
第 72 回 ： 平成 29 年 4 月 28 日 （金） 19:00～20:30

豊洲文化センター　和室 （江東区豊洲 2-2-18）

江東区のまちづくりについて、みなさまとざっくばらんに対話する区政報告座談会「あやこ café」
最新のまちづくりの話題や議会活動のお話が中心。お気軽にお越しください！

鈴木あやこ区政報告座談会 「あやこ cafe」 開催案内
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区政報告座談会

山形県天童市・東根市視察

将棋のまちで有名な山形県天童市では、 シティセールスやふるさと納税、

こども未来館 「げんキッズ」 の視察。 さくらんぼの生産量日本一の東根

市では、 子育て複合施設の 「さくらんぼタントクルセンター」 屋外型の

子どもの遊び場「あそびあランド」を視察しました。 天童市、東根市ともに、

子育て支援に大変力を入れており、 人口減の続く山形県の中で、 人口増

加にもつながっているとのことでした。 江東区にも活かせる施策も多かっ

たので、 区議会へ提案してまいります。

西大島の総合区民センターで開催された 「江東区国際交流のつどい」 に

て、 英語ゲームのボランティアに参加。 会員である ESVA （江東区英語会

話力認定者協会） の一員として参加。 ブースを訪れたたくさんのお子さ

んたちに、 英語クイズやパズル、 ゲームなどを楽しんで頂きました。

2020 年の東京オリンピック開催を機に、 外国人との交流やおもてなし、

ボランティアなどの機運も高まっています。 江東区における国際交流、 多

文化共生政策を推進していきます。

活動報告 2 月 15・16 日 活動報告 3 月 19 日

国際交流のつどいで英語ボランティア

天童市「げんキッズ」 東根市「あそびあランド」 英語ボランティア風景 国際交流ステージ

鈴木あやこのプロフィール

1975 年2月18日生まれ。 成城大学卒業後、（株） NTT ドコモ

勤務。 猿江、 潮見の居住を経て、 豊洲在住。 働く若い世代を

代弁する女性議員が不在、 という江東区議会の構成に問題意

識を持ち、 在職中に早稲田大学大学院で政策を学び、 2011

年江東区議会議員に初当選。 待機児童問題、子育て・介護など、

ワーク ・ ライフ ・ バランス政策に注力。 インターネットによる情

報発信や、 対話型の区政報告会 「あやこ café」の毎月実施

など、 「区政の見える化」 を推進。

2015 年 江東区議会議員選挙にて 2 期目の当選。

★所属委員会 （201６年度）

　建設委員会 委員 /防災 ・ まちづくり対策特別委員会 委員

★マニフェスト大賞副実行委員長ほか、 全国の地方議員の勉

　強会の事務局に携わる。

★趣味 ： 料理 ・ まち歩き ・ 水辺歩き
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働く世代のワーク・ライフ・バランスを
応援します！
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ベランダ de キエーロ
江東版日田郎プリモで、 らく

らくリサイクル

森のしくみ堆肥
腐葉土が生ごみを分解、臭いが

なく堆肥のやり場は心配無用

段ボールコンポスト
段ボール一つだけで場所とらず。

美味しい野菜を育てよう

EM ぼかし堆肥
古い植木鉢の土が栄養豊かな

黒土にヘンシ～ン！

（2） リサイクル以外の 4R の取り組みも重要であると考

えるが、 今後のごみ減量施策の考えについて伺う。

　　  答弁

循環型社会形成推進法では、 法で定める 3R のうち、 リサイクルより

もリデュース （発生抑制） とリユース （再利用） が優先順位が高く規

定されている。 しかし、 全国的にリデュース、 リユースの取り組みは、

リサイクルの取り組みよりも遅れている。 リサイクル以外の 4R は、 区

民自らが廃棄物の排出者であり環境負荷の責任を有していることや、

循環型社会の担い手であることを自覚し、 主体的に取り組んで頂くこ

とが必要であり、 地道に区民の理解を深めていただけるよう、 様々な

手法に進めなければならない。 区としてはさらなるごみの減量化のた

めには、 リサイクル以外の 4R を推進する必要があることから、 区民

一人一人に環境と資源循環に関心を持っていただき、 より環境負荷の

少ないライフスタイルを実行して頂けるよう、 積極的な情報発信が必

要であると考えている。

（3) ごみ減量の区民参加の取り組みについて

ごみ減量の区民参加の取り組みとして、 本区では生ゴミ減量 ・ 堆肥化

の取り組みを行なっており、 平成 24 年度～26 年度の生ゴミ減量モニ

ターの実施を経て、 平成 27 年度から本格実施が始まった。 私も、 ベ

ランダ de キエーロのモニターとして、 生ゴミの削減を実践している。

生ごみ減量事業の実施状況と今後の取組について伺う。

　　  答弁

生ゴミ減量推進事業は、 今年度は 187 世帯が応募、 5 年間で述べ

653 世帯が参加。

この事業は、 3 年間のモニター期間を経て、 平成 27 年度には、 町会

や自治会単位で取り組むことを目標として、 団体を対象に募集。 個人

では取り組みたいが、集団で申し込むのはどうかといった意見が多かっ

たことから、 個人も対象とした結果、 平成 27 年度は 169 世帯、 今年

度は 187 世帯の申し込みがあり、今後も相当数見込めると考えている。

事業の実施にあたっては、 説明会や相談会を実施し、 取り組んで頂く

方のフォローを行なっている。

この事業は、 区民自らがごみとなるものを環境に負荷を与えない方

法で、 消滅あるいは肥料化して頂く取り組みとして、 環境負荷の少な

いライフスタイルの 1 つを実行して頂くもの。 平成 29 年度も引き続き

この事業を実施し、 周知に努めるとともに、 長く継続して頂けるよう

にフォローしていく。 生ゴミについても、 発生させないことが重要で

あるため、 生ゴミを出さない消費行動について、 情報発信していく。

（1） リサイクル施策の評価について

循環型社会の形成促進に向けて （リフューズ、 リデュース、 リユース、

リペア、 リサイクルの） 5R を一層推進し、 持続可能な資源循環システ

ムを充実させることが必要である。 5R を実践してごみを減らし資源を

有効に利用することは、 環境への負荷が少ない 「循環型社会」 の実

現につながるとし、 江東区では、 環境基本計画や一般廃棄物処理基

本計画に具体的な施策を盛り込み、 推進を図っている。 5R の推進の

中心となっているリサイクル施策の評価について伺う。

　　  答弁

江東区では、 5R の推進を掲げ、 ごみの減量とリサイクルの推進に取り

組んでいる。 特にリサイクルについては、古紙、びん、缶、ペットボトル、

容器包装プラスチック、 発泡スチロールの集積所回収、 小型家電等の

拠点回収、 また、 拠点回収していた蛍光管と乾電池については、 昨

年 9月から集積所回収に変更し、 回収量の増を目指している。 さらに、

回収した粗大ゴミの中から小型家電をピックアップして資源化し、 3 年

間の試行事業として、 不燃ごみの資源化にも取り組むなど、 積極的に

事業を展開してきた。 また、 区民が主体的に実施していただいている

集団回収も、 実施団体数が着実に増加している。この結果、平成 27 年

度の資源化率は、28% となり、 一般廃棄物基本計画に掲げる目標値を

7 年前倒しで達成したことになる。 この意味では、 本区のリサイクル

施策については、 充分な実績を挙げているものと考えている。 リサイ

クルについては、 資源の性状やリサイクル方法によっては、 コストが高

くなる場合があるので、 新たなリサイクル事業については、 事前にコ

ストを評価するとともに、 リサイクルによる環境負荷の削減効果につい

ても、事前の選択判断の 1つとして考慮する必要があると考えている。

Q1 循環型社会の形成について

江東区議会平成 29 年第 2 回定例会は、 2 月 21 日～3 月 30 日までの会期で開催されました。

予算審査特別委員会もあわせて開催され、 一般会計 ・ 特別会計、 あわせて 3033 億 6900 万

円の予算が承認されました。 鈴木あやこが行った予算審査特別委員会の質問のうち、 衛生費

の質疑内容を一部ご紹介します。

鈴木あやこの議会質問
平成 29 年予算審査特別委員会 ・ 衛生費①

AYAKO SUZUKI REPORT 鈴木あやこ区議会レポート第48号


	report04(48)omote_hp
	report04(48)ura_hp.pdf

