
１　投票結果

　　　　　　投　票　者　数 前 回 の

男 女 計 男 女 計 男 女 計 投票率(%)

門司区 37,231 44,957 82,188 15,544 19,842 35,386 41.75 44.14 43.05 41.74

小倉北区 70,352 81,022 151,374 26,091 32,238 58,329 37.09 39.79 38.53 35.49

小倉南区 81,906 91,822 173,728 31,580 36,186 67,766 38.56 39.41 39.01 38.97

若松区 31,924 36,103 68,027 13,238 15,913 29,151 41.47 44.08 42.85 42.14

八幡東区 25,757 30,017 55,774 10,440 13,170 23,610 40.53 43.88 42.33 40.64

八幡西区 97,321 111,366 208,687 37,246 44,951 82,197 38.27 40.36 39.39 38.11

戸畑区 22,945 25,237 48,182 9,449 11,584 21,033 41.18 45.90 43.65 45.63

合　計 367,436 420,524 787,960 143,588 173,884 317,472 39.08 41.35 40.29 39.20

区       名
当日有権者数
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２　　開票結果

門司区選挙区 定数　６ 立候補者数　１１

当落別 所属党派 候補者氏名 得票数

当選 公明党 わたなべ　徹 7,822

当選 自由民主党 日野　ゆうじ 4,431

当選 無所属 おくむら　なおき 4,272

当選 自由民主党 中島　しんいち 3,869

当選 立憲民主党 小宮　けい子 3,793

当選 日本共産党 高橋　　みやこ 3,599

日本維新の会 八木　のりお 2,890

無所属 中村　じゅん子 1,520

無所属 岩　永　しんや 1,313

無所属 いわせ　宏史 985

無所属 熊沢　しんじ 525

35,019候補者得票総数



小倉北区選挙区 定数　１１ 立候補者数　１８

当落別 所属党派 候補者氏名 得票数

当選 無所属 大石　じんと 6,239.110

当選 自由民主党 佐藤　栄作 4,669.133

当選 無所属 中村　よしお 4,515

当選 公明党 きばた　ひろのぶ 4,370

当選 公明党 ふじかわ　厚子 4,277

当選 公明党 まつおか　裕一郎 3,956

当選 日本共産党 大石　まさのぶ 3,930.889

当選 立憲民主党 せら　俊明 3,634

当選 自由民主党 吉田　幸正 3,572

当選 日本維新の会 しのはら　けんじ 3,244

当選 日本共産党 出口　しげのぶ 3,238

自由民主党 木村　としのぶ 3,083

自由民主党 おくむら　よしこ 2,561

自由民主党 佐藤　しげる 2,040.866

無所属 さいとう　のりこ 1,496

無所属 のせ　まさのぶ 1,288

無所属 太田　百合子 1,008

無所属 下川　徹也 557

57,678.998候補者得票総数



小倉南区選挙区 定数　１２ 立候補者数　１５

当落別 所属党派 候補者氏名 得票数

当選 立憲民主党 森　ゆみ子 5,582

当選 無所属 いずみ　ひでお 5,519

当選 公明党 きのした　幸子 5,466

当選 自由民主党 よしむら　太志 5,427

当選 公明党 渡辺　しゅういち 5,367.806

当選 立憲民主党 森本　由美 5,219

当選 公明党 かねこ　秀一 5,134.491

当選 日本共産党 藤沢　かよ 4,704

当選 自由民主党 わたなべ　均 4,585.701

当選 自由民主党 西田　一 4,194

当選 日本維新の会 ありた　えり 3,921

当選 自由民主党 井上　秀作 3,798

自由民主党 片山　おさむ 3,793

日本共産党 うど　浩一郎 3,481

無所属 野田　靖博 724

66,915.998

若松区選挙区 定数　５ 立候補者数　６

当落別 所属党派 候補者氏名 得票数

当選 無所属 三宅  まゆみ 5,692

当選 公明党 本田 ただひろ 5,268.302

当選 無所属 本田　一郎 4,883.696

当選 自由民主党 三原  あさと 4,606

当選 日本共産党 山内  りょうせい 4,512

自由民主党 うえの  照弘 3,959

28,920.998

候補者得票総数

候補者得票総数



八幡東区選挙区 定数　４ 立候補者数　５

当落別 所属党派 候補者氏名 得票数

当選 自由民主党 とまち　武弘 5,634

当選 公明党 なりしげ　正丈 5,386

当選 無所属 井上   しんご 4,932

当選 立憲民主党 白石  かずひろ 4,071

日本共産党 藤元   さとみ 3,311

23,334

八幡西区選挙区 定数　１５ 立候補者数　２１

当落別 所属党派 候補者氏名 得票数

当選 無所属 井上　じゅんこ 6,919

当選 公明党 山本　まち子 5,952

当選 公明党 なかしま　隆治 5,553

当選 公明党 村上　なおき 5,514.077

当選 自由民主党 たかき　研一郎 5,039

当選 自由民主党 村上　幸一 5,010.884

当選 自由民主党 みやざき　吉輝 4,936

当選 日本維新の会 まつお　和也 4,577

当選 立憲民主党 浜口　つねひろ 4,184

当選 無所属 村上　さとこ 3,811.038

当選 日本共産党 永井　ゆう 3,655

当選 自由民主党 田仲　つねお 3,592

当選 日本共産党 いとう　淳一 3,356

当選 自由民主党 かつき　耕治 3,295

当選 無所属 大久保　むが 3,251

ふくおか市民政治
ネットワーク・北九州 さぬい　さちこ 3,194

自由民主党 佐々木　けんご 2,904

無所属 ほり　けいじ 2,235

無所属 あいこう　ひでのり 1,962

無所属 うらはま　恵介 1,672

無所属 いしもと　弘文 650

81,261.999候補者得票総数

候補者得票総数



戸畑区選挙区 定数　４ 立候補者数　５

当落別 所属党派 候補者氏名 得票数

当選 自由民主党 田中　元 5,608

当選 公明党 おかもと　義之 5,002

当選 日本共産党 荒川　徹 4,456

当選 立憲民主党 かわた　圭一郎 3,980

無所属 ひきた　玄二郎 1,747

20,793候補者得票総数


