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仕事、学業、本人又は
親族の結婚式等の場合

病気、けが、出産等の
ため歩行ができない場合

投票区の区域外に
出かけたりする場合
※家族旅行やショッピングに出かける方も
　期日前投票ができます。

※自宅で商店等を営んでいる方も期日前投票が
　できます。
※結婚式の仲人や司会、あるいは葬式で手伝う
　ことになっている方も期日前投票ができます。

引越し等をして他の
市町村に住んでいる

場合
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みんなで選挙にGo!
～未来は若者が作る！ラジオCM製作レポ～

「選挙に行く＝未来を作ること」
ラジオCMで、  みんなの心に届けたい!!
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！

もうすぐ県議会議員選挙…
若者たちに関心を持って投票して
もらうには、どうしたらいいか…

皆さんの柔軟なアイディアで
40秒のショートストーリーを企画。

選挙の堅苦しさを打ち破る
”有権者の心に届く”内容。

学生企画の中から選挙期間中に
ラジオ福島、エフエム福島で
放送するものを2点選びます。

学生参加による県議選啓発用
ラジオスポットCM について

24%
投票した投

76%
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ラジオ
CM企画？

その中から
２つの案が
採用された !

?
??

学生たち
からは

企画案が
!!45の

11月7日(土)～11月15日(日)放送予定！
学生が企画した選挙啓発ラジオCMが
ラジオ福島＆ふくしまFMで

その後、学生の皆さんも
参加して、ラジオ局で収録が
行われ、CMが完成！

※県知事選挙(H26年)
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県選挙管理委員会

みんな、
CMを聴いて、
投票に行って
くれよな！

佐藤
県選挙管理委員会

大野

国際アート＆デザイン
専門学校の

学生の皆さん

■制作・企画／株式会社　ル・プロジェ　ふくラボ！編集部

投票用紙等を請求する 投票用紙等を受け取る 滞在地（避難先）の
市区町村で投票する

　「不在者投票請求書・宣誓書」
に必要事項を記入し、住民票のあ
る市町村の選挙管理委員会へ郵送
してください（メールやＦＡＸで
の請求はできません）。

※様式は、県選挙管理委員会ホーム
ページからもダウンロードできます。

　住民票のある市町村の選挙管理
委員会から、郵送されてきた封筒
（投票用紙、投票用封筒（内封筒
と外封筒）、不在者投票証明書）
を受け取ってください。
【注意】不在者投票証明書の開封
や投票用紙への事前記入は絶対
にしないでください。投票ができ
なくなります。

　受け取った封筒を持参して滞在
地（避難先）の市区町村選挙管理
委員会で投票してください。
　滞在地の市区町村から住民票の
ある市町村に投票済の投票用紙を
送る必要があるため、余裕を持っ
て早めの投票をお願いします。

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

1 2 3

期日前投票制度 又は 不在者投票制度 を利用しましょう！！
避難されている方は、避難先の市区町村で不在者投票ができます。

■期　間／１１月６日（金）～１１月１４日（土）

■場　所／期日前投票：各市町村の期日前投票所
不在者投票：滞在地（避難先）の市区町村選挙管理委員会

■手続き／期日前投票：期日前投票所に行って直接、投票箱に投票します。
不在者投票：以下の手続きにより投票してください。

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

投票日に投票できない方は、投票日に投票できない方は、

福島県議会議員一般選挙
投票日11月15日（日）

■時　間／８：３０～２０：００（※一部、異なる場合があります）
期日前投票所によっては、投票期間や投票時間が異なる場合がありますので、各市町村選挙管理委
員会にお問い合わせください。福島県選挙管理委員会のホームページに県内市町村の期日前投票所
及び投票時間等を掲載しております。
選挙が行われていない福島県外の市町村で不在者投票を行う場合、不在者投票のできる時間は平日
の8:30から17:00までとなりますので、ご注意ください。

この選挙公報は、候補者から法定期限内に提出された原稿をそのまま写真にとり、印刷したものです。

候補者等が選挙公報を印刷して頒布すること等は、選挙運動用文書図画の規制等の規定に抵触するおそれがあります。
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