
投票センター/投票所の場所 

2020年11月 郡選挙管理報告書 - 期限 2020年6月15日 

郡： 電話： 

連絡先： 電子メール： 

 2020年11月総選挙の郡実施計画 

11月の選挙に実施する計画について説明してください。 

次を実施しますか。 

投票センターを設けますか。 

従来の投票場所ですか。 

（有権者10,000名ほどの）大規模総合投票場所ですか。 

スーパー総合投票所と投票センター型のサービスとを結合しますか。

いくつの場所が必要ですか。 

いくつ設置する予定ですか。 

使用が確認されているのはいくつですか。 

場所を得る際に州務長官などの支援を希望しますか。 



選挙担当職員 

投票箱 

郵便投票の処理 

希望する場合、場所のサイズその他仕様は何ですか。 

選挙担当職員を何人募集し雇用する予定ですか。 

確認された選挙担当職員は何人ですか。 

選挙担当職員を募集するときに州務長官などの支援を希望しますか。 

投票箱はいくつ必要ですか。 

いくつ設置する予定ですか。 

投票箱を追加で購入する必要がありますか。 

その場合、どのタイプをいくつ購入しますか。 

確認された場所はいくつありますか。 

投票箱の設置場所を募る際に州務長官などの支援を希望しますか。 

郵便投票用紙を3月に何枚発行しましたか。 

郵便投票補充投票用紙は何枚でしたか。 

3月に返送された郵便投票用紙のうち、署名の相違があったのは何枚ですか。 

そのうち、解決できたのは何枚ですか。 

郵送される郵便投票用紙のパッケージを手作業で作成しますか。 

署名を救済する通知の処理過程は何ですか。 



郵送する郵便投票用紙、返信用封筒、および有権者説明書の見本を提出してください。 

個人用保護具(PPE) 

11月に向けて選挙担当職員と有権者用の個人用保護具(PPE)を購入していますか。 

11月に向けて郡全体または一部用にPPEを州務長官などに調達してほしいですか。 

その場合、どのタイプのPPEをどのくらいの数量を州務長官などに調達してほしいですか。 

タイプ 詳細/仕様 数量 

手袋 

マスク

フェイスシールド

除菌ワイプ 

除菌ジェル 

その他（明記してください）： 

リソース 

11月の選挙を実施するために追加リソースが必要ですか。 

その場合、どのような追加リソースが必要ですか。 



 
 

フォームを送信する 

 

11月に実施/使用する新たな業者または新技術がありますか。 

 

 

その場合、どの業者/技術ですか。 

 

 
 

 

11月の選挙を実施するにあたり、他のニーズ、懸念がありますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

その他 



Neal Kelley, Orange County Registrar of Voters | 1300 S. Grand Ave., Bldg. C, Santa Ana CA 92705 | 714-567-7600

Mark, seal, and sign your envelope

1. Mark your ballot
• Follow the directions on the ballot. 

2. Seal your envelope 

• Check that you have the return envelope with your name on it. 
• Put your ballot into the envelope and seal the envelope. 

3. Sign the envelope
• Date and sign your name on the back of the envelope in ink.
• Print your name and residential address. 

4. Options for returning your ballot
• Mail your ballot in the enclosed postage-paid envelope. 
• Drop off your ballot to any Orange County Vote Center

       or the Pop-Up Mobile Voting Unit (For Vote Center locations and
       hours, visit ocvote.com/votecenter).

• Deposit your ballot into any Ballot Drop Box 
(For Ballot Drop Box locations, visit ocvote.com/dropbox). 

• If you make a mistake, call 714-567-7600 before Election Day.
• Your ballot must be postmarked on or before Election Day and  

received no later than 3 days after the election.
• Voters may request translated election materials and accessible 

election materials. For more information, please call 714-567-7600.

Track your ballot from start to finish at ocvote.com/track

BALLOT EXPRESS After you've returned your  
ballot ‒ we've included an 

"I Voted" peel off sticker for you!

ORANGE COUNTY  
REGISTRAR OF VOTERS



No extra 
marks, please! 

No numbers, no 
drawings, and no 

initials.

Leave this 
box blank, 

unless you want 
to vote for a 

qualified write-in 
candidate.

Use 
a blue or 

black pen. 
Do not use 

pencil.

Do not write 
or sign your 
name on the 

ballot.

Tips for marking your vote-by-mail ballot
and keeping it private.

!



1300 S. Grand Ave., Bldg. C
P.O. BOX 11298
SANTA ANA, CA 92711-1298

RETURN SERVICE REQUESTED

Non-Profit Org.
U.S.Postage

PAID
Santa Ana, CA
Permit No. 77

OFFICIAL
VOTE-BY-MAIL
BALLOT

Track your ballot from start to finish at ocvote.com/track
BALLOT EXPRESS

F301 (R12/19)

OFFICIAL
VOTE-BY-MAIL
BALLOT

Official Ballot Drop Box
Deposit your ballot into any ballot drop box
(For drop box locations visit ocvote.com/dropbox)

In Person
Deliver your ballot to any Orange County Vote Center
(For vote center locations and hours visit ocvote.com/votecenter)

Vote-by-Mail
Return your ballot by mail 

Orange County Registrar of Voters
(Mailing address on reverse)

Online
ocvote.com

Live Chat
ocvote.com/chat

Call
714-567-7600

Contact information Options for returning your ballot



OFFICIAL
RETURN
BALLOT
ENVELOPE
To be opened only
by an Elections
Canvassing Board

Failure to sign the reverse side of this
envelope will invalidate your ballot.

F400 (R04/18)

NEAL KELLEY
REGISTRAR OF VOTERS
COUNTY OF ORANGE
P.O. BOX 11090
SANTA ANA, CA 92711-1090

APPLY FIRST
CLASS MAIL

POSTAGE
HERE

Front

!

I am unable to return my ballot and hereby authorize:

Print name of person returning your ballot

Signature of person returning your ballot

Relationship

Made a mistake on your ballot?

Call 714-567-7600
or visit ocvote.com/replacement

Orange County

MMDDYYY // Date of signing

Voter, print your information here.

Name

Voter signature.Power of Attorney NOT ACCEPTABLE.

Address

City, State, Zip

PRINT HERE

PRINT HERE

PRINT HERE

I hereby certify under penalty of perjury that I am a voter residing within 
the precinct in which I am voting and that I am the person whose name 
appears on this envelope. I have not applied, nor will I apply, for a 
vote-by-mail ballot from any other jurisdiction for this election.

Warning: You must sign the envelope in your own handwriting in
order for your ballot to be counted. Voting twice constitutes a crime.

This envelope must be signed, dated and postmarked on or before 
Election Day. Your vote-by-mail ballot must be received no later 
than three days after Election Day.

ATTN USPS: Delivery address on other side.

SIGN
HERE

9”



Remember:
Your enveleope must be postmarked on or before Election Day
and received no later than three days after Election Day

Did you…
 Sign your envelope?
 Print your name and address?

Back

9”


	Submit: 
	County Name: Orange
	Contact Name: Neal Kelley
	Contact Phone: 714-567-5139
	Email Address: Neal.Kelley@rov.ocgov.com
	Plan Description: Orange郡有権者登録では選挙法規第4005に規定する要件に従って、2020年11月3日に大統領総選挙を行なう予定です。新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の観点から、対人距離を確保するため、オンライン候補者届出の能力増大、郵便投票の拡大、選挙担当職員の募集と雇用の再構成、オンライン訓練と動画の作成、投票センター配置および選挙後監査の見直しなど選挙計画への調整を行ない、有権者に変更を告げるための総合的な有権者の認識プログラムを管理します。投票センターを11日間運営する予定はなく、その代わりに、選挙日を含む5日間すべての投票センターを運営する予定です（懸案中の立法および州指令）。
	VoteCenter: [はい]
	PollingPlaces: [いえ]
	Consolidated: [いえ]
	ConsolidatedVoteCenterStyle: [いえ]
	LocationReq: 166
	LocationCount: 166-188
	LocationConfirmed: 1
	SOSHelp: [はい]
	VoteLocationSpecs: 当局ではまだ実際の仕様とサイズの要件を最終決定している段階です。  Orange郡では5日間のみ投票センターを運営します（立法および州指令による）。  選挙前の設置と選挙後の取り壊しのために、10/28（水曜日）から11/4（水曜日）までの予約を要請する予定です。
	StaffCount: 1200
	StaffConfirmed: 0
	SOSStaffHelp: [いえ]
	Dropbox Req: 110
	Dropbox Count: 110-112
	Dropbox Purchase: いえ
	DBType: 該当なし
	DBCount: 
	DBConfirmed: 110
	Dropdown23: [いえ]
	VBMMarchIssue: 1,675,655
	ReplacementCount: 10,844
	NoSigCount: 928（最終的な不一致のみを集計）
	CureCount: 1,728
	PackageVBMmanual: いえ
	CureProcess: 署名がないまたは署名が記録と一致しない有権者にはその問題に関して通知する書簡が郵送されます。有権者は提示された書簡を使って署名を訂正し、認証前の法定期限までにその書簡を事務局まで戻してください。
	Attachments: 見本は2020年3月3日大統領予備選挙から用意されます。すべての内容は2020年11月3日大統領総選挙に固有の内容を取り入れて見直しされます。
	PPE: はい
	SOSPPEHelp: [いえ]
	GlovesDesc: 
	GloveCount: 
	MaskDesc: 
	MaskCount: 
	FaceShieldDesc: 
	FaceShieldCount: 
	WipeDesc: 
	WipeCount: 
	SanitizerDesc: 
	SanitizerCount: 
	OtherDesc: 
	OtherCount: 
	Resources: 該当なし
	ResourceDesc: 
	NewTechVend: はい
	WhichVendTech: 対人距離の確保のため、新しいプロセスとソフトウェア技術を導入します。その例としてZoom/Webex/自分で予定を決めるサービス/遠隔教育があります。2020年11月に向けてサイバーセキュリティの姿勢を高めるサイバーディフェンスの取り組みを導入します。
	AdditionalConcern: 従業員と有権者のための健康と安全。


