
スマホのアドバイザーが基本からわかりやすく教えてくれます
※スマートフォンは教室側で準備します。
※現在お使いの携帯電話会社に関係なく申込できます。

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） 神　前（神　前） 3戸（3DK）
鵜　部（鶴　羽） 2戸（3DK） 天　王（石田西） 2戸（3DK）
天　神（富田中） 1戸（3DK） 山　王（石田東） 2戸（2DK、3DK）
筒　野（富田西） 2戸（3DK） 長尾Ａ（長尾西） 2戸（2LDK、3DK）
【特定公共賃貸住宅】中堅所得者層向けの賃貸住宅
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
・市内に住居を必要とし、住宅に困窮していること。
・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その他入居資格の判定上必要な書類
※①の書類に、個人番号を記入した方は、②③の書類の添付を省略でき
ます。（公簿で証明事項を確認できる方に限ります。）

手続の際に、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
令和3年1０月1日（金）～1０月11日（月）9：00～17：00（平日のみ）
受付場所：都市整備課、総合支所
※応募過多の場合、抽選を行います。

入居予定日
令和3年11月1日（月）

市営住宅入居者募集

現にさぬき市営住宅に
入居している収入超過
者も応募できます。

【問】都市整備課　☎（087）894-1113

郵送用封筒に掲載する広告を募集しています。
この封筒への有料広告の掲載は、市内における
経済活動を活性化し、市の自主財源確保のため
に実施しているものです。
皆さんの積極的なご活用をお待ちしています。

さぬき市の封筒に
広告を載せませんか？

【問】財産活用課　☎（087）894-8677

契約状況（工事10,000千円、委託2,000千円以上） 令和3年6月1日 ～ 令和3年7月31日

令和3年度吉金地区汚水管布設工事
令和3年度志度第5汚水526号線汚水管布設工事
令和3年度さぬき市橋梁長寿命化修繕計画（琴林大橋外71橋）点検業務
令和3年度汐田雨水排水ポンプ場改良工事
令和3年度寒川農村環境改善センター空調機改修工事
令和3年度吉金地区施設改築工事（機械設備）
令和3年度単県市道橋方山王線道路改良工事
令和3年度吉金地区施設改築工事（電気設備）
令和3年度鵜部ポンプ場耐震診断業務（耐震性能2’）
令和3年度さぬき市橋梁長寿命化修繕計画（跨線・跨道橋）点検業務
令和3年度鴨部川浄化センター外1施設耐震診断業務
令和3年度吉金地区施工監理業務
令和3年度さぬき市下水道施設耐水化計画策定業務
令和2年度さぬき市ため池ハザードマップ作成業務（その3）
令和3年度市道岡の端海岸線（岡の端1号橋）橋梁整備工事実施設計業務

工事名（業務名） 契約者 請負金額（円）
株式会社富田組 
植村建設工業株式会社
有限会社ライズ設計
四電エンジニアリング株式会社
株式会社カナック
株式会社フソウ
株式会社菊池組
株式会社エスケイ電業
株式会社ＮＪＳ高松出張所
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
日本水工設計株式会社香川事務所
株式会社パスコ香川支店
有限会社ライズ設計

50,600,000
37,840,000
23,760,000
22,000,000
18,700,000
18,700,000
15,400,000
12,980,000
9,020,000
7,810,000
7,590,000
7,128,000
7,040,000
6,490,000
2,310,000

津田診療所の診療日程（整形外科）の変更について

はじめての方 大歓迎！

津田診療所診療体制（令和3年10月1日より）

診療科/曜日

内　　科

整形外科

井上

山下

井上

休診

井上

山下

井上

休診

井上

山下

井上

山下

井上

休診

井上

休診

井上

休診

午前
火 水 金木月

午後 午後午前 午後午前 午後午前 午後午前

【受付時間】 午前 8：30～11：30　午後13：30～15：30　　【診察時間】 午前 8：30～12：00　午後 14：00～17：00
※内科の予約と採血がある場合や整形外科の初診の患者さまは11：00までに受付をお願いします。

【問】津田診療所　☎（0879）23-7122

※診療時間については都合により変更することがあります。

スマホ体験教室

教室１：申込電話番号  ☎(087)894-4382
志度働く婦人の家
10:30～12:00
先着15人（8回すべて参加できる方）

⑥ 11月26日（金）
⑦ 12月 1日（水）
⑧ 15日（水）

④ 11月16日（火）
⑤ 17日（水）

① 10月19日（火）
② 20日（水）
③ 29日（金）

・基本操作の確認
・カメラの使い方
・インターネットの使い方

・ラインを使った
メッセージのやり取り

・便利なアプリの使い方
（ライン・ユーチューブ）

【問】生涯学習課　☎（0879）26-9974
※新型コロナウイルス感染症の影響によって、中止または延期になる可能性がありますので、ご了承ください。

総務省補助事業
スマートフォンの
便利な使い方を学ぶ デジタル活用支援 講習会無料

講習の日時・場所・内容などはQRコードからご確認ください。
※講習内容によって、持参いただく必要のあるものがあります。

ドコモショップ 　 　志度店　☎(0120)571-068
　　　　　　 　 三本松店　☎(0120)581-068

ソフトバンク 　 さぬき三木　☎(087)899-6789

 お近くの
 講習会場

※新型コロナウイルス感染症の影響によって、中止または延期になる可能性がありますので、ご了承ください。

会場

時間

定員

教室２：申込電話番号  ☎(0879)42-3104
津田公民館
10:00～11:00
先着15人（5回すべて参加できる方）

④ 10月29日（金）
⑤ 11月  4日（木）

① 10月21日（木）
② 22日（金）
③ 28日（木）

・基本操作を
 　ひとつひとつ
　 ゆっくり説明します
・カメラの使い方
・インターネットの使い方

会場

時間

定員

教室３：申込電話番号  ☎(0879)52-2301
長尾公民館
10:30～11:30
先着6人（2回とも参加できる方）

① 11月17日（水）
② 24日（水）

・基本操作の確認
・ラインの使い方

会場

時間

定員

無料

第2週のみ
第4週のみ

井上

山下
第2週のみ
第4週のみ

医師の都合により　令和3年10月1日より毎週木曜日を休診いたします。
市民の皆さまにはご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いいたします。

（みほん）
長形3号封筒

封 筒 の 種 類
作 成 枚 数
募集枠（サイズ）

広 告 料

掲 載 期 間

使 用 方 法

応 募 方 法

応 募 締 切

郵送用封筒　長形３号
30,000枚
表面1枠（縦4㎝×横10㎝）
裏面3枠（縦5.5㎝×横9㎝）
1枠あたり2万円から
（裏面：複数枠の結合も可）
令和4年1月頃からその残部が
なくなるまで（約1年間）
本庁舎各課等から市民、企業およ
び行政機関等への文書送付に使用
申込書、広告掲載枠希望調査票、見
積書、広告の原稿を総務課に提出
令和3年10月4日（月）
17時必着

おもて

広告枠①

広告枠②

広告枠③

広告枠④

うら

広告事業開始
時から、約20
の事業所様に
御協力いただ
いています。

詳細は市ホームページを
ご確認ください。
【問・申】総務課　☎（087）894-1111
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