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ご挨拶 
 

平成２５年１月２７日（日曜日）に戸田市議会議員一般選挙が執行されました。私、真木

大輔は「1,139票」を賜り、当選させていただくことができました。 

戸田市出身でない私に、また政治家として何の実績もない私に、このような多くの信頼と

ご期待を頂けたことは、なによりも「戸田の未来」を真剣に考えておられる市民のみなさま

のおかげであります。しかし、公職選挙法により「当選の御礼」は禁止されておりますので、

この場においてみなさんにお礼を申し上げられませんことをどうかご容赦ください。 

私の掲げる４大政策、「教育改革の徹底推進」、「戸田を子育て日本一に」、「行財政改革の

断行」、「安心・安全の確立」、これらすべては戸田市の未来を築くためものです。 

私の考える市議会議員のあるべき姿とは、市民の方々の声に寄り添い要望を実現し、未来

への展望のもとに政策を実行し、また自らの信念に従って改革を断行するというものです。 

当選の喜びに浸ることなく、２月下旬に開かれる３月議会に向けてさっそく準備を始めま

す。３月議会閉会後には、「真木レポート６号」を作成・配布いたします。 

みなさん、今後ともよろしくお願いいたします。 

 

平成２５年１月２８日 暁 

 
＜プロフィール＞略歴 昭和５７年３月７日生まれ（３０歳）、うお座 A 型。茨城県日立市出身。

新曽在住。茨城県立水戸第一高等学校卒業。東京大学教養学部基礎科学科卒業。予備校講師（物

理科）を経て、現在、戸田市議会議員一期目 特技 難しいことをわかりやすく教えること 

 

 

 
 

無所属 

 

選挙期間中は、選挙カーや街頭演説の大きな音で大変なご迷

惑をお掛けしましたことをお詫び申しあげます。 
１月２０日（日）から１月２６日（土）までの７日間、自転

車で移動しながら市内の延べ２００ヶ所近くで街頭演説をさ

せていただきました。今後は、自身の政策を「伝えられる」政

治家、そして自身の政策を「実行できる」政治家を目指し、日々

精進していきたいと思います。 
 



○戸田市議会議員一般選挙（平成 25 年 1 月 27 日執行）開票結果 
※有権者数 96,346 名、投票者数 42,978 名、投票率 44.61％（前回 47.09％）、無効票数 450 

得票順位 当選の別 得票数 候補者氏名 年齢 党派 

1 当選人 3,148 こんの 桃子 29 無所属（新人） 

2 当選人 1,896 本田 哲 40 日本共産党（現職） 

3 当選人 1,745 みねぎし 義雄 58 無所属（新人） 

4 当選人 1,638 さいとう 直子 51 無所属（現職） 

5 当選人 1,600 榎本 もりあき 52 無所属（現職） 

6 当選人 1,502 くりはら 隆司 60 無所属（現職） 

7 当選人 1,442 もちづき 久晴 65 日本共産党（現職） 

8 当選人 1,420 おかざき 郁子 42 日本共産党（現職） 

9 当選人 1,408 酒井 いくろう 37 無所属（現職） 

10 当選人 1,405 花井 伸子 57 日本共産党（現職） 

11 当選人 1,365 山崎 まさとし 58 無所属（現職） 

12 当選人 1,343 細田 まさのり 43 無所属（新人） 

13 当選人 1,311 熊木 てるあき 59 無所属（現職） 

14 当選人 1,289 三浦 よしかず 58 公明党（現職） 

15 当選人 1,285 伊東 ひでひろ 64 無所属（現職） 

16 当選人 1,256 秋元 良夫 65 無所属（現職） 

17 当選人 1,255 手塚 しずえ 61 公明党（現職） 

18 当選人 1,221 みわ なお子 52 公明党（新人） 

19 当選人 1,211 石川 きよあき 52 公明党（新人） 

20 当選人 1,194 たけうち 正明 41 公明党（新人） 

21 当選人 1,165 石井 民雄 65 無所属（現職） 

22 当選人 1,139 真木 大輔 30 無所属（新人） 
23 当選人 1,138 中山 ゆうすけ 27 みんなの党（新人） 

24 当選人 1,088.503 高橋 秀樹 66 無所属（元職） 

25 当選人 1,074.194 えんどう ひでき 40 無所属（現職） 

26 当選人 1,005   ばば 栄一郎 48 無所属（現職） 

      

27  972 永井 さとる 61 無所属（新人） 

28  881 平野 すすむ 63 無所属（前職） 

29  802 召田 あつし 50 無所属（前職） 

30  776 とみおか 節子 57 民主党（前職） 

31  664 林 冬彦 48 無所属（新人） 

32  651 たねだ 昌三 37 日本維新の会（新人） 

33  464.301 遠藤 孝一 37 無所属（新人） 

34  410 寺脇 まさのり 43 無所属（新人） 

35  254 内田 つよし 32 無所属（新人） 

36  110 松山 なおき 41 無所属（新人） 

 

 


