
（別紙）統一地方選挙における候補者の公認・推薦決定について

（公認候補者43名）
選挙種別・選挙区 候補者名 備考

1 北海道 北海道議会（江別市） ⽊葉 淳（新⼈・48歳） 小学校教諭
2 北海道 江別市議会 内山 祥弘（現職・42歳） 現職2期
3 北海道 歌志内市議会 谷 秀紀（現職・76歳） 現職6期
4 山形 山形市議会 荒井 拓也（新⼈・30歳） NTT労組役員
5 群馬 太田市議会 神谷 大輔（新⼈・46歳） ⾏政書⼠
6 群馬 邑楽町議会 塩井 早苗（現職・67歳） 現職2期・副議⻑
7 埼玉 埼玉県議会（南第7） 嶋垣 謹哉（新⼈・57歳） 会社員
8 埼玉 埼玉県議会（北第5） 田並 尚明（現職・53歳） 現職3期
9 埼玉 さいたま市議会（大宮区） 佐伯 加寿美（新⼈・59歳） 国⽴⼥性教育会館専門職員

10 埼玉 さいたま市議会（浦和区） 添野 ふみ子（現職・70歳） 現職6期
11 埼玉 川口市議会 近藤 智明（元職・39歳）
12 埼玉 ふじみ野市議会 ⺠部 佳代（現職・53歳） 現職3期
13 神奈川 神奈川県議会（横浜市栄区） 田村 雅俊（新⼈・52歳） 衆議院議員秘書
14 神奈川 神奈川県議会（茅ヶ崎市） 古川 たまき（新⼈・49歳） 元厚⽊市議
15 神奈川 神奈川県議会（横浜市保⼟ケ谷区） 望月 聖子（新⼈・48歳） NPO法⼈理事
16 神奈川 神奈川県議会（厚⽊市） 望月 真実（新⼈・48歳） 厚⽊市議
17 神奈川 横浜市会（緑区） 今野 典⼈（現職・58歳） 現職5期
18 神奈川 川崎市議会（中原区） 河村 遼（新⼈・28歳） 県議秘書
19 神奈川 川崎市議会（麻生区） 鈴⽊ 朋子（新⼈・53歳） ⾏政書⼠
20 神奈川 平塚市議会 久保田 聡（新⼈・38歳） 元政党職員
21 神奈川 横須賀市議会 ⻑島 大地（新⼈・28歳） グリーンバード
22 神奈川 厚⽊市議会 髙田 昌慶（新⼈・30歳） 障がい児支援施設法⼈代表
23 東京 文京区議会 澤田 圭司（新⼈・39歳） こども園副園⻑
24 東京 杉並区議会 樋脇 岳（新⼈・41歳） ペットシッター
25 ⻑野 ⻑野県議会（⻑野市上⽔内郡） 埋橋 茂⼈（現職・66歳） 現職1期
26 ⻑野 南箕輪村議会 唐沢 由江（現職・68歳） 現職2期
27 静岡 静岡県議会（静岡市清⽔区） 渡井 優介（新⼈・35歳） 元衆議院議員秘書
28 静岡 浜松市議会（浜北区） 坂野 弘太郎（新⼈・45歳） 県連フタッフ
29 愛知 蒲郡市議会 手嶋 修次（新⼈・61歳） 元衆議院議員秘書
30 愛知 設楽町議会 中澤 結香（新⼈・51歳） 社団法⼈理事
31 愛知 瀬⼾市議会 中川 昌也（現職・54歳） 現職3期
32 大阪 大阪府議会（豊中市） 井上 弘美（新⼈・53歳） 総支部幹事
33 大阪 大阪市議会（中央区） 中  潔（新⼈・53歳） 社会福祉⼠
34 大阪 大阪市議会（阿倍野区） 橋本 真菜（新⼈・31歳） 管理栄養⼠
35 大阪 堺市議会（南区） 小堀 清次（現職・41歳） 現職3期
36 大阪 貝塚市議会 南野 敬介（現職・49歳） 現職3期
37 兵庫 伊丹市議会 岸田 真佐⼈（新⼈・54歳） 中学校教員
38 兵庫 宝塚市議会 田中 大志朗（新⼈・60歳） 会社員
39 鳥取 鳥取県議会（倉吉市） 興治 英夫（現職・61歳） 現職4期
40 鳥取 鳥取県議会（米子市） 浜田 妙子（現職・73歳） 現職4期
41 鳥取 鳥取県議会（米子市） 森 雅幹（現職・59歳） 現職2期
42 岡山 岡山市議会（北区） 森山 幸治（現職・43歳） 現職2期
43 岡山 津山市議会 秋久 憲司（現職・66歳） 現職3期

県連名



（別紙）統一地方選挙における候補者の公認・推薦決定について

（推薦候補者7名）
選挙種別・選挙区 候補者名 備考

1 北海道 江別市議会 諏訪部 容子（現職・58歳） 現職2期
2 ⻘森 つがる市議会 ⻑谷川 榮子（現職・75歳） 現職3期
3 福島 南相馬市議会 小川尚一（現職・63歳） 現職5期
4 福島 南相馬市議会 渡部一夫（現職・70歳） 現職3期
5 静岡 浜松市議会（⻄区） 渥美 仁志（新⼈・68歳） まちづくり協議会会⻑
6 京都 京都府議会（福知山選挙区） 塩⾒ 聡（新⼈・45歳） 福知山市議
7 兵庫 伊丹市議会 髙橋有子（新⼈・39歳） 子どもの未来を考える会代表

県連名


