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☆平成
☆平成22
22年度
22年度 東京都市議会議長会 会長就任へ。
昨年6月に武蔵野市議会議長に就任して早くも10ヵ月
が過ぎました。日々是勉強といったところですが、引き続
き気を引き締めて頑張ってまいりたいと存じます。
さて、新年度(平成22年度)私は、東京都市議会議長
会の会長に就任することになりました。この会長職につい
ては三多摩26市の議長が年度ごとに持ち回りで務めてい
るもので、正式には4月9日の議長会臨時会で交代、同
月16日の議長会会長引継ぎ書調印式を経て、本格始
動ということになります。
会長就任にともない、私が新年度に務める公的役職
は、①全国市議会議長会理事 ②関東市議会議長会東
京都支部長 ③東京都市議会議長会会長 ④東京都区
市町村振興協会評議員 ⑤東京都市町村総合事務組
合議会議員 ⑥東京都都市計画審議会委員 ⑦東京都
国土利用審議会委員 ⑧第68回国民体育大会東京都
準備会常任委員 ⑨北方領土の返還を求める都民会議
理事 ⑩東京都三多摩地区消防運営協議会委員など
があり、また、武蔵野市議会議長の宛職としても、⑪東京
河川改修促進連盟理事 ⑫三多摩上下水及び道路建

設促進協議会理事 ⑬多摩地域都市モノレール等建設
促進協議会委員 ⑭三鷹･立川間立体化複々線促進協
議会委員 ⑮武蔵野市健康開発事業団評議員 ⑯武蔵
野市国民保護協議会委員 ⑰武蔵野市防災会議委員
⑱財団法人武蔵野生涯学習振興事業団評議員 ⑲民
生委員推薦会委員 ⑳交通対策協議会会員などを務
め、さらに、個人的には現在、武蔵野市青少年問題協議
会第二地区委員会副委員長、武蔵野市防衛協会青年
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なども務めています。
改めて書き出してみると、大変な数の役職を受けている
ことになっていました。もちろん、本来の職務である武蔵
野市議会の本会議や委員会、他自治体からの視察への
対応などのほか、議長として招かれる各種行事も、式
典、総会、忘・新年会、懇談会･懇親会、祝賀会、学校
や各種団体の発表会･展覧会、葬儀などを含めると、年
間250～300はあると思います。とにかく一年間、全力で
務めてまいります。
武蔵野市議会議長 島崎義司

▽市議会第一回定例会 平成
平成22
22年度予算を可決
22年度予算を可決
武蔵野市議会の平成２２年第一回定例会が2月23日から3
月26日まで開催されました。同定例会は新年度の予算を定
める議会で、市長の施政方針説明、各
会派代表質問等が行われたのち、予算
特別委員会を設置、一般会計569億
円、4特別会計1企業会計267億円の総
計約836億円にのぼる平成22年度予算
を審査し委員会可決、最終日の本会議
で成立しました。
なお私は、来年の市議会議員改選ま
で議長を務めることになっており、慣例に
より所属委員会以外での質疑はできませ

んが、私が初当選以来一貫して関わってきた商業･地域活性
化、ＪＲ中央線高架下及び南北交通変化への対応など、各駅
勢圏毎のまちづくりやインフラ再整備の推
進等、これまでの長年の議論の成果は
確実に実ってきていると思います。
ただ一方で、今年3月1日にまたしても
行政事務の不祥事として、｢市税滞納者
名寄台帳の紛失事件｣が起こり、さらに、
同事件発生の報告が市長に上がるまで
9日間もかかっていたということも判明、セ
キュリティー管理の甘さや危機管理体制
の問題点などが指摘されました。
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☆22年度施策トピックス 安心 活力 環境 まちづくり
市が補助して商連と商工会議所が発売したプレミアム付き｢元気だせ武
4月3日(土)、三鷹駅北口の大型マンション｢武蔵野タワーズ｣１階に、 蔵野商品券｣について、22年度も発行支援する。（発行総額:2億2千万
インターネット環境を備えた多目的スペースがオープン。44㎡定員27 円予定）
名の会議室が２室あり、2室同時利用も可。会議のほか、絵画・写真・ ◎吉祥寺 中央 武蔵境 まちづくり新たなステージへ
映像芸術などの展示会場としても利用可能。有料。
吉祥寺地区では、撤退した大型店の後継テナント出店を契機とした新
活性化イベントの展開、1階荷捌きスペース 2･3階立体駐輪場施設の
◎「あんず苑アネックス(仮称)」設置へ
住みなれた地域でいつまでも生活できるよう、民間法人が設置を予 整備、中央地区では、御殿山通りの景観配慮型整備、三鷹駅北口駅
定しいるサテライト型小規模老人保健施設｢あんず苑アネックス(仮称)｣ 前広場の交通機能改善、武蔵境地区では、武蔵境駅周辺南北道路
およびJR高架化による側道無電中化整備、武蔵境活性化委員会への
の整備費を補助。
補助支援など、3駅勢圏でのまちづくりは新たな段階へ。

◎「かたらいの道 市民スペース」オープン

◎「新武蔵野クリーンセンター(仮称)」建設へ

◎災害拠点病院機能向上へ 施設整備を補助

現在のクリーンセンターの東側に建替える方針が示された新ごみ処理
施設｢新武蔵野クリーンセンター(仮称)｣建設について、学識経験者や 老朽化が激しく、土地等の関係で耐震化も補修も建替えもできなかっ
市民参加の｢施設基本計画策定委員会｣を設置し、技術的検討や、施 た武蔵野消防署境出張所を武蔵野赤十字病院敷地内に移転すること
が決定、この機に、災害時拠点病院として指定されている同病院の機
設形状･周辺整備の方向性などを検討。
能を充実させ、さらに高度な活動をできるようにするための施設整備経
費の一部を補助。
◎「元気出せ武蔵野商品券第3弾」発行へ
市内景気が依然として厳しい状況にあることから、昨年５月と11月に ※特徴的な一部の施策のみ取り上げました。

☆活動日誌 議長就任
議長就任10
10カ月
10カ月 さらに走る。
1/ 4月
5火
7木
8金
9土
10日
11月
12火
13水

14木

15金
16土
17日
18月
19火

20水
21木
22金
23土
24日
25月
26火

武蔵野市役所仕事始め年頭挨拶
吟詠吟舞金凰流新年会
武蔵野市賀詞交歓会(市･議会･商議所･商連)
武蔵野市老壮連合会新年総会
消防団出初式、1分団～10分団新年会まわり
武蔵野警察署武道始式・協力三団体主催懇親会
武蔵野三鷹新春のつどい
未来をひらくはたちのつどい(成人式)
緑町コミセン新春住民のつどい
議会運営委員会視察(飯田市・多治見市) ～13水
武蔵野商工会議所会員新春のつどい
武蔵野防犯協会新年賀詞交歓会
西部コミセン新年初顔合わせ
たばこ税増収対策協議会 新年会・情報交換会
武蔵野建設業協会 新年会
東京吉祥寺ライオンズクラブ新年例会
北多摩議長連絡協議会 研修会・意見交換会
武蔵野市歯科医師会新年会
青少協第二地区(二小学区)どんど焼き
武蔵野市青少年善行表彰式典
吉野利明都議初春のつどい
井の頭通り商店会新年会
東京都市議会議長会正副会長会議
三多摩地区消防運営協議会役員会・第二部会
消防関係団体合同新年賀詞交歓会
吉祥寺末広協栄商店会新年会
東京市町村総合事務組合議会行政視察 ～21木
武蔵野市薬剤師会賀詞交歓会
武蔵野市老人クラブ連合会新年会
ＪＡ境三支部新年会
世界連邦運動協会「早春のつどい」
三鷹駅北口商店会新年会
武蔵境商店会連合会新年会
東京都市区議会議長会監事会
理容組合多摩府中北支部新年会
自民党武蔵野総支部女性部新年会
福島県福島市議会視察来訪
東京都美容生活衛生同業組合武蔵野支部新年会

18木 東京都市議会議長会正副会長会議
(社)武蔵野青年会議所新年賀詞交歓会
27水 北方領土の返還を求める都民大会
19金 東京都市議会議長会理事会・総会・情報交換会
23火 武蔵野市老人クラブ連合会芸能文化祭
北多摩東地区保護司会武蔵野分区新年懇親会
武蔵野食品衛生協会新年賀詞交換会
武蔵境活性化委員会報告会
吉祥寺南口商店会パークロード商店会御殿山幸栄会合同新年会
24水 自由民主党三多摩議員連絡協議会総会
28木 鉄道対策農水省跡地利用特別委員会視察(千代田区・葛飾区)
26金 東京都農業委員･農業者大会顕彰受賞者等の祝賀懇親会
武蔵野交通安全協会賀詞交歓会
27土 武術太極拳交流大会
武蔵野市消防団新年懇親会・受賞祝賀会
28日 武友杯柔道大会
29金 福岡県筑紫野市議会視察来訪
3/ 6土 第六中学校学習発表会参観
富山県南砺市議団来訪
武蔵野市ジュニアバンドジョイントコンサート
武蔵野市華道連盟新年会
武蔵野市老壮連合会｢趣味の作品展｣参観
建設委員会行政視察(北多摩一号水再生センター)
自由民主党武蔵野総支部定期大会
30土 武蔵野東第一・第二幼稚園発表会
7日 武蔵野市子ども文化･スポーツ表彰式
31日 武蔵野市視覚障害者福祉協会新年会
8月 写遊「どんぐり」写真展参観
2/ 1月 東京都市区議会議長会正副会長会議・理事会・臨時総会
10水 東京都平和の日記念式典･都響公演鑑賞
2火 東麺協武蔵野三鷹連合会新春祝賀会
11木 第二中学校音楽祭
吉祥寺南町四商店会連合会新年会
自由民主党総裁表彰受賞祝賀会
国民体育大会武蔵野市実行委員会設立発起人会
3水 杵築大社節分祭
祥南会新年会
13土 武蔵野市青少年コーラスジョイントコンサート
自由民主党三多摩支部連合会青年部定期大会
4木 吉祥寺サンロード商店街振興組合新年会
5金 東京都都市計画審議会
17水 市立境幼稚園修了証書授与式
6土 武蔵野市障害者福祉協会｢新年を祝う会｣
19金 第六中学校卒業式
自衛隊東京地方協力本部西東京地域事務所管内四市賀詞交歓会
スポーツ振興事業団評議員会
武蔵野市軟式野球連盟総会懇親会
20土 長野県安曇野市市民団歓迎夕食会
7日 青少協第二地区(二小学区)ドッチビー大会
22月 消防団第十分団新ポンプ車披露･懇親会
8月 市議会議員共済会代議員会
25木 第二小学校卒業式
武蔵野料理飲食業組合創立50周年記念祝賀会
シルバー人材センター定期総会
広島県大崎上島町訪問団歓迎交流会
武蔵野タワーズ公共利用提供スペース等見学
9火 武蔵野環境衛生協会新年名刺交歓会
27土 サンヴァリエ桜堤「桜まつり」
武蔵野市消防交友会新春懇親会
学校法人拓殖大学評議員会
武蔵野市部課長会新年懇親会
消防団第八分団新ポンプ車披露･懇親会
青少協第二地区役員懇談会
10水 議会改革視察(神奈川県横須賀市議会)
12金 東京市町村総合事務組合議会定例会
28日 関前八幡神社社務所落成式
16火 第48回東京都市議会議員研修会
29月 武蔵野健康開発事業団評議員会
17水 第二小学校学校公開 2分の1成人式参観
※ 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。
◇島崎義司
年2月武蔵野市境生まれ(44
歳) ◎武蔵野市立二小･六中、拓大一高をへて拓殖大学商学
島崎義司(しまざきよしじ)プロフィール ◎昭和41
昭和41年
月武蔵野市境生まれ(44歳)
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(
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)武蔵野青年会議所など地域活動に取組む ◎平成
代) 東京都市議会議長会会長 ◎家族は、妻、長女13
才、長男10
10才
才
11年
武蔵野市議会議長(第40代)
家族は、妻、長女13才、長男
11年4月市議会議員に初当選(
月市議会議員に初当選(現在3
現在3期目)
期目) ◎武蔵野市議会議長(第40

