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年間活動報告書

江東区議会議員

鈴木あやこの政策

働く世代のワーク・ライフ・バランスを応援します！

議 会 活 動

鈴木あやこの議会質問2018（平成30年第１回定例会：平成30年2月22日）
1.オリンピック・パラリンピックの成功に向けて
【質問】
（１）大会開催時、「大会関係者や観客などの輸送を円滑に行う」ことは大会開催に欠か
せない要素。区としては、住民の日常生活や企業の営業活動に与える影響や負担を最小限
に抑えるべきである。
大会開催時の交通規制による、区民や企業への影響は。また、国や都と連携して早期の情
報提供や必要な支援を行うべき。
（２）環状２号線の開通に遅れが生じているが、区の認識は。
（３）地上部道路の開通時期とＢＲＴの運行見込みは。
（４）東京都が、「鉄道新線準備基金」を３０年度に予算化し、東京都で計画されている６路線の事業化検討
を深めることを発表。
地下鉄８号線（豊洲～住吉）の整備について、都に強く働きかけるべき。
（５）気軽に参加できる江東区独自ボランティアに参加したいという区民の声が強いが、その活用について、
今後の進め方は。
（６）大会機運の醸成に向け、企業との連携を進めるべき。

【答弁（土木部長）】
（１）首都高の渋滞は対策を講じなければ現況の２倍近い悪化が想定されており、都等へ十分な説明等を行
うよう要望している。
（２）江東区にも重大な影響がある。
（３）都は31年度末を目途に地上部道路の整備を完了するとしており、ＢＲＴもその整備状況に合わせての
運行開始と聞いている。
（４）地下鉄８号線の検討の深度化を優先していくよう、都に対し強く訴えていく。
（５）大会・都市ボランティアの具体的な活動内容の決定を受けた後、検討していく。
（６）今後実施するイベント等において連携を深めていく。

2.ＩＣＴを活用した区民サービスの向上について
【質問】
（１）ＡＩ（人工知能）の活用について、他自治体の先進事例に対する評価は。
（２）本区での区民サービスにおけるＡＩ導入の考えは。
（３）新長期計画におけるＩＣＴの活用についての考えは。
（４）ＩＣＴ戦略を策定すべき。

【答弁（政策経営部長）】
（１）業務の効率化や区民サービスの向上など様々な効果をもたらすものだと評価している。
（２）導入について、先進自治体等の動向を踏まえて研究していく。
（３）今後調査研究していく。
（４）都の計画との整合性を勘案しながら、その後の方策を検討する。　

３．豊洲地区のまちづくりについて
【質問】
（１）「豊洲ブランド」の構築・推進に向け、豊洲地域の住民等を巻き込んで盛り上げるべき。
（２）凍結中の豊洲埠頭内公園管理運営事業の今後の予定は。
（３）本事業では、どのように水辺の魅力創出を行うのか。
（４）新豊洲駅等周辺の施設の暫定利用期間が終了した後の開発動向について、区の認識は。
（５）豊洲地区における学校等の公共施設の整備についての考えは。

【答弁：山﨑孝明区長】
（１）地域イベントへの市場関係者の参加等を積極的に働きかける。
（２）４月に予定している豊洲ぐるり公園の全面開園を見据え改めて
手続きを進めたい。
（３）公園の特徴を生かし、事業者による一体的かつ計画的な利用促
進を図る。
（４）現時点では未定と聞いている。
（５）開発動向や人口動態を注視しながら収容対策等について検討する。

鈴木あやこ

働く世代の
ワーク・ライフ・バランスを
応援します！

ご挨拶

江東区議会議員の鈴木綾子です。
皆様にはいつも応援いただきましてありがとうございます。
私は、２期７年間にわたり、働く女性の目線で、「仕事と子育ての
両立」「オリンピックに対応した新しいまちづくり」「ICTを活用
した区民サービスの向上」などをはじめとする政策に積極的に
取り組んでいます。
また、区民の皆様との対話を重視し、毎月開催の区政報告会「あやこcafe」の開催やインター
ネットによる積極的な情報発信など、「区政の見える化」による政策実現を心がけています。
江東区は都市開発・マンション開発などよりまちづくりが進み、人口は50万人を突破。約２年後
に迫った2020年の東京オリンピック・パラリンピックの開催中心区として、大会開催に対応した

まちづくりやまちのブランド化をすすめています。
今回で６回目となるこの「鈴木あやこ Annual Report」
では、2017年春から2018年夏までの1年間の取組につい
て皆様にご報告いたします。
ぜひ、最後までご覧いただき、ご意見を頂戴できると幸い
です。

鈴木あやこ事務所
〒135-0061 江東区豊洲4-10-18-622
e-mail：suzukiayako2011@mail.goo.ne.jp

江東区議会　民政クラブ
〒135-8383 江東区東陽4-11-28 江東区議会議会棟
TEL：03-3647-3575

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
1997年 （株）NTTドコモ入社企業や官公庁向けの営業に従事
2011年・2015年　江東区議会議員当選（2期）
2013年・2016年 「マニフェスト大賞」3回受賞（議員の優れ
た政策や取組を表彰する日本最大の政策コンテスト）

★所属委員会
　企画総務委員会/オリンピック・パラリンピック
　推進特別委員会/議会運営委員会
★マニフェスト大賞　副実行委員長/
　Woman Shift　事務局
★趣味：料理、水辺歩き・山登り
★所属政党：立憲民主党

2017年度（2017年5月～2018年4月）
「民進党・無所属クラブ」として9名の会派で9名の会派で議会活動を行いました。会派
の政策を取りまとめる政調会長として、区長への予算要望書の提出や、会派の政務調
査として九州視察を実施。委員会は建設委員会とオリンピック・パラリンピック推進特別
委員会（副委員長）。
議会質問では、5月の臨時会と4回の定例会（6月・9月・11月・2月）、予算審査特別委員
会（９月～10月）、決算審査特別委員会（2月～3月）に出席し、質疑を行いました。

2018年度（2018年5月～2019年4月）
所属していた民進党が政党合流により、新党を結成した関係で、議員の所属政党が国民民主党・立憲民主党となっ
たため、会派名を「民政クラブ」と変更。今年度も昨年度同様9名。政調会長として、5月の臨時会、年４回の定例会・
予算審査・決算審査の質疑を行っていきます。
委員会は企画総務委員会・オリンピック・パラリンピック推進特別委員会、議会運営委員会に所属。
今年度が2期の議員活動の集大成の年となります。しっかりと議員活動に取り組んでまいります。

2018.2 一般質問

2018.5 会派名変更し、「民政クラブ」として再始動 2017.11　山崎区長に予算要望書提出

【広報分野】
■江東区ホームページの全面リニューアルや各種SNS活用による情報発信力強化
■区内の拠点避難所、公共施設、観光拠点等にWi-Fi環境を整備

【こども・子育て・高齢者福祉分野】
■サテライト保育園や、都立公園等の活用など多様な保育施設整備による待機児童減少
■「江東区子育て情報ポータルサイト」や地域SNSの活用などによる子育て情報発信の充実
■GPSを活用した高齢者見守り支援「おかえりネットワーク」の導入

【教育分野】
■区内全小中学校にタブレット端末の導入・電子黒板の活用によるICT教育の推進
■区内小中学校・保育園への「緊急メールシステム導入」で安心・安全を実現

【防災分野】
■江東区ホームページ・防災Twitter・スマートホーム用防災マップなど、情報発信の充実
■災害協力隊の設立・運用支援の充実による地域防災力の強化

【観光分野】
■「江東区観光推進プラン」による外国人向け観光まちづくりの推進
■江東区観光キャラクター「コトミちゃん」の活用と情報発信力の強化

７年間の議会活動で実現したこと（２０１１年～２０１８年）
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鈴木あやこの１年間

２０１３年：２部門受賞（個人受賞）
「ICTとリアルコミュニケーションの融合による新しい政策提言サイクルの実践」（コミュニケーション戦略賞・審査員特別賞）
日頃の議員活動におけるホームページ、SNSの活用、毎月開催している区政報告座談会「あやこcafe」により、日頃の議員活動の中で政
策提言を行う取り組みにより受賞。現在でも継続して取り組んでいます。

２０１６年：２部門受賞（団体受賞）
❶「WOMAN　SHIFT」（審査員特別賞）
政策で勝負する女性議員を増やすための超党派議員ネットワーク。事務局として参画。
本目さよ台東区議・田添麻友目黒区議、中村延子中野区議、上田由紀子文京区議、田畑直子
千葉市議とともに受賞。

❷「避難者カード標準化プロジェクト」（政策提言賞）
大規模災害発生時の避難所運営改善のための政策提言。プロジェクトメンバーとして参画。
関根ジロー松戸市議ほか、全国のプロジェクトメンバーとともに受賞。

「マニフェスト大賞」を３回（2013年、2016年）受賞しました！

議会活動・地域活動・先進自治体の視察・区民相談・報告会の開催
など、日々様々な活動を行っています！

2017年5月～
2018年8月

地方議員・議会の優れた取り組みを表彰する日本最大の政策コンテストである「マニフェスト大賞」
鈴木あやこは、個人で１回、仲間たちとの団体受賞２回の合計３回受賞いたしました。

積極的な情報発信、地域の方々の対話、全国の地方議員の仲間たちとの切磋琢磨を引き続き行い、
取組の成果を江東区政に生かしてまいります！

7月12日～14日　新潟県 会派視察
所属会派で新潟県を視察。
新潟市のBRTバス事業、エネルギー政策、糸魚川の大火への
対応などを学びました。

8月12日・13日　富岡八幡宮例大祭
３年に１度の例大祭。連合渡御、
豊洲町内神輿、子供神輿の接待など、
地域のみなさんとともに
神輿を担ぎ、盛り上がりました。

8月27日　江東区総合防災訓練
毎年行われている江東区防災訓練。
首都直下型地震に備えた災害対応力の強化のため、
行政機関や地域、企業が連携して実施している取組です。

5月25日　江東区議会 臨時会　
「民進党・無所属クラブ」9人の会派で
2017年度の議員活動が始まりました。

9月25日・30日　水陸両用バス運行セレモニー＆豊洲水彩まつり
豊洲ぐるり公園が７月1日に全面開場し、豊洲からお台場を結ぶ水陸両用バスも
待望の運行開始。
インターン生と一緒に今年も水彩まつりのお手伝いをいたしました。

10月25日　山﨑区長に会派予算要望を提出
民進党・無所属クラブの予算要望を提出。
政調会長として、会派の政策の取りまとめを実施。

10月29日　豊洲マラソン
豊洲地域で行われているお子さんから
大人まで楽しめる市民マラソン大会。
毎年、運営のお手伝いをさせて
いただいています。

11月2日　マニフェスト大賞授賞式
地方議員の優れた取組を表彰する政策コンテストである
マニフェスト大賞。
副実行委員長として運営に携わりました。

1月4日　江東区賀詞交換会など、新年行事に出席
新年は多くの新年会・新年行事に出席。地域や団体の方々、
多くの方にご挨拶させていただきました。

2月23日　有明西学園竣工視察
4月に開校した、江東区ではじめての
小中一貫教育を行う義務教育学校。
英語教育やオリンピック教育など
特徴ある教育を実施。江東区の全域の
小中一貫教育を推進していきます。

3月　豊洲地区の小中学校卒業式に出席
地元である豊洲小、豊洲西小、豊洲北小など
地域の小中学校の卒業式に出席。江東区議会として、
卒業生の前途ある未来に向けたメッセージをお贈りしました。

4月　韓国視察
超党派の議員連盟で韓国を視察。
「電子政府」「平昌オリンピックの大会運営」
「ギャンブル依存症対策」などタイムリーな項目。
江東区政にもしっかり生かしていきます。

８月１１日・１２日
富岡八幡宮　二の宮連合渡御・子供神輿・町内神輿
盛大な平成最後の二の宮連合渡御。神輿を担ぎ、
天皇陛下御即位３０年の旗持ちを行い、子供神輿では、
担ぎ手のお子さんへのおもてなしを行いました。

5月10日・11日　石川県・金沢市視察
全国の若手自治体議員で結成するJISSENの
勉強会で石川県を視察。石川県では観光施策、
金沢市では自転車政策や、「シェア金沢」の視察
を行いました。

6月　中国・深セン視察
驚異の速度で経済成長を遂げ、ICTの活用が進んでいる深センを視察。
無人コンビニ、車や自転車シェア、スタートアップ支援施設などを視察。
スピード感、開拓者精神など学ぶものが多い視察でした。

7月21日・22日　豊洲町会 盆踊り大会
豊洲町会の盆踊り大会。たくさんのお子さん・
地域の方々が楽しんでくださいました。
私はマンションの皆さんとかき氷のお手伝い
をさせていただきました。

東京2020大会まであと２年！
東京2020大会（東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会）まであと２年。
江東区では、オリンピックが12競技10会場、パラリンピックが８競技７会場。オリンピック・パラリンピックあ
わせて20競技が10会場（平成30年３月現在）で開催される予定です。
江東区は、大会開催の中心区として区民がスポーツに親しめるまちづくりや観光推進、オリンピック教育の推
進のほか、混雑緩和など円滑な大会運営環境づくりにも取り組んでいます。
鈴木あやこは、江東区議会オリンピック・パラリンピック推進特別委員会の副委員長や、オリンピック推進議
員連盟の一員として、大会成功に向けた政策の推進に取り組んでいます。

東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会計画
●東京オリンピック　　２０２０年７月２４日（金）～８月９日（日）
●東京パラリンピック　２０２０年８月２５日（火）～９月６日（日）

区議会全体で、オリンピック招致に取り組みました。

オリンピック・パラリンピックの成功に向け、
議会で積極的に発言しています。

大会成功に向けた機運醸成や、まちづくりの推進のほか、
オリンピック開催時の暑さ対策や会場周辺の混雑緩和や交通対策などの
課題にも取り組んでまいります！

みなさまとの対話を江東区のまちづくりに反映しています！若者の政治参画の取り組み
鈴木あやこは、次の時代を担う若者の意見を政策に取り入れていくため、議員インターンシップの受入や学校
の出前講義、若者の政治参画などに関するイベントの出演・登壇などを積極的に行っています。18歳選挙権も
実現された今だからこそ、若い世代が政治に興味を持ち、まちづくりにできる環境づくりにしっかりと取り組ん
でいきます！

❶大学生インターンの受け入れ
2012年春から、２０人以上の学生インターンを受入れ、地域活動や
議会傍聴、学生による政策提言発表会などを通じてともに活動。学生
に、政治を身近に感じていただき、社会体験の場を提供すると同時に、
私も「若者の視点の政策提言」に役立てています。
コーチングの資格を活かし、大学生が自分の強みについて考え、伸ば
していくセッションもインターンプログラムに取り入れています。

❸大学・高校・中学生、団体に対する講義・講演
大学（早稲田大学公共経営大学院）、高校（第一学院高校）、中学（か
えつ有明中学校）などにゲストティーチャーとして講義を行いました。
「区議会議員の活動」「若者のキャリア形成と政治」「投票率向上」
を中心に、身近でリアルな政治
のお話をわかりやすくお伝えし
ています。また、若者の政治参
画を推進するNPO法人ドット
ジェイピーやキッザニア東京な
どのイベントにおいても、お話
を行いました。

❷高校生インターンの受け入れ
2016年7月から開始された18歳選挙の開始を機に、2015年から
高校生インターンの受け入れを行っています。江東区選挙管理委員会
事務局や早稲田大学マニフェスト研究所、全国若手市議会議員の会
などもに協力いただき、「若者向け選
挙啓発や政治参加」などの講義、同僚
議員の協力も得て、「議会や議員の仕
事のリアル」などについてもお話。生
活に密着した議員の仕事や若者の投
票率向上などを高校生とともに考えて
いく機会をつくっています。

１．鈴木あやこ区政報告座談会「あやこcafe」
「江東区政をもっとわかりやすく！」をモットーに、江
東区のまちづくりや議会に関する情報について皆様と
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。（２０１８年７月までで
８８回開催）
最新の開催予定や今までの開催内容は鈴木あやこホー
ムページで公開しています。
お気軽にご参加ください！

２．各種講演・勉強会の講師や、出張「あやこcafe」など承ります！
江東区政やまちづくりなどに関係する様々なテーマで講演会・セミナー・勉強会などの講師、イベント出演などを行っています。
「保育園入園」「自治体の広報」「若者の政治参画」「マンションの民泊問題」「働き方改革」など様々なテーマでお話が可能
です。
少人数での開催も喜んで承りますので、ぜひお気軽にご連絡ください！

▲朝日新聞社主催「WORKO！」パパママスクールで、「江東区の保育園事情」について登壇 ▲マンション管理組合向け民泊勉強会


