
（１）市区長

北海道 登別市 （28.08.27） 岩見沢市 （28.09.08） 歌志内市 （28.10.25） 釧路市 （28.11.01）
青森県 該当なし
岩手県 該当なし
宮城県 名取市 （28.07.24） 角田市 （28.08.09） 白石市 （28.11.13）
秋田県 該当なし
山形県 天童市 （28.12.25）
福島県 須賀川市 （28.08.10）
茨城県 常陸大宮市 （28.04.22） 常総市 （28.08.02） つくば市 （28.11.16） 守谷市 （28.12.05） 古河市 （28.12.15）
栃木県 那須塩原市 （28.01.21） 矢板市 （28.04.16） 鹿沼市 （28.06.20） 小山市 （28.07.30） 宇都宮市 （28.11.27）
群馬県 前橋市 （28.02.27）
埼玉県 上尾市 （28.02.17） 坂戸市 （28.05.11） 日高市 （28.05.19） 新座市 （28.07.25） 富士見市 （28.08.19）

入間市 （28.11.17） 白岡市 （28.11.25）
千葉県 茂原市 （28.05.20） 野田市 （28.07.03） 印西市 （28.07.27） 富津市 （28.10.05）
東京都 八王子市 （28.01.28） 府中市 （28.02.09） 目黒区 （28.04.24） 福生市　 （28.05.20） 港区 （28.06.27）

狛江市 （28.07.06） 昭島市 （28.10.20） 荒川区　 （28.11.13）
神奈川県 藤沢市 （28.02.25） 小田原市 （28.05.23） 綾瀬市 （28.07.24） 伊勢原市 （28.09.30） 座間市 （28.09.30）
新潟県 佐渡市 （28.04.17） 阿賀野市 （28.04.24） 南魚沼市 （28.11.27） 柏崎市 （28.12.05） 魚沼市 （28.12.11）
富山県 魚津市 （28.05.09） 砺波市 （28.11.27） 南砺市 （28.11.27）
石川県 かほく市 （28.04.10） 羽咋市 （28.10.31） 七尾市 （28.11.06）
福井県 小浜市 （28.08.04） 鯖江市 （28.10.16） 勝山市 （28.12.25）
山梨県 甲斐市 （28.10.02） 笛吹市 （28.11.13） 北杜市 （28.11.27）
長野県 須坂市 （28.01.23） 駒ヶ根市 （28.01.28） 松本市 （28.03.27） 小諸市 （28.04.18） 東御市 （28.04.24）

飯田市 （28.10.27） 千曲市 （28.11.10） 中野市 （28.11.22）
岐阜県 中津川市 （28.01.21） 飛驒市 （28.03.06） 本巣市 （28.03.06） 郡上市 （28.04.10） 下呂市 （28.04.17）

恵那市 （28.11.27） 羽島市 （28.12.20）
静岡県 御前崎市 （28.04.17） 伊豆市 （28.04.24） 藤枝市 （28.06.19） 下田市 （28.07.04） 沼津市 （28.11.09）

湖西市 （28.12.05） 焼津市 （28.12.23）
愛知県 豊田市 （28.02.18） 尾張旭市 （28.03.24） 大府市 （28.04.12） 碧南市 （28.04.28） 岡崎市 （28.10.20）

豊橋市 （28.11.16） 知立市 （28.12.23）
三重県 志摩市 （28.10.30） 伊賀市 （28.11.20） 桑名市 （28.12.18） 四日市市 （28.12.23）
滋賀県 大津市 （28.01.24） 草津市 （28.03.20） 甲賀市 （28.10.30） 野洲市 （28.10.30） 湖南市 （28.11.06）
京都府 京都市 （28.02.24） 八幡市 （28.02.26） 京丹後市 （28.05.15） 福知山市 （28.06.19） 宇治市 （28.12.18）
大阪府 茨木市 （28.04.17） 大東市 （28.05.04） 羽曳野市 （28.07.24） 河内長野市 （28.08.02） 箕面市 （28.08.26）

摂津市 （28.10.11） 阪南市 （28.11.11）
兵庫県 高砂市 （28.04.12） 相生市 （28.06.13） 養父市 （28.10.31） 丹波市 （28.12.04）
奈良県 香芝市 （28.06.02） 御所市 （28.06.15） 葛城市 （28.10.30）
和歌山県 御坊市 （28.06.10） 有田市 （28.09.16） 岩出市 （28.10.18）
鳥取県 境港市 （28.07.24）
島根県 益田市 （28.08.01） 安来市 （28.10.23） 雲南市 （28.11.27）
岡山県 笠岡市 （28.04.23） 倉敷市 （28.05.18） 高梁市 （28.10.23）
広島県 安芸高田市 （28.04.17） 福山市 （28.09.04） 江田島市 （28.12.04）
山口県 岩国市 （28.02.09） 下松市 （28.04.24） 美祢市 （28.04.26） 光市 （28.11.13）
徳島県 徳島市 （28.04.17） 吉野川市 （28.11.13）
香川県 該当なし
愛媛県 西予市 （28.05.15） 東温市 （28.11.06） 新居浜市 （28.11.17） 西条市 （28.11.27）
高知県 須崎市 （28.01.31） 香南市 （28.07.14）
福岡県 うきは市 （28.07.14） 八 女 市 （28.11.15）
佐賀県 該当なし
長崎県 対馬市 （28.03.27） 壱岐市 （28.04.17） 五島市 （28.09.04） 島原市 （28.12.17）
熊本県 該当なし
大分県 該当なし
宮崎県 日向市 （28.03.30） 都城市 （28.11.21）
鹿児島県 薩摩川内市 （28.11.06） 伊佐市 （28.11.29） 鹿児島市 （28.12.22）
沖縄県 宜野湾市 （28.02.11） 糸満市 （28.07.05）

平成２８年中における地方公共団体の議会の議員及び長の任期満了に関する調（任期満了団体）



（２）市区議会議員

北海道 該当なし
青森県 三沢市 （28.03.19）
岩手県 北上市 （28.03.31） 大船渡市 （28.05.08）
宮城県 岩沼市 （28.01.11） 名取市 （28.01.31）
秋田県 該当なし
山形県 南陽市 （28.03.31）
福島県 いわき市 （28.09.30）
茨城県 潮来市 （28.02.10） 取手市 （28.02.14） 守谷市 （28.02.29） 神栖市 （28.02.29） つくばみらい市 （28.02.29）

那珂市 （28.03.09） つくば市 （28.11.29）
栃木県 該当なし
群馬県 該当なし
埼玉県 吉川市 （28.02.04） 新座市 （28.02.25） 坂戸市 （28.04.20） 志木市 （28.04.22）
千葉県 四街道市 （28.03.09） 富津市 （28.04.24） 袖ケ浦市 （28.11.02）
東京都 該当なし
神奈川県 座間市 （28.09.30）
新潟県 佐渡市 （28.04.17） 村上市 （28.04.26） 上越市 （28.04.28） 阿賀野市 （28.10.31）
富山県 魚津市 （28.05.09） 南砺市 （28.11.27）
石川県 該当なし
福井県 該当なし
山梨県 笛吹市 （28.11.13） 南アルプス市 （28.11.27） 北杜市 （28.11.27）
長野県 千曲市 （28.07.24） 東御市 （28.11.20）
岐阜県 飛驒市 （28.03.06） 郡上市 （28.04.10） 下呂市 （28.04.17） 山県市 （28.04.30） 瑞穂市 （28.04.30）

恵那市 （28.11.27）
静岡県 御殿場市 （28.02.10） 御前崎市 （28.04.17） 伊豆市 （28.10.31）
愛知県 弥富市 （28.02.29） 碧南市 （28.05.04） 岡崎市 （28.10.25）
三重県 該当なし
滋賀県 該当なし
京都府 京丹後市 （28.05.15）
大阪府 大東市 （28.05.04） 箕面市 （28.08.28） 和泉市 （28.09.22） 泉南市 （28.10.27）
兵庫県 篠山市 （28.04.30） 三田市 （28.10.22） 養父市 （28.10.31） 丹波市 （28.12.04）
奈良県 該当なし
和歌山県 該当なし
鳥取県 該当なし
島根県 雲南市 （28.11.27）
岡山県 笠岡市 （28.04.28） 高梁市 （28.10.23）
広島県 三次市 （28.04.17） 福山市 （28.04.30） 安芸高田市 （28.11.30）
山口県 美祢市 （28.04.26） 周南市 （28.06.19） 光市 （28.11.13） 防府市 （28.11.26）
徳島県 該当なし
香川県 該当なし
愛媛県 西予市 （28.05.15） 東温市 （28.11.06） 四国中央市 （28.11.27）
高知県 該当なし
福岡県 豊前市 （28.04.09） 行橋市 （28.04.22） 宗像市 （28.10.31）
佐賀県 該当なし
長崎県 該当なし
熊本県 該当なし
大分県 該当なし
宮崎県 該当なし
鹿児島県 鹿児島市 （28.04.28） 薩摩川内市 （28.11.06） 伊佐市 （28.11.29）
沖縄県 該当なし



（３）町村長

北海道 泊村 （28.01.19） 当麻町 （28.02.01） 北竜町 （28.02.21） 東神楽町 （28.02.27） 松前町 （28.04.10）
上川町 （28.04.14） 木古内町 （28.04.25） 南富良野町 （28.04.29） 広尾町 （28.04.29） 浦臼町 （28.04.30）
鶴居村 （28.05.19） 置戸町 （28.06.09） 白糠町 （28.06.10） 積丹町 （28.06.15） 平取町 （28.07.02）
厚真町 （28.07.07） 喜茂別町 （28.07.21） 長沼町 （28.08.23） 佐呂間町 （28.09.11） 中標津町 （28.09.29）
月形町 （28.10.02） 森町 （28.10.18） 遠別町 （28.10.21） 池田町 （28.10.30） 鷹栖町 （28.11.04）
蘭越町 （28.11.12） 真狩村 （28.11.26） 弟子屈町 （28.12.23） 上富良野町 （28.12.26）

青森県 田子町 （28.01.14） 六戸町 （28.01.27） 田舎館村 （28.11.17） 横浜町 （28.12.11） 三戸町 （28.12.15）
深浦町 （28.12.20）

岩手県 九戸村 （28.04.19） 山田町 （28.07.14）
宮城県 蔵王町 （28.10.05） 大河原町 （28.10.27）
秋田県 大潟村 （28.09.04） 八郎潟町 （28.09.23） 美郷町 （28.11.27）
山形県 舟形町 （28.02.25） 大江町 （28.03.05） 金山町 （28.04.26） 川西町 （28.04.28） 小国町 （28.08.01）

白鷹町 （28.10.25） 飯豊町 （28.11.06） 朝日町 （28.12.07）
福島県 矢吹町 （28.01.10） 川内村 （28.04.24） 楢葉町 （28.04.29） 塙町 （28.07.14） 北塩原村 （28.09.05）

棚倉町 （28.09.07） 飯舘村 （28.10.26） 葛尾村 （28.11.11） 国見町 （28.11.26） 只見町 （28.12.15）
茨城県 大洗町 （28.09.21）
栃木県 野木町 （28.08.23） 塩谷町 （28.08.28）
群馬県 玉村町 （28.01.31） 千代田町 （28.03.24） 昭和村 （28.05.30） 甘楽町 （28.07.22） 板倉町 （28.11.16）

下仁田町 （28.12.04）
埼玉県 伊奈町 （28.05.13） 美里町 （28.05.16） 鳩山町 （28.07.15） 東秩父村 （28.09.06） 嵐山町 （28.09.08）
千葉県 横芝光町 （28.03.24） 神崎町 （28.05.22） 一宮町 （28.05.25） 長生村 （28.07.16） 睦沢町 （28.07.28）

御宿町 （28.12.23）
東京都 三宅村 （28.02.14） 奥多摩町 （28.05.23）
神奈川県 葉山町 （28.01.19） 真鶴町 （28.09.25） 箱根町 （28.11.14）
新潟県 出雲崎町 （28.02.03） 刈羽村 （28.12.14）
富山県 該当なし
石川県 該当なし
福井県 高浜町 （28.05.18）
山梨県 鳴沢村 （28.02.19） 小菅村 （28.06.12） 身延町 （28.10.23） 早川町 （28.11.15） 西桂町 （28.11.24）

山中湖村 （28.12.26）
長野県 川上村 （28.02.26） 松川村 （28.03.06） 南木曽町 （28.05.11） 栄村 （28.05.14） 池田町 （28.07.06）

売木村 （28.07.09） 下條村 （28.07.24） 大桑村 （28.10.12） 天龍村 （28.11.10） 高山村 （28.11.14）
下諏訪町 （28.12.04）

岐阜県 八百津町 （28.01.27） 富加町 （28.06.01） 岐南町 （28.11.15） 関ケ原町 （28.12.25）
静岡県 森町 （28.03.09）
愛知県 飛島村 （28.04.09） 扶桑町 （28.08.28）
三重県 該当なし
滋賀県 多賀町 （28.03.17） 竜王町 （28.06.23） 日野町 （28.07.10）
京都府 笠置町 （28.03.31） 久御山町 （28.08.27）
大阪府 熊取町 （28.01.26） 太子町 （28.04.17） 千早赤阪村 （28.07.15） 豊能町 （28.10.12） 能勢町 （28.10.23）

忠岡町 （28.10.23）
兵庫県 太子町 （28.08.05）
奈良県 吉野町 （28.02.21） 高取町 （28.03.01） 川上村 （28.07.24） 三宅町 （28.07.27） 下市町 （28.11.26）

上北山村 （28.12.22）
和歌山県 印南町 （28.02.23） 白浜町 （28.05.12） 由良町 （28.05.18） 古座川町 （28.06.14） 北山村 （28.08.05）

太地町 （28.08.07） 湯浅町 （28.09.18） みなべ町 （28.10.23）
鳥取県 智頭町 （28.06.19） 江府町 （28.07.31） 南部町 （28.10.23）
島根県 川本町 （28.02.21） 美郷町 （28.10.23） 邑南町 （28.10.30） 隠岐の島町 （28.10.30） 知夫村 （28.11.13）
岡山県 久米南町 （28.07.23） 吉備中央町 （28.10.23）
広島県 府中町 （28.06.03） 安芸太田町 （28.10.23） 世羅町 （28.10.30） 熊野町 （28.11.29） 神石高原町 （28.12.04）
山口県 周防大島町 （28.11.13）
徳島県 該当なし
香川県 該当なし
愛媛県 久万高原町 （28.09.11） 愛南町 （28.10.30） 上島町 （28.11.06） 松野町 （28.11.27）
高知県 安田町 （28.05.25） 日高村 （28.06.01） いの町 （28.10.30） 芸西村 （28.11.09） 大豊町 （28.12.18）
福岡県 大刀洗町 （28.01.29） 那珂川町 （28.08.30） 久山町 （28.10.27） 篠栗町 （28.11.29）
佐賀県 基山町 （28.02.19） 江北町 （28.02.29）
長崎県 長与町 （28.05.04） 新上五島町 （28.08.28）
熊本県 相良村 （28.03.22） 球磨村 （28.03.24） 西原村 （28.09.15） 美里町 （28.12.04）
大分県 日出町 （28.09.04） 九重町 （28.10.25） 姫島村 （28.11.25）
宮崎県 国富町 （28.12.02）
鹿児島県 東串良町 （28.03.04） 十島村 （28.05.15） 喜界町 （28.10.04）
沖縄県 国頭村 （28.04.06） 中城村 （28.07.03） 粟国村 （28.07.31） 今帰仁村 （28.08.22） 竹富町 （28.09.13）

西原町 （28.10.05） 北中城村 （28.12.21） 宜野座村 （28.12.29）



（４）町村議会議員

北海道 知内町 （28.04.08） 上川町 （28.04.24） 広尾町 （28.04.29） 中標津町 （28.09.02） 弟子屈町 （28.11.11）
豊浦町 （28.11.14）

青森県 五戸町 （28.02.28） 鶴田町 （28.02.29） 板柳町 （28.03.09） 三戸町 （28.03.19） 平内町 （28.03.30）
今別町 （28.03.30） 鰺ヶ沢町 （28.03.30） 新郷村 （28.07.28）

岩手県 葛巻町 （28.01.19） 金ケ崎町 （28.02.29） 平泉町 （28.04.14） 岩手町 （28.07.20）
宮城県 色麻町 （28.02.04） 蔵王町 （28.03.05） 川崎町 （28.03.31） 大和町 （28.03.31）
秋田県 井川町 （28.01.31） 藤里町 （28.03.30） 五城目町 （28.03.30） 小坂町 （28.03.31） 羽後町 （28.03.31）

大潟村 （28.09.04）
山形県 該当なし
福島県 小野町 （28.01.31） 猪苗代町 （28.02.29） 天栄村 （28.03.30） 柳津町 （28.03.30） 矢吹町 （28.03.30）

矢祭町 （28.03.30） 塙町 （28.03.30） 玉川村 （28.03.30） 平田村 （28.03.30） 古殿町 （28.03.30）
富岡町 （28.03.30） 下郷町 （28.03.31） 会津坂下町 （28.03.31） 只見町 （28.04.19） 三島町 （28.05.10）

茨城県 東海村 （28.01.31） 河内町 （28.02.20） 大子町 （28.03.30） 阿見町 （28.03.31）
栃木県 上三川町 （28.01.21）
群馬県 千代田町 （28.03.30）
埼玉県 宮代町 （28.02.28） 皆野町 （28.02.29） 松伏町 （28.04.19）
千葉県 睦沢町 （28.01.19） 芝山町 （28.02.29） 栄町 （28.04.30）
東京都 三宅村 （28.02.24） 利島村 （28.10.23）
神奈川県 湯河原町 （28.03.31） 大井町 （28.09.30）
新潟県 該当なし
富山県 該当なし
石川県 該当なし
福井県 該当なし
山梨県 道志村 （28.05.12） 南部町 （28.10.31） 西桂町 （28.11.24）
長野県 宮田村 （28.04.02） 南木曽町 （28.04.22） 売木村 （28.07.24） 松川町 （28.11.29） 阿智村 （28.11.30）
岐阜県 笠松町 （28.03.31） 池田町 （28.03.31）
静岡県 該当なし
愛知県 扶桑町 （28.05.12）
三重県 東員町 （28.02.26） 菰野町 （28.11.18）
滋賀県 甲良町 （28.02.04） 多賀町 （28.03.31）
京都府 南山城村 （28.03.31） 笠置町 （28.10.31） 宇治田原町 （28.11.14）
大阪府 河南町 （28.10.02） 太子町 （28.10.27）
兵庫県 該当なし
奈良県 広陵町 （28.04.14） 天川村 （28.12.15）
和歌山県 古座川町 （28.06.29） みなべ町 （28.10.23）
鳥取県 南部町 （28.10.23）
島根県 川本町 （28.04.24）
岡山県 吉備中央町 （28.10.23）
広島県 府中町 （28.09.30） 世羅町 （28.10.30） 神石高原町 （28.12.04）
山口県 周防大島町 （28.11.13）
徳島県 藍住町 （28.02.28）
香川県 該当なし
愛媛県 上島町 （28.11.06）
高知県 大月町 （28.10.06）
福岡県 該当なし
佐賀県 該当なし
長崎県 波佐見町 （28.10.31）
熊本県 あさぎり町 （28.04.30） 西原村 （28.09.24） 湯前町 （28.11.25）
大分県 該当なし
宮崎県 該当なし
鹿児島県 大和村 （28.05.29） 十島村 （28.06.09） 宇検村 （28.09.13） 龍郷町 （28.09.13） 和泊町 （28.09.13）

知名町 （28.09.13） 与論町 （28.09.13） 喜界町 （28.10.31） 瀬戸内町 （28.12.09）
沖縄県 金武町 （28.12.10）
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