Santa Clara 郡有権者登録事務局
地方有権者権利法
地方有権者権利法に関する資料
当郡における有権者権利法（VRA）への関心を高める活動に、Santa Clara 郡有権者登
録事務局（ROV）と共に取り組んでいただきありがとうございます。本 VRA 資料に
は、事前登録および有権者登録に関する情報、刑事施設に収容された経験のある有権
者、居住地住所不定の有権者向けの情報、そして選挙日に投票センターに出向くことが
できない有権者のための投票用紙緊急配布プログラムに関する情報が含まれています。
本資料の目的は、郡執行官役員会によって採択予定の本郡における有権者の権利に関す
る法（VRA）に関して情報を提供し、アウトリーチの支援を行うことです。
百万人を超える有権者とコミュニティに対して、Santa Clara 郡における有権者登録と
投票のオプションに関する情報を拡散することに、是非ご協力ください。民主主義のた
めに積極的な役割を果たしましょう。
皆様のニュースレター、電子メール、その他の配布物の中で使っていただきたい宣伝文
句が本資料内に表示されています。さらに本資料には、動画、ソーシャルメディア用の
広報用宣伝文句、その他の役立つ情報へのリンクも提供されています。

事前登録
Santa Clara 郡は、California 州内で事前登録を推進する上位 10 郡のひとつです。当郡
では、事前有権者登録資格のある 16 歳、17 歳の青少年の積極的な参加があり、18 歳
になった時点で自動的に、有権者となります！2020 年には、7,000 人近い青少年が事
前有権者登録を行い、その多くは 2020 年 11 月の選挙前に 18 歳となり、投票すること
ができました。
この情報を是非青少年と保護者の方々に伝えてください。付録 A では画像例をご覧い
ただけます。
広報用宣伝文句の例：
16 歳または 17 歳であれば誰でも事前有権者登録ができることをご存じでした
か？18 歳になった時点で自動的に有権者登録されるということです。今すぐ
www.registertovote.ca.gov で、オンラインの事前有権者登録の手続きを行うか、

または (866) 430-VOTE [8683]に電話して有権者登録カードをご請求くだ

さい！

広報用宣伝文句の例に加え、当事務局の YouTube チャンネルでは「手続き方法説明」
動画を公開しています。

刑事施設に収容された経験のある有権者
有権者登録事務局は、郡の保護監察部門および社会復帰サービス事務所との協力のも
と、投票権の再取得手続きに関する教育と情報提供用の文書ならびにオンライン資料提
供のための提携関係構築に努めています。こうした活動はすでに始まっており、2021
年夏期を通じて継続されます。この活動に加え、有権者登録事務局では、少年鑑別所お
よび William F. James 牧場の青少年に対して、また Bill Wilson センターとの協力関係
を通じ、同様の活動も計画されています。
付録 B の画像例は、ご自由に他の方に転送して下さい。
広報用宣伝文句の例：

現在保護監察下にあっても、あるいは過去に刑事施設に収容されていても、有権
者登録ができることをご存じでしたか？犯罪歴があっても投票の資格がある場合
があります。www.sccvote.org/voters_formerly_incarcerated をご覧いただく
か、www.registertovote.ca.gov から直接オンライン登録を行うことができます。
有権者登録申請書の記入方法案内、受刑者向け投票ガイド、および有権者登録資格有無
の案内については、すべて以下のウェブサイトに記載されています。
www.sccvote.org/voters_formerly_incarcerated
広報用宣伝文句の例に加え、当事務局の YouTube チャンネルでは Santa Clara 郡刑務
所での有権者登録を補助する動画を公開しています。動画は英語以外の言語でも提供さ
れます。

投票用紙緊急配布プログラム
投票用紙緊急配布プログラムは、入院中、刑事施設に収容中、介護施設入居中、あるい
は自身で投票用紙を入手できない有権者のために提供されています。このプログラムを
利用して、有権者は、選挙日の 7 日前までに申請することにより、投票用紙を自分あ
てに郵送してもらうか、選挙日直前の 7 日以内の場合は投票用紙を病院、矯正施設、
または介護施設内に届けてもらうことができます。
広報用宣伝文句の例：

ご自身で投票用紙を入手することができませんか？そのような場合は投票用紙緊
急配布プログラムをご利用下さい。投票用紙緊急配布申請は、以下のウェブサイ
トで可能です。
https://www.sccgov.org/sites/rov/VBM/Pages/Emergency-Ballot-DeliveryProgram.aspx

付録 B の画像例は、ご自由に他の方に転送して下さい。

以下は本プログラムの情報資料のリンクです。
https://www.sccgov.org/sites/rov/VBM/Pages/Emergency-Ballot-Delivery-Program.aspx
地元有権者に発信する広報用宣伝文句の例に加え、当事務局の YouTube チャンネルで
は、一連の「手続き方法説明」動画を公開しています。

居住地住所不定の有権者に対するアウトリーチ
有権者登録事務局では、居住地住所不定の有権者向けに、住所不定の場合の投票方法に関
する情報および関連情報を提供しています。これらの情報は以下でご覧いただけます。
www.sccgov.org/sites/rov/Register/SpecialCircumstances/Pages/I-Do-Not-Have-aFixed-Address.aspx
また有権者登録事務局は、住宅支援事務所やバレー・ホームレスヘルスケアプログラム
など、郡内全域の提携機関が提供している公共サービスを利用する有権者向けの資料
に、これらの情報が確実に含まれるようにします。
有権者のための関連情報：
Valley Homeless Healthcare Program
2101 Alexian Dr. Suite D
San Jose, CA 95116
Home First Shelter 内 Valley Health Center
2011 Little Orchard St
San Jose, CA 95125
電話：(408) 885-5000 · TTY：(408) 971-4068

「手続き方法説明」動画
有権者登録事務局は、提携機関、有権者、従業員、スタッフの皆様に共有いただける各
種動画を製作しました。これらの動画は、現在、スペイン語、中国語、タガログ語、韓
国語、日本語、クメール語、ベトナム語、ヒンディー語、パンジャブ語、タミル語、ネ
パール語、グジャラート語およびテルグ語で提供されています。
動画は当事務局の YouTube チャンネル www.youtube.com/sccvote でご覧いただけると
ともに、(408) 282-3008 に電話にてご請求いただけます。

以下の内容の動画があります。

•
•
•
•
•

有権者登録の方法
郵便投票の方法
投票センターでの直接投票の方法
遠隔地アクセス郵便投票(RAVBM)の方法
従軍中または海外在住有権者の投票方法

ソーシャルメディア
当事務局をソーシャルメディアでフォローしてください。有権者登録事務局は
Facebook、Instagram、Twitter、YouTube および Next Door のアカウントを持ってい
ます。
ソーシャルメディアへの投稿を有効に行うために、以下の方法をお勧めします。
1. 投稿内で有権者登録事務局@sccvote を入力して下さい。
2. 反応の数を増やすために、友人やパートナーをタグ付けして下さい。当事務局
@sccvote のタグはご自由にお使いください。当事務局は、事務局のタグが付い
た投稿をリツイート、共有するか、または投稿へのリンクをのせます。
3. 詳細については、当事務局のウェブサイト www.sccvote.org/vra をご覧くださ
い。

アウトリーチイベントの予定
2021 年 7 月
7/1 アウトリーチ - Cahill 公園
7/8 アウトリーチ - Doerr 公園
7/12 アウトリーチ - Capital 公園
7/14 アウトリーチ - Coy 公園
7/16 ファーマーズマーケット午前 10 時-午後 2 時*
7/19 アウトリーチ - Plata Arroyo 公園
7/20 アウトリーチ - West Evergreen 公園
7/21 アウトリーチ - Chris Hotts 公園
7/22 アウトリーチ - Welch 公園
7/27 アウトリーチ - Meadowfair 公園
7/28 アウトリーチ - Hillview 公園
7/29 アウトリーチ - Solari 公園
7/30 ファーマーズマーケット午前 10 時-午後 2 時*
2021 年 8 月
8/2 アウトリーチ - Watson 公園
8/3 アウトリーチ - Emma Prusch 公園
8/5 アウトリーチ - Starbird 公園
8/6 ファーマーズマーケット*
8/9 アウトリーチ - Solari 公園
8/11 アウトリーチ - Aborn 公園
8/12 アウトリーチ - Bellvue 公園
8/17 アウトリーチ - Vista Reach 公園
8/19 アウトリーチ - Flickinger 公園
8/20 ファーマーズマーケット*
8/23 アウトリーチ - Mayfair 公園
8/24 ミーティング - 言語アクセシビリティ諮問委員会（LAAC）
8/25 アウトリーチ - Plata Arroyo 公園
8/26 ミーティング - 投票アクセシビリティ諮問委員会（VAAC）
8/26 アウトリーチ - De Anza 公園
公園で実施されるすべてのアウトリーチイベントは、Viva Parks との共催
で、各開催日の午後 6 時 - 午後 8 時 30 分に行われます。 詳細は以下のウ
ェブサイトをご覧ください。
https://www.sanjoseca.gov/home/showpublisheddocument/74198

*ファーマーズマーケットは、12 月 17 日までの毎週金曜日、午前 10 時 - 午
後 2 時に、SOFA 地区 – San Salvador 通りと William 通りの間の South First
通りで開催されます。 このイベントは sjdowntown.com との共催で行われま
す。
地方有権者権利法フィードバックフォーラムの予定
フィードバックフォーラムは、Santa Clara 郡の有権者の方と地域社会の
住民の方が、意見を表明したり、市民参加を助長したり、Santa Clara 郡
内で有権者の方が参加する機会を提供する公開のミーティングです。民主
主義は、すべての方の声が届いて初めて成り立つものです。
フィードバックフォーラムは以下のすべての言語で開催されます。地域社
会でこの情報を共有するために、当事務局のソーシャルメディア用の画像
をご自由にお使いください。予定されている各ミーティングの zoom のリ
ンクは www.sccvote.org/vra をご覧ください。
フィードバックフォーラム
開催日
7 月 20 日
7 月 27 日
8月3日
8 月 10 日
8 月 17 日
8 月 24 日
8 月 31 日
9月7日
9 月 21 日
9 月 28 日

英語
スペイン語
中国語
タガログ語
日本語
韓国語
クメール語
ベトナム語
パンジャブ語
ヒンディー語

有権者登録ポケットガイド
以下のウェブサイトで有権者登録ポケットガイドのダウンロードとコピーができます。
https://www.sccgov.org/sites/rov/Register/Documents/Guide_to_Register_to_Vote.pdf

刑事施設に収容中の投票
以下のウェブサイトで刑事施設に収容中の投票に関する情報
書類のダウンロードができます。www.sccvote.org/vra

付録 A
ご利用いただける画像およびソーシャルメディア投稿
事前登録

付録 B
ご利用いただける画像およびソーシャルメディア投稿
刑事施設に収容されていた方

投票用紙緊急配布プログラム

お問い合わせ先：
Santa Clara 郡有権者登録事務局
公共・法務部門
1555 Berger Drive, Building 2
San Jose, CA 95112
メディア専用番号：(408) 282-3008
メディア専用電子メール： rov.media@rov.sccgov.org
ウェブサイト：www.sccvote.org/vra

