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困ったときにひとりにしません
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22日開票された杉並区議会議員選挙で、

けしば誠一は3,344票で48議席中15位、新城

せつこは2,852票で30位、おかげさまで当選

を果たすことができました。

今回の区議選は、各政党が7月参院選の流

れを決める前哨戦と位置づけ、議席増を狙

い有力新人候補を立てるかつてない厳しい

闘いになりました。安倍政権に対する批判

が、国政に影響を及ぼす野党候補に集中、

立憲民主党は5人全員が上位当選しました。

私は日頃支えていただく地元に主に訴え、

多くの皆様から励ましをいただきました。

今回から運動期間中も配布できることに

なったビラと、マイクを使い無所属区民派

の公約と実績を訴え、皆様にご理解をいた

だけたと手ごたえを感じました。ご支援に

応え、保育園待機児童ゼロを継続し、保育

の質を守り、特養ホーム待機者解消と働く

人々の処遇改善のお約束を実現します。

衆議院沖縄3区の補欠選挙は、普天間基地

の名護市辺野古への移設反対を訴えた新人・

フリージャーナリストでオール沖縄の屋良

朝博さんが、自民党の元沖縄・北方担当大

臣島尻安伊子氏を破り、初めての当選を果

たしました。屋良朝博さんが7万7156票、島

尻安伊子氏が5万9428票で、辺野古新基地反

対と安倍政権に対する民意が示されました。

世田谷区長選は即日開票され、現職の保

坂展人さんが、自民前議長三井美穂子氏を

破り3選を果しました。保坂さんは189,640

票を獲得し、三井美穂子氏120,890票を圧倒

する結果です。私たちを応援していただい

た保坂さんの勝利は本当にうれしく、世田

谷の区民の良識の勝利と受け止めます。今

後も世田谷区と杉並区が連携し、憲法を区

政に活かす福祉第一の自治体をめざします。

沖縄衆院補選で屋良朝博氏が自民を破る

保坂展人・世田谷区長自民破り3選果たす

無所属区民派の実績に評価いただく

けしば誠一 ３，３４４票 ・ 新城せつこ ２，８５２票 当選果たしました

ご支援に応え杉並から希望ある政治を開きます



1 当選 大和田 伸 6,003 3.29 

2 当選 小林 ゆみ 5,280 2.89 

3 当選 ひわき 岳 5,242 2.87 

4 当選 関口 健太郎 5,023 2.75 

5 当選 脇坂 たつや 4,727 2.59 

6 当選 木梨 もりよし 4,589 2.51 

7 当選 堀部 やすし 4,386 2.40 

8 当選 そね 文子 4,369 2.39 

9 当選 山本 あけみ 4,336.425 2.37 

10 当選 川野 たかあき 4,134 2.26 

11 当選 松尾 ゆり 3,828 2.10 

12 当選 奥田 雅子 3,798 2.08 

13 当選 太田 哲二 3,758 2.06 

14 当選 山田 耕平 3,457 1.89 

15 当選 けしば 誠一 3,344 1.83 

16 当選 北 あきのり 3,288 1.80 

17 当選 富田 たく 3,285 1.80 

18 当選 ほらぐち ともこ 3,275 1.79 

19 当選 くすやま 美紀 3,257 1.78 

20 当選 川原口 ひろゆき 3,240 1.77 

21 当選 藤本 なおや 3,063 1.68 

22 当選 野垣 あきこ 3,008 1.65 

23 当選 中村 やすひろ 2,979 1.63 

24 当選 松浦 たけあき 2,970 1.62 

25 当選 井原 太一 2,937 1.61 

26 当選 おおつき 城一 2,920 1.60 

27 当選 岩田 いくま 2,889 1.58 

28 当選 安斉 あきら 2,873 1.57 

29 当選 渡辺 ふじお 2,863.544 1.57 

30 当選 新城 せつこ 2,852 1.56 

31 当選 井口 かづ子 2,844 1.56 

32 当選 山本 ひろこ 2,814.573 1.54 

33 当選 わたなべ 友貴 2,762.455 1.51 

34 当選 松本 みつひろ 2,735.351 1.50 

35 当選 田中 ゆうたろう 2,720.918 1.49 

36 当選 佐々木 ちなつ 2,719.653 1.49 

37 当選 吉田 あい 2,718 1.49 

38 当選 浅井 くにお 2,712 1.48 

39 当選 酒井 まさえ 2,675 1.46 

40 当選 島田 としみつ 2,463 1.35 

41 当選 國﨑 たかし 2,387 1.30 

42 当選 矢口 やすゆき 2,369 1.29 

43 当選 金子 けんたろう 2,367 1.29 

44 当選 小川 宗次郎 2,298 1.26 

45 当選 奥山 たえこ 2,117 1.16 

46 当選 今井 ひろし 2,035 1.11 

47 当選 大熊 昌巳 2,022 1.10 

48 当選 大泉 やすまさ 2,020 1.10 

49   上保 まさたけ 2,001 1.09 

50   はなし 俊郎 1,826 1.00 

51   庄司 たまお 1,789 0.98 

52   佐々木 浩 1,714.041 0.94 

53   増田 裕一 1,663 0.91 

54   前山 なおこ 1,654 0.90 

55   田中 かよ 1,533.081 0.84 

56   よこた 政直 1,355 0.74 

57   松本 浩一 1,311.648 0.71 

58   くれまつ 幸代 1,304 0.71 

59   上野 エリカ 1,287 0.70 

60   山下 かずあき 1,171 0.64 

61   斉藤 孝明 988 0.54 

62   高橋 しょうご 844 0.46 

4 月 22 日 午後 0 時 45 分現在 開票率 100.00％ 
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