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日曜深夜、戸田市議会議員選挙（2017 年 1月 29 日

執行）の結果が出ました（結果は裏面に掲載）。今

回の市議選は、告示を前に長年議席を守り続けてき

た有力議員が多数引退。前回圧倒的な票数でトップ

当選したこんの桃子候補を筆頭に、26 人の定数に

対して 31 人が出馬したものの、全体として盛り上

がりに欠ける低調な選挙であったように思います。

「維新の会」ブームに重なり有力な新人が多数出馬

した前回の戸田市議選からすると、地方議会の不祥

事とそれへのバッシングが続く昨今において、地方

議員を目指す人材の減少が起こっているのではな

いか、との論評も聞かれました。そんな中で新人 7人が当選し、議会の若返りを実現。これに伴う戸田市

議会の構成は、自民系 13 人→12人、無所属系 4人→5人、公明党 5人→5 人、共産党 4人→4人（その他、

民進、維新等の政党は 0 人→0 人）となりました。党派構成その他、議員の顔ぶれの変化が、来年の市長

選を控えた戸田市の政局に一定の影響を与えると予想されます。 

今回の選挙、重大な争点は乏しかったものの、各種公共料金等の値上げに対する評価が 1つのポイントに

なったように思います。「財源はある」とする共産党の主張に対し、私酒井いくろうは大手企業の市外流

出、大型のハコモノ再整備とその運営にかかる費用の増大、競艇収入の低迷などを挙げ、市財政の危機的

状況を示す論陣を張りました（一連の値上げの幅が大きすぎたことや、市民の皆様にご理解を頂くことな

ど、反省すべき点が多々あったと考えております。こうした点は、今後の料金改定に必ず生かしてまいり

ます）。多勢に無勢の感は否めませんでしたが、共産党も酒井も得票数はおおよそ横ばいとなりました。 

投票率について 

今回の投票率は、前回から 5.0％ダウンの 39.6％。投票者数は、前

回から 1,198 名ダウンの 41,780 名、期日前投票は 4.0％増加の

22.0％となりました。市議選の投票率は長期低下傾向にあり、今回

特に低調な選挙戦を反映し、投票率は大幅に下がりました。 

有権者の皆様が市政に対して関心が湧かないのは、１つには私たち

議員の責任もあります。今後さらに、皆様に市政の課題を分かりや

すくお伝えしていきたいと思います 
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市民が最優先。 おはよう戸田 

1 月 29 日執行 戸田市議選結果 

酒井いくろう 1975 年 3月 4 日生まれ。無所属、2期目。会派「戸田の会」代表【学歴】東京大学医学部

卒業、同大学院修了（医療政策）【職歴】マッキンゼー（経営コンサルタント）、㈱ポピンズ（保育）。 

2009 年より戸田市議会議員【家族】妻、子 3人（娘 5才・3才、息子 1才） 

※ 初選挙より選挙カーを使わず、政策本位で活動中 
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選挙カーを使わず選挙活動中 



戸田市議会議員選挙結果 

順位 結果 候補者名 年齢 党派 期数 得票数 

1 当選 こんの 桃子 33 無所属 1 期 3,466 

2 当選 さいとう 直子 55 無所属 4 期 2,535 

3 当選 みねぎし 義雄 62 無所属 1 期 1,915 

4 当選 本田 哲 44 日本共産党 3 期 1,840 

5 当選 むとう 葉子 42 日本共産党 新人 1,822 

6 当選 榎本 もりあき 56 無所属 3 期 1,684 

7 当選 佐藤 太信 36 無所属 新人 1,622 

8 当選 あそう 和英 48 無所属 新人 1,564 

9 当選 みわ なお子 56 公明党 1 期 1,485 

10 当選 酒井 いくろう 41 無所属 2 期 1,484 

11 当選 手塚 しずえ 65 公明党 4 期 1,473 

12 当選 えんどう 英樹 44 無所属 4 期 1,458.26 

13 当選 三浦 よしかず 62 公明党 3 期 1,439 

14 当選 花井 伸子 61 日本共産党 6 期 1,330 

15 当選 細田 まさのり 47 無所属 1 期 1,321 

16 当選 石川 きよあき 56 公明党 1 期 1,307 

17 当選 たけうち 正明 45 公明党 1 期 1,301 

18 当選 伊東 ひでひろ 68 無所属 4 期 1,235 

19 当選 ばば 栄一郎 52 無所属 3 期 1,222 

20 当選 熊木 てるあき 63 無所属 4 期 1,201 

21 当選 林 冬彦 52 無所属 新人 1,187 

22 当選 やざわ 青河 30 無所属 新人 1,184 

23 当選 山崎 まさとし 62 無所属 5 期 1,151 

24 当選 つちや えみこ 65 日本共産党 新人 1,055 

25 当選 高橋 秀樹 70 無所属 9 期 1,031 

26 当選 そごう 拓也 34 無所属 新人 948 

27   真木 大輔 34 無所属 1 期 878 

28   遠藤 孝一 41 無所属 新人 638.741 

29   川田 のぶやす 57 無所属 新人 217 

30   長嶋 かおる 52 無所属 新人 159 

31   寺崎 豪輔 43 無所属 新人 139 

合計 41,292 

 

 

 

 

 

   

酒井いくろう 【E メール】ikuro.sakai@gmail.com 

〒335-8588 埼玉県戸田市上戸田 4-2-27-206 

TEL/FAX：048-432-9168   

質の高い議員活動のためには、皆様からのご意見が必要です。 

どのようなことでもぜひご一報下さい。 

チラシ内容の詳細は 

こちらです 
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酒井郁郎ウェブページ 

sakai-ikuro.com 


