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2018年選挙制度改革に関する住民投票

ブリティッシュ・コロンビア州は州選挙で採用するべき投票制度について問う住民
投票を行います。
住民投票は、地方公共団体の重要な事案に関する投票です。
2018年住民投票は、2018年10月22日から11月30日の間、郵便による投票で
行われます。
登録されている選挙人にはElections BCより、2018年10月22日から
11月2日の間に投票パッケージが郵送されます。

このガイドでは住民投票の投票方法と、投票用紙に記載される選挙制度について
中立の情報をお伝えします。
あなたの一票を投じる前に必要な情報を集める手始
めとして、
このガイドをご活用ください。

また、選挙制度改革に関する議論をあらゆる角度から検討することを推奨します。
以下のリンクで、公式反対派と賛成派グループからの情報をご覧になれます。
公式反対派（比例代表制に反対す
る運動を行っている団体）

公式賛成派（比例代表制に賛成する
運動を行っている団体）

No BC Proportional
Representation Society

Vote PR BC

https://www.nobcprorep.ca/

http://voteprbc.ca/

ブリティッシュ・コロンビア州司法長官は2018年5月に、住民投票および投
票対象となる選挙制度に関する提案書を公開しました。
司法長官の提案書
はオンラインでご覧になれます：https://engage.gov.bc.ca/app/uploads/
sites/271/2018/05/How-We-Vote-2018-Electoral-Reform-ReferendumReport-and-Recommendations-of-the-Attorney-General.pdf
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住民投票では誰が投票できますか?
住民投票で投票できるのは次をすべて満たしている人です。

 カナダ国籍を有する
 2018年11月30日現在で年齢18歳以上
 2018年11月30日の直前に最低6ヵ月間ブリティッシュ・コロンビア州に
居住している

住民投票の目的は何ですか?

住民投票により、
ブリティッシュ・コロン
ビア州選挙でどの選挙制度を採用する
かを決めます。

選挙人は2つの質問に答えます。
最初の
質問は、現在の小選挙区制と比例代表
制のどちらを選ぶかを選挙人に問うも
のです。
2番目の質問は、比例代表制の3つの方
式について、望ましいと思う順位を選挙
人に問うものです。
比例代表制の3つの
方式は、Dual Member Proportional
(DMP)、Mixed Member Proportional
(MMP)、Rural-Urban Proportional
(RUP)です。
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住民投票の投票用紙

これは住民投票の投票用紙の見本です。
Sample

2018 Referendum on Electoral Reform

Ballot

Instructions: To vote, fill in the oval
to the right of your choices, like this:
Use black pen or marker. Do not use pencil.

サ
ン
プ
ル

Question 1

Which system should British Columbia use for provincial
elections? (Vote for only one.)
The current First Past the Post voting system
A proportional representation voting system

Question 2

If British Columbia adopts a proportional representation voting system,
which of the following voting systems do you prefer?
(Rank in order of preference. You may choose to support one, two or all
three of the systems.)

1

2

3

1st Choice 2nd Choice 3rd Choice
1

2

3

Mixed Member Proportional (MMP)

1

2

3

Rural-Urban Proportional (RUP)

1

2

3

88

Dual Member Proportional (DMP)

投票用紙に記載された両方の質問に答える必要がありますか?
いいえ、両方に答えることも、1つだけに答えることもできます。
1つの質問だけに答え
ても、
あなたの投票は1票に数えられます。
質問1で小選挙区制に賛成した場合でも、質問2に答えることはできますか?
はい。

質問2に答える場合、3つの制度すべての順位を決める必要がありますか?
いいえ。
1つだけ選ぶことも、2つの制度または3つの制度すべての順位を決めること
もできます。
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投票方法

登録されている選挙人にはElections BCより、2018年10月22日から11月2日
の間に投票パッケージが郵送されます。

投票パッケージに同梱される説明書をよく読み、
それに従ってください。記入を
完了したら、
投票パッケージを2018年11月30日午後4時30分必着で、Elections
BCへ返送してください。
必ず締切期限までに届くよう、早めに郵送を済ませて
ください。
投票パッケージはService BC CentreまたはReferendum Service
Officeへ直接届けることもできます。
オフィス所在地の リストと受付時間は
elections.bc.ca/rsoでご覧ください。
投票パッケージでの投票についてお困りのことがあれば、Elections BCまで
お問い合わせいただくか、elections.bc.ca/referendumをご覧ください。

この封筒が2018年10月22日から11月2日までの間に郵送されます。

 投票パッケージには選挙人の名前と住所が記載されています
 他の人の投票パッケージを使うことはできません
 投票できるのは1回のみです
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投票パッケージの請求方法

2018年11月2日までに投票パッケージが郵送されない場合、以下の方法で
請求してください。

 Elections BCに電話する：1-800-661-8683
 elections.bc.ca/ovrにアクセスする
 11月5日以降にReferendum Service OfficeまたはService BC

Centreへ行く
（所在地のリストについてはelections.bc.ca/rsoを
ご覧になるか、Elections BCまでお電話ください）

投票パッケージ請求の締切期限は2018年11月23日です。

2018年選挙制度改革に関する住民投票
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主な日程
2018年7月1日
～11月30日

住民投票キャンペーン期間
この期間、住民投票に関する広告は規制
される

2018年10月22日
～11月30日

投票期間
投票パッケージの郵送と返送が行われる

2018年10月22日
～11月2日

投票パッケージが登録済みの選挙人へ
郵送される

2018年11月5日

Referendum Service Office開設
（詳しくはelections.bc.ca/rsoを参照）

2018年11月3日
～11月23日

選挙人が投票パッケージを請求可能な期間

2018年11月23日
金曜日 深夜12時

投票パッケージの請求締切

2018年11月30日
金曜日午後4時30分
（現地時間）
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投票用紙はこの期限までにElections BC
に必着

質問がある場合

Elections BCまで1-800-661-8683へ電話するか、Referendum Service Office
またはService BC Centreの窓口でお問い合わせください。
窓口では記入済み
投票パッケージの提出も受け付けています。
詳しい情報とオフィス所在地のリストは、elections.bc.ca/rsoでご覧ください。

翻訳されたガイド

アラビア語、中国語(簡体 – 標準中国語)、中国語(繁体 – 広東語)、
フィリピン語
（タガログ語）、
フランス語、
ドイツ語、
ヒンドゥー語、日本語、韓国語、ペルシア語
（現代ペルシア語）、
パンジャブ語、
ロシア語、
スペイン語、ベトナム語に翻訳され
た選挙人ガイドはElections BCのウェブサイトから入手することができます。
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住民投票後の流れ

住民投票により、
ブリティッシュ・コロンビ
ア州が現行の小選挙区制を維持するのか、
比例代表制を採用するのかが決まります。
質問1で小選挙区制が過半数の賛成を得た
場合、BC州の選挙制度は現状のままとなり
ます。

質問1で比例代表制が過半数の賛成を得た
場合、質問2で最も多くの賛成を得た方式が
採用されます。

比例代表制を導入する場合、比例代表制に
よる州選挙が実施されるのは2021年7月1日
以降となります。
それ以前に実施される州選挙は、小選挙区制で行われます。

比例代表制を導入する場合、州政府は住民投票後、以下の手順で進めると発表
しています。

 立法委員会が新制度のいくつかの点について、どのような仕組みで行うべ
きかを決定します。

 独立の選挙区委員会が、議員が代表する選挙区および選挙地域の数と
境界を決定します。

 州議会議員の合計数は87名から95名の間となります（現在の州議員数は
87名）。

 現在の州議員数より議員の数が減る地域はありません。
 総選挙を2回行った後、BC州が新しい選挙制度を維持するか、小選挙区制
に戻すのかを検討するために、再び住民投票が実施されます。

新制度が導入された場合に住民投票の後で行われる決定についての詳しい
情報は、elections.bc.ca/referendumでご覧ください。
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選挙制度とは何ですか?

選挙制度とは、議会において地区を代表する議員を投票で選ぶ仕組みを指し
ます。
州選挙では投票により州議会議員（MLA）を選出します。
州議会は州法の
制定、
および州内閣の信任を行う機関です。
選挙制度には多くの種類があり、
それぞれが選挙人による投票の方法や投票
の集計方法、得票をどのように議席数に反映させるかに関して、異なる規則を
設けています。

1
4

2
5
3

選挙制度に関する用語

Member of the Legislative Assembly (MLA) – 州議会議員
州議員 – 州議会議員の略称

First Past the Post (FPTP) – 小選挙区制

Dual Member Proportional (DMP) – 議員2人式比例代表制

Mixed Member Proportional (MMP) – 小選挙区比例代表併用制
Rural-Urban Proportional (RUP) – 郊外-都市式比例代表制

MLA

2018年選挙制度改革に関する住民投票
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小選挙区制とは何ですか?

小選挙区制＝First Past the Post (FPTP)は、
ブリティッシュ・コロンビア州が現在採用して
いる選挙制度です。
FPTPでは、州を選挙区に
分け、各選挙区を1人の州議員（MLA）が代表
します。
選挙人は投票用紙で1人の候補者に
印を付けます。
選挙区で最も多く得票した候
補者が当選となり、議会でその選挙区を代表
します。

PARTY A CANDIDATE
PARTY B CANDIDATE
PARTY C CANDIDATE
PARTY D CANDIDATE

政党が議会で獲得する議席数は、
その政党の
Independent Candidate
候補者が勝った選挙区の数と等しくなります。
この制度では大政党の候補者が当選し、結果として単独政党による多数派政権
が成立する傾向にあります。
FPTPは、カナダ、米国、英国など多くの国で、国政ま
たは地方政治レベルの選挙に採用されています。

小選挙区制の特徴
投票
集計
結果
代表
選挙区
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小選挙区制とは何ですか?

• 選挙人は投票用紙に記載されている候補者1人
に投票

• 選挙区で最も多く得票した候補者が当選となり、
議会でその選挙区を代表
• 政党が議会で獲得する議席数は、州内でその
政党の候補者が勝った選挙区の数と等しくなる
• 州議員数は87名
• BC州では各選挙区を1人の議員が代表
• 現行の選挙区と同じ大きさ

FPTPでは、選挙人は
候補者1人に投票します。

各選挙区で一番得票数の
多かった候補者が当選と
なります。

政党が議会で獲得する議席数は、
州内でその政党が勝った選挙区
の数と等しくなります。

FPTPの仕組みを説明する短い動画を含むFPTPの詳しい情報は、
elections.bc.ca/fptpでご覧いただけます。
小選挙区制とは何ですか?
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比例代表制とは何ですか?

比例代表制＝Proportional Representationは、選挙において各政党が獲得し
た投票数の割合（得票率）に比例して議会での議席を配分する制度です。
たとえ
ば、
ある政党が投票の40パーセントを獲得した場合、
その政党は議会でおよそ40
パーセントの議席を得ることになります。
結果に各政党の得票率を反映させるこ
とを目的とする、
さまざまな選挙制度があります。

各政党の得票率

議会の議席数

住民投票の対象となるのは比例代表制の
うち、
どのような制度ですか?
投票用紙に記載される比例代表選挙制度は、Dual Member Proportional
(DMP)、Mixed Member Proportional (MMP)、Rural-Urban Proportional
(RUP)です。
この3つの制度では、議会において政党が占める議席の割合はその
政党の得票率に近くなります。
比例代表制の特徴

 議席数はおおむね州レベルでの各政党の得票率に比例する
 通常、選挙人は自分の選挙区または選挙地域を代表する議員を1人以上
選ぶ

 選挙区は一般的に小選挙区制の選挙区よりも大きい
 候補者を選ぶ方法は各方式によって異なる（ガイドの各方式の説明をご覧
ください）

 小選挙区制に比べて小政党が議席を獲得する可能性が高まり、結果として
議会が多党化しやすい傾向にある

 通常は政権が組まれるにあたり、政党間の連携や協定が必要となる
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比例代表制とは何ですか?

小選挙区制と比例代表制の比較

小選挙区制と比例代表制のどちらを適切とするかは、何を重要視するかによって
決まります。
完璧な選挙制度はありません。
もし存在するなら、世界中の国がその
制度を採用しているはずです。
それぞれの選挙制度において、相反する優先項目
のうち何かを犠牲にする必要があります。

このガイドは小選挙区制と比例代表制の特徴を理解するのに役立ちますが、
どの制度が一番適切かを決定するのは、
あなた自身に委ねられています。
選挙
制度を巡る議論のあらゆる方向から情報を得て、判断材料としましょう。

小選挙区制

比例代表制

代表

各選挙区につき1人の州
議員

結果

• 政党が議会で獲得する
議席数は、
その政党の
候補者が勝った選挙区
の数と等しくなる
• 大政党の候補者が当
選し、結果として単独
政党による多数派政権
が成立しやすい

 常、選挙人は自分の
通
選挙区または選挙地域
を代表する議員を1人以
上選ぶ

選挙区の大きさ
州議員数

選挙区は比例代表制より
も小さい
現在と同じ
（87名）

• 各政党の州議会での
議席の割合は州全体
での得票率とほぼ一致
• 大政党と小政党の候補
者が当選し、結果とし
て連立政権が成立し
やすい

選挙区は小選挙区制の
選挙区よりも大きい

87名から95名の間

小選挙区制と比例代表制
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Dual Member Proportional (DMP)
Dual Member Proportional (DMP)（議員2人式比
例代表制）では、ほとんどの選挙区が隣接する選挙
区と合併し、州議員2人で選挙区を代表します。
広
域の郊外選挙区は引き続き、最も得票数の多い州
議員1人を選出します。
州議員の合計人数は現在と
ほぼ変わりません。

州議員2人を選出する選挙区では、各政党は投票
用紙に1人または2人の候補者を載せることができ
ます。
2人の候補者の記載順は各政党が決定しま
す。
選挙人は1人の候補者または組になった2人の
候補者に投票します。
投票用紙に印を付けるのは
1か所だけです。

Vote for one option.
PARTY A

PRIMARY Candidate
Secondary Candidate

PARTY B

PRIMARY Candidate
Secondary Candidate

PARTY C

Candidate

PARTY d

PRIMARY Candidate
Secondary Candidate

Independent Candidate

最も得票数の多かった候補者が選挙区の1番目の
議席を獲得します。
この議席は、投票用紙に記載され 選挙人は投票用紙の選択肢から
1つ選びます。政党は候補者を2人
た政党の第1候補者によって占められます。
まで記載できます。

2番目の議席は州議会における各政党の議席の割合
が州全体でのその政党の得票率とほぼ一致するよう
に配分されます。
政党の2番目の議席は、
その政党が特に良い成績を収めた選挙
区の候補者で占められます。
政党が2番目の議席を獲得するには、5パーセント
以上の得票率が必要となります。

DMPは近年カナダで考案されたもので、
現在採用されている制度ではありません。

既存の選挙区のほとん

#1 #1
A CANDIDATE
どは隣接する選挙区と
PARTY
PARTYA CANDIDATE
CANDIDATE
CANDIDATE
#2 #2

合併します。新設の大
きな選挙区それぞれに
PARTY
PARTYC C ついて、
1人ではなく州
議員2人を選出します。
INDEPENDENT
INDEPENDENT
#1 #1
B CANDIDATE
PARTY
PARTYB CANDIDATE
CANDIDATE
CANDIDATE
#2 #2

CANDIDATE
CANDIDATE
#1 #1
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Dual Member Proportional (DMP)

Dual Member Proportional (DMP)の特徴
投票

• 政党は選挙区ごとに候補者を1人または2人擁立

• 政党は第1候補者と第2候補者を指定して投票用紙に記載

• 選挙人は投票用紙に記載された政党の候補者または独立
集計

候補者から選択肢1つを選んで投票

都市選挙区と準都市選挙区

• 選挙区で、最も得票数の多かった政党の第1候補者が1番目
の議席を獲得

• 2番目の議席は州全体での投票数で政党が占める割合と
各選挙区での政党の成績に基づいて配分

• 独立候補者は選挙区で第1位または2位になった場合に
議席を獲得

• 政党が2番目の議席を得るには、州全体の投票で
5パーセント以上の得票率が必要

広域郊外選挙区
結果

• 各選挙区で一番得票数の多かった候補者が当選
• 議席数は州レベルでの各政党の得票率に比例

• 第2位の候補者は2番目の議席を獲得できない可能性：
2番目の議席は議会での議席数が各政党の得票率に

代表

比例するよう配分

• 州議員数は87名から95名

• ブリティッシュ・コロンビア州の都市および準都市地区は、
州議員2人が各選挙区を代表

• ブリティッシュ・コロンビア州の広域郊外地区は、州議員1人
選挙区

が各選挙区を代表

• 都市選挙区および準都市選挙区は隣接する選挙区と合併
• 広域郊外選挙区の境界は変更なし

• DMPを導入する場合、独立の選挙区委員会が住民投票
後に、変更を行わない選挙区と合併する選挙区を決定

DMPの仕組みを説明する短い動画を含むDMPの詳しい情報は、
elections.bc.ca/dmpでご覧いただけます。
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Mixed Member Proportional (MMP)

Mixed Member Proportional (MMP)（小選挙区比例代表併用制）では、2種
類の州議員が存在します。
District MLA（選挙区の州議員）は選挙区を代表し、
小選挙区制で選ばれます。
Regional MLA（選挙地域の州議員）は複数の選挙区
で構成される
「選挙地域」
と呼ばれる地域を代表します。
Regional MLAは政党の
名簿順位に従って、各政党の州議会での議席の割合が州全体でのその政党の得
票率とほぼ一致するような配分で選ばれます。

選挙地域の議席は、州全体ではなく、特定の選挙地域内で各政党に配分されま
す。
ある政党の選挙区の議席と選挙地域の議席の合計数が占める割合は、
その
政党の得票率とほぼ一致します。
政党が選挙地域の議席を得るには、
5パーセント
以上の得票率が必要となります。

MMPでの選挙地域の例。
ある州議員は選挙区を
代表し、別の州議員は選
挙地域を代表します。

16 Mixed Member Proportional (MMP)

MMPの中には、選挙人が1人2票を持ち、1票は選挙区の候補者に、もう1票は
政党に投票する、
という方式もあります。
別の方式では、選挙人が候補者に1票を
投じると、
その票が候補者が所属する政党への投票としても数えられます。
MMP
を導入する場合、立法委員会が住民投票後に、選挙人が持つ票数を1票と2票の
どちらにするかを決定します。
MMPは、
ドイツ、
ニュージーランド、
スコットランドなど多くの国で、国政または
地方政治レベルの選挙に採用されています。
MMPの仕組みを説明する短い動画を含むMMPの詳しい情報は、
elections.bc.ca/mmpでご覧いただけます。

YOU HAVE TWO VOTES.

PARTY VOTE

DISTRICT VOTE

This vote decides the share of
the seats each par ty below will
have in the Legislative Assembly.

This vote decides the candidate
who will be elected to represent
your electoral district.

Vote for only one party.

Vote for only one candidate.

PARTY A

CANDIDATE W

PARTY A

PARTY B

CANDIDATE X

PARTY B

PARTY C

CANDIDATE Y

PARTY C

PARTY D

CANDIDATE Z

PARTY D

MMP投票用紙の例。拘束名簿式で2票を投票する方式の場合。
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Mixed Member Proportional (MMP)の特徴
投票

• 2つの可能性：

• 選
 挙人が2票持つ場合 – 1票は候補者に、もう1票は政党に
投票する
• 選
 挙人が1票持ち、候補者に投票する場合。
この票は候
補者、
および候補者が所属する政党への投票として計上
される

• 両
 方の場合において、選挙地域の議員は政党が決めた候補
者名簿から選出。
政党が作成する名簿には3種類が考えら
れる：
• 拘
 束名簿式 – 選挙人は政党の候補者名簿に対して
投票する
• 非
 拘束名簿式 – 選挙人は政党の名簿に載っている
個別の候補者に投票する

• 単
 純拘束名簿式 – 選挙人は候補者に投票するか、政
党の候補者名簿を是認する

集計

• M
 MPを導入する場合、立法委員会が住民投票後に選挙人
が持つ票数を1票と2票のどちらにするか、
およびどの種類
の候補者名簿を採用するかを決定

• 政
 党が獲得する議席の合計数は州全体での政党の得票率
に基づく
• 選
 挙区で一番得票数の多かった候補者がその選挙区の議
席を獲得

• 政
 党が獲得する議席の合計が州全体での政党の得票率と
ほぼ等しくなるように、選挙区の議席へ選挙地域の議席が
「追加」
される
結果

• 政
 党が選挙地域の議席を得るには、5パーセント以上の得
票率が必要

• 議席数はおおむね州レベルでの各政党の得票率に比例する
• 選挙地域の議席は特定の地域内で配分される

18 Mixed Member Proportional (MMP)

Mixed Member Proportional (MMP)の特徴
続き...
代表

選挙区

• 州議員数は87名から95名

• B
 C州では各選挙区を1人の議員が代表し、複数の議員が
各選挙地域を代表
• M
 MPを導入する場合、州議員の60パーセント以上が
District MLAとなるが、District MLAとRegional MLAの
正確な割合は住民投票後に立法委員会が決定
• 選挙区は現在よりも広くなり、選挙区の数は少なくなる

• M
 MPを導入する場合、立法委員会が住民投票後に各選挙
地域における州議員の人数を決定
• M
 MPを導入する場合、独立の選挙区委員会が選挙区と
選挙地域の境界を決定

Mixed Member Proportional (MMP)
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Rural-Urban Proportional (RUP)

Rural-Urban Proportional (RUP)（郊外-都市
式比例代表制）は、Single Transferable Vote
(STV)（単記移譲式投票）とMixed Member
Proportional（MMP）
（小選挙区比例代表併用制）
の2つの異なる比例代表制の方式を組み合わせた
制度です。

都市選挙区と準都市選挙区の選挙人はSTV方式を
用いて、
より大きな選挙区を代表する複数の州議員
を選びます。
各政党は1つの選挙区で複数の候補者
を立てることができ、選挙人は投票用紙に記載され
た候補者に対し、1、2、3など投票したい順位を付け
ます。
順位を付ける候補者は1人だけでも全員でも
構いません。
都市選挙区と準都市選挙区でどのように候補者
が選ばれるかについては、下記に示す表の集計
セクションをご覧ください。

PARTY A CANDIDATE
PARTY C CANDIDATE
PARTY C CANDIDATE
PARTY C CANDIDATE
PARTY D CANDIDATE
PARTY D CANDIDATE
PARTY B CANDIDATE
PARTY B CANDIDATE
PARTY B CANDIDATE
INDEPENDENT CANDIDATE

郊外選挙区では、選挙人はMMP方式を用いて 、
Regional MLAを選びます
（MMPセクションをご覧ください）。

州全体の選挙結果はおおむね各政党の得票率に一致します。

RUPを一つの制度として一緒に導入している国はありませんが、MMPとSTVは
いくつかの国で、国政または地方政治レベルの選挙に採用されています。
MMPは
ドイツ、
ニュージーランド、
スコットランドで、STVはアイルランド、
オーストラリア、
マルタで用いられている制度です。
RUPの仕組みを説明する短い動画を含むRUPの詳しい情報は、
elections.bc.ca/rupでご覧いただけます。

STV選挙区は今よりも
大きくなり、1人以上の
州議員を擁します

20 Rural-Urban Proportional (RUP)

Rural-Urban Proportional (RUP)の特徴
投票

都市選挙区と準都市選挙区（STV）

• 選
 挙人は候補者に対し、1、2、3など投票したい順位を
付ける
• 順位を付ける候補者は1人だけでも全員でも可

• 政
 党は1つの選挙区で複数の候補者を立てることができる
（選挙区の議席数を上限とする）
集計

郊外選挙区 – MMPセクションを参照
都市選挙区と準都市選挙区（STV）
• 通常、複数回の集計が必要

• 各
 選挙区に、選挙区の1議席を獲得するための最低得票数
（割当）を設定
• 割当に達した候補者は全員選出

• 選
 出された候補者が割当よりも多く得票した場合、余剰の
票は選挙人が次に選んだ他の候補者に移譲される

• 最
 も得票数の少なかった候補者は落選となり、落選者の票
は選挙人が次に選んだ他の候補者に移譲される
• 選挙区の全議席が埋まるまで、
この過程を繰り返す
結果
代表

選挙区

郊外選挙区 – MMPセクションを参照

• 州全体の選挙結果はおおむね各政党の得票率に一致
• 州議員数は87名から95名

• ブリティッシュ・コロンビア州の都市および準都市地区は、
複数の州議員がより大きな選挙区を代表
• ブリティッシュ・コロンビア州の郊外地区は、州議員1人が
各選挙区を代表し、他の州議員が各選挙地域を代表
• 選挙区は現在よりも広くなり、選挙区の数は少なくなる

• R
 UPを導入する場合、独立の委員会がMMP選挙区、MMP
選挙地域、STV選挙区の境界を決定

Rural-Urban Proportional (RUP) 21

質問がある場合

住民投票の投票方法や投票用紙に記載される選挙制度に

関する詳しい情報については、Elections BCのウェブサイトをご覧に
なるか、Elections BCまでお問い合わせください。

elections.bc.ca/referendum | 1-800-661-8683

