○前市長のカジノや新
劇場など市民の声を無
視するやり方と決別を

公約実現にむけ、全事
業の見直しを
古谷議員は、山中市長
がこれから取り組む来
年度予算編成や次期中
期計画の策定にあたっ
ては、前市長が推し進
めてきたカジノ誘致や
新劇場建設、北綱島特
別支援学校の分校問題
のような市民の声を無
視するやり方から決別
すべきだと主張。市長
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が掲げた「３つのゼロ」 喫食は、大きな改善の 議会の皆様との丁寧な
などの公約を実現する 一歩だと評価しました。 議論が必要」「時間が
ためには、旧来型の大 その上で、日本共産党 かかったとしても事業
型公共事業についても は、栄養バランス・食 内容や事業効果に関す
一度立ち止まって、市 育・公平性の観点から る十分な検証を行い、
長の目で見て見直しが 小学校と同じ自校調理 皆様のご理解ご協力を
必要だと指摘。具体的 方式による全員喫食の いただきながら事業の
には市長直轄の「事業 中学校給食を目指すべ 廃止も含む歳出改革と
の洗い出しチーム」の きだと考えていると述 も言うべき見直しに取
ようなものが必要だと べ、大阪市などで進め り組んでいく」と答え、
提案しました。
ている「親子方式」な 中学校給食については、
みんなが食べられる中 ど様々なやり方で全員 「学校給食法の趣旨を
学校給食へ
喫食を実施できるとこ 踏まえつつ、生徒の成
中学校給食については、 ろから順次進めるべき 長を支えるために、そ
学校給食法で生徒全員 だと主張し、市長に見 して子ども達の将来の
への提供が示されてい 解を求めました。
食生活を豊かにするた
ることからも、２割程 山中市長は、事業の見 めに栄養バランスの取
度の喫食率となってい 直しについては「より れた給食を、より多く
る現状の改善は急務だ 踏み込んだ見直しのた の生徒に届けたいと考
と述べ、山中市長が進 めにはこれまで以上に えている」と答弁しま
めようとしている全員 十分な庁内検討や市民・ した。

〇六ツ川一丁目にお住 りました。そこで、さっ 在は市の管理下にあり、
まいの方から「これま そく現地に行きました。 今後公園として整備す
で車の転回場所として
写真のように、転回 るため、それまでは転
いた僅かな土地が、横 場所はロープで閉鎖さ 回場所としての使用は
浜市に安全ロープで閉 れていました。
安全性を配慮してでき
鎖されてしまいました。
ない。公園整備の際に
この転回場所について
は道路局と調整して、
は、かつては中里温泉
地域の皆様からの要望
の土地の一部とのこと
について配慮し検討す
でしたが、現在は横浜
る」との回答でした。
市が管理していると伺っ
この場所は弘明寺公
ております。ー中略ー
園に隣接し、京急弘明
市民が本当に安全に快
寺駅から通り抜けられ
適に暮らすための手段
るので、人通りもあり
を考えていただきたい
ます。この状態が一刻
ものです。一度どのよ
も早く改善されるよう
うな状況か見て下さい」
市の環境創造局の担 にと、市へ強く伝えま
との相談がメールであ 当に問い合わせると「現 した。

２日 ＴＶＫテレビ３日
午後５時半から放映の
新春語り初め録画撮り

日 生活相談
日 地元の方からの要
望 止まれの表示が消え
ているとのことで南警
察へ連絡

日 政策局常任委員会
日 総務局・財政局常
任委員会 団会議
市民の市長をつくる会
総会で市政報告
日 六ツ川・山王台地
域でハンドマイク宣伝

（２）児童１人あたり
月額５千円円が支給さ
れる特例給付受給者を
除きます。
対象児童
① 令和３年９月分の
児童手当支給対象とな
る児童（中学生以下、
９月までに生まれた新

年４月１日

年４月 ２日

生児を含む）
② 平成
から平成

日

月 １日

の間に生まれた児童
（高校生等）
③ 令 和３年

から令和４年３月

までに生まれた児童手
当の支給対象児童（新

まれた新生児の支給対
象者には、令和４年１
月以降、順次支給案内
を送付いたします。
【連絡先】
横浜市こども青少年局
こども家庭課（子育て
世帯への臨時特別給付
担当）６４１ー８４１
１（平日 時から 時）
支給方法
児童手当の振込先に指
定されている銀行口座
に振り込みます。
（ＤＶ）被害により、
対象児童とともに避難
している方は、避難先
で給付金を受け取るこ
とができる場合があり
ますので、子ども家庭
課へご相談ください。

日 団会議
日 本会議
日 団会議
日 大阪市・堺市へ中
学校給食の視察
日 地下鉄弘明寺駅で
宣伝
日～ 日
南消防団員として年末
警戒で巡回する
※新年は３日から挨拶
回りでスタートします。
引き続き皆様の暮らし
を守るために頑張りま
す。

いない私にがっくり 。

あらきのぼやき
寒さが日に日に厳
しくなってきました。
昨年洗ってしまっ
ておいたストールを
使おうと探したとこ
ろ、いくら探しても
みつかりません。
一体どこにしまった
のかと、何度も押し
入れの洋服ケースや
洋服ダンス、和箪笥
など、片っ端から開
けても出てきません。
どこにしまったの
かな、おかしいな、
まあそのうち出てく
るはず、とコートが
かかっている内側に
手をかけたら「あっ！
なんだ、ここにかけ
ていたのか」覚えて
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生活相談
・ 新型 コ ロ ナ ワ ク チ ン
接種について
・ 入院 し て い る 家 族 の
転院先について
・ 一時 停 止 線 等 の 道 路
標識の修繕について
議員活動
１日 基地対策特別委員
会 で消 防 局 の ヘ リ コ プ
タ ーか ら 米 軍 基 地 を 視
察

日に横浜市

ります。

団会議
４日 革新懇で市政報告
横浜建設一般労働組合
みなと支部での取材
６日 団会議 政策・総
務・財政委員会の議案
説明
７日 本会議 団会議
９日 山中市長を応援す
る市民の皆さんと懇談
日 本会議 団会議

〇子育て世帯の臨時特

別給付について
①子育て世帯への臨時

月

の支給について、令和

３年

から対象者へ案内を送

付していますが、支給

金額については、児童

１人につき５万円から

１０万円とし、一括で

給付を行うことに変更

します。

支給対象者

支給対象の保護者また

はそれに準ずる者（施

設設置者等を含む）

（１）児童を扶養して

いる方の令和二年の所

生児）
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令和３年９月以降に生
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得が児童手当の所得制
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限限度額未満の方に限

18 15

池子米軍住宅と横浜市域の緑地

特別給付（先行給付金）
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