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我孫子市議会議員

かい俊光ですl

私の座右の銘
湘続は力なり

意志ある所

通は開ける
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, 2296票で当選！
投票率41.91%(前44.83)
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騒躙庸渭 のある街づくりを目指して！

4期目、 7位
(gp19.l 1.17我孫子市議会議員選挙

坂巻宗男 無所属現 7 3,790 
飯塚まこと 立民元 5 3.151.369 
高木ひろき 自由民主党現 3 2,514 
佐々木 とよじ無所属現 13 2.435 
ちの理 無所属現 5 2,330 
西垣 一郎 自由民主党現 4 2,326 
かい 儀光● 自由民主党現 4 2.296 
久野 晋作 無所属現 5 2.129 
戸田 ちえこ 公明党現 3 1.722 開票日には星野市長、桜田代議士、

山下かよ 公明党新 1 1.670 
今井県議なども駆けつけてくれ、

ひぐらし俊一無所属現 4 1.610 
当選を祝つてくれました！！
今回は若い選対幹部に支えられ、

内田 みえこ 無所属現 5 1.591 自転車での街頭、ランニングなど
岩井 こう 日本共産党現 41,520 どの事務所より元気な活動が出来
海津 にいな 無所属 現 4 1.502 たと思います。応援して頂いた皆

野村さだお 日本共産党現 2 1.490 さんありがとうこざいました！！

松島 わたる 無所属現 12 1.466 
早川真 社 民 党現 7 1.450.630 
椎名ゆきお 自由民主党現 71.426 
豊島 よういち無所属現 10 1.420 
せりざわ正子日本維新現4 1,365 
木村 とくみち公明党現 5 1,346 
江川 かつや 公明党新 1 1,246 
さわだあっし無所属現 2 1.107 
西川よしかつ日本維新新 l 1 ,01 1 
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坂本雅彦

増田宏

宮川かなえ

小川まなぶ

なしはら正則

さわき英夫

NHK国民を守る党新 909
無所属新 659
無 所 属新 650
市民オンブズマン新
虐待子供を守る党新

無 所 属新 52
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●市内駅頭700回以上
●小学校登校週2回見守り

1 1年目に突入

●広報ピラ70号迄発行

●ブログを12年6ヶ月
毎日更新 (210万ピュ

● 12年間全ての質問／広報を

公式ページにて発信

●自治会役員

●天王台駅前花植え . ~ 
ポランティア活動＂畠

只

5,I • 今回の選挙の分析！＇ ― 

今回の選挙は新人議員が駅頭を中心に随分賑わいましたが、

結局、現職が強い選挙結果となりました。しかし、候補者が

増えた割には、投票率が上がらす残念でした。自民党が強い

という評価もありますが、私個人としては自民党に対する批

判を駅前で頂きましたし、無関心と批判という軽い逆風を感

じながらの厳しい選挙でした。そんな中、得票、順位とも上

げたのは本当に皆様への感謝しかありません。

選挙の分析としては、現職女性が躍進し、日頃から団体や

地域を大事にしている候補が強かったのではないでしょうか。

また、特色のある新人が話題を振りまきましたが、市外から

574 直前に引っ越してからの根の浅い活動では支持が広がらない

254 という事実から、我孫子市民の良識ある判断を感じました。

'●私自身についての感想
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私は、 2回目の選挙から毎回、得票数、順位ともに上げてきており、

皆様方から少しすつ少しすつ支持が増えているのを感じます。上記に

示したようなすっと続けている活動が実を結んでいるのを感じます。

私は一度始めた事を続けられる資質(Grit)がありますので、これから

も市民に顔の見える政治家として頑張っていきます。色々なこ意見を

お寄せください。これからも応援宜しくお願い致します。
連日、全国の議員仲間の応援が多くあり、
選挙中の力となりました。
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皆が笑願で栢らせる

子行て しやすさNo.Iの街。

1住所の枝番号表記について

私が、本会議で質問して実現した住所枝番号表示

ですが
（例えば我孫子1-1-1が我孫子1-1-1-1と表記され、

同じ住所の問違いが減る事になります）

10/16から実施されました。柏市や千葉市を始め、

県内11市が実施しています。
既存住宅、新築でもお申込みで枝番号が付与され

る事になりますが、住所が同じ家が多く不便を感
じている方は是非、お申込み下さい。

なお、我孫子市内での住所の重複箇所は2074箇所

5586件あり、そのうち10軒以上（最高27軒）の家
が重複している住所は15箇所もあり、郵便物やナ
ビの設定など随分不便な事だと思います。
早く解消される事を望みます。

… 匹丘 て 墓合

意外に選挙について候補者がどのような活動をするのか

知られていませんのでここで私の選挙工程にについて

ご参考までに紹介します。

05月頃 ポスター、ビラの写真撮影
07/23 選対世話人会（以降、随時選対会議）

■ 9/26 9月議会終了

■ 10/ l 立候補者説明会（代理出席）

010月中旬 選挙カー、ポスター、ビラの準備
010/20 事務所開き

010/25 立候補届の事前審査

■ 11/10 我孫子市議会議員選挙告示（出陣式）

■ 11/17 投票日 22時～事務所にて開票中継吟祝当選

～選挙後～

■ 11/19 当選証書授与

■ 12/2までに 収支報告書提出／政務活動費提出

当選後初登院時の経歴調査書提出／

■ 12/2 全員協ら派結成の手続き

■ 12/3 世話人ぢ（会派の代表が集まります）

■ 12/5 初議会（やはり何回目でも緊張します！）

"立候補して議員になるにはとても忙しいのです I" l i----・・-・------ --J 台風15号、 19号の被害に遭われた方には心よりお

見舞い申し上げます。台風19号の際には、私も利

根川決壊の恐れがあり、利根川が越流提を超えて田

中遊水地に水が入って来る様子を確認しYouTubeに

ャ .,.... Iて動画をアップし多くの方からご意見を頂きました。
今回の遊水地、北新田への水は、地元の方でも過去

見た事ない量の水が入って状況だったようです。

今回の台風では、渡良・菅生・稲戸井• 田中遊水地Iの4か所で東京ドーム200杯分、八ッ場ダム3.3倍分
1 もの水を貯め洪水被害防止に大きく寄与しました。
また、 7/31に後田樋管が完成し第2堤防の低い部分

が解消されていた事も市内の外水による被害がなか

った理由です。引き続き生命•財産を守る防災につ
いて積極的に取り組んでいきます！
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今回の選挙は環境に優しい選挙！
日産リーフの電気自動車にて、

日頃から自転車で市役所に通勤。
選挙も自転車で回りエコな選挙！

二酸化炭素を出さない選挙をしま

した （^ ）^
天王台駅南口の花壇の植え替え作業を
11/17に選挙戦の最中しました。 が

綺麗になって嬉しいですね。 § 
また来年5月には駅繭に「クリエイト」

そしてテナントとして「お母さん」の

□ マ生鮮、総菜が入るお店が出店予定です。
私は出店説明会に行き、入店）レートの

確認、公園の脇を通るので子供たちの
安全管理をお願いしています。
街の賑わいを期待します！！

プロフィール Eヨ (《》趣 味 ：ランニング（フル3時間12分）
読書（村上春樹、司馬遼太郎）

1972年 7月23日 大分市生まれ (0型） 没画（リアル）テニス、野球

1995年 ：慶応義塾大学法学部政治学科卒業 t1マイブーム：ラーメン食べ歩き、映画のロケ地探し

1995年 ：大手小売業に入社 い家族：5人（妻／息子7歳【3小】双子女子3歳【エーデル）

2004年 ：衆議院議員桜田義孝秘書(06公設秘書）く主な役職＞監査委員／隊友会／我孫子三田会／

2007年 ：我孫子市議会議員初当選（現在3期）
天王台商店会役員／我孫子市商工会会員

2016年 ：我孫子市議会副議長就任
く地域活動＞保設司/NPO法人手賀沼フィルムコミッション

2018年 ：我孫子市監査委員就任
理事／我孫子市テニスクラプ／ウィンクAC/交通安全推進隊
／天ちゃんあ！美フルクラブ


