
平成２７年に執行された市町村選挙平成２７年に執行された市町村選挙平成２７年に執行された市町村選挙平成２７年に執行された市町村選挙番号 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 27.1.25 平群町 市長 任期満了 1 計2  現1　　 元1 16,443 62.52% 当　岩﨑万勉（無・現）　　中筋　弘（無・元） 得票数　岩﨑万勉　 5,185　中筋　弘   4,8942 27.4.26 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 27.4.26 大和高田市 市議 任期満了 18 計25  現14　　  新11 55,976 57.22% 当選人　18人 現12　新6 無所属11　維新の党1 公明党3　日本共産党2 民主党14 27.4.26 大和郡山市 市議 任期満了 22 計29  現18　　  新10　　　元1 72,162 50.30% 当選人　22人 現17　新4　元1 無所属12　維新の党1 公明党3　日本共産党4 民主党25 27.4.26 天理市 市議 任期満了 18 計22  現17　　  新4　　　元1 51,681 52.07% 当選人　18人 現14　新3　元1 無所属14　自由民主党1 公明党1　日本共産党1 民主党16 27.4.26 桜井市 市議 任期満了 16 計19  現14　　  新5 47,997 56.66% 当選人　16人 現14　新2 無所属9　自由民主党3 公明党2　日本共産党1 民主党17 27.4.26 五條市 市長 任期満了 1 計1  現1 － － 当　太田好紀（無・現） 無投票8 27.4.26 生駒市 市長 辞職 1 計3  新3 95,027 52.34% 当　小紫雅史（無・新）　　中谷由里子（無・新）　　都築直人（無・新） 得票数　小紫雅史　 24,955　中谷由里子 19,660　都築直人　  3,1409 27.4.26 生駒市 市議 任期満了 24 計33  現19　　  新12　　　元2 95,027 53.34% 当選人　24人 現18　新5　元1 無所属15　自由民主党2 公明党3　日本共産党3 維新の党110 27.4.26 平群町 町議 任期満了 12 計14  現9　　  新5 16,226 61.86% 当選人　12人 現9　新3 無所属8　公明党1 日本共産党311 27.4.26 三郷町 町議 任期満了 13 計15  現11　　  新4 18,766 50.83% 当選人　13人 現10　新3 無所属10　日本共産党312 27.4.26 斑鳩町 町議 任期満了 13 計16  現9　　  新7 22,639 57.44% 当選人　13人 現8　新5 無所属10　公明党1 日本共産党213 27.4.26 安堵町 町議 任期満了 10 計12  現9　　  新2      元1 6,435 60.76% 当選人　10人 現7　新2　元1 無所属9　日本共産党114 27.4.26 川西町 町議 任期満了 12 計15  現11　　  新4 7,112 69.49% 当選人　12人 現9　新3 無所属11　日本共産党115 27.4.26 三宅町 町議 任期満了 10 計14  現6　　  新7　　　元1 6,007 71.73% 当選人　10人 現3　新6　元1 無所属9　日本共産党116 27.4.26 曽爾村 村議 任期満了 8 計8  現2　　 新6 － － 当選人　8人 現2　新6 無所属8 無投票17 27.4.26 上牧町 町議 任期満了 12 計14  現11　　  新3 18,818 52.51% 当選人　12人 現9　新3 無所属7　自由民主党1 公明党2　日本共産党218 27.4.26 王寺町 町議 任期満了 12 計13  現10　　  新3 18,694 52.55% 当選人　12人 現10　新2 無所属8　公明党1 日本共産党2　民主党119 27.4.26 河合町 町長 任期満了 1 計1  現1 － － 当　岡井康徳（無・現） 無投票



平成２７年に執行された市町村選挙平成２７年に執行された市町村選挙平成２７年に執行された市町村選挙平成２７年に執行された市町村選挙番号 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20 27.4.26 河合町 町議 任期満了 13 計16  現11　　  新5 15,467 60.68% 当選人　13人 現10　新3 無所属10　公明党1 日本共産党1　民主党121 27.4.26 大淀町 町議 任期満了 12 計14  現9　　  新4　　　元1 15,303 69.80% 当選人　12人 現8　新3　元1 無所属7　自由民主党3 公明党1  日本共産党122 27.4.26 下市町 町議 任期満了 8 計11  現7　　  新4 5,326 82.93% 当選人　8人 現6　新2 無所属7　日本共産党123 27.4.26 黒滝村 村議 任期満了 6 計7  現7 724 90.88% 当選人　6人 現6 無所属624 27.4.26 天川村 村長 任期満了 1 計3  新2　　 元1 1,381 87.04% 当　車谷重高（無・元）　　赤井公司（無・新）　　楊枝源一（無・新） 得票数　車谷重高　 536　赤井公司　 453　楊枝源一　 20025 27.4.26 野迫川村 村議 任期満了 7 計7  現6　　 新1 － － 当選人　7人 現6　新1 無所属7 無投票26 27.4.26 十津川村 村議 任期満了 9 計10  現7　　  新2　　　元1 3,097 84.99% 当選人　9人 現7　新1　元1 無所属927 27.4.26 下北山村 村長 任期満了 1 計1  新1 － － 当　南　正文（無・新） 無投票28 27.4.26 下北山村 村議 任期満了 8 計9  現8　　 新1 888 92.00% 当選人　8人 現7　新1 無所属829 27.4.26 上北山村 村議 任期満了 6 計7  現5　　 新2 537 89.94% 当選人　6人 現5　新1 無所属630 27.4.26 川上村 村議 任期満了 8 計9  現7　　 新2 1,482 92.11% 当選人　8人 現6　新2 無所属7　日本共産党131 27.9.13 御杖村 村議 補欠 2 計1  新1 － － 当選人　1人 新1 無所属1 無投票32 27.10.4 明日香村 町長 任期満了 1 計1  現1 － － 当　森川裕一（無・現） 無投票33 27.10.4 明日香村 町議 便乗補欠 1 計1  新1 － － 当選人　1人 新1 無所属1 無投票34 27.10.25 橿原市 市長 任期満了 1 計2  現1     新1 99,841 42.79% 当　森下　豊（無・現）　　神田加津代（無・新） 得票数　森下　豊 　21,087　神田加津代 20,72435 27.10.25 橿原市 市議 便乗補欠 1 計3  新2　　 元1 99,841 42.78% 当選人　1人 新1 無所属136 27.11.15 桜井市 市長 任期満了 1 計1  現1 － － 当　松井正剛（無・現） 無投票37 27.11.15 御杖村 村長 任期満了 1 計1  新1 － － 当　伊藤収宜（無・新） 無投票38 27.11.15 御杖村 村議 便乗補欠 1 計2  新2 1,165 69.84% 当選人　1人 新1 無所属1


