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2021 年 7 月 8 日木曜日午後 2:00 時 
  

ミーティングに参加されるには、次のリンクをクリックしてください：  
https://zoom.us/j/98764427550 

ミーティング・パスコード：100892 
 

ミーティングに電話で参加されるには、次の電話番号を利用してください：  
Dial: (669) 900-6833 または (408) 638-0968 

最寄りの電話番号の検索サイト：https://zoom.us/u/aj359BAHe 
ウェビナー ID：987 6442 7550# 

参加者 ID： 該当なし、ダイヤル番号# 
ミーティング・パスコード：100892# 

パスコードとウェビナーID は、各ミーティングに一義であることにご注意ください。 
 

発言を求めるには、以下のサイトの発言記入書を使い、オンラインでリクエストしてく

ださい：www.sandiegocounty.gov/redistricting/IRCrequest-to-speak.html.  
ミーティング開始前にこの書式を記入していただくと、 

ミーティング進行が円滑になります。  
ミーティング中に発言を求めることも歓迎します。 

 
現在の独立選挙区改正委任アドホック委員会のリストをビューするには、 

ここをクリックして、ウェブサイトのページ末尾をご覧ください 
 

1. 開会 
 

2. 氏名点呼 
 

3. 議題外のパブリックコミュニケーション 
一般の方々は、委員会の管轄地内の本議題の項目以外の案件に関して、独立選挙

区改正委任アドホック委員会に指摘することができます。各発言は、2 分間限定

とさせていただきます。 
 

4. 2021 年 6 月 24 日の定期ミーティングからの議事録承認  
 

5. アジア人事業協会サンディエゴ、パブリック・アウトリーチおよびエンゲージ

メント・サービス契約請負業者 (Asian Business Association San Diego, Public 
Outreach and Engagement Services Contractor) の紹介とプレゼンテーション 

https://zoom.us/j/98764427550
https://zoom.us/u/aj359BAHe
http://www.sandiegocounty.gov/redistricting/IRCrequest-to-speak.html
https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/redistricting/commissioner-bios.html
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6. 地域住民サービスの更新、報告、および FLO 分析そして／また単一連絡担当コ

ミッショナーである Ken Inman からの予備タイムライン 
 

7. マッピング前の公聴会の暫定的予定を受け入れるための、IRC 定期ミーティン

グ予定改定の承認可能性の協議  
 

8. IRC 定期ミーティングおよび本人によるマッピング前公聴会の開催に関する情

報更新 
 

9. IRC 定款の改定についての協議 
 

10. アドホック委員会報告 
A. 選挙区改正アウトリーチおよびコミュニケーション 
B. 立法関連 

 
11. 次の IRC ミーティングの今後の議題に関する協議  

次の話題/項目は、今後の議題としてコミッショナーから提案されました。これ

らの項目の名称、表現、詳細は変更されることがあります。 
A. 教訓の把握 
B. 人種に偏った選挙 (Racially Polarized Voting) の分析 
C. 特別弁護士人の保有 

 
12. 閉会 

 
이 의제에 나열된 항목에 대한 증빙 문서 및 첨부 파일은 www.sdcounty.ca.gov/redistricting 에서 

온라인으로 보거나, County Administration Center, 1600 Pacific Highway, Room 402, San Diego, CA 

92101에 소재한 카운티 수퍼바이저 위원회 서기실에서 볼 수 있습니다. 

  

장애인 지원:   

의제 및 기록은 요청 시 대체 형식으로 제공됩니다. 질문이 있거나 장애 관련 편의를 요청하려면 수퍼바이저 

위원회 서기실에 (619) 531-5434 로 전화하십시오. 수화 통역관이 필요한 개인은 카운티 전체 ADA 

타이틀 II 코디네이터에게 (619) 531-4908로 연락하십시오. 편의 요청은 합리적으로 가능한 범위 내에서 

최소한 회의 시작 72 시간 전에 제출해야 합니다. 회의실 앞 공간은 휠체어 또는 기타 접근이 가능한 장치를 

사용해야 하는 개인을 위해 지정되어 있습니다.  

  

의제 및 회의 내용 번역:   

회의 의제는 온라인으로 www.sdcounty.ca.gov/redistricting에서, 영어, 아랍어, 중국어, 한국어, 

라오스어, 스페인어, 타갈로그어 및 베트남어로 제공됩니다. 그 밖의 다른 언어로 회의 의제 번역을 

요청하는 개인은 (619) 409-3003으로 전화하거나  redistricting@sdcounty.ca.gov로 이메일을 

보내십시오. 그 밖의 다른 언어로 번역된 자료는 요청이 있을 시 합리적으로 가능한 한 신속하게 제공될 

http://www.sdcounty.ca.gov/
http://www.sdcounty.ca.gov/redistricting
mailto:redistricting@sdcounty.ca.gov
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것입니다. 회의에 대한 동시 통역을 요청하고자 하는 개인은 회의 시작 최소 24시간 전에 (619) 409-

3003으로 전화하거나  redistricting@sdcounty.ca.gov 로 이메일을 보내십시오. 
 

mailto:redistricting@sdcounty.ca.gov

