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１   有権者数投票者数に関する調べ  

男女 

別 

選挙当日の

有 権 者 数 
投票者数 棄権者数 

投票率

（％） 
有効投票数 無効投票数 

無効投票率

（％） 

男 35,975 18,547 17,428 51.56 － － － 

女 38,984 20,726 18,258 53.17 － － － 

計 74,959 39,273 35,686 52.39 38,691 582 1.48 

２   候補者別得票数に関する調べ  

当落 

の別 

ふ り が な 
候補者氏名 性別 年齢 党派 得票数 住所 職業 摘要 

         

  
 

      

         

         

 

 

坂 選 管 第 7 0 号 

平成 30年 4月 16日 

選 挙 結 果 報 告 書 

坂 井 市 

選挙の種類     坂井市 議会議員    一般選挙 

選挙すべき人員  26人 坂井市選挙区 選挙の期日 平成 30年 4月 15日 

選挙を行うべき事由 任期満了による 
選挙の期日の 

告示年月日 
平成 30年 4月 8日 

当選年月日 当選告示年月日 当選証書付与年月日 

平成 30年 4月 16日 平成 30年 4月 16日 平成 30年 4月 16日 

別 紙 の と お り 



当落
の別

候補者氏名 ふりがな 性別 年齢 党派別 得票数 住　　所 職業 摘要

当選 広瀬 潤一 ひろせ　じゅんいち 男 69 自由民主党 1988.000 坂井市三国町黒目第１３号８番地６ 農業

当選 南川 直人 みなみかわ　なおと 男 60 無所属 1909.000 坂井市丸岡町霞町３丁目１３番地２ 会社役員

当選 永井 純一 ながい　じゅんいち 男 61 公明党 1871.000 坂井市春江町江留中第２９号５番地５５ 無職

当選 つじ　ひとし 男 60 無所属 1810.000 坂井市三国町山王三丁目１番４０号 無職

当選 上坂 健司 うえさか　けんし 男 61 自由民主党 1800.000 坂井市坂井町宮領第５８号９番地 会社役員

当選 前川 徹 まえがわ　とおる 男 56 無所属 1768.000 坂井市丸岡町坪江第１８号６番地 私立保育園園長

当選 田中 哲治 たなか　てつじ 男 67 無所属 1766.286 坂井市坂井町若宮第２８号９番地 農業

当選 川端 精治 かわばた　せいじ 男 49 無所属 1638.843 坂井市三国町新宿一丁目１番１２号 自営業

当選 古屋 信二 ふるや　のぶじ 男 58 自由民主党 1599.000 坂井市丸岡町高瀬第７号１４番地 農業

当選 山田 栄 やまだ　さかえ 男 69 無所属 1591.937 坂井市丸岡町舟寄第９０号２８番地 農業

当選 田中 千賀子 たなか　ちかこ 女 69 無所属 1571.713 坂井市三国町宿二丁目７番７号 無職

当選 前田 嘉彦 まえだ　よしひこ 男 60 無所属 1558.000 坂井市丸岡町上安田第１７号４３番地 建築設計業

当選 三宅 小百合 みやけ　さゆり 女 55 無所属 1546.000 坂井市三国町三国東三丁目１１番２８号 主婦

当選 渡辺 竜彦 わたなべ　たつひこ 男 55 無所属 1497.000 坂井市春江町江留上本町１４番地１ 会社役員

当選 橋本 充雄 はしもと　みつお 男 60 無所属 1443.000 坂井市春江町沖布目第１５号１６番地 農業

当選 畑野 麻美子 はたの　まみこ 女 68 日本共産党 1404.000 坂井市丸岡町西瓜屋第４号３２番地２ 無職

当選 後藤 寿和 ごとう　としかず 男 45 無所属 1402.000 坂井市春江町中筋第７号１２番地２ 会社役員

当選 戸板 進 といた　すすむ 男 62 無所属 1319.000 坂井市丸岡町下安田第１１号８番地 農業

当選 川畑 孝治 かわばた　たかはる 男 60 民進党 1300.156 坂井市春江町江留下第３号１１番地１ 無職

当選 山田 秀樹 やまだ　ひでき 男 53 無所属 1248.062 坂井市三国町陣ケ岡第２３号１５番地６ 会社員

当選 佐藤 寛治 さとう　かんじ 男 70 無所属 1085.000 坂井市春江町中庄第６１号２０番地 農業

当選 吉川 貞明 よしかわ　さだあき 男 70 無所属 1070.000 坂井市坂井町木部新保第７１号５番地１ 会社役員

当選 伊藤 聖一 いとう　せいいち 男 59 無所属 1061.000 坂井市坂井町下関第６６号７番地 会社役員

当選 東野 栄治 ひがしの　えいじ 男 59 無所属 1027.000 坂井市春江町為国中区３番地１６ 無職

当選 松本 朗 まつもと　あきら 男 58 日本共産党 1018.000 坂井市春江町中筋北浦８０番地 政党役員

当選 近藤 哲行 こんどう　てつゆき 男 64 無所属 902.000 坂井市三国町南本町二丁目４番５６号 携帯電話販売業

落選 くわの　しげゆき 男 64 無所属 497.000 坂井市春江町中庄第６６号１０番地 無職

２　候補者別得票数に関する調べ


