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ニュースレター No.８０ 2023/3/13 （通算 97号） 

２月３日（日）市長を 

４月の市議会議員選挙へ向け立候補予定者で公開討論会 
 
日 時 ３月１９日（日）午後７時～９時３０分 
会 場 明石市民会館 中ホール 

           

出 演  立候補を予定する現職、元職、新人ら 10 数名（見込み） 

 

市民自治あかしは、４月１６日告示、２３日投・開票の明石市議会議員選挙に立候補を予定している

方々を招き「公開討論会」を開催します。市長選挙では 2011年以来毎回開催してきましたが、市議選で

は前回 2019 年に続き 2 回目の開催です。（裏面に予想される候補の顔ぶれと 19 日の出欠回答状況） 

市長と市政をチェックする市議会の役割はますます大きくなっています。明石市の“憲法”でもある自

治基本条例に続き、市議会は 2014 年に議会基本条例を施行し「市民自治のまちづくり」をめざす「明石

市議会のあるべき姿」「議員のあるべき姿」をさまざまに定めています。この 3年間、市長と市議会の対

立が顕著になっている中で今回の市議選はこれまでになく注目されています。 

改選市議会の議員をめざす人たちが、どのような考え方を持ち、どのように市民の声を市政に反映しよ

うとするのかを、生の声でじっくりと聴いてみませんか？ そのうえで、４年間の議会を負託する間違い

のない選択をしましょう。（参加無料、事前申し込み不要） 

市長選挙の公開討論会は 29日（水）に変更し開催 
林健太市議が立候補表明、泉市長も後継擁立を強調、ほかにも動き 

 市議選と同時選挙の 4 月 16 日に告示される市長選には、

3 月 7 日に林健太市議（40 歳､自民党真誠会）が立候補を表

明しました。現時点では 1 名だが、昨年 10 月に引退表明し

ている泉市長は後継候補を擁立することを 3 月 8 日にも改

めて SNS で発信し「泉市政の継続発展を託せる人物 VS 反

対派の急先鋒」の選挙構図になると言明しています。 

市長選にはこのほか出馬を準備している人もおり、複数以上の候補者になる可能性が強まっています。 

4 年前の前回には泉市長の「暴言辞職」に伴う繰上げ選挙で告示日直前まで候補者が出そろわなかった

が、今回も 31 日から始まる県議選を控え緊迫した“前哨戦”が続くことになりそうです。 

市民自治あかしは 3 月 26 日に「市長選の立候補予定者による公開討論会」の開催を予定していました

が、立候補表明者との日程調整も考慮し討論会の開催日程を 3 月 29 日（水）に変更しました。開催時間

と会場は当初計画通り、午後 7 時～9 時、市民会館の中ホールで開催します。 

公開討論会では、19 日、29 日両日とも明石市の障害福祉課の協力を得て、手話通訳と要約筆記も行い

ますので、聴き取りが不自由な方も安心してご来場ください。討論会では、市民が望む市民の政策である

「市民マニフェスト」を提案し、候補予定者の意見も聞きます。 

https://shiminjichi-akashi.net/ 

 

 

 

 

政策提言市民団体 市民自治あかし       Ｅ-ｍａｉｌ：shiminjichi.akashi@gmail.com 
事務局：明石市太寺 4-9-17   ℡ 078-913-1241  fax 078-914-8039  

 市民自治あかしＨＰ（ホームページ）リニューアル好評更新中  https://shiminjichi-akashi.net/ 

市長選挙候補予定者による 

 公開討論会 日を変更しました 

3月 29 日（水）夜 7時～9時 

明石市民会館 中ホール 

https://shiminjichi-akashi.net/
mailto:shiminjichi.akashi@gmail.com
https://shiminjichi-akashi.net/


２０23年明石市議選に立候補が予想される顔ぶれ 
３０議席に４５人前後？出馬か 
今回の市議選には、現時点で 45 名前

後の立候補が見込まれています。 

明石市議会の定数は 30。現職は 29 名

（欠員 1）のうち 7 名が引退または転

進。うち 4 名はそれぞれの所属組織や関

係者が「後継者」として出馬する予定。

現職で再出馬するのは 22 名と見られま

す。 

元職が 1 名、上記の後継新人が 4 名、

その他新人が 18 名予想されています。

実際に立候補するかどうかは 4 月 16 日

の告示日にならないとわかりませんが、

全員が立候補すれば現職 22 人を上回る

新人と元職が競うことになり、かつてな

い大激戦になります。有力な新人だけで

も 14、5 人程度見込まれるため、再出馬

する現職にとってはかつてない厳しい選

挙になりそうです。 

とくに今回は、昨年秋の市議への暴言

から今期限りで退任し政治家も引退する

と市議会で表明した泉市長が、事実上の

地域政党「明石市民の会」を立ち上げて

後継市長を支持する市議候補 5 名を擁立

し、自身が対決してきた「自・公勢力」

を過半数割れに追い込むと、12 月末から

連日のように 5 人の新人や県議候補とと

もに街頭に立つ異例の“選挙戦”を展開

しています。 

議会基本条例を遵守する新しい議会へ 
明石市議会は 2014 年に議会基本条例

を施行し「市民に開かれた議会」「市民

に対する説明責任を果たす」「市民意見

を的確に把握し、多様な市民意見を反映

させる」ことなど本格的な議会改革を進

めることを宣言しています。 

地方分権時代に入って四半世紀、住民

に身近な自治体の役割はますます重要に

なり、市民の目線から市政をチェックす

る議員の役割は一層重要になります。 

一覧表の見方 

「期数･年齢」欄の現職は当選回数、新人は

年齢。「後継」は引退する現職の後継新人。

現職は前回選挙の得票が多い順。敬称略。 

 

  

2023 年明石市議選 立候補が予想される顔ぶれ 

  氏   名 現・所属会派 経験 
期数

年齢 
住所 出欠 

1 竹内きよ子 かがやきネット 現職 1 大久保 出席 

2 丸谷さとこ かけはしＳＤＧｓ 現職 2 大久保 出席 

3 辰巳浩司 自民党真誠会 現職 4 東仲ノ町   

4 榎本和夫 自民党真誠会 現職 3 大久保   

5 梅田宏希 公明党 現職 7 大久保   

6 林 丸美 かがやきネット 現職 1 明南 出席 

7 家根谷敦子 スマイル会 現職 2 大明石 欠席 

8 三好 宏 自民党真誠会 現職 4 西明石   

9 飯田伸子 公明党 現職 1 二見   

10 尾倉あき子 公明党 現職 4 樽屋町   

11 辻本達也 共産党 現職 5 大久保 出席 

12 宮坂祐太 フォーラム明石 現職 3 魚住 欠席 

13 寺井吉広 リーベの会 現職 3 大久保 欠席 

14 大西洋紀  未来明石大路 現職 6 二見 欠席 

15 井藤圭順 自民党真誠会 現職 1 太寺   

16 国出拓志 公明党 現職 4 西明石   

17 石井宏法 自民党真誠会 現職 1 林   

18 灰野修平 自民党真誠会 現職 1 大久保   

19 千住啓介 自民党真誠会 現職 4 中崎 欠席 

20 北川貴則 森と泉の会 現職 6 相生町 出席 

21 穐原成人 自民党真誠会 現職 4 二見  

22 吉田秀夫 かがやきネット 現職 1 魚住 出席 

23 出雲有希子 無所属 後継   大道 出席 

24 河村和歌子 公明党 後継       

25 長尾博子 公明党 後継       

26 すみ和馬 共産党 後継     出席 

27 中西礼皇 無所属 元職   東野町 出席 

28 黒田智子 明石市民の会 新人 43 大久保 欠席 

29 中川なつみ 明石市民の会 新人 41   欠席 

30 金尾良信 明石市民の会 新人 58 大久保 出席 

31 山下しょう 明石市民の会 新人 29   欠席 

32 山中ゆうじ 明石市民の会 新人 44 藤江 出席 

33 有野光洋 日本維新の会 新人 42 大久保 欠席 

34 高尾秀彰 日本維新の会 新人 40 大蔵 欠席 

35 中村茂雄 日本維新の会 新人 55 東野町   

36 正木克幸 日本維新の会 新人 50 貴崎 欠席 

37 上田正彦 日本維新の会 新人 60 朝霧   

38 若村正順 国民民主党 新人 56 小久保   

39 岩本博吉 参政党 新人 43 二見 出席 

40 田中 徹 無所属 新人 69 西明石   

41 和田吉一 無所属 新人       

42 横山伸吾 無所属 新人       

43 藤田昌義 無所属 新人       

44 池田亜衣 無所属 新人       

45 稲山安生 無所属 新人   大明石 欠席 

※右端欄は討論会への出席、欠席の別。空欄は回答なし 


