
◯ 第16回 西尾市議会議員一般選挙

結果 氏名 性別 年齢 職業 党派 新現元別

当選 工藤　光雄  4,142 男 60 株式会社デンソー社員 無所属 前4

当選 本郷　照代  3,998 女 59 英語塾経営 無所属 新1

当選 神谷　雅章  3,516 .183 男 59
有限会社カミヤ事務器

代表取締役
無所属 新1

当選 中村　　健  3,466 .798 男 34 無職  無所属 新1

当選 山田　高生  3,414 .275 男 43
保険代理店ひだまり

会社役員
無所属 新1

当選 松井晋一郎  3,009 .317 男 38
有限会社こころ工房

代表
無所属 前2

当選 渡辺　信行  3,008 .023 男 59 無職 無所属 新1

当選 鈴木　正章  2,797 .221 男 65 農業 無所属 前2

当選 中村　眞一  2,731 .714 男 64 無職 無所属 前3

当選 大塚久美子  2,680 女 51 無職 公明党 新1

当選 前田　　修  2,603 男 57 政党役員 日本共産党 前2

当選 大河内博之  2,600 男 53 無職 公明党 新1

当選 鈴木　規子  2,533 .735 女 60 法律事務所事務員 無所属 前5

当選 颯田　栄作  2,458 男 66
株式会社颯田業務店

取締役
無所属 前2

当選 小林　敏秋  2,449 男 70 農業 無所属 前3

当選 松崎　隆治  2,446 男 37 無職 無所属 新1

当選 山田　慶勝  2,426 .724 男 68
山田織布株式会社

代表取締役
無所属 前6

当選 髙須　一弘  2,413 男 70 養鰻業 無所属 前2

当選 神谷　庄二  2,398 .816 男 65 無職 無所属 前4

当選 田中　　弘  2,350 .282 男 72 無職 無所属 前4

当選 稲垣　一夫  2,300 .734 男 62 農業 無所属 前2

当選 永山　英人  2,218 男 58 無職 無所属 前2

当選 新家喜志男  2,187 男 72 農業 無所属 前4

当選 岡田　隆司  2,185 男 73 無職 無所属 前7

当選 鈴木　武広  2,181 .939 男 62
山金株式会社
代表取締役

無所属 前2
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結果 氏名 性別 年齢 職業 党派 新現元別得票数

当選 石川　伸一  2,113 .252 男 61
株式会社マルトラ

代表取締役
無所属 前2

当選 稲垣　正明  2,037 .368 男 66 無職 無所属 前3

当選 長谷川敏廣  2,033 男 64 無職 無所属 前3

当選 高野　邦良  1,828 男 66 無職 無所属 前2

当選 徳倉　正美  1,786 男 55 無職 無所属 前2

青山　　繁  1,778 男 59 無職 無所属 ―

牧野　次郎  1,528 男 55 東和商店 日本共産党 ―

杉﨑愼一郎  1,526 .682 男 71 無職 無所属 ―

永井　信行  1,451 .976 男 46 kanehachi店主 無所属 ―

石川　秋雄  1,431 .233 男 64 新生土地 無所属 ―

安藤　好実  1,368 .177 男 57 農業 無所属 ―

吉見　弘志  1,325 .539 男 57 農業 無所属 ―

赤堀　辰也  1,193 男 36
有限会社ウィッシュ

取締役
無所属 ―

宮地　　勲  978 男 59 政党職員 日本共産党 ―

西橋　満志  64 男 68 無職 無所属 ―

 ※年齢は選挙期日現在。 （西尾市選挙管理委員会）
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