
鈴木あやこの活動報告（視察報告編）

大阪府堺市視察研修会 （5月11・12日） 京都府舞鶴市視察研修会 （4月18・19日）

若手地方議員の勉強会で、 堺市を視察。 自転車政策、 難病を抱えた

人の就労支援、 子育て支援政策を学び、 「利晶の杜」 （堺市ゆかりの

千利休と与謝野晶子の記念館）にて「茶の湯体験」を行いました。特に、

自転車政策については、「自転車まちづくり部」という専門部署をおき、

自転車走行環境整備やコミュニティサイクルを全国に先駆けて実施。

江東区政にも大いに参考となる視察でした。

副実行委員長として携わっているマニフェスト大賞のキックオフ研修会

に参加。 昨年マニフェスト大賞グランプリを受賞した多々見良三舞鶴

市長の政策や全国の先進議会の取組を伺い、 舞鶴市を現地視察。 第

二次世界大戦の歴史と教訓を知る 「引揚げ資料館」、 「海上自衛隊　 

舞鶴地方隊」、 重要文化財である 「赤レンガパーク」 などを視察し、

議会改革 ・ 地域活性化の取組の両面から学びを得ました。

ふれあいショップ絆 利晶の杜の「茶の湯体験」 舞鶴赤レンガパーク 引揚げ桟橋

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話題が中心です。 お気軽にお越しください！

第 74 回 ： 平成29年6月15日 （木） 19:00～20:30　豊洲文化センター第 3 研修室

第 75 回 ： 平成29年7月19日 （水） 19:00～20:30　豊洲文化センター第 5 研修室

第 76 回 ： 平成29年8月23日 （水） 19:00～20:30　豊洲文化センター第 3 研修室

豊洲文化センター住所 ： 江東区豊洲 2-2-18　8 階 （豊洲駅徒歩 1 分）

鈴木あやこ区政報告座談会「あやこcafe」開催案内‘

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 （2017年度）

　文教委員会 委員/オリンピック ・ パラリンピック推進特別委

　員会 副委員長

★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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スをスを働く世代のワーク・ライフ・バランスを
応援します！
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エコリーダー講座でともに学んだ仲間たちが結成したチーム「カァパトゥーナァー」が、

江東区のPR動画コンテスト 「熱いまち　KOTO動画アワード」 で最優秀賞を受賞！

仲間の活躍は大変うれしい限り。

今後の活躍を、 エコリーダー仲間として応援していきます！

【グランプリ受賞作品】

「あなたは好きですか、 江東区」 （チームカァパトゥーナァー）

江東区のヒトやモノやコトを紹介するトークイベント 「コウトーク」 に集まった有志

メンバーが集まったチーム。

半年前から江東区に移り住んだメンバーと地元の熱く人情味あふれる下町メンバー

が出会い、 一つの物語ができていく様子を1分間にまとめた動画。 動画は区内映

画館のスクリーン広告やホームページで紹介されています。

グランプリを受賞した動画作品「あなたは好きですか、江東区」
（江東区ホームページにて公開中！）

エコリーダー講座受講生の仲間たちが、「江東区PR動画コンテスト」で最優秀賞を受賞！

携して、 エコリーダーの意見 ・ 提案を区政に反映させる仕

組みを強化することが必要であるが、 区の考えは。

　　  答弁

　養成講座には、 環境保全に関する内容だけではなく、 地域活性化や区

民協働、 まちづくりなど、 多様な分野における取り組みや、 新たな提案

が含まれ、 好評を博している。

　これらの知識や情報を、 地域への環境保全への取組に生かして頂くこと

が養成講座の趣旨であり、 現在は環境分野に焦点を絞っている。 区の環

境施策に関し、例えば区民から意見を募集する場合などには、エコリーダー

の会に区からその情報提供を行うなどして、 意見をエコライフ協議会等を

通じてフィードバックできるような態勢の確保を検討していく。 その他に頂

戴した意見についても、 今後は各所管の主体性を考慮しながら、 人材の

紹介も含め、 横の連携、 調整を図っていきたい。

（3)施設の交通利便性向上のため、 コミュニティサイクル

のポート設置をすすめるべきと考えるが、 区の見解は？

　　  答弁

　施設のある潮見地区については、 2月24日セブンイレブン潮見二丁目

店ポートを新設したとのことであり、 えこっくる江東へのポート設置につい

ては、 今後潮見地区の利用状況を踏まえ、 設置を検討していく。

（1）エコリーダー修了生の活用の現状、課題、今後エコリー

ダー修了生を環境まちづくりに活用していくために区として

どのように取り組んでいくのか。

　　  答弁

　エコリーダー講座は、 平成13年から10年間、 計66回の養成講座を開

催し、 述べ282人が受講。 修了生は211人。 このように区民向け講座を

継続的に開催し、 人材育成を図るとともに、 修了生の方々にも引き続き

地域活動して頂いている。

　課題としては、 修了生の意見を区にフィードバックする機会の不足や、

その声を関係所管に伝える行政の横の連携が不十分である点がある。 今

後区として、 引き続き人材育成に重点を置くとともに、 修了生の意見交

換の場の創出やえこっくる江東での講座、 イベント時にサポーターとして

協力を依頼するなど、 人材を充分に活用する機会を充実させていく。

（2） 修了生が取り組むプロジェクトについては、 環境保全

活動だけでなく、 地域コミュニティ活性化や区民協働、 ま

ちづくりに関する新しい提案が含まれるものも多い。

　現在はエコリーダー講座修了生対象のフォローアップ講

座や、 エコリーダーの会、 イベント時のサポーターとして

の活動など、 活躍の場は用意されているが、 企画課や地

域振興課、 まちづくり推進課など、 区内の各所管部署と連

　「えこっくる江東」 は、 ごみ処理問題や地球全体の環境問題などを体験しながら学べる学習施設であり、

環境フェアの実施や、 10周年を機とした、 さらなる充実に期待している。 なかでも、 エコリーダー養成講座

など区民向け講座を活用した区民の環境意識の醸成をはかっていくことが重要である。

　エコリーダー養成講座については、 今年度私自身も全5回の講座を受講し修了証を頂いた。「コミュニティ

のつくりかた ・ 育て方」 をテーマに東京オリンピック開催を前に、 身の回りの環境を自分たちの力で変えてい

く 「じぶん発コミュニティ」 を考える内容。 コミュニティデザインの先駆者である宇田川裕喜さんや清澄白河

のリトルトーキョーのナカムラケンタさん、 清澄白河でガラス加工業を営み、 「コウトーク」 という地域密着イベントを行っている椎名隆行さん、 江東区職員

でパラカヌー選手の諏訪正晃さんや中川舟番所資料館の久染館長など豪華な講師陣による大変充実した内容。 環境意識やまちづくりに関心が高い方々が多

く参加し、 講座終了後もイベントの立ち上げを企画するなど、 環境まちづくりへの意欲、 関心が高められる素晴らしい講座だと評価している。

鈴木あやこの議会質問
「環境学習について」 平成 29 年予算審査特別委員会

鈴木あやこもエコリーダー講座を修了。鈴木あやこもエコリーダー講座を修了。



2020年の東京オリンピック・パラリンピックまであと3年。 江東区の湾岸エリアにおいては、 競技場の建設や、 周辺環境の整備が進んでいます。

今号では、 有明地区の競技場整備などについてご紹介します。

鈴木あやこは、 今年度はオリンピック ・ パラリンピック推進特別委員会の副委員長としてオリンピック ・ パラリンピックに向けたまちづくり、 しっ

かり頑張ってまいります！

昭和58年に開園され、 日本のテニスの聖地

といわれる有明テニスの森公園。 オリンピッ

クに向けて、再整備されます。インドアコート・

クラブハウスが新設。 ショートコートは恒設 ・

仮設が併設。 有明コロシアムの改修も実施。

【実施される競技】

オリンピック：テニス

パラリンピック：車椅子テニス

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（有明編）

有明テニスの森公園の整備

有明地区に新しく整備されるアリーナ。10000

席を超える観客席があるメインアリーナを有

する施設として計画されています。

大会後は、 国際大会を含む、 スポーツ大会

や、 各種イベントなどに利用できる新たなス

ポーツ ・ 文化の拠点施設となります。

【実施される競技】

オリンピック：バレーボール

パラリンピック：車椅子バスケットボール

有明アリーナの新設

選手村やメディアセンターからも近いウォー

ターフロントエリアの有明北地区に計画され

ています。 大会時には、 約12000人の客席

数を有する体操専門競技場が仮設で整備さ

れます。 閉会後は、 展示会場として約10年

間使用される予定です。

【実施される競技】

オリンピック：体操    パラリンピック：ボッチャ

有明体操競技場の新設

　2020年の東京オリンピック ・ パラリンピックに向けて、 東京都、 江東区ではホテルの開業や水辺

の利活用などの観光活性化が進んでいます。 鈴木あやこもこれらの政策を積極的に推進しているとこ

ろです。

　今回のレポートでは、 4月14日に清澄にオープンした、 都内最大規模の 「かわてらす」 のあるシェ

アホテル、 「LYURO 東京清澄」 を紹介します。

　水辺の活用については、 広島や大阪の水辺のオープンカフェ、 京都の 「川床」 などが全国的に

有名な事例。東京都においても、平成25年度から、水辺の更なる魅力向上と地域の活性化のために、

河川敷地を利用した飲食店を営業する 「かわてらす」 の設置の社会実験がはじまっており、 すでに

日本橋の 「豊年萬福」 （平成26年開設） や駒形の 「ボン花火」 「ナベノイズム」 （平成28年開設）

などの3つの飲食店が営業されています。

　今回オープンした、 「LYURO 東京清澄」 は都内4事例目の 「かわてらす」 で隅田川沿いの水辺

に立地。 築28年のオフィスビルをリノベーションしてつくられたシェアホテルで、 株式会社リビタが

事業者として運営。 2階部分には、 誰もが利用できる、 江東区初、 都内最大規模となる広さ284㎡、

幅44mの 「かわてらす」 があることが特色。 水辺のテラスでヨガをしたり、 地域の方や来訪者の語

らいの場としての活用が期待されています。

　「かわてらす」 には、 バーベキューレストラン 「PITMANS」 とクラフトビールのブルワリー 「清洲

橋醸造場」 （6月からオープン） もあり、

開放的な美しい水辺の景色をみながら、

飲食を楽しみことができます。

　ホテル前にはコミュニティサイクルの

ポートも設置されているため、 水辺の

サイクリングも楽しめます。 江東区の水

辺の新名所、 皆様も訪れてみてはいか

がでしょうか。

江東区初の 「かわてらす」 のあるシェアホテルが、
隅田川沿いの清澄にオープン！

江東区の
新名所
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全国の水辺の利活用を推進している
「ミズベリングプロジェクト」の山名清隆さん
と現地にて
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活動内容を毎日更新しています！活動内容を毎日更新しています！

メール ・ ホームページ ・ facebook からの
お問い合わせも歓迎です！

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 公式ページ

https://www.facebook.com/
suzukiayako.koto

Twitter

https://twitter.com/ayako_suzuki

☆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。

2020 年東京オリンピック ・ パラリンピックの開催で、 中心区となり、

50 万都市に向けてめざましい発展を続ける江東区。

子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！

1. 仕事と子育ての両立～子どもたちの未来のために～

①待機児童の解消　おうち保育 ・ サテライト保育など多様な手段を活用し、 待機児童を解消します。

②放課後支援の充実　放課後支援を充実し、 子どもたちの安心できる居場所づくりと共働き家庭の 「小一の壁」

の解消につとめます。

2. 高齢者施策の充実～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　高齢者見守り支援事業を強化し、 お年寄りが地域で安心して暮らせるまち

づくりを推進します。

②元気な高齢者の活躍支援　元気な高齢者が地域で活躍できるよう、 就業支援の充実や市民活動への参加を支

援します。

3. 2020 年東京オリンピック ・ パラリンピックに対応した新しいまちづくりの推進～

①交通網の充実　地下鉄 8 号線 （豊洲～住吉間） の整備推進、 水上交通など、 交通網の充実をはかります。

②水辺環境を活かした観光まちづくり　江東区の内部河川 ・ 運河を活用し、 世界に誇れる国際観光のまちづくり

を推進します。

4. ICT を活用した区民サービスの向上～誰もが区政を身近に感じるために～

① ICT （情報通信技術） を活用した区民サービスの向上　子育て、 教育、 医療、 防災分野にインターネットな

どの ICT を積極的に活用し、 区政を身近で便利にします。

② ICT を活用した区民参加のまちづくり　「区民協働レポートシステム」 を導入し、 ICT を活用した区民参加の

仕組みをつくります。

働く世代のワーク・ライフ・バランスを応援します！
鈴木
あやこの
政策

　次回の江東区議会定例会は、 平成 29 年 6 月 7 日～7 月 6 日までの日

程で開催されます。 本会議、 委員会は一般傍聴やインターネット中継に

より公開されておりますので、 ぜひ、 ご注目いただけると幸いです。

　本定例会より、 江東区議会の本会議 ・ 委員会も含めたタブレット導入が

本格的に行われる予定です。 ペーパレスによる紙資源の削減や、 会議の

効率化など、 様々な効果が期待されております。 議会の ICT 化 ・ 見える

化の推進を引き続き行なってまいります。

■江東区議会ホームページ  http://www.city.koto.lg.jp/kugikai/

次回定例会（江東区議会 平成29年第2回定例会）
のご案内

　5 月 25 日に、 江東区議会第一回臨時会が開催されました。 選挙によ

る投票の結果、 議長は榎本雄一議員 （自民） 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。 鈴木あやこの所属委員会

は文教委員会、 オリンピック ・ パラリンピック推進特別委員会　副委員長

となりました。 教育政策や、 オリンピックに向けた新しいまちづくりにしっ

かりと取り組んでいきます。

　私は、 所属会派の民進党 ・ 無所属クラブでの政調会長を拝命。 9 名の

議員を擁する区議会第 2 会派の政策の取りまとめを行う立場となりました。

　区民の皆様の声を、 より政策に反映できるよう、 議会活動にしっかりと

取り組んでまいります。

■江東区議会 民進党 ・ 無所属クラブホームページ

http://koto-iminku.com

平成29年度の議会新体制がスタート。
今年度は文教委員会、オリンピック推進特別
委員会に所属。

　江東区議会　平成 29 年第 1 回定例会は、 2 月 21 日に開会し、 会期

38 日間で 3 月 30 日に閉会しました。

　今回の定例会では、 「平成 29 年度江東区一般会計予算」 や 「江東区

個人情報保護法の一部を改正する条例」など34件の議案について審議し、

それぞれ、 可決 ・ 同意されました。

　予算審査特別委員会も開催され、 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。

平成29年度第1回定例会 開催報告

働く世代のワーク・ライフ・バランスを応援します！

本格的に行われる予定です。 ペーパレスによる紙資源の削減や、 会議の

効率化など、 様々な効果が期待されております。 議会の ICT 化 ・ 見える

化の推進を引き続き行なってまいります。

■江東区議会ホームページ  http://www.city.koto.lg.jp/kugikai/

メール ・ ホームページ ・ facebook からの
お問い合わせも歓迎です！

7 月 6 日までの日

程で開催されます。 本会議、 委員会は一般傍聴やインターネット中継に

　本定例会より、 江東区議会の本会議 ・ 委員会も含めたタブレット導入が

本格的に行われる予定です。 ペーパレスによる紙資源の削減や、 会議の

取り組んでまいります。

■江東区議会 民進党 ・ 無所属クラブホームページ

http://koto-iminku.com

本格的に行われる予定です。 ペーパレスによる紙資源の削減や、 会議の

効率化など、 様々な効果が期待されております。 議会の ICT 化 ・ 見える

http://www.city.koto.lg.jp/kugikai/

活動内容を毎日更新しています！活動内容を毎日更新しています！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2020 年東京オリンピック ・ パラリンピックの開催で、 中心区となり、

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！

①待機児童の解消　おうち保育 ・ サテライト保育など多様な手段を活用し、 待機児童を解消します。

②放課後支援の充実　放課後支援を充実し、 子どもたちの安心できる居場所づくりと共働き家庭の 「小一の壁」

バランスを応援します！

メール ・ ホームページ ・ facebook からの

http://www.suzukiayako.mymp.jp

Facebook 公式ページ

https://www.facebook.com/

http://www.suzukiayako.com

鈴木あやこホームページ 携帯版）

http://www.suzukiayako.mymp.jp

☆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。

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
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