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Profile
○ 昭和４１年２月１０日武蔵野市境生まれ。
○ 武蔵野市立二小、六中、拓大一高をへて拓殖大学商学
部を卒業。小学校時代はボーイスカウト、六中時代は
サッカー部、高校時代は柔道、大学時代は応援団長な
どを務める。
○ 大学卒業後、石渡照久衆議院議員・柿沢弘治衆議院
議員(元外務大臣)の秘書を９年間勤めた後、実家の食
品会社に勤務。社団法人武蔵野青年会議所など地域
活動に取組む。
○ 平成１１年 武蔵野市議会議員に初当選。現在２期目。
文教委員長、議会運営委員長などを歴任。
○ 現在、市議会文教委員／鉄道対策・農水省跡地利用
特別委員／議会広報委員／武蔵野市国民健康保険
運営協議会会長／東京たま広域資源循環組合議会
議員／武蔵野市青少年問題協議会第二地区委員会
監事／武蔵境駅前商店街協同組合（すきっぷ通り）理
事／自民党三多摩支部連合会青年部長／日本会議
首都圏地方議員懇談会副幹事長などを務める。／社
団法人武蔵野青年会議所元副理事長、前監事。

おかげさまで議会活動も二期8年が過
ぎようとしております。
この間、私は議会での議論が机上の空
論であってはならない、地域や市民の真
の声(サイレントマジョリティー)がどこ
にあるのか、未来を担う子ども達の実際
の声や姿はどうなのかなどを知ったうえ
で議会で発言すべきだと考え、つねに地
域に飛び込んで活動してきました。
私の全活動を通じて得た体験や情報を
もとに、これまで全31定例会中16回の
一般質問や3回の代表質問、8回中5回の
決算特別委員、7回中6回の予算特別委員、
また、第四期基本構想審査特別委員を務
める機会も得て、教育･子育て問題、安全
対策、まちづくり･商業活性化対策、行財
政改革、高度情報化、健康･福祉･環境対策、
議会改革など、多岐にわたる市政の課題
について徹底的に議論し、政策提言を積
極的に行なってきました。
もちろん、いまだ満足とは言えません
が、多くの課題が責任ある議論で着実に
前進したと確信しております。
私は、街の代表として、また、子育て
真っ最中の父親として、未来を担う子ど
も達のためにも、さらに納得できる「武蔵
野市」を目指して、地域や市民の皆さんの
真の声を市政に反映させるよう、これか
らも全力を尽くしてまいります。
武蔵野市議会議員 島崎よしじ

○ 身長：１７４cm ○体重：７１kg
○ 趣味：スポーツ観戦（特に総合格闘技）、映画＆音楽＆
美術鑑賞
○ 家族は、妻、長女(二小４年)、長男(二小１年)。
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◎ほぼ
ほぼ毎日更新！
毎日更新！ 島崎義司のブログ『活動日誌』で“しまざきよしじ”の全活動を徹底公開 !!
http://blog.livedoor.jp/yoshiji3/ ⇒
☆ ホームページ｢島崎義司の武蔵野かわら版｣も好評 随時更新中
随時更新中！
！ ⇒ http://www1.parkcity.ne.jp/yoshiji/

前進
前進しています
しています 島崎
島崎よしじ
よしじの｢公約｣
行財政改革
◎職員数削減！：1,241人(平成11年4月) ⇒ 1,152人(平成15年4
⇒ １,０８６人へ縮減。（平成18年4月） 市職員人件費年間約
１５億円の削減。(平成11年度比、17年度決算より算出)

月)

※企業会計職員、派遣職員含む。平成16年3月・17年12月代表質問、16年11月第四期
基本構想審査委、17年3月予算委、18年3月一般質問、18年9月決算委等で質し、会派
要望で毎年業務委託化等による職員数削減を要求。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

議会改革

リニューアル（平成18年2月）に際し、所管課ごとだった各種申請
書類を一覧化、インターネットによる申請書類ダウンロードシ
ステムが充実。
一般質問・予算委・決算委等で要望。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

安全･防犯対策
◎防犯パトロール充実！：ホワイトイーグル2台、ブルーキャッ
プ5人 (平成14年11月発足) ⇒ ホワイトイーグル３台、ブルー
キャップ１１人へ。（平成18年度） 市民安全パトロール隊発足。

◎議会中継拡大！：CATV業者によるインターネット生中継 （平成16年10月）
◎防犯カメラ全校整備！：千川小のみ(平成15年4月迄) ⇒全市
〔代表・一般質問〕のみ(平成15年4月) ⇒ 専
立小・中学校・保育園に防犯カメラ設置。
門業者によるインターネット生中継＆録
（平成16・17年度）
画中継〔本会議＆予算・決算委全て〕開始。
◎ピッキング対策実施！：住宅の防犯対
（平成18年9月）
※CATV放送はそのまま。
策工事（ピッキング防止用カギ付替）費用
平成14年3月予算委以来、会派要望等でも取組む。16年度
の一部を助成する「住まいの防犯助成事
議運委員長として着手。
業」開始。（平成17年度より）
◎議員定数削減！：30議席 (平成15年市議
平成15年9月一般質問、16年3月代表質問・予算委・11月第
選) ⇒ ２６議席に削減。（平成19年4月市議選よ
四期基本構想審査委等で要望。
り）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

※法定定数上限は34議席。
議員定数削減陳情提出団体 武蔵野JCの監事を務め、議
会会派内協議で議論をリード。

子育て支援
◎親子企画充実！：鳥取県家族ふれあ
い長期自然体験事業。（平成15年8月より）
◎家庭・家族の力支援！：第四期基本構
想長期計画に「家族の絆を強める政策の
推進」明記。（平成16年12月議決）
◎児童虐待対策開始！：子育てSOS支

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

環境対策

◎仙川親水化整備推進！：整備率7.9%/
全3,415m中270m(平成15年4月) ⇒ 整備率
18.1%/全３,４１５m中６１７mへ。（平成18年度） 平成15年市議選前発行「武蔵野かわら版」
◎公園面積拡大！：17万6,560㎡/146ヵ所(平成15年4月) ⇒ １９ 援センター開設。（平成16年2月）
万８,９８０㎡/１５９ヵ所へ。（平成18年度）
◎乳幼児医療費無料化実現！：都制度に準拠し所得制限
予算委・決算委・会派予算要望等で随時要望。
⇒ 武蔵野市独自で所得制限を撤廃！ 就学前完全無料化。
◎埋立ごみゼロ化実現！：二ツ塚処分場への埋立焼却灰 （平成17年10月より）
4,202トン、不燃物1,198トン(平成14年度) ⇒ 再資源化推進と焼 平成11年6月一般質問、13年3月予算委等で要望、平成14年12月一般質問、16年3月代
表質問・11月第四期基本構想審査委、16年度より会派予算要望で要求。
却灰リサイクル(エコセメント化)工場完成で埋立焼却灰ゼ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ロ！埋立不燃物ゼロ !!（平成18年7月より）
6年間 現東京たま広域資源循環組合の議員を務め、平成14年12月本会議で必要性を
討論。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

教育

商業活性化

◎商店街振興・商業活性化推進！：中心市街地活性化連絡
会設置。(平成15年度) 路線商業活性化懇談会設置。(平成17年
度) 路線商業活性化特別支援事業開始。(平成17年度)

◎市独自学力調査実施！：武蔵野市独自で学力調査（都調 平成14年3月一般質問、16年3月代表質問＆予算委、11月第四期基本構想審査委等で
要望。
査学年以外の小学２・３・４年と中学１年）開始。分析、指導改 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
善。(平成16年度より)
◎市独自学力対策開始！：退職校長等を活用した教員の授
業改善アドバイザー派遣、教員を目指す学生等をティーチン ◎ムーバス 路線拡充！：境西循環（平成16年11月）、境・東小金
グアシスタントとして活用。学習支援教室(放課後教室・土曜 井線（平成17年5月）の開設。 三鷹・吉祥寺線（仮称）及び境･三
鷹線（仮称）の開設。（平成18年度予定）
教室)の全校完全実施。(平成18年度より)

まちづくり

平成15年6月・16年6月一般質問、16年3月代表質問、16年
11月第四期基本構想審査委、16年・17年3月予算委等で要
望。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

高度情報化
◎図書インターネット予約開始！：図書館
貸出中書籍のインターネット予約開始。（平
成17年度より）

◎電子自治体推進！：市ホームページの

平成16年3月代表質問、16年・17年・18年予算委、会派予算
要望等で要望。

◎武蔵野プレイス(仮称)計画の実行！：
邑上市長の強引な縮小案を、住民5,364
人の縮小に反対する署名と、議会の良識
で撤回させる。（平成18年度予算）
※邑上市長が提示した縮小案は、敷地内駐車場と4階部分
を取り払い、青少年の居場所をなくしてしまうという、それま
での市民･議会･行政が8年間積み上げてきた議論を無視
するものでした。

提言します 新時代の｢武蔵野市｣
子育て
支援計画

親子の目線を大切に子育て支援
◎ 幼児も安心して遊べる公園の充実！

教育
再生計画

◎ 一時保育など家庭保育の支援拡大！
◎ 市内保育所・幼稚園およびその利用者への支援拡充！ 安全対
策の向上！

子供たちの健やかな成長の為に
◎ ｢教育｣｢中学校部活｣｢安全｣、地域と学校
の連携強化！

◎ 学力と体力の向上対策推進！ 体験学習の拡充！ ボランティア
精神の涵養！

◎ 公立保育園改革の推進！ 待機児の解消！

◎ 男女の違いを理解し、互いを尊重できる教育の推進！

◎ 子育て支援施設の整備！ 「０１２３武蔵境」の実現！

◎ 歴史・伝統・文化を大切にし、祖先を敬い、日本に誇りを持ち、地

◎ 家庭の復権、親子・家族の“絆”を育む施策の推進！

域に愛着の持てる教育の推進！

地域

生活

安心計画
安全計画

防災･防犯力の強化 事故の防止
◎ 地域防災力と消防団支援の強化！

安心計画

◎ ｢バリアフリー｣｢ユニバーサルデザイン｣のまち
づくり推進！

◎ 民間建物の耐震診断や改修支援の強化！
地域防災拠点・公園等の整備！

いつまでも安心して暮らせる街

◎ 地域福祉を支える人材育成の推進！

◎ 防災･安全センターの施設及びＩＴ機能の市民活用推進！

◎ 健康増進施策の推進と地域スポーツ施設の整備！

◎ 地域安全活動への支援と地域パトロールの強化！ 街への防犯

◎ 市民の健康を守る身近な医療ネットワークの整備！ 休日や夜間

カメラ設置の推進！
◎ 事故を防ぐ道路環境の整備！ 自転車対策の強化！

などの救急医療体制の整備推進！
◎ 行政・学校・市民の連携による食育推進・食の安全確保！

まち

街に活力！ 地域･市民･商業

市役所

最小のコストで最大のサービスを

元気計画

◎ 武蔵境南北一体型のまちづくりの推進！

改造計画

◎ 市民･ＮＰＯ･企業などとの協働推進！

◎ 吉祥寺･三鷹駅勢圏の魅力ある街づくり！
◎ コミュニティーセンターのＩＴ化推進！ 武蔵境駅北口周辺へのコミ
セン設置の推進！

◎ スピード＆コスト意識をもった市役所へ！
◎ １千万円プレーヤー市職員が行なうべき仕事の徹底精査！行革
推進！ 民間でできることは民間で！

◎ 武蔵境高架下への駐輪場・公益施設等の設置！

◎ 健全財政で良質な市民サービスと必要な公共施設の整備！

◎ 青少年の居場所「武蔵野プレイス（仮称）」建設の推進！

◎ ＩＴ化の推進！ いつでも自宅のパソコン（インターネット）やFAXか

◎ 地域に応じた商業振興対策と空き店舗活用の推進！

ら各種行政手続きを可能に！

地域の皆さんと共に汗を流し、住民の真の声を聞き、議会活動に活かした８年
８年間
間。

これまでも…

広がる活動
変わらぬ現場主義

これからも。

○ すきっぷ通り商店街恒例「大抽選会」の会場整
理
○ クールビズで街頭演説

○ 「武 蔵 境 舞 祭 り」の 進
行係を担当

○ 青少協第二地区「武蔵野ジャンボリー」 指導者として毎年参加

○ 杵築大社の秋祭り「子ども神輿」の準備
○ 会派予算要望作成に向けて各種団体ヒア
リング
○ 毎年「市政報告会」を開催 しっかりと市民の声
を聞く

○ 第18代自民党三多摩支部連合会青年部長に就任

○ 会派を代表して「代表質問」

○ 副理事長、監事等を務めた
(社)武蔵野青年会議所を
2006年度卒業

○ 下村博文内閣官房副長官を訪問

○ 政策研究する超党派の地方議員
で 書 籍 を 出 版（平 成 19 年 1 月 15
日/明成社より）

武蔵野ニュｰリｰダｰ 島崎よしじさんを私たちも応援しています。
○新時代に向けた武蔵境100年の街づくりは佳境を迎えています。
地域でしっかりと根を張って活動し、住民の生活実感をよく理解して
議会でがんばっている島崎君を、これからもよろしくお願いします。
高橋遼吉 島崎義司後援会会長
○境浄水場西側都有地への大型商業施設問題や鉄道高架下問題
にも取り組んでくれるなど、若いリーダーシップが光っています。
下田照雄 武蔵境商店会連合会会長
○つねに議会で、商店街が地域で担う役割やコミュニティの重要性
を訴え、地域でも商店街活動を支えてくれている心強い存在です。
高橋録造 すきっぷ通り商店街理事長
○自身も二児の父であり、青少協活動を通じて日頃から子どもたちを
見守ってくれています。若い地域のお父さんとして頼りにしています。
林 あき 青少協第二地区前委員長
○武蔵境のシンボル「独歩の森」に続く緑地『旧・都立青年の家跡地』

が民間に売却されそうになったとき、市が取得するよう署名運動の先
頭に立ち、私が請願提出者として市議会に行った際には筆頭紹介
議員を務め、理路整然と取得の必要性を市に訴えてくれました。
斉藤千昭 境福祉の会会長
○青年会議所の後輩でもある島崎君は青少年育成活動に熱心で、
議員活動でも、教育を取り巻く諸問題、家族や家庭のあり方、子育て
をめぐる様々な問題の"本質"を理解していると感じます。これからの
武蔵野ひいては日本を託せる若手のリーダーです。
高橋 勇 武蔵境自動車教習所社長
○島崎義司議員は若手のリーダーであるとともに、子育て世代の代
表です。彼の魅力である強い正義感と、歴史や文化伝統を尊ぶ心
を今後も市政で最大限発揮し、未来を担う子どもたちに明るい希望
を与えてくれることでしょう。期待しています。
小美濃安弘 前東京都議会議員

