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カテゴリー：県政一般 

 

参議院埼玉県選出議員選挙における各候補者の政見放送の日時について 
 
 

 参議院埼玉県選出議員選挙における各候補者の政見放送の日時及び放送順序につ

いて、次のとおり決定しましたので、お知らせします。 

 

１ テレビ 

（１）日本放送協会（ＮＨＫ総合） 

 第１回 

  ６月２７日（月曜日）７時３０分から 

①加来 たけよし ②さかうえ ひとし ③高橋 やすし ④堀切 笹美  

  ６月２８日（火曜日）７時３０分から 

⑤関口 まさかず ⑥みなと 侑子 ⑦西田 まこと ⑧梅村 さえこ 

  ６月２９日（水曜日）７時３０分から 

⑨上田 きよし ⑩西 みゆか ⑪宮川 なおき ⑫池 高生 

  ６月３０日（木曜日）７時３０分から 

⑬小林 宏 ⑭河合 ゆうすけ ⑮高木 まり 

 

 第２回 

  ７月４日（月曜日）１６時０５分から 

①加来 たけよし ②さかうえ ひとし ③高橋 やすし ④堀切 笹美 

  ７月５日（火曜日）１６時０５分から 

⑤関口 まさかず ⑥みなと 侑子 ⑦西田 まこと ⑧梅村 さえこ 

  ７月６日（水曜日）１６時０５分から 

⑨上田 きよし ⑩西 みゆか ⑪宮川 なおき ⑫池 高生 

  ７月７日（木曜日）１６時０５分から 

⑬小林 宏 ⑭河合 ゆうすけ ⑮高木 まり 

 

（２）テレビ埼玉 

 第１回 

  ７月２日（土曜日）１８時３０分から 

①高木 まり ②小林 宏 ③池 高生 ④加来 たけよし 

  ７月２日（土曜日）１９時００分から 

⑤上田 きよし ⑥河合 ゆうすけ ⑦みなと 侑子 ⑧関口 まさかず 

  ７月２日（土曜日）１９時３０分から 

⑨高橋 やすし ⑩宮川 なおき ⑪堀切 笹美 ⑫さかうえ ひとし 

  ７月２日（土曜日）２０時００分から 

⑬西 みゆか ⑭西田 まこと ⑮梅村 さえこ 
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 第２回 

  ７月３日（日曜日）１８時３０分から 

①高木 まり ②小林 宏 ③池 高生 ④加来 たけよし 

  ７月３日（日曜日）１９時００分から 

⑤上田 きよし ⑥河合 ゆうすけ ⑦みなと 侑子 ⑧関口 まさかず 

  ７月４日（月曜日）１９時００分から 

⑨高橋 やすし ⑩宮川 なおき ⑪堀切 笹美 ⑫さかうえ ひとし 

  ７月５日（火曜日）１９時３０分から 

⑬西 みゆか ⑭西田 まこと ⑮梅村 さえこ 

 

 第３回 

  ７月５日（火曜日）２１時００分から 

①高木 まり ②小林 宏 ③池 高生 ④加来 たけよし 

  ７月７日（木曜日）１９時００分から 

⑤上田 きよし ⑥河合 ゆうすけ ⑦みなと 侑子 ⑧関口 まさかず 

  ７月７日（木曜日）２０時３０分から 

⑨高橋 やすし ⑩宮川 なおき ⑪堀切 笹美 ⑫さかうえ ひとし 

  ７月８日（金曜日）２０時３０分から 

⑬西 みゆか ⑭西田 まこと ⑮梅村 さえこ 

 

２ ラジオ 

（１）日本放送協会（ＮＨＫラジオ第１） 

 第１回 

  ６月２８日（火曜日）１９時３０分から 

①加来 たけよし ②さかうえ ひとし ③高橋 やすし ④堀切 笹美  

  ６月２９日（水曜日）１９時３０分から 

⑤関口 まさかず ⑥みなと 侑子 ⑦西田 まこと ⑧梅村 さえこ 

  ６月３０日（木曜日）１９時３０分から 

⑨上田 きよし ⑩西 みゆか ⑪宮川 なおき ⑫池 高生 

  ７月１日（金曜日）１９時３０分から 

⑬小林 宏 ⑭河合 ゆうすけ ⑮高木 まり 

 

 第２回 

  ７月４日（月曜日）１０時０５分から 

①加来 たけよし ②さかうえ ひとし ③高橋 やすし ④堀切 笹美  

  ７月５日（火曜日）１０時０５分から 

⑤関口 まさかず ⑥みなと 侑子 ⑦西田 まこと ⑧梅村 さえこ 

  ７月６日（水曜日）１０時０５分から 

⑨上田 きよし ⑩西 みゆか ⑪宮川 なおき ⑫池 高生 

  ７月７日（木曜日）１０時０５分から 

⑬小林 宏 ⑭河合 ゆうすけ ⑮高木 まり 
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（２）ＴＢＳラジオ 

 第１回 

６月２６日（日曜日）４時００分から 

①関口 まさかず ②宮川 なおき ③高木 まり ④加来 たけよし 

⑤さかうえ ひとし ⑥上田 きよし ⑦西 みゆか ⑧梅村 さえこ 

⑨池 高生 

６月２７日（月曜日）４時００分から 

⑩西田 まこと ⑪河合 ゆうすけ ⑫堀切 笹美 ⑬高橋 やすし 

⑭みなと 侑子 

 

※ 小林宏候補はＴＢＳラジオへの政見放送の申込みがなかったため、 

  経歴放送のみとなります。 


