
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！

第 77 回 ： 平成29年9月26日 （火） 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‘

鈴木あやこの活動報告

富岡八幡宮 例大祭（8月12・13日） 自治体青年政策ネットワーク勉強会（8月23・24日）

3年に1度の富岡八幡宮例大祭。 連合渡御、 豊洲町内神輿、 子供神

輿ともにたくさんの町内の担ぎ手の方が参加し、 賑わいました。 私は

連合渡御や町内神輿に担ぎ手として参加し、 子供神輿、 町内神輿で

は、 マンションの接待所、 担ぎ手の皆さんをおもてなし。 今回の例大

祭が大成功に終わったのは、 町会 ・ 睦 ・ 商店街や地域の皆様の連携

のおかげです。 お神輿やお祭りの開催により、 地域の皆さんの心が一

つになり、 コミュニティが活性化することを実感。 次回の例大祭はオ

リンピックが開催される2020年。 早くも楽しみです。

全国の若手自治体議員で結成する自治体青年政策ネットワーク

（JISSEN） の夏の勉強会に参加。 ワークライフバランスや福祉、 民

間サービスとの連携による課題解決、 「多数決の使用法と代替案」 な

ど幅広い分野の政策について学びました。 現地視察は、 墨田区のす

みだステーション」 にて、 福祉や観光など幅広い目的の活用が期待

されている 「自転車タクシー事業」 について視察。 全国の志を同じく

する地方議員と政策について学び、 情報交換できた貴重な勉強会。

学んだことを江東区政に活かしていきます。

勉強会メンバーと坂井豊貴 慶應義塾
大学教授

自転車タクシー「すみだステーション」
現地視察

連合渡御・永代橋付近 マンションの接待所にて

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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働く世代の
ワーク・ライフ・バランスを
応援します！



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！

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

8 月 14 日～ 20 日に、 東京農業大学の木村俊昭教授の主宰する 「木

村塾」 の視察団として、 アジアの新興国 ・ ベトナムのハノイ ・ ホー

チミンへ自費視察を行いました。 ハノイの日本大使館や JETRO、 大

学の訪問の他、 世界遺産であるハロン湾、 広大なメコンデルタ、 ベ

トナム戦争の歴史を知るクチトンネルなどを訪問。 成長著しいベトナ

ムの経済や歴史、文化について学びました。 2020 年の東京オリンピッ

ク ・ パラリンピックにおいて、 19 競技が開催される江東区。 世界各

国からのインバウンド観光客を受け入れることになるため、 国際理解

や多文化共生をすすめることは重要。 大変意義のある視察でした。

視察報告は 8 月のあやこ caféで実施。 学んだことをしっかりと活かし

ていきます。

昨年夏の参議院選挙から 18 歳選挙権が開始され、 若者の政治参画

が注目を集めています。 鈴木あやこは、 2012 年から 6 年間、 学生

の春・夏休み期間に大学生インターンを受け入れ、若者が政治や選挙、

地域のまちづくりに興味を持てるよう、 ともに活動をしています。 これ

までのインターン生からは、 「政治や議員が身近になった」 「世界が

広がり、 社会勉強になった」 「就職に役立った」 という声を頂きました。

この夏は、 2 名の大学生インターンを受け入れています。 駅頭や街、

イベントなどで会ったら暖かいお声掛けをお願いします。

ベトナム視察報告 8月9月の2ケ月間、議員インターンシップを
受け入れています！

あやこcaféにスタッフとして参加。

子育て支援施設「グロースリンク
かちどき」にインターン。在ベトナム日本大使館を視察。 世界遺産であるハロン湾を視察

江東区議会平成 29 年第 3 回定例会は、 6 月 7 日～ 7 月 6 日までの会期で開催されました。 本議会では、 契約案

件の他、 豊洲ぐるり公園部分開園に関わる条例改正や、 中央防波堤の帰属の解決に向けた東京都の調停申請を行う

ための案件が承認されました。 次回の区議会は、 9 月 21 日～ 10 月 20 日までの会期で開催されます。 会期中には

決算審査特別委員会も行われます。 鈴木あやこは一般質問や決算質疑などで登壇予定です。 傍聴やインターネット

中継等を行なっておりますので、 ご覧いただけると幸いです。

第3回定例会 開催報告＆第4回定例会のご案内江東区議会
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