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▼募集住宅（公営）　11 戸 ※家賃については、申込者の収入によってそれぞれ異なります。

住宅名 所在地 部屋番号 間取り 浴槽 トイレ 駐車場 単身 ※家賃 (円 /月 ) 備考

丸子山 竹原町 ２０８号 ３ＤＫ 有 水洗 有 × 22,100 円～ 43,500 円 一般向け

丸子山 竹原町 ４０６号 ３ＤＫ 有 水洗 有 × 22,100 円～ 43,500 円 一般向け

丸子山 竹原町 ４１０号 ３ＬＤＫ 有 水洗 有 × 40,400 円～ 83,700 円
特定公共賃貸住宅
・中堅所得

丸子山 竹原町 ５１０号 ３ＬＤＫ 有 水洗 有 × 40,400 円～ 83,700 円
特定公共賃貸住宅
・中堅所得

来須 竹原町 Ａ棟３０３号 ３ＤＫ 無 水洗 有 〇 16,300 円～ 32,000 円 一般向け

来須 竹原町 Ａ棟４０４号 ３ＤＫ 無 水洗 有 〇 16,300 円～ 32,000 円 一般向け

成井 下野町 Ｂ棟３０４号 ３ＤＫ 無 水洗 有 × 16,400 円～ 32,100 円 一般向け

江の内 忠海東町 Ｆ棟１号 ２ＤＫ 有 汲取り 無 ○ 6,900 円～ 11,700 円 一般向け

冠埼 忠海東町 ３０４号 ３Ｋ 無 水洗 無 ○ 12,300 円～ 24,100 円 一般向け

城 吉名町 ８棟２号 ３ＤＫ 有 水洗 無 ○ 11,300 円～ 22,300 円 一般向け

大福地 新庄町 Ｃ棟２号 ３ＤＫ 有 水洗 無 ○ 10,200 円～ 20,100 円 一般向け

放課後児童クラブ名 開設場所 定員

忠海放課後児童クラブ 忠海学園内 35

大乗放課後児童クラブ 大乗小学校内 35

竹原放課後児童クラブ 竹原小学校内 70

竹原西放課後児童クラブ 竹原西小学校内 70

吉名放課後児童クラブ 吉名学園内 40

荘野放課後児童クラブ 賀茂川会館内 30

中通放課後児童クラブ 中通小学校内 35

東野放課後児童クラブ 東野小学校隣 35

放課後児童クラブ利用申し込み受付開始
　令和３年４月からの放課後児童クラブの利用申

し込みを受け付けます。

対象

　放課後児童クラブが開設されている小学校に通

学する新１年生から新６年生で、放課後に就労な

どのため保護者が家庭にいない児童

※定員数を超えた場合、学年や保護者の就労状況

　による選考を行います。

申請書配布　11 月 12 日（木）～

申請期間　　12 月１日（火）～ 14 日（月）

申請方法　利用申請書及び就労証明書（社会福祉課、各

　児童クラブに備え付け）を社会福祉課子ども福祉係へ。

申し込み・問い合わせ　

　社会福祉課子ども福祉係　☎２２-７７４２

市営住宅入居募集開始
募集住宅　市内の市営住宅

申込条件

①現に住宅に困窮している人

②現に同居親族がいること（単身入居可の場合は

　別に定める単身者の資格が必要）

③申込者が成人であること

④申込者及び同居親族が市税等（市県民税、固定

　資産税、軽自動車税、国民健康保険税等）を滞

　納していないこと

⑤申込者及び同居親族が暴力団員でないこと

⑥世帯収入が基準内であること

収入基準　月額所得が 15 万８千円以下

※高齢者・障害者等のいる世帯は 21 万４千円以下

※特定公共賃貸住宅は、15 万８千円以上 48 万７

　千円以下

申請期間　11 月 12 日（木）～ 19 日（木）

申請方法

　所定の申込書 (都市整備課、支所・出張所に備

え付け )により、都市整備課住宅建築係へ。

申し込み・問い合わせ　

　都市整備課住宅建築係

　☎２２-７７４９
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【本書との出会い】　

　私が紹介する本は東野圭吾さんの『ナミヤ雑貨店の奇蹟』です。 

　一つの悩み相談の手紙から始まった過去と未来を行き来する不思議なお話で、

それぞれの人にそれぞれのストーリーがありますが、最後には全てのストーリー

が綺麗に繋がっていきます。みんな人には言えない悩みを抱えていてもどこかで

繋がっている 1人じゃないと思わせてくれる作品でした。 

　「白紙なのだから、どんな地図だって描けます。すべてがあなた次第なのです。 

何もかもが自由で、可能性は無限に広がっています。これは素晴らしいことです。 

どうか自分を信じて、その人生を悔いなく燃やし尽くされることを心より祈って

おります。」 この手紙の言葉が凄く印象的で、心を動かされました。

　市内で活躍している人のおすすめ本をご紹介するこの企画。第２回となる今回は、第 25 代たけはらかぐ

や姫の𠮷野佐和さんと角森真帆さん、お二人のおすすめ本をご紹介します！

　今回紹介した二冊については現在、竹原書院図書館に所蔵されています。ぜひ読んでみてください！

　『ナミヤ雑貨店の奇蹟』

　東野 圭吾 著（ＫＡＤＯＫＡＷＡ）

【内容】

　あらゆる悩みの相談に乗る、不思議な雑貨店。しかしその正体は…。物語が完結

するとき、人知を超えた真実が明らかになる！全５編収録。『小説野性時代』掲載

をまとめて単行本化。

▼

おすすめ本のご紹介

▲𠮷野 佐和 さん

【本書との出会い】　

　私が紹介する本は中山七里さんの『さよならドビュッシー』です。

　ピアニストを目指す主人公が、祖父、従姉妹とともに火事に巻き込まれ、 1 人

だけ生き残りますが、その後も周囲で不吉な出来事が起こり始めます。「一体、

誰が？」という猜疑心にゾクゾクし、クラシックのファンであれば、 次々に出て

くる作曲家や曲の描写にわくわくすることでしょう。

　特に作中に登場する、亡くなる前のお爺さんの言葉が心に刺さりました。「悲

しい時には泣いてもええ。悔しい時には歯噛みしても構わん。しかし自分の不幸

や周りの環境を失敗の言い訳にしたらあかん。前に進むのをやめたらあかん。目

の前に立ち塞がるものを恐れて逃げたらあかん。逃げることを覚えると、今度は

余計に怖くなる。」 みなさんもぜひ読んでみてください。

　『さよならドビュッシー』

　中山 七里 著（宝島社）

【内容】

　ピアニストを目指す遥は、ある日火事に巻き込まれ全身に大火傷を負う。逆境に

負けず、ピアニストになることを固く誓った遥はレッスンに励むが、不吉な事件が

次々と起こりはじめ、ついには殺人事件までが発生してしまう…。

『このミステリーがすごい！ 』大賞受賞作

▼

▲角森 真帆 さん

第 25 代かぐや姫　𠮷野 佐和 さん

第 25 代かぐや姫　角森 真帆 さん

れんらく板
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一般廃棄物処理有料化制度がスタートします
　一般廃棄物の減量、負担の公平性，ごみの分別

に対する意識の向上を図るため、新たに一般廃棄

物処理が有料化されます。

〇家庭系一般廃棄物

〇事業系一般廃棄物

有料化開始時期　令和３年 10 月１日

※ただし、令和３年 12 月末までは、現行の指定

　袋も使用できます。現行の指定袋の販売期間は、

　令和３年９月 30 日までです。

〇し尿処理手数料の見直しについて

　令和３年 10 月の新しいごみ・し尿処理施設で

の処理開始に合わせ、平成 20 年４月に定めた、

し尿処理手数料の上限見直しを行います。これは、

新施設までの移動距離、時間等の増に伴う経費の

増加に対応したものです。

〇説明会の開催について

　今後地域ごとに、有料化制度に関する説明会を

開催します。日程等は改めてお知らせします。

問い合わせ

　市民課生活環境係

　☎２２-２２７９

40 ℓ袋の場合 現在 令和３年 10 月以降

可燃ごみ・有害ごみ 100 円／ 10 枚 400 円／ 10 枚

リサイクルするもの 100 円／ 10 枚 200 円／ 10 枚

現在 令和３年 10 月以降

70 円／ 10 ㎏ 200 円／ 20 ㎏

３Ｒ（リデュース・リユース・
リサイクル）について考えましょう
　市では地球温暖化を防止し、自然環境を守る

ため、ごみの減量化と資源化を目的として３Ｒ

を推進しています。

　平成 27 年度でごみが年間約 9,076 トン発生

しており、収集運搬～最終処分するまでに約

３億 7,900 万円が費やされています。

　買い物にはエコバックを持っていくなど、で

きることから３Ｒを実行し、環境にやさしいラ

イフスタイルを始めましょう。

問い合わせ　市民課生活環境係

　　　　　　☎２２-２２７９

資源物の回収にご協力を！
　市では、新聞紙や衣類、段ボールを資源物と

して回収しています。燃やしてしまうとごみに

なるものでも、資源として回収すれば別のもの

として再利用されます。

どうやって収集するの？

　月に１回収集を行うほか、学校や地域の団体

で行っている集団回収をご利用ください。

　集団回収を行っている団体には市から報奨金

を出しています。営利を目的としていない団体

でしたら、どなたでも申し込みできます。ぜひ

ご協力ください。

問い合わせ　市民課生活環境係

　　　　　　☎２２-２２７９

現在 令和３年 10 月以降

12 円／ℓ 16 円／ℓ

みんなで防ごう　児童虐待
～１８９（いちはやく）　知らせる守る　こどもの未来～

　11月は、児童虐待防止推進月間です。虐待には、

身体的虐待・ネグレクト（育児放棄）・性的虐待・

心理的虐待があります。

　「虐待かも？」と思ったら、すぐにお電話をくだ

さい。あなたの１本のお電話で救われる子どもが

います。

　「通告」は市民の義務となっています。通告者や

通告内容の秘密は守られます。

相談・通告先

　全国共通ダイヤル　☎１８９（いちはやく）

　社会福祉課子ども福祉係

　☎２２-７７４２

　家庭児童相談室

　☎２２-３５４４

　広島県西部こども家庭センター

　☎０８２-２５４-０３８１


