
令和4年12月20日

議会 市区町村 通称 ふりがな 備考

守口市 西田　薫 にしだ　かおる

交野市 みよし　かおる みよし　かおる

寝屋川市 上田　けんじ うえだ　けんじ

大阪市生野区 原口　ゆうすけ はらぐち　ゆうすけ

大阪市北区 高山　みか たかやま　みか

梅村　まさあき うめむら　まさあき

坂もと　正幸 さかもと　まさゆき

嶋田　英史 しまだ　えいじ

土江　俊幸 つちえ　としゆき

門真市 大倉 もとふみ おおくら　もとふみ

府議会

市議会
守口市

【現職】大阪維新の会令和5年統一地方選挙第三次公認



2021/8/17 ###### 令和4年12月20日

【公認】 告示日【令和5年3月26日】投票日【令和5年4月9日】

本名 通称 ふりがな

大阪府 大阪市長選挙 横山　英幸 横山　ひでゆき よこやま　ひでゆき S56.5.13 41 新 男 元大阪府職員/大阪府議会議員/大阪維新の会 幹事長

【公認】 告示日【令和5年3月31日】投票日【令和5年4月9日】

本名 通称 ふりがな

福島区・此花区 橋本　有人 橋本　ゆうと はしもと　ゆうと S58.4.6 39 新 男 京都大学卒/京都大学大学院修了

旭区 楠　好美 楠　よしみ くすのき　よしみ S54.5.30 43 新 女
関西外国語大学短期大学部米英語科卒/株式会社ECC児童英語講師

一般社団法人ひと・福祉・社会をつなぐ総合研究所理事

西区 秋山　博之 秋山　ひろゆき あきやま　ひろゆき S51.1.18 46 新 男 国際東洋医療学院卒/柔道整復師/(株)PIONEER NEXT代表取締役

南区 西田　雄一 西田　ゆういち にしだ　ゆういち S56.7.4 41 新 男 堺市立東百舌鳥中学校卒/大阪府立堺工業高等学校卒/福山通運株式会社

北区 坂本　千代子 坂本　ちよこ さかもと　ちよこ S57.2.1 40 新 女 同志社大学卒/株式会社リクルート/IT系広告代理店

【公認】 告示日【令和5年4月16日】投票日【令和5年4月23日】

本名 通称 ふりがな

藤原　豊和 藤原　豊和 ふじわら　とよかづ S53.11.13 44 新 男
大阪府立大学大学院卒/株式会社リクルートキャリア

岸和田ビジネスサポートセンター センター長

森脇　聡史 森脇　サトシ もりわき　さとし H2.8.9 32 新 男 辻学園調理製菓専門学校卒/マックスバリュ西日本/大阪府議会議員秘書

豊中市議会議員選挙 市橋　拓 市橋　ひろし いちはし　ひろし S63.4.20 34 新 男 関西学院大学卒/元学生大阪維新の会代表/福祉関連企業経営

沖本　純子 沖本　じゅん子 おきもと　じゅんこ S46.11.5 51 新 女 純心女子短期大学卒/衆議院議員元公設秘書/元外資航空会社勤務

胡摩窪　亮太 ごまくぼ　亮太 ごまくぼ　りょうた H5.11.29 29 新 男 大商学園高等学校卒/会社役員/令和4年大阪維新政治塾卒

古川　裕倫 古川　ひろのり ふるかわ　ひろのり S29.3.25 68 新 男 早稲田大学卒/三井物産株式会社/株式会社ホリプロ

川添　久美子 後藤　久美子 ごとう　くみこ S60.2.21 37 新 女 同志社女子大学卒/社団法人大阪フィルハーモニー協会元職員

清水　亮佑 清水　亮佑 しみず　りょうすけ H5.12.28 28 新 男 大阪成蹊短期大学卒/そらのつばさ保育園 園長/大阪府立渋谷高等学校卒

林　恭広 林　やすひろ はやし　やすひろ H1.5.1 33 新 男 同志社大学卒/元会社員/元衆議院議員秘書

大阪府

岸和田市議会議員選挙

池田市議会議員選挙

吹田市議会議員選挙

都道府県 選　挙　名
現職
元職
新人

性別 略　　　歴選　挙　区
候　補　者　名

生年月日 満年齢

選　挙　区
候　補　者　名

生年月日

大阪府

大阪府議会議員選挙

堺市議会議員選挙

満年齢
現職
元職
新人

性別 略　　　歴

大阪維新の会　令和５年執行予定地方選挙候補予定者一覧

都道府県 選　挙　名 選　挙　区
候　補　者　名

生年月日 満年齢
現職
元職
新人

性別 略　　　歴

都道府県 選　挙　名



【公認】 告示日【令和5年4月16日】投票日【令和5年4月23日】

本名 通称 ふりがな

黒川　俊明 黒川　としあき くろかわ　としあき S42.5.17 55 新 男
清風高校卒/関西学院大学卒/一般社団法人マルチコプター安全普及協会代表理事

ドローンオペレーターアカデミー校長

西條　徹 さいじょう　徹 さいじょう　とおる H2.9.29 32 新 男 和歌山大学経済学部卒/証券会社営業社員/広告代理業会社代表取締役

堀口　陽一 ほりぐち　陽一 ほりぐち　よういち S36.2.9 61 現 男 元泉大津市消防本部勤務/泉大津市議会議員

木山　裕子 木山　ユウ子 きやま　ゆうこ S47.5.17 50 新 女
東京大学大学院修了/株式会社パナソニック勤務
放課後等デイサービス「学習教室ルリカラ」代表

鈴木　龍一 鈴木　りゅういち すずき　りゅういち S39.1.13 58 新 男 福井大学卒/元毎日新聞記者/国会議員秘書

水野　信一 みずの　信一 みずの　しんいち S36.11.20 61 新 男 関西外国語大学卒/医療法人東和会第一東和会病院職員

山﨑　麻里子 山﨑　まりこ やまさき　まりこ S59.5.2 38 新 女 衆議院議員秘書

貝塚市議会議員選挙 長谷川　博文 はせがわ　博文 はせがわ　ひろふみ S46.2.13 51 新 男 近畿大学卒/薬品会社/はせがわ農園

武田　賢一 武田　けんいち たけだ　けんいち S39.8.14 58 新 男 元陸上自衛隊勤務/守口小学校・第一中学校PTA会長/守口地域コミュニティ協議会 会長

山口　拓也 山口　たくや やまぐち　たくや S42.10.3 55 新 男 大阪工業大学高等学校卒/山口自轉車商会

山口　真由美 山口　まゆみ やまぐち　まゆみ S48.11.11 49 新 女 聖母女学院小・中・高・短大卒/元JR東海職員/NPO法人代表理事

山本　望象 山本　もちかた やまもと　もちかた S56.7.10 41 新 男 多摩美術大学造形表現学部デザイン学科卒/元CM制作会社員/元大阪府議会議員秘書

大濱　暢祐 大浜　ようすけ おおはま　ようすけ S63.11.18 34 新 男 関西大学政策創造学部卒/株式会社クイック/維新政治塾6期生

高野　寿陛 高野　ひさのり たかの　ひさのり S27.12.26 69 元 男 日本大学生産工学部卒/TAKANO合同会社代表社員

佐田　あゆ美 さた　あゆみ さた　あゆみ S48.4.30 49 新 女 精神科診療所勤務ソーシャルワーカー/大阪大学大学院連合小児発達研究科在学

志甫　直哉 しほ　直哉 しほ　なおや S61.9.3 36 新 男 早稲田大学卒/株式会社ルリアン社員/維新政治塾6期生

寝屋川市議会議員選挙 川口　肇人 川口　はやと かわぐち　はやと S47.1.2 50 新 男 大谷大学文学部卒/元会社員/元寝屋川市立校園PTA協議会副会長

四條畷市議会議員選挙 坂本　勇基 坂本　ゆうき さかもと　ゆうき S51.8.14 46 新 男
大阪府四條畷市未来技術地域実装協議会構成員

四條畷市田原台地区自治連合会 議長/四條畷市田原台地区自主防災組織連絡会代表

【公認】 告示日【令和5年4月18日】投票日【令和5年4月23日】

本名 通称 ふりがな

大阪府 岬町議会議員選挙 谷﨑　整史 谷崎　せいじ たにざき　せいじ S28.7.24 69 元 男 早稲田大学卒/元関西電力/NPO法人エコデザインネットワーク監事

候　補　者　名
生年月日 満年齢

現職
元職
新人

性別 略　　　歴

守口市議会議員選挙

枚方市議会議員選挙

都道府県 選　挙　名 選　挙　区

満年齢
現職
元職
新人

性別 略　　　歴

大阪府

泉大津市議会議員選挙

高槻市議会議員選挙

都道府県 選　挙　名 選　挙　区
候　補　者　名

生年月日
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