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【鈴木あやこプロフィール】
江東区猿江・潮見を経て豊洲在住。早稲田大学大学院修了。
NTTドコモを経て、20011年初当選、現在3期目。
日本最大の政策コンテストマニフェスト大賞３回受賞。
区議会区民環境委員会・オリンピック・パラリンピック推進特別委員会所属。
区議会民政クラブ　副幹事長。

江東区議会民政クラブ会派レポート

江東区議会第２回定例会
新型コロナウイルス関係 議会質問特集号

江東区ニュース

AYAKO SUZUKI REPORT 区議会レポート

新型コロナウイルス感染症により、私たちの生活は様々な影響を受けてい
ます。緊急事態宣言解除後、私たちは「新しい生活様式」のもとに感染拡
大を防止し、生活や経済の立て直しに向ける日々を送っておりますが、ま
だまだ予断を許さない状況が続いています。
本レポートでは、江東区議会で審議した新型コロナウイルス関連予算や、
区議会の一般質問を中心にみなさまにお知らせします。

鈴木あやこYouTubeチャンネル鈴木あやこホームページ

災害の発生に備えましょう～ハザードマップ・防災ラジオを全戸配布

東京オリンピック・パラリンピックは新型コロナウイルスの影響で大会開催が1年延期になり、来年7月24日に開会予定となりました。

オリンピック組織委員会からは、6月に大会延期を受けたロードマップを発表しています。

江東区は、10競技場で20競技が開催される大会開催の中心地であり、招致活動からオリン

ピックの成功・大会後のオリンピックレガシーを生かしたまちづくりまで、区・区議会・区民の皆

様と一丸となって取り組んできました。所属している区議会の

オリンピック・パラリンピック推進特別委員会では、8月に東京

都へ要望書を提出し、安心安全な大会運営や感染症対策の徹

底などを強く求めました。

新型コロナウイルスの影響で、大会開催もまだ不透明な状況で

すが、私は1年後の東京2020大会の開催と、成功を引き続き

願い、活動してまいります。

新型コロナウイルスが感染拡大傾向にある中、台風や豪雨などの水害、地震などの発生に対し、日頃から備え

ておくことが必要です。

江東区では、区民の皆様に７月下旬に「洪水高潮ブックレット」「洪水ハザードマップ」「高潮ハザードマップ」

を全世帯に配布。７月からは、防災用備蓄ラジオ「こうとう安心ラジオ８８５」を浸水被害想定が多い地域から

順に、全世帯に配布しており、年内には配布完了の予定です。

災害時には江東区と防災協定を締結している「レインボータウンFM」が正確な情報をラジオで迅速に発信し

ます。災害時に適切な避難活動を行うためには、すべての区民の方に情報が行き届くことが必要と考え、これ

らのグッズを配布することを区議会でも審査・承認しました。

インターネットの情報収集・防災アプリの活用なども含め、ぜひご活用ください。

東京2020大会の開催について



❷予算審査特別委員会委員長として、新型コロナウイルス対策関連予算

　を審査しました。

新型コロナウイルス感染症に対し、区民生活を支え、区内事業者・医療
従事者のみなさんを支えるための補正予算を審査。
合計で57億6,700万円の予算が可決されました。鈴木あやこは、予算
審査特別委員会の委員長を務めました。
本会議では、特別定額給付金や子育て世帯臨時特別給付金など、571
億円の事業予算の区長専決処分が承認されました。

❶江東区議会の新体制が決定。会派の副幹事長をつとめます

5月25日に、江東区議会第二回臨時会が開催され、江東区議会の新体
制が決定しました。議長には若林しげる議員が、副議長には磯野繁夫議
員が選挙の結果選出されました。
私は所属する会派の民政クラブの副幹事長に就任しました。
新型コロナウイルス対策をはじめ、区民の皆様が安心して暮らせる地域
づくりや、地域経済の立て直しなど、様々な政策を推進してまいります。

江東区議会 令和2年度臨時会報告（５月25日）

次回の江東区議会第3回定例会は、令和2年9月28日～10月23日まで
の日程で開催されます。鈴木あやこは決算審査の委員として登壇予定で
す。
本会議や決算審査の模様は傍聴のほか、江東区議会ホームページ上でイ
ンターネット中継も行っております。ぜひご覧いただけると幸いです。

次回定例会（令和２年第３回定例会）のご案内

江東区議会第2回定例会は、6月10日に開会し、6月30日に閉会しまし
た。今回の定例会では、仙台堀川公園の改修工事や第二亀戸小学校など
の増築工事の請負契約などが議決されたほか、新型コロナウイルスに関
する補正予算（第4号）の審査も行いました。
鈴木あやこは6月11日に一般質問を行いましたので本レポートにてご紹
介いたします。

令和2年度第2回定例会開催報告（6月10日～30日）

第2回定例会で可決した新型コロナウイルスの補正予算（7億2,200万円）

I 区民生活を支える取り組み 5億7,035万円 II 区内事業者を支える取り組み 1億1,493万円 

III 医療機関・従事者を支える取り組み 3,672万円

新たな取り組み 

●ふるさと納税による寄附金
・寄附金の活用先に「新型コロナウイルス感染症対策のために」を追加

●病院等に対する緊急支援物資の備蓄（3,592万4,000円）
・第2波への備えとして、救急医療機関(11か所分)及び保健所が必要なマスク、ガウン等の消耗品を備蓄

●区職員の特別勤務手当（80万円）
・新型コロナウイルス感染症対策に従事している区職員へ手当を国に準じて特例的に措置 

1.中小企業等
●公衆浴場の衛生管理支援（1,100万円）
・区内公衆浴場において衛生安全対策に要する経費の一部を補助 

●中小企業への臨時相談窓口開設（857万9000円）
・区内中小企業が新型コロナウイルス関連の各種支援サービスを確実に利用できるように、中小企業診断士
による臨時相談窓口を設置

2.高齢者施設等 
●高齢介護サービス事業所に対する緊急支援物資の備蓄（7,585万3,000円）
・第2波やクラスター発生に備え、特養等の入所施設(4か所分)のマスク、ガウン等の消耗
品を備蓄するとともに、事業所向けに感染拡大防止等の研修を実施 

3.こども関係 
●こども食堂に対する支援強化（1,350万円）
・こどもの食を確保するために、運営事業者に対する補助金の上限額を引上げ 

●私立幼稚園等に対する感染症対策経費の補助（600万円）
・私立幼稚園等に対し、感染症対策経費の一部を補助（上限50万円）

1.区民全般 
●避難所等における感染症対策の実施（5,556万円）
・避難所等における新型コロナウイルス感染症対策として、簡易型テント、携 帯トイレ等を配備 

2.高齢者 
●75歳以上の高齢者に冷感タオルを配布（3,543万8,000円）
・フレイル予防につながる外出のきっかけづくりとして、75歳以上の高齢者全 員に冷感タオルを配布 

3.こども関係 
●ひとり親世帯等への給付金支給（4億2,682万1,000円）
・児童扶養手当を受給しているひとり親世帯等へ臨時特別給付金を支給 

●学校等の感染症対策強化（3,522万8,000円）
 ・区内の小中学校・幼稚園等において感染防止用品等を購入 

●「ヒトサラ給食」の食材費を公費負担 （1,487万円）
・区内小中学校等にて実施する「学校における新しい生活様式」と「感染症対 策」を習得するための
「ヒトサラ給食」の食材費を公費負担 

●新生児・妊産婦への相談・指導体制強化（151万2,000円）
・新生児、妊婦及び産婦に対し、新たにオンライン
　面談が実施できるように ICT環境を整備 

●スクールソーシャルワーカーによる
　支援体制強化（69万2,000円）
・不登校等の悩みを抱えている児童・生徒等や保護者に
　対し、新たにオンライン相談を実施できるようにICT
　環境を整備

●教育相談員による相談体制強化
　（23万2,000円）
・教育に関する様々な問題に対し、教育相談員
　(臨床心理士)が行う面接相談等において、新たに
　オンライン相談を実施できるようにICT環境を整備 

山﨑区長に補正予算の要望書を提出民政クラブ所属議員



❶ウィズコロナ・アフターコロナを見据えた区政について

【質問】

（１）新型コロナウイルス感染症が今年度から開始した新長期計画
等、各種行政計画に与えた影響と見直しについて、見解は。
（２）行政手続のオンライン化について、更なるスピードアップと印
鑑レスを積極的に進めるべき。
（３）スピード感を持って区職員のテレワークを推進すべき。
（４）新型コロナウイルスなど感染症と、地震や水害などとの自然
災害の複合災害時における避難所の在り方について、認識と検討
状況は。
（５）新しい生活様式の中、東京2020大会の機運醸成の取組や
独自ボランティアへの対応は。
（６）東京2020大会の安全な大会運営に向けた今後の対策は。

【答弁】（山崎孝明区長）
（１）計画を推進する上で様々な影響があり、見直し等を検討す
る。
（２）オンラインでの手続を拡充する工夫をする。押印廃止は、国
や他自治体の動向を注視する。
（３）導入に向け、全庁横断的に検討する。
（４）感染リスクを考慮した避難スペースの確保が課題であり、避
難場所の確保やマスクの備蓄等を検討している。
（５）従来の集客型にとらわれないイベントの検討や安全を確保し
た形での活動に取り組む。
（６）組織委員会等に万全の対策を強く要望し、連携して成功に向
けて取り組む。

鈴木あやこの議会質問（令和2年第2回定例会：6月11日）

❷教育行政について

【質問】

（１）図書館運営について
①新しい生活様式に沿った今後の図書館運営の考え方は
②オンライン読書会など、インターネットを活用した図書館イベン
トの新しい取組などが必要では。
（２）図書館・学校図書館に電子書籍の導入を。
（３）ＩＣＴを活用した学校教育について
①分散登校時のＩＣＴによる学校教育のサポートを全校で導入すべ
き。
②コロナウイルスによる休校の期間に教育委員会が感じた課題と
対応は。
（４）ＧＩＧＡスクール構想（児童生徒に１人１台のPCと、学校に高
速大容量の通信ネットワークを整備）について
①運用面と費用面での課題は。
②ＢＹＯＤ（個人端末の持込み）の併用も視野に入れるべきと考え
るが区の見解は。
（５）いじめや不登校対策について
①コロナ禍をきっかけとしたいじめ対策の課題と対応策は。
②不登校児童への対策は。

【答弁】（教育委員会事務局次長）
（１）①図書館の役割を継続的に果たせるよう改めて検討する。②
検討する。
（２）費用対効果の分析や課題等を整理しながら研究する。
（３）①オンライン学習ソフト等を活用するなど積極的に進めてい
く。②オンライン学習に向けた家庭の環境整備が課題であったが、
タブレットの貸出しにより環境が整った。
（４）①運用面ではソフトの選定等が、費用面では後年度負担も慮
した制度設計が課題である。②検討していく。
（５）①偏見や差別の防止に向けた講話を実施している。②欠席状
況の共有と早期対応を組織的に行うとともに、個別対応の充実を
図る。

5月25日の補正予算で、
●インターネット環境がない小中学生に、タブレット端末・
ルーターの無償貸与。
●全小中学生が利用可能なオンライン学習アプリ（スタディ
サプリ）
の導入が実現しました。

多くのお子さんを持つ区民の方々の声を、会派からの要望書
や議会質問などで提言し、実現しました。
引き続き、区民の皆様の声を形にしていきます。

小中学校のオンライン学習環境の整備を実現！
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東京都 新型コロナウイルス
感染症対策サイト

江東区帰国者・接触者電話相談センター：03-3647-5879 　　　新型コロナウイルス電話相談窓口（東京都）：0570－550571

内閣府 新型コロナウイルス
感染症対策ポータルサイト

鈴木あやこのブログ
（コロナ対策関連情報）

江東区
新型コロナウイルス関連情報

新型コロナウイルス相談窓口
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【学費】
・日本学生支援機構（給付あり）：0570-666-301

・奨学金貸付　教育委員会庶務課：03-3640-9170

　在学する高校・大学でも相談を受け付けています。

【子育て】
「これって虐待？」「子育てがつらい」と感じたら

・江東区こどもの虐待ホットライン：03-3646-5481

・こども家庭支援課養育支援係：03-3647-4408

・虐待に関わる緊急時（命にかかわる場合は迷わず１１０番）１１０番

★日々情報が更新されていますので、

　最新の情報は必ずご確認ください。

【生活者向け給付金】
●特別定額給付金
・1人当たり10万円 （世帯主の口座振込）

・申請期限は８月３１日まで。未申請の方はお急ぎください。

・マイナンバー総合フリーダイヤル：0120-95-0178

●住宅確保給付金
・離職して住居に困っている方が対象

・原則3ヶ月、最長9ヶ月家賃相当額を支援

・保護第一課：03-3647-8487

【支払いの猶予】
コロナによる収入減で区税や国民健康保険料などの徴収猶予や減免が受けられ
ます。
・国民年金（免除・納付猶予）

   区民課年金係：03-3647-1131

・国民健康保険料（支払猶予）

　医療保険課：03-3647-8443

・介護保険料（支払猶予）

   介護保険課：03-3647-9493

・区民税（支払猶予）

　納税課：03-3647-4153

・保護第二課：03-3637-3741

新型コロナウイルス感染症対策　支援一覧

毎月開催！ あやこcafe（鈴木あやこ区政報告座談会）

【あやこcafe開催実績】
　４月：テレワークの可能性を語る会（ゲスト：今中徹也さん）
　５月：ウィズコロナ・アフターコロナ時代の新しいまちづくり
　６月：区議会一般質問報告会
　７月：ウィズコロナの江東区の水辺の自然の楽しみ方（ゲスト：寺田浩之さん）

オンラインにて開催します。みなさまのご参加をお待ちしています。詳細は、鈴木あやこホームページ・ブログ・SNSで告知予定。
申込みはオンラインにて承ります。諸事情により変更になる場合は改めて告知します。

新型コロナウイルスの影響で、仕事や生活に不安やストレスを感じている方も少なくないと思います。
日々の生活の中で、個人が幸せに感じられるための「自分実験」や、澤登さんが長年取り組んでこられた
「自殺対策」などについてお話いただく予定です。

江東区のまちづくりなどを中心にみなさまとざっくばらんにお話する区政報告座談会「あやこcafe」を
毎月１回開催しています。
新型コロナウイルスの影響により、4月からは毎月オンラインで開催し、皆様のご意見を伺っています。

●第112回あやこcafe 開催案内
　日時：８月２4日(月) １９：００～２０：３０
　ゲスト：澤登 和夫（さわとん）さん（カウンセラー・自分実験ラボ代表）
テーマ：「失敗しても大丈夫な自分へ、社会へ」

７月ゲスト：寺田浩之さん4月ゲスト：今中徹也さんオンラインあやこcafeの様子

澤登さんは行政の自殺対策や
ゲートキーパー養成講座に多数登壇
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