
下記は投票用紙に記載されている各投票方式についての簡単な説明です。投票方式についての詳細や住民投票をしたらどうな

るのかについては、elections.bc.ca/referendum へアクセスするか、フリーダイヤル1-800-661-8683へお問い合わせください。投票方式

ヘルプが必要ですか？　
その場合Elections BCへお問い合わせください。
elections.bc.ca | 1-800-661-8683

小選挙区制の特徴

 �  政党が獲得する議席数は当該政党の立
候補者が当選した選挙区の数と同数

 �  大政党が擁立する候補者が当選し、１つ
の政党が過半数の議席を獲得する傾向が
ある

 �  選挙区で最も得票数の高いMLA１名が
選出される

 �  選挙区の規模は比例代表制より小さい

比例代表制投票方式の特徴

 �  政党の議席占有率はその政党の州全体
における得票率とほぼ一致する

 �  大小の政党から候補者が当選し、複数政
党による連立政権となる傾向がある

 �  有権者は通常選挙区もしくは地域を代
表するMLAを１人以上選出する

 �  選挙区の規模は小選挙区より大きい

投票パッケージ
記入の手引き

投票パッケージに記入するには次が必要です。

投票用紙 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

 
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.

秘密投票用スリーブＡ（灰色）
a

Secrecy Sleeve

3038-A (18/04)

証明用封筒Ｂ（白）

CERTIFICATION ENVELOPE
Eligibilty
Sign the declaration to confirm 
you are eligible to vote.

1 I am the voter identified above. I am 
eligible to vote and have not already voted 
in the referendum. 

SIGN HERE

X

Date of birth
Enter your date of birth to help 
confirm your identity.

2 My date of birth is:

Address update
If your address has changed, 
complete this section.

3

Home address on record:  

3038-B (18/04)

This information is collected under the authority of the Electoral Reform Referendum 2018 Act and the Freedom of Information and Protection of Privacy Act to administer the 2018 Referendum on Electoral Reform. Questions about its 
collection and use can be directed to the Elections BC Privacy Officer at 1-800-661-8683 or PO Box 9275 Stn Prov Govt Victoria, BC V8W 9J6.

b

NEW HOME ADDRESS (IF APPLICABLE) PHONE

1 9

Declaration for FIRSTNAME LASTNAME:

MONTH DAY YEAR

123 Main Street, Victoria

      ABM 000000
  LASTNAME, FIRSTNAME
  MAILING ADDRESS 

  CITY BC   V#V #V#

返信用封筒Ｃ（黄色）

3038-C (18/04)

RETURN ENVELOPE
2018 referendum on electoral re-

c

黒 い ペ ンま た は マ ー カ ー 
（ただし、送られてきた投票
パッケージには同封されて
いません。）

受け取った投票パッケージに同封されているべきものが１つでも入っていない
場合、Elections BCへご連絡ください。ご記入の際は、この説明書の中面に記載さ
れている手順に従ってください。

注意

投票パッケージ

 �  あなた宛ての投票パッケージにはあなたのお名前と住所が記載されて
います。

 � 他人あての投票パッケージを使用することはできません。

 �  あなたのお名前を証明用封筒Ｂに印刷されているものから変更された
場合、Elections BCへご連絡ください。

 � 投票は１回しかできません。

投票用紙

 �  用紙に記載されている設問の両方に、またはどちらか１つだけに回答
することができます。片方だけに回答しても有効票として数えられます。

翻訳

 �  記入の仕方の説明は14か国語に翻訳されて、elections.bc.ca/referendum 
 に掲載されています。

投票方式

 �  各投票方式の特徴についての詳細は、elections.bc.ca/referendum へ
アクセスするか、フリーダイヤル1-800-661-8683へお問い合わせくだ
さい。

小選挙区制（FPTP）
小選挙区制（FPTP）は現在ブリティッシュコロンビア州で用いられている投票方式です。小選挙区制では州全体をいくつも
の選挙区に分割し、１選挙区からMLA（州議会議員）１名を選出します。有権者は投票用紙に記載されている候補者の中か
ら１名選んで、印をつけます。各選挙区で最も得票数の多い候補者が当選し、当該選挙区選出の議員となります。小選挙区
制はカナダを始めアメリカ、イギリスなど多くの国で採用されています。

大選挙区比例代表制（DMP）
大選挙区比例代表制（DMP）の場合、大概の選挙区は隣接する選挙区と合併され、MLA２名を選出します。地方の広い選挙
区は引き続きMLA１名のみを選出します。２名選出する選挙区においては、投票用紙に政党ごとに候補者が１人または２
人記載されています。投票用紙に記載されている政党ごとの候補者が１人、２人にかかわらず、印をつけるのは１つだけ
です。１つ目の議席は得票数の最も多い候補者が獲得します。２つ目の議席は、各政党の議席占有率がその政党の州全体
における得票率にほぼ一致するように政党に割り振られます。政党が２つ目の議席を獲得するには少なくとも５%の得票
率が必要です。大選挙区比例代表制は近年カナダで開発されましたが、まだ導入されていません。

小選挙区比例代表併用制（MMP）
小選挙区比例代表併用制（MMP）では、議員は２つの方法で選出されます。選挙区選出のMLAは選挙区の代表者として小
選挙区制で選出されます。地域選出のMLAは地域と呼ばれるいくつかの選挙区の集まりの代表者として、各政党の議席占
有率がその政党の州全体における得票率にほぼ一致するように政党の名簿から選出されます。政党が地域MLAの議席を
獲得するには少なくとも５%の得票率が必要です。小選挙区比例代表併用制の場合、有権者が２票持ち、１票は選挙区の
候補者に、そしてもう１票は政党に投票する方式と、有権者が候補者に１票を投じ、それが候補者の政党の得票数として数
えられる方式のものとがあります。小選挙区比例代表併用制はドイツ、ニュージーランド、スコットランドなど多くの国で導
入されています。

地方・都市比例代表制（RUP）
地方・都市比例代表制（RUP）は、単記移譲式投票（STV）と小選挙区比例代表併用制（MMP）の２つの異なる比例代表投
票方式を組み合わせたものです。市･町の選挙区の有権者は単記移譲式投票方式を使って広い選挙区を代表する複数の
MLAを選出します。政党は１選挙区に複数の候補者を立てることができ、有権者は投票用紙に選びたい候補者に（1, 2, 3な
どのように）順に番号をつけます。番号は候補者何人にでもつけることができます。地方の選挙区では、有権者は小選挙区
比例代表併用制（MMP）の投票方式に従って地域MLA（上述を参照）を選出します。結果は通常比例割り当てです。単記移
譲式投票と小選挙区比例代表併用制は多くの国々でそれぞれ単独の方式として用いられています。単記移譲式投票はアイ
ルランドを始め、オーストラリア、マルタで導入されており、小選挙区比例代表併用制はドイツ、ニュージーランド、スコット
ランドで用いられています。
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下記は投票用紙に記載されている各投票方式についての簡単な説明です。投票方式についての詳細や住民投票をしたらどうな

るのかについては、elections.bc.ca/referendum へアクセスするか、フリーダイヤル1-800-661-8683へお問い合わせください。投票方式

ヘルプが必要ですか？　
その場合Elections BCへお問い合わせください。
elections.bc.ca | 1-800-661-8683

小選挙区制の特徴

 �  政党が獲得する議席数は当該政党の立
候補者が当選した選挙区の数と同数

 �  大政党が擁立する候補者が当選し、１つ
の政党が過半数の議席を獲得する傾向が
ある

 �  選挙区で最も得票数の高いMLA１名が
選出される

 �  選挙区の規模は比例代表制より小さい

比例代表制投票方式の特徴

 �  政党の議席占有率はその政党の州全体
における得票率とほぼ一致する

 �  大小の政党から候補者が当選し、複数政
党による連立政権となる傾向がある

 �  有権者は通常選挙区もしくは地域を代
表するMLAを１人以上選出する

 �  選挙区の規模は小選挙区より大きい

投票パッケージ
記入の手引き

投票パッケージに記入するには次が必要です。

投票用紙 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

 
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.

秘密投票用スリーブＡ（灰色）
a

Secrecy Sleeve

3038-A (18/04)

証明用封筒Ｂ（白）

CERTIFICATION ENVELOPE
Eligibilty
Sign the declaration to confirm 
you are eligible to vote.

1 I am the voter identified above. I am 
eligible to vote and have not already voted 
in the referendum. 

SIGN HERE

X

Date of birth
Enter your date of birth to help 
confirm your identity.

2 My date of birth is:

Address update
If your address has changed, 
complete this section.

3

Home address on record:  

3038-B (18/04)

This information is collected under the authority of the Electoral Reform Referendum 2018 Act and the Freedom of Information and Protection of Privacy Act to administer the 2018 Referendum on Electoral Reform. Questions about its 
collection and use can be directed to the Elections BC Privacy Officer at 1-800-661-8683 or PO Box 9275 Stn Prov Govt Victoria, BC V8W 9J6.

b

NEW HOME ADDRESS (IF APPLICABLE) PHONE

1 9

Declaration for FIRSTNAME LASTNAME:

MONTH DAY YEAR

123 Main Street, Victoria

      ABM 000000
  LASTNAME, FIRSTNAME
  MAILING ADDRESS 

  CITY BC   V#V #V#

返信用封筒Ｃ（黄色）

3038-C (18/04)

RETURN ENVELOPE
2018 referendum on electoral re-

c

黒 い ペ ンま た は マ ー カ ー 
（ただし、送られてきた投票
パッケージには同封されて
いません。）

受け取った投票パッケージに同封されているべきものが１つでも入っていない
場合、Elections BCへご連絡ください。ご記入の際は、この説明書の中面に記載さ
れている手順に従ってください。

注意

投票パッケージ

 �  あなた宛ての投票パッケージにはあなたのお名前と住所が記載されて
います。

 � 他人あての投票パッケージを使用することはできません。

 �  あなたのお名前を証明用封筒Ｂに印刷されているものから変更された
場合、Elections BCへご連絡ください。

 � 投票は１回しかできません。

投票用紙

 �  用紙に記載されている設問の両方に、またはどちらか１つだけに回答
することができます。片方だけに回答しても有効票として数えられます。

翻訳

 �  記入の仕方の説明は14か国語に翻訳されて、elections.bc.ca/referendum 
 に掲載されています。

投票方式

 �  各投票方式の特徴についての詳細は、elections.bc.ca/referendum へ
アクセスするか、フリーダイヤル1-800-661-8683へお問い合わせくだ
さい。

小選挙区制（FPTP）
小選挙区制（FPTP）は現在ブリティッシュコロンビア州で用いられている投票方式です。小選挙区制では州全体をいくつも
の選挙区に分割し、１選挙区からMLA（州議会議員）１名を選出します。有権者は投票用紙に記載されている候補者の中か
ら１名選んで、印をつけます。各選挙区で最も得票数の多い候補者が当選し、当該選挙区選出の議員となります。小選挙区
制はカナダを始めアメリカ、イギリスなど多くの国で採用されています。

大選挙区比例代表制（DMP）
大選挙区比例代表制（DMP）の場合、大概の選挙区は隣接する選挙区と合併され、MLA２名を選出します。地方の広い選挙
区は引き続きMLA１名のみを選出します。２名選出する選挙区においては、投票用紙に政党ごとに候補者が１人または２
人記載されています。投票用紙に記載されている政党ごとの候補者が１人、２人にかかわらず、印をつけるのは１つだけ
です。１つ目の議席は得票数の最も多い候補者が獲得します。２つ目の議席は、各政党の議席占有率がその政党の州全体
における得票率にほぼ一致するように政党に割り振られます。政党が２つ目の議席を獲得するには少なくとも５%の得票
率が必要です。大選挙区比例代表制は近年カナダで開発されましたが、まだ導入されていません。

小選挙区比例代表併用制（MMP）
小選挙区比例代表併用制（MMP）では、議員は２つの方法で選出されます。選挙区選出のMLAは選挙区の代表者として小
選挙区制で選出されます。地域選出のMLAは地域と呼ばれるいくつかの選挙区の集まりの代表者として、各政党の議席占
有率がその政党の州全体における得票率にほぼ一致するように政党の名簿から選出されます。政党が地域MLAの議席を
獲得するには少なくとも５%の得票率が必要です。小選挙区比例代表併用制の場合、有権者が２票持ち、１票は選挙区の
候補者に、そしてもう１票は政党に投票する方式と、有権者が候補者に１票を投じ、それが候補者の政党の得票数として数
えられる方式のものとがあります。小選挙区比例代表併用制はドイツ、ニュージーランド、スコットランドなど多くの国で導
入されています。

地方・都市比例代表制（RUP）
地方・都市比例代表制（RUP）は、単記移譲式投票（STV）と小選挙区比例代表併用制（MMP）の２つの異なる比例代表投
票方式を組み合わせたものです。市･町の選挙区の有権者は単記移譲式投票方式を使って広い選挙区を代表する複数の
MLAを選出します。政党は１選挙区に複数の候補者を立てることができ、有権者は投票用紙に選びたい候補者に（1, 2, 3な
どのように）順に番号をつけます。番号は候補者何人にでもつけることができます。地方の選挙区では、有権者は小選挙区
比例代表併用制（MMP）の投票方式に従って地域MLA（上述を参照）を選出します。結果は通常比例割り当てです。単記移
譲式投票と小選挙区比例代表併用制は多くの国々でそれぞれ単独の方式として用いられています。単記移譲式投票はアイ
ルランドを始め、オーストラリア、マルタで導入されており、小選挙区比例代表併用制はドイツ、ニュージーランド、スコット
ランドで用いられています。
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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
1st Choice

2
2nd Choice

3
3rd Choice

1Dual Member Proportional (DMP) 2 3

1Mixed Member Proportional (MMP) 2 3

1Rural-Urban Proportional (RUP) 2 3

 
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.

88

SAMPLE

投票用紙に記入する

1

記入する前に、必ずこの説明を全部読み、証明用封筒Ｂにあなたのお名前が記載されていることを確
認してください。もしあなたのお名前が記載されていない場合はElections BCへ連絡してください。

まず投票用紙に印をつけます。この時、黒いペンかマーカーを使用してください。鉛筆は使わないでく
ださい。ほかのことは何も書かないでください。書いた場合は無効となります。１つの設問にだけしか
回答しない場合でも、有効票として数えられます。

設問１について、選んだ回答の右側にある丸印を  のように黒く塗りつぶします。

2
設問２については、各方式をよいと思う順に丸印を  のように黒く塗りつぶします。

投票方式を１つもしくは２つだけ選ぶことも、または３つすべての方式を支持する順に選んで印をつ
けることもできます。各列または各行で黒く塗りつぶすのは１つだけです。 間違えたり、印のつけ方がわ
からない場合、Elections BCへフリーダイヤル1-800-661-8683までお問い合わせください。

3

 �  投票用紙を元のように畳み、秘密投票用スリーブＡに入れ
ます。

 �  記入した投票用紙を入れた秘密投票用スリーブＡを証明
用封筒Ｂに入れます。

 � 証明用封筒Ｂを封印します。

CERTIFICATION ENVELOPE
Eligibilty
Sign the declaration to confirm 
you are eligible to vote.

1 I am the voter identified above. I am 
eligible to vote and have not already voted 
in the referendum. 

SIGN HERE

X

Date of birth
Enter your date of birth to help 
confirm your identity.

2 My date of birth is:

Address update
If your address has changed, 
complete this section.

3

Home address on record:  

3038-B (18/04)

This information is collected under the authority of the Electoral Reform Referendum 2018 Act and the Freedom of Information and Protection of Privacy Act to administer the 2018 Referendum on Electoral Reform. Questions about its 
collection and use can be directed to the Elections BC Privacy Officer at 1-800-661-8683 or PO Box 9275 Stn Prov Govt Victoria, BC V8W 9J6.

b

NEW HOME ADDRESS (IF APPLICABLE) PHONE

1 9

Declaration for FIRSTNAME LASTNAME:

MONTH DAY YEAR

123 Main Street, Victoria

      ABM 000000
  LASTNAME, FIRSTNAME
  MAILING ADDRESS 

  CITY BC   V#V #V#

0 3 2 7 8 00 3 2 7 8 0

Firstname Lastname

投票パッケージ記入の手引き

CERTIFICATION ENVELOPE
Eligibilty
Sign the declaration to confirm 
you are eligible to vote.

1 I am the voter identified above. I am 
eligible to vote and have not already voted 
in the referendum. 

SIGN HERE

X

Date of birth
Enter your date of birth to help 
confirm your identity.

2 My date of birth is:

Address update
If your address has changed, 
complete this section.

3

Home address on record:  

3038-B (18/04)

This information is collected under the authority of the Electoral Reform Referendum 2018 Act and the Freedom of Information and Protection of Privacy Act to administer the 2018 Referendum on Electoral Reform. Questions about its 
collection and use can be directed to the Elections BC Privacy Officer at 1-800-661-8683 or PO Box 9275 Stn Prov Govt Victoria, BC V8W 9J6.

b

NEW HOME ADDRESS (IF APPLICABLE) PHONE

1 9

Declaration for FIRSTNAME LASTNAME:

MONTH DAY YEAR

123 Main Street, Victoria

      ABM 000000
  LASTNAME, FIRSTNAME
  MAILING ADDRESS 

  CITY BC   V#V #V#

Firstname Lastname

CERTIFICATION ENVELOPE
Eligibilty
Sign the declaration to confirm 
you are eligible to vote.

1 I am the voter identified above. I am 
eligible to vote and have not already voted 
in the referendum. 

SIGN HERE

X

Date of birth
Enter your date of birth to help 
confirm your identity.

2 My date of birth is:

Address update
If your address has changed, 
complete this section.

3

Home address on record:  

3038-B (18/04)

This information is collected under the authority of the Electoral Reform Referendum 2018 Act and the Freedom of Information and Protection of Privacy Act to administer the 2018 Referendum on Electoral Reform. Questions about its 
collection and use can be directed to the Elections BC Privacy Officer at 1-800-661-8683 or PO Box 9275 Stn Prov Govt Victoria, BC V8W 9J6.
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A non-partisan O�ce of the Legislature

CERTIFICATION ENVELOPE
Eligibilty
Sign the declaration to confirm 
you are eligible to vote.

1 I am the voter identified above. I am 
eligible to vote and have not already voted 
in the referendum. 

SIGN HERE

X

Date of birth
Enter your date of birth to help 
confirm your identity.

2 My date of birth is:

Address update
If your address has changed, 
complete this section.

3

Home address on record:  

3038-B (18/04)

This information is collected under the authority of the Electoral Reform Referendum 2018 Act and the Freedom of Information and Protection of Privacy Act to administer the 2018 Referendum on Electoral Reform. Questions about its 
collection and use can be directed to the Elections BC Privacy Officer at 1-800-661-8683 or PO Box 9275 Stn Prov Govt Victoria, BC V8W 9J6.
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Declaration for FIRSTNAME LASTNAME:

MONTH DAY YEAR

123 Main Street, Victoria

      ABM 000000
  LASTNAME, FIRSTNAME
  MAILING ADDRESS 

  CITY BC   V#V #V#

456 New Street, Victoria BC, V8V 9J6 205-123-4567

0 3 2 7 8 00 3 2 7 8 0

Firstname Lastname

1
1st Choice

2
2nd Choice

3
3rd Choice

1 (DMP) 2 3

1 (MMP) 2 3

1 (RUP) 2 3SAMPLE

1
1st Choice

2
2nd Choice

3
3rd Choice

1 (DMP) 2 3

1 (MMP) 2 3

1 (RUP) 2 3SAMPLE

要注意！ 各 列 で は 
１つの選択肢だけ選
ぶこと。　

要注意！　同じ投票
方式を２回以上選ば
ないこと。

記入した投票用紙をElections BCへ返送する

1

証明用封筒Ｂに記入します。この時黒いペンを使ってください。宣言文を読み、あなたが投票資格を持
っていることを確認するために署名欄に署名してください。

住民投票の投票資格は、カナダ国民であること、2018年11月30日現在18歳以上であること、そして2018
年11月30日直近の最低６ヵ月ブリティッシュコロンビア州に居住していることです。

2

あなたの身元を確認するためにあなたの生年月日を所定の欄に記入します。記入するのはあなたの生
年月日です。今日の日付ではありません。

必ずあなたの生年月日を記入して署名をしてください。さもないとあなたの票は有効票として数えられま
せん。

3 現住所を変更した場合、転居先の現住所と電話番号を所定欄に記入します。

4

 証明用封筒Ｂを黄色の返信用封筒Ｃに入れます。黄色の返信用封筒Ｃを封印してElections BCへ郵送
するか最寄りの窓口へお持ちください。

 �  カナダ国内で投函する場合、切手を貼る必要はありません。

 �  投票用紙の受付窓口の場所については elections.bc.ca/rso へアクセスするか、フリーダイヤ
ル1-800-661-8683へお問い合わせください。

投票用紙はElections BCへ2018年11月30日金曜日の午後4時30分までに必着するように送付してくだ
さい。投票用紙が期限内に到着するようになるべく早く郵送しましょう。

a
Secrecy Sleeve

3038-A (18/04)

CERTIFICATION ENVELOPE
Eligibilty
Sign the declaration to confirm 
you are eligible to vote.

1 I am the voter identified above. I am 
eligible to vote and have not already voted 
in the referendum. 

SIGN HERE

X

Date of birth
Enter your date of birth to help 
confirm your identity.

2 My date of birth is:

Address update
If your address has changed, 
complete this section.

3

Home address on record:  

3038-B (18/04)

This information is collected under the authority of the Electoral Reform Referendum 2018 Act and the Freedom of Information and Protection of Privacy Act to administer the 2018 Referendum on Electoral Reform. Questions about its 
collection and use can be directed to the Elections BC Privacy Officer at 1-800-661-8683 or PO Box 9275 Stn Prov Govt Victoria, BC V8W 9J6.
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FIRSTNAME LASTNAME
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1 9

Declaration for FIRSTNAME LASTNAME:

MONTH DAY YEAR

1112 Fort Street, Victoriaa
Secrecy Sleeve

3038-A (18/04)
If you can’t sign this envelope, you can ask someone to help you. This person must provide their signature and your birthdate on the front of 
the envelope. This person may only help one voter* and must print their full name below:

NAME OF PERSON PROVIDING ASSISTANCE

*This person may help more than one member of their own family.

CHECKLIST – Make sure your vote counts!

  Did you sign this envelope?

  Did you provide your date of birth?

   If you’ve moved, did you provide your new address?

投票パッケージの記入の仕方についてわからないことがありますか？　あれば、フリーダイヤル1-800-661-8683へお問い合わせください。 3038-F (18/07)
[Japanese]

http://elections.bc.ca/rso


下記は投票用紙に記載されている各投票方式についての簡単な説明です。投票方式についての詳細や住民投票をしたらどうな

るのかについては、elections.bc.ca/referendum へアクセスするか、フリーダイヤル1-800-661-8683へお問い合わせください。投票方式

ヘルプが必要ですか？　
その場合Elections BCへお問い合わせください。
elections.bc.ca | 1-800-661-8683

小選挙区制の特徴

 �  政党が獲得する議席数は当該政党の立
候補者が当選した選挙区の数と同数

 �  大政党が擁立する候補者が当選し、１つ
の政党が過半数の議席を獲得する傾向が
ある

 �  選挙区で最も得票数の高いMLA１名が
選出される

 �  選挙区の規模は比例代表制より小さい

比例代表制投票方式の特徴

 �  政党の議席占有率はその政党の州全体
における得票率とほぼ一致する

 �  大小の政党から候補者が当選し、複数政
党による連立政権となる傾向がある

 �  有権者は通常選挙区もしくは地域を代
表するMLAを１人以上選出する

 �  選挙区の規模は小選挙区より大きい

投票パッケージ
記入の手引き

投票パッケージに記入するには次が必要です。

投票用紙 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

 
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.

秘密投票用スリーブＡ（灰色）
a

Secrecy Sleeve

3038-A (18/04)

証明用封筒Ｂ（白）

CERTIFICATION ENVELOPE
Eligibilty
Sign the declaration to confirm 
you are eligible to vote.

1 I am the voter identified above. I am 
eligible to vote and have not already voted 
in the referendum. 

SIGN HERE

X

Date of birth
Enter your date of birth to help 
confirm your identity.

2 My date of birth is:

Address update
If your address has changed, 
complete this section.

3

Home address on record:  

3038-B (18/04)

This information is collected under the authority of the Electoral Reform Referendum 2018 Act and the Freedom of Information and Protection of Privacy Act to administer the 2018 Referendum on Electoral Reform. Questions about its 
collection and use can be directed to the Elections BC Privacy Officer at 1-800-661-8683 or PO Box 9275 Stn Prov Govt Victoria, BC V8W 9J6.
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Declaration for FIRSTNAME LASTNAME:

MONTH DAY YEAR

123 Main Street, Victoria

      ABM 000000
  LASTNAME, FIRSTNAME
  MAILING ADDRESS 

  CITY BC   V#V #V#

返信用封筒Ｃ（黄色）
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RETURN ENVELOPE
2018 referendum on electoral re-

c

黒 い ペ ンま た は マ ー カ ー 
（ただし、送られてきた投票
パッケージには同封されて
いません。）

受け取った投票パッケージに同封されているべきものが１つでも入っていない
場合、Elections BCへご連絡ください。ご記入の際は、この説明書の中面に記載さ
れている手順に従ってください。

注意

投票パッケージ

 �  あなた宛ての投票パッケージにはあなたのお名前と住所が記載されて
います。

 � 他人あての投票パッケージを使用することはできません。

 �  あなたのお名前を証明用封筒Ｂに印刷されているものから変更された
場合、Elections BCへご連絡ください。

 � 投票は１回しかできません。

投票用紙

 �  用紙に記載されている設問の両方に、またはどちらか１つだけに回答
することができます。片方だけに回答しても有効票として数えられます。

翻訳

 �  記入の仕方の説明は14か国語に翻訳されて、elections.bc.ca/referendum 
 に掲載されています。

投票方式

 �  各投票方式の特徴についての詳細は、elections.bc.ca/referendum へ
アクセスするか、フリーダイヤル1-800-661-8683へお問い合わせくだ
さい。

小選挙区制（FPTP）
小選挙区制（FPTP）は現在ブリティッシュコロンビア州で用いられている投票方式です。小選挙区制では州全体をいくつも
の選挙区に分割し、１選挙区からMLA（州議会議員）１名を選出します。有権者は投票用紙に記載されている候補者の中か
ら１名選んで、印をつけます。各選挙区で最も得票数の多い候補者が当選し、当該選挙区選出の議員となります。小選挙区
制はカナダを始めアメリカ、イギリスなど多くの国で採用されています。

大選挙区比例代表制（DMP）
大選挙区比例代表制（DMP）の場合、大概の選挙区は隣接する選挙区と合併され、MLA２名を選出します。地方の広い選挙
区は引き続きMLA１名のみを選出します。２名選出する選挙区においては、投票用紙に政党ごとに候補者が１人または２
人記載されています。投票用紙に記載されている政党ごとの候補者が１人、２人にかかわらず、印をつけるのは１つだけ
です。１つ目の議席は得票数の最も多い候補者が獲得します。２つ目の議席は、各政党の議席占有率がその政党の州全体
における得票率にほぼ一致するように政党に割り振られます。政党が２つ目の議席を獲得するには少なくとも５%の得票
率が必要です。大選挙区比例代表制は近年カナダで開発されましたが、まだ導入されていません。

小選挙区比例代表併用制（MMP）
小選挙区比例代表併用制（MMP）では、議員は２つの方法で選出されます。選挙区選出のMLAは選挙区の代表者として小
選挙区制で選出されます。地域選出のMLAは地域と呼ばれるいくつかの選挙区の集まりの代表者として、各政党の議席占
有率がその政党の州全体における得票率にほぼ一致するように政党の名簿から選出されます。政党が地域MLAの議席を
獲得するには少なくとも５%の得票率が必要です。小選挙区比例代表併用制の場合、有権者が２票持ち、１票は選挙区の
候補者に、そしてもう１票は政党に投票する方式と、有権者が候補者に１票を投じ、それが候補者の政党の得票数として数
えられる方式のものとがあります。小選挙区比例代表併用制はドイツ、ニュージーランド、スコットランドなど多くの国で導
入されています。

地方・都市比例代表制（RUP）
地方・都市比例代表制（RUP）は、単記移譲式投票（STV）と小選挙区比例代表併用制（MMP）の２つの異なる比例代表投
票方式を組み合わせたものです。市･町の選挙区の有権者は単記移譲式投票方式を使って広い選挙区を代表する複数の
MLAを選出します。政党は１選挙区に複数の候補者を立てることができ、有権者は投票用紙に選びたい候補者に（1, 2, 3な
どのように）順に番号をつけます。番号は候補者何人にでもつけることができます。地方の選挙区では、有権者は小選挙区
比例代表併用制（MMP）の投票方式に従って地域MLA（上述を参照）を選出します。結果は通常比例割り当てです。単記移
譲式投票と小選挙区比例代表併用制は多くの国々でそれぞれ単独の方式として用いられています。単記移譲式投票はアイ
ルランドを始め、オーストラリア、マルタで導入されており、小選挙区比例代表併用制はドイツ、ニュージーランド、スコット
ランドで用いられています。
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