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鈴木あやこの活動報告

夏の船カフェ（6月22～23日）

豊洲の夏の風物詩でもある「夏の船カフェ」が東雲運河の東電堀で開

催。

豊洲商友会の皆様と、ドリンクの販売のお手伝いを。特に豊洲はちみつ

カクテルは人気でした。水陸両用バス「スカイダック」や屋形船を使った

船カフェや運河クルーズも盛り上がりました。地域の皆様と一緒に水辺

のまちづくりをすすめてまいります。

沖縄県石垣市視察（7月2日～3日）

全国の地方議員の仲間と沖縄県石垣市を視察。文化会館を活用した文

化活動の推進の場、コワーキングスペース「シマノバ」と、島の高校生の

大学進学やキャリア形成を支援する市営の学びの場「石垣市公営塾」を

視察しました。

コワーキングスペースの整備や、子どもたちの学力向上の場作りは江東

区も共通の課題。学びを江東区政の提言に活かしていきます。

●第１００回：７月３１日（水）１９：００～２０：３０　豊洲文化センター第３研修室
●第１０１回：８月２９日（木）１９：００～２０：３０　豊洲文化センター第５研修室
　豊洲文化センター住所：江東区豊洲２－２－１８ 豊洲シビックセンター８階

江東江東区政やまちづくりについて皆様とざっくばらんに対話する気軽な区政報告座談会「あやこcafe」を毎月
開催しています。みなさんのお越しをお待ちしています。

鈴木あやこプロフィール
1975年2月18日生まれ。江東区猿江・潮見を経て豊洲在住
成城大学文芸学部卒。早稲田大学大学院修了。
NTTドコモ出身。2011年初当選、2015年、2019年再選。3期目。
区議会文教委員長。日本最大の政策コンテスト「マニフェスト大賞」3回
受賞。超高層マンション副理事長を経験。対話型の区政報告座談会
「あやこcafe」を毎月開催。

鈴木あやこホームページ
http://www.suzukiayako.com

いよいよ１００回！鈴木あやこ区政報告座談会「あやこcafé」開催案内

詳細は鈴木あやこホームページをご覧ください▶http://30d.jp/suzukiayako/104/photo/9

で検索鈴木あやこ
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５月２４日に、改選後初となる、江東区議会第２回臨時会が開催されま
した。選挙による投票の結果、議長には米沢和裕議員（自民）が、副
議長には佐竹としこ議員（公明）に決定しました。また、各議員の所属
委員会も決定しました。鈴木あやこは、文教委員会の委員長に就任、オ
リンピック・パラリンピック推進特別委員会の委員となりました。委員
長は初めての経験となります。江東区の教育行政の推進や、オリンピッ
ク・パラリンピックに向けた新しいまちづくりや大会機運の盛り上げな
どに取組んでまいります。
所属会派は、２期目に引き続き民政クラブとなります。改選前よりも２
名議員が増え、１１人の第２会派となります。
引き続き、区民の皆様の声をより政策に反映できるよう、議員活動にしっ
かりと取組んでまいります。

令和元年第２回定例会開催報告

次回の江東区議会第３回定例会は、令和元年９月１９日～１０月２１日の
日程で開催されます。第３回定例会では、平成３０年の決算審査特別委
員会も合わせて開催されます。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の
インターネット中継も行っています。ぜひご覧いただけると幸いです。
☆江東区議会ホームページ　
https://www.city.koto.lg.jp/kugikai/

次回定例会（令和元年第３回定例会）のご案内

改選後はじめての定例会となる江東区議会令和元年第１回定例会は、6
月12日に開会し、7月1日に閉会しました。今回の定例会では、「仙台堀
川公園改修請負契約」や「深川四中校舎増築その他改修工事請負契約」
などの議案が審議され、可決されました。

令和元年第２回定例会開催報告

2020年東京オリンピック・パラリンピックの開催地であり、湾岸エリア
を中心にめざましい発展をとげる52万人都市・江東区。こどもたちやお
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！

〈政策１〉子どもたちの未来のために
　①仕事と子育ての両立　②待機児童の解消　③子育て支援の充実　④児童虐待のない社会へ

〈政策２〉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　②元気な高齢者の活躍支援

〈政策３〉２０２０年東京オリンピック・パラリンピックの先を見据えた新しいまちづくり
　①地下鉄８号線（豊洲～住吉間）やコミュニティバスの充実　②江東湾岸エリアの持続的な発展と豊洲市場の
　　賑わい推進

〈政策４〉ICTを活用した区民サービスの向上
　①子育て・教育・医療・防災分野にICTを積極的に活用　②AI（人工知能）やRPA（業務の自動化）を活用した行
　　政サービスの効率化

鈴木あやこの政策

AYAKO SUZUKI REPORT 区議会レポート

働く世代の
ワーク・ライフ・バランスを
応援します！

豊洲商友会の皆様とドリンク販売船カフェの風景石垣市公営塾シマノバ

働く世代の
ワーク・ライフ・バランスを
応援します！

鈴木あやこ ホームページ（PC版）

https://m.youtube.com/watch?v=fYbxIUIhrEo

http://www.facebook.com/suzukiayako2011

twitter.com/ayako_suzuki

http://www.suzukiayako.com
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鈴木あやこの議会質問（平成31年予算審査特別委員会）

2020東京大会開催に向け、暑さ対策の
ために豊洲公園・豊洲ぐるり公園・豊洲6
丁目公園・豊洲6丁目公園の4公園にミス
ト設備を設置する工事を行います（工事
期間は今年の7月～11月）。ミストの設置
について、鈴木あやこは地域のご要望を
受け、議会質問や委員会などで要望を
行っており、皆様の声が形になりました。

夢の島アーチェリー場は、2020東京大
会のオリンピック・パラリンピックのアー
チェリー競技場として整備。大会後はアー
チェリーを中心に都民や公園の利用者へ
様々なスポーツの機会を提供する場とし
て活用が期待されています。

中央防波堤にある海の森水上競技場は、
2020東京大会のオリンピック・パラリン
ピックのカヌー・ボートの競技場として整
備。大会終了後はアジアの水上競技の拠
点・アウトドアイベントなど活用が予定さ
れています。完成披露式典には、江東区
出身のパラカヌー選手の瀬立モニカ選
手、諏訪正晃選手も出場。パラカヌー、応
援していきます！

■待機児童数が昨年の76人から51人に大幅減。（今年４月１日現在）
■地域別の待機児童数が大幅減。
　豊洲：13人→11人、砂町：6人→1人、亀戸：6人→0人、白河：10人→7人

【待機児童減少の理由】
■区有地や都有地などを活用した保育施設整備による保育所定員増
　（毎年約1000人増）
・居宅訪問型保育事業（待機児童となった子どもの自宅にベビーシッターを派遣）や、
　定期利用保育事業（待機児童となった１～２歳児を区立・私立保育園で１年間保育）
　の実施
・保育園ナビゲーターによる情報提供。
・来年度は区立幼稚園（豊洲・南陽の2園）における3歳児保育の導入が決定。

待機児童問題は江東区の喫緊の課題である。平成31年度予
算で保育施設の1,300人の定員増を行うことは評価してい
るが、依然として保育園に入れないという声は多い。待機児
ゼロに向け、区としてさらなる努力が必要である。

❶2019（平成31）年度の保育園入所の一次募集の結果に
ついて
【質問】
現時点の速報値と、区の認識について。入所できなかった申込者へ
の対応状況と保育園ナビゲーターの活用について伺う。
【答弁】
一次募集の申込者は5,035人（前年度比25人減）。そのうち入所
内定者は3,341人。待機は1,651人（昨年比68人減）。依然として
多い状況が続いており、待機児童対策を更に進めていく必要性を
感じている。

❷入所できなかった方へのその後の対応と保育ナビゲー
ターの活用について
【答弁】
待機者に対して保育ルームの受付を行い、2月15日に新たに41人
の入所を決定。二次募集の結果発表後もあっせんや定期利用保
育、居宅訪問型保育などを実施し、一人でも多くの保育の受け皿確
保に向けて取り組む。保育園ナビゲーターは、一次募集の結果発表
後から待機児童に対するフォローコールを実施し、様々な保育サー
ビスのご案内や認可外保育施設の情報提供を行っている。

❸３歳児が保育園に入園できない「３歳の壁」問題について
平成30年度の待機児童においても、76人の待機児童のうち、３歳
児が65人と、85％を占めており、大変切実な問題。
これまでの保育待機児童は、0,1,2歳の入園が厳しいというものが
多かったが、昨年や今年は、３歳児の入園が厳しいという声が多
い。　特に２歳までの認可外に預けている保護者にとって、３歳で
待機児童になると、仕事をやめないといけなくなるという切実な問
題があり、仕事と子育ての両立の意味でも３歳児の待機児童の問
題解決は急務。区としての取り組みを伺う。

江東区の待機児童問題が一歩前進！ 待機児童ゼロを目指していきます。 

【答弁】
❸－１：３歳児枠の定員拡大について
3歳児の定員拡大については、現在2020年4月1日開設として募
集している認可保育所については、事業者に地域の保育需要を考
慮した3歳児定員の設定を求めており、特に近隣に小規模保育事業
所が存在する地域について、卒園後の受け皿の確保を必須とした。
今後も保育需要の動向を適切に把握しながら、保育の受け皿の拡
充を進める。
❸－１：定期利用一時保育を活用した３歳児の受け入れについて
待機児童解消に向けては、施設整備の他に、今年度から昼間の延
長保育室を利用できる区立保育所1園と、新規開設する私立保育所
の4,5歳児クラスの空き定員分を活用し、2歳児を対象とした定期
利用保育事業を開始。
31年度は、区立保育園では継続して2歳児を15人定員で受け入
れ、新規開設する私立保育所のうち4箇所、計48人分の定員を想
定し、入所待機となった3歳児の受け入れを予定。

❹AIを活用した保育所入所選考の迅速化について
自治体の保育入園業務におけるAIの活用が注目されており、港区
でも昨年10月にAIを導入し、業務の短縮化を実現した。入所選考
手続きが迅速化すると、通知も早く出せ、選考に漏れた保護者も次
の保育施設の検討に移れ、入園準備に多く時間をかけられる。江東
区では、AI導入をどのように考えるか。
【答弁】
AI導入のメリットは大きいと考えており、区としても昨年10月にAI
の開発事業者を訪問し、導入に向けた調査研究を実施している。AI
を用いた場合、通常の手作業の選考と比較して、精度の向上が課題
と考えている。行導入した自治体の状況や課題、費用対効果等をふ
まえながら、本区での導入について検討する。

2020年東京大会まであと1年！競技会場の整備も進んでいます
東京オリンピック・パラリンピックの開催まであと１年となりました。チケットの購入やボランティアに応募した方もいらっしゃるか
と思います。江東区の湾岸エリアでは競技場の整備や周辺環境の整備も進んでおりますのでご紹介いたします。鈴木あやこは、オ
リンピック・パラリンピック推進特別委員会の委員として、大会の成功や、区民のみなさんが安心できる周辺環境整備に取組んでい
きます。

夢の島アーチェリー場
完成披露式典（４月２８日）

海の森水上競技場　完成披露
式典へ（６月１６日）

武蔵野市議会の新人議員 本多夏帆さんがパーソナリティをつとめ
る「は ひふへほんだの○○教えて」というラジオ番組に出演しまし
た。鈴木あやこは、議員になったきっかけや、大切にしている想い、
これからの議員活動などについてお話を。今回のラジオ出演は、議
員仲間からの紹介。これから
も切磋琢磨できる議員仲間
と連携していきたいと思い
ます。

武蔵野市議会議員
本多夏帆さんのラジオ番組に出演 プチ情報（江東下町食堂メニュー紹介②）

豊洲公園・豊洲ぐるり公園に
ミストが設置

江東区役所8階にある「江東下町食堂」。江東区議会は江東区庁
舎の3階にあり、鈴木あやこも議会期間中はよく食堂でご飯を食べ
ます。
前号に引き続き、おすすめメニューをご紹介します。
今月は「チャーシュー麺」（430円）。
330円のラーメンではチャーシューが1
枚ですが、チャーシュー麺は3枚なので、
満足感があります。あっさりとした醤油味
です。麺類はメニューも豊富でおすすめで
す。
江東区役所にお立ち寄りの際はぜひ。

▲ミスト・パーゴラの設置イメージ

▲ミストが設置される豊洲６丁目公園

▲瀬立モニカ選手と

▲諏訪選手のデモンストレーション

▲完成披露式典にてオリンピアンの山本博選手がご挨拶

▲夢の島アーチェリー場
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後から待機児童に対するフォローコールを実施し、様々な保育サー
ビスのご案内や認可外保育施設の情報提供を行っている。

❸３歳児が保育園に入園できない「３歳の壁」問題について
平成30年度の待機児童においても、76人の待機児童のうち、３歳
児が65人と、85％を占めており、大変切実な問題。
これまでの保育待機児童は、0,1,2歳の入園が厳しいというものが
多かったが、昨年や今年は、３歳児の入園が厳しいという声が多
い。　特に２歳までの認可外に預けている保護者にとって、３歳で
待機児童になると、仕事をやめないといけなくなるという切実な問
題があり、仕事と子育ての両立の意味でも３歳児の待機児童の問
題解決は急務。区としての取り組みを伺う。

江東区の待機児童問題が一歩前進！ 待機児童ゼロを目指していきます。 

【答弁】
❸－１：３歳児枠の定員拡大について
3歳児の定員拡大については、現在2020年4月1日開設として募
集している認可保育所については、事業者に地域の保育需要を考
慮した3歳児定員の設定を求めており、特に近隣に小規模保育事業
所が存在する地域について、卒園後の受け皿の確保を必須とした。
今後も保育需要の動向を適切に把握しながら、保育の受け皿の拡
充を進める。
❸－１：定期利用一時保育を活用した３歳児の受け入れについて
待機児童解消に向けては、施設整備の他に、今年度から昼間の延
長保育室を利用できる区立保育所1園と、新規開設する私立保育所
の4,5歳児クラスの空き定員分を活用し、2歳児を対象とした定期
利用保育事業を開始。
31年度は、区立保育園では継続して2歳児を15人定員で受け入
れ、新規開設する私立保育所のうち4箇所、計48人分の定員を想
定し、入所待機となった3歳児の受け入れを予定。

❹AIを活用した保育所入所選考の迅速化について
自治体の保育入園業務におけるAIの活用が注目されており、港区
でも昨年10月にAIを導入し、業務の短縮化を実現した。入所選考
手続きが迅速化すると、通知も早く出せ、選考に漏れた保護者も次
の保育施設の検討に移れ、入園準備に多く時間をかけられる。江東
区では、AI導入をどのように考えるか。
【答弁】
AI導入のメリットは大きいと考えており、区としても昨年10月にAI
の開発事業者を訪問し、導入に向けた調査研究を実施している。AI
を用いた場合、通常の手作業の選考と比較して、精度の向上が課題
と考えている。行導入した自治体の状況や課題、費用対効果等をふ
まえながら、本区での導入について検討する。

2020年東京大会まであと1年！競技会場の整備も進んでいます
東京オリンピック・パラリンピックの開催まであと１年となりました。チケットの購入やボランティアに応募した方もいらっしゃるか
と思います。江東区の湾岸エリアでは競技場の整備や周辺環境の整備も進んでおりますのでご紹介いたします。鈴木あやこは、オ
リンピック・パラリンピック推進特別委員会の委員として、大会の成功や、区民のみなさんが安心できる周辺環境整備に取組んでい
きます。

夢の島アーチェリー場
完成披露式典（４月２８日）

海の森水上競技場　完成披露
式典へ（６月１６日）

武蔵野市議会の新人議員 本多夏帆さんがパーソナリティをつとめ
る「は ひふへほんだの○○教えて」というラジオ番組に出演しまし
た。鈴木あやこは、議員になったきっかけや、大切にしている想い、
これからの議員活動などについてお話を。今回のラジオ出演は、議
員仲間からの紹介。これから
も切磋琢磨できる議員仲間
と連携していきたいと思い
ます。

武蔵野市議会議員
本多夏帆さんのラジオ番組に出演 プチ情報（江東下町食堂メニュー紹介②）

豊洲公園・豊洲ぐるり公園に
ミストが設置

江東区役所8階にある「江東下町食堂」。江東区議会は江東区庁
舎の3階にあり、鈴木あやこも議会期間中はよく食堂でご飯を食べ
ます。
前号に引き続き、おすすめメニューをご紹介します。
今月は「チャーシュー麺」（430円）。
330円のラーメンではチャーシューが1
枚ですが、チャーシュー麺は3枚なので、
満足感があります。あっさりとした醤油味
です。麺類はメニューも豊富でおすすめで
す。
江東区役所にお立ち寄りの際はぜひ。

▲ミスト・パーゴラの設置イメージ

▲ミストが設置される豊洲６丁目公園

▲瀬立モニカ選手と

▲諏訪選手のデモンストレーション

▲完成披露式典にてオリンピアンの山本博選手がご挨拶

▲夢の島アーチェリー場
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鈴木あやこの動画

Facebook（鈴木　綾子）

Twitter

鈴木あやこ
江東区議会議員

AYAKO SUZUKI REPORT 区議会レポート

鈴木あやこの活動報告

夏の船カフェ（6月22～23日）

豊洲の夏の風物詩でもある「夏の船カフェ」が東雲運河の東電堀で開

催。

豊洲商友会の皆様と、ドリンクの販売のお手伝いを。特に豊洲はちみつ

カクテルは人気でした。水陸両用バス「スカイダック」や屋形船を使った

船カフェや運河クルーズも盛り上がりました。地域の皆様と一緒に水辺

のまちづくりをすすめてまいります。

沖縄県石垣市視察（7月2日～3日）

全国の地方議員の仲間と沖縄県石垣市を視察。文化会館を活用した文

化活動の推進の場、コワーキングスペース「シマノバ」と、島の高校生の

大学進学やキャリア形成を支援する市営の学びの場「石垣市公営塾」を

視察しました。

コワーキングスペースの整備や、子どもたちの学力向上の場作りは江東

区も共通の課題。学びを江東区政の提言に活かしていきます。

●第１００回：７月３１日（水）１９：００～２０：３０　豊洲文化センター第３研修室
●第１０１回：８月２９日（木）１９：００～２０：３０　豊洲文化センター第５研修室
　豊洲文化センター住所：江東区豊洲２－２－１８ 豊洲シビックセンター８階

江東江東区政やまちづくりについて皆様とざっくばらんに対話する気軽な区政報告座談会「あやこcafe」を毎月
開催しています。みなさんのお越しをお待ちしています。

鈴木あやこプロフィール
1975年2月18日生まれ。江東区猿江・潮見を経て豊洲在住
成城大学文芸学部卒。早稲田大学大学院修了。
NTTドコモ出身。2011年初当選、2015年、2019年再選。3期目。
区議会文教委員長。日本最大の政策コンテスト「マニフェスト大賞」3回
受賞。超高層マンション副理事長を経験。対話型の区政報告座談会
「あやこcafe」を毎月開催。

鈴木あやこホームページ
http://www.suzukiayako.com

いよいよ１００回！鈴木あやこ区政報告座談会「あやこcafé」開催案内

詳細は鈴木あやこホームページをご覧ください▶http://30d.jp/suzukiayako/104/photo/9

で検索鈴木あやこ

発行者：江東区議会　民政クラブ（所属政党：立憲民主党）　江東区東陽４－１１－２８　江東区役所　議会棟　℡：03-3647-8604
発行責任者：鈴木綾子　連絡先：鈴木あやこ事務所　江東区豊洲４－１０－１８－６２２　mail:suzukiayako2011＠mail.goo.ne.jp

５月２４日に、改選後初となる、江東区議会第２回臨時会が開催されま
した。選挙による投票の結果、議長には米沢和裕議員（自民）が、副
議長には佐竹としこ議員（公明）に決定しました。また、各議員の所属
委員会も決定しました。鈴木あやこは、文教委員会の委員長に就任、オ
リンピック・パラリンピック推進特別委員会の委員となりました。委員
長は初めての経験となります。江東区の教育行政の推進や、オリンピッ
ク・パラリンピックに向けた新しいまちづくりや大会機運の盛り上げな
どに取組んでまいります。
所属会派は、２期目に引き続き民政クラブとなります。改選前よりも２
名議員が増え、１１人の第２会派となります。
引き続き、区民の皆様の声をより政策に反映できるよう、議員活動にしっ
かりと取組んでまいります。

令和元年第２回臨時会開催報告

次回の江東区議会第３回定例会は、令和元年９月１９日～１０月２１日の
日程で開催されます。第３回定例会では、平成３０年の決算審査特別委
員会も合わせて開催されます。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の
インターネット中継も行っています。ぜひご覧いただけると幸いです。
☆江東区議会ホームページ　
https://www.city.koto.lg.jp/kugikai/

次回定例会（令和元年第３回定例会）のご案内

改選後はじめての定例会となる江東区議会令和元年第１回定例会は、6
月12日に開会し、7月1日に閉会しました。今回の定例会では、「仙台堀
川公園改修請負契約」や「深川四中校舎増築その他改修工事請負契約」
などの議案が審議され、可決されました。

令和元年第２回定例会開催報告

2020年東京オリンピック・パラリンピックの開催地であり、湾岸エリア
を中心にめざましい発展をとげる52万人都市・江東区。こどもたちやお
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！

〈政策１〉子どもたちの未来のために
　①仕事と子育ての両立　②待機児童の解消　③子育て支援の充実　④児童虐待のない社会へ

〈政策２〉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　②元気な高齢者の活躍支援

〈政策３〉２０２０年東京オリンピック・パラリンピックの先を見据えた新しいまちづくり
　①地下鉄８号線（豊洲～住吉間）やコミュニティバスの充実　②江東湾岸エリアの持続的な発展と豊洲市場の
　　賑わい推進

〈政策４〉ICTを活用した区民サービスの向上
　①子育て・教育・医療・防災分野にICTを積極的に活用　②AI（人工知能）やRPA（業務の自動化）を活用した行
　　政サービスの効率化

鈴木あやこの政策

AYAKO SUZUKI REPORT 区議会レポート

働く世代の
ワーク・ライフ・バランスを
応援します！

豊洲商友会の皆様とドリンク販売船カフェの風景石垣市公営塾シマノバ

働く世代の
ワーク・ライフ・バランスを
応援します！

鈴木あやこ ホームページ（PC版）

https://m.youtube.com/watch?v=fYbxIUIhrEo

http://www.facebook.com/suzukiayako2011

twitter.com/ayako_suzuki

http://www.suzukiayako.com
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