
日本維新の会（ 人）
　　室井　邦彦　 　 国交政務官　　現
　　藤巻　健史　 　党政調長代行　　現
　　山口　和之　 　 復興特理事　　現
　　鈴木　宗男　 　新党大地代表　　新
　　梅村　　聡　 　 厚労政務官　　元
　　柴田　　巧　 　 文科委理事　　元
　　空本　誠喜　 　 衆院議員　　　新
　　荒木　大樹　 　団体代表　　　　新
　　岩渕美智子　 　団体役員　　　　新
　　奥田　真理　 　会社役員　　　　新
　　串田　久子　 　 横浜市議　　　新
　　桑原久美子　 　 議員秘書　　　新
　　森口あゆみ　 　会社役員　　　　新
　　柳ケ瀬裕文　 　 都議　　　　　新

社民党（４人）
　　吉田　忠智　 　 党首　　　　　元
　　仲村　未央　 　 沖縄県議　　　新
　　大椿　裕子　 　労組役員　　　　新
　　矢野　敦子　 　党職員　　　　　新
安楽死制度を考える会（１人）

　　佐野　秀光　 　会社役員　　　　新
ＮＨＫから国民を守る党（４人）
　　立花　孝志　 　党代表　　　　　新
　　浜田　　聡　 　医師　　　　　　新
　　岡本　介伸　 　 飲食店員　　　新
　　熊丸　英治　 　自営業　　　　　新

オリーブの木（４人）
　　黒川　敦彦　 　市民団体代表　　新
　　天木　直人　 　 外交官　　　　新
　　小川　　学　 　会社員　　　　　新
　　若林　亜紀　 　著述業　　　　　新

幸福実現党（３人）
　　釈　　量子　 　党首　　　　　　新
　　松島　弘典　 　党幹事長　　　　新
　　及川　幸久　 　幸福党員　　　　新

れいわ新選組（９人）
特　船後　靖彦　 　会社役員　　　　新
特　木村　英子　 　団体代表　　　　新
　　山本　太郎　 　政治団体代表　　現
　　蓮池　　透　 　 会社員　　　　新
　　安冨　　歩　 　東大教授　　　　新
　　三井　義文　 　 銀行員　　　　新
　　辻村　千尋　 　環境団体職員　　新
　　大西　恒樹　 　会社役員　　　　新
　　渡辺　照子　 　 派遣労働者　　新
労働の解放をめざす労働者党（４人）
特　伊藤　恵子　 　 会社員　　　　新
　　林　　紘義　 　党代表　　　　　新
　　菊池　里志　 　 高校教諭　　　新
　　吉村二三男　 　 労組役員　　　新

自民、改選議席上回る勢い 公明党（ 人）
　　若松　謙維　 　 復興副大臣　　現
　　平木　大作　 　 経産政務官　　現
　　新妻　秀規　 　 文科政務官　　現
　　山本　香苗　 　 厚労副大臣　　現
　　山本　博司　 　災害特委員長　　現
　　河野　義博　 　 災害特委長　　現
　　塩田　博昭　 　党職員　　　　　新
　　高橋　次郎　 　党機関紙部長　　新
　　塩崎　　剛　 　党機関紙部長　　新
　　村中　克也　 　党職員　　　　　新
　　角田健一郎　 　党職員　　　　　新
　　西田　義光　 　党機関紙記者　　新
　　国分　隆作　 　党職員　　　　　新
　　竹島　正人　 　党機関紙記者　　新
　　坂本　道応　 　党職員　　　　　新
　　藤井　伸城　 　党職員　　　　　新
　　奈良　直記　 　党機関紙記者　　新

国民民主党（ 人）
　　石上　俊雄　 　 総務委理事　　現
　　礒崎　哲史　 　 議運委理事　　現
　　大島九州男　 　 内閣委員長　　現
　　小山田経子　 　タレント　　　　新
　　酒井　亮介　 　 横浜市議　　　新
　　鈴木　　覚　 　党職員　　　　　新
　　田中　久弥　 　ＪＡＭ副会長　　新
　　田村　麻美　 　労組職員　　　　新
　　中沢　　健　 　 朝日記者　　　新
　　浜野　喜史　 　経産委員長　　　現
　　姫井由美子　 　 経産委理事　　元
　　藤川　武人　 　党職員　　　　　新
　　円　より子　 　 財金委員長　　元
　　山下　容子　 　 都議　　　　　新

自民党（ 人）
特　三木　　亨　 　 財務政務官　 現
特　三浦　　靖　 　 衆院議員　　　新
　　赤池　誠章　 　 文科政務官　 現
　　有村　治子　 　 女性活躍相　 現
　　石田　昌宏　 　厚労委員長　　 現
　　糸川　正晃　 　 厚労政務官　　新
　　井上　義行　 　 首相秘書官　　元
　　衛藤　晟一　 　首相補佐官　　 現
　　小川　真史　 　日衛協理事　　　新
　　尾立　源幸　 　 財務政務官　　元
　　角田　充由　 　 宇都宮市議　　新
　　北村　経夫　 　 経産政務官　 現
　　木村　義雄　 　 厚労副大臣　 現

　　熊田　篤嗣　 　 衆院議員　　　新
　　佐藤　信秋　 　 行監委員長　 現
　　佐藤　正久　 　外務副大臣　　 現
　　山東　昭子　 　 参院副議長　 現
　　田中　昌史　 　理学療法士　　　新
　　柘植　芳文　 　 内閣委員長　　現
　　中田　　宏　 　 横浜市長　　　新
　　橋本　聖子　 　党参院会長　　 現
　　羽生田　俊　 　 厚労委員長　 現
　　比嘉奈津美　 　 環境政務官　　新
　　本田　顕子　 　薬剤師　　　　　新
　　丸山　和也　 　 行監委員長　　現
　　水口　尚人　 　酒政連理事　　　新
　　宮崎　雅夫　 　 農水省職員　　新

　　宮本　周司　 　 経産委理事　 現
　　森本　勝也　 　 ＪＣ副会頭　　新
　　山田　太郎　 　 予算委員　　　元
　　山田　俊男　 　 農水委員長　　現
　　山本　左近　 　 レーサー　　　新
　　和田　政宗　 　内閣委理事　　　現

立憲民主党（ 人）
　　石川　大我　 　 豊島区議　　　新
　　市井紗耶香　 　タレント　　　　新
　　今泉　真緒　 　会社役員　　　　新
　　奥村　政佳　 　音楽家　　　　　新
　　小沢　雅仁　 　ＪＰ労組役員　　新
　　おしどりマコ　 　漫才師　　　　　新
　　小俣　一平　 　 ＮＨＫ記者　　新
　　川田　龍平　 　 復興特理事　　現
　　岸　真紀子　 　自治労役員　　　新
　　斉藤　里恵　 　 北区議　　　　新

　　佐藤　　香　 　女性団体代表　　新
　　塩見　俊次　 　医師　　　　　　新
　　白沢　みき　 　 キャスター　　新
　　須藤　元気　 　 格闘家　　　　新
　　中村　起子　 　会社役員　　　　新
　　深貝　　亨　 　行政書士　　　　新
　　藤田　幸久　 　 財務副大臣　　現
　　真野　　哲　 　会社役員　　　　新
　　水岡　俊一　 　 首相補佐官　　元
　　森屋　　隆　 　私鉄総連局長　　新
　　吉川　沙織　 　 経産委員長　　現
　　若林　智子　 　 神奈川県議　　新

共産党（ 人）
　　小池　　晃　 　党書記局長　　　現
　　山下　芳生　 　党副委員長　　　現
　　紙　　智子　 　農水委理事　　　現
　　井上　哲士　 　党参院幹事長　　現
　　仁比　聡平　 　 議運委理事　　現
　　梅村早江子　 　 衆院議員　　　新
　　椎葉　寿幸　 　党中央委員　　　新

　　青山　了介　 　党富山県役員　　新
　　有坂ちひろ　 　党地区役員　　　新
　　伊藤　達也　 　党群馬県役員　　新
　　伊藤理智子　 　 札幌市議　　　新
　　大野　聖美　 　党兵庫県役員　　新
　　鎌野　祥二　 　党奈良県役員　　新
　　小久保剛志　 　党埼玉県役員　　新
　　佐藤ちひろ　 　党職員　　　　　新
　　島袋　恵祐　 　 陸上自衛官　　新
　　下奥　奈歩　 　 愛知県議　　　新
　　住寄　聡美　 　 小学教諭　　　新
　　田辺　健一　 　党香川県役員　　新
　　沼上　徳光　 　 茅ケ崎市議　　新
　　原　　純子　 　党東京都役員　　新
　　藤本　友里　 　党秋田県役員　　新
　　船山　由美　 　 仙台市議　　　新
　　松崎　真琴　 　 鹿児島県議　　新
　　山本千代子　 　党徳島県役員　　新
　　山本　訓子　 　 デザイナー　　新

　自民党は前回の 年参院選や改選
議席の を上回る 議席以上の確保が
有力な情勢だ。 ～ 歳代で４割の支
持を得て無党派層にも浸透する。職業
別でも会社員の４割や主婦らの３割と
幅広く支持を集めた。 議席を超えれ
ば小泉内閣発足直後の 年以来 年ぶ
りだ。公明党も支持層の９割近くを固
め、改選議席の確保が有力となった。
　立憲民主党は 歳以上で支持を広

げ、内閣不支持層の３割弱も固めて議
席増を見込める勢いだ。共産党と日本
維新の会はそれぞれの支持層の約８割
を固め、ともに改選議席を確保できる
見通しだ。
　国民民主党は内閣不支持層からの支
持が１割に満たず、政権批判の受け皿
になり得ていない状況で議席を減らす
とみられる。支持層を固めた社民は改
選議席の維持が有力だ。

尾辻、実績を強調
　６選を目指し、公明からの推薦も受
けた尾辻が閣僚経験など高い知名度を
生かして手堅い選挙。自民支持層の６
割の支持を固めたほか、年齢別では
歳以上で５割の支持を集めて他候補
を引き離す。野党統一候補で新人の合
原は国民民主や社民との候補者調整が
難航した影響で一本化が遅れた。推薦
する連合鹿児島などが中心となり、女
性や若年層への浸透を強める。前田は
首長経験の実績を訴える。

５選めざす林が独走
　５選を目指す現職の林が独走。文科

相や農相などの閣僚を歴任した実績を
訴え、幅広い年齢層から支持を集める。
自民支持層の８割を固めた。会社員、
主婦も５割程度が支持する。県内各地
を回り、票の上積みに余念がない。野
党統一候補で国民民主新人の大内は支
持拡大を進める。立民、国民民主の各
支持層をまとめているものの、無党派
層からの支持が２割に満たない。諸派
の河井と無所属の竹本は独自性を訴え
る戦いだ。

服部　　修　 　音楽塾代表　　諸　新
嘉田由紀子　 　 知事　　　　無　新

二之湯武史　 　予算委理事　　自 現

自民・古賀に安定感
　再選を目指す古賀が現職の知名度と
実績を生かして先行し、安定した戦い。
自民支持層の７割を固め、公明支持層
にも浸透する。年齢別でも幅広い支持
を集める。野党統一候補の白川は、安
倍政権への批判票を掘り起こし、追い
上げをはかる。国民民主、立民、共産
の各支持層の票を集める。連合長崎を
通じて労働組合の票固めをめざす。

三上　　隆　 　 府議　　　　諸　新
西田　昌司　 　党参国対代行　自 現

倉林　明子　 　行監委理事　　共　現
増原　裕子　 　会社役員　　　立　新
山田　彰久　 　会社員　　　　諸　新

馬場、組織票でリード
　再選を目指す馬場が支援を受ける業
界団体などの組織票を固めてリードす
る。自民支持層の７割を固めたほか、
年代別でも幅広い支持を得て先行す
る。３年前の熊本地震で被害が大きか
った益城町に事務所を構え、防災や減
災、経済の立て直しを強調。被災者ら
への浸透を進める。無所属新人で野党
統一候補の阿部は、女性の支持が２割
にとどまる。女性の視点で政策課題を
訴える。

古賀友一郎　 　総務政務官　　自 現

白川　鮎美　 　会社役員　　　国　新
神谷幸太郎　 　 会社員　　　諸　新

長峯　　誠　 　 財務政務官　自 現

河野　一郎　 　幸福党員　　　諸　新
園生　裕造　 　税理士　　　　立　新

堀井、組織固め着々
　堀井は県中南部を中心に、農林や医
療など組織固めを進めて安定した戦
い。自民、公明支持層のそれぞれ約７
割を得て維新支持層にも浸透する。野
党統一候補の西田は連合奈良の女性会
長としての活動実績を訴えて追う。立
民や国民民主のほか、当初は独自候補
の擁立を探った共産支持層も固め、無
党派層での支持拡大を急ぐ。

馬場　成志　 　 厚労政務官　自 現

阿部　広美　 　弁護士　　　　無　新

最勝寺辰也　 　自営業　　　　諸　新

田中　孝子　 　幸福党員　　　諸　新
堀井　　巌　 　 外務政務官　自 現

西田　一美　 　連合奈良会長　無　新

礒崎・安達が競り合う
　３選を目指す礒崎と野党統一候補の
新人安達が競る。礒崎は農水副大臣や
首相補佐官の実績を訴え、自民支持層
の８割を固める。立民、国民民主、社
民３党が推薦、共産が支援する安達は、
各党や連合大分の集会をこなし支持拡
大を訴える。年金問題を政策課題とし
て掲げ、高齢者層への浸透をめざす。
年代別では 歳代以上で礒崎の支持が
上回っている。

藤井　幹雄　 　弁護士　　　　無　新

世耕　弘成　 　経済産業相　　自 現

高野、徳島でも票固め
　再選を目指す現職の高野が安定した
戦いだ。自民支持層の７割を固めたほ
か、公明支持層にも働きかけを強める。
もともとの選挙区の高知に加え、合区
となった徳島でも票固めを進める。徳
島選出議員らとともに農水政務官とし
ての実績を訴える。野党統一候補で無
所属新人の松本は支持の拡大に懸命
だ。立民支持層の４割程度、共産支持
層の６割程度をまとめた。政権批判票
を集める作戦だ。

西田が手堅い戦い
　自民現職が先行し、残り１議席を野
党の女性候補が争う構図。３選を目指
す西田は自民支持層の７割を固め、公
明支持層もまとめて手堅い戦い。維新
支持層にも食い込む。 年は旧民主候
補を抑えて初当選した倉林が共産支持
層を固めて追い上げ、社民支持層への
浸透も狙う。増原は立民支持層の約半
数にとどまり、政権批判票や無党派層
の支持上積みを急ぐ。

山下　雄平　 　 内閣政務官　自 現

犬塚　直史　 　 外防委理事　国　元

礒崎　陽輔　 　 首相補佐官　自 現

安達　　澄　 　会社役員　　　無　新

牧原慶一郎　 　 会社員　　　諸　新

尾田美和子　 　会社役員　　　無　新

三宅　伸吾　 　 外防委員長　自　現

田中　邦明　 　 県議秘書　　諸　新

自民・石井、優位譲らず
　県知事を務めた現職の石井が、知名
度と実績を前面に訴え安定した戦い。
自民支持層の８割を固め、推薦を受け
る公明支持層への浸透も図る。年代別
でも高齢層を中心に支持を集める。野
党統一候補の原田は若さを武器に切り
込みをはかる。立民支持層の８割程度
を固めたが、無党派層からの支持は３
割に満たない。

前田　終止　 　 霧島市長　　無　新
合原　千尋　 　行政書士　　　無　新

尾辻　秀久　 　 厚生労働相　自 現

石川新一郎　 　 富士見市議　諸　新
高野光二郎　 　農水政務官　　自 現

松本　顕治　 　共産高知役員　無　新
野村　秀邦　 　作家　　　　　無　新

長峯に幅広い支持
　再選を目指す長峯がインフラ整備な
ど６年間の実績を強調し、安定した戦
いだ。ＪＡグループの「県農民連盟」
をはじめ県内の有力政治団体から推薦
を取り付け、農業票の８割程度の支持
を集める。自民支持層の９割を固め、
幅広い世代に浸透する。立民公認の園
生は立候補表明が６月と出遅れた。安
倍政権との対決姿勢を鮮明にし、政権
批判票を集める。河野は消費税減税を
訴える。

自民・三宅が優位
　再選を目指す三宅が幅広い年代で支
持を得て優位の情勢だ。自民支持層の
７割超を固めた。１期目で地方創生な
どに取り組んだ実績を訴え、無党派層
にも浸透を図っている。尾田は野党共
闘をテコに追い上げをめざす。県内を
地盤にもつ玉木雄一郎が代表を務める
国民民主の支持層の７割程度を得て他
の野党支持層の獲得も急ぐ。国政に女
性の声を届けると訴え、無党派層の掘
り起こしを図る。

加田安定、３人が追う
　改選定数が 年の２から３に増え

嘉田と二之湯が競る
　野党統一候補の嘉田が滋賀県知事を
２期８年務めた知名度を生かし、政権
への対立姿勢も鮮明にして野党支持票
の７～８割を固めた。年代別では 歳
代以上で支持が目立ち、無党派層の５
割強など幅広い支持がある。再選を目
指す二之湯が自民支持層の約７割を固
めて競り合う。公明からの推薦も得て
組織力を生かす。 ～ 歳代を中心に
支持を広げており、無党派層へのさら
なる浸透を急ぐ。

安里　繁信　 　 ＪＣ会頭　　自　新

高良　鉄美　 　琉大名誉教授　無　新
磯山　秀夫　 　 会社員　　　諸　新
玉利　朝輝　 　飲食店経営　　無　新

春田久美子　 　弁護士　　　　国　新
川口　尚宏　 　 派遣社員　　諸　新
河野　祥子　 　 直方市議　　共　新
浜武　振一　 　 筑紫野市議　諸　新
下野　六太　 　 中学教諭　　公　新

本藤　昭子　 　安楽死会役員　諸　新
野田　国義　 　 国交委員長　立　現

江夏　正敏　 　幸福党員　　　諸　新
松山　政司　 　 一億活躍相　自 現

た。加田は県議だった実績を訴えて自
民支持層の６割を固め、国民民主支持
層にも食い込む。これを安田と清水、
高橋がほぼ横一線で追い上げる。安田
は立民支持層の７割程度を、清水は維
新支持層の約６割をそれぞれ固め、さ
らに無党派層への浸透を図る。公明が
重点候補とする高橋は公明支持層をほ
とんど固めたが、支持母体の組織引き
締めで上積みを急ぐ。金田は政権批判
の訴えを強めて支持拡大につなげる。

　前自民参院議員会長で６選を目指す
溝手がリード。自民支持層の５割をま
とめ、組織固めを徹底する。残る１議
席を自民から 年ぶりの２人目擁立と
なった新人の河井と、無所属で現職の
森本が競る。河井は 歳代を中心に比
較的若い世代に浸透し、女性にも理解
を求める。森本は国民民主公認から切
り替え、推薦を得た立民や社民の支持
層を固める。立民支持層の６割程度を
まとめ、無党派層への働きかけを強め
る。共産新人の高見は改憲反対などを
訴える。

世耕、５選へ盤石
　強固な地盤を持つ世耕が自民支持層
の９割を固め、５選に向けて安定した
戦い。公務や他候補の応援で地元入り
の回数は少ないが、現職閣僚の知名度
を生かして無党派層でも幅広く支持を
集める。野党統一候補の藤井は立民、
国民民主、共産など野党票を固め、政
権批判票の獲得を急ぐ。和歌山弁護士
会の元会長として憲法改正などへの反
対姿勢を強める。

舞立　昇治　 　内閣府政務官　自 現

中林　佳子　 　 衆院議員　　無　新

黒瀬　信明　 　会社員　　　　諸　新

舞立、両県で支持安定
　再選を目指す現職の舞立が両県で支
持を集め、安定した戦いだ。自民支持
層の７割を固めたほか、年齢別でも幅
広い年代からの支持を得る。もともと
の地盤である鳥取に加え、４月の知事
選で保守分裂となった島根でもさらに
票固めを進める。野党統一候補で無所
属新人の中林は立民支持層の６割程度
を固め、無党派層への浸透を図る。

松山・野田が優勢
　松山は閣僚経験などの高い知名度と
組織票を支えにリード。４月の県知事
選をめぐる自民県連内の分裂の影響が
くすぶるが自民支持層の６割以上を固
めた。内閣支持層の６割弱の支持も取
り付けた。
　無所属から立民に入党した野田は立
民支持層の６～７割、内閣不支持層の
３割弱を固めて優位な戦い。下野は公
明支持層を基盤に手堅い選挙戦を続け
る。河野、春田は支持層の拡大に力を
入れる。

石井　正弘　 　内閣委員長　　自 現

原田　謙介　 　 ＮＰＯ代表　立　新

越智　寛之　 　会社役員　　　諸　新

原　　博義　 　整体院院長　　諸　新
高橋　光男　 　 外交官　　　公　新

安田　真理　 　アナウンサー　立　新

加田　裕之　 　 県議　　　　自　新
清水　貴之　 　行監委理事　　維　現
金田　峰生　 　 県議　　　　共　新

林　　芳正　 　 文部科学相　自 現

竹本　秀之　 　無職　　　　　無　新
河井美和子　 　幸福党員　　　諸　新
大内　一也　 　 鎌ケ谷市議　国　新

山下、支持基盤固める
　再選を目指す山下がリード。前回

年参院選では自民候補にＪＡグル
ープの推薦がなかったが、推薦が復活
し農林水産業票の６割程度を固めた。
内閣支持層、自民支持層のそれぞれ８
割を得て、公明支持層にも浸透する。
　野党統一候補の犬塚は知名度向上を
急ぐ。立民支持層の約８割を固めたが、
無党派層の支持拡大が遅れている。

浜田　　健　 　 会社員　　　諸　新
太田　房江　 　 知事　　　　自 現
東　　　徹　 　党総務会長　　維　現
足立美生代　 　 団体役員　　諸　新
亀石　倫子　 　弁護士　　　　立　新
にしゃんた　 　大学教授　　　国　新
杉　　久武　 　 財務政務官　公　現
梅村みずほ　 　アナウンサー　維　新
尾崎　全紀　 　出版編集者　　諸　新
数森　圭吾　 　幸福党員　　　諸　新
辰巳孝太郎　 　予算委理事　　共　現
佐々木一郎　 　 会社員　　　諸　新

永江、無党派に浸透
　野党統一候補の永江が安定した支持

河井　案里　 　 県議　　　　自　新

泉　　安政　 　 ＮＨＫ職員　諸　新
玉田　憲勲　 　医師　　　　　無　新
高見　篤己　 　党県常任委員　共　新
加陽　輝実　 　 団体職員　　諸　新
森本　真治　 　 消費特理事　無　現

溝手　顕正　 　 防災相　　　自 現

を得て先行している。元民放アナウン
サーの知名度を生かして立民支持層の
８割程度を固め、無党派層も４割程度
に浸透している。年代別でも 歳代以
上の各年代でリードする。ローカルタ
レントのらくさぶろうは自民支持層の
６割近くを固め、無党派層への浸透な
どを急ぐ。与党の幹部が相次ぎ応援に
駆けつけ、組織力をテコに支持拡大を
図る。

らくさぶろう　 　タレント　　　自　新

永江　孝子　 　 衆院議員　　無　新
椋本　　薫　 　自営業　　　　諸　新

　　 　

　　

太田・東が混戦脱す

　　

高良、支持厚く
　無所属新人の野党統一候補、高良が
リード。米軍普天間基地（宜野湾市）
の名護市辺野古移設や、憲法改正への
反対を訴え、幅広い世代から支持を集
める。特に 歳代以上の支持が厚い。
地元組織「オール沖縄」の支援を受け
て立民と共産の両支持層の８割以上を
固めた。主婦層からも支持を集める。
自民新人の安里は追い上げに向けて態
勢を整える。自民支持層の７割を固め
た。無党派層対策にも重点を置き、経
済振興を主張の柱に据える。磯山と玉
利は独自の戦い。

　改選定数４に自民、公明、立民、国
民民主、共産が１人ずつ、維新が２人
を立てた。元大阪府知事の太田は自民
支持層の５割強を固め、高い知名度と
組織力で先行する。東も現職の実績を
訴えて安定した戦い。残る２議席が混
戦模様。現職の杉は公明支持層をほぼ
固めた。６月に出馬を表明した梅村は
若者を中心に維新支持層への浸透を急
ぐ。亀石は弁護士の知名度を生かし、
社民支持層にも食い込む。学校法人「森
友学園」への国有地売却問題を追及し
た辰巳は自民や維新への批判票を取り
込み、追い上げを図る。にしゃんたは
無党派層への支持拡大を目指す。

　　 　　

　　鳥取

　　

　

河井・森本、２番手争い

　　

　　

徳島
高知

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　

　　

選挙戦最後の日曜、街頭演説に
耳を傾ける聴衆（ 日、神戸市）
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