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○1977 （昭和 52） 年 11 月 9 日、 八王子並木町生まれ （45 歳）

○2007 年 4 月　29 歳で市議会に初挑戦し、 3,022 票を獲得し、　40 人中 40 位にて当選

　　その後、 3 期努めた後、 2017 年 7 月、 東京都議会議員選挙に出馬　し、 22,239 票を獲得するも次点にて落選

　　2019 年 4 月八王子市議会議員選挙に再度出馬し、 8,126 票を獲得　し、 4 期目の当選を果たす

○私立明星小学校、 明星中学校、 明星高等学校、　杏林大学保健学部　保健学科を卒業。

　　杏林大学臓器組織移植　センターにて、 組織　移植コーディネーターとし　て従事 （3 年半務める）

○八王子市議会自民党新政会幹事長 ・ 政務調査会長、 総務企画委員会　委員長、 議会運営委員会　副委員長、　八王子市監査委員を歴任。

　　その他、 自民党三多摩支部連合会青年部第 23 代青年部長を務める。 　現在、 自民党新政会代表。

○東京都公認　セント ・ ベル幼稚園　園長、　事業所内保育所　サニー ・ ベル　園長

　　東京医科大学八王子医療センター院内保育所　キンダー ・ ベル　園長、　事業所内保育所　おひさま保育園　設置者

　　（社福） 美山聖母の苑　特別養護老人ホーム　マザー ・ ベル　会長

○八王子市消防団第 9 分団第 3 部所属 （部長を 3 年務める）、○八王子市立横山第二小学校　元 PTA 会長 （1 期 2 年務める）

○八王子私立幼稚園協会　副会長、 （公社） 八王子法人会西八地区　役員、　八王子いちょうまつり実行委員会　相談役、 八王子遺族会　会員

　　八王子ライフル射撃連盟　会長、 （一社） 八王子青年会議所　シニアクラブ、 自衛隊募集相談員、　八王子長野県人会　会員

○3 児の父親 （長男、 長女、 次女）

その先の未来へ
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　ごあいさつ
　新春の候、皆様におかれましては、ご健勝のことと心より、お慶び申し上げます。日頃より、鈴木レオ

後援会活動にご理解、ご協力賜りますこと、心より御礼申し上げます。

　さて、私が 29 歳で市議会に初挑戦し、議員として活動をさせて頂いてから、本年 4月にて 16 年目を迎

えることとなります。この 16 年を振り返ると、当選直後は右も左も分からない中、初挑戦時に掲げた

「あいさつのススメ」、「家族愛と郷土愛のススメ」、「地域スポーツクラブのススメ」を政治信条とし、活動

を初めさせて頂きました。

　その後、皆様からのご支援を頂く中、連続 3期当選を果たさせて頂きましたが、10 年目の節目の年には、

市議会の活動から都議会へ活動を移すべく挑戦を致しました。しかし、私の力不足により、22,239 票を獲

得するも次点での落選という結果となりました。

　落選後、厳しい環境となりましたが、皆様からは変わらぬご支援、ご激励を頂き、さらには萩生田代議

士、石森市長、黒須前市長、萩生田富司前総支部長、伊藤しょうこう都議会議員、さらには市議会の仲間

など多くの方のご理解を頂き、2019 年に再度市議会へと挑戦をさせて頂きました。

　4期目当選後のこの 4年間は、気持ち新たに活動させて頂く中、会派において政調会長、会派代表を努

めさせて頂き、大型選挙においても支援市議団幹事長、団長など努めさせて頂くことが出来ました。

　この 16 年目という節目を迎える中において、皆様のご支援にお応えすると共に、八王子市政の発展、

子どもたちの将来への責任を担うべく、新たに鈴木レオの３つの「きょういく」を掲げさせて頂きました。

　引き続きの皆様のご支援を賜りますようお願い申し上げますと共に、この３つの「きょういく」の実現

に向けて、全力で取り組んで参ります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　八王子市議会議員　鈴木　レオ　拝

鈴木レオの今までの取り組み
平成 20 年　4 月 三多摩で初となる私立幼稚園入園料補助金を新設

平成 21 年　9 月 小児の医療支援パンフレットを作成し配布

平成 23 年　1 月 はちバス西南部コースの新設 ・ 運行開始

平成 23 年　4 月 生活保護費の不正受給に対する特別対策班を提案し、 設置

平成 23 年　4 月 都立八王子小児病院跡に小児 ・ 障害メディカルセンターを開院

平成 24 年１０月 八王子駅北口に八王子インフォメーションセンターを設置

平成 24 年１０月 生活保護受給中の不正家賃滞納者に対し代理納付制度を導入

平成 2５年　3 月 八王子市消防団の団員全員に対して新耐火服一式を配備

平成 25 年　4 月 私立幼稚園に通っている保護者を対象とした保護者負担軽減金を 2,700 円から 3,500 円へ増額

平成 25 年　6 月 第 41 回八王子市消防団操法大会へ出場し、 優勝

平成 26 年　６月 条例改正により悪質な客引きを防ぐ客引き防止条例を施行

平成 27 年１１月 八王子観光 PR 特使制度を提案し、 制度運用を開始

平成 28 年　3 月 自民党三支連青年部にて第 23 代青年部長を務める

令和　4 年　4 月 台風 19 号で被害を受けた睦橋を新設

令和　4 年　4 月

令和　3 年　2 月 特別支援体制の一つとして取り組んでいた八王子市幼児教育 ・ 保育センターを多摩地域で初めて設置

令和　3 年　4 月 八王子のデジタル推進を目指し、 デジタル推進室を新たに設置

令和　4 年　８月 八王子まつりの中止により、 富士森公園にて屋台まつりを実施

令和　4 年１０月 中散田公園のグランド並びに公園ベンチの改修を実施

学童保育所と放課後子ども教室の一体的推進を進めると共に横山学童保育所を横山第二小学校校舎内へ移転

令和 3 年 4 月からの GIGA スクール導入に向けて児童 ・ 生徒へのダブレット配備への補正予算を前倒しで可決令和　2 年　9 月

令和　3 年　９月 GIGA スクール導入時に配備されなかった教職員への教育用タブレット PC を追加配備
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家庭教育、 幼児教育、 公教育を推進し、 子どもたちがどのような環境であろうと夢を実現出来る道を築きます
　○GIGA スクールによる個別最適化された学習機会のさらなる促進をします
　○特別支援体制の充実と早期発見、 早期支援体制を進めます
　○学校の適正配置への取り組みを行い、 少子化に対応した学校環境整備に取り組みます
　○幼稚園、 保育園の保育従事者支援を進め、 安全な保育環境を目指します
　○子育てに関わる保護者負担軽減を進め、 子どもたちが受けられる教育環境を整えます

共に学び合い、 共に支え合い、 共に育ち合う環境を目指します
　○生涯学習の充実を行い、 スポーツ施設環境を充実させます
　○小児、 産科、 救急医療体制支援を行います
　○世代間交流を充実させ、 地域社会の充実を目指します
　○生活保護費の不正受給対策を行い、 制度の適正運用を推進します
　○子どもたちが安全に、 保護者の方に安心して頂ける地域と連携した環境づくりを進めます

町会活動支援、 中小企業支援を行い、 地域社会を協力して育みます
　○町会活動を始めとする、 地域活動支援を充実させます
　○地域防災の要である消防団活動を支援し、 地域防災力を高めます
　○IOT 技術、 ICT 技術の活用と、 若い世代の声を市政に届けます
　○川口物流拠点整備、 長房 ・ 川口地区まちづくりなど街の魅力を創造します
　○国政、 都政、 市政の連携を強化し、 八王子の安定的な政治体制を目指します
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