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全て﹁直営方式﹂
味料は使用しません︒
給食事業は民間委託 給食は﹁命を育む﹂
せず﹁直営﹂で運営し︑ 子ども達の命を守り︑
正規 人︑嘱託 人︑ 育むのは大人の責任で︑
臨時 人で毎日約２万 配達弁当方式は︑コス
食を提供しています︒ トは低く抑えられるか
過去に中学校給食を もしれないが︑美味し
自校調理方式で 年も
民間委託した際には︑ いとは言えず︑食育と
宝塚市の学校給食は︑ 異物混入や異臭等があ しては不十分なのでは︑
各学校の給食室で調理 り︑直営に戻しました︒ との指摘もありました︒
する自校調理方式です︒ 給食で食育を実践
横浜でも全員が食べる
手作りを基本とし︑ 温
県内市内の食材を多 中学校給食の実施を
｢
かいものは温かく︑冷 く取り入れた地産地消
神奈川県内 市で︑
たいものは冷たく 提｣供 にこだわり︑年に数回 中学校給食実施の検討
するよう努めています︒ ﹁地産地消給食デー﹂ もしていないのは横浜
２０１１年から︑炊き を企画︒日本の伝統的 市だけです︒宝塚市を
立ての米飯を提供する な食品︑各地の郷土料 参考に︑なんとしても
ため︑各学校に炊飯設 理を取り入れています︒ 中学校給食を実施した
備を整備しています︒
だしを取るのに化学調 いと強く思いました︒
40

○先月号のくらしの相
談センターだよりに︑
﹁ 歳以上の方で︑寝
たきりや身体障害者等
に準ずると各区福祉保
健センター長が認定す
ると﹃﹁障害者控除対
象者認定書﹄を発行し
ます︒この認定書があ
ると︑所得税や市民税
などの課税対象となる
所得金額から一定金額
の控除を受けることが
できます﹂︒という制
度を紹介しました︒
この記事を読んだＹ
さんが︑自分の父がそ

65

〇１月 日 月
( ︑
)日本
共産党横浜市議団は︑
市内全ての小中学校で ︑
学校給食を実施してい
る宝塚市を視察しまし
た︒宝塚市は︑人口
万５千人で︑小学校
校︑中学校 校︑特別
支援学校１校です︒
伺ったのは︑宝梅 ほ(
うばい 中)学校で︑学校
長と市教育委員会学校
給食課の方々から説明
を受け︑出来立ての給
食を試食しました︒教
室では︑生徒が声を弾
ませて楽しそうに給食
を食べている姿を見ま
した︒
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の対象になるのでは︑
と思い︑さっそく住ん
でいる区の福祉保健セ
ンターに問い合わせた
ところ︑対象になりま
すと言われ︑介護度が
重くなった３年前から
遡ってこの制度が適用
されるので︑これまで
払ってきた税金や介護
保険料なども返還され
ると︒
Ｙさんは﹁こういう
制度があることを知ら
なかったので︑記事を
読んで本当に良かった
です︒対象になる人が

ほうとう・イカと里芋の
煮物・ヒジキふりかけ

申請しないと適用され
ないというのもおかし
いですね﹂と︒
市は︑介護保険料の
通知決定書に︑この制
度についてお知らせし
ているというのですが︑
わかりにくいのが実情
です︒いちいち申請し
なくてもすむように︑
改善を求めていきたい
と思います︒
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区消防出初式
７日 生活相談で南土木
事務所へ
日 団会議
日 横浜建設業協会賀
詞交換会
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日 六ッ川大池地区せ
い と 焼き 南 永 田 連 合
地区もちつき大会

中村連合新年会
日 地下鉄弘明寺口ロ
ングラン宣伝

日 団会議 寿地区簡
易 宿 泊 所 火災 の 件 で 申
し入れ
日 市民連合の集会参
加 堀の内睦町連合新年
会
日 寿東部地区連合も
ちつき大会 別所学童
もちつき

日 県教育委員会へ清
陵高校のフェンス改修
の申し入れ
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あらきのぼやき
﹁今年は年女です﹂
と賀詞交換会などで
挨拶をしていたら︑
﹁ あ らき さ ん︑ 歳
なの若いね！﹂と言
われてドッキリ︒
﹁ い えま だ 歳 な ん
ですけど﹂と答えな
がら︑照れ笑い︒
何と言っても今年
は自分の選挙を抱え
ているので︑とにか
く忙しく走り回って
います︒猪突猛進と
いう言葉のように︑
激しく直線的に進ん
で︑ゴールまで突き
進みたいと思います︒

私の母校でもある清
陵高校の外周にある柵
がボロボロになってい
ます︒地域の方と一緒
に改修のお願いをしま
した︒

君嶋議員（左）に対応を
お願いしました

私のせっかちな性
格もこの生まれ年に
関係しているのかも︒
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︵２︶対象ブロック塀
等 原則として︑以下
のア〜ウ全てを満たし
ているもの
ア 道路等に面してい
ること
イ 高さ１ｍ以上のブ
ロック塀等であること︒
ウ 地震時に倒壊する
おそれのあるもの︒
事前相談を受けた後︑
市職員又は市が委託す
る専門家が現地を確認
し判定︒
︵３︶ブロック塀等の
所有者又は管理者︵い
ずれも個人
※お問い合わせは
建築局建築防災課
☎６７１・２９３０へ
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１月の活動
生活相談
・労働相談
・ 家賃 収 入 が な く な り
生活資金がない
・ごみ置き場について
・防災倉庫の設置場所
・学童の移転先確保
議員活動
２日 弘明寺観音前で新
年の挨拶
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〇ブロック塀等改善事 申請の受付は終了しま
業の今年度補助金交付 した︒これから事前相
申請受付は終了
談票を提出される方の
平成 年６月の大阪 補助金交付申請は来年
府北部における地震で 度の受付となります︒
は︑ブロック塀等の倒
来年度の補助金交付
壊が原因で人命に関わ 申請の受付開始時期に
る被害が発生しました︒ ついては︑決まり次第
このことを受け︑党 ホームページ等でお知
市議団として︑市内全 らせいたします︒
域で個人が所有するコ
１ 補助制度の概要
ンクリートブロック塀 ︵１︶対象エリア 横
等の改善工事を対象と 浜市全域※
した補助制度を創設す ※﹁身近なまちの防災
るよう要望し︑実現し 施 設 整 備 事 業 ﹂ 又 は
たことは９月号でお知 ﹁狭あい道路拡幅整備
らせしました︒︵事業 事業﹂の対象となる場
終了：平成 年度末︶
合は︑﹁ブロック塀等
︻補助金の交付申請︼
改善事業﹂は利用でき
今年度の補助金交付 ません︒
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３日 地元の挨拶回り
４日 市賀詞交換会
５日 区賀詞交換会

２月 第120号
所長あらき由美子
くらしの相談センターだより

