
（２）鳥取県
昭21.4.10 自由 進歩 社会 共産 諸派 無所属 計
第22回 80,194 87,272 38,780 15,489 86,386 99,111 407,232
衆議院 (19.69) (21.43) (9.52) (3.81) (21.21) (24.34) (100.00)
昭22.4.5 無所属 計
知事 229,267 229,267

(100.00) (100.00)
昭22.4.20 自由 社会 諸派 計
第1回 41,304 83,742 76,912 201,958
参議院(区) (20.45) (41.47) (38.08) (100.00)
昭22.4.25 自由 社会 国協 共産 諸派 計
第23回 66,576 72,343 13,596 11,751 60,279 224,545
衆議院 (29.65) (32.22) (6.06) (5.23) (26.84) (100.00)
昭22.4.30 自由 民主 社会 国協 共産 諸派 無所属 計
県議会 7,528 15,754 38,262 14,359 7,217 6,616 171,075 260,811

(2.89) (5.97) (14.68) (5.51) (2.77) (2.54) (65.64) (100.00)
昭24.1.23 民自 民主 社革 労農 共産 諸派 計
第24回 105,550 1,977 72,918 28,792 43,654 3,563 256,454
衆議院 (41.16) (0.77) (28.43) (11.23) (17.02) (1.39) (100.00)
昭25.6.4 自由 共産 社会 計
第2回 95,731 26,508 131,376 253,615
参議院(区) (37.75) (10.45) (51.80) (100.00)
昭26.4.30 無所属 計
知事 289,027 289,027

(100.00) (100.00)
昭26.4.30 自由 社会 共産 諸派 無所属 計
県議会 11,839 33,488 1,941 67,076 185,241 299,585

(3.95) (11.18) (0.65) (22.39) (61.83) (100.00)
昭27.10.1 自由 改進 左社 共産 諸派 無所属 計
第25回 136,897 39,817 43,369 7,920 32,468 33,285 293,756
衆議院 (46.60) (13.56) (14.76) (2.70) (11.05) (11.33) (100.00)
昭28.4.19 吉自 改進 左社 共産 無所属 計
第26回 114,319 87,744 68,140 6,664 5,597 282,464
衆議院 (40.47) (31.07) (24.12) (2.36) (1.98) (100.00)
昭28.4.24 社会 諸派 無所属 計
第3回 66,053 31,834 159,031 256,918
参議院(区) (25.71) (12.39) (61.90) (100.00)
昭29.12.4 無所属 計
知事 282,691 282,691

(100.00) (100.00)
昭29.12.4 無所属 計
県議会 21,716 21,716
（補欠） (100.00) (100.00)
昭30.2.27 自由 民主 左社 共産 無所属 計
第27回 49,595 116,666 93,045 12,197 14,483 285,986
衆議院 (17.33) (40.80) (32.54) (4.27) (5.06) (100.00)
昭30.4.23 民主 左社 右社 労農 共産 無所属 計
県議会 71,299 5,224 4,036 4,601 1,467 217,325 303,952

(23.46) (1.72) (1.33) (1.51) (0.48) (71.50) (100.00)
昭31.4.4 自民 社会 共産 計
参議院 118,247 127,509 6,178 251,934
（補欠） (46.94) (50.61) (2.45) (100.00)
昭31.7.8 自民 社会 計
第4回 148,501 100,302 248,803
参議院(区) (59.69) (40.31) (100.00)



昭33.5.22 自民 社会 共産 無所属 計
第28回 167,113 87,215 4,634 37,013 295,975
衆議院 (56.46) (29.47) (1.57) (12.50) (100.00)
昭33.11.28 無所属 計
知事 300,175 300,175

(100.00) (100.00)
昭34.4.23 自民 社会 共産 無所属 計
県議会 166,232 24,822 1,739 98,819 291,612

(57.00) (8.51) (0.60) (33.89) (100.00)
昭34.6.2 自民 社会 共産 諸派 計
第5回 117,952 117,991 15,175 4,984 256,102
参議院(区) (46.06) (46.07) (5.92) (1.95) (100.00)
昭35.11.20 自民 社会 民社 共産 計
第29回 184,239 75,927 23,564 6,928 290,658
衆議院 (63.39) (26.12) (8.11) (2.38) (100.00)
昭37.7.1 自民 社会 共産 計
第6回 147,978 118,258 7,516 273,752
参議院(区) (54.05) (43.20) (2.75) (100.00)
昭37.11.25 共産 無所属 計
知事 30,115 217,572 247,687

(12.16) (87.84) (100.00)
昭38.4.17 自民 社会 共産 無所属 計
県議会 132,776 63,068 3,131 19,228 218,203

(60.85) (28.90) (1.44) (8.81) (100.00)
昭38.11.21 自民 社会 共産 計
第30回 178,978 108,317 6,737 294,032
衆議院 (60.87) (36.84) (2.29) (100.00)
昭40.7.4 自民 社会 共産 計
第7回 137,780 127,456 9,086 274,322
参議院(区) (50.23) (46.46) (3.31) (100.00)
昭41.11.20 共産 無所属 計
知事 31,977 230,315 262,292

(12.19) (87.81) (100.00)
昭42.1.29 自民 社会 共産 計
第31回 169,987 118,264 6,424 294,675
衆議院 (57.69) (40.13) (2.18) (100.00)
昭42.4.15 自民 社会 公明 共産 無所属 計
県議会 177,768 61,674 11,240 5,390 31,700 287,772

(61.77) (21.43) (3.91) (1.87) (11.02) (100.00)
昭43.7.7 自民 社会 共産 計
第8回 136,470 154,933 8,680 300,083
参議院(区) (45.48) (51.63) (2.89) (100.00)
昭44.12.27 自民 社会 公明 共産 無所属 計
第32回 175,855 76,093 41,285 7,296 19,351 319,880
衆議院 (54.98) (23.79) (12.90) (2.28) (6.05) (100.00)
昭45.11.18 共産 無所属 計
知事 43,997 238,196 282,193

(15.59) (84.41) (100.00)
昭46.4.11 自民 社会 公明 共産 無所属 計
県議会 183,610 73,271 13,171 10,665 49,165 329,882

(55.66) (22.21) (3.99) (3.23) (14.91) (100.00)
昭46.6.27 自民 社会 民社 共産 計
第9回 141,455 122,372 6,535 16,372 286,734
参議院(区) (49.33) (42.68) (2.28) (5.71) (100.00)
昭47.12.10 自民 社会 共産 無所属 計
第33回 164,526 102,298 15,153 54,373 336,350
衆議院 (48.92) (30.41) (4.51) (16.16) (100.00)



昭49.3.24 無所属 計
知事 322,535 322,535

(100.00) (100.00)
昭49.3.24 自民 社会 共産 計
県議会 37,831 5,923 13,771 57,525
（補欠） (65.76) (10.30) (23.94) (100.00)
昭49.7.7 自民 社会 共産 計
第10回 192,120 126,999 15,575 334,694
参議院(区) (57.40) (37.95) (4.65) (100.00)
昭50.4.13 自民 社会 公明 共産 無所属 計
県議会 172,070 77,530 19,050 14,463 43,664 326,777

(52.66) (23.72) (5.83) (4.43) (13.36) (100.00)
昭51.12.5 自民 社会 公明 共産 無所属 計
第34回 206,116 103,584 40,898 11,980 4,290 366,868
衆議院 (56.18) (28.23) (11.15) (3.27) (1.17) (100.00)
昭52.7.10 自民 社会 共産 計
第11回 154,625 159,866 19,995 334,486
参議院(区) (46.23) (47.79) (5.98) (100.00)
昭53.3.19 共産 無所属 計
知事 12,496 300,409 312,905

(3.99) (96.01) (100.00)
昭53.3.19 自民 社会 共産 無所属 計
県議会 28,336 18,002 9,738 59,684 115,760
（補欠） (24.48) (15.55) (8.41) (51.56) (100.00)
昭54.4.8 自民 社会 公明 共産 無所属 計
県議会 120,005 65,095 15,912 12,157 35,930 249,099

(48.18) (26.13) (6.39) (4.88) (14.42) (100.00)
昭54.10.7 自民 社会 共産 無所属 計
第35回 226,570 118,280 12,830 1,539 359,219
衆議院 (63.07) (32.93) (3.57) (0.43) (100.00)
昭55.6.22 自民 社会 共産 無所属 計
第36回 194,082 127,582 12,683 23,495 357,842
衆議院 (54.24) (35.65) (3.54) (6.57) (100.00)
昭55.6.22 自民 社会 共産 計
第12回 209,025 107,996 18,176 335,197
参議院(区) (62.36) (32.22) (5.42) (100.00)
昭56.11.1 自民 社会 共産 計
参議院 166,839 113,480 14,551 294,870
（補欠） (56.58) (38.49) (4.93) (100.00)
昭57.3.14 共産 無所属 計
知事 34,803 220,118 254,921

(13.65) (86.35) (100.00)
昭57.3.14 無所属 計
県議会 38,885 38,885
（補欠） (100.00) (100.00)
昭58.4.10 共産 無所属 計
知事 45,623 283,802 329,425

(13.85) (86.15) (100.00)
昭58.4.10 自民 社会 公明 共産 無所属 計
県議会 219,811 69,014 15,605 17,322 18,160 339,912

(64.67) (20.30) (4.59) (5.10) (5.34) (100.00)
昭58.6.26 自民 社会 共産 計
第13回 160,242 152,043 13,656 325,941
参議院(区) (49.16) (46.65) (4.19) (100.00)
昭58.12.18 自民 社会 共産 無所属 計
第37回 213,221 129,355 8,935 2,081 353,592
衆議院 (60.30) (36.58) (2.53) (0.59) (100.00)



昭59.8.26 自民 社会 共産 計
県議会 20,978 15,505 11,931 48,414
（補欠） (43.33) (32.03) (24.64) (100.00)
昭61.7.6 自民 社会 公明 共産 無所属 計
第38回 197,482 112,984 51,632 8,097 11,307 381,502
衆議院 (51.77) (29.62) (13.53) (2.12) (2.96) (100.00)
昭61.7.6 自民 社会 共産 計
第14回 190,141 145,126 18,281 353,548
参議院(区) (53.78) (41.05) (5.17) (100.00)
昭61.8.10 自民 無所属 計
県議会 11,325 5,093 16,418
（補欠） (68.98) (31.02) (100.00)
昭62.4.12 共産 無所属 計
知事 57,013 289,214 346,227

(16.47) (83.53) (100.00)
昭62.4.12 自民 社会 公明 共産 無所属 計
県議会 216,216 67,718 18,471 20,005 28,626 351,039

(61.59) (19.29) (5.26) (5.70) (8.16) (100.00)
平元.7.23 自民 共産 無所属 計
第15回 154,766 14,764 180,123 349,653
参議院(区) (44.26) (4.22) (51.52) (100.00)
平2.2.18 自民 社会 共産 無所属 計
第39回 219,868 150,551 8,332 2,729 381,480
衆議院 (57.64) (39.46) (2.18) (0.72) (100.00)
平3.4.7 無所属 計
知事 324,388 324,388

(100.00) (100.00)
平3.4.7 自民 社会 公明 共産 無所属 計
県議会 118,764 37,087 16,693 11,098 40,921 224,563

(52.89) (16.52) (7.43) (4.94) (18.22) (100.00)
平4.7.26 自民 共産 無所属 計
第16回 180,007 18,278 100,188 298,473
参議院(区) (60.31) (6.12) (33.57) (100.00)
平5.7.18 自民 社会 共産 無所属 計
第40回 118,301 59,497 24,579 137,025 339,402
衆議院 (34.86) (17.53) (7.24) (40.37) (100.00)
平7.4.9 無所属 計
知事 293,221 293,221

(100.00) (100.00)
平7.4.9 自民 社会 公明 共産 無所属 計
県議会 74,669 29,311 7,786 5,850 105,989 223,606

(33.39) (13.11) (3.48) (2.62) (47.40) (100.00)
平7.7.23 共産 無所属 計
第17回 11,653 301,125 312,778
参議院(区) (3.73) (96.27) (100.00)
平8.10.20 自民 新進 共産 社民 新社 無所属 計
第41回 69,256 64,199 30,510 28,496 13,221 94,147 299,829
衆議院(区) (23.10) (21.41) (10.18) (9.50) (4.41) (31.40) (100.00)
平10.7.20 自民 共産 社民 諸派 無所属 計
第18回 128,085 40,965 45,920 4,919 101,403 321,292
参議院(区) (39.87) (12.75) (14.29) (1.53) (31.56) (100.00)
平11.4.11 共産 無所属 計
知事 21,411 334,766 356,177

(6.01) (93.99) (100.00)
平11.4.11 自民 民主 公明 共産 社民 諸派 無所属 計
県議会 147,315 14,579 19,796 17,742 19,431 5,940 115,995 340,798

(43.23) (4.28) (5.81) (5.21) (5.70) (1.74) (34.03) (100.00)



平12.6.25 自民 民主 共産 社民 無所属 計
第42回 172,006 67,939 21,559 22,425 62,811 346,740
衆議院(区) (49.61) (19.59) (6.22) (6.47) (18.11) (100.00)
平13.7.29 自民 民主 共産 社民 自由連合 計
第19回 174,574 69,078 33,826 21,642 9,812 308,932
参議院(区) (56.51) (22.36) (10.95) (7.01) (3.18) (100.00)
平14.10.27 共産 諸派 無所属 計
参議院 22,187 73,383 176,836 272,406
補欠 (8.14) (26.94) (64.92) (100.00)
平15.4.13 自民 民主 公明 共産 社民 諸派 無所属 計
県議会 106,779 7,354 20,788 12,795 7,161 2,333 92,334 249,544

(42.79) (2.95) (8.33) (5.13) (2.87) (0.93) (37.00) (100.00)
平15.11.9 自民 民主 共産 社民 無所属 計
第43回 160,183 50,989 23,358 31,236 52,466 318,232
衆議院(区) (50.34) (16.02) (7.34) (9.82) (16.49) (100.00)
平16.7.11 自民 民主 共産 計
第20回 151,737 114,597 38,688 305,022
参議院(区) (49.75) (37.57) (12.68) (100.00)
平17.9.11 自民 民主 共産 社民 無所属 計
第44回 170,937 89,625 17,816 14,271 58,909 351,558
衆議院(区) (48.62) (25.49) (5.07) (4.06) (16.76) (100.00)
平19.4.8 無所属 計
知事 288,665 288,665

(100.00) (100.00)
平19.4.8 自民 民主 公明 共産 無所属 計
県議会 118,193 29,502 23,960 17,336 69,137 258,128

(45.79) (11.43) (9.28) (6.72) (26.78) (100.00)
平19.7.29 自民 民主 共産 計
第21回 135,233 168,380 23,380 326,993
参議院(区) (41.36) (51.49) (7.15) (100.00)
平21.8.30 自民 民主 共産 諸派 計
第45回 202,780 147,416 7,336 3,839 361,371
衆議院(区) (56.11) (40.79) (2.03) (1.06) (100.00)
平22.7.11 民主 自民 共産 計
第22回 132,720 158,445 20,613 311,778
参議院(区) (42.57) (50.82) (6.61) (100.00)
平23.4.10 無所属 計
知事 278,585 278,585

(100.00) (100.00)
平23.4.10 自民 民主 公明 共産 社民 無所属 計
県議会 93,516 33,497 25,020 10,853 2,051 73,473 238,410

(39.22) (14.05) (10.49) (4.55) (0.86) (30.82) (100.00)
平24.12.16 自民 民主 共産 無所属 計
第46回 212,141 45,728 28,134 5,325 291,328
衆議院(区) (72.82) (15.70) (9.66) (1.83) (100.00)
平25.7.21 自民 民主 共産 幸福 無所属 計
第23回 160,783 82,717 19,600 6,782 6,158 276,040
参議院(区) (58.25) (29.97) (7.10) (2.46) (2.23) (100.00)
平26.12.14 自民 民主 共産 計
第47回 169,684 49,297 33,158 252,139
衆議院(区) (67.30) (19.55) (13.15) (100.00)
平27.4.12 無所属 計
知事 263,716 263,716

(100.00) (100.00)
平27.4.12 自民 民主 公明 共産 諸派 無所属 計
県議会 65,357 28,022 20,465 10,977 609 101,078 226,508

(28.85) (12.37) (9.04) (4.85) (0.27) (44.62) (100.00)
平28.7.10 自民 幸福 無所属 計
第24回 144,727 6,867 109,743 261,337
参議院(区) (55.38) (2.63) (41.99) (100.00)



平29.10.22 自民 希望 共産 計
第48回 179,252 53,312 31,100 263,664
衆議院(区) (67.99) (20.22) (11.80) (100.00)
平31.4.7 無所属 計
知事 224,844 224,844

(100.00) (100.00)
平31.4.7 自民 立憲民主 国民民主 公明 共産 無所属 計
県議会 72,052 15,382 20,287 21,243 9,343 85,214 223,521

(32.24) (6.88) (9.08) (9.50) (4.18) (38.12) (100.00)

注  １ （ ）内の数字は得票率（％）を表す。

   ２ 政党名はいずれも略称。


