
平成平成平成平成１７１７１７１７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 17.1.30 東吉野村 村長 任期満了 1 計2  新2 2,544 87.58 当 河井重一(無・新)   向井光彦(無・新) 得票数　  河井重一　1,055　  向井光彦　1,0482 17.2.20 王寺町 町長 任期満了 1 計2  現1     新1 18,531 38.79% 当　植田忠行(無・現)　　辻山清(合併賛成派・新) 得票数　　植田忠行　 6,024　　辻山清　　   7373 17.2.20 王寺町 町議 便乗補欠 1 計2　元1 　　新1 18,531 38.77% 当選人　1人 新1 無所属14 17.2.6 橿原市 市議 任期満了 26 計29  現23　　　元1      新5 98,317 55.49% 当選人　26人 現23　新3 無所属12 自由民主党6 公明党4　民主党2 日本共産党25 17.3.27 香芝市 市議 任期満了 20 計25  現14      元2      新9 53,871 58.68% 当選人　20人 現13  新7 無所属15 公明党3 日本共産党26 17.3.6 上牧町 町長 任期満了 1 計2  現1     新1 19,759 26.20% 当  杉田重雄(無・現)　  辻山清(町政見張番・新) 得票数    杉田重雄　4,176    辻山清　　　9607 17.4.17 旧菟田野町 町議 任期満了 10 計9  現9 － － 当選人　9人 現9 無所属8  公明党1 無投票8 17.4.24 天川村 村長 任期満了 1 計2  新2 1740 78.56% 当　車谷重高(無・新)　　辻山清(村政見張番・新) 得票数    車谷重高　 1213    辻山清　　　1049 17.4.24 御杖村 村長 任期満了 1 計2  現1     新1 2,098 92.85% 当  田中勝　(無・現)　  篠田義孝(無・新) 得票数　　田中勝　　1,138　　篠田義孝　  74010 17.4.24 御杖村 議会 任期満了 8 計9  現6     元1     新2 2,098 92.90% 当選人　8人 現5　元1　新2 無所属6　公明党1 社民党111 17.5.1 大淀町 町長 任期満了 1 計2  新2 16,172 65.34% 当　森下征夫(無・新)　　岡向正道(無・新) 得票数　  森下征夫　5,597　  岡向正道　4,75112 17.5.1 大淀町 町議 便乗補欠 2 計2  新1     元1 － － 当選人　2人 無所属１ 日本共産党１ 無投票13 17.5.1 旧榛原町 町長 任期満了 1 計2  現1     新1 15,523 52.15% 当　前田禎郎(無・現)　　辻山清　(無・新) 得票数　　前田禎郎　7,034　　辻山清　  　67114 17.5.1 旧榛原町 町議 補欠選挙 1 計3  現1     新2 15,524 152.15% 当選人　1人 新1 無所属115 17.5.22 黒滝村 村長 任期満了 1 計2  新2 982 83.50% 当 辻村源四郎(無・新)　 辻山清(村政見張番・新) 得票数    辻村源四郎　713　  辻山清　　　 5716 17.5.22 黒滝村 村議 便乗補欠 1 計1  新1 － － 当選人　1人 新1 無所属1 無投票17 17.6.12 大和郡山市 市長 任期満了 1 計2  現1     新1 74,854 33.39% 当　上田清(無・現)　　辻山清(市政見張番・新) 得票数    上田清　21,283    辻山清　 2,290



18 17.6.12 大和郡山市 市議 便乗補欠 1 計3  新3 74,854 33.38% 当選人　1人 新1 無所属119 17.6.2 旧大宇陀町 町長 任期満了 1 計2  現1     新1 7,152 57.21% 当  芳岡一夫(無・現)　　辻山信子(無・新) 得票数　　芳岡一夫　 3,606　　辻山信子 　　30420 17.6.5 広陵町 町長 任期満了 1 計2  現1     新1 25,146 34.80% 当　 平岡仁　(無・現)　　 辻山信子(無・新) 得票数    平岡仁　 7,721    辻山信子   69221 17.6.5 明日香村 村議 任期満了 10 計10  現8      新2 － － 当選人　10人 現8　新2 無所属8　日本共産党2 無投票22 17.7.10 川西町 町長 任期満了 1 計2  現1     新1 7,476 45.13% 当　上田直朗(無・現)    辻山清　(諸・新) 得票数     上田直朗　3,072     辻山清　　　23323 17.7.3 高取町 町議 任期満了 12 計14  現14 6,626 79.08% 当選人　12人 現12 無所属9　自民党2 日本共産党124 17.7.31 奈良市 市議（月ヶ瀬選挙区） 解散 1 計1  前1 － － 当選人　1人 前1 無所属1 無投票25 17.7.31 奈良市 市議（都祁選挙区） 解散 1 計1  前1 － － 当選人　1人 前1 無所属1 無投票26 17.7.31 奈良市 市長 辞職 1 計3  前1     新2 298,045 50.91% 当　藤原昭　　(無・新)　　鍵田忠兵衛(無・前)　　辻山清　　(諸派・新) 得票数　　藤原昭     72,302　　鍵田忠兵衛 65,289　　辻山清      7,60027 17.9.11 山添村 村議 任期満了 10 計13  現5      元1      新7 4,057 90.98% 当選人　10人 現3  新7 無所属9  日本共産党128 17.9.18 田原本町 町議 任期満了 16 計18  現13      新5 26,630 64.54% 当選人　16人 現12  新4 無所属13  公明党2 日本共産党129 17.10.16 斑鳩町 町長 任期満了 1 計2  現1     新1 23,048 60.16% 当　小城利重(無・現)　　西谷剛周(無・新) 得票数　　小城利重　 7,610　　西谷剛周　 6,08630 17.10.23 天理市 市長 任期満了 1 計2  現1     新1 52,970 52.30% 当　南佳策　(無・現)　　諸井英二(無・新) 得票数　　南佳策　　16,043　　諸井英二　11,34331 17.10.23 葛城市 市議 任期満了 18 計24  現20      新4 28,146 73.86% 当選人　18人 現15　新3 無所属14  公明党2 日本共産党232 17.11.20 五條市 市議 任期満了 第1選挙区18 計20  現18      元1      新1 27,319 77.58% 当選人　18人 現17　元1 無所属12　自民党4　公明党1 日本共産党133 17.11.20 五條市 市議 任期満了 第2選挙区2 計3  新3 3,166 88.76% 当選人　2人 新2 無所属234 17.11.20 五條市 市議 任期満了 第3選挙区1 計2  新2 532 90.23% 当選人　1人 新1 無所属1


