
統一自治体議員選挙（市議補選含む）に公認・推薦・県連推薦が決定している候補予定者 

 

2023年 3月 23日 現在 

 

  
現職 元職 新人 計 

公認 推薦 公認 推薦 公認 推薦 公認 推薦 

県議会議員 10 0 2 0 9 3(*) 21 3 

千葉市議会議員 8 0 1 0 1 0 10 0 

一般市町議会議員 23 2(*) 2 0 5 3(*) 30 5 

計 41 2 5 0 15 6 61 8 

(*)それぞれ、県連推薦含む 

 

県議選（現職）   

 

  

千葉市中央区 網中 肇 現 3期 公認 

千葉市花見川区 大川 忠夫 現 2期 公認 

千葉市緑区 竹内 圭司 現 5期 公認 

千葉市美浜区 河野 俊紀 現 7期 公認 

船橋市 野田 剛彦 現 2期 公認 

木更津市 髙橋  浩 現 4期 公認 

松戸市 安藤じゅん子 現 2期 公認 

市原市 菊岡 多鶴子 現 1期 公認 

君津市 平田 悦子 現 1期 公認 

佐倉市・印旛郡酒々井町 入江 晶子 現 3期 公認 

県議選（元職） 

     

市川市 守屋 貴子 元 2期 公認 

習志野市 鈴木 均 元 1期 公認 

県議選（新人） 

     

千葉市若葉区 秋山 陽 新人 公認 



茂原市 三橋 弘明 新人 推薦（れいわ新選組党籍） 

成田市 橋本 幹彦 新人 県連推薦（国民民主党籍） 

東金市 西原 晴美 新人 公認 

旭市 宮内 冨士子 新人 公認 

柏市 山下 洋輔 新人 公認 

流山市 小宮 明史 新人 公認 

八千代市 河野 慎一 新人 公認 

浦安市 芳井 由美 新人 公認 

四街道市 栗原 直也 新人 公認 

印西市・印旛郡栄町 千代川 宗禎 新人 推薦 

白井市 伊藤 智香子 新人 公認 

千葉市議選（現職）   

 

  

中央区 岡田  慎 現 2期 公認 

花見川区 三瓶 輝枝 現 7期 公認 

花見川区 段木 和彦 現 3期 公認 

稲毛区 川合 隆史 現 3期 公認 

稲毛区 小坂 さとみ 現 1期 公認 

若葉区 麻生 紀雄 現 3期 公認 

美浜区 田畑 直子 現 3期 公認 

美浜区 岩井 美春 現 1期 公認 

千葉市議選（元職）   

 

  

中央区 三井 美和香 元 2期 公認 



千葉市議選（新人） 

    

緑区 岡崎 純子 新人 公認 

    

 

 
   

一般市町村議選（現職）  

銚子市 加瀬 庫蔵 現 9期 公認 

銚子市 鎌倉 金 現 3期 推薦 

市川市 中町  圭 現 1期 公認 

市川市 土屋 正順 現 1期 公認 

船橋市 浦田 秀夫 現 8期 公認 

船橋市 斉藤 誠 現 6期 公認 

船橋市 津曲 俊明 現 3期 公認 

船橋市 池沢 みちよ 現 2期 公認 

船橋市 岡田 亨 現 2期 公認 

船橋市 三橋 三郎 現 2期 公認 

船橋市 髙橋 健太郎 現 2期 公認 

館山市 鈴木 順子 現 8期 公認 

木更津市 堀切 俊一 現 1期 公認 

成田市 油田 清 現 7期 公認 

成田市 大和 義己 現 1期 公認 

佐倉市 高木 大輔 現 3期 県連推薦（国民民主党籍） 

習志野市 木村 孝 現 4期 公認 

流山市 森田 洋一 現 3期 公認 

鎌ケ谷市 津久井 清 現 8期 公認 



鎌ケ谷市 河内 一朗 現 1期 公認 

浦安市 吉村 啓治 現 2期 公認 

印西市 玉木 実 現 2期 公認 

印西市 梶原 友雄 現 1期 公認 

富里市 藤田 幹 現 1期 公認 

酒々井町 白井 則邦 現 1期 公認 

一般市町村議選（元職）   

 

  

市川市議会 西牟田 勲 元 1期 公認 

習志野市議会 杉山 和春 元 1期 公認 

一般市町村議選（新人）   

 

  

木更津市 安藤 順子 新人 公認 

習志野市 寺川 貴隆 新人 公認 

浦安市 川野辺 則章 新人 公認 

浦安市 梅田 勝之 新人 推薦 

印西市 津田 憲吾 新人 推薦 

白井市 荒井 靖行 新人 公認 

山武市 大塚 実 新人 公認 

 

 

補欠選挙   

 

  

四街道市 飯豊 明久 新人 県連推薦（国民民主党籍） 

 

 

＊ 以上、県議・政令市議・一般市町議、補欠選挙、現職・元職・新人の順。 

＊ 市町村の並びは、自治体コード順。 

＊ カッコ内に党籍の記載がない候補予定者については、立憲民主党籍。 

＊ 党本部支持、県連公認、県連支持については、該当者はおりません。 


