
投票センター 
2020年、Los Angeles群は投票所から  
投票センターに切り替わります。 この新しい様式で
有権者が LA群のほとんどの投票センターで  
11日間投票できるようになります。

-  ほとんどの投票センターは11日間開いて 
います。

-  すべての投票センターは選挙日を含める  
4日間開いています。

-  LA群内には1,000の投票センター
があります。

-  LA市の住民はLA群のどの 
投票センターでも投票出来ます。

-  電子有権者名簿のデータはリアルタイムに 
アクセスでき、同日有権者登録も可能です。

-  郵便投票投函

選挙の日時
午前7:00から午後8:00
(全ての投票センターの時間はLAVote.netで。)

最寄りの投票センターは LAVote.net で 
お探しください。

有権者登録
California州では、以下の資格があれば、
有権者として登録する事ができます。

-  米国市民

-  選挙日、又はそれ以前に 少なくとも18歳
であること

-  服役中でなく、重罪の仮釈放中でないこと

California州では以下の資格があれば 事前登録
する事ができます。

-  16または17歳

-  米国市民

事前登録したCalifornia州の青少年は、18歳の 
誕生日に投票資格があります。 

有権者登録方法
-  RegisterToVote.ca.govにアクセスして 

オンラインで有権者登録用紙に入力する。
-  (800) 815-2666 option #2に電話する。
-  ほとんどのLos Angeles市、州、連邦政府

建物内にある有権者登録用紙に 
記入する。

有権者登録する時期
有権者登録締め切りは選挙の
15日前です。
同日有権者登録は選挙日当日
まで 投票センターで可能です。
(州規則変更に従います。)

次の項目で該当するものがあれば、 
登録を更新して下さい。

-  別の住所に引っ越した
-  名前を変更した
-  支持政党を変更 した
-  重罪の刑期を満了し、仮釈放中でなくなった
-  選挙関連の資料を異なる言語で 受け取りたい

場合

郵便投票／持続的郵便投票
登録済みの有権者は選挙日に 投票に出向かずに
郵便投票用紙で 投票することができます。

郵便投票用紙請求方法
-  見本投票用紙の裏面にある郵便投票申請用紙

に記入して下さい。

継続的郵便投票者になるには
-  LAVote.netでオンライン申請して下さい。
-  有権者登録用紙に記入し、line #7のyesを選択

して下さい。
投票用紙は選挙の２９日前に郵送
され始めます。

郵便投票用紙の送り返し方法
-  プリペイド郵便封筒で 郵便

投票用紙を 郵送して下さ
い。

-  郵便投票用紙を 投票センターもしく
は 郵便投票箱に投函して下さい。

最寄りの投票センターや郵便投票投函箱は 
LAVote.netでお探し下さい。

有権者の為の補助  
VSAPはすべての方が素早く
便利に利用出来るよう設計され
ています。年齢、身元、障害、言語に関係なく、 
有権者は簡単に独自で個人的に 投票することが 
できます。

詳細については(213) 978-0444 又は
TTY (213) 485-2121にお問い合わせ下さい。

言語補助
選挙関連資料は以下の言語で入手可能です。

(以下の言語での口頭による補助も可能です。)

投票用紙項目の順番 
2020年では市議席が投票用紙の一番初めに記
載されています。
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有権者登録締め切り日 
2020年2月18日*

*2020年2月17日が祝日の為

郵送で申請するLA群の郵便投票用紙の締め切り日 
2020年2月25日

投票センター初日
2020年2月22日

2020年3月3日

予備 
指名 
選挙

有権者登録締め切り日
2020年10月19日

郵送で申請するLA群の郵便投票用紙の締め切り日 
2020年10月24日

投票センター初日
2020年10月23日

2020年11月3日

市会 
総

選挙

RegisterToVote.ca.govで有権者登録を。

VOTE



ソーシャルメディアでフォローしてください。
@LACityClerk
#LACityVotes  #iVoteLA

市書記事務局 
Holly L. Wolcott, 市書記
Petty Santos, 行政官
Jinny Pak, 選挙管理人

市書記事務局のサービス
-  ビジネス改善地域 
-  市アーカイブおよび記録センター 
-  市議会の会議および議事 
-  市選挙
-  市議会と公共サービス

市書記事務局
選挙部門
555 Ramirez Street, Space 300
Los Angeles, CA 90012
(2 1 3 ) 978-0444  |  (888) 873-1000
(800) 994-8683 (多言語ホットライン)

clerk.election@lacity.org (Eメール)  
Clerk.LACity.org/Elections

革新的で投票者を中心に思い
やった Los Angeles群の投票
を目指し、 全ての人の為の
投票解決策 (VSAP) 
は 2009年再び選挙
法や大規模で複雑な
選挙有権者に
対応出来る様、LA
群の公認記録係／
群書記 により開発
されました。

この新しい選挙様式
は、前もって紙に印刷
されている有権者名
簿に 頼らず代わりに
どこの投票場所でも
リアルタイムに全ての
有権者のデータベー
スがアクセスでき、
同日有権者登録が簡
単に 出来る様になり
ます。

VOTING SOLUTIONS FOR ALL PEOPLE

投票
再考

LA群のどの
投票センターでも
投票可能

完全な
言語サービスと
拡張された
補助

ほとんどの
投票センターで
11日間投票可能

電子有権者名簿の
データが
リアルタイムで
アクセスでき
同日有権者登録が
可能

150以上の
投函所で簡単に
郵便投票

革新的で投票者を中心に
思いやったLOS ANGELESの投票

詳細はVSAP.lavote.netで

2020

簡単、安全、補助完備LOS ANGELES群の新しい
投票マーキング装置

有権者は誰でも使用可能
完全補助完備
11日間投票

LA群の投票センター
簡単な郵便投票

設定可能
タッチ装置

一体化された
投票箱

音声付き
タッチ
キーパッド

有権者ガイド
2020

市書記事務局

LOS ANGELES 市


