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平成 年がスタートしました。皆様には益々ご清栄の
ことと存じます。
おかげさまで、昨年６月の議長就任以来、議会内の運
営・
調整はもとより、武蔵野市議会の代表として市内外
を飛び回る日々が続いております。
さて、一昨年の米国金融危機で始まった世界的な景気
減速は、いまだ我が国経済に大きな影を落としていま
す。この状況下、武蔵野市では２次にわたるプレミアム付
き商品券の発行補助や事業者の運転資金融資への利子
補給、学校耐震化等公共事業の前倒しなど、市内景気浮
揚に向けた施策を展開していますが、市内商工業を取り
巻く環境は依然として厳しいものがあります。
本市の財政は、極めて担税力の高い多くの個人市民に
支えられていますが、現状では法人市民税の減が見込ま
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れ、
税収の極端な落ち込みとまではいかないものの、
来年
度予算に一定の影響が予想されています。
早期に都市化した本市では、ライフラインやゴミ処理施
設等の老朽化により、その更新のため、今後 年間で約
１千５百億円以上という財政負担が予測されています。
本格的な地方分権時代を迎え、市議会には、行政の効
率性の点検や政策効果の検証が求められています。最小
の経費で最大の行政効果を上げることが至上命題とい
え、市議会の役割や責任は、これまで以上に重要なもの
となります。
本年も貴重な税金による本市の各種施策展開が、市民
の納得のいくものとなるよう、議長として、議員として、
全力で取り組んでまいります。皆様には今後とものご指
導・
ご鞭撻を宜しくお願い申し上げます。
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☜ 島崎よしじのブログ ｢活動日誌｣も好評更新中！

http://blog.livedoor.jp/yoshiji3/

新春にあたり皆様のご多幸を
心よりお祈り申し上げます。
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☆市政トピックス
▽平成21年６月定例会

◎乳幼児及び義務教育就学児の医療費を無料化
これまで、小･中学生の医療費自己負担分３割中１割市
が助成していたものを、子育て支援という観点から、6月
定例会で所得制限なく無料化(全額市助成)する条例改正を
可決、10月から実施されました。
▽平成21年９月定例会

◎元気出せ武蔵野商品券第２弾発行を補助
５月に商連と商工会議所発売し市が補助したプレミア
ム付き「元気だせ武蔵野商品券」の第２弾を発行するこ
ととなり、そのための補正予算案を可決、今回の市から
の補助はプレミアム分 2000 万円＆事務経費分1200 万
円(前回はプレミアム分650 万円＆事務経費分500 万円)
とし、11月14日から３日間販売しました。

◎吉祥寺駐輪場確保へ 歩道登録駐輪場は廃止へ

備するための補正予算を可決しました。開設は今年４月を
予定しています。なお、現在同通り沿い歩道上にある登録駐
輪場は歩行環境確保の観点から廃止する方針です。
▽平成21年12月定例会

◎水道料金値上げへ
武蔵野市の水は、市水道部が市内深井戸から汲み上げ
ている水が約８割、東京都水道局から買っている水が約
２割となっていますが、都からの水が値上げとなること
や老朽化している市内水道管の再整備、将来的な都水道
との一元化も視野に、値上げする議案を可決しました。
値上げは22年度･23年度と段階的に行われます。
値上げ幅は、4人家族を一例に挙げると、現在の平均
6,550円(※2か月分)が22年４月からは平均6,956円、
23年４月からは平均7,176円となります。尚、都水道へ
一元化(統合化)している自治体の料金は同条件で平均
7,339円なので、値上げをしてもまだ武蔵野市は近隣区
市より水道料金が安いという計算にはなります。

吉祥寺大通り沿いの吉祥寺パーキングプラザ(旧ラオッ
クス入居ビル)内１,２階部分に約1200 台分の駐輪場を整 ※ここでは特徴的な一部の施策のみ取り上げました。

☆議長日誌
9/1火 安曇野市長来訪
5土 吉祥寺東部防災フェスティバル
武蔵境スイングロードフェスティバル
6日 武青杯学年別柔道大会
武蔵野山梨県人会総会
西部コミセンふれあいまつり
8火 消防懇話会懇親会
9水 ロシア社会経済分析研究所視察団来訪
消防交友会懇親会
15火 敬老福祉の集い
16水 韓国釜山市議会議員団来訪
17木 敬老福祉の集い
オリンピック・パラリンピック開催都市決定出陣式
18金 敬老福祉の集い
武蔵野市自衛消防隊訓練審査会
24木 東京都功労者表彰被表彰者との昼食会
26土 市立境幼稚園運動会
武蔵境すきっぷ通り舞祭り
27日 北多摩地区消防大会
28月 岡山県早島町議会視察来訪
ダイヤ街アーケード竣工祝賀会
10/1木 武蔵野市役所辞令交付式
2金 テンミリオンハウスくるみ祭
6火 武蔵野地域安全のつどい
12月 市民体育祭・スポーツフェスティバル開会式
14水 宮崎県市議会議長会視察来訪
15木 宗像市議会視察来訪
16金 くらしフェスタむさしの2009
吉祥寺月窓寺薪能
17土 障害者福祉センター文化祭
吉祥寺北コミセン文化祭
18日 シルバースポーツ大会開会式
民謡民舞大会式典
19月 東京都市議会議長会正副会長会議
20火 東京都市町村総合事務組合議会定例会
亜細亜大学地域交流懇談会
21水 全国議長会研修フォーラム(金沢市～22木)
23金 市立第六中学校合唱コンクール
中近東文化センター30周年祝賀会
武蔵野市部課長会秋季懇親会
24土 本町コミセン創立30周年記念式典

26月 武蔵野市議会歴代正副議長会懇談会
27火 東京都市区議会議長会正副会長会議・理事会
31土 市立第六中学「東京都教育の日」授業参観
桜堤コミセン文化祭
11/1日 富山県南砺市5周年記念式典
3火 吉祥寺イルミネーション点灯式
4水 北京市区・県友好代表団交流会
5木 東京都道路整備事業推進大会
7土 西部コミセン文化祭
０１２３吉祥寺まつり
武蔵野市農産物品評会
8日 武蔵野消防署一般公開参観
武蔵野青空市式典
友好都市代表昼食会
9月 三鷹駅北口イルミネーション点灯式
11水 東京都市議会議長会正副会長会議
島崎義司君の議長就任を祝う会
12木 防火のつどい・表彰式
天皇陛下御即位20年をお祝いする国民式典
13金 市立桜野小学校展覧会参観
菊花展表彰式
14土 市立第二小学校展覧会・学校公開参観
市立第二中学校創立60周年記念式典
15日 本宿コミセンまつり
市民文化祭
むさしの国際交流まつり
16月 東京都市議会議長会理事会及び定例総会
技能功労者・産業功労者表彰式
17火 青少年善行表彰選考委員会
沖縄県嘉手納町議会視察来訪
スポーツ振興事業団評議員会
20金 庁舎総合防災訓練講評
21土 境駅北口イルミネーション点灯式
むさしの教育フォーラム
故柿沢弘治元外務大臣を偲ぶ会
23月 少年野球連盟大運動会
28土 関前農事研究会創立60周年記念祝賀会
29日 市内一斉美化運動
市立境幼稚園展覧会
30月 精華第二保育園開所式
12/1火 武蔵野市早朝野球連盟平成21年度納会

5土 市立桜野小学校道徳授業公開参観
武蔵野市体育協会創立60周年記念式典
武蔵野ラグビーまつり懇親会
横河武蔵野ＦＣイヤーエンドパーティー
6日 けやきコミセン開館20周年記念式典
境福祉の会地域交流クリスマス会
7月 武蔵野法人会役員面談
8火 青少協二六中ブロック吉祥寺パトロール
吉祥寺ウェルカムキャンペーン合同納会
10木 武蔵野市農産物品評会表彰式
自民党三多摩支部連合会青年部忘年会
11金 武蔵境駅舎・広場・街づくり協議会忘年会
12土 ＪＲ中央線三鷹～国分寺間高架化記念式典
武蔵野市国際交流協会創立20周年記念式典
武蔵野市医師会忘年会
15火 武蔵野青年会議所ＯＢ・現役合同納会
16水 自治労武蔵野市職員労働組合忘年会
18金 農業委員会忘年会
武蔵境温泉通り商栄会忘年会
19土 田中武男氏緑綬功労賞(内田農業振興会)受賞祝賀会
土屋正忠前衆議院議員忘年会
25金 天皇陛下御即位20年記念式典
30水 歳末警戒消防団・消防署まわり
※ 紙面の都合上、市議会日程や細かな個人日程は記載を省略しました。
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◇Profile
しまざき よしじ
◎昭和41
年2月武蔵境生まれ。(43
歳)
昭和41年
月武蔵境生まれ。(43歳)
◎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。
◎衆議院議員の秘書を9
衆議院議員の秘書を9年間勤めた後、実家の食肉卸･加工販売会
社に勤務しながら(
社に勤務しながら(社)武蔵野青年会議所など地域活動に取組む。
◎平成11
年4月市議会議員に初当選。（現在3
平成11年
月市議会議員に初当選。（現在3期目）
◎現在、武蔵野市議会議長(第40
代)、東京都市議会議長会副会長
現在、武蔵野市議会議長(第40代)、東京都市議会議長会副会長
などを務める。青少協第二地区副委員長、自民党武蔵野総支部政
調会長、武蔵野市防衛協会常任理事･青年部長、日本会議首都圏地
方議員懇談会副幹事長、学校法人拓殖大学評議員。
◎家族は、妻、長女13
才、長男10
10才。
才。
家族は、妻、長女13才、長男

