
平成平成平成平成１９１９１９１９年年年年にににに執行執行執行執行されたされたされたされた市町村選挙市町村選挙市町村選挙市町村選挙番号 選挙期日 市町村名 選挙名 執行理由 定数 候補者別（新現元別） 有権者数 投票率 選挙結果 備考1 19.1.21 平群町 平群町長選挙 任期満了 1 計2  現1　　 新1 17,265 63.46 当  岩﨑万勉(無・新)　  中筋弘　(無・現) 得票数    岩﨑万勉　6,231    中筋弘　　4,5832 19.4.22 大和高田市 市長 任期満了 1 計1  現1 － － 当　吉田誠克（無・現） 無投票3 19.4.22 大和高田市 市議 任期満了 18 計25  現18　　　元2　　　新5 56,936 62.61% 当選人　18人 現15　元2　新1 無所属12　公明党3 共産党34 19.4.22 天理市 市議 任期満了 20 計24  現19      新5 52,446 59.20% 当選人　20人 現17　新3 無所属17 公明党1 民主党1 日本共産党15 19.4.22 桜井市 市議 任期満了 16 計19  現11　　　元1      新7 49,212 62.82% 当選人　16人 現11　元１　新4 無所属13　公明党2 日本共産党16 19.4.22 五條市 市長 辞職 1 計2  新2 30,385 59.21% 当　吉野晴夫(無・新)　　中山俊樹(無・新) 得票数   吉野晴夫　11,888   中山俊樹　 4,9067 19.4.22 生駒市 市議 任期満了 24 計35  現20      新15 91,989 57.04 当選人　24人 現15　新9 無所属14　共産党3 公明党 3　自民党2 民主党 28 19.4.22 平群町 平群町議会議員選挙 任期満了 14 計18  現11      新6      元1 17,280 67.12 当選人　14人 現10　 新4 無所属11　公明党1 日本共産党29 19.4.22 三郷町 町議 任期満了 13 計15  現10　　　新4      元1 18,793 58.81% 当選人　13人 現10　新2　元1 無所属10 日本共産党310 19.4.22 安堵町 議会議員 任期満了 12 計14  現12      新2 6,681 65.87 当選人　12人 現10　新2 自由民主党1 日本共産党1 無所属10 法第112条第5項の規定による繰上補充有り11 19.4.22 三宅町 町議 任期満了 10 計13  現9      新4 6387 75.26 当選人　10人 現7  新3 無所属9 日本共産党112 19.4.22 上牧町 町議 任期満了 12 計15  現12      新3 19,952 58.53% 当選人　12人 現10　新2 無所属8　公明党2 日本共産党213 19.4.22 吉野町 町議 補欠 3 計3  新3 － － 当選人　3人 新3 無所属3 無投票14 19.4.22 大淀町 町議 任期満了 12 計14  現11      元2      新1 16,201 75.80% 当選人　12人 現11　元1 無所属9　公明党1 日本共産党215 19.4.22 十津川村 村議 任期満了 12 計13  現8      新5 3,723 90.65% 当選人　12人 現8　新4 無所属11　公明党116 19.4.22 下北山村 村長 任期満了 1 計1  現1 － － 当  上平一郎(無・現) 無投票17 19.4.22 下北山村 村議 任期満了 8 計9  現7     新2 1,090 92.39% 当選人　8人 現6　新2 無所属818 19.4.22 川上村 村議 任期満了 8 計9  現6     新3 1,919 91.21% 当選人　8人 現6  新2 無所属819 19.4.22 黒滝村 村議 任期満了 7 計7  現4     元1     新2 － － 当選人　7人 現4　元1  新2 無所属7 無投票



20 19.4.22 王寺町 町議 任期満了 14 計15  現12      元1      新2 18,344 58.04% 当選人　14人 現12  元1　新1 無所属10 日本共産党3 公明党121 19.4.22 大和郡山市 市議 任期満了 24 計26  現18      元1      新7 74,922 54.52% 当選人　24人 現16  元1　新7 無所属16 日本共産党4 公明党3  民主党122 19.4.22 河合町 町長 任期満了 1 計2  現1     新1 16,259 68.60% 当　岡井康徳(無・現)　　馬場隆雄(無・新) 得票数　　岡井康徳　6,790　　馬場隆雄　3,98723 19.4.22 河合町 町議 任期満了 13 計17  現14      元1      新2 16,259 68.59% 当選人　13人 現11　元1　新1 無所属10　民主党1 公明党1　日本共産党124 19.4.22 曽爾村 村長 任期満了 1 計1  新1 － － 当　岡田泰昌(無・新) 無投票25 19.4.22 曽爾村 村議 任期満了 8 計8  現3     元1     新4 － － 当選人　8人 現3　元1　新4 無所属8 無投票26 19.4.22 野迫川村 村議 任期満了 7 現5  新2 － － 当選人　7人 現5　新2 無所属7 無投票27 19.4.22 川西町 町議 任期満了 12 計12  現11      新1 － － 当選人　12人 現11  新1 無所属10  民主党1 日本共産党1 無投票28 19.10.28 橿原市 市長 任期満了 1 計3　現1 　　新2 98,816 45.19 当　森下豊　(無・新)　　安曽田豊(無・現)　　吉田浩巳(無・新) 得票数　森下豊　 19,188.611　安曽田豊 18,262.388　吉田浩巳 6,42129 19.10.28 橿原市 市議 便乗補欠 4 計5  元1     新4 98,816 45.18 当選人　4人 元1　新3 無所属2　民主党1 日本共産党130 19.11.11 桜井市 市長 任期満了 1 計1  新1 － － 当　谷奥昭弘(無・新) 無投票31 19.12.9 御杖村 村長 死亡 1 計1  新1 － － 当　鈴木仁彦(無・新) 無投票


