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衆議院議員

桜田よしたか
日本！この国を強い国に！
～国・地域・家族を守る～
自民党千葉県参議院選挙公認決定！

今回は千葉自民党自慢の候補者予定者 2 名をご紹介いたします！
☆今回の参議院選挙の意義について
昨年 12 月の衆議院選挙においては、皆様の温かいご支援を賜り、自民党が再度国政に携わることが
できることになりました。
私、櫻田義孝も全力で景気回復、東日本大震災の被災地の復興加速化、首都圏でいつ起こるかもし
れない大規模自然災害に対する備え、教育改革、16 号バイパス建設による渋滞緩和と首都圏交通ネ
ットワーク化による産業と学術の連携について、安倍総裁と緊密に連携しながら鋭意取り組んでお
ります。
我々自民党も政府と歩調を合わせて、平成 24 年度補正予算と平成 25 年予算を合わせた「15 か月
予算」で景気回復の基礎固めを行い、日銀総裁・副総裁には積極的な金融緩和で 20 年以上日本が苦
しんできたデフレ経済を退治する覚悟をもった人物を選任し、力強い日本経済を取り戻そうとして
おります。
さらに安倍総裁も、自ら先頭に立って経団連の企業に直接賃上げを要請することで、多くの企業が
従業員の給与やボーナスを上げる決定をしました。
こうした数々の試みにより、民主党政権下で続いた異常な円高も解消の方向に向かい、また日経平
均株価も昨年 11 月の解散時には 8,600 円程度だったものが、わずか 3 か月で 12,000 円を超えるな
ど、多くの皆様が景気回復の「春の足音」を実感されていることと思います。
他方で、参議院においては、いまだに民主党を含めた野党側が多数を占めており、自民党が積極
的に景気対策などの法律を素早く通そうとしても、参議院が「関門」になってしまい迅速な対応が
できない状態です。
そこで、今年 7 月の参議院選挙が我々自民党にとって本当の決戦であるととらえ、日本全国で積極
的な活動を開始しております。
特に私たちの地元の千葉県では、3 人の枠がある全国でも重要選挙区であり、千葉県を制すること
が今後の安定的な政権運営、ひいては長期的な景気対策と軸のブレのない東北復興につながる天下
分け目の「関ヶ原の戦い」であります。

☆自民党千葉県の立候補予定者はどんな人？
今回、自民党が千葉県のみならず、日本全体のために一生懸命働いてもらえる、とっておきの 2 名
の立候補予定者をご紹介いたします。
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石井準一（いしいじゅんいち）
現参議院議員（1 期目）
昭和 32 年 11 月 23 日生 血液型 A 型
昭和 51 年県立長生高校卒
昭和 62 年千葉県議会議員初当選
（連続 5 期 20 年）
平成 19 年参議院議員に初当選
国会対策副委員長
議員運営委員会理事
厚生労働委員会理事
社会保障と税の一体改革に関する特別委員会理事
自民党政調厚労働部会副部会長
自民党千葉県支部連合会選挙対策委員長
等を歴任
現在
参議院：国土交通委員長
消費者問題に関する特別委員会委員
自民党：政調厚生労働部会副部会長

平成 25 年参議院選挙

「感謝して、見極めて、創造する」
私が大切にしていることです。でも一番大切なこ
とは、この3 つをひたすら繰り返すこと。これか
らも、日々、ひたむきな一歩を重ねて参ります。

自民党公認候補
石井準一のモットーは“結果を出
す”。26 年にわたる議員経験で培
われた先見性と人脈を活かし、参
議院で数々の法案の審議と成立
に努めております。
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こｋそお

豊田俊郎（とよだとしろう）
現八千代市長
昭和 27 年 8 月 21 日生 満 60 歳
昭和 47 年学校法人中央工学校卒
昭和 49 年豊田俊郎土地家屋調査士事務所設立
昭和 53 年千葉測量企画株式会社設立
平成 6 年八千代市社会教育委員
平成 8 年千葉県立八千代高等学校 PTA 会長
平成 11 年千葉県議会議員
平成 15 年八千代市長（現在 3 期目）

平成 25 年参議院選挙立候補予定

趣味はジョギング、ダイビング、
家庭菜園。市長として忙しい合間
に、時間をやりくりして東京マラ
ソンにも出場致しました！
体力自慢の行動派市長です！

豊田俊郎のモットーは現場主義。
東日本大震災の発生時も、まずは現場に赴
き、被災者をはじめ、自衛隊・警察・消防・
行政の方々の声を丹念に聴き、被災地復興
への支援と、地元への防災対策に即座にフ
ィードバックして参りました。
「自治体の長」の経験者だからこそ、みえ
る、わかる、できることがあります。国政
でも必ず皆様のお役に立ちます！
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☆過去の参議院選挙の分析と今後の展望について
平成19年7月29日 第21回参議院選挙
順位 氏名

政党

得票数

当落

1

長浜ひろゆき

民主

666,241 当

2

石井じゅんいち

自民

541,701 当

3

加賀谷健

民主

477,402 当

4

白須賀貴樹

自民

387,395

5

浅野史子

共産

214,991

6

本間進

無所属

130,364

7

青木和美

社民

124,113

8

いわぶち美智子 国民新

安倍政権の時でした。当時は自民党に対す
る強烈な逆風で自民党は参議院選挙で大
敗致しました。このときから、衆参ねじれ
現象の始まりとなり政局は混迷の度を深
めてきました。

99,316

平成22年７月11日 第22回参議院選挙
順位 氏名

政党

得票数

当落

1

小西洋行

民主

535,632 当

2

猪口邦子

自民

513,772 当

3

水野賢一

みんな

476,259 当

4

道あゆみ

民主

463,648

5

椎名一保

自民

395,746

6

齋藤和子

共産

163,803

7

古閑比佐志

新党改革

66,834

8

清水哲

日本創造

29,926

9

牧野正彦

幸福実現

12,669

平成 19 年の参議院選挙の際には、第 1 次

3 年前の夏の選挙では、一転して与党とな
った民主党政権に対して逆風となる選挙
結果となりました。第３極が特に目立って
きたのもこの選挙から。今年の選挙も、激
戦が予想されます。我々自民党も国家国民
の為、必勝をお誓い致します。

【入党手続き】 桜田事務所までご連絡ください
【自民党員になると】２年間継続した党員は、自民党総裁選挙の有権者となります。また桜田義孝事務所より活動
報告や行事案内をお送り致します。
【党員種類】 一般党員 年間 4,000 円

家族党員 年間 2,000 円

桜田義孝柏事務所
〒277-0814 柏市正連寺３７４ TEL:04-7132-0881 FAX:04-7132-6456
桜田義孝国会事務所
〒100-8982 東京都千代田区永田町 2-1-2 衆議院第二議員会館 1117 号室
TEL：03-3508-7381 FAX：03-3508-3501
ホームページ http://www.sakurada-yoshitaka.com/
メールアドレス

web@sakurada-yoshitaka.com

Twitter（ツイッター） http://twitter.com/ysakurada

