
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・優秀賞・審査員特別賞受賞
2015年 江東区議会議員選挙にて、２期目の当選

★所属委員会（2014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

★所属委員会（2015年度）
　● 区民環境委員会副委員長・医療介護制度特別委員会

★マニフェスト大賞副実行委員長

★趣味：料理・まち歩き・水辺歩き

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　維新・民主・無所属クラブ
〒135-8383　江東区東陽4-11-28江東区役所議会棟
TEL：03-3647-8604  FAX：03-5633-7144

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

Facebook公式ページ
https://www.facebook.com/
suzukiayako2011

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！

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

Facebook公式ページ

4年間の議会活動で実現したこと （２０１１年～２０１５年）

こども政策・子育て支援分野
■江東区全域の認可・認証保育所を整備
■豊洲地区の待機児童解消のため「江東湾岸サテライト保育園」を２園開設（２０１４年・２０１５年）
■「江東区子育て情報ポータルサイト」のオープンと、保育園入所に関する
　情報提供の充実（２０１２年４月～）
■区内の公立・私立保育園を在宅子育て支援の拠点として活用（２０１４年～）

防災分野
■江東区防災Twitterの導入（２０１２年４月）
■江東区防災マップのスマートフォン対応アプリの導入（２０１３年度～）
■災害協力隊の設立要件を緩和し、地域防災力の強化を実現（２０１３年～）

観光分野
■「観光活性化事業」開始による、外国人向け観光まちづくりの推進（２０１５年度）
■豊洲埠頭（東電堀）の水陸両用バスの導入など、舟運を活用した観光活性化

教育分野
■区内小・中学校・保育園への「緊急メールシステムの導入」（２０１２年４月～）
■区内小・中学校へのタブレット端末の導入（２０１４年度、各一校に試験導入開始）

鈴木あやこの政策

1.仕事と子育ての両立～子どもたちの未来のために～
　  ①待機児童の解消▶おうち保育・サテライト保育など多様な手段を活用し、待機児童を解消します。
　  ②放課後支援の充実▶放課後支援を充実し、子どもたちの安心できる居場所づくりと共働き家庭の「小一の壁」の解消につとめます。

２.高齢者施策の充実 ～お年寄りの元気と安心のために～
 　 ①高齢者を地域で見守るまちづくり▶高齢者見守り支援事業を強化し、お年寄りが地域で安心して暮らせるまちづくりを推進します。
 　 ②元気な高齢者の活躍支援▶元気な高齢者が地域で活躍できるよう、就業支援の充実や市民活動への参加を支援します。

３.２０２０年東京オリンピック・パラリンピックに対応した新しいまちづくりの推進
 　 ①交通網の充実▶地下鉄８号線（豊洲～住吉間）の整備推進、水上交通など、交通網の充実をはかります。
 　 ②水辺環境を活かした観光まちづくり▶江東区の内部河川・運河を活用し、世界に誇れる国際観光のまちづくりを推進します。

４.ICTを活用した区民サービスの向上～誰もが区政を身近に感じるために～
　  ①ICT（情報通信技術）を活用した区民サービスの向上▶子育て、教育、医療、防災分野にインターネットなどのICTを積極的に活用し、

区政を身近で便利にします。
　  ②ICTを活用した区民参加のまちづくり▶「区民協働レポートシステム」を導入し、ICTを活用した区民参加の仕組みをつくります。

働く世代のワーク・ライフ・バランスを応援します！
2020年東京オリンピック・パラリンピックの開催で、中心区となり、

５０万都市に向けてめざましい発展を続ける江東区。
子どもたちやお年寄りが安心して暮らしていくためにも、

現役世代が働きながら地域社会に関わりをもてるまちづくりを目指します！

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ありがとうございます！
平成２３年４月の江東区議会議員選挙で初当選、平成２７年４月に再選し、２期目の区議
会議員として、江東区のまちづくりに取り組んでいます。

　江東区は、湾岸エリアを中心に、急速な都市開発の進展により人口が急増。今年の６月
には人口が５０万人を突破しました。２０２０年の東京オリンピック・パラリンピックでは、８
競技が開催される予定であり、中心区として新たなまちづくりの気運が高まっています。
一方では、人口急増による子育て環境や学校施設、高齢者施設などの整備も大きな課題
です。

　鈴木あやこは江東区議会議員になって約５年間、働く女性の目線で、「仕事と子育ての両
立」や「若い世代の政治参画」などの政策に積極的に取り組んできました。これからの江東
区をさらに魅力的なものにしていくためには、区民の皆様の声を聴き、学校、事業者、行政、
などと連携をし、未来志向でまちづくりに取り組むことが大切です。

　このためには、江東区政をもっと身近なものにしていく必要があると考え、議員活動・地
域活動などをインターネットや区政報告会などを通じ、積極的に情報発信する「見える化」
に力を入れています。

　今回で４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４年目から、２期目を迎
えた５年目前半までの活動を振り返り、皆様にご報告します。

　ぜひ、最後までご覧頂き、ご意見を頂戴できると幸いです。

鈴木あやこの議会質問2014 （平成２６年第３回定例会　代表質問）

鈴木あやこの議会質問2015 （平成２７年度第２回定例会一般質問　６月）

1. 「国際観光都市江東」に向けてのまちづくりについて
質問
（１）東京オリンピック・パラリンピックを踏まえた区民意見の反映について

オリンピック・パラリンピックに対応したまちづくりに区民の意見を反映させるため
継続的な会議体等の設置を。

（２）「江東区観光推進プランにおける取り組みについて
江東区観光推進プランにおいて国際観光都市の推進を位置づけ、実施すべきではないか。

（３）「江東湾岸エリアにおけるオリンピック・まちづくり基本計画」の今後の取組み方針は。
（４）消費税免税制度を活用した外国人の誘客について

２０１４年１０月から消費税免税制度が代わり、消耗品を含む全ての商品が免税対象となるが、区の商店に対する支援策は？
（５）外国人向け観光まちづくりについて

体験型・交流型の要素を取り入れた着地型観光を企画しては。
（６）神社仏閣など歴史的建造物や美術館等で会議を開催するユニークベニュー推進への考えは。

山崎区長答弁
（１）区民の意見を直に聞くイベントに工夫を加え、新たな展開による区民参画を考えている。
（２）観光推進プランの見直しを行い、インバウンド施策を重点項目に位置づけ推進する。
（３）ＭＩＣＥ機能、新市場、競技場群が連担した国際観光拠点の形成を推進する。
（４）本制度の周知や情報収集に努め、検討していく。
（５）区の歴史、文化、水辺、舟運など外国人観光客を意識した観光メニューづくりを、江東区観光協会や民間事業者と連携し、進める。
（６）都と連携し、検討していく。

2. 「水彩都市・江東」のまちづくりについて
質問
（１）豊洲埠頭の水辺空間を活用した賑わいの創出への考えは。
（２）防災船着場を活用した訓練を定期的に行ってはどうか。
（３）水辺の賑わいの創出は、行政間及び行政の垣根を越えた民間との連携強化が更に必要では。

山崎区長答弁
（１）民間活力で緑地・公園に限らず水面利用も視野に入れ日本を代表する水辺空間にしたいと考える。
（２）物資搬送・人員輸送訓練は重要であり、協定団体の協力を得て実施する予定である。
（３）既成概念に捉われない連携が重要であり他自治体、観光関連団体等と一体となり舟運の事業化等を実施していく。

「公園等管理運営官民連携事業」
豊洲埠頭内公園等について、官民が連携し、魅力ある水辺空間を創出するため、平成２９年からの民間事業者による
管理運営を目指し、平成２７年度に管理運営の民間提案を募集する見込みです。（平成２７年度予算案：1,047万円）

実現しました 2

「観光活性化事業」（江東区長期計画（後期）重点施策）
平成２７年度開始の、「江東区長期計画（後期）」に、新たな重点施策として「観光活性化事業」が追加。
同時に、「江東区観光推進プラン」も見直され、外国人向け観光まちづくりの推進を行う予定です。

実現しました 1

1. 江東湾岸エリアのまちづくりについて
質問
（１）豊洲新市場の千客万来施設に関する今後の対応と場内市場と同時開設への認識は。
（２）豊洲ふ頭内公園について
　　①千客万来施設の事業者が撤退したことによる影響は。
　　②桜並木等の整備についての考えは。
（３）水上交通について、交通網整備の検討状況と鉄道駅等へのアクセス向上の必要性の認識は。
（４）有明地区における区民館、文化センター及び子育て支援のための施設の整備予定は。

山崎区長答弁
（１）新市場に必須の施設であり、同時開設を引き続き強く求める。
（２）①千客万来施設の進捗に係わらず整備を進める。
　　②公園整備の中で植栽するよう都に要望する。
（３）必要な整備を都に提案した。今後も、関係機関と検討を進める。
（４）長期計画に沿って南部地域の公共施設を整備しつつ、施設のあり方を検討する。

議会活動

2014.10代表質問

2014.10.23　
江東区議会民主党として、
山崎区長に予算要望

2014年度
区議会議員４年目となった２０１４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２５年度決算審査特別委員会（９月～１０月）、平成２７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、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の副委員長として、観
光・産業振興・環境・防災などの分野で提言活動を行ってまいりました。

2015.６
改選後初の一般質問

2015.5　
新会派「維新・民主・無所属クラブ」

2015年
４月に行われた江東区議会議員選挙で２期目の当選を果たし、５月から新たな議会構成
で議会活動が始動しました。会派は、民主党と維新の党、無所属の議員９名で「維新・民主・
無所属クラブ」を新たに結成しました。
委員会は区民環境委員会の副委員長、医療介護制度特別委員会に
所属し、観光・産業振興・環境・医療介護などの分野で提言活動を
行っています。
６月には改選後初めてとなる平成２７年第２回定例会で一般質問
を行いました。今年度も１回の臨時会、４回の定例会があります。
これまでよりも一層充実した議会活動を行ってまいります。

発行者：江東区議会　維新・民主・無所属クラブ　江東区東陽４－１１－２８　江東区役所議会棟　発行責任者：鈴木綾子
TEL：０３－３６４７－８６０４　FAX：０３－５６３３－７１４４
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　２０１２年春から、これまで１４名の大学生インターン
を受け入れ、地域活動や研修参加、議会傍聴などを
通じ、共に活動。
　学生に、政治を身近に
感じて頂くと同時に、私も
「若者視点の政策提言」に
役立てています。

学生インターンの受け入れ1
　来年の参議院選挙から始まる１８歳選挙権の実現を前に、２０１５年夏は
大学生に加え、高校生３名のインターン生を受け入れました。
　選挙管理委員会事務局長による「若者の
政治参画の取り組み」、同僚の新人議員と
協力し、「議会の仕組みと議員の仕事」、
防災施設や清掃施設の見学などを実施。
　生活に密着した地方政治の実際や、若年投票率向上につ
いて考えて頂く機会となりました。
　参加した高校生のインタビューは、朝日新聞にも紹介されました。

高校生インターンの受け入れ2

　大学（早稲田大学公共経営大学院）、高校（第一学院高校）の
ゲストティーチャーとしてこれまで
４回の講義を担当。
　「区議会議員の活動」から、「若者の
キャリア形成と政治」などをテーマに
授業を実施。

大学・高校における講義・講演3
　若者の政治参画を推進するNPO法人ドットジェイピーや、
United Youthなどの団体のイベ
ントに多数登壇。
　国会議員・地方議員、原田謙介さん
（ユースクリエイト代表）との対談など
を通じ、「政治をもっと身近に」と呼び
かけ。

「若者の政治参画」イベントの登壇4

若者の政治参画の取り組み
鈴木あやこは、「若者の政治参画の推進」「投票率の向上」に向けた政策を、

議員活動を通じて積極的に推進しています。
２０１６年の参議院選挙から、いよいよ１８歳選挙権がはじまりますが、若い世代が政治に興味を持ち、

まちづくりに参加しやすい環境づくりにしっかりと取り組んでまいります！

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/

鈴木あやこ区政報告座談会「あやこcafé」は、
「江東区政をもっと分かりやすく身近に！」をモットーに、

初当選した２０１１年の９月に第１回目を開催。
以来、毎月１回、これまでに計５３回（２０１５年９月現在）

開催しています。

議会やまちづくりに関する話題を、手作りの資料をまじえた
わかりやすいお話と、参加者の方々が発言しやすい

アットホームな場づくりを行いながら、
皆さんの声を江東区政に反映できるよう心がけています。

「保育・子育て支援」「ICTの活用」「水辺のまちづくり」
「観光推進」など様々なテーマを取り上げ、

今後も続けてまいります。
みなさまのご来場をお待ちしています！
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「江東区政をもっと分かりやすく身近に！」をモットーに、

初当選した２０１１年の９月に第１回目を開催。
以来、毎月１回、これまでに計５３回（２０１５年９月現在）

開催しています。

議会やまちづくりに関する話題を、手作りの資料をまじえた
わかりやすいお話と、参加者の方々が発言しやすい

アットホームな場づくりを行いながら、
皆さんの声を江東区政に反映できるよう心がけています。

「保育・子育て支援」「ICTの活用」「水辺のまちづくり」
「観光推進」など様々なテーマを取り上げ、

今後も続けてまいります。
みなさまのご来場をお待ちしています！

こんな資料を使って
参加者の皆さんと
お話しています

鈴木あやこ区政報告座談会「あやこcafé」鈴木あやこ区政報告座談会「あやこcafé」

20152014

20 14.4~ 20 15.1~8

鈴木あやこの1年間 １期目最後の年となる２０１４年度、２期目の当選をして１年目となる２０１５年の春夏、ともに議会活動のほか、
地域活動、先進事例の視察、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。議員活動の中から
抜粋して、写真で１年半を振り返ります。

（　　　） 2014年4月～
2015年8月

写真で
振り返る

４月２～４日　北九州市・福岡市視察。北九州市では
門司港レトロのまちづくりやエコタウン視察。
福岡市ではMICE振興やオープンデータの取り組みについて視察。
江東区の観光やオリンピックに対応したまちづくりの提案に活かしていきます。

５月２９日　
千葉市を視察。地域コミュニティ振興の取組や待機児童解消、
ICTを活用した市民協働の取組「ちばレポ」などの
先進事例についてお話を伺いました。
江東区への地域振興、ICT化の推進に視察内容を活かしていきます！

７月５日　豊洲公園で初めて開催された「豊洲パエリア」。
区内外からたくさんの方々で賑わい、素晴らしいイベントでした。
イベントのお手伝いと、パエリアコンクールの審査員をさせて頂きました。
来年の開催も、応援しています！

１月１日　夢の島から初日の出クルーズで新年を迎えました。
ゲートブリッジなどの美しい江東区湾岸エリアの水辺を見ながら、
江東区政のさらなる発展に向けて取り組む決意を新たにしました。
1月は区内を中心に様々な新年会や会合で、
皆様にご挨拶、意見交換を行いました。

2月１８日　大阪市　「中之島市場」視察
大阪市の中央卸売市場近くに新しくオープンした
「中之島市場」のオープニングイベントに参加。
豊洲新市場の水辺の賑わいづくりに大変参考になる
フィッシュマーケットの事例。予算審査の質問に活かしました。

６月27日　
江東区みつばちプロジェクトにて採蜜体験。
都市緑化や地域活性化につながる
ミツバチプロジェクトが
江東区内に広がるよう、
豊洲のミツバチプロジェクトの
取組も含め、応援していきます！

４月２７日　
江東区議会議員選挙にて、２期目の当選を果たしました。
ご支援頂きました皆様、本当にありがとうございました！
今後も働く女性の視点で、江東区の新しいまちづくりに
しっかりと取り組んでまいります。 ８月１６日　富岡八幡宮　二ノ宮連合渡御。

豊洲の皆さんと富岡八幡宮の二ノ宮神輿を担ぎました。
豊洲の提灯（高張）を持ち、神輿の前を歩かせて頂きました。
この他、７月・８月は地域の盆踊りや夏祭りにたくさん参加、
お手伝いをさせて頂き、地域の皆さんとの交流を深めました。

９月４日　聞かせて！あなたのオリンピック・パラリンピックに意見聴き取り者として参加。
2020年の東京オリンピック開催に向け、区民の皆さんからの期待や様々なアイディアを頂きました。
オリンピック成功に向けて、さらに頑張っていこう、と力がわいてくるイベントでした。

７月１６日・２１日　日光高原学園・富士見高原学園視察
江東区の小・中学校の移動教室用の施設として利用されている施設を
区議会で視察。小中学生の皆さんが自然の中で集団生活を営み、
学校生活の素晴らしい思い出となるよう、
施設の改善点等をしっかりとチェックし、指摘を行いました。

３月２８日　
江東湾岸サテライトスマートナーサリースクール　開所式
２園目となる、江東湾岸サテライト保育園の開所式に参加。
東雲のイオンに分園、有明テニスの森に本園を設置。
環境に配慮した水辺に立地する素晴らしい環境の保育園。
待機児童解消・保育の質の向上をさらに推進してまいります。

９月２０日　豊洲水彩まつり
豊洲運河で、今年も開催。

地域の皆さんと一緒に、「一夜限りのキャナルバー」の運営をお手伝い。
多くの方々のご来場で大変盛り上がりました！

８月１６日・１７日　富岡八幡宮例大祭
豊洲の住民の皆さんと一緒に、富岡八幡宮までの神輿連合渡御・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一緒に盛り上がりました！

１０月２３日　山崎区長に予算要望提出
区議会民主党所属議員全員で、山﨑区長に平成２７年の予算要望書を提出。
安心安全で暮らしやすく、オリンピックも見据えた
江東区づくりを目指して会派をあげて頑張ります！

５月２５日
江東区議会　第１回臨時会。
改選後の新たな議会構成が決定しました。
９名からなる「維新・民主・無所属クラブ」を新たに結成。
第２会派となりました。
区民の皆様の付託にしっかりと応えられるよう、
議会活動にしっかりと取り組みます。

６月
改選後初めてとなる江東区議会第２回定例会で一般質問。
「江東湾岸エリアのまちづくり」「新しい地域振興」
「選挙事務」について質問。
江東区の活性化政策、さらに推進してまいります。

１０月２６日　豊洲ワールドフェスティバル
豊洲地区の住民、企業などまちづくりに携わる
みなさんの手により、今年も盛り上がりました。

今年は、豊洲商友会ではじめてお披露目の「豊洲はちみつ」販売の
お手伝いとセレモニーに参加しました。

１１月１３日・１４日　マニフェスト大賞・受賞者研修会
昨年受賞したマニフェスト大賞。今年は運営スタッフとして、
受賞者のプレゼン研修会の司会を行いました。
地方議員や議会の活性化に向けた先進的な取り組みは、
私自身の議員活動の向上にも役立てることができ、大変勉強になります。

８月２７日～２８日　名古屋視察研修会
若手地方議員仲間と名古屋を視察。
議会改革の取り組みや、
名古屋城本丸御殿修復事業などを視察。 

鈴木あやこの議員活動が新聞、雑誌等で取り上げられました。
講演やイベント出演も行っております。最新の情報を紹介します！
鈴木あやこの議員活動が新聞、雑誌等で取り上げられました。
講演やイベント出演も行っております。最新の情報を紹介します！

　就職氷河期の９７年に、NTT中央パーソナル
通信網（現 NTTドコモ）に入社、。携帯電話の
法人顧客の新規開拓に飛び回った。０２年に
２７歳で結婚すると、育児休業や時短の制度
が充実しているにもかかわらず、職場の先輩
たちがキャリアか家庭かの二者択一をせざる
を得ない現状を目の当たりにした。

　地方議員になりたいと思ったきっかけは、
ダイバーシティに関する社内ワーキンググループに参加した
ことだ。会社の中だけではなく、社会を変えなければと痛感。
「思う」だけではなく行動に出た。

　NPO法人の政策学校「一新塾」で学び、ワークライフバラン
スを研究するため早稲田大学大学院公共経営研究科に入学。
仕事を終えた午後８時頃から講義に出席し、夜の残業が出来
ない代わりに始業前の早朝に出社した。

　「２０～３０代の働く女性の声を議会に届け
るために、私がやる意味があるんじゃないか」
そう決心して１１年に立候補。同世代の支持を
多く受けて、候補者６１人中６位で初当選した。
研究してきた、働く世代のワークライフバラン
スを政策に掲げている。

　鈴木さんが夫と暮らす豊洲地区は、ここ数年
で高層マンションが増え、若いファミリー層が

多くなった。街の雰囲気がガラリと変わり、待機児童などの問
題が深刻化している。

　「３０代の女性会社員はこれまで地方議会にいなかったが、
街づくりを考えるうえでは欠かせない視点。年配の男性から若
い女性まで、それぞれの世代や立場をつなぐ役割を担いたい」

（AERA　朝日新聞出版　2014．5.5-5.12　から引用）

メディア掲載情報 ～「AERA」で鈴木あやこが取り上げられました～ メディア掲載情報・講演情報 （2014.4～2015.8）

講演・イベント出演
第一学院高校のキャリア教育「夢授業」で講義 （６月２７日）
　通信制高校の「第一学院高等学校　四谷キャンパス」のキャリア教育授業で、区議会議員の仕事や、
女性とキャリアに関する授業を行いました。生徒さんからは「区議会議員の仕事や政治が身近に感じられる
ようになった」「選挙に行こうと思った」などの感想を頂きました。

地方自治の専門紙「自治日報」
「議員活動の見える化とインターネット活用」（２０１４年７月１１日）
　議員の活動を「見える化」し、住民の方の政治参画をすすめるために行っている鈴木あやこの
インターネット活用法について、「インターネット選挙解禁」のお話とあわせた記事を執筆しました。
「地方議員の多様化の現状と課題」（１２月１９日）
　地方政治に民意を反映するためには、幅広い世代・職業の方々からの声を聴くことが大事であり、地方議会・行政に声を伝えていく代弁者で
ある議員も多様性が必要である。という立場から、会社員から議員に転身した鈴木あやこ自身の事例を紹介。地方議員の多様化を阻む要因と
解決策について述べました。

新 聞

雑 誌
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
「東京人」２０１５年８月号（都市出版） 
　「２０２０年東京駅に船着き場があったなら」の記事中で、江東区の水辺を中心とした地域コミュニティ
活性化の重要性について答えた鈴木あやこへのインタビューが紹介されました。
　「都市化が進み、高層マンションが立ち並ぶ江東区の住民が地域に溶込み、楽しく快適に暮らしていくために
『心をつなぐ場としての水辺の役割』が重要。」ということをお話しした内容が掲載されています。

私がやる意味がある
会社の外に飛び出してチャンスをつかんだ女性もいる。
江東区議１期目の鈴木綾子さんは、平均年齢５４．５歳の江東区議会では珍しい、３０代の女性議員だ。


