
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

★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！

江東区は、人口急増による「多子化」から待機児童をはじめとする育児の問題を抱えています。
また、高齢化も深刻で介護施設の不足などの問題を抱えています。
これからの時代、こうした問題を解決していくためには、働く世代のサポートが必要です。
子どもたちやおじいちゃん・おばあちゃんたちが、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持てる社会にしたい。
鈴木あやこは、働く世代の「ワークライフバランス」を充実させ、
暮らしやすいまちづくりをするために、
議会活動や地域活動を通じて政策提言を行っています。

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

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1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、facebookなどの活用、区政報告会「あやこcafé」などを行い、
積極的に情報発信などを行なってきました。

今回の「Annual Report」（年間活動報告書）では、
鈴木あやこの区議会議員としての1年間の活動を振り返り、
皆さまにご報告いたします。

ぜひ、最後までご覧いただき、忌憚のないご意見を頂けると幸いです！

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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議会活動
区議会議員となった2011年5月からの約1年間、4回（6月、9月、11月、2月開催）
の定例会、平成22年度決算審査特別委員会、予算審査特別委員会に参加し、議会活動を
行ってまいりました。
2012年2月の「平成24年第1回定例会」では、初めての一般質問を行いました。

2012.2一般質問

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

平成24年第1回江東区議会定例会で一般質問を行いました
　平成24年第１回定例会2日目に初めての一般質問を行いました。
区民の皆さまとの意見交換や先進事例の視察調査などに基づき、ICTを活用した
情報提供の強化、学校教育、図書館の充実について質問しました。

鈴木あやこの一般質問 （2012年2月23日）

質問質問

答弁

1. ICTを活用した区民サービスの向上について
（1）江東区のホームページを全面リニューアルし、「見やすく、使いやすく、探しやすい」ホームページを！
（2）Twitterを導入し、区政情報、観光情報の発信、区長と区民の対話会などを行い、広報広聴活動の充実を！
（3）Facebookを導入し、区政情報、観光情報を発信。区民との双方向の対話ツールとして役立てるべき。 
（4）「江東区総合コールセンター」を設置し、夜間や休日も区民からの問い合わせに答える体制づくりを！

（1）当面は、現行モデルを改修し、更なる利便性、分かりやすさの向上を図っていく。
全面リニューアルは重要な課題。経費面も含めて総合的に検討する。

（2）災害に関する情報発信で活用予定。区長のTwitter対話会は、広聴事業を展開中での課題とする。
（3）facebook利用者の目的は人脈の広がりとコミュニケーションにあると認識。現状は区報全戸配布、ホームページ、

ケーブルテレビ、FMラジオ、新聞、広報掲示板などの広報媒体の活用を十分に図る。
（4）住民サービスの更なる向上策として認識。平成２２年度に導入検討を行ったが、年間７000万円の予算が必要と見込まれ、

厳しい財政状況の中で、福祉や待機児童対策を優先し、見送った経緯がある。（江東区長）

質問

答弁

2. 本区の図書館、教育施策について
（1）情報の発信拠点としての図書館の活用を進めるべき。江東区の図書館の運営ビジョンについて問う。
（2）江東区の図書館で、電子書籍の貸出サービスを進めるべき。江東区の電子書籍導入の意向は？
（3）子育て世代が図書館でキャリアアップの勉強ができるよう、託児サービスの導入を。
（4）教育現場のICTの活用について。本区の小中学校の電子黒板を増やし、生徒1人1台タブレット端末の導入を。
（5）学校施設に無線LANを導入し、災害時に避難者がPCなどやスマートフォンで情報連絡できる体制づくりを。

（1）現在はビジネスルームやインターネット閲覧サービスなどを実施。「地域の生涯学習拠点として、
地域発展に貢献し、区民に親しまれる図書館」をめざし、質の高いサービスの提供を図る。

（2）電子書籍貸し出しサービス導入は、今後の電子書籍市場や著作権問題の進展状況をふまえて検討。
（3）全図書館で児童コーナーの設置や、おはなし会の開催など、子育て中の保護者がお子さんと一緒に利用できる環境の

整備をしている。豊洲図書館改築計画では、乳幼児を対象としたキッズルームの設置を検討中。
図書館内における託児サービスの導入は費用面を含め、検討課題。 

（4）平成１９年に小中学校で３台ずつ電子黒板を配備しており、各学校で有効活用を目指す。
タブレットPCについては国のフューチャースクール事業の結果を注視する。 

（5）現在の小中学校のLAN環境は有線。防災の観点から学校の無線LAN化は有効であるが、
まずは現行の校内LANの活用方法や更なるICT活用の可能性を検証した上で検討課題とする。（教育委員会事務局次長）ず 現

質問質問

答弁

3. 自動車の「ご当地ナンバープレート」導入について
観光振興、地域のイメージアップ、江東区への愛着度アップのため、自動車の「ご当地ナンバー」の導入を。
（例：「湾岸」「臨海」「豊洲」「深川」）など地域住民に愛着のある名称）

ご当地ナンバーの導入は、地域のイメージアップや住民の地域への愛着を増進させるなど、新たな基本構想の中で
まちづくりを進める江東区にも意義あるものと認識。江東区も自動車ユーザーを中心とした区民全体のニーズを前提として
検討することとしているが、現時点では意向調査をする段階には至っていない。
ご当地ナンバーは平成２０年１１月、１９番目の「富士山」以降、新たな交付は行われていない。
現在国土交通省で「ナンバープレートのあり方に関する懇談会」を実施しており、
３月の中間の取りまとめを行うこととなっているので、検討の方向を注視していきたい。（地域振興部長）

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。

その他の質問と実現したこと

議会で質問を行った提案が区政に反映されました。
より暮らしやすいまちづくりのため、日々提案を続けていきます！

■区立中学校、幼稚園への「緊急連絡メール」システムの導入（2012年4月～）
■携帯版江東区防災ホームページに、「江東区の避難場所一覧」を掲載
■子育て情報ポータルサイトのオープン（2012年4月～仮運用、6月本格オープン予定）

http://koto-kosodate-portal.jp/

平成22年度（2010年度）決算審査特別委員会(9月）質問

■江東区防災Twitter（＠koto_bousai）の導入。

平成24年第一回定例会　一般質問

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ができるよう、地域の子育て支援情報や、
子育てハンドブック、赤ちゃんマップなどの情報をポータルサイトで分かりやすく知ることができるように変わります。
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ができるよう、地域の子育て支援情報や、
子育てハンドブック、赤ちゃんマップなどの情報をポータルサイトで分かりやすく知ることができるように変わります。

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も開始予定。
防災や災害時に必要な情報がリアルタイムに得られることで、より安心、安全なまちづくりを目指していきます！

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も開始予定。
防災や災害時に必要な情報がリアルタイムに得られることで、より安心、安全なまちづくりを目指していきます！



2011.09.25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8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、「ICTとまちづくり」「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、

今までのあやこcaféについては、

鈴木あやこホームページをご覧ください！

P O S T C A R D

お手数ですが

50円切手を

お貼り下さい

〒135-0061
江東区豊洲4-10-18-622

江東区議会議員
鈴木あやこ事務所　行

あなたのご意見・ご要望などを
お聞かせください。

お葉書のほか、
Eメール：suzukiayako2011@mail.goo.ne.jp
FAX:03-3536-4251
からもご意見を受け付けています。

※ご意見・ご要望に対するご返信、レポート等の送付、イベント案内など、
　鈴木あやこの議員活動・政治活動の目的以外には一切使用いたしません。

〒 都 道
府 県

ご住所

お電話

Eメール

お名前 年齢 男・女

フリガナ

2011.7～
8 地元豊

洲の盆踊
り、水彩ま

つり、船c
afeなどの

イベントに
参加。

時には浴
衣で登場

♪

2012.2．22～3.29
江東区議会平成24年第一回定例会では、初めての一般質問のほか、
24年度の予算審査特別委員会の審議も。一般質問では、「ICTを活用した区民サービスの向上」予算審査特別委員会では、
「待機児童問題」「観光振興」などについて質問しました。

2011.10.6 待機児童対策の
切り札

東雲の「おうち保育園」を視察
。

写真で振り返る鈴木あやこの1年間 議員生活1年目では、議会活動、地域活動、先進事例の視察、大学院での講義・・など
様々な分野での活動をしました。区議会議員としての1年間の出来事を写真で振り返ります。

2011.10.21 区議会民主党として、
予算要望を山崎区長に提出。

2011.11
．15 若洲

で行われ
た「水陸両

用バス試
乗会」に参

加。

2012年
秋には、旧

中川船番
所の川の

駅から

水陸両用
バス事業

がスター
ト！

2011.12.5 Twitterやfacebookなどの活用について千葉市の熊谷市長からお話を伺いました。2月の議会ではTwitter対話会やFacebookの活用などを江東区政に提案しました。

2011.12.29 facebookを活用して

まちづくりのアイディアを

議会に提案しているCo-createつくばの

皆さんからお話を伺いました。

2012.1.1 お正月
は家族で。

愛犬さくらも新年
モード♪

2011.12
地元、豊洲町会のもちつき大会に参加。

2012.1.19 Fac
ebookを使った行

政情報の発信や

市民との対話に日
本一積極的な

佐賀県武雄市の樋
渡啓祐市長にお会

いして

お話を伺いました
。

2012.1.13

他の自治体からも視察
が多い、

「江東区防災センター
」を施設見学。

江東区の防災拠点とし
ての役割を

再認識するとともに、

高さ30mの防災センタ
ー頂上の鉄塔に

区議会議員では初登頂
。 

この他にも、江東区政の
実情を知るため

区内の公共施設を

積極的にまわっていま
す。

2012.1.24～26 福馬恵美子議員と北海道へ視察。札幌市では図書館における電子書籍の導入や子育て支援、コールセンターなどの先進事例を視察し、
2月の定例会で江東区への導入を提案しました。

北海道恵庭市の中島前市長に、子育てや図書館政策に関するお話を伺いました。

活動の模様は、twitter、facebook、
ブログ「鈴木あやこの活動日記」（ほぼ日更新）
「鈴木あやこ区議会レポート」（毎月発行）。
ぜひ、アクセスしてください！
http://www.suzukiayako.com

2011.4.17～24 江東区議会
議員選挙に初挑戦、

皆さんの応援のおかげで初当
選しました！

2011.5～ 江東区議会議員としての1期目がスタートしました。
江東区議会民主党の一員として、福馬議員、徳永議員、甚野議員の4名で、
生活者重視を軸に、「議会・区政の見える化」を一層図りながら議会活動を進めています。

2011.6 母校 早稲田大学大学院でゲストティーチャーとして講演。選挙のことや議会のことなどを学生さんとざっくばらんに語りました。

2011.8 江東区議会行政視察で秋田市、山形市、東根市へ。先輩議員の皆さんとリサイクルや

子育て支援の先進事例を調査。

グランチャ東雲」のモデルになった山形県東根市の子育て支援・高齢者総合施設
「さくらんぼタントクルセンター」を視察。

2012.1.30

若洲にオープンし
た東京湾ゲートブ

リッジの

事前視察を行いま
した。

新しい江東区の観
光のシンボルです

。

2012.1.5、1.14 

江東区主催の亀戸・深川七福
神めぐりに参加。

江東区の歴史と伝統の素晴ら
しさを体感！

1．掲げている政策 ○仕事と子育ての両立　○仕事と介護の両立　○ICTを活用した区民サービスの向上と、情報発信力の強化

2．江東区の好きなところ 水辺の美しさを感じる豊洲の街並み。新旧の融合を感じる深川地区。
3．10年後の江東区 多くの人が街づくりに参加できるように！

4．鈴木さんについて 鈴木あやこホームページ⇒suzukiayako.com
　 もっとよく知るには 鈴木あやこTwitter⇒twitter.com/ayako_suzuki
 鈴木あやこFacebook公式ページ⇒facebook.com/suzukiayako.koto

インタビューは、「江東区議会民主党」ホームページからもご覧いただけます。  江東区議会民主党 ホームページ  http://koto-minsyu.com/

「私自身、会社員として働き始めてから、仕事と家庭生活の質を同時に高めていくことってすごく難しいなと感じていました。
実際、同僚、友人などからも同じ悩みを聞くことが多く、また、区民公募委員として参加していた『江東区未来会議』では、 自分が住ん
でいる豊洲の街も含め、同じような悩みを持っている方がたくさんいることを知ることができました。

そんな中、2009年に解決策を本格的に探究し、実践したいと思い、大学院に入学しました。
「ワーク・ライフ・バランス政策」、特に仕事と子育ての両立について専門的に研究したんです。
研究の中で、江東区では人口の急増により、待機児童が深刻化し、出産後仕事を続けたくても、退職を余儀なくされてしまう、そのよ
うな状況に危機感を感じました。

これらの経験を通して、現状を変えるための手段として身近な区政を変えることが必要だと考え、より一層、区政に関わることへの
興味を持つようになりました。

その後、江東区の『都市計画マスタープラン』を考える会議にも参加させて頂く中で、もっと若い世代の声を区政に届けていきたい、
もっと政治に関わっていきたいと思うようになったんです。」

最初は政治家になろうと思っていなかったという鈴木さん。しかし、会社員として仕事をしている中で、仕事と子育てを両立できる環
境づくりの重要性を痛感したこと、そして、区民公募委員として多くの方と江東区の未来について語り、考えていくことで政治家への
道を意識し始めた。そして、2011年4月に江東区議会議員選挙に初挑戦し、多くの方々からの支援を得て,初当選をはたした。
では、今、鈴木さんは政治家としてどんなことに取り組んでいるのだろうか。

鈴木あやこプロフィール
1975年生まれ。
猿江、潮見を経て豊洲に在住
成城大学文芸学部卒。早稲田大学大学院公共経営研究科修了。
株式会社NTTドコモ入社後、官公庁・民間企業などの法人営業業務に従事。
2011年4月　江東区議会議員選挙にて、4108票を獲得し、初当選。
現在、江東区議会議員1期目。

「若い世代の声を区政に届けたい」
豊洲地区などを中心とした臨海地区の開発に伴い、若い世代の人口が増加した江東区。
しかし、自分たちの生活を支える環境はまだまだ不十分。
働きながらも安心して子育てをできる環境づくり、若い世代の人々も繋がれる地域コミュニティづくりなどを通して、
よりよい江東区を創っていきたい。 想いの強さを感じる、強い眼差しで語ってくれた鈴木さん。
今回はそんな鈴木さんの今をクローズアップしたい。

インタビュー×鈴木あやこ

「今は、議会活動を中心に行っています。区民環境委員会、医療介護制度特別委員会という2つの委員
会にも属しています。
また、情報発信をしっかりとやっていこうと決め、HPを毎日更新したり、twitter、facebookを毎日
更新したりしながら、区民の方々に議員が何の仕事をしているのか、日頃からわかっていただいたう
えで、区政に対してのご意見を頂き、皆さまと一緒に新しい江東区を作っていきたいと思います。」

議員になってからも精力的に活動を続けている鈴木さん。では、議員になる前と後で鈴木さんの政治
への関わり方に変化はあったのだろうか

「とにかく、江東区に関わることについて細かく知ることができるようになりました。
また、実際に行政に関われる立場にあるという責任も感じており、区民の方の要望をしっかりと届けなければならないと感じています。」


