
令和３年１０月２２日 

 

報道機関 各位 

 

射水市選挙管理委員会 

委員長 竹 島 教 仁 

 

射水市長及び射水市議会議員選挙立候補届出事前審査の状況について 

 

令和３年１０月２１日及び２２日に事前審査出席陣営は、下記のとおりでし

たので、お知らせします。 

 

記  

１０月２１日 

・射水市長選挙       １陣営 

 

・射水市議会議員選挙   １８陣営           

                内訳 現職   ９ 

                   新人   ８ 

                   元職   １ 

 

１０月２２日 

・射水市長選挙        なし 

 

・射水市議会議員選挙    ６陣営           

                内訳 現職   ４ 

                   新人   １ 

                   非公表  １ 

   

出席陣営数計 

・射水市長選挙       １陣営（定数 １） 

 

・射水市議会議員選挙   ２４陣営（定数２２）          

                内訳 現職  １３ 

                   新人   ９ 

元職   １ 

非公表  １ 

  ※氏名等は別紙のとおり 

 

                    射水市選挙管理委員会事務局 

                     TEL 0766-51-6640       

                     FAX 0766-51-6648 



R3射水市長選挙　立候補者名・連絡先等一覧

選挙区分 党派 候補者名 ふりがな 候補者住所 年齢 選挙事務所予定所在地 選挙事務所連絡先

市長 1 無所属 夏野　元志 なつの　もとし 射水市土合1322番地１ 49 射水市北野1558番地１４ ５２－６３１６



R3射水市議会議員選挙　立候補者名・連絡先等一覧

選挙区分 党派 候補者名 ふりがな 候補者住所 年齢 選挙事務所予定所在地 選挙事務所連絡先

1 市議 無所属 石田　勝志 いしだ　かつし 太閤山七丁目４５番地 43 太閤山七丁目２２番地 ５６－８０７８

2 市議 無所属 大垣　友和 おおがき　ともかず 橋下条2095番地 45 橋下条６７５－３ ０８０－２１６６－６３９５

3 市議 自民党 加治　宏規 かじ　ひろのり 桜町２番１８号 35 桜町１６番２４号 ５０－９１８６

4 市議 無所属 金　賢志 かね　さとし 川口７２９番地 60 川口８１５番地 ８４－５５１０

5 市議 日本維新の会 呉松　福一 くれまつ　ふくかず 南太閤山十四丁目91番地 83 南太閤山14丁目８０ ５６－３７４４

6 市議 無所属 杉浦　実 すぎうら　みのる 東明中町1番地3 64 海老江1050番地１ ７５－８５７５

7 市議 自民党 高橋　久和 たかはし　ひさかず 串田８０４３番地 66 串田新１４８９-１番地 ０８０－６３７４－６１７１

8 市議 無所属 高畑　吉成 たかはた　よしなり 戸破１５４５番地 51 戸破１５４５番地 ５６－２３８６

9 市議 自民党 瀧田　孝吉 たきだ　こうきち 中野６６８番地３ 46 中野３１２ ５２－３４４３

10 市議 無所属 津田　信人 つだ　しんと 赤井５２６番地 64 赤井５５６番地 ５２－３７１７

11 市議 無所属 寺岡　伸清 てらおか　のぶきよ 三ケ１５８４番地 65 三ケ１５９７番地 ５５－２５３５

12 市議 無所属 中川　一夫 なかがわ　かずお 七美中野１８９－５ 73 七美中野１０８番地 ９２－０１３５

13 市議 無所属 中村　文隆 なかむら　ふみたか 三ケ３３０４番地 57 三ケ２１４５-４番地 ５５－８００１

14 市議 自民党 奈田　安弘 なだ　やすひろ 二口２５０４番地１ 62 二口２４９２番地２ ５２－０２２７

15 市議 無所属 西尾　哲 にしお　さとし 大江６６３番地 53 大江５８１番地 ５５－０４９５

16 市議 無所属 西元　勇司 にしもと　ゆうじ 小島３４６番地３ 49 小島３７９１－１ ０９０－７８４１－５６７８

17 市議 共産党 根木　武良 ねき　たけよし 二口１２９０番地 80 二口２０４５番地 ５０－８２３６

18 市議 公明党 不後　昇 ふご　のぼる 鷲塚７９番地１４ 73 鷲塚５５４ 未定

19 市議 無所属 堀　義治 ほり　よしはる 片口久々江１１６番地 66 片口１４４ ８６－００６１

20 市議 無所属 村山　武志 むらやま　たけし 海王町２５番地海王町市営住宅１－２０５ 48 未定 未定

21 市議 無所属 山崎　晋次 やまざき　しんじ 黒河３８７３番地 67 黒河４５０番地 ７３－２２１５

22 市議 無所属 山本　満夫 やまもと　みつお 中太閤山二丁目４１番地 64 中太閤山二丁目４１番地 ５７－１２１８

23 市議 自民党 吉野　省三 よしの　しょうぞう 野村７６２番地 73 野村４１２番地 ８２－１０５５

24 市議 非公表 非公表 非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

（５０音順）


