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お知らせ

福祉・介護のしごと出張相談

時

15

石川県福祉の仕事マッチングサポー

時半～

13

ト セ ン タ ー は、 ハ ロ ー ワ ー ク 能 登 で、

月 日㊋

20

福祉の仕事や資格取得、職場体験など

ハローワーク能登

11

の相談に応じます。

日時

場所

※他のハローワークでも、別の日時で

出張相談を開設しています。

問石川県福祉の仕事マッチングサポー

トセンター（福サポいしかわ）

☎０７６（２３４）１１５１

お知らせ

住生活総合調査に
ご協力ください

健康チェック・相談、演奏など

月１日、全国で住生活総合調査が

内容

行われます。住生活の安定・向上に係

公立宇出津総合病院 1 階ロビー

る総合的な施策を推進する上で必要な

会場

調査ですので、ご協力をお願いいたし

糖尿病が気になる方の参加をお待ちしています。

能登町・穴水町めぐりあい事業

予約不要、参加無料です。
時間

主催

14:00 ～ 14:50

場所 公立宇出津総合病院 ３階中会議室
11 月の開催予定

参加ください。
12 月 1 日㊏

12

■糖尿病教室

な い 方 も、 お 気 軽 に ご
日時

ます。

普段当院に足を運ば

10

月に実施された住宅・土地統

迎えます。

対象

ス タ。 今 年 で 6 回 目 を

計調査に回答いただいた世帯の中から

し開催される病院フェ

抽出された世帯

病院になることを目指

調査の対象となる世帯に

き、信頼され、愛される

11 月の診療日は 5 日㊊、19 日㊊です。

調査方法

■糖尿病・内分泌外来

地域の皆さんに当院
のことを知っていただ

）８３０４

■ 12 月 1 日は病院フェスタへ

76

は、 月下旬からポスティングにより

診療日・催しのご案内

調査票を配布し、郵送・オンラインに

http://www.hospitalnet.jp/

より回収します。

☎ 62-1311

問建設課☎（

公立宇出津総合病院だより
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9:30 ～ 12:00

開催日

内容

解説

2 日㊎

糖尿病について

内科医師

8 日㊍

食事療法について

管理栄養士

15 日㊍

薬物療法について
検査の見方について

薬剤師
臨床検査技師

22 日㊍

運動療法について
日常生活の過ごし方

理学療法士
看護師

能登町縁結び隊・穴水町ときめきライフデザイン推進委員会

Vol．
2

Vol．
1

ハッピー・ヌーボー

CAMPARI ハッピーアワー

★日時

11 月 23 日㊎・㊗

13:00 ～

★内容

ヌーボワインと能登町・穴水町のグ
ルメを丸ごと満喫！

★場所

穴水町役場集合
（能登ワイン→マルガージェラート→
能登牛・能登牡蠣・新鮮魚介で炉端
焼きパーティー）

見て、触れて学ぼう！ のと海洋ふれあいセンターのプログラム

同日開催！男性向けプログラム

わくわくが盛りだくさん！
海藻アート・藻塩づくり・そば打ち体験に挑戦
では冬から春にかけて成長する海藻を観察し海藻
アート（クリスマスカード）をつくります。
能登少年自然の家ではクリスマス会が開催され、

日時

12 月 8 日㊏ 13:30 から 9 日㊐ 13:30 まで

対象

特に制限はありません。小学校低学年以下
20 人

参加費

講座」＆縁結びｉｓｔによる出張相談会

★場所

DINIG BAR campari（金沢市片町）

開催。参加無料、お弁当付きです。

★内容

片町の人気ダイニングバー『カンパ

・場所

穴水町役場 会議室

リ』で美味しいお酒とステキな出会

・時間

11:00 ～ 13:00（10:30 受付開始）

いのひととき！

１人 2,210 円（1 泊 2 日 3 食付）

☆対象

25 ～ 40 代の独身男女各 25 名

※添い寝・食事なしの幼児は不要。

☆費用

男性 5,500 円、女性 3,500 円
※能登町・穴水町の方は 1,000 円割、2 名以上でお申し込みの方は 500 円割引

日帰り参加も可。ご相談ください。
その他

8 日の夕食後のクリスマス会では、プレ

場所 のと海洋ふれあいセンター集合、能登少年自

ゼント交換を行います。参加を希望される方は、

然の家解散

1 人 300 円程度のプレゼントをご用意ください。

申し込み期限 12 月 1 日㊏
申込先・詳しくは問のと海洋ふれあいセンター☎ 74-1919、FAX74-1920、E-mail：nmci@notomarine.jp
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両日 16:30 ～ 19:00
（16:00 受付開始）

▲海藻アート作品例

の方は保護者同伴でお願いします。
定員

① 11 月 24 日㊏
② 12 月 15 日㊏

洋服の青山「ファッションコーディネート

1 泊 2 日のプログラム。のと海洋ふれあいセンター

翌日塩作りとそば打ち体験を行います。

★日時

■お電話でのお申し込み

050-3539-3838（受付 10:00 ～ 20:00 水曜除く）

TEL.

■ WEB サイトからのお申し込み
QR コードを読み取り、応募フォームに
必要事項をご記入の上、お申込みください。

◀ 11/23

◀ 11/24

◀ 12/15

問能登町縁結び隊事務局（能登町役場住民課内）☎ 62-8500

18

INFORMATION

まちからのお知らせ＆ニュース

１．指定管理者申請様式（様式

所在地

能登町字越坂１８字６番地１

１から様式７）

建物概要

建物構造
建築面積
延床面積

町ホームページよりダウンロードできるほか、ふるさと振

施設概要

観光案内所、地元特産品直売所、イカ
漁展示スペース、レストラン、マリン
スポーツ拠点施設、公衆便所 ほか

木造地上１階
1,324.68㎡
926.72㎡

指定の期間
平成 31 年 7 月 1 日から平成 34 年 3 月 31 日までの 3 年間
応募資格
町内に本社又は事業所を有する法人又はその他の団体
応募締切

11 月５日㊊正午まで

募集要項・仕様書
町ホームページよりダウンロードできるほか、ふるさと振興
課で配布しています。郵送を希望される方は、390 円切手を
貼付し送付先を記入したＡ 4 封筒を同封して、ふるさと振興
課へ送付してください。

興課で配布しています。
２．添付書類
①指定管理者の指定を受けようとする団体の定款、寄附
行為、規約又はこれらに類する書類②法人にあっては、当
該法人の登記簿謄本③ 指定を受けようとする公の施設の
事業計画書④ 指定を受けようとする公の施設の管理に関
する業務の収支計画書⑤ 指定申請書を提出する日の属す
る事業年度に係る当該団体の収支予算書及び事業計画書
並びに前事業年度の収支決算書及び事業報告書⑥納税義
務がある団体にあっては、国税及び地方税の納税証明書
⑦前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
その他
公募内容等の詳細は、募集要項又は仕様書をご覧ください。

問ふるさと振興課☎ 62-8532

消費生活トラブル対策

光回線サービス の 変更 は、内容を良く 理解 してから
架空請求
事例

事例 1 「電力工事のお知らせに訪問した

事例 2

い」と言われ、契約中の電力会社だと思い

乗る電話があり、
「光コラボの案内。今より

話を聞いた。
「この地域は皆、この光回線に

千円ほど安くなる」と勧誘された。A 社の

している」と変更が必要であるかのように

プラン変更だと思い手続きをしたら、別会

言われ、書類に記入したら、別会社への光

社との契約になっていた。

● NTT 東日本や NTT 西日本から光回線を

●勧誘されてもすぐに返事をせず、契約先の

借り受けた事業者（光コラボレーション事業

事業者名、サービス名など契約内容を確認

者）の参入が増え、これらが提供する光回

しましょう。内容が理解出来ない、必要がな

線サービス（コラボ光）の相談も寄せられて

いと思った場合は、きっぱり断りましょう。

います。光コラボレーション事業者との契約

●コラボ光は、電気通信事業法の解約ルー

は、NTT 東西との契約ではありません。

ルである「初期契約解除制度」の対象です。

●「安くなる」と勧誘されても他のオプショ

解約したいと思ったら、すぐに光コラボレー

ンサービスとセット契約だった場合、今の料

ション事業者に申し出ましょう。

金より高くなることがあります。
・奥能登広域消費生活センター
相談窓口

（のと里山空港ターミナルビル4階）
☎ 0768-26-2307
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輪島市文化会館

11 月 20 日㊋
～ 25 日㊐

能登空港ターミナルビル２階

11 月 3 日㊏・㊗
～ 4 日㊐

門前東小学校
小中学生から応
・ワイプラザ輪島店
募のあった税に
つ い て の 書 道、
・コンセールのと 1 階
ポスター等を展 11 月 10 日㊏
示
～ 18 日㊐ ・珠洲シーサイド
・穴水町さわやか交流館プルート
１階ロビー

税理士による
無料相談

北陸税理士会輪
島支部による無
料税務相談

11 月 11 日㊐
10:00 ～ 12:00
13:00 ～ 16:00

ワイプラザ輪島店

・ふるさと振興課☎ 62-8532
・消費者ホットライン
局番なしの☎ 188
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年末調整・消費税軽減税率制度説明会
年末調整と消費税軽減税率
制度の説明会が次の日程で開

平成 30 年分

催されます。当日都合の悪い 11 月 20 日㊋
年末調整
方は、対象地域にかかわらず、
ご都合の良い日時、場所にお
越しください。

契約中の大手通信事業者 A を名

回線申込だった。
ひとこと
助言

作品展

11 月 15 日㊍
14:30

日は

公の施設の名称 のと九十九湾観光交流センター

会場

日～

納税表彰式

申請書等

開催日時

11

月

対象施設

行事名

税を考える週間

2019 年夏頃にオープンする公の施設について指定管理者を公募します。

平成 30 年度「税を考える週間」行事予定

INFORMATION

週 間 に あ わ せ、 各 地 で 作 品 展 な ど 税 に 関 す る
催しが実施されま
す。 税 理 士 に よ る
無料相談もありま
す の で、 私 た ち の
生活に身近な「税」
について考えてみ
てください。

「のと九十九湾観光交流センター」の指定管理者を公募します

まちからのお知らせ＆ニュース

年末調整・消費税軽減税率制度説明会日程
日時

軽減税率制度

9:00 ～ 11:00
11:00 ～ 12:00

11 月 20 日㊋
年末調整
軽減税率制度

13:30 ～ 15:30
15:30 ～ 16:30

11 月 21 日㊌
年末調整
軽減税率制度

13:30 ～ 15:30
15:30 ～ 16:30

開催場所

対象地域
輪島市

奥能登行政センター
41・42 会議室

珠洲市商工会議所
2 階大ホール

能登町
穴水町
珠洲市

野良猫には無責任に餌を与えないでください
『かわいそうだから』という理由で餌を与えることが、逆に不幸な野良猫
の増加を招いてしまいます。
野良猫が増えると…
■泣き声による騒音が増えます
猫の適正な飼い方
・最後まで、愛情と責任を持って飼う
・家の中だけで飼う
・飼い主が誰か、分かるようにする
（首輪、マイクロチップの装着）
・子猫が生まれないように手術をす
る（不妊・去勢手術）

■野良猫が集まってきます
■糞尿による悪臭の原因となります
適正な飼い方をせず、猫が外に出

野良猫についての相談は

ると危険がいっぱい
・迷子になって、家に戻れない
・交通事故にあう
・近所からの苦情の元になる

・能登北部保健福祉センター
（輪島市）☎ 0768-22-2011
・石川県薬事衛生課

・予期せぬ妊娠で体に負担がかかる
・ケンカをしてケガをする
・病気になりやすい

☎ 076-225-1443

問住民課☎ 62-8500
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ほうすう

能登高校魅力化プロジェクト・まちなか鳳雛塾

能登高校の課外学習「鳳雛ゼミ」
を始めました
能登高校魅力化プロジェクト・まちなか鳳雛塾では、

近な存在である「海」を共通テーマとして 4 回シリー

教科の学習に加えて、生徒一人ひとりの視野を広げた

ズで実施し、「海」を通して「能登町を知る」「就業意

り、考えを深めたり、自分の意見を表現するような機

識や勤労観を育む」「問題解決力や論理的思考力を育

会を増やしていこうと考えています。そこで、能登高

む」という３つの目的を掲げて取り組みます。普段、

校と協力して新たな課外学習の場である「鳳雛ゼミ」

高校で勉強している「教科学習」からは少し離れます

を始めました。今年度は能登高校や能登町にとても身

が、どれも将来の自身に役立つ内容となっています。

教育コラム

変化していく英語教育
ますますグローバル化が進んでいます。そのことは能
登町にお住まいの皆さまも「外国の情報に触れる機会
が増えた」「仕事で海外からの問い合わせがよく入る
ようになった」「能登を歩く外国人の姿をこれまでよ
り多く見かけるようになった」といった身近な経験か
ら感じていることでしょう。

ます（表 1 参照）。そして、2020 年には東京オリンピッ
ク・パラリンピックが開催されます。多様な文化や言

与える影響を知る～」をテーマに行われ、日曜日の午前

語をもつ人々と密に交流したり、一緒に働いたりする

中にも関わらずたくさんの能登高生が参加しました。

未来はすぐ近くまで来ているのです。

参加者は、日頃の生活の中で見聞きしたことに加え

カの生態と地球温暖化の影響」のお話を基にして、日

約 49 万人

本海で今起こっている変化とその原因、さらにはイカ
新しい知識や情報を頭に入れながらじっくりと考えた
ことで、地球環境の変化が日本海で生息する生き物に
をはじめとする水産業が置かれている状況を地球環境

た」
「次は友だちにも呼び掛けて一緒に参加したい。他

問題の側面から捉えることができたようです。

の人の考えも聞きたい」といった声が上がりました。

全学年

火

水

16:00 ～ 22:00

して実施する予定です。

し日本の中高生の英語コミュニケーション能力（≒日

会話レッスンを始めています。また、英語 4 技能を

常的に英語を使いこなす力）の低さは課題とされてい

測定できるオンライン英語運用能力テスト（Progress）

ます。そこで文部科学省は小学校・中学校・高校での

を今後導入する予定です。

金

土

まちなか
鳳雛塾

19:30～21:00

16:00～18:00 一斉演習日※②

※①…中学生の一斉演習日は、学力効果向上を目的に習熟度別に「発展」
「基本」の2クラスに分け全学年
合同で実施。クラス分けは入塾時のテスト結果で判断。 ※②…小学生は㊋・㊌のどちらかを選択
■開塾時間…月～金曜16:00～22:00、土曜14:00～22:00（日・祝は閉館）
■毎月29日～31日は一斉演習を原則休講。自律学習開放は行っています。
■小中学生は各クラスごとに定員あり。定員になり次第募集を停止します。

まちなか鳳雛塾で検索 !!

https://hosujuku.wixsite.com/machinaka

問まちなか鳳雛塾

鳳寿荘
ENEOS

宇出津
小学校

小学4～6年生

22:00
自律学習
開放

↑柳田

コンセール
のと

19:30～21:00

一斉演習日※①
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塾生の保護者や入塾を考えている
方は、授業見学随時可能です。
お気軽にご相談ください。

20:00～21:00
まちなかゼミ 14:00 ～

一斉演習日※①

こうした英語教育の変化に対応すべく、まちなか鳳
ンの語学学校とインターネットビデオ通話で結び、英

自律学習開放

中学生・基本

学ぶことが求められます。

外務省「海外在留邦人調査統計」

コミュニケーションの共通言語である英語です。しか

木

中学生・発展

を伸ばすことを意識して、英語 4 技能をバランスよく

次回は 11 月 18 日㊐に、「海×漁業問題」をテーマと

19:30～22:00
学習面談日

高校生

く未来に向けては、これまで以上に「聴く・話す」力

約 135 万人

雛塾では「聴く・話す」力を伸ばすために、フィリピ

↑

月

した大学入試の変化や子どもたちがこれから生きてい

そうした未来にこれまで以上に必要となるのが国際

11 月のまちなか鳳雛塾スケジュール
受講対象者

えた 4 技能の試験に移行します。またあわせて 4 技

果を入試に利用する制度を導入し始めています。こう

出典：厚生労働省「外国人雇用状況調査」、

与えている影響を深く正しく理解し、能登町のイカ漁

される大学入学共通テストでは「話す・書く」を加

すでに金沢大学や多くの私立大学で民間認定試験の結

約 128 万人

約 112 万人

聴く」の 2 技能の試験でしたが、2020 年度から導入

※注など）が大学入試に活用されるようになりますし、

海外で暮らす日本人
2017 年
2008 年

漁への影響について考え、生徒同士で話し合いました。

化です。これまでの大学入試センター試験では「読む・

iBT、TOEIC L&R/S&W、ケンブリッジ英語検定、英検

日本国内で働く外国人
2008 年
2017 年

登里海教育研究所博士研究員の浦田慎さんによる「イ

↘ポイントとして押さえておきたいのは大学入試の変

能を測定できる民間認定試験（GTEC、TEAP、TOEFL

表１

て、地球温暖化・海水温の変化に関する映像教材や能

①小学 3・4 年生から「外国語活動」が
全国導入される
②小学 5・6 年生で「（教科としての）英語」が
開始され、成績（数値による評定）が
つくようになる
③中学・高校の英語授業は「英語で行うことを
基本」とする
④大学入学共通テスト（大学入試センター
試験に代わって導入されるテスト）で
「4 技能評価、民間認定試験」が活用される

通信技術や交通手段の進化・発展とともに、社会は

暮らす日本人は 10 年ほど前と比べて大幅に増えてい

第1回は
「海×地球環境問題～地球環境問題が町に

住んでいるが海について知らないことがたくさんあっ

今後の英語教育の変化

日本全体で見ても、日本国内で働く外国人や海外で

地球環境問題が能登の海と町に与える影響を考える

第1回目の学びを終えた能登高生からは、
「 この町に

表2

宇出津
総合病院

まちなか鳳雛塾には
駐車場がありません

☎ 0768-84-5282
（ひかり電話のため局番が「84」です。）
受付時間 ㊊～㊎の 16:00 ～ 22:00

英語教育、そして大学入試までをトータルで変えるこ

英検は「従来型」ではなく、新設される「1 日完結・

とで、児童・生徒の英語力を向上させようとしていま

4 技能 CBT 型」を指します。

す（表 2）。↗

（プロジェクトコーディネーター

能登高校を応援する会

給付型奨学金

町の将来担う志ある学生を応援

月額 2 万円×高校 3 年間＝ 72 万円を支給

募集人員

おおむね 5 人

応募資格

平成 31 年 3 月に能登町立中学校を卒業見込みで、
同年 4 月に県立能登高等学校に進学する者。
※応募は申請書により、保護者が行う。

ある能登高校の存続と発展のため、給付型奨
学金を設けています。応募者の中から選考し、

提出書類

１．奨学金申請書

成績優秀者に対し、月額 2 万円を高校 3 年間、

提 出 先

ふるさと振興課地域戦略推進室、

地域戦略推進室☎ 62-8512

２．奨学金エントリーシート

柳田・内浦庁舎窓口、鵜川・小木支所

総額 72 万円を支給します。
問ふるさと振興課

木村聡）

支給金額

能登高校を応援する会は、町内唯一の高校で
↓役場

※注

提出期限

11 月 30 日㊎

※応募には学校で作成する調査票

が必要です。早めに担任の先生に相談してください。
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INFORMATION
入札結果 (その2)

9月15日～10月14日

まちからのお知らせ＆ニュース
契約金額500 万円以上の入札結果です。
全入札結果は町ホームページに掲載しています。 問監理課☎62-8504

件
名
平成 30 年度 地方創生道整備推進交付金事業
線 道路改良工事（舗装工）
平成 30 年度 地方創生道整備推進交付金事業
線 道路改良工事
平成 30 年度
平成 30 年度
平成 30 年度
平成 30 年度
平成 30 年度
（建築）
平成 30 年度
平成 30 年度
平成 30 年度
（電気）
平成 30 年度
（機械）

町道真脇 13 号
町道真脇 13 号

内浦総合支所建設工事（建築）
内浦総合支所建設工事（電気）

場 所

担当課

真脇

建設課

真脇

建設課

松波

総務課

落札者

5,292,000 円 ㈱ソテック
15,336,000 円 ㈱鼎建設
宮下・西中 特定建
設工事共同企業体
北陸電気工事㈱
70,081,200 円
能登営業所
80,676,000 円 梶設備㈱
154,440,000 円 北能産業㈱
560,520,000 円

松波

総務課

内浦総合支所建設工事（機械）
松波
柳田総合支所建設工事（建築）
柳田
柳田山村開発センターエレベーター棟増築工事
柳田

総務課
総務課
総務課

98,280,000 円 北能産業㈱

柳田総合支所建設工事（電気）
柳田
柳田総合支所建設工事（機械）
柳田
柳田山村開発センターエレベーター棟増築工事
柳田

総務課
総務課

29,700,000 円 ㈲能登電業社
25,542,000 円 四辻管工業㈱

総務課

26,263,440 円 ㈲信田住設

柳田山村開発センターエレベーター棟増築工事
解体撤去工事

柳田

平成 30 年度

九十九湾遊覧船桟橋

平成 30 年度

旧柳田村営プール解体工事

柳田

平成 30 年度

能登町立柳田中学校

柳田

2 階男女トイレ改修工事

市之瀬

総務課
ふるさと振
興課
監理課
教育委員会
事務局

平成 30 年度 農村総合整備事業（条件改善型） 鴨川地区 用
鴨川 農林水産課
排水路整備工事
平成 30 年度 能登町特定環境保全公共下水道事業（宇出津処理
藤波 上下水道課
区） 能都町水質浄化センター耐震補強工事
平成 30 年度 能登町特定環境保全公共下水道事業（宇出津処理
藤波 上下水道課
区） 能都町水質浄化センター耐震補強工事 その 2
平成 30 年度 生活基盤施設耐震化等交付金 水道施設等耐震化
鵜川 上下水道課
事業 配水管布設替工事（その 9 鵜川）
平成 30 年度 生活基盤施設耐震化等交付金 水道施設等耐震化
鵜川 上下水道課
事業 配水管布設替工事（その 10 鵜川）
平成 30 年度 生活基盤施設耐震化等交付金 水道施設等耐震化
鵜川 上下水道課
事業 配水管布設替工事（その 11 鵜川）
平成 30 年度 30 災 -19 号 町道 1 級藤ノ瀬宇加塚 1 号線 道
藤ノ瀬 建設課
路災害復旧工事
平成 30 年度 30 災 -20 号 町道本木 2 号線 道路災害復旧工事
本木 建設課
平成 30 年度 30 災 -23 号 町道 2 級当目 1 号線 道路災害復
当目 建設課
旧工事
平成 30 年度 30 災 -24 号 町道当目 8 号線 道路災害復旧工事
当目 建設課
平成 30 年度 30 災 -25 号 町道久田 4 号線 道路災害復旧工事
平成 30 年度 30 災 -29 号 町道 1 級神和住柳田 1 号線 道路
災害復旧工事
平成 30 年度 30 災 -27 号 町道 2 級笹川十郎原 1 号線 道路
災害復旧工事
平成 30 年度 30 災 -28 号 町道 2 級大箱北河内 1 号線 道路
災害復旧工事
平成 30 年度 30 災 -31 号 町道越坂明野 1 号線 道路災害復
旧工事
平成 30 年度 30 災 -32 号 町道 1 級九里川尻越坂 1 号線 道
路災害復旧工事
平成 30 年度 30 災 -33 号 町道 1 級九里川尻越坂 1 号線 道
路災害復旧工事
平成 30 年度 30 災 -35 号 町道 1 級不動寺宇出津 1 号線 道
路災害復旧工事
平成 30 年度 30 災 -36 号 町道 1 級不動寺宇出津 1 号線 道
路災害復旧工事
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契約額

久田

建設課

INFORMATION

まちからのお知らせ＆ニュース

18,360,000 円 四辻管工業㈱

１月の寒波の影響による
水道料金の特別減免措置

5,994,000 円 北能産業㈱
20,844,000 円 ㈲干場重機建設
15,876,000 円 ㈱鼎建設
5,691,600 円 ㈱鼎建設
23,436,000 円 山本鉄工所
18,014,400 円 山本鉄工所
10,368,000 円 ㈲森忠建設

■申請方法
漏水修理完了後、減免申請書を提出してください。

平成 30 年 1 月の寒波による影響で、ご家庭の水道管
などが凍結・破裂・漏水して水道料金が高額となった

・町指定給水装置工事事業者が修理した場合に限ります。
・漏水箇所の修理写真を添付してください。
・工事事業者の証明印が必要です。

方は、特別減免措置の対象になります。
まだ申請がお済でない方は、水道管の漏水修理後、
特別減免申請をお願いします。

※減免申請書は各庁舎・支所の窓口にあります。また、町ホームペー
ジからもダウンロードできます。

■特別減免措置の対象となる水道料金
平成 30 年２月請求または３月請求分の水道料金
・前年同月と比較していずれか安いほうでの請求とな
ります。
・下水道料金も同じく減免措置の対象となります。

長期不在時には水道の閉栓手続きを
引っ越しや長期間の留守等で水道を使用
しなくなった場合は、漏水等の予期せぬト
ラブルを防ぐため閉栓手続きを行ってくだ
さい。閉栓期間中、水道料金は発生しません。

■申請書提出先
役場上下水道課、各庁舎および支所窓口
■申請期間

※閉栓時および再使用（開栓）する際に手数料 1,000
円がかかります。

平成 30 年 12 月 28 日㊎まで

※詳しくは上下水道課までお問い合わせください

5,184,000 円 ㈱西中建設
9,072,000 円 寺西建設㈱

申請期限は 12 月 28 日㊎です

能登地域で唯一の合同企業説明会

「のと就職フェア」
参加者・参加企業募集！
日時：平成 31 年 3 月 10 日㊐ 10:00 ～ 14:00（予定）
場所：七尾サンライフプラザ 中ホール
（七尾市本府中町ヲ 38）（予定）

問上下水道課☎ 72-2507

【参加者】
対象：平成 32 年卒業予定の大学生など、能登地域で就職
を考えている学生と既卒者
【参加企業】
対象：能登地域（宝達志水町以北）に事業所を有する企業
募集企業数：40 社程度
申込期限：12 月 14 日㊎まで ※ 応募多数の場合は抽選

【窓口】
能登町ふるさと振興課
※詳細、申込につきましては、
TEL:62-8532 FAX:62-8532
窓口までお問い合わせください。 Mail:furusatoshinkou@town.noto.lg.jp

石川県商工労働部産業立地課
TEL:076-225-1517 FAX:076-225-1518
Mail:e190100@pref.ishikawa.lg.jp

7,236,000 円 丸建道路㈱
6,976,800 円 島屋建設㈱
7,884,000 円 丸建道路㈱

入札結果 (その１)

9月15日～10月14日

15,012,000 円 島屋建設㈱
11,718,000 円 北川ヒューテック㈱

十郎原 建設課

9,666,000 円 ㈱ソテック

十郎原 建設課

12,420,000 円 島屋建設㈱

大箱

建設課

5,130,000 円 島屋建設㈱

明野

建設課

23,760,000 円 丸建道路㈱

越坂

建設課

24,429,600 円 北川ヒューテック㈱

秋吉

建設課

35,532,000 円 ㈱ソテック

時長

建設課

11,124,000 円 丸建道路㈱

時長

建設課

7,236,000 円 北川ヒューテック㈱

契約金額500 万円以上の入札結果です。
全入札結果は町ホームページに掲載しています。 問監理課☎62-8504

平成 30 年度

件
名
海洋教育研究施設建設工事（海水取水設備）

場 所
担当課
越坂 総務課

平成 30 年度

海洋教育研究施設建設工事（外構舗装）

越坂

平成 30 年度 農村総合整備事業（条件改善型） 日詰脇地区
柳田
暗渠排水・用水路整備工事
平成 30 年度 生活基盤施設耐震化等交付金 水道施設等耐震化
白丸
事業 配水管布設替工事（その 7 白丸）
平成 30 年度 生活基盤施設耐震化等交付金 水道施設等耐震化
白丸
事業 配水管布設替工事（その 8 白丸）
平成 29 年度 地方創生道整備推進交付金事業 町道 1 級九里川
新保
尻越坂 1 号線 道路改良工事
平成 30 年度 社会資本整備総合交付金事業 町道 1 級宇出津 9
宇出津
号線 道路改良工事
平成 30 年度 社会資本整備総合交付金事業 町道松波 32 号線
松波
道路改良工事
平成 30 年度 県単急傾斜地崩壊対策事業 黒川急傾斜地 崩壊
黒川
対策工事

総務課

契約額
落札者
5,097,600 円 梶設備㈱
北川ヒューテック
15,336,000 円
㈱

農林水産課

17,053,200 円 北能産業㈱

上下水道課

22,896,000 円 ㈱西中建設

上下水道課

23,392,800 円 梶設備㈱

建設課

13,176,000 円 ㈱西中建設

建設課

7,722,000 円 ㈲ケイ・エム・ティ

建設課

8,694,000 円 ㈲和光建設

建設課

13,521,600 円 柳田建設㈱
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