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11月12日㈰
７時～20時 南相馬市議会議員一般選挙南相馬市議会議員一般選挙

福島県知事選挙福島県知事選挙のの投票日投票日ですです

投票できる方
　今回の選挙で投票できる方は、次の要件を
満たしている方です。
■年齢要件　昭和 61 年 11 月 13 日までに
　　　　　　生まれた方
■転入・転出届を出された方
【県知事選挙】
　市外から転入された方
→ 平成 18 年 7 月 25 日までに転入届を出され
た方で、引き続き市内に居住されている方

　市外（県内）に転出された方
→ 平成 18 年 7 月 12 日以降に県内の市町村に
転出した方で、最初の転出先に引き続き居
住されている方。ただし、新しい住所地の
市町村長が発行する「引き続き福島県の区
域内に住所を有する旨の証明書」が必要で
す。

　市外（県内）に転出される方
→ 転出される前であれば、期日前投票ができ
ます。

【市議会議員選挙】
　市外から転入された方
→ 平成 18 年８月４日までに転入届を出された
方で、引き続き市内に居住されている方

　市外に転出された方
→投票できません

投票所入場券
　投票所入場券は、10 月 25 日に郵送します。
　もし、入場券を紛失したり忘れたりした場
合でも投票所の係員に申し出れば、入場券の
再発行によって投票することができます。

期日前投票・不在者投票
　投票日当日、次のいずれかの理由がある場
合は、期日前投票又は不在者投票ができます。
　○仕事や冠婚葬祭などの予定がある方
　○ レジャーや買物などの私用で、市内にい
ない方

　○ 病気やケガ、妊娠などの理由で歩行が困
難な方

投票日時
・市議会議員選挙　　11 月６日㈪～ 11 月 11 日㈯
　　　　　　　　８時 30 分～ 20 時
・県知事選挙　　10 月 27 日㈮～ 11 月 11 日㈯
　　　　　　　　８時 30 分～ 20 時

投票場所
　小高選挙区　浮舟文化会館（研修室）
　鹿島選挙区　鹿島区役所（消防団会議室）
　原町選挙区　南相馬市役所本庁舎（２階正庁）

※ 指定病院等に入院・入所中の場合は、その
病院等で行うことができます。詳しくは、
施設にお問い合わせください。

手　　続
　投票日当日、期日前投票又は不在者投票の
事由に該当する見込みであることを申し立て、
併せてそのことが間違いないことを誓う「宣
誓書」を提出しなければなりません。なお、
宣誓書は投票所に用意してあります。投票所
入場券を持参してください。

市議会議員選挙　11月 ５ 日㈰
福島県知事選挙　10月26日㈭

告
示
日

選　挙　公　報
　候補者の経歴などが記載されている選挙公
報は、11 月 10 日㈮までにお届けします。

市議会議員選挙市議会議員選挙
投票日を変更します投票日を変更します

　11 月 30 日任期満了に伴う市議会議員選挙は、
11月 19日に予定していました。
　しかし、県知事選挙が 12日に行われることにな
り、有権者の皆さんの利便などを考慮し、県知事選
挙と同時に行うこととしました。
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南相馬市議会議員一般選挙
福島県知事選挙の投票日です

遠隔地に滞在されている方の投票
　遠隔地に長期間滞在し、南相馬市で投票す
ることができない方は、滞在先で投票するこ
とができます。詳しくは、選挙管理委員会に
お問い合わせください。
　なお、手続に日数が掛かりますので、お早
めにお問い合わせください。

あなたの投票所は
　あなたの投票所は入場券に記載してあります。
入場券をご確認のうえ、時間内に投票所にお出掛
けください。
※ 第 15、第 18、第 36、第 46 投票区は投票所が変
更になります

身体に重度の障がいなどを
お持ちの方の投票

　身体障害者手帳、戦傷病者手帳をお持ちの
方又は、要介護５に認定されている方で、投
票所で投票できない方は、郵便による不在者
投票制度があります。
　なお、郵便等による不在者投票用紙などの
請求期限は、投票日の４日前までです。
　詳しくは、選挙管理委員会にお問い合わせ
ください。

選挙区名 投票区 投　票　所 区　　　　域 選挙区名 投票区 投　票　所 区　　　　域

原
町
選
挙
区

1 市役所ホール 三島町、本町、南町１

小
高
選
挙
区

25 小高体育センター 1区、2区、片草、吉名、岡田、泉沢
2 仲町集会所 仲町 26 浮舟文化会館 3区、4区、5区、小高、川原田、大井
3 上町児童センター 国見町３、上町、西町 27 塚原公会堂 塚原

4 原町第一中学校体育館 国見町１・２、南町２・３・４、
橋本町３ 28 村上集落センター 村上、角部内

5 陸上競技場管理棟
本陣前１・２、橋本町４、
中太田の一部、陣ヶ崎２の一部、
上太田の一部

29 女場公会堂 女場、蛯沢、福岡

6 原町第二小学校体育館 橋本町１・２、栄町、二見町、青葉町２・
３・４ 30 浦尻公会堂 浦尻、下浦、井田川

7 ひがし生涯学習センター 高見町、日の出町、上渋佐、北原 31 上浦公会堂 行津、上浦、神山、耳谷
8 原町第ニ中学校多目的ホール 青葉町１、錦町、桜井町 32 小高就業改善センター 飯崎、小屋木、金谷、大田和、川房
9 原町第一小学校体育館 小川町の一部、大町、東町、旭町 33 小谷集落センター 小谷（摩辰を除く）
10 サンライフ南相馬 北町、小川町の一部 34 鳩原幼稚園 北鳩原、南鳩原、大富、小谷（摩辰）

11 上北高平三集会所
上北高平１、上北高平２の一部、
上北高平３、上高平２の一部、
北新田の一部

35 羽倉公会堂 羽倉

12 高平生涯学習センター
上北高平２の一部、上高平１、
上高平２の一部、下高平、
下北高平、金沢の一部

鹿
島
選
挙
区

36 鹿島区役所 新町、西町、1 区、2 区、3 区、4 区、
台田中

13 泉公会堂 泉、北泉、金沢の一部 37 北右田公会堂 北右田、南右田
14 北萱浜公会堂 下渋佐、萱浜 38 烏崎公会堂 烏崎
15 大甕小学校体育館 大甕、雫、小浜、米々沢 39 真野幼稚園 江垂、川子、大内、小島田
16 下江井集落センター 江井、下江井、堤谷、小沢 40 塩崎公会堂 塩崎
17 高構造改善センター 高、鶴谷の一部 41 寺内公会堂 上寺内、寺内、大谷地
18 太田幼稚園 小木 、鶴谷の一部、益田、矢川原 42 八沢幼稚園 南屋形、北海老、北屋形、永田

19 中太田公会堂 下太田、牛来、中太田の一部、
上太田の一部 43 南海老公会堂 南海老、港

20 ひばり生涯学習センター 本陣前３、陣ケ崎１、陣ケ崎２の一部、
雲雀ヶ原 44 南柚木公会堂 南柚木、永渡

21 馬場公会堂 片倉、馬場（雲雀ヶ原を除く） 45 かみまの保育園 御山、白坂、角川原、山下、車川、浮田、小山田

22 石神第二幼稚園 大木戸（雲雀ヶ原を除く）、牛越、
石神、押釜、高倉

46 栃窪公会堂 上栃窪、栃窪
47 西部コミュニティセンター 小池

23 石神第一幼稚園 信田沢、深野、長野、北長野、
北新田の一部

48 横手公会堂 横手
49 岡和田公会堂 岡和田、牛河内

24 大原公会堂 大原、大谷 50 橲原公会堂 橲原

ご注意ください！
 選挙区以外の場所では
　　 投票できません

ホームページで
　　投票・開票状況をお知らせします。
　開票は、11 月 12 日㈰ 21 時 30 分から市スポーツセンター
で行います。開票状況（投票状況を含む）は、市ホームペー
ジでお知らせします。
【投票状況】　10 時・11 時・14 時・16 時 ･18 時
　　　　　　19 時 30 分・20 時（確定）の状況
【開票状況】　 １回目が 22 時

以降確定するまで 30 分ごとの状況
ホームページアドレス　http://www.city.minamisoma.lg.jp/

選挙のお問い合わせ

 選挙期間中は、毎日８時 30 分
から 20 時まで選挙事務を行っ
ています。
選挙管理委員会事務局
（市役所本庁舎２階）

☎㉔５２８５へ




