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自治体名 選挙区 当選所属 当選者名 落選所属 落選者名 比例 有権者数 選挙区 市町村

福岡 民主党 7 不明 123,441 88,648 自民党 1 反対 賛成 377,876 福岡市東区･博多区

福岡 民主党 1 不明 不明 156,431 103,270 自民党 12 不明 賛成 434,206 福岡市中央区･南区･城南区

福岡 民主党 2 賛成 142,489 108,236 自民党 8 反対 不明 393,485 福岡市早良区･西区･前原市･糸島郡

福岡 民主党 2 賛成 119,500 106,124 自民党 4 334,800 宗像市･福津市･古賀市･糟屋郡 

福岡 民主党 3 不明 148,502 125,767 自民党 5 反対 賛成 404,619

福岡 自民党 11 不明 賛成 138,327 119,481 民主党 7 不明 復活 374,085

福岡 自民党 10 不明 128,137 104,728 民主党 1 不明 不明 復活 317,075

福岡 自民党 麻生太郎 10 165,327 96,327 民主党 1 賛成 反対 復活 376,382

福岡 民主党 1 122,815 109,807 自民党 5 不明 賛成 394,715

福岡 民主党 2 不明 123,312 106,365 自民党 3 反対 賛成 413,640 北九州市門司区・小倉北区・小倉南区

福岡 自民党 3 不明 賛成 106,334 61,192 社民党 山口はるな 0 賛成 反対 275,319

佐賀 民主党 5 賛成 96,618 75,475 自民党 1 賛成 235,251

佐賀 民主党 2 不明 86,098 79,243 自民党 5 不明 復活 227,399

佐賀 自民党 11 93,681 30,346 社民党 柳瀬映二 0 賛成 反対 228,967

24,529 みんなの党 1 賛成

九州ブロック(福岡・佐賀)

当選
回数

参政
権

憲法
改正

  当選者 
  得票数

  落選者 
 得票数

当選
回数

参政
権

憲法
改正

1区 松本龍
やや
賛成

遠藤宣彦 福1区

2区 稲富修二 山崎拓 福2区

3区 藤田一枝
やや
反対

太田誠一 福3区

4区 古賀敬章
未回
答

渡辺具能
やや
反対

やや
賛成

福4区

5区 楠田大蔵
やや
賛成

原田義昭 福5区 朝倉市･筑紫野市･春日市･大野城市･太
宰府市･筑紫郡･朝倉郡 

6区 鳩山邦夫 古賀一成
やや
賛成

福6区 久留米市･大川市･小郡市･うきは市･三
井郡･三潴郡 

7区 古賀誠
やや
反対

野田国義 福7区 大牟田市･柳川市･八女市･筑後市･みや
ま市･八女郡

8区
未回
答

未回
答 山本剛正 福8区 直方市、飯塚市、嘉麻市、中間市、宮

若市、遠賀郡、鞍手郡、嘉穂郡

9区 緒方林太郎 やや
賛成

未回
答 三原朝彦 福9区 北九州市若松区・八幡東区・八幡西区

・戸畑区

10区 城井崇 やや
賛成 西川京子 福10区

11区 武田良太 福11区 田川市、行橋市、豊前市、田川郡、京
都郡、築上郡

1区 原口一博 やや
反対 福岡資麿 やや

反対
佐1区 佐賀市(旧佐賀市)、鳥栖市、神埼市(旧

千代田町)、三養基郡

2区 大串博志 やや
賛成 今村雅弘 やや

賛成
佐2区

鹿島市、小城市、嬉野市、佐賀市(1区
以外)、武雄市(旧北方町)、神埼市(旧
千代田町以外)、神埼郡、杵島郡、藤津
郡

3区 保利耕輔 未回
答

未回
答

佐3区 唐津市、多久市、伊万里市、武雄市(2
区以外)、東松浦郡、西松浦郡

広津素子 やや
賛成

佐3区
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http://www2.asahi.com/senkyo2009/kaihyo/ 尚、共産党,社民党、幸福党等の下位落選者の情報は割愛した。 http://www24.atwiki.jp/free_nippon/

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%BE%E6%9C%AC%E9%BE%8D_%28%E6%94%BF%E6%B2%BB%E5%AE%B6%29
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%A0%E8%97%A4%E5%AE%A3%E5%BD%A6
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A8%B2%E5%AF%8C%E4%BF%AE%E4%BA%8C
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%B1%E5%B4%8E%E6%8B%93
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%97%A4%E7%94%B0%E4%B8%80%E6%9E%9D
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%AA%E7%94%B0%E8%AA%A0%E4%B8%80
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%A4%E8%B3%80%E6%95%AC%E7%AB%A0
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B8%A1%E8%BE%BA%E5%85%B7%E8%83%BD
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A5%A0%E7%94%B0%E5%A4%A7%E8%94%B5
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8E%9F%E7%94%B0%E7%BE%A9%E6%98%AD
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%B3%A9%E5%B1%B1%E9%82%A6%E5%A4%AB
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%A4%E8%B3%80%E4%B8%80%E6%88%90
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%A4%E8%B3%80%E8%AA%A0
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%8E%E7%94%B0%E5%9B%BD%E7%BE%A9
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%B1%E6%9C%AC%E5%89%9B%E6%AD%A3
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B7%92%E6%96%B9%E6%9E%97%E5%A4%AA%E9%83%8E
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E5%8E%9F%E6%9C%9D%E5%BD%A6
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9F%8E%E4%BA%95%E5%B4%87
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A5%BF%E5%B7%9D%E4%BA%AC%E5%AD%90
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%A6%E7%94%B0%E8%89%AF%E5%A4%AA
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8E%9F%E5%8F%A3%E4%B8%80%E5%8D%9A
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A6%8F%E5%B2%A1%E8%B3%87%E9%BA%BF
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E4%B8%B2%E5%8D%9A%E5%BF%97
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%8A%E6%9D%91%E9%9B%85%E5%BC%98
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%9D%E5%88%A9%E8%80%95%E8%BC%94
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BA%83%E6%B4%A5%E7%B4%A0%E5%AD%90
http://www24.atwiki.jp/free_nippon/


朝日新聞2009小選挙区ｱﾝｹｰﾄ

ページ 2

自治体名 選挙区 当選所属 当選者名 落選所属 落選者名 比例 有権者数 選挙区 市町村

長崎 民主党 7 不明 129,044 87,297 自民党 1 不明 354,339長１区

長崎 民主党 1 賛成 120,672 106,206 自民党 9 不明 336,424長２区

長崎 民主党 5 賛成 79,223 77,316 自民党 3 反対 賛成 復活 214,595長３区

長崎 民主党 2 賛成 97,912 93,428 自民党 3 復活 282,752長４区 佐世保市、平戸市、松浦市、北松浦郡

熊本 民主党 4 反対 137,048 97,585 自民党 1 反対 賛成 365,811熊１区 熊本市の一部

熊本 民主党 1 賛成 不明 104,876 99,933 自民党 4 不明 賛成 308,176熊２区

熊本 自民党 3 不明 賛成 81,506 74,885 民主党 1 賛成 反対 復活 271,573熊３区

熊本 42,579 国守の会 三浦一水 0 反対 賛成 熊３区

熊本 自民党 8 不明 不明 123,900 78,811 国民新党 松永真一 0 不明 賛成 301,214熊４区

熊本 自民党 4 反対 賛成 98,632 76,126 社民党 1 賛成 反対 復活 248,990熊５区

宮崎 民主系 1 不明 109,411 55,114 自民系 6 反対 賛成 344,265宮１区 宮崎市、宮崎郡、東諸県郡

宮崎 47,116 自民系 0 賛成 宮１区

宮崎 自民党 3 不明 賛成 120,567 81,997 民主党 1 賛成 復活 297,908宮２区

宮崎 自民党 3 反対 賛成 131,908 58,343 社民党 松村秀利 0 不明 反対 296,093宮３区

九州ブロック(長崎・熊本・宮崎)

当選
回数

参政
権

憲法
改正

  当選者 
  得票数

  落選者 
 得票数

当選
回数

参政
権

憲法
改正

1区 高木義明 やや
賛成 冨岡勉 やや

賛成
長崎市(旧琴海町･外海町以外)

2区 福田衣里子 やや
賛成 久間章生 やや

賛成

長崎市(旧琴海町･外海町)、島原市、諫
早市、西海市、雲仙市、南島原市、西
彼杵郡

3区 山田正彦 やや
反対 谷川弥一 大村市、壱岐市、対馬市、五島市、東

彼杵郡、南松浦郡

4区 宮島大典 やや
賛成 北村誠吾 やや

賛成
やや
賛成

1区 松野頼久 やや
賛成 木原稔

2区 福嶋健一郎 林田彪 熊本市(1・4区以外),荒尾市,玉名市,玉
名郡

3区 坂本哲志 後藤英友
山鹿市,菊池市,阿蘇市,合志市,鹿本郡
,菊池郡,阿蘇郡,上益城郡山都町(旧蘇
陽町)

3区

4区 園田博之
熊本市(旧富合町域),天草市,宇土市,上
天草市,宇城市,下益城郡,上益城郡(山
都町旧蘇陽町以外),天草郡

5区 金子恭之 中島隆利 八代市,人吉市,水俣市,八代郡,芦北郡
,球磨郡

1区 川村秀三郎 やや
賛成 中山成彬

1区 上杉光弘
やや
反対

2区 江藤拓 道休誠一郎
やや
反対

延岡市、日向市、西都市、児湯郡、東
臼杵郡、西臼杵郡

3区 古川禎久 都城市、日南市、小林市、串間市、え
びの市、北諸県郡、西諸県郡

2009年衆院選挙前に朝日新聞社が候補者に対して行った外国人参政権等の見解に対するアンケートを基に作成 Free_Nippon　　Oct2009.10.24
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大分 民主党 3 不明 賛成 141,655 80,855 自民党 0 反対 賛成 360,810大１区 大分市（旧佐賀関町・野津原町除く）

大分 社民党 3 反対 112,090 107,124 自民党 9 不明 賛成 復活 310,879大２区

大分 民主党 6 賛成 反対 121,031 112,602 自民党 5 反対 賛成 復活 324,963大３区

鹿児島 民主党 5 賛成 反対 117,383 94,226 自民党 11 334,294鹿１区

鹿児島 自民党 2 不明 114,102 88,562 民主党 1 不明 復活 282,922鹿２区

鹿児島 国民新党 5 反対 賛成 107,285 78,876 自民党 6 反対 賛成 266,279鹿３区

鹿児島 自民党 2 不明 賛成 97,054 94,343 民主党 1 賛成 復活 273,309鹿４区

鹿児島 自民党 3 反対 賛成 109,426 67,403 民主党 1 不明 反対 復活 253,320鹿５区

沖縄 国民新党 4 不明 77,152 63,017 自民党 国場幸之助 0 賛成 255,551沖１区

沖縄 社民党 3 賛成 反対 101,820 60,773 自民党 1 反対 賛成 260,890沖２区 宜野湾市、浦添市、中頭郡

沖縄 民主党 1 不明 89,266 43,513 自民党 4 反対 賛成 288,197沖３区

沖縄 民主党 1 賛成 反対 89,680 71,653 自民党 2 反対 賛成 258,679沖４区

九州ブロック(大分・鹿児島・沖縄)

当選
回数

参政
権

憲法
改正

  当選者 
  得票数

  落選者 
 得票数

当選
回数

参政
権

憲法
改正

1区 吉良州司 穴見陽一

2区 重野安正 やや
賛成 衛藤征士郎

大分市（旧佐賀関町・野津原町）、日
田市、佐伯市、臼杵市、津久見市、竹
田市、豊後大野市、由布市、玖珠郡

3区 横光克彦 岩屋毅 別府市、中津市、豊後高田市、杵築市
、宇佐市、国東市、東国東郡、速見郡

1区 川内博史 保岡興治 未回
答

未回
答

鹿児島市（本庁管内・伊敷支所管内・
東桜島支所管内・吉野支所管内・桜島
支所管内・吉田支所管内）、鹿児島郡

2区 徳田毅 やや
反対 打越明司 やや

賛成

鹿児島市（谷山支所管内・喜入支所管
内）、奄美市、指宿市、南九州市（旧
頴娃町域）、大島郡

3区 松下忠洋 宮路和明

薩摩川内市,枕崎市,いちき串木野市,南
さつま市,日置市,鹿児島市（松元支所
・郡山支所）,南九州市（知覧町・川辺
町）,薩摩郡

4区 小里泰弘 皆吉稲生 やや
反対

阿久根市、出水市、霧島市、伊佐市、
出水郡、姶良郡

5区 森山裕 網屋信介 鹿屋市、西之表市、垂水市、曽於市、
志布志市、曽於郡、肝属郡、熊毛郡

1区 下地幹郎 やや
賛成

やや
反対

那覇市、島尻郡渡嘉敷村・座間味村・
粟国村・渡名喜村・南大東村・北大東
村・久米島町

2区 照屋寛徳 安次富修

3区 玉城デニー やや
賛成 嘉数知賢 名護市、沖縄市、うるま市、国頭郡、

島尻郡伊平屋村・伊是名村

4区 瑞慶覧長敏 西銘恒三郎
宮古島市、石垣市、糸満市、豊見城市
、南城市、島尻郡与那原町・南風原町
・八重瀬町、宮古郡、八重山郡

2009年衆院選挙前に朝日新聞社が候補者に対して行った外国人参政権等の見解に対するアンケートを基に作成 Free_Nippon　　Oct2009.10.24

http://www2.asahi.com/senkyo2009/kaihyo/ 尚、共産党,社民党、幸福党等の下位落選者の情報は割愛した。 http://www24.atwiki.jp/free_nippon/
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