
 

 

             

 
 

ごあいさつ 
立夏の候、皆様方におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。 

この度、4 月 19 日告示、4 月 26 日投開票にて行われました八王子市議会議員選挙にて、4,798

票のご支援を頂き、40人中、12番目の成績にて三期目の当選を果たさせて頂くことが出来ました。

改めて心より御礼申し上げます。 

また、本来であれば、すぐにごあいさつにお伺いすべき所にも関わらず、まず書面でのごあいさ

つをさせて頂きますことをお詫び申し上げます。 

 今回の選挙では、自民党の公認、推薦候補として 16 

名（公認 12 名、推薦 4 名）が立候補し、14 名が当選を 

果たすことが出来ました。これにより、改選前の 11 議席 

から、14 議席と 3 議席を増やし市議会第一党としてスタ 

ートを致しました。 

 そして、自民党の中では唯一の三期生であり、この度、 

自民党新政会の幹事長を拝命致しました。その職責の重み 

を感じると共に、議会においてその役割を十二分に発揮す 

るよう、取り組んで参ります。 

自民党の候補者が多く、票割れが予想されておりまし 

たが、皆様のご支援により二期目より 23 票を上乗せして 

当選をさせて頂きました。 

 やるべきことをやる、言うべきことを言うという政治信 

条を変えることなく、新たな職責を果たし、皆様に頂いた 

ご支援に応えるべく三期目においても八王子の為に獅子奮 

迅の活動を致します。 

 今後とも、皆様からのご指導、ご鞭撻の程を賜ります 

よう、よろしくお願い申し上げます。 
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鈴木レオの三期目における主な役職 

きょ 
○自民党新政会 幹事長 

○自民党三多摩支部連合会青年部 幹事長 

討議資料 

自民党, 46112

自民党, 42981

自民党, 61256

自民党, 74131

自民党, 55982

公明党, 46953 公明党, 45328
公明党, 45503

公明党, 42396

公明党, 43803

民主党, 19950

民主党, 19542
民主党, 21718

民主党, 44810

民主党, 16238

共産党, 20621

共産党, 18605

共産党, 28473
共産党, 35435

共産党, 23271

社民党, 6676
社民党, 4458

社民党, 0

社民党, 5674

社民党, 6490

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

平成19年市議選 平成23年市議選 平成25年都議選 平成26年衆議院選 平成27年市議選

＊自民党の得票数は、推薦候補（無所属）を除く、公認候補のみの合算となっています。 

＊社会民主党は、平成 25年の都議会議員選挙にて候補者を出していない為、0票としています。 

後援会行事のお知らせ 

きょ ○第 6 回 鈴木レオ ゴルフ大会 

 日程：平成 27 年 10 月 29 日（木） 

 場所：ＧＭＧ八王子ゴルフ場 

＊詳細は、後日、ご案内をお送りします。 

主な政党別得票数の推移 

きょ 



 

 

    

順位 候補者名 新旧 政党 得票数  前回 

41位 伊藤 だいすけ 元 無所属 2,832 ← 41位 2,945 

42位 浜野 しょうた 新 民主党 2,575    

43位 若尾 きみえ 元 無所属 2,524 ← 45位 2,074 

44位 小西 ともこ 新 無所属 2,122    

45位 中崎 ようへい 新 無所属 1,726    

46位 立山 大二郎 新 無所属 1,681    

47位 北里 貞之 新 維新の党 1,562    

48位 中村 たけふみ 新 無所属 1,140    

49位 藤岡 みのる 新 減税日本 1,102 ← 48位 1,430 

50位 大久保 けんいち 現 無所属 732 ← 30位 3792 

51位 大道 こうき 新 無所属 441    

今回投票率 前回投票率（平成 23 年） 投票率差異 

45.06％ 44.73% ＋0.33% 

政党別当落結果 

政党 立候補者数 当選者数 

自由民主党 12 12 

公明党 10 10 

日本共産党 ５ ５ 

民主党 ４ ３ 

維新の党 ２ １ 

八王子・生活者ネットワーク ２ ２ 

社会民主党 １ １ 

減税日本 １ ０ 

無所属 14 6 

当日有権者数 

男 女 合計 

222,815 224,529 447,344 

投票総数 201,553 

有効投票総数 198,211 
無効投票総数 3,342 

不受理総数 0 

持ち帰り・その他 1 

投票者総数 201,554 

順位 候補者名 新旧 政党 得票数  前回順位 前回得票 票差 

当 1位 佐藤 あずさ 新 社会民主党 6,490     

当 2位 伊藤 しょうこう 現④ 自由民主党 6,460 ← 3位 6,088 372 

当 3位 岩田 ゆうき 新 自由民主党 6,140     

当 4位 小林 ひろえ 現② 維新の党 6,121 ← 2位 6,411 －290 

当 5位 アオヤギ 有希子 現② 日本共産党 5,397 ← 37位 3,531 1,866 

当 6位 馬場 たかひろ 現② 自由民主党 5,352 ← 31位 3,743 1,609 

当 7位 おぎた 米蔵 現④ 公明党 5,241 ← 6位 5,220 21 

当 8位 やまこし 拓児 現⑥ 日本共産党 5,084 ← 39位 3,387 1,697 

当 9位 小林 すず子 現⑤ 公明党 5,078 ← 7位 5,216 －138 

当 10位 鈴木 ゆうじ 現④ 日本共産党 5,042 ← 22位 3,984 1,058 

当 11位 浜中 けんじ 現② 自由民主党 4,905 ← 9位 4,961 －56 

当 12位 鈴木 レオ 現③ 自由民主党 4,798 ← 10位 4,775 23 

当 13位 伊藤 忠之 現③ 民主党 4,773 ← 28位 3,816 957 

当 14位 前田 よしこ 新 八王子・生活者ネットワーク 4,773     

当 15位 ほしの 直美 現② 民主党 4,629 ← 38位 3,449 1,180 

当 16位 なるみ ゆり 現② 八王子・生活者ネットワーク 4,486 ← 27位 3,833 653 

当 17位 小林 のぶお 現⑤ 公明党 4,455 ← 18位 4,261 194 

当 18位 ごま 浩 現③ 公明党 4,454 ← 16位 4,341 113 

当 19位 鈴木 もとし 現② 自由民主党 4,438 ← 40位 3,325 1,113 

当 20位 陣内 やすこ 現④ 無所属 4,409 ← 21位 4,132 277 

当 21位 村松 とおる 現④ 公明党 4,336 ← 13位 4,470 －134 

当 22位 八木下 てるいち 新 自由民主党 4,301     

当 23位 安藤 おさみ 現② 民主党 4,261 ← 34位 3,671 590 

当 24位 西本 かずや 現② 公明党 4,229 ← 15位 4,345 －116 

当 25位 水野 じゅん 現⑤ 自由民主党 4,228 ← 20位 4,157 71 

当 26位 市川 きよし 現⑥ 公明党 4,142 ← 12位 4,481 －339 

当 27位 中島 まさとし 現③ 公明党 4,079 ← 11位 4,481 －402 

当 28位 市川 かつひろ 新 日本共産党 4,052     

当 29位 みのべ 弥生 現② 公明党 4,012 ← 17位 4,297 －285 

当 30位 及川 賢一 現② 無所属 3,991 ← 33位 3,706 285 

当 31位 いとう ゆうじ 現④ 自由民主党 3,988 ← 8位 5,043 －1,055 

当 32位 吉本 たかよし 現② 自由民主党 3,969 ← 29位 3,797 172 

当 33位 渡口 ただし 現② 公明党 3,777 ← 19位 4,216 －439 

当 34位 福安 とおる 現④ 自由民主党 3,748 ← 23位 3,968 －220 

当 35位 西山 まさる 新 無所属 3,704     

当 36位 石井 ひろかず 新 日本共産党 3,696     

当 37位 石川 やすし 新 自由民主党 3,655     

当 38位 森 えいじ 現⑤ 無所属 3,241 ← 26位 3,881 －640 

当 39位 相沢 こうた 現③ 無所属 2,935 ← 35位 3,666 －731 

当 40位 梶原 さちこ 新 無所属 2,847     

＊小数点以下は切り捨てとしています。 


