
回数 選挙期日 曜日 種類 選挙区 候 補 者 名 党 派 得票数 当選

25 S27.10.1 水 総選挙 第１区 山崎　岩男 自由党 57,806.0 ○

森田　重次郎 改進党 46,831.0 ○

夏堀　源三郎 自由党 40,446.0

小笠原　八十美 自由党 46,249.0 ○

大塚　英五郎 日本共産党 4,719.0

三浦　一雄 改進党 42,240.0 ○

淡谷　悠蔵 日本社会党 35,496.0

計 273,787.0

第２区 三和　精一 自由党 31,299.0 ○

外崎　千代吉 協同党 17,792.0

竹内　俊吉 自由党 23,130.0

笹森　順造 改進党 35,286.0 ○

奈良　治二 自由党 24,169.0

大沢　喜代一 日本共産党 8,249.0

清藤　志郎 無所属 11,489.0

木村　文男 自由党 38,307.0 ○

楠美　省吾 改進党 30,229.0

岩淵　謙二郎 日本社会党 7,827.0

計 227,777.0

26 S28.4.19 日 総選挙 第１区 平野　善治郎 改進党 22,742.0

森田　重次郎 改進党 31,417.0

三浦　一雄 改進党 46,827.0 ○

夏堀　源三郎 自由党 56,780.0 ○

山崎　岩男 自由党 46,913.0 ○

淡谷　悠蔵 日本社会党 44,428.0 ○

小笠原　八十美 自由党 39,335.0

岡本　久三郎 無所属 4,296.0

大塚　英五郎 日本共産党 2,624.0

坂本　三次郎 無所属 141.0

計 295,503.0

第２区 楠美　省吾 改進党 48,031.0 ○

三和　精一 自由党 41,442.0 ○

木村　文男 自由党 45,236.0 ○

笹森　順造 改進党 38,591.0

清藤　志郎 自由党 13,066.0

外崎　千代吉 日本社会党 25,617.0

鈴木　清四郎 無所属 8,716.0

柴田　久次郎 日本共産党 5,837.0

中川　功 自由党 721.0

計 227,257.0

衆議院議員選挙　候補者別得票数

青森県選挙管理委員会
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回数 選挙期日 曜日 種類 選挙区 候 補 者 名 党 派 得票数 当選

衆議院議員選挙　候補者別得票数

青森県選挙管理委員会

27 S30.2.27 日 総選挙 第１区 小笠原　八十美 自由党 46,921.0 ○

淡谷　悠蔵 日本社会党 64,805.0 ○

森田　重次郎 日本民主党 45,785.0

夏堀　源三郎 日本民主党 50,746.0 ○

山崎　岩男 自由党 42,256.0

三浦　一雄 日本民主党 50,794.0 ○

計 301,307.0

第２区 楠美　省吾 日本民主党 39,617.0 ○

木村　文男 日本民主党 43,514.0 ○

大沢　久明 日本共産党 8,005.0

三和　精一 自由党 36,873.0

竹内　俊吉 日本民主党 37,865.0 ○

福士　文知 日本医師連盟 27,467.0

島口　重次郎 日本社会党 26,617.0

工藤　浩 自由党 7,838.0

計 227,796.0

28 S33.5.22 木 総選挙 第１区 大塚　英五郎 日本共産党 2,631.0

三浦　一雄 自由民主党 55,388.0 ○

米内山　義一郎 日本社会党 36,827.0

夏堀　源三郎 自由民主党 53,021.0 ○

淡谷　悠蔵 日本社会党 49,497.0 ○

森田　重次郎 自由民主党 37,642.0

白鳥　大八 無所属 19,331.0

津島　文治 無所属 42,648.0 ○

三星　実 無所属 10,694.0

計 307,679.0

第２区 竹内　俊吉 自由民主党 48,163.0 ○

木村　文男 自由民主党 42,061.0

島口　重次郎 日本社会党 45,703.0 ○

三和　精一 自由民主党 57,146.0 ○

楠美　省吾 自由民主党 43,821.0

大沢　久明 日本共産党 5,683.0

計 242,577.0
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回数 選挙期日 曜日 種類 選挙区 候 補 者 名 党 派 得票数 当選

衆議院議員選挙　候補者別得票数

青森県選挙管理委員会

29 S35.11.20 日 総選挙 第１区 夏堀　源三郎 自由民主党 49,225.0

津島　文治 自由民主党 50,686.0 ○

大沢　久明 日本共産党 3,839.0

淡谷　悠蔵 日本社会党 53,629.0 ○

三浦　一雄 自由民主党 52,880.0 ○

米内山　義一郎 日本社会党 41,810.0

森田　重次郎 自由民主党 50,578.0 ○

山口　森蔵 民主社会党 4,084.0

計 306,731.0

第２区 楠美　省吾 自由民主党 45,320.0

外崎　千代吉 民主社会党 6,495.0

三和　精一 自由民主党 49,319.0 ○

島口　重次郎 日本社会党 40,110.0

田沢　吉郎 自由民主党 53,909.0 ○

竹内　俊吉 自由民主党 48,391.0 ○

岸谷　俊雄 日本共産党 2,705.0

計 246,249.0

30 S38.11.21 木 総選挙 第１区 熊谷　義雄 自由民主党 68,999.0 ○

森田　重次郎 自由民主党 70,895.0 ○

津島　文治 自由民主党 48,910.0

米内山　義一郎 日本社会党 63,383.0 ○

大沢　久明 日本共産党 11,391.0

淡谷　悠蔵 日本社会党 51,239.0 ○

計 314,817.0

第２区 島口　重次郎 日本社会党 47,670.0 ○

三和　精一 自由民主党 30,444.0

田沢　吉郎 自由民主党 46,547.0 ○

竹内　黎一 無所属 51,306.0 ○

西谷　末七 日本共産党 4,764.0

楠美　省吾 自由民主党 43,522.0

松山　治郎 無所属 6,079.0

佐藤　誠治 無所属 11,064.0

計 241,396.0
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回数 選挙期日 曜日 種類 選挙区 候 補 者 名 党 派 得票数 当選

衆議院議員選挙　候補者別得票数

青森県選挙管理委員会

31 S42.1.29 日 総選挙 第１区 竹中　修一 無所属 22,751.0

熊谷　義雄 自由民主党 67,738.0 ○

三上　辰蔵 自由民主党 37,905.0

森田　重次郎 自由民主党 71,855.0 ○

山崎　竜男 無所属 35,588.0

米内山　義一郎 日本社会党 53,778.0 ○

淡谷　悠蔵 日本社会党 59,865.0 ○

大沢　久明 日本共産党 11,400.0

計 360,880.0

第２区 西谷　末七 日本共産党 6,855.0

島口　重次郎 日本社会党 44,347.0 ○

楠美　省吾 自由民主党 38,277.0

花田　一 無所属 26,735.0

竹内　黎一 自由民主党 60,004.0 ○

田沢　吉郎 自由民主党 67,773.0 ○

松山　治郎 無所属 7,221.0

計 251,212.0

32 S44.12.27 土 総選挙 第１区 長浜　重造 立憲養正会 401.0

三上　辰蔵 自由民主党 41,644.0

沢田　半右衛門 日本共産党 9,412.0

岩岡　三夫 無所属 8,435.0

森田　重次郎 自由民主党 57,456.0 ○

米内山　義一郎 日本社会党 42,414.0

熊谷　義雄 自由民主党 66,156.0 ○

古寺　宏 公明党 47,308.0 ○

中村　拓道 無所属 58,641.0 ○

淡谷　悠蔵 日本社会党 46,731.0

計 378,598.0

第２区 東海　正次郎 日本社会党 23,492.0

田沢　吉郎 自由民主党 60,487.0 ○

竹内　黎一 自由民主党 45,292.0 ○

木村　守男 無所属 15,440.0

野呂　峰五郎 立憲養正会 267.0

森田　稔夫 自由民主党 25,246.0

楠美　省吾 無所属 12,549.0

津川　武一 日本共産党 47,590.0 ○

花田　一 無所属 21,767.0

計 252,130.0
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回数 選挙期日 曜日 種類 選挙区 候 補 者 名 党 派 得票数 当選

衆議院議員選挙　候補者別得票数

青森県選挙管理委員会

33 S47.12.10 日 総選挙 第１区 古寺　宏 公明党 48,231.0

中村　拓道 自由民主党 55,991.0 ○

佐川　由三郎 無所属 29,370.0

竹中　修一 自由民主党 83,060.0 ○

鈴木　象一 無所属 2,404.0

千葉　民蔵 日本社会党 27,149.0

米内山　義一郎 日本社会党 60,351.0 ○

森田　重次郎 自由民主党 47,670.0

沢田　半右衛門 日本共産党 18,742.0

熊谷　義雄 自由民主党 61,701.0 ○

計 434,669.0

第２区 竹内　黎一 自由民主党 67,860.0 ○

東海　正次郎 日本社会党 18,996.0

森田　稔夫 自由民主党 41,882.0

津川　武一 日本共産党 53,423.0 ○

浅利　崇 民社党 6,897.0

田沢　吉郎 自由民主党 75,426.0 ○

計 264,484.0

34 S51.12.5 日 総選挙 第１区 津島　雄二 自由民主党 59,765.0 ○

大塚　英五郎 日本共産党 33,660.0

田名部　匡省 無所属 45,010.0

熊谷　義雄 自由民主党 62,504.0 ○

中村　寿文 無所属 48,450.0

米内山　義一郎 日本社会党 44,344.0

古寺　宏 公明党 65,509.0 ○

渡辺　三夫 日本社会党 37,190.0

竹中　修一 自由民主党 59,043.0 ○

佐川　由三郎 無所属 29,828.0

計 485,303.0

第２区 津川　武一 日本共産党 52,828.0 ○

越谷　政一 日本社会党 26,433.0

竹内　黎一 自由民主党 71,698.0 ○

田沢　吉郎 自由民主党 97,670.0 ○

計 248,629.0
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回数 選挙期日 曜日 種類 選挙区 候 補 者 名 党 派 得票数 当選

衆議院議員選挙　候補者別得票数

青森県選挙管理委員会

35 S54.10.7 日 総選挙 第１区 田名部　匡省 自由民主党 73,971.0 ○

関　晴正 日本社会党 72,556.0 ○

中村　寿文 新自由クラブ 39,595.0

熊谷　義雄 自由民主党 60,080.0

竹中　修一 自由民主党 67,095.0 ○

古寺　宏 公明党 63,900.0

加福　重治 日本共産党 12,569.0

津島　雄二 自由民主党 77,804.0 ○

計 467,570.0

第２区 津川　武一 日本共産党 61,980.0 ○

越谷　政一 日本社会党 11,579.0

田沢　吉郎 自由民主党 79,299.0 ○

木村　守男 新自由クラブ 60,890.0

竹内　黎一 自由民主党 64,513.0 ○

計 278,261.0

36 S55.6.22 日 総選挙 第１区 竹中　修一 自由民主党 84,684.0 ○

津島　雄二 自由民主党 69,380.0 ○

中村　寿文 無所属 26,810.0

古寺　宏 公明党 59,733.0

加福　重治 日本共産党 12,531.0

大島　理森 自由民主党 63,958.0

関　晴正 日本社会党 77,580.0 ○

田名部　匡省 自由民主党 79,873.0 ○

計 474,549.0

第２区 越谷　政一 日本社会党 10,071.0

津川　武一 日本共産党 51,274.0

木村　守男 新自由クラブ 67,631.0 ○

竹内　黎一 自由民主党 74,053.0 ○

田沢　吉郎 自由民主党 69,767.0 ○

森田　稔夫 無所属 25,165.0

対馬　テツ子 日本労働党 1,239.0

計 299,200.0

6



回数 選挙期日 曜日 種類 選挙区 候 補 者 名 党 派 得票数 当選

衆議院議員選挙　候補者別得票数

青森県選挙管理委員会

37 S58.12.18 日 総選挙 第１区 沢谷　忠則 日本共産党 13,768.0

田名部　匡省 自由民主党 81,503.0 ○

大島　理森 自由民主党 98,275.0 ○

津島　雄二 自由民主党 96,478.0 ○

関　晴正 日本社会党 92,083.0 ○

竹中　修一 自由民主党 76,609.0

計 458,716.0

第２区 竹内　黎一 自由民主党 65,036.0 ○

木村　守男 自由民主党 64,661.0

田沢　吉郎 自由民主党 86,217.0 ○

津川　武一 日本共産党 70,473.0 ○

計 286,387.0

38 S61.7.6 日 総選挙 第１区 沢谷　忠則 日本共産党 14,972.0

津島　雄二 自由民主党 100,385.0 ○

田名部　匡省 自由民主党 96,725.0 ○

関　晴正 日本社会党 84,073.0

大島　理森 自由民主党 100,653.0 ○

竹中　修一 自由民主党 101,717.0 ○

計 498,525.0

第２区 木村　守男 自由民主党 83,052.0 ○

津川　武一 日本共産党 50,271.0

竹内　黎一 自由民主党 74,846.0 ○

山内　弘 日本社会党 24,417.0

田沢　吉郎 自由民主党 75,888.0 ○

坂本　直作 無所属 871.0

計 309,345.0

39 H2.2.18 日 総選挙 第１区 富樫　秀雄 日本共産党 14,648.0

大島　理森 自由民主党 84,302.0 ○

関　晴正 日本社会党 161,579.0 ○

竹中　修一 自由民主党 69,803.0

津島　雄二 自由民主党 88,328.0 ○

田名部　匡省 自由民主党 106,946.0 ○

計 525,606.0

第２区 竹内　黎一 自由民主党 65,555.0

木村　守男 自由民主党 77,687.536 ○

田沢　吉郎 自由民主党 67,972.0 ○

山内　弘 日本社会党 71,855.0 ○

木村　昭四郎 日本共産党 19,768.436

坂本　直作 無所属 1,465.0

計 304,302.972
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回数 選挙期日 曜日 種類 選挙区 候 補 者 名 党 派 得票数 当選

衆議院議員選挙　候補者別得票数

青森県選挙管理委員会

40 H5.7.18 日 総選挙 第１区 大久保　利夫 無所属 5,959.0

津島　雄二 自由民主党 87,182.0 ○

大島　理森 自由民主党 102,921.0 ○

田名部　匡省 自由民主党 105,905.0 ○

山崎　力 日本新党 58,412.0

高橋　千鶴子 日本共産党 25,329.0

今村　修 日本社会党 66,437.0 ○

計 452,145.0

第２区 木村　守男 新生党 83,832.0 ○

竹内　黎一 自由民主党 76,436.0 ○

山内　弘 日本社会党 36,997.0

田沢　吉郎 自由民主党 67,962.0 ○

工藤　章 日本共産党 17,043.0

計 282,270.0

41 H8.10.20 日 総選挙 第１区 津島　雄二 自由民主党 86,411.0 ○

富樫　秀雄 日本共産党 15,548.0

工藤　隆一 新進党 71,999.0

今村　修 社会民主党 24,075.0

計 198,033.0

第２区 江渡　聡徳 自由民主党 63,672.0 ○

相馬　和孝 日本共産党 5,235.0

三村　申吾 新進党 62,907.0

戸来　勉 民主党 11,581.0

建部　玲子 社会民主党 8,705.0

計 152,100.0

第３区 大島　理森 自由民主党 96,628.0 ○

田名部　匡省 新進党 81,460.0

松橋　三夫 日本共産党 6,119.0

計 184,207.0

第４区 木村　太郎 新進党 101,059.375 ○

木村　昭四郎 日本共産党 21,034.604

津島　恭一 自由民主党 70,590.0

計 192,683.979
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回数 選挙期日 曜日 種類 選挙区 候 補 者 名 党 派 得票数 当選

衆議院議員選挙　候補者別得票数

青森県選挙管理委員会

42 H12.6.25 日 総選挙 第１区 今村　修 社会民主党 40,706.0

堀　幸光 日本共産党 16,094.0

戸来　勉 民主党 34,645.0

津島　雄二 自由民主党 96,691.0 ○

計 188,136.0

第２区 木下　千代治 社会民主党 13,112.0

工藤　内記 日本共産党 3,645.0

江渡　聡徳 自由民主党 74,118.0

三村　申吾 無所属の会 80,338.0 ○

計 171,213.0

第３区 田名部　匡代 民主党 64,203.0

大島　理森 自由民主党 93,602.0 ○

松橋　三夫 日本共産党 7,540.0

計 165,345.0

第４区 伊藤　摩希子 社会民主党 36,354.0

木村　太郎 自由民主党 126,056.0 ○

遠藤　節子 日本共産党 20,334.0

計 182,744.0

43 H15.11.9 日 総選挙 1区 横山　北斗 無所属 74,799.0

津島　雄二 自由民主党 81,511.0 ○

松森　俊逸 無所属 12,119.0

今村　修 社会民主党 14,123.0

戸来　勉 民主党 15,736.0

畑中　孝之 日本共産党 7,010.0

計 205,298.0

2区 工藤　祥子 日本共産党 10,605.0

斉藤　孝一 社会民主党 21,537.0

江渡　聡徳 自由民主党 96,784.0 ○

計 128,926.0

3区 大島　理森 自由民主党 86,909.0 ○

田名部　匡代 民主党 70,275.0

松橋　三夫 日本共産党 5,284.0

計 162,468.0

4区 井上　浩 社会民主党 8,864.0

渋谷　修 民主党 40,864.0

木村　太郎 自由民主党 110,675.0 ○

遠藤　節子 日本共産党 13,524.0

計 173,927.0
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回数 選挙期日 曜日 種類 選挙区 候 補 者 名 党 派 得票数 当選

衆議院議員選挙　候補者別得票数

青森県選挙管理委員会

44 H17.9.11 日 総選挙 1区 渋谷　哲一 無所属 12,636.0

高柳　博明 日本共産党 8,832.0

横山　北斗 民主党 79,323.0

津島　雄二 自由民主党 94,072.0 ○

升田　世喜男 無所属 26,380.0

仲谷　良子 社会民主党 11,521.0

計 232,764.0

2区 江渡　聡徳 自由民主党 89,887.0 ○

中村　友信 民主党 46,124.0

木下　千代治 社会民主党 13,327.0

市川　俊光 日本共産党 4,941.0

計 154,279.0

3区 大島　理森 自由民主党 90,925.0 ○

松橋　三夫 日本共産党 6,450.0

田名部　匡代 民主党 73,846.0

計 171,221.0

4区 津島　恭一 国民新党 38,027.0

船水　奐彦 日本共産党 10,222.0

渋谷　修 民主党 41,489.0

木村　太郎 自由民主党 113,704.0 ○

計 203,442.0

45 H21.8.30 日 総選挙 1区 吉俣　洋 日本共産党 7,976.0

升田　世喜男 無所属 35,283.0

上田　一博 無所属 1,483.0

横山　北斗 民主党 101,290.0 ○

渡辺　英彦 社会民主党 12,847.0

津島　淳 無所属 68,910.0

計 227,789.0

2区 森光　淨 無所属 2,288.0

江渡　聡徳 自由民主党 86,654.0 ○

熊谷　ヒサ子 無所属 7,164.0

中野渡　詔子 民主党 64,334.0

計 160,440.0

3区 大島　理森 自由民主党 90,176.0 ○

田名部　匡代 民主党 89,809.0

中西　修二 無所属 2,249.0

計 182,234.0

4区 木村　太郎 自由民主党 112,563.0 ○

津島　恭一 民主党 97,747.0

石田　昭弘 無所属 3,719.0

計 214,029.0
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回数 選挙期日 曜日 種類 選挙区 候 補 者 名 党 派 得票数 当選

衆議院議員選挙　候補者別得票数

青森県選挙管理委員会

46 H24.12.16 日 総選挙 1区 横山　北斗 日本未来の党 32,050.0

津島　淳 自由民主党 73,237.0 ○

升田　世喜男 日本維新の会 47,400.0

一戸　美緒 日本共産党 11,217.0

仲　里奈 民主党 17,066.0

計 180,970.0

2区 小笠原　良子 日本共産党 6,683.0

中野渡　詔子 日本未来の党 18,180.0

江渡　聡徳 自由民主党 81,937.0 ○

中村　友信 民主党 18,836.0

計 125,636.0

3区 松橋　三夫 日本共産党 5,593.0

田名部　匡代 民主党 46,184.0

山内　卓 日本未来の党 12,878.0

大島　理森 自由民主党 74,946.0 ○

計 139,601.0

4区 千葉　浩規 日本共産党 17,594.0

木村　太郎 自由民主党 104,544.0 ○

津島　恭一 民主党 35,141.0

計 157,279.0

47 H26.12.14 日 総選挙 1区 津島　淳 自由民主党 66,041.0 ○

吉俣　洋 日本共産党 18,274.0

升田　世喜男 維新の党 62,254.0

計 146,569.0

2区 江渡　聡徳 自由民主党 81,054.0 ○

中野渡　詔子 維新の党 28,282.0

小笠原　良子 日本共産党 10,775.0

計 120,111.0

3区 田名部　匡代 民主党 49,142.0

大島　理森 自由民主党 59,280.0 ○

松橋　三夫 日本共産党 7,311.0

計 115,733.0

4区 木村　太郎 自由民主党 79,156.0 ○

山内　崇 民主党 38,106.0

千葉　浩規 日本共産党 15,831.0

計 133,093.0
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回数 選挙期日 曜日 種類 選挙区 候 補 者 名 党 派 得票数 当選

衆議院議員選挙　候補者別得票数

青森県選挙管理委員会

48 H29.10.22 日 総選挙 1区 津島　淳 自由民主党 103,177.0 ○

赤平　勇人 日本共産党 20,497.0

升田　世喜男 希望の党 64,173.0

計 187,847.0

2区 工藤　武司 希望の党 56,011.0

奥本　菜保巳 日本共産党 19,004.0

大島　理森 自由民主党 133,545.0 〇

計 208,560.0

3区 三國　佑貴 幸福実現党 4,115.0

木村　次郎 自由民主党 128,740.0 ○

山内　崇 希望の党 51,096.0

高柳　博明 日本共産党 16,510.0

計 200,461.0

49 R3.10.31 日 総選挙 1区 江渡　聡徳 自由民主党 91,011.0 ○

升田　世喜男 立憲民主党 64,870.0

赤平　美緒 日本共産党 17,783.0

計 173,664.0

2区 神田　潤一 自由民主党 126,137.0 ○

高畑　紀子 立憲民主党 65,909.0

田端　深雪 日本共産党 12,966.0

計 205,012.0

3区 山内　崇 立憲民主党 63,796.0

木村　次郎 自由民主党 118,230.0 ○

計 182,026.0
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