令和 4 年 10 月 23 日
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自民党演説会ポスター掲示ご協力のお願い

発行：自民党東京都八王子市第２８支部 鈴木玲央

来年、4 月に八王子市議会は、統一地方選挙に伴う八王子市議会議員
選挙が予定されております。

討議資料

この度、新たに自民党演説会のポスターを、はぎうだ光一衆議院議
員・党政務調査会長と共に弁士として作成致しました。

【ごあいさつ】
拝啓

このポスターにつきましては、演説会ポスターとしまして、来年の

秋冷の候、後援会の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。日頃より後援会

統一地方選挙の告示日前まで掲示することが出来ます。

活動にご理解、ご協力賜りますこと、感謝申し上げます。

掲示場所については、電柱などの公共物には掲示出来ませんが、個
人や企業の方の敷地内や塀などに掲示することが出来ます。

さて、八王子市議会におきましては、8 月 26 日より告示となっておりました第 3 回市議会定例会議が 10 月 12 日を

掲示にご協力頂ける方がいらっしゃいましたら、下記までご連絡を

もって閉会となりました。
本議会において、コロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」により、国の臨時交付金を活用した補正

頂ければ、ポスターならびに掲示に必要な備品（両面テープ、ワッポ

予算が上程され、賛成多数により可決となりました。これらの事業や補正予算の詳細については、八王子市の公式ホー

ンなど）をお届けに伺わせて頂きますので、ご協力の程、宜しくお願

ムページもしくは内面の QR コードより令和 4 年度 9 月補正予算の概要をご覧いただけますので、ご参考頂ければと存

い致します。

じます。 合わせて、追加議案にて提出されました高齢者（65 歳以上の方）の皆様へのインフルエンザワクチンの無償

Mail：leo.jimusyo@gmail.com

接種についても記載いたしております。
また、第 3 回市議会定例会議では、令和 3 年度の決算について審議がされ、私は自民党新政会を代表しての会派代表

電話：042-663-9132

質疑を行わせて頂きました。主に、財政状況に関する質疑、コロナ禍における支援体制、学校環境整備に関する取り組
み、避難所環境整備、長期ビジョンの策定など、多岐にわたり質疑を行いましたが、これら質疑の概要は、現在、八王

鈴木レオの活動

子市議会インターネット中継のサイトにて録画映像がご覧いただけます。
今後、新年度予算編成が始まる中において、この度の審議の中において指摘、提案したことが施策として実現するよ
う引き続き、取り組んで参ります。
時節柄、体調崩しやすい時期でありますので、皆様におかれましては、お体ご自愛下さい。

市政施行 105 回目となる
市政施行記念式典が開催

敬具

八王子市議会議員 鈴木レオ

八王子南バイパス・日野バイパスを促進する議員連盟要望活動を実施
富士森公園において、
屋台まつりが開催
多くの方が来場され
楽しまれておりました

現在、国土交通省の相武国道事務所が事業を進めております八王子南バイパス・日野バイパスの事業促進に向け
て、本年も八王子市と日野市の自民党議員にて構成される議員連盟による要望活動を行いました。
この事業は、平成 22 年 7 月に町田街道から国道 20 号までの約 2.6km 区間が開通し、その後大船寺田地区において
も平成 27 年 3 月に暫定 2 車線にて約 0.3km が開通しております。
本年4 月に、国土交通省が 5 か年計画において第 3 工区の約 2.5km 区間を開通するという計画も発表し、6 月 28日
には南バイパスと町田街道が交差する箇所を通行止めにし、高架橋が設置されました。

高宰神社例大祭を開催
今年度もコロナにより
縮小となりましたが、
無事執り行われました

この南バイパス事業により渋滞緩和だけでなく、八王子みなみ野駅周辺から、館にある八王子医療センターへ北野
街道を使わずにアクセスすることが出来る為、夕方などの渋滞時における救急搬送時間を大幅に短縮することが出来
ます。さらに、この南バイパス・日野バイパスに
より日野市立病院や杏林大学医学部附属病院など
医療機関が繋がることとなります。

【Web サイト】 【Instagram】

【Twitter】 【Facebook（個人）
】

八王子車人形が
国重要無形民俗
文化財に指定さ
れ、お祝いの会
が盛大に開催さ
れました。

八王子まつりが
中止となりまし
たが、各町会な
どでは、感染対
策の上、神事な
どが行われてお
りました。

【Facebook ページ】 【レオ NEWS】

引き続き、早期開通に向け取り組んで参ります。
国道 20 号八王子南バイパス事業は、八王子市域を東西
につなぐ幹線道路で八王子市域の交通混雑の緩和や交
通安全の確保、圏央道のアクセス道路として行動範囲
の拡大や移動時間の短縮などを目的とした、延長約
9.6km のバイパス事業です。

自由民主党東京都八王子市第二十八支部 鈴木レオ事務所
住所：東京都八王子市並木町 8-16-101 TEL：042-663-9132 FAX：042-661-3688
HP：http://leo-leo.jp E-mail：info@leo-leo.jp

【決算代表質疑】

令和 4 年度 9 月補正予算における取り組み事業の一例

令和 3 年度八王子市一般会計、各特別会計及び公営企業会計決算認定について

（１）行財政運営について
ア、決算総括

ウ、幼児教育保育センター

イ、歳入

エ、学校の適正配置

（ア）不納欠損、収入未済額
ウ、歳出

１、事業継続緊急支援金（補正予算の概要 17 ページ）

イ、GIGA スクール

原油価格・物価高騰の影響を受けて、収益が減少した市内事業者（原則、飲食店を除く）を対象とし、国の地方創
生臨時交付金を活用しまして「事業継続緊急支援金」の支給をします。
これは、市内事業者の方の事業継続を支援するためのものであり、下記の要件を満たす会社企業・個人事業主の方

（ア）ニ小四中改築

が対象となりますので、ご活用ください。

（イ）プール配置

（ア）不用額、繰越明許費
（２）新型コロナウイルス感染症対策

対象事業者（原則 飲食店を除く全業種）

（ウ）学区制度
（６）安心・快適で、地域の多様性を活かしたまち

区分

従業員規模
２０人以上

ア、地域医療支援

ア、大型投資事業

会社企業

イ、中小企業支援

イ、空き家予防策

個人事業主

（３）みんなで担う公共と協働のまち
ア、市民への情報発信
イ、DX による行政改革
（４）健康で笑顔あふれる、ふれあい、支えあいのまち
ア、検診体制

ア、企業誘致

学びが豊かな心を育むまち
ア、給食センター

２０人未満

その前期決算を比較

支給額

想定企業数

４０万円

200

２５万円

1,100

２、八王子マイナポイント事業（補正予算の概要 ８ページ）
現在、国においてマイナンバーカードを申請した方を対象に、最大で２万円相当のマイナポイントが付与されるキ

イ、学術会議などの誘致活動
（８）一人ひとりが育てる、人と自然が豊かにつながるまち

（５）活き活きと子どもが育ち、

3 割以上減少
＊支援金申請時の直近決算と

ウ、避難所環境整備
（７）魅力あふれる産業でにぎわう活力あるまち

経常利益

ア、ゼロカーボンシティ宣言

ャンペーンが行われております。これに加えて、マイナンバーカードをお持ちの方（既にお持ちの方を含む）に、八
王子市独自の「八王子マイナポイント」３０００円が付与されます。
まだマイナンバーカードをお持ちでない方でも新規に取得頂き、下記の期間に申請頂くと付与されますが、申請か

イ、日本遺産

らカードが手元まで日数を要しますので、早めに取得をして頂ければと思います。

（９）長期ビジョンの策定

（１）対象者

申請日までにマイナンバーカードを取得している市民

（２）申請期間 令和４年１２月１日～令和５年２月２８日

第 3 回市議会定例会議では、昨年度の決算についての審議が行われます。
この度の代表質疑においては、決算総括に対する市長の考えを問うと共に、歳入において、本来であれば歳入として

（３）申請方法 パソコン・スマートフォンで申請
＊詳細は、広報、市ホームページなどでお知らせされます

確保されるべき財源にも関わらず確保できなかった不能欠損、収入未済額を、歳出において、年度内事業が実施できな
かったことに伴う不用額、繰越明許費のあり方について指摘致しました。
さらに、令和 3 年度は新型コロナウイルス感染症対策に取り組んだ年度でもあることから、地域医療体制の本市独自

令和 4 年度 9 月補正予算

の仕組み、事業者支援に対する取り組みについて質疑致しました。

補正予算の概要

そして、八王子市が掲げる 6 つの都市像を基本とし、それぞれの事業内容について質疑を行いましたが、特に学校教

令和 4 年度 9 月補正予算
新型コロナウイルス感染症対策補正予算
（追加補正予算）

育における GIGA スクール構想、ニ小四中改築事業について重点をおいての質疑を行っております。

フードシェアリングサービス「タベスケ Hachioji」が始まりました

今後を見据えた取り組みとしては、現在、八王子市が策定しております
長期ビジョンの策定状況と将来に対する市長の決意を聞いております。
なお、代表質疑の様子は、右記の QR コードよりご覧いただけます。

補正予算代表質疑
質問動画

八王子市が、昨年 2 月 10 日に「ゼロカー
ボンシティ宣言」を行ったことを受け、その

追加補正にて、65 歳以上のインフルエンザワクチン接種を無償に

実現に向けて食品ロスを削減する仕組みと
して「タベスケ Hachioji」が 10 月 1 日より

第 3 回市議会定例会議において、令和 4 年度 9 月補正予算の追加議案として新型コロナウイルス感染症対策補正予
算が可決されました。

開始となります。
これは、食品ロスを削減するために、賞味

この議案は、新型コロナウイルス感染症と季節性インフルエンザの同時流行を想定し、高齢者の皆様の重症化を防

期限や消費期限が近づいた食事、イベントの

ぐとともに、医療機関の負担軽減を図るために、八王子市独自の助成に加えて東京都の新たな制度を活用しまして、

急な中止により余ってしまった在庫などを、

インフルエンザ予防接種費用の全額助成に要する経費を補正することとしました。

市内事業者や消費者の方とマッチングする
フードシェアリングサービスになります。

○ 接種期間

令和 4 年（2022 年）10 月 11 日～令和 5 年（2023 年）1 月 31 日

○ 対象者

65 歳以上の高齢者及び 60～64 歳の一定の障害のある方

コードよりご覧頂くことが出来ますので、ご

○ 助成回数

1 回 自己負担額 2,500 → 0 円

覧頂ければと思います。

＊実施に関する詳細などについては、後日、はちおうじ広報などでお知らせされますので、ご確認ください。

詳細は、右図内にあります URL もしくは QR

