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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

活動報告（12 月 5 日）

高潮対策センター・辰巳排水機場視察

区議会建設委員会で、 高潮対策センターと辰巳排水機場を視察。 東

京港の防災事業について都の職員からお話を伺いました。 水門や防

潮堤の様子は船に乗って視察。 東京都では、 東日本大震災の教訓を

得て、 最大限の地震 ・津波 ・ 高潮に備えた対策の強化をしています。

　水辺に囲まれた江東区。 防災都市江東の実現に向け、 しっかりと

取り組んでまいります。

江東区内外の水辺の活性化に取り組むココペリプラスと、 日本橋から

和モダン船を運行する、「舟遊び みづは」の企画に参加。 おしゃれな

「コタツ船」で豊洲など江東湾岸エリアを中心とする冬の水辺に、ロシ

ア方面から越冬に来ている野鳥を船から観察し、 生態について学び

ました。 江東区の水辺には、 野鳥や魚など多様な生物と自然が残さ

れています。江東区の美しい水辺の活性化。今年も推進していきます!

活動報告（1 月 16 日）

船から江東湾岸エリアの野鳥観察

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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鈴木あやこホームページ （PC 版）

http://www.suzukiayako.com

鈴木あやこホームページ （携帯版）

http://www.suzukiayako.mymp.jp

Facebook （鈴木 綾子）

https://www.facebook.com/suzukiayako2011

Twitter

@ayako_suzuki

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予定です。 本定例会では、 平成 29

年度の予算審査特別委員会もあわせて開催されます。 鈴木

あやこは、 予算審査特別委員会にて質問の予定です。

傍聴や江東区議会インターネット中継など、 ぜひご注目いた

だけると嬉しいです！

江東区議会 平成 29 年第 1 回定例会開催案内

(1) 育児と親の介護を同時に担う 「ダブルケア」 に対する認識は。

(2) 江東区におけるダブルケア負担人口は。

(3) ダブルケア当事者に対し、 保育所や特養の入所を優先する等の負

担軽減策を実施すべき。

(4) 育児、 介護の施策を担当するこども未来部と福祉部との連携につ

いてはどうか。

(5) 育児 ・ 介護のダブルケアについて、 包括的な支援体制の構築を。

答弁 （福祉部長） ：

(1) 新たな行政需要と認識している。

(2) 内閣府の実態調査をもとに推計す

ると江東区の 15 歳以上人口の 0.2%

（約 1,000 人） である。

(3) 負担軽減につながる支援策の充実

に努める。

(4) 連携体制は確保している。

(5) 検討課題である。

(1) 区に対する誇りと愛着を高める 「シビック

プライド」 について、 ブランディング戦略の位

置付けと今後の取り組みについて伺う。

(2) 本区の地域資源である 「水辺」 を戦略的

に活用してはどうか。

(3) インスタグラムやスマホアプリなどのコンテストの実施を。

(4) 広報広聴における危機管理について

㋐豊洲市場移転延期問題における報道の風評被害への対策は。

㋑広報における危機管理に対応し、 全庁的な広報広聴対応方針の策

定を。

(5) 戦略的な広報を展開するため、 専門部署を設置するなどの体制

づくりが必要ではないか。

答弁 （山崎区長） ：

(1) シビックプライドは、 主目的の一つであり、 様々な取組みを継続的、

発展的に展開する。

(2) 検討する。

(3) 検討する。

(4)㋐正確な情報の周知に努めている。 ㋑研究する。

(5) 庁内各部署等と連携して戦略的に情報発信を強化する。

(1) 車中泊等の避難者への対応を地域防災計画等に盛り込むべき。

(2) 妊産婦 ・ 乳児への対応について

㋐避難所での支援体制は。 ㋑区内の各大学等と協定を結び妊産婦 ・

乳児救護所を設置しては。

(3) 避難者カードに要配慮者の情報の追加や外国語表記の対応を。

(4) 地域防災力の強化について

㋐災害協力隊の運営課題は何か。 ㋑学校避難所の開設訓練や防災講

座の実施をしてみては。

答弁 （総務部長） ：

(1) 地域防災計画への反映を検討する。

(2) ㋐災害弱者用スペースを確保する。 ㋑まずは災害弱者に配慮した

避難所運営を行う。

(3) 検討する。

(4)㋐隊員の高齢化や隊員の確保 ・定着などである。 ㋑防災講話等を

中心に取組む。

江東区のブランディングと戦略的な
広報についてQ1 育児と介護のダブルケアについてQ３

防災対策についてQ２

鈴木あやこの議会質問
平成 28 年第 4 回定例会 （11 月 29 日）
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