このはがき用紙とガイドをもとに
自分の居住する州で
投票登録を行なってください

米国市民権所有者用

一般的指示事項
この用紙を使うひと

申込書の提出のしかた

米国市民権所有者でかつ合衆国内に住居を持つ者は、この小冊子に

申込書は、州指示書中のお住まいの州の欄に送り先住所が記載され

ある申込書を使用して次のことを行なうことが出来ます。

ていますので、そちらに郵送します。あるいは自身で最寄の投票者登

•

居住する州で投票登録を行う、

録事務所まで持参してください。全国用紙を受け入れるよう要求され

•

投票登録事務所で姓名の変更報告を行う、

ている州なら、コンピュータからダウンロードして、普通の紙に印字し

•

投票登録事務所で住所の変更報告を行う、あるいは

た申込書も受け付けますので、これに申込者自身が署名し、正しい額

•

政党に登録をする。

の切手を貼った封筒で郵送します。
郵送登録してから初めて投票する場合

例外

あなたが自分の選挙区で初めて投票登録をし、本登録申込書を郵送

あなたが米国外およびその領土外に居住し、またこの国に
（法的）

する場合は、初めての投票時には、身元証明を示すことを連邦法規

住所を持たず、あるいは国を離れて軍務に服している場合は、本申込

は要求しています。身元証明として認められているものは下記のとお

書は使用しないで下さい。軍事基地、米国大使館、あるいは領事館で
入手出来る連邦はがき申込書を使用します。

りです:
•

最近のかつ有効な写真入身元証明

ニューハンプシャー州の市町村の担当職員は本申込書を、同州の不

•

あなたの名前と住所を示している最近の電気水道料請求書、

在者投票郵送登録用紙の要請書としてのみ、受けつけます。

銀行取引明細書、政府発行小切手、給与支払い小切手あるい

ノースダコタ州は投票者登録は行ないません。

は政府文書。

ワイオミング州は郵送登録は認めていません。

この身元証明の写しを、自身の郵送投票登録用紙とともに提出した

あなたがお住まいの州で投票登録資格があるか確認するには

投票者は、上記の提示要求を免除される場合もあります。写しを提出
する方は下記の事項を忘れないで下さい:

各州は州法によって登録、投票の有資格者を定めています。居住す

•

る州の州指示書を読み、関係情報を確認してください。全ての州は、

あなたが連邦の身元証明条件を満たしていても、あなたの州で
は、投票所でさらに別の身元証明を要求する場合があります。

連邦あるいは州選挙の登録投票資格者を、出生または帰化による市
•

民であると規定しています。連邦、州、あるいは地方選挙に投票登録

本申込書に文書のオリジナルを添付提出しないこと。必ず写し
を提出してください。

する目的をもって米国市民権を偽ることは、連邦法違反となります。
同時に複数の場所で投票登録を行なうことは出来ません。
本申込書の記入のしかた
本申込書と州の指示の両方に従って、記入してください。
•

本申込書を州の機関や公共事務所から受け取った場合

まず申込指示書を読みます。この指示書には、本申込書を使

本申込書を州の機関や公共事務所から受け取った場合、これを

用するすべてのひとに適用する、重要な情報が述べられてい

使うか否かはあなた次第です。あなたが本申込書を使用して投

ます。
•

票登録する場合は、これに必要事項を記入のうえ、州の機関や公

つぎに、各州の指示のなかから、お住まいの州を見つけてくだ

共事務所に渡すことが出来ます。本申込書はあなたに代わって

さい。これらの指示書を使ってボックス6、7、8を記入します。ま

提出されます。または、あなたの州の指示に記載されている住所

た投票者資格やボックス9 で必要な誓約についても、これらの

に郵送しても構いません。また最寄の投票登録事務所まで、自身

指示を参照してください。
•

で持参、提出することも出来ます。

回答は英語でご記入ください。

注記：あなたが本申込書を受け取った州の機関、あるいは公共事
務所の名前と場所は機密扱いとなります。あなたの申込書にそれ

投票登録の時期

が表れるようなことはありません。また投票登録に本申込書を使

投票登録の締切日は、各州によって異なります。この小冊子の最後の

わないことに決めた場合も、あなたのその決定は機密扱いとなり

ページを見てお住まいの州の締切日を確かめてください。

ます。それによって機関や事務所からあなたが受けるサービスに
は、 影響はありません。

1

申込書の指示事項
本用紙に記入するまえに、上部にあなたが米国市民か、また選挙日またはそれ以前に18 才になっているかどうかの質問がありますので、これに答え
てください。このふたつの質問のいずれかがいいえであった場合は、本用紙を使用してはなりません。しかしながら州の特定の指示によって、18 才以
前の登録資格についての情報を記載している場合もあります。

ボックス 1－姓名

ボックス 7－政党の選択

このボックスには姓、名、ミドルネームの順に記入してください。ニック

あなたが政党の予備選挙、党員集会、大会に参加したい場合は、州

ネームやイニシャルは使用出来ません。

により、その政党に登録することを要求しています。あなたの州では

注記：本申込書で姓名変更する場合は、ボックスA
（用紙の下半分に

それが要求されているかどうか、州指示 7 項をご覧下さい。

あります）
に変更前の姓名を記入してください。
政党に登録したいときは、このボックスに自分が選んだ政党の完全な

ボックス 2－住所

名称を活字体で記入してください。

このボックスに住所
（法的住所）
を記入してください。自分の住所と郵
送先が異なる場合は、郵送先をここに記入してはなりません。私書箱

どの政党にも登録したくない時は“no party”
と書くか、空欄のままにし

は使用しないこと。ボックス番号のない農村地ルートも使用しないで

ておいてください。
“No party”のつもりで“independent”
と記入しない

ください。ルート番号使用に関しては、あなたの州独自の指示があり

でください。さもないとあなたの州の、ある政党名と混同される恐れが

ますので、そちらを参考としてください。

あります。

注記：もし政党登録をしなくても、一般選挙と無党派
（政党なし）
予備

注記：以前に登録はしているが、ボックス2の住所で登録するのは初

選挙で投票出来ます。

めての方は、ボックスB（用紙の下半分にあります）
のなかに、以前登
録した時の住所を記入してください。覚えている限りの住所を書いて

ボックス8 －人種又は民族集団

ください。

かなりの州があなたの人種や民族集団について尋ねますが、これは
連邦投票権法施行のためです。あなたの州がそれを質問するか確認

さらに注意：農村地帯に住んでいて通り番地がない、あるいは住所を

するには、お住まいの州の指示の 8 項をご覧下さい。もし州の質問が

持っていない場合はボックスC
（用紙の一番下にある）
にある地図を

ある場合は、ボックス8 につぎのリストから選んだものを記入してくだ

使って、どこに住んでいるか示してください。

さい:

ボックス 3－郵送先

•

アメリカインディアンまたはアラスカネイティブ

あなたが郵便物を受け取る場所がボックス2の住所と異なる場合は、

•

アジアまたは太平洋島民

このボックスに自分の郵送先を記入してください。ボックス2 に住所の

•

ヒスパニック系でない黒人

記入がない場合は、あなたが郵便物を受け取る場所をボックス3 に記

•

ヒスパニック

•

複合人種背景

ボックス 4－生年月日

•

ヒスパニック系でない白人

このボックスにはあなたの生年月日を、月、日、年の順序で記入してく

•

その他

入しなければなりません。

ださい。今日の日付を記入したりしないで下さい!

ボックス 9 ―署名    

ボックス 5－電話番号

9 項で自州の決まりを見てください。署名あるいは印しをつける前に次

ほとんどの州は、申込みについて質問がある場合に備え、あなたの電

のことがらを確認します。

話番号を尋ねますが必ずしも記入しなければならないわけではあり
(1）
あなたはお住まいの州の要求事項に合っているか、

ません。

(2）
ボックス9の全てを理解したか。

ボックス 6－ ID 番号
連邦法では、各登録者の身元証明番号を集めるよう州に求めてい

最後に署名あるいは印しをつけ、今日の日付を月、日、年の順に活字

ます。お住まいの州ではどのような番号を受け入れているのか、項

体で記入します。申込者が署名出来ないときは、申込者に代わる人

目 6をお調べください。あなたが運転免許もソーシャルセキュリティー

がボックスD に自分の名前、住所、電話番号
（任意）
を記入します。

番号も持っていない場合は、その旨を本用紙に記入してください。そ
うしますと州から番号があなたに割り当てられます。

2

Voter Registration Application/ 投票者登録申込書
Before completing this form, review the General, Application, and State specific instructions./記入の前に一般的指示事項、申込書の指示事項、州の指示を確認してください。

PLEASE PROVIDE YOUR RESPONSES IN ENGLISH. / 回答は英語でご記入ください。
Yes/はい

Are you a citizen of the United States of America?
Will you be 18 years old on or before election day?
あなたは米国市民ですか?
あなたは選挙日またはその以前に 18 才に達していますか?
If you check “No” in response to either of these questions, do not complete form.
いずれかの答が「いいえ」であったときは、本用紙に記入しないで下さい。
(Please see state-specific instructions for rules regarding eligibility to register prior to age 18.)
（18才 以前の登録資格については、州独自の指示を見てください）
Last Name / 姓
First Name / 名
Mr./ミスター
Mrs./ミセス (既婚女性 )

Yes/はい

Middle Name(s) / ミドルネーム

1
2
3

Home Address / 住所

Apt. or Lot # / アパート又は
ロット番号

State / 州

Zip Code / 郵便番号

Address Where You Get Your Mail If Different From Above /郵便物を受け取る場所が上記と異なる場合の住所City/Town / 市/町

State / 州

Zip Code / 郵便番号

Date of Birth/ 生年月日

Telephone Number (optional) / 電話番号 (任意)

ID Number (See Item 6 in the instructions for your state) /
身元証明番号 (あなたの州の指示の 6 項をご覧下さい)

5
Month / 月

9

IV/四世

City/Town / 市/町

4
7

This space for office use only. / ここには何も記入しないで下さい 。

Day / 日 Year / 年

Choice of Party (see item 7 in the instructions for your State) /
政党の選択 (あなたの州の指示の 7 項をご覧下さい)

Race or Ethnic Group (see item 8 in the instructions for your State) /
人種あるいは民族集団 (あなたの州の指示の 8 項をご覧下さい)

8

I have reviewed my state’s instructions and I swear/affirm that: /
私は自分の州の指示を読み、つぎのことがらを宣誓/確認します:
■■ I am a United States citizen. / 私は米国市民です。
■■ I meet the eligibility requirements of my state and subscribe to any oath required. /
私は住んでいる州の資格条件に合致し、必要とされる宣誓を行います。
■■ The information I have provided is true to the best of my knowledge under penalty of perjury. If I have provided
false information, I may be fined, imprisoned, or (if not a U.S. citizen) deported from or refused entry to the
United States. /
私に関する情報は、虚偽であれば偽証罪に問われることを承知のうえで、私の知る限り真実である
ことを誓います。もし虚偽の情報をもたらせば、私は罰金、投獄、あるいは（米国市民でない場合
は）米国から強制送還され、今後の入国を拒否されます。

6

Please sign full name (or put mark) / 姓名を署名して (または印しをつけて)ください
Date / 日付:
Month / 月

Day / 日

Year / 年

If you are registering to vote for the first time: please refer to the application instructions for information on submitting copies of valid identification documents with this form.
初めて投票登録する場合は：有効な身元証明文書の写しをこの用紙とともに提出する際の情報は、申込書の指示事項を参照してください。

Please fill out the sections below if they apply to you.
あなたに適用されるものがあれば、下記に記入してください。
If this application is for a change of name, what was your name before you changed it? / この申し込みが名前変更のためである場合は、以前の名前はなんでしたか?
Last Name / 姓

A

First Name / 名

Middle Name(s) / ミドルネーム

If you were registered before but this is the first time you are registering from the address in Box 2, what was your address where you were registered before?
以前登録しているが、今回はボックス 2 に示した住所で初めて登録する場合、あなたの以前の登録住所はどこでしたか?

B

Street (or route and box number) /通りの名 (又はルート又はボックス番号)

Apt. or Lot # / アパート又はロット番号

City/Town/County / 市/町/郡

State / 州

Zip Code / 郵便番号

If you live in a rural area but do not have a street number, or if you have no address, please show on the map where you live.
農村地帯に住んでいて通りの名前がないとき、あるいは住所を持っていないときは、自分の住む場所を地図で示してください。
■■ Write in the names of the crossroads (or streets) nearest to where you live. / 住まいに最も近い十字路 (又は通り) の名を書きます。
■■ Draw an X to show where you live. / をつけて住まいを示してください。

NORTH / 北 

C

Example / 例

Public School / 公立学校

•

Ruta Nº. 2/ ルート 2

■■ Use a dot to show any schools, churches, stores, or other landmarks near where you live, and write the name of the landmark. /
自分の住まいの近くにある学校、教会、店その他目印になるところを点で示し、その名前を書いてください。

•

Grocery Store / 食品店

Woodchuck Road/ ウッドチャック通り

X

If the applicant is unable to sign, who helped the applicant fill out this application? Give name, address and phone number (phone number optional).
申込者が自分で署名出来ない場合は、その介助人の名前、住所と電話番号を書いてください (電話番号は任意)。

D

Mail this application to the address provided for your State.
本申込書をお住まいの州の宛先に郵送してください。

FOR OFFICIAL USE ONLY

事務所記入欄

FIRST CLASS
STAMP
NECESSARY
FOR
MAILING

Voter Registration Application/ 投票者登録申込書
Before completing this form, review the General, Application, and State specific instructions./記入の前に一般的指示事項、申込書の指示事項、州の指示を確認してください。

PLEASE PROVIDE YOUR RESPONSES IN ENGLISH. / 回答は英語でご記入ください。
Are you a citizen of the United States of America?
Will you be 18 years old on or before election day?
This space for office use only. / ここには何も記入しないで下さい 。
Yes
No
Yes
No
はい
いいえ
はい
いいえ あなたは選挙日またはその以前に 18 才に達していますか?
あなたは米国市民ですか?
If you check “No” in response to either of these questions, do not complete form.
いずれかの答が「いいえ」であったときは、本用紙に記入しないで下さい。
(Please see state-specific instructions for rules regarding eligibility to register prior to age 18.)
（18才 以前の登録資格については、州独自の指示を見てください）
(Circle one) / (ひとつだけマルで囲む） Last Name / 姓
First Name / 名
Middle Name(s) / ミドルネーム
(Circle one) / (ひとつだけマルで囲む)
Mr. /
Mrs. / Miss / Ms. /
Jr./
Sr./ II/ III/ IV/
ミスター ミセス ミス ミズ

1

(既婚女性 )

2
3

ジュニア

(未婚女性)

Home Address / 住所

Apt. or Lot # / アパート又は
ロット番号

三世

四世

Zip Code / 郵便番号

Address Where You Get Your Mail If Different From Above /郵便物を受け取る場所が上記と異なる場合の住所City/Town / 市/町

State / 州

Zip Code / 郵便番号

Date of Birth/ 生年月日

Telephone Number (optional) / 電話番号 (任意)

ID Number (See Item 6 in the instructions for your state) /
身元証明番号 (あなたの州の指示の 6 項をご覧下さい)

5
Month / 月

9

二世

State / 州

4
7

シニア

City/Town / 市/町

Day / 日 Year / 年

Choice of Party (see item 7 in the instructions for your State) /
政党の選択 (あなたの州の指示の 7 項をご覧下さい)

Race or Ethnic Group (see item 8 in the instructions for your State) /
人種あるいは民族集団 (あなたの州の指示の 8 項をご覧下さい)

8

6

I have reviewed my state’s instructions and I swear/affirm that: /
私は自分の州の指示を読み、つぎのことがらを宣誓/確認します:
■■ I am a United States citizen. / 私は米国市民です。
■■ I meet the eligibility requirements of my state and subscribe to any oath required. /
私は住んでいる州の資格条件に合致し、必要とされる宣誓を行います。
■■ The information I have provided is true to the best of my knowledge under penalty of perjury. If I have provided
Please sign full name (or put mark) / 姓名を署名して (または印しをつけて)ください
false information, I may be fined, imprisoned, or (if not a U.S. citizen) deported from or refused entry to the
United States. /
Date / 日付:
私に関する情報は、虚偽であれば偽証罪に問われることを承知のうえで、私の知る限り真実であることを
誓います。もし虚偽の情報をもたらせば、私は罰金、投獄、あるいは（米国市民でない場合は）米国から
Month / 月
Day / 日
Year / 年
強制送還され、今後の入国を拒否されます。

If you are registering to vote for the first time: please refer to the application instructions for information on submitting copies of valid identification documents with this form.
初めて投票登録する場合は：有効な身元証明文書の写しをこの用紙とともに提出する際の情報は、申込書の指示事項を参照してください。

Please fill out the sections below if they apply to you.
あなたに適用されるものがあれば、下記に記入してください。
If this application is for a change of name, what was your name before you changed it? / この申し込みが名前変更のためである場合は、以前の名前はなんでしたか?

A

Mr. / ミスター
Mrs. / ミセス (既婚女性)
Miss / ミス (未婚女性)
Ms. / ミズ

Last Name / 姓

First Name / 名

Middle Name(s) / ミドルネーム

(Circle one) /
(ひとつだけマルで囲む)
Jr./ Sr./ II/ III/ IV/

ジュニア シニア 二世 三世 四世

If you were registered before but this is the first time you are registering from the address in Box 2, what was your address where you were registered before?
以前登録しているが、今回はボックス 2 に示した住所で初めて登録する場合、あなたの以前の登録住所はどこでしたか?

B

Street (or route and box number) /通りの名 (又はルート又はボックス番号)

Apt. or Lot # / アパート又はロット番号 City/Town/County / 市/町/郡

State / 州

Zip Code / 郵便番号

If you live in a rural area but do not have a street number, or if you have no address, please show on the map where you live.
農村地帯に住んでいて通りの名前がないとき、あるいは住所を持っていないときは、自分の住む場所を地図で示してください。
■■ Write in the names of the crossroads (or streets) nearest to where you live. / 住まいに最も近い十字路 (又は通り) の名を書きます。
■■ Draw an X to show where you live. / をつけて住まいを示してください。

NORTH / 北 

C

Example / 例

Public School / 公立学校

•

Ruta Nº. 2/ ルート 2

■■ Use a dot to show any schools, churches, stores, or other landmarks near where you live, and write the name of the landmark. /
自分の住まいの近くにある学校、教会、店その他目印になるところを点で示し、その名前を書いてください。

•

Grocery Store / 食品店

Woodchuck Road/ ウッドチャック通り

X

If the applicant is unable to sign, who helped the applicant fill out this application? Give name, address and phone number (phone number optional).
申込者が自分で署名出来ない場合は、その介助人の名前、住所と電話番号を書いてください (電話番号は任意)。

D

Mail this application to the address provided for your State.
本申込書をお住まいの州の宛先に郵送してください。

FOR OFFICIAL USE ONLY

事務所記入欄

FIRST CLASS
STAMP
NECESSARY
FOR
MAILING

州の指示
アラバマ州（Alabama）
更新:2018年8月31日

登録締切日 — 投票者登録は選挙
の14日前に締め切ります。申込みは
選挙当日の15日前までの消印があ
ること、あるいはそれまでに提出が
必要です。
6.身元証明番号。アラバマ州の運転
免許証または非運転者身分証明カ
ードをお持ちの場合は、その番号を
提供する必要があります。アラバマ
州の運転免許証または非運転者身
分証明カードをお持ちでない場合
は、ソーシャルセキュリティ番号の末
尾4桁を提供する必要があります。こ
れらの番号のいずれもお持ちでない
場合は、
「NONE」と記入してくださ
い。州当局から固有の身元証明番号
が発行されます。
7.政党の選択。任意：あなたがその
政党の予備選挙、党員集会、大会参
加を希望する場合でも、その政党に
登録する必要はありません。
8.人種あるいは民族集団。このボッ
クスには記入を要しますが、もし記
入しなくても、申し込みを拒否される
わけではありません。ボックス 8 の申
し込み指示を見てどのような選択が
あるか確認してください（ページ 2）
。
9.署名。アラバマ州で登録するため
には、あなたは下記に該当しなけれ
ばなりません。
• 米国市民である
• 登録時、アラバマ州ならびに自分
の郡の住民である
• いずれかの選挙の前に18才に達
している
• 不道徳行為に関係した重罪宣告
を受けていないこと (あるいは市民
権ならびに政治権を回復しているこ
と)。不道徳行為に関係した重罪の
リストは、州務長官ウェブサイトsos.

alabama.gov/mtfeloniesに掲載さ
れています
• 現在、能力聴聞会で心神喪失者で
あるとの宣告を受けていないこと
• 「米国およびアラバマ州の憲法を
支持、防衛し、米国あるいはアラバ
マ州政府を不法な手段によって転
覆することを唱導するような団体へ
の、信条や関連はまったく持たない
ことを誓い、かつここに述べた情報
は真実であることを神に誓います」
と誓約または肯定すること
郵送先:
Office of the Secretary
of State
P.O.Box 5616
Montgomery, AL 36103-5616

アラスカ州（Alaska）
更新:2006 年 3  月  1 日

登録締切日 —選挙当日の 30 日前。
6.身元証明番号。身元証明カード番
号として、つぎのどれかを提出する
必要があります。アラスカ州の運転
免許証あるいはアラスカ州身元証明
カード。アラスカ州の運転免許証もア
ラスカ州の身元証明カードも持って
いない場合は、ソーシャルセキュリテ
ィー番号の最後の 4 桁を示してくだ
さい。もしどの番号も持っていない
場合は本用紙には「NONE」と書い
てください。すると投票者登録目的
のために固有の番号が割り当てられ
ます。この情報は機密扱いとなりま
す。この情報によってあなたの投票
記録が維持出来、かつあなたの身元
確認にも役立ちます（アラスカ法規
のタイトル 15）
。
7.政党の選択。投票登録をする際
でも、党派所属を申告する必要はあ
りません。政党を選択しなくても、党
3

派未申告として登録されます。アラ
スカは非公開予備選挙システムを
採用しています。各公認政党は、そ
の政党からの立候補者のみの別個
の投票リストを持っています。政党
員として登録した投票者は、その政
党投票でのみ投票します。未申告あ
るいは無党派として登録した投票者
は、入手可能投票から投票をひとつ
選択します。
8.人種あるいは民族集団。空白のま
まとします。
9.署名。アラスカ州で登録するため
には、あなたは下記に該当しなけれ
ばなりません。
• 米国市民である
• 本登録完了の日から 90 日以内に
最低 18 才に達している
• アラスカ州の住民である
• 既決重罪犯ではない（無条件釈放
を受けた場合は例外）
• 他の州で投票登録をしていない
こと
郵送先:
Division of Elections
State of Alaska
PO Box 110017
Juneau, AK 99811-0017

アリゾナ州（Arizona）
更新:2006 年 3  月  1 日

登録締切日 — 選挙当日の 29 日前。
6.身元証明番号。あなたの記入済
み登録用紙にはアリゾナ州の運転
免許証番号、あるいはA.R.S. §
28-3165 のもとに発行され、現在有
効の非運転用身元証明免許番号が
記載されていること。現在有効の運
転免許証も非運転身元証明免許も
所持していないが、ソーシャルセキュ
リティー番号を持っている場合は、

州の指示
その最後の 4 桁を記載する必要があ
ります。もしあなたが現在有効の運
転免許証も、非運転身元証明免許、
あるいはソーシャルセキュリティー番
号もない場合は、用紙に「NONE」と
記入のこと。州当局から固有の身元
証明番号が発行されます。
7.政党の選択。あなたが投票公認
資格を持つ政党に登録している場合
は、その政党の予備選挙投票を許さ
れます。あなたが無所属、党派優先
なし、あるいは投票公認資格のない
党派の一員として登録した場合は、
公認政党のいずれかの予備選挙に、
一回投票することが出来ます。
8.人種あるいは民族集団。空白のま
まとします。
9.署名。アリゾナ州で登録するため
には、あなたは下記に該当しなけれ
ばなりません。
• 米国市民である
• アリゾナ州民であり自分の住む郡
に、 次回の選挙に先立ち、少なくと
も 29 日居住していること
• つぎの総選挙日またはそれ以前
に 18 才に達していること
• 国家反逆罪、あるいは重罪による
有罪判決を受けていないこと（ある
いは公民権を回復していること）
• 現在、法廷による無資格者宣告を
受けていないこと
郵送先:
Secretary of State/Elections
1700 W. Washington,
7th Floor
Phoenix, AZ 85007-2888

アーカンソー州（Arkansas）
更新:2006 年 3 月 1 日

登録締切日 — 選挙当日の 30 日前。

6.身元証明番号。あなたの記入済
みの登録用紙には、お住まいの州発
行の運転免許証番号、又は非運転用
身元証明書番号が記載されている
必要があります。運転免許証も非運
転身元証明証も所持していない場
合は、
ソーシャルセキュリティー番号
の最後の 4 桁を記載しなければなり
ません。運転免許証、非運転身元証
明証、ソーシャルセキュリティー番号
のいずれも所持していない場合は、
この用紙には「NONE」と記入してく
ださい。州当局から固有の身元証明
番号が発行されます。
7.政党の選択。任意。あなたがある
政党の予備選挙、党員集会、大会に
参加を希望する場合にも、その政党
に登録する必要はありません。
8.人種あるいは民族集団。空白のま
まとします。
9.署名。アーカンソー州で登録する
ためには、あなたは下記に該当しな
ければなりません。
• 米国市民である
• 申込書のボックス 2に 記載した住
所に住んでいること
• 次回選挙以前に少なくとも 18 才に
達していること
• 有罪判決を受けた重罪者でないこ
と（又は判決を完全赦免され、ある
いは恩赦を受けていること）
• 他の選挙区で投票権を申請してい
ないこと
• 以前に管轄裁判所から、精神的不
能力者であるとの判決を受けていな
いこと
郵送先:
Secretary of State
Voter Services
P.O.Box 8111
Little Rock, AR 72203-8111
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カリフォルニア州（California）
更新:2018年6月18日

登録締切日 — 選挙当日の15日前。
条件付き投票者登録の場合は、選
挙日まで（選挙日当日を含む）
。
6.身元証明番号。投票登録する際
は、
カリフォルニア州の運転免許
証、
あるいはカリフォルニア州の身
元証明番号（お持ちの場合）
を提示
しなければなりません。運転免許証
も身分証明カードもお持ちでない
場合は、
ソーシャルセキュリティ番号
（SSN）の末尾4桁を提供する必要
があります。
この情報を記載しない
と、投票時に身元証明を提示しなけ
ればなりません。
7.政党の選択。選びたい政党があ
る場合は、その政党の名前を記入し
てください。どの政党にも登録したく
ない場合は、該当の欄に「No Party
Preference」と書いてください。カ
リフォルニア州法は、
「No Party
Preference」を選択した投票者、
または無資格政党を選択した投票
者にも、州務長官にそのような許可
通知を提出した有資格政党の予備
選挙に投票することを許可していま
す。1-800-345-VOTEに電話し、あ
るいはwww.sos.ca.govのウェブサ
イトで、
「No Party Preference」を
選択した投票者、および無資格政党
を選択した投票者が、どの政党であ
れば大統領予備選挙に参加できる
かを調べることができます。
8.人種あるいは民族集団。空白のま
まとします。
9.署名。カリフォルニア州で登録す
るためには、あなたは下記に該当し
なければなりません。
• 米国市民であること
• カリフォルニア州住民であること
• 次回選挙日に18歳以上であること

州の指示
• 現在、州刑務所または連邦刑務所
に収容されておらず、また、重罪有
罪判決の執行猶予中でもないこと
• 裁判所により現在、投票するのに
精神的無能力であると判定されてい
ないこと
署名が必要です。あなたが上記の
要求事項に合致する場合は、登録カ
ードの該当の欄に署名し、日付を記
入してください。
郵送先:
Secretary of State
Elections Division
1500 11th Street, 5th Floor
Sacramento, CA 95814

コロラド州（Colorado）
更新: 2018年10月16日

登録締切日 — 登録締切日 - 投票
日当日を含む投票日前に登録でき
ます。郵送の投票用紙を受け取るに
は、投票日の8日前までに登録しな
ければなりません。投票日前8日以
内に登録した場合は、お住まいの郡
の投票所に出向いて投票する必要
があります。
6.身元証明番号。あなたが記入した
登録用紙には、お住まいの州発行の
運転免許証番号、又は身元証明証
番号が記載されていなければなりま
せん。運転免許証、身元証明ともに
所持していない場合は、ソーシャル
セキュリティー番号の最後の 4 桁を
記載しなければなりません。運転免
許証、身元証明証、ソーシャルセキュ
リティー番号のいずれも所持してい
ない場合は、この用紙には「NONE」
と記入しますと、州当局から固有の
身元証明番号が発行されます。
7.政党の選択。政党を登録するこ
とができます。この欄を空白にした

場合は、どの政党にも登録されませ
ん。
8.人種あるいは民族集団。空白のま
まとします。
9.署名。コロラド州で登録するため
には、あなたは下記に該当しなけれ
ばなりません。
• 米国市民である
• 投票を行おうとする選挙の直前に
少なくとも22日間コロラド州に住ん
でいる
• 登録時に16才以上であること。た
だし、投票を行おうとする選挙当日
には18才以上でなければならない
• 重罪の有罪判決で服役中（執行猶
予を含む）
ではないこと
郵送先:
Colorado Secretary of State
1700 Broadway, Suite 200
Denver, Colorado 80290

コネチカット州（Connecticut）
更新:2006 年 3  月  1 日

登録締切日 — 選挙当日の 14 日前。
6.身元証明番号。コネチカット州の
運転免許証、それを所持していない
場合はソーシャルセキュリティー番
号の最後の 4 桁。
7.政党の選択。これは任意ですが、
もしあなたが政党の予備選挙、党
員集会、大会に参加したい場合は、
その政党に登録しなければなりま
せん。
8.人種あるいは民族集団。空白のま
まとします。
9.署名。コネチカット州で登録する
ためには、あなたは下記に該当しな
ければなりません。
• 米国市民である
• コネチカット州、かつ投票を行ない
たい町の住民であること
5

• 17 才であること。18 才になれば投
票出来ます。
• 以前に重罪で有罪判決を受け、刑
期と 執行猶予を終えており、かつ
投票者登録係により投票権を回復し
ていること。
• 現在、法廷から精神的無能力者で
ある旨の宣言を受けていないこと
郵送先:
Secretary of State
Elections Division
30 Trinity Street
Hartford, CT 06106

デラウェア州（Delaware）
更新:2018 年 4 月 18 日

登録締切日 — 予備あるいは総選挙
前の第 4 土曜日で、かつ特別選挙
の 10 日前。
6.身元証明番号。あなたが記入した
投票者登録用紙には、お住まいの州
発行の運転免許証番号、又は非運転
身元証明書番号の記載が必要です。
運転免許証、又は非運転身元証明証
も所持していない場合は、
ソーシャ
ルセキュリティー番号の最後の 4 桁
を記載しなければなりません。運転
免許証、非運転身元証明証、
ソーシ
ャルセキュリティー番号のいずれも
所持していない場合は、
この用紙に
は「NONE」
と記入してください。州当
局から固有の身元証明番号が発行
されます。
7.政党の選択。あなたが政党の予
備選挙、党員集会、大会に参加した
い場合は、その政党に登録しなけれ
ばなりません。
8.人種あるいは民族集団。空白のま
まとします。
9.署名。下記に該当する場合、デラ
ウェア州で投票登録することができ
ます。

州の指示
• 米国市民であり、かつ、
• デラウェアに在住しており（デラウ
ェアに自宅があり）
、かつ
• 次の一般選挙の日付以前に18歳
であること。
• 下記に該当する場合は、デラウェ
ア州で投票登録することはできませ
ん。
• 心神喪失者として裁定されている
（「心神喪失者として裁定されてい
る」とは、法的後見人又は同等の手
続きにおいて、明確かつ説得力のあ
るエビデンスに基づいて、その個人
が、基本的な投票判断を行うことが
できないような重度の認知障害を有
していることが具体的に見出された
ことを意味します）
。あるいは、
• 重罪の判決を受けており、刑をま
だ終えていない。あるいは、
• 欠格となる重罪の判決を受けてお
り、恩赦されていない。
*欠格となる重罪のリスト：
• 殺人または致死（交通事故致
死を除く）
、あるいは、
• 州または地方の司法管轄区、ま
たは米国、またはコロンビア特別
区の法律に基づいて、賄賂を伴う
行政に対する犯罪や、職権の不適
切な影響力若しくは職権の乱用、
または類似の犯罪を構成する何
らかの重罪、あるいは、
• 州または地方の司法管轄区、ま
たは米国、またはコロンビア特別
区の法律に基づいて、性的犯罪、
または類似の犯罪を構成する何
らかの重罪。
郵送先:
State of Delaware
Office of the State Election
Commissioner
905 S. Governors Ave.,
Suite 170
Dover, DE 19904

コロンビア特別区（ District of Columbia）
更新:2003 年 10 月 29 日

登録締切日 — 選挙当日の 30 日前。
6.身元証明番号。連邦法は、すべ
ての投票者登録申込書の処理は、
当人の運転免許証番号、あるいはソ
ーシャルセキュリティー番号の最後
の 4 桁を掲載しているものに限る旨
を規定しています。
7.政党の選択。あなたが政党の予
備選挙、党員集会、大会に参加した
い場合は、その政党に登録しなけれ
ばなりません。
8.人種あるいは民族集団。空白のま
まとします。
9.署名。コロンビア特別区で登録す
るためには、あなたは下記に該当し
ていなければなりません。
• 米国市民である
• 次期選挙に先立ち、コロンビア特
別区に少なくとも 30 日居住している
• 次期選挙当日あるいはその以前
に 18 才に達している
• 重罪判決を受けて刑務所に収監さ
れていない
• 法廷から「精神的無能力者」と判
断を下されていない
• 特別区以外で投票権を申請して
いない
郵送先:
District of Columbia Board of
Elections & Ethics
441 4th Street, NW, Suite 250
Washington, DC 20001-2745

フロリダ州（Florida）
更新:2011年11月30日

登録締切日 — 選挙当日の 29 日前。
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6.身元証明番号。所持している場
合は、フロリダ州の運転免許証また
はフロリダ州身元証明書番号を提
示しなければなりません。フロリダ
州の運転免許証またはフロリダ州身
元証明書を所持していない場合は、
ソーシャルセキュリティー番号の最
後の 4 桁を記入しなければなりませ
ん。これらの番号をいずれも所持し
ていない場合は、
「NONE」と記入し
てください。
7.政党の選択。あなたが政党の予
備選挙、党員集会、大会に参加した
い場合は、その政党に登録しなけれ
ばなりません。
8.人種あるいは民族集団。このボッ
クスへの記入は必須ではありませ
ん。ボックス 8 の申し込み指示を見
て、どのような選択があるか確認し
てください。
（2 ページ）
9.署名。フロリダで登録するために
は、あなたは下記に該当しなければ
なりません。
• 米国市民である
• フロリダ州と登録を希望する郡双
方の法的住民である
• 18 才以上である（16 才以上であ
れば、事前登録が出来ます）
• フロリダあるいは他州で投票のた
めの精神能力欠如の判決を受けて
いないこと。もし判決を受けている
場合は、最初に投票権の回復を行う
必要があります。
• 重罪の有罪判決を受けていないこ
と。判決を受けている場合で公民権
が停止されているのであれば、その
回復を最初に行う必要があります。
• 下記の宣誓を行うこと。
「私は合
衆国およびフロリダ州の憲法を保護
防衛し、かつ憲法とフロリダ州法の
下に選挙民として登録する資格を有
し、この申込書に記入された全ての
内容は事実であります」

州の指示
郵送先:
State of Florida
Department of State
Division of Elections
The R.A.Gray Building
500 South Bronough St, Rm 316
Tallahassee, Florida 32399-0250

ジョージア州（Georgia）
更新:2013 年 8 月 15 日

登録締切日 — 一般予備選挙、総選
挙、あるいは大統領優先予備選挙、
あるいはジョージア州選挙条例に基
づく定期スケジュールの特別選挙当
日に先立つ第 5 月曜日。特別選挙が
ジョージア州選挙条例に定められた
以外の日にスケジュールされた場合
は、登録はその後 5 日に終了します。
6.身元証明番号。連邦法により、ジ
ョージア運転免許証番号あるいはジ
ョージア州発行の身元証明書番号
の提示が求められています。ジョー
ジア州運転免許証も身元証明証も
所持していない場合は、ソーシャル
セキュリティー番号の最後の 4 桁を
記載しなければなりません。ソーシ
ャルセキュリティー番号 9 桁全部を
示すことは任意です。あなたのソー
シャルセキュリティー番号は機密扱
いとされますが、また投票者登録確
認の目的のために、他州のデータベ
ースと比べることもあります。ジョー
ジア州の運転免許証もソーシャルセ
キュリティー番号も所持していない
場合は、あなたのために、固有の身
元証明が用意されます。
7.政党の選択。あなたはある政党の
予備選挙、党員集会、大会に参加す
るために、その政党に登録する必要
はありません。
8.人種あるいは民族集団。このボッ
クスに必要事項を記入しなければな
りません。ボックス 8 の申し込み指示

を見て、どのような選択があるか確
認してください（2 ページ）
。
9.署名。ジョージア州で登録するた
めには、あなたは下記に該当しなけ
ればなりません。
• 米国市民である
• ジョージア州の法的住民であり、か
つ自分が投票したい郡に居住してい
ること
• 登録日から 6カ月以内に 18 才に達
し、かつ投票日には 18 才に達して
いること
• 重罪判決を受けて刑に服していな
いこと
• 法廷により精神的無能力者と判断
されていないこと、その障害が取り
外された場合は別
郵送先:
Elections Division
Office of the Secretary of State
2 Martin Luther King Jr. Drive
Suite 802 Floyd West Tower
Atlanta, Georgia 30334

ハワイ州（Hawaii）
更新:2018年6月18日

登録締切日 — 選挙当日の 30 日前。
6.身元証明番号。投票登録する際
は、ハワイ州の運転免許証、あるい
は州の身元証明カード番号（お持ち
の場合）
を提示しなければなりませ
ん。運転免許証も身分証明番号もお
持ちでない場合は、ソーシャルセキ
ュリティ番号（SSN）の末尾4桁を提
供する必要があります。このいずれ
もお持ちでない場合は、事務局が身
分証明番号を発行します。この番号
は、投票者登録の目的であなたの身
分を証明するものとなります。
7.政党の選択。投票登録には「政党
選択」は必要はありません。
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8.人種あるいは民族集団。投票登
録には、人種あるいは民族集団情報
は必要ありません。
9.署名。ハワイ州で登録するために
は、あなたは下記に該当しなければ
なりません。
• 米国市民である
• ハワイ州の住民である
• 少なくとも 16 才であること（投票
するためには、選挙当日までに 18 才
に達していなければなりません）
• 重罪判決を受けて投獄されていな
いこと
• 法廷から「心神喪失」と宣告を受
けていないこと
郵送先:
Office of Elections
State of Hawaii
802 Lehua Avenue
Pearl City, HI 96782

アイダホ州（Idaho）
更新:2006 年 3  月  1 日

登録締切日 — 選挙当日の 25 日前
6.身元証明番号。運転免許証番号
を記入します。運転免許証を持って
いない場合は、ソーシャルセキュリ
ティー番号の最後の 4 桁を記入しま
す。
7.政党の選択。あなたがその政党
の予備選挙、党員集会、大会に参加
を希望する場合も、その政党に登録
する必要はありません。
8.人種あるいは民族集団。空白のま
まとします。
9.署名。アイダホ州で登録するため
には、あなたは下記に該当しなけれ
ばなりません。
• 米国市民である
• 選挙日に先立つ 30 日、アイダホ州
およびその郡に住んでいること
• 少なくとも18才であること

州の指示
• 重罪の有罪判決を受けたことがな
い、公民権を回復している、あるい
は刑法上の罪で投獄されたことがな
いこと。
郵送先:
Secretary of State
P.O.Box 83720
State Capitol Bldg.
Boise, ID 83720-0080

イリノイ州（Illinois）
更新:2012年8月14日

登録締切日 — 各選挙の28日前。
6.身元証明番号。投票登録には運
転免許証番号が必要です。もし運転
免許証を所持していない場合は、少
なくともソーシャルセキュリティー番
号の最後の 4 桁が必要です。いずれ
も持っていない時は「NONE」と記
入してください。州当局から固有の
身元証明番号が発行されます。
7.政党の選択。投票者登録には、党
の登録あるいは優先は要求されませ
ん。ただし、予備選挙投票申し込み
の際は、その選挙について自分の優
先党を示す必要があります。
8.人種あるいは民族集団。空白のま
まとします。
9.署名。署名が必要です。登録用紙
に署名がないと、登録未完了の通知
が行きます。イリノイ州で登録するた
めには、あなたは下記に該当しなけ
ればなりません。
• 米国市民である
• イリノイ州と自分の選挙区に選挙
前少なくとも30 日居住している。
• 次期選挙日前に少なくとも 18 才に
達している
• 重罪判決で投獄されていない
• 他のどこかで投票権を申し立てを
していない

郵送先:
State Board of Elections
2329 S. MacArthur Boulevard
Springfield, Illinois 62704

インディアナ州（Indiana）
更新:2006 年 3 月 1 日

登録締切日 — 選挙当日の 29 日前。
6.身元証明番号。州の投票者身元
証明番号は、インディアナ州発行の
運転免許証の 10 桁の番号です。も
しインディアナ州の運転免許証を持
っていない場合は、ソーシャルセキュ
リティーの最後の 4 桁を提示してく
ださい。どちらの番号が提示された
か、きちんと示してください。 （イン
ディアナ条例 3-7-13-13）
7.政党の選択。空白のままとしま
す。
8.人種あるいは民族集団。空白のま
まとします。
9.署名。インディアナ州で登録する
ためには、あなたは下記に該当しな
ければなりません。
• 米国市民である
• 次期選挙日前少なくとも 30 日、そ
の選挙区に居住している
• 次期総選挙当日までに少なくと
も 18 才に達している
• 現在重罪判決により投獄されてい
ない
郵送先:
Election Division
Office of the Secretary of State
302 West Washington Street,
Room E-204
Indianapolis, IN 46204-2743
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アイオワ州（Iowa）
更新:2008 年 3 月 28 日

登録締切日 — 選挙が州の予備選
挙あるいは総選挙であった場合はそ
の 10 日前の午後 5 時まで；他の選挙
の場合は 11 日前までに登録届け済
みでなければなりません。* 選挙日
の 15 日以上前に消印があれば、締
切日以後に受け取ったものも、間に
合ったものと見なされます 。
*もしあなたが上記の投票者登録締
め切りに間に合わなかった場合で
も、選挙日登録ガイドラインに従っ
て登録、投票が出来ます。関連情
報は、下記のアイオワ州務長官のウ
ェブサイトにあります。http://www.
sos.state.ia.us/pdfs/elections/
EDRbrochure.pdf.
6.身元証明番号。あなたの身元証
明番号はアイオワ州の運転免許証番
号（あるいはアイオワ非運転身元証
明番号）
になりますが、もしこれらを
所持していない時は、ソーシャルセ
キュリティー番号の最後の 4 桁にな
ります。あなたが提示する身元証明
番号はアイオワ州交通省あるいはソ
ーシャルセキュリティー事務局が点
検します。
7.政党の選択。あなたが特定政党
の予備選挙に参加希望であれば、
事前登録は出来ますが、しなくても
構いません。予備選挙当日に政党支
持を変更したり、宣言することが出
来ます。
8.人種あるいは民族集団。空白のま
まとします。
9.署名。アイオワ州で登録するため
には、あなたは下記に該当しなけれ
ばなりません。
• 米国市民である
• アイオワ州の住民である

州の指示
• 少なくとも 17 才半であること（投票
は18才以上でなければなりません）
• 重罪で有罪判決を受けていないこ
と（または自分の権利を回復してい
ること）
• 現在法廷から「投票能力を有しな
い」と判断されていないこと
• 1カ所以上で投票権を申請してい
ないこと
• 他の場所での投票権を放棄してい
ること
郵送先:
Elections Division
Office of the Secretary of State
Lucas Building-1st Floor
321 E.12th Street
Des Moines, IA 50319

カンザス州（Kansas）
更新:2013 年 10  月  15 日

登録締切日 — 選挙の 21 日前の消
印があること、あるいは届けが済ん
でいること。
6.身元証明番号。あなたの記入済
みの登録用紙にはお住まいの州発
行の運転免許証番号、又は非運転
者身元証明カード番号が記載されて
いる必要があります。運転免許証、
非運転者身元証明カードともに所持
していない場合は、ソーシャルセキュ
リティー番号の最後の 4 桁を記載し
なければなりません。運転免許証、
非運転者身元証明カード、ソーシャ
ルセキュリティー番号のいずれも所
持していない場合は、この用紙には
「NONE」と記入してください。州当
局から固有の身元証明番号が発行
されます。あなたから提示された番
号は事務管理目的にのみ使用され、
公共一般に開示されることはありま
せん。（KSA 25-2309）
。

7.政党の選択。あなたがある政党の
予備選挙、党員集会、大会に参加し
たい場合は、その政党に登録しなけ
ればなりません。
8.人種あるいは民族集団。空白のま
まとします。
9.署名。カンザス州で登録するため
には、あなたは下記に該当しなけれ
ばなりません。
• 米国市民である
• カンザス州の住民である
• 次期選挙までに18 才に達している
• 重罪により判決を受けた場合、そ
の刑期を終わっていること；重罪で
有罪判決を受け、服役中のひとは投
票資格がありません。
• 他の場所あるいは他の名前のもと
で投票権を申請していないこと
• 管轄法廷により投票から除外され
ていないこと
郵送先:
Secretary of State
1st Floor, Memorial Hall
120 SW 10th Ave.
Topeka, KS 66612-1594

ケンタッキー州（Kentucky）

8.人種あるいは民族集団。空白のま
まとします。
9.署名。ケンタッキー州で登録する
ためには、あなたは下記に該当しな
ければなりません。
• 米国市民である
• ケンタッキー州の住民である
• 選挙日の少なくとも 28 日以前から
その郡に居住していること
• 次期総選挙日あるいはその以前に
18 才に達していること
• 重罪で有罪判決を受けていないこ
と、あるいは重罪有罪判決を受けて
いても、行政恩赦により公民権を回
復していること
• 法廷から「精神的無能力者」の判
定を受けていないこと
• ケンタッキー州以外の場所で投票
権を申請していないこと
郵送先:
State Board of Elections
140 Walnut Street
Frankfort, KY 40601-3240

ルイジアナ州（Louisiana）
更新:2012年8月14日

更新:2006 年 3  月  1 日

登録締切日 — 選挙当日の 30 日前。

登録締切日 — 選挙当日の 29 日前。

6.身元証明番号。ルイジアナ州の運
転免許証番号あるいはルイジアナ州
の特別身分証明書番号（発行されて
いる場合）
を提示しなければなりま
せん。発行されていない場合は、ソ
ーシャルセキュリティー番号の最後
の 4 桁を提示します。ソーシャルセ
キュリティー番号全桁の提示は任意
です。登録者がルイジアナ州の運転
免許証、ルイジアナ州の特別身分証
明書またはソーシャルセキュリティー
番号のいずれも所持していない場
合は、次のいずれかを添付してくだ
さい。(a)最新かつ有効な写真入の
身分証明、 または(b)登録者の名前

6.身元証明番号。あなたのソーシ
ャルセキュリティー番号の全桁が要
求されます。これは事務管理目的
にのみ使用されるもので、公共に
開示されることはありません（KRS
116.155）
。何人も、ソーシャルセキュ
リティー番号の記入を怠ったことを
理由に、登録権を否定されることは
ありません。
7.政党の選択。あなたが政党の予
備選挙、党員集会、大会に参加した
い場合は、その政党に登録しなけれ
ばなりません。
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州の指示
と住所が記載されている電気・水道
料金請求書、銀行取引明細書、政府
発行の小切手、給与支払小切手ある
いはその他の政府発行文書。登録
係も国務省も、登録した投票者のソ
ーシャルセキュリティー番号を開示し
たり、商業リストに流すようなことは
しません（R.S.18:104 および 154;
42 U.S.C.§405）
。
7.政党の選択。もし所属政党を記
載しなかった場合には、あなたは大
統領優先予備選挙ならびに政党委
員会選挙で投票することは出来ませ
ん。他の選挙で政治政党所属を要
求されることはありません
8.人種あるいは民族集団。このボッ
クスには必要事項の記入を要しま
す。ボックス 8 の申し込み指示を見
て、どのような選択があるか確認し
てください（2 ページ）
。
9.署名。ルイジアナ州で登録するた
めには、あなたは下記に該当しなけ
ればなりません。
• 米国市民である
• ルイジアナ州の住民であること。自
宅住所は、家産差し押さえ免除を申
請する場合の住所でなければなり
ません
• 17 才であること、かつ投票するた
めには、次期選挙までに 18 才にな
っていること
• 現在重罪判決を受けて投獄中で
ないこと
• 現在、精神的無能力による成年被
後見人判決を受けていないこと
郵送先:
Secretary of State
Attention: Voter Registration
P.O.Box 94125
Baton Rouge, LA 70804-9125

メイン州（Maine）
更新:2012年8月14日

登録締切日 — 選挙の 21 平日前ま
でに提出されていること（あるいは
投票者が自身で登録する場合は、選
挙日当日まで登録出来ます）。
6.身元証明番号。有効なメイン州の
運転免許証番号を記載すること。有
効なメイン州の運転免許証を所持し
ていない場合は、
ソーシャルセキュ
リティー番号の最後の 4 桁を提示し
てください。
どちらの身元証明も持っ
ていないときはこの空白に「NONE」
と記してください。
7.政党の選択。あなたが、ある政党
の予備選挙、党員集会、大会に参加
したい場合は、
（その政党に別途定
めがない限りは）
その政党に登録し
なければなりません。
8.人種あるいは民族集団。空白のま
まとします。
9.署名。メイン州で登録するために
は、あなたは下記に該当しなければ
なりません。
• 米国市民である
• メイン州の、かつあなたが投票し
たい市町村の住民である
• 少なくとも 17 才である (投票
は 18 才以上でなければなりません)
郵送先:
Elections Division
Bureau of Corporations,
Elections and Commissions
101 State House Station
Augusta, ME 04333-0101

メリーランド州（Maryland）
更新:2008 年 6 月 26 日

登録締切日 — 選挙当日から 21日前
の午後9 時。
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6.身元証明番号。現在有効のメリー
ランド州自動車免許証あるいは自動
車局発行の身元証明カードを所持し
ている場合は、その免許証あるいは
身元証明の番号を記載しなければ
なりません。現在有効のメリーランド
州の自動車免許証あるいは自動車
局発行の身元証明カードを所持して
いない場合は、ソーシャルセキュリテ
ィーの最後の 4 桁を書きます。ただ
し、ソーシャルセキュリティー番号の
全桁を記載するのは任意です。選挙
職員があなたのソーシャルセキュリ
ティーを求める権限は、メリーランド
州注釈付き条例、選挙法 3-202 章に
基づいています。この番号は、登録
および他の事務管理目的にのみ使
用され、機密として扱われます
7.政党の選択。あなたが政党の予
備選挙に参加したい場合は、その政
党への登録が必要です。
8.人種あるいは民族集団。空白のま
まとします。
9.署名。メリーランド州で登録する
ためには、あなたは下記に該当しな
ければなりません。
• 米国市民である
• ルイジアナ州住民であること（自
宅住所は、家産差し押さえ免除を申
請する場合の住所でなければなりま
せん。ただし、老人ホームまたは退
役軍人ホームの住所を使用すること
を選択する老人ホームまたは退役
軍人ホームの住民または家産差し
押さえ免除を受けている家の住民を
除きます。大学生は、自宅の住所で
も通学している間の自分の住所でも
使用できます。）
• 次の総選挙までには、少なくと
も 18 才に 達している
• 精神障害により後見人の監督保護
のもとにおかれていない
• 投票の売買によって有罪判決を受
けたことがない

州の指示
• 重罪によって有罪判決を受けたこ
とがない、あるいはもし受けている
場合はその判決のもとに法廷が命じ
た刑期を、仮釈放、あるいは執行猶
予を含め、完了していること。
郵送先:
State Board of Elections
P.O.Box 6486
Annapolis, MD 21401-0486

マサチューセッツ州 (Massachusetts）
更新:2006 年 3  月  1 日

登録締切日 — 選挙当日の 20 日前。
6.身元証明番号。連邦法により、投
票のためには、あなたは自分の運転
免許証番号を提示しなければなら
ないことが義務付けられています。
現在有効なマサチューセッツ州の運
転免許を所持していない場合は、ソ
ーシャルセキュリティー番号の最後
の4桁を提示してください。どちらも
所持していない場合は、ボックスに
「NONE」と書けば、固有の番号が
あなたのために割り当てられます。
7.政党の選択。このボックスに支持
政党を指定しなかった場合は、あな
たは未登録者として記録されます。
未登録の投票者も政党の予備選挙
に参加出来ます。ただし未登録投票
者は、大統領優先予備選挙に参加
するためには、その予備選挙当日に
政党登録をしなければなりません。
8.人種あるいは民族集団。空白のま
まとします。
9.署名。マサチューセッツ州で登録
するためには、あなたは下記に該当
しなければなりません。
• 米国市民である
• マサチューセッツ州の住民である
• 次期選挙日当日またはそれ以前
に 18 才に達している

• 選挙関係の収賄行為で有罪判決
を受けたことがない
• 投票に関して監督保護のもとに置
かれていない
• 現在、重罪判決を受けて投獄され
ていないこと
郵送先:
Secretary of the Commonwealth
Elections Division, Room 1705
One Ashburton Place
Boston, MA 02108

ミシガン州（Michigan）
更新:2006 年 3  月  1 日

登録締切日 — 選挙当日の 30 日前。
6.身元証明番号。あなたが記入し
た登録用紙には、お住まいの州発行
の運転免許証番号、又は同じく州発
行の身元証明カード番号が記載され
ていなければなりません。運転免許
証も州が発行した身元証明証も所
持していない場合は、ソーシャルセ
キュリティー番号の最後の 4 桁を記
載しなければなりません。運転免許
証、州発行の身元証明カード、ソーシ
ャルセキュリティー番号のいずれも
所持していない場合は、この用紙に
は「NONE」と記入してください。州
当局から固有の身元証明番号が発
行されます。
7.政党の選択。投票登録には「政党
選択」は必要はありません。
8.人種あるいは民族集団。空白のま
まとします。
9.署名。ミシガン州で登録するため
には、あなたは下記に該当しなけれ
ばなりません。
• 米国市民である
• 次期選挙までに 18 才に達してい
る
• ミシガン州民であり、かつ選挙日
の少なくとも30 日前には、自分の市
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あるいはタウンシップに居住してい
る
• 有罪判決を受けて刑を言い渡され
て、入獄中の身でないこと

通告：ミシガン州法は、投票者登録
と運転免許証に使用されている住
所は、同じであることを規定してい
ます。したがって、
あなたが本用紙
に記載した住所が、
ミシガン州発行
の運転免許証あるいは個人身元証
明カードと異なる場合は、州務長官
は、
あなたの運転免許証または個人
身元証明カードの住所を、本用紙に
記載された住所と同じものに自動
的に変更します。
このような住所変
更がなされた場合、州務長官は、
あ
なたの運転免許証あるいは個人身
元証明カードに貼り付ける、住所更
新ステッカーをあなたのもとに郵送
します。
注意事項： 郵便登録した場合は、
下記の条件に該当しない限り、あな
たの最初の投票は、指定された選挙
区で自身で行なわねばなりません。
• 州法もとづき、障害があると認定さ
れている
• 60 才以上である
• 臨時に海外滞在している
郵送先:
Michigan Department of State
Bureau of Elections
P.O.Box 20126
Lansing, MI 48901-0726

ミネソタ州（Minnesota）
更新:2008 年 12 月 31 日

登録締切日 — 選挙の 21日 前の午
後 5 時までに届出ること（また選挙
日、投票所でも登録出来ます）
6.身元証明番号。投票登録するた
めには、ミネソタ州の運転免許証あ

州の指示
るいは州発行の身元証明書番号の
提示を求められます。ミネソタ州の
運転免許証、又は州の身元証明証
を所持していない場合は、ソーシャ
ルセキュリティー番号の最後の 4 桁
を記載しなければなりません。い
ずれも持っていない時は、用紙に
「NONE」と記入してください。
7.政党の選択。空白のままとしま
す。
8.人種あるいは民族集団。空白のま
まとします。
9.署名。ミネソタ州で登録するため
には、あなたは下記に該当しなけれ
ばなりません。
• 米国市民である
• 次期選挙 20 日前には、ミネソタ州
の住民になっている
• 登録用紙に記載した住所に居住し
続けていること
• 選挙当日に少なくとも 18 才に達し
ていること
• もし以前に重罪で有罪判決を受け
ている場合は、その判決が失効して
いるか、満了しているか、あるいはそ
の判決の赦免を受けていること
• 投票権を取り消す法廷からの監督
保護命令を受けていないこと
• 法廷から、法的に投票能力を欠く
と見なされていないこと
郵送先:
Secretary of State
60 Empire Drive, Suite 100
St.Paul, MN 55103-1855

ミシシッピ州（Mississippi）
更新:2010 年5月7日

登録締切日 — 選挙当日の 30 日前。
6.身元証明番号。現在有効の運転
免許番号、またはそれがない場合
は、ソーシャルセキュリティーの最後

の 4 桁を提示しなければなりませ
ん。
7.政党の選択。ミシシッピ州には政
党登録はありません。したがってあ
なたがその政党の予備選挙、党員
集会、大会に参加を希望する場合に
も、その政党に登録する必要はあり
ません。
8.人種あるいは民族集団。空白のま
まとします。
9.署名。ミシシッピ州で登録するた
めには、あなたは下記に該当しなけ
ればなりません。
• 米国市民である
• ミシシッピ州および投票をしたい郡
（該当する場合は市）
に、選挙当日
の 30 日以前に居住していること
• 投票を望む総選挙日に 18 才に達
していること
• 殺人、強姦、収賄、窃盗、放火、虚
偽の表示による金品の入手、偽証
罪、偽造、金品着服、武装強盗、脅
迫、重罪に値する不渡小切手、重罪
に値する万引き、窃盗罪、盗難財産
の受領、強盗、山林窃盗、自動車の
不法横領、法定強姦、カージャック、
あるいは重婚により有罪判決を受け
ていないこと、あるいは法律のもと
で自らの権利を回復していること
• 法廷により精神的無能力者である
との宣言を受けていないこと
注記：州法が 1998 年の連邦法廷命
令ならびに2000 年の州立法により
変更されました。そこで我が州では
現在、この用紙をすべての州および
連邦政府機関用の投票登録として
受け入れています。
郵送先:
Secretary of State P.O.Box 136
Jackson, MS 39205-0136
最寄の郡の住所: 記入済みの申込
書はあなたの住む郡の巡回書記ま
たは登記固有に送付しても構いま
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せん。郡の巡回書記または登記係
の完全なリストは、ミシシッピ州政
府のウェブサイトに掲載されていま
す。www.sos.ms.gov.

ミズーリ州（Missouri）
更新:2006 年 9 月 12 日

登録締切日 — 選挙当日の 28 日前。
6.身元証明番号。 あなたが記入し
た登録用紙には、お住まいの州発行
の運転免許証番号の記載を要しま
す。同様に記入済みの登録用紙に
は、ソーシャルセキュリティーの最後
の 4 桁も記載されていなければなり
ません。(115.155 章 RSMo)。運
転免許証、またはソーシャルセキュ
リティー番号のいずれも所持してい
ない場合は、この用紙に「NONE」
と記入してください。州から固有の
身元証明番号が発行されます。この
セクションのもとに提示された電子
媒体、印字物あるいは郵便ラベルに
は、投票者の電話番号ならびにソー
シャルセキュリティーを記載してはな
りません。(115.157章 RSMo)。
7.政党の選択。あなたが政党の予
備選挙、党員集会、大会に参加を希
望する場合でも、その政党に登録す
る必要はありません。
8.人種あるいは民族集団。空白のま
まとします。
9.署名。ミズーリ州で投票するため
には、あなたは下記に該当しなけれ
ばなりません。
• 米国市民である
• ミズーリ州の住民である
• 少なくとも17 才半であること（投
票は 18 才に達していなければなり
ません）
• 重罪の有罪判決を受けて後、執行
猶予あるいは仮釈放から最終的に
赦免されるまで、執行猶予または仮
釈放の対象になっていないこと

州の指示
• 選挙権に関する重罪あるいは軽罪
で有罪判決を受けていないこと
• 法廷から成年被後見人であるとの
判決を受けていないこと
• 判決を受けて投獄されていないこ
と
郵送先:
Secretary of State
P.O.Box 1767
Jefferson City, MO 65102-1767

モンタナ州（Montana）
更新:2006 年 3  月  1 日

登録締切日 — 選挙当日の 30 日前。
6.身元証明番号。モンタナ州の運転
免許証番号を提示しなければなり
ません。モンタナ運転免許証番号を
所持していない場合は、ソーシャル
セキュリティー番号の最後の 4 桁を
記載する必要があります。運転免許
証、あるいはソーシャルセキュリティ
ー番号のいずれも所持していない場
合は、この用紙に「NONE」と記入し
てください。モンタナ州当局から固
有の身元証明番号が発行されます。
7.政党の選択。モンタナ州はいずれ
の選挙にも、政党登録は要求してい
ません。
8.人種あるいは民族集団。空白のま
まとします。
9.署名。モンタナ州で登録するため
には、あなたは下記に該当しなけれ
ばなりません。
• 米国市民である
• 選挙当日またはその前に少なくと
も18才に達している
• モンタナ州、およびあなたが投
票したい郡に、次期選挙日前に最
低 30 日居住していること
• 重罪判決により刑務所に拘留され
ていないこと

• 法定により精神状態不安定との断
定を受けていないこと
• もし現在これらの資格を満たして
いない場合は、次期選挙までに満た
していることが必要です。
郵送先:
Secretary of State’s Office
P.O.Box 202801
State Capitol
Helena, MT 59620-2801.

ネブラスカ州（Nebraska）
更新:2018 年 3  月  8 日

登録締切日 — 選挙前の第 3 金曜日
（あるいは選挙前の第 2金 曜日午
後 6 時までに届出を済ます）
6.身元証明番号。ネブラスカ州の
運転免許証番号を提示しなければ
なりません。モンタナ州の運転免許
証番号を所持していない場合は、ソ
ーシャルセキュリティー番号の最後
の 4 桁を記載する必要があります。
7.政党の選択。あなたが政党の予
備選挙、党員集会、大会に参加した
い場合は、その政党に登録しなけれ
ばなりません。
8.人種あるいは民族集団。空白のま
まとします。
9.署名。ネブラスカ州で登録するた
めには、あなたは下記に該当しなけ
ればなりません。
• 米国市民である
• ネブラスカ州の住民である
• 11月の第 1月曜日後、最初の火曜
日あるいはそれ以前に最低 18 才に
達していること
• 重罪で有罪判決を受けていないこ
と、または受けていても、その刑（仮
釈放期間を含む）
を終えてから少な
くとも2年経過していること
• 精神的無能力者であると公式に認
められていないこと
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郵送先:
Nebraska Secretary of State
Suite 2300, State Capitol Bldg.
Lincoln, NE 68509-4608

ネバダ州（Nevada）
更新: 2018年10月16日

登録締切日 — 郵送による登録の
締切日は、予備選挙または総選挙
前の第4火曜日。郵送登録申込書の
消印がこの日以前でなければなり
ません。自身で出向いて登録する場
合は、予備選挙または総選挙前の
第3火曜日の午後7時まで可能。自
身で出向いて登録する場合は、郡
事務官／投票者登録係官事務所に
本人が行く必要があります。www.
RegisterToVoteNV.govでのオンラ
イン投票者登録の締切は、期日前投
票期間の初日前の木曜日です。
6.身元証明番号。ネバダ州の運転
免許証番号、またはDMV発行のネ
バダ州身元証明書番号を提示する
必要があります。有効なネバダ州運
転免許証かネバダ州身分証明カー
ドのいずれもお持ちでない場合は、
ソーシャルセキュリティ番号（SSN）
の末尾4桁を提供する必要がありま
す。有効なネバダ州運転免許証かネ
バダ州身分証明カード、ソーシャル
セキュリティ番号のいずれもお持ち
でない場合は、郡事務官／投票者
登録係官に連絡して、固有の身元証
明番号を割り当ててもらいます。
7.政党の選択。主要政党の予備選
挙、党員集会、党大会に参加したい
場合は、その政党に登録しなければ
なりません。少数政党または無党派
に登録した場合は、予備選挙用の
無党派投票用紙を受け取ります。
8.人種あるいは民族集団。空白のま
まとします。

州の指示
9.署名。ネバダ州で登録するために
は、あなたは下記に該当しなければ
なりません。
• 米国市民である
• 次の選挙日に18才に達している
こと
• 次の選挙前の少なくとも30日間、
ネバダ州の自分の郡に継続的に居
住し、かつ次の選挙前の少なくとも
10日間、自分の選挙区に居住してい
ること
• 重罪で有罪判決を受けていないこ
と。また重罪で有罪判決を受けてい
ても、法律の行使により自動的に、ま
たは裁判所命令や恩赦により、投票
権を回復していること
• 裁判所により精神的無能力者であ
るとの裁定を受けていないこと
• 他の場所を法的居住地として申し
立てていないこと。
17才の事前登録 — 17才であるが
18才には達しておらず、ネバダ州の
他の投票資格すべてを満たしている
場合、定められている投票登録手段
のうち任意の手段を使用して、事前
登録することができます。事前登録
している人は、18才の誕生日に自動
的に登録投票者となります。
重罪有罪判決 — 特定の種類の重
罪有罪判決を受けている場合を除
き、ネバダ州で重罪有罪判決を受
けている人は、(1) 執行猶予また
は保護観察期間が明けて名誉解放
（honorable discharge）
となった
時点、または (2) 刑期を満了して刑
務所から釈放された時点で、投票権
を自動的に回復します。現在重罪に
より刑務所に収監されている、執行
猶予中である、または保護観察期間
中である場合は、ネバダ州での投票
は許可されません。投票権回復に関
しての詳細は、ネバダ州務長官ウェ

ブサイトwww.nvsos.govを参照して
ください。
郵送先:
Secretary of State
Elections Division
101 North Carson Street, Suite 3
Carson City, NV 89701-4786
投票者登録申込書は上記住所の州
務長官事務所に提出することもでき
ますが、時間がかかる可能性があり
ます。遅れを避けるため、なるべくお
住まいの郡の選挙管理事務所に直
接、投票者登録申込書を記入・提出
するようお勧めします。
郡事務所の住所：登録締切に間に合
うよう、特に郵送による投票者登録
の締切日前の2週間には、記入した
投票者登録申込書をそれぞれの郡
事務官/投票者登録係官事務所に提
出してください。郡事務官・投票者登
録係官の全リストは、ネバダ州務長
官ウェブサイトwww.nvsos.govに掲
載されています。

ニューハンプシャー州 (New Hampshire）
更新:2006 年 3  月  1 日

登録締切日 — ニューハンプシャー
州内の市町村事務官は、本申込書
を、同市町村の不在投票者郵送登
録用紙の申込みとしてのみ受け付け
ます。これは選挙当日から 10 日前
までにあなたの市町村の事務官に
届くようにしなければなりません。
ニューハンプシャー州市町村の担
当職員は、同市町村の不在者投票
郵送登録用紙の申込みとしてのみ、
本申し込み書を受け入れます。あな
たが記入する必要のあるのはボック
ス 1、2 または 3 だけです。
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本申込書は、あなたの郵便番号の市
町村の事務官宛に郵送しなければ
なりません。これらの宛先住所は、
州務長官のウェブサイト http://www.
state.nh.us/sos/clerks.htm にあり
ます。
これは、
あなたの市町村の事務官が
あなた宛に市町村の用紙を発送し、
またあなたがこれを選挙の 10 日前
までに返送出来るように、充分な時
間の余裕をもって郵送しなければな
りません。

ニュージャージー州 （New Jersey）
更新:2008 年 3 月 28 日

登録締切日 — 選挙当日の 21日前。
6.身元証明番号。投票登録には、
あなたのソーシャルセキュリティー
番号の最後の 4 桁、
あるいはあなた
のニュージャージー州運転免許番
号が必要です。
もしそのいずれの番
号も持っていない場合は、用紙には
「NONE」
と書いてください。州当局
から投票登録用に、固有の身元証明
番号が割り当てられます。
7.政党の選択。ニュージャージー州
の投票者登録用紙には、政党所属
を明かす欄はありません。新規登録
の投票者、あるいは政党の予備選
挙に投票したことのない投票者は、
予備選挙日の投票所で、自分の政
党所属を宣言することが出来ます。
ニュージャージー州では、予備選挙
は、民主党と共和党のためにのみ
行なわれます。投票者は政党宣言
を提出して政党員となることが出来
ます。そのように政党宣言をしたあ
と、所属政党の変更を希望する投
票者が投票を行なうには、予備選挙
の 50 日前に宣言用紙を届け出なけ
ればなりません。

州の指示
8.人種あるいは民族集団。空白のま
まとします。
9.署名。ニュージャージー州で登録
するためには、あなたは下記に該当
しなければなりません。
• 米国市民である
• 次期総選挙までに少なくとも 18 才
に達している
• 次期選挙前少なくとも 30 日、この
州と自分の住居のある郡に居住して
いる
• この州あるいは米国内の他の州法
のもとでの起訴犯罪に対して有罪判
決を受け、刑に服し、あるいは仮釈
放又は執行猶予を受けていないこと
郵送先:
New Jersey Department of Law
and Public Safety
Division of Elections
P.O.BOX 304
Trenton, NJ 08625-0304

ニューメキシコ州 （New Mexico）
更新:2006 年 3  月  1 日

登録締切日 — 選挙当日の 28 日前。
6.身元証明番号。あなたのソーシ
ャルセキュリティー番号の全桁が要
求されます。本登録カードに記載さ
れているあなたのソーシャルセキュ
リティー番号は、
あなたの地元にお
ける投票者登録のための恒久記録
の一部となり、郡の係官事務所で公
共監査のために公開されます。ただ
しあなたのソーシャルセキュリティ
ー番号と生年月日は機密扱いであ
り、公共に開示されることはありませ
ん。限定された投票者登録情報は、
コンピュータ化されたリストとして
（
ソーシャルセキュリティー番号又は
生年月日を除いたものが）一般公開
され、現職選挙事務所運営者、候補
者、政党、法廷、および投票者参加と

登録を促進する非営利団体の要請
のもとに、政治目的のためにのみ提
供されます（§1-5-19B, NMSA 1978
）
。
7.政党の選択。あなたが政党の予
備選挙、党員集会、大会に参加した
い場合は、その政党に登録しなけれ
ばなりません。
8.人種あるいは民族集団。空白のま
まとします。
9.署名。ニューメキシコ州で登録す
るためには、あなたは下記に該当し
なければなりません。
• 米国市民である
• ニューメキシコ州の住民である
• 次期総選挙までに少なくとも 18 才
に達していること
• 精神的能力不足のために法廷によ
り投票権を否定されていないこと、
かつ重罪で有罪判決を受けている
場合は、執行猶予あるいは仮釈放の
条件を全て満たしたうえ、刑期を全
うし、あるいは知事による恩赦を認
められていること。
郵送先:
Bureau of Elections
325 Don Gaspar, Suite 300
Santa Fe, NM 87503

ニューヨーク州（New York）
更新:2006 年 3  月  1 日

7.政党の選択。あなたが政党の予
備選挙、あるいは党員集会に参加し
たい場合は、その政党に登録しなけ
ればなりません。
8.人種あるいは民族集団。空白のま
まとします。
9.署名。ニューヨークで登録するた
めには、あなたは下記に該当しなけ
ればなりません。
• 米国市民である
• その郡、あるいはニューヨーク市
に、少なくとも選挙前の 30 日居住し
ていること
• あなたが本用紙申し込みをする年
の 12 月 31 日までに 18 才に達して
いること（注記：あなたが投票したい
総選挙、予備選挙その他の選挙日ま
でに 18 才に達していなければなり
ません）
• 重罪判決により投獄され、あるい
は仮釈放中でない
• 現在管轄司法当局により、無資格
者と判定されていない
• 他の場所で投票権を申し立てを行
なっていない
郵送先:
NYS Board of Elections
40 North Pearl Street, Suite 5
Albany, NY 12207-2729

ノースカロライナ州 （North Carolina）
更新:2006 年 3  月  1 日

登録締切日 — 選挙当日の 25 日前
6.身元証明番号。連邦法により、投
票登録の際には、自分の運転免許証
番号を提示しなければなりません。
運転免許証を所持していない場合
は、少なくともソーシャルセキュリテ
ィー番号の最後の 4 桁を記載しなけ
ればなりません。いずれも持ってい
ない時は、本申込書に 「NONE」と
記入してください。州当局から固有
の身元証明番号が発行されます。
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登録締切日 — 登録申込書に選挙日
の 25 日前の消印があるか、あるいは
選挙事務所または指定された投票
者登録機関で、選挙日の 25 日前の
午後 5 時までに届け出が受け取られ
ていること。
6.身元証明番号。あなたのノースカ
ロライナ州の運転免許証番号、ある
いはノースカロライナ州自動車局発
行の身元証明番号を提示すること。

州の指示
もし運転免許証を持っていない場合
は、ソーシャルセキュリティーの最後
の 4 桁を提示してください。
7.政党の選択。その政党が無所属
投票者に自党の予備選挙投票を許
しているのでない限り、
あなたが予
備選挙に投票するためには、
その政
党に登録を要します。
あなたの示し
た政党が資格のない政党であった
場合、
あるいはあなたがどの政党も
指定しなかった場合、
あなたは「所
属無し」のリストに載ります。
8.人種あるいは民族集団。このボッ
クスに必要事項を記入しなければな
りません。
しかしながら、記入しなく
ても申し込みが拒否されることはあ
りません。ボックス 8 の申し込み指示
を見て、
どのような選択があるか確
認してください（2 ページ）
。
9.署名。ノースカロライナ州で登録
するためには、
あなたは下記に該当
しなければなりません。
• 米国市民である
• 選挙日に先立つ 30 日前から、ノー
スカロライナ州ならびに自分の住む
郡の住民であること
• 次期総選挙当日までに少なくと
も 18 才に達していること
• 重罪で有罪判決を受けていたとし
ても、自分の公民権を回復している
こと
• 他の郡あるいは州で投票登録をし
ていないこと
郵送先:
State Board of Elections
P.O.Box 27255
Raleigh, NC 27611-7255

ノースダコタ州 （North Dakota）
更新:2006 年 3  月  1 日

ノースダコタ州は投票者登録は行な
いません。

オハイオ州（Ohio）
更新:2006 年 3  月  1 日

登録締切日 — 選挙当日の 30 日
前。
6.身元証明番号。あなたのソーシャ
ルセキュリティー番号が要求されま
す。この番号の提示は任意です。必
要なときはこの情報により、選挙委
員会はあなたの登録を点検出来るよ
うになります。
（O.R.C. 3503.14）
[連邦法は、投票登録のために、自分
の運転免許証番号を提示すること
を義務付けています。運転免許証を
所持していない場合は、少なくとも
ソーシャルセキュリティー番号の最
後の 4 桁を記載しなければなりませ
ん。どちらの番号も持っていない場
合は用紙に「NONE」と書けば、州
当局から固有の身元証明番号が発
行されます。〕
7.政党の選択。あなたが政党の予
備選挙に参加したい場合でも、その
政党への登録はしません。政党所属
は予備選挙の投票で確立されます。
8.人種あるいは民族集団。空白のま
まとします。
9.署名。オハイオ州で登録するため
には、あなたは下記に該当しなけれ
ばなりません。
• 米国市民である
• オハイオ州の住民である
• 選挙日当日あるいはそれ以前
に 18 才に達していること。もし総選
挙当日、あるいはそれ以前に 18 才
に達している場合は、予備選挙のみ
で候補者を対象に投票することが出
来ます。
• 重罪で有罪判決を受け、かつ現在
入獄していないこと
• 投票の目的で無能力者であると法
廷から言い渡されていないこと
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郵送先:
Secretary of State of Ohio
Elections Division
180 E. Broad Street — 15th Floor
Columbus, OH 43215

オクラホマ州（Oklahoma）
更新:2003 年 10 月 29 日

登録締切日 — 選挙当日の 25 日前
6.身元証明番号。ソーシャルセキュ
リティー番号の最後の 4 桁の提示
を要求されます。オクラホマ･タイト
ル 26、セクション 4-112）加えてあな
たのオクラホマ州の運転免許証番
号が要求されます。
7.政党の選択。あなたが政党の予
備選挙、党員集会、大会に参加した
い場合は、その政党に登録しなけれ
ばなりません。
8.人種あるいは民族集団。空白のま
まとします。
9.署名。オクラホマ州で登録するた
めには、あなたは下記に該当しなけ
ればなりません。
• 合衆国市民であり、かつオクラホ
マ州の住民であること
• 次期選挙当日あるいはその前
に 18 才に達していること
• その重罪の原刑期に等しい期間が
満了しておらず、あるいはそれに対
する恩赦を受けていない重罪で有
罪判決を受けていないこと
• 無能力者であるとの判決を受けて
いないこと、または投票登録を禁止
されている部分的な無能力者でな
いこと
郵送先:
Oklahoma State Election Board
Box 528800
Oklahoma City, OK 73152-8800

州の指示
オレゴン州（Oregon）
更新:2006 年 3  月  1 日

登録締切日 — 選挙当日の 21日前。
6.身元証明番号。連邦法は、投票登
録のためには、自分の運転免許証番
号を提示することを義務付けていま
す。運転免許証を所持していない場
合は、少なくともソーシャルセキュリ
ティー番号の最後の 4 桁を記載しな
ければなりません。いずれも所持し
ていない時は、同用紙に 「NONE」
と記入してください。州当局から固
有の身元証明番号が発行されます。
7.政党の選択。あなたが政党の予
備選挙に参加したい場合は、その政
党への登録が必要です。
8.人種あるいは民族集団。空白のま
まとします。
9.署名。オレゴン州で登録するため
には、あなたは下記に該当しなけれ
ばなりません。
• 米国市民である
• オレゴン州の住民である
• 選挙当日までに少なくとも 18 才に
達していること
郵送先:
Secretary of State
Elections Division
141 State Capitol
Salem, OR 97310-0722

ペンシルベニア州（Pennsylvania）
更新:2006 年 3 月 1 日

登録締切日 — 選挙あるいは予備選
挙の30日前
6.身元証明番号。所持している場合
は、運転免許番号を提示しなければ
なりません。運転免許証番号を所持
していない場合は、少なくともソーシ

ャルセキュリティーの最後の 4 桁数
字を提示しなければなりません。ソ
ーシャルセキュリティー番号を持って
いない場合は、ボックスに「NONE」
と書いてください。
7.政党の選択。あなたが政党の予
備選挙に参加したい場合は、その政
党に登録を必要とします。
8.人種あるいは民族集団。このボッ
クスに必要事項を記入しなければな
りません。ボックス 8 の申し込み指示
を見て、どのような選択があるか確
認してください（2 ページ）
。
9.署名。ペンシルベニア州で登録す
るためには、あなたは下記に該当し
なければなりません。
• 次期選挙の少なくとも 1ヶ月前に
米国市民となっていること
• 選挙の前少なくとも 30 日、ペンシ
ルベニア州と自分の選挙区の住民
であること
• 次期選挙日当日に少なくとも 18 才
に達していること
郵送先:
Office of the Secretary of the
Commonwealth
210 North Office Bldg.
Harrisburg, PA 17120-0029

ロードアイランド州 （Rhode Island）
更新:2008 年 3 月 28 日

局から固有の身元証明番号が発行
されます。
7.政党の選択。ロードアイランド州で
は党の予備選挙に参加したいひと
は、その党に登録しなければなりま
せん。登録の日に政党登録が出来な
かったひとは、その党の予備選挙日
に登録し、その予備選挙に参加する
ことが出来ます。もしどの党にも登
録していないひとでも、総選挙と無
党派予備選挙で投票出来ます。
8.人種あるいは民族集団。空白のま
まとします。
9.署名。ロードアイランド州で登録す
るためには、あなたは下記に該当し
なければなりません。
• 米国市民である
• 次期選挙に先立つ 30 日、ロードア
イランド州に居住している
• 選挙当日までに少なくとも 18 才に
達していること
• 重罪の有罪判決を受けたために矯
正施設に投獄されていないこと
• 精神的無能力者であると法的に判
定されていないこと
郵送先:
Rhode Island State Board of
Elections
50 Branch Ave.
Providence, RI 02904-2790

サウスカロライナ州 （South Carolina）

登録締切日 — 選挙当日の 30 日前。

更新:2006 年 3  月  1 日

6.身元証明番号。申込者は、ロード
アイランド州の現在有効な運転免許
証を所持している場合は、その番号
の提示を求められます。現在有効な
運転免許証の発行を受けていない
申込者は、ソーシャルセキュリティー
番号の最後の 4 桁を提示しなけれ
ばなりません。どちらも所持していな
い申込者には、ロードアイランド州当

登録締切日 — 選挙当日の 30 日前。
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6.身元証明番号。あなたのソーシャ
ルセキュリティー番号全桁が要求さ
れます。これはサウスカロライナ州条
例の定めによるものであり、内部の
目的にのみ使用されます。ソーシャ
ルセキュリティー番号は州選挙委員
会の報告のどこにも記載されず、か
つその使用権限を持たない個人に

州の指示
開示されることはありません。
（サウ
スカロライナ･タイトル 7-5-170）
7.政党の選択。あなたがその政党の
予備選挙、党員集会、大会に参加を
希望する場合も、その政党に登録す
る必要はありません。
8.人種あるいは民族集団。このボッ
クスに必要事項を記入しなければな
りません。記入を怠ると、登録を拒否
される場合があります。ボックス 8 の
申し込み指示を見て、どのような選
択があるか確認してください（2 ペ
ージ）
。
9.署名。サウスカロライナ州で登録
するためには、あなたは下記に該当
しなければなりません。
• 米国市民である
• 次期選挙日当日またはそれ以前に
少なくとも18 才に達している
• サウスカロライナ州、自分の郡、選
挙区の住民であること
• 罪を犯して有罪判決を受け、公共
の刑務所に拘禁されていないこと
• 重罪あるいは選挙法違反で有罪
判決を受けていないこと、また以前
に有罪判決を受けていても仮釈放、
あるいは執行猶予を含めてその全
刑期に服しており、あるいはその有
罪判決に対して恩赦を受けている
こと
• 法廷により精神的無能力者である
との命令を受けていないこと
• 申込書に記載した住所が自分の
唯一の法的住所であり、他のいずれ
の場所も法的住所と申し立てていな
いこと
郵送先:
State Election Commission
P.O.Box 5987
Columbia, SC 29250-5987

サウスダコタ州 （South Dakota）
更新:2006 年 3  月  1 日

登録締切日 ― 受付は選挙当日
の 15日前まで。
6.身元証明番号。あなたの運転免
許証番号が必要です。もし有効運転
免許証を持っていない場合は、ソー
シャルセキュリティーの最後の 4 桁を
提示してください。
7.政党の選択。あなたが政党の予
備選挙、党員集会、大会に参加した
い場合は、その政党に登録しなけれ
ばなりません。
8.人種あるいは民族集団。空白のま
まとします。
9.署名。サウスダコタ州で登録する
ためには、あなたは下記に該当しな
ければなりません。
• 米国市民である
• サウスダコタに住んでいること
• 次期選挙までに 18 才に達してい
る
• 禁固、服役あるいは執行猶予を含
む重罪判決を受け、現在成人刑務
所に服役していないこと
• 法廷から精神的無能力者という宣
告を受けていないこと
郵送先:
Elections, Secretary of State
500 E. Capitol
Pierre, SD 57501-5070

テネシー州（Tennessee）
更新:2018年8月31日

登録締切日 — 選挙当日の 30 日前。
6.身元証明番号。あなたのソーシ
ャルセキュリティー番号 9 桁が要求
されます。ソーシャルセキュリティ
ーは登録重複を避けるための身元
18

確認目的のために必要です（TCA
2.2.116）
。
7.政党の選択。あなたがその政党
の予備選挙、党員集会、大会に参加
を希望する場合も、
その政党に登録
する必要はありません。
8.人種あるいは民族集団。任意。
9.署名。テネシー州で登録するため
には、あなたは下記に該当しなけれ
ばなりません。
• 米国市民である
• テネシー州住民である
• 次回選挙日前に少なくとも18才に
達している
• 重罪の有罪判決を受けていないこ
と、あるいは有罪判決を受けていて
も、投票権を回復していること
• 管轄司法区法廷により、禁治産者
とされていないこと (あるいは、法的
能力を回復していること)
郵送先:
Coordinator of Elections
Tennessee Tower, Seventh Floor
312 Rosa L. Parks Ave.
Nashville, TN 37243-1102

テキサス州（Texas）
更新: 2018年11月15日

登録締切日 — 選挙当日の 30 日前。
6.身元証明番号。投票登録の際に
は、テキサス州運転免許証またはテ
キサス州身元証明番号を提示しな
ければなりません。テキサス州の運
転免許証もテキサス州身元証明カー
ドもお持ちでない場合は、ソーシャ
ルセキュリティ番号の少なくとも末尾
4桁を提供する必要があります。いず
れもお持ちでない場合は、
「NONE」
と記入してください。州当局から固
有の身元証明番号が発行されます。
7.政党の選択。あなたがその政党
の予備選挙、党員集会、大会に参加

州の指示
を希望する場合も、その政党に登録
する必要はありません。
8.人種あるいは民族集団。空白のま
まとします。
9.署名。テキサスで登録するために
は、あなたは下記に該当しなければ
なりません。
• 米国市民である
• 登録申し込みを行なう郡の住民で
ある
• 少なくとも 17 才 10ヶ月であること
（投票は18 才に達していなければ
なりません）
• 最終的に重罪の有罪判決を受け
ていないこと、もし受けている場合
は、入獄、仮釈放、監督、執行猶予あ
るいは恩赦を含め、完全にその処罰
から解かれていること。
• 法廷の最終判決によって、精神的
無能力者と宣言されていないこと
郵送先:
Office of the Secretary of State
Elections Division
P.O.Box 12060
Austin, TX 78711-2060

ユタ州（Utah）
更新:2008 年 3 月 28 日

登録締切日 — 郵送申し込みの場
合は選挙の30 日前;郡事務官事務
所で自身で登録するときは 15 日前。
6.身元証明番号。あなたが記入した
登録用紙には、お住まいの州発行の
運転免許証番号あるいは非運転用
身元証明書番号が記載されていな
ければなりません。運転免許証、又
は非運転身元証明証も所持してい
ない場合は、ソーシャルセキュリティ
ー番号の最後の 4 桁の記載を必要と
します。運転免許証、非運転身元証
明証、ソーシャルセキュリティー番号
のいずれも所持していない場合は、

この用紙には「NONE」と記入してく
ださい。州当局から固有の身元証明
番号が発行されます。
7.政党の選択。
政党宣言をしなくても投票登録は出
来ます。ただしユタの選挙法では、
予備選挙で投票出来るひとを各政
党が選べるようになっています。ど
の党にも所属していない場合は、予
備選挙の投票を制限されることがあ
ります。
8.人種あるいは民族集団。空白のま
まとします。
9.署名。ユタで登録するためには、
あなたは下記に該当しなければなり
ません。
• 米国市民である
• 次期選挙の直前 30 日、ユタ州に
居住している
• 次期選挙当日またはそれ以前に少
なくとも18 才に達している
• 重罪による有罪判決を受けて現
在、獄中に服役していないこと
• 国家反逆あるいは選挙権に対する
犯罪により有罪判決を受けていない
こと、ただし公民権を回復している
ときはこの限りではない
• 法廷から精神的無能力者という宣
告を受けていないこと
郵送先:
Office of the Lieutenant Governor
P.O.Box 142325
Salt Lake City, UT 84114

バーモント州（Vermont）
更新:2008 年 7 月 29 日

登録締切日 — 選挙前の水曜日午
後 5 時までに市の事務官のもとに届
ける
6.身元証明番号。バーモント州の運
転免許証番号、またそれを所持して
19

いない場合はソーシャルセキュリティ
ーの最後の 4 桁を提示しなければな
りません。バーモント州の運転免許
証、ソーシャルセキュリティーいずれ
の番号も所持していない場合は、こ
の用紙に「NONE」と記入してくださ
い。州当局から固有の身元証明番号
が発行されます。
7.政党の選択。バーモント州はいず
れの選挙に当たっても、政党登録は
要求していません。
8.人種あるいは民族集団。空白のま
まとします。
9.署名。バーモント州で登録するた
めには、あなたは下記に該当しなけ
ればなりません。
• 米国市民である
• バーモント州の住民である選挙当
日あるいはそれ以前に 18 才に達し
ていること。
• 次の宣誓を行なっていること：バー
モント州に関するいずれかの問題に
かかわる選挙に票を投じ、あるいは
選挙権を行使するとき、あなたは、自
らの良心に従って最善の判断のもと
に行動し、憲法に樹立されたことが
らに順じ、 なんぴとに対する恐れも
情実もなしにこれを 行なうことを、
厳粛に宣誓（あるいは確認）
します。
[投票民宣誓、バーモント州の憲法
第 II 条第 42 章]
あなたはボックス9に署名することに
よって、上記に見られるバーモント
州の投票者宣誓を行ない、または確
認したと見なされます。
郵送先:
Office of the Secretary of State
Director of Elections
26 Terrace Street
Montpelier, VT 05609-1101

州の指示
バージニア州（Virginia）

ワシントン州（Washington）

ウェストバージニア州 （West Virginia）

更新:2011年11月30日

更新:2012 年 9 月 24 日

更新:2006 年 9 月 12 日

登録締切日 — 選挙日の 22 日前に
届出のこと。

登録締切日 — 選挙当日から29日以
前（あるいは、地元選挙登録事務所
まで本人が持参した場合は選挙当
日の8日前まで）

登録締切日 — 選挙当日の 21日前。

6.身元証明番号。あなたのソーシャ
ルセキュリティー番号の全桁が要求
されます。あなたのソーシャルセキ
ュリティーは公用目的の報告に現れ
ますが、これは投票者登録事務所
と選挙関係職員、および法廷による
陪審選定目的のみに使用されます。
バージニア州の憲法第 II 条第 2 章
（1971）
。
7.政党の選択。あなたがその政党
の予備選挙、党員集会、大会に参加
を希望する場合も、その政党に登録
する必要はありません。
8.人種あるいは民族集団。空白のま
まとします。
9.署名。バージニア州で登録するた
めには、あなたは下記に該当しなけ
ればなりません。
• 米国市民である
• バージニア州の、かつあなたが投
票を望む選挙区の住民であること
• 次期の 5 月あるいは 11 月の総選挙
までに 18 才に達していること
• 重罪で有罪判決を受けていないこ
と、または自分の公民権を回復して
いること
• 現在、法廷により精神的無能力者
とされていないこと
郵送先:
Virginia State Board of Elections
1100 Bank Street, 1st floor
Richmond, VA 23219

6.身元証明番号。運転免許書番号、
または州によって発行された身分証
明書番号を提示しなければなりませ
ん。もし、ワシントン州の運転免許、
または州によって発行された身分証
明書を持っていない場合は、ソーシ
ャルセキュリティー番号の最後の4桁
を提示してください。この情報の提
示を怠ると、登録処理がされない場
合があります。
7.政党の選択。ワシントンでは自分
の政党所属を指定しなくても登録出
来ます。
8.人種あるいは民族集団。空白のま
まとします。
9.署名。ワシントンで登録するため
には、あなたは下記に該当しなけれ
ばなりません。
• 米国市民である
• ワシントン州、自分の郡、そして自
分が投票したい選挙区の法的住民
であり、選挙に直接先立つ 30 日をそ
こに居住していること
• 選挙当日までに少なくとも 18 才に
達していること
• 重罪で有罪判決を受けていないこ
と、ただし公民権を回復している場
合を除く
郵送先:
Secretary of State
Elections Division
P.O.Box 40229
Olympia, WA 98504-0229
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6.身元証明番号。運転免許証番号
を記入します。もし運転免許証を持
っていない場合は、あなたのソーシ
ャルセキュリティーの最後の 4 桁を
提示してください。もしあなたが運
転免許証番号もソーシャルセキュリ
ティー番号も持っていない場合は、
身元証明番号が割り当てられます。
7.政党の選択。特定政党の予備選
挙、党員集会、または党大会に出席
したい場合はその党に登録しなけ
ればなりません（無所属の人の投票
を認める党の場合は別です）
8.人種あるいは民族集団。空白のま
まとします。
9.署名。ウェストバージニア州で登
録するためには、あなたは下記に該
当しなければなりません。
• 米国市民である
• ウェストバージニア州の上記の住
所に住んでいること
• 18 才である、又は予備選挙に投票
する時は17 才で、かつ総選挙まで
に 18 才に達していること
• 重罪、国家反逆罪、あるいは選挙
収賄によって有罪判決を受け、また
は執行猶予あるいは仮釈放を受け
ていないこと

州の指示
• 管轄司法区の法廷から「精神的無
能力者」の判定を受けていないこと
郵送先:
Secretary of State
Building 1, Suite 157-K
1900 Kanawha Blvd.East
Charleston, WV 25305-0770

ウィスコンシン州（Wisconsin）
更新:2018年8月31日

登録締切日 — 選挙日の少なくとも
20日前の消印で届出があること。あ
るいは、選挙日直前の金曜日の午後
５時までに市町村事務所で登録を
済ませていること。あるいは、選挙日
当日に投票所で登録を済ませてい
ること。
ウィスコンシン州ではオンライン投
票者登録も可能です – 現在有効な
ウィスコンシン州運転免許証また
は州発行の身元証明カードをお持
ちの場合は、選挙の20日前までに
https://myvote.wi.govで登録してく
ださい。
2. 住所。投票者登録フォームと共
に、完全な姓名および居住住所が
記載された在住証明となる文書を
送付する必要があります。これは、
現在有効なウィスコンシン州運転免
許証または州発行の身元証明カー
ド、固定資産税請求書、過去90日間
以内の公共料金請求書、銀行明細
書、給与支払小切手または付票、行
政機関が発行した小切手または文
書などです。完全なリストはhttp://
elections.wi.govをご覧ください。
6.身元証明番号。有効期限の切れ
ていないウィスコンシン州運転免許
証または州運輸局発行の身元証明
カードの番号を提示します。現在有
効な州運輸局発行の免許証も身元

証明カードもない場合は、ソーシャ
ルセキュリティ番号の末尾4桁を提示
してください。
7.政党の選択。必要ありません。
8.人種あるいは民族集団。必要ありま
せん。
9.署名。ウィスコンシン州で登録するた
めには、あなたは下記に該当しなけれ
ばなりません。

• 米国市民である
• ウィスコンシン州の住民であり、登
録住所に最低10日間居住している
• 18歳以上である
• 反逆罪、重罪あるいは収賄で有罪
判決を受けたことがないこと。もし受
けたことがある場合は、その刑の完
了または恩赦後に公民権を回復し
ていること
• 法廷により、裁判手続きの目的を
理解する能力に欠けると判断されて
いないこと
• 選挙結果について賭けたり、そこ
から相応の報いを受けたりしないこ
と
• 同一選挙において他の場所で投票
していないこと
郵送先：
記入した登録フォームと、在住証明
文書のコピーを、お住まいの自治
体事務所宛てに郵送してください。
自治体事務所はhttps://myvote.
wi.gov/en-US/MyMunicipalClerk
に掲載されています。
お住まいの自治体事務所の住所が
見つからない場合は、下記に郵送す
ることもできます：
Wisconsin Elections
Commission
212 East Washington Avenue,
Third Floor
P.O. Box 7984
Madison, WI 53707-7984
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(注：登録申込書は上記住所のウィス
コンシン州選挙事務所に提出するこ
ともできますが、時間がかかる可能
性があります。遅れを避けるため、な
るべくお住まいの自治体事務所に直
接、投票者登録申込書を記入・提出
するようお勧めします。)

ワイオミング州（Wyoming）
更新:2006 年 3  月  1 日

ワイオミングは法律により、州法が
変わらない限り、この用紙を受け入
れることは出来ません。

