A non-partisan Office of the Legislature

選挙人名簿へ
登録しよう

詳しくはElections BCへ
お問い合せください。
フリーダイヤル: 1-800-661-8683
TTY: 1-888-456-5448
郵送先住所:
PO Box 9275 Stn Prov Govt
Victoria BC V8W 9J6
Tel: 250-387-5305
Fax: 250-387-3578
フリーダイヤルFax: 1-866-466-0665
Email: electionsbc@elections.bc.ca
Website: www.elections.bc.ca
827b (12/12)
Register to vote [Japanese]

A non-partisan Office of the Legislature

選挙人名簿へ登録しよう
選挙人登録ができるのは？

選挙人登録はしたが、転居した場合は？

次のすべての条件を満たしていれば登録できます。

• 登録内容をオンラインで変更できます。
または

• カナダ国籍を有する

• E
 lections BCへ電話（フリーダイヤル）
をおかけくだ
さい。

• 年齢18歳以上
• 過
 去６ヵ月間ブリティッシュ・コロンビア州に居住し
ていること
• 投票資格を失っていないこと

登録しなければならない理由は？
選挙人登録は次の場合に必要です。
• 州選挙、住民投票、補欠選挙で投票する
• リコール、
イニシアチブの陳情書に署名する
• リ
 コール運動またはイニチアチブ運動の署名集め
をする

登録の方法は？
簡単です。次の４つのいずれかの方法で登録でき
ます。
• オンラインでwww.elections.bc.ca 。
• E
 lections BC へ電話で － フリーダイヤル1-800661-8683 。
• 最
 寄りのService BCセンター、またはビクトリアの
Elections BC事務所の窓口で。
• 登
 録申請 書をE l e c t i o n s B C へ 郵 便、Eメール、
ファクスのいずれかで送付する。申請書はwww.
elections.bc.caでダウンロードするか、Service BC
センターから入手できます。

ご存じですか？
• E
 lections BC、Elections Canada並びに地方自治体
は、協力して州選挙人名簿の作成と管理を行ってい
ます。
• 連
 邦議会選挙はElections Canadaが管理・運営し
ています。
• 地
 方自治体選挙は、市町村レベルで管理・運営され
ています。

お問い合わせは下記へ
• フ
 リーダイヤ ル で 1 . 8 0 0 . 6 6 1 . 8 6 8 3 / T T Y
1.888.456.5448へ
• Eメールでelectionsbc@elections.bc.caへ、
または
• www.elections.bc.caへ

選挙人名簿の登録内容は常に最新のもの
にしておきましょう。

[Japanese]
州選挙の選挙人
登録・登録内容変更申請書
本申請書にて収集した個人情報は、選挙法並びに情報公開およびプライバシー保護法で許可されているとおり、選挙人の
情報の登録もしくは変更に使われます。本情報を無断で使用した場合は選挙法第275節に違反し、最高$20,000の罰金刑ま
たは最高2年の禁固、
もしくは両方に処せられます。

本書を提出することにより、あなたは選挙人登録に
必要な以下の条件を満たしていることを認めるもの
とします。
過去６ヵ月間BC州に居住していること

•

年齢18歳以上。または、管轄の選挙区で現在選挙が

APPLICATION TO REGISTER OR UPDATE A
PROVINCIAL VOTER REGISTRATION

に達すること

A non-partisan Office of the Legislature

選挙権が停止されていないこと

この申請はご自分に関してのみ行うことができます。
ご自分以外の方の申請はできません。
警告： 虚偽の陳述は選挙法で違法行為にあたり
ます。

By submitting this form, you are confirming that you meet the following requirements:
• You are a Canadian citizen
• You have been a resident of B.C. for the past six months
• You are 18 years of age or older or, if an election is currently in progress in your electoral district,
you will be turning 18 years of age on or before General Voting Day
• You are not disqualified from voting
You may only apply for yourself - you may not apply for someone else
WARNING: It is an offence to make a false statement under the Election Act.

性別
BC州運転免許証番号
BC州身分証明カード

自宅現住所郵便はこの住所へ配達されますか？

はい
いいえ
アパート番号
建物番号
ストリート名

郵送先住所（郵便が自宅の住所へ配達されない場合）
選挙人記録を変更する場合

（上の欄すべてに必要事項を記入してください）

変更前の氏名（選挙人記録の氏名を変更する場合）
氏
名

旧自宅住所（選挙人記録に登録されている住所から転居した場合）

VOTER INFORMATION

(Fields marked  are mandatory)

LAST NAME 

FIRST NAME 

GENDER

BC DRIVER’S LICENCE

HOME ADDRESS 
APT NUMBER

Is your mail delivered to this address?

BUILDING NUMBER

STREET NAME

LAST 6 DIGITS OF PHN

LAST NAME

LAST 6 DIGITS OF SIN

TELEPHONE NUMBER

BUILDING NUMBER

パーソナルヘルス番号（PHN）の最後の６桁

CITY / TOWN

POSTAL CODE

CITY / TOWN

POSTAL CODE

ポスタルコード
市／町
ポスタルコード
市／町

ミドルネーム

MIDDLE NAME(S)

(If you have moved from the address on your voter record)
STREET NAME

Please submit your registration application to Elections BC:
Mailing Address: PO Box 9275 Stn Prov Govt, Victoria, BC V8W 9J6
Fax: 250-387-3578 / Toll-free Fax: 1-866-466-0665
Email: voterservices@elections.bc.ca
Website: www.elections.bc.ca

本登録申請書をElections BCへ提出してください。

CITY / TOWN

POSTAL CODE

ポスタルコード
市／町

If you have questions about registering to vote, please call Elections BC Voter Services
at 250-356-9325 or toll-free at 1-800-661-8683.
Access to the voters list is restricted under the Election Act
to protect the privacy rights of individuals. If you have questions about privacy,
email privacy@elections.bc.ca

選挙人登録に関するお問い合わせは、Elections BC Voter Services〔Elections BC

郵送先: PO Box 9275 Stn Prov Govt, Victoria, BC V8W 9J6

選挙人サービス係〕へ電話で250-387-5305またはフリーダイヤル1-800-661-8683

Fax: 250-387-3578 / Faxフリーダイヤル: 1-866-466-0665

までお寄せください。

Email: voterservices@elections.bc.ca

選挙人名簿の閲覧は、個人のプライバシー保護のために選挙法で
制限されています｡プライバシーの保護に関するお問い合わせは
Ｅメールでprivacy@elections.bc.caまでお寄せください。

Website: www.elections.bc.ca

生年月日
（年／月／日）
電話番号
ソーシャルインシュランス番号（SIN）の最後の６桁

 YES  NO

FIRST NAME

PREVIOUS HOME ADDRESS

事務処理欄

ミドルネーム

IF YOU ARE CHANGING YOUR VOTER RECORD
(Please complete all fields above)
PREVIOUS NAME
(If you are changing your name on your voter record)

アパート番号
建物番号

BCID

BIRTHDATE (YYYY/MM/DD) 

MAILING ADDRESS  (If your mail is not delivered to your home address)

APT NUMBER

ストリート名

MIDDLE NAME(S) 

SA

氏
名

活字体ではっきりと記入してください
OFFICE USE ONLY

PLEASE PRINT IN BLOCK LETTERS

選挙人個人情報

（印のついている欄には必ず記入してください）

(16/06)

Personal information collected on this form will be used to register voters or to update voter
information as authorized under the Election Act and the Freedom of Information and Protection of
Privacy Act. Any unauthorized use of this information is a violation of Section 275 of the Election
Act and is punishable by a fine of up to $20,000, or imprisonment for up to two years, or both.

進行している場合、一般選挙投票日当日までに18歳
•

200A

LE

カナダ国籍を有すること

•

MP

•

residence rules (election Act, section 32)

住所に関する規則

242 (08/08)
[Japanese]

（選挙法、第32節）
A non-partisan Office of the Legislature

各人の住所決定の規則
32. (1) 各人の住所を決定するために、本法律では下記の規則を適用する。
(a) 各人は生活の本拠であり、一時的に不在になっても帰宅する場所の住人である。
(b) 本法律において各人はある一時期に一ヵ所のみの住人である。
(c) 各人は、新しく住所を定めるまで住所を変えない。
(d) 一時的な目的のために住所を離れても、その者は常に当該住所の住人である。
(2) (1)(d)項を制限することなく、当該項の意味における一時的な目的とは、以下の事由によりブリティッシュ･
コロンビア州に不在であることを含む。
(a) ブリティッシュコロンビア州政府、
もしくはカナダ政府の職務に従事している者。
(b) (a)項に該当する者の配偶者。
(c) (a)または(b)項で述べた者と親子関係を持つ者で、そのために同伴する者。
(3) (1)条の例外として、教育機関に通学目的で通常の住所から別のところに新しく居所を設ける場合、本法律で
は、通常の住所または新しい居所のどちらかを住所として選ぶことができる。
(4) (1)条の例外として、刑務所に入所している者については、拘留中の刑務所所在地は住所ではない。その代わ
りに本法律においては、その者は住所として次のいずれかを選択できる。
(a) 入所前に居住していた場所。
(b) (2)(b)項に記載のとおり、その者の配偶者、親、
もしくは扶養者が(1)条の意味合いにおいて居住している
場所。
(5) 仮住所は、それ以外住所と見なす場所がないときに限り、住所と見なされる。
(6) 本 法律では、居所を持たない者は、保護施設、簡易宿泊所、もしくは食事、一時的な宿泊などソーシャル
サービスを提供する類似施設を住所として、選挙人名簿に登録することができる。

郵便による投票
郵便で投票する場合、有権者がす
でに選挙人登録を行っていれば、
身分証明書の提出は必要ありませ
ん。有権者が選挙人登録と投票を郵便で同時に行う
場合は、身分証明書として認められた書類の写しを必
ず投票パッケージに添えて提出してください。
有権者が身分証明書として認められた書類がない場

投票には
身分証明書が
必要です

合は、保証人が必要です。保証人の正式な宣言には、
選挙管理委員、弁護士、
もしくは宣誓供述書の作成権
限を持つ宣誓管理官が立会う必要があります。
保証人は、身分証明書として認められた書類の写しを
必ず投票パッケージに添えて提出してください。
（「本
人であることを保証してもらう」の項を参照のこと）

身分証明書（ID）
を
用意して
おきましょう

お問い合わせは
Elections BCへ
フリーダイヤル: 1-800-661-8683
(北米内のみ)
TTY: 1-888-456-5448
郵送先住所:
PO Box 9275 Stn Prov Govt
Victoria BC V8W 9J6
Tel: 250-387-5305
Fax: 250-387-3578
フリーダイヤル Fax: 1-866-466-0665
Email: electionsbc@elections.bc.ca
Website: www.elections.bc.ca

3009 (16/11)
[Japanese]

州選挙の選挙人として

本人であることを保証してもらう
有権者が必要とされる身分証明
書を持っていない場合、保証人

必要な身分証明書（ID）

に本人であることを保証してもら
うと選挙人名簿に登録でき、投
票することができます。

M
M

保証人は必要な身分証明用書類を提出できることが義務

選挙で投票するとき、
または選挙時の選挙人
登録をするときに、選挙人の身分証明と現住
所の確認が必要です。

選挙管理委員長が身分証明書として認定している書類は、

付けられており、次のいずれかに該当する人がなることが

下記のとおりです。

できます。

政府発行の身分証明書類

• 同じ選挙区内で選挙人として登録されている者

（例

選挙人の資格

BCケアカード、出生証明書、
ソーシャルインシュラン

ス
（SIN）
カード、パスポート、市民権書類 ／ 証明書など）

• 一般選挙投票日当日に18歳以上であること。
• 過去６ヵ月間BC州に居住していること。

（例

関する法的権限を付与されている者

固定資産税評価書、所得税評価通知、政府発行小

切手）

選挙人の身分証明

（例

場合、選挙人の身分の証明と住所の確認が必要です。

入学許可書、通知表、成績証明書、入寮許可書、授

BCサービスカード、
またはBC州身分証

BCID#0123456789
DOE, JOHN JAMES
Issued: 2001-SEPT-17
Expires: 2006-SEPT-17
5218 MAIN RD
VICTORIA, BC V9O 2T8

1984-APR-20

• 先住民ステータス証明書

族であれば複数の有権者の保証人になることができます。

• バンクカード ／ クレジットカードまたは明細書

身の回りの介護に関する権限を付与されている人は、権

• 住宅賃貸契約 ／
住宅ローン明細書
John Doe
5218 Main Road
Victoria, BC V9O 2T8

• 保険明細書

明カード
（BCID）
または

そのほかの書類

IDENTIFICATION CARD British Columbia, Canada

書類を１通。例えばBC州運転免許証、 84

保証人が有権者の親族ではない場合、
または身の回りの
人に対してだけ保証人となることができます。親族は、家

選挙人は必ず次のいずれかを提示してください。
ている州政府もしくは連邦政府発行の

です。

介護に関する権限を付与されていない場合は、有権者１

業料・諸費用明細書、学生証）
• 選 挙人の氏名、写真、住所が記載され

有権者並びに保証人両者ともそれぞれが、当該有権者
の身分証明と住所に関して正式な宣言を行うことが必要

学校／カレッジ／大学発行の書類

投票用紙を受け取る、
または投票時に選挙人登録をする

兄弟姉妹のいずれか
• 保証が必要な有権者について、身の回りの介護の決定に

そのほかの政府発行の書類

• カナダ国籍を有すること。

• 選挙人の家族 ― 配偶者、親、祖父母、成人した子供、孫、

Indian and Northern Affaires indienne
Affairs Canada
et du Nord Canada

123456

CERTIFICATE OF INDIAN STATUS • CERTIFICAT DE STATUT D’INDIEN

DOE
JANE
123456

または
• 選挙人の氏名が記載されている書類を２通。
このうち
１通には必ず選挙人の住所が記載されていること。

• 公共交通定期券
• 光熱費請求書
• 会員カード
• 病院発行の本人証明用

限書に記載の有権者全員の保証人となることができます。
保証をしてもらった有権者は、当該選挙で他の有権者の保
証人にはなれません。

Membership Card
John Doe

0000 0000 0000 0000

ブレスレット ／ 書類
• 住所確認書〔Confirmation of Residence〕(3007)
• BC州の投票所入場券〔Where-to-Voteカード〕
（選挙人の
氏名が記載されているもの）
• 個人小切手
• 法定宣誓書

A non-partisan Office of the Legislature

Marking the Ballot

350 (09/01)
[Japanese]

投票用紙に記入する
A non-partisan Office of the Legislature

1.

候補者を１人選びます。

2.

候補者名の横にある白い丸の中に X または をつけます。

LE

Voter Number:

98765

COUNTERFOIL

CANDIDATE A

MP

Registered Political Party

CANDIDATE B

SA

CANDIDATE C

Independent

CANDIDATE D

Registered Political Party

3.

投票用紙を元のように
折りたたみます。

4.

折りたたんだ投票用紙を選挙管理委員へ渡します。

身分証明書の通用期間
期限切れの身分証明書でも、表示内容に変更がない限り受
理されます。

現住所
選挙人が実際に居住する場所のことを指します。私書箱は
住所とはみなされません。

代替不在者投票

郵便による投票に必要な
身分証明書について
郵便による投票の登録に
必要な身分証明書（ID）
郵便による投票に伴う登録手続きには
身分証明書が必要です。
選挙人登録内容の更新の必要がある

詳しくはElections BCへお問い合わせください。
フリーダイヤル: 1-800-661-8683 (北米内のみ)
TTY: 1-888-456-5448
郵送先
PO Box 9275 Stn Prov Govt
Victoria BC V8W 9J6

か、または選挙人登録をまだ行ってい
ない場合、このパンフレットが同封さ
れています。
その場合、身分証明書として認められ
た書類の写しを登録申請書に添えて必
ず提出してください。写しは秘密を守る
ために確認後廃棄いたします。

電話: 250-387-5305
Fax: 250-387-3578
Faxフリーダイヤル: 1-866-466-0665
Email: electionsbc@elections.bc.ca
Website: www.elections.bc.ca

A non-partisan Office of the Legislature

367a (16/10)
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郵便による投票の登録に必要な身分証明書（ID）
次のいずれか１通の表と裏の写しを提出してください。
BC州運転免許証
BCサービスカード（写真付き）

先住民ステータス証明書

BC州身分証明カード（BCID）

または

または

次のいずれか２通の写しを提出してください。両方に
必ず氏名が記載されていること。
このうち少なくとも
1通には現住所が記載されていること。

「選挙人登録申請時に保証人になる」用紙に記入し
てください。

政府発行の身分証明書例
• BCケアカード

学校／カレッジ／大学発行
の書類例

• 出生証明書

• 入学許可書

• ソーシャル インシュランス
（SIN）番号カード

• 通知表

• パスポート

• 成績証明書

• 市民権書類 ／ 証明書

• 授業料・諸費用明細書

• 老齢保障年金IDカード

• 学生証

• カナダ軍写真つきIDカード

• 入寮許可書

• 銃器所持専用許可証

そのほかの書類例

• 銃器所持・取得許可証

• 州選挙の投票所入場券
（Where to Vote）

• 復員軍人カナダヘルスケア
カード
• カナダ懲治サービス局犯罪
者IDカード
• BCサービスカード（写真なし）

• バンクカード ／ クレジットカ
ード、預金明細書・カード請
求書
• 個人小切手
• 住宅賃貸契約

有権者が必要な身分証明書がない場合、必要なIDを所持する同じ選
挙区に住む選挙人、親族の一員、
または個人の身の回りの介護の決定
に関する法的権限を付与されている人が保証人になれます。
保証人には次のいずれかに該当する人がなることができます。
• 同じ選挙区内で選挙人として登録されており、必要な身分証明用書
類を提出できる者
• 配偶者、親、祖父母、成人した子供、成人した孫、成人した兄弟姉妹
のいずれか
• 保証が必要な有権者について、身の回りの介護の決定に関する法
的権限を付与されている者
有権者並びに保証人両者ともそれぞれが、当該有権者の身分証明と
現住所に関して正式な宣言を行うことが必要です。
保証人が有権者の親族ではない場合、
または身の回りの介護に関す
る権限を付与されていない場合は、有権者１人に対してだけ保証人
となることができます。親族は、家族であれば複数の有権者の保証人
になることができます。身の回りの介護に関する権限を付与されてい

そのほかの政府発行の身分
証明書例

• 光熱費請求書

• 固定資産税評価書

• 保険明細書

• 所得税評価通知

• 公共交通定期券

• 政府発行小切手

• 会員カード

宣言書については「選挙人登録申請時に保証人になる」
（366V）をご

• 政府発行小切手控え

• 病院発行の本人証明用ブレ
スレット ／ 書類

覧ください。

• 政府雇用保険給付金明細書
• カナダ児童手当給付明細書
• カナダ年金給付金明細書
• 老齢保障年金明細書

• 住宅ローン明細書

• 住所確認書〔Confirmation of
Residence〕(3007)
• 法定宣誓書

る人は、権限書に記載の有権者全員の保証人となることができます。
保証をしてもらった有権者は、当該選挙で他の有権者の保証人には
なれません。

ご注意 － 保証欄に署名するためには宣誓が必要で、
この宣誓は宣誓
管理の資格を持つ者（例、BC州法下で宣誓供述書の作成権限を持つ
管理官、サービスBCセンター、弁護士、裁判官など）の立ち合いが必要
です。

