カリフォルニア自動車有権者プログラムは、自動車両局（DMV）で、より便利で安全的
に投票するために登録できることを確保します。2018 年４月に始まり、運転免許証、
ID カード（ID）、または住所変更処理を完了に向けている適格な申し込み者は有権者
登録を脱退することを選ばない限り、カリフォルニア国務州務長官（SOS）により、投
票するために、自動的に登録されます。
関連記事
1993 年以来、全国有権者登録法〈よく自動車有権者法律として知られている〉は、カ
リフォルニア自動車両局（DMV）で、運転免許証または ID カードの処理の間に、数百万
人の人々が有権者登録、または有権者情報を更新することを手助けます。
カリフォルニア自動車有権者プログラムは、１８歳に達して、下記の基準に満たすカリ
フォルニア人に適用されます：
•

米国市民およびカリフォルニアの居住者。

•

現在、州または連邦の刑務所で拘置された人ではなく、または仮釈放された重罪
の有罪判決を受けた者ではありません。（監禁された人々の権利の詳細につい
て、詳しい情報はこちらをクリックして下さい）

•

現在、裁判所により、心理的な故障のために、投票することができないと決定さ
れていません。（詳しい情報はこちらをクリックして下さい）

16 才または 17 才に達するカリフォルニア人は有権者予備登録することができます。18
歳に達すると投票するために、自動的に登録されます。DMV 現場事務所を訪問する前に、
予約をお勧めします。DMV オンラインサービスを利用して免許または ID カードを更新、
住所を変更することができます。
もしあなたが投票するのに適格であると示せれば、DMV 処理をオンラインで完成される
と、あなたの有権者情報はメールで送付するか、オフィスに直接提出することにより、
安全かつ電子的にカリフォルニア国務長官に転送されます。あなたが有権者としての適
格性が決定されたら、投票するために登録されます。
AB 60 運転免許証を持つ個人は、カリフォルニア自動車有権者プログラムに参加するの
に適格ではありません。すると、投票するのに適格ではありません。
もしあなたが投票するのに適格で、オンラインで投票するために登録したいならば、今、
下記のボタンをクリックしてください。

自動車有権者 FAQ
•

自動車有権者というのは何ですか？
連邦法律により、カリフォルニア自動車両局（DMV）はお客様が免許(DL)または
ID カード(ID)または住所変更処理の間に、有権者登録サービスを必ず提供する
よう、義務付けられています。

州法とカリフォルニア自動車有権者プログラムにより、有権者として適格な DMV
のお客様は DL/ID または住所変更処理の間に、有権者登録を脱退することを選ば
ない限り、自動的に登録されます。
•

投票や登録することに適格かどうかをどうすれば確認することができますか？
投票に適格するため、個人は必ず：

•

o

米国市民です。

o

カリフォルニアの居住住所を所持しています。

o

年齢が 18 歳以上（または、16 歳また 17 歳の時、予備登録を行われ、け
れども選挙日に必ず 18 歳以上に達します）

o

現在、州または連邦の刑務所で拘置された人ではなく、または仮釈放され
た重罪の有罪判決を受けた者ではありません。

o

現在、裁判所により、心理的な故障のために、投票することができないと
決定されたことがありません。

米国市民権があるかどうかをどうすれば確認できますか？
あなたは一定の要件を満たせば、生まれた時に、または生まれた後、米国市民に
なる可能性があります。生まれた後時に米国市民になるには、あなたは必ず：
o

米国または一定の領土、または遠隔の領土で生まれ、米国の司法権に従い
ます；または

o

あなたが生まれた時、片親または両親が米国市民であり（海外で生まれ
た場合）、また他の要件を満たしています。

生まれた後に米国市民になるのは、あなたは必ず：
o

両親により、「派生」または「取得」市民権を申請してください。

o

米移民局（United States Customs and Immigration Services）を通じて
帰化をに申請してください

詳しい情報は https://www.uscis.gov/us-citizenship を訪問してください。上
記の要件が満たされないならば、あなたは市民ではありません。投票するために
登録するのに適格ではありません。
•

市民ではない人は登録できますか？
いいえ

•

運転免許証を申請または更新する時、投票するために、自動的に登録されます
か？
はい 運転免許証、ID カード、または住所変更処理を完了に向けている適格な
全部の申し込み者は有権者登録を脱退することを選ばない限り、国務長官により、
投票するために、自動的に登録されます。

•

DMV で他の事務処理を完成する時に、投票するために、自動的に登録されます
か？
いいえ カリフォルニア自動車有権者プログラムは、運転免許証、ID カード
（ID）、または住所変更処理に適用されます。いずれかの変更処理が完了しなく
ても、あなたは RegisterToVote.ca.gov.で、投票するためにオンライン登録で
きます。

•

私は 18 歳未満で、仮免許を申し込む時、投票するために登録されますか？
仮免許を申し込んでいる 16 歳または 17 歳の個人はそれ以外の有権者としての適
格要件に満たされ、有権者登録を脱退することを選ばない限り、自動的に予備登
録されます。あなたが予備登録するならば、１８歳の誕生日に、投票するために、
自動的に登録されます。

•

私は 18 歳未満ですが、次の州選挙において投票するのに適格であリます。私は
投票するために、自動的に登録されますか？
はい 運転免許証、ID カードの変更処理完了に向けている 16 歳または 17 歳の
個人はそれ以外の有権者としての適格要件に満たされ、有権者登録を脱退するこ
とを選ばない限り、自動的に予備登録されます。一度予備登録すれば、あなたは
18 歳の誕生日に、投票するために、自動的に登録されます。

•

自動的に登録された後で、政党を選ぶことができますか？
はい 自動登録の一部として、あなたは政党の選択ができます。あなたは他の有
権者のお好みに合わせて選べます。例えば、あなたはメールによって投票したい
か、または、どの言語で書かれた選挙素材を受け取りたいとかです。

•

もし私は移住すれば、投票するためにまだ登録されていますか？
はい。でも、あなたがは元の住所を使って登録されています。もし新しい住所で
投票したいならば、住所を変更しなければなリません。もしあなたが DMV におい
て住所を変更すれば、あなたの有権者記録は新しい住所によって更新されます。
他一方で、あなたもは RegisterToVote.ca.gov で登録情報を更新することができ
ます。または、あなたの郡選挙事務所、図書館、または米国郵便局で入手可能な
有権者登録申込み書を利用することができます。

•

私は投票するために登録されたあと、登録確認をもらえますか？
DMV が変更処理完了した後、あなたは 4 週間以内で郡選挙事務所または国務長官
から有権者通知カードを受理します。既定な時間で有権者通知カードを受理しな
かった場合、現地の郡選挙事務所ご連絡ください。または
VoterStatus.sos.ca.gov を訪問してください。

•

私はどうすれば、投票するために登録完了であるかどうかを確認できますか？
VoterStatus.sos.ca.gov を訪問して、有権者登録状態を認証してください。ま
たは、現地の郡選挙事務所にご連絡ください。

http://www.sos.ca.gov/elections/voting-resources/county-electionsoffices/ を訪問して、最寄の郡選挙事務所を見つけてください。
•

投票するために登録されるのを希望しない場合はどうしますか？
もしあなたは有権者としての適格性要件に満たされれば、でも投票するために登
録されるのを希望しない場合、自動的に有権者登録することを脱退するのを選択
してください。

•

投票するために登録されば、陪審義務をより多く要求されますか？
必ずしも要求されません。しかし、DMV は陪審委員へ現在運転免許証と ID カー
ドを持っている 18 歳以上の人を含める現行リストを提供します。陪審サービス
のために選ばれたすべての人は、ランダムで選ばれます。ソースは、顧客郵送リ
スト、電話帳、またはユーティリティの会社リストを含むかもしれません。

•

どうすれば脱退できますか？
DMV において運転免許証、ID カード、または住所変更処理が完了した後、あなた
は有権者としての適格要件に合うかどうかを聞かれます。もしあなたが適格であ
ることを示すならば、有権者登録を脱退するための選択を与えられます。

•

もし私が有権者登録を脱退すれば、DMV は私の情報を国務長官に提供しますか？
州法では、すべての適格な申し込み者についての情報を国務長官へ提供するのを
DMV に要求されます。国務長官は、登録を脱退するのを選択した適格な有権者へ
心覚えとして、絵葉書を送ります。あなたが投票するために登録すると決めない
か、または別の資格を与えている DMV 変更処理がない限り、国務長官はそれ以上
あなたに連絡しません。

•

もし私が有権者登録に適格しないことを示せれば、DMV は私の情報を国務長官へ
提供しますか？
いいえ もしあなたが有権者登録に適格しないことを示せれば、DMV はあなたの
情報を国務長官へ提供しません。

•

もし私が偶然に投票するために登録し, 私がそれを望まなかったならば、それ
をキャンセルできますか？
はい あなたはこの取消請求書
[http://elections.cdn.sos.ca.gov/pdfs/cancellation-request-form.pdf] を
完成して、それを郡選挙事務所へ提出して下さい。登録がキャンセルされます。
他の質問があれば、郡選挙事務所ご連絡ください。

•

DMV システムは、どのように、米国市民だけが投票するために登録されることが
できるのを保証しますか？
投票するのに適格であるには、あなたは必ず米国市民およびカリフォルニアの居
住者でなければなリません。年齢は 18 歳に達して、州または連邦の刑務所で拘

置された人ではなく、または仮釈放された重罪の有罪判決を受けた者ではいけま
せんし、裁判所により、心理的な故障のために、投票することができないと決定
されたことがない人であリます。
州法は、DMV が AB 60 申し込み者（非登録外国人の運転免許証申し込み者）の情
報を国務長官に提出するのを禁止します。他の申し込み者にとって、州法では、
偽証の刑罰の下で、市民権を含めるすべての有権者としての適格要件を満たすと
宣言するのを個々の人に要求します。
•

重罪人は、投票するために登録できますか？
州または連邦の刑務所で拘置された人、または仮釈放された重罪の有罪判決を受
けた者は有権者登録に適格しません。詳しくい情報 はこちらをクリックしてく
ださい。

•

DMV と国務長官は、私の有権者登録情報をどうしますか？
州法では、有権者登録を行う、もしくは登録を脱退するのを選択した適格な有権
者へ心覚えとして葉書を郵送するために、DMV が全部の適格な運転免許証と ID
カード情報を国務長官へ提供するのを要求しています。もしあなたの有権者登録
情報が不完全ならば、国務長官はメールによってフォローアップを行ないます。
一度あなたの有権者登録が処理されて、受け入れられたら、あなたの情報はあな
たの郡選挙役員と共有されます。あなたは、現地、郡、州全体にわたるおよび連
邦の選挙において投票するのに適格です。

•

最寄の DMV 現場事務所はどこですか？

Www.DMV.ca.gov で最寄の現場事務所を検索してください。ホームページの正面に現場
事務所ファインダーオプションがあります。

自動車有権者公務発表
カリフォルニア自動車有権者プログラムは、DMV において投票登録をより便利にします。
現在、運転免許証、ID カード（ID）、または住所変更処理を完了に向けている適格な
申し込み者全員は有権者登録を脱退することを選ばない限り、カリフォルニア国務長官
（SOS）により、投票するために、自動的に登録されます。
適格な 16 歳または 17 歳のカリフォルニア人は有権者予備登録ができます。
詳しい情報は MotorVoter.sos.ca.gov を訪問してください。
1 ページのフライヤー：
もしあなたが適格であれば、DMV で下記の処理を行われていると、あなたは投票するた
めに、自動的に登録されます。
•

運転免許証、ID カードを申し込む時

•

運転免許証、ID カードを更新する時

•

住所を変更する時

有権者登録を脱退することを選ばない限り、これは適格な 16 歳および 17 歳の事前登録
に適用されます。カリフォルニア自動車有権者プログラムそして有権者適格要件につい
て詳しい情報は：

