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02 選挙をもっと身近に
06 新型コロナウイルス関連情報
（ワクチンや事業者支援）
08 集団健診などのお知らせ
・
24 市民くらぶ 写新コーナー
28 聖火リレーがやってきます
新型コロナウイルスの感染拡大防止の
ため、掲載している内容は変更・中止も
ありえますので、必ずご確認ください。

4/11
日

福岡県知事選挙
取材協力：朝倉東高校生徒の皆さん

どんな立候補者が
いるか分からない……。
立候補者の公約をまとめた選挙公報
は、県から届き次第、各世帯へお届けす
る予定です。市ホームページにも掲載し
ます。

初めての選挙なので、
投票の仕方が不安……。

選挙日に投票所へ
行けない場合は？

月 日（日）は、福岡県知事選挙の投開票日です。また、令和 年の秋ごろまで
には衆議院議員総選挙も予定されています。平成 年に選挙年齢が 歳に変わ
り、話題になりましたが、 年以上経過した今、全体的な投票率の低さ、選挙への関心
の低さが問題視されています。
そこで、今回は、選挙をもっと身近に考えるために、若い世代の声を紹介しながら、
「福
岡県知事選挙」についてお知らせします。
4

月に入ってすぐ 歳になる人も、
投票できる？

投票できる人は？

次の要件をすべて満たす人ができます。
①平成 年４月 日までに生まれた人
②令和２年 月 日までに転入届をし、
朝倉市の選挙人名簿に載っている人
※刑事罰などによる欠格者を除く。

18

合わせください。

将 来のため
に動けた気
がする

これからも
自分の意志を
投票箱に
入れていこう

康保険証など）
【不在者投票】
次に該当する人は、「不在者投票」が
できます。
①仕事などのため市外に滞在している人
市選挙管理委員会で配布している「不
在者投票請求書・宣誓書」
（市ホームペー
ジにも掲載）で、投票用紙を請求してく
ださい。投票用紙を滞在地へ送付します
ので、滞在地の選挙管理委員会で投票し
てください。
②病院や老人ホームなどの指定施設に入
院（入所）している人
県選挙管理委員会の指定を受けた病院
や施設などに入院（入所）中の人は、そ
の施設内で不在者投票をすることができ
ます。病院または施設の事務所にお問い

県外に転出した人は投票できません。
県内の他市町村へ転出した人で、まだ、
転出先の選挙人名簿に登録されていない
人は、朝倉市で投票することができます。
この場合、引き続き県内に住所を有する
確認が必要です。
住民異動などで投票できるか分からな
い場合は、お問い合わせください。

転出した人は？
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投票所入場整理券を紛失
しても投票できます。本人
確認のうえ、投票すること
ができますので、投票
所で係員に申し出てく
ださい。

投票に行こうと思ったけど、入場整
理券を紛失したり、忘れたりした場
合は、投票できないの？

「投票所入場整理券」が必要です。整
理券は、期日前投票が始まるころまでに
郵送する予定です。整理券には、投票場
所が記載されています。整理券が届かな
い場合はお問い合わせください。

投票には何が必要？

選挙をもっと身近に――。

投票日に仕事や外出などで投票所へ
行けない人は、「期日前投票」または「不
在者投票」をすることができます。
【期日前投票】
投票日に仕事や外出などで投票所に行
くことができない人は、「期日前投票」
ができます。
■期間…３月 日（金）～４月 日（土）
■時間…８時 分～ 時
■場所…①市選挙管理委員会事務局（本
庁１階）②朝倉支所１０１会議室（１階）
③杷木支所１階ロビー
※いずれかで投票してください。
■必要なもの…投票所入場整理券または
本人確認ができるもの（運転免許証や健
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実はやることは
簡単ですよ！
①投票したい人の
名前を書いて
② 投票 箱に入れる
だけ！
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それだけ？
簡単ですね！

2000
2000

8 7 6 5 4 3 2 1 （投票日から●日前）
10
16
0
0

【参考：前回（平成 31 年）県知事選挙における期日前投票者数の推移】
（人）

どうされました？

どげんして
投票するの
か分からな
いんです

20

28

「期日前投票」は便利な制度だね！
今回は、新型コロナウイルスも気になるので、
混雑を避けて早めに投票に行くのが良さそう。
投票日が近付くにつれて増加
特に 1 日前・2 日前は多い
2500
2500

投票日に投票所に行き、投票所入場
整理券または本人確認ができるもの（運
転免許証や健康保険証など）を受付に出
して投票用紙を受け取り、投票してくだ
さい。

初めての
選挙……、
投票って
難しそう……

30 26

22-1185）
22-1114
࿚ 市選挙管理委員会事務局（

※この特集は、告示前に作成しています。

選挙をもっと身近に――。
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࿚ 市選挙管理委員会事務局（

甘 木 南

秋 月

上 秋 月

安川コミュニティセンター

秋月コミュニティセンター

旧上秋月コミュニティセンター

蜷 城

福田コミュニティセンター

馬田コミュニティセンター

蜷城コミュニティセンター
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票」ができます。これは、２人の係員が立
ち会い、本人の代理で投票用紙に記載す
るものです。希望する人は、投票所で係
員にお尋ねください。
※家族や付き添いの人が代理で記載し、
投票することはできません。
【点字投票】
目の不自由な人は、点字器を使用した
点字投票ができます。点字器はすべての
投票所に準備していますので、係員にお

福 田

尋ねください。

開票はいつどこで？

開票は、即日開票です。
■時間… 時 分開始
■場所…朝倉体育センター

立石コミュニティセンター
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馬 田

三 奈 木

黒 川

佐 田

金川コミュニティセンター

三奈木コミュニティセンター

高木コミュニティセンター

高木コミュニティセンター佐田分館

選挙をもっと身近に――。

出前講座・模擬投票を実施しました

Ĳĺ

朝 倉

宮 野

大 福

上 寺

旧 JA 朝倉東支店コミュニティセンター

朝倉東小学校

大福小学校

上寺公民館
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ました
高校生たちに聞き
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行く
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松 末

杷 木

久 喜 宮

志 波

朝倉市杷木支所

杷木地域生涯学習センター

旧久喜宮小学校

旧志波小学校

区分

程度

両下肢・体幹・移動機能
身体障害者 心臓・じん臓・呼吸器・
ぼうこう・直腸・小腸
手帳

戦傷病者
手帳

１級または３級

免疫・肝臓

１級～３級

両下肢・体幹・移動機能

特別項症～第２項症

心臓・じん臓・呼吸器・
特別項症～第３項症
ぼうこう・直腸・小腸・肝臓

介護保険の
被保険者証

【表2】

１級または２級

要介護状態区分

手帳の種類

要介護５

区分

身体障害者手帳

程度

上肢または視覚

１級
特別項症～第２項症

市選挙管理委員会では若い世代に対して、より一層政治や選挙を身近に
感じてもらうために選挙出前講座を行っています。

2 月 4 日、朝倉東高校 2 年生を対象にした出前講座・模擬投票を行いました。
「東朝倉市」という架空の市を舞台に、3 人が市長に立候補し、新しい市長を本
番さながらの投票で決めるというものでした。
参加した生徒たちからは「もっと身近に選挙について考えないといけないと
思った」「若い世代が政治に興味を持つために、まず自分が変わる」「みんなで
誘い合って投票に行くのも大事」という声が聞かれました。また、若い世代の投
票率を高くするために、「職場ごとに投票する時間をつくるなど、社会で投票を
支援することが必要」「投票を義務化する」というアイデアも出されました。
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手帳の種類

戦傷病者手帳

金 川
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【表 1】

投票所の感染対策は？

安 川

甘木小学校

選挙をもっと身近に――。

市選挙管理委員会では、安心して投
票していただけるよう、感染防止対策を
行ったうえで選挙を行います。
【投票所での対策】
・手指消毒液の設置 ・定期的な換気
・投票所内の定期的な消毒
・使い捨ての鉛筆の配布
【皆さんへのお願い】
・マスクの着用 ・出入口での手指消毒
・来場前後の手洗い・うがい
・間隔を空けての整列
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甘 木 北

立 石

特集

障がいのある人へ
配慮した投票方法も？

【投票時間】
７時～ 20 時
（黒川、佐田投票所は 19 時まで）

22-1185）

「郵便等投票」や「代理投票」、「点
字投票」制度があります。
【郵便等投票】
下表 に該当する人は、郵便などによ
る不在者投票ができます。利用するため
には事前に「郵便等投票証明書」の交付
を受ける必要があります。自分で投票の
記載ができないとき、表１・２両方に該
当する場合は、代理記載制度を利用でき
ます。
いずれも、利用するためには選挙管理
委員会へ事前申請が必要です。詳しくは
お問い合わせください。
【代理投票】
病気やけがなどで字が書けない場合
は、選挙管理委員会係員による「代理投

甘木地域センター（フレアス甘木）

市内投票所一覧

22-1114

この先の未来をつくるの
は若者。若者の意見が大
事になってくると思う。ま
だまだ知らないことも多
いので勉強します。

選挙権を手に入れたら

行く
選挙は、私たちが政治に
関わる貴重なチャンス。
そのチャンスは、絶対に
無駄にしない方が良いと
思う。

投票に行く？
行く

投票に行かない理由は
「誰かがしてくれる」とい
う気持ちだと思う。公約
を調べて、投票で自分の
意見を伝えるのが大切。

行く
若い人が投票に行かな
いと、投票率の低い若者
の意見が反映されない。
不満を言うだけではな
く、行動に移すべき。

ݰ
こうへい

井上公平さん

りん

牛島 凜さん

あ ん な

釜堀杏那さん

行く
若者が投票に行くことで、
将来的に自分たちが過ご
しやすくなる。自分の子ど
もなど次世代のことを想
像すると、自然と行くよう
になるのでは。

ま な み

田子森愛美さん

のりとし

原田徳敏さん
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