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☆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。
平成23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。
おかげさまで私も、議長として、また都の市議会議長会会
長として大過なく過ごしています。これも偏に皆様のご理
解ご支援の賜と感謝を申し上げます。
さて、依然として先行き不透明な社会情勢と景気状況で
すが、武蔵野市では昨年、各種の地域経済活性化対策に取り
組み、旧伊勢丹吉祥寺店跡への｢コピス｣や吉祥寺駅ビル改
修による｢アトレ｣など新商業施設も順次オープン、吉祥寺
パーキングプラザ設置や三鷹駅前タワーマンション駐輪場
完成に伴う路上駐輪場廃止と歩行スペースの拡大など、ま
ちのリニューアルや整備も順調に進んでいます。
また、市内の歴史･文化･芸術･産業･自然などまちの資源
をトータルコーディネートし誘客や地域活性化につなげる
観光推進機構も設立され、鉄道高架化完成に伴う南北一体
型のまちづくりに資するための組織、武蔵境活性化委員会

も活発に活動しています。
これら魅力あるまちづくりにしっかりと取り組むことが
できるのも、地域の力と市民の高い担税力に支えられてい
るからこそです。
一方で、早期に都市化した武蔵野市の大きな課題、20年
間で約1,500億円と試算されているライフラインやゴミ
処理施設等の更新も着実に進めていかなければなりません。
市議会としても、行政の効率性の点検や政策効果の検証
が、これまで以上に求められています。最小の経費で最大の
行政効果を上げることが極めて重要で、本格的な地方分権
時代を迎え、市議会の役割や責任もこれまで以上に重要に
なってきています。
本年も貴重な税金を原資とする本市の各種施策や政策が、
市民の納得のいくものとなるよう、市民代表たる市議会、そ
して議員としての役割をしっかりと果たしてまいります。
武蔵野市議会議長 島崎よしじ
島崎よしじ

☆市政トピックス
▽平成22
▽平成22年
22年12月定例会より
12月定例会より

◎三鷹駅北口前広場の交通機能改善へ

◎緊急経済対策･雇用対策事業予算を可決

現在、三鷹駅北口駅前広場は車両と歩行者が交錯し、駅前の
渋滞や歩行者の安全上の問題等があることから、これを改善す
るため、三鷹駅北口駅前広場のバス乗降場を再編し、老朽化し
たバス停留所や屋根の改修も含め、駅前広場のバリアフリー整
備と合わせて平成23年度に工事を実施。

保育園や小中学校などの施設維持修繕工事など市内建設業者
が受注可能な16カ所少額工事の前倒し発注(予算総額約5,490
万円)や、吉祥寺駅周辺に荷捌き車両の進入を防ぐことを目的に
した共同集配送事業を実施するにあたり、運送事業者などに事
業の参加を促すため事業(予算総額約190万円)の内容資料の配
布およびアンケート調査を実施。
▽平成22
▽平成22年
12月行政報告より
22年12月行政報告より

◎市立小中学校全普通教室に空調設備を設置へ
これまで原則的に扇風機で対応してきた本市の小中学校の教
室(普通教室約260教室/特別教室約60教室)の夏季の暑さ対策
について、今後も都市のヒートアイランド現象などで今夏のよ
うな猛暑が予想されることから、平成23年度(工事は夏休みを
予定)に空調設備(ガスヒートポンプ方式)を整備する方針を決
定。なお、財源として文科省の学校施設整備費補助や、都も冷
房設備設置補助の方針を決定しておりこれらを活用予定。

※ここでは特徴的
ここでは特徴的な
特徴的な一部の
一部の施策のみを
施策のみを取
のみを取り上げました。
げました。

武蔵野かわら版

平成23年 1月号

☆議長日誌
7/ 1木
2金
3土
4日
7水
9金

11日
14水
15木
17土
21水
23金
26月
27火
28水
30金

31土
8/ 1日
4水
5木
6金
15日
16月
17火
22日
23月
25水
26木
27金
28土
29日
31火
9/ 4日
5日
7火
9木
10金
11土
12日
14火
17金
19日
25土
26日
30木

武蔵野市観光推進機構開所式テープカット
10/ 1金 武蔵野市人事異動辞令交付式
11/ 7日 西部コミセン文化祭
民生委員推薦会
東京都功労者表彰自治功労被表彰者昼食会
むさしの青空市式典
観光推進機構キックオフイベントオープンセレモニー
2土 第二中学校運動会
友好都市市町村代表昼食会
福生市市制施行40周年記念式典
3日 杵築大社例大祭
市民文化祭フェスティバル(武蔵野市芸術文化協会)
七夕のつどい 午後の部
5火 敬老福祉の集い（午前の部、午後の部）
町田市議会議員葬儀参列
青少協二･六中ブロック救急救命講習会
武蔵野市地域安全のつどい
早朝野球連盟納会
献血推進協議会総会
6水 敬老福祉の集い（午前の部）
9火 東京都市議会議長会正副会長会議
境福祉の会 地域交流お楽しみ会
暴力団追放都民大会
生涯学習振興事業団評議員会
武蔵境駅舎･広場･まちづくり協議会総会
7木 三鷹市長来訪
10水 新潟県三条市議会視察来訪
むチューふれあいまつり(中央地区商連)
9土 桜野小学校道徳授業地区公開講座・学校公開
武蔵野商工会議所創立60周年記念講演 記念式典
旧桜野小学校 増築施設視察
11月 市民総合体育祭総合開会式兼市民スポーツフェスティバル開会式
12金 全国市議会議長会理事会 評議員会
全国市議会議長会理事会
12火 コピス吉祥寺内覧会
14日 桜堤コミセン文化祭
武蔵野東学園盆おどり
13水 文教委員会視察(登別市･北広島市･札幌市･千歳市～15金)
世界連邦武蔵野支部創立50周年記念式典
境まつり
16土 障害者福祉センター文化祭
武蔵野東学園祭
東京都市議会議長会正副会長会議
17日 シルバースポーツ大会
関前コミセンまつり
むさしのジャンボリー参加(青少協第二地区 ～25日)
吉祥寺北コミセン文化祭
15月 菊花展表彰式
所沢市議会視察来訪
吉祥寺南町コミセン文化祭
三鷹駅北口イルミネーション点灯式
東京都区市町村振興協会臨時評議員会
創立50周年記念民謡舞踊大会
16火 青少年善行表彰選考委員会
関東市議会議長会支部長会議 (那須塩原市～29木)
むさしの囃子保存会 郷土芸能の集い
17水 東京都市議会議長会理事会 定例総会
国体･全国障害者スポーツ大会東京都準備委員会常任委員会総会
18木 東京都都市計画審議会
鳥取県若桜町議会視察来訪
武蔵野市議会歴代正副議長会
三鷹･立川間立体化複々線促進協議会総会
20土 御殿山コミセンまつり
安曇野祭りオープニング式典(長野県安曇野市)
むさしの教育フォーラム
むさしのジャンボリー訪問（青少協桜野地区)
21日 武蔵野市防衛協会青年部 防衛大学校視察研修会
吉祥寺南口ふれあい夏祭り盆踊り大会
23火 ごちそうフェスタ｢物産･逸品市｣オープニングセレモニー
武蔵境活性化委員会全体会議
25木 青少協二･六中ブロック会議
北多摩議長会連絡協議会研修会･意見交換会
ふるさと武蔵野市民のつどい
東京都市議会議長会理事会･定例総会
26金 市立小学校連合音楽会
サンヴァリエ桜堤夏祭り･盆踊り
武蔵野商工会議所会員事業所優良従業員表彰式
靖国神社参拝
27土 八幡町コミセン30周年記念式典
東京都戦没者追悼式
28日 境幼稚園 展覧会
国民体育大会武蔵野市実行委員会設立発起人会
武蔵野市民交響楽団管弦楽定期演奏会
武蔵村山市議会議員葬儀参列
18月 東京都市議会議長会正副会長会議
12/ 1水 武蔵野法人会正副会長来訪
総合防災訓練
19火 外環道路特別委員会都内視察
議員年金要望書各政党都連提出
武蔵野社交飲食同業組合定時総会懇親会
東京都市町村総合事務組合打合せ会
2木 武蔵境活性化委員会平成22年活動報告会
三鷹市議会議員葬儀参列
20水 全国市議会議長会研究フォーラム(大分市～21木)
3金 四季の会写真展
スポーツ祭東京2013武蔵野市実行委員会設立総会及び第1回実行委員会
22金 第六中学校合唱コンクール
4土 第三小学校開校80周年記念式典
武蔵野プレイス 建設現場見学会
鳥取県米子市議会視察来訪
境福祉の会地域交流クリスマス会
体育協会加盟団体代表者懇親会
内閣総理大臣賞受賞祝賀会
学校法人拓殖大学評議員会
桜堤コミセン夏祭り
23土 境幼稚園道徳保育公開講演会
5日 清瀬市市制施行40周年記念式典
東京車人基金チャリティーサマーフェスティバル
24日 桜堤ケアハウス春秋祭
吉祥寺フィルハーモニーオーケストラ創立15周年記念演奏会
韓国忠州市青少年交流団お別れ夕食会
緑町コミセン地域ふれあいまつり
7火 民生委員推薦会
健康開発事業団評議員会
くすりの無料相談会
体育協会理事会懇親会
スイングロードフェスティバル
25月 東京市町村総合事務組合議会定例会
8水 自民党武蔵野総支部忘年会
武青杯学年別柔道大会
26火 尼崎市市議会視察来訪
10金 武蔵境駅舎・広場・街づくり協議会活動報告会 忘年会
西部コミセンふれあいまつり
27水 関東市議会議長会支部長会議 理事会(水戸市)
11土 青少協二･六中ブロック ソフトバレーボール大会
吉祥寺美術館｢田淵行男写真展｣常陸宮殿下御来館
28木 議会運営委員会視察(北海道福島町･函館市～29金)
武蔵野市医師会忘年会
生涯学習振興事業団評議員会
30土 第六中学校授業参観
13月 農産物品評会表彰式 懇親会
三鷹市長訪問
31日 青少協第二地区親子運動会
14火 吉祥寺ウェルカムキャンペーン合同納会
東京都都市計画審議会
11/ 1月 北京市区･県人民代表大会友好代表団歓迎式 夕食会
15水 金子武 元武蔵野市議会議長 通夜
武蔵境舞祭り
2火 東京都道路整備事業推進大会
南砺･武蔵野交流「リア王」観劇会 交流パーティー
武蔵野市民交響楽団アンサンブル・ダ・カーポ吹奏楽定期演奏会
3水 三鷹市市制施行60周年記念式典
16木 金子武 元武蔵野市議会議長 告別式
中近東文化センター理事長来訪
吉祥寺イルミネーション点灯式
18土 独歩の森共同作業(武蔵野の森を育てる会)
消防懇話会懇親会
4木 北京市区･県人民代表大会友好代表団表敬及び視察来訪
安曇野市訪問団 歓迎夕食会
自衛消防隊訓練審査会
武蔵野市係長事務連絡会懇親会
20月 北方領土の返還を求める都民会議理事会
第52回北多摩地区消防大会式典
5金 庁舎総合防災訓練
21火 農業委員会懇親会
東大和市市制施行40周年記念式典
桜野小学校学芸会
22水 自衛隊西東京地域事務所忘年会
武蔵野青年会議所OB会一泊研修会
6土 拓殖大学創立110周年記念式典
30木 歳末消防特別警戒実施状況視察
※ 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。
武蔵野長寿会創立50周年記念式典
武蔵境イルミネーション点灯式

◇島崎よしじプロフィール ◎昭和41年2月武蔵境生まれ(44歳)。◎
◎武蔵野市立二小、六中、拓大一高をへて拓殖大学商学部を卒業。◎
◎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)武蔵野青年会議所などで活動。◎
◎平成11年4月市議会議員に初当選。(現在3期) ◎現在、武蔵野市議会議長、東京都市議会議長会会長などを務める。青
少協第二地区副委員長、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14才、長男11才。

