
２枠目の戦い、榛葉リード
　

野党・打越、現職・塚田と激戦
　

上月・小沼、優位な戦い
　再選をめざす上月と立民新人の小沼
が優位な戦い。上月は農水政務官を務
めた実績などを訴え、自民支持層の７
割近くを固めた。公明支持層も手堅く
集める。小沼は立民支持層の６～７割
を固め、国民民主や社民支持層にも浸
透して政権批判票の受け皿をめざす。
海野、大内は無党派層の獲得などで追
い上げる。 堂故、強固な組織基盤

　堂故が安定した戦いを展開。自民支
持層、内閣支持層のそれぞれ８割前後
を固めた。４月の県議選では自民公認
候補の得票率が全国一で、強固な組織
基盤が強み。陣営は６年前の 万８千
票を超える得票を目標に掲げる。
　野党統一候補の西尾は追い上げを急
ぐ。政権批判票の獲得を狙うが、内閣
不支持層への浸透も半分程度。労働組
合を中心に組織を固め支持拡大を目指
す。
　

自民・清水、組織固める
　清水が後援会組織を固めて優位な戦
いを進めている。元県議としての実績
や若さを訴えて、自民支持層の７割に
浸透した。公明支持層も着々と固めて
いる。斉藤は野党統一候補として各地
で集会を開き、内閣不支持層の半数程
度の支持を得た。無党派層に浸透を図
る。子育て支援の充実を訴え女性票の
上積みに期待する。

自民・高橋、上積み急ぐ
　高橋が再選に向けて地盤固めを着々
と進めている。自民支持層の８割超を

自民・滝波、厚い地盤
　滝波が保守地盤を背景に手堅い戦
い。内閣支持層、自民支持層のそれ
ぞれ８割を固めた。４月の知事選で
保守が分裂したことの影響は限定的
だ。公明支持層の支援も受けリードす
る。
　野党が候補者を統一した全国 の１
人区のうち唯一の共産公認候補である
山田は内閣不支持層でも３～４割の支
持にとどまっている。県内の野党各党
と市民団体で構成する支援組織を中心
に支持層拡大を目指す。

　無所属新人で野党統一候補の打越と
３選を目指す塚田が激しく競り合う。
打越は立民支持層の８割程度、内閣不
支持層の６割に浸透した。弁護士経験
の実績を強調し、原発ゼロを訴える。
塚田は自民支持層の７～８割の支持を
得た。業界団体をこまめに回り組織票
固めに奔走する。

固め、業界団体など高い組織力を生か
してさらに浸透を図る。 歳代以上の
層にも支持が広がっており、優位な戦
いを進めている。
　野党統一候補の加藤は政権批判票の
受け皿をめざし、追い上げを急いでい
る。立民支持層の８割程度を固めた。
共産などほかの野党支持層や、無党派
層の獲得を進める。自身と同年代の
歳代や、若年層への支持拡大を急い

でいる。

森、実績訴え支持固め
　３選をめざす森が支持基盤を広げて
優位な戦い。自民支持層の８割を固め、
閣僚経験などの実績を訴え ～ 歳代
からも高い支持を得ている。首相の安
倍晋三が福島市内で第一声をあげるな
ど序盤から着々と浸透を図った。野党
統一候補の水野は追い上げる。立民支
持層の７割程度を固め、ほかの野党支
持層の浸透を図る。「原発ゼロ」を訴
え、無党派層の獲得を急ぐ。

　高橋と勝部がリードしている。岩本、
畠山が追い上げる。高橋は自民支持層
の６割を固め、４期務めた道知事の実
績と知名度で無党派層にも支持を広げ
ている。勝部は連合などの組織力を生
かした選挙戦を展開し、立民支持層の
７割を固めた。政権批判票の獲得も進
んでいる。
　道議の経験のある岩本は自民幹部が
応援に入って支持の拡大を図ってお
り、自民で２枠目の確保をめざす。衆
院議員経験のある畠山は消費税増税の
中止などを訴え、無党派層への広がり
を図る。原谷は浸透を急ぐ。

自民・山田、幅広い支持
　再選を目指す山田が厚い保守地盤を
背景に安定した戦いをみせる。すでに
自民支持層、内閣支持層ともに８割を
固めた。安倍政権の経済政策「アベノ
ミクス」の成果や安定政権の必要性を
訴え、各種業界団体からも支持を得る。
野党統一候補の田辺は追い上げを急
ぐ。立民支持層の８割程度を固め、無
党派層への浸透を目指す。
　

石井・長浜、３選へ順調
　自民は候補者を２人擁立し、 、 年

芳賀と大沼が拮抗
　野党統一候補の芳賀が再選をめざす
大沼と競り合う。芳賀は地元放送局元
アナウンサーの知名度を生かし、政権
批判票の受け皿を狙う。立民支持層の
８～９割を固め、共産支持層にも浸透
する。大沼は自民支持層の７割を固め、
県内市町村長の支持を広く取り付けて
組織戦を展開する。高齢者層が芳賀と
拮抗しており、無党派層の支持獲得が
鍵を握る。

　
　古川、熊谷がリードし、矢倉と伊藤
も安定した戦い。３選を目指す古川は
自民支持層の６割を固めた。 ～ 歳

自民・大野、着々と浸透
　大野が自民支持層の８割を固め、組
織力を生かして手堅い戦いをみせる。
公明支持層もまとめたほか、 歳以上
の年齢層や幅広い職種で支持を集め
る。野党統一候補の梅村は立民支持層
を固め、国民民主や共産など他の野党
支持層でも支持を広げる。内閣不支持
層を固め切れておらず、無党派層や若
年層での支持拡大に力点を置く。女性
の支持積み上げも急ぐ。

大野　泰正　 　 国交政務官　自 現

梅村　慎一　 　司法書士　　　立　新
坂本　雅彦　 　会社役員　　　諸　新

　再選を目指す島村と３選を狙う牧山
が安定した戦い。島村は自民支持層の
６割、内閣支持層の半分を固めた。県
内をくまなくまわり、街頭で支持を訴
える一方、各地で集会も開き組織票を
手堅くおさえる。
　牧山は立民支持層の７割弱に浸透し
た。消費税増税の凍結を主張し、政権
に批判的な層に訴える。内閣不支持層
の２～３割の支持を取り付けた。
　佐々木は公明支持層の８割程度をま
とめた。自民の推薦を得て保守層の支
援にも期待する。松沢は知事時代の知
名度に加え、ＳＮＳを使って無党派層
の支持拡大を目指す。
　浅賀は政権批判を展開し追い上げを
急ぐ。共産支持層の８割程度、内閣不
支持層の１割強を固めた。

　
　野党統一候補の寺田と中泉が競り合
っている。寺田は立民支持層の９割程

４議席目、公明が先行
　改選定数が 年の３から４に増え
た。酒井が自民支持層の６割を固め、
年代別では ～ 歳代の支持も集め
て先行する。女性票の上積みを目指
す。
　知名度がある大塚が国民民主支持層
をまとめて追いあげをみせる。田島は
立民支持層を大塚と分け合いながら競
り合う。ともに政権批判票のさらなる
積み上げを狙う。
　安江は公明支持層を固め、野党に流
れる自民支持層の獲得も急ぐ。岬は
維新支持層をまとめ、無党派層への支
持拡大につなげる。須山は共産支持層
に加えて社民支持層への広がりを狙
い、政権批判票の獲得にも力を入れ
る。

石井　準一　 　 予算委員長　自 現

長浜　博行　 　 環境相　　　立　現
豊田　俊郎　 　 内閣政務官　自 現

門田　正則　 　 船橋市議　　諸　新
浅野　史子　 　党県副委員長　共　新
平塚　正幸　 　社会活動家　　諸　新

代からも３～４割の支持を得るなど国
政での実績を生かして先行する。熊谷
は立民支持層の６割を固めた。立民代
表の枝野幸男のお膝元で、さいたま市
議としての実績を訴えて手堅く浸透し
ている。
　矢倉は強固な支持組織を強みに基盤
を固める。古川と含めて与党で２議席
確保をめざす。伊藤は憲法改正反対や
消費増税の凍結を訴え、共産支持層の
８割程度を固めた。政権批判票の取り
込みで上積みを図るが、熊谷と競合し
ている。
　宍戸は連合など支援団体の会合を回
って浸透をめざす。沢田は維新支持層
を固めるほか、無党派層などに訴えて
支持を呼びかける。

と同様、２議席を目指す。いずれも３
選を目指す自民の石井と立民の長浜が
優位に戦いを進める。石井は自民支持
層の４割、公明支持層の３割程度を固
めた。長浜は立民支持層の８割程度、
内閣不支持層の３割強に浸透。かつて
所属した国民民主の支持を得て、旧民
主党支持層の票を固める。
　豊田と浅野が議席確保を争う。豊田
は内閣府政務官や八千代市長などの行
政経験を訴え、自民支持層の２割強を
固めた。浅野は内閣不支持層の２割の
支持を得て、無党派層の掘り起こしに
力を入れる。

愛知と石垣、なお接戦
　 年選挙に比べ１議席減り、愛知と

野党・芳野が吉川追う
　自民現職と野党統一候補の新人が競
り合う構図。吉川は自民支持層の７割
超を固め、 ～ 歳代でも支持を集め
る。自民幹部らが相次ぎ現地入りし、
無党派層からの支持上積みを狙う。芳
野は立民、国民民主支持層の約６割を
まとめ、無党派層にも支持を広げて追
い上げる。社会保障や福祉政策を訴え、
子育て世帯や高齢者層からの支持獲得
を急ぐ。

自民・森屋が手堅く
　森屋が手堅い選挙戦を進める。自民
支持層、内閣支持層ともに７割を固め
た。１月の知事選で自民が推す候補が
当選し、統一地方選では自民県議が増
えた。地元基盤が強化されたことを追
い風に着々と票を固める。野党統一候
補の市来は内閣不支持層の支持が５割
程度。無党派層への浸透に力を入れ、
追い上げを目指す。
　

森　　雅子　 　 少子化相　　自 現

水野さち子　 　 県議　　　　無　新

田山　雅仁　 　会社役員　　　諸　新

吉川　有美　 　経産委理事　　自　現

門田　節代　 　政治団体代表　諸　新
芳野　正英　 　 県議　　　　無　新

田中　　健　 　 江戸川区議　諸　新
海野　　徹　 　 那珂市長　　維　新
小沼　　巧　 　 経産省職員　立　新
大内久美子　 　 県議　　　　共　新
上月　良祐　 　 農水政務官　自　現

平野と横沢が横一線
　平野と横沢が横一線で競っている。
４選を目指して初めて自民公認で戦う
平野は旧民主党政権時代の元復興相な
どの実績を訴える。自民支持層の７割
を固めており、過去に自民候補と戦っ
てきたわだかまりの払拭をめざす。野
党統一候補の横沢には、街頭演説で県
知事の達増拓也も応援に駆けつけ浸透
をはかる。立民支持層の６割程度を固
めた。商工業者や農林水産業の支持も
平野と横沢で拮抗している。

　牧野が自民支持層の６割強を固め、
幅広い世代や職種から支持を集めて安
定した戦い。４選を狙う榛葉は国民民
主支持層をまとめ、立民支持層にも食
い込み優勢だ。与党支持層の一部や無
党派層への浸透もみせる。徳川は立民
支持層を固め切れておらず、無党派層
や若年層からの支持獲得を急ぐ。鈴木
は共産支持層以外の広がりに欠き、政
権批判票の掘り起こしを目指す。

山田　和雄　 　 三国町議　　共　新
嶋谷　昌美　 　 議員秘書　　諸　新
滝波　宏文　 　経産政務官　　自 現

中泉　松司　 　党政調副会長　自 現

寺田　　静　 　 議員秘書　　無　新
石岡　隆治　 　 自衛官　　　諸　新

羽田、逃げ切り狙う
　野党統一候補で国民民主の羽田が先
行する。内閣不支持層の６割以上を固
めたほか、内閣支持層の２割の支持も
得た。全国 の１人区で唯一の野党の
現職候補で、地盤や知名度を生かす。
　自民の小松は追い上げを急ぐ。引退
する吉田博美参院幹事長の後継候補で
自民支持層の７割、内閣支持層の６割
を固めたものの、無党派層への浸透が
進んでいない。
　

山田　修路　 　 総務政務官　自 現

田辺　　徹　 　 オペラ歌手　国　新

羽田雄一郎　 　 国土交通相　国　現
斎藤　好明　 　 高校教諭　　諸　新
小松　　裕　 　 党総務　　　自　新

古谷　　孝　 　社労士　　　　諸　新

横沢　高徳　 　 パラ選手　　無　新

平野　達男　 　 復興相　　　自 現

梶谷　秀一　 　会社役員　　　諸　新

　　 　　

　　

　　

　

　　

大沼　瑞穂　 　 厚労政務官　自 現

芳賀　道也　 　 民放アナ　　無　新

小野沢健至　 　 会社役員　　諸　新

自民・滝沢が優勢
　再選を目指す滝沢が優勢だ。農林水
産業や商工業者などの組織票を手堅く
まとめ、自民支持層の８割超を固めた。
地元・八戸を固めるとともに小田切の
地元、津軽地域にも入って支持拡大を
狙う。小田切は立民支持層の８割程度
を固め、他の野党支持層への浸透や無
党派層の獲得に動く。３年前の選挙で
は野党統一候補が自民候補を破ってお
り、県内各地で演説会を実施し、政権
批判票の上積みをめざす。

　改選定数は 年の５から６に増え
た。自民、立民がそれぞれ候補者を２
人擁立し共に２議席獲得を狙う。６年
前に 万票以上を得てトップ当選し
た丸川は今回も高い知名度を生かしリ
ード。自民支持層の４割をまとめた。
　吉良も再選に向けて手堅い選挙戦
だ。共産支持層の８割、内閣不支持層
の２割に浸透した。原発ゼロや消費税
増税の中止を掲げ、政権批判票のさら
なる上積みを図る。
　公明代表の山口は同党支持層の８割
程度を固め、安定した戦い。各地の同
党候補の応援にも時間を割く。
　武見は各地で集会を重ね議席維持に
全力をあげる。自民支持層への浸透は
２割程度だ。立民の塩村と山岸はそれ
ぞれ立民支持層の２～３割、内閣不支
持層の１割程度を固めた。知名度のあ
る塩村は無党派層の１割程度に支持を
広げている。
　音喜多と水野は議席確保を目指し、
追い込みをかける。元都議の音喜多は
ＳＮＳを使い、支持拡大を目指す。水
野も無党派層に照準を定める。

　　

　

　　

自・立、２枠うかがう
　

島村と牧山、安定した戦い
　　

　　

高橋と勝部が抜け出す
　

　　

小山日奈子　 　 議員秘書　　諸　新
滝沢　　求　 　 外務政務官　自 現

小田切　達　 　弁護士　　　　立　新

三宅　紀昭　 　 会社員　　　諸　新
愛知　治郎　 　 財務副大臣　自　現

石垣のり子　 　アナウンサー　立　新

　

寺田と中泉、無党派奪い合い

　　

　　

　　 　　

自立公共、支持層まとめる

街頭演説を聞く有権者
（ 日、東京都新宿区）

丸川　珠代　 　 五輪相　　　自 現
塩村　文夏　 　 都議　　　　立　新
武見　敬三　 　 厚労副大臣　自 現
山口那津男　 　党代表　　　　公　現
溝口　晃一　 　カメラマン　　諸　新
森　　　純　 　 会社員　　　無　新
山岸　一生　 　 朝日記者　　立　新
吉良　佳子　 　 文科委理事　共　現
水野　素子　 　ＪＡＸＡ職員　国　新
関口　安弘　 　会社役員　　　無　新
佐藤　　均　 　会社役員　　　諸　新
朝倉　玲子　 　労組役員　　　社　新
音喜多　駿　 　 都議　　　　維　新
七海ひろこ　 　幸福党員　　　諸　新
横山　昌弘　 　 小金井市議　諸　新
野原　善正　 　 塾講師　　　諸　新
西野　貞吉　 　 陸上自衛官　無　新
大橋　昌信　 　 朝霞市議　　諸　新
大塚紀久雄　 　自営業　　　　諸　新
野末　陳平　 　 大蔵委員長　無　元

安江　伸夫　 　弁護士　　　　公　新

橋本　　勉　 　 衆院議員　　諸　新
大塚　耕平　 　党代表代行　　国　現
須山　初美　 　党県常任委員　共　新
古川　　均　 　会社員　　　　諸　新
平山　良平　 　 中学教諭　　社　新
石井　　均　 　 銀行員　　　無　新
岬　　麻紀　 　アナウンサー　維　新
酒井　庸行　 　 内閣政務官　自 現
田島麻衣子　 　 国連職員　　立　新
牛田　宏幸　 　 会社役員　　諸　新
末永友香梨　 　会社員　　　　諸　新

石垣が接戦を続けている。４選をめざ
す愛知は後援会組織を中心に手堅く支
持を広げ、自民支持層の８割超を固め
た。国政経験の実績などが強みで、無
党派層への浸透を進める。
　地元ラジオ局アナウンサーを務めて
きた石垣は維新を除く野党支持層への
支持獲得が進み、立民支持層は９割
程度を固めた。無党派層からも５割
程度の支持を得ており上積みをめざ
す。

町田　紀光　 　自営業　　　　諸　新
高橋　克法　 　 国交政務官　自 現

加藤　千穂　 　 議員秘書　　立　新

宍戸　千絵　 　 独法職員　　国　新
伊藤　　岳　 　党県常任委員　共　新
矢倉　克夫　 　 農水政務官　公　現

沢田　　良　 　 議員秘書　　維　新
鮫島　良司　 　会社員　　　　諸　新
熊谷　裕人　 　 市議　　　　立　新
古川　俊治　 　 財金委員長　自 現
小島　一郎　 　幸福党員　　　諸　新
佐藤恵理子　 　タレント　　　諸　新

度を固め、無党派層への浸透を図って
いる。立民、国民民主、共産、社民の
党本部から弁士を呼ばないなど党派色
を薄めて、女性を中心に支持獲得を進
める。
　中泉は企業・団体をきめ細かく回り、
組織力を生かして自民支持層の７割弱
を固めた。 歳代以上からも４割程度
の支持を集めており、女性や若者の無
党派層を寺田と取り合う。

乃木　涼介　 　俳優　　　　　国　新
佐々木さやか　 　党学生局長　　公　現

相原　倫子　 　党県役員　　　社　新
壹岐　愛子　 　幸福党員　　　諸　新
渋谷　　貢　 　行政書士　　　無　新
森下　正勝　 　会社役員　　　無　新
圷　　孝行　 　 高校教諭　　諸　新
牧山　弘恵　 　 倫選特委長　立　現
林　　大祐　 　会社役員　　　諸　新
加藤　友行　 　会社役員　　　諸　新
島村　　大　 　 厚労委員長　自　現
浅賀　由香　 　党准中央委員　共　新
松沢　成文　 　 知事　　　　維　現
榎本　太志　 　司会業　　　　諸　新

牧野　京夫　 　国交副大臣　　自 現

徳川　家広　 　評論家　　　　立　新
榛葉賀津也　 　党参院幹事長　国　現
鈴木　千佳　 　党県常任委員　共　新
畑山　浩一　 　会社員　　　　諸　新

清水　真人　 　 県議　　　　自　新

斉藤　敦子　 　 大学准教授　立　新

前田みか子　 　介護職員　　　諸　新

❶候補者名（敬称略）
❷投票日（ 日）時点の満年齢。年齢の数
え方に従い 日生まれも１歳加えた
❸肩書 は前職を含め過去に経験した役
職
❹党派名　略称は自 自民、公 公明、立

立民、国 国民民主、共 共産、維
維新、社 社民、諸 諸派、無 無所属

❺自民派閥　自民現職候補は原則として派
閥名を入れる。 細田派、 麻生派、
竹下派、 岸田派、 二階派、
石破派、 石原派

❻現職・元職・新人の別
❼四角内の政党名は推薦政党
▼候補の掲載順　選挙区は届け出順。比例
代表の政党は参院の現有議席が多い順。
政党要件を満たしていない政治団体は五
十音順に掲載。候補者は政党の名簿登載
順。

　改選議席を持 つ 政 党

日経　太郎 党幹事長 自 現
│
│

── │ ─── ││
│ │ │ │││
❶ ❷ ❸ ❹❺❼❻

■　紙面の見方

■　調査の方法
　日経リサーチが ～ 日、全国の有権者
５万 人を対象に電話で実施した。選挙
区ごとの目標回収数を１人区は 人（合
区した選挙区は各県 人で計 人）、
２人区は 人、３人区は 人、４人区
は 人、６人区は 人とし、２万 人
から有効回答を得た。回答率は ％。
　乱数番号（ＲＤＤ）方式で、全国で稼働
中の固定電話と携帯電話の番号から 万
件を無作為に抽出。回答者は固定電話

は世帯内の有権者から１人を無作為に抽出
し、携帯電話は対話者本人とした。

　政党別の獲得議席数は日本経済新聞社が
過去に実施した衆院選や参院選の情勢調査
と投票結果の関係から統計的に予測モデル
を作成。選挙区は各候補の当選確率と政党
別の獲得議席数を算出し、比例代表は投票
者数と政党得票率を推定しドント方式で議
席数を計算した。
　統計的誤差を考慮し、コンピューターに
よるシミュレーションで獲得する可能性の
ある議席数の幅を推定。この結果に全国の
本社取材網による情勢判断を加え、最終的
な予測議席数を出した。
　今回の調査は読売新聞社と協力して実施
した。基礎データのみ両社で共有し、集計、
分析、記事化は独自に行った。

森山　佳則　 　幸福党員　　　諸　新
高橋はるみ　 　 知事　　　　自　新

畠山　和也　 　 衆院議員　　共　新
岩瀬　清次　 　 会社員　　　諸　新
岩本　剛人　 　 道議　　　　自　新

勝部　賢志　 　 道議　　　　立　新
中村　　治　 　自営業　　　　諸　新
原谷　那美　 　獣医師　　　　国　新
山本　貴平　 　 会社員　　　諸　新

森屋　　宏　 　 総務政務官　自 現

市来　伴子　 　 杉並区議　　無　新

猪野　恵司　 　会社経営者　　諸　新

西尾　政英　 　 議員秘書　　国　新
堂故　　茂　 　 文科政務官　自 現

打越さく良　 　弁護士　　　　無　新

塚田　一郎　 　 国交副大臣　自 現

小島　糾史　 　団体役員　　　諸　新
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