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ごあいさつ
2月の定例議会におきまして文京区議会自民党会派を代表し、区長および教育長に質
問をいたしました。沢山お越しいただきました傍聴の皆様に心からお礼申し上げます。
本年度区制70周年に「つなげる」をコンセプトとした区のシンボルマークが誕生しま
した。この節目に行政と区民の皆様を「つなげる」よう皆様の声に丁寧に応えていき
ますので、どうぞご支援を賜れますようお願いいたします。
【日々の活動は公式ホームページでご覧いただけます http://hirokoyamada.com】

山田ひろこの代表質問の要旨

今後の展望と取り組み

小日向1丁目清華寮跡地を利用したスマートシティ型*の機能を持った高齢者施設の建設を要望する。また、隣接
する都有地と一体化し、小日向1丁目で発掘されたシドッティの遺骨**などを展示する歴史史料館を併設する。
*スマートシティとは自然エネルギーを利用した完全循環型、完全省エネを理想とするもので、万一の災害時にも避難所としてそ
の機能が発揮できるものであり、国や都も推奨する事業であり、それを文京区のこの施設から発信し、常に最先端の設備を更
新していくもの。**シドッテイ神父は鎖国下の1708年に日本で布教の許可を得るために武士に化けて単身屋久島に上陸、江戸
に移送された後、将軍家最高顧問であった儒学者の新井白石から尋問を受けたイタリア人宣教師。世界的にも偉大な発見。

英語学習の早期化を他区に先駆けて行うことで、一番話せる区民を目指す。2020年より小学校
5，6年で英語が教科として位置づけられるが、発育曲線（アメリカの医学博士スキャモンの発育
曲線）を考えると神経系の発育は12歳頃までにほぼ完成してしまうから幼少期から早期に楽習
していく必要がある。また、教師などのコミュニケーション能力の課題を補うものとして自習を助
けるようなタッチペン型の教材を新入学時に配布するのはどうか。タブレット端末よりも経費が
かからず、どこでもいつでも学べることで英語に多く触れる時間がより多く持てる。

　児童遊園のあり方を見直し、それぞれの地域や環境にあった整備をする。
　一例として元気な高齢者にも利用されやすい運動器具を置くことで、「近所の運動場」として活用
　されてもいいのではないか。

防災の観点からも重要視される無電柱化について。バリアフリー工事が予定されている歩道幅
の狭い巻石通りや、地域住民が要望する西片の住宅街、観光地や商店街などの無電柱化につい
ての今後の取り組みはいかがか、実現に向けた前向きな答弁を期待した。

✿

✿

✿

✿

◉茗荷谷近辺では都営バス跡地の活用法が東京都と協議されているところであるが、高齢者住宅の候補地としては春日通りに面した賑や
かな場所よりこの閑静な高台にある旧清華寮跡地を活用することを視野にいれてほしい。都営バス跡地では駅に近いことから保育園や教育
施設、及び集合住宅などの複合施設を。◉英語教育については発育曲線の面からも幼少期から始めることが大切である。授業時数に組み込
めないことや教師のコミュニケーション能力の課題があることを想定し、手軽に勉強できる教材も提案した。まずは、どこか1校で試験的に導
入することが必要。◉文京区の子どもの体力の低下は全庁をあげて対応を考えてほしい。使用頻度の少ない児童遊園は色々に活用された
い。体力増強の運動健康器具があってもいいし、ドッグラン専有地もあってもいいのではないか。ペットと共生することが医学的に良いと言
われる昨今である。ペットの健康と共にあるべきである。◉区内の無電柱化については、東京都の補助金制度を受け巻石通りでいよいよ検
討されることとなりました。国有財産の多い西片住宅街でも無電柱化の声が多く、防災、景観両面から推し進めて行きたいと思っています。

すこやかに　しなやかに　ゆるぎなく
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～ あなたの「文京区」へのご意見・ご要望をお聞かせ下さい！ ～

山田ひろこ
文京区議会議員 自民党
自民党文京支部第２０支部長・文教委員会理事・子ども子育て支援調査特別委員会副委員長
文京区青少年問題協議会委員・文京区少年軟式野球連盟常任理事

✿ 1月の活動

✿ 2月の活動

✿ 3月の活動

地域活動（1月～3月主な活動）

文京区年賀会をスタートに各種団体様の新年会への参列。
20歳の集い参列。
小石川消防団始式、防災コンクールに参列。
防犯パトロール。
ラジオ体操お汁粉会参加。
中屋文孝都会議員護孝会参加。
小日向台町小学校英語授業の視察、
音羽中学校英語授業の視察。
音羽中学校公開授業視察。
小日向台町小学校特別支援学級の視察。
教育委員会定例会傍聴。
元全日本女子ソフトボール監督宇津木氏の講演勉強会。
文教委員会。
中学駅伝壮行会。
小中連携教育委員会傍聴。
区民相談(保育園入園に関わる件、教育の森自由広場の
グラウンド整備の件）

護国寺節分会。
英語教材の調査研究。
防犯パトロール。
子ども子育て調査特別委員会。
茗荷谷駅および江戸川橋駅での駅頭。
茗荷谷町会初午祭。
水道郵便局開局セレモニー。
2月定例議会。
成田山へ無電柱化の視察。
山田ひろこ一般質問(2/17)。
文教委員会。　予算特別委員会勉強会。
自民党文京総支部女性部会議。
ICT説明会。　中屋文孝都議護孝会。　小日向かるた会。
第九中学校図書館視察と司書さんとの意見交換。
小日向元NTT社宅跡地のマンション進捗状況の説明会。
ミニバスケット大会開会式。
文京区医師会との意見交換会。
区民相談(渇水した井戸水ポンプ、柳町小学校視察、
防災課への乾パンの提供)。

給食大会。
中学女子野球チーム文京Vシスターズお別れ会出席。
お茶の水こども園フォーラム出席。
少年軟式野球サヨナラ大会司会。
少年野球茗荷谷クラブお別れ会司会。
青少年問題協議会出席。
予算特別委員会。
(3/8～3/21)音羽中学校展示発表会見学。
中屋文孝都議護孝会。　巻石通りバリアフリー説明会。
区制70周年式典参列。　小日向台町幼稚園卒園式参列。
音羽中学校卒業式参列。
西片地域の無電柱化についての意見聴取。
肥後細川庭園命名式。
辻清人衆議院議員国政報告会出席。
窪町小学校卒業式参列。　防犯パトロール。
播磨坂さくら祭り式典参列。
児童相談所設置説明会。
上天草湯島～熊本市、益城町復興地の視察。
区民相談（特別支援学級通級の件、オリンピック候補アスリート）

山田ひろこは、「文京区に暮らしてよかった」を実感できる
地元に根差した政策を実行してまいります。
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山田　江戸川橋交差点一部歩道の狭いところでの放置自転
車とタバコ喫煙者による歩行者への危険性を問題提起した
ことがあるが、その後の対策対応はあるか。
道路課　江戸川橋交差点交番裏の橋脚あたりの緑地部分に
自転車駐輪場を整備することができるか検討している。

山田　国内交流先の指定に復興
地である福島県を入れることを
是非検討してほしい。
昨年度いわき市にて復興のため
の少年野球交流試合を行った際、相互
に大変有意義な交流を持てた。
現地の人にとって、人気の少なくなっ
た自分たちの町を訪問してくれること
がとても嬉しいということ。
また、文京区の子どもたちにとって、
訪れたことで、地元の人の温かさ、
強さに学ぶところがとても多かった。
復興地の支援は、行ってあげるところに大きな意味がある。
交流事業の助成金を考えてほしい。また、助成金の周知につ
いては早めにするべきである。
区民課　現時点では文京区独自の交流事業としての助成金
はない。次年度前向きに検討していきたい。

山田　文京区在住のボートの
青木洋樹選手を始めボルタリ
ングの日本チャンピオンや柔
道の選手などオリンピック、
パラリンピック候補選手を区
民に周知し、区を上げて応援
し、オリンピックへの気運を
上げていくべきと考える。
また、区として考えられる支
援策や、文京区内の企業に協賛してもらうなど是非策を
練ってほしい。
オリンピック・パラリンピック振興課　オリンピック候補
アスリートについては聞いているが、今後アプローチした
い。区報特別号で周知していく。企業協賛については今後検
討していきたい。

山田　訪日外国人が増えつつある中で、災害時の外国人観
光客への対応や、日本に滞在している外国人などの避難指
示などはどのようにされているのか。滞在者には地域の避

難訓練に参加してもらうことも一つ
の方策である。
また、外国人への避難指示に対して
は易しい日本語で伝えるなど（外国
語で伝えられない人の場合）、どんな
ことが想定されるか、地域に外国人
がいる場合は事前に町会員同士で確
認をしておく必要がある。
防災課　外国人対応の訓練をしてい
る町会もある。
ホテルなどは外国語の災害マニュアルを文京短大が作って
活用した例がある。
山田　熊本の震災時にはトラック協会さんに速やかな対応
をしていただいた。また、区内での災害時を想定し、教育の
森で物資の搬入等の動線確認のシミュレーションをしてい
ただくなどの協力体制を築いていただいているが、実際問
題、地代の高い区内にはトラックは駐車されていないのが
現状である。災害時の速やかな対応を考えた上でも区内に
駐車場を確保できないか。
例えば後楽園駅線路下でシビックセンターの隣のメトロ所
有地スペースなどを車庫として借りられないか。
防災課　現在、トラック協会さんとの物資輸送協定の見直
しを行っている。駐車スペースについては関係各部署と可
能性を探っていく。

山田　2年前に創部された女子
野球チーム支援の予算を女子
サッカーチーム支援と同じよ
うに考えてほしい。
昨年は都内だけでなく上部大会
でも優勝、準優勝など好成績を
残し区内外で注目されている。
また、区内において練習する場
所の確保が困難で遠くまでの
遠征を余儀なくされている。
鹿浜橋付近の河川敷などの国有地（都民ゴルフさんに隣接
する敷地）を借りるなど、野球と限らずスポーツできる環境
を整備できないか。文京区の子どもの体力が下がっている
という調査結果を考えると、学校の現場だけでなく学校を
離れたところでも区がスポーツのやれる環境を整備してい
く必要もある。

続きは、次頁へ

議会・所属委員会活動
✿文教委員会
昨年度も区内の小中学校の生徒の体力は平均して国や都の平均より下回っていました。中学生東京駅伝での成績
もここ数年50校中40番台です。体力は集中力にも繋がり、それが学力にも関係する深刻な問題です。使われる頻
度の少ない児童遊園に運動器具を置いたり、また、小中学校を統合し、敷地を有効に新しくグラウンドを造ることや、
近隣の河川敷を区として借り、様々なスポーツで利用できるよう対策を施すべきです。請願に上がりました学校図書
館への人的支援のさらなる拡充については、第九中学校での図書館を使った学習指導の話を聞いてまいりました。
学校長、図書館司書さん、そして教諭の連携が上手くいき、図書館を活用した様々な取り組みが行われていました。
図書館を使った学習の良い事例の紹介などを横のつながりで広めていくことがまずは大切だと考えます。
特別支援教育における「個別指導計画」作成については各学校において多少のばらつきはあるが、年2回の連絡協
議会で広く意見を聴いて丁寧に対応され、配布してほしい。また、支援を必要とする児童の増加に伴い、指導時間が
短縮される懸念がある。今後は巡回指導員や拠点校の数も増加できるか検討すべきである。

✿子ども子育て調査特別委員会
本年度の保育園入園申込抽選結果で不承諾となった数は981人（昨年度９７９人）。見込みニーズに合わせ、新規保育所の開設や様々な施
策を行ったが、待機児童は減らなかった。待機児童対策は保育行政だけでは解決に至らない。労働行政と合わせた対策が不可欠である。
働き方そのものを企業と共に見直していくことが必要ではないか。また、本年度より都の助成制度である認可外保育施設保護者負担金助
成事業の実施。平成30年開園に向け小石川運動場敷地内の保育園の整備がはじまった。

スポーツ振興課　女子野球チームの活躍は「どっとフミコ
ム」で紹介している。今後何ができるかは検討していく。
またグラウンドについては今後の課題でもあり、研究して
いく。

山田　東京ドームとミズノ共同体が指定管理になってい
る運動場とみどり公園課が委託している運動場のグラウ
ンドの状態に差があるという声があがる。
目白台運動場も教育の森自由広場も東京ドーム・ミズノ共
同体に委託できないのか。
スポーツ振興課　今後、事業主体を一本化していくことも
可能だろう。

山田　自身の代表質問でも要望した
無電柱化についてだが、巻石通りの
バリアフリー工事に関連し無電柱化
を見据えた工事はできるのか。
また、国登録有形文化財建造物の多
くある西片地域においては防災の観
点だけでなく、文京区の人気エリア
でもある街としての品格を上げるこ
とも大切と考えるが、この地域での
無電柱化についてはどう考えているか。
横断線の解消という方法もあるが。
道路課　巻石通りの工事については、この度の東京都の助
成金を充てることで無電柱化の工事を先にやりバリアフ
リーの工事をしていく。

住宅地においては歩道が狭いので変圧器置き場を考えるな
ど長期的な視点で考えていく。

山田　保育が経
済社会の急激な
変化に対応しき
れなくなってい
るところに着目
し、文京区では
他の区に先駆けてスターティングストロング事業が行わ
れるが、どんな指導で、どんな効果が期待できるのか。指導
だけで終わるのでなく、家族を巻き込んでやってほしい。
教育センター　臨床心理士などの専門家チームが幼稚園、
保育園、児童館等を訪問し、専門的な発達支援を行うもの。
健やかな育ちを支えスムーズな社会への適応を期待する
もの。

山田　東京都は「新しい東京」の実現に向け、「セーフシ
ティ」「ダイバーシティ」「スマートシティ」の実現を掲げ、区
長も循環型社会、低炭素社会の形成について様々な取り組
みを行うと言っているがどのような取り組みか。どこかの
場所でそのような施設を整備する考えはあるのか。
環境政策課　施設間での発熱した熱のやりとりなどが考え
られるが、根本は太陽光発電や新エネルギーの導入になっ
てくる。区民にも啓発し、区民を巻き込んでの街づくりとい
うことである。
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光客への対応や、日本に滞在している外国人などの避難指
示などはどのようにされているのか。滞在者には地域の避

難訓練に参加してもらうことも一つ
の方策である。
また、外国人への避難指示に対して
は易しい日本語で伝えるなど（外国
語で伝えられない人の場合）、どんな
ことが想定されるか、地域に外国人
がいる場合は事前に町会員同士で確
認をしておく必要がある。
防災課　外国人対応の訓練をしてい
る町会もある。
ホテルなどは外国語の災害マニュアルを文京短大が作って
活用した例がある。
山田　熊本の震災時にはトラック協会さんに速やかな対応
をしていただいた。また、区内での災害時を想定し、教育の
森で物資の搬入等の動線確認のシミュレーションをしてい
ただくなどの協力体制を築いていただいているが、実際問
題、地代の高い区内にはトラックは駐車されていないのが
現状である。災害時の速やかな対応を考えた上でも区内に
駐車場を確保できないか。
例えば後楽園駅線路下でシビックセンターの隣のメトロ所
有地スペースなどを車庫として借りられないか。
防災課　現在、トラック協会さんとの物資輸送協定の見直
しを行っている。駐車スペースについては関係各部署と可
能性を探っていく。

山田　2年前に創部された女子
野球チーム支援の予算を女子
サッカーチーム支援と同じよ
うに考えてほしい。
昨年は都内だけでなく上部大会
でも優勝、準優勝など好成績を
残し区内外で注目されている。
また、区内において練習する場
所の確保が困難で遠くまでの
遠征を余儀なくされている。
鹿浜橋付近の河川敷などの国有地（都民ゴルフさんに隣接
する敷地）を借りるなど、野球と限らずスポーツできる環境
を整備できないか。文京区の子どもの体力が下がっている
という調査結果を考えると、学校の現場だけでなく学校を
離れたところでも区がスポーツのやれる環境を整備してい
く必要もある。

続きは、次頁へ

議会・所属委員会活動
✿文教委員会
昨年度も区内の小中学校の生徒の体力は平均して国や都の平均より下回っていました。中学生東京駅伝での成績
もここ数年50校中40番台です。体力は集中力にも繋がり、それが学力にも関係する深刻な問題です。使われる頻
度の少ない児童遊園に運動器具を置いたり、また、小中学校を統合し、敷地を有効に新しくグラウンドを造ることや、
近隣の河川敷を区として借り、様々なスポーツで利用できるよう対策を施すべきです。請願に上がりました学校図書
館への人的支援のさらなる拡充については、第九中学校での図書館を使った学習指導の話を聞いてまいりました。
学校長、図書館司書さん、そして教諭の連携が上手くいき、図書館を活用した様々な取り組みが行われていました。
図書館を使った学習の良い事例の紹介などを横のつながりで広めていくことがまずは大切だと考えます。
特別支援教育における「個別指導計画」作成については各学校において多少のばらつきはあるが、年2回の連絡協
議会で広く意見を聴いて丁寧に対応され、配布してほしい。また、支援を必要とする児童の増加に伴い、指導時間が
短縮される懸念がある。今後は巡回指導員や拠点校の数も増加できるか検討すべきである。

✿子ども子育て調査特別委員会
本年度の保育園入園申込抽選結果で不承諾となった数は981人（昨年度９７９人）。見込みニーズに合わせ、新規保育所の開設や様々な施
策を行ったが、待機児童は減らなかった。待機児童対策は保育行政だけでは解決に至らない。労働行政と合わせた対策が不可欠である。
働き方そのものを企業と共に見直していくことが必要ではないか。また、本年度より都の助成制度である認可外保育施設保護者負担金助
成事業の実施。平成30年開園に向け小石川運動場敷地内の保育園の整備がはじまった。

スポーツ振興課　女子野球チームの活躍は「どっとフミコ
ム」で紹介している。今後何ができるかは検討していく。
またグラウンドについては今後の課題でもあり、研究して
いく。

山田　東京ドームとミズノ共同体が指定管理になってい
る運動場とみどり公園課が委託している運動場のグラウ
ンドの状態に差があるという声があがる。
目白台運動場も教育の森自由広場も東京ドーム・ミズノ共
同体に委託できないのか。
スポーツ振興課　今後、事業主体を一本化していくことも
可能だろう。

山田　自身の代表質問でも要望した
無電柱化についてだが、巻石通りの
バリアフリー工事に関連し無電柱化
を見据えた工事はできるのか。
また、国登録有形文化財建造物の多
くある西片地域においては防災の観
点だけでなく、文京区の人気エリア
でもある街としての品格を上げるこ
とも大切と考えるが、この地域での
無電柱化についてはどう考えているか。
横断線の解消という方法もあるが。
道路課　巻石通りの工事については、この度の東京都の助
成金を充てることで無電柱化の工事を先にやりバリアフ
リーの工事をしていく。

住宅地においては歩道が狭いので変圧器置き場を考えるな
ど長期的な視点で考えていく。

山田　保育が経
済社会の急激な
変化に対応しき
れなくなってい
るところに着目
し、文京区では
他の区に先駆けてスターティングストロング事業が行わ
れるが、どんな指導で、どんな効果が期待できるのか。指導
だけで終わるのでなく、家族を巻き込んでやってほしい。
教育センター　臨床心理士などの専門家チームが幼稚園、
保育園、児童館等を訪問し、専門的な発達支援を行うもの。
健やかな育ちを支えスムーズな社会への適応を期待する
もの。

山田　東京都は「新しい東京」の実現に向け、「セーフシ
ティ」「ダイバーシティ」「スマートシティ」の実現を掲げ、区
長も循環型社会、低炭素社会の形成について様々な取り組
みを行うと言っているがどのような取り組みか。どこかの
場所でそのような施設を整備する考えはあるのか。
環境政策課　施設間での発熱した熱のやりとりなどが考え
られるが、根本は太陽光発電や新エネルギーの導入になっ
てくる。区民にも啓発し、区民を巻き込んでの街づくりとい
うことである。
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ごあいさつ
2月の定例議会におきまして文京区議会自民党会派を代表し、区長および教育長に質
問をいたしました。沢山お越しいただきました傍聴の皆様に心からお礼申し上げます。
本年度区制70周年に「つなげる」をコンセプトとした区のシンボルマークが誕生しま
した。この節目に行政と区民の皆様を「つなげる」よう皆様の声に丁寧に応えていき
ますので、どうぞご支援を賜れますようお願いいたします。
【日々の活動は公式ホームページでご覧いただけます http://hirokoyamada.com】

山田ひろこの代表質問の要旨

今後の展望と取り組み

小日向1丁目清華寮跡地を利用したスマートシティ型*の機能を持った高齢者施設の建設を要望する。また、隣接
する都有地と一体化し、小日向1丁目で発掘されたシドッティの遺骨**などを展示する歴史史料館を併設する。
*スマートシティとは自然エネルギーを利用した完全循環型、完全省エネを理想とするもので、万一の災害時にも避難所としてそ
の機能が発揮できるものであり、国や都も推奨する事業であり、それを文京区のこの施設から発信し、常に最先端の設備を更
新していくもの。**シドッテイ神父は鎖国下の1708年に日本で布教の許可を得るために武士に化けて単身屋久島に上陸、江戸
に移送された後、将軍家最高顧問であった儒学者の新井白石から尋問を受けたイタリア人宣教師。世界的にも偉大な発見。

英語学習の早期化を他区に先駆けて行うことで、一番話せる区民を目指す。2020年より小学校
5，6年で英語が教科として位置づけられるが、発育曲線（アメリカの医学博士スキャモンの発育
曲線）を考えると神経系の発育は12歳頃までにほぼ完成してしまうから幼少期から早期に楽習
していく必要がある。また、教師などのコミュニケーション能力の課題を補うものとして自習を助
けるようなタッチペン型の教材を新入学時に配布するのはどうか。タブレット端末よりも経費が
かからず、どこでもいつでも学べることで英語に多く触れる時間がより多く持てる。

　児童遊園のあり方を見直し、それぞれの地域や環境にあった整備をする。
　一例として元気な高齢者にも利用されやすい運動器具を置くことで、「近所の運動場」として活用
　されてもいいのではないか。

防災の観点からも重要視される無電柱化について。バリアフリー工事が予定されている歩道幅
の狭い巻石通りや、地域住民が要望する西片の住宅街、観光地や商店街などの無電柱化につい
ての今後の取り組みはいかがか、実現に向けた前向きな答弁を期待した。

✿

✿

✿

✿

◉茗荷谷近辺では都営バス跡地の活用法が東京都と協議されているところであるが、高齢者住宅の候補地としては春日通りに面した賑や
かな場所よりこの閑静な高台にある旧清華寮跡地を活用することを視野にいれてほしい。都営バス跡地では駅に近いことから保育園や教育
施設、及び集合住宅などの複合施設を。◉英語教育については発育曲線の面からも幼少期から始めることが大切である。授業時数に組み込
めないことや教師のコミュニケーション能力の課題があることを想定し、手軽に勉強できる教材も提案した。まずは、どこか1校で試験的に導
入することが必要。◉文京区の子どもの体力の低下は全庁をあげて対応を考えてほしい。使用頻度の少ない児童遊園は色々に活用された
い。体力増強の運動健康器具があってもいいし、ドッグラン専有地もあってもいいのではないか。ペットと共生することが医学的に良いと言
われる昨今である。ペットの健康と共にあるべきである。◉区内の無電柱化については、東京都の補助金制度を受け巻石通りでいよいよ検
討されることとなりました。国有財産の多い西片住宅街でも無電柱化の声が多く、防災、景観両面から推し進めて行きたいと思っています。

すこやかに　しなやかに　ゆるぎなく

山田ひろこ事務所
〒112-0006 東京都文京区小日向2-10-19
E-mail：hwyamada@hirokoyamada.com
HP：http://hirokoyamada.com
電話／FAX：03-5395-1323 facebook公開中▶

～ あなたの「文京区」へのご意見・ご要望をお聞かせ下さい！ ～

山田ひろこ
文京区議会議員 自民党
自民党文京支部第２０支部長・文教委員会理事・子ども子育て支援調査特別委員会副委員長
文京区青少年問題協議会委員・文京区少年軟式野球連盟常任理事

✿ 1月の活動

✿ 2月の活動

✿ 3月の活動

地域活動（1月～3月主な活動）

文京区年賀会をスタートに各種団体様の新年会への参列。
20歳の集い参列。
小石川消防団始式、防災コンクールに参列。
防犯パトロール。
ラジオ体操お汁粉会参加。
中屋文孝都会議員護孝会参加。
小日向台町小学校英語授業の視察、
音羽中学校英語授業の視察。
音羽中学校公開授業視察。
小日向台町小学校特別支援学級の視察。
教育委員会定例会傍聴。
元全日本女子ソフトボール監督宇津木氏の講演勉強会。
文教委員会。
中学駅伝壮行会。
小中連携教育委員会傍聴。
区民相談(保育園入園に関わる件、教育の森自由広場の
グラウンド整備の件）

護国寺節分会。
英語教材の調査研究。
防犯パトロール。
子ども子育て調査特別委員会。
茗荷谷駅および江戸川橋駅での駅頭。
茗荷谷町会初午祭。
水道郵便局開局セレモニー。
2月定例議会。
成田山へ無電柱化の視察。
山田ひろこ一般質問(2/17)。
文教委員会。　予算特別委員会勉強会。
自民党文京総支部女性部会議。
ICT説明会。　中屋文孝都議護孝会。　小日向かるた会。
第九中学校図書館視察と司書さんとの意見交換。
小日向元NTT社宅跡地のマンション進捗状況の説明会。
ミニバスケット大会開会式。
文京区医師会との意見交換会。
区民相談(渇水した井戸水ポンプ、柳町小学校視察、
防災課への乾パンの提供)。

給食大会。
中学女子野球チーム文京Vシスターズお別れ会出席。
お茶の水こども園フォーラム出席。
少年軟式野球サヨナラ大会司会。
少年野球茗荷谷クラブお別れ会司会。
青少年問題協議会出席。
予算特別委員会。
(3/8～3/21)音羽中学校展示発表会見学。
中屋文孝都議護孝会。　巻石通りバリアフリー説明会。
区制70周年式典参列。　小日向台町幼稚園卒園式参列。
音羽中学校卒業式参列。
西片地域の無電柱化についての意見聴取。
肥後細川庭園命名式。
辻清人衆議院議員国政報告会出席。
窪町小学校卒業式参列。　防犯パトロール。
播磨坂さくら祭り式典参列。
児童相談所設置説明会。
上天草湯島～熊本市、益城町復興地の視察。
区民相談（特別支援学級通級の件、オリンピック候補アスリート）

山田ひろこは、「文京区に暮らしてよかった」を実感できる
地元に根差した政策を実行してまいります。
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