河内長野市では︑子ども

日

ど

な

開催日を決める︒金剛地区
まちづくり会議事務局︵ま
ちづくり推進課内︶０７２
１・ ・１０００︵内線４
５ ２︶
︹藤原︺

ノバティながので

服などを希望者に無料で提

供するリユース事業﹁ぐる
ぐるマルシェ﹂を︑ 日に

藤陽中 ・９％︵向陽台︑
７・
６％増︶▽喜志中 ・２％

55

︵梅の里︑０・２％減︶▽
開催する︒
会場は︑ノバティながの 第三中 ・３％︵佐備︑０・
北館５階の﹁子ども・子育 ９％減︶▽第二中 ・１％
て総合センターあいっく﹂︒ ︵新家︑０・３％減︶▽第
一中 ・６％︵寿町︑２・
時 分から２時まで︒
当日は 分毎の入れ替え ７％減︶︒
︹藤原︺

55

制︒入場時間を指定した整
理券を配る︒整理券配布場
所は︑ 時から 時の間は

45

エアコン
今夏導入

28

長野商店街通りで︑ 時以
降は会場入口で行う︒整理
券１枚につき家族１組が入
河内長野の小学校
場できる︒持ち帰り可能点
河内長野市では今年の夏
数は１組 点以内︒
休み期間中に︑小学校の普
同市は︑ごみの減量と子 通教室へのエアコン整備を
育て世帯への支援を目的に︑ 計画している︒
年６月から子ども服︑
同市の小学校は 校︒こ
年２月から子ども靴︑ 年 れまで図書室や音楽室︑職
３月から子ども用帽子の持 員室にはエアコンを導入し
ち込み回収を実施︒それら ていたが︑普通教室にはな
を﹁ぐるぐるマルシェ﹂で かった︒対象教室は︑普通
提供している︒ ︹藤原︺ 教室と一部特別教室を合わ
せ︑約２３０教室になる︒
事業費は約７億円︒
当初︑年次計画での実施
を検討していた︒昨年秋︑
国が臨時特別交付金を創設
したことから︑その交付金
を活用して︑前倒しで実施
することになった︒なお︑
中学校の普通教室について

34

５００万円交付︒健康増進
の意識向上のための元気ク

ＬＯ法人のため条例により

大阪狭山市では３月議会
で︑各円卓会議の 年度提
案事業を了承した︒
南中学校区円卓会議＝Ｐ

ップを利用したウォーキン

ワークショップや交流会開
催▽夏まつり▽三中円卓マ

第三中学校区円卓会議＝

ィの交流を図る元気ウォー
キング開催▽青色防犯パト
ロール▽災害時の避難所開
設訓練など予定︒

２万円︒

動実施▽地域情報誌発行▽
講演会など︒予算額約４９
︹藤原︺

ぶ機会提供▽世代間交流活

額３３６万円︒
狭山中学校区円卓会議＝
校区内の親睦︑交流を図る
地域文化祭︑さやりんピッ
ク開催▽地域美化運動を学

グ▽菜の花いっぱい運動▽
休耕地を活用したフラワー
ガーデンの推進など︒予算

ている︒

は︑昨年度に導入が完了し
︹藤原︺

13

地元農家が野菜販売

狙いとした金剛地区活性化
の取り組みの一つ︒
農創会などが富田林産の
旬の野菜や珍しい野菜を販
売︒地域の商店や個人もパ
ラソルカフェ︑パン︑ポッ
プコーン︑雑貨︑ダーツな
ど月替わりで出店を予定し
ている︒２時から６時︒農
創会の野菜販売は４時から︒
今年度上半期分として第
二中で給食が始まり︑ 年
度から全中学校８校で給食
を実施している︒
年度の平均喫食率は
％台だった︒その後︑喫食
率 ％を目標に掲げ︑啓発
リーフレット配布▽１年生
の４月から給食提供▽ご飯
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市でも︑目標 ％に対し
・２％︵ 年９月時点︶で︑
％に満たない市もいくつ
かある︒
各中学校の平均喫食率は︑
明治池中 ・４％︵小金台︑
前年比９・９％増︶▽葛城
中 ・６％︵藤沢台︑２・
３％増︶▽金剛中 ・２％
︵寺池台︑２・４％増︶▽

ラブ体操▽地域コミュニテ

大阪狭山市が今年度事業で

円卓会議の提案了承

学校間で給食に対する温度
差がある︒
大阪府によると︑選択制
を採っている自治体は 年
３月時点で 市ある︒その
うち自校式は同市だけ︒枚
方市と河内長野市は給食セ
ンター方式︒ほかはデリバ
リー方式で提供している︒
比較的喫食率の高い枚方
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58

日に軽トラマルシェ

富田林市の中学校給食で︑
年度の平均喫食率が ％
を超した︒全体給食開始か
ら７年で目標数値をクリア︒
喫食率向上を目指したさま
ざまな取り組みが︑成果と
してあらわれた︒選択制を
採用している府下の自治体

の大盛り▽メニュー表の改
善▽配膳時間の短縮▽無料
で提供する統一給食など︑

11

45

金剛銀座街で

のなかでは群を抜いた喫食
率である︒
心身ともに大きく成長す

工夫を凝らしてきた︒
年度の平均喫食率は ・
６％︒前年より１・６ポイ

ント上昇した︒給食実施
か月で︑ ％を下回ったの
は６月の ・２％と 月の
・９％だけだった︒最高
月の ・２％︒

20

10
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１回を４月 日に実施した︒
次いで５月 日︑
６月 日︑
７月 日︑８月 日︑９月
日開催が決まっている︒
下半期分については今後︑

る中学生にバランスのとれ
た食事を︑温かいものは温
かい状態で提供し︑健康増

は

ただ︑給食の予約が１か
月前であることや︑給食費
が全額先払いであることな
どを懸念する向きもあり︑
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希望者に子供服

進を図るという方針でスタ
ート︒各学校内に調理施設
を備え︑そこで調理︒給食
か弁当などを持参するか自
由に選べる自校式希望選択
制を採用した︒
年１月に葛城中で︑
年１月から３月にかけて明
治中︑第三中︑喜志中︑第

20
11

50

62

22

11
10

17

25 27

49 50

54

11

27

毎月第４土曜２〜６時

選択制では府下抜群
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金剛銀座商店街︵寺池台
１丁目︶での﹁軽トラマル
シェ﹂
を 年度も開催する︒
５月は 日を予定︒
﹁軽トラマルシェ﹂は金
剛地区まちづくり会議が︑
富田林の農業を創造する会
︵農創会︶などと連携し︑
昨年４月から毎月１回︑第
４土曜日に開催している︒
居場所やにぎわいづくりを

昨年度の富田林中学給食
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喫食率50％超す
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