
２０時現在 　　区　　別　　投　　票　　率　　一　　覧　　表 確定

区　　分 中央区 花見川区 稲毛区 若葉区 緑区 美浜区 千葉市計

市 当日有権者数（男） 80,759 70,757 61,784 60,795 47,652 55,409 377,156
議 当日有権者数（女） 79,040 72,268 62,772 60,698 49,687 59,102 383,567
会 計 159,799 143,025 124,556 121,493 97,339 114,511 760,723

議 投票者数（男） 32,540 29,650 24,782 23,437 19,586 22,903 152,898
員 投票者数（女） 32,941 31,372 25,698 24,516 20,382 24,529 159,438
一 計 65,481 61,022 50,480 47,953 39,968 47,432 312,336

般 投票率（男）％ 40.29% 41.90% 40.11% 38.55% 41.10% 41.33% 40.54%
選 投票率（女）％ 41.68% 43.41% 40.94% 40.39% 41.02% 41.50% 41.57%
挙 計％ 40.98% 42.67% 40.53% 39.47% 41.06% 41.42% 41.06%

前回投票率％ 43.48% 43.65% 41.99% 41.84% 46.33% 43.40% 43.34%
前回との比較 -2.50 P -0.98 P -1.46 P -2.37 P -5.27 P -1.98 P -2.28 P

区　　分 中央区 花見川区 稲毛区 若葉区 緑区 美浜区 千葉市計

県 当日有権者数（男） 80,766 70,781 61,797 60,805 47,665 321,814
議 当日有権者数（女） 79,055 72,295 62,777 60,709 49,702 324,538
会 計 159,821 143,076 124,574 121,514 97,367 646,352

議 投票者数（男） 32,539 29,662 24,787 23,435 19,597 130,020
員 投票者数（女） 32,950 31,404 25,700 24,517 20,391 134,962
一 計 65,489 61,066 50,487 47,952 39,988 264,982

般 投票率（男）％ 40.29% 41.91% 40.11% 38.54% 41.11% 40.40%
選 投票率（女）％ 41.68% 43.44% 40.94% 40.38% 41.03% 41.59%
挙 計％ 40.98% 42.68% 40.53% 39.46% 41.07% 41.00%

前回投票率％ 43.47% 43.64% 41.98% ─ 46.32% 43.67%
前回との比較 -2.49 P -0.96 P -1.45 P 前回は無投票 -5.25 P -2.67 P

※　今回、美浜区の県議は無投票です。

平成２７年４月１２日執行　統一地方選挙



※小数点以下の得票数については切り捨てして表示しています。

中央区選挙区 定数：１0人　立候補者数：１７人 花見川区選挙区 定数：１0人　立候補者数：１５人

当 こおご　保雄 自由民主党 6,354 当 川村　ひろあき 自由民主党 8,981

当 うるま　又衛門 自由民主党 5,764 当 さんぺい　輝枝 民主党 8,194

当 ふくなが　洋 日本共産党 5,348 当 村尾　いさお 公明党 5,581

当 亀井　たくま 無所属 5,286 当 かわぎし　俊洋 公明党 5,171

当 酒井　伸二 公明党 5,256 当 だんぎ　和彦 民主党 5,135

当 ひるた　浩文 無所属 4,893 当 もりた　真弓 日本共産党 5,005

当 三井　みわこ 民主党 4,809 当 中村　きみえ 日本共産党 4,559

当 中島　けんじ 自由民主党 4,668 当 岩井　まさお 自由民主党 4,506

当 森山　かずひろ 公明党 4,554 当 石川　ひろし 無所属 3,299

当 植草　たけし 自由民主党 4,265 当 桜井　たかし 維新の党 3,081

次 岡田　しん 維新の党 3,295 次 鈴木　明子 市民ネットワークちば 2,126

ふくたき　健一 無所属 2,272 上野　竜太郎 無所属 1,399

いがらし　ひでお 無所属 2,081 小村　たかし 無所属 1,396

やまさき　邦子 市民ネットワークちば 1,928 若生　良太 無所属 1,381

おかだ　ゆうすけ 無所属 1,698 あわ　かつよし 無所属 161

いまむら　敏昭 無所属 1,041

えばた　清子 無所属 622

稲毛区選挙区 定数：８人　立候補者数：１２人 若葉区選挙区 定数：８人　立候補者数：１１人

当 小松崎　ふみよし 自由民主党 6,813 当 青山　まさき 公明党 7,078

当 もてぎ　直忠 自由民主党 6,636 当 小川　としゆき 自由民主党 6,863

当 桜井　ひでお 公明党 6,614 当 石橋　たけし 自由民主党 6,799

当 かわい　隆史 民主党 6,498 当 麻生　のりお 民主党 5,824

当 吉田　まさよし 日本共産党 4,592 当 野本　信正 日本共産党 5,633

当 渡辺　忍 市民ネットワークちば 4,453 当 いわさき　明子 市民ネットワークちば 4,025

当 あべ　さとし 無所属 3,894 当 秋葉　ただお 自由民主党 3,999

当 山本　直史 無所属 2,996 当 佐々木　ひさあき 無所属 3,426

次 山浦　まもる 無所属 2,558 次 高橋　ひでき 無所属 2,397

山下　すみのり 維新の党 2,025 樋口　ゆうだい 無所属 1,055

村山　けんいち 無所属 1,723 武田　ふみあき 無所属 163

おなぎ　あきひこ 無所属 755

緑区選挙区 定数：６人　立候補者数：７人 美浜区選挙区 定数：８人　立候補者数：１２人

当 近藤　ちず子 公明党 7,205 当 米持　克彦 自由民主党 8,222

当 白鳥　誠 民主党 6,289 当 たばた　直子 民主党 7,414

当 石井　しげたか 自由民主党 6,044 当 伊藤　こうへい 公明党 5,105

当 みす　和夫 自由民主党 5,810 当 佐々木　ゆうき 日本共産党 5,042

当 森　しげき 自由民主党 5,367 当 松坂　よしのり 自由民主党 4,752

当 かばさわ　洋平 日本共産党 4,397 当 布施　まさよし 民主党 4,511

次 福谷　章子 無所属 4,333 当 松井　かよ子 市民ネットワークちば 3,737

当 橋本　のぼる 無所属 3,539

次 伊藤　たかひろ 無所属 2,472

当日有権者数 投票者数 投票率 松尾　ごう 無所属 1,172

男 377,156人 152,898人 40.54％ かくだ　けんじ 無所属 590

女 383,567人 159,438人 41.57％ 光島　大祐 無所属 247

計 760,723人 312,336人 41.06％

千葉市議会議員選挙

党派 得票数

候補者氏名 党派 得票数 候補者氏名 党派 得票数

候補者氏名 党派 得票数 候補者氏名
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候補者氏名 党派 得票数 候補者氏名 党派 得票数



千葉市中央区選挙区 定数：３人　立候補者数：５人 千葉市花見川区選挙区 定数：３人　立候補者数：４人

当 ほんま　進 自由民主党 17,108 当 ししくら　登 自由民主党 17,859

当 佐野　あきら 自由民主党 16,792 当 田村　こうさく 公明党 15,954

当 あみなか　肇 民主党 16,457 当 寺尾　さとし 日本共産党 13,399

次 すみ　隆仁 無所属 6,972 次 大川　ただお 民主党 12,347

高沢　ゆり 無所属 5,705

千葉市稲毛区選挙区 定数：２人　立候補者数：３人 千葉市若葉区選挙区 定数：２人　立候補者数：３人

当 あべ　こう一 自由民主党 27,178 当 山中　みさお 自由民主党 24,362

当 天野　ゆきお 民主党 14,249 当 田中　信行 民主党 14,526

次 二宮　ひさのり 無所属 7,173 次 山田　安太郎 日本共産党 7,479

千葉市緑区選挙区 定数：２人　立候補者数：３人 千葉市美浜区選挙区 定数：２人　立候補者数：２人

※無投票当選

　河野　としのり（民主党）　　うすい　正一（自由民主党）

当 関　まさゆき 自由民主党 22,261

当 竹内　圭司 民主党 10,341

次 石川　正 日本共産党 6,154

当日有権者数 投票者数 投票率

男 321,814人 130,020人 40.40％

女 324,538人 134,962人 41.59％

計 646,352人 264,982人 41.00％

千葉県議会議員選挙

党派 得票数

候補者氏名 党派 得票数

候補者氏名 党派 得票数 候補者氏名
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