
生年月日 党　派 職　　業

昭和59年9月3日 大阪維新の会 箕面市議会議員

昭和37年1月13日 無所属 無職

昭和40年1月23日 公明党 箕面市議会議員

昭和31年4月12日 無所属 箕面市議会議員

平成3年9月17日 自由民主党 無職

昭和35年10月11日 日本共産党 箕面市議会議員

令和２年８月２３日執行の箕面市議会議員選挙における候補者として、次のとおり届出があった。

　　令和２年８月１６日

箕面市議会議員選挙

　　選挙長　　杉本　良廣

一のウェブサイト等のアドレス

yuhorie.net

https://minoh2.jimdofree.com/

http://www.komei.or.jp/km/minoh-okazawa-satoshi

https://funaseyasutaka.net

https://sky.ap.teacup.com/natehiroki/

届出
受理
番号

届出の別 候補者氏名 本　　籍 住　　　　　　所

1 本人届出
ほりえ

堀江　ゆう 大阪府 大阪府箕面市小野原西１丁目３番２３号

2 本人届出
おおわき

大脇　のりこ 大阪府 大阪府箕面市坊島１丁目９番１６号

3 本人届出
おかざわ

岡沢　さとし 大阪府 大阪府箕面市桜井１丁目１２番１１号

4 本人届出
かわかみ かづこ

川上　加津子 大阪府 大阪府箕面市牧落３丁目６番１１号

5 本人届出
ふなせ

船瀬　やすたか 大阪府 大阪府箕面市半町２丁目１１番３－２０２号

6 本人届出
なて

名手　ひろき 大阪府 大阪府箕面市萱野１丁目３番１２号

https://funaseyasutaka.net


生年月日 党　派 職　　業

一のウェブサイト等のアドレス

届出
受理
番号

届出の別 候補者氏名 本　　籍 住　　　　　　所

昭和44年10月16日 公明党 箕面市議会議員

昭和30年12月4日 無所属 箕面市議会議員

平成4年12月7日 国民民主党 会社員

昭和56年8月27日 無所属 箕面市議会議員

昭和32年10月5日 大阪維新の会 箕面市議会議員

昭和37年7月8日 大阪維新の会 無職

平成4年3月6日 しょぼい政党 自営業

昭和29年2月1日 無所属 箕面市議会議員

昭和26年8月3日 自由民主党 箕面市議会議員

komei.or.jp/km/minoh-tanaka-mayumi/

www.nakanishi-tomoko.com

http://rt-takahashi.com

http://www.346style.org

http://love.ap.teacup.com/kamishiro2/

https://shoboi.party

htts://www.facebook.com/katsunori.onoue.5

h-nakai.com

7 本人届出
たなか　

田中　まゆみ 大阪府 大阪府箕面市粟生外院１丁目１７番３号

8 本人届出
なかにし　　　　　こ

中西　とも子 大阪府 大阪府箕面市箕面６丁目１番３０－７０７号

9 本人届出
たかはし　　　　　

高橋　りょうま 大阪府 大阪府箕面市半町１丁目１１番１５号

10 本人届出
　　　　　　　　　　さんしろう

なかじま　三四郎 大阪府 大阪府箕面市萱野１丁目１８番１－３０２号

11 本人届出
かみしろ　

神代　しげちか 大阪府 大阪府箕面市桜１丁目１２番１７号

12 本人届出
ももやま　

桃山　さとる 大阪府 大阪府箕面市小野原西３丁目２８番１号

13 本人届出 よしだ　はやと 宮城県 大阪府箕面市船場西２丁目１０番３４号（２１２号）

14 本人届出
おのうえ

尾上　かつのり 大阪府 大阪府箕面市粟生間谷西１丁目４番９棟１０２号

15 本人届出
なかい　

中井　ひろゆき 大阪府 大阪府箕面市桜４丁目７番２８号

http://www.346style.org
https://shoboi.party


生年月日 党　派 職　　業

一のウェブサイト等のアドレス

届出
受理
番号

届出の別 候補者氏名 本　　籍 住　　　　　　所

昭和21年10月22日 無所属 箕面市議会議員

昭和48年9月4日 大阪維新の会 弁護士

昭和31年6月14日 大阪維新の会 箕面市議会議員

昭和42年1月14日 大阪維新の会 無職

昭和47年9月21日 自由民主党 箕面市議会議員

昭和47年1月28日 公明党 箕面市議会議員

昭和40年1月10日 無所属 議員秘書

昭和30年6月25日 日本共産党 箕面市議会議員

昭和48年3月20日 日本共産党 箕面市議会議員

https://www.facebook.com/natsuki.ozaki.1/

http://fujita-t.net

http://www.komei.or.jp/km/minoh-kusu-masanori/

http://minami-asakura.com

m.facebook.com/people/村川－まみ/100010632722378

16 本人届出
うつみ　　　たつくに

内海　辰郷 大阪府 大阪府箕面市小野原東５丁目２６番１５－２０２号

17 本人届出
　　　　　　　　なつき

おざき　夏樹 愛知県 大阪府箕面市瀬川１丁目６番１５号

18 本人届出 たけち　ひでお 東京都 大阪府箕面市箕面５丁目３番２８号

19 本人届出
やまね　

山根　ひとみ 兵庫県 大阪府箕面市桜ヶ丘３丁目２番１０号

20 本人届出
ふじた　

藤田　たかし 大阪府 大阪府箕面市粟生間谷東６丁目１０－１２

21 本人届出
　　　　　　まさのり

くす　政則 大阪府 大阪府箕面市西小路４丁目１０番２７号

22 本人届出
あさくら　　みなみ

浅倉　南 兵庫県 大阪府箕面市瀬川２丁目２番９号

23 本人届出
かんだ たかお

神田　隆生 大阪府 大阪府箕面市粟生間谷西４丁目２番３６―１０６号

24 本人届出
むらかわ　

村川　まみ 大阪府 大阪府箕面市粟生間谷東６丁目３２番２０号



生年月日 党　派 職　　業

一のウェブサイト等のアドレス

届出
受理
番号

届出の別 候補者氏名 本　　籍 住　　　　　　所

昭和15年3月22日 自由民主党 箕面市議会議員

昭和28年8月19日 無所属 箕面市議会議員

昭和17年4月26日 無所属 作家

昭和63年1月5日 ＮＨＫから国民を守る党 会社員

http://www.hiroba96.sakura.ne.jp/index.cgi

@NOBUTOKI_K0105 

25 本人届出
まきの　　　

牧野　よしはる 大阪府 大阪府箕面市牧落２丁目１５番１４号

26 本人届出
　　　　　　　　きょうこ

ますだ　京子 大阪府 大阪府箕面市坊島４丁目１１番１号

27 本人届出
ささき　　　　　せいいち

佐々木　誠一 大阪府 大阪府箕面市粟生間谷西１丁目６番４－８０１号

28 本人届出
のぶとき　

信時　かずのり 大阪府 大阪府箕面市如意谷１丁目１番１８号（４１５号）


