五島市中央町7番地25
丸田たかあき後援会
会長 松本 勝久
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夕刻5時に連絡は来た︒そ
して昨日のうちに大浜地区
住民数名にプリントアウト
して渡してきた︒
この日︑担当課係長2名
は採取したヘドロ化した砂
を市役所へ持ち帰り︑生活
環境課にて﹁成分検査試験﹂
へ回すか否かの協議をする
らしい︒検査するとなった
ら再度︑砂の採取を私立ち
合いの元実行され検査専門
先へサンプルを送ることに

せますので！！

日3週間ぶりに五島市役所
生活環境課へ訪問してきた
のである︒係長へ︑潮が引
いたときに大浜の砂浜の現
場で立ち会って頂きたいの
ですが・・・係長のほ一つで
潮を調べて頂き︑日程をご
指示いただければ私が合わ

易

に︑4年後のまで後援会活

動・政治活動・街頭演説会

区ごみ焼却場施設建設
説明会にて私は一人の
住民の発言内容に深く
問題を抱きました︒

この時︑大浜の砂浜に
ついて意見された方が
いらっしゃった︒﹁昔
はマテ貝やアサリ︑ハ
マグリ等沢山獲れた︒
アサリの繁殖に試みだ

が全て成長せず死ん
だ︒砂浜の下はヘドロ
化している︒﹂
そして選挙後︑漸く一
段落してきたので︑昨
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5−79名の皆様︑
援ありが
いました︒
私の﹁初！挑戦！！﹂は︑
﹁再！挑戦！！﹂へと新化

等を堂々とこはしていって
支持者︵＝後援会加入者︶
を増やしていこうと考えて
います︒

市議会議員選挙に落選し
た丸田たかあきです︒はの
で私の戦−つ場所は﹁議場﹂

に立候補届け出﹁告示﹂︒
いろんなことがありまし
た︒実際は1月1日の元旦
に家族に打ち明け︑それか
ら2週間に亘って私の支え

になってくれて来た先輩
方︑友人・知人に話して賛

は1月20日に出馬にあ

同を求めました︒母と姉に

たってを説明しました︒

それからは台嵐一過のよ
うに毎日が過ぎ去って行っ
た感じである︒今回の結果
をみて・・・﹁皆様ごめん

なさい︒﹂挑戦者 丸田た
かあきの戦いは既に始まっ
ています︒私自身は選挙期

間中に﹁満足感﹂を抱きだ

余計はこととは誰も言え
まい︒はぜなら五島に生ま
れ︑五島で育ち︑子ともた
ちの為に自然を残す︒それ
が我々に課せられた義務だ
からである︒一昨年前の10
月に開催 さ れ た 大 浜 地

したのである︒挑戦者 丸
田たかあきはへこたれてい
ません︒

ざ

ではありません︒正式に出
馬表明させて頂いたのが1
月22日︒それから1週間後

ご支

していたのです︒結果はピ
ーつでもいい︒何かが変化し
てきた感じが身に染みて感
じていたのです︒2週間足
らずでの得票数︒マイナス
からのスタートで579
票︒今回︑初挑戦の私に投
票してくれた皆様方を大事
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なる︒海水浴と言えば︑子
ともたちは砂遭ひも楽しみ

の一つ︑まして大人となれ
ば砂埋めも楽しみの一つな

うものは市
の要望には
﹂として重
い傾向があ

のである︒私恨係長に問い
かけたのであった︒子とも
さんをこの大浜の砂浜で遊
ばすことができますか！？
答えは・⁚・∵⁚・︒

五島市役所と

民・町内会か
﹁予算がない
堂を受け付け
︒
る

る民間企業への打診にて検
査料金﹁50万円﹂と一言われ
たそ一つだ︒だからと試験検
査には出さはい︒黒ずんだ
砂の成分が良性︑悪性はど
知らんこっちゃ！
投げ捨てていたとしても︑
はい！雨の日に海へ投げ捨

てていましたって答える
かって︒疲れます︒
自分達の人間ドックは地元
病院でなく︑福岡までお金
かけて行かれるくせして︒

﹁予算がはい−﹂これまで
の市の対応がこれだったか
ら︑今回の市議選出馬で私
は自ら98万円の使えるべ
き資金をプールしたのであ

だ
か
ら
・
・
・
云議員選挙

この際︑調査試験にも出す
ような考えが無いのであれ
ば︑五島市長 野口市太郎
氏が大浜海岸の砂浜の黒ず
んだ砂には︑人体及び生物
に対して一切害はないと太
鼓判を押す公文書を発行し
ていただきたいと願う︒

関係部所の市選菅・財政課・
市長公室には事前に伝えて
いるから︑生活環境課さん
﹁予算がない﹂ではく﹁予
算調達﹂に行って下さい！
丸田が果たと答えるはず
で
す
︒

︒
す

る︒この公費は市の一般財
源が原資であるからして使
途されるべき予算が執行さ
れずままに浮いた状態なの
であると自ら調子のいいよ
うに捉えているのでありま

るべきで
持ち掛け
の協議で出
︵旧福江清
務した経
に聴き取
過去に焼
捨てた経緯
回答を得た
調査する

浜の黒ずん

ポ
ス
タ
ー
・
げ︑ガソ
リン代・運転
・選挙は
がき2000
郵送料︶
一候補者当たサ最大98万
っ
た
︒
円の公費利用
﹁大浜海岸の
だ
砂
︒
﹂

この黒ずんせ
か？担当課＝

成分検査試験
はないのかと

た︒課長・係

翻

だ答え︒前施
掃センター︶
験のある職員
りを行った結
却灰を海へ投
など無い︒と
として︑また

と言ってき
合いのあ

には﹁予算が無い﹂から試
験は行わはい︒
た︒市役所と

謝

早速動かれましだね！

感

一年半年前に福江地区交通
パトロールで回ったが未だ
に改善されない︒外部にあ
る排気管は接続部が腐り電
線に触れておりいつ倒壊し
てもおかしくない状態なの

です︒行政は﹁個人財産︵空

家︶﹂だからとして所有者
への連絡のみで何もしない
のである︒これも﹁地域ぐ
るみの学校安全﹂に関連す
るのではないのでしょうか
ね︒もちろんこの件を含め

て質疑させて頂きます︒な
ぜなら﹁帳面消し﹂の会合

で終わったら意味がはい為
です︒事故も犯罪も予期で
きぬもの︑通学路である以
上︑個人財産であう一つが市
民の生活の安全安心は街づ
くりは行政が動く必要のあ

ることなのである︒景観の
為に火災にあったホテル建
造物を市民の安全安心のた
めにとたがいな税金を投入
して解体し買い上げた経緯
の五島市である以上見過ご
してはいけないのでははい
のか？﹁早速動かれました

ね！感謝﹂
動かれました関係部所の
皆さま︑ありがとうござい
ました︒私の財産ではあり
ませんが︑講習会場で発言
した張本人として︑市役所

へ御礼のお言葉を伝えに

言ってこよう！！2階の窓
付近は外壁が剥離されてお
ります︒ここは福江小学校
に通じるスクールゾーン︒

市民生活への窒・安心を

第一に口にされる五島市長
野口市太郎氏︒大波止ホ
テルも景観以上に安心安全

をロにされていましたよ

ね！−・子どもの通学路︒何
か起こってからでは遅いの
で
す
︒

小さなことでもご相談ください
090・2080・8438

