月 議 会 で は 私 ま つ めるよう求めました。
おおおお正秀が、①平和行政に
ついて②ＵＲ借り上げ
市営住宅問題③ＪＲ福
知山線廃線敷き整備、の
三つのテーマで一般質
問を行ないました。
一つ目の平和行政に
ついては、今年西宮市が
年を迎 えたこ とか

平和非核都市宣言をし
て

ら、改めて市長の決意を
聞くとともに、核兵器禁
止条約締結交渉を求め
る国連決議に政府が棄
権したことに対し、国に
意見を言うように求め
ました。また、「平和首
長会議」が取り組む、核
兵器禁止条約締結交渉
を求める署名や、原爆被
害者が高齢化する中で
原爆展の取り組みを強

二つ目の質問は、住民

の命にかかわる問題と

して重視しているＵＲ

借り上げ市営住宅問題。

党議員団として８議会

連続の質問となりまし

た。兵庫県下では、宝塚

市や伊丹市では希望全

世帯が継続入居。兵庫県

で４０％、神戸市では３

０％が継続入居可能と

なっているにもかかわ

らず、西宮市では一部世

帯で５年の猶予は認め

るものの、基本的には全

世帯移転を求める冷た

い方針となっています。

今議会では市の現在の

方針を一歩踏み出し、猶

予世帯の拡大を含む新

たな検討という内容の

答弁 を 引 き 出 し ま し た 。

三つ目はＪＲ福知山

線廃線跡問題。宝塚市側

ではＪＲから無償貸借

を受けハイキング道と

して整備されているに

もかかわらず、西宮側で

はＪＲが所有管理した

まま、立ち入り禁止の看

板が立っています。多く

のハイカーがすでに利

用している現状から、Ｊ

Ｒや県の協力も受け、ま

ず整備・維持費用の調査

を行 う 事 を 求 め 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

檀上での
檀上での質問
での質問を
質問を行う私
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この９月号に掲載し た、８月
日の豪雨による浸水などの
被害。そのことに関 し ていろん
な方から情報が寄せ ら れました
が、津門 （御手洗）川の高座橋
（中央体育館西の道路を北へ行

億人。２０５０

まつお正秀のコラム

世界の人口は 現在

億人を超えると されています

して、フランシスコ・ローマ法王は

月

れているそうです。 こうした状況に対

食糧の三分の一が食 べられずに廃棄さ

いわれています。一 方で、生産される

が、今のままだと食 料不足がおきると

年には

７０

日、今年３月の 就任後 初めて発表し

１１

ったところ）下に沈 め てあった

９０

しています。（北朝鮮は独裁国で論外）

らず、それを目指す 国という見解を示

ベトナムも社会主義 国には到達してお

を指摘しています。 あわせて、中国も

年１月に開く党大会 の議案でそのこと

大量消費と大量廃棄 。日本共産党が来

続けられるのか」と問いかけています。

食べ物が廃棄されて いるのを見過ごし

なるのか」「飢えている人がいる一方で

２ポイント下がった だけでニュースに

た事がニュースにな らず、株式市場が

て高齢ホームレスが 野ざらしで死亡し

に 批 判 し て い ま す 。 そ の 中 で 「ど う し

もたらしている現在 の資本主義を痛烈

新たな専制主義だ』 と、格差と貧困を

た 「使徒的勧告」の中で、『資本主義は

２６

ブロックが水の勢い で 流され散
乱しているとの情報 が 、川沿い
の住民の方から寄せ ら れていま
した。この川は兵庫 県 の管轄な

が結合し、体の消化管に到達すると酵
素の働きなどで吸収されやすい形に
変化をするからだとか。風邪予防や健
康にもよいといわれるカテキン。熱い
お湯の方が多く浸出するそうですヨ。
が、少し前の資料ですが、名古屋大学の
玉腰浩司・助教授（公衆衛生学）らの研
究で、同じ量を食べても早食いの方が太
ることがわかったとの報告があります。
この研究では普通の速度の人と、かなり
速いという人との比較で、量の違いが体
重に与える効果を統計学的に除去して
比べた結果、速い人の方が、3.9 キロ体
重が重くなったそうです。よく噛んでゆ
っくり食べるのがいいみたいですね。

ので、市の下水道課 を 通じて県
に要請。すでに復旧 工 事は終わ
りました。現在、高 座 橋は長寿

食べ物豆知識 88 回 お茶漬け
茶漬け
この９月、独立行政法人野菜茶業研
究所の研究で、マウスにお茶漬けを食
べさせた場合と、同じお茶だけを飲ま
せた場合とを比べると、お茶漬けのほ
うが健康に良いとされるカテキンが、
血液中で 1..6 倍に増えたそうです。こ
れは炊飯米のたんぱく質にカテキン
健康あれこれ
健康あれこれ 2４回 早食い
早食い
早食いについては、一般に早く食べる
から満腹感を得られずたくさん食べる
ことが要因といわれています。ところ

２５

命化の工事中です。
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