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ちば市政だよりは、毎月1日発行です。発行日前日までに各家庭にお届けします！

ちば市政だより

中央区（定数10－立候補数12）
得票数 氏名 年齢 党派

当 6,555 亀井　琢磨 39 無所属
当 6,483 宇留間　又衛門 71 自由民主党
当 6,344 岡田　慎 49 立憲民主党
当 6,193 蛭田　浩文 57 無所属
当 5,819 森山　和博 47 公明党
当 5,748 植草　毅 51 自由民主党
当 5,646 酒井　伸二 49 公明党
当 5,156 向後　保雄 60 自由民主党
当 4,757 中島　賢治 57 自由民主党
当 4,624 福永　洋 69 日本共産党

3,285 三井　美和香 47 国民民主党
2,431 五十嵐　秀雄 60 無所属

花見川区（定数10－立候補数12）
得票数 氏名 年齢 党派

当 9,905 三瓶　輝枝 64 立憲民主党
当 8,152 川村　博章 55 自由民主党
当 5,482 村尾　伊佐夫 64 公明党
当 5,168 石川　弘 65 自由民主党
当 4,773 川岸　俊洋 64 公明党
当 4,582 中村　公江 52 日本共産党
当 4,065 段木　和彦 60 国民民主党
当 4,018 盛田　眞弓 54 日本共産党
当 3,566 櫻井　崇 52 無所属
当 3,565 岩井　雅夫 59 自由民主党

2,693 石河　勲 41 無所属
2,155 渡邊　惟大 32 無所属

稲毛区（定数8－立候補数13）
得票数 氏名 年齢 党派

当 6,861 阿部　智 43 自由民主党
当 6,336 櫻井　秀夫 50 公明党
当 5,928 小坂　さとみ 56 立憲民主党
当 5,726 茂手木　直忠 73 自由民主党
当 5,096 小松﨑　文嘉 48 自由民主党
当 4,416 安喰　初美 59 日本共産党
当 3,707 渡辺　忍 46 無所属
当 2,980 川合　隆史 51 国民民主党

1,908 守屋　聡 56 無所属
1,165 依田　和孝 44 無所属
1,061 山下　純範 62 無所属

563 今村　敏昭 62 無所属
460 渡邊　裕一 64 無所属

若葉区（定数8－立候補数11）
得票数 氏名 年齢 党派

当 6,745 青山　雅紀 54 公明党
当 6,611 小川　智之 45 自由民主党
当 5,333 石橋　毅 78 自由民主党
当 4,570 野本　信正 74 日本共産党
当 4,321 秋山　陽 27 立憲民主党
当 3,836 岩﨑　明子 51 市民ネットワークちば
当 3,763 麻生　紀雄 53 国民民主党
当 3,510 秋葉　忠雄 72 自由民主党

2,547 前田　健一郎 47 無所属
2,225 髙橋　秀樹 63 無所属

577 杉本　由美子 65 幸福実現党

緑区（定数6－立候補数8）
得票数 氏名 年齢 党派

当 7,295 近藤　千鶴子 62 公明党
当 7,260 三須　和夫 71 自由民主党
当 5,995 森　茂樹 74 自由民主党
当 5,098 石井　茂隆 71 自由民主党
当 5,056 椛澤　洋平 40 日本共産党
当 4,648 白鳥　誠 61 国民民主党

4,360 臼井　智哉 46 立憲民主党
1,326 浜口　聡 40 無所属

美浜区（定数8－立候補数9）
得票数 氏名 年齢 党派

当 8,381 米持　克彦 78 自由民主党
当 6,589 田畑　直子 43 国民民主党
当 5,400 鷲見　隆仁 40 自由民主党
当 5,308 岩井　美春 52 立憲民主党
当 5,189 橋本　登 77 無所属
当 5,020 伊藤　康平 46 公明党
当 4,618 伊藤　隆広 32 無所属
当 4,319 松井　佳代子 55 市民ネットワークちば

4,027 佐々木　友樹 39 日本共産党

開票結果　＊得票順。年齢は4月7日現在。得票数は小数点以下切り捨て。
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千葉市議会議員選挙開票結果

新市議会議員50人が決定
　4月7日に市議会議員選挙が行われました。
　開票結果と、これから4年間市民の皆さんの代表者として議会活
動を行う50人の新たな議員を紹介します。
Ｔ選挙管理委員会 ☎245-5866 Ｆ245-5893
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市議会議員選挙
当日有権者数 投票者数 投票率

男 391,032人 148,448人 37.96％
女 398,456人 157,654人 39.57％
計 789,488人 306,102人 38.77％

＊掲載した写真は、本人から提出されたものです。


