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いよいよ川崎市も中学校給 食

されていますが︑‑しの]月から自

校方式の2つの学校が加わり︑ま

ず4校で本格実施になります︒井

口まみ市議は︑党議員団としてそ

の 1校である中野島中学校を 実

施前の桧月に視察しました︒この

4 校以外は︑3か所の給食セ ン

ターからの配送になりますが︑そ

ういう学校との違いが浮き彫りに

なりました︒

300︒m︒懸案の桜の木も切らず︑

テニスコートも減らさずに建てる
ことができました︒約870食を
業者に委託し︑一日恰人の調理員
が働くことになります︒献立は4
校が統一献立で︑1月からの献立は

すでに川崎市のホームページに出
ています︒食材は地産地消を努力
したいとのことでした︒

できた給食はエレベーターを
使って︑エレベーター横に作った各
階の配膳室(空き教室一つ分)忙調

理員が運ぴます︒調理員がそこま
で運んでくれるのも︑センター方
式の学校との大きな違いです︒
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式の学校のもうひとつの大きな違
いは︑自校方式の学校化は(生徒
数によりますが)一人ずつ栄養士が

配置されるということです︒セン
ター方式の学校には全市で数人の
みです︒

中野島中に配遣された栄養士
の先生は︑さっそく作られた給食
委員会の生徒とともに︑給食室を
案内するDVDを作成しました︒
大きなフライヤーのまえで︑﹁これ

がフライなどをつくるフライヤー
です︒さっそくきなこバンをこれで

作るそうです﹂と説明していまし
た︒その生徒の︑なんと嬉しそう
な顔︒ほんとぅに給食が楽しみに
なるように作られています︒

中学生の給食は百平均820
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解決なしに、学校も家庭も

給食室から配膳員が

運んでくれる

栄養士が
配置されている

キロカロリーになるよう作られて
います︒これだけのカロリーと栄

養をなぜ取るのか︑どぅとるの
か︑生きた教材を目の前に食育が
できる︒それを専門に行う職員が
いるというのは︑子どもたちの成
長に大きな影縛があります︒

中学校給食は即年以上前から
父母の皆さんが運動をしてきまし
た︒中野島中はまさにたくさんの

されている方たちの、りアルな、そ
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井口まみ

人たちが望んだ給食になっていま

とつよく思いました。

日本共産党
市会議員

す︒それを全市の中学校に広げて

内容でした。大人の貧困の

野ぺ

<、今夜寝るところを探している子
どもは私たちのまわりにい
じ、7つ「1
る。必ずいる。でもそれを

市議会報告
いくことが求められています︒

いる子どもたちのために日夜奮闘
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つぎと紹介するすさまじい現実を
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大型フライヤーなどが並ぶ給食室
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れあい館の鈴木健さんのスペシャ
ルトーク。貧困や家庭の問題で学
校化行けず、家庭の中にもいるこ
とができない・一居場所をなくして

荘保さんの話も胸を打つ
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野博之さん、川崎区桜本の川崎ぶ

言われます。大阪西成区
釜ケ崎で24時間365日、い
つでも困っている子どもた
ちを受け入れ続けている

西ス

「、肌写郡U」

西野さんと鈴木さんはお二人と
も「学校にも家庭にも居場所がな

となった大阪西成区「こどもの里」

2Q玲年稔月捻日

リースペースたまりぱの理事長西
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聞いていて、政治の責任は大きい

を考えるつどしソを開催。200人近

FAX 245‑4140

居場所がない子どもたちを減らす

やん」の上映。第2部は、その舞台

見ないぶりをし、見逃して
いる社会がここにある」と

理事長の荘保共子さんと、川崎フ

川崎市川崎区宮太町1
電話 2003360

ことはできません。荘保さんが次

して熱意あぶれるお話を聞くこと
ができました。

第倍Πは映画「さとにきたらいい
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"酷和^子ども力唆心できる居場所づくりを

(発行)日本共産党
川崎市会議員団

日本共産党川崎市議団は12月
Be、川崎区で「"子どもの居場戸斤'

い方が集まりました。

自校方式の学校と︑センター方
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が始まります︒すでに2校で実施

中野島中学校給食桐から始まる 中
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n月⑳日︑川崎市議会第4回定例会の一般質問で︑
井口まみ市議は︑小中学校のエレベーターの設置に
ついてただしました︒

かじめバリアフリーにするこ
とが求められている︒残る巧
校はこの数年で設置できるよ

全市でエレベーターの設置
ターは学校の標準的な設備で

した︒西教育次長は﹁エレベー

う︑計画すべキL﹂と強く求めま

小学校にエレベーターを必要
の計画がない学校は︑小学校

あると認識しているので︑全校

した︒

とする児童が入学したにもか
が釘校︑中学校が8校です︒井

井口市議は5年前︑下布田

かわらず︑エレベーターがな い

﹁市民生活に関するアンケート2◎16﹂
全市で420◎通余の返信

日本共産党川崎市議団が昨年円月から始めた﹁市民生活に関するアンケート20
16﹂は1月半ばまでに全市で約4200通の返偏ありました︒様々なで要望
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映させていきます︒

こ意見をいただいています︒御協力いただいたみなさま︑ありがとうでざいました︒

﹁暮らし向きが苦しくなった﹂
船%!

くさん書かれていました︒﹁年金生活

地域での具体的要望もたくさん寄

設置に向け順次整備してい

の高齢者にとって年金減少︑社会保

せられています︒中野島地域で最も

口市議は﹁障害者差別解消法

険料増などは死活問題です﹂﹁保育

多かったのは︑中野島駅前の踏切の

ことを取り上げましたが︑現

園に入れなけれぱ仕事をつづけるこ

安全対策です︒橋上化は決定してい

届ける1実現したことも

とができず︑いまは無認可に入ってい

ますが具体的には進んでいないた

意見要望の欄には切実な声がた

る︒いつまで保活すれぱいいのか﹂

め︑﹁どぅなっているのか﹂﹁早急にお

く﹂と答えました︒

﹁サービス残業や長時間労働の問題

願いしたい^など︑^当にたくさんの

が施行され︑公共施設はあら

いことから︑﹁エレベーター を

が改善していない﹂などの声があふ

声が上がっています︒稲田堤駅の橋

在に至るまで設置されていな
設置する学校の基準は何か﹂

れていました︒﹁暮らし向きはどぅか

上化のあとと言われているため︑実

答え︑障がいのある児童生徒

い特別養護老人ホームの整備

で︑日本共産党は全く足りな

川崎市議会第4回定例会

困っている市民の願い忙背を

しか答弁せず︑川崎の市政は

のための整備に取り組む﹂と

る﹂などとして﹁真に必要な方

障がいを持つ高齢者の入居も促進を

が入学している︑もしくは入
を強く求めました︒

い学校から選定している﹂と

状況等を勘案し︑優先度の高

とただしました︒

西義行教育次長は﹁児童生

わったか﹂という設問には︑飴%の方

現家での間︑臨時改札を北側に設け

特別養護老人ホームの
増設を急げ

徒の障害の状況や学校施設の

が﹁一古しくなった﹂と回答していま

学が確定してから︑設置を検

代表質問で川崎市の特養

しました︒

道路の改修バム園の整備や街路樹

るよう︑引き続き市に働きけていき

ホームの待機者は4482人

同議会の一般質問で井口ま

な状況では2,3人目を安心して出

す︒福田市政に対して﹁(小児医療費

谷016年円月現在)と依然

み市議は︑川崎市内に障がい

のせん定などの要望もあります︒具

ます︒生田浄水場を復活させてほし

深刻な事態を明らかにし︑そ

者の入居施設が足らないこと

ニ︑<

したこともあります︒多摩区の方か

産できません︒子育てしやすい街に

助成について)所得制限の撤廃︑窓口

のうち︑﹁介護者が

から︑昨年4月から高齢に
一1一.‑
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向けるものだということを示

討する状況であることがわか
りました︒下布田小はその児

いない﹂﹁十分な介

なった障がい者を特養ホーム
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寄せられた様々な要望意見は︑

体的な場所の分かるものは直ちに行

いという要望も何通もいただきまし

護をすることがで

で受け入れる制度が始まった

︑

ろがありましたら︑で連絡ください︒

あります︒﹁ここを直してほしい﹂というとこ

★場所が特定できず対応できないこ要望も

が決まりました︒

渉したところ︑直ちに設置すること

との声が寄せられ︑市民文化局と交

く︑エレベーターまで行くのに不便﹂

ンターの入口の階段忙手すりがな

ら﹁よく利用する麻生区のアートセ

/

L粉
苦3

つ

ナ

これからの議会活動にしっかりと反

してください﹂という意見も寄せら

負担導入の撤回をどぅしてしなかっ

童が卒業してから該当する児

きない﹂ことを理由

ことを受け入居状況をただし

政に伝えます︒要望してすぐに実現

た︒これからの大きな課題です︒

童が入学していないため︑設

に入居を希望する

ました︒川崎区境町の特養

れました︒

たのか︒少子化と言ってもこのよう

置対象校になっていませんで

人が5割︑2300

変わらなし

y

人に上ることを示

ホームには︑障がい者の入所
施設からの転居がまだ1床し
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して︑二刻も放置で

か実現していないことが明ら
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わからない楽になった
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きない﹂とただしま

かになり︑利用料が新たにか
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ました︒

アンケート結果より
あなたの毎日の蓉らし向きは、
ここ数年でどう変わりましたか?
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した︒成田哲夫・健

かる問題や︑受け入れる施設
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康福祉局長は﹁入居

の体制強化などの解決を求め
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の連絡をしてもす
ぐ入らない人もい
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