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届出受
理番号

届出年月日
届出の
別

戸籍名 戸籍ふりがな 通称名 列2 通称ふりがな 列1 本籍地 住所 生年月日 年齢 党派 職業
現元新の

別
性別 一のウエブサイト等のアドレス

定数：１８ 1 令和2年4⽉19⽇ 本⼈ ⻄岡     ⼀成 にしおか     かずなり ⻄岡 いっせい にしおか いっせい 岐⾩県 岐⾩県瑞穂市本⽥１５５２番地２８４ 昭和23年1⽉1⽇ 72 無所属 無職 元職 男

2 令和2年4⽉19⽇ 本⼈ 棚橋     敏明 たなはし     としあき 棚橋 としあき たなはし としあき 岐⾩県 岐⾩県瑞穂市穂積２０４１番地１ 昭和25年2⽉20⽇ 70 無所属 無職 元職 男

3 令和2年4⽉19⽇ 本⼈ 馬渕     浩史 まぶち     ひろし 馬渕 ひろし まぶち ひろし 岐⾩県 岐⾩県瑞穂市美江寺９３７番地 昭和54年9⽉2⽇ 40 無所属 会社役員 現職 男 https://www.facebook.com/hirombc

4 令和2年4⽉19⽇ 本⼈ ⼀瀬     守克 ひろせ     もりかつ 広瀬 もりかつ ひろせ もりかつ 岐⾩県 岐⾩県瑞穂市別府１８２０番地 昭和36年9⽉1⽇ 58 無所属 自営業 新⼈ 男

5 令和2年4⽉19⽇ 本⼈ 堀     武 ほり     たけし 堀 たけし ほり たけし 岐⾩県 岐⾩県瑞穂市本⽥１５５２番地６６ 昭和18年11⽉12⽇ 76 無所属
三共緑化土木（有限会

社） 代表取締役
現職 男

6 令和2年4⽉19⽇ 本⼈ 安藤     由庸 あんどう     よしやす 安藤 よしやす あんどう よしやす 愛知県 岐⾩県瑞穂市本⽥１５５２番地５３ 昭和41年12⽉26⽇ 53 無所属 社会保険労務士 元職 男
https://www.facebook.com/安藤よしやすを育てる会-
109585234010434/?modal=admin_todo_tour

7 令和2年4⽉19⽇ 本⼈ 若園     正博 わかぞの     まさひろ 若園 まさひろ わかぞの まさひろ 岐⾩県 岐⾩県瑞穂市唐栗２８７番地１ 昭和30年1⽉10⽇ 65 自由⺠主党 酒⼩売業 現職 男

8 令和2年4⽉19⽇ 本⼈ 庄⽥     昭⼈ しょうだ     あきひと 庄⽥ あきひと しょうだ あきひと 岐⾩県 岐⾩県瑞穂市本⽥１５５２番地４０ 昭和37年2⽉25⽇ 58 自由⺠主党 自営業 現職 男 http://www.team-akihito.com/

9 令和2年4⽉19⽇ 本⼈ 若井     千尋 わかい     ちひろ 若井 ちひろ わかい ちひろ 岐⾩県 岐⾩県瑞穂市重里１９０５番地 昭和35年1⽉12⽇ 60 公明党 自営業 現職 男 allclean@bird.ocn.ne.jp

10 令和2年4⽉19⽇ 本⼈ 鳥居     佳史 とりい     よしふみ 鳥居 よしふみ とりい よしふみ 岐⾩県
岐⾩県瑞穂市穂積１５９０番地 コーポい
び ３−E号

昭和29年5⽉8⽇ 65 無所属 建築士 現職 男 yokiniha4423@yahoo.co.jp

11 令和2年4⽉19⽇ 本⼈ 関谷     守⼀ せきや     もりひこ 関谷 もりひこ せきや もりひこ 岐⾩県 岐⾩県瑞穂市本⽥５０６番地 昭和27年7⽉16⽇ 67 ⽇本共産党 無職 新⼈ 男

12 令和2年4⽉19⽇ 本⼈ 今木     慶⼀郎 いまき     けいいちろう 今木 啓⼀郎 いまき けいいちろう 岐⾩県 岐⾩県瑞穂市別府４３８番地１ 昭和38年11⽉1⽇ 56 自由⺠主党 不動産会社 社⻑ 現職 男 https://www.facebook.com/keiichiro.imaki.ele

13 令和2年4⽉19⽇ 本⼈ 松野     貴志 まつの     たかし 松野 たかし まつの たかし 岐⾩県 岐⾩県瑞穂市野⽥新⽥３９２１番地１ 昭和50年1⽉6⽇ 45 無所属 調剤薬局 代表役員 現職 男

14 令和2年4⽉19⽇ 本⼈ 松野     藤四郎 まつの     とうしろう 松野 とうしろう まつの とうしろう 岐⾩県 岐⾩県瑞穂市穂積１０７４番地２ 昭和20年9⽉17⽇ 74 ⽴憲⺠主党 瑞穂市議会議員 現職 男 https://mtec-hp.com/m-toushiro/

15 令和2年4⽉19⽇ 本⼈ 若園     五朗 わかぞの     ごろう 若園 ごろう わかぞの ごろう 岐⾩県 岐⾩県瑞穂市唐栗１４８番地１ 昭和27年2⽉24⽇ 68 自由⺠主党 会社役員 現職 男 gurin0224@icloud.com

16 令和2年4⽉19⽇ 本⼈ 熊谷     祐子 くまがい     さちこ くまがい さちこ くまがい さちこ 岐⾩県 岐⾩県瑞穂市穂積１１３９番地６ 昭和21年4⽉6⽇ 74 無所属 瑞穂市議会議員 現職 女 https://ameblo.jp/chiisaiouchi2019/

17 令和2年4⽉19⽇ 本⼈ 北川     静男 きたがわ     しずお 北川 しずお きたがわ しずお 岐⾩県 岐⾩県瑞穂市横屋１７３番地１ 昭和28年1⽉22⽇ 67 無所属
自営業（株式会社セル
テック 代表取締役）

新⼈ 男

18 令和2年4⽉19⽇ 本⼈ 森     健治 もり     けんじ 森 けんじ もり けんじ 岐⾩県 岐⾩県瑞穂市野白新⽥１１４番地１ 昭和26年9⽉26⽇ 68 無所属 不動産賃貸業 新⼈ 男

19 令和2年4⽉19⽇ 本⼈ 藤橋     直樹 ふじはし     なおき 藤橋 なおき ふじはし なおき 岐⾩県 岐⾩県瑞穂市牛牧１３８２番地５３ 昭和36年3⽉28⽇ 59 無所属 旅行サービス手配業 新⼈ 男

20 令和2年4⽉19⽇ 本⼈ 若原     達夫 わかはら     たつお ー ー 岐⾩県 岐⾩県瑞穂市重里５７６番地１ 昭和35年7⽉2⽇ 59 無所属
有限会社住まい工房建匠
代表取締役（建設業）

新⼈ 男

21 令和2年4⽉19⽇ 本⼈ 藤橋     ⼀治 ふじはし     れいじ 藤橋 れいじ ふじはし れいじ 岐⾩県 岐⾩県瑞穂市⽣津外宮前町１丁⽬３３番地 昭和14年4⽉14⽇ 81 自由⺠主党 農業 現職 男

22 令和2年4⽉19⽇ 本⼈ 北倉     利治 きたくら     としはる 北倉 としはる きたくら としはる 岐⾩県 岐⾩県瑞穂市宮⽥２７１番地８ 昭和32年3⽉8⽇ 63 無所属 水道工事業 現職 男 kitakura@quartz.ocn.ne.jp

23 令和2年4⽉19⽇ 本⼈ 森     清⼀ もり     せいいち ー ー 岐⾩県 岐⾩県瑞穂市牛牧１４６番地 昭和25年1⽉12⽇ 70 無所属 農業 新⼈ 男 se1_mori@ccn.aitai.ne.jp

24 令和2年4⽉19⽇ 本⼈ 杉原     克⺒ すぎはら     かつみ 杉原 かつみ すぎはら かつみ 岐⾩県 岐⾩県瑞穂市⼗七条３０番地１ 昭和21年8⽉31⽇ 73 無所属 農業 現職 男

25 令和2年4⽉19⽇ 本⼈ 廣瀬     武雄 ひろせ     たけお 広瀬 たけお ひろせ たけお 岐⾩県 岐⾩県瑞穂市穂積７１４番地３ 昭和17年8⽉18⽇ 77 自由⺠主党 瑞穂市議会議員 現職 男 http://www.hirose-takeo.net

26 令和2年4⽉19⽇ 本⼈ ⼩川     理 おがわ     さとる ⼩川 さとる おがわ さとる 岐⾩県 岐⾩県瑞穂市古橋１３７０番地１ 昭和27年10⽉29⽇ 67 ⽇本共産党 瑞穂市議会議員 現職 男

令和２年４⽉２６⽇執行 瑞穂市議会議員選挙 ⽴候補届出⼀覧（令和２年４⽉１９⽇）
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