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小金井市議会 「みらいのこがねい」会派ニュース 

 

 

 
                   

 

 
 
 
 
 

                                   

 前日の大雨から一転！いざ出陣！         たくさんのボランティアスタッフが早朝の駅頭挨拶活動に参加してくれました 

              

小平市の小林正則市長も応援演説        密を避け電話をかけたり事務をしたり       おかげさまで当選！ 

 

小金井市議会議員 2021 年 3 月 22 日 

２０２１小金井市議会議員選挙 開票速報号  
〇村山ひできギリギリ当選…会派みらいのこがねい 4名は議席を維持 
〇24 定数に対し 36 名が立候補！激戦の市議選を写真で振り返る 
○なぜ？開票作業が異常な遅れ…22：30 過ぎ発表から深夜 2：30 過ぎまで膠着状態 
〇気になる候補者の当落と獲得票数は？開票速報確定版（3月 22 日 4：27 確定）

第 18 回小金井市議会議員選挙（3 月 14 日告示）は、21 日

に投開票が行われ、開票結果が確定したのが翌日 22 日の午

前 4 時 27 分という異常な開票作業の遅れがありつつも、村山

ひできが所属する会派みらいのこがねいの 4 名は全員当選を

果たしました。 

 村山ひできは今回の市議選で 5 回目の選挙でしたが、初め

て政党に所属せずに無所属で出馬。16 年間ともに活動した地

域団体の仲間だけを頼りに厳しい１週間を戦い抜きました。 

結果は 24 位というギリギリ滑り込むカタチにはなりましたが

あらためて皆様からのご期待に応えられるよう精一杯、4 期目

4 年間の活動に励む決意ですので、よろしくお願いします。 

 



  
 
 
 
 

定数 24 に対して 36 人が立候補する大混戦となった 3 月 21 日の市議会議員選挙。当日有権者数は 10 万

1061 人。投票者数は 4 万 606 人で投票率は 40.18％となり前回市議選より 0.64％アップしています。 

投票率の向上は喜ばしいのですが、問題は開票作業の異常な遅さです。なんと票数確定まで約 7 時間半もか

かってしまい本来あるべき途中経過の中間発表もほとんど見送られてしまいました。なんでも各陣営からクジに

より 10 人限定で選ばれる開票立会人のうち数人が非常に丁寧に票を点検したため時間がかったとのことですが、

あまりにも非常識であり選挙管理委員会が注意すべきです。ましてや、なぜ遅れているかの理由説明もないの

では開票場からブーイングが飛ぶのも当然でしょう。後日あらためて点検ルールの改善を求める予定です。 

【開票速報（得票順）２０２１年３月２２日 ４：２７確定】 

順位 候補者 得票数 順位 候補者 得票数

1 渡辺 大三（無所属） 3,292 19 寺内 だい作（日本共産党） 1,081

2 白井 とおる（無所属） 3,270 20 吹春 やすたか（自由民主党） 980

3 清水 がく（自由民主党） 2,199 21 古畑 俊男（無所属） 979

4 森戸 よう子（日本共産党） 2,063 22 水上 ひろし（日本共産党） 974

5 安田 けいこ（生活者ネット） 1,819 23 遠藤 ゆりこ（自由民主党） 932

6 湯沢 あやこ（自由民主党） 1,707 24 村山ひでき（無所属） 916

7 岸田 正義（立憲民主党） 1,463 25 篠原 ひろし（無所属） 853

8 沖浦 あつし（無所属） 1,458 26 ながとり 太郎（無所属） 788

9 小林 まさき（公明党） 1,439 27 ももせ 和浩（日本維新の会） 722

10 渡辺 ふき子（公明党） 1,343 28 鈴木 正和（自由民主党） 620

11 たゆ 久貴（日本共産党） 1,337 29 志垣 竜一（自由民主党） 513

12 坂井 えつ子（無所属） 1,325 30 高木 真人（健康市民こがねい） 179

13 鈴木 しげお（立憲民主党） 1,311 31 熊野 みつひろ（非正規の自由） 167

14 片山 かおる（無所属） 1,282 32 藤田 ひろし（無所属） 136

15 宮下 まこと（公明党） 1,268 33 山本 誠（無所属） 105

16 水谷 たかこ（無所属） 1,210 34 佐久間 昌己（非正規の自由） 82

17 斉藤 やすお（無所属） 1,120 35 うえむら きよこ（無所属） 74

18 五十嵐 京子（無所属） 1,099 36 池田 孝之 37

  ※名字が重なる等で按分される候補者の得票数は、わかりやすくするため小数点以下は切り捨てました。 
  

  村山ひできプロフィール          ≪主な地域活動≫ 
●1971 年 新潟県南魚沼郡湯沢町生まれ   小金井阿波おどり振興協議会 専務理事 
●1990 年 新潟県立長岡高等学校 卒業   小金井薪能 理事・警備委員長 
●1995 年 明治大学政治経済学部 卒業   小金井市献血推進協議会 事務局長 
～衆議院議員（岩國哲人・城島正光）秘書   小金井市ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ連合 事務局長 
●2005 年 小金井市議会議員選挙に初当選    子ども達を薬害から守る実行委員会 事務局 
●2013 年 落選              名勝 小金井桜の会 会員 
～㈱ｼﾞｪｲｺﾑ東京に入社し会社員として勤務   明治大学校友会小金井地域支部 幹事 
●2016 年 復帰を決意し㈱ｼﾞｪｲｺﾑを退職   小金井青年会議所シニアクラブ 会員 
●2017 年 再び小金井市議会へ        はけの自然を大切にする会 会員 

民進党の解党とともに無所属に   東京小金井ロータリークラブ 会員 

 ●2021 年 3 月の市議選で再選         小金井明るい社会づくりの会 常任理事 

 

村山ひでき事務所
〒１８４－０００４ 
小金井市本町 6‐13‐17 
ｻﾝﾗｲｽﾞ武蔵小金井 702 
TEL  042-386-5543 
FAX  042-386-5560 
携帯  090-3428-2715 
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