
区分 候補者氏名 年齢 党派 職業 得票数 備考

　執行年月日　　　　　　　　22．4．5（土） 　◎　 赤　間　　文　三 47 自 無職 446,509

　当日有権者数　　　　　　1，767，239 （152，020）

　　　　　　　　　　　　　　    　（819，286） 　　　　香　月　　　　 保 53 社 朝日新聞大阪本社参与 389,526

　投票者数　　　　　　　　　1，059，019 （167，998）

　　　　　　　　　　　　    　　　（409，016） 　　　　志　田　　重　男 38 共 政党役員 59,896

　投票率（％）　　　　　　　　　　　59．93 （23，488）

　　　　　　　　　　　　　　 　　　　（49．92） 　　　　林　　　　 幸　三 38 無 内閣統計局嘱託 50,005

（16，446）

計945，936

（359，952）

　執行年月日　　　　　　　26．4．30（月） 　◎　 赤　間　　文　三 51 自 大阪府知事 884,919

　当日有権者数　　　　　　2，142，786 （405，441）

　　　　　　　　　　　　　　　（1，095，351） 　　　　杉　山　　元治郎 65 社 歯科医、団体役員 636,744

　投票者数　　　　　　　　　1，574，941 （286，491）

　　　　　　　　　　　　 　　　　（715，137） 　　　　山　田　　六左衛門　　 50 共 無職 20,714

　投票率（％）　　　　　　　　　　73．50 （11，728）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（65．29） 計1，542，377

（703，660）

　執行年月日　　　　　　　30．4．23（土） 　◎　 赤　間　　文　三 55 民・自 無職 901,611

　当日有権者数　　　　　2，562，446 　（396，147）

　　　　　　　　　　　　　　（1，403，696） 　　　　小　畑　　忠　良 62 無 団体役員 800,132

　投票者数　　　　　　　　1，749，739 （443，925）

　　　　　　　　　　　　　  　　（855，077）

　投票率（％）　　　　　　　　　　68．28 計1，701，743

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（60．92） （840，072）

　執行年月日　　　　　　　34．4．23（木） 　◎　左　藤　　義　詮 59 自 学校法人大谷学園理事長 1,004,575 （確認政治団体）

　当日有権者数　　　　　2，927，744 　　　　 （522，022）

　　　　　　　　　　　 　　　（1，586，581） 　　　　小　畑　　忠　良 66 無 団体役員 989,151

　投票者数　　　　　　　　2，071，772 （506，286）

　　　　　　　　　　　　　　 （1，058，736） 　　　　植　田　　滋　実 53 諸 会社社長 辞退

　投票率（％）　　　　　　　　　　70．76 計1，993，726

　　　　　　　　　　　　　　　（66．73） （1，028，308）

（注１）（　　）内は大阪市内の分で内数 　　　（注２）　あん分による小数点以下の得票数は切り捨て

　（◎印　当選者）

４　知事選挙の記録

全国電気通信政治連盟

自由民主党



区分 候補者氏名 年齢 党派 職業 得票数 備考

　執行年月日　　　　　　　38．4．17（水） 　◎　左　藤　　義　詮 63 自 大阪府知事 1,292,939 （確認政治団体）

　当日有権者数　　　　　　3，572，947 （656，540）

　　　　　　　　　　　　　　　（1，853，703） 　　　　小　畑　　忠　良 70 無 弁護士 1,049,910

　投票者数　　　　　　　　　2，500，539 （521，794）

　　　　　　　　　　　　　　　（1，263，089） 　　　　森　下　　政　則 43 無 団体役員 57,920

　投票率（％）　　　　　　　　　　　69．99 （37，860）

　　　　　　　　　　　　　　　　 　　（68．14） 　　　　藤　井　　吉三郎 65 無 電気工事業　運送業 19,040

（11，922）

計2，419，809

（1，228，116）

　執行年月日　　　　　　　42．4．15（土） 　◎　左　藤　　義　詮 67 自 大阪府知事 1,667,551 （確認政治団体）

　当日有権者数　　　　　　4，380，131 （800，548）

　　　　　　　　　　　　　　　（2，027，029） 　　　　菅　原　　昌　人 64 無 弁護士 339,902

　投票者数　　　　　　　　　2，418，558 （145，655）

　　　　　　　　　　　　　　　（1，169，208） 　　　　村　上　　　　　弘　　 45 共 政党役員 260,661

　投票率（％）　　　　　　　　　　55．22 （149，709）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（57．68） 　　　　藤　井　　吉三郎 69 無 電気工事業　 35,872

（19，855）

計2，303，986

（1，115，767）

　執行年月日　　　　　　　46．4．11（日） 　◎　 黒　田　　了　一 60 無 著述業 1,558,170 （確認政治団体）

　当日有権者数　　　　　5，084，656 　（594，351）

　　　　　　　　　　　　　　（2，056，677） 　　　　左　藤　　義　詮 71 自 大阪府知事 1,533,263

　投票者数　　　　　　　　3，206，305 （624，740）

　　　　　　　　　　　　　　（1，266，296） 　　　　藤　井　　吉三郎 73 無 ネオン製作業 39,248

　投票率（％）　　　　　　　　　　63．06 （20，372）

　　　　　　　　　　　　　　　 　　（6１．57） 計3，130，681

（1，239，463）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（◎印　当選者）

自由民主党自由民主党自由民主党

府政革新政治連盟

自由民主党自由民主党自由民主党自由民主党

日本社会党

日本共産党自由民主党自由民主党自由民主党明るい革新大阪府政をつくる会

自由民主党

日本共産党



区分 候補者氏名 年齢 党派 職業 得票数 備考

　執行年月日　　　　　　　50．4．13（日） 　◎　 黒　田　　了　一 64 無 大阪府知事 1,494,040 （確認政治団体）

　当日有権者数　　　　　　5，454，529 （533，846）

　　　　　　　　　　　　　　　（1，957，970） 　　　　ゆかわ　　　　宏 57 無 団体顧問 1,043,702

　投票者数　　　　　　　　  3，614，478 （361，270）

　　　　　　　　　　　　　　　（1，275，383） 　　　　竹　内　　まさみ 69 無 財団法人年調査会役員 947,664

　投票率（％）　　　　　　　　　  　66．27 （336，652）
　　　　　　　　　　　　　　　　　 　（65．14） 　　　　森　下　　政　則 55 無 無職 21,810

（10，038）
　　　　上　田　　としお 38 無 無職 16,703

（6，727）
　　　　高　田　　が　ん 44 諸 政治団体長 12,597

（4，797）
　　　　辻　田　　ひろし 44 無 茶販売業 7,558

（2，605）
　　　　辻　田　　つねみ 45 無 日本青年同志社会長 3,900

（1，515）
　　　　八　杉　　　　　毅 57 無 日本を考える会代表 2，262

（906）
計3，550，237
（1，258，357）

　執行年月日　　　　　　　54．4．8（日） 　◎　岸　　　　　さかえ 57 無 団体顧問 1,792,856 （確認政治団体）

　当日有権者数　　　　　　5，580，725 （590，478）
　　　　　　　　　　　　　　　（1，865，230） 　　　　黒　田　　了　一 68 無 大阪府知事 1,671,812
　投票者数　　　　　　　　　3，533，240 （560，071）
　　　　　　　　　　　　　　　（1，170，586） 　　　　上　野　　富　男 58 無 著述業 22,857
　投票率（％）　　　　　　　　　  　63．31 （8，810）
　　　　　　　　　　　　　　　　 　　（62．76） 計3，487，525

（1，159，359）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（◎印　当選者）

日本共産党自由民主党自由民主党自由民主党明るい革新大阪府政をつくる会

新しい大阪をつくる府民の会

新しい革新府政をきずく府民連合

大阪府政を正す会

新しい大阪をつくる革新府民連合

明るい革新大阪府政をつくる会



区分 候補者氏名 年齢 党派 職業 得票数 備考
　執行年月日　　　　　　　　58．4．10（日） 　◎　 岸　　　　　さかえ 61 無 大阪府知事 2,173,263 （確認政治団体）

　当日有権者数　　　　　　5，767，529 （727，338）
　　　　　　　　　　　　　　　（1，850，009） 　　　　亀　田　　得　治 70 無 弁護士 1,250,374
　投票者数　　　　　　　　　3，503，445 （394，521）
　　　　　　　　　　　　　　　（1，145，622） 　　　　えがしら　のぶあき 38 無 極東民主同盟会議事務局次長 24,718
　投票率（％）　　　　　　　　　　　60．74 （9，326）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（61．93） 計3，448，355

（1，131，185）

　執行年月日　　　　　　　62．4．12（日） 　◎　 岸　　　　　さかえ 65 無 大阪府知事 2,224,379 （確認政治団体）

　当日有権者数　　　　　　6，013，547 （742，064）
　　　　　　　　　　　　　　　（1，903，667） 　　　　角　橋　　てつや 52 無 都市計画家 1,112,660
　投票者数　　　　　　　　　3，406，872 （349，688）
　　　　　　　　　　　　　　　　（1,113，518）
　投票率（％）　　　　　　　　　　  56．65
　　　　　　　　　　　　　　　　　   （58．49） 計3，337，039

（1,091，752）
　執行年月日　　　　　　　3．4．7（日） 　◎　 中　川　　かずお 64 無 団体顧問 2,064,708 （確認政治団体）

　当日有権者数　　　　　6，314，076 　（674，325）
　　　　　　　　　　　　　　（1，948，462） 　　　　角　橋　　てつや 56 無 都市計画家 964,554
　投票者数　　　　　　　　3，137，069 （325，145）
　　　　　　　　　　　　　　　（1,037，350）
　投票率（％）　　　　　　　　　　49．68 計3，029，262
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（53．24） （999，470）
　執行年月日　　　　　　　7．4．9（日） 　◎　横　山　　ノック 63 無 タレント 1,625,256 （確認政治団体）

　当日有権者数　　　　　6，588，601 　　　　 （510，872）
　　　　　　　　　　　　　　（1，973，850） 　　　　平　野　　たくや 60 無 団体役員 1,147,416
　投票者数　　　　　　　　3，443，604 （357，775）
　　　　　　　　　　　　　　（1，078，428） 　　　　小　林　　つとむ 62 無 弁護士 570,869
　投票率（％）　　　　　　　　　　52．27 (174,618）

　　　　　　　　　　　　　　　（54．64） 　　　　芝　谷　　英　夫 51 無 不動産賃貸業 21,356
（7,702）

　　　　橘　高　　　　明 62 諸 団体役員 4,548
（1,821）

計3,369,445
(1,052,788）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（◎印　当選者）

新しい大阪をつくる革新府民連合

明るい革新大阪府政をつくる会

極東民主同盟会議

２１世紀にはばたく平和で自由な

大阪をつくる府民連合

明るい革新大阪府政をつくる会

２１世紀にはばたく平和で自由な

大阪をつくる府民連合

明るい革新大阪府政をつくる会

２１世紀にはばたく平和で自由な

明るい革新大阪府政をつくる会

アジア建国党



区分 候補者氏名 年齢 党派 職業 得票数 備考
　執行年月日　　　　　　　11．4．11（日） 　◎　横　山　　ノック 67 無 大阪府知事 2,350,959 （確認政治団体）

　当日有権者数　　　　　　6，796，415 （731，873）
　　　　　　　　　　　　　　　（2，002，757） 　　　　あじさか　　　真 65 無 無職 920,432
　投票者数　　　　　　  　　3，618，557 （277，307）
　　　　　　　　　　　　　　　（1，130，451) 　　　　ふじ木　　美奈子 39 無 「WANA」代表 80,161
　投票率（％）　　　　　　　　　　　53．24 （29，140）
　　　　　　　　　　　　　　　　　 　（56．44） 　　　　加　藤　　成　一 58 無 弁護士 25,823

（9，127）
　　　　上　野　　健　一 38 無 会社役員 25,311

（8，418）
　　　　山　口　　やすお 49 無 弁護士 19,603

（6，205）
　　　　中　野　　俊　夫 51 無 税理士 18,834

（5，660）
　　　　河　村　　良　彦 74 無 会社役員 18,385

（7，169）
　　　　坂　本　　まさひろ 68 無 会社役員 16,351

（6,096）
計3，475，859
（1，080，995）

　執行年月日　　　　　　　12．2．6（日） 　◎　太　田　　房　江 48 無 団体役員 1,380,583 （確認政治団体）

　当日有権者数　　　　　　6，849，341 （371，789）
　　　　　　　　　　　　　　　（2，012，599） 　　　　あじさか　　　真 66 無 無職 1,020,483
　投票者数　　　　　　　　　3，053，306 （291，956）
　　　　　　　　　　　　　　 　　（852，515） 　　　　平　岡　　たつと 59 無 学校法人役員 574,821
　投票率（％）　　　　　　　　　 　44．58 （167，766）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（42．36） 　　　　羽　柴　　誠三秀吉 50 無 会社役員 26,781

（7，824）
計3,002,668
(839,335）

　執行年月日　　　　　　　16．2．1（日） 　◎　太　田　　房　江 52 無 大阪府知事 1,558,626 （確認政治団体）

　当日有権者数　　　　   　6, 926,408   (416，892）
                                 (2,044,605) 　　　　江　本　　孟　紀 56 無 野球評論家 670,717
　投票者数　　　　　　　    　2,804,820 （205，200）
　　　　　　　　　　　　　       　（786,851） 　　　　梅　田　　章　二 53 無 弁護士 505,167
　投票率（％）　　　　　　　     　40．49 （144，836）
　　　　　　　　　　　　　　　     　(38．48） 　　　　小　山　　広　明 61 無 無職 25,851

（7，152）
　　　　西　村　　重　蔵 74 無 自営 13,885

（3，850）
計2，774，246

(777，930）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（◎印　当選者）

明るい革新大阪府政をつくる会

２１世紀大阪がんばろう会

明るい革新大阪府政をつくる会

大阪うずの会

２１世紀大阪がんばろう会

明るい民主大阪府政をつくる会

大阪を十倍明るく元気にする会

新しい風



区分 候補者氏名 年齢 党派 職業 得票数 備考
　執行年月日　　　　　　　20．1．27（日） 　◎　橋　下　　とおる 38 無 弁護士 1,832,857 （確認政治団体）

　当日有権者数　　　　    　6, 994,848   (524，149）
                                  (2,074,458) 　　　　熊　谷　　さだとし 63 無 無職 999,082
　投票者数　　　　　　　     　3,423,751 （275，061）
　　　　　　　　　　　　　      　 （976,576） 　　　　梅　田　　章　二 57 無 弁護士 518,563
　投票率（％）　　　　　　　　      48．95 （154，882）
　　　　　　　　　　　　　　　      　(47．08） 　　　　高　橋　　正　明 65 無 無職 22,154

（6，939）
　　　　杉　浦　　清　一 59 無 保護司 20,161

（6，204）
計3，392，817

(967，235）
　執行年月日　　　　　　23．11．27（日） 　◎　松　井　 　一　郎 47 大阪維新の会 会社役員 2,006,195 （確認政治団体）

　当日有権者数　　　　　     7,032,033   (659，380）
                                  (2,105,610) 　　　　倉　田　　かおる 63 大阪大学大学院工学研究科招へい教授 1,201,034
　投票者数　　　　　　　　     3,718,858 （416，105）
　　　　　　　　　　　　　　      （1,282,733） 　　　　梅　田　　章　二 61 無 弁護士 357,159
　投票率（％）　　　　　　　      　52．88 （134，363）
　　　　　　　　　　　　　　　　      (60．92） 　　　　岸　田　　　　修 70 無 無職 29,487

（13，491）
　　　　高　橋　　正　明 69 無 自営業 27,809

（13，120）
　　　  中　村　　　　勝 60 日本大高産業株式会社代表取締役社長 22,347

（9，084）
　　　　マ  ッ  ク  赤  坂 63 スマイル党 財団法人会長 21,479

（11，417）
計3，665，510
(1，256，960）

　執行年月日　　　　　　27．11．22（日） 　◎　松　井　 　一　郎 51 大阪維新の会 大阪府知事 2,025,387 （確認政治団体）

　当日有権者数　　　　　     7,050,381   (645,004）
                                  (2,128,098) 　　　　くりはら　 貴　子 53 無 公認会計士 1,051,174
　投票者数　　　　　　　　     3,205,866 （382,782）
　　　　　　　　　　　　　　      （1,075,759） 　　　　美　馬　 幸　則 65 無 翻訳業 84,762
　投票率（％）　　　　　　　      　45.47 （30,986）
　　　　　　　　　　　　　　　　      (50.55）

計3,161,323
(1,058,772）

　執行年月日　　　　　　  31．4．7（日） 　◎　吉　村　 　洋　文 43 大阪維新の会 弁護士 2,266,103 （確認政治団体）

　当日有権者数　　　　　     7,213,730   (703,329）
                                  (2,190,652) 　　　　小　西　　 ただかず 64 無 団体役員 1,254,200
　投票者数　　　　　　　　     3,569,907 （436,195）
　　　　　　　　　　　　　　      （1,155,316）
　投票率（％）　　　　　　　      　49.49
　　　　　　　　　　　　　　　　      (52.74）

計3,520,303
(1,139,524）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（◎印　当選者）

市町村長連合と
府民の会

二十一世紀日本
維新会

「おおさか」を笑顔にするフォーラム

夢ある大阪

明るい民主大阪府政をつくる会

大阪維新の会

マジメに、大阪。

大阪維新の会

市町村長連合と府民の会

明るい民主大阪府政をつくる会

大阪維新の会

大阪再生の会


