
 
 
 

市区長の連続就任回数（４回以上） 
※以下（ ）内は任期満了年月日である。 

 
連続就任回数 ４回 
 
 青森県  青森市  （１７． ５． ６） 
       弘前市    （２０． ２．１７） 
 岩手県  二戸市  （２０． ４．２７） 
秋田県   大館市    （１９． ４．３０） 

       本荘市  （１９． ２． ７） 
山形県   鶴岡市  （１９．１２． ８） 

   新庄市  （１７．１２． ２） 
 茨城県  常陸太田市  （１８． １．２６） 
   守谷市    （２０．１２． ５） 
栃木県   大田原市  （１８． ４． ７） 
埼玉県  所沢市  （１９．１０．２９） 

   本庄市  （１７． ７． １） 
       入間市  （２０．１１．１７） 
 鳩ヶ谷市 （１８．１０．２６） 
   新座市  （２０． ７．２５） 
 千葉県  野田市 （２０． ７． ３） 
 習志野市 （１９． ４．２６） 
 鴨川市 （１８． ７．１５） 
東京都 江東区 （１９． ４．２６） 

   板橋区  （１９． ４．２６） 
   町田市  （１８． ３． ８） 
   稲城市  （１９． ４．２５） 
神奈川県  小田原市  （２０． ５．２３） 

 新潟県  燕市  （２０． ９． ７） 
 石川県  金沢市    （１８．１２． ９） 
 長野県  大町市  （１８． ７．１３） 
   佐久市  （１７． ４．２６） 
岐阜県 関市  （１９． ９．２１） 

 静岡県 天竜市 （２０．１１． ７） 
愛知県 春日井市  （１９． ２． ６） 

  西尾市  （１７． ９．１４） 
 常滑市  （１９．１１．３０） 

  新城市  （１９． ４．２９） 
   高浜市  （１７． ９． ８） 
   岩倉市  （１７． １．２８） 
 兵庫県  三木市  （１８． １．２０） 
   川西市  （１８．１０．２７） 
 奈良県 桜井市 （１９．１２． １） 
 和歌山県  御坊市    （２０． ６．１０） 
 島根県  大田市  （１７． ４．１０） 
岡山県  井原市  （１８． ９．１５） 

 広島県 廿日市市 （１９．１１． ２） 
 山口県 小野田市 （１８．１１．１４） 
 徳島県  小松島市  （１７． ２． ２） 
 香川県  坂出市  （１７． ６． ３） 
 愛媛県 大洲市  （１７． ２．１２） 
 佐賀県  鹿島市  （１８． ５．１１） 
 長崎県 島原市  （２０．１２．１７） 
 

連続就任回数 ５回 
 
 北海道  登別市   （２０． ８．２７） 
青森県 三沢市  （１９． １．３１） 
      むつ市    （１７．１０．１９） 

 山形県   寒河江市   （１７． １．１９） 
 茨城県  常陸大宮市  （２０． ４．２２） 
 群馬県   高崎市    （１９． ５． １） 
 埼玉県  春日部市  （１８． １．１８） 
 千葉県   茂原市    （２０． ５．２０） 
東京都  中央区  （１９． ４．２６） 

 品川区  （１９． ４．２６） 
  大田区  （１９． ４．２６） 
  立川市  （１９． ９． ７） 
 新潟県  豊栄市  （１９． ４．２６） 
 富山県  小矢部市  （１８．１２． ６） 
 長野県  駒ヶ根市  （２０． １．２８） 
 大阪府  守口市  （１９． ９．１２） 
 門真市  （１７． ７． ９） 
 福岡県  北九州市  （１９． ２．１９） 
熊本県  人吉市  （１９． ４．３０） 

 
 
 
連続就任回数 ６回 
 
東京都 武蔵野市  （１９． ４．３０） 

 神奈川県  座間市    （２０． ９．３０） 
岐阜県  土岐市  （１９． ４．２６） 

 京都府 宮津市 （２０． ８． ４） 
 熊本県  牛深市  （２０． ６．２７） 
 
 
 
連続就任回数 ７回 
 
 静岡県  掛川市  （１７． ９．１７） 
 
 
 
連続就任回数 ８回 
 
 埼玉県  蕨市  （１９． ５．３１） 
大阪府  岸和田市  （１７．１２．１４） 

  柏原市 （１７． ３．１０） 
 
 
 
連続就任回数 ９回 
 
 大阪府  貝塚市  （１８． ２．１０） 


