
 

全国自治体女性議員マップを作成して        2020.5.28  

 

鹿児島県内の女性議員を１００人にする会代表  平神純子 

 

２０１９年６月１日現在の、市川房枝記念会女性と政治センター「全地方議会女性議員

の現状」を基に、全国女性議会マップを１０％毎に５段階に色分けした地図を作成した。

（①）１７４１自治体中３０２が女性ゼロ議会である。一般市と町村を合わせると、８割

以上が２０％以下であり目標の３０％はほど遠い状況である。 

この調査以降の１年間で５０議会の選挙が行われ、２０議会に女性議員が誕生し、９議

会では新人女性がトップ当選を果たし、（②）新潟県上越市ではゼロからいきなり７人の無

所属女性が全員当選している。現在２８１議会（２５市２５６町村）が女性ゼロ議会であ

り、向こう 4年間の選挙日程も年毎、月毎にまとめてみた。参考にしてほしい。（③） 

 

① 割合と色              ② 一般市と町村の割合 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③２０１９．６．２～２０２０.５．３１ 選挙結果でトップ当選(上)９自治体 

県 自治体 選挙 人口 定数/候補(女) トップ当選 年齢  職業  所属 

福島 西会津町 2019.6 6,090人 12/17（1） 上野恵美子 55歳 看護師  無 

 小野町 2020.1 9,636人 

 

12/13（2） 緑川久子 

曾田百合子 

64歳 会社役員 無 

57歳 無職   無 

 玉川村 2020.3 6,497人 12/13（1） 林芳子 65歳 無職   無 

岩手 大船渡市 2020.4 35,452 人 20/21（1） 佐藤優子 45歳 会社役員 無 

山形 大江町 2019.9 7,894人 

 

11/13（3） 橋本彩子 

藤野広美 

39歳 農業   無 

61歳 自営業  無 

茨城 大子町 2020.3 15,860 人 13/18（1） 福田祥江 46歳 看護師  無 

千葉 御宿町 2019.9 7,523人 

 

12/19（2） 田中とよ子 

岡本光代 

70歳 無職   無 

51歳 会社役員 無 

島根 川本町 2020.4 3,246人 

 

9/13 (2) 香取亜希 

円山智恵美 

31歳 司法書士 無 

63歳 宗教法人役員 無 

沖縄 久米島町 2019．11 7,708人 14/15（1） 新垣幸子 54歳 無職   無 

 

   ゼロ 黒 

0.1～10％ 赤 

10.1～20％ オレンジ 

20.1～30％ 黄 

30.1～40％ ピンク 

40.1～50％ 青 

 一般市 町村 割合 

ゼロ 3.6 29.6 16.6 

0.1∼10％ 30.5 28.9 29.7 

10.1∼20％ 41.7 29.2 35.5 

20.1∼30％ 18.2 9.8 14.0 

30.1∼40％   4.6   1.9  3.3 

40.1∼50％  1.2   0.7   1.0 

 96.4 100.1 100.1 



＊トップ当選ではないが特徴的な自治体 

 

 ・新潟県上越市・・2020.4．26ゼロから 7人の無所属新人当選（定数/候補者数 32/36） 

    3位 3,069票 ストラットン恵美子 47 歳 無職        無所属 

    6位 2,761票 高山優子      55 歳 設計士/婦人消防官 無所属   

    7位 2,757票 安田佳代      29 歳 認定こども園園長  無所属 

   12位 2,239票 宮崎朋子      55 歳 自営業       無所属 

   17位 1,939票 中土井薫      56 歳 健康運動指導士   無所属 

   29位 1,395票 小山洋子      40 歳 無職        無所属 

   32位 1,361票 鈴木めぐみ     41 歳 兼業農家      無所属 

 ・青森県三戸町・・2019.7 選挙違反選挙で女性 2人の新人誕生    

 ・茨城県潮来市・・2020.1  94歳、元職女性が挑戦したが落選 

 ・静岡県森町・・・2017.4 と 2020.2（補欠選挙）は共に無投票で女性 2人在籍 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



女性ゼロ議会(２８１自治体)の次回選挙日程      赤字は市 

 

2020.7 売木村(長野) 

(18) 9 吉備中央町(岡山) 西原村(熊本) 龍郷町・知名町・与論町（鹿児島）  

  10 利島村(東京) 南部町(山梨) 笠置町(京都) 養父市(兵庫) 周防大島町(山

口) 大月町(高知) 久山町(福岡) 喜界町(鹿児島) 

  11 西桂町(山梨) 湯前町(熊本) 

  12 天川村(奈良) 瀬戸内町(鹿児島) 

 

2021.1 上砂川町(北海道) 

(59) 2 三川町(山形) 神流町(群馬) 大紀町(三重) 西ノ島町(島根) 田布施町(山口) 

   3 香芝市(奈良) 美郷町(島根) 隠岐の島町(島根) 南阿蘇村(熊本) 大崎上島町(広島) 

   4  塩谷町(栃木) 栗原市(宮城) 清川村(神奈川) 若狭町(福井) 栄村(長野) 

    西伊豆町(静岡) 御杖村(奈良) 串本町(和歌山) 内子町・伊方町(愛媛) 大任

町(福岡) さつま町(鹿児島) 

   5  与那原町(沖縄) 

   6 礼文町(北海道) 境町(茨城) 南知多町(愛知) 淡路市(兵庫) 佐々町(長崎) 

多良間村(沖縄) 

     7 太地町(和歌山) 江府町(鳥取) 飯南町(島根) 赤村(福岡) 

   8 楢葉町(福島) 青ヶ島村(東京) 山添村(奈良） 印南町(和歌山) 壱岐市(長崎) 

   9 島牧村・積丹町(北海道) 飯舘村(福島) 早川町(山梨) 麻績村・高山村(長野) 

    長泉町(静岡) 玄海町(佐賀) 

  10 利尻富士町(北海道) 湯沢市(秋田) 入善町(富山) 大滝村(長野) 東峰村(福岡) 

    11 長和町(長野) 三朝町(鳥取) 阿武町(山口) 平戸市・雲仙市(長崎) 氷川町(熊本) 

    12 松島町(宮城) 

 

2022.1 大台町(三重) 東洋町・仁淀川町(高知) 美郷町(宮崎) 伊仙町(鹿児島) 

(46) 2 美浜町(福井) 南関町(熊本) 

   3 枝幸町(北海道) 若桜町(鳥取) 阿波市(徳島) 吉野ヶ里町(佐賀)  

   4 大空町(北海道) 八幡平市(岩手) 長生村(千葉) 平谷村(長野) 南伊勢町(三重) 

    与謝野町(京都) 御所市(奈良) 矢掛町・久米南町(岡山) 嘉麻市(福岡) 有田

町(佐賀) 天草市・和水町(熊本) 長島町(鹿児島) 

   5  球磨村(熊本) 

   7 朝日町(富山) 

   8  早島町(岡山) 南大東島(沖縄) 

   9 利尻町(北海道) 東北町(青森) 七ヶ宿町(宮城) 河津町(静岡) 東村・恩納村・

伊江村・嘉手納町・渡嘉敷村・座間味村・渡名喜村・北大東村・伊平屋村・与那

国町(沖縄) 

  10 日之影町(宮崎) 

  12 宝達志水町(石川) 天城町(鹿児島) 

 

 



2023.1 上峰町(佐賀) 

（140）2 秩父別町(北海道) 和気町(岡山) 嘉島町(熊本) 

   3  豊根村(愛知) 

   4  岩三沢市・芦別市・三笠市・新篠津村・木古内町・上ノ国町・厚沢部町・奥尻町・

せたな町・喜茂別町・泊村・神恵内村・古平町・由仁町・雨竜町・沼田町・南富

良野町・下川町・音威子府町・中川町・幌加内町・小平町・遠別町・天塩町・猿

払村・中頓別町・豊富町・幌延町・清里町・小清水町・置戸町・壮瞥町・えりも

町・士幌町・大樹町・池田町・豊頃町・浜中町・鶴居村・標津町・羅臼町(北海道) 

蓬田村・外ヶ浜町・深浦町・六戸町・横浜町・六ケ所村・大間町・東通村・佐井

村・田子町・階上町（青森） 東成瀬村（秋田） 舟形町（山形） 檜枝岐村・

鮫川村・（福島） 長野原町・吉岡町（群馬） 神津島村・小笠原村（東京） 珠

洲市・川北町・志賀町（石川） 池田町（福井） 山中湖村・鳴沢村・小菅村・

丹波山村（山梨） 南相木村・北相木村・阿南町・泰阜村（長野） 富加町（岐

阜）下田市・松崎町（静岡） みよし市（愛知） 和束町（京都） 桜井市・安

堵町・曽爾村・黒滝村・野迫川村・十津川村・下北山村・上北山村・川上村（奈

良）紀美野町（和歌山） 日南町・日野町（鳥取） 新庄村（岡山） 佐那河内

村（徳島） 奈半利町・安田町・土佐町・大川村・梼原町（高知） 川棚町・小

値賀町（長崎） 玉東町・高森町・水上村（熊本） 津久見市・杵築市・姫島村

（大分） 高原町・西米良村・都農町・椎葉村（宮崎） 阿久根市・三島村・大

崎町（鹿児島） 

   6  普代村（岩手） 昭和村（福島） 大月市（山梨）  

   7  明和町（群馬） 関川村（新潟） 南伊豆町（静岡） 

   8  福島町（北海道） 最上町・戸沢村（山形） 鏡石町（福島） 川辺町（岐阜）  

   9  田舎舘村（青森） 住田町（岩手） 中島村・浅川町（福島） 下仁田町・南牧

村（群馬） 小川村（長野）  

  10 黒松内町（北海道） 板野町（徳島） 

  11 大石田町（山形） 葛尾村・新地町（福島） 

  12 北山村（和歌山） 

 

2024.1  潮来市（茨城） 甲良町（滋賀） 

(18) 2  五戸町（青森） 蔵王町（宮城） 

   3 今別町（青森） 藤里町・羽後町（秋田） 柳津町・矢吹町・塙町・古殿町（福島） 

    千代田町（群馬） 池田町（岐阜）  

   4 只見町・三島町（福島） 上野村（群馬） 道志村（山梨） 

   5 大和村（鹿児島） 

 

 

 

 


