
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

順位 結果 候補者 年齢 党派 期数 得票数

1 当 こんの　桃子 29 無所属 新人 3,148

2 当 本田　哲 40 共産党 2期 1,896

3 当 みねぎし　義雄 58 無所属 新人 1,745

4 当 さいとう　直子 51 無所属 3期 1,638

5 当 榎本　もりあき 52 無所属 2期 1,600

6 当 くりはら　隆司 60 無所属 4期 1,502

7 当 もちづき　久晴 65 共産党 6期 1,442

8 当 おかざき　郁子 42 共産党 4期 1,420

9 当 酒井いくろう 37 無所属 1期 1,408
10 当 花井　伸子 57 共産党 5期 1,405

11 当 山崎　まさとし 58 無所属 4期 1,365

12 当 細田　まさのり 43 無所属 新人 1,343

13 当 熊木　てるあき 59 無所属 3期 1,311

14 当 三浦　よしかず 58 公明党 2期 1,289

15 当 伊東　ひでひろ 64 無所属 3期 1,285

16 当 秋元　良夫 65 無所属 4期 1,256

17 当 手塚　しずえ 61 公明党 3期 1,255

18 当 みわ　なお子 52 公明党 新人 1,221

19 当 石川　きよあき 52 公明党 新人 1,211

20 当 たけうち　正明 41 公明党 新人 1,194

21 当 石井　民雄 65 無所属 7期 1,165

22 当 真木　大輔 30 無所属 新人 1,139

23 当 中山　ゆうすけ 27 みんな 新人 1,138

24 当 高橋　秀樹 66 無所属 8期 1,088.50

25 当 えんどう　ひでき 40 無所属 3期 1,074.19

26 当 ばば　栄一郎 48 無所属 2期 1,005

27 永井　さとる 61 無所属 新人 972

28 平野　すすむ 63 無所属 3期 881

29 召田　あつし 50 無所属 2期 802

30 とみおか　節子 57 民主党 1期 776

31 林　冬彦 48 無所属 新人 664

32 たねだ　昌三 37 維新の会 新人 651

33 遠藤　孝一 37 無所属 新人 464.301

34 寺脇　まさのり 43 無所属 新人 410

35 内田　つよし 32 無所属 新人 254

36 松山　なおき 41 無所属 新人 110

42,528合計

 

 

今回の選挙は、定数 26人のところ、候補者総

数が 36 人。新人候補が 15 人も乱立（うち 8人

が当選）し、現職 3人が落選となる、戸田市議

選史上、稀に見る混戦となりました。党派別で

見ると、国政を反映し、みんなの党と日本維新

の会からの公認が 1人づつ出馬、みんなの党が

戸田市議会史上初の議席を獲得する一方、逆

風を受けた民主党が議席を失い 0議席となり

ました。 

また、20 代・30 代議員が増加し、戸田市議会

全体において若返りが実現しました。今後は

（酒井を含め）これら若手議員が活躍し、戸

田市議会全体を活性化していくことが、戸田

市の未来にとって不可欠であると考えます。 

 

開票結果【市議会議員選挙】 

～市議会議員選挙の結果について～ 

戸田市議会議員

酒井いくろう

 

 

 

 

 

 

 

※ 公職選挙法の関係で、当選の御礼を申し上

げることが出来ません。ご理解を心よりお願い

し、またご報告をもちましてごあいさつにかえ

させて頂きます。 

――― ＊ ――― ＊ ――― ＊ ――― 

酒井は今回の選挙（1 月 27 日投開票・戸田市

議選）において再選させて頂きました。 

選挙中は多くの皆様に、大変お世話になりまし

た。駅頭から住宅地の隅々まで、メガホンを使

っての演説活動は、ご迷惑をおかけしたことも

多々あったかと思います。「おはよう戸田」上

にて恐縮ですが、お詫び申し上げます。 

酒井の選挙活動について 

初選挙から 3回目の選挙となる今回も、前回ま

での選挙と同様、選挙カーを使わず皆様に直接

政策を訴えていく活動を行いました。朝夕は駅

頭で、昼間は自転車にメガホンを積み市内の全

域、住宅街の路地に至るまで、演説をして回り

ました。真冬の冷え込みの中、自転車に乗って

の遊説は、これまでの２回の選挙と同様、困難

を伴うものでした。重いスピーカーを自転車に

積み、長時間にわたる遊説に伴走して下さった

ボランティアの皆様は、本当に大変だったと思

います。選挙カーを使わない、という私の考え

に基づいた困難な活動を多くの皆様が支えて

下さり、おかげで最後まで政策本位の選挙活動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ができたと自負しております。 

今回、印象深かったのは、非常に多くの方が話

しかけて下さったことです。「チラシを見て○

○の政策に共感した」「期待している」「重点政

策に、○○も加えてほしい」…多くの方が酒井

の 1期 4年間の活動を知って下さり、個別の政

策にもご期待頂いていることを実感。今後の責

任の重大さを感じると共に、政策実現への思い

を強くしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【自転車で市内全域を回り、演説で直接政策を 

 訴えました。】 

※ 選挙をお手伝い頂いた皆様が撮って下さ

った写真から、酒井の選挙をご紹介します。 

 

 

 

 

（2013 年 2月号）   

【略歴】東京大学医学部卒・大学院修了（医療政策）■マッキンゼー勤務（経営コンサルタント） 

 ■(株)ポピンズ勤務（保育、幼児･学童教育） ■戸田市内に会社を設立（医学教育） 

 ■2009 年より戸田市議会議員  【趣味】格闘技、娘(1 才)を風呂に入れること 

 ※ 初選挙より選挙カーを使わず、政策本位で活動中。 

市民が最優先。
おはよう戸田 



今後に向けて 

①皆様のご期待にお応えすべく取り組みます。 

酒井の活動は、多くの方にご協力とご意見を頂

くことにより成り立っています。 

酒井の活動を支えて下さる皆様。酒井にご期待

くださり、次の１期を任せてみようとお考えく

ださった皆様。そうした皆様に対して恥ずかし

くない活動を行っていきたいと思います。 

②一般市民の代表として活動します。 

酒井は今回の選挙において「市民が最優先。」

を掲げました。 

酒井が代弁するのは、一部の団体や利権を握っ

ている人ではなく、私たち市民の意思です。 

これからも広く皆様のご意見をお聞きし、誰に

気兼ねすることもなく、市民の意思を主張して

参ります。 

③重点政策を実現します。 

酒井の選挙は政策を訴える選挙です。酒井を信

認下さった方の多くが、酒井の政策にご賛同下

さったのだと想像されます。 

（特に、「税金のムダ一掃」「議員特権の廃止」

「子育て支援と学力向上」の各政策に対し、ご

期待の声を多く頂きました） 

酒井は重点政策の実現を推進します。 

中には直ちに実現するのが難しい政策もあり

ますが、そうした項目についても、長期的な取

り組みを行っていきます。 

※ 会派について：新会派の結成を目指します。

利権や特定団体とは無縁の、しがらみのな

い会派メンバーが集結し、市民の意思を実

現すべく活動を行っていきたいと考えて

います。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【休憩中の一枚。寒さの厳しい１週間、自転車 

 に乗ってのお手伝い、本当にありがとうござ 

 いました】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【市内の路地で演説中。自転車でどこへでも入

っていって、政策をお話します】 

 

【市内遊説の 

 移動中。 

 移動は全て 

 自転車です】 

投票率について 

今回の投票率は、前回から 2.48％ダウン

の 44.61%。投票者数は、前回から 184 名

増加の 42,978 名となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市議選の投票率は長期低下傾向にあり、

今回も多数の候補者が乱立する激しい選

挙戦であったにもかかわらず、投票率は

大幅に下がりました。 

これは直前に行われた国政選挙において

投票率が大幅に下がったのと同様の理由、

「有権者の政治に対する失望」が 1 つの

要因であると考えます。 

 

国政が頼りにならない今、私たちに身近

な市政の重要性がますます高まっていま

す。有権者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です。

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

【遊説ルートを確認中の酒井。どの道を走るか 

 を決めるのもナビをするのも、先頭を走る酒 

 井の役割です】 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
【夜は駅頭で演説。寒い中ご清聴頂いた皆様、 

 ありがとうございました】 

 

 
 
 
 

【戸田公園駅前のポスター掲示板。今回は立候 

 補者が多いため、ずいぶんと横長ですね。】 
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平成17年 平成21年 今回

（％） 

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 4-2-27-801 

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 

↓↓↓ 

酒井郁郎ウェブページ 

http://sakai.sub.jp/ 


