26 16

30 30
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13

東町商店街協同組合

１月８日︵月・祝︶札所 番慈眼
寺で行われる初薬師に︑当組合が
出張商店街を開催します︒
当日は︑
薬師粥や甘酒を用意して皆さんを
お待ちしています︒詳しくは新聞
折り込みチラシをご覧ください︒
１慈眼寺☎
６８１３

9

22

本町・知々夫ブランド館

待ち合わせに︑そしてちょっと
ひと休みに︒コーヒーを飲みなが
らの打ち合わせや展示会︑懇親会
などにご利用いただけます︒営業
時間外も対応します︒︵水曜定休︶
１知々夫ブランド館☎
３３５３
︵午前 時〜午後４時︶

−

−

みやのかわ商店街
チャン ス カード セール

12 12

22

11

消費生活センターからのお知らせ

事例２
﹁不用品があれば買い取ります﹂
と電話があった︒ちょうど大掃除
の後︑家電品や衣類の処分を考え
ていたので来訪を承諾した︒来訪
した事業者は用意していた物はざ
っと見ただけで︑貴金属はないか
と聞いた︒使っていない金のネッ
クレスと指輪を見せると逆に﹁ぜ
ひ売ってほしい！﹂としつこく言
うので売ってしまった︒後になっ
て︑なぜ大事なものを安価で売っ
てしまったのかと後悔している︒
アドバイス
﹁不用品を買い取る﹂といって
も︑
貴金属の買い取りが狙いです︒
売るつもりがなくても︑現品を見
せると買い取られてしまうことが
あります︒飛び込み勧誘や来訪時
に新たな物品の勧誘は禁止されて
いますので︑事業者の連絡先や物
品の種類︑特徴︑購入価格等記載
された書面を必ず受け取りましょ
う︒
クーリング・
オフも可能です
が例外品もあり
ます︒売却品は
８日間は事業者
に渡す必要はあ
りません︒

25

セール
月 日㈯〜 日㈯
福引き
月 日㈫〜 日㈯
午後１時〜７時
ところ ほっとすぽっと秩父館横
参加方法 セール期間中みやのかわ
商店街の各店にてお買い物１︐０
００円ごとにチャンスカードを１
枚進呈︵各店舗によって異なりま
す ︶︒ ２ 枚 で １ 回 の 福 引 き に 参 加
できます︒
※詳細はポスター︑新聞折り込み
チラシをご覧ください︒
０５１１
１やすだ☎

−

秩父市消費生活センター
毎週月〜金曜日︵祝祭日は休み︶
午前９時〜正午︑午後１時〜４時
☎
５２００

−
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不用品回 収 ・
買取トラブルに注意！

気持ちよく新年を迎えるため
に︑この時期大掃除をするご家庭
も多いと思います︒
大掃除後に大量の不用品︵粗大
ゴミ︶が出ることもありますので︑
年末に向け多発する消費者被害事
例を紹介します︒
事例 １
﹁ご家庭の不用品を無料で回収
します︒お気軽にお声がけくださ
い﹂と放送をしながら巡回してい
る車を呼び止め︑処理を依頼した︒
ところが積み終わった後で料金６
万 円 を 請 求 さ れ た の で︑
﹁無料で
はないのか﹂と言ったが﹁積み込
み代だ﹂と凄まれ︑渋々支払った︒
アドバイス
市内で家庭用粗大ゴミの運搬収
集を行うには許可が必要です︒軽
トラック等でのスピーカー営業事
業者の多くが違法営業です︒許可
事業者かどう
かの確認と︑
粗大ゴミや不
用品の処分は
秩父広域市町
村圏組合︵☎
２４８９︶
に連絡しまし
ょう︒
−

公共工事の入札結果 （税込500万円以上）
入札 契約日 事
契約金額
業
名
率
契約業者 工事担当課
契約
【事業場所】 【予定価格】 ※
方法【完成予定】
（税込／円）
10月６日 荒川白久６号線道
15,535,260
㈱萩原工務店 道づくり課
路改築工事
☎26‑6864
【３月】【荒川白久地内】
【17,788,680】 87.33%
10月６日 万年橋補修工事(再１) 16,200,000
三国建設㈱ 道路維持課
【３月】【大滝地内】
【17,741,160】 91.31%
☎26‑6385
23,112,000 88.90% ㈱ダイショウ 道づくり課
10月27日 萩川橋歩道橋架設
工事（上部工）
☎26‑6864
一般 【３月】【栃谷・山田地内】【25,996,680】
競争
下水道管渠長寿命
入札 10月27日
化更生工事Ｂ工区 61,661,520 88.28% ㈱日新テクノ 下水道課
【３月】【熊木町地内外】
【69,851,160】
☎25‑5218
花の木小学校プール 10,908,000
10月27日 サイド等改修工事
92.92% ㈱原萬工務店 建築住宅課
☎26‑6869
【２月】【上町2−21−37】【11,739,600】
道路維持課
10月27日 下戸ヶ沢水路改修工事 9,466,984 86.97%
㈲横田工務店 ☎26‑6385
【10,885,320】
【３月】【下吉田地内】
10月２日 高篠中学校校舎等
6,674,400
改修工事
荒川建設㈱ 建築住宅課
☎26‑6869
【１月】【山田2647番地】
【6,742,440】 98.99%

指名
競争
入札

随意
契約

下水道管渠長寿命
10月２日 化マンホールポン 14,040,000 92.07%
【２月】 プ更新工事A工区 【15,249,600】
【大野原地内外】
下水道管渠長寿命
10月２日 化マンホールポン 5,016,600 88.58%
【２月】 プ更新工事B工区 【5,663,520】
【山田地内】
10月23日 森林管理道石神沢線 6,858,000
【３月】 用地測量業務委託 【7,742,520】 88.58%
【吉田石間地内】
旧秩父セメント跡
10月２日 地等道路測量修正 24,192,000 95.71%
【25,277,400】
【３月】 設計業務委託
【大宮地内】

下水道課
共和電機㈱ ☎25‑5218
下水道課
㈱萩原工務店 ☎25‑5218
吉田・地
旭測地設計㈱ 域振興課
☎72‑6083
㈲テクノ測地 道づくり課
☎26‑6864

※印：一般競争入札、指名競争入札は
「落札率」
、随意契約は
「契約率」
を表します。
１工事の内容…表中の工事担当課、契約関係…契約課☎25−5216

「ちちぶ安心・安全メール」にて、防災・防犯情報、防災行政無線放送の内容、火災情報を配信中！
右のＱＲコードを読み取るか、t-chichibu@sg-m.jpに本文が空白のままメールを送ってください。

