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山田たかゆきLINE＠にご登録をお願いします！
区政情報や議会活動の情報発信を定期的にさせて頂きます。ご登録は
簡単です！QRコードをお持ちのスマホカメラで撮影して頂くとOK。ポップアッ
プされる
（表示される文字）
をタッチして、
お友達登録してください！

応援ありがとうございます
今年、皆さまの多くの願いや想いが叶い、安心して
過ごせる一年となることを祈念しております。
昨年は会派の政調会長として、緊急の要望書を取
りまとめ、坂本健板橋区長に提出して参りました。区長
に対して独自の支援制度の実現、国や都から示され
た各種助成制度の速やかな実施等を求めて参りまし
た。また、当初予算で予定されていた事業の中止や縮
小と併せて、各種支援策の実施の為に組まれた補正
予算は6度となりました。異例の多さと規模となり、多
忙な議会活動となりました。
コロナウイルス感染が収束をしたとしても、
社会経済
に与えた影響はしばらく続くと考えます。区民の皆さま
の声を伺って、
速やかに必要な政策提案をして参ります。
児童相談所の設置準備（令和4年開設）、
フレイル予防
（高齢者の健康づくり）、
地域経済の支援、
行政のデジ
タル化の推進（DX）等、
コロナ禍で求められる支援事
業の拡充についても全力で取り組んで参ります。

コロナウイルスとの長期戦となっています。医療関
係者の皆さまをはじめ、人々の暮らしを支えるために
仕事に従事されている皆さまに心より感謝いたします。
議会活動では、重要な役割を担わせていただく機会
が増えました。職責を果たしていくことで、板橋区に貢
献をして参ります。皆さまのお力になれるように働きます。

〈LINE ID〉

@yamada
プロフィール
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2011年４月 板橋区議会議員 初当選
2015年４月 板橋区議会議員 ２期目当選
2019年４月 板橋区議会議員 ３期目当選
現在
● 板橋区議会議員３期９年
（任期2023年４月末まで）
● 議会運営委員会
（自民党政調会長）
● 文教児童委員会
● 子ども家庭支援調査特別委員会
● 元企画総務委員長
● 板橋区バトントワリング協会会長
● 日本部活指導研究協会外部相談役
● 板橋区情報公開及び個人情報保護審議会
● 板橋区いじめ問題専門委員会
●「板橋区子どもの読書活動推進計画」
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小中一貫校の展望

志村小学校と志村第四中学
校の小中一貫学校の設置につい
て、
「魅力ある学校づくり協議
会」からの意見書が教育長に手
渡され、その提言を受けて板橋
区も計画の具体化をします。
創立１１６年の歴史のある
志村小学校を現地で建て替え
たいという想いは検討の結
果、難しいとされました。敷
地や狭い周辺道路等の条件が
工事を長期化し、概ね６年程
度かかってしまうことが区役
所から示されました。工事期
間の児童の安全（工事車両と
動線が同じになる）や教育環
境の質の担保への懸念（校庭
や体育館がない期間が長くあ
る）に加えて、仮設校舎に何
年も小学生を通わせるのも大
問題です。
一貫校の新校舎は、４階か
ら６階立ての高層化、校舎一
体型が有力な案として検討さ
れています。
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議会で意見を
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成人の日の集いは、
地 域 の 皆 さ まの 尽
力によってなされてきた。
高 齢 の 方の お 手 伝 いは
難しい中、
新たな成人式
の形を模索する時。板橋
区の検討状況は。
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コロ ナ 禍 の 小 中 学
校 卒 業 式の 開 催 方
法 は。児 童 生 徒 の 希 望
が 叶 う 式 典の 在 り 方 に
ついて見解を伺う。

含めて、約 分間の質問内容

―その他、▼平和についても

じないよう支援体制を整える。

ただけるような運営を目指す。

差 別・偏 見 を 生 ま
ない意識啓発と正
しい知識の提供を。

の積立てを行っていく。

においては、財政調整基金へ

つつ、余剰財源が生じる場合

板橋区議会第３回定例会
一般質問（一部）

▼新型コロナウイルス対策につ
いて

コロ ナ 禍 で の 補 正
予算編成と財源確
保について、
方針と概要
の説明を求める。
新型コロナウイルス対策

は、既定予算の活用を含め、
（令和元年）に入って転出超過
など懸念がある。一方、様々な

想 定 と異 なる区 内
人口の変化がある。
現 状 認 識 と 人口 動 態 が
区に与える影響は。

補正予算の編成も検討。補正
の月も見られ、これまでと異

いた ば し 花 火 大 会
は、
花火の発注等大
き な 予 算 が 必 要。来 年
度 の 予 算 編 成の 現 段 階
から、
開催が危ぶまれる。
令 和 ３ 年 度 の 第 回の
花火大会の実施方針は。
61

を一部抜粋して掲載いたしま
した。

賛成の討論を自民党政務調査会長として行いました。討論要
旨になります。
◦板橋駅前 B 用地の一体的活用について、計画延期に対す
る説明を区民も待ち望んでいる。計画にできる限り沿うように
粘り強い交渉を求める。
◦消費税増税を見据え、
プレミアム商品券の速やかな発行に
より、区内消費を下支えしたことを評価する。
◦私立認可保育園の新設、既存園の増改築などにより、保育
定員枠481名の増加を図り、待機児童対策を着実に推進し
たことを評価する。
◦幼児教育・保育の無償化を実施し、国制度に準じて、子育て
ニーズに応じてきた点を評価する。子育て世代の流入・定住
化の推進を。
◦区立保育園の紙おむつの処分は、我が会派の要望を受けて、
早期に保護者の負担を軽減をしたことを評価する。
◦新中央図書館は、公園と一体的な居心地のよくなるインフラ
整備により、地域経済への効果が上がると期待する。
◦国民健康保険事業特別会計の項の不適切な流用に関して
は、我が会派の指摘の通り再発防止の徹底を求める。

予算編成に際して、国や都の

一般会計（歳入2270億5500万円／歳出2213億5700万円）
および4特別会計

経済への波及効果もある。現

＊その他、議会運営委員会、子ども家庭支援特別調査委員会に所属しています。

文教児童
委員会

は喫緊の最重要課題。新たな

動画リンク

なる傾向が出てきている。こ

2 「区民の安心安全、生命と財産を守るため使命感と緊張感を持った取組みを」
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当委員会では、子どもに関わる身近なことを話し合います。保育園、幼稚園、小中学校に関する事
業や教育科学館等の社会教育施設についてが専門です。幼保無償化関連、GIGA スクール構想、
小中一貫教育（志村小と志村四中）
、新中央図書館、不登校児への支援やいじめ防止対策につい
ても審議をし、区政のチェックと課題解決の追求を続けています。
山田が所属！

1

▪導入時期
2020年11月から2021年3月までの間に全生徒児童
▪機種
NEC ChromeBook Y2
（タブレット型、
タッチパネル、
キーボード＆インカメラ）
▪ OS
Chrome OS ／アプリ G suite for Education
（Google 無料教育機関向け）
▪サイズ
ほぼA4サイズ 重さ1.276㎏

補助制度の活用はもとより、

子ども達の学びを止めないために、在宅時の質の高い学習手
段が求められました。オンラインなど様々な手段や方法のご意見
を頂きました。板橋区はGIGAスクール構想の前倒し導入を決
断し、区立校の全小中学生に1人1台のタブレットパソコンを貸
し出します。導入台数約3万6千台を本年3月までに全校で用
意します。同時に学校のインターネット環境を整備し、
自宅学習
やオンライン学習を可能とするためモバイルルーターも用意します。
年間約18億円が掛かかる見通しで、財政規模の大きな事業と
なります。先生方の研修や授業への活用方法など課題も多くあ
りますので、事業経過を適宜ご報告して参ります。

1

令和元年度決算に賛成討論

特集

GIGAスクール構想（児童生徒に1人1台のタブレット）
特集

人を元気にする町づくり 町を元気にする人づくり
2021年1月
活動報告レポート
板橋区議会議員 山田たかゆき

板橋区議会議員 山田たかゆき

区立施設のリニューアル
板橋区発達障がい者支援センター
あいポート 向原 3‒7‒9

活動報告レポート

2021年1月

美術館学芸員の経験を活かし、無駄のない、未来を見据えた
社会教育施設としてのあるべき姿を提案して参りました。

こども動物園 本園
板橋 3‒50‒1

2020年11月オープン
大人の発達障害者を主に対象と
した支援施設が開設されました。
発達障害に早期に気づき、適切
な相談と支援が行えるセンター機
能が期待されています。

2020年12月リニューアルオープン
近くで動物に触れることができる小
さな動物園。ヤギ、
ヒツジ、
モルモッ
トなど愛嬌ある動物がのんびりと
過ごします。、公園内には、ポニー
の乗馬体験ができるフィールドも
用意。

新中央図書館

子ども家庭総合支援センター（仮称）

常盤台 4‒3 平和公園内

本町 24‒1

新築 OPEN 2022年4月
児童相談所と一時保護所の両施
設も設置される重要施設。現在、
施設整備と共に、児童福祉司及
び児童心理司の人材の確保や育
成、条例や規則の整備等を全力
で進めています。

まもなくオープン！

2021年3月28日オープン
建物はほぼ完成。ボローニャ絵本
館は大人から子供まで楽しめる施
設に。公園との一体的な整備を
進めて居心地の良い場所づくりと、
3密対策、駐輪対策をすすめます。

こども食堂＠フェリチータ

あずさわスポーツフィールド
小豆沢 3‒1

56回目の子ども食堂を開催しました。パンやバナナやお砂糖やか
き氷シロップ、支援金など個人や企業の皆様から頂戴したものを
生かして運営をさせて頂きました。現状は、
お弁当作戦を続けてい
ます。みんなで安心して集える日が早く来ることをスタッフ一同心
待ちにしております。ご支援ご協力ありがとうございます。

2020年リニューアルオープン
ランニング＆ウォーキングトラックに
加え、
テニスコートも再整備されて
健康づくりを支援。利用時間等に
関するご要望はもっと使いやすくな
るように現在、調整中です。
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山田貴之事務所

あとがき

http://yamadatakayuki.net/

おばあちゃんの七五三のときに
仕立てられた年代物の着物に

ブログ、ツイッター、フェイス
ブックはホームページからアク
セスできます。

娘が袖を通しました。帯がきつく
て苦しかったようですが家族写
真を撮り、
お参りをすることがで

皆さまのご意見・ご要望を是非お寄せください。

きました。目に鮮やかな紅葉と
青空の下で良い思い出になりま
した。おかげ様で元気に育って
おります。
ありがとうございます。

日々の活動はブロ
グでも報告してい
ますので是非ご覧
ください！

〒174-0064
こんなに大きくなりました！

東京都板橋区中台 3 -27-サンシティH棟 -1608号室

TEL&FAX：03-6755-5404
E-mail：desk.yamada@gaea.ocn.ne.jp

