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無

念！柴田たみお
昭和

区の

党 の 議 席 失 う 
ご支持・ご支援ありがとうございました 

4月7日に行われた名古屋市会議員

選挙において、定数が4から3に削減

される中、2期目に挑んだ柴田民雄前

市会議員は、残念ながら当選には至

りませんでした。前回2015年に奪還

した昭和区の議席を、残念ながら再

び失うことになりました。 

ご支持・ご支援いただきました皆

様には、心から感謝申し上げます。 

維新の党と次世代の党の票が上乗せ？  

ともがき4月号でも掲載していま

すように、現職3人と現職からの世代

交代1人で3つの議席を争う構図に、

前回立候補していた維新の党と次世

代の党が、今回立候補せず、そこへ前

回流れていた票が、今回そっくり減

税日本に流れ込んだような数字にな

っています。この傾向は、昭和区だけ

の動きではなく、大阪の市長・府知事

ダブル選挙で起こった大阪維新の会

への流れと同じようなことが、名古

屋でも減税日本に対して起こってい

たようです。 

党の議席は 1 2から 5に激減  

この結果、党市議団は12のうち7議

席を失い、8年前昭和区でも佐藤典生

元市議の議席を失った、減税リコー

ル旋風が吹き荒れた時の選挙と同じ、

5議席、第5会派となりました。 

ご活用

下さい柴田民雄
前市会

議 員

議会発言報告集 
柴田民雄前市議が4年前初当選し

てから4年間の本会議での11回の発

言（8回の個人質問・議案外質問、1回

の議案質疑、2回の反対討論）を、す

べて全文収録した、「名古屋市会議員

柴田たみお発言報告集 2015年6月

定例会～2019年2月定例会」を無料配

布しています。当局との緊迫したや

り取りや、使用したパネルなどの資

料がもれなく掲載されています。 

市議会の様子を少しでも身近に感

じていただき、柴田前市議の活動を

より広く知っていただくために、ぜ

ひご活用ください。 

ご希望の方は、柴田民雄事務所 

Tel: 052-858-3255 Fax: 052-858-3256 

E-Mail: shibata@tamio.jcpweb.net  

までお問い合わせください。お届けします。 

協力弁護士と初回無料で法律相談が

できます【予約制・30 分】 

⚫第２金曜日：午後 2 時〜4 時 

⚫緊急の場合などご相談下さい 

4 月 12日(金)午後 2時～4時 

5 月 10日(金)午後 2時～4時 

 

無料法律相談のご案内 

予約℡： 
 

〒466-0849 名古屋市昭和区南分町 3-3 柴田民雄事務所 

Tel  Fax 052-858-3256

赤旗

読者ニュース 柴田たみお 
発行 日本共産党昭和区委員会 たみ   ニャン 
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2019 年名古屋市議選 前回比 

選挙区 候補者 

今回 2015 年市議選比 

有効投

票数 
得票数 得票率 定数 

得票数

増減 

得票率

増減 

定数

増減 

千種区 酒井ケンタロー・新 38,240 4,541 11.88% 5 +112 +1.72  

東区 むらせ和弘・新 20,015 1,211 6.05% 2 -515 -2.17  

北区 岡田ゆき子・現 無投票当選 5    

西区 青木ともこ・現 39,840 5,097 12.79% 4 +6 +0.25pt -1 

中村区 藤井ひろき・現 34,555 3,798 10.99% 4 -69 +1.51 -1 

中区 石原あいこ・新 16,713 1,559 9.33% 3 -67 +0.07  

昭和区 柴田たみお・現 27,063 3,351 12.38% 3 -485 -1.20 -1 

瑞穂区 おぜき雅美・新 28,152 2,312 8.21% 3 -715 -1.85  

熱田区 西田とし子・新 18,807 2,795 14.86% 2 -475 -2.65  

中川区 江上ひろゆき・現 54,964 当 4,608 8.38% 7 -2,033 -2.50  

港区 山口きよあき・現 36,414 4,817 13.26% 4 -775 -1.00 -1 

南区 髙橋ゆうすけ・現 39,038 4,542 11.63% 4 +92 +1.34 -1 

守山区 くれまつ順子・現 47,299 5,415 11.45% 5 -322 -0.20 -1 

緑区 さはしあこ・現 70,989 当 6,789 9.56% 7 -2,733 -3.48 -1 

名東区 さいとう愛子・現 41,106 当 4,281 10.41% 5 -810 -1.18  

天白区 田口かずと・現 41,157 当 5,377 13.06% 5 -1,259 -2.02  
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