
契約状況（工事10，000千円、委託2，000千円以上）

【問】財産活用課　☎（087）894-8677

四電エンジニアリング株式会社
株式会社パスコ香川支店
大川建設株式会社
平成機工株式会社
朝日航洋株式会社高松支店
平成機工株式会社
関西建設株式会社
株式会社ファースト
株式会社中部コンサルタント
株式会社ＮＪＳ高松出張所
サンエー設計株式会社
サンエー設計株式会社
株式会社ファースト
株式会社五星
有限会社藤岡総合設計
ランドブレイン株式会社

66,000,000
36,630,000
21,340,000
20,350,000
19,800,000
18,260,000
14,850,000
14,850,000
14,300,000
10,890,000
8,360,000
7,480,000
6,380,000
6,270,000
5,665,000
4,290,000

工事名（業務名）
令和2年6月1日 ～ 令和2年7月31日
契約者 請負金額（円）

令和２年度さぬき市立小中学校ネットワーク機器等設置工事
令和２年度さぬき市ため池ハザードマップ作成業務（志度・長尾地区）
令和元年度（繰越分）長尾中学校外壁改修工事
令和２年度脇元漁港海岸高潮対策工事（陸こう工）その2
令和２年度さぬき市ため池ハザードマップ作成業務（津田・寒川・大川地区）
令和２年度脇元漁港海岸高潮対策工事（陸こう工）その１
令和２年度脇元漁港海岸高潮対策工事
令和２年度脇元漁港他10漁港機能保全計画（計画策定）業務
令和２年度志度第５汚水526号線測量設計業務
令和２年度鵜部ポンプ場耐震診断業務
令和２年度長浜第2ポンプ場詳細設計業務
令和２年度漁業集落排水施設最適化構想策定業務
令和２年度脇元漁港他４漁港海岸長寿命化計画（計画策定）業務
令和２年度さぬき市公園施設長寿命化計画策定業務
令和２年度長尾小学校校舎・屋内運動場耐力度測定業務
令和２年度さぬき市市営住宅長寿命化計画改訂業務

令和３年４月からの
幼稚園･保育所･こども園
などの利用申し込みが始まります

幼稚園･保育所･こども園などの施設を利用する場合、
利用申込みに加えて、保護者や子どもの状況によって3つ
の区分で認定を受ける必要があります。

各幼稚園・保育施設、幼保こども園課（寒川庁舎2階）、
生活環境課（本庁1階）
市ホームページからもダウンロードできます。

◆「幼稚園・保育施設利用案内」、申込書類 配布場所

【2・3号認定】受付場所：寒川庁舎(1階多目的ホール)

◆受付日程等

•利用者負担額(保育料)は、各世帯の前年度または当年
度の市民税によって決定します。(3 ～ 5歳児は無料)

•保育料以外にも諸費等が必要となりますので、詳し
くは各施設にお問い合わせください。

•幼稚園、こども園では、制服や体操服等、入園後に必
要な保育用品の採寸が必要な施設もありますので、
できるだけお子様と一緒にお越しください。

•年度途中や出生前でも、令和3年度中に入所(園)を希望さ
れる方はできる限り、期間中に申し込みをお願いします。

•申込状況によっては、希望する施設に入所(園)できな
い場合がありますので、あらかじめご了承ください。

◆注意事項【2・3号認定】教育･保育給付認定申請書･利用申込書兼
現況届(2・3号認定用)、保育を必要とする
証明書類等

【 1 号 認 定 】教育･保育給付認定申請書兼現況届(1号認
定用)、入園申込書
預かり保育を希望する場合は別途申請書類

　世帯全員の個人番号(マイナンバー )確認書類、来庁
者の本人確認書類、印鑑
　認定区分や家庭の状況により別途必要となる書類が
ある場合があります。

◆申込時に必要なもの

入園（所）に関する詳細については、
「幼稚園・保育施設利用案内」で確認してください。
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幼稚園・認定こども園（教育部分）

保育所（園）・
認定こども園（保育部分）

保育所（園）・認定こども園（保育
部分）・地域型保育事業

【問】幼保こども園課　☎（0879）26-9906
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認定こども園だいご

寒川保育所

志度保育所

富田保育所

たらちね保育園

岡野松保育園

ひまわりこども園

認定こども園長尾学舎

よしいけこども園

(仮称)あおぞら保育園

長尾保育所

津田こども園

上記の日程で都合の悪い方

市内に住民登
録がある就学
前の子どもで、
※「保育を必要
とする事由」に
該当する世帯
の子ども

10月6日(火)～
10月8日(木)
9：00～17:00
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さぬき南幼稚園

志度幼稚園

さぬき北幼稚園

寒川幼稚園

長尾幼稚園

造田幼稚園

津田こども園

長尾聖母幼稚園

よしいけこども園

ひまわりこども園

認定こども園だいご

認定こども園長尾学舎

10月30日～

10月1日･2日･5日

10月1日･2日

10月1日･2日･3日

10月5日

市内に住民登
録がある
3歳児
4歳児
5歳児

満3歳児
3歳児
4歳児
5歳児

受付時間等詳細については、直接施設にお問い合わせください。

受付場所が変更になっていますのでご注意ください。
※「保育を必要とする事由」：就労、妊娠･出産、保護者の疾
病･障害、親族の介護･看護、就学、虐待やＤＶのおそれが
あるなど。

公立幼稚園では、令和3年4月から3歳児も預かり保
育を実施します。（4.5歳児と同様に、※「保育を必要とす
る事由」に該当する場合は、無償化の対象となります。）

受付日時（10月） 施設名 施設名 利用できる子ども利用できる子ども公･私 受付日時 公･私

満3歳以上

満3歳未満

1号認定

2号認定

3号認定

利用できる施設等認定区分年　齢

10月20日（火）

10月21日（水）

10月22日（木）

11月  2日（月）

11月  4日（水）

11月  4日（水）

11月  5日（木）

10：00～
15：00
10：00～
15：00
10：00～
15：00
10：00～
15：00
10：00～
11：30
13：00～
15：00
10：00～
15：00

さぬき市役所附属棟横

さぬき市大川体育館
（大川勤労者体育センター）

長尾保健センター

津田保健センター

さぬき市漁業協同組合
小田支所

寒川農村環境改善センター

香川県農協鴨部支店

【問】香川県計量検定所　　☎（087）881-2517
さぬき市商工観光課　☎（087）894-1114

市政懇談会の開催について

計量器の定期検査のお知らせ

今年は新型コロナウィルス感染症拡大防
止の観点から市連合自治会の各支会役員の
方および一般公募による方（10名まで）で開
催します。なお、一般公募による申し込みに
ついては、先着順です。

〈1回目〉
日　時 11月5日（木） 19時～21時（予定）
場　所 寒川庁舎 3階 301・302会議室

〈2回目〉
日　時 11月6日（金） 19時～21時（予定）
場　所 市役所本庁 3階 301・302会議室

【問・申】生活環境課　☎（087）894-1119

所在地
さぬき市鴨庄字小池2550番1
売払面積
10,656㎡（実測面積）
最低売却額
123,609,600円
（単価：11,600円/㎡）
募集期間
10月1日（木）～12月25日（金）
募集要領配布場所
下記で配布、または市ホームペー
ジからもダウンロードできます。

【問】商工観光課
☎（087）894-1114

スローガン
「車より　人が優先　讃岐マナー」
期　　間
9月21日(月) ～ 9月30日(水）
運動重点
1 子供を始めとする歩行者の安
全と自転車の安全利用の確保

2 高齢運転者等の安全運転の励行
3 夕暮れ時と夜間の交通事故
防止と飲酒運転等の危険運
転の防止
4 全ての座席のシートベルト
とチャイルドシートの正し
い着用の徹底
5 横断歩道利用者の安全確保
一人ひとりが正しい交通マナーの
実践を習慣付け、「交通事故ゼロの
さぬき市」を実現しましょう！
【問】さぬき市危機管理課

☎（087）894-1115
さぬき警察署交通課
☎（087）894-0110

募集団地
【公営住宅】家賃は、入居申込時の収入額によって決定
琴　林（津　田）　２戸（３ＤＫ）
鵜　部（鶴　羽）　２戸（３ＤＫ）
筒　野（富田西）　２戸（２ＬＤＫ、３ＤＫ）
神　前（神　前）　３戸（３ＤＫ）
天　王（石田西）　２戸（２ＬＤＫ、３ＤＫ）
山　王（石田東）　１戸（３ＤＫ）
長尾Ａ（長尾西）　２戸（３ＬＤＫ、３ＤＫ）
【特定公共賃貸住宅】中堅所得者層向けの賃貸住宅

（収入超過者も応募可能）
昭　南（南　川）　２戸（３ＤＫ）　 45,000円
大　井（富田西）　２戸（３ＬＤＫ） 50,000円
山　王（石田東）　１戸（３ＬＤＫ） 50,000円
入居資格
•申込者本人または同居しようとする者名義の持ち
家を所有、共有していないこと。
•月収額《（世帯所得合計－諸控除合計）÷12か月》が
次の基準に該当すること。
公営住宅　（一般世帯）158,000円以下

（裁量世帯）214,000円以下
特定公共賃貸住宅　158,000 ～ 487,000円以下

•同居親族または同居しようとする親族があること。
•市税等の滞納がないこと。
•過去に申込者または配偶者が、市営住宅の家賃等を
滞納していないこと。
•暴力団員でないこと。
提出書類
①市営住宅入居申請書　②住民票の写し
③課税証明書　　　　　④その他必要書類
※①の書類に、個人番号（マイナンバー）を記入した方
は、②③の書類は不要です。（公簿で証明事項を確認
できる方に限ります。）
入居予定者全員分の【個人番号（マイナンバー）確認
書類】と窓口に来た方の【本人確認書類】を持参して
ください。（委任状が必要な場合もあります。）
受付期間
10月1日（木）～ 10月12日（月）
受付場所：都市整備課、総合支所（寒川庁舎）
※応募多数の場合は、後日抽選となります。
入居予定日
令和2年11月1日（日）

【問】都市整備課　☎（087）894-1113

取引や証明に使用するはかりは、計量法に
基づき2年に1回、定期検査を受けなければな
りません。次の日程で実施しますので、いずれ
かの会場で検査を受けて下さい。

旧志度東中学校
跡地を売却します

秋の全国
交通安全運動

市営住宅入居者募集

【問】財産活用課　☎（087）894-8677

【 1 号 認 定 】受付場所：各施設
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くらしのお知らせ


