
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。
2013年 マニフェスト大賞優秀ネット・コミュニケーション戦略賞・
 審査員特別賞受賞

★所属委員会
　● 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）

　● 区民環境委員会・防災対策特別委員会（2013年度）

　● 区民環境委員会
防災・まちづくり・南北交通特別委員会副委員長（2014年度）

　● 広報委員会（2012・2013・2014年）

★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・ホームページ・face bookからのお問い合わせも歓迎です！

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33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/

3年間の議会活動で実現したこと

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（日本語・英語）（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

■高層住宅震災対応マニュアル作成の手引きの策定（2013年度）

こども政策・子育て支援分野
■江東区子育て情報ポータルサイトのオープンと、情報の充実（2012年4月～）

■「江東湾岸サテライト保育事業」（2014年4月開始）に保護者の声を反映。

■豊洲地区を中心に、江東区全域の認可・認証保育所の整備（2012年度～）

教育分野
■区立小・中学校・保育園への「緊急メールシステム」の導入（2012年4月～）

■区立小学校へのタブレット端末の導入（2014年度に1校試験導入決定）

ICTを活用した教育の質の向上につとめています。

ご挨拶

江東区議会議員の鈴木あやこです。
皆様にはいつも応援頂き、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3年間活動してまいりました。

その間、皆様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
力を入れており、若者の政治参画イベントでの講演や、
年２回の大学生インターンの受け入れを行っています。

今回で３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３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。

「若者や働く世代の政治参画の推進」「江東区の美しい水辺や緑を活用した魅力あるまちづくり」にも
積極的に取り組んでいます。

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～子育て・保育・教育環境の充実～
２． 仕事と介護の充実～高齢者福祉・介護支援の充実～
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

鈴木あやこの議会質問

答弁

質問

1. オリンピック・パラリンピックに対応した長期計画の策定について
（１）後期長期計画策定にあたっての考え方について

江東区後期長期計画策定に当たっての基本的な考え方は？
（２）オリンピック・パラリンピック後を見据えた長期的な公共施設のマネジメントについて

江東区の長期的な公共施設のマネージメントに関する見解は？
（３）公共施設白書を活用したマネジメントについて

公共施設白書を活用したマネージメントをすすめ、施設情報の見える化をすすめるべきと考えるが
区の見解は？

（４）無料公衆無線LAN環境の整備について
オリンピックに対応し、外国人観光客から特に要望の高い無料公衆無線LAN環境の整備を積極的にすすめるべきと考えるが
区の見解は？

（１）新たな行財政改革や、行政効率化に資する計画もあわせて策定していく。
（２）国の政策や社会状況をみながら検討していく。
（３）平成２６年度から稼働する公共施設情報管理システム等も活用し、施設白書に相当する保有施設情報のとりまとめを検討していく。
（４）国や都の整備状況等を踏まえ、江東区の湾岸エリアを中心に、整備について検討していく。

答弁

2. シティープロモーションについて2. シ
質問

（１）シティープロモーションの重要性と広報戦略基本方針の策定
シティープロモーションについて、７年後のオリンピック開催を見据えた明確な指針はあるのか？

（２）外部人材の登用と職員の広報マインドの醸成について
外部人材の登用や人事交流などを活用し、職員の広報力強化を図るべきでは。

（３）ソーシャルメディアの活用について
防災情報だけなく。区の広報用Twitterやface bookなどのソーシャルメディアにより、更なる情報発信力の
強化を図るべきではないか。

（４）キャラクターの活用について
①各事業別のキャラクターを戦略的に活用しているのか？
②観光キャラクターのコトミちゃんを区の全体のPR活動に使うべきではないか。
③コトミちゃんを区のPR活動につながる商品販売や、シティープロモーションに戦略的に活用すべきではないか。

（５）ご当地ナンバーの導入について
①２３区では、世田谷区・杉並区の来年からの導入が決定したが、江東区のご当地ナンバー導入について見解は？
②今後の導入の方向性は？
③江東区単独でご当地ナンバーを申請する可能性は？

（１）水と緑に加え、スポーツも区のイメージアップの大きな要素と考えており、更なる広報の充実を検討する。
（２）外部の専門家の意見は有効であると考えており、人事交流を含めて検討する。
（３）広報用の公式アカウントを新たにとる考えはないが、現在発信している情報は速報性を必要としているため、ホームページに

その内容を同時に表示させる方法を検討している。
（４）①イベント等で活躍しており、今後も活用する機会を活かしていく。

②各キャラクターも各々の場面で愛されており、引き続き活用していく。
③観光ロゴマークやキャッチフレーズ作成とあわせ、コトミちゃん関連の商品化も含めて検討し、区のブランド力向上に取り組
んでいく。

（５）①地域の知名度の向上やイメージアップなど、多くの面で効果が期待できるものと考えている。
②導入に向けた機運が全区的に高まれば、次回の申請時の導入を視野に、広く区民ニーズの把握に努めていく。
③近隣区の動向を注視しつつ、連携の方向性を探っていく。

答弁

3. 魅力的な公共空間の創出について

③近隣区

答弁

3. 魅
質問

（１）オープンカフェ等公共空間を活用した賑わいの創出について
区内全域の水辺や公園空間のオープンカフェの設置や公開空地の活用によるにぎわいの創出に
積極的に取り組むべきではないか。

（２）公園施設における防災対応バーベキュー場の整備について
公園施設における防災対応バーベキュー場の整備を。

（１）公開空地の有効活用や、親水公園の様々な工夫を通じ、積極的に取り組んでいく。
（２）既存の公園での整備は課題があるが、公園の改修・開発等の機会を捉えて検討する。

議会活動

2013.11 代表質問

※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。

2013.10 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３年目となった２０１３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、区民環境委員会・防災対策特別委員会に所属し、観光・産業振興・環境・防災などの分野での提言を行ってきました。

2011.5～
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。

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
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メディア掲載情報 （2013.4～2014.4）
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！

オリンピック・パラリンピックと江東区
　９月８日に、２０２０年のオリンピック・パラリンピックの東京開催が決定しました。

江東区では、３７競技場のうち、１７競技場、２８競技のうち１５競技が開催される中心区となります。
７年後の東京オリンピック開催に向け、住民にも世界中から訪れる方々にも

魅力があふれる江東区のまちづくりに向け、頑張ってまいります。

2020年東京オリンピック開催決定（2013.9）までの招致活動
2012年度に発足した江東区議会の超党派議員で構成されるオリンピック招致議員連盟の一員として、
招致イベント参加、駅頭での招致応援活動などを通じて、オリンピック招致活動を行ってきました。

これからは、オリンピック開催・開催後を見据えたさらに魅力ある江東区のまちづくりに全力を注いでいきます！

鈴木あやこは、2020年東京オリンピック・パラリンピックに向けて、
新しいまちづくりを区民の皆さんと一緒に行います！
■地下鉄8号線の延伸（豊洲～住吉間）
■江東区の観光推進・シティセールスの強化で江東区の魅力を全国に発信
■水辺のまちづくりの推進と水上交通の充実
■ICTを活用した魅力あるまちづくり（無料公衆無線LANの導入など）
■ユニバーサルデザインのやさしいまちづくり　■スポーツに親しめるまちづくり

2012
３回にわたり、
オリンピック招致駅頭活動を
招致議員連盟として実施。

2013.3.4
IOCによる東京視察で、
世界各国の評価委員の
皆様をお出迎え。

2013.9.8
オリンピック東京開催決定を、区民のみなさま、
区議会や区役所の職員の皆様とともに祝福！

2012年～2013年
オリンピック開催に対応した
江東区のまちづくりについて、
議会でも質問！

毎日新聞「マニフェスト大賞：SNSネット活用　審査員特別賞　鈴木あやこさんら」 （2013年11月２日）
マニフェスト大賞受賞に際し、SNSなどの情報技術を活用し、有権者が政治参加しやすい環境を整備し、「議員活動の可視化」を行った取組を具体的に紹介頂きました。

自治日報 （2013年11月8日）
地方行政・自治の専門紙である「自治日報」にマニフェスト大賞受賞者として鈴木あやこを紹介頂きました。

新 聞

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_5004942v3.html

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。

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」 （NO95. 2013年4月）
インターネット選挙解禁（２０１３年７月）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。

AERA「キャリア再考　好機を生かせば『地平』が変わる　『私がやる意味がある』」 （2014.4月28日発売　5.5-12号）
ビジネスなどの世界で活躍する女性を紹介した特集記事。鈴木綾子が会社員から区議会議員を目指した理由と経緯、
ワークライフバランス政策の実現のため、議員として心がけていること、などについて、インタビュー取材をもとに紹介頂きました。

雑 誌

「政策実現のためのコミュニケーション戦略～ICTとリアルな対話の融合」 （2013年11月29日）
マニフェスト大賞特集記事。SNSや区政報告座談会「あやこcafé」を活用し、ICTを「選挙のための情報発信手段」ではなく、
「政策実現のための双方向のコミュニケーション手段」ととらえて戦略的に活用した取組について、具体的な内容を寄稿しました。

WEB・政治山 （http://seijiyama.jp/）

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）」 （2013年6月6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。藤井教授とともに、
「身近なまちづくりから政治を考える」をテーマに、若者の政治参画や、議員活動、大学院での「学び」についてお話ししました。

講演・イベント出演

2014.4）メディア掲載情報
鈴木あやこの議員活動が 新聞 雑誌 イ鈴木あやこの議員活動が 新聞 雑誌 イ

区
した。

（2013.4～2

SpringSpring
SummerSummer

WinterWinter
AutumnAutumn

鈴木あやこの1年間 議員活動3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。鈴木あやこの議員活動・地域活動の日常を、写真で振り返ります。（　　　） 2013年4月～

2014年3月
写真で
振り返る

５.１８
第１回、豊洲カーニバル、豊洲商友会ブースでポップコーンのお店のお手伝いの後、
地元区議としてセレモニーに参加。豊洲地区の住民・企業などまちづくりに関わる皆さんの手で、素敵なカーニバルとなりました。

5.13-１５
石川県珠洲市にて

、全国の地方議員
の仲間たちと自治

体財政研修。

全国の自治体・江東
区の財政分析と、世

界農業遺産に認定
された

「能登半島の里山
・里海」を生かした

珠洲市の地域づく
りについて、

視察しました。写真
は大和田一紘先生

と。

７.23-25
ローカルマニフェスト推進地方議員連盟の熊本研修会に参加。くまモンを活用した熊本県のブランド戦略や、御船町議会の議会改革についての視察や、新しい地方議会のあり方についてのディスカッションなど、濃い内容でした。

７.19-20
豊洲町会盆踊り大会。住民の皆さんとかき氷の屋台のお手伝い。この他地元の盆踊り大会を中心に夏祭りに参加させて頂きました。

８.10-11
豊洲の住民の皆さ

んと一緒に、

町内神輿を担ぎま
した。

下町の伝統と粋を
感じるお祭りに、

今年も地域の皆さ
んとの

絆を深めました。

８.1-2
全国の若手地方議員の皆さん

と、視察研修会に参加。

「子どもの貧困」「図書館にお
ける電子書籍」の政策研究。

現地視察では、埼玉県の「ウー
マノミクス」の取組と

県庁内保育所「コバトン保育園
」現地視察

さいたま市では、「公共施設マ
ネージメント」

「EV活用施策」について学び
ました。

６.６
母校の早稲田大学大学院にて

、ゲストスピーカー講義。

「身近なまちづくりから政治
を考える」をテーマに

若者の政治参画やICT活用な
どについて、

政治を学ぶ大学院生と講義・デ
ィスカッション。

4.12　倉敷市視察
倉敷市の美観地区を中心とした景観行政の取組や、景観を生かした観光情報の発信についてお話を伺いました。観光ボランティアによるガイドツアーも体験。江東区が最近力を入れている景観行政・観光行政をさらに充実させるための気づきを多く得ることができました！

4.18-19　北海道
視察

全国の若手地方議
員の皆さんと札幌

市、夕張市を視察。

札幌市では、「図書
館における電子書

籍活用と元気カフ
ェの取組」

「就労ボランティ
ア体験事業につい

て」夕張市では鈴木
直道市長や財政担

当者から、

「夕張市の財政再
建・地域再建の取組

」についてのお話を
伺いました。

9.21　豊洲水彩まつり。初めての夜の開催で、地域の住民の方々を中心に賑わった素敵なお祭りでした。クラゲの水槽展示を担当しました！

10.22　所属する会派、区議会民主党として平成２６年度の予算要望を山崎区長に提出。安心安全で暮らしやすく、オリンピックも見据えた江東区の発展的な区政運営のための５項目７９項目の要望を行いました。

10.27　豊洲マラ
ソン。

今年も開会式から
表彰式まで運営の

お手伝い。

お子さんも大勢参
加し、多くの地元の

参加者で

盛り上がりました
。

開会式で準備体操
を指導した

元オリンピック選
手の渡邉高博氏と

。

9.8　2020オリ
ンピック東京開催

決定！

決定の瞬間を区議
会・区民の皆様と祝

福。

杉並区(11.7)・世田谷区(11.9
)視察

自動車のご当地ナンバーの来
年度からの導入が決定した

杉並区・世田谷区を視察。

視察で得たことは、区議会本会
議の代表質問に

しっかり活かしました！

11.19　香川県を視察。直島のアートを活用した地域活性化、高松丸亀町商店街の取組、大変先駆的で、江東区政への提言にも活かせる
素晴らしい内容でした。

11.26-12.13　江東区議会第４回定例会。今回は、代表質問、委員会審査など、多くの発言の機会を頂きました。オリンピックに対応した、江東区長期計画のあり方、など将来を見越した区政の課題について主に質問。

１月上旬～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言に結びつくご意見も多数伺いました。

３.２２　「女性と子どもに優しい病院」昭和大学江東豊洲病院の竣工式・施設見学・開院記念会に出席。
３月２４日からいよいよ開院、地域医療の向上を推進します。

３.２８　「江東湾岸サテライト
保育園」開所式

全国初となる、送迎機能をもつ
本園・分園からなる認可保育園

が開設。

湾岸エリアの保護者のニーズ
を聴いて実現した新しい保育

園。

待機児童の解消と保育の質の
向上を推進します。　　

３.１６　旧中川川の駅１周年イ
ベントに参加。

水陸両用バスなどの観光舟運
など、川や運河に囲まれた江東

区の

水辺のまちづくりのさらなる
推進のため、頑張ります。

２.１４　兵庫県庁
を視察。

「総合型地域スポ
ーツクラブの活動

支援について」

「災害時の情報伝
達に対する取組に

ついて」

関係部署からお話
を伺いました。

２.１９-３.２８
江東区議会平成２６年第１回定例会が開会。予算審査特別委員会では、総務費・民生費・産業経済費の質疑を行いました。

早稲田大学マニフェスト研究所編著「あなたにもできる議会改革」（第一法規）で、ICT活用の
事例紹介記事を執筆しました。
「3.情報化とオープンガバメント」の章で、「ネット選挙に備えよ～ICT活用で議員活動の可視
化を」という記事を、７ページ（P168～174）にわたって執筆しています。住民の方々からの声
を区政に反映させるためのインターネット・SNSを
使った議員活動の「見える化」の手法や、区政報告座
談会「あやこcafé」を活用し、住民の方々の声を区政
に反映させている実例を紹介しています。
この他にも、議会や議員個人が、住民の声をより政策
に反映でき、住民自身も参加できる「開かれた議会」
をつくるための取組が多く掲載されています。
ぜひ、お読み頂けると嬉しいです。

書籍「あなたにもできる議会改革」に
ICTを活用した議員活動実践事例を執筆しました。

「あなたにもできる議会改革」
早稲田大学マニフェスト研究所議会改革調査部会編　
第一法規　2,000円(消費税別）

eラーニングサイト「eマナビバ」で講義を行います！
地域経営に関わる地方公務員、地方議員、市民の方々がより手軽に地方分権・
地方自治などを学べるe-ラーニング「eマナビバ」で「地方議員の広報広聴戦略」
に関する講義を有料配信します。

議員だけでなく、地域活動や市民活動に携わっている方や個人としての情報発信やコミュニケーションに興味を持っている方にも
おすすめです。５月以降、講義のアップを予定していますので、ぜひアクセス頂き、ご覧頂けると嬉しいです！

マニフェスト大賞を受賞しました！
政策本位の「善政」を競い合う「マニフェスト大賞」表彰式が１１月１日に開
催され、鈴木あやこの取組が、「優秀ネット選挙・コミュニケーション戦略
賞」「審査委員会特別賞」を受賞しました。
皆様と日頃の活動を通じ、ご意見やアドバイスなどを頂いたことが受賞に
つながったことを感謝いたします！
今後も議員活動の「見える化」を推進し、皆様の声を区政により反映で
きるよう頑張ってまいります。

取り組み概要
インターネット選挙の解禁により、議員のホームページ、SNSなどの
ICTによる情報発信は標準装備となりつつあります。地方議員として住
民の声を聴き、政策実現につなげるためには、ICTを「選挙のための情
報発信手段」ではなく、「政策提言につながる双方向のコミュニケーショ
ン手段」ととらえて、戦略的に活用することが必要です。
そこで、ホームページ・SNSなどのICTツールの活用と、紙面による広報に加え、区政報告会（「あや
こcafé」）・ワークショップなどのリアルなコミュニケーションを連携させ、以下のような「政策実現
のためのコミュニケーション戦略」を実践しています。

1. ホームページ・SNSで議員活動を見える化
2. 視察報告書のネット公開＆区政報告会での活用
3. 新しい政策提言の手法～クラウドソーシングでアイディア募集～
4. 政策提言型・SNS連動型の区政報告会「あやこcafé」
5. ワークショップを活用した待機児童問題への取り組み
6. ビジュアルにこだわった「区議会レポート」「アニュアルレポート（年間活動報告書） 」

審査委員長の北川正恭教授
（元三重県知事・
 早稲田大学大学院教授）と。

毎日新聞（2013年11月1日号）朝刊にも
掲載されました。

審査委員の杉尾秀哉氏
（TBSテレビ報道局編集センター解説・
  専門記者室長）と。

第１部：ICT活用編（ホームページやSNSの活用）
第２部：紙媒体活用編（区議会レポートなどの活用）
第３部：住民とのコミュニケーション編（区政報告会「あやこcafé」やワークショップの活用）

講 義
内 容

☆「eマナビバ」
http://www.emanabiba.jp


