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令 和 ４ 年 １ ２ 月 ２ 日 

千 葉 県 香 取 市  

 

香取市議会議員一般選挙の 

立候補届出に係る事前審査状況をお知らせします。 

 

 

 １２月１日午後４時現在の立候補届出事前審査状況は別紙のとおりです。 

 なお、これ以降は、新たに事前審査を受けた者があった場合のみ、お知らせしま

す。 

（計４枚） 

問い合わせ 

 香取市選挙管理委員会 

  担当 書記長 福代 

  TEL：0478‐50‐1227 

  FAX：0478‐54‐5550 



令和4年12月18日執行予定　

　 事前審査状況 16時00分現在

Ｎｏ．
届出
の別

（ふりがな）

氏　名
（ふりがな）

通　称
住　所

生年月日
（年齢）

性別 党派 職業
新現
元別

備考

いのう　としお 　  いのう

伊能　敏雄 伊能　としお

ねもと　よしろう 　 ねもと　　

根本　義郎 根本　よしろう

くぼき　せいじ

久保木　清司

つじ　たつひろ 　  つじ　

辻󠄀　達広 辻󠄀　たつひろ

たかぎ　ひろし     たかぎ

髙木　寬 高木　ひろし

こうの　せつこ          せつこ

河野　節子 こうの　節子

おくむら　まさあき   おくむら

奥村　雅昭 奥村　まさあき

くぼき　そういち

久保木　宗一

いのうえ　とおる   いのうえ

井上　徹 井上　とおる

たしろ　かずお 　　　　 かずお

田代　一男 たしろ　一男
男 公明党 政党役員 現 事前審査完了10 本人 香取市大戸川39番地

昭和36年11月13日
（61歳）

男 無所属 会社役員 現 事前審査完了9 本人 香取市本矢作1286番地
昭和57年12月18日

（40歳）

（なし） 男 無所属 不動産業 現 事前審査完了8 本人 香取市津宮4170番地6
昭和30年1月3日

（67歳）

男 無所属 一級建築士 現 事前審査完了7 本人 香取市佐原イ2854番地
昭和27年11月1日

（70歳）

女 無所属 塾経営 現 事前審査完了6 本人 香取市小見川1025番地
昭和23年2月4日

（74歳）

男 無所属 農業 現 事前審査完了5 本人 香取市野田101番地
昭和19年4月6日

（78歳）

香取市津宮477番地1 事前審査完了

4 本人 香取市府馬2952番地6
昭和36年4月20日

（61歳）
男 公明党 自営業 現 事前審査完了

昭和27年6月21日
（70歳）

男 無所属 市議会議員 現（なし）3 本人

令和4年12月1日

1 本人 香取市佐原ホ1275番地１
昭和29年1月6日

（68歳）
男 無所属 不動産賃貸 元

香取市議会議員一般選挙

※年齢は、選挙期日（12月18日）現在の満年齢

事前審査中

事前審査完了

2 本人 香取市大戸34番地17
昭和26年6月10日

（71歳）
男 日本共産党 市議会議員 現



令和4年12月18日執行予定　

　 事前審査状況 16時00分現在

Ｎｏ．
届出
の別

（ふりがな）

氏　名
（ふりがな）

通　称
住　所

生年月日
（年齢）

性別 党派 職業
新現
元別

備考

令和4年12月1日香取市議会議員一般選挙

※年齢は、選挙期日（12月18日）現在の満年齢

うちやま　かつみ 　うちやま

内山　勝己 内山　かつみ

おやまた　とみゆき

小山田　富行

かとう　ゆうた 　　　　　ゆうた

加藤　裕太 かとう　裕太

ふじき　ひろのり 　 ふじき

藤木　裕士 藤木　ひろのり

たやま　かずお

田山　一夫

まえだ　まさゆき 　 まえだ

前田　誠之 前田　まさゆき

さかべ　かつよし 　　　　　かつよし

坂部　勝義 さかべ　勝義

ねもと　たざえもん   ねもと

根本　太左衛門 根本　たざえもん

ひらの　かずのり    ひらの　

平野　和伯 平野　かずのり

きむら　ひろし     きむら

木村　博 木村　ひろし

事前審査完了

事前審査完了

事前審査完了

事前審査完了

事前審査中

事前審査中

事前審査完了

事前審査完了

11 本人 香取市富田1474番地2
昭和29年2月25日

（68歳）
男 無所属 農業 現

（なし）12 本人 香取市下小堀134番地1
昭和25年1月27日

（72歳）
男 無所属

石油製品
販売業

新

13 本人
香取市佐原イ
（地番は非公表）

昭和62年5月18日
（35歳）

男 無所属 行政書士 現

事前審査完了

14 本人 香取市小見川1070番地2
昭和50年2月1日

（47歳）
男 無所属 薬剤師 現 事前審査完了

16 本人 香取市佐原イ2422番地
昭和60年7月15日

（37歳）
男 無所属 会社員 新

15 本人 香取市佐原イ167番地16
昭和34年6月15日

（63歳）
男 無所属 自営業 現（なし）

17 本人 香取市石納439番地
昭和33年6月30日

（64歳）
男 無所属 会社役員 現

18 本人 香取市谷中1014番地
昭和16年12月29日

（80歳）
男 無所属 農業 現

19 本人 香取市西田部500番地
昭和27年7月23日

（70歳）
男 無所属 会社役員 現

20 本人 香取市小川131番地
昭和28年3月20日

（69歳）
男 無所属 農業 現



令和4年12月18日執行予定　

　 事前審査状況 16時00分現在

Ｎｏ．
届出
の別

（ふりがな）

氏　名
（ふりがな）

通　称
住　所

生年月日
（年齢）

性別 党派 職業
新現
元別

備考

令和4年12月1日香取市議会議員一般選挙

※年齢は、選挙期日（12月18日）現在の満年齢

なるけ　のぶよし           のぶよし

成毛　伸吉 なるけ　伸吉

すずき　せいじ

鈴木　聖二

きたみ　ひであき 　　　　　　ひであき

喜多見　秀秋 きたみ　秀秋

さとう　よしふみ 　 さとう

佐藤　好文 佐藤　よしふみ

事前審査完了

事前審査完了

事前審査中

21 本人 香取市小見1245番地2
昭和40年7月29日

（57歳）
男 無所属 学習塾経営 現

22 本人 香取市佐原イ484番地
昭和23年4月16日

（74歳）
男 無所属 自営業 現（なし）

事前審査中

23 本人 香取市阿玉川128番地3
昭和36年10月28日

（61歳）
男 無所属 自営業 新

24 本人 香取市高萩460番地
昭和22年11月26日

（75歳）
男 日本共産党 農業 元


