査委員を退いて、今期
はははは 農 業 委 員 を 勤 め さ

ますが、私は前期の監

役員選挙が行なわれ

は前半で議長などの

毎年の６月議会で

が、早い建物で

に住まわれています

げた住宅 （

年契約）

整備公団）から借り上

機構、以前は住宅都市

立行政法人都市再生

災者が、市がＵＲ （独

の政府の前向きな答

りに向けて、参議院で

り上げ延長や買い取

れたことを紹介し、借

どの不安の声が出さ

べきと主張。

国にも支援を求める

弁を紹介もした上で、

せていただくことに

まり、遅いところでも

年あ

なりました。

宅で市からの説明会

４４７戸あるこの住

家賃を軽減できるよ

定額から下がらない

所得が激減しても一

二つ目は特定公共

が順次開催され、その

う検討を求めました。

年弱の期限が迫っ

中身としては今後市

三つ目の市民農園

後半では一般質問

営住宅をあっせんし、

では、農家が開設する

なって転居は無理、住

として利用できると、

は暫定的に市民農園

賃貸住宅についてで、

転居などの支援金を

場合に支援策がない

み替えといっても希

増設にむけた問題提

棟

支給し、早く転居すれ

ことから、何らかの支

ています。市内に

や各常任委員会が行
日
日日日にににに

ば割り増しがあると

援策の検討を求める

われ、私私私私はははは６６６６月月月月

三三三三 つ の テ ー マ で 一 般
質問をををを行行行行いました。。。。

いうものです。住民の

とともに、市の遊休地

望する住宅があるか

起を行いました。

活動報告は上記の議員団ホームページから

困った時は日本共産党 上記まつお迄

3

20

ないかわからない、な

今年もポロシャツで
今年 もポロシャツで質
もポロシャツで 質
問を行いました

5

6

方たちからは高齢に

神淡路大震災での被

げ市営住宅問題で、阪

一つ目はＵＲ借り上

２７
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今が旬のきゅうり。先日家庭菜園
をしている友人に大きなきゅうりを

頂きました。９０％が水分ということ
で体を冷やす効果がありますが、

冷え性の方はご注意を。体内から
塩分除去効果のあるカリウムを多
く含むので、高血圧や腎臓の弱っ

た方にもいいそうです。足などに

むくみのある方は身よりも皮を食

兵庫県議会で、昨年度の政務調
査費収支報告書にお いて一億円
が返還されたと報道 。これは前
年度から領収書の全 面開示が義

まつお正秀のコラム

消費税の増税関連法 案が衆議院で

が国民の認識になりつつあります。

本の未来がある」との わが党の指摘

カ言いなりの政治を打 開してこそ日

発しました。
「財界いいなりとアメリ

行ってということにな る」と警告を

にやれば 「日本から米軍基地は出て

ます。仲井真知事は、 そこまで強引

とに反対はできないと うそぶいてい

に、政府はアメリカ政 府が決めたこ

続きで沖縄県あげて反 対しているの

縄へのオスプレイの配 備でも、事故

界の意向は押し通す政 治の横行。沖

した。国民がどんなに 反対しても財

でもいち早く喜んだの は米倉会長で

は諸手を上げて喜び、 増税法案可決

大飯原発の再稼動決定 で経団連会長

主主義を踏みにじるや り方。福井県

国会に押し付けるとい う、議会制民

ホテルの一室で決め、 それを後から

す。しかも、場所は国 会の場でなく

た上で、増税を認める というもので

談合で民主党の公約を 投げ捨てさせ

可決。その内容は民主 自民・公明の

･

務付けられ（ 2007
年に５万円以
上だけ、それまでは不要でし
た）、不透明な支出が抑えられた
のが要因ということらしいで
す。西宮市議会にお いても２０
０７年から領収書の 公開が義務
付けられました。そ れまですべ
て使いきったという 報告書が多
かった会派や議員か ら未使用と
する返還が増えまし た。日本共
産党市会議員団は領 収書公開義
務付け前から自主的 に領収書を
公開し、余った分は 返還してい
ましたが、こうした 取り組みが
全面公開に舵を切る きっかけに
もなっています。大 阪市議会で
も、維新の会が禁止 されている
選挙活動に政務調査 費を使った
という報道もありま すが、目新
しさで投票してもや ることは古
い政治のままでは、 今の民主党
と同じことになりかねません。

べた方が効果があるとのこと。
（ 前号の
前号 の 歯 で 紹介した
紹介 した作用町
した 作用町は
作用町 は 佐用町の
佐用町 の 間違いでし
間違 いでし
た。お詫びして訂正
びして訂正いたします
訂正いたします）
いたします）

きゅうり
食べ物豆知識 73 回

健康あれこれ
健康あれこれ 第 9 回 便秘
便秘の苦しさはなんともいえないものがあ
りますね。特に女性の方が多いと言われ、お
肌の荒れの原因にもなりますので気をつけた
いものです。便秘は、肉や魚を冷蔵庫に入れ
ないまま放っておいた状態が腸の中で起こっ
ているという風に例える方もいます。細菌の
作用で食べ物に良い影響を与える場合は醗酵
で、悪い影響を与える場合は腐敗というのと
同じで、その細菌のバランスを取るのにヨー
グルトが有効だといわれています。
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