
精神障害に関する相談のご案内 道路異常の通報はLINEで

不動産鑑定無料相談会を開催します

【問】総務課　☎（087）894-1111

安心して働ける明日へ　就業構造基本調査
就業構造基本調査（統計法に基づく指定統計調査）は、10月1日を期日と
して、国民の就業・不就業の状態を調査し、雇用政策・経済政策の基礎資料
を得ることなどを目的とした調査です。（調査対象は市内の一部地域）
対象の世帯には、調査員が訪問し、氏名や住所の確認を行ったり、調査票
を配布したりします。調査には右記3つの方法で回答できます。
調査員は顔写真付きの調査員証を携帯していますので、調査員が訪問した
際には、調査にご協力をお願いします。

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

株式会社カナック
雉鳥工業株式会社
株式会社中央電設
大川建設株式会社
株式会社吉原工務店
四電エンジニアリング株式会社
株式会社富田組
株式会社NJS高松出張所
株式会社吉原工務店
有限会社ライズ設計
植村建設工業株式会社
株式会社清和設計事務所
関西建設株式会社
藤井建設株式会社
株式会社エスケイ電業
サンエー設計株式会社
有限会社ライズ設計
株式会社中部コンサルタント
株式会社中央測建
サンエー設計株式会社
サンエー設計株式会社

94,600,000
94,600,000
90,200,000
60,940,000
48,180,000
33,550,000
33,000,000
23,100,000
19,580,000
19,250,000
19,008,000
14,850,000
14,410,000
12,650,000
12,100,000
11,550,000
11,440,000
11,330,000
9,240,000
7,370,000
4,180,000

工事名（業務名）
令和4年6月1日 ～ 令和4年7月31日

契約者 請負金額（円）
令和4～ 5年度長尾公民館新築工事（機械）
令和4～ 5年度志度公民館新築工事（機械）
令和4～ 5年度志度公民館新築工事（電気）
令和4年度さぬき市営住宅筒野団地大規模改修工事
令和4年度長尾第4分団屯所新築工事
令和4年度宮町地区施設改築工事（機械設備） 
令和4年度市道東代臨港線道路改良工事
令和4年度寺町ポンプ場耐震診断業務
令和4年度市有施設解体工事
令和4年度さぬき市橋梁長寿命化修繕計画（岩脇橋外61橋）点検業務
令和4年度市道天野南線道路改良工事
令和4年度（仮称）細川林谷記念館建設工事実施設計業務
令和4年度市道岡の端幹線外1線舗装工事
令和4年度大串半島中央広場公衆トイレ建築改修工事
令和4年度宮町地区施設改築工事（電気設備）
令和4年度さぬき市下水道事業管路施設調査業務
令和4年度市道富田西南川線外2線（大正橋外2橋）橋梁補修設計業務
令和4年度市道下所川東線外1線（下所南橋外1橋）橋梁補修設計業務
令和4年度小田浦地区漁業集落排水汚水管布設替測量設計業務
令和4年度宮町地区施工監理業務
令和4年度さぬき市公共下水道施設修繕・改築実施計画策定業務

専門家が
　スマホのお悩み解決を
　　サポートする個別相談会

「スマートフォンを購入したいが相談できる人がいない」
「操作方法がわからず困っている」などの悩みに
携帯電話会社のスマホアドバイザーが1対1で答えます

※利用している携帯電話会社に関係なく相談できます

事前予約が必要です
プロジェクト推進室　☎（087）894-6110（受付時間 9：00～17：00）

「松尾ふれあい会館」駐車場（大川町田面140-2）
［午前の部］ 10：00～12：00
［午後の部］ 14：00～16：00
午前・午後それぞれ 先着3名（5回全て参加できる方）

地域を巡回するスマホ体験教室を
試験的に実施しています
ベテランのスマホアドバイザーがテレビ電話を使って丁寧に対応します

移動型
スマホ体験教室

会場
時間

定員
① 10月20日（木） •スマホに触ってみよう
② 　　 27日（木） •基本操作の確認
③ 11月17日（木） •文字入力のしかた
④ 　　 24日（木） •電話・メールの使い方
⑤ 12月      1日（木） •カメラの使い方

内容

教室 60分＋
個別相談 60分（ ）

① 10月  6日（木） ⑤ 11月10日（木） ⑧ 12月  1日（木）
②　　 13日（木） ⑥ 　　 17日（木） ⑨ 　　    8日（木）
③　　 20日（木） ⑦ 　　 24日（木） ⑩ 　　  15日（木）
④　　 27日（木）                   　   　 ⑪　　 22日（木）

日程

10:00～16:00　※1回の相談時間は30分です時間

春日温泉（寒川町神前22番地）会場

※現在お使いの携帯電話会社に関係なく申し込みできます。
　スマートフォンは教室で準備します。

市営住宅入居者募集在宅避難を学ぶ、
「防災イツモ講座」を開催します！

志度寺調査報告会
～世界遺産登録に向けて～
札所寺院調査の最新の成果などを座学と現地見学でご紹介します。

内　容 精神障害のある方およびご家族などからの福祉サービスや
各種支援制度に関する相談を受け付けます。（予約制）

場　所 寒川庁舎　１階　障害福祉課

　香川県不動産鑑定士協会所属の不動産鑑定士による不動産
の価格や土地取引に関する無料相談を実施します。

香川県では、8月から「LINE」を利用した「香川県道路異常通報
システム」の運用を開始しています。スマートフォンを利用し、香川
県が管理する道路の異常箇所を手軽に通報することができます。
友だち登録をしていただき、トーク画面から発見

した道路の不具合箇所の「位置情報」と「状況写
真」を送信していただくことで利用できます。
県民の皆さまのご協力をいただきながら、より一
層きめ細やかな道路管理に努めますので、友だち
登録をぜひお願いします。

　香川県では、下記日程で「防災イツモ講座」を実施し、講
座に先立ち、約30分程度に短縮したPR動画を「香川県住
宅耐震ポータルサイト」にて配信します。市では、インター
ネットで視聴できない方を対象に、下記会場で動画を放映
するほか、住宅の耐震化や補助制度についての説明会を
実施します。                                                                                                                     

【防災イツモ講座】
場所　消防学校大教室
第１回 令和4年11月10日（木）
第２回 令和4年12月22日（木）
第３回 令和5年    1月25日（水）

【さぬき市役所会場での動画放映】
日　　時　9月28日（水）14：00～15：00
場　　所　さぬき市役所3階301・302会議室
申込方法　前日までに下記までご連絡ください。

【動画の視聴方法】
香川県住宅耐震ポータ
ルサイトから自由に視聴
できます。

【問・申】香川県文化振興課　☎（087）832-3783　FAX（087）806-0238
e-mail  bunka@pref.kagawa.lg.jp

【問】香川県道路課　☎（087）832-3533【問・申】障害福祉課　☎（0879）26-9903

【問・申】都市整備課　☎（087）894-1113【問・申】都市整備課　☎（087）894-1113

【問・申】
香川県土木部住宅課　住生活企画グループ　☎（087）832-3584

【問】公社）香川県不動産鑑定士協会　☎（087）822-8785

日　時　11月12日（土）13：30～16：00　　 場　所　志度寺
対　象　小学生以上（小学生は保護者同伴）
定　員　50名（先着順）※要事前申込　　　参加料　無料

日　時　１０月７日（金）　10：00～16：00 
場　所　高松会場：県庁　本館　１階　ギャラリー前
　　　　丸亀会場：丸亀市役所　都市計画課
備　考　事前申込は不要、希望者は直接会場へお越しください。
　　　　感染症防止対策を講じながら実施します。

↑友だち登録はこちら

詳しくは、市ホームページまたは下記までお問い合わせください。
入居予定日　１１月１日（火）

※前日までに下記までご連絡ください。

 相談日 相談を担当する事業所 
   9月28日（水） 13：00～16：00 中讃地域生活支援センター
 10月26日（水） 13：00～16：00 相談支援事業所オリーブ

受付期間
１０月３日（月）～１０月１２日（水）
9：00～17：00（土・日・祝を除く）
受付場所：都市整備課、総合支所

（出張所では受付できません）
※応募過多の場合、抽選を行います。

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まります。
琴　林（津　田）　２戸（３ＤＫ）　　　鵜　部（鶴　羽）　２戸（３ＤＫ）
天　神（富田中）　１戸（２ＤＫ）※　　筒　野（富田西）　２戸（３ＤＫ）
神　前（神　前）　３戸（３ＤＫ）　　
天　王（石田西）　２戸（３ＤＫ、３ＬＤＫ）
山　王（石田東）　２戸（２ＤＫ、３ＬＤＫ）※
長尾A（長尾西）　２戸（２ＬＤＫ）
※２ＤＫの部屋は、別途定める条件に該当する場合のみ単身入居が
可能です。

【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）　１戸（３ＤＫ）　45,000円
大　井（富田西）　２戸（３ＬＤＫ） 50,000円
山　王（石田東）　２戸（３ＬＤＫ） 50,000円

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。

市ホームページはこちら↑

【問・申】国保・健康課（健康係）　☎（0879）26-9908

こころの健康づくり
講演会のご案内

　終わりの見えないコロナ禍で、こころが疲れていま
せんか？
　新型コロナウイルス感染症によるさまざまなストレ
スが長期間かかることで、うつ病などの発症リスクが
高くなっています。
　こころの健康を保つためには、正しい知識をもち、早
めにケアすることが大切です。ぜひ、ご参加ください。

【講師】 山中　真美 先生（香川大学医学部精神神経医学講座 助教）
【日時】 11月２日（水）13：30～15：00（13：00開場）
【場所】 寒川庁舎　３階会議室（さぬき市寒川町石田東甲935-1）
【定員】 40名程度（要事前申込）　　【申込期限】 10月28日（金）
※感染症の状況により、講演会の開催について変更となる場合があります。

やまなか みま

コロナ禍のこころの健康～コロナうつにならないためにできること～

どちらも
無料
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