
平成平成平成平成２１２１２１２１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 21.2.1 橿原市 市議 任期満了 26 計32  現21      元1      新10 99,199 54.46% 当選人　26人 現20 元1 新5 無所属14  公明党4  民主党3 日本共産党3  自由民主党22 21.2.15 王寺町 町長 任期満了 1 計3  新3 18,233 60.07% 当　保井伸介（無・新）　　西谷雅孝（無・新）　　小山郁子（無・新） 得票数　保井伸介　4,607　西谷雅孝  4,543　小山郁子  1,6513 21.2.22 天川村 村長 辞職 1 計4  新4 1,618 88.63% 当　柿坂彌壽麿（無・新）　　森本靖順　（無・新）　　根来群二　（無・新）　　楊枝源一　（無・新） 得票数　柿坂彌壽麿　539　森本靖順    386　根来群二    214　楊枝源一    2714 21.3.1 上牧町 町長 任期満了 1 計2  新2 19,767 52.86% 当　今中富夫（無・新）　　服部公（無・新） 得票数　今中富夫  5,992　服部公   4,1285 21.3.1 吉野町 町議 任期満了 12 計16  現11      元3      新2 8,427 83.64% 当選人　12人 現7　元3  新2 無所属9  民主党2 日本共産党16 21.3.29 香芝市 市議 任期満了 18 計19  現16      元1      新2 56,331 52.30% 当選人　18人 現15 元1 新2 無所属12  公明党3  民主党1 日本共産党27 21.4.19 十津川村 村長 任期満了 1 計2  現1     新1 3,560 91.10% 当　更谷慈禧（無・現）　　弓場季彦（無・新） 得票数　更谷慈禧  1,668　弓場季彦  1,5248 21.4.19 十津川村 村議 便乗補欠 1 計3  新3 3,560 91.10% 当選人　1人 新1 無所属19 21.4.19 御杖村 村議 任期満了 8 計10  現4      元2      新4 1,949 91.64% 当選人　8人 現3　元1　新4 無所属810 21.5.17 大淀町 町長 任期満了 1 計1  現1 － － 当　森下征夫（無・現） 無投票11 21.5.17 黒滝村 村長 任期満了 1 計2  現1     新1 850 90.71% 当　辻村源四郎（無・現）　　花岡初男（無・新） 得票数　辻村源四郎　535　花岡初男　　21012 21.6.7 明日香村 村議 任期満了 10 計11  現8      新3 5,368 82.29% 当選人　10人 現7　新3 無所属9  日本共産党113 21.6.14 大和郡山市 市長 任期満了 1 計1  現1 － － 当　上田清（無・現） 無投票14 21.6.14 広陵町 町長 任期満了 1 計3  現1     新2 26,442 60.30% 当　平岡仁（無・現）　　吉岡章男（無・新）　　寺前憲一（無・新） 得票数　平岡仁　  6,463　吉岡章男  6,012　寺前憲一  3,03715 21.7.5 高取町 町議 任期満了 8 計10  現5      元1      新4 6,559 77.97% 当選人　8人 現5　新3 無所属7　日本共産党116 21.7.12 奈良市 市長 任期満了 1 計3  元1     新2 301,830 56.12% 当　仲川元庸　(無・新）　　鍵田忠兵衛(無・元）　　小林照代　（無・新） 得票数　仲川元庸   76,707　鍵田忠兵衛 62,958　小林照代   24,34017 21.7.12 奈良市 市議 任期満了 39 計48  現30      元3      新15 301,830 56.12% 当選人　39人 現27　元3　新9 無所属16　民主党7　公明党7 日本共産党7　自由民主党1 社会民主党118 21.7.12 川西町 町長 任期満了 1 計2  現1     新1 7,290 71.25% 当　上田直朗（無・現）　　吉岡秀夫（無・新） 得票数　上田直朗　2,811　吉岡秀夫　2,30819 21.8.30 山添村 村議 任期満了 10 計11  現6      元1      新4 3,838 89.21% 当選人　10人 現5　元1　新4 無所属9  日本共産党1



20 21.9.13 田原本町 町議 任期満了 16 計17　現13      新4 26,412 65.77% 当選人　16人 現12　新4 無所属11  公明党2 日本共産党2　民主党121 21.10.18 天理市 市長 任期満了 1 計3  現1     新2 52,789 55.43% 当　南　佳策（無・現）　　諸井英二（無・新）　　今西康世（無・新） 得票数　南　佳策  12,856　諸井英二   9,939　今西康世   6,18722 21.10.18 天理市 市議 便乗補欠 1 計2  元1     新1 52,789 55.39% 当選人　1人 元1 無所属123 21.10.18 斑鳩町 町長 任期満了 1 計2  現1     新1 23,113 60.12% 当　小城利重（無・現）　　西谷剛周（無・新） 得票数　小城利重　7,982　西谷剛周　5,74224 21.10.25 葛城市 市議 任期満了 18 計20　現14　　　元2　　　新4 28,662 69.83% 当選人18人 現13　元1　新4 無所属13　公明党2 日本共産党2　民主党125 21.11.15 五條市 市議 任期満了 15 計18　現11　　　新7 30,080 75.19% 当選人15人 現11  新4 無所属11　 自由民主党2 公明党1　日本共産党1


