
平成27年11月22日執行大阪府知事選挙

投票率 44.01 ％（藤井寺市）
敬称略

立候補者名 得票数（藤井寺市） 得票数（大阪府）
当選人 松　井　一　郎 15,036 2,025,387

くりはら　貴子 7,467 1,051,174
美　馬　幸　則 522 84,762

無　所　属
無　所　属

党　派
大阪維新の会



平成27年4月26日執行藤井寺市議会議員一般選挙

投票率 52.03 ％（藤井寺市）
敬称略

立候補者名 得  票  数
当選人 畑　けんたろう 2,979
当選人 きよく　　　功 2,797
当選人 田　中  光　春 2,388
当選人 かたやま　敬子 2,214
当選人 山　本　忠　司 2,145
当選人 岡　本　　　光 2,143
当選人 いとう　政　一 1,944
当選人 木　下　ほこる 1,938
当選人 瀬　川　さとる 1,560
当選人 麻　野　真　吾 1,196
当選人 中　路　新　平 1,127
当選人 岩　口　かんじ 1,075
当選人 にしの　廣　志 915
当選人 石　田　隼　人 880

本　多　みのる 843
とみなが 次 朗 662

平成27年4月26日執行藤井寺市長選挙

投票率 52.02 ％（藤井寺市）
敬称略

立候補者名 得  票  数
当選人 くにした　和男 14,149

林　　　ひとし 12,608

自由民主党

公　明　党

党　派

無　所　属
無　所　属

日本共産党

無　所　属
無　所　属

無　所　属

無　所　属

党　派

公　明　党
自由民主党

公　明　党

無　所　属
無　所　属

日本共産党

無　所　属

無　所　属

無　所　属



平成27年4月12日執行大阪府議会議員選挙

投票率 43.99 ％（藤井寺市）
敬称略

立候補者名 得票数（藤井寺市）
得票数（藤井寺市・
柏原市合計）

当選人 中谷  やすのり 9,399 24,685
岡　田　美絵子 12,388 18,764
中  井  天  笑 715 1,365

平成23年11月27日執行大阪府知事選挙

投票率 50.07 ％（藤井寺市）
敬称略

立候補者名 得票数（藤井寺市） 得票数（大阪府）
当選人 松　井　一　郎 14,381 2,006,195

倉　田　かおる 8,962 1,201,034
梅　田　章　二 2,351 357,159
岸　田　　　修 164 29,487
高　橋　正　明 217 27,809
中　村　　　勝 96 22,347
マック　赤　坂 75 21,479

市町村長連合と府民の会

無　所　属
無　所　属
無　所　属

二十一世紀日本維新会
スマイル党

党　派
大阪維新の会

党　派

大阪維新の会
自由民主党

中道保守リベラル大阪



平成23年4月24日執行藤井寺市議会議員一般選挙

投票率 54.11 ％（藤井寺市）
敬称略

立候補者名 得  票  数
当選人 畑　けんたろう 2,244
当選人 田　中  光　春 2,231
当選人 きよく　　　功 2,025
当選人 かたやま　敬子 1,997
当選人 ながせ　春　男 1,992
当選人 にしむら　政幸 1,947
当選人 岡　本　　　光 1,793
当選人 本　多　みのる 1,739
当選人 山　本　忠　司 1,457
当選人 くすもと　陸雄 1,428
当選人 瀬　川　さとる 1,297
当選人 西　条　たか子 1,277
当選人 麻　野　真　吾 1,119
当選人 にしの　廣　志 1,087
当選人 石　田　はやと 938
当選人 岩　口　かんじ 921

島　田　大　介 813
金　森　保　夫 730
村　上　あきこ 689

中　井　保　弘 363

平成23年4月24日執行藤井寺市長選挙

投票率 54.09 ％（藤井寺市）
敬称略

立候補者名 得  票  数
当選人 くにした　和男 20,312

石　本　良　介 7,183

無　所　属
無　所　属

地域政党ええねん
藤井寺議員報酬半減

党　派
無　所　属
無　所　属

日本共産党
無　所　属
無　所　属
無　所　属
民　主　党
社会民主党

公　明　党
無　所　属
無　所　属
無　所　属
無　所　属
日本共産党

党　派
自由民主党
公　明　党
自由民主党
公　明　党
無　所　属



平成23年4月10日執行大阪府議会議員選挙

投票率 44.50 ％（藤井寺市）
敬称略

立候補者名 得  票  数
当選人 岡田　よしのぶ 13,399

田中　よしあき 9,230
平成20年1月27日執行大阪府知事選挙

投票率 50.61 ％（藤井寺市）
敬称略

立候補者名 得票数（藤井寺市） 得票数（大阪府）
当選人 橋　下　とおる 14,524 1,832,857

熊谷　さだとし 7,814 999,082
梅　田　章　二 3,939 518,563
高  橋  正  明 129 22,154
杉  浦  清  一 141 20,161無　所　属

党　派
無　所　属
無　所　属
無　所　属
無　所　属

無　所　属
無　所　属

党　派



平成19年4月22日執行藤井寺市議会議員一般選挙

投票率 59.23 ％（藤井寺市）
敬称略

立候補者名 得  票  数
当選人 田　中  光　春     2,134.794
当選人 花　岡　のぶ子     2,124
当選人 畑  けんたろう     2,084
当選人 ながせ  春　男     2,022
当選人 きよく      功     1,984
当選人 西村  まさゆき     1,855
当選人 山　本  忠　司     1,778
当選人 岡　本　　　光     1,732
当選人 西　条  たか子     1,730
当選人 岩　口  かんじ     1,534
当選人 にしの  廣　志     1,413
当選人 丸　山　昇　一     1,310
当選人 くすもと  陸雄     1,223
当選人 田　中  とよみ     1,205.531
当選人 石　田  はやと     1,099
当選人 田中  よしあき     1,018.673
当選人 麻　野  真　吾     1,009
当選人 島　田　大　介       900

青　木　宏　之       899
村　上  太　一       886
金　森  保　夫       671

平成19年4月22日執行藤井寺市長選挙

投票率 59.22 ％（藤井寺市）
敬称略

立候補者名 得  票  数
当選人 くにした　和男 16,359

いせき　和　彦 14,191

自由民主党
無　所　属
無　所　属

党　派
無　所　属
無　所　属

無　所　属
日本共産党
無　所　属
自由民主党
無　所　属
社会民主党

無　所　属
無　所　属
日本共産党
民　主　党
無　所　属
自由民主党

公　明　党
公　明　党
自由民主党
無　所　属
自由民主党
公　明　党

党　派



平成19年4月8日執行大阪府議会議員選挙

投票率 37.16 ％（藤井寺市）
敬称略

立候補者名 得  票  数
当選人 さぎり　　　勁 10,904

石　本　良　介 7,987

平成16年2月1日執行大阪府知事選挙

投票率 43.52 ％（藤井寺市）
敬称略

立候補者名 得票数（藤井寺市） 得票数（大阪府）
当選人 太　田　房　江 12,682 1,558,626

江  本  孟  紀 5,923 670,717
梅　田　章　二 3,681 505,167
小  山  広  明 163 25,851
西  村  重  蔵 86 13,885無　所　属

党　派
無　所　属
無　所　属
無　所　属
無　所　属

党　派
無　所　属
無　所　属



平成15年4月27日執行藤井寺市議会議員一般選挙

投票率 62.07 ％（藤井寺市）
敬称略

立候補者名 得  票  数
当選人 きよく      功     2,268
当選人 花　岡　のぶ子     2,146
当選人 田　中　光　春     2,077.322
当選人 ながせ　春　男     2,027
当選人 さわだ　勝　秀     1,932
当選人 岡　本　　　光     1,829
当選人 石　田　はやと     1,452
当選人 あおきひろゆき     1,253
当選人 田中  よしあき     1,231.677
当選人 くすもと　陸雄     1,199
当選人 村　上　太　一     1,198
当選人 神　木　みち子     1,182
当選人 かやむらきいち     1,153
当選人 麻　野  真　吾     1,147
当選人 にしの  廣　志     1,120
当選人 丸　山  昇　一     1,087
当選人 石　本  良　介     1,060
当選人 西　条  たか子     1,026

大島  ひでのり       940
松  本  ゆうじ       871
なかにし 重 蔵       811
岩　口  かんじ       811
中　村　五兵衛       677
佐々木  直  行       652
松　永　　　武       431

平成15年4月27日執行藤井寺市長選挙

投票率 62.07 ％（藤井寺市）
敬称略

立候補者名 得  票  数
当選人 いせき　和　彦 16,807

国　下　和　男 14,799

無　所　属

党　派
無　所　属
無　所　属

日本共産党
無　所　属
無　所　属
無　所　属
無　所　属
民　主　党

無　所　属
無　所　属
無　所　属
無　所　属
無　所　属
日本共産党

無　所　属
無　所　属
自由民主党
無　所　属
自由民主党
日本共産党

自由民主党
公　明　党
公　明　党
無　所　属
公　明　党
無　所　属

党　派



平成15年4月13日執行大阪府議会議員選挙

投票率 48.04 ％（藤井寺市）
敬称略

立候補者名 得  票  数
当選人 さぎり　　　勁 11,808

畑　けんたろう 10,314
たけとみ　義己 2,472

自由民主党
日本共産党

党　派
無　所　属


