
鈴木あやこのプロフィール

1975年 2月18日生まれ。江東区 猿江、潮見を経て豊洲在住

1997年 成城大学文芸学部卒業

1997年 （株）NTTドコモ入社。法人営業に従事。

2011年 早稲田大学大学院公共経営研究科修了。

2011年 江東区議会議員選挙にて初当選。

★所属委員会（2011年度）
　● 区民環境委員会・医療介護制度特別委員会（2011年度）

　● 文教委員会・医療介護制度特別委員会（2012年度）

★ローカル・マニフェスト推進地方議員連盟　
　事務局長補佐

★趣味：料理・地元グルメ食べ歩き

鈴木あやこ事務所
〒135-0061　江東区豊洲4-10-18-622
TEL＆FAX. 03-3536-4251
e-mail. suzukiayako2011@mail.goo.ne.jp

江東区議会民主党
〒135-8383　江東区東陽4-11-28江東区役所議会棟
TEL＆FAX. 03-3648-2117

連絡先

活動内容を毎日更新しています！

鈴木あやこホームページ（PC版）
http://www.suzukiayako.com
☆ブログ「鈴木あやこの活動日記」毎日更新！
☆「区議会レポート」もダウンロード可能です。

鈴木あやこホームページ（携帯版）
http://www.suzukiayako.mymp.jp

QRコード対応の携帯電話からは
カメラで読み取るだけで簡単に
アクセスできます。

Facebook公式ページ
http://www.facebook.com/
suzukiayako.koto

Twitter
twitter.com/ayako_suzuki

活動内容を毎日更新しています！

メール、Twitter、facebookでのお問合せも歓迎です！メール、Twitter、facebookでのお問合せも歓迎です！

2011年9月15日、区政報告座談会「あやこcafé」をスタート。毎月1回、これまでに20回、参加者の皆さまと区政
についてざっくばらんに対話してます！ Twitter中継など、新しい手法も取り入れ、わかりやすく、楽しい場づくり
を行いながら、皆さんの声を江東区政に反映するように心がけています。 区政報告のほか、これまでのあやこ
caféでは、「豊洲新市場について」「ソーシャルメディアとまちづくり」「待機児童問題」などタイムリーな話題を取
り上げ、参加者の皆さんと一緒に、江東区の現状、未来について話し合っています。

鈴木あやこ区政報告会

「あやこcafé」

こんな資料を使って

参加者の皆さんと

お話しています

最新のあやこcaféの開催予定・今までの開催内容については、
鈴木あやこホームページをご覧ください！

http://www.suzukiayako.com/

Twitterの導入により、災害時に必要な情報伝達の手段が多様化。携帯電話のエリアメールによる災害緊急情報
の配信や、防災マップのスマートフォン対応など、災害時に必要な情報伝達手段の向上について積極的に提案し、
実現しました。また、マンション住民が地域で助け合う「共助力」を高めるため、「地域防災力の強化」「都市防災」に
も重点的に取り組んでいます。

２年間の議会活動で実現したこと

こども政策・子育て支援・保育分野

待機児童解消の為の、保育所の増設などのハード面の充実に加え、子育て世代が、
地域にかかわりを持ちながら安心して子育てできるよう、地域の子育て環境の支援、
ICTの活用など、ソフト面の充実を提案し、徐々に実現しています。

■区立小・中・幼稚園・保育園への「緊急連絡メールシステム」の導入（2012年4月～）
■江東区子育て情報ポータルサイトのオープン（2012年4月～）

http://koto-kosodate-portal.jp ▶
■認証保育所の入所状況のホームページでの情報公開（2012年12月～）
■豊洲地区の認可・認証保育所の増設（2012年度～）

防災分野
■江東区防災Twitter（@koto_bousai)の導入（2012年4月～）
■江東区防災マップのスマートフォンアプリの導入（2013年度～開始予定）
■災害協力隊（自主防災組織）の設立要件の緩和

ご挨拶

江東区議会議員の鈴木あやこです。
皆さまには、いつも応援いただき、本当にありがとうございます！

平成23年4月24日に、江東区議会議員選挙で初当選し、
約2年間活動してまいりました。

その間、皆さまにとって江東区政をもっと身近なものにしていくため、
議会活動や、地域活動のほか、街頭での区議会レポート、ホームページ、
Twitter、Face bookなどを通じた情報発信、区政報告会「あやこcafé」の開催など、
議員活動の「見える化」を積極的に行って来ました。

また、若い世代が政治に興味を持って頂けるよう「若者の政治参画」にも
力を入れています。

昨年に続き、２回目の発行となるこの「Annual Report（年間活動報告書）」では、
鈴木あやこの区議会議員２年目の活動を振り返り、皆さまにご報告します。

ぜひ、最後までご覧頂き、ご意見を頂けると幸いです。

働く世代のワーク・ライフ・バランスを応援します！働く世代のワーク・ライフ・バランスを応援します！
１． 仕事と子育ての両立～子どもたちの未来のために
２． 仕事と介護の両立～お年寄りの安心のために
３． ICTを活用した区民サービスの向上と、情報発信力の強化

基 本 政 策

鈴木あやこの一般質問 （2013年2月21日）

鈴木あやこの一般質問の映像は、
江東区議会ホームページ、「江東区議会インターネット中継」▶http://www.koto-city.stream.jfit.co.jp/index.php

一般質問と答弁の全文は、
「江東区議会会議録」▶http://asp.db-search.com/koto/  をぜひご覧ください。

答弁答弁

質問

1. 全庁的な視野を持った広報事業について
（1）区のホームページを、外部識者のアドバイス等も取り入れ、区民ニーズを反映した形で、リニューアルを！
（2）Twitterの情報発信を、防災だけでなく、観光、広報の分野に拡大を！Face bookの導入も進めるべき。
（3）区では、各部署が発行する広報媒体の役割と機能についての評価と工夫、SNSとの連動についてはどのように考えるか。
（4）広報を始め、区のイメージの発信について、外部人材の登用も含め、本格的に検討すべき。

（1）ホームページリニューアルについては、改善ニーズを把握し、外部人材登用とあわせ、検討していく。
（2）Twitterの特徴である即効性と伝播性を活用できる情報分野を見極め、活用分野を検討していく。
（3）それぞれの部署の所管の情報に特化し、対象者の属性にあわせた情報提供をしている。SNSの連動は今後の検討課題。
（4）転入者や観光行政推進の観点から、区の魅力を内外に発信することは重要。外部人材の登用を含めた広報戦略の展開

は、ホームページのリニューアルや新たなメディア活用とあわせて検討していく。

江東区議会平成25年第1回定例会2日目に、2回目となる一般質問を行いましたので報告
します。一般質問にあたっては、区民の皆様との意見交換や、区内の状況調査、全国の先進
事例の視察など、日頃の政策研究もフル活用いたしました。これからも、より暮らしやすく、
魅力ある江東区を実現していくため、議会質問を通じ、積極的に政策提案を行います！

答弁

3. 豊洲のまちづくりについて
（1）豊洲地区のまちづくりのビジョン・コンセプトは？
（2）豊洲新市場の賑わい創出や、豊洲のブランド価値を高めるための区の戦略は？
（3）豊洲東電堀周辺の水辺空間にオープンカフェや水陸両用バスの整備、

防災船着き場を整備し、世界に誇れる水辺空間の賑わい創出を
（4）災害時の地域防災力を強化するため、災害協力隊の設立要件の緩和や、町会・自治会の設立・運営支援を強化するべき。

（1）豊洲駅周辺を中心に、商業・業務・居住・教育等の機能を導入した賑わいのある複合市街地の形成を目指し、水辺や東京
湾への眺望を生かした拠点として育成していく。

（2）豊洲新市場の賑わいの中心となる千客万来施設については、築地の場外市場に勝る魅力ある施設とするよう都に求め
ていく。８号線の延伸やバス路線の充実、江東区観光協会との連携を図り、多くの観光客が訪れるよう取り組んでいく。

（3）オープンカフェ等の賑わい施設については、船カフェなど、運河ルネサンス協議会の支援をさらに進めるともに、官民が
連携した新しい公共施設のあり方も検討。水陸両用バスについては、東京都が臨海部の賑わい創出のため、運行に向け
たスロープを整備する計画。

（4）地域防災力の強化は極めて重要。災害協力隊設立要件の緩和は、地域特性に応じ、個別に対応。町会自治会の設立支援
も積極的に実施するなど、様々な機会をとおして、地域防災力の強化につとめていく。

3. 豊
（1）豊洲地区
（2）豊洲新市
（3）豊洲東電

防災船着
（4）災害時の

質問

答弁

2. 子育て支援施策について

答弁

2. 子
質問

（1）江東区長期計画で目標に掲げる、平成２６年４月の待機児童０に向けた取組は。
（2）待機児童が多発する世代や地域の偏りを平準化し、待機児童の削減を目指すため、
「送迎保育ステーション」の導入に大きく期待。平成２５年度の調査の具体的な内容は。

（3）男性の育児参画について、企業や区民の啓発事業などの現状と評価、今後の方向性は。

（1）保育需要の多い豊洲地区で３園の認可保育園の整備、０歳～２歳児を主体とした認証保育所１０園の整備などを区内
全体で行い、多様な保育スタイルの対応も視野にいれ、待機児童の解消を図る。

（2）送迎保育ステーションの事業化を目指し、将来的な人口動態や保育需要や、保護者のニーズ調査、待機児童の現状分析
などについて民間シンクタンクを活用した調査を行う。

（3）両親学級にて、父親のための子育て読本を配布し、父親の育児参画を図るとともに、企業に対しては、男性向けの育児・
介護参画のための学習講座を行い、啓発を図っている。引き続き取組を継続していく。

議会活動

2013.2一般質問

2011.10
江東区議会民主党の一員として
議会活動を行っています。
左から、福馬恵美子議員、
甚野ゆずる議員、鈴木あやこ、
徳永雅博議員。

※一般質問とは: 区議会の本会議で、議員が区長や部長など行政の執行機関に対して、区の仕事や区の課題全般にわたって質問をすること。
　区民の皆様から頂いた声を議会に届けるため、区議会議員が担う重要な仕事の一つです。

江東区長に予算要望書を提出 議会での執務風景

区議会議員２年目となった２０１２年度は、５月の臨時会、４回の定例会（６月、９月、１１月、２月開催）、平成２３年度決算
審査特別委員会（９～１０月）、平成２５年度予算審査特別委員会（２～３月）に参加し、議会活動を行ってまいりました。
日頃の地域活動、全国の先進事例や区内の視察や、あやこcaféなど、議員活動で得た様々な経験と地域の声を議会質問
に反映できるよう、取り組んでまいりました。
委員会は、文教委員会、医療・介護制度特別委員会に所属し、教育や福祉、介護などの分野での提言を行ってきました。

発行者：江東区議会民主党　江東区東陽4-11-28　江東区役所内　TEL&FAX:03-3648-2117　発行責任者：鈴木綾子

江東区議会議員

鈴木あやこ
ANNUAL REPORT 2012

江東区議会議員

鈴木あやこ
ANNUAL REPORT 2012
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東京新聞 「変えたい選挙制度」 （2012年11月6日）
「普通に働く会社員」が政治の世界に挑戦をし、働く世代の声を区政に届ける活動をしている議員として鈴木あやこが紹介さ
れました。

都政新報 「私とツイッター」 （2013年1月8日）
Twitterの活用方法と炎上対策などについて、鈴木あやこの実践事例を紹介しました。

新 聞

雑 誌

■ 〈江東区の課題〉「『多子高齢化』に対応した都市型のまちづくり （2012年7月13日）
■ 政治山座談会「当選１回目議員」新人議員たちは、何を考え、どう行動しているのか （2012年6月5日）
■ 「議員活動の見える化」とインターネット活用 （2013年3月27日）

WEB・政治山 （http://seijiyama.jp/）

講演・イベント出演

詳しい内容は、「鈴木あやこの活動日記」（ブログ）から、「メディア掲載」「講演・イベント出演」のカテゴリをご覧ください。
メディア掲載▶http://www.suzukiayako.com/archives/cat_50048733.html
講演・イベント出演▶http://www.suzukiayako.com/archives/cat_50049423.html

メディア掲載情報
鈴木あやこの議員活動が、新聞、雑誌、インターネットでも取りあげられました。
講演やイベント出演なども行っています。主なものを紹介します！
鈴木あやこの議員活動が、新聞、雑誌、インターネットでも取りあげられました。
講演やイベント出演なども行っています。主なものを紹介します！

早稲田大学公共政策大学院「インターンシップ（国会稲門会講座）」 （2012年6月7日）
2011年3月に修了した母校で、政治を学ぶ学生に対して講義＆ディスカッション。恩師の江上能義教授と、同級生の
有働巧港区議とともに、「議員活動の日常と議会活動」「議会改革」「地方議会の地域差」についてお話ししました。

United Youth「Beyond2013」 （2013年2月3日・24日）
若者の政治参画をすすめる団体United　Youthのイベントに参加。暮らしに密接な議員活動の日常や、
若者の政治参画について、Youth Create代表の原田謙介さんや、国会議員２名と対談しました。

未来の選挙研究会「区議会議員になるまで、なってから、そしてこれから」 （2013年3月31日）
会社員から区議会議員に挑戦した思いや経緯、なるまでの活動と、議員になってからの活動、将来に向けたお話をしました。

月刊東洋経済（東洋経済新報社） 「公務員&政治家になる」 （2012年5月26日号）
「地域の生活に密着する地方議員の仕事ぶり」の特集で、鈴木あやこの地元密着を心がけた議員活動が紹介されました。

世論時報（世論時報社） 「働く女性の視点で区政に取り組んでいます！」 （2012年6月号）
鈴木あやこの基本政策や江東区の課題、議員活動についてインタビュー記事が掲載されました。

毎日フォーラム（毎日新聞社） 「議員提案－働く女性の目線で仕事と子育てが両立できる
政策に取り組む」 （2012年10月号）
本アニュアルレポートに全文を紹介しています。

議員NAVI（第一法規） 
「議会報告をSNSで～議員活動のためのソーシャルメディア講座」 （2012年12月）
議会におけるICT活用の現状と課題や、私の「議員活動の見える化」のための
インターネット・SNS活用法について紹介しました。

議員情報レーダー（ぎょうせい） 「教えて！地方議員のインターネット・SNS活用術」 
参院選からのネット選挙活用の動きを前に、地方議員のSNS・インターネット活用のポイントを
Q&A形式で紹介する記事を執筆しました。

雑 誌

SpringSpring SummerSummer

WinterWinter
AutumnAutumn

鈴木あやこの1年間 議員活動２年目も、議会活動、地域活動、先進事例の視察、講演や記事の執筆、あやこcaféの毎月開催・・・など
様々な分野で活動を行いました。区議会議員２年生の日常を、写真で振り返ります。

1月～2月上旬

数多くの新年行事
に参加。

日頃お世話になっ
ている地域や団体

、

区民の方々とご挨
拶、意見交換。

まちづくりや政策
提案に結びつく

ご意見も多数伺い
ました。

2.3
豊洲町会のもちつき大会に参加

2.8　横須賀市の
吉田雄人市長から

、

シティプロモーシ
ョンについてお話

を伺いました。

海軍カレーのヒッ
トも、マーケティン

グ戦略の成果。

江東区の広報・マー
ケティング力の向

上に生かしていき
ます。

2.12
JAXAつくば宇宙センターを視察。通信衛星の利用など、宇宙開発の先端技術を学び、地方自治体との連携協力の可能性についてディスカッションしました。

2.20～3.28　

江東区議会第１回定例会

一般質問では、広報・子育て支
援、

豊洲のまちづくりについて。

予算審査では、若年投票率向上
・教育のICT化についても

質問・提案し、区政に区民の声
を届けました。

3.17　旧中川川の駅川開き。

水陸両用バスの運行や、賑わい
施設など、江東区の新しい水辺

観光の拠点になります。

江東区の美しい水辺を活用し
た観光・地域活性化を全力で推

進します。

5.16 
東京スカイツリータウンの開業祝。下町の新しいランドマーク。江東区の観光も、スカイツリーの開業を機にさらに盛り上げてきます。

7.6　
千代田区の、
「子育て施策の財源確保条例」を視察。待機児ゼロに向けた先進的な取り組みの数々を財政課長から伺いました。 7.11　探求型の学びを大切にした独特の教育を行っているNPO法人の小学校、東京コミュニティスクールを視察。1日学校見学をしたのち、久保理事長の熱い話を伺いました。

8.11-12
深川八幡祭りでは

、豊洲の住民の皆
さんと

一緒に神輿を担ぎ
ました。

下町の伝統と粋を
感じる祭に熱狂し

ました。

7.15
豊洲の夏の風物詩

、「水彩まつり」に参
加。

「江東区IDOBAT
Aカフェ」の

出店するおでん屋
さんをお手伝いし

ました。

5.17～18 
全国の若手議員が参加する勉強会（JISSEN）主催の沖縄勉強会に参加。若者の就労支援(仕事ありますプラザ）、那覇市の観光ガイド事業（まちまーい）を視察。

6.16
築地市場のせりを見学。

豊洲新市場の移転整備に向け
、

安全で活気のある市場整備を
めざし、

重点的に調査活動を行ってい
ます。

8.8（大阪）　8.2
9（広島）

水辺のまちづくり
の先進である、

大阪市と広島市を
視察。

水辺のカフェの導
入や、

NPOを活用した水
辺活性化の取組な

ど参考になる事例
。

あやこcaféで紹介
し、

江東区議会の議会
質問にも取りあげ

ました。

11.8-10　
宮崎市の景観・ボランティア行政、日南市の堀川運河で開催された
運河サミットに参加。
江東区の水辺の景観を生かした
美しいまちづくりを推進するため、全国のまちづくり担当者と交流しました。

2012．4．14～1
6　

富山・金沢を会派で
視察。コミュニティ

サイクル・広報・景
観政策など、

江東区政への提言
につながる内容で

した。

10.26　所属する会派、区議会民主党として平成２５年度の予算要望を山崎区長に提出。地域福祉、教育、まちづくり、観光、行財政改革の５項目について、安心安全で暮らしやすいまちづくりの実現を目指します。　　　

10.21　
豊洲公園で開催された豊洲マ

ラソン。

地元を中心に多くの方が参加
。

私は開会挨拶、受付、表彰式な
ど

全力で大会の運営をサポート
しました。

11.22　
臨海地区コミュニ

ティサイクルオープ
ニングセレモニー

。

豊洲を中心として
自転車を使って

地域の魅力を向上
する取組、推進して

いきたいです！

江東区の観光推進
のゆるキャラ、

コトミちゃんも式
典に参加。

（　　　） 2012年4月～
2013年3月

写真で
振り返る

2012.7～

江東区議会
のオリンピッ

ク招致議員
連盟として

、

２０２０東京
オリンピック

の招致を推
進。

街頭での広
報キャンペ

ーン（3回）や
、

IOC視察団
の歓迎（3月

４日）などを
行いました

。

９月の候補
地決定まで

、頑張ります
！

5.1～
江東区議会議員としての２年目の活動がスタート。皆様ありがとうございます。区民の皆様としっかり対話し、「働く女性の目線」を大事にして区議会議員として活動してまいります！

9.3　足立
区の「コミ

ュニティス
クール事

業」と「お
いしい給

食」を視察
。

地域と連
携した開

かれた学
校づくりや

食育の推
進で

教育力向
上に取り

組む事例
。大変参考

になりまし
た。

1.21・22
池田市を視察。
市役所や倉田薫前市長から、
地方分権や子育て支援など、
江東区政への提案に
役立つお話を伺いました。

◇働く女性の目線で仕事と子育てが両立できる政策に取り組む

　江東区は、下町と急速に開発がすすむ臨海地域からなり、伝統と未来が融合するまちです。特に、臨海
部では高層マンションの建設により、子育て世代を中心に人口が急増し、2015年度内には築地市場の豊
洲移転が予定されるなど、新しいまちとしての活気があふれる一方で、児童数が急増する「多子化」により
待機児童問題や小学校の不足など社会インフラの整備という課題も同時に抱えています。また集合住宅
が８割以上を占め、地域コミュニティーの希薄化や防災・防犯対策なども課題です。

　通信会社の勤務を経て、結婚後に住んだ豊洲地区を中心に、深刻な保育所不足の問題を抱えているこ
とを知りました。これでは出産後に仕事を続けたくても、退職を余儀なくされてしまう状況を想像し、危機
感を感じました。社会人を続けながら、解決策としての仕事と子育てを両立するためのワーク・ライフ・バラ
ンスについて大学院で学んでいるうちに、身近なまちをよくするため、同世代でがんばっている多くの地方
議員と出会い、刺激を受けました。自分自身も若い世代の視点から、議員として暮らしやすいまちづくりに
携わりたいという思いを持つようになり、区議を目指すことにしました。

毎日フォーラム・議員提案:東京都江東区議　鈴木綾子
2012年10月10日

　子育て世代が急増する江東区を働く女性が仕事と子育てを両立し、
男女ともワーク・ライフ・バランスのとれた生活を送れるまちにすること
が、私の主要政策です。

　保育所の新設や、地域での子育て支援環境の充実とともに、「子育て
支援情報の分かりやすい提供」が必要だと思います。そのためにはＩＣ
Ｔの活用がキーになると考えています。

　昨年度に提案した政策の中で実現したのは、江東区の子育て情報を
集約した「江東区子育て情報ポータルサイト」です。まだ始まったばかり
のサービスですので、今後もより見やすい情報提供が図られるよう重点
的に取り組んでいきたいと考えています。

出典：「毎日フォーラム」2012年10月号

すずき・あやこ　1975年生まれ。
97年成城大文芸学部卒。通信会社
で法人営業に従事。09年早稲田大
大学院公共経営研究科でワーク・
ライフ・バランスを研究。11年同研
究科修了。同年５月江東区議選で
初当選。

「鈴木あやこの政策と取組について」～「毎日フォーラム」紹介記事から～


