
板橋区議会議員・自由民主党

応援ありがとうございます
1976年７月生まれ、中台在住
1983年	 サンシティ聖母幼稚園卒園
1989年	 板橋区立緑小学校卒業
1992年	 	板橋区立志村第四中学校卒業
1995年	 	都立小石川高等学校卒業（047F）
2000年	 日本大学芸術学部卒業
2002年	 ワシントン州立大学	留学
2003年	 	日本大学大学院芸術学研究科卒業
	 美術館学芸員（５年）
	 	営業職（３年）
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
2021年	 板橋区議会自民党議員団
	 幹事長

現在
●		板橋区議会議員３期11年	
（任期2023年４月末まで）
●	議会運営委員会委員長
●	都市建設委員会
●		自治体DX調査特別委員会
●	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」
　検討委員会

家族：妻と長男（11歳）と長女（８歳）
趣味：テニス、サッカー

山田 貴之（やまだたかゆき）

プロフィール

　３月の区議会は令和４年度の予算審議が重ねられます。私
は１６名が所属する最大会派の幹事長として代表して質問に
立ちました。区長の施政方針演説を受けて、６０分の間、マスク
をしたままで質問を続けました。板橋区役所１２階の本会議場
にいる議員と幹部職員の注目を浴びていますので多少緊張
をしながら、大汗をかきながら無事に役割を果たすことができ
ました。有言実行となるように取り組みます。�
　この活動報告レポートがお手元に届くころには、新年度予
算案が可決をされているはずです。一般会計予算は2,297
億円、4特別会計を合わせると総額3,445億円になります。
行政計画に従って予算が配分されています。コロナ禍が長期
化する中で、事業の見通しを立てることの難しさを肌で感じた
予算審議でしたが、真剣に向き合いました。�
　大切にしたい日常生活の中に区政の課題が現れます。な
んでもスマホで申請出来たら便利、高齢者の介護・認知症予
防がますます大切、学校で子供たちにいきいきと学ばせたい、
地域に立ち寄りたいと思える場所を増やしてほしい。区民の皆
さまの想いや願いを実現できるように働いて区政に貢献して
参ります。応援を力にして頑張ります。�
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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！

山田たかゆきLINE＠にご登録をお願いします！
〈LINE ID〉
@yamada



政府は２０２２年予算に全国７万２０００カ所の通学上

の危険個所を把握し、対策費５１６億円を計上しました。

２３年度末までに完了を目指す方針です。板橋区として

も危険ブロックはA判定からD判定まで危険度の調査

は済んでいます。当該箇所は子供の背丈よりもずっと

高いブロック塀となっていましたので、地域の方から改

善のご要望を頂いておりました。今後も板橋区の担当

課とともに撤去工事の助成金をご案内し、所有者のご

理解を得ながら撤去を進めます。

◦コロナ禍の区政経営について
◦財政について
◦都区財政調整の算定
◦扶助費の抑制と自立支援強化
◦SDGs戦略
◦DX戦略
◦マイナンバーカードの普及促進

◦児童相談所
◦「絵本のまち」のブランディング
◦フレイル予防
◦シニア活動支援
◦認知症への早期支援と見守り強化
◦地域包括ケア
◦ひきこもり支援
◦障がい者支援（最寄りの福祉センター

利用の件）
◦全介助家庭の為の電子申請
◦いたばしPayについて
◦まちづくり（大山駅周辺・板橋駅西口・

上板橋南口・高島平地域）
◦水害対策（避難訓練の件）

◦危険なブロック塀の撤去
◦板橋公園の整備
◦教育について
◦保幼小・小中一貫教育の推進
◦小中一貫校（志村小と志四中）設置
◦コミュニティースクールの展開
◦教員の働き方改革
◦コンプライアンスの順守
◦修学旅行等の行事に関する意思決定

のあり方
◦1人1台タブレット端末の活用
◦不登校対策
◦いじめ相談窓口の拡充

等

＊詳細内容については、答弁も含めて議会だよりや板橋区議会HPに掲載されます。改めてお知らせ致しますのでご了承ください。

特集

1 相生町のブロック塀を改善しました！

特集

2
志村三丁目駅前の水たまりを解消しました！

雨水枡は定期的に土砂や落ち葉を取り除かないと水た

まりの原因となります。都営地下鉄三田線の志村三丁

目駅前で街頭演説をしていると、ずいぶんと広い範囲に

なり、通勤通学の障害になってしまいました。そこですぐ

に板橋区の担当課にお願いをして水たまり解消を図りま

した。台風の前のなどには車や自転車の通行にご注意

頂いた上、ご自宅近くの雨水桝の点検にご協力をお願

い致します。

このような地域のお困りごとがありましたら、お気軽にご

相談ください。

東武東上本線の連続立体交差事業の事業認可！ さらに前へ

板橋区議会自由民主党 11 の重点要望に関する区の回答を報告します！ 区長の施政方針を受けての代表質問 60 分（項目抜粋）
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SDGｓ！脱炭素社会を目指
して区のリーダーシップを

不登校児童生徒・引きこもり
への支援の強化

新型コロナワクチン接種の
臨機応変な対応を

都市型災害対策の充実と避
難所物資の拡充

コロナ禍で冷え込む区内の
景気対策や事業実施！

昨年12月事業認可となりまし
た。さらに中板橋を含めた事業
推進を目指します。東武練馬駅
の交通規制も実現し、安心して
歩行できるようになりました。

自転車対策の推進！駐輪場の
整備と利用マナーの啓発を

城北中央公園内陸上競技場
と一体的な公園の整備

医療的ケア児に対する
取り組みの強化

各駅へのホームドア・エレベー
ター・エスカレーターの設置

通学路の安全点検と
安全確保

ゼロカーボンシティ宣
言を行い、再生可能エ
ネルギーを導入していく

担当係を設置し、ひ
きこもり実態調査を
実施していく

国の方針に柔軟に対
応して接種体制の構
築に努める

水災害、がけ・擁壁
対策、避難所の感
染症対策を進める

いたばしPayを導入
し、プレミアム付通
貨を販売

連続立体化に向け
た「鉄道立体化推
進課」を令和４年

設置。調査研究や地元調
整を行っていく

駅周辺の用地確保
とマナー啓発活動を
進めていく

競技場再整備につ
いて知事に要望を伝
えた

受け入れ体制の拡充
に向け、支援にあ
たっていく

国と都の支援を受け、
ホームドア早期実現
に取り組んでいく

危険なブロック塀の
所有者へ改善喚起と
助成金周知を行う

前進！
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人を元気にする町づくり  町を元気にする人づくり板橋区議会議員 山田たかゆき　活動報告レポート　2022年3月



こども食堂＠フェリチータ

区立施設のリニューアル 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。

2021年プチリニューアル
8万年前の板橋にはナウマンゾウ
がいました。この度、展示室が見
やすくすっきりとリニューアル。茅
葺屋根の古民家も敷地内にあり。
小２の娘は「せんばこき」に興味を
持ちました。

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！

子ども食堂は70回を越えました。志村第四中学校時代の先輩と
いっしょに始めて、５年が経ちました。政府備蓄米に申請をして、
精米１２０キロを頂くことができました。協賛企業からバナナや牛
乳等も頂戴します。今はお弁当作戦を続けていますが、気兼ねな
く集える日が来ることを心待ちにしています。

山田たかゆきLINE＠に
ご登録をお願いします！

〈LINE ID〉
@yamada

動物園でエサやりをする娘です。
意気揚 と々にんじんを持ってヒツ
ジの前に立つと、彼らの勢いに
気後れして及び腰。それでも勇
気を出して口元に手を伸ばした
のでした。のんびりと過ごしたと
ある休日でした。

あとがき
http://yamadatakayuki.net/

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。

皆さまのご意見・ご要望を是非お寄せください。
〒174-0064　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

2021年4月リニューアル
植物館とはいいながら、広い水槽
に大きなカメやエイがのんびり泳ぎ
ます。マイペースに植物や魚類を
楽しめる施設です。幼児さんや小
学校低学年におススメです。

郷土資料館
赤塚 5‒35‒25

2021年3月オープン
もう行かれましたか？居心地の良
い図書館ができました。絵本コー
ナーから公園を眺めると緑に癒さ
れます。カフェも併設。地下駐車
場もあります。

中央図書館　
常盤台 4‒3 平和公園内

熱帯環境植物館
高島平 8‒29‒2

2021年12月リニューアル
世界的な冒険家植村直己さんの
資料館が仲宿にお引越しオープ
ン。コロナ禍だから見てほしいチャ
レンジ・スピリッツをご堪能ください。
東板橋体育館内２階です。

植村記念加賀スポーツセンター
加賀 1‒10‒5

山田貴之事務所 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！

こんなに大きくなりました！

2022年4月一部オープン
東京都から移管されて区立の児
童相談所が整備されます。子供た
ちを虐待から守るため、切れ目のな
い支援と保護に取り組みます。

子ども家庭総合支援センター（児童相談所）
本町 24‒1
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