
 

町村長の連続就任回数（４回以上） 

※（ ）内は任期満了年月日である。 
 

連続就任回数 ４回 
 
 北海道  知内町  （１９． ２．１４） 
  由仁町       （１９． ４．３０） 
  妹背牛町   （２１．１２． ２） 

和寒町  （１８． １．２３） 
  初山別村  （１９． ４．３０） 
       端野町    （２０． ４． ７） 
  訓子府町  （１９． ４．３０） 
  厚真町    （２０． ７． ７） 
       平取町    （２０． ７． ２） 
  陸別町  （１９． ４．３０） 
 青森県   六戸町       （２０． １．２７） 
岩手県   金ヶ崎町     （１８． ３．１８） 

  玉山村    （２０．１０．３１） 
 宮城県   松山町       （１９． ４．２９） 
  三本木町  （１９． ４．２９） 
  岩出山町  （１８． ４． ８） 

           小牛田町   （２１． ７．１５） 
秋田県  小坂町  （１８． ４．２３） 

 二ツ井町   （２１． ８． ７） 
八竜町    （２０． ３． ４） 

山形県     大江町    （２０． ３． ５） 
             遊佐町    （２１． ３．１８） 
 福島県  伊達町  （２０．１０．１７） 
  大玉村       （２１． ８．２３） 

舘岩村       （１９． ４．２９） 
  北塩原村   （２０． ９． ５） 
  楢葉町  （２０． ４．２９） 
 茨城県  美野里町  （１９． ３．２４） 
  河内町       （２１． ５．２８） 
  伊奈町  （１８． ７．２２） 
  石下町  （２０． ７．１８） 
 栃木県  壬生町  （１８． ４．１５） 
群馬県  箕郷町    （２１． １．２３） 

長野原町 （１８． ４．２９） 
   高山村  （１８． ３．３０） 
  大間々町  （１８． ４．１２） 
  千代田町   （２０． ３．２４） 
 埼玉県  三芳町  （１９． １．１３） 
  美里町    （２０． ５．１６） 

 騎西町    （２０． １．２５） 
大利根町  （２０． ４．１３） 

       宮代町  （２１．１０．１６） 
栗橋町    （２０．１２．１９） 

  杉戸町  （１９． ４．２９） 
 千葉県 光町     （１９． ５．２０） 

白子町     （２１． ６．１８） 
 東京都  日の出町  （１８． ４．１５） 
 神奈川県  葉山町       （２１． ２．１３） 
新潟県 津南町  （１８． ７． ８） 

  粟島浦村  （１８． ９．１４） 

 富山県  宇奈月町  （１８． ８． ２） 
 福井県 名田庄村     （１９． ２． １） 
 山梨県     鰍沢町  （２０． １．１０） 
長野県 青木村    （２１． ５． ６） 

浪合村  （２０．１１．２４） 
  根羽村  （１９． ４．３０） 
       下條村    （２０． ７．２４） 

岐阜県 上石津町  （１９． ３． ２） 
  笠原町  （１８． ５． ７） 
静岡県  岡部町  （１８． ４．２７） 
愛知県  七宝町  （１８． ４．１８） 
  弥富町  （１９． ２． ３） 
  美浜町  （１９． ４．２９） 
三重県  香良洲町  （１８． １．２２） 
           一志町       （２１． ９．３０） 

  勢和村  （１９． ７．１２） 
 度会町  （１９． ６．２１） 
 滋賀県   余呉町  （１９． １．２７） 
 京都府  三和町  （１９． ４．２９） 
        夜久野町     （２１． ８． ４） 
 奈良県 川西町       （２１． ８． ４） 
       大宇陀町     （２１． ６．２８） 

室生村  （１８． ５． ９） 
  高取町       （２１． １．２１） 

明日香村   （２０． ５．１２） 
王寺町       （２１． ２．２７） 
河合町  （１９． ４．３０） 

 和歌山県  九度山町  （１８． ５．１２） 
   由良町  （２０． ５．１８） 
 岡山県      鴨方町       （１９． ４．２９） 
 新庄村  （１８． ９． ７） 
 広島県  坂町         （２１． ２． ７） 
 山口県  秋芳町  （１９． ４．３０） 

徳島県     海南町  （１９． ４．３０） 
香川県 庵治町       （２１．１２． ４） 
      多度津町  （１９． ３． ２） 
           詫間町       （２１． ７．１２） 

 高知県  中土佐町  （１９． ４．２９） 
 福岡県  芦屋町  （１９． ４．３０） 
  穂波町  （１８． ７．３０） 
  頴田町  （１９． ４．２６） 
  佐賀県     江北町    （２０． ２．２９） 
 熊本県 津奈木町     （２１． ７．２４） 
 苓北町  （１９． １．２９） 
大分県  安岐町  （１９．１２． ４） 
宮崎県 綾町  （１８． ７．１０） 
鹿児島県  輝北町  （２０． ４．３０） 

  南種子町  （１９． ４．３０） 
  屋久町  （１８． ２．２３） 
  宇検村  （１９． １．２４） 
沖縄県  嘉手納町  （１９． ２．１７） 
  佐敷町       （２１． ９．１６） 



 

連続就任回数 ５回 
 
 北海道  黒松内町  （２１． １．２３） 

蘭越町    （２０．１１．１２） 
栗沢町  （１９． ４．３０） 
奈井江町  （１８．１２． ６） 
長沼町    （２０． ８．２３） 
浦臼町    （２０． ４．３０） 
東神楽町   （２０． ２．２７） 
 美深町  （１９． ４．２７） 
斜里町  （１９． ４．３０） 
佐呂間町   （２０． ９．１１） 
浦河町  （２１．１２．２３） 

   別海町  （１９． ４．２７） 
 青森県     尾上町       （１９． ２．１４） 

岩手県 衣川村 （１９． ４．２９） 
 福島県 山都町  （１９． ３． ３） 
  玉川村  （１９． ４．２９） 
  浅川町  （１８．１０．３０） 
  大熊町  （１９． ９．１９） 
  葛尾村    （２０．１１．１１） 
 栃木県  藤原町    （２０． ２． ９） 
 群馬県  鬼石町  （１８．１１． ４） 
 千葉県 富浦町  （１９． ２． １） 
新潟県  出雲崎町   （２０． ２． ３） 

 富山県  朝日町  （１８． ６．１２） 
 石川県     穴水町  （１８． ２． １） 
山梨県 豊富村       （２０． ９． ４） 
長野県     川上村    （２０． ２．２６） 

高森町  （１８． １．２２） 
  生坂村  （１９． ２．１９） 
   八坂村  （１８．１２．２４） 
       栄村     （２０． ５．１４） 
 静岡県   河津町  （１８． ４．２５） 
 三重県     菰野町  （１９． ３． ２） 
 京都府  山城町  （１８． ３．２７） 
大阪府  河南町  （２０．１０．２２） 

 兵庫県  夢前町       （２１． ５．２７） 
 奈良県  御杖村       （２１． ５．１９） 

吉野町    （２０． ２．２１） 
       上北山村   （２０．１２．２２） 
 徳島県     石井町  （１９． ４．３０） 
   上板町  （１８． ４．１９） 
香川県 三木町  （１８．１０．２２） 

   綾南町  （１９． ８．２８） 
  仁尾町  （１８． ９．２９） 
高知県  物部村       （２１． ６．２３） 

 福岡県  筑穂町  （１８．１１． ８） 
 赤村     （２１． ７．２７） 

吉富町  （１９． ４．３０） 
 長崎県  鷹島町    （１９． ４．３０） 
 熊本県 嘉島町 （１９． ２．１０） 
  倉岳町  （１９． ７．２４） 
 大分県  九重町    （２０．１０．２５） 
 宮崎県  山田町  （２０． ７． ２） 

連続就任回数 ６回 
 
 北海道 乙部町  （１９． ４．３０） 
岩手県   一戸町  （２１．１１．１７） 
宮城県  富谷町  （１９． ４．２９） 

 秋田県  上小阿仁村  （１９． ４．３０） 
 福島県  西会津町   （２１．  ８．  ４） 

矢祭町  （１９． ４．２９） 
 群馬県   板倉町    （２０．１１．１６） 

埼玉県  神泉村  （１８．１０． ４） 
 神奈川県  津久井町   （２０．１２．２２） 
 新潟県  寺泊町    （２０． ７． ２） 
 石川県   川北町 （１９． ４．２６） 
 大阪府   太子町    （２０． ４．１７） 

奈良県     斑鳩町  （２１．１１．１０） 
和歌山県    すさみ町  （１９．１２．１７） 

 岡山県   矢掛町  （１８． ５．１９） 
 香川県     池田町  （２０． ４．１８） 
 長崎県  琴海町  （１９． ２． ９） 
 熊本県  小国町  （１９． ４．２６） 

五木村  （２１． ９．１４） 
   有明町    （２０． ６．２４） 
 大分県  姫島村  （２０．１１．２５） 
 
連続就任回数 ７回 
 
 岩手県  藤沢町  （１９． １．２７） 
 秋田県  井川町  （１９． ２．２８） 
福島県  梁川町    （２０．１２．１３） 
山梨県   早川町    （２０．１１．１５） 
愛知県  東浦町  （１９． ８．１８） 

 京都府  園部町  （１９． ４．２６） 
 奈良県  川上村  （２０． ７．２４） 
 高知県  香北町  （１８． ８．１９） 
 熊本県  菊陽町  （１８．１０．１３） 
  御所浦町  （１９． ４．３０） 
 
連続就任回数 ８回 

 
北海道  上磯町  （１９． ４．３０） 

 青森県  鶴田町  （１８． ８．２０） 
 宮城県  鹿島台町  （１９． ４．２９） 
 奈良県 安堵町  （１８． ８． ３） 
 徳島県  山城町  （１９． ４．２９） 
 佐賀県  北方町  （１８． ９．１９） 
 
連続就任回数 ９回 
 
 奈良県 野迫川村  （１８． ６．１９） 
福岡県  添田町  （１９． １．３１） 

 
連続就任回数 １０回 
宮崎県   西郷村       （２０． ８． ７） 


