
第１回 南相馬市議会議員一般選挙   

◆投票日 平成１８年１１月１２日（日） 

◆告示日 平成１８年１１月 ５日（日） 

◆選挙区と定数（最初の一般選挙のみ３選挙区制） 

小高選挙区  ６人 

鹿島選挙区  ６人 

原町選挙区 １４人 

◆投票結果 

当日有権者数 投票者数 投票率 ％ 
選挙区 

男 女 計 男 女 計 男 女 計 

小高  5,087  5,670 10,757  4,264  4,978  9,242 83.82 87.80 85.92 

鹿島  4,801  5,265 10,066  4,070  4,570  8,640 84.77 86.80 85.83 

原町 18,313 19,930 38,243 13,206 15,042 28,248 72.11 75.47 73.86 

 

◆開票結果 

【小高選挙区】（２３時２８分確定） 

当落 候補者氏名 党派 得票数 

当選 渡部寛一 日本共産党 1,076 

当選 志賀稔宗 無所属   905 

当選 今村 裕 無所属   862 

当選 竹野光雄 無所属   812 

当選 高野光二 無所属   804 



 

 

【鹿島選挙区】（２３時４０分確定） 

当選 小林正幸 無所属   790 

落選 鈴木一男 無所属   761 

落選 泉田 昭 無所属   648 

落選 太田隆章 無所属   644 

落選 藤 正昭 無所属   585 

落選 平田広昭 無所属   473 

落選 島尾清助 無所属   437 

落選 安部常晴 無所属   364 

得票総数                ①  9,161 

無効投票                ②     81 

投票者数               ①＋②  9,242 

当落 候補者氏名 党派 得票数 

当選 郡 俊彦 日本共産党 1,096 

当選 西 一信 無所属        797.152 

当選 寺内安規 無所属   772 

当選 小林吉久 無所属   736 

当選 五賀和雄 無所属   722 

当選 西 銑治 無所属       719.847 

落選 長沢初男 無所属   689 

落選 牛渡康光 無所属   669 

落選 細田 広 無所属   649 

落選 遠藤良一 無所属   516 

落選 早川孝雄 無所属   462 



 

 

【原町選挙区】（２５時１５分確定） 

当落 候補者氏名   党派 得票数 

当選 櫻井勝延 無所属  1,974 

当選 横山元栄 無所属  1,904 

当選 土田美惠子 公明党  1,859 

当選 田中一正 無所属  1,731 

当選 平田 武 無所属  1,687 

当選 渡部一夫 無所属  1,533 

当選 小川尚一 無所属  1,468 

当選 小林一成 無所属      1,422.219 

当選 湊 清一 無所属  1,350 

当選 小林チイ 無所属      1,321.780 

当選 太田淳一 無所属  1,294 

当選 宝玉義則 無所属  1,289 

当選 白瀬利夫 無所属  1,286 

当選 坂本恒雄 無所属  1,252 

落選 齋藤政子 無所属  1,249 

落選 鈴木清教 無所属   348 

落選 鈴木貞正 民主党   347 

落選 只野吉顕 無所属    33 

得票総数                ①      8,555.999 

按分により切り捨てた票   ②                        0.001 

無効投票         ③     84 

投票者数                 ①＋②＋③  8,640 



落選 山田雅彦 無所属  1,185 

落選 荒木千恵子 日本共産党 1,180 

落選 水井清光 無所属  1,107 

落選 小武海三郎 無所属    986 

落選 菅野秀一 無所属    781 

得票総数               ①    27,858.999 

按分により切り捨てた票  ②                        0.001 

無効投票         ③    387 

持ち帰り         ④           1 

不受理                 ⑤      1 

投票者数         ①＋②＋③＋④＋⑤ 28,248 

 

 

 


