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就任のごあいさつ

14

せられた役割を自覚し、その職務を
全うすることをお誓い申し上げ、就
任の挨拶といたします。

張は異なりますが、行きつくゴール
は同じ市民の幸せだと思います。課

言論の府として市議会が円滑に運営
されるよう誠心誠意努力する所存で
あります。
現在、市を取り巻く状況は決して
楽なものではなく、解決すべき課題
は山積しております。議会に対する
市民の期待は大きなものがあり、そ
の責任も一段と重いものと認識して
おります。議員一人ひとりの主義主

ては議員の一人ひとりの意見を尊重
しつつ不偏不党、公正無私を旨とし、

いたしました。誠に身に余る光栄で
あり、その重責に身の引き締まる思
いであります。議会運営につきまし

におきまして議員各位のご推挙をい
ただき、議長ならびに副議長に就任

令和元年（2019 年）
6 月 1 日発行
（通巻 234 号）

新議員です
どうぞ
よろしくお願いします
人の新議員です。

４月 日の市議会議員選挙により
選出された、
任期は、令和元年５月１日から
令和５年４月 日です。
抱負とプロフィールをご紹介します。
（掲載は議席番号順です）
④年齢

４
– ７–
３
–９７０

①新政会
②市議会議員
③１期
④ 歳

⑤川崎４
⑥５７９

⑦この度、重責を担う事と
なり、身の引き締まる思い
です。
私のモットーは、「誠
実・実行」です。これまで
の国会議員秘書としての経
験を生かし、「住んで良か
った。働いて良かった。」
と言っていただけるまちづ
くりを目指します。
また、一つ一つの課題に
誠実に取り組み、皆さまと
市政との架け橋として、し
っかりと働いて参ります。
皆さまからのご期待にお応
えできるよう全力で取り組
んで参りますので、よろし
くお願いいたします。

歳

⑦選挙期間中にも訴えてき
ました市民生活で一番身近
な「防犯」と「青少年健全
育成」に力を入れて参りま
した。「子どもは地域の宝
物」その子どもたちが薬物
乱用や犯罪に巻き込まれな
いよう見守りと、防犯面で
は安全・安心なまちづくり
を目指し、一所懸命頑張り
ます。平成から令和の時代
が市民のために暮らしやす
い羽村、そして市民の皆さ
まの思いを市政に反映する
ために、絶大なるご支援と
ご理解をよろしくお願い申
し上げます。

①新しい風
②自営業
③１期
④ 歳
⑤小作台５ ５
– ８
–アー
バンライフカジ２０１
⑥５５５ ８
–０８０

かず と

①公明党
②市議会議員
③３期
④ 歳
⑤小作台２ ８
– –

センチュリー小作２０５

⑥５７９ ２
–４４１

①つながる力
②市議会議員
③２期
④ 歳

⑤小作台３ – ３–
⑥５５５ ４–７００
⑦今期から新しい会派「つ
ながる力」を立ち上げ、活
動してまいります。一人会派
ですが、多くの方々とのつ
ながりを大切にし、共に羽
村の未来を力強く切り拓い
ていこうではありませんか。
もっとも身近な議員とし
て、シニアや次世代の声を
市政につなげ、財政難の中
ではありますが、地域の課
題を解決し、明るく住みよ
い羽村を実現するために全
力を尽くします。それが、
多くの皆さま方からの負託
に応える最善の途であると
確信いたします。

④ 歳

①公明党
②市議会議員
③３期

⑤緑ヶ丘３ – –
⑥５５４ ９–１６５

⑦これまでに、皆さまから
⑦２期８年の経験を基に新
いただいた多くのお声を基
たな仕事が始まりました。
に、数々の実績を積み重ね、
人口減少・少子高齢化、ま
ご期待にお応えしてまいり
た市が抱えている財政再建
ました。これからも引き続
等の諸課題に真正面から挑
き皆さまのお声を大切に、
戦していかなければなりま
防災・防犯・交通など「安
せん。二元代表制の一つで
心と快適なまちへ」、子ど
ある議会が、しっかりチェ
も・子育て世代から高齢者
ック機能をはたせるよう、
まで「命を守り暮らしやす
そして皆さまの小さな声を
い社会へ」、市民の皆さま
も聞き逃すことなく市政に
の視点で「活力のある元気
反映できるよう取り組みを
なまちへ」に向けて、この
進め、皆さまのご期待にし
３期目も、これまで以上に
っかりお応えしていく所存
あらゆる課題にしっかりと
です。今後ともご支援のほ
どよろしくお願いいたします。 取り組み、地域的な課題の
解決などにも全力で、「と
ことん」働いてまいります。

とみ なが のり まさ

③議員歴

④

①新政会
②市議会議員

③３期

たか だ

８番 富永 訓正 議員

②職業

歳

高田 和登 議員

３番

まさ あき

26

⑦議員としての抱負

④

①新政会
②市議会議員

③３期

⑤羽東２ ３
– ６–
⑥５５５ ７–０９３

65

かじ

58

①会派名
⑥連絡先

歳

梶 正明 議員

勝 議員
なか じま

あき やま よし のり

⑦新たに３期目の議員とし
⑦これまで２期８年間、
て、子育て真只中の父親と
「みんなが元気になれる羽
して、働き盛りの人間とし
村」を目指して働かせてい
て、同世代の声をもっと市
ただきました。引き続き
政に届ける仕事をさせて頂
「活力に満ちたにぎわいの
きたいと考えています。
ある街」「西多摩をリード
「まち」「ひと」「しご
する商工業の街」「安心し
と」の三つの視点をもとに、 て暮らせる街」を目指し、
「歩く」「見る」「聞く」
すべての世代が羽村の魅力
の三つの活動をもって、ぶ
を実感できる街づくりに取
れることなく様々な課題に
り組んでまいります。同時
取組んで参ります。
に、刻々と変わる時代の変
どうぞよろしくお願いいた
化にも対応できるよう、仕
します。
事も子育ても現役世代の代
表として、羽村の将来を考
えて参ります。

⑤羽中４ – –
⑥５５５ ２
–３５５

２番
まさる

７番 中嶋

50

49

⑤住所

④

５番 印南 修太 議員

15 67

16 58
13

①日本共産党
②市議会議員

③２期
⑤栄町２ – –
⑥５５５ ６
– ３４６
⑦皆さまからの期待と願い
をしっかりと受け止め、公
約実現に全力を尽くします。
⑴羽村駅西口区画整理事業
は根本的に見直し、重い住
民負担や予算の大幅な削減
を。流れるプールの休止を
はじめ生活予算を削る前に、
まずはこの事業の見直しを。
⑵危険なオスプレイ飛行訓
練中止、消費税増税・社会
保障改悪中止等を国に働き
かけます。
⑶どの子も大切にされる保
育・教育の具体化を。皆さ
まとともに力を合わせます。
よろしくお願いいたします。

いん なみ しゅう た

秋山 義徳 議員

崇 議員

21

1番
たかし
とみ まつ

順 議員

４番 浜中
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６番 冨松

新たなメンバーで
じゅん
はま なか

①日本共産党
②政党役員
③４期
④ 歳
⑤ 神明台３ – １–ライオ

ンズガーデン羽村２２０

①令和かがやき
②市議会議員
③４期
④ 歳

①公明党
②市議会議員
③４期
④ 歳

①新政会
②市議会議員
③４期
④ 歳

①世論
②報道写真家
③４期
④
歳

⑤羽東２ ６– –
⑥５５５ ５–０９８
⑦一千戸の住民に「土地を

⑤羽西２ – –
⑥５５４ ２
–１３６
⑦時代は平成から令和に変
出せ、金を支払え、別の場
所に移動せよ」と迫る羽村
駅西口土地区画整理事業。
一貫しての反対が、理解さ
れたと思います。事業見直

９– ５–
０–９９７

⑦このたび４期目を迎え、皆
わり、私の議員活動も４期
目に入りました。その重責
に身の引き締まる思いであ
りますが、「生まれ育った
はむらのために」選挙での
しを掲げる候補者が推進派
候補の４倍以上の票数を得
たのも有権者の意思表示で
しょう。年間 億円の区画
整理事業費で市財政は実質

⑤栄町１
⑥５７８

⑦市民の皆さまからの負託
さまからのご期待に添える
よう全力で働いて参ります。
これまで女性の目線、生
活者の視点を大切に無駄の
削減や、子育て支援、高齢
公約実現に向け、全力で取
り組む所存です。未来を担
う子供たち、お年寄りや障
がいのある方、全ての市民
が「安心・安全・快適」に
赤字。市民サービスの削減
が始まりました。無駄な公
共事業から人づくりへの転

⑤羽中２ – –
⑥５５５ ５–３３８

により、貴重な議席をいた
だき、重く責任を感じてい
ます。４期目も、皆さまの
声を「かたち」にすること
に力を尽くして参ります。
者・障がい者支援など取り
組ませて頂きました。それ
に加え今期は、さらに防
犯・防災対策など「安心と
快適なまちへ」、学童の放
暮らしていけるまちづくり
の構築に向け、まい進して
まいります。初心を忘れる

④

歳

⑦コンパクトだからこそ魅
力的で輝く羽村。困ったと
きに誰も取り残されない羽
村。安心して暮らせる羽村
を目指して、心も新たに全
力で働いていきます。
自治体の基本である「住
民福祉の増進」が進んでい
るか、情報公開が徹底して
いるか、身の丈にあった財
政運営となっているかを、
市民目線で厳しくチェック
します。憲法を守り、羽村
市平和都市宣言を尊重し、
戦争につながる道に反対し
ていきます。

⑤双葉町２ ６– １– –
１０２
⑥５３３ ５–３４４

③７期

①市民ネットワーク
②市議会議員

10

⑥５７９ ６–８９７

日頃の生活の中で感じる
「困りごと」「不安」、街
に対する様々な想いをおき
かせください。「住んでよ
かった！」と思える「まち
課後対策、認知症対策など
「命を守る社会へ」、若い
世代の定住促進や産業振興

歳

活動します。

づくり」のために、これか
らも汗をかいて参ります。
そして、事業の見直しも進

④

⑤川崎３ ６
– –
⑥５５５ ７–６５５

③５期

①令和かがやき
②市議会議員

する決意であります。

換で「小さくても輝くま
ち」を次世代に残せるよう、

④ 歳

①令和かがやき
②会社役員

③５期

⑤羽加美３ – –
⑥５７８ ２
–８６７

ひで こ

もん ま

しくお願いいたします。

１
–

支援など「活力のあるまち
ことなく、課せられた役割
へ」、挑戦してまいります。 を自覚し、その職務を全う

やま ざき よう いち

18番 門間 淑子 議員

⑦市民のみなさんこんにち
は。鈴木たくやです。大き

13番 山崎 陽一 議員

め、有効な税金の使い方を
目指します。ご支援、よろ

はし もと ひろ たか
よし ひろ
みず の

なご支持で４回目の議会に
送っていただきました。嬉
しさと同時に、大きな責任
を感じています。いま羽村
市には、財政難や、区画整

14 72

71

①公明党
②市議会議員

③５期
④ 歳
⑤小作台３ –
シーズガーデン小作５０３

⑥５７９ ２–２７５

24 74

16番 濱中 俊男 議員

理事業での敗訴など危機的
状況の一方で、大手企業の
進出や、子育てしやすい市
としての認知など大きな可
能性もまたあります。公約

11番 西川 美佐保 議員

ほ
さ
み
にし かわ
はま なか とし お

した「羽村駅西口区画整理
をみなおし、暮らしに予算
をまわそう」を実現し、希

歳

23 65

10

12番 橋本 弘山 議員

17番 水野 義裕 議員

望ある市政をつくっていく
ため、頑張ります。

④

62

10 65
22

①令和かがやき
②市議会議員

③５期
⑤五ノ神２ １
– ９
–
センチュリー沖３０１

おお つか

⑦市民の皆さまの負託をい
⑦５期目となりますが、改
⑦貴重な議席をいただき、
⑦今回、公約に掲げた項目
ただき、改めて身の引き締
めて責任の重さを認識し、
身の引き締まる思いです。
は大きく四つ。一つ目は、
まる思いをしております。
しっかりその任を果たさな
市民の皆さまの負託に応え
防災減災・交通安全・防犯
市民の声を届けるとの初
ければならないと考えてお
るべく全力を尽くします。
等の安心安全のまちづくり。
心を忘れることなく、ひと
ります。
羽村市は少子高齢化が進
二つ目は、教育・子育て日
も自然も産業も元気いっぱ
当然のことながら、選挙
本一を目指す羽村市へ。三
み、厳しい財政状況にあり
いな町「はむら」を築くた
公報に掲載した項目につい
つ目は、企業との連携、観
ます。必要な福祉や教育の
め努力してまいります。
て実現すべく頑張ります。
光振興等による地域活性化
予算を確保し、将来世代に
今、羽村市は多くの課題
特に、西口区画整理事業の
の推進。四つ目は、超高齢
つけを残さない為には、
〝ど真剣〟な行財政改革が
社会を迎えている羽村市に、 を抱えています。とりわけ、 見直しと健全な財政運営に
求められます。より透明性
都市基盤整備や防災減災対
ついては力を入れます。
地域包括ケアシステムの早
の高い議論を通じて行政の
策、少子高齢社会への対応
また、二元代表制による
期構築を。
チェック機能としての議会
や財政問題等の諸課題に引
地方自治の健全なあり方を
特に、羽村市にとってこ
の役割を果たしていきます。 の４年間は、大変重要な時
き続き取り組み、更なる住
確認し、羽村市政が「公
明るさと行動力が僕の個
民福祉の向上に努めてまい
正・透明に運営されている
期であると認識し、公約実
性なので、笑顔で羽村の教
ります。
か」「住民の福祉の増進に
現に向けて、全力で働いて
育・行財政改革を進めます。 参ります。
取り組んでいるか」チェッ
クしていきます。

⑥５５４ １–０６４

59
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たく や
すず き
はせ ひら こう ぞう

10番 大塚 あかね 議員

ひさ お
いし い

49

29

57

15番 石居 尚郎 議員

９番 鈴木 拓也 議員

14番 馳平 耕三 議員

浜中 順、西川 美佐保、濱中 俊男

東京都後期高齢者医療広域連合議会議員選挙の
候補者

石居 尚郎

三多摩上下水及び道路建設促進協議会

橋本 弘山（理事）

広域連合
協 議 会

第１委員会（上水道）

高田 和登

第２委員会（下水道）

秋山 義徳

第３委員会（道

梶 正明

路）

議 長

橋本 弘山

監査委員

石居 尚郎

副議長

中嶋 勝

等

橋本 弘山、山崎 陽一

全国市議会議長会基地協議会

橋本 弘山

多摩地域都市モノレール等建設促進協議会

橋本 弘山、西川 美佐保

東京都三多摩地区消防運営協議会

橋本 弘山

委員会名

西多摩地域広域行政圏協議会審議会

橋本 弘山、中嶋 勝、高田 和登

総務委員会

高田 和登

梶 正明

一般社団法人大多摩観光連盟

橋本 弘山（参与）

橋本 弘山、石居 尚郎、
濱中 俊男、水野 義裕

羽村市都市計画審議会

秋山 義徳、梶 正明、高田 和登
大塚 あかね、山崎 陽一

経済委員会

山崎 陽一

西川 美佐保

浜中 順、印南 修太、
富永 訓正、馳平 耕三

羽村市土地開発公社評議員

浜中 順、冨松 崇、富永 訓正、
鈴木 拓也、馳平 耕三、濱中 俊男

厚生委員会

大塚 あかね

鈴木 拓也

秋山 義徳、冨松 崇、
中嶋 勝、門間 淑子

羽村市土地開発公社監事

石居 尚郎

冨松 崇

富永 訓正

議会運営委員会

特別委員会

秋山 義徳、梶 正明、浜中 順、
印南 修太、中嶋 勝、富永 訓正、
大塚 あかね、濱中 俊男

常任委員会

市の付属機関

三鷹・立川間立体化複々線促進協議会

広報委員会

委員長

羽村市多摩都市モ
ノレール建設 促 進
西川 美佐保
及び公共交通対策
特別委員会

羽村市基地対策
石居 尚郎
特別委員会
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新しい
議会の構成

福生病院組合議会

１４

が決まりました

中嶋 勝

令和元年５月 日に羽村市議会議員選挙後の初議

東京たま広域資源循環組合議会

会を開催しました。 議長に橋本弘山議員、副議長に

秋山 義徳、梶 正明、高田 和登

中嶋勝議員を選任し、議会選出の監査委員として石

羽村・瑞穂地区学校給食組合議会

居尚郎議員の選任に同意しました。

冨松 崇、富永 訓正、水野 義裕

また、各常任委員会等の委員を選任、委員長およ

務 組

青梅、羽村地区工業用水道企業団議会

び副委員長を互選し、新しい議会の構成が決定しま

印南 修太、馳平 耕三、門間 淑子

した。

部 事

西多摩衛生組合議会

その他、監査委員の選任以外の市長提出議案７件

鈴木 拓也、大塚 あかね、山崎 陽一

合

一

瑞穂斎場組合議会

と議員提出議案２件を審議し、いずれも可決・承認

議 員・委 員

しました。

一部事務組合・各種委員会等

新たな議会構成

ぎかいのトビラ（令和元 .6.1）

副委員長

印南 修太

鈴木 拓也

委 員

高田 和登、印南 修太、鈴木 拓也、

大塚 あかね、西川 美佐保、濱中 俊男
秋山 義徳、梶 正明、浜中 順、
冨松 崇、富永 訓正、
馳平 耕三、濱中 俊男

高田 和登、中嶋 勝、大塚 あかね、
橋本 弘山、山崎 陽一
水野 義裕、門間 淑子
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審 議 した 議 案

5月臨時会で審議した議案の議決結果です。
いずれも全会一致で可決・承認されました。

■市長提出議案

議案
議決結果
議案
専決処分の承認を求めることについて
羽村市災害弔慰金の支給等に関する条
[羽村市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例] 原案承認 例の一部を改正する条例

市民税個人分に係る住宅ローン控除の拡充等に伴う規定の整備
など

専決処分の承認を求めることについて
[羽村市都市計画税条例の一部を改正する条例]

法改正に伴う規定の整備

保証人を不要とし、貸付利率を１％とする規定
の整備など

議決結果
原案可決

羽村市家庭的保育事業等の設備及び運
営に関する基準を定める条例の一部を
原案承認 改正する条例

原案可決

令和元年度羽村市一般会計補正予算
原案承認 （第１号）

原案可決

家庭的保育事業者等による卒園後の受け皿に係
る連携施設の確保に関する要件の緩和など

専決処分の承認を求めることについて
[羽村市国民健康保険税条例の一部を改正する条
例]

羽村市プレミアム付商品券事業の実施に伴い、
歳入・歳出それぞれ7240万円増額する

国民健康保険税の課税限度額の見直しなど

羽村市税賦課徴収条例の一部を改正する条例

ふるさと納税の見直しに係る寄付金税額控除について、特例控
除の対象を定めることなどの規定の整備など

原案可決

監査委員の選任について

監査委員に石居尚郎議員を選任することに議会
の同意を求める

■議員提出議案

議案
議決結果
議案
羽村市多摩都市モノレール建設促進及び公共交通
羽村市基地対策特別委員会の設置につ
対策特別委員会の設置について
原案可決 いて

特別委員会を設置する

特別委員会を設置する

原案同意

議決結果
原案可決
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※会議の予定は変更になる場合があります。
詳細は議会事務局までお問合せください。

羽村市公式サイト
http://www.city.hamura.tokyo.jp/

本会議 本会議

本会議
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■陳情〆…請願・陳情の６月定例会審議予定分の締切
■議 運…議会運営委員会
■常任委…常任委員会（総務、経済、厚生）
■予特（補正）…一般会計等予算審査特別委員会
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