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無所属・40歳

なぜ名前を連呼する？御礼をしてはいけない？ 選挙の疑問と振り返りは裏面に

議会を変える新戦力！

西東京市議会議員選挙の結果をお知らせします

1978（昭和53）年西東京市生まれ。田無向ヶ丘幼稚園、上向台小学校、田無一中、中央大学杉並高校、
中央大学法学部卒。元衆議院議員秘書、元武蔵野大学職員。元旅行会社社員。ＮＰＯ法人理事。

昨年12月23日に行われた西東京市議会議員選挙では、定数28のところに33名が立候補しました。
結果、現職22名と新人6名が当選しました。投票率は36.84％で過去最低となりました。

なぜ小数点以下が
あるの？

同じ名前の候補者
が2人以上いる場合、
例えば「森」とだ
け書かれた票は
「森てるお」さん
か「森しんいち」
さんかわかりませ
ん。これを無効票
とするのではなく、
「森てるお」さん
と「森しんいち」
さんの得票数に応
じて分け合う（按
分と言います）の
で小数点以下が出
てくるのです。

当選証書をいただきま
した。任期は1月21日
から始まります。

氏名 党派名 得票数 前回比（票） 前回比（率）

当選 現 森　てるお 無所属 3730.518 -1980 -35%
当選 現 浜中　のりかた 自由民主党 3282.000 -289 -8%
当選 新 佐藤　大介 立憲民主党 2772.139
当選 現 かとう　涼子 西東京・生活者ネットワーク 2772.000 +253 +10%
当選 現 後藤　ゆう子 西東京・生活者ネットワーク 2705.000 +41 +2%
当選 現 保谷　なおみ 自由民主党 2367.320 -200 -8%
当選 現 大林　みつあき 公明党 2237.000 +239 +12%
当選 現 森　しんいち 立憲民主党 2194.481 +740 +51%
当選 現 藤田　みちこ 公明党 2139.000 +153 +8%
当選 現 佐藤　公男 公明党 2093.860 +127 +6%
当選 現 納田　さおり 無所属 2087.000 -52 -2%
当選 現 田代　のぶゆき 公明党 2038.000 +34 +2%
当選 新 中村　すぐる 日本共産党 1931.000
当選 現 保谷　清子 日本共産党 1910.679 -92 -5%
当選 現 おばた　勝己 公明党 1847.000 -30 -2%
当選 現 田中　のりあき 自由民主党 1846.000 -8 -0%
当選 現 大竹　あつ子 日本共産党 1684.000 -216 -11%
当選 現 遠藤　源太郎 自由民主党 1658.000 -550 -25%
当選 現 小林　たつや 自由民主党 1619.000 -115 -7%
当選 新 中川　清志 自由民主党 1588.000
当選 現 いながき　裕二 自由民主党 1570.000 +74 +5%
当選 現 酒井　ごう一郎 自由民主党 1554.507 -407 -21%
当選 現 坂井　かずひこ 無所属 1509.492 -580 -28%

当選 新 田村　ひろゆき 無所属 1497.000 +746 +99%

当選 新 山田　忠良 自由民主党 1401.000
当選 現 こみね　和美 無所属 1394.000 -63 -4%
当選 現 藤岡　ともあき 日本共産党 1342.000 -195 -13%
当選 新 とみなが　ゆうじ NHKから国民を守る党 1337.000

新 浅野　のりひろ 自由民主党 1159.000

現 たきしま　喜重 都民ファーストの会 972.000 -247 -20%
現 山崎　英昭 無所属 776.000 -1028 -57%
現 二木　孝之 国民民主党 728.000 -1556 -68%
新 丹治　ひこた 無所属 631.000



田村ひろゆき通信は、次回から議会報告「市政かわら版」としてリニューアルします

市議会議員選挙結果の振り返り（あくまでも私見です・・・）

自由民主党は現有8名のところに10名を擁立し、9名が当選しました。

現職7名のうち、いながき裕二さんが票を伸ばし、田中のりあきさんが前回
並みだった他は票を減らしました。浜中のりかたさん、保谷なおみさん、
小林たつやさんは前回より7～8％減、遠藤源太郎さん、酒井ごう一郎さん
は20％以上票を減らしました。新人の中川清志さん、山田忠良さんに票
が流れたためと思われます。ただ、うまく票を分散させ勢力を1名増やし
たとも言えます。父親の後継として出馬した浅野のりひろさんは惜しくも
次点でした。保谷駅周辺が地盤でしたが、固めきれなかったでしょうか。

公明党は相変わらず手堅い選挙で現職5名が全員当選です。大林みつあきさんが12％伸ばし、藤田みちこさん、佐藤

公男さん、田代のぶゆきさんも前回より上積み。揃って2000票を超えてきました。おばた勝己さんは若干の減でしたが、
余裕の当選圏です。強力な支持団体がある政党は低投票率にも全く左右されません。

日本共産党も4名が全員当選しました。新人の中村すぐるさんが4名中のトップ。しかし、現職の保谷清子さんが5％

の減、大竹あつ子さんと藤岡ともあきさんは10％を超える減と、必ずしも楽な戦いではなかったように思います。公明
党同様に組織票が強い政党とされていますが、共産党はある程度無党派層の力にも頼っているように思います。

立憲民主党は公認2名が共に上位当選でした。新人の佐藤大介さんは堂々の3位、現職の森しんいちさんも無所属で

戦った前回より大きく票を増やしました。市議会では与党的に振舞っていましたが、党への期待は大きいようです。

西東京・生活者ネットワークは現職2名、かとう涼子さんと後藤ゆう子さんが安定の上位当選です。投票率低

下の中で共に得票数を伸ばしているところをみると、無党派層の支持をかなり集めているように思います。

NHKから国民を守る党は、新人のとみながゆうじさんを28番目の議席に滑り込ませました。得票数は投票総数の

2％ほどですが、逆に言えばこの程度の支持でも当選者を出せるのです。4月の統一地方選挙でも注目されそうです。

都民ファーストの会にとっては厳しい結果です。唯一の公認候補者である現職のたきしま喜重さんが1000票に届

かず落選。東京中から所属議員が応援に駆け付けての結果ですから、関係者のショックも大きいと思います。

国民民主党も同様に厳しい結果です。公認した現職の二木孝之さんが前回の3分の1に満たない得票数で落選。前回

は民主党公認で2284票を獲得、6位当選でしたから、背負う党名の違いでこれほど結果が変わるのかと思います。

無所属の結果を最後に。現職の森てるおさんは前回より2000票近く票を減らしながらもトップ当選。減った票の一部

が連携した田村のもとに流れた可能性がありますが、他の候補や棄権にも回ったものと思います。現職の納田さおりさ
んは若干票を減らしつつも2000票台を確保。日頃の活動から一定の支持層を固めているのだと思います。現職の坂井
かずひこさんは選挙前に配ったチラシの記述が問題視され、立憲民主党の公認を辞退。その影響もあってか票を減らし
たものの踏み止まりました。現職のこみね和美さんは無所属ですが、地元幼稚園の園長という経歴から一定の支持基盤
を持っており、今回も当選圏を確保しました。現職の山崎英昭さんは国民民主党、希望の党から推薦を得ていました
が、この看板は残念ながらほとんど機能しなかったように思います。前回維新の党公認で出た時の半分以下の票でし
た。新人の丹治ひこたさんは、終盤に立憲民主党の国会議員が応援に入るなどしたものの届かず。事前の駅頭活動など
は精力的に行っていましたが、有権者には響かなかったようです。

最後に私、新人の田村ひろゆきです。森てるおさんと連携して「情報公開の徹底」「地方政治に政党はいらない」と訴
え、落選した前回より得票が倍増しました。ただ、事前の段階では田村自身の活動の浸透で500票、森さんからの呼び
かけによって500票、最低1000票は増やそうと目標にしていましたので、結果に満足はしておりません。まもなく始ま
る4年間の任期の中で皆様から評価していただけるよう、しっかりと取り組んでいきたいと思います。

この結果、いわゆる「市長与党」として市長を支える自民・公明で28議席のちょうど半分、14議席を占めることにな
りました。私は市長とは緊張関係を保ち、是々非々の立場を取ります。地方議会に与党も野党もありません。他の議
員がどういった態度で議会に臨んでいくのか、注目です。

選挙の疑問① なぜ名前を連呼する？

実は、公職選挙法では走行中の選挙カーからは連呼行為しかで
きないことになっているのです。政策を演説する場合は、選挙
カーを停止しなければなりません。また、選挙カーが通ったエ
リアでは得票が増えるという研究結果もあり、多くの候補者が
名前の連呼をする結果となっています。なお、学校や病院の周
囲では静穏を保持するとされています。

選挙の疑問②御礼をしてはいけない？ 選挙が終われば御礼の一つもしたいものですが、
当選落選に関わらず、戸別訪問や文書の配布、当

選人の氏名、政党・政治団体の名称を言い歩く行為が禁止されています。そのため、今回の通
信も客観的な「報告」としています。なお、ネット上でのあいさつ行為は認められています。


