について(武雄保 育所)

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（　　　　）

回

心
定期監査綴 10/25



月 日 文書番号
Ｏ 　内は､ 収受文書の日付･文書番号
件　　　　　　　　　　　　　　　 名

収受･発送先 処理区分 保存簿冊名
完結

年月日

10月25 日 437

(平成　25　 年　10　 月　25　 日　　　　　武市監 第　　134　　 号)

平成25年度 定期監査の結果に関する報告について(市民協働課･男女参画課)

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（　　　　）

回

心
定期監査綴 10/25

10月25 日 438

(平成　25　 年　10　 月　25　 日　　　　 武市監 第　134　 号)

平成25 年 度 定期 監査の結果 に関する報告について(被 災者 支援課)

武雄市監査委員 山口 清

司　　 武雄市監査委員
川原 千秋

゛磊嶮 ）定期監査綴 10/25

10月25 日 439

(平成　25　 年　10　 月　25　 日　　　　　武市監 第　　134　　 号)

平成25 年 度 定期監 査の結果 に関する報告について(企 画課)

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（　　　　）
回

心
定期監査綴 10/25

10月25 日 440

(平成　25　 年　10　 月　25　 日　　　　 武市監 第　134　 号)

平成25 年 度 定期 監査の結果 に関する報告 について(庁 舎対策課)

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（　　　　）
回

心
定期監査綴 10/25

10月25 日 441

(平成　25　 年　10　 月　25　 日　　　　　武市監 第　　134　　 号)

平成25 年 度 定期 監査の結果 に関する報告 について(お 結び課)

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（　　　　）…
切

心
定期監査綴 10/25

10月25 日 442

(平成　25　 年　10　 月　25　 日　　　　 武市監 第　134　 号)

平成25 年度 定期 監査の結果 に関する報告 について(秘書課)

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（　　　　）
回

心
定期監査綴 10/25

10月25 日 443

(平成　25　 年　10　 月　25　 日　　　　　武市監 第　　134　　 号)

平成25年度 定期監査の結果に関する報告について(フェイスブックシティ課)

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（　　　　）
回

心
定期監査綴 10/25



月 日 文書番号
Ｏ 　内は､ 収受文書の日付･文書番号
件　　　　　　　　　　　　　　　 名

収受･発送先 処理区分 保存簿冊名
完 結

年 月 日

10月28日 444

(平成　　　 年　　　　月　　　　日　　　　　　　　　第　　　　　 号)

武雄 市消防団パレ ードに伴う道路使用許 可条件となる地元同意等につ

いて

市長名 要回 答（　
／　 ）

ｅ ｙ･受 切
武雄市消防団訓練関係 10/28

10月28 日 445

(平成　　　 年　　　 月　　　 日　　　　　　　 第　　　　 号)

自衛隊 部隊等見学の参加について
自衛隊佐賀地方協力本部

長
要回 答（　 ／　 ）

ｅ Ｈ 自衛隊募集 10/28

10月28日 446

(平成　25　 年　10　 月　25　 日　　　　　　　 第　　　　 号)

開示請求 書( 商工流 通課) ㎜ 要回答(11/11  )
ey･ 受 切 情報公開 11/25

10月28 日 447

(平成　25　 年　10　 月　25　 日　　　　　　　　　第　　　　　 号)

開示請 求書(フェイスブックシティ課) ㎜ 要回答（11/11 ）
（Ei》･受切 情報公開 11/25

10月28 日 448

(平成　25　 年　10　 月　25　 日　　　　　武人協 第　　16　　 号)

平成25 年度武雄 人権擁護委員 協議会地 区部 会の開催 について
佐賀地方法務局武雄支局

長 “ 磊畄 ） 人権擁護 10/28

10月28 日 449

(平成　25　 年　10　 月　25　 日　　　　　　　　 第　　　　　 号)

個人情報開示 請求書( 総 務課人事係) ㎜ 要回答(11/11  )

出切･受 切 採用試験 10/28

10月29 日 450

(平成　25　 年　10　 月　28　 日　　　　　　　　　第　　　　　 号)

開示請求 書( 福祉課)
東京商エリサーチ

要回答（n /12 ）

出切･受 切 情報公開 11/12



月日 文書番号
Ｏ 　内は､ 収受文書の日付･文書番号
件　　　　　　　　　　　　　　 名

収受･発送先 処理区分 保存簿冊名
完結

年月日

10月29 日 451

(平成　25　 年　10　 月　25　 日　　　　　武市監 第　　137　　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

゛昌畄 ）
例月出納検

査

定期監査
10/30

10月29 日 452

(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( 再通知)
武雄市長

要回 （　/　 ）b-

駐在員･区長
会総会､ 駐在

員研修会 綴
10/30

10月30 日 453

(平成　25　 年　10　 月　29　 日　　　　　　　 第　　　　 号)

開示請求 書( 商工流通課) ㎜
要回答（　　　　）

収
畄

情報公開 11/13

10月30 日 454

(平成　25　 年　10　 月　30　 日　　　　　　　　　第　　　　　 号)

開示 請求書( 文化 学習課) ㎜
要回忿　　／　 ）ｂ ｕ 情報公開 11/5

10月31 日 455

(平成　25　 年　10　 月　30　 日　　　　　　人擁 第　　182　　号)

｢北朝鮮人 権侵害問題 啓発 週間｣ 周知ポスターの掲示依頼について
佐賀地方法務局人権擁護課長

要回答（　　　　）
回

心
人権 10/31

10月31 日 456

(平成　25　 年　10　 月　30　 日　　　　　　人擁 第　　183　　 号)

第65 回｢ 人 権週 間｣周知ポスターの掲示依頼について
佐賀地方法務局人権擁護課長

要回答（　　　　）
回

心
人権 10/31

10月31 日 457

(平成　25　 年　10　 月　28　 日　　　　 人同対 第　734　 号)

平成26 年 度運動 団体が開催 する各 種研 修大会への参加について(依

頼)

佐賀県人権･同和対策課長 ゛乱心 ） 人権 10/31



月日 文書番号
Ｏ 　内は､ 収受文書の日付･文書番号
件　　　　　　　　　　　　　　　 名

収受･発送先 処理区分 保存簿冊名
完 結

年 月 日

11月１日 458

(平成　　　 年　　　 月　　　 日　　　　　　　 第　　　　 号)

平成25 年 度武 雄市交通安全指 導員 研修会の開催について
武雄市交通安全指導員

要回答（　 ／　 ）
０ ９ 武雄市交通安全指導員関係 11/1

11月１日 459

(平成　　　　年　　　　月　　　　日　　　　　　　　　第　　　　　　号)

平成26 年 度佐賀 県 市町等職員 実務研修の実施について(回答)
佐賀県経営支援本部長

要p･　　　/　 ）ち
回

職員研修 11/1

11月１日 460

(平成　25　 年　10　 月　29　 日　　　 佐県町村 第　　429　　 号)

全国町村 会総合賠 償補償保 険予防接 種事故賠 償補償保 険に係る保 険

金額の改定について( 通知)

佐賀県町村会

会長 武村弘正

要回 答（　　　　 ）
回 （

洽
全国町村会総
合賠償補償保

険綴
11/5

11月５日 461

(平成　25　 年　11　 月　 ３　 日　　　　　　　　 第　　　　　 号)

開示 請求書( 文化 学習課) ㎜
要回答（11 /19  )

出切･受切 情報公開 12/4

11月５日 462

(平成　25　 年　11　 月　　３　　日　　　　　　　　　第　　　　　 号)

開示 請求書( 議会事務 局) ㎜
要回答（n /19  )

出切･受 切 情報公開 11/11

11月５日 463

(平成　　　 年　　　 月　　　 日　　　　　　　 第　　　　 号)

兼業許可( 臨時職員:㎜
市長名

要回竺r　/　 ）
0 夕=切 兼業許可 11/5

11月５日 464

(平成　25　 年　11　 月　 ５　 日　　　　　武市議 第　　342　　 号)

会議録 の送付について
武雄市議会議長

要回 答（　　／　 ）
皿 ○ 武雄市議会会議録 11/6



月日 文書番号
Ｏ 　内は､ 収受文書の日付･文書番号
件　　　　　　　　　　　　　　　 名

収受･発送先 処理区分 保存簿冊名
完結

年月日

11月８日 465

(平成　　　　年　　　　月　　　　日　　　　　　　　　第　　　　　　号)

2013 賃金 確定及び 労働時 間短縮等 に関する要求 書に対する回答
武雄市職員労働組合執行

委員長
要回 答（　 ／　 ）

○･ ９ 組合 11/8

11月８日 466

(平成　　　 年　　　 月　　　　日　　　　　　　　　第　　　　　 号)

消防団 消防装備 品等整備 交付金 交付決定通知 書
市長名

要回 欠（　 ／　 ）
巵 回 切

消防団消防
備

品等整備交

付金関係

11/8

11月11 日 467

(平成　25　 年　11　 月　 ９　 日　　　　　　　 第　　　　 号)

開示請求 書(フェイスブックシティ課) ㎜
要回答（n /25  )

出 切･受 切 情報公開 11/25

11月11 日 468

(平成　25　 年　11　 月　11　 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（　　　　）

回

心
議会関係綴 11/12

ｎ 月11 日 469

(平成　25　 年　11　 月　11　 日　　　　　武市選 第　　233　　号)

武雄 市長選 挙及び武雄 市議 会議員選 挙の 日程について(通知)
武雄市選挙管理委員会

委員長　 山崎 實
要回答（　　　　）

回
心 一般文書綴

(法制係)
11/12

11月11 日 470

(平成　　　 年　　　　月　　　　日　　　　　　　　　第　　　　　 号)

火 災情報システム負 担金の請求について

大町町長
江北町長

白石町長

要回答（　/　 ）
e 戸 ゛

火災情報システム 11/11

11月12 日 471

(平成　　　　年　　　　月　　　　日　　　　　　　　　第　　　　　 号)

出納員 の異動について
市長名

要回答（　 ／　 ）
（翌夕’ｌ ｗ 任免 11/12



月日 文書番号
Ｏ 　内は､ 収受文書の日付･文書番号
件　　　　　　　　　　　　　　　 名

収受･発送先 処理区分 保存簿冊名
完結

年月日

11月12 日 472

(平成　25　 年　11　 月　11　 日　　　　　武市監 第　　143　　 号)

平成25 年度 定期 監査の結果に関する報告について(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（　　　　）
回

心
定期監査 11/12

11月12 日 473

(平成　　　 年　　　 月　　　　日　　　　　武市監 第　　143　　 号)

平成25 年度 定期 監査の結果 に関する報 告について(財政課)

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（　　　　）
回

心
定期監査 11/12

11月12 日 474

(平成　　　 年　　　　月　　　　日　　　　　武市監 第　　143　　 号)

平成25 年 度 定期 監査の結果 に関する報告について(税務課)

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（　　　　）
回（

蝨
定期監査 11/12

11月12 日 475

(平成　　　 年　　　 月　　　　日　　　　　武市監 第　　144　　 号)

平成25 年度 定期監査 の結果に関する報 告について(土地開発公社)

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（　　　　）
回

心
定期監査 11/12

11月14 日 476

(平成　25　 年　11　 月　14　 日　　　　　武市議 第　　352　　 号)

説明員 の出席 要請について
武雄市議会議長 ゛昌め ）議会関係綴 11/14

11月14 日 477

(平成　　　 年　　　 月　　　 日　　　　　　　 第　　　　 号)

消防 団員 特別 教育女性団員研 修の入校について
市長名 要回、、　／　）む 回 消防学校入校綴 11/14

11月15 日 478

(平成　　　 年　　　　月　　　　日　　　　　　　　　第　　　　　 号)

平成26 年度再任 用職員 への希望意向調 査について
再任用採用対象職員

要 口£(11/29)陷- 再任用職員 11/15



月 日 文書番号
Ｏ 　内は､ 収受文書の日付･文書番号
件　　　　　　　　　　　　　　　 名

収受･発送先 処理区分 保存簿冊名
完結

年月日

ｎ月15日 479

(平成　25　 年　11　 月　 ７　 日　　　　 人同対 第　722　 号)

人権週 間への協力 について( 依頼)
くらし環境本部長

要回答（　　　　）

回

心
人権 11/15

11月15 日 480

(平成　25　 年　11　 月　 ７　 日　　　　 人同対 第　735　 号)

｢ふれあい人 権フェスタ2013｣ の参加について( 依頼)
くらし環境本部長

要回答（　　　　）
回

心
人権 11/15

11月15 日 481

(平成　25　 年　11　 月　11　 日　　　　　　　 第　　　　 号)

情報公 開条例及び公 開度調 査のお 願い

市民オンブズマン会議･佐
賀

要回答( 11/26  )
出切･受切

一般文書綴
(法制係)

11/25

11月15 日 482

(平成　　　　年　　　　月　　　　日　　　　　　　　　第　　　　　　号)

合 格決定通知 書( 一般事務)
市長名

要回答（　 ／　 ）
（回l ）受切

職員採用試験綴 11/15

11月15 日 483

(平成　　　 年　　　　月　　　　日　　　　　　　　　第　　　　　 号)

採用内 定通知 書( 一般 事務)
市長名

要回答( 11/25 )

出切･受切
職員採用試験綴 11/15

11月15 日 484

(平成　　　　年　　　　月　　　　日　　　　　　　　　第　　　　　　号)

合格決 定通知書( 一 般事務)
市長名 气鰰レ 職員採用試験綴 11/15

11月15 日 485

(平成　　　 年　　　 月　　　 日　　　　　　　 第　　　　　 号)

採用 内定通知書( 一 般事務)
市長名 要口攸ぐ　／　 ）啓 一 職員採用試験綴 11/15



月日 文書番号
Ｏ 　内は､ 収受文書の日付･文書番号
件　　　　　　　　　　　　　　　 名

収受･発送先 処理区分 保存簿冊名
完 結

年 月 日

11月18 日 486

(平成　25　 年　11　 月　16　 日　　　　　　　　　第　　　　　 号)

開示請求 書( 企画課) ㎜
要回答( 12/2  )

出切･受切 情報公開請求 11/27

11月18 日 487

(平成　25　 年　11　 月　16　 日　　　　　　　　　第　　　　　 号)

開示請求 書( 商工流通課) ㎜
要回答( 12/2  )

出切･受切 情報公開請求 12/2

11月18 日 488

(平成　25　 年　11　 月　16　 日　　　　　　　 第　　　　 号)

開示請求 書( 商工流通課) ㎜
要回答( 12/2  )

出切･受 切 情報公開請求 11/19

ｎ 月18 日 489

(平成　25　 年　11　 月　16　 日　　　　　　　 第　　　　 号)

開示請 求書( 企 画課) ㎜ 要回 答( 12/2  )

出切･受 切 情報公開請求 12/2

11月18 日 490

(平成　25　 年　11　 月　16　 日　　　　　　　　　第　　　　　 号)

開示請 求書( 文化 学習課) ㎜ 要回答( 12/2  )

出切･受切 情報公開請求 12/6

11月18 日 491

(平成　25　 年　10　 月　28　 日　　　　　　　消 第　2300　 号)

佐賀 県地 域防 災計画の進陟状況について(照会)
佐賀県統括本部消防防災

課長
要回･　、11/29　 ）む

１ 切
災害対策基本法改正関係碪 11/29

11月18 日 492

(平成　　　 年　　　 月　　　　日　　　　　　　　　第　　　　　 号)

｢年 末･ 年始警戒 パトロール 隊合 同出発式｣ の開催 について
武雄警察署長

要回 答（　 ／　 ）
出球DJ 防犯一般綴 11/18



月日 文書番号
Ｏ 　内は､ 収受文書の日付･文書番号

件　　　　　　　　　　　　　　　 名
収受･発送先 処理区分 保存簿冊名

完結

年月日

11月18 日 493

(平成　　　 年　　　 月　　　 日　　　　　　　 第　　　　　 号)

河川 法第24 条に基づく河川敷地 の占用申請
市長名

權12/31
）

切･受 切 道路占用申請 11/18

11月18 日 494

(平成　　　 年　　　　月　　　　日　　　　　　　　　第　　　　　 号)

｢防 災分野の行政組 織間における情報 の利 用｣ に関するアンケーﾄ 回答
国立大学法人政策研究大

学院大学
要回政ぐ． ／　 ）

⑨ ９ 防災一般関係錣 11/18

ｎ月19 日 495

(平成　25　 年　10　 月　23　 日　　　　　 河 第　1096　 号)

水防体制及び 活動 の実態調査について(依頼)
恠賀県県土づくり本部

河川砂防課長
要回　　12/2  )訃- 防災一般関係綴 12/2

11月19日 496

(平成　　　 年　　　 月　　　 日　　　　　　　 第　　　　 号)

第60 回文化財 防火デ ーの事前 打合せ会の開催について
武雄市教育委員会
教育長 浦郷 究

要回答（　 ／　 ）

皿･O

武雄市消防

団訓練関係
綴

11/19

11月19日 497

(平成　25　 年　11　 月　18　 日　　 財武市体協 第　　69　　 号)

第9 回武雄 市各町対抗 駅伝 大会に係る交通安全指導員 の派遣につい

て

(一財)武雄市体育協会
会長 石丸博

要回 （　 ／　 ）脂- 武雄 市7交通安全指導員関係啜 11/19

11月20日 498

(平成　25　 年　10　 月　18　 日　　　　　杵広総 第　　139　　 号)

広域圏 派遣職員 の1 月昇給について(回答)

杵藤地区広域市町村圏組

合

総務課長 澤野 政信

(jqWI(11/20)

切･受切
給与制度関係綴 11/20

11月20日 499

(平成　　　　年　　　　月　　　　日　　　　　　　　　第　　　　　 号)

平成26 年 度｢ 防災スペシャリスト養成研修｣( 国と地方 の防災を担う人材

の育成) 事業 への職員 派遣について
佐賀県危機管理･報道監

(11/20)

出切･受 切
防災一般関係綴 11/20



月日 文書番号
Ｏ 　内は､ 収受文書の日付･文書番号

件　　　　　　　　　　　　　　 名
収受･発送先 処理区分 保存簿冊名

完結

年月日

11月20 日 500

(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) 報告書の提出につ

いて

佐賀県市町村振興協会理

事長
要回欠r　/　 ）

⑨9 職員研修 11/20

11月21日 501

(平成　25　 年　11　 月　20　 日　　　　　武市水 第　　129　　 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（　　　　）
回

心

財政状況の公
表･公営企業
業務状況の公

表

11/22

11月21日 502

(平成　25　 年　 ｎ　 月　20　 日　　　 武市工水 第　　28　　 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)
要回答（　　　　）

回

心

財政状況の公
表･公営企業
業務状況の公

表

11/22

11月22 日 503

(平成　25　 年　11　 月　22　 日　　　　　　　　　第　　　　　 号)

武雄 市議会 定例会の招集について
武雄市長 樋渡啓祐 要回欠　　／　）啓 一 議会関係綴 11/22

11月25 日 504

(平成　25　 年　11　 月　25　 日　　　　 武市議 第　364　 号)

説明員 の出席要請 について(庁舎 問題 検討 特別委員 会)
武雄市議会議長

要回 答（　　　　 ）-6 議会関係綴 11/26

11月25 日 505

(平成　25　 年　11　 月　25　 日　　　　　　　　　第　　　　　 号)

開示請求 書( 文化･ 学習 課) ㎜ ， 要回答（12 /9 ）

出切･受切 情報公開 12/17

11月25 日 506

(平成　25　 年　11　 月　25　 日　　　　　　　 第　　　　 号)

人権週 間に伴う人権啓発街 頭キャンペ ーンについて(お願い)
武雄市長

要回。 、　／　 ）昌

9
人権啓発地方委託費 11/25



月日 文書番号
Ｏ 　内は､ 収受文書の日付･文書番号

件　　　　　　　　　　　　　　　 名
収受･発送先 処理区分 保存簿冊名

完 結

年 月 日

11月25 日 507

(平成　25　 年　11　 月　22　 日　　　　 武市議 第　361　 号)

説明員 の出席 要請について(議会運営委員会)
武雄市議会議長 要回答（　 ／　）

ｕ ｛ ９ 議会関係綴 11/26

11月25 日 508

(平成　　　 年　　　　月　　　　日　　　　　　　　　第　　365　　 号)

説明員 の出席 要請について(福祉文 教常任委員 会)
武雄市議会議長

要回答（　　　　 ）

収

心
議会関係綴 11/26

11月25 日 509

(平成　　　 年　　　 月　　　 日　　　　　　　 第　　　　 号)

当初 予算要求 書の提 出について
政策部長

要 口　ｒ　 ／　 ）恐- 予算関係 11/25

11月27 日 510

(平成　25　 年　11　 月　25　 日　　　　　　　　　第　　　　　 号)

開示 請求 書( 企画課) ㎜ ， 要回答（12/n ）

出切･受 切 情報公開 12/5

11月27日 511

(平成　25　 年　11　 月　25　 日　　　　　　　　　第　　　　　 号)

開示請求 書( 海外 対策課) ㎜
要回答( 12/11  )

出切･受 切 情報公開 12/4

11月27 日 512

(平成　25　 年　11　 月　25　 日　　　　　　　 第　　　　 号)

開示請 求書( 農 林課) ㎜ 要回答( 12/11  )

出切･受切 情報公開 12/10

11月27 日 513

(平成　25　 年　11　 月　25　 日　　　　　　　　　第　　　　　 号)

開示 請求書( いのしし課) ㎜ 要回答( 12/11  )

出切･受 切 情報公開 12/10



月日 文書番号
Ｏ 　内は､ 収受文書の日付･文書番号

件　　　　　　　　　　　　　　　 名
収受･発送先 処理区分 保存簿冊名

完 結

年 月 日

11月27 日 514

(平成　25　 年　 Ｈ　 月　25　 日　　　　　　　　　第　　　　　 号)

開示請求 書( 観 光課) ㎜
要回答( 12/11  )

出切･受 切 情報公開 12/11

11月27 日 515

(平成　25　 年　11　 月　25　 日　　　　　　　　　第　　　　　 号)

開示 請求 書( 商工 流通課) ㎜
要回答( 12/11  )

出切･受 切 情報公開 12/4

11月27 日 516

(平成　　　 年　　　 月　　　　日　　　　　　　　　第　　　　　 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

要回答（　 ／　 ）
ｅ･ ９ 人権擁護委員推薦 11/27

11月29 日 517

(平成　　　　年　　　　月　　　　日　　　　　　　　　第　　　　　 号)

平成25 年12 月武雄 市議会定例 会欠席届
武雄市長

要回欠（　 ／　 ）
0H 議会関係綴 11/29

11月29 日 518

(平成　25　 年　11　 月　20　 日　　　　　 消 第　2567　 号)

佐賀 県原子力防 災訓練における緊急速報メールの配 信訓練の実施に

係る周知 につい て(依頼)

佐賀県統括本部消防防災課長
要回 答（　　　　 ）

回

心
防 災 一 般 関係 綴 11/29

11月29 日 519

(平成　25　 年　11　 月　26　 日　　　　　　人擁 第　　199　　 号)

人 権擁護委員 候補者 の推薦について
法務局人権擁護課長

要回答（　　　　 ）

回

心
人権擁護委員推薦 11/29

11月29 日 520

(平成　25　 年　11　 月　29　 日　　　　　武市議 第　　363　　 号)

議 会出席 要請について
武雄市議会議長

要回答（　　　　 ）

回

心
議会関係綴 11/29



月日 文書番号
Ｏ 　内は､ 収受文書の日付･文書番号
件　　　　　　　　　　　　　　　 名

収受･発送先 処理区分 保存簿冊名
完結

年月日

11月29 日 521

(平成　　　　年　　　　月　　　　日　　　　　　　　　第　　　　　 号)

非常勤職員公 務災 害の認定請求についてり㎜)
佐賀県総合事務組合

要回竺（　 ／　 ）
⑤･ ９ 総合事務組合綴 11/29

12月２日 522

(平成　25　 年　12　 月　 １　 日　　　　　　　 第　　　　 号)

開示請求 書(フェイスブックシティ課) ㎜
要回答（12 /16  )

出切･受切 情報公開 12/16

12月２日 523

(平成　25　 年　11　 月　28　 日　　　　　武市監 第　　158　　 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 答（　　　　 ）竕
例月出納検

査

定期監査
12/3

12月２日 524

(平成　　　 年　　　 月　　　 日　　　　　　　　 第　　　　　 号)

原子力災 害対策特別措 置法関係法令 の改正に伴う通報連絡の運用に

ついて

九州電力株式会社

原子力コミュニケーション本
部長

･回敬三ｙ 原子力防災関係 12/2

12月２日 525

(平成　25　 年　11　 月　27　 日　　　　　　　消 第　2650　 号)

消防団員 の法 令順守の徹底 につい て(通知)
佐賀県危機管理･報道監 要ｐ･　．． ／　 ）ｔ ）ぬ 消防一般関係綴 12/2

12月４日 526

(平成　25　 年　11　 月　22　 日　　　　武市中公 第　　60　　 号)

消防格納 庫の用地について(回答)
教育部長 ･ 回船心 ・ 消防格納庫

新設工事綴
12/4

12月４日 527

(平成　25　 年　12　 月　 ３　 日　　　　　　　 第　　　　 号)

開示請求 書(フェイスブックシティ課) ㎜
要回答( 12/18)

出 切･受切 情報公開請求 12/18



月 日 文書番号
Ｏ 　内は､ 収受文書の日付･文書番号

件　　　　　　　　　　　　　　　 名
収受･発送先 処理区分 保存簿冊名

完結

年月日

12月４日 528

(平成　　　 年　　　 月　　　 日　　　　　　　 第　　　　 号)

災 害時応 援協定等のデ ータペ ースの構築について( 回答)
内閣府政策統括官(防災担

当)付参事官

q

づ
切･受切

防災照会 12/4

12月４日 529

(平成　　　 年　　　　月　　　　日　　　　　　　　　第　　　　　 号)

避難 行動 要支援者 対策及び避 難所における良好な生活環境対策に関

する説 明会の開催について

県消防防災課長
県地域福祉課長

要回答（　　　　）
回

心
防災一般関係綴 12/4

12月４日 530

(平成　　　 年　　　 月　　　 日　　　　　　　 第　　　　 号)

議案 の送付について
神埼市長

要９ ．　 ／　 ）啓 一 定例会議案 12/4

12月４日 531

(平成　　　 年　　　　月　　　　日　　　　　　　　　第　　　　　 号)

｢電力需 給ひつ迫警報｣ 発令時 の住民への周知 に関するご協力 のお 願

い

県農林水産商工本部長 要回攸（　 ／　 ）
Ｇ･ ４ 切 原子力防災関係 12/4

12月５日 532

(平成　　　 年　　　 月　　　　日　　　　　　　　　第　　　　　 号)

冬の交 通安全県民 運動に伴う協力 依頼について
武雄市交通安全指導員

要 口竺（　 ／　 ）轡-
交通安全一般関係 綴 12/5

12月５日 533

(平成　　　　年　　　　月　　　　日　　　　　　　　　第　　　　　 号)

平成25 年 度 消防 功労者 知事 定例表彰候補者の具申書類 の提出に伴う

戸籍抄本 及び刑罰調 書の公 用申請について

課長名
要回答（12/9 ）

出切･受切
消防団表彰関係 12/9

12月５日 534

(平成　　　 年　　　 月　　　 日　　　　　　　 第　　　　 号)

消防庁所 有の消防 団車両 等の無 償貸 付手続きについて(通知)
県消防防災課長

IG ）（z ）

出切･受切
消防団車両無償貸付 12/5



月 日 文書番号
Ｏ 　内は､ 収受文書の日付･文書番号
件　　　　　　　　　　　　　　　 名

収受･ 発送先 処理区分 保存簿冊名
完結

年月日

12月５日 535

(平成　　　　年　　　　月　　　　日　　　　　　　　　第　　　　　　号)

消防庁 所 有の消防団 車両等の借受 申請書の提出について
消防庁長官

要ロ　　　ノ　 ）杳
回

消防団車両無償貸付 12/5

12月５日 536

(平成　25　 年　12　 月　　５　 日　　　　　市町村 第　2230　 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｣( 第3 次一括法) への対応について( 通知)

佐賀県経営支援本部

市町村課長
要回答（　　　　）

回
心

一般文書綴(法制係) 12/6

12月６日 537

(平成　　　 年　　　 月　　　 日　　　　　　　 第　　　　 号)

原子力 災害対策 に関する質問 状に対する回答 について
原発なくそう！九州玄海訴
訟原告団長 ㎜

要回答（　 ／　 ）
（Ｄ･ 受切

原子力防災関係 12/6

12月６日 538

(平成　　　 年　　　 月　　　 日　　　　　　　 第　　　　 号)

派遣職員 の源 泉徴収票 送付について
長崎市長 田上 富久

要口．　　 ／　 ）ち
回

給与関係綴 12/6

12月６日 539

(平成　　　　年　　　　月　　　　日　　　　　　　　　第　　　　　 号)

平成25 年度 自主防 災組織結 成促進研 修会の開催 について(通知)
課長名 要回･･　　　／　 ）啓 一 防災関係 12/6

12月９日 540

(平成　25　 年　12　 月　 ９　 日　　　　　武市議 第　　375　　 号)

説明員 の出席要請について
武雄市議会議長　 杉原 豊

喜
要回答卜　　　 ）

収

心
議会関係綴 12/9

12月９日 541

(平成　25　 年　12　 月　　９　 日　　　　　　　　　第　　　　　 号)

開示請求 書(文 化学習課) ㎜
e

（12/24 ）

口j叨･受切

情報公開開
示請求書綴

12/17



月日 文書番号
Ｏ 　内は､ 収受文書の日付･文書番号

件　　　　　　　　　　　　　　　 名
収受･発送先 処理区分 保存簿冊名

完結

年月日

12月９日 542

(平成　25　 年　12　 月　　８　　日　　　　　　　　　第　　　　　 号)

開示請 求書(フェイスブックシティ課) ㎜
q

（12/24 ）

切･受 切
情報公開開
示請求書綴

12/11

12月９日 543

(平成　25　 年　12　 月　　８　　日　　　　　　　　　第　　　　　 号)

開示請求 書( 秘書課) ㎜ (  12/24  )

切゙･受 切

情報公開開

示請求書綴
12/24

12月９日 544

(平成　25　 年　12　 月　　８　　日　　　　　　　　　第　　　　　 号)

開示請求 書( 秘書課) ㎜
鱇(12/24)

切゙･受切

情報公開開

示請求書綴
12/24

12月９日 545

(平成　25　 年　12　 月　 ６　 日　　　　　武市監 第　　161　　号)

平成25 年 度定期 監査の結果 に関する報告について(下水道課)

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（　　　　）
回

心
例月出納検

査
定期監査

12/10

12月９日 546

(平成　25　 年　12　 月　　６　 日　　　　　武市監 第　　161　　 号)

平成25 年度 定期監査の結果 に関する報告について(農業委員会事務

局)

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（　　　　）
回

心
例月出納検

査

定期監査
12/10

12月９日 547

(平成　25　 年　12　 月　 ６　 日　　　　　武市監 第　　161　　 号)

平成25 年度 定期監査 の結果に関する報 告について(議会 事務 局)

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（　 ／　 ）

ｉ ベ シ

例月出納検

査

定期監査
12/10

12月９日 548

(平成　25　 年　12　 月　 ６　 日　　　　　武市監 第　　161　　 号)

平成25 年 度定期監 査の結果 に関する報 告について( 監査委員 事務局)

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（　　　　）
回

心
例月出納検

査
定期監査

12/10



月 日 文書番号
Ｏ 　内は､ 収受文書の日付･文書番号
件　　　　　　　　　　　　　　　 名

収受･発送先 処理区分 保存簿冊名
完結

年月日

12月９日 549

(平成　25　 年　12　 月　 ６　 日　　　　 武市監 第　161　 号)

平成25 年 度定期 監査の結果 に関する報 告について(選 挙管理委員 会

事務 局)

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（　　　　）
回･

6
例月出納検

査
定期監査

12/10

12月９日 550

(平成　25　 年　12　 月　　６　 日　　　　　武市監 第　　161　　 号)

平成25 年度定期 監査の結果 に関する報 告について(会計課)

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（　 ／　 ）
回･｛ Ｄ

例月出納検
査

定期監査
12/10

12月９日 551

(平成　25　 年　12　 月　 ６　 日　　　　 武市監 第　　161　 号)

平成25 年度定期 監査の結果 に関する報告について(水道課)

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（　，　　）

収

心
例月出納検

査

定期監査
12/10

12月９日 552

(平成　25　 年　12　 月　　６　 日　　　　　武市監 第　　162　　 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

要回答（　　　　）
回

畄
例月出納検

査

定期監査
12/10

12月９日 553

(平成　25　 年　12　 月　 ６　 日　　　　　武市監 第　　163　　 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

要回答（　　　　）
即 （

必
例月出納検

査
定期監査

12/10

12月９日 554

(平成　　　 年　　　 月　　　　日　　　　　　　　　第　　　　　 号)

平成25 年度 消防 功 労者知 事定例表彰に係る候補者 の推 薦について
市長名 要回答（　 ／　 ）

ぷ 切
消防団表彰関係 12/9

12月９日 555

(平成　　　 年　　　 月　　　 日　　　　　　　 第　　　　　 号)

平成26 年武雄 市 消防 出初め式に伴う交通安全対策について
市長名 要怒ふ謳 ）

武雄市消防
団

訓練関係
12/10



月 日 文書番号
Ｏ 　内は､ 収受文書の日付･文書番号

件　　　　　　　　　　　　　　　 名
収受･発送先 処理区分 保存簿冊名

完結

年月日

12月９日 556

(平成　　　 年　　　 月　　　 日　　　　　　　 第　　　　 号)

平成25 年12 月武 雄市議会 定例会退 席届
武雄市長

要 ｐ竹　　 ／　 ）ち

１ 切 議会関係綴 12/10

12月10 日 557

(平成　25　 年　12　 月　 ６　 日　　　　 武市税 第　710　 号)

｢平成26 年 度 固定資産総評価 見込み額に関する調｣ に係る土地買収等

の調査について( 照会)
税務課長 黒川和広

要 口　　　 ／　 ）躄 鉦

切

平成25年度

各種照会文
書関係綴

12/10

12月10 日 558

(平成　25　 年　11　 月　28　 日　　　 佐賀更協 第　　26　　 号)

平成26 年 度 市町法令外負 担金 の予算計 上依頼について

更生保護法人佐賀県保護
協会

理事長 西村徳之

要p･　　　/　 ）t ）1

切
更生保護関係綴 12/10

12月11 日 559

(平成　　　 年　　　 月　　　 日　　　　　　　　 第　　　　　 号)

佐賀 県暴力団排 除関係機 関･ 団体連絡協議会の開催 について
佐賀県警察本部刑事部

組織犯罪対策課長
顧亙渺（1 /10　 ）

出切･受切
防犯一般綴 12/11

12月11 日 560

(平成　25　 年　12　 月　10　 日　　　　佐防協発 第　　83　　 号)

平成25 年 度理 事会( 第二回 目) の開催通知 について
(公財)佐賀県防犯協会

会長 指山弘養

1（E 冫（　1/17　 ）

出切･受切
武雄 市防犯協 会 綴 12川

12月11 日 561

(平成　　　 年　　　 月　　　　日　　　　　　　　　第　　　　　 号)

年 末警戒 激励 について
市長名

要回效　　／　 ）為

回

武雄市消防
団訓練関係

綴
12/11

12月11 日 562

(平成　　　 年　　　　月　　　　日　　　　　　　　　第　　　　　 号)

平成26年 武雄 市消防出初め式の開催について 市長名
要 口　　　 ／　 ）愆 糾

切

武雄市消防
団訓練関係

綴
12/11



月 日 文書番号
Ｏ 　内は､ 収受文書の日付･文書番号
件　　　　　　　　　　　　　　　 名

収受･発送先 処理区分 保存簿冊名
完 結

年 月 日

12月11 日 563

(平成　　　 年　　　 月　　　 日　　　　　　　 第　　　　 号)

第54 回郡 市対抗 県内一周駅伝大会交通安全指 導員 派遣 について

佐賀新聞社

執行役員営業局長 宮崎俊
一

－　ｆ １ ／１７づ
）

出切･受 切

交通安全一般関係 綴 12川

12月13 日 564

(平成　25　 年　12　 月　10　 日　　　　　　　法 第　3080　 号)

年 末･年始 における逓送便の取扱いについて(通知)

佐賀県経営支援本部

法務課長
要回答（　　　　 ）-6 一般文書綴

(法制係)
12/13

12月13 日 565

(平成　25　 年　12　 月　12　 日　　　　　武市監 第　　165　　 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 答（　　　　 ）

回

心
例月出納検

査
定期監査

12/13

12月13 日 566

(平成　25　 年　12　 月　13　 日　　　　　武市議 第　　382　　 号)

説明員の出席要請 について
武雄市議会議長

要回答（　　´　 ）
回 ⑥

一般文書綴
(法制係)

12/17

12月16 日 567

(平成　　　 年　　　　月　　　　日　　　　　　　　　第　　　　　 号)

国民保護 法第40 条第4 項第2 号の規定による自衛 隊に所 属する者を市

国民保護 協議会委員 に任命するに当たっての同意について

防衛大臣
瘋 づ

切･受切 国民保護 12/16

12月16 日 568

(平成　25　 年　12　 月　14　 日　　　　　　　 第　　　　 号)

開示請 求書(フェイスブックシティ課) ㎜
要回答（12/30 ）

出切･受 切

情報公開開

示請求書綴
12/27

12月16 日 569

(平成　25　 年　12　 月　14　 日　　　　　　　　　第　　　　　　号)

開示請 求書(フェイスブックシティ課) ㎜･ 要回答（12/30 ）

出切･受 切 －

情報公開開

示請求書綴
12/27



月日 文書番号
Ｏ 　内は､ 収受文書の日付･文書番号

件　　　　　　　　　　　　　　 名
収受･発送先 処理区分 保存簿冊名

完 結

年 月 日

12月16 日 570

(平成　25　 年　12　 月　14　 日　　　　　　　　　第　　　　　 号)

開示 請求書(フェイスブックシティ課) ㎜
要回 答( 12/30  )

出切･受切

情報公開開

示請求書綴
12/27

12月16 日 571

(平成　25　 年　12　 月　14　 日　　　　　　　　　第　　　　　 号)

開示請 求書(フェイスブックシティ課) ㎜ 要回 答( 12/30  )
出切･受切

情報公開開

示請求書綴
12/27

12月17 日 572

(平成　25　 年　12　 月　16　 日　　　　　佐解協 第　　50　　 号)

平成25 年 度 同 和問題地区別研 修講座 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（　　　　 ）

収

心
部落解放推進協議会 12/17

12月17 日 573

(平成　25　 年　12　 月　11　 日　　　　　佐同対 第　　13　　 号)

部落解放同盟佐賀県連合会2014 年新春旗びらきの出席者報告について(依頼)
佐賀県同和対策推進連絡協議会

要回答（12 /20 ）

出切･受 切
部落解放推進協議会 12/19

12月17 日 574

(平成　25　 年　12　 月　26　 日　　　　　武市総 第　　574　　 号)

平成25 年同和 問題地 区別研修 講座への参加 について(依 頼)
政策部長

要回答（　 ／　 ）

（Ξ ≫ 受 切 部落解放推進協議会 12/17

12月19 日 575

(平成　　　 年　　　 月　　　　日　　　　　　　　　第　　　　　 号)

武 雄市駐在員 代表者 視察研 修の実施について( 依頼)
日田市長

要回答（　 ／　 ）

（ Ｅ 口》受 切
区長 会役 員 会 綴 12/19

12月19 日 576

(平成　25　 年　12　 月　19　 日　　　　　武市議 第　　383　　 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
要回答（　　　　 ）

幽

心
議会会議結果 12/24



月日 文書番号
Ｏ 　内は､ 収受文書の日付･文書番号
件　　　　　　　　　　　　　　　 名

収受･発送先 処理区分 保存簿冊名
完 結

年 月 日

12月20 日 577

(平成　25　 年　12　 月　20　 日　　　　　　　 第　152　 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 口゛　　 ／　 ）
陷-

財政状況の公
表･公営企業
業務状況の公

表

12/24

12月24 日 578

(平成　25　 年　12　 月　21　 日　　　　　人同対 第　　779　　 号)

平成26 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実

施 計画書の提 出について(依頼)

佐賀県人権同和対策課長
要回 答（ １ ／７ ）

べD 人権啓発地方委託費 12/24

12月24 日 579

(平成　　　 年　　　　月　　　　日　　　　　　　　　第　　　　　 号)

議案 の送付につい て
鹿島市長

要回倣:r　/　 ）
⑩H 定例会議案 12/24

12月24 日 580

(平成　　　 年　　　　月　　　　日　　　　　　　　　第　　　　　 号)

採用 通知
市長名

冪　　　　 ／　 ）む

jこ切 職員採用試験 12/24

12月24 日 581

(平成　　　 年　　　　月　　　　日　　　　　　　　　第　　　　　 号)

2014 年 度当初 予算 要求 書に対する回答
武雄市職員組合執行委員

長
要g　　　/　 ）迂 釦=

切 組合 12/24

12月24 日 582

(平成　25　 年　11　 月　28　 日　　 佐本生企発 第　532　 号)

｢佐賀 県犯罪 の起きにくい安全で安 心なまちづくり条例( 仮称) 案｣ に関

する意 見照会につい て

佐賀県警察本部生活安全
部長

4
こEj(12 /

 27)

出切･受 切 防犯一般綴 12/27

12月24 日 583

(平成　25　 年　12　 月　18　 日　　　　　　武士 第　3783　 号)

土砂 災害警戒 区域及 び土砂災害特別警戒 区域の名 称の訂正 について

(送付)
武雄土木事務所長

要回答（　　　　 ）篭
土砂災害 12/24



月日 文書番号
Ｏ 　内は､ 収受文書の日付･文書番号

件　　　　　　　　　　　　　　　 名
収受･発送先 処理区分 保存簿冊名

完 結

年 月 日

12月26 日 584

(平成　　　 年　　　 月　　　 日　　　　　　　　 第　　　　　 号)

区長と市長との意 見交換会の開催 について ば 案 内)
各区長

要 口ｔ ｒ　 ／　 ）啓 一 区長 会 役員 会綴 12/26

12月26日 585

(平成　25　 年　12　 月　25　 日　　　　　　　　　第　　　　　 号)

開示 請求 書(海外 対策課) ㎜ 要回答（　1/9  )

出切･受 切 情報公開請求 1/23

12月26日 586

(平成　25　 年　12　 月　25　 日　　　　　　　 第　　　　 号)

開示 請求書(海外 対策課) ㎜
要回答（　1/9  )

出切･受 切 情報公開請求 1/23

12月26日 587

(平成　25　 年　12　 月　25　 日　　　　　　　 第　　　　 号)

開示 請求 書(海外対 策課) ㎜
要回 答（　1/9 ）

出切･受 切 情報公開請求 1/23

12月26 日 588

(平成　25　 年　12　 月　25　 日　　　　　　　　 第　　　　　 号)

開示 請求書(海外対 策課) - 要回 答（　1/9  )

出切･受 切 情報公開請求 1/23

12月26 日 589

(平成　25　 年　12　 月　25　 日　　　　　　　　　第　　　　　 号)

開示 請求 書(海外対 策課)
㎜ ● 要回 答（　1/9 ）

出切･受 切 情報公開請求 1/23

12月26 日 590

(平成　25　 年　12　 月　25　 日　　　　　　　　　第　　　　　　号)

開示 請求書(海外対 策課) ㎜･
要回 答（　1/9  )

出切･受 切 情報公開請求 1/23



月日 文書番号
Ｏ 　内は､ 収受文書の日付･文書番号

件　　　　　　　　　　　　　　　 名
収受･発送先 処理区分 保存簿冊名

完 結

年 月 日

12月26 日 591

(平成　25　 年　12　 月　25　 日　　　　　　　　　第　　　　　 号)

開示請求 書(海 外対策課) ㎜
要回答（　1/9 ）

出 切･受 切 情報公開請求 1/23

12月26 日 592

(平成　25　 年　12　 月　25　 日　　　　　　　　 第　　　　　 号)

開示請求 書(海外 対策課) ㎜
要回答（　1/9  )

出切･受 切 情報公開請求 1/23

12月26 日 593

(平成　25　 年　12　 月　25　 日　　　　　　　　　第　　　　　　号)

開示請求 書(観 光課) 皿
要回答（　1/9  )

出切･受 切 情報公開請求 1/9

12月26 日 594

(平成　　　 年　　　 月　　　 日　　　　　　　　 第　　　　　 号)

平成25 年度 佐賀県 消費者行政活性化 事業費補助事業 遂行状況につ

いて

佐賀県くらしの安全安心課
長

要回答（　 ／　 ）
（ ｝ 受 切 消費者行政 12/26

12月26 日 595

(平成　　　 年　　　 月　　　　日　　　　　　　　　第　　　　　 号)

職員研 修( 一般職 中級) の実施について
各所属長 要回答（　 ／　 ）

ｅ ｙ１９ 職員研修 12/26

12月27 日 596

(平成　25　 年　12　 月　26　 日　　　　　 人擁 第　206　 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

要回答（　　　　 ）

9

幽
人権擁護委員推薦 12/27

12月27 日 597

(平成　25　 年　12　 月　12　 日　　　　　 消 第　2810　 号)

今夏 の災 害を踏まえた情報伝 達体制の強化 について
県消防防災課長 要顋ふ白 ） 防災一般 12/27



月 日 文書番号
Ｏ 　内は､ 収受文書の日付･文書番号
件　　　　　　　　　　　　　　 名

収受･発送先 処理区分 保存簿冊名
完結

年月日

12月27 日 598

(平成　25　 年　12　 月　27　 日　　　　　 消 第　2998　 号)

消防団員 等公務災 害補償 等責任共 済等に関する法 律施行令等の改正

につい て

県消防防災課長
要回答（　　　　）

回
心

消防団退職報償金 12/27

12月27 日 599

(平成　25　 年　12　 月　17　 日　　　　　　　消 第　2867　 号)

消防 団を中核とした地域防災力 の充実 強化に関する法 律の交付及び

施行について( 通知)

佐賀県知事
要回答（　　　　）

収

心
消防団充実強化 12/27

12月27 日 600

(平成　25　 年　12　 月　25　 日　　　　　消防災 第　　477　　 号)

｢消防団を中核とした地域防 災力の充 実強化に関する法律｣ の施行に係

る消防 団の充実強化について( 依頼)

消防庁長官
要回答（　　　　）

H
溢

消防団充実強化 12/27

12月27 日 601

(平成　25　 年　12　 月　17　 日　　　　　 消 第　2983　 号)

消防団を中核とした地域防 災力の充実強化 に関する法律の交付及び

施行について

佐賀県知事
要回答（　 ／　 ）
（匝冫 受切

消防団充実強化 12/27

12月27 日 602

(平成　　　　年　　　　月　　　　日　　　　　　　　　第　　　　　 号)

高槻 市全 域大防災 訓練 開催のご案 内
高槻市長 濱田剛史

要回　．． ／　 ）む

9
防災一般関係綴 12/27

1月６日 603

(平成　26　 年　 １　 月　　６　　日　　　　　　　　　第　　　　　 号)

開示請 求書(秘書課) ㎜
要回答（1 /20 ）

出切･受切
情報公開請求 2/21

1月６日 604

(平成　26　 年　 １　 月　　６　　日　　　　　　　　　第　　　　　　号)

開示請 求書(文化 学習 課) ㎜
要回答（1 /20 ）

出切･受切
情報公開請求 2/14



月日 文書番号
Ｏ 　内は､ 収受文書の日付･文書番号
件　　　　　　　　　　　　　　　 名

収受･発送先 処理区分 保存簿冊名
完 結

年 月 日

1月６日 605

(平成　25　 年　12　 月　30　 日　　　　　　　　　第　　　　　 号)

開示請求 書(議会事務局) ㎜
要回答（1 /20  )

出切･受 切 情報公開請求 1/16

1月６日 606

(平成　25　 年　12　 月　30　 日　　　　　　　 第　　　　 号)

開示 請求 書(フェイスブックシティ課) ㎜
要回答（1 /20 ）

出切･受 切 情報公開請求 1/20

1月６日 607

(平成　25　 年　12　 月　30　 日　　　　　　　　　第　　　　　 号)

開示 請求書( 秘書課) ㎜
要回 答（1 /20 ）

出切･受 切 情報公開請求 1/20

1月６日 608

(平成　25　 年　12　 月　30　 日　　　　　　　　　第　　　　　 号)

開示 請求書( 秘書課) ㎜ 要回答（1 /20 ）

出切･受 切 情報公開請求 3/31

1月６日 609

(平成　26　 年　 １　 月　 ６　 日　　　　　武市監 第　　170　　 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

要回答（　　　　 ）

回

心
例月出納検

査

定期監査
1/6

1月６日 610

(平成　26　 年　 １　 月　 ６　 日　　　　　武市監 第　　171　　 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

要回答（　　　　 ）

幽

心
例月出納検

査

定期監査
1/6

1月６日 611

(平成　26　 年　 １　 月　 ６　 日　　　　 武市監 第　172　 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

要回答（　 ／　 ）

出切 啀Ｅ 〉

例月出納検
査

定期監査
1/6



月日 文書番号
Ｏ 　内は､ 収受文書の日付･文書番号
件　　　　　　　　　　　　　　　 名

収受･発送先 処理区分 保存簿冊名
完結

年月日

1月６日 612

(平成　26　 年　 １　 月　 ６　 日　　　　　武市監 第　　179　　 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

要回答（　　　　）
幽

心
例月出納検

査

定期監査
1/6

1月６日 613

(平成　25　 年　12　 月　29　 日　　　　　　　　　第　　　　　 号)

異議 申立書(フェイスブックシティ課) ㎜ ゛翦め ）情報公開請求 1/6

1月６日 614

(平成　26　 年　 １　 月　　　　日　　　　　　　　　第　　　　　 号)

平成26 年 度人権啓発活 動地方委託事業に係る再委託事業 の実施計画

について( 回答)
同和対策課

要p 政　　 ／　 ）惣
）1 切 人権啓発委託事業 1/6

1月６日 615

(平成　26　 年　 １　 月　　６　 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（　　　　）

回

心
議会関係綴 1/6

1月６日 616

(平成　26　 年　 １　 月　　６　 日　　　　　　　　　第　　　　　 号)

議会 出席 要請について
武雄市議会議長

要回答（　　　　 ）

出切

心
議会関係綴 1/6

1月８日 617

(平成　25　 年　12　 月　26　 日　　　　　長防危 第　　110　　 号)

長崎 市地域防災計画( 平成25 年 修正版) の送付について
長崎市長 田上 富久 要回答（　　　　 ）-6 防災一般関係綴 1/8

1月８日 618

(平成　26　 年　 １　 月　　８　 日　　　　　　　　　第　　　　　 号)

平成26 年1 月武雄 市議 会臨時会欠席届 武雄市長
要r1　　　/　 ）覽 糾

議会関係綴 1/8



月日 文書番号
Ｏ 　内は､ 収受文書の日付･文書番号
件　　　　　　　　　　　　　　　 名

収受･発送先 処理区分 保存簿冊名
完結

年月日

1月８日 619

(平成　26　 年　 １　 月　 ６　 日　　　　　　　　　第　　　　　 号)

第31 回｢ 県 民と警 察のつどい｣ の開催について( 御案 内)
佐賀県警察本部長

長嶋 良
要回答（　　　　）

回
心

防犯一般綴 1/8

1月８日 620

(平成　26　 年　 １　 月　 ７　 日　　　　　武人協 第　　 １　　 号)

特設人 権相談所の開設について
佐賀地方法務局武雄支局

長
要回答（　　　　）

回
心

人権擁護委員 1/8

1月８日 621

(平成　26　 年　 １　 月　 ７　 日　　　　　 人委 第　　 １　　 号)

平成26 年 度法令外負 担金の支 出承認について(お 願い)
佐賀県人権擁護委員連合会長

要回答（　　　　）
回

心
人権擁護委員連合会 1/8

1月８日 622

(平成　　　 年　　　 月　　　 日　　　　　　　　 第　　　　　 号)

平成26 年度 当初予算復活 要求 書の提 出について
部長名

要回答（　 ／　 ）
出切（lElZI） 予算 1/8

1月９日 623

(平成　　　　年　　　　月　　　　日　　　　　　　　　第　　　　　　号)

武 雄市文化財火 災防 御訓練 の実施 について
市長名 要回 （　 ／　 ）啓 一 武雄市消防団訓練関係 1/9

1月10 日 624

(平成　　　 年　　　 月　　　 日　　　　　　　　 第　　　　　 号)

武雄地 区保護 司候 補者 検討協議会 の開催について(通知)

佐賀保護観察所長

戸高寛海
武雄地区保護司会長

南川正明

q

り

切･受切
更生保護関係綴 1/10

1月14 日 625

(平成　　　　年　　　　月　　　　日　　　　　　　　　第　　　　　　号)

平成26 年 度再任用 希望職員 に係る内申書の提出について(依頼)
所属長

要回答（1/20 ）

出切（Ｅ 劭 再任用職員 1/14



月日 文書番号
Ｏ 　内は､ 収受文書の日付･文書番号

件　　　　　　　　　　　　　　 名
収受･発送先 処理区分 保存簿冊名

完結

年月日

1月14 日 626

(平成　26　 年　 １　 月　14　 日　　　　　　　 第　　　　 号)

開示請 求書( 観 光課)
㎜ ’ 要回 答( 1/28  )

出切･受切 情報公開請求 1/28

1月14 日 627

(平成　26　 年　 １　 月　11　 日　　　　　　　　　第　　　　　 号)

開示請 求書( 観 光課) ㎜
要回答( 1/28  )

出切･受 切 情報公開請求 1/28

1月14 日 628

(平成　26　 年　 １　 月　11　 日　　　　　　　　　第　　　　　 号)

開示 請求書( 文化 学習 課) ㎜ 要回答( 1/28  )

出 切･受 切 情報公開請求 2/28

1月14 日 629

(平成　　　　年　　　　月　　　　日　　　　　　　　　第　　　　　 号)

道路危険 箇所 の調査結果 に対 する回答について(依頼)
市長名

要p 欠C　/　 ）
恐-

道路危険箇所鯛査関係 碯 1/14

1月14 日 630

(平成　26　 年　 １　 月　　９　　日　　　　　　　　　第　　　　　 号)

退職人権擁護 委員 に対 する法務大臣感謝 状の伝達について
法務局武雄支局長

要回答（　 ／　 ）
出U闥E23冫 人権擁護委員 1/14

1月14 日 631

(平成　26　 年　 １　 月　　９　 日　　　　　　　総 第　　18　　 号)

｢県内一斉 ！法務局休 日相談所･ 境 界トラブ ル相談所｣ の開設に関する

ポスター等の掲出について( 依頼)

佐賀地方法務局長
要回 答（　 ／　 ）

出切倔 Ξl〉 人権同和 1/14

1月14 日 632

(平成　26　 年　 １　 月　10　 日　　　　　武市議 第　　421　　 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
要回答（　 ／　 ）

出切ｑＥ･ 議会関係綴 1/14



月日 文書番号
Ｏ 　内は､ 収受文書の日付･文書番号
件　　　　　　　　　　　　　　　 名

収受･発送先 処理区分 保存簿冊名
完結

年月日

1月14日 633

(平成　26　 年　 １　 月　14　 日　　　　　市町村 第　2539　 号)

平成26 年3 月定例 議会の会期 について( 照会)

佐賀県経営支援本部
市町村課長

要回答( 1/24)

出 切･受 切 議会関係綴 1/14

1月16日 634

(平成　　　 年　　　　月　　　　日　　　　　　　　　第　　　　　 号)

電気 用品安全 法立入 検査の実施について
市長名

要回效ぐ　 ／　 ）
倥 扮 切 電気用品安全法関係綴 1/16

1月17 日 635

(平成　　　 年　　　 月　　　 日　　　　　　　 第　　　　 号)

平成25 年度3 月補正 予算要求書の提 出について
政策部長名 要回答（　/　 ）

（Ξy9
予算関係 1/17

1月17 日 636

(平成　　　 年　　　　月　　　　日　　　　　　　　　第　　　　　 号)

職員研 修講師につい て(依頼) ㎜ 要回答（　/　
）

（E)･ 受切
職員研修 1/17

1月17日 637

(平成　　　 年　　　　月　　　　日　　　　　　　　　第　　　　　 号)

個人情報開示 決定通知 書 ㎜
要回答（　 ／　 ）
（口 戸 ９

職員採用試

験結果開示

請求
1/17

1月17 日 638

(平成　　　 年　　　　月　　　　日　　　　　　　　　第　　　　　 号)

緊急 自動車届 出確認 証の返納 について
市長名

要口･　　　／　 ）ち
回

消防車両綴 1/17

1月17日 639

(平成　　　 年　　　　月　　　　日　　　　　　　　　第　　　　　 号)

退 職予定者 の事務説 明会の開催 について
課長名

要回　　　／　 ）翻
白J

退職手当関係 1/17



月 日 文書番号
Ｏ 　内は､ 収受文書の日付･文書番号
件　　　　　　　　　　　　　　　 名

収受･発送先 処理区分 保存簿冊名
完 結

年 月 日

1月17 日 640

(平成　26　 年　 １　 月　17　 日　　　　　　　 第　　　　 号)

開示 請求書(監 査事務 局) ㎜
要回答( 2/3　 ）

出 切･受 切 情報公開請求 2/3

1月17 日 641

(平成　26　 年　 １　 月　17　 日　　　　　　　　　第　　　　　 号)

開示 請求書( 総 務課) ㎜
要回 答( 2/3　 ）

出切･受 切 情報公開請求 1/27

1月20 日 642

(平成　　　 年　　　 月　　　 日　　　　　　　 第　　　　　 号)

平成26 年 度佐賀 県市町交通災 害共 済加入申込書の配布について
各駐在員

要回答（　 ／　 ）

（DH 交通災害共済 1/20

1月20 日 643

(平成　26　 年　 １　 月　20　 日　　　　　武市水 第　　167　　 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（　 ／　 ）
回･e 》 水道会計 1/20

1月20 日 644

(平成　26　 年　 １　 月　20　 日　　　 武市工水 第　　30　　 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 答（　　　　 ）-6 水道会計 1/20

1月21 日 645

(平成　26　 年　 １　 月　21　 日　　　　　　　 第　　　　　 号)

開示 請求書( 文化 学習課) ㎜
要回答( 2/4  )

出切･受 切 情報公開請求 2/19

1月22 日 646

(平成　26　 年　 １　 月　21　 日　　　　　　人擁 第　　 ８　　 号)

佐賀･ 武 雄人権 啓発 活動地 域ネットワーク協議会第2 回会議の開催につ

いて
佐賀地方法務局人権擁護課長

要回 答（1 /31　 ）

出切･受切
人権ネットワーク協議会 1/22



月日 文書番号
Ｏ 　内は､ 収受文書の日付･文書番号
件　　　　　　　　　　　　　　　 名

収受･発送先 処理区分 保存簿冊名
完結

年月日

1月22 日 647

(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

要回欠（　 ／　 ）
⑩･ Ｈ 給与関係綴 1/22

1月23 日 648

(平成　26　 年　 １　 月　23　 日　　　　　　　　　第　　　　　 号)

開示請求 書( 文化学習課) ㎜
要回答( 2/6  )

出切･受 切 情報公開請求 2/14

1月23 日 649

(平成　　　 年　　　 月　　　 日　　　　　　　 第　　　　 号)

非常勤職員 公務災 害の認定 請求について
㎜ 市長名

要回攸　　 ／　 ）肪

１ 切

非常勤職員

公務災害関
係佐賀県市
町総合事務

組合

1/23

1月23 日 650

(平成　　　 年　　　 月　　　 日　　　　　　　 第　　　　 号)

公務災 害の認 定請求について6
㎜i 市長名

要回 匁（　 ／　 ）
め･9

公務災害関

係基金
1/23

1月27 日 651

(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) 竹 下町公 民館
市長名 要回答（　　　　）一 遍 出前講座関係綴 1/27

1月28 日 652

(平成　26　 年　 １　 月　28　 日　　　　　武市議 第　　454　　 号)

説明員 の出席要請 について
武雄市議会議長

要 回 答（　 ／　 ）

回 ‘e ） 議会関係綴 1/28

1月28 日 653

(平成　26　 年　 １　 月　28　 日　　　　　武市議 第　　455　　 号)

議会 出席 要請について
武雄市議会議長

要回答（　　　　）

回

逼
議会関係綴 1/28



月日 文書番号
Ｏ 　内は､ 収受文書の日付･文書番号

件　　　　　　　　　　　　　　　 名
収受･発送先 処理区分 保存簿冊名

完結

年月日

1月29 日 654

(平成　26　 年　 １　 月　28　 日　　　　　　　　　第　　　　　 号)

開示 請求書( 文化 学習課) ㎜ ， 要回答( 2/12  )

出切･受 切 情報公開請求 2/14

1月30 日 655

(平成　　　 年　　　 月　　　 日　　　　　　　 第　　　　 号)

武雄 市駐在員代表 者視察研修について(お礼)
日田市長　 原田 啓介 要回攸　　／　 ）啓 一 区長会役員会綴 1/30

1月31 日 656

(平成　26　 年　 １　 月　30　 日　　　　　　　　　第　　　　　 号)

開示 請求書( 学校 教育課)
㎜ ’ 要回答（　 ／　 ）

出切･受 切 情報公開請求 2/28

1月31 日 657

(平成　26　 年　 １　 月　30　 日　　　　　　　　　第　　　　　 号)

開示 請求書( 総務 課) ㎜
要回答( 2/14)

出切･受切 情報公開請求 2/14

1月31 日 658

(平成　26　 年　 １　 月　21　 日　　　　　　　河 第　1553　 号)

平成26 年度佐賀 県水防 計画策 定に係る修正について(依頼)
佐賀県県土づくり本部長

l(E4§t 2 /17)
切･受切

防災一般関係綴 2/17

2月３日 659

(平成　26　 年　 ２　 月　　３　　日　　　　　　　　　第　　　　　 号)

開示請求 書( 秘書課) ㎜
要回 答（2/17 ）

出切･受 切 情報公開請求 2/17

2月３日 660

(平成　　　 年　　　 月　　　 日　　　　　　　 第　　　　 号)

資機材保 管備 蓄倉 庫の用 地借用 について(協議)
教育部長

朝日公民館長

要 口效（　 ／　 ）為

回

H24 年度補
正予算による

消防団無償
貸付車両

2/3



月日 文書番号
Ｏ 　内は､ 収受文書の日付･文書番号
件　　　　　　　　　　　　　　　 名

収受･ 発送先 処理区分 保存簿冊名
完結

年月日

2月３日 661

(平成　26　 年　 １　 月　31　 日　　　　　　　　　第　　　　　 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 情

司　　　 武雄市監査委員
川原 千秋

要回答（　/　 ）
a=やe ）

例月出納検

査
定期監査

2/3

2月３日 662

(平成　26　 年　 １　 月　28　 日　　　　　佐解協 第　　60　　 号)

一般社団法人佐賀県部落解放推進協議会第3回理事会の開催について(案

内)

佐賀県部落解放推進協議
会理事長 坂井浩毅

要回答（　 ／　 ）

出切･受切
部落解放推進協議会 2/3

2月３日 663

(平成　　　　年　　　　月　　　　日　　　　　　　　　第　　　　　 号)

周波 数移行 に関する国外からの干 渉への対策状況について

一般財団法人移動無線セン

ター

貳面澂（　 ／　 ）

出切･受切
防災行政無線関係綴 2/14

2月４日 664

(平成　26　 年　 ２　 月　　４　　日　　　　　　　　　第　　　　　 号)

開示請求 書( 文化学習 課) ㎜
鳶面洳（2/18 ）

出切･受 切 情報公開請求 2/14

2月４日 665

(平成　26　 年　 ２　 月　　４　　日　　　　　　　　　第　　　　　 号)

開示請求 書( 文化学習 課) ㎜
2/18  )

出切･受切 情報公開請求 2/28

2月４日 666

(平成　26　 年　 ２　 月　 ４　 日　　　　　　　 第　　　　　 号)

開示請求 書( 文化 学習課) ㎜
嗄茴2答( 2/18  )

出切･受切
情報公開請求 2/14

2月４日 667

(平成　　　　年　　　　月　　　　日　　　　　　　　　第　　　　　　号)

交 通教室開催に伴う出動依頼について(ｲ司い)
市長名

要回答（　／　 ）

出切･受 切
出前講座関係綴 2/4



月日 文書番号
Ｏ 　内は､ 収受文書の日付･文書番号

件　　　　　　　　　　　　　　 名
収受･発送先 処理区分 保存簿冊名

完結

年月日

2月４日 668

(平成　　　 年　　　 月　　　 日　　　　　　　 第　　　　 号)

開示請求書( 海外 対策課) - 嗄Ξ≫(  2/18  )

出切･受切
情報公開請求 2/12

2月４日 669

(平成　　　　年　　　　月　　　　日　　　　　　　　　第　　　　　　号)

高齢層職員 の昇給･ 昇 格制度の見直し及び平成18 年度給料切替に伴う

経過措置の廃止について
職員労働組合執行委員長

要 口　　　 ／　 ）詣｡
組合 2/4

2月４日 670

(平成　　　 年　　　 月　　　 日　　　　　　　　 第　　　　　 号)

消防庁所有の消防団 車両等の借受 申請書の提出について
消防庁長官

要回 浤（　 ／　 ）
り 太 消防団車両無償貸付 2/4

2月５日 671

(平成　　　　年　　　　月　　　　日　　　　　　　　　第　　　　　 号)

特定無線局再免 許申請 書の提出について
九州総合通信局

要p　　　/　 ）躄 払

切
防災行政無線関係綴 2/5

2月４日 672

(平成　26　 年　 ２　 月　 ４　 日　　　　 武市議 第　460　 号)

会議録の送付について
武雄市議会議長

要回答（　　　　 ）- 谷 議会会議結果 2/4

2月４日 673

(平成　26　 年　 ２　 月　 ４　 日　　　　 武市議 第　461　 号)

会議録の送付について
武雄市議会議長

要回答（　 ／　 ）
幽･e 〉 議会会議結果 2/4

2月４日 674

(平成　26　 年　 ２　 月　 ４　 日　　　　　武市議 第　　465　　 号)

武雄市議 会の会議 結果について
武雄市議会議長 ゛乱心 ）議会会議結果 2/4



月日 文書番号
Ｏ 　内は､ 収受文書の日付･文書番号
件　　　　　　　　　　　　　　　 名

収受･発送先 処理区分 保存簿冊名
完 結

年 月 日

2月４日 675

(平成　26　 年　 ２　 月　 ３　 日　　　　 佐県税 第　4642　 号)

地方 自治法 第260 条の2 第1 項の規定による地縁による団体の認可状

況 について( 照会)

佐賀県税事務所長
(2/17)

出 切･受切

認可地縁団

体関連資料
綴

2/13

2月４日 676

(平成　26　 年　 ２　 月　　５　　日　　　　　人同対 第　　882　　 号)

同和問題に係る差別事象の発 生について(通知)
人権同和対策課長

要回答( 2/26  )

出 切･受切 人権同和 2/25

2月５日 677

(平成　　　 年　　　 月　　　 日　　　　　　　 第　　　　 号)

平成25 年 水害 統計調 査につい て(提 出)
佐賀県県土づくり本部長

要 口攸　　 ／　 ）唇

１ 切 水害統計調査 2/5

2月５日 678

(平成　　　 年　　　 月　　　 日　　　　　　　 第　　　　 号)

平成24 年 度補 正予算( 第1 号) に係る無 償貸付 消防 団車両等を活用し

た訓練 の実施 について

県消防防災課長
要回 答（　　　　 ）

収

心
消防団車両無償貸付 2/5

2月７日 679

(平成　　　 年　　　 月　　　　日　　　　　　　　　第　　　　　 号)

嘱託 職員の病気療養 に係る過年分年 次有給休暇の請求 について ㎜
要回答　　/　 ）b

l 切 嘱託職員綴 2/7

2月７日 680

(平成　26　 年　 ２　 月　 ４　 日　　　　　　　　　第　　　　　 号)

開示請求 書( 福祉課)
東京商エリサーチ

2/21  )

出切･受 切 情報公開請求 2/19

2月７日 681

(平成　26　 年　 ２　 月　　６　　日　　　　　　　　　第　　　　　 号)

開示請 求書( 会計課)
㎜ ’ 呱 瓦≫(  2/2 凵

出切･受 切 情報公開請求 2/13



月日 文書番号
Ｏ 　内は､ 収受文書の日付･文書番号

件　　　　　　　　　　　　　　 名
収受･発送先 処理区分 保存簿冊名

完結

年月日

2月７日 682

(平成　　　 年　　　 月　　　　日　　　　　　　　　第　　　　　 号)

交通 教室開催 に伴う出動 依頼について(ｲ司い) 永野老人ｸﾗ ﾌﾞ
市長名

要回答（　 ／　 ）

出切･受切
出前講座関係綴 2/7

2月10 日 683

(平成　26　 年　 ２　 月　 ６　 日　　　　　武人協 第　　 ６　　 号)

平成26 年 度特設人 権相談所の開設について
佐賀地方法務局武雄支局

長

要回 答（　 ／　 ）

出切･受 切 人権同和 2/10

2月10 日 684

(平成　　　 年　　　 月　　　 日　　　　　　　 第　　　　 号)

武雄 市職員非 常参集 訓練の実施について
部長名

要回答（　 ／　 ）

出切･受 切 防災訓練 2/10

2月12 日 685

(平成　　　 年　　　 月　　　　日　　　　　　　　　第　　　　　 号)

児 童手 当額改定通知
受給者各位

要 口浤　　 ／　 ）膃
）H 児童手当綴 2/12

2月12 日 686

(平成　　　 年　　　 月　　　 日　　　　　　　 第　　　　 号)

市( 町 村) 非常勤 消防 団員 に係る退職報 償金 の支給に関する条例( 例)

の一 部改正について

佐賀県知事 古川 康
要回 答（　 ／　 ）

出切･受 切 消防団 2/12

2月13 日 687

(平成　　　 年　　　 月　　　 日　　　　　　　 第　　　　 号)

｢消防 団の装備 の基準｣ 等の改正について( 通知)
佐賀県知事 古川 康

要回答（　 ／　 ）

出切･受切 消防団 2/13

2月13 日 688

(平成　　　 年　　　　月　　　　日　　　　　　　　　第　　　　　 号)

全国 消防団 大会の開催及 び受賞 団体等 の決定について(通知)
佐賀県知事 古川 康

要回 答（　 ／　 ）

出 切･受切 消防団 2/13



月日 文書番号
Ｏ 　内は､ 収受文書の日付･文書番号
件　　　　　　　　　　　　　　 名

収受･発送先 処理区分 保存簿冊名
完 結

年 月 日

2月13 日 689

(平成　　　 年　　　　月　　　　日　　　　　　　　　第　　　　　 号)

地方 自治法第260 条の2 第1 項の規定による地縁による団 体の認 可状

況について( 回答)

佐賀県税事務所長
要回 （　 ／　 ）ｂ

ｌ 切

認可地縁団
体関連資料

綴

2/13

2月14 日 690

(平成　26　 年　 ２　 月　13　 日　　　 保護司会 第　　 １　　 号)

保護司 会候 補者 の内申について

武雄支部 保護司会
会長 黒川 武征

9 白 ）

切･受切
保護司委嘱関係綴 2/14

2月14 日 691

(平成　26　 年　 ２　 月　13　 日　　　　 武市福 第　1845　 号)

労災保険 の申請状況 等の調 査について( 依頼)

武雄市福祉事務所長
山田義利

2 /  17

）

出切･受 切
照会文書関係 2/17

2月14 日 692

(平成　　　 年　　　 月　　　 日　　　　　　　 第　　　　 号)

指名 競争 入札について(ｲ司い) 武 雄市防災行政無線バッテリー交換
市長名

要回答（　 ／　 ）

出切･受 切
防災行政無線関係綴 2/14

2月14 日 693

(平成　　　 年　　　 月　　　 日　　　　　　　 第　　　　 号)

年 次休暇の繰 越 日数 につい て
所属長

要回答（　 ／　 ）

出切･受 切
年次休暇綴 2/14

2月14 日 694

(平成　26　 年　 ２　 月　10　 日　　　　　　佐議 第　1401　 号)

｢佐賀県 議会時報(No.632)｣ について( 送付)
佐賀県議会事務局長

要回答（　 ／　 ）
収･e ）

一般文書(法制係) 2/14

2月14 日 695

(平成　26　 年　 ２　 月　　７　　日　　　　　　　　　第　　　　　 号)

日蓮宗 円満 寺差別戒名供養 塔例祭開催のご案 内

日蓮宗宗務院伝道局教務

部
要回答（　　　　 ）- 為 人権同和 2/14



月 日 文書番号
Ｏ 　内は､ 収受文書の日付･文書番号
件　　　　　　　　　　　　　　　 名

収受･発送先 処理区分 保存簿冊名
完 結

年 月 日

2月17 日 696

(平成　　　 年　　　 月　　　 日　　　　　　　 第　　　　 号)

衛 生委員会 の開催について ㎜･
要p　　　/　 ）覽 糾

切
衛 生 委員 会 関係 2/17

2月17 日 697

(平成　　　 年　　　 月　　　　日　　　　　　　　　第　　　　　 号)

武 雄市議 会定例会の招集 について(通知)
武雄市議会議長 杉原 豊喜 要回　　　／　）昏 回 議会関係綴 2/17

2月17 日 698

(平成　　　 年　　　 月　　　 日　　　　　　　 第　　　　 号)

議案の送付について
武雄市議会議長 杉原 豊

喜
要回浤　　/　 ）b

l= 切 議会関係綴 2/17

2月18 日 699

(平成　　　 年　　　 月　　　　日　　　　　　　　　第　　　　　 号)

武雄 市職員 の再任 用選考 結果 の通知について
再任用内定者

要回洫（　 ／　 ）
磴 糾 切 再任用職員 2/18

2月17 日 700

(平成　26　 年　 ２　 月　17　 日　　　　　武市議 第　　470　　 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･受 切 議会関係綴 2/18

2月18 日 701

(平成　26　 年　 ２　 月　17　 日　　　　　武市監 第　　201　　 号)

平成25 年度 定期監査の結果に関する報告 について
武雄市監査委員

要回答（　 ／　 ）

Ｈ･ ｅ ） 定期監査 2/18

2月18 日 702

(平成　26　 年　 ２　 月　17　 日　　　　　武市監 第　　202　　 号)

平成25 年度 定期監査 の結果 に関する報 告について
武雄市監査委員

要回答（　　　　 ）

回

函
定期監査 2/18



月日 文書番号
Ｏ 　内は､ 収受文書の日付･文書番号
件　　　　　　　　　　　　　　　名

収受･発送先 処理区分 保存簿冊名
完結

年月日

2月18 日 703

(平成　26　 年　 ２　 月　17　 日　　　　 武市監 第　207　 号)

平成25 年 度 定期監査の結果 に関する報告について
武雄市監査委員 要回答（　 ／　 ）

皿･e ） 定期監査 2/18

2月18 日 704

(平成　　　　年　　　　月　　　　日　　　　　　　　　第　　　　　 号)

佐賀 県西部広 域環境組合派遣職員 の派遣期間延長に係る協議につい

て

佐賀県西部広域環境組合管理
者

要回竺　　／　 ）昌 回 任免 2/18

2月18 日 705

(平成　26　 年　 ２　 月　17　 日　　　　　武市監 第　　201　　 号)

平成25 年度 定期監査の結果に関する報 告について
武雄市監査委員

要回 答（　/　 ）
a=やC 〉 定期監査 2/18

2月18 日 706

(平成　26　 年　 ２　 月　17　 日　　　　　武市監 第　　201　　 号)

平成25 年 度定期 監査の結果に関する報告について
武雄市監査委員 要回答（　 ／　 ）

Ｈ･ ｅ 》 定期監査 2/18

2月18 日 707

(平成　26　 年　 ２　 月　17　 日　　　　　武市監 第　　201　　号)

平成25 年 度 定期監査の結果 に関する報 告について
武雄市監査委員

要回答（　　　　）

回

谷
定期監査 2/18

2月18 日 708

(平成　26　 年　 ２　 月　17　 日　　　　　武市監 第　　201　　 号)

平成25 年度 定期監査の結果 に関 する報告について
武雄市監査委員

要 回 答（　 ／　 ）

回 ‘e 〉 定期監査 2/18

2月20 日 709

(平成　　　　年　　　　月　　　　日　　　　　　　　　第　　　　　 号)

杵藤地区広 域 市町村圈 組合への職員 派遣について
杵藤地区広域市町村圈組

合管理者
要回效　　／　）啓 一 任免 2/20



月 日 文書番号
Ｏ 　内は､ 収受文書の日付･文書番号
件　　　　　　　　　　　　　　　　名

収受･発送先 処理区分 保存簿冊名
完結

年月日

2月20 日 710

(平成　　　 年　　　　月　　　　日　　　　　　　　　第　　　　　 号)

平成26 年度3 月武 雄市議会定例会欠 席届
武雄市議会議長

杉原 豊喜
要回欠　　／　）昌 回 議会関係綴 2/20

2月20 日 711

(平成　　　 年　　　　月　　　　日　　　　　　　　　第　　　　　 号)

電気用品安全 法 立入検査の検査結果 について
市長名

要回答（　 ／　 ）

出切･受 切
電気用品安全法関係赧 2/20

2月20 日 712

(平成　26　 年　 ２　 月　20　 日　　　　 武市水 第　185　 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（　 ／　 ）

皿･e ） 水道会計 2/20

2月20 日 713

(平成　26　 年　 ２　 月　20　 日　　　 武市工水 第　　34　　 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)
要回答（　 ／　 ）

Ｈ･ ｅ 》 水道会計 2/20

2月21 日 714

(平成　26　 年　 ２　 月　20　 日　　　　　人同対 第　　917　　 号)

拉 致問題 写真パネル 展示 に係る協力 について( 依頼)
人権同和対策課長

要回答（　 ／　 ）
回･e 〉 人権同和 2/21

2月21 日 715

(平成　26　 年　 ２　 月　21　 日　　　　　武市議 第　　472　　 号)

議 会出席要請 について
武雄市議会議長

要回答（　 ／　 ）
回･e ）

議会関係綴 2/21

2月25 日 716

(平成　　　 年　　　 月　　　 日　　　　　　　　 第　　　　　 号)

道 路危険箇所 の調 査結果 につい て
市長名

要回答（　 ／　 ）

出切･受 切
道路危険簡所調査関係 繦 2/25



月日 文書番号
Ｏ 　内は､ 収受文書の日付･文書番号
件　　　　　　　　　　　　　 名

収受･発送先 処理区分 保存簿冊名
完 結

年 月 日

2月25日 717　、

(平成　　　　年　　　　月　　　　日　　　　　　　　　第　　　　　　号)

平成26 年 度陸 前高 田市への職員 の派遣 について
陸前高田市長

要回答（　 ／　 ）
回･O 任免 2/25

2月26 日 718

(平成　　　　年　　　　月　　　　日　　　　　　　　　第　　　　　　号)

入札 結果 報告 書
市長名

要回答（　 ／　 ）

出切･受切
入札･契約関係 粽 2/26

2月27 日 719

(平成　26　 年　 ２　 月　26　 日　　　　　　　　 第　　　　　 号)

開示 請求書( 教育総務課) 皿
^H"(3/13  )

出切･受切 情報公開請求 3/7

2月27 日 720

(平成　26　 年　 ２　 月　26　 日　　　　　　　 第　　　　 号)

開示 請求書( 文 化学習 課) ㎜
鳶亘≫(  3/13  )

出切･受 切 情報公開請求 4/16

2月27 日 721

(平成　26　 年　 ２　 月　25　 日　　　　　　　　　第　　　　　　号)

開示 請求書( フェイスブックシティ課) ㎜
^H>(  3/13  )

出切･受切 情報公開請求 3/13

2月27 日 722

(平成　26　 年　 ２　 月　25　 日　　　　　　　　　第　　　　　　号)

開示 請求書( 総務課) ㎜
鳶茴渺（3/13 ）

出切･受切 情報公開請求 3/13

2月27 日 723

(平成　26　 年　 ２　 月　27　 日　　　　　　　 第　　　　 号)

行 政不服審 査法に基づく不服申立てについて(諮 問)

武雄市情報公開審査会会

長

要回 答（　 ／　 ）

出 切･受 切 情報公開請求 2/27



月日 文書番号
Ｏ 　内は､ 収受文書の日付･文書番号

件　　　　　　　　　　　　　　　 名
収受･発送先 処理区分 保存簿冊名

完 結

年 月 日

2月27 日 724

(平成　26　 年　 ２　 月　25　 曰　　　　　　くらし 第　1232　 号)

平成26 年 度交通安 全功労者 表彰( 交通対策本部長 表彰) 候補者の推

薦 について( 依頼)

佐賀県くらしの安全安心課

長

要回答（　 ／　 ）

出切･受切

武雄市交通安
全指導員に関
する表彰関係

綴

2/27

2月27 日 725

(平成　26　 年　 ２　 月　25　 日　　　　県交対協 第　　30　　 号)

交 通死 亡事故 の連続発生 に伴う抑 止対策の強化要請について(依頼)

～4 日間に5 人 が死 亡～

佐賀県交通対策協議会会

長
佐賀県知事 古川康

要回答（　 ／　 ）

出切･受切

交通安全一

般関係 綴
2/27

2月27日 726

(平成　　　　年　　　　月　　　　日　　　　　　　　　第　　　　　 号)

職員 の応 援要請 について
所 属 長

要回　　　 ／　 ）箴 糾

切
相談一般文書 2/27

2月27 日 727

(平成　　　 年　　　　月　　　　日　　　　　　　　　第　　　　　 号)

玄海原発 の拙速 な再稼働に反 対し､ 原 子力 防災 の充実を求 める要望書

佐賀県平和運助センター

議長 原口郁哉
原水爆禁止佐賀県協賄会

会長 緒方克暘

玄海原発般置反対佐賀県民会議
磁長 柴田久寛

社会民主党佐賀県連合
代表 中村直人

要回答（　 ／　 ）

出切･受切
原 子 力 防 災 関係 2/27

2月28 日 728

(平成　　　　年　　　　月　　　　日　　　　　　　　　第　　　　　 号)

平成26 年 度新 規採用職員 事前研 修の実施について(御案内)
新規採用職員

要g （　/　 ）悟- 職員採用試験 2/28

3月３日 729

(平成　　　 年　　　 月　　　 日　　　　　　　 第　　　　　 号)

｢2014 賃金･ 勤務 労働 条件 改善に関する統一要求書｣ に対する回答
職員労働組合執行委員長

要回　　　 ／　 ）脳

１ 切 組合 3/3

3月３日 730

(平成　26　 年　 ３　 月　 １　 日　　　　　　　 第　928　 号)

平成25 年 度人権 啓発 活動再委託 費清算書の提 出について
佐賀県人権同和対策課長

要回答（ ４／Ｕ ）

出切･受 切
人権同和 3/3



月日 文書番号
Ｏ 　内は､ 収受文書の日付･文書番号
件　　　　　　　　　　　　　　 名

収受･発送先 処理区分 保存簿冊名
完 結

年 月 日

3月３日 731

(平成　26　 年　 ３　 月　 ３　 日　　　　　武市議 第　　474　　 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･受切 議会関係綴 3/3

3月４日 732

(平成　　　 年　　　 月　　　 日　　　　　　　 第　　　　 号)

資機 材保管備 蓄倉庫の用地借用について(回答)
教育部長

要回 答（　 ∠　 ）
回･ 售

H24 国の補正予算 3/4

3月４日 733

(平成　26　 年　 ３　 月　 ４　 日　　　　 武市監 第　210　 号)

平成25 年度 定期監査 の結果 に関する報 告について(福祉課)
武雄市監査委員 要回 答（　 ∠　 ）

- 懸 ） 定期監査 3/4

3月４日 734

(平成　26　 年　 ３　 月　　４　 日　　　　　武市監 第　　210　　 号)

平成25年度定期監査の結果に関する報告について(健康課･がん検診率向上課)
武雄市監査委員 要回答（　∠　）皿･ 懸 ） 定期監査 3/4

3月４日 735

(平成　26　 年　 ３　 月　 ４　 日　　　　 武市監 第　210　 号)

平成25 年 度定期 監査の結果 に関する報告について(市民課)
武雄市監査委員

要回答（　 ∠　 ）

H ‘ 懸 ） 定期監査 3/4

3月４日 736

(平成　26　 年　 ３　 月　　４　 日　　　　　武市監 第　　210　　 号)

平成25 年 度定期 監査の結果 に関する報 告について(建設課)
武雄市監査委員

要回 答（　 ∠　 ）

出り 号 定期監査 3/4

3月４日 737

(平成　26　 年　 ３　 月　 ４　 日　　　　　武市監 第　　210　　 号)

平成25 年 度定 期監査の結果 に関する報 告について(都 市計画課)
武雄市監査委員 要回答（　 ∠　 ）

- 栃 定期監査 3/4



月日 文書番号
Ｏ 　内は､ 収受文書の日付･文書番号
件　　　　　　　　　　　　　　　 名

収受･発送先 処理区分 保存簿冊名
完 結

年 月 日

3月４日 738

(平成　26　 年　 ３　 月　 ４　 日　　　　　武市監 第　　210　　 号)

平成25年 度定期 監査の結果 に関する報告 について(環境課)
武雄市監査委員

要回答（　 ∠　 ）

回 ’栃 定期監査 3/4

3月４日 739

(平成　26　 年　 ３　 月　 ４　 日　　　　　武市監 第　　210　　 号)

平成25 年度定期 監査の結果に関する報告について(衛生 処理センター)
武雄市監査委員

要回 答（　 ∠　 ）
回･ 戀 定期監査 3/4

3月４日 740

(平成　26　 年　 ３　 月　 ４　 日　　　　 武市監 第　211　 号)

監査の結果 に関 する報告について(武雄 市シルバ ー人材センター)
武雄市監査委員 要回答（　∠　）

収 懇 ）
定期監査 3/4

3月４日 741

(平成　26　 年　 ３　 月　 ４　 日　　　　 武市監 第　212　 号)

財政援助 団体等 監査の結果に関する報告について(武 雄市社会福祉

協議会)

武雄市監査委員
要回 答（　 ∠　 ）

- 柿 定期監査 3/4

3月４日 742

(平成　26　 年　 ３　 月　 ４　 日　　　　　武市監 第　　213　　 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（　 ∠　 ）
- 栃 定期監査 3/4

3月４日 743

(平成　26　 年　 ３　 月　 ４　 日　　　　 武市議 第　475　 号)

会議録 の送付について
武雄市議会議長

要回 答（　 ∠　 ）
- 售 議会関係綴 3/4

3月４日 744

(平成　26　 年　 ３　 月　　３　 日KDDI au 福岡EC 第　13-1403　号)

KDDI【武雄東 川 登】無線基 地局開設･ 運用に伴う同意願いについて

俎 混 八 昌 竺

ｱﾘﾝｸﾞjぎiilllﾝﾀｰ

要回答（　 ／　 ）

出切･受 切
防 災行政無線関係綴 3/4



月日 文書番号
Ｏ 　内は､ 収受文書の日付･文書番号

件　　　　　　　　　　　　　　　 名
収受･発送先 処理区分 保存簿冊名

完 結

年 月 日

3月５日 745

(平成　　　 年　　　 月　　　 日　　　　　　　 第　　　　 号)

平成24 年度 補正予 算( 第1 号)に係る無償貸付消防団車両等を活用し

た

訓練実施 結果 報 告書の提 出について

県消防防災課長
要回答（　 ／　 ）

出切･受 切
H24 国 の補正予 算 3/5

2月28 日 746

(平成　　　　年　　　　月　　　　日　　　　　　　　　第　　　　　 号)

消防庁所 有の消防団 車両等の借受 申請 書の提出について
消防庁長官

要回答（　 ／　 ）

出切･受 切
H24 国 の補正 予算 3/5

3月５日 747

(平成　26　 年　 ３　 月　 ３　 日　　　　 唐総総 第　827　 号)

議案の送付について
唐津市長　 坂井 俊之

要回答（　　　　 ）

収

岫
市議会定例
議案(唐津

市)
3/5

3月６日 748

(平成　26　 年　 ３　 月　 ６　 日　　　　　武市総 第　　748　　 号)

議案 の送付 について
武雄市議会議長

要 口 （　 ／　 ）轡- 議会関係綴 3/6

3月６日 749

(平成　26　 年　 ２　 月　26　 日　　　　　　　消 第　3649　 号)

平成25 年 度防 災行政通信ネットワーク等の運用管理費負担金 の納入

について( 依頼)

佐賀県統括本部消防防災

課長

要回答（　 ／　 ）

出切･受 切
平成25年度予算関係綴 3/6

3月６日 750

(平成　　　　年　　　　月　　　　日　　　　　　　　　第　　　　　 号)

佐賀 県市町 等職員実務研 修要綱に基づく研 修職員 の延長 について
佐賀県経営支援本部長

要p （　/　 ）陽- 任免 3/6

3月６日 751

(平成　　　 年　　　 月　　　　日　　　　　　　　　第　　　　　 号)

県と市町の共 同徴収に係る職員 の身 分等に関する取扱要綱に基づく協

議について
佐賀県経営支援本部長

要回　　　 ／　 ）轡

尚
任免 3/6



月日 文書番号
Ｏ 　内は､ 収受文書の日付･文書番号

件　　　　　　　　　　　　　　　 名
収受･発送先 処理区分 保存簿冊名

完 結

年 月 日

3月６日 752

(平成　　　 年　　　　月　　　　日　　　　　　　　　第　　　　　 号)

｢夜間における高齢者の交 通事故防止交 通安全 教室｣ の開催に伴う参

加 依頼について
市長名

要回答（　 ／　 ）

出切･受 切
交 通 安 全 教 室綴 3/6

3月６日 753

(平成　26　 年　 ２　 月　24　 日　　　　　　武土 第　4579　 号)

武 雄市における河川 管理者による水防管 理団体が行う水防 のための活

動への協力 に関 する確認 書について( 協議)

武雄土木事務所長
要回 答（　 ／　 ）

出 切･受 切
水肋ま及び阿川嵯の－al改正間區喰 3/6

3月７日 754

(平成　26　 年　 ３　 月　　７　 日　　　　　武市監 第　　217　　 号)

監査委員 の任 期満了 について( 通知)
監査委員事務局長 森 博

文

要回 答（　　　　 ）

回

岫
定期監査 3/7

3月７日 755

(平成　　　　年　　　　月　　　　日　　　　　　　　　第　　　　　　号)

春の交 通安全県 民運動に伴う協力依頼 について
市長名

要回答（　 ／　 ）

出切･受切
交通安全一般関係綴 3/7

3月10 日 756

(平成　　　 年　　　 月　　　 日　　　　　　　　 第　　　　　 号)

武雄 市空き家 等の適 正管 理に　　 る　 例第8 条に基づく助 言･ 指導に

ついて( 通知) 【相手方 】iiilii
市長名

要回答（　 ／　 ）

出切･受切 空き家 3/10

3月10 日 757

(平成　　　 年　　　 月　　　 日　　　　　　　 第　　　　 号)

武雄 市空き家 等の適正管理に関する条例第8 条に基づく助言･ 指導に

つい て(通知) 【相手方 】四

市長名
要回 答（　 ／　 ）

出 切･受 切 空き家 3/10

3月10 日 758

(平成　　　 年　　　 月　　　 日　　　　　　　 第　　　　 号)

武雄 市空き家 等の適 正管理に関する条 例第8 条に基づく助言･ 指導に

ついて( 通知) 【相手方 】㎜
市長名

要回 答（　 ／　 ）

出切･受 切 空き家 3/10



月 日 文書番号
Ｏ 　内は､ 収受文書の日付･文書番号
件　　　　　　　　　　　　　　　 名

収受･発送先 処理区分 保存簿冊名
完結

年月日

3月10 日 759

(平成　26　 年　 ３　 月　　８　　日　　　　　　　　　第　　　　　 号)

開示請求 書( 企 画課)
㎜ ’ 要回 答（3/25 ）

出切･受 切 情報公開請求 3/25

3月10 日 760

(平成　26　 年　 ３　 月　　８　　日　　　　　　　　　第　　　　　 号)

異議 申立書( 学 校教育課) ㎜ 要回答（　 ／　 ）
Ｈ 儚 勾 情報公開請求 3/10

3月10 日 761

(平成　　　 年　　　 月　　　 日　　　　　　　 第　　　　 号)

産業医 の推薦 について
武雄杵島地区医師会会長

要回答（　 ／　 ）

出切･受切

任免
(職員以外)

3/10

3月12 日 762

(平成　　　　年　　　　月　　　　日　　　　　　　　　第　　　　　 号)

平成26 年3 月 武雄 市議 会定例会欠席届
武雄市議会議長 杉原 豊

喜
要回劉　 ／　 ）

卸丱 受切 議会関係綴 3/12

3月13 日 763

(平成　26　 年　 ３　 月　13　 日　　　　　　　　　第　　　　　 号)

開示請求書( 財政課) ㎜
要回答( 3/27　 ）

出切･受 切 情報公開請求 3/14

3月13 日 764

(平成　26　 年　 ３　 月　13　 日　　　　　　　　　第　　　　　 号)

開示請求 書( 秘書課) ㎜ 要回 答( 3/27　 ）

出切･受切 情報公開請求

3月13 日 765

(平成　　　　年　　　　月　　　　日　　　　　　　　　第　　　　　 号)

広域圏 派遣職員 の平成26 年4 月１日付給料月 額について( 回答)

杵藤地区広域市町村圈組

合 総務課長 橋村 勉
（i 豆3/13  )

出切･受切
給与関係綴 3/13



月日 文書番号
Ｏ 　内は､ 収受文書の日付･文書番号
件　　　　　　　　　　　　　　　 名

収受･発送先 処理区分 保存簿冊名
完結

年月日

3月13 日 766

(平成　　　　年　　　　月　　　　日　　　　　　　　　第　　　　　 号)

平成26 年4 月１日付け新規 派遣 職員 の給料 等について(回答)

杵藤地区広域市町村圈組

合 総務課長 橋村 勉

G 函画 囗/13 ）

出切･受切
給与関係綴 3/13

3月13日 767

(平成　　　　年　　　　月　　　　日　　　　　　　　　第　　　　　　号)

平成26 年4 月１日付け派遣職員 の昇 格について
杵藤地区広域市町村圏組
合 総務課長 橋村 勉

?( 3/13  )

出切･受切 給与関係綴 3/13

3月13 日 768

(平成　　　 年　　　 月　　　 日　　　　　　　　 第　　　　　 号)

平成26･27 年 度武雄 市消防 団長 の任命 及び副団長 の承認について
武雄市消防団長

（j 函洫囗/6 ）
出切･受切

武雄市消防

団
辞令関係綴

3/6

3月13 日 769

(平成　26　 年　 ３　 月　13　 日　　　　　武市議 第　　478　　 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 ¨船途S ） 議決結果 3/24

3月13 日 770

(平成　26　 年　 ３　 月　13　 日　　　　 武市議 第　479　 号)

意見書の提 出について

武雄市議会議長 杉原 豊
喜

要讐岫 ふ ） 議決結果 3/24

3月14日 771

(平成　26　 年　 ３　 月　14　 日　　　　　　　　 第　　　　　 号)

開示請求書( 監 査委員 会事務局) ㎜
要回答（3/28 ）

出切･受切 情報公開請求 3/19

3月14 日 772

(平成　　　　年　　　　月　　　　日　　　　　　　　　第　　　　　 号)

嘱託 職員 の病気 療養に係る過年 分年次有 給休暇の請求 について ㎜ /  ) 嘱託職員綴 3/14



月日 文書番号
Ｏ 　内は､ 収受文書の日付･文書番号
件　　　　　　　　　　　　　　　 名

収受･発送先 処理区分 保存簿冊名
完 結

年 月 日

3月17 日 773

(平成　　　 年　　　 月　　　 日　　　　　　　 第　　　　 号)

個人情報開示 請求 書 ㎜
要回答（3/17　 ）

出 切･受 切

職員採用試験
結果開示請求
綴

3/17

3月17 日 774

(平成　　　 年　　　　月　　　　日　　　　　　　　　第　　　　　 号)

職員 の派遣に関 する協定書の送付 について
全国市町村国際文化研修

所学長
要回 答（　/　 ）

（D9 任免 3/17

3月18 日 775

(平成　　　 年　　　 月　　　 日　　　　　　　　 第　　　　　 号)

指名 競争入札 について(ｲ司い)

武 雄市防災 行政無線(ＭＣＡ無線) 保 守点検業務

市長名
要回答（　 ／　 ）

出切･受 切
防災行政無線関係綴 3/18

3月18 日 776

(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(ｲ司い)
市長名

要回答（　 ／　 ）

出切･受切
青色防犯パトロール講習会梠 3/18

3月19 日 777

(平成　　　 年　　　 月　　　 日　　　　　　　　 第　　　　　 号)

武雄 市長 選挙及 び武雄市議会議員 選挙における服務規律の確保 につ

いて( 通知)

副市長名
要回 政（　 ／　 ）

啓9 服務 3/19

3月19 日 778

(平成　　　 年　　　 月　　　　日　　　　　　　　　第　　　　　 号)

入札会 の中止 について(武雄 市防 災行政無線(ＭＣＡ無線)ｲ呆守点検業

務)

市長名
要回 答（　 ／　 ）

出切･受 切
防災行政無練関係綴 3/19

3月20 日 779

(平成　　　 年　　　 月　　　　日　　　　　　　　　第　　　　　 号)

開示請求 書( 商工 流通課) ㎜ 要回答( 4/3  )

出切･受 切 情報公開請求 4/2



月日 文書番号
Ｏ 　内は､ 収受文書の日付･文書番号
件　　　　　　　　　　　　　　　 名

収受･発送先 処理区分 保存簿冊名
完 結

年 月 日

3月20日 780

(平成　　　 年　　　 月　　　 日　　　　　　　 第　　　　 号)

開示 請求 書( 総務課) ㎜ 要回 答（4/3 ）

出切･受切 情報公開請求 3/26

3月20日 781

(平成　　　 年　　　 月　　　 日　　　　　　　 第　　　　 号)

開示 請求書( 総 務課) ㎜ 要回答（4/3 ）

出切･受叨 情報公開請求 3/20

3月20 日 782

(平成　26　 年　 ３　 月　20　 日　　　　 武市水 第　199　 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) 要讐長益 ）

財政状況の公
表･公営企業
業務状況の公

表

3/24

3月20日 783

(平成　26　 年　 ３　 月　20　 日　　　　武市工水 第　　35　　 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) ¨昌４ふ）

財政状況の公
表･公営企業
業務状況の公

表

3/24

3月24 日 784

(平成　　　 年　　　 月　　　 日　　　　　　　 第　　　　 号)

人 事の発 令に伴う協議について
市長名

要回答（　 ／　 ）

出切･受 切 任免 3/24

3月24日 785

(平成　　　 年　　　 月　　　 日　　　　　　　 第　　　　 号)

市町村中央研 修所及 び全国市町村 国際文化研 修所受講助成金交付

申請書

佐賀県市町村振興協会
理事長

要回答（　 ／　 ）

出切･受切
研修所受講助成 3/24

3月24 日 786

(平成　26　 年　 ３　 月　24　 日　　　　　　　　　第　　　　　 号)

開示 請求 書( 会計課) - 要回答( 4/3  )

出切･受切 情報公開請求 4/7



月日 文書番号
Ｏ 　内は､ 収受文書の日付･文書番号
件　　　　　　　　　　　　　　　 名

収受･発送先 処理区分 保存簿冊名
完 結

年 月 日

3月25 日 787

(平成　　　 年　　　 月　　　 日　　　　　　　 第　　　　 号)

派遣職員 の住宅 賃貸にかかる使用料の支払い方法について(依頼)
全国市町村国際文化研修

所学長
要回答（ ／ ）

出切･受 切 任免 3/25

3月26 日 788

(平成　　　　年　　　　月　　　　日　　　　　　　　　第　　　　　 号)

武雄市情報公開審査会･武雄市個人情報審議会の委員の推薦について(依頼)
文化･学習課長

武雄市民生児童委員会長
賈回冫（ ／ ）

出切･受 切
情報公開審査会 3/31

3月27 日 789

(平成　　　 年　　　 月　　　 日　　　　　　　 第　　　　　 号)

平成25 年 度佐賀県 地域防災力向 上促 進事業実績報 告書
市長名

要回答（ ／ ）

出切･受切 防災 3/27

3月27 日 790

(平成　　　　年　　　　月　　　　日　　　　　　　　　第　　　　　 号)

行政財産 使用 許可について

(第2 分団 第2 部 消防車格納 庫敷 地内)

市長名
要回答（　 ／　 ）

○･ ９
公 有 財 産使 用 料 3/27

3月26 日 791

(平成　　　 年　　　 月　　　 日　　　　　　　　 第　　　　　 号)

平成26 年 度武雄 市職員 採用 候補者名 簿登載削除通知
市長名

＿ 口答（ ／ ）冒-
職員採用試験 3/26

3月26 日 792

(平成　26　 年　 ３　 月　22　 日　　　 杵広消武 第　784　 号)

特別負 担金を要する中 高層建 築物について(報告)

杵藤地区広域市町村圈組

合

武雄消防署長 松尾正彦

要回答（ ／ ）

出切･受 切
消防特殊車両整備特別負担金 3/26

3月27 日 793

(平成　26　 年　 ３　 月　27　 日　　　　　　　　　第　　　　　　号)

開示 請求書( 観 光課) ㎜
要回答（4/ 10 ）

出切･受 切 情報公開請求 4/10



月日 文書番号
Ｏ 　内は､ 収受文書の日付･文書番号

件　　　　　　　　　　　　　　 名
収受･発送先 処理区分 保存簿冊名

完 結

年 月 日

3月28 日 794

(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
要回答（ ／ ）

出切･受 切
武訛市交通安全指導員委嘱闘係 3/31

3月26 日 795

(平成　　　　年　　　　月　　　　日　　　　　　　　　第　　　　　 号)

借受書( 消防 団 救助 資機 材搭載型 車両)
市長名

要回答（ ／ ）

出切･受 切
H24 国 の補正予 算 3/26

3月26 日 796

(平成　　　 年　　　 月　　　　日　　　　　　　　　第　　　　　 号)

管理状況確認 書( 消防 団救助資機材搭載型 車両)
市長名

要回答（ ／ ）

出切･受 切
H24 国 の補正予 算 3/26

3月26 日 797

(平成　　　　年　　　　月　　　　日　　　　　　　　　第　　　　　 号)

借受 書( 消防 団拠点資機材 等ｾｯﾄ) 市長名
要回答（ ／ ）

出切･受 切
H25 国 の補正予算 3/26

3月26 日 798

(平成　　　 年　　　 月　　　 日　　　　　　　 第　　　　 号)

管理状況確認 書( 消防団 拠点資機材等セット)
市長名

要回答（ ／ ）

出切･受 切
H26 国の補正 予算 3/26

3月28 日 799

(平成　26　 年　 ３　 月　27　 日　　　　　 消 第　3976　 号)

佐賀 県地域防 災計画の進捗状況に係る情報共有につい て(送付)
佐賀県消防防災課長

要回答（ ／ ）

出切･受切
地域防災防災計画 3/28

3月28 日 800

(平成　26　 年　 ３　 月　27　 日　　　　　朝日小 第　　213　　 号)

交 通教室開催 に伴う出動依頼について(ｲ司い) 朝 日小
武雄市朝日小学校

校長 永石一哉
要回答（ ／ ）

出切･受切
交 通安 全教 室 綴 3/28



月日 文書番号
Ｏ 　内は､ 収受文書の日付･文書番号
件　　　　　　　　　　　　　　　 名

収受･発送先 処理区分 保存簿冊名
完結

年月日

3月28 日 801

(平成　26　 年　 ３　 月　25　 日　　　　　　　　　第　　　　　 号)

交通教室開催 に伴う出動依頼 について(伺い) 東川 登小
武雄市東川登小学校

校長 松尾浩史

要回答（ ／ ）

出 切･受切
交通安全教室綴 3/28

3月28日 802

(平成　26　 年　 ３　 月　27　 日　　　　　武市監 第　　226　　 号)

例月 出納検査 の結果 について( 報告)
武雄市監査委員 ¨昌岫i ）

例月出納検

査
定期監査

3/28

3月28日 803

(平成　　　　年　　　　月　　　　日　　　　　　　　　第　　　　　 号)

人事の発令 について(協議)
市長名 要回答(

／)
( 芭冫･ 受切 任免 3/28

3月31 日 804

(平成　　　　年　　　　月　　　　日　　　　　　　　　第　　　　　 号)

平成26 年度 初任行政研 修における地方 自治体実地体験について(提

出)

人事院公務員研修所

教務部長

口答（ ／ ）眉｡
初任行政研修 3/31

3月31 日 805

(平成　26　 年　 ３　 月　30　 日　　　　　　　　　第　　　　　 号)

不作為についての異議申立書( 秘書課) ㎜
要回答（ ／ ）

出（ 詐 情報公開請求 3/31

3月31 日 806

(平成　　　 年　　　 月　　　　日　　　　　　　　　第　　　　　 号)

平成26 年 度市町 職員 防災基本研修 の実施について(通知)
県消防防災課長

要回答（4/4 ）

出切･受切 防災一般関係綴 4/4

3月31 日 807

(平成　　　 年　　　 月　　　 日　　　　　　　 第　　　　 号)

災害対策 基本法 等( 地区防災計 画､ 指定緊急避難場所及び指定避難

所関連 事項) の運用について
県消防防災課長

要回 答（ ／ ）

出切･受切
災害対策基本法改正綴 3/31



月日 文書番号
Ｏ 　内は､ 収受文書の日付･文書番号
件　　　　　　　　　　　　　　　 名

収受･発送先 処理区分 保存簿冊名
完 結

年 月 日

3月31 日 808

(平成　26　 年　 ３　 月　28　 日　　　　　　　消 第　4022　 号)

消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律( 具体的な事

業に関する計画関 係) の運用について
県消防防災課長

要回 答（ ／ ）

出 切･受 切
消防 一 般 関係 綴 3/31

3月31 日 809

(平成　26　 年　 ３　 月　28　 日　　　　 消学 第　1063　 号)

消防団員 特別教 育 酸欠コース教育の実施について( 通知)
消防学校校長

要回答（ ／ ）

出切･受 切
消防 学 校 入 校綴 3/31

3月31 日 810

(平成　　　 年　　　　月　　　　日　　　　　　　　　第　　　　　 号)

兼業の許可について(ｲ司)
市長名

要回竺（　 ／　 ）
め･9

兼 業 許 可 申 請書 3/31

3月31 日 811

(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
佐賀県知事

要回答（ ／ ）

出切･受切
消費行政活性化基金事業 3/31

3月31 日 812

(平成　　　 年　　　 月　　　 日　　　　　　　　 第　　　　　 号)

平成25 年 度佐賀 県消費者行政活性化 事業費補助金実績報告書
佐賀県知事

要回答（ ／ ）

出 切･受切
消費行駮活性化基金事業 3/31

3月31 日 813

(平成　　　　年　　　　月　　　　日　　　　　　　　　第　　　　　 号)

消費者 行政活性化 事業の実施期限延長 に係る

｢市町 村プログラム｣の改訂について
佐賀県知事

要回 答（ ／ ）

出切･受 切
消費行政活性化基金事業 3/31

3月31 日 814

(平成　　　 年　　　 月　　　 日　　　　　　　　 第　　　　　 号)

消費者 行政活性化 事業に係る平成26 年度事業計画の提出について
佐賀県知事

要回 答（ ／ ）

出切･受 切
消費行政活性化基金事業 3/31
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