
2008年 9月 1日 
 

2008年 9月代表選挙の有権者数に関する公告 
 
 

民主党中央代表選挙管理委員会  
委員長 古川 元久 

 
 
 代表選挙規則第 5 条および中央選管規程第 4 章各条にもとづき、代表
選挙の有権者数をその種別ごとに以下のとおり確定しましたので、公告

いたします。 
 
 
 

１．党員・サポーター有権者     ２６３,４５９人 
 
 
２．地方自治体議員有権者        ２,１４９人 
 
 
３．国会議員有権者             ２２５人 
 
 
４．公認候補有権者             １３４人 

 
 
    ※ 有権者総数           ２６５,９６７人 
 
 

（詳細は別紙） 



《 ２００８年　民主党代表選挙 》　国会 （ 衆議院 ） 議員有権者 一覧　１１４名 現職合計 ２２５名

No 別 国会議員名 No 別 国会議員名 No 別 国会議員名

1 衆 赤松　広隆 41 衆 近藤　洋介 81 衆 藤村　修

2 衆 安住　淳 42 衆 佐々木　隆博 82 衆 古川　元久

3 衆 池田　元久 43 衆 笹木　竜三 83 衆 古本　伸一郎

4 衆 石川　知裕 44 衆 階　猛 84 衆 細川　律夫

5 衆 石関　貴史 45 衆 篠原　孝 85 衆 細野　豪志

6 衆 泉　健太 46 衆 下条　みつ 86 衆 前田　雄吉

7 衆 市村　浩一郎 47 衆 神風　英男 87 衆 前原　誠司

8 衆 岩國　哲人 48 衆 末松　義規 88 衆 牧　義夫

9 衆 内山　晃 49 衆 鈴木　克昌 89 衆 松木　謙公

10 衆 枝野　幸男 50 衆 仙谷　由人 90 衆 松野　頼久

11 衆 大串　博志 51 衆 園田　康博 91 衆 松原　仁

12 衆 逢坂　誠二 52 衆 高井　美穂 92 衆 松本　大輔

13 衆 大島　敦 53 衆 高木　義明 93 衆 松本　剛明

14 衆 太田　和美 54 衆 高山　智司 94 衆 松本　龍

15 衆 大畠　章宏 55 衆 武正　公一 95 衆 馬淵　澄夫

16 衆 岡田　克也 56 衆 田島　一成 96 衆 三日月　大造

17 衆 岡本　充功 57 衆 田嶋　要 97 衆 三谷　光男

18 衆 小川　淳也 58 衆 田名部　匡代 98 衆 三井　辨雄

19 衆 奥村　展三 59 衆 田村　謙治 99 衆 村井　宗明

20 衆 小沢　一郎 60 衆 筒井　信隆 100 衆 森本　哲生

21 衆 小沢　鋭仁 61 衆 津村　啓介 101 衆 山岡　賢次

22 衆 加藤　公一 62 衆 寺田　学 102 衆 山口　壯

23 衆 金田　誠一 63 衆 土肥　隆一 103 衆 山田　正彦

24 衆 川内　博史 64 衆 中井　洽 104 衆 山井　和則

25 衆 川端　達夫 65 衆 中川　正春 105 衆 柚木　道義

26 衆 河村　たかし 66 衆 長島　昭久 106 衆 横路　孝弘

27 衆 菅　直人 67 衆 長妻　昭 107 衆 横光　克彦

28 衆 黄川田　徹 68 衆 仲野　博子 108 衆 横山　北斗

29 衆 菊田　真紀子 69 衆 長安　豊 109 衆 吉田　泉

30 衆 北神　圭朗 70 衆 西村　智奈美 110 衆 笠　浩史

31 衆 吉良　州司 71 衆 野田　佳彦 111 衆 鷲尾　英一郎

32 衆 楠田　大蔵 72 衆 羽田　孜 112 衆 和田　隆志

33 衆 玄葉　光一郎 73 衆 鉢呂　吉雄 113 衆 渡部　恒三

34 衆 郡　和子 74 衆 鳩山　由紀夫 114 衆 渡辺　周

35 衆 古賀　一成 75 衆 原口　一博

36 衆 小平　忠正 76 衆 伴野　豊

37 衆 後藤　斎 77 衆 平岡　秀夫

38 衆 小宮山　泰子 78 衆 平野　博文

39 衆 小宮山　洋子 79 衆 福田　昭夫

40 衆 近藤　昭一 80 衆 藤井　裕久



《 ２００８年　民主党代表選挙 》　国会 （ 参議院 ） 議員有権者 一覧　１１１名 現職合計 ２２５名

No 別 国会議員名 No 別 国会議員名 No 別 国会議員名

1 参 相原　久美子 41 参 小林　正夫 81 参 藤末　健三

2 参 青木　愛 42 参 今野　東 82 参 藤田　幸久

3 参 浅尾　慶一郎 43 参 櫻井　充 83 参 藤谷　光信

4 参 足立　信也 44 参 佐藤　公治 84 参 藤本　祐司

5 参 家西　悟 45 参 佐藤　泰介 85 参 藤原　正司

6 参 池口　修次 46 参 芝　博一 86 参 藤原　良信

7 参 石井　一 47 参 島田　智哉子 87 参 舟山　康江

8 参 一川　保夫 48 参 下田　敦子 88 参 前川　清成

9 参 犬塚　直史 49 参 主濱　了 89 参 前田　武志

10 参 岩本　司 50 参 榛葉　賀津也 90 参 牧山　弘惠

11 参 植松　恵美子 51 参 鈴木　寛 91 参 増子　輝彦

12 参 梅村　聡 52 参 高嶋　良充 92 参 松井　孝治

13 参 江田　五月 53 参 高橋　千秋 93 参 松岡　徹

14 参 大石　尚子 54 参 武内　則男 94 参 松浦　大悟

15 参 大石　正光 55 参 田名部　匡省 95 参 松野　信夫

16 参 大江　康弘 56 参 谷　博之 96 参 円　より子

17 参 大河原　雅子 57 参 谷岡　郁子 97 参 水岡　俊一

18 参 大久保　勉 58 参 千葉　景子 98 参 水戸　将史

19 参 大久保　潔重 59 参 辻　泰弘 99 参 峰崎　直樹

20 参 大島　九州男 60 参 津田　弥太郎 100 参 室井　邦彦

21 参 大塚　耕平 61 参 ツルネン　マルテイ 101 参 森　ゆうこ

22 参 岡崎　トミ子 62 参 徳永　久志 102 参 柳澤　光美

23 参 小川　勝也 63 参 轟木　利治 103 参 柳田　稔

24 参 小川　敏夫 64 参 富岡　由紀夫 104 参 簗瀬　進

25 参 尾立　源幸 65 参 内藤　正光 105 参 山下　八洲夫

26 参 加賀谷　健 66 参 直嶋　正行 106 参 山根　隆治

27 参 風間　直樹 67 参 中谷　智司 107 参 横峯　良郎

28 参 加藤　敏幸 68 参 長浜　博行 108 参 吉川　沙織

29 参 金子　恵美 69 参 中村　哲治 109 参 米長　晴信

30 参 神本　美恵子 70 参 那谷屋　正義 110 参 蓮舫

31 参 川合　孝典 71 参 西岡　武夫 111 参 渡辺　秀央

32 参 川上　義博 72 参 白　眞勲

33 参 川崎　稔 73 参 羽田　雄一郎

34 参 北澤　俊美 74 参 林　久美子

35 参 喜納　昌吉 75 参 姫井　由美子

36 参 木俣　佳丈 76 参 平田　健二

37 参 工藤　堅太郎 77 参 平野　達男

38 参 郡司　彰 78 参 平山　幸司

39 参 行田　邦子 79 参 広中　和歌子

40 参 輿石　東 80 参 福山　哲郎



《 ２００８年　民主党代表選挙 》　　公認候補有権者 一覧　/　１３４名

No 小選挙区 公認候補者名 No 小選挙区 公認候補者名

1 北海道第３区 荒井　聰 41 神奈川県第１０区 城島　光力

2 北海道第５区 小林　千代美 42 神奈川県第１２区 中塚　一宏

3 青森県第２区 中野渡　詔子 43 神奈川県第１３区 橘　秀徳

4 岩手県第２区 畑　浩治 44 神奈川県第１４区 本村　賢太郎

5 宮城県第２区 斎藤　恭紀 45 神奈川県第１５区 勝又　恒一郎

6 宮城県第３区 橋本　清仁 46 神奈川県第１６区 後藤　祐一

7 宮城県第４区 石山　敬貴 47 神奈川県第１７区 神山　洋介

8 秋田県第３区 京野　公子 48 神奈川県第１８区 樋高　剛

9 山形県第１区 鹿野　道彦 49 山梨県第２区 坂口　岳洋

10 福島県第１区 石原　洋三郎 50 東京都第１区 海江田　万里

11 茨城県第１区 福島　伸享 51 東京都第２区 中山　義活

12 茨城県第３区 小泉　俊明 52 東京都第４区 藤田　憲彦

13 茨城県第４区 高野　守 53 東京都第５区 手塚　仁雄

14 茨城県第６区 大泉　博子 54 東京都第９区 木内　孝胤

15 茨城県第７区 柳田　和己 55 東京都第１０区 江端　貴子

16 栃木県第１区 石森　久嗣 56 東京都第１３区 平山　泰朗

17 栃木県第５区 富岡　芳忠 57 東京都第１４区 木村　剛司

18 群馬県第１区 宮崎　岳志 58 東京都第１５区 東　祥三

19 群馬県第３区 柿沼　正明 59 東京都第１６区 初鹿　明博

20 埼玉県第２区 石田　勝之 60 東京都第１７区 早川　久美子

21 埼玉県第８区 小野塚　勝俊 61 東京都第２２区 山花　郁夫

22 埼玉県第９区 五十嵐　ふみひこ 62 東京都第２３区 櫛渕　万里

23 埼玉県第１０区 松崎　哲久 63 東京都第２４区 阿久津　幸彦

24 埼玉県第１２区 本多　平直 64 新潟県第３区 黒岩　宇洋

25 埼玉県第１３区 森岡　洋一郎 65 石川県第１区 奥田　建

26 埼玉県第１４区 中野　譲 66 石川県第３区 近藤　和也

27 千葉県第２区 黒田　雄 67 福井県第３区 松宮　勲

28 千葉県第３区 岡島　一正 68 長野県第５区 加藤　学

29 千葉県第５区 村越　祐民 69 岐阜県第１区 柴橋　正直

30 千葉県第６区 生方　幸夫 70 岐阜県第２区 橋本　勉

31 千葉県第８区 松崎　公昭 71 岐阜県第５区 阿知波　吉信

32 千葉県第９区 奥野　總一郎 72 静岡県第１区 牧野　聖修

33 千葉県第１０区 谷田川　元 73 静岡県第２区 津川　祥吾

34 千葉県第１１区 金子　健一 74 静岡県第３区 小山　展弘

35 千葉県第１２区 中後　淳 75 静岡県第７区 斉木　武志

36 千葉県第１３区 若井　康彦 76 静岡県第８区 斉藤　進

37 神奈川県第２区 三村　和也 77 愛知県第７区 山尾　志桜里

38 神奈川県第３区 岡本　英子 78 愛知県第１０区 杉本　和巳

39 神奈川県第５区 田中　慶秋 79 愛知県第１２区 中根　康浩

40 神奈川県第７区 首藤　信彦 80 愛知県第１３区 大西　健介



《 ２００８年　民主党代表選挙 》　　公認候補有権者 一覧　/　１３４名

No 小選挙区 公認候補者名 No 小選挙区 公認候補者名

81 愛知県第１５区 森本　和義 121 福岡県第３区 藤田　一枝

82 三重県第５区 藤田　大助 122 福岡県第４区 古賀　敬章

83 大阪府第１区 熊田　篤嗣 123 福岡県第７区 中屋　大介

84 大阪府第２区 萩原　仁 124 福岡県第８区 山本　剛正

85 大阪府第４区 吉田　治 125 福岡県第９区 緒方　林太郎

86 大阪府第５区 稲見　哲男 126 福岡県第１０区 城井　崇

87 大阪府第６区 村上　史好 127 長崎県第４区 宮島　大典

88 大阪府第８区 中野　寛成 128 熊本県第２区 福嶋　健一郎

89 大阪府第９区 大谷　信盛 129 熊本県第３区 後藤　英友

90 大阪府第１２区 樽床　伸二 130 鹿児島県第２区 打越　明司

91 大阪府第１４区 長尾　敬 131 鹿児島県第４区 皆吉　稲生

92 大阪府第１５区 大谷　啓 132 鹿児島県第５区 網屋　信介

93 大阪府第１６区 森山　浩行 133 沖縄県第３区 玉城　康裕

94 大阪府第１７区 辻　恵 134 沖縄県第４区 瑞慶覧　長敏

95 大阪府第１８区 中川　治

96 兵庫県第２区 向山　好一

97 兵庫県第４区 高橋　昭一

98 兵庫県第５区 梶原　康弘

99 兵庫県第７区 石井　登志郎

100 兵庫県第１０区 岡田　康裕

101 奈良県第３区 吉川　政重

102 和歌山県第１区 岸本　周平

103 和歌山県第２区 阪口　直人

104 鳥取県第１区 奥田　保明

105 鳥取県第２区 湯原　俊二

106 島根県第１区 小室　寿明

107 岡山県第１区 高井　崇志

108 岡山県第５区 花咲　宏基

109 広島県第１区 菅川　洋

110 広島県第３区 橋本　博明

111 広島県第４区 空本　誠喜

112 山口県第１区 髙邑　勉

113 山口県第３区 三浦　昇

114 徳島県第３区 仁木　博文

115 香川県第２区 玉木　雄一郎

116 愛媛県第３区 白石　洋一

117 愛媛県第４区 高橋　英行

118 高知県第１区 田村　久美子

119 高知県第３区 中山　知意

120 福岡県第２区 稲富　修二



小選挙区名 合計 小選挙区名 合計 小選挙区名 合計

北海道　第１区 2,020 群馬県　第４区 664 東京都　第６区 1,203
北海道　第２区 1,387 群馬県　第５区 470 東京都　第７区 1,012
北海道　第３区 1,415 群馬県 合計 4,515 東京都　第８区 795
北海道　第４区 1,470 埼玉県　第１区 1,206 東京都　第９区 913
北海道　第５区 1,198 埼玉県　第２区 2,216 東京都　第１０区 855
北海道　第６区 838 埼玉県　第３区 884 東京都　第１１区 785
北海道　第７区 547 埼玉県　第４区 851 東京都　第１２区 648
北海道　第８区 486 埼玉県　第５区 849 東京都　第１３区 461
北海道　第９区 1,458 埼玉県　第６区 998 東京都　第１４区 891
北海道　第１０区 1,343 埼玉県　第７区 1,099 東京都　第１５区 964
北海道　第１１区 678 埼玉県　第８区 502 東京都　第１６区 585
北海道　第１２区 1,293 埼玉県　第９区 742 東京都　第１７区 532
北海道 合計 14,133 埼玉県　第１０区 908 東京都　第１８区 1,155
青森県　第１区 1,066 埼玉県　第１１区 698 東京都　第１９区 1,206
青森県　第２区 431 埼玉県　第１２区 672 東京都　第２０区 888
青森県　第３区 845 埼玉県　第１３区 736 東京都　第２１区 906
青森県　第４区 834 埼玉県　第１４区 681 東京都　第２２区 642
青森県 合計 3,176 埼玉県　第１５区 850 東京都　第２３区 550
岩手県　第１区 1,492 埼玉県 合計 13,892 東京都　第２４区 586
岩手県　第２区 1,895 千葉県　第１区 768 東京都　第２５区 237
岩手県　第３区 2,972 千葉県　第２区 959 東京都 合計 21,104
岩手県　第４区 1,886 千葉県　第３区 1,293 新潟県　第１区 1,039
岩手県 合計 8,245 千葉県　第４区 1,141 新潟県　第２区 424
宮城県　第１区 1,343 千葉県　第５区 583 新潟県　第３区 709
宮城県　第２区 1,153 千葉県　第６区 609 新潟県　第４区 1,151
宮城県　第３区 900 千葉県　第７区 867 新潟県　第５区 802
宮城県　第４区 570 千葉県　第８区 1,192 新潟県　第６区 928
宮城県　第５区 610 千葉県　第９区 475 新潟県 合計 5,053
宮城県　第６区 721 千葉県　第１０区 669 富山県　第１区 958
宮城県 合計 5,297 千葉県　第１１区 668 富山県　第２区 556
秋田県　第１区 386 千葉県　第１２区 847 富山県　第３区 508
秋田県　第２区 1,544 千葉県　第１３区 776 富山県 合計 2,022
秋田県　第３区 800 千葉県 合計 10,847 石川県　第１区 956
秋田県 合計 2,730 神奈川県　第１区 811 石川県　第２区 1,077
山形県　第１区 1,057 神奈川県　第２区 776 石川県　第３区 672
山形県　第２区 1,879 神奈川県　第３区 572 石川県 合計 2,705
山形県　第３区 624 神奈川県　第４区 1,228 福井県　第１区 887
山形県 合計 3,560 神奈川県　第５区 1,260 福井県　第２区 431
福島県　第１区 1,162 神奈川県　第６区 871 福井県　第３区 529
福島県　第２区 906 神奈川県　第７区 641 福井県 合計 1,847
福島県　第３区 986 神奈川県　第８区 746 長野県　第１区 1,854
福島県　第４区 713 神奈川県　第９区 616 長野県　第２区 863
福島県　第５区 819 神奈川県　第１０区 797 長野県　第３区 1,681
福島県 合計 4,586 神奈川県　第１１区 365 長野県　第４区 518
茨城県　第１区 691 神奈川県　第１２区 900 長野県　第５区 683
茨城県　第２区 375 神奈川県　第１３区 632 長野県 合計 5,599
茨城県　第３区 771 神奈川県　第１４区 668 岐阜県　第１区 1,126
茨城県　第４区 1,051 神奈川県　第１５区 674 岐阜県　第２区 891
茨城県　第５区 1,819 神奈川県　第１６区 590 岐阜県　第３区 1,261
茨城県　第６区 878 神奈川県　第１７区 598 岐阜県　第４区 579
茨城県　第７区 809 神奈川県　第１８区 597 岐阜県　第５区 795
茨城県 合計 6,394 神奈川県 合計 13,342 岐阜県 合計 4,652
栃木県　第１区 1,363 山梨県　第１区 1,177 静岡県　第１区 1,127
栃木県　第２区 1,937 山梨県　第２区 1,701 静岡県　第２区 723
栃木県　第３区 245 山梨県　第３区 1,893 静岡県　第３区 1,330
栃木県　第４区 1,871 山梨県 合計 4,771 静岡県　第４区 989
栃木県　第５区 456 東京都　第１区 1,173 静岡県　第５区 1,112
栃木県 合計 5,872 東京都　第２区 1,039 静岡県　第６区 926
群馬県　第１区 857 東京都　第３区 1,071 静岡県　第７区 791
群馬県　第２区 1,393 東京都　第４区 744 静岡県　第８区 1,574
群馬県　第３区 1,131 東京都　第５区 1,263 静岡県 合計 8,572

《 ２００８年　民主党代表選挙 》　　一般党員・サポーター有権者　３００小選挙区別登録数 一覧



小選挙区名 合計 小選挙区名 合計 小選挙区名 合計

愛知県　第１区 1,302 兵庫県　第８区 733 福岡県　第５区 1,083
愛知県　第２区 1,096 兵庫県　第９区 638 福岡県　第６区 1,131
愛知県　第３区 873 兵庫県　第１０区 633 福岡県　第７区 520
愛知県　第４区 895 兵庫県　第１１区 1,557 福岡県　第８区 960
愛知県　第５区 956 兵庫県　第１２区 1,168 福岡県　第９区 759
愛知県　第６区 963 兵庫県 合計 11,203 福岡県　第１０区 1,081
愛知県　第７区 688 奈良県　第１区 1,212 福岡県　第１１区 721
愛知県　第８区 646 奈良県　第２区 914 福岡県 合計 9,260
愛知県　第９区 978 奈良県　第３区 829 佐賀県　第１区 1,324
愛知県　第１０区 676 奈良県　第４区 848 佐賀県　第２区 800
愛知県　第１１区 548 奈良県 合計 3,803 佐賀県　第３区 250
愛知県　第１２区 874 和歌山県　第１区 1,060 佐賀県 合計 2,374
愛知県　第１３区 596 和歌山県　第２区 949 長崎県　第１区 1,380
愛知県　第１４区 792 和歌山県　第３区 218 長崎県　第２区 1,185
愛知県　第１５区 511 和歌山県 合計 2,227 長崎県　第３区 828
愛知県 合計 12,394 鳥取県　第１区 498 長崎県　第４区 555
三重県　第１区 1,018 鳥取県　第２区 658 長崎県 合計 3,948
三重県　第２区 1,863 鳥取県 合計 1,156 熊本県　第１区 835
三重県　第３区 1,316 島根県　第１区 452 熊本県　第２区 645
三重県　第４区 795 島根県　第２区 289 熊本県　第３区 617
三重県　第５区 324 島根県 合計 741 熊本県　第４区 366
三重県 合計 5,316 岡山県　第１区 755 熊本県　第５区 312
滋賀県　第１区 1,275 岡山県　第２区 835 熊本県 合計 2,775
滋賀県　第２区 1,052 岡山県　第３区 383 大分県　第１区 1,085
滋賀県　第３区 1,121 岡山県　第４区 627 大分県　第２区 537
滋賀県　第４区 1,697 岡山県　第５区 552 大分県　第３区 806
滋賀県 合計 5,145 岡山県 合計 3,152 大分県 合計 2,428
京都府　第１区 1,082 広島県　第１区 524 宮崎県　第１区 417
京都府　第２区 1,226 広島県　第２区 806 宮崎県　第２区 349
京都府　第３区 1,040 広島県　第３区 613 宮崎県　第３区 204
京都府　第４区 988 広島県　第４区 482 宮崎県 合計 970
京都府　第５区 421 広島県　第５区 1,291 鹿児島県　第１区 1,451
京都府　第６区 1,383 広島県　第６区 1,805 鹿児島県　第２区 1,292
京都府 合計 6,140 広島県　第７区 1,481 鹿児島県　第３区 253
大阪府　第１区 695 広島県 合計 7,002 鹿児島県　第４区 511
大阪府　第２区 760 山口県　第１区 212 鹿児島県　第５区 371
大阪府　第３区 750 山口県　第２区 1,081 鹿児島県 合計 3,878
大阪府　第４区 928 山口県　第３区 524 沖縄県　第１区 305
大阪府　第５区 582 山口県　第４区 166 沖縄県　第２区 313
大阪府　第６区 908 山口県 合計 1,983 沖縄県　第３区 436
大阪府　第７区 562 徳島県　第１区 653 沖縄県　第４区 335
大阪府　第８区 586 徳島県　第２区 657 沖縄県 合計 1,389
大阪府　第９区 959 徳島県　第３区 388 総合計 263,459
大阪府　第１０区 484 徳島県 合計 1,698
大阪府　第１１区 1,036 香川県　第１区 1,199
大阪府　第１２区 647 香川県　第２区 763
大阪府　第１３区 497 香川県　第３区 319
大阪府　第１４区 760 香川県 合計 2,281
大阪府　第１５区 843 愛媛県　第１区 1,062
大阪府　第１６区 675 愛媛県　第２区 433
大阪府　第１７区 573 愛媛県　第３区 1,204
大阪府　第１８区 723 愛媛県　第４区 672
大阪府　第１９区 888 愛媛県 合計 3,371
大阪府 合計 13,856 高知県　第１区 1,190
兵庫県　第１区 1,043 高知県　第２区 486
兵庫県　第２区 644 高知県　第３区 379
兵庫県　第３区 1,279 高知県 合計 2,055
兵庫県　第４区 796 福岡県　第１区 936
兵庫県　第５区 1,017 福岡県　第２区 761
兵庫県　第６区 888 福岡県　第３区 839
兵庫県　第７区 807 福岡県　第４区 469
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