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選 挙 期 日 定数
選 挙 当 日
有 権 者 数

投 票 者 数 投 票 率 得 票 数 党    派 年 齢 職    業

当選 寺口　智之 2,105票 無所属 41歳 無職

当選 中瀬　淑美 1,813票 公明党 61歳 政党役員

当選 飛世　悦雄 1,169票 社会民主党 70歳 団体役員

当選 石﨑　一成 1,079票 無所属 45歳 無職

当選 石倉　彰 1,018票 自由民主党 64歳 農業

当選 金川　敏子 977票 自由民主党 71歳 農業

当選 関口　雅治 869票 自由民主党 66歳 自営業

当選 濱田　泰友 815票 無所属 42歳 市議会議員

当選 松倉　勇 733票 無所属 70歳 不動産賃貸業

当選 林　久嗣 675票 自由民主党 64歳 自営業

当選 廣田　俊成 667票 自由民主党 69歳 会社役員

当選 越川　隆文 651票 無所属 59歳 会社役員

当選 水田　万輝子 647票 自由民主党 71歳 自営業

当選 岡田　龍朗 618票 日本共産党 68歳 農業

当選 寺﨑　孝洋 540票 無所属 56歳 市議会議員

当選 八倉巻　正臣 501票 無所属 47歳 市議会議員

当選 久保田　満宏 448票 無所属 60歳 日本青年団協議会役員

次点 越村　剛将 412票 無所属 37歳 無職

谷口　隆司 162票 NHKから国民を守る党 50歳 会社員

新村　義光 40票 無所属 63歳 自営業

過去の魚津市議会議員選挙の結果
候　補　者　名

R2.4.19 17人 35,222人 16,204人 46.01%
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過去の魚津市議会議員選挙の結果
選 挙 期 日 定数

選 挙 当 日
有 権 者 数

投 票 者 数 投 票 率 得 票 数 党    派 年 齢 職    業

当選 中瀬　淑美 2,767票 公明党 57歳 政党役員

当選 石﨑　一成 2,180票 無所属 41歳 会社役員

当選 関口　雅治 1,675票 自由民主党 62歳 自営

当選 飛世　悦雄 1,641票 社会民主党 66歳 団体役員

当選 浦﨑　将隆 1,480票 自由民主党 66歳 (有)魚政魚問屋社長

当選 金川　敏子 1,356票 自由民主党 67歳 農業

当選 濱田　泰友 1,206票 無所属 38歳 市議会議員

当選 越川　隆文 1,199票 無所属 55歳 会社役員

当選 石倉　彰 1,086票 自由民主党 60歳 農業

当選 岡田　龍朗 1,062票 日本共産党 64歳 政党役員

当選 松倉　勇 1,057票 無所属 66歳 不動産賃貸業

当選 梅原　健治 1,031票 自由民主党 70歳 無職

当選 廣田　俊成 1,019票 自由民主党 65歳 会社役員

当選 寺﨑　孝洋 1,013票 民進党 52歳 市議会議員

当選 林　久嗣 874票 自由民主党 60歳 自営業

当選 水田　万輝子 658票 無所属 67歳 飲食店経営

当選 八倉巻　正臣 652票 無所属 43歳 飲食業

次点 山崎　昌弘 632票 自由民主党 63歳 農業

久保田　満宏 506票 無所属 56歳 団体役員

濱住　博之 無効 無所属 59歳 団体役員

候　補　者　名

H28.4.17 17人 35,436人 25,205人 71.13%
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過去の魚津市議会議員選挙の結果
選 挙 期 日 定数

選 挙 当 日
有 権 者 数

投 票 者 数 投 票 率 得 票 数 党    派 年 齢 職    業

当選 梅原　健治 自由民主党 66歳 無職

当選 越川　隆文 無所属 51歳 ㈲越川社長

当選 宮川　和生 無所属 49歳 自営業

当選 広田　俊成 自由民主党 61歳 会社役員

当選 山崎　昌弘 自由民主党 59歳 会社役員

当選 岡田　龍朗 日本共産党 60歳 電気工事士

当選 下司　孝志 自由民主党 62歳 農業

当選 浦﨑　将隆 自由民主党 62歳 ㈲魚政魚問屋社長

当選 金川　敏子 無所属 63歳 農業

当選 寺﨑　孝洋 民主党 48歳 市議会議員

当選 浜田　泰友 無所属 34歳 市議会議員

当選 林　　久嗣 無所属 56歳 自営業

当選 久保田　満宏 無所属 52歳 日本青年館役員

当選 石倉　　彰 自由民主党 56歳 農業

当選 関口　雅治 自由民主党 58歳 市議会議員

当選 松倉　　勇 無所属 62歳 不動産賃貸業

当選 中瀬　淑美 公明党 53歳 政党役員

当選 飛世　悦雄 社会民主党 62歳 団体職員

18人 無投票 無投票

候　補　者　名

H24.4.22 無投票 無投票
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過去の魚津市議会議員選挙の結果
選 挙 期 日 定数

選 挙 当 日
有 権 者 数

投 票 者 数 投 票 率 得 票 数 党    派 年 齢 職    業

当選 中瀬　淑美 2,571票 公明党 49歳 団体役員

当選 飛世　悦雄 1,903票 社会民主党 58歳 団体役員

当選 関口　雅治 1,887票 無所属 54歳 自営

当選 石倉　彰 1,506票 無所属 52歳 農業

当選 寺﨑　孝洋 1,456票 民主党 44歳 市議会議員

当選 梅原　健治 1,434票 自由民主党 62歳 無職

当選 浦﨑　将隆 1,399票 自由民主党 58歳 (有)魚政魚問屋社長

当選 朝野　幹子 1,393票 日本共産党 60歳 政党役員

当選 田中　光幸　 1,346票 無所属 67歳 無職

当選 広田　俊成 1,263票 自由民主党 57歳 (有)廣田建設社長

当選 島澤　佳世子 1,250票 自由民主党 59歳 農業

当選 中田　尚 1,235票 日本共産党 62歳 政党役員

当選 下司　孝志 1,205票 自由民主党 58歳 自営業

当選 山本　弘吉 1,125票 自由民主党 60歳 農業

当選 山崎　昌弘 1,104票 自由民主党 55歳 会社役員

当選 越川　隆文 1,092票 無所属 47歳 (有)越川専務

当選 浜田　泰友 977票 無所属 30歳 無職

当選 河﨑　直通 971票 自由民主党 59歳 測量士

次点 久保田　満宏 717票 自由民主党 48歳 日本青年団協議会顧問

松倉　勇 605票 無所属 58歳 (有)蜃気楼観光代表取締役

H20.4.20 18人 37,560人 26,680人 71.03%

候　補　者　名
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過去の魚津市議会議員選挙の結果
選 挙 期 日 定数

選 挙 当 日
有 権 者 数

投 票 者 数 投 票 率 得 票 数 党    派 年 齢 職    業

当選 朝野　幹子 日本共産党 56歳 政党役員

当選 河﨑　直通 自由民主党 55歳 測量士

当選 下司　孝志 自由民主党 54歳 自営業

当選 梅原　健治 無所属 58歳 無職

当選 田中　光幸 無所属 63歳 市議会議員

当選 寺﨑　孝洋 民主党 40歳 会社員

当選 朝野　彰二 無所属 60歳 会社員

当選 中田　尚 日本共産党 58歳 政党役員

当選 菊池　達廣 自由民主党 67歳 会社役員

当選 浦﨑　将隆 自由民主党 54歳 (有)魚政魚問屋社長

当選 山本　弘吉 自由民主党 56歳 農業

当選 久保田　満宏 無所属 44歳 富山県青年団体協議会監事

当選 山崎　昌弘 自由民主党 51歳 (有)山崎建設役員

当選 飛世　悦雄 無所属 54歳 団体役員

当選 広田　俊成 自由民主党 53歳 (有)広田建設社長

当選 纓坂　昭弘 自由民主党 71歳 農業

当選 浜多　弘之 自由民主党 72歳 米穀商

当選 島澤　佳世子 自由民主党 55歳 農業

当選 清水　修三 自由民主党 61歳 会社役員

当選 竹内　進 公明党 60歳 政党役員

当選 奥村　利夫 自由民主党 68歳 農業

無投票

候　補　者　名

H16.4.18 21人 無投票 無投票 無投票
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過去の魚津市議会議員選挙の結果
選 挙 期 日 定数

選 挙 当 日
有 権 者 数

投 票 者 数 投 票 率 得 票 数 党    派 年 齢 職    業

当選 朝野　彰二 1,761.915票 無所属 56歳 会社員

当選 古金　広 1,730票 社会民主党 55歳 団体役員

当選 竹内　進 1,563票 公明党 56歳 政党役員

当選 下司　孝志 1,498票 無所属 50歳 自営業

当選 広田　俊成 1,490票 無所属 49歳 (有)広田建設社長

当選 島澤　佳世子 1,468票 無所属 51歳 自営

当選 朝野　幹子 1,385.084票 日本共産党 52歳 政党役員

当選 浦崎　将隆 1,319票 無所属 50歳 (有)魚政魚問屋社長

当選 河﨑　直通　 1,307票 自由民主党 51歳 測量士

当選 纓坂　昭弘 1,260票 自由民主党 67歳 農業

当選 沢崎　尚武 1,184.179票 無所属 68歳 ｻﾜｻｷ興業代表

当選 山本　弘吉 1,177票 自由民主党 52歳 農業

当選 澤﨑　義敬 1,124.820票 自由民主党 53歳 自営業

当選 中田　尚 1,110票 日本共産党 54歳 政党役員

当選 清水　修三 1,107票 自由民主党 57歳 会社役員

当選 清河　貢 1,087票 社会民主党 66歳 市議会議員

当選 越川　隆文 1,032票 無所属 39歳 会社員

当選 菊池　達廣 952票 自由民主党 63歳 会社役員

当選 七沢　秋政 951票 民主党 62歳 政党役員

当選 奥村　利夫 949票 自由民主党 64歳 農業

当選 田中　光幸 920票 無所属 59歳 団体役員

当選 浜多　弘之 911票 自由民主党 68歳 米穀商

当選 山崎　昌弘 870票 自由民主党 47歳 (有)山崎建設役員

当選 野沢　幸昭 864票 自由民主党 61歳 製粉業

次点 吉崎　源太郎 857票 自由民主党 56歳 農業

河口　利春 724票 無所属 58歳 農業

上野　敏之 54票 無所属 63歳 無職

候　補　者　名

H12.4.23 24人 38,089人 31,025人 81.45%
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過去の魚津市議会議員選挙の結果
選 挙 期 日 定数

選 挙 当 日
有 権 者 数

投 票 者 数 投 票 率 得 票 数 党    派 年 齢 職    業

当選 朝野　彰二 1,941.101票 無所属 52歳 会社員

当選 山本　弘吉 1,846票 無所属 48歳 会社役員

当選 古金　広 1,715票 社会民主党 51歳 団体役員

当選 竹内　進 1,384票 公明 52歳 政党役員

当選 稗苗　清吉 1,307票 自由民主党 52歳 会社役員

当選 清水　修三 1,301票 自由民主党 53歳 会社役員

当選 朝野　幹子 1,275.898票 日本共産党 48歳 政党役員

当選 清河　貢 1,217票 社会民主党 62歳 市議会議員

当選 窪田　信夫 1,208票 自由民主党 68歳 農業

当選 野沢　幸昭 1,137票 自由民主党 57歳 製粉業

当選 中田　尚 1,094票 日本共産党 50歳 政党役員

当選 菊池　達廣 1,042票 自由民主党 59歳 会社役員

当選 浜多　弘之 1,032票 自由民主党 64歳 米穀商

当選 沢崎　義敬 1,018.246票 自由民主党 49歳 自営業

当選 田中　光幸 1,014票 無所属 55歳 団体役員

当選 七沢　秋政 999票 社会民主党 58歳 会社員

当選 浜谷　佐久三 991票 自由民主党 70歳 市議会議員

当選 吉崎　源太郎 969票 自由民主党 52歳 農業

当選 奥村　利夫 966票 無所属 60歳 農業

当選 経沢　忠勝 945票 自由民主党 51歳 製餡業

当選 越川　弥生 941票 自由民主党 65歳 市議会議員

当選 野崎　栄吉 924票 自由民主党 66歳 農業

当選 山崎　昌弘 898票 無所属 43歳 会社役員

当選 纓坂　昭弘 888票 自由民主党 63歳 農業

次点 沢崎　尚武 853.753票 自由民主党 64歳 自営業

宮田　只夫 789票 無所属 69歳 会社役員

吉川　恭子 691票 無所属 53歳 主婦

浜住　敏之 65票 無所属 59歳 会社員

候　補　者　名

H8.4.21 24人 37,986人 30,793人 81.06%
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過去の魚津市議会議員選挙の結果
選 挙 期 日 定数

選 挙 当 日
有 権 者 数

投 票 者 数 投 票 率 得 票 数 党    派 年 齢 職    業

当選 朝野　彰二 1,889.962票 民社党 48歳 会社員

当選 古金　広 1,695票 日本社会党 47歳 団体役員

当選 浜多　弘之 1,524票 自由民主党 60歳 米穀商

当選 清水　修三 1,379票 自由民主党 49歳 会社役員

当選 沢崎　義敬 1,367.642票 無所属 45歳 自営業

当選 野沢　幸昭 1,367票 自由民主党 53歳 自営業

当選 稗苗　清吉 1,326票 自由民主党 48歳 会社役員

当選 経沢　稔 1,299.125票 自由民主党 59歳 書家

当選 竹内　進 1,254票 公明党 48歳 政党役員

当選 浜谷　佐久三 1,231票 自由民主党 66歳 会社役員

当選 朝野　幹子 1,162.037票 日本共産党 44歳 政党役員

当選 吉崎　源太郎 1,154票 自由民主党 48歳 農業

当選 七沢　秋政 1,136票 日本社会党 54歳 会社員

当選 関口　衛 1,124.000票 自由民主党 53歳 農業

当選 田中　光幸 1,117票 無所属 51歳 団体役員

当選 菊池　達廣 1,101票 無所属 55歳 会社役員

当選 清河　貢 1,093票 日本社会党 58歳 会社員

当選 窪田　信夫 1,083票 自由民主党 64歳 農業

当選 中田　尚 1,073票 日本共産党 46歳 政党役員

当選 高島　義信 1,069票 自由民主党 62歳 建設業

当選 経沢　忠勝 1,033.874票 無所属 47歳 製餡業

当選 沢崎　尚武 933.357票 自由民主党 60歳 自営業

当選 纓坂　昭弘 913票 自由民主党 59歳 農業

当選 野崎　栄吉 911票 自由民主党 62歳 農業

当選 森内　俊雄 888票 日本社会党 54歳 会社員

当選 越川　弥生 857票 無所属 61歳 会社役員

次点 宮田　只夫 735票 無所属 65歳 会社役員

長田　日晴 618票 無所属 68歳 無職

候　補　者　名

H4.4.26 26人 37,333人 33,178人 88.87%
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過去の魚津市議会議員選挙の結果
選 挙 期 日 定数

選 挙 当 日
有 権 者 数

投 票 者 数 投 票 率 得 票 数 党    派 年 齢 職    業

当選 古金　広 1,958票 日本社会党 43歳 団体役員

当選 清水　修三 1,602票 自由民主党 45歳 会社役員

当選 朝野　彰二 1,578.206票 民社党 44歳 会社員

当選 野沢　幸昭 1,487票 自由民主党 49歳 自営業

当選 窪田　信夫 1,269票 自由民主党 60歳 農業

当選 朝野　幹子 1,249.793票 日本共産党 40歳 政党役員

当選 竹内　進 1,232票 公明党 44歳 政党役員

当選 伊藤　甚一 1,222票 自由民主党 70歳 会社社長

当選 稗苗　清吉 1,205票 自由民主党 44歳 会社役員

当選 若島　正敬 1,197票 自由民主党 55歳 会社役員

当選 清河　貢 1,175票 日本社会党 54歳 会社員

当選 七沢　秋政 1,130票 日本社会党 50歳 会社員

当選 高島　義信 1,115票 自由民主党 58歳 建築業

当選 関口　衛 1,106票 自由民主党 49歳 農業

当選 沢崎　尚武 1,082票 自由民主党 56歳 建設業

当選 田中　光幸 1,069票 無所属 47歳 団体役員

当選 野崎　栄吉 1,052票 自由民主党 58歳 農業

当選 後藤　吉松 1,052票 自由民主党 69歳 熱焼器販売

当選 浜多　弘之 1,036票 自由民主党 56歳 米穀商

当選 中田　尚 1,030票 日本共産党 42歳 政党役員

当選 森内　俊雄 1,025票 日本社会党 50歳 会社員

当選 経沢　稔 978票 自由民主党 55歳 書家

当選 宮田　只夫 879票 無所属 61歳 会社役員

当選 河崎　浩 878票 自由民主党 62歳 農業

当選 纓坂　昭弘 854票 無所属 55歳 農業

当選 長田　日晴 849票 無所属 64歳 農業

次点 浜谷　佐久三 817票 自由民主党 62歳 漁業

大久保　松治 452票 無所属 72歳 無職

浜住　俊之 77票 無所属 51歳 会社員

候　補　者　名

S63.4.24 26人 36,004人 31,892人 88.58%
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過去の魚津市議会議員選挙の結果
選 挙 期 日 定数

選 挙 当 日
有 権 者 数

投 票 者 数 投 票 率 得 票 数 党    派 年 齢 職    業

当選 古金　広 2,192票 日本社会党 39歳 団体役員

当選 長勢　甚正 1,724票 自由民主党 64歳 農業

当選 竹内　進 1,384票 公明党 40歳 団体役員

当選 七沢　秋政 1,270票 日本社会党 46歳 会社員

当選 稗苗　清吉 1,250票 自由民主党 40歳 会社役員

当選 本田　正一 1,200票 自由民主党 67歳 農業

当選 伊藤　甚一 1,180票 自由民主党 66歳 会社員

当選 森内　俊雄 1,159票 日本社会党 46歳 会社員

当選 経沢　稔 1,133票 自由民主党 51歳 書家

当選 浜多　弘之 1,126票 自由民主党 52歳 米穀商

当選 河崎　浩 1,123票 自由民主党 58歳 団体役員

当選 関口　衛 1,104票 自由民主党 45歳 農業

当選 野崎　栄吉 1,098票 自由民主党 54歳 農業

当選 高島　義信 1,080票 自由民主党 54歳 建築業

当選 宮島　竹二 1,080票 日本社会党 56歳 会社員

当選 若島　正敬 1,068票 自由民主党 51歳 会社役員

当選 高慶　平之丞 1,053票 自由民主党 72歳 市議会議員

当選 浜谷　佐久三 1,026票 自由民主党 58歳 漁業

当選 田中　光幸 1,011票 無所属 43歳 団体役員

当選 宮田　只夫 1,010票 自由民主党 57歳 会社役員

当選 後藤　吉松 1,002票 自由民主党 65歳 熱焼器販売

当選 沢崎　尚武 985票 自由民主党 52歳 自営業

当選 石崎　七郎 946票 自由民主党 68歳 自営業

当選 大久保　松治 927票 日本社会党 68歳 会社員

当選 加藤　成司 909票 民社党 57歳 団体役員

当選 中田　尚 894票 日本共産党 38歳 政党役員

次点 林　　満 809票 自由民主党 44歳 自営ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ業

朝野　幹子 712票 日本共産党 36歳 政党役員

候　補　者　名

S59.4.22 26人 35,409人 31,634人 89.34%
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過去の魚津市議会議員選挙の結果
選 挙 期 日 定数

選 挙 当 日
有 権 者 数

投 票 者 数 投 票 率 得 票 数 党    派 年 齢 職    業

当選 松野　宗一 1,425票 自由民主党 52歳 会社役員

当選 長勢　甚正 1,364票 自由民主党 60歳 農業

当選 伊藤　甚一 1,212票 自由民主党 62歳 建設業

当選 七沢　秋政 1,171票 日本社会党 42歳 会社員

当選 後藤　吉松 1,167票 自由民主党 61歳 食糧品販売

当選 稗苗　清吉 1,128票 自由民主党 36歳 会社役員

当選 竹内　進 1,095票 公明党 36歳 会社員

当選 本田　正一 1,089票 自由民主党 63歳 農業

当選 大久保　松治 1,080票 日本社会党 64歳 会社員

当選 経沢　稔 1,078票 無所属 47歳 書家

当選 朝野　幹子 1,067票 日本共産党 32歳 無職

当選 高島　義信 1,049票 自由民主党 50歳 建築業

当選 関口　衛 1,033票 自由民主党 41歳 農業

当選 中田　尚 1,032票 日本共産党 34歳 政党役員

当選 浜多　弘之 1,011票 自由民主党 48歳 米穀商

当選 野崎　栄吉 1,003票 自由民主党 50歳 農業

当選 若島　正敬 994票 自由民主党 47歳 会社役員

当選 河崎　浩 987票 自由民主党 54歳 会社役員

当選 石崎　七郎 982票 自由民主党 64歳 自営業

当選 宮島　竹二 961票 日本社会党 52歳 会社員

当選 宮田　只夫 945票 自由民主党 53歳 会社相談役

当選 石川　庄之助 917票 自由民主党 74歳 鉄工業

当選 森内　俊雄 884票 日本社会党 42歳 会社員

当選 高慶　平之丞 862票 自由民主党 68歳 会社員

当選 林　　満 842票 自由民主党 40歳 会社役員

当選 沢崎　尚武 841票 自由民主党 48歳 建材･銘木販売業

当選 新田川　清松 833票 日本社会党 61歳 会社員

当選 田中　光幸 826票 無所属 39歳 団体役員

当選 加藤　成司 817票 民社党 53歳 団体役員

当選 浜谷　佐久三 641票 自由民主党 54歳 漁業

次点 関井　勝二 553票 自由民主党 56歳 塗料販売

長田　日晴 441票 無所属 56歳 農業

91.34%

候　補　者　名

S55.4.20 30人 34,455人 31,471人
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過去の魚津市議会議員選挙の結果
選 挙 期 日 定数

選 挙 当 日
有 権 者 数

投 票 者 数 投 票 率 得 票 数 党    派 年 齢 職    業

当選 伊藤　甚一 1,585票 自由民主党 58歳 建設業

当選 長勢　甚正 1,572票 自由民主党 56歳 農業

当選 中田　尚 1,453票 日本共産党 30歳 政党役員

当選 森内　俊雄 1,238票 日本社会党 38歳 団体役員

当選 大久保　松治 1,196票 日本社会党 60歳 会社員

当選 竹内　進 1,188票 公明党 32歳 政党役員

当選 林　　満 1,181票 自由民主党 36歳 クリ‐ニング業

当選 七沢　秋政 1,163票 日本社会党 38歳 会社員

当選 吉井　正男 1,127票 無所属 57歳 会社代表取締役

当選 吉田　甚蔵 1,076票 無所属 57歳 会社社長

当選 中尾　政一 1,025票 自由民主党 63歳 農業

当選 石崎　七郎 983票 無所属 60歳 ﾌｧｽﾅｰ加工下請

当選 田中　光幸 930票 無所属 35歳 団体役員

当選 若島　正敬 917票 自由民主党 43歳 会社役員

当選 河崎　直治 887.697票 自由民主党 54歳 会社役員

当選 浜多　弘之 886票 自由民主党 44歳 米穀商

当選 寺田　与次郎 881票 自由民主党 50歳 農業

当選 宮島　竹二 875票 日本社会党 48歳 会社員

当選 朝野　治作 865票 無所属 63歳 会社役員

当選 長田　日晴 848票 自由民主党 52歳 団体役員

当選 高慶　平之丞 843票 自由民主党 64歳 会社社長

当選 石川　庄之助 841票 無所属 70歳 鉄工業

当選 宮田　只夫 838票 自由民主党 49歳 会社役員

当選 本田　正一 838票 自由民主党 59歳 農業

当選 河崎　浩 835.302票 自由民主党 50歳 会社代表取締役

当選 野崎　栄吉 831票 無所属 46歳 農業

当選 新田川　清松 827票 日本社会党 57歳 会社員

当選 加藤　成司 808票 民社党 49歳 団体役員

当選 後藤　吉松 805票 自由民主党 57歳 食料品販売業

当選 浜谷　佐久三 757票 無所属 51歳 漁業

次点 岸本　政雄 740票 自由民主党 60歳 鮮魚商

候　補　者　名

S51.4.18 30人 33,900人 30,972人 91.36%
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過去の魚津市議会議員選挙の結果
選 挙 期 日 定数

選 挙 当 日
有 権 者 数

投 票 者 数 投 票 率 得 票 数 党    派 年 齢 職    業

当選 河崎　直治 1,150.663票 無所属 50歳 土地家屋調査士
当選 河崎　浩 1,115.336票 無所属 46歳 会社重役
当選 吉井　正男 1,096票 無所属 53歳 建設業
当選 石川　庄之助 1,076票 無所属 66歳 会社役員
当選 長田　日晴 1,068票 無所属 48歳 団体役員
当選 若島　正敬 1,048票 自由民主党 39歳 会社役員
当選 久保田　邦一 1,023票 無所属 58歳 団体役員
当選 寺田　与次郎 1,022票 無所属 46歳 農業
当選 伊藤　甚一 1,014票 自由民主党 54歳 土建業
当選 浜多　弘之 988票 無所属 40歳 米穀業
当選 吉田　甚蔵 985票 無所属 53歳 土建業
当選 朝野　治作 965票 無所属 59歳 会社社長
当選 石崎　七郎 911.237票 無所属 56歳 ﾌｧｽﾅｰ加工下請
当選 花岡　嘉文 910票 無所属 47歳 建設業
当選 高慶　平之丞 895票 無所属 60歳 測量設計業
当選 野崎　栄吉 892票 無所属 42歳 農業
当選 加藤　成司 889票 民社党 45歳 団体役員
当選 中田　尚 854票 日本共産党 26歳 政党役員
当選 後藤　吉松 853.045票 無所属 53歳 食料品商
当選 中尾　政一 839票 無所属 59歳 農業
当選 本田　友次郎 810.514票 公明党 49歳 洋服商
当選 本田　正一 808.485票 無所属 55歳 農業
当選 林　　照夫 807.997票 日本社会党 38歳 団体職員
当選 宮島　竹二 798票 日本社会党 44歳 会社員
当選 長谷川　作次郎 788票 自由民主党 71歳 会社重役
当選 新田川　清松 744票 日本社会党 53歳 会社員
当選 宮田　只夫 729票 無所属 45歳 建設業
当選 後藤　広作 720.954票 無所属 53歳 会社社長
当選 田中　光幸 686票 無所属 31歳 会社員
当選 大久保　松治 636票 日本社会党 56歳 会社員
次点 南保　金作 621票 日本社会党 62歳 無職

林　　満 607.002票 自由民主党 32歳 ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ業
森内　俊雄 527票 日本社会党 34歳 会社員
関井　勝二　 500票 無所属 48歳 塗料販売業
石崎　貞二 373.762票 無所属 64歳 金融業

候　補　者　名

S47.4.23 30人 32,969人 30,606人 92.83%
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過去の魚津市議会議員選挙の結果
選 挙 期 日 定数

選 挙 当 日
有 権 者 数

投 票 者 数 投 票 率 得 票 数 党    派 年 齢 職    業

当選 高松　啓一 1,142票 無所属 59歳 水道工事業
当選 久保田　邦一 1,123.290票 無所属 54歳 団体職員
当選 吉田　甚蔵 1,028票 無所属 49歳 会社社長
当選 石川　庄之助 1,015票 無所属 62歳 会社重役
当選 伊藤　甚一 1,014.955票 自由民主党 50歳 建設業
当選 大島　信夫 1,000票 日本社会党 41歳 公社職員
当選 花岡　嘉文 927票 自由民主党 43歳 建設業
当選 野崎　栄吉 906票 無所属 38歳 団体職員
当選 吉井　正男 849票 自由民主党 49歳 建設業
当選 宮内　孝成 838票 無所属 53歳 農業
当選 宮島　竹二 827票 日本社会党 40歳 会社員
当選 朝野　治作 824票 無所属 55歳 会社社長
当選 南保　金作 823票 日本社会党 58歳 会社員
当選 中尾　政一 791票 自由民主党 56歳 農業
当選 大久保　松治 773票 日本社会党 52歳 会社員
当選 小坂　作次郎 756票 自由民主党 66歳 会社社長
当選 中島　清 750.090票 日本社会党 53歳 会社員
当選 若島　正敬 748票 自由民主党 35歳 会社役員
当選 河崎　直治 741.546票 無所属 46歳 土地家屋調査士
当選 横山　喬 741票 無所属 57歳 寺院主
当選 中島　甚平 737.909票 無所属 55歳 建設業
当選 伊東　直二 736.044票 無所属 63歳 会社重役
当選 河崎　浅之助 732.453票 自由民主党 63歳 農業
当選 本田　友次郎　 727.911票 公明党 45歳 洋服商
当選 佐伯　新作 704票 無所属 61歳 団体役員
当選 黒崎　直作 691票 無所属 67歳 会社重役
当選 窪田　杉次郎 657.709票 無所属 74歳 無職
当選 高慶　平之丞 656票 無所属 56歳 測量設計業
当選 後藤　広作 652.697票 自由民主党 49歳 製材業
当選 長谷川　作次郎 651票 自由民主党 67歳 止宿業
次点 長田　日晴 609票 自由民主党 44歳 団体役員

本田　正信 594.088票 無所属 55歳 無職
後藤　吉松 557.302票 自由民主党 49歳 食料品商
加藤　成司 535票 民主社会党 41歳 会社員
関口　昌次 533票 自由民主党 59歳 農業
美佐　不二夫 477票 日本共産党 37歳 政党役員

候　補　者　名

S43.4.27 30人 30,382人 28,598人 94.13%
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過去の魚津市議会議員選挙の結果
選 挙 期 日 定数

選 挙 当 日
有 権 者 数

投 票 者 数 投 票 率 得 票 数 党    派 年 齢 職    業

当選 西浦　三郎 1,266票 日本社会党 44歳 会社員
当選 加野　松雄 1,230票 無所属 43歳 会社員
当選 大島　信夫 1,211票 日本社会党 37歳 会社員
当選 石川　庄之助 1,066票 無所属 58歳 会社役員
当選 大久保　松治 985票 日本社会党 48歳 会社員
当選 宮内　孝成 972票 無所属 49歳 農業
当選 宮島　竹二 957票 日本社会党 36歳 会社員
当選 吉井　正男 948票 自由民主党 45歳 建設業
当選 長田　日晴 933票 無所属 40歳 団体役員
当選 伊東　直二 921票 無所属 59歳 会社員
当選 島谷　政隆 848票 無所属 63歳 料理業
当選 朝野　治作 831票 無所属 51歳 会社社長
当選 中尾　政一 830票 無所属 51歳 農業
当選 加藤　成司 817票 民主社会党 37歳 会社員
当選 小坂　作次郎 812票 無所属 62歳 会社社長
当選 河崎　浅之助 805票 無所属 59歳 農業
当選 宮崎　直三 772票 無所属 59歳 会社重役
当選 若島　正敬 767票 無所属 31歳 会社役員
当選 細川　繁次郎 764票 無所属 57歳 会社重役
当選 本田　正信 701票 自由民主党 50歳 無職
当選 南保　金作 700票 日本社会党 54歳 会社員
当選 奥村　順平 693票 無所属 59歳 建設業
当選 稲垣　文吉 688票 無所属 71歳 青果商
当選 野崎　栄吉 685票 無所属 34歳 団体職員
当選 佐伯　新作 683票 無所属 57歳 団体役員
当選 長谷川　作次郎 661票 自由民主党 63歳 止宿業
当選 関口　昌次 634.669票 無所属 55歳 農業
当選 森野　富治 602票 自由民主党 62歳 ﾌｧｽﾅｰ分工場
当選 藤井　秀信 588票 無所属 49歳 会社役員
当選 後藤　広作 496票 無所属 45歳 製材販売業
次点 窪田　杉次郎 479票 無所属 70歳 無職

浦田　与一 454票 無所属 62歳 会社重役
青木　正男 405票 無所属 49歳 建設業
関口　作平　 344.331票 無所属 57歳 製材業
堀　　甚内 270票 無所属 57歳 会社員

候　補　者　名

S39.4.11 30人 29,450人 27,581人 93.65%
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過去の魚津市議会議員選挙の結果
選 挙 期 日 定数

選 挙 当 日
有 権 者 数

投 票 者 数 投 票 率 得 票 数 党    派 年 齢 職    業

当選 大島　信夫 1,332票 無所属 33歳 公社職員
当選 西浦　三郎 1,253票 日本社会党 40歳 会社員
当選 大久保　松治 1,218票 日本社会党 44歳 会社員
当選 藤井　秀信 1,088票 無所属 45歳 会社重役
当選 宮内　吉次郎 1,062票 無所属 67歳 会社重役
当選 野崎　栄吉 1,061票 無所属 30歳 団体職員
当選 朝野　治作 1,057票 無所属 47歳 土木請負業
当選 小坂　作次郎 1,031票 無所属 58歳 会社社長
当選 細川　繁次郎 999票 無所属 53歳 会社重役
当選 千田　源次郎 985票 無所属 65歳 会社役員
当選 後藤　広作 870票 無所属 41歳 物品販売業
当選 関口　作平 826.553票 無所属 53歳 製材業
当選 若島　正敬 801票 無所属 27歳 会社員
当選 南保　金作 791票 無所属 50歳 会社員
当選 宮崎　直三 785票 無所属 55歳 肥料販売業
当選 森野　富治 758票 自由民主党 58歳 ﾌｧｽﾅｰ分工場
当選 大崎　利吉 745票 無所属 55歳 農業
当選 長田 喜三右ヱ門 719票 自由民主党 62歳 土木請負業
当選 河崎　浅之助 713.460票 無所属 55歳 農業
当選 窪田　杉次郎 684票 無所属 66歳 無職
当選 奥村　順平 675票 無所属 55歳 会社重役
当選 佐伯　新作 675票 無所属 53歳 農業
当選 小林　正木 660票 無所属 47歳 会社重役
当選 関口　昌次 635.267票 無所属 51歳 農業
当選 稲垣　文吉 589票 無所属 67歳 青果商
当選 浦田　与一 567票 無所属 58歳 土建業
当選 島谷　政隆 567票 無所属 59歳 料理業
当選 本田　正信 541票 無所属 47歳 無職
当選 河崎　直義 522.539票 無所属 63歳 会社社長
当選 長谷川　作次郎 503票 自由民主党 59歳 日本舞踊
次点 伊藤　正清 494票 自由民主党 51歳 物品販売業

関口　与蔵 473.178票 無所属 63歳 農業
盛永　正夫 163票 無所属 53歳 農業

候　補　者　名

S35.4.10 30人 28,173人 25,947人 92.10%
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過去の魚津市議会議員選挙の結果
選 挙 期 日 定数

選 挙 当 日
有 権 者 数

投 票 者 数 投 票 率 得 票 数 党    派 年 齢 職    業

当選 千田　源次郎 1,318票 無所属 61歳 製材業
当選 花岡　忠治 1,240票 無所属 53歳 農業
当選 藤井　秀信 1,187票 無所属 41歳 会社重役
当選 長田 喜三右ヱ門 1,089票 自由民主党 58歳 土建請負業
当選 西浦　三郎 1,083票 日本社会党 36歳 会社員
当選 稲沢　弥一 1,077票 日本社会党 38歳 会社員
当選 清河　宗作 1,046票 無所属 50歳 農業
当選 浜多　由利 1,032票 無所属 39歳 保育園園長
当選 河崎　浅之助 981.64票 無所属 51歳 農業
当選 宮内　吉次郎 906票 自由民主党 63歳 会社重役
当選 大崎　利吉 880票 無所属 51歳 農業
当選 関口　昌次 868.62票 無所属 47歳 農業
当選 朝野　信治 845票 無所属 54歳 製材業
当選 奥村　順平 789票 自由民主党 51歳 会社重役
当選 小林　宗作 786票 無所属 50歳 農業
当選 川岸　久平 784票 無所属 49歳 農業
当選 藤森　要次郎 729票 無所属 55歳 農業
当選 島谷　政隆 722票 無所属 55歳 料理業
当選 伊藤　正清 715票 無所属 47歳 保険外交員
当選 後藤　広作 683票 無所属 37歳 漁業
当選 明石　寛二 675票 無所属 44歳 農機具販売
当選 高木　源次 671票 無所属 60歳 農業
当選 長谷川　作次郎 610票 自由民主党 56歳 芸妓置屋業
当選 関口　与蔵 572.38票 無所属 59歳 農業
当選 鍼田　平吉 564票 無所属 57歳 塩乾魚卸商
当選 窪田　杉次郎 558票 無所属 62歳 土建請負業
当選 本田　正信 557票 無所属 43歳 無職
当選 稲垣　文吉 541票 無所属 63歳 青果販売業
当選 浦田　与一 512票 無所属 54歳 建設業
当選 河崎　直義 500.36票 無所属 59歳 農業
次点 高瀬　紋作 294票 無所属 58歳 会社社長

谷口　竜作 241票 無所属 55歳 ﾌｧｽﾅｰ下請

候　補　者　名

S31.4.29 30人 26,902人 25,122人 93.38%
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過去の魚津市議会議員選挙の結果
選 挙 期 日
（選挙区）

定数
選 挙 当 日
有 権 者 数

投 票 者 数 投 票 率 得 票 数 党    派 年 齢 職    業

当選 浜多　与三郎 1,203票 無所属 69歳 漁業
当選 石崎　平兵衛 1,138票 無所属 52歳 漁業
当選 浅尾　久矩 1,069票 無所属 34歳 洋品雑貨商
当選 浜岡　弥次兵衛 902票 自由党 51歳 会社重役
当選 鍼田　平吉 890票 無所属 53歳 塩干魚商
当選 千田　源次郎 799票 無所属 57歳 製材業
当選 河内　則一 713票 無所属 48歳 医師
次点 稲沢　弥一 650票 日本社会党 33歳 会社員

大久保　常雄 573票 無所属 45歳 漆器商
稲葉　秀男 380票 無所属 42歳 灸業

当選 高木　源次 495票 無所属 56歳 農業
当選 寺田　信一 322票 無所属 52歳 農業
次点 稲垣　文吉 280票 無所属 59歳 青物商
当選 小林　宗作 365票 無所属 46歳 農業
当選 佐伯　新作 341票 無所属 45歳 農業
次点 溝口　哲蔵 319票 無所属 36歳 農業
当選 高橋　与次郎 無所属 69歳 土木請負業
当選 河崎　直義 無所属 55歳 農業

（第５選挙区） 1人 無投票 無投票 無投票 当選 盛永　五作 無投票 無所属 41歳 農業
当選 明石　寛二 439票 無所属 40歳 農機具商
当選 長谷川　作次郎 430票 無所属 51歳 日舞師匠
次点 宝田　磯二 402票 無所属 48歳 農業

丸本　太一 327票 無所属 44歳 農業
当選 黒瀬　宗平 452票 無所属 51歳 建設業
当選 三吉　助之丞 403票 無所属 57歳 農業
次点 長田 喜三右ヱ門 394票 無所属 54歳 建設業
当選 伊東　直二 無所属 47歳 会社員
当選 吉田　賢良 無所属 49歳 農業
当選 窪田　杉次郎 637票 無所属 58歳 土建業
当選 住吉　久太郎 582票 日本社会党 40歳 会社員
当選 関口　弥一 556票 無所属 52歳 土建業
当選 紙谷　作蔵 378票 無所属 49歳 会社員
次点 関口　与蔵 365票 無所属 55歳 土建業

寺崎　松次郎 305票 無所属 46歳 肥料販売業
谷口　竜作 222票 無所属 51歳 会社重役

当選 本田　正信 724票 無所属 39歳 無職
当選 朝野　朔郎 582票 無所属 55歳 漁業
当選 朝野　信治 501票 無所属 50歳 製材業
次点 南塚　又左ヱ門 405票 無所属 40歳 農業

（第11選挙区） 1人 無投票 無投票 無投票 当選 森　忠義 無投票 無所属 53歳 農業
当選 山本　竜 462票 無所属 44歳 農業
当選 大森　久雄 416票 無所属 50歳 農業
次点 大沢　政平 351票 無所属 38歳 農業

2人（第２選挙区）

7人
S27.5.10

（第１選挙区）

候　補　者　名

2人（第７選挙区）

無投票（第８選挙区） 2人 無投票 無投票 無投票

無投票無投票無投票2人（第４選挙区） 無投票

2人（第６選挙区）

（第３選挙区） 2人

2人（第12選挙区）

4人（第９選挙区）

3人（第10選挙区）


