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2015 年自治体選挙に向けて第一次公認・推薦・支持候補者を決定！

緑の党 グリーンズジャパン（共同代表・長谷川平和、他）は、2015年4月に行われ
る統一自治体選挙に向けて、以下の第一次公認・推薦・支持候補者 計41名を決定し
ましたので発表します。
私たちは、緑の党の政策・社会ビジョン

http://greens.gr.jp/policy/

を自治

体レベルから実現していくべく、地方自治体政策集
http://greens.gr.jp/senkyo/12558/

を編纂し、エネルギー、環境、地域経済、女

性や子どもの権利、公正な労働と福祉、市民の政治参加、平和への貢献などについて、
候補者の政策をサポートしています。また、政策・社会ビジョンに照らし合わせて、
人格ともに適切と判断・決定した候補者を応援、現在67名の自治体議員を2015年中に
120名へ倍増させる予定です。

また、2014 年の相次ぐ不祥事から自治体議会への不信感が高まっていることを受け、
「市民に開かれた自治体議会をめざす調査」を行い、全国の 47 都道府県議会及び 1742
基礎自治体議会から約 9 割の回答を得ました。とりまとめた調査結果を 2015 年の初
頭に発表することで、有権者の投票行動の参考として提供するとともに、自治体議会
の改革への関心や投票率を高めるための働きかけを行っていきます（1 月に改めて記
者発表予定）。

ついては、以下に緑の党の2015年の自治体選挙における第一次公認・推薦・支持候
補者リストを発表します。

2015 年

統一自治体選挙公認・推薦・支持候補者一覧

北海道 ニセコ町議選 斉藤 うめ子 推薦 現職１期 66 歳
山形県議選 草島 進一 推薦 現職１期 49 歳
千葉県 成田市議選 会津 素子 推薦 現職１期 36 歳
千葉県 館山市議選 石井 敏宏 支持 現職１期 42 歳
千葉県 白井市議選 小田川 あつ子 推薦 新人 47 歳
山梨県 甲府市議選 森本 優 推薦 新人 57 歳
神奈川県川崎市議選（高津区）今橋 大輝
推薦 新人 25 歳
神奈川県横浜市議選（戸塚区）宮原 ひろみミヤハラヒロミ推薦 新人 48 歳
東京都 荒川区議選 せの 喜代 推薦 現職 4 期 57 歳
東京都 江東区議選 中村 まさ子 推薦 現職１期 63 歳
東京都 江東区議選 前田 かおる 推薦 前職 47 歳
東京都江東区議選 屋敷田 綾香
推薦 新人 29 歳
東京都 大田区議選 奈須 りえ 推薦 元職 53 歳
東京都 中野区議選 杉原 こうじ 公認 新人 49 歳
東京都 杉並区議選 奥山 たえこ 推薦 現職 3 期 57 歳
東京都 杉並区議選 川野 たかあき 推薦 新人 38 歳
東京都 世田谷区議選 木下 泰之 推薦 現職 5 期 60 歳
東京都 小平市議選 橋本 久雄 公認 現職 4 期 63 歳
東京都 小平市議選 村松 まさみ 公認 現職１期 32 歳
東京都 調布市議選 小野寺 とおる 推薦 新人 45 歳
東京都 国立市議選 重松 朋宏 公認 現職 4 期 42 歳
東京都 青梅市議選 ひだ 紀子 推薦 現職 2 期 58 歳
東京都 八王子市議選 陣内 やすこ 推薦 現職 3 期 63 歳
新潟市議選（西区）中山 均 公認 現職 2 期 55 歳
福井県議選（越前市・今立郡・南条郡選挙区）山崎 たかとし 推薦 新人 65 歳
長野県富士見町議選 佐久 祐司
推薦 現職 1 期 46 歳
愛知県 名古屋市議選（千種区） 杉浦 聡 支持 新人 40 歳 男性
愛知県 名古屋市議選（西区） あんま ゆき 推薦 新人 45 歳 女性
愛知県 一宮市議選 森 みつひろ 支持 新人 50 歳 男性
京都府 京都市議選（左京区） 広海 ロクロー 推薦 新人 49 歳 男性
京都府 京都市議選（右京区） 鈴木 勇子 推薦 新人 48 歳 女性
京都府 向日市議選（７月予定） 佐々木 郁子 推薦 新人 50 歳 女性
大阪府 泉大津市議選 高橋 登 公認 現職４期 65 歳 男性
兵庫県議選 丸尾 牧 推薦 現職 2 期 49 歳 男性
兵庫県 明石市議選 永井 俊作 推薦 現職 5 期 64 歳 男性
兵庫県芦屋市議選 前田辰一 推薦 現職４期 65 歳
岡山県 岡山市議選（北区）おにき のぞみ 推薦 現職 2 期 54 歳 女性
福岡県 福岡市議選（早良区）あらき 龍昇 公認 現職 3 期 62 歳 男性
福岡県 福岡市議選（西区）えとう 真実 推薦 新人 50 歳 女性
福岡県 福岡市議選（中央区）池 天平 推薦 新人 32 歳 男性
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