
平成平成平成平成２５２５２５２５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 25.2.3 橿原市 市議 任期満了 24 計27　現21      新6 100,034 46.55% 当選人　24人 現20　新4 無所属15　自民党2　民主党1 公明党4 日本共産党22 25.2.3 王寺町 町長 任期満了 1 計2  現1     新1 18,560 58.59% 当　平井康之（無・新）　　保井伸介（無・現） 得票数　平井康之  7,914　保井伸介　2,8153 25.2.24 吉野町 町議 任期満了 11 計11  現10      元1 7,711 76.76% 当選人　11人 現10　元1 無所属9　民主党1 日本共産党14 25.3.3 上牧町 町長 任期満了 1 計1  現1 － － 当　今中富夫（無・現） 無投票5 25.3.24 香芝市 市議 任期満了 16 計22　現13      元2      新7 58,668 50.33% 当選人　16人 現10  元2　新4 無所属8　民主党1  公明党3 日本共産党2　諸派26 25.4.21 十津川村 村長 任期満了 1 計2  現1     新1 3,252 84.96% 当　更谷慈禧（無・現）　　二村昌純（無・新） 得票数　更谷慈禧  1,746　二村昌純    9697 25.5.19 黒滝村 村長 任期満了 1 計2  現1     新1 755 94.44% 当　辻内幸二　（無・新）　　辻村源四郎（無・現） 得票数　辻内幸二    355　辻村源四郎  3508 25.5.19 黒滝村 村議 便乗補欠 1 計2  新2 755 94.44% 当選人　1人 新1 無所属19 25.6.2 明日香村 村議 任期満了 10 計10  現9      元1 － － 当選人　10人 現9　元1 無所属9　日本共産党1 無投票10 25.6.16 大和郡山市 市長 任期満了 1 計3  現1     新2 72,682 39.07% 当　上田清　（無・現）　　丸谷利一（無・新）　　岡林史子（無・新） 得票数　上田清　　16,352　丸谷利一   9,543　岡林史子   2,04111 25.6.16 大和郡山市 市議 便乗補欠 1 計2  新1　　 元1 72,682 39.04% 当選人　1人 元1 無所属112 25.6.23 広陵町 町長 任期満了 1 計1  新1 － － 当　山村吉由（無・新） 無投票13 25.6.23 高取町 町議 任期満了 8 計9  現7     新2 6,221 74.10% 当選人　8人 現6　新2 無所属6　自由民主党1 日本共産党114 25.7.7 川西町 町長 任期満了 1 計1  新1 － － 当　竹村匡正（無・新） 無投票15 25.7.21 山添村 村長 辞職 1 計1  新1 － － 当　窪田政倫（無・新） 無投票16 25.7.21 奈良市 市長 任期満了 1 計7  現1　　 新6 300,916 60.06% 当　仲川元庸（無・現）　　森岡正宏（無・新）　　池田慎久（無・新）　　中村篤子（無・新）　　浅川清仁（無・新）　　天野秀治（無・新）　　大野祐司（無・新） 得票数　仲川元庸   55,154　森岡正宏　 38,141　池田慎久   24,751　中村篤子   14,631　浅川清仁   14,131　天野秀治   13,671　大野祐司   12,01617 25.7.21 奈良市 市議 任期満了 39 計49  現29      元1      新19 300,916 60.06% 当選人　39人 現27　元1　新11 無所属13　民主党4　公明党7 日本共産党7　自由民主党6 奈良維新の会218 25.9.8 山添村 村議 任期満了 10 計11  現5      元2      新4 3,530 85.24% 当選人　10人 現5　元1 新4 無所属9  日本共産党1



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19 25.9.8 田原本町 町議 任期満了 14 計14　現13      新1 － － 当選人　14人 現13　新1 無所属9  自由民主党1 日本共産党2　公明党2 無投票20 25.10.6 葛城市 市議 任期満了 15 計18　現11　　　元1      新6 29,008 66.12% 当選人　15人 現9　元1　新5 無所属12  日本共産党1 公明党221 25.10.20 斑鳩町 町長 任期満了 1 計1  現1 － － 当　小城利重（無・現） 無投票22 25.10.20 天理市 市長 任期満了 1 計3  新3 52,158 55.61% 当　並河健　（無・新）　　藤本昭広（無・新）　　澤田昌久（無・新） 得票数　並河健　　11,114　藤本昭広   9,048　澤田昌久   8,59023 25.11.17 五條市 市議 任期満了 12 計17　現7      新10 28,414 73.83% 当選人　12人 現5　新7 無所属8　自由民主党2 日本共産党1　公明党1


