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私、California州務長官Debra Bowenは、2012年6月5日施行の

大統領予備選挙においてここに記載されている法案が有権者の皆様に

提示されること及び本ガイドは法に準拠して作成されたことを認証します。

2012年3月12日、California州Sacramento市の印章を捺印し署名します。

正確性の認証

Debra Bowen
州務長官



有権者のみなさん:

投票登録をすることは、Californiaの将来を決定する積極的な役割の第一歩を踏み出
すことです。そこで、当局は皆様の判断のお手伝いをするために、この公式投票情
報ガイドを作成しました。 これは投票用紙に何が記載されるのか、今年のCalifornia
予備選挙がどのようなものなのか、を知る便利なツールのひとつです。皆様の
地域に関する候補者や法案の情報は、郡投票用紙見本冊子に記載されています。 
選挙過程 – 自身の有権者登録状況や郵便投票の受理状況のチェック、あるいは投票所
の場所など – の詳細はwww.sos.ca.gov/electionsをご覧になるか(800) 339-2865にお問い合わ
せください。

投票は簡単です。登録有権者は誰でも郵便投票あるいは地域の投票所で投票する選択
があります。郡の選挙事務所に郵便投票用紙を請求する最終日は5月29日です。

選挙過程に参加する方法はいろいろあります。

•  選挙日に投票所係員になる。投票資格のある有権者全員に対して投票をしやすく
したり、選挙役員によって開票されるまで投票用紙を守る。

•  有権者登録の締切日や投票の権利をEメール、電話、パンフレット、ポスター等
を使って知らせる。

•  友人、家族、コミュニティリーダー達と討論会を開いたり、一緒にディベートに
参加したりして、有権者達に候補者や案件について認識を高める手伝いをする。

本ガイドには、司法長官Kamala D. Harrisが作成した州の投票法案の名称と要約、立
法分析者Mac Taylorが作成した投票法案の公平な分析および納税者にかかる予想額、
賛同者または反対者による投票法案に対する賛成または反対意見、立法弁護士Diane F. 
Boyer-Vineが作成校正した提案された法律の全文、およびその他の有益な情報が記載さ
れています。本ガイドは州印刷担当代理Kevin P. Hannahの監督下にて印刷されました。

選択する権利や意見を言う権利は、民主主義の素晴らしい特権です。ご存知のよう
に、選挙の中には、数票が左右する場合があります。各候補者や投票法案について時
間をかけて注意深く読むこと – そして皆様の投票の権利について知ることをお勧めし
ます。

皆様が市民としての責任に真剣に取り組んで、皆様の声が聞き届けられるように努力
していることに、お礼申し上げます�

州務長官
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California州の予備選挙
上位二位候補者開放型予備選挙法令は、有権者指名公職に立候補する全候補者名が同じ投
票用紙に記載されることを要請します。以前は政党公職として知られていましたが、有権
者指名公職は州議会、連邦議会、及び州憲法評議会の公職です。

この新しい開放型予備システムは、有権者登録時に表明した支持政党に関わらず、有権者
はどの候補者にも投票できます。合計得票数には関係なく最多数の票を得た二名の候補者
が–支持政党に関わらず–総選挙に進めます。候補者一人が多数票(50パーセント+1)を得票
した場合でも、総選挙は実施されます。開放型予備選挙にたった二名の候補者しかいない
場合でも総選挙は実施されます。

有権者指名公職の記名投票候補者も予備選挙に立候補できます。しかしながら、記名投票
候補者は予備選挙で上位二名の得票者のうちの一名の場合のみ総選挙に進めます。加え
て、総選挙には独立指名プロセスはありません。

California州の新しい開放型予備システムは米国大統領、郡中央委員会、または、地方公職
に立候補する候補者には適用されません。

6月5日施行の大統領予備選挙の詳細は、本ガイドの5ページを参照してください。California
州予備選挙の詳細及びよくある質問やあなたの地域の有権者指名公職の有資格候補者の一
覧表は、www.sos.ca.gov/electionsをご覧になるか(800) 339-2865にお電話ください。

California州法は本ガイドに以下の情報を記載することを要請します。

政党-指名/党派公職
政党は政党-指名/党派公職の候補者を公式に予備選挙で指名できます。指名を受けた候補
者は総選挙における指定公職の公式候補者として当該政党を代表し、投票用紙にはその公
式公職が記載されます。予備選挙の各政党の上位得票者は総選挙に進みます。政党はまた
予備選挙で郡中央委員会の代表者を選出します。

政党の予備選挙では、有権者は有権者登録時に表示した政党のみに投票します。しかしな
がら、支持政党を表明しなかった有権者も政党の予備選挙に投票できる場合があります。

有権者指名公職
政党は予備選挙の有権者指名公職の候補者を公式に指名できません。予備選挙で有権者指
名公職に指名された候補者は州民の候補者であり、総選挙の公式な政党候補者ではありま
せん。有権者指名公職の指名獲得を求める候補者は、投票用紙に支持政党又は支持政党なし
を記載することができますが、支持政党は候補者による選択であり有権者のみに開示されま
す。これは、候補者が当該政党から指名されたり支援を受けたことではなく、また、当該政
党と候補者間に所属関係があるものでありません。また、有権者によって指名された候補者
は政党から公式に指名されたものではありません。政党は、郡投票用紙見本冊子に政党から
公式に支援を受けた有権者指名公職の候補者の一覧表を載せることができます。

有権者は、有権者指名公職に投票する資格があればその公職のどの候補者にも投票できま
す。予備選挙の上位得票者二名が有権者指名公職の総選挙に進めます。両候補者が同じ政
党を特定した場合でも適用されます。予備選挙での上位得票者二名のうちの一名が当該政
党でない限り、総選挙に進む当該政党を支持する候補者を当該政党の候補者とすることは
できません。

無党派の公職
政党は予備選挙において無党派公職の候補者を指名できません。予備選挙の候補者は総選
挙における特定公職の政党の公式指名候補者ではありません。無党派公職の候補者は、支
持政党を表明または支持政党なしを投票用紙に表記できません、予備選挙の上位二位の得
票者は、無党派公職の総選挙に進めます。
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大統領予備選挙及び支持政党なしの有権者に関する重要な情報

支持政党
California州法は「所属政党」に替わって、今日では「支持政党」をという表現を使うこと
を要請します。有権者は、有権者登録用紙に支持政党を記載するか、しないかを選択でき
ます。有権者登録の際に支持政党を記載しない人は支持政党のない有権者(以下NPP)です。
以前は記載拒否（所属政党がないため）と識別された有権者は、今日では支持政党なしと
して識別されます。

予備選挙
6月5日の投票用紙に記載される立候補者は、本年発効した新しい開放型予備選挙法に基づ
きます。上位二位候補者開放型予備選挙法令の詳細は、本ガイドの4ページを参照してくだ
さい。

当州の開放型予備選挙法は米国大統領、郡中央委員会、または、地方公職に立候補する候
補者には適用されません。California州の資格のある政党は二つのうち一つの大統領予備選
挙を適用できます。

• •  閉鎖型大統領予備選挙。支持政党を表明している有権者のみが当該政党の大統領選
挙の候補者に投票できます。

• •  修正閉鎖型予備選挙。支持政党を表明しなかった有権者が当該政党の大統領選挙の
候補者に投票できます。

資格のある政党が修正閉鎖型大統領予備選挙を適用する場合、当該政党は選挙日の135日以
内にCalifornia州務長官に通知しなければなりません。次の政党はNPPが6月5日施行の当該
政党の大統領予備選挙の投票用紙を請求し、投票することを承認しています。

• •  アメリカ独立党

• •  民主党

有権者登録の際、支持政党を表明した場合、大統領予備選挙で当該政党の大統領候補のみ
に投票できます。

有権者登録の際に支持政党を表明しなかった場合、政党の中には大統領候補者に投票する
ことを承認する党もあります。NPPは、NPPに大統領候補者指名の支援を許可したことを
州務長官に通知した政党の投票用紙を請求できます。一政党の大統領投票用紙しか請求で
きません。

特定の投票用紙を請求しない場合は、投票法案と開放型予備選挙の公職の候補者の氏名だ
けが記載されているNPP投票用紙が送付されます。

郵便投票をする場合
各郡の選挙事務局は永続的郵便投票を登録しているNPP有権者に、予備選挙に関する通知
及び申請書を郵送することが要請されています。通知は、予備選挙において特定政党が
NPP有権者に投票を許可している場合は、有権者に特定政党の大統領予備選挙の郵便投票
用紙を請求できることを伝えます。郵便投票をする有権者が、大統領予備選挙に参加して
いる政党に投票を希望する場合は、郵便投票用紙が郵送される前にその政党の投票用紙を
請求しなければなりません。すでにNPP投票用紙を受け取っており、しかし、参加政党の
うちの一政党の投票用紙を請求したい場合は、最寄の選挙事務局に連絡してください。
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投票法案の意見について
州務長官事務局は投票法案の意見を書きません。投票法案の賛成意見及び反対意見は投票
法案の賛成者及び反対者から提出されます。法案に複数の賛成又は反対意見が提出される
場合は、法律は州法案についての州議会議員の意見を優先し、次に州民発案又は州民投票
法案についての賛成意見がきます。全法案の優先順序は市民の正式な協会が先で続いて有
権者がきます。裁判所の命令によって文言を変更しない限り、提出された意見の文言の正
確性の確認や変更はしません。

California州の郵便投票
California州の登録有権者は郵便投票ができます。郵便投票をするには、自分の郡の選挙事
務局に選挙日の７日以前に郵便投票用紙を申請します。郵便投票投票用紙を申請するに
は、選挙日の数週間前に郵送される郡投票用紙見本の用紙を使用できます。或いは郡の選
挙事務局に書状にて請求します。請求には、活字体で書いた自分の氏名、住んでいる住
所、郵便投票用紙を送付して欲しい住所、署名、及び郵便投票を希望する選挙の名称と月
日を記入します。

郡の選挙担当者が申請書をプロセスした後、適切な投票用紙が送付されます。郵便投票用
紙に選択肢を付けてから、それを郡選挙事務局から支給された封筒に入れて封をします。
封筒に適切な切手を貼って、封筒の所定欄に署名します。

投票済みの郵便投票用紙は以下の方法で返送できます。

• •  郡選挙事務局に郵送する。

• •  選挙日に自分の郡の投票所又は選挙事務局に持参する。

• •  自分の代わりに投票用紙を選挙日に郡内の投票所又は選挙事務局に返送する法的に正当
な第三者（配偶者、子供、親、祖父母、孫、兄弟、姉妹、又は同居者）を指名する。

いずれの方法でも、郵便投票投票用紙は選挙日の投票所が閉館する午後8時までに返送され
なければなりません。投票用紙を選挙日の数日前に郵送してください。郵便投票投票用紙
の遅配は無効票です。

投票所の名簿にあなたの名前が載っていない場合
投票所の有権者名簿にあなたの名前が載っていない場合は、あなたには投票登録をした郡
の投票所のどこでも暫定投票をする権利があります。

暫定投票は以下の有権者に適用されます。

• •  公式有権者登録名簿に名前が載っていなくても登録したと確信がある。

• •  有権者登録名簿の自分の支持政党が間違って記載されていると確信する。

• •  郵便投票の有権者だが郵便投票用紙が見つからず、投票所で投票を希望する。

郡の選挙担当者があなたが登録有権者であること及び同じ選挙を他で投票していないこと
を確認した後、あなたの暫定投票は有効票になります。投票所係員が、あなたの暫定投票
が有効票であるか又は無効票の場合はその理由のチェックの仕方を教えてくれます。



この法案に対する
賛成票は、次のこ

とを意味する。将来の州議会
議員は、就任が州下院或いは
州上院に関わらず合計12年就
任できる。2012年6月5日当日
又は当該日以前に初めて選出
された州議会議員は引き続き
現行の任期制限に制約される。

本法案への反対票
は、次のことを意

味する。現行の州議会任期制
限は現在及び将来の議員に引
き続き適用される。それらの
制限は合計14年–州下院上限6
年、州上院上限8年である。

州議会に就任する合計任期を14年から12年に短縮する。一議院
に12年間就任することを認める。法案通過後の最初の選出議員
からのみ適用される。財政的影響:州政府又は地方自治体の財政
には直接的な影響はない。

タバコ1箱に付き$1.00追加課税及び他のタバコ製品に対し同等の
税を課す。歳入は癌及びタバコ関連の疾病の研究に提供される。
財政的影響:特定研究及び喫煙防止や禁煙プログラムに対する
2013–14年度の年次タバコ課税歳入による純増加は約7億3,500万
ドルである。州及び地方のその他の年次歳入が大幅に増加する。

州議会議員の任期制限。州民発案による憲法
修正案。

癌研究用に追加税をタバコに課税する。州民
発案法案。

米国癌協会、米国
心臓協会、米国

肺協会は、命を救い、青少年
が喫煙を止め、癌研究に資金
を供給するために提案29を起
草しました。大手タバコ会社
は、Californiaで喫煙が減るこ
とを知っているので、提案29
に反対しています。提案29は
命を救いますが、賛成票を投
じていただくことによっての
み、可能となります。

現状はうまく機能
していません。20

年経った今、私たちの任期制
限法には手直しが必要です。
提案28は、議員に変更不可な
12年間の制限を設け、17年間
近く務めることを認める抜け
穴をふさぎます。議員の責任
をもっと問うことができるよ
うになる、簡単な改革です。
読んでください。賛成票を投
じてください。

提案28は、特別利
益 団 体 が 有 権 者

に任期制限を弱体化させるよ
うに一杯食わせようとするペ
テンです。政治家が公職に留
まる任期を短くするのではな
く、事実上長くします。政治
家が州下院で務めることがで
きる期間を2倍にします。政治
家が州上院で務めることがで
きる期間を50%増やします。

誰もが癌研究を支
持しますが、提案

29には不備があります。つま
り毎年新税の7億3,500万ドル
は、Californiaで歳入を職業創
出や学校の資金供給のために
使うように義務づけていませ
ん。政治任用職を抱えた政府
の新たな無駄遣いの官僚機構
および、既存のプログラムと
同じプログラムを作り出しま
す。納税者にとっては無駄が
増え、説明責任が一切ありま
せん。29に反対票を投じてく
ださい。ReadForYourself.org

早見票  |  7

早見表

追加情報

反対側
Anita Anderson
Californians for Term Limits
1161 Rhode Island Street
San Francisco, CA 94107
(415) 309-0939
info@www.28no.org
www.28no.org

賛成側
Doug Herman
Californians for a Fresh Start
790 E. Colorado Blvd., Suite 506
Pasadena, CA 91101
(626) 535-0710
info@cafreshstart.com
www.cafreshstart.com

追加情報

反対側
29に反対票を –手に負えない
税金と無駄遣いに反対する
California州民、納税者、小規
模企業、警察官と労働者の連立

(866) 662-7016
Info@NoOn29.com
www.NoOn29.com

賛成側
Tim Gibbs
American Cancer Society
980 9th Street, Suite 2550
Sacramento, CA 95814
(916) 397-4618
Info@CaliforniansForACure.org
www.YesProp29.org

意見 意見

票の意味 票の意味

本法案への反対票
は次のことを意味

する。州のタバコ物品税は、現
行の一箱につき87セントに留ま
り、小児開発プログラム並びに
各種の健康とタバコ予防及び禁
煙プログラムなどの既存の目的
に引き続き使われる。

この法案に対する
賛成票は次のこと

を意味する。州のタバコ物品
税は、一箱につき1ドル増え、
合計で一箱1.87ドルとなる。こ
れらの追加歳入は、癌とタバ
コ関連の疾患の研究及びタバ
コの予防と禁煙プログラムへ
の資金供給専用である。

要約 請願の署名により投票用紙に掲載 要約 請願の署名により投票用紙に掲載

2928
提案提案

賛成 賛成反対 反対

賛成 反対賛成 反対
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公式投票名称と要約  司法長官作成 

州議会議員の任期制限。州民発案による憲法修正案。
 ʶ 州議会に就任する合計任期を14年から12年に短縮する。
 ʶ 下院、上院、又は両方に合計12年就任することを認める。
 ʶ 法案通過後の最初の選出議員からのみ適用される。
 ʶ 本法案通過以前に就任している議員は現行の任期制限を適用する。

立法分析者による州政府及び地方自治体の財政的影響の見積もりの要約：

 ʶ 本法案は州政府又は地方自治体の財政には直接的な影響はない。

州議会議員の任期制限。��
州民発案による憲法修正案。

提案��

28



提案28の全文は24ページを参照.  分析  | 9

背景

現行の州議会議員の任期制限。1990年11
月に州の有権者によって通過した提案140は
California州憲法に州議会の議員の任期制 
限を制定した。州議会には州下院及び州上
院の2院がある。現在、州下院議員は2年任 
期を3期(上限6年）まで就任でき、州上院議
員は4年任期を2期(上限8年）まで就任で 
きる。それは、議員は通常、州議会に14年
以上は就任できないことを意味する。例外
として、別の議員が州議会を去った場合 
(例：辞職)、その議員の任期を終了するた
めにその議員の任期の半分以下の期間を追
加する場合がある。

提案

本法案は州議会議員の任期制限を変更す
る州の憲法修正案である。本選挙日（2012
年6月5日)の当日または以前に州議会に初め
て選出された州上院議員及び州下院議員 
は現行の州憲法の州議会任期の対象であ
る。将来の州議会議員–本選挙日の後で初め
て選出された州議会議員–は新しい任期制限
の対象である。

州議会の合計就任年数を短縮する。本法
案は、将来の州議会議員の生涯における 
州議会就任年数を12年に短縮するもので 
ある。
一つの院に就任する合計年数を増加す

る。これは、将来の州議会議員がどちらか
の院に 12年まで就任できることを意味 
する。従って、州下院に2年任期を6期ま
で、州上院に4年任期を3期まで選出される
場合がある。これは、将来の州議会議員は
一院に就任する期間が現行の任期より長い
ことを意味する。或いは、議員は一院に就
任の後、もう一方の院に選出されることも
できる。しかし、当該議員の州議会就任合
計は12年までと制限する。

財政的影響

本法案は州政府又は地方政府に直接的 
な財政的影響はない。州議会議員の任期制
限の変更は、しかしながら、期限内におい
て議員が州下院及び州上院に就任を変更す
るものとみられる。この州下院及び州上院
の構成の異なりは、案件（例：立法及び州
予算）に対し異なる決定を導く場合があ
る。しかしながら、それらの決定事項及び
州及び地方の出費及び歳入における影響は
予測できない。

州議会議員の任期制限。��
州民発案による憲法修正案。

提案��

28
立法分析者による分析
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提案

28
提案

28
� 提案28の賛成意見�

� 提案28の賛成意見に対する反論�

提案28の支持者による意見は、任期制限を弱体化させるよ
う有権者に一杯くわせるためのペテンであることを示してい
ます。
提案28を支持する特別利益団体や職業政治家は、現在の任

期制限法は、「どの選挙の後でも、職務に未経験な州下院議
員がほぼ40%を占めます。」と述べています。全くその通りで
す。
これは、現在の任期制限法によって政治家が公職を離れ

て、新人が選出されるようにし、政界の大者が議会で影響力
を持ちすぎないようにしているからです。
提案28では、州下院議員の公職における期間は、事実上減

るどころか倍増します。
提案28では、州上院議員の公職における期間は、事実上減

るどころか、50%増えます。
米国の任期制限を支持する主要団体である全米タームリミ

ットによって実施された独立した調査によると、政治家が同
じ公職に12年間留まることが認められた場合、議員の80%の公

職での期間が長くなり、公職の期間が短くなるのはわずか8%
であることが判明しています。
提案28は、政治家や特別利益団体が、任期制限を弱体化さ

せ政治家が公職に留まる期間を長くしようとした試みの5回目
です。彼らは、州民の意思を覆すために、裏で企み州民発案
と訴訟を誤った方向に導きました。まんまと乗せられないで
ください。提案28には反対票を投じてください。ペテンなん
です！

Ted CosTa、会長 
ピープル アドボケート インク

KrisTen LuCero、副会長 
California タームリミット

PeTer C. Foy、議長
アメリカ人繁栄、California支部

現在の任期制限法には手直しが必要です。この法令は制定
されてから20年がたちますが、議会には今でも、自分の仕事
を遂行することより、次期の公職を目指して選挙運動をする
ことにもっと重点を置く職業政治家であふれています。提案
28は、議会の責任をもっと問うことができるようになる簡単
な改革です。
厳しい12年間の制限。
現在の任期制限法は、務めた任期数に基づいています。そ

れによると、議員の14年の終身任期制限に達することできる
のは、州下院で2年の任期を3回かつ州上院で4年の任期を2回
務めることに限られています。
しかし裁判所によって抜け穴が設けられており、政治家た

ちが自分の任期の一部には含まれない残任期間がある欠員を
補充することによって、最大17年くらいまで務めることが可
能になっています。提案28によって、終身の任期制限が12年
に減り、任期数ではなく、議会で務める年数に基づいた厳し
い制限を課すことで、「17年間の抜け穴」をふさぎます。
州下院、州上院、またはこの2つの組み合わせのいずれかを

問わず、議会で12年間務めたら、政治家は議会に立候補する
ことができなくなります。どの年も含まれます。もうこれ以
上抜け穴がないようにするために、現職議員と元議員は提案
28で自分の終身の任期制限を延長することが禁じられます。
議員の責任をもっと明確にする。
現在の任期制限法によって、軽率に誤った行動が助長され

ています。議員が自分の終身の任期制限に達するには、公職
から公職へと渡り歩くことしかありません。選出されたら、
資金調達行事を開き、次の公職を探し始めるのです。多くの
州下院議員は、6年の最長任期に達する前に、次の公職を探し
求めるために辞任してしまいます。
次の公職を探している政治家は、現在の自分の選挙区にあ

る懸念事項に集中しておらず代議士として務めていないこと
になります。提案28によって、議員は、自分の終身制限に達

するために公職をコロコロと変わるのではなく、同じ選挙区
で再選出されるために立候補することができるのです。これ
によって議員は、どこか他の所で立候補するためにSacramento
州政府で支持を結集するのではなく、再選出されるために自
分の選挙区で務めることに集中できるのです。
議員が仕事に専念する。
公職から公職へと飛び回る議員は、自分の仕事を覚えるこ

とに専念していません。このため、議員は、経験をもっと積
んだ特別利益団体のロビーストに立ち向かったり、私たちの
州に直面する大きな問題や難題に取り組むのに、態勢が整っ
ていません。どの選挙の後でも、職務に新しい州下院議員は
ほぼ40%を占めます。自分の終身の任期制限に達するためだけ
に公職を転々とする動機をなくすために、提案28によって、
議員が自分の仕事を覚え、職務を遂行するための専門性を培
う可能性が高くなることになります。
私たちの任期制限法を手直しするのに役立つ。現状はうま

く機能していない。
提案28によって、Sacramento州政府のあらゆる問題が解決さ

れるわけではありません。しかし、1歩前進して、議会がもっ
と効果的で責任を問われるようにするのに役立つ前向きな変
化をもたらします。
提案28をご自分でお読みになってください。提案28は、文

面通りの効果があります。17年という抜け穴をふさぎ、説明
責任を改善する、厳しい12年の制限です。提案28は、正しい
方向への一歩です。28に賛成票を投じてください。

JenniFer a. Waggoner、会長
California女性有権者連盟

KaThay Feng、エグゼクティブディレクター
Californiaコモンコーズ

hanK LaCayo、会長
California高齢者評議会

州議会議員の任期制限。�
州民発案による憲法修正案。
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� 提案28への反対意見�

� 提案28の反対意見に対する反論�

提案

28
提案28はペテンです！
Californiaの歴史上でも、最も不誠実で人を惑わせる投票法案

の1つです。こう表現するより実際にはもっとあります！ これ
は、Californiaの有権者によって承認された任期制限法を切り崩
して有権者を欺くために、政治家とその特別利益団体の支持
者たちによる下劣な一番最近の運動に過ぎません。
提案28は、任期制限を強化させるように有権者に思いこま

せておいて、実はまったくその反対の効果があるようにでき
ています。提案28は、州議会議員の任期制限を事実上弱体化
し、政治家が公職に留まることができる期間を劇的に長くし
ます！
このため、提案28は、納税者に何十億ドルものお金を節約

できる年金改革に反対する労働組合など、Californiaの最も有力
な特別利益団体によって作成され、それらから何百万ドルも
の資金援助がされています。
提案28の支持者のトップは、議会から環境規制の特別な免

除を求めた裕福な開発業者で、スポーツ競技場を建てて何百
万ドルも稼ぐことができるようにしました。その人物は全く
同じ時期にお金を払ってこの提案を州民発案としました。
議会はこの開発業者が望んだ癒着的取引を喜んで与え、この

人物は、州議会に選出された者が、現在の任期制限法で認めら
れた年数よりも長い年数の間確実に公職に留まることができる
ようにすることで、政治家たちにお返しをしたのです。

2009年12月30日のLos Angeles Timesの報道には、「州議員
が、City of Industryに提案されているフットボール競技場を環
境法から免除した2ヵ月後に、スポーツ会場の開発業者が、今
後選出される議員がその公職に今までより長い期間留まるこ
とができるような投票法案に300,000ドルを寄付した。」とあ
ります。
事実を見て、ご自分で判断なさってください。

提案28では、政治家がCalifornia州下院に、現行法で認められ
ている最長6年間ではなく、12年間留まることができます。
つまり、州下院議員の公職における期間は、事実上減るど

ころか倍増します！
また提案28では、政治家がCalifornia州上院に、現行法で認め

られている最長8年間ではなく、12年間留まることができます。
つまり、州上院議員の公職における期間は、事実上減るど

ころか50%増えます。
任期制限法が最初に通過したとき、政治家と特別利益団体

は何百万ドルもつぎ込んで、任期制限を阻止しようとしまし
た。それ以来、彼らは、政治家が権力の座に何年でも長くい
られるようにするために有権者を一杯食わせようと今まで2度
試みたのです。
提案28は、有権者を欺くための彼らの下劣な一番最近の策

略に過ぎません。
まんまと乗せられないでください！
提案28が通過すれば、職業政治家と特別利益団体が勝ち、 

California有権者が負けます。
提案28は、有権者の意思を覆すペテンです。政治家や特別

利益団体の策略にうまく乗せられて、任期制限の切り崩しを
最終的に成功させるような羽目に陥らないようにしてくださ
い。任期制限を故意に妨害するような、裏で企むこの運動に
惑わされないでください。提案28に反対票を投じてくださ
い！

PhiLiP BLumeL、会長
全米タームリミット

aniTa anderson、副会長
ペアレンツ イン チャージ財団

LeW uhLer、会長
全米税金制限委員会

私が20年以上前に最初の任期制限法のために選挙運動をし
たとき、私たちが持っていた目標は1つでした。それは、有権
者のニーズより自分自身の利益に重点を置く職業政治家の時
代を終わらせることでした。
この法令によって、短期間公職を務めてから一市民の暮ら

しに戻る新しいタイプの「市民議員」が生まれ、斬新なアイ
デアと新しい視点を政府に持ち込むチャンスを他の人に与え
るのではないかと、私たちは願っていました。
そういう風にはなりませんでした。
政治家は、公職にいる間そのほとんどの時間を次の仕事を

探すことに明け暮れ、公職を次から次へと転々とすることで
政治家人生を延ばそうとしています。
反対者の意見は誤解を招きやすいものです。提案28をご自

分でお読みになってください。文面通りの効果があります。
提案28は、議員が最長17年間務めることを認める抜け穴をふ
さぎます。提案28は、上院、下院、または両方の組み合わせ

で務めることができる、厳しい12年間の終身の制限を義務づ
けます。提案28で、公職の期間を延長できる現職議員或いは
元議員はいません。
現状はうまく機能していません。20年たった今、私たちの

任期制限法には改革が必要です。当然のことながら、特別利
益団体は相変わらず同じことをしています。
提案28は、Sacramento州政府のあらゆる問題を解決するでし

ょうか? いいえ。
しかし、正しい方向への一歩です。提案28は、厳しい12年

間の制限を課します。説明義務を向上し、議員が選出された
職務に専念するのに役立ちます。
提案28に賛成票を投じてください。

dan sChnur、議長（2010年–2011年）
California公正政治実践委員会

州議会議員の任期制限。�
州民発案による憲法修正案。
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州民発案法案。
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公式投票名称と要約  司法長官作成 

癌研究用に追加税をタバコに課税する。州民発案法案。
 • 癌研究及びその他の特定目的に資金を提供するために、市販タバコ1本につき追加税5
セント（1箱に付き$1.00）を課税し、他のタバコ製品に対しても同等の税を課す。

 • 税歳入は癌、心臓病、肺気腫及びその他のタバコ関連疾病の発見、予防、治療、治癒
の研究及び研究施設、予防プログラムに基金を提供する為に特別基金に預金する事が
要求される。

 • 資金を管理する9名構成の委員会を設定する。

立法分析者による州政府及び地方自治体の財政的影響の見積もりの要約：

 • 癌及びタバコ関連疾病の研究や喫煙防止や禁煙プログラムに対する2013-14年度の年
次タバコ課税歳入による純増加は約7億3,500万ドルである。以後、それらの歳入は毎
年わずかに低下する。

 • その他のタバコ製品の課税歳入の増加は年次約5,000万ドルであり、主に既存の健康
プログラム及び喫煙防止及び禁煙プログラムに提供される。

 • 州及び地方消費税の増加歳入は年次約1,000万ドルから2,000万ドルである。
 • 州政府及び地方自治体の長期ヘルスケア費用の影響は不明である。

提案
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現行の連邦物品税。連邦政府も又タバコ
及びタバコ製品に物品税を課税する。2009
年、本税は低所得家庭の子供に保険を提供
する小児健康保険プログラムの資金を助成
するために1箱に付き62セント（1箱に付き
合計$1.01）増税された。
現行の州及び地方の売り上げ税及び使�

用税。タバコ及びタバコ製品の売り上げ
は、又、州及び地方の売り上げ税及び使用
税の対象である。それらの税金は、通常、
卸業者から転嫁され製品の小売価格の物品
税に含まれる。Californiaの現在のタバコの
平均小売価格は1箱$5以上である。タバコ及
びタバコ製品の売り上げ税及び使用税は年
間歳入4億ドル以上であり、それは州政府及
び地方政府に行く。

背景

タバコ税

現行の州物品税。現行の州法はタバコ及
び葉巻や噛みタバコなどのタバコ製品に物
品税を課税している。タバコ物品税はタバ
コ及びタバコ製品を小売店に流通する卸業
者によって支払われている。それらの税金
は、通常タバコ及びタバコ製品の値段を高
くして消費者に転嫁される。
州のタバコ物品税は現在1箱87セントで 

ある。表1は1箱における税金の配分を示し
ている。表が示すように2件の有権者承認の
法案–1988年度の提案99及び1998年度の提案
10–がタバコ物品税歳入の大部分を担ってい
る。表1が示すように、タバコ及びタバコ製
品の物品税による2010-11年度の州の歳入は
9億ドルを少し超える。
現行のタバコ製品物品税による歳入は提

案10及び99の目的を支援する。現行の法律
は、タバコ税の増税は自動的に他のタバコ
製品に同等の物品税の増税をもたらし、そ
の歳入は提案99の目的を支援する。

立法分析者による分析
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現在の健康研究及び禁煙活動

全米で、癌及び心臓病などのタバコ関連
疾患の研究に多額が費やされている。例え
ば、国立保健研究所はそれらの分野の助成
金と研究に年間数億ドル提供している。民
間及び非営利団体も又そのような研究に資
金を提供している。Californiaにおいて
は、California大学(UC)はそのような研究資
金を受けている主要受給者のひとつで 
ある。更に、UCはこの目的に州資金の一部
を使用している。
現在、タバコ予防及び禁煙プログラムは

公共機関、健康保険会社、その他多種の組
織によって管理されている。例えば、提案
9 9か ら の 年 間 約 5 , 0 0 0万 ド ル の 歳 入
は、Californiaのタバコ予防及び禁煙プログ
ラムの資金に使用されている。

提案

本法案はタバコ及びタバコ製品の販売に
物品税を増税する。追加された歳入増額
は、癌及びタバコ関連疾患（心臓疾患や 
肺気腫など）やその他の特定目的の研究に
使用される。法案の主要条項を下記に説明
する。

新規の州タバコ税歳入

本法案–2012年10月発効–は州の現行のタ
バコ物品税に1箱$1増税する。従って、州物
品税は1箱合計$1.87となる。本法案は又、
新物品税が徴収されるときに、商売用に保
管していたほとんどのタバコに対し1回限り
の「フロア税」を課す。通常、フロア税は
税が発効する以前に、企業が製品を貯蔵し
て税金を逃れるのを防ぐために使用され
る。

表 1

現行の州タバコ物品税

(単位 百万ドル)

明細
タバコ1箱に付き

セント

見積もり
2010-11年度

純歳入a

州一般財源： 当初は、州予算の一般的な補助として1959年に
州議会にて制定された。

10¢ $96

提案99: 1988年、 タバコ教育及び予防効果、タバコ関連疾患
研究プログラム、低所得者のヘルスケアサービス、環境保護、
レクリエーション資源を支持する目的で有権者によって制
定された。 提案99の歳入うちの一部は州一般財源から補
助を受けるプログラムに使用される。

25 298 b

乳癌基金： 保険の無い女性の乳癌スクリーニングプログラ
ム及び乳癌関連研究の支援を目的に1993年に、州議会に
より制定された。

2 23

提案10: 小児発育プログラムの支援を目的に1998年に、有権
者により制定された。

50 489 b

  合計 87¢ $905 c
a 提案10以前の歳入レベルを維持するために提案10からの他の基金への支払い勘定 。
b 合計は葉巻や噛みタバコなどの他の種類のタバコ製品の物品税収入を含む。
c 四捨五入による合計ではない。
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現行の州法は査定平準局役員会(BOE)に
他のタバコ製品–葉巻及び噛みタバコなど–
にタバコと同等の税を毎年設定することを
要請する。よって、本法案は又、他のタバ
コ製品に同等な物品税の増税を課し、その
歳入は提案99の目的を支援する。

新規タバコ税歳入はどのように使われるのか

タバコ物品税増税による歳入は、California
癌研究ライフサイエンスイノベーショント
ラスト基金と呼ばれる新しい特別基金に預
金される。それらの歳入は癌及びタバコ関
連の疾病やその他の特別目的の研究を支援
するための専有とされる。新規課税による
損失（次の項に説明）のため現行のタバコ
税プログラム資金を補償した後で、残金は5
基金に配分される。

 • Hope 2010研究基金。資金の60％は、癌
及びタバコ関連疾病の予防、診断、治
療、治療候補のための助成金および貸
し付け金に使用される。本法案は資格
のある全研究者は研究資金を競い合う
公平な機会を与えられると言明する。

 • Hope 2010施設基金。15％は癌及びタバ
コ関連疾病の研究のための施設を建設
及び賃貸、及び設備投資の助成金及び
貸し付け金として提供される。

 • Hope 2010 タバコ予防及び禁煙基
金。 20％はCalifornia公衆衛生部門
(DPH)及びCalifornia教育部門が管理す
るタバコ予防及び禁煙プログラムに使
用される。

 • Hope�2010�法執行基金。3％は州の機関
に配分され、タバコ密輸、タバコ税脱
税、未成年者への違法販売を減少する
ためかつ現行法を向上するための法執
行を支援する。

 • Hope 2010�委員会口座。2％は、法案管
理費として口座に貯金され、そのほと
んどが税徴収費として査定平準局役員
会に払い戻される。

現行のタバコ税プログラムの埋め戻し。
本法案は「埋め戻し」又は相殺をするため
にトラスト基金から歳入の移行を要請す
る。歳入損失の全ては追加課税が直接的に
結果をもたらす現行の州タバコ税に生じる
可能性が高い。それらの歳入損失は、主に
タバコ及びタバコ製品の値上げにより通常
の消費が減少すること、及びインターネッ
ト購買及び州外製品の購買など税金が徴収
できない購買が多くなることに起因する。
よって、上記に説明されるように現行の州
物品税による徴収歳入が減少する。そのよ
うにして生じた資金の損失に対する必要な
埋め合わせ額は、査定平準局役員によって
決定される。

トラスト基金を管理する委員会を設置

トラスト基金は新規設置の癌研究市民監
視委員会によって監視される。委員会は以
下の9名の委員によって構成される。

 • 4名は州知事によって指名される。その
うちの3名はCaliforniaの10の指定癌セン
ターの中のセンターのディレクターで
ある。

 • 2名は公衆衛生部門ディレクターから指
名され、そのうちの1名はタバコ関連疾
患の治療を受けたことがある。

 • 3名はUC校学長であり、皆California定
量生命科学研究所の会員である。(現
在、UC校3校–Santa Cruz、Berkeley、San 
Francisco–は研究所の会員である。）

癌研究用に追加税をタバコに課税する。�
州民発案法案。
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委員会の権限。本法案は当委員会にトラ
スト基金を管理する権限を与える。資金は
本法令に説明される目的のみに使用され
る。資金は委員会により割り当てられる。
従って、資金は州議会による割り当ての対
象とはならない。更に、資金はその他の州
資金に貸し付けることはできない。
本法案は委員会に以下の権限を与える。
 • 短期及び長期財政計画を開発する。
 • 研究者及び施設の勧誘、レビュー、助
成金及び貸し付け金の決定過程を設定
する。

 • 会長と就業者を指名する。
 • 本法案による研究資金から発生する知
的財産の権利の規定を設定する。

その他の主要な条項�

施設基金から許可された移行。委員会が
Hope 2010施設基金に余剰金があると判断す
る場合、法案は委員会がその余剰金をHope 
2010研究基金、Hope 2010タバコ予防及び禁
煙基金、又はHope 2010法執行基金に移行す
ることを認める。
説明義務。法案は、委員会が州民に対し

管理費、助成金を提供した数と額、及び研
究達成の要約を含む年次報告を発行するこ
とを義務付ける。委員会は又、年次独立財
務監査を要請される。法案は、委員会委員
の管理における利害の抵触の条項及びトラ
スト基金の不正使用を犯した者への刑事犯
罪の特定処罰を含む。

財政的影響

本法案は州政府又は地方政府に複数の財
政的影響がある。主要な影響を下記に説明
する。

州歳入及び地方歳入への影響�

歳入は消費者の反応に影響される。当局
による歳入見積もりは、提案された物品税
増税は消費者に向けられると推定する。表
現を変えると、当局は、物品税増税を含む
ためにタバコ及びタバコ製品の小売価格が
値上げすると推定する。これは、消費者の
多様な反応をもたらす。値上げは消費者が
課税タバコ製品の消費量を減少する結果を
招く。消費者は又、インターネット購買や
州外製品の購買などの税金手続きが少ない
方法でタバコ製品を得られるようにするこ
とができる。当局は、消費者の反応は妥当
な予測として当局の歳入見積もりに組み込
んでいるが、不明確性は残る。
新規タバコ物品税歳入。当局は本法案が

要請するタバコ物品税増税は  2012-13年度 
(年度の一部分発効)は約6億1,500万ドル増
加、2013-14年度(最初の通年影響)は約8億
1,000万ドル増加と見積もる。2013-14年度新
規タバコ物品税歳入の割り当ての見積もり
は表2に示されている（次のページ参照）。
現行のタバコ物品税歳入（下記詳細を参
照）の損失を埋め戻した後、新規タバコ物
品税は、法案に説明された目的に2013-14年
度の純歳入見積もり額7億3,500万ドルを発
生するとみる。タバコ消費が減少し続ける
ことを予想した上で、タバコ物品税増税の
歳入は年毎に額が下がるものとみられる。
現行のタバコ物品税歳入の影響。本法案

に起因するタバコ及びタバコ関連製品の消
費の減少は、提案99及び10の目的、一般財

癌研究用に追加税をタバコに課税する。�
州民発案法案。
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表2

新タバコ税による見積もり歳入の配分

(単位 百万ドル)

配分
2013-14年度基金	

(通年)

新タバコ税の見積もり歳入 $810
提案99、提案10、一般財源、及び乳癌基金の埋め
戻しの差し引き。

— -75 a

	 見積もり純歳入 $735

見積もり純歳入の配分

研究基金 60% $441
施設基金 15 110
タバコ予防及び禁煙基金 20 147
法執行基金 3 22
委員会口座 2 15
a LAO 見積もり。 埋め戻し額は査定平準局によって決定される。

Figure 2_JPN.indd   1 3/24/2012   7:08:33 PM

源、及び乳癌基金の支援に使用される現行
の物品税による歳入を低減する。本法案は
新規物品税による歳入の損失の埋め戻しを
提供する。表2に示されるように、本要求に
準拠する埋め戻し資金は年間約7,500万ドル
と見積もる。
先に記述したように、本法案は提案99の

目的を支援するための物品税に追加の財政
的影響をもたらす。現行の法律は、タバコ
税の増税は自動的に他のタバコ製品に同等
の増税を発生させ、その追加歳入は提案99
の目的を支援する。当局は、他のタバコ製
品の高い税金による提案99の通年歳入は
2013-14年度より約5,000万ドルと見積もる。

州及び地方の売り上げ及び使用税の歳入の
影響。タバコ製品の小売価格を含む多種の
製品の売り上げ及び使用税は徴収される。
小売価格は、通常、全物品税にかかる費用
を含む。新規物品税による高値の小売タバ
コ製品は、従って、タバコ製品にかかる売
り上げ及び使用税として州及び地方歳入を
増加する。これは、売り上げ及び使用税の
対象である低額の製品を含むその他の物品
により、若干、相殺される。純収入、年次
約1,000万ドルから2,000万ドルの歳入増加と
見積もる。
物品税徴収の影響。前記に説明するよう

に、本法案は新規タバコ税の歳入の3％を州
の法執行の努力を支援するために法執行基
金に貯金する。その資金は脱税、偽造、密
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輸、タバコ及びタバコ製品の無認可販売を
減少するために更なる努力をする法執行を
支援するために使用される。資金は又、未
成年者へのタバコ製品の販売を減少する努
力を支援するために使用される。それらの
活動の物品税徴収による歳入額への最終的
な影響は不明である。

州政府及び地方政府のヘルスケア費用への
影響

California州政府及び地方政府は(1)低所得
及び保険の無い人のヘルスケア及び(2)州政
府及び地方政府の職員及び退職者の健康保
険を提供する費用を負担する。従って、本
法案のように一般州民–特に低所得者及び保
険を持たない人及び公務員–の健康に影響す

る州法の変更は、公的資金によるヘルスケ
ア費に影響をもたらす。
例えば、前述の説明のように、本法案はタ

バコ製品の消費を減少する結果が見込まれ
る。連邦の保健権威者たちや多くの科学的
研究によると、タバコ製品の使用は健康上
の様々な悪影響と関連している。従って、
本法案は州政府及び地方政府のヘルスケア
のタバコ関連疾患の出費を長期に渡り減少
する。本法案はそれらの費用の節約を相殺
するその他の財政的影響がある。例えば、
州政府及び地方政府は将来のヘルスケア及
び社会福祉対策費を負担するであろうが、
それは、個人がタバコ関連の疾患を避け長
生きすれば負担をしなくてもいい費用であ
る。従って、本法案の州政府及び地方政府
の費用の最終的な財政的影響は不明で 
ある。
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� 提案29の賛成意見に対する反論�

誰もが癌研究を支持しますが、提案29は、13ページにわた
り、細かい活字、抜け穴と不備があります。「行き先がない高
速鉄道」委員会のような無駄な公的事業出費の提案です。

California州の州民–納税者、医師、教師、警察官、小規模企
業、労働者たち–は提案29に反対だと言っています。

ご自分で以下の事実を確認してください。
 • 提案29は職業政治家が通過させるように努めている、年間7

億3,500万ドルの新税で、政治任用職によって埋め尽くされる、説
明責任がない政府の官僚主義を創り上げる無駄遣いの指令です。

 • 新税の歳入は、職業創出のためにCaliforniaで使うことを義務
づけていません。税金は州外でも国外でさえも使用できます。

 • 癌患者を治療する新しい資金は一切提供しません。
 • 癌治療に使うことができるはずのお金である1億2,500万ドル

を毎年、間接経費、官僚機構、建物と土地に費やします。
 • 代表者がコミッショナーである組織が納税者の資金を受け

取れるようにして、「利益相反」を認めます。
 • 営利目的の企業が、5億ドル以上ある納税者からの資金を

毎年受け取るようにします。

 • 毎年すでに癌研究で60億ドルを費やしている既存のプログ
ラムとまったく同じものを作り出します。

 • 高速鉄道委員会のように、他の不備がある杓子定規な無駄
遣いの指令を設立することになり、無駄が増え、納税者に対す
る説明責任がありません。

 • 万が一詐取または無駄があった場合でも、知事および議会
がこの州民発案を変更することは15年間禁じられます。

委員会をもう一つ創設して、資金の使途についての説明責任
が一切ないまま毎年7億3,500万ドルもの資金を与えるのは、良
いことではありません。

www.ReadForYourself.orgで事実を確認してから、私たち共
々、提案29に「反対票」を投じてください。

MIKE GENEST、前局長
California財政部門

MARCY ZWELLING医学博士、元会長
Los Angeles郡医師協会

TOM BOGETICH、エグゼクティブディレクター（退職）
California州教育役員会

癌研究を財政的に援助し命を救うために29に賛成票を投じて
ください。
提案29、California癌研究法令は、シンプルだが効果的なアイ

デアに基づいています。敢えて喫煙する者のみが支払う、1ド
ルのタバコの新税を作り出します。
米国癌協会、米国心臓協会、および米国肺協会がこの法案を

起草したのは、タバコに課税すると命を救うことを知っている
からです。タバコ会社は、同じ理由でこの法案に反対していま
す。大手タバコ会社は、喫煙者の90%が十代のときに吸い始め
ることを知っています。
提案29への賛成票は、癌研究を支援します。資金は研究医と

科学者に直接渡り、政治家は手を出すことができません。
癌は世界の主要死因で、喫煙は癌の主な原因です。癌は私た

ちの州のどの家族にも影響を与えています。Californiaの科学者
は、癌、心臓疾患などの喫煙と関連がある疾患の発見、治療、
予防と治癒における、命を救う研究では最前線にいます。飛躍
的な進歩を遂げていますが、しなければならないことが多くあ
ります。提案29は、この研究に6億ドル近くを生み出し、治癒
法を探し続けます。
提案29に賛成票を投じると、青少年が喫煙しないようにな

り、命を救います。
タバコ会社は今でも毎年何百万ドルもつぎ込んで商品を売り

込んでいます。毎年34,000人以上のCaliforniaの青少年が喫煙
し始めます。提案29は、喫煙者が禁煙し、青少年が喫煙し始め
ないようにします。タバコ税を1ドル増税することは大したこ
とではないように聞こえますが、ティーンエージャーには、喫
煙し始めることに意味を見出すのではなく喫煙を厄介なことに
する可能性があります。公衆衛生の専門家は、提案29によって
228,000人の青少年が喫煙を止めると予想しています。この同
じ専門家たちは、提案29は、喫煙を止める104,000人の喫煙者
の命を救い、癌、肺気腫、または心臓疾患と闘病するのに伴う
痛みと費用がなくなると予想しています。
提案29に反対するのは誰でしょうか? タバコ会社です。

タバコ会社は、料金が高いロビーストと政治コンサルタントを
数多く雇っています。提案29を可決させないようにお金をかけて
います。なぜでしょう? 自分達の利益を守るためです。怖がらせ
ようとする戦略や政治的な煙幕に惑わされないでください。
提案29をご自分でお読みになってください！
提案29には、厳しい予防措置と紛れもない説明責任がある

ことにお気づきになることでしょう。資金の行き先を決めるの
は、政治家ではなく、CALIFORNIAの研究医と科学者です。

提案29によって、資金に関する決定は、Californiaの有数な研
究施設、信頼できる公衆衛生の擁護者、ならびに元癌患者から
構成される独立の審議会の手に委ねられます。提案29は、タバ
コの密輸を防止するための資金を確保します。提案29は、すべ
ての資金が適切に使用されているかを確認する監査を義務づけ
ています。
そして、喫煙しない限り払うことはないことを覚えておいて

ください。
あらゆる癌に対する治癒法をいつ見つけるのか、誰も言うこ

とができませんが、研究に費やす1ドル1ドルによって、その日
を早めるのに役立ちます。これを皆さんが読む数分の間に、誰
かが、誰かのお母さん、お父さん、息子か娘である人が、癌で
あると診断されています。つまり新たに1つの家族が希望を探
しているのです。提案29に賛成票を投じると、タバコに浪費さ
れた1ドルを手に入れ、治癒法を探すことだけに使うことがで
きます。皆さんの大事な誰かの命を救うのに役立つことができ
るかも知れないのです。
癌研究を財政的に援助し、命を救いましょう。提案29、 

CALIFORNIA癌研究法令に賛成票を投じてください。

DR. CLIffORD C. EKE医学博士、会長
米国癌協会California支部

JANE WARNER、会長
米国肺協会California支部

DR. RICHARD J. GRAY医学博士、会長
米国心臓協会西部州支部

� 提案29の賛成意見�

提案

29
癌研究用に追加税をタバコに課税する。�
州民発案法案。
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� 提案29への反対意見�

� 提案29の反対意見に対する反論�

誰もが癌研究を支持しますが、提案29には不備があります。
細かい活字の部分をご自分でお読みになってください。
提案29の内容は次の通りです。
増税するが、SACRAMENTO州政府の無駄が多い歳出から無駄

を無くすことも予算を均衡化するのに役立つこともありません。
 • Californiaの政治家は歳入に見合った歳出を考える必要があ

ります。その代わりに、職業政治家は提案29を通過するように
努め、年間7億3,500万ドルの税金を調達し、必要がない新しい
官僚機構と特別利益団体による無駄遣い委員会を設置します。

 • 私たちには100億ドル以上の赤字があり、有権者は学校へ
の予算削減か税金引き上げを突きつけられています。既存のプ
ログラムへの資金供給をすることはできませんが、提案29は増
税し、政府の無駄遣いプログラムを新たに創設します。これで
は何をしているか分かりません。

CALIFORNIAの税金を、CALIFORNIA外で使うことが認め
られています。

 • 新税では10億ドルを調達しますが、その税金がCalifornia外、
国外ででも使うことが認められています（第30130.53(d)項）。

 • CALIFORNIA州民に対して増税するのであれば、職業創出
の一助となるためCALIFORNIAで使われるべきです。

新しい官僚機構と政治任用職が増えることは、無駄が増える
ことです。

 • 委員会と6名の政治任用職が、毎年スタッフの給与と間接
費に推定1,500万ドルを費やすことが許され、年金と医療費の
義務を納税者に負担させる可能性があります（第30130.53(d)
(5)項）。

 • 提案29では建物と設備に毎年1億1,000万ドル使うことを 
認めていますが、資金をCaliforniaの大学/病院で使うことを義
務づけておらず、税金は営利の大企業に与えることができま 
す（第30130.53(d)(2)項）。

 • 高速鉄道委員会などの委員会と同様、この官僚主義は限り
なく続きます。提案29では雇用/給与に関する要件で最高経営
責任者が免除されているので（第30130.54(d)(2)）、最高経営
責任者は何十万ドルもの年俸を得ることが可能で、莫大な数の
スタッフを雇用する権限を持ちます。

既存のプログラムと同じものを作ります。
 • 毎年、連邦政府では癌研究に60億ドルを、Californiaではタ

バコのコントロールのプログラムに7,000万ドルを費やしていま
す。提案29はこれら既存のプログラムと同じプログラムを作り
ます。
説明責任が一切ありません。
 • 提案29では「年次報告書」とやらが義務づけられています

が、委員会自体がその文面を作成しており、助成金が成果を生
むことを義務づけていません（第30130.54(i)項）。

 • 実は、万が一詐取または無駄があった場合でも、知事、議
会または州監査人でも、15年間この州民発案を変更する権限は
ありません （第6(b)項)。これは説明責任とは言えません！
癌の治療には一銭もありません。
 • 支持者たちは医療費で何十億ドルも削減するのに役立つと

主張していますが、この法案では癌患者を治療する新たな資金
はまったくありません（第30130.53項）。

有権者が承認した州民発案を欺き、学校に不利です。
 • Californiaの有権者が承認した憲法修正案ではどの新税も教

育資金の一助とすることが義務づけられていますが、提案29は
この要件から免除されているので、学校が受け取るはずの資金
が毎年3億ドル以上あることになります（第30130.50(c)項）。

 • 職業政治家が抜け穴を利用して、有権者が承認した州民発
案の裏をかかせるべきではありません。
「癌研究は大切ですが、毎年7億3,500万ドル使うとしたら、

厳しく管理する必要があり、必ずCaliforniaで税金が使われる
ようにしなければなりません。提案29には不備があり、「反
対票」が適切です。」–Marcy Zwelling医学博士、元会長Los 
Angeles 郡医師協会

ReadForYourself.orgにアクセスしてください。
提案29に反対票を投じてください。

TERESA CASAZZA、会長
California納税者協会

LA DONNA R. PORTER医学博士、前会長
ゴールデンステート医師協会

JULIAN CANETE、会長
Californiaヒスパニック商工会議所

今皆さんが読まれた文面の一語一句は、タバコ会社が雇い支
払った運動からのものです。州の公式ウェブサイトを確認して
ください。唯一タバコ会社が提案29を阻止しようと何百万ドル
も使っています。

http://cal-access.sos.ca.gov/Campaign/Measures
タバコ会社は、上記の自分たちの訴えに署名するのを控えた

のですが、皆さんに隠しているのはそれだけではありません。
提案29は効果があることは事実です。人に喫煙を止めさせるこ
とになり、大手タバコ会社の利益に打撃を与えます。どうか提
案29をご自分でお読みになってください。
提案29は命を救います。–米国癌協会、米国心臓協会、およ

び米国肺協会が提案29を起草したのは、1箱1ドルのこのタバコ
税で104,000人の命を救えるからです。
提案29はCALIFORNIAの研究センターの役に立ちます。–

California大学およびCalifornia医師協会は、提案29を支持して
います。その理由は、研究のために毎年5億8,500万ドルを調達
し、Californiaで最高の研究施設が癌、心臓疾患と肺疾患のため
の治癒法を探す上で役立ちます。
提案29は学校と子供たちを守ります。–Californiaの公共教育

教育長およびCalifornia州P.T.A.は、提案29によって200,000人以

上の子供たちが喫煙者にならないようになるのでこの法案を支
持します。

提案29では優れた財務的な説明が義務づけられています。–市民
監視委員会は、資金が確実に医師と科学者に直接渡るようにし
ます。厳しい説明義務に関する法令により利益の抵触は禁じら
れており、毎年独立した監査が義務づけられており、管理経費
の上限は2%未満です（第30130.54項）。説明義務に関する法令
は、違反した場合厳しい刑事罰の裁定を受けます（第30130.56
項）。
提案29が命を救うことは事実ですが、賛成票を投じていただ

くことによってのみ、可能となります。
www.CaliforniansForACure.org

DR. BETH Y. KARLAN医学博士、ディレクター
女性の癌プログラム、Oschin総合癌研究所、
 Cedars-Sinai医療センター

ELIZABETH BLACKBURN博士
ノーベル医学賞受賞者

DR. BALAZS "ERNIE" BODAI医学博士
乳癌の切手の創始者

提案

29
癌研究用に追加税をタバコに課税する。�
州民発案法案。
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米国大統領候補者

California選挙法規第9084はCalifornia州務長官のウェブサイトに大統領候補
者の情報を載せることを要請します。詳細はwww.voterguide.sos.ca.govをご覧
ください。

地区レベル及び連邦議会上院議員候補者声明

本投票情報ガイドには州全域投票法案及び連邦議会上院議員候補者が記載
されています。有権者に関連する州議会上院、州議会下院、及び連邦議会
下院の各公職はひとつの郡或いは数郡のみです。それらの郡の公職の候補
者声明は当該郡の投票用紙見本冊子に載っています。

California州法は州議会に立候補する候補者の任意による選挙資金制限を含
んでいます。（連邦議会下院及び連邦議会上院は含まれません。）州議会
議員候補者で、選挙資金を決められた額以下にすることを選択する候補者
は、郡投票用紙見本冊子の250語以内の候補者声明のスペースを購入でき
ます。州議会上院議員候補者で選挙運動支出を任意に制限する候補者は予
備選挙に$780,000以上支出できません。州議会下院議員候補者で選挙運動
支出を任意に制限する候補者は予備選挙に$520,000以上支出できません。

州議会議員の候補者でCalifornia州の任意選挙運動資金制限を適用する候補
者の一覧を見るにはwww.sos.ca.gov/elections/elections_cand_stat.htmをご覧くださ
い。

連邦議会下院議員の全候補者は郡投票用紙見本冊子の候補者声明のスペー
スを購入するオプションがあります。（連邦議会下院議員の候補者の中に
は候補者声明のスペースを購入しない候補者もいます。）

連邦議会上院議員の全候補者は本投票ガイドの候補者声明のスペースを購
入するオプションがあります。（連邦議会上院議員の候補者の中には候補
者声明のスペースを購入しない候補者もいます。）候補者声明は21–23ペ
ージに記載されています。

本 ガ イ ド が 印 刷 さ れ た 後 の 最 終 的 な 有 資 格 候 補 者 の 一 覧 は 
www.sos.ca.gov/elections/elections_cand.htmをご覧ください。
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候補者声明の記載順序はアルファベットを無作為に抽出し決定されました。  
このページの声明は候補者によって提供されたものであり、その正確性については調査されていません。  

各声明は候補者が任意に提出し、候補者の費用で印刷されています。 声明を提出しなくても候補者名は投票用紙に記載されます。

連邦議会上院議員候補者の声明�

ORLY TAITZ 29839 Santa Margarita, Suite 100 (949) 683-5411
支持政党: Rancho Santa Margarita, CA 92688 orly.taitz@gmail.com
共和党 runorlyrun.com orlytaitzforussenate.com

私はプロの政治家ではありません。私はビジネスウーマンであり、免許を持つ弁護士であり、免許を持つ
歯科外科医であり、妻であり、母です。25年間、夫と私はCaliforniaで3人の息子を育てました。私が立候
補しているのは、私たちがReaganゴールデン期に授かった機会をこのゴールデンステートの青年達にも受
けて欲しいからです。同じプロの政治家たちが私たちを代表している限り、私たちはアメリカの職業を
失い続けアメリカの負債を膨らませます。私の3つの主要な目的：職業、職業、職業。私は職業を米国に
取り戻している会社や米国に新しい職業を創出している会社に5年の税金の一時停止を目指します。米国
市民に創出した新しい職業の税収入は、それらの会社の税控除とします。もう私たちの子供たちに負債を
押し付けることはさせません。もう米国の職業にとどめをさす規制はさせません。弁護士として、私は、
皆様の法の権利に対して戦う勇気を見せました。最近、裁判官は、Barack Obamaが裁判に出頭し彼の身
分証明資料を提出する私の召喚条を支持ました。皆様は真実、尊敬、答えを得る権利があります。Barack 
ObamaはどうしてConnecticutのソーシャルセキュリティ番号を使っているのでしょう。E-verifyによれば、
それは発行されていないんです。どうして疑惑のある出生証明書がコンピュータで偽造されているのでし
ょう。どうして学校の記録がインドネシア国民となっているのでしょう。その他いろいろあります。皆様
の政府を責任義務のあるものにしたいのなら、Orly Taitzに投票しましょう!

ELIZABETH EMKEN P.O. Box 81 (925) 395-4475
支持政党： Danville, CA 94526 info@emken2012.com
共和党  www.emken2012.com

連邦議会議員があなたの財務を管理したなら、あなたは彼らを解雇するでしょう。暴走している連邦の出
費は国家債務を15兆ドル超えています–アメリカ人一人に付き$49,000近くです。この道を落ち続けるわけ
にはいきません。私が連邦議会上院に立候補しているのは、政府の規模と費用を低減し予算のバランスを
保つためです。職業にとどめをさす政府の規制や指令を中止して自由市場を促進し再び小規模企業が成長
するようにします。米国内のエネルギー資源を開発するために戦います。ガスの価格を下げ、テロリスト
に資金がいくエネルギー代を敵対国に払う必要はありません。妻であり三人の子供の母である私は、子供
たちの将来を心配します。将来の世代のためにいい職業をもたらすため経済負担を取り除かなければなり
せん。私はIBMで合理化運営、無駄削除、何百万ドルの節約など費用効果および削減専門家として務めま
した。息子が自閉症と診断されたとき、私はAutism Speaksの副会長になり自閉症の原因と治療を見つける
努力に参画しました。私はファイターで問題解決者です。憲法に制定されている小規模で引き締まった制
約のある連邦政府の復帰に疲れ知らずに働きます。皆様からのご支援をどうぞ宜しくお願いいたします。
詳細はEmken2012.comにご連絡ください。

ROBERT LAUTEN P.O. Box 121 (714) 202-2625
支持政党: Brea, CA 92822 info@robertlautenforussenate2012.com
共和党  www.robertlautenforussenate2012.com

私はGlass-Steagall法令1933-1999を復帰させることを支援します。H.R. 1489の共同支援者。Hamiltonianクレ
ジットシステムを再設立。1960年代のNAWAPA基幹施設プロジェクトを開始。34+年の古い電子力発電所
の近代化。キャップアンドトレードを終止。有望視バブルから2兆ドル発生。国連のアジェンダ21に資金
援助をやめる。www.RobertLautenForUSSenate2012.com

•	 連邦議会上院でCaliforniaの関心事を代表する二名の上院議員のうち一名。

•	 新しい国内法に提案および投票。

•  連邦裁判官、連邦最高裁判所裁判官、高位の大統領指名職、市民及び軍隊職務に投票。
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DAN HUGHES 1800 Thibodo Road, Suite 300 (760) 624-4511
支持政党: Vista, CA 92081 info@danhughes2012.com
共和党  www.danhughes2012.com

私達の国は危機に陥っています!失業率の高さ、事業の苦闘、多数の家の差し押さえ、州および国レベル
の赤字財政。しかし、この国のモラルとリーダーシップの赤字ほど大きな赤字はありません。多くの人々
は、米国の下降は避けられず未来は中国とインドのものになると信じています。私の名前はDan Hughes
です。私たちがモラルを強化し航路を変えれば、行く手にはアメリカの素晴らしい日々があると信じま
す。それが、私が連邦議会上院の共和党候補者である理由です。私たちは、まず、政治の現状と私たちを
落胆させた在任政治家を変えることから始めなければなりません。ワシントンD.C.と政治インサイダーは
いつも一緒です。彼らは普通の市民の生活を向上しようと努力していないようです。私は小規模企業の所
有者で100人近くのCaliforniaの住民を雇用しています。私は健全な予算を保持し、給料を支払い、歳入を
上げ、不景気の上がり下がりに対処しています。私は自分が職業を作り出したので、どのようにしたら職
業を創出するのか知っています。私は夫で、四人の子の父親で、教会とコミュニティで活躍し、Reagan保
守を誇りに思っています。私は政治家ではありません。私は連邦議会の任期制限を強く支援します。私は
政府の出費と戦い、職業にとどめをさす税法規と政府規制を改善し、高い税金を止め、境界線を警備し、
政府のコントロールするヘルスケアを撤回します。皆様からのご投票を謹んでお願い致します。詳細は
www.DanHughes2012.comをご覧ください。

MIKE STRIMLING  1334 Grand Avenue (510) 652-0378
支持政党: Piedmont, CA 94610 ms@taxtherich2012.org
民主党  www.taxtherich2012.org

金持ちに課税。皆様が皆様の信念に投票するために立候補しております。金持ちが中流階級を攻撃しま
した。1942年から1982年までのアメリカが最強であった時代、金持ちへの税金は四倍も高いものでし
た。1918年は、もっと高く金持ちへの税金は77%でした。Romneyは何百万ドルにたった15%しか払いませ
ん！皆様はもっと払っているのです！金持ちに税がかかっていたとき、彼らはお金を投資し、職業を創出
しました。今、彼らはアメリカの職業からお金を遠ざけています。結果は明白です。1%の金持ちは底辺
を合計した90%以上の富があります。金持ちへの税金削除がアメリカを破産させました。中流階級の支払
うものは、高い教育とヘルスケア、代金や料金、壊れた学校や橋、閉鎖された公園や裁判所、ソーシャル
セキュリティとメディケアの脅威、子供たちへの負債があります。能力のある学生は学資が払えず、アメ
リカを将来を脅かしています。過激的な最高裁判所は消費者を攻撃します。不公平は危険な騒動の原因に
なります。メッセージを送りましょう私たちの愛する国を立ち直らせましょう。アイゼンハワー、ケネデ
ィ、ニクソン時代のように金持ちに税を払わせて赤字を解消しましょう。赤字を支払うために300万ドル
以上の株や不動産に税をかけましょう。政治献金の制限を拒絶する企業憲章を撤回しましょう。自由とプ
ライバシーを取り戻しましょう意味の無い戦争を止めましょう。この投票は1%と99%のバランスを取り
戻すものです。www.TaxTheRich2012.org

DIRK ALLEN KONOPIK P.O. Box 4739 (909) 293-9225
支持政党: Rancho Cucamonga, CA  91729 campaign@konopikforca2012.com
共和党  www.konopikforca2012.com

キリスト教者、退役軍人、アメリカ人。NRA、VFW、米国在郷軍人会。キリストのために力強く立ち上
がります。

MARSHA FEINLAND 2124 Kittredge Street #66 (510) 845-4360
支持政党: Berkeley, CA 94704 feinlandforsenate@gmail.com
平和自由党  www.feinlandforsenate.org

99%は家、ヘルスケア、教育、環境保護を欲しています。1%が戦争、刑務所、差別をします。彼らは私
たちが働いて生産した富をコントロールします。私たちに何が必要かを民主的に決め、金持ちと彼らの企
業に払わせましょう。
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候補者声明の記載順序はアルファベットを無作為に抽出し決定されました。  
このページの声明は候補者によって提供されたものであり、その正確性については調査されていません。  
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DIANNE FEINSTEIN  1801 Avenue of the Stars, Suite 829 (310) 203-1012
支持政党: Los Angeles, CA 90067 www.diannefeinstein2012.com
民主党

今日、私たちの州と国は困難な時代を迎えています。まだ回復の初期ではありますが、経済は米国の最悪
な不景気のひとつから浮かび上がろうとしています。米国は世界中を通して深刻な経済と国家安全の挑戦
に直面しています。Californiaは連邦議会上院でそれらのチャレンジに対して準備が整っている実績のある
リーダーシップが必要です。私の第一番の優先事項はCaliforniaと国の経済を安定させることです。私は、
給与税削減、再融資計画で住宅ローンのある家の所有者を助けて州内の伝染病ような差し押さえを終止、
基幹施設計画で職業を創出、教師やファーストレスポンダーの給与を支援、失業退役軍人や長期の失業者
を雇用する雇用主に税控除するなどの経済を発展させる賢明な法案を支援します。私はまた、高齢者にと
って重要なソーシャルセキュリティとメディケアプログラムの保護に粉骨砕身して努力します。私が議長
を務める上院諜報委員会は、現在、無党派方式で運営されており、国家安全の保護を効果的にし、テロリ
スト行為を妨害し、諜報委員会の16団体の重要な監視を提供しています。司法委員会の委員として、私は
全市民の市民権の安全性に気を配り、揺るぎない信念を持って女性の全暴力に対する選択の権利を守りま
す。私が連邦議会上院に立候補しているのは、私はノウハウを保持し、経験があり、Californiaを変える努
力をするからです。皆様のご支援に深く感謝いたします。

COLLEEN SHEA FERNALD P.O. Box 3007 (707) 829-2243
支持政党: Santa Rosa, CA 95402 cfernald@sonic.net
民主党  www.campaignforpeace.org

連邦議会に裏切られた有権者の皆様、今こそ、政府の組織犯罪を止めるときです。私は何も包み隠さずに
又は言い逃れをせずに憲法を支援し守ることでこれを終わらせる、投票用紙に載っている多分たった一人
の候補者です。連邦議会の選択である憲法に反するアフガニスタンの決して必要のない「戦争」及びその
他の対立の即時終結を要求します。今こそ、AmericaCAREのときです。憲法違反の戦争ではありません。

ROGELIO T. GLORIA 1610 Sherbrooke Street (619) 267-5334
支持政党: San Diego, CA 92139 r.gloria40@gmail.com
共和党  http://gloriaforcongress.weebly.com

私は経験を積んだ米国海軍将校で連邦職員です。http://gloriaforcongress.weebly.com

AL RAMIREZ P.O. Box 3002 (202) 455-0560
支持政党:  Santa Monica, CA 90408-3002  2012@alramirez.com
共和党  www.alramirez.com

国に尽くせば失うものはありません。今まで以上に、次世代にアメリカンドリームを維持し続けるために
立ち上がる人々が必要です。私が連邦議会上院に立候補しているのは、人々が職場に戻るのを手伝い、憲
法の権利を守り、世界最高の軍を維持し、独立したエネルギーを獲得するために自然資源を効果的に管理
するためです。テクノロジー産業のビジネスマンとして20年近く、私は新しいアイディアの力が職業を創
出するのを見てきました。ですから、私は、政府の過剰規制によってビジネスが追い払われるのではな
く、お役所仕事を効果的にして事業家がビジネスを運営できるように、Californiaが引き続きテクノロジー
のリーダーであり続けるのを支援したいのです。私は、私たちの宗教的な信念と家族の権利を守り、政府
のヘルスケアシステム横取りを撤回し、第二修正案を支持します。最も重要なのは、違法移民や社会福祉
依存に起因する難題に取り組むこと、働く納税者の関心を優先することです。今こそ政府をコントロール
するときです。それは、出費を削減し、連邦を監査し、選出議員が我々と同じ法の下で生活することを確
かめることです。行く手には最良の日々があります。しかし、それには皆が一緒になってDCを変えなけ
ればなりません。だからこそ、皆様のお力、ご支援、ご投票をお願いしているのです。私についてもっと
知りたい方は私のウェブサイトをご覧ください。www.alramirez.com。
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提案�28

本州民発案法案はCalifornia州憲法第II条第8項の条
項に準拠し、州民に提示されます。
本州民発案法案はCalifornia州法の項を修正するもの

であり、従って、削除を提案される既存の条項は消し線
で示され、追加を提案される新しい条項は斜体で印刷さ
れて新しいものであることを示します。

提案された法律

第1項。本法案は｢2010年度州議会任期制限改定法規」
として記述され認識される。

第2項。本法案は、州議会議員は議会に14年まで就任
することを許可されている現行の任期制限法を以下のよ
うに変更することを意図する。

(1) 州議会議員の合計就任任期を14年から12年に短縮
する。

(2) 州議会議員が下院、上院、又は両方に就任するこ
とを認める。

(3) 現役又は過去の州議会議員が本改定によって特典
を得ることを禁止する。

第3項。California州憲法第IV条第2項は以下のように
修正される。

第2項。(a) (1) 上院は40名の選出議員から構成され、4
年任期であり、2年ごとに20名で開始する。上院議員は2
期以上就任することはできない。

(2) 下院は80名の選出議員から構成され、2年任期で
ある。下院議員は3期以上就任することはできない。

(3) 任期は 州上院議員又は州下院議員の任期は彼らの
彼又は彼女の選挙の後の12月の第一月曜日に開始する。

(4) 生涯を通じ、州上院、州下院、又は両院の任
期合計12年以上就任することはできない。本副項の
適用対象は、本副項の発効日後に選出される最初の
州上院議員または州下院議員からでありかつ以前に
州上院又は州下院に就任したことのない人とする。
本副項の発効日以前に選出された州上院議員または
州下院議員は、本副項の発効日前の最後の選挙が認
めた任期のみを就任できる。

(b) 州下院議員の選挙は州議会より指示のない限り偶
数年の11月の第一月曜日の後の第一火曜日である。州上
院議員は州下院議員と同じ期日と場所にて選出される。

(c) 次の条件を満たさない限り州議会議員になる資格
はない。有権者であり1年間州議会区の住民であること、
米国市民であり選挙に先立つ3年間California州に居住し

ていること、及び出馬議席の就任満期が本項の副項(a)
で承認する最高就任期間を超えないこと。

(d) 州議会に空席ができた場合、州知事は速やかにそ
の議席の選挙を実施すること。

第4項。可分性

本法案の条項は、分離可能である。本法案の或る条項
又はその条項の適用が無効となった場合、その無効性は
他の条項に影響を及ぼすことはなく、当該の無効な条項
又は適用なしに施行されるものとする。

第5項。州民発案の抵触

本法案及び州議会議員が公職に就任する任期数又は
年月を変更する法案又は法案群が、同じ州全域選挙投
票用紙に記載された場合、他の法案又は法案群は本法
案に抵触するとみなされる。本法案が多数の賛成票を得
た場合、本法案の全てが優先し、他の法案又は法案群は
無効となる。

提案�29

本州民発案法案はCalifornia州憲法第II条第8項の条
項に準拠し、州民に提示されます。
本州民発案法案は歳入及び税法規に追加され、従っ

て、追加を提案される新しい条項は斜体で印刷されて新
しいものであることを示します。

提案された法律

 California州の州民は以下を制定する。

HOPE 2010: CALIFORNIA癌研究法令

第1項。所見及び宣言

(a) 治療及び予防の持続的な進歩にも関わらず、癌は
毎年ほぼ4人に1人が死亡するCaliforniaの死因の主要原
因である。

(b) 医療専門家はCaliforniaの住民の140,000人以上が
毎年癌と診断されると予想している。

(c) タバコ喫煙及び他のタバコ使用はCalifornia州にお
ける癌及び心臓血管疾患、肺気腫、その他の慢性疾患な
どの深刻な健康問題の主要原因である。

(d) タバコ関連の疾病の治療は、プレッシャーのかか
ったCaliforniaの医療システムに引き続き大きな負担をか
けている。タバコ使用はCalifornia州民に年間何億ドルも
の医療費と生産性低下の負担をかける。
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(e) 癌及びその他のタバコ関係の疾病に新しい効果的
な治療法が即時に必要とされており、肺癌及びその他の
癌や、心臓血管疾患、肺気腫、その他の慢性疾患の原
因、早期発見、効果的な治療、ケア、予防、治療候補の研
究資金及びそのような研究施設を提供するために、タバ
コ税歳入は適確な財源である。

(f) HOPE 2010: California癌研究法令はCaliforniaの
主導的研究者たちが癌及び他のタバコ関連疾患の原因、
早期発見、効果的な治療、ケア、予防、及び治療候補につ
いて人間理解及び知識を向上させるための継続的な資
金源を提供する。

(g) タバコ税増税は、タバコ製品の価格上昇が直接禁
煙及び他のタバコ使用の減少につながり、タバコが原因
の癌及び他の疾患を予防及び減少するための資金を獲
得する適切な方法である。

(h) 癌をコントロールするために、癌研究への持続的な
支援は最も重要であり、基礎及び応用研究から技術が学
究機関や研究所から医療提供者や消費者に移行する研
究まで、全段階の癌研究を含まなければならない。

第2項。 目的

本法案の目的はタバコ税を増税し以下の資金を獲得す
ることにある。
(1) 肺癌及びその他の種類の癌、心臓血管疾患、肺気

腫、及びその他のタバコ関連疾患について医学知識を高
めるために、California州における生物医学、疫学、行動、
ヘルスサービス、その他の研究の助成金及び貸し付け
金。
(2) 肺癌及びその他の癌、心臓血管疾患、肺気腫、及

びその他のタバコ関連疾患の有望な予防の識別及び改
善、早期発見、治療、補完的治療、治療候補を主要目的
とする生物医学、疫学、行動、ヘルスサービス、及びその
他の研究に関与するCalifornia 研究施設の創設、スタッ
フ雇用、設備の設置。
(3)州におけるタバコ使用の減少及び子供たちが喫煙

常習者になるのを防ぐための更なる努力。

第3項。 HOPE 2010: California癌研究法令

第2.5条(第30130.50項より開始)は歳入及び税法規第2
部門第13部第2章に追加され、以下に記載する。

第2.5条 HOPE 2010: California癌研究法令

30130.50. HOPE 2010癌研究タバコ物品税
(a) 本税以外に課されるその他の課税に加え、タ

バコ流通業者に、本項の発効日より90日以降の第１
四半期の第1日目当日を含みその後に流通する各タ

バコごとに50ミル($0.050)の別個の物品税が課される。
(b) (1)本税以外に課されるその他の課税に加え、

販売業者及び卸売販売業者は販売用、使用、又は消
費用にタバコを保持又は保管できるため、本項の発
効日より90日以降の第１四半期の第1日目午前12時
01分に業者が州内に保有する又はコントロールする
全タバコに対し50ミル  ($0.050)のフロア保管税を支
払う。

(2) 全販売業者及び卸販売業者は、本項の発効日
より90日以降の第１四半期の第1日目午前12時01分
に保有またはコントロールしているタバコ数を役員
会が規定した書式に記入し、本項の発効日より180
日以降の第１四半期の第１日目或いはそれ以前に州
査定平準局役員会に確定申告をする。計算した税額
を確定申告書に記入する。

(c) その他の法条項に関わらず、HOPE：2010癌研
究法令及び投資利益をふくむ分配された歳入は、本
法規に説明される目的のみに使用するトラスト基金
であり、政府法規第2編第4部門第2部第1章(第16300
項より開始)に説明される一般財源の一部としては
考慮されず、California憲法第XVI条第8項の目的であ
る一般財源歳入としても考慮されない。そしてこれ
は法を履行するものである。

30130.51.  定義
目的：
(a) 「たばこ」は2009年１月  1日付け第30003項に

記載されたものと同じ意味を持つ。
(b) 「タバコ製品」はタバコ以外の、葉巻、喫煙

タバコ、噛みタバコ、嗅ぎタバコ、及びその他最低
50パーセントのタバコを含む品物又は製品の全てを
含むがこれらに限定されるものではない。

30130.52.  タバコ消費及び税歳入の影響
(a) 州査定平準局役員会は本条項の実施１年以内

にその後は年次に、本条項によるタバコ追加税及び
第30123項副項(b)に要請されるタバコ製品への増税
が及ぼす州のタバコ及びタバコ製品の消費の影響を
判断する。州査定平準局役員会の判断による消費低
下は、本条項による追加課税または第30123項副項
(b)に要請されるタバコ製品への増税の直接な結果で
あり、州査定平準局役員会は消費低下が第30122項
(1988年11月8日州全域総選挙で有権者に承認された
提案99)によって創設されたタバコ及びタバコ製品
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付加税基金、第30461.6項によって創設された乳癌
基金、第30131項(1998年11月3日州全域総選挙で有
権者に承認された提案10)によって創設された
California小児及び家族トラスト基金、及び第30101
項により創設された一般財源の一部に及ぼす財政的
影響を決定する。

(b) 会計検査人は、本条項の直接的な結果である
歳入の減少を相殺するために、資金をCalifornia癌研
究ライフサイエンスイノベーショントラスト基金か
らタバコ及びタバコ製品付加税基金、乳癌基
金、California小児及び家族トラスト基金、及び一般
財源に移行する。

30130.53. HOPE 2010 基金
(a) California癌研究ライフサイエンスイノベーシ

ョントラスト基金、及びその基金の中の、Hope 
2010研究基金、Hope 2010施設基金、Hope 2010タバ
コ予防及び禁煙基金、Hope 2010法執行基金、及び
HOPE 2010委員会口座は、州財政に設定される。

(b)その他の法条項にも関わらず、California癌研究
ライフサイエンスイノベーショントラスト基金及び
当該基金の副次基金又は副次口座の全基金は本法案
の目的を支援するためのみに設定される。

(c) 州或いは州責任者が受領する物品税及びフロ
ア税の全歳入は、本法令の条項に準拠し、California
癌研究ライフサイエンスイノベーショントラスト基
金に貯金される。

(d) California癌研究ライフサイエンスイノベーシ
ョントラスト基金に貯金された歳入は、以下のよう
に割り当てられて貯金される。

(1) 60パーセントはHOPE 2010研究基金に、肺癌
及びその他の癌、心臓血管疾患、肺気腫、及び冠状
動脈性心臓病、脳血管疾患、慢性閉塞性肺疾患など
を含むがこれらに限定されないタバコ関連疾患の予
防、早期発見、治療、補完的治療、及び治療候補の
研究の支援に助成金及び貸し付け金を目的に貯金さ
れる。助成金及び貸し付け金は客観性、一貫性、質
の高さを保証するオープンで競合的な専門家による
評価プロセスによって科学的メリットを基準に決定
される。所属機関に関係なく全ての資格のある研究
者は、本法令の資金を競争する均等な機会がある。
本プログラムの助成金授与者選考の専門家による評
価プロセスは、国立保険研究所の助成金プロセスを
見本にする。

(2) 15パーセントはHOPE 2010施設基金に建物、
建物賃貸、設備を含むがこれらに限定することな
く、施設を提供する目的の助成金及び貸し付け金と
して貯金される。肺癌及びその他の癌、心臓血管疾
患、肺気腫、及びその他のタバコ関連疾患の有望な
予防の識別及び改善、早期発見、治療、補完的治
療、リハビリテーション、治療候補を主要目的とす
る生物医学、疫学、行動、ヘルスサービス、及びそ
の他の研究を一層推進するために、委員会が施設は
必要であると認めた場合、資金を割り当てる。本法
令が提供する余剰金の使用先は委員会の権限である

(3) 20パーセントはHOPE 2010タバコ予防及び禁
煙基金に、包括的なタバコ予防及びコントロールプ
ログラムを実行するために貯金される。資金は以下
のように割り当てられる。

(A) HOPE 2010タバコ予防及び禁煙基金の80パー
セントは、州公衆衛生部門タバココントロールプロ
グラムが健康及び安全法規第104375項の冒頭に説明
されているタバココントロールプログラムを支援す
るために割り当てられる。

(B) HOPE 2010タバコ予防及び禁煙基金の20パー
セントは、州教育部門が健康及び安全法規第104420
項の冒頭に説明されているタバコ製品の使用を予防
及び減少するプログラムを支援するために割り当て
られる。

(4) 3パーセントはHOPE 2010法執行基金がタバコ
密輸、タバコ税脱税、及びタバコ製品の偽造を低
減、未成年者への違法販売を低減、訴訟和解条項の
執行、法執行トレーニング及びタバコ関連法のテク
ニカル補助活動などの法を執行するために貯金され
る。以下のように割り当てられる。

(A) HOPE 2010法執行基金の40パーセントは、州
査定平準局役員会が無税のタバコの取り締まり、タ
バコ製品の密輸及び偽造の禁止、適切な免許を持た
ずにタバコ及びタバコ製品の販売を禁止するなど、
タバコ及びタバコ製品の流通及び小売販売を規制す
る法を執行するために使用する。

(B) HOPE 2010法執行基金の40パーセントは、公
衆衛生部門が、以下を含むがこれらに限らず、地方
法執行機関がトレーニングを提供するために助成金
を供給するため、未成年者へのタバコの不法販売に
関連する州法及び地方法を執行するため、調査活動
の増加、準拠検査、その他事業及び専門職法規第
22952項に準拠する Stop Tobacco Access to Kids 
Enforcement (STAKE)法令を含むがこれに限らず、未成
年者へのタバコ製品の不法販売を減少させる適切な活
動などのプログラムを支援するために使用される。

(C) HOPE 2010法執行基金の20パーセントは、司
法長官が、以下を含むがこれらに限らず、法が禁止
するタバコの密輸、偽造、無税のタバコの販売、適
切な免許を持たずにタバコを販売、及び未成年者へ
のタバコの販売の取り締まり、及びタバコ関連法の
執行、裁判、及び和解など、タバコ及びタバコ製品
の流通及び小売販売を規制する法を執行するために
使用される。

(5) 2パーセントはHOPE 2010委員会口座に、委員
会及び州査定平準局役員会の本法令の管理費用とし
て貯金される。

(e) California癌研究ライフサイエンスイノベーショ
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ントラスト基金又は当該基金の副次基金又は副次口
座に貯金された資金は、投資目的のみにプール資金
投資口座に入いる場合があり、得た利益は当該基金
のクレジットとして本法令の条項と目的に従って基
金に貯金され、割り当てられ、出費される。

(f ) California癌研究ライフサイエンスイノベーショ
ントラスト基金に貯金された資金は、当該基金或い
は副次基金から得た利益と共に、継続して本法令の
目的のために会計年度に関わり無く割り当てられ
る。また本法令の目的のみに使用され、他の目的の
ために州議会、州知事、或いは財務局長による割り
当て、復帰、移行の対象にはならず、又、一般財
源、その他の基金、その他の目的に貸し付けること
はできない。

30130.54. HOPE 2010癌研究市民監視委員会
(a) HOPE 2010癌研究市民監視委員会が州政府内

に創設される。「委員会」が受理する本法令の全参
照事項はHOPE 2010癌研究市民監視委員会に行く。
委員会は9名から構成される。以下に指名を記す。

(1) 4名は州知事から指名される。
(A) 1名はCalifornia学究医療センターに所属する心

臓血管疾患分野の予防、治療、或いは研究を専門と
する医師。

(B) 3名は国立癌研究所-州内の癌研究所のディレ
クターの中から選出。選出された各ディレクターは
委員会の当該席に参加する人を指名できる。指名さ
れる人はディレクターの勤務する研究所に雇用され
ており、癌治療の経歴及び経験を提供するために雇
用された人に限る。

(2) 各California大学の学長で、California定量生命医
学研究所の会員。選出された各学長は委員会の当該
席に参加する人を指名できる。指名される人は当大
学に雇用されており、定量生命科学の経歴及び経験
を提供するために雇用された人に限る。

(3 ) 2名は州公衆衛生責任者より指名され
る。California州または全米疾患擁護グループでタバ
コ関連疾患を焦点とするグループのCalifornia代表の
中から選出される。最低１名はタバコ関連疾患で治
療を受けている人である。

(4) 連邦政府、California州政府、又は地方政府の
法律の条項の下、ロビーストとして登録を要請され
た人は委員会に指名される資格が無い。当委員会委
員でありロビーストとして政府に登録する人は委員
会を辞退し、当席はロビーストとして登録する日を
もって空席となる。

(5) その他の法律条項に関わらず、委員会委員又

は委員の代わりに出席を指名された人たちは、タバ
コ製品の製造、市場開発、流通、又は販売に関わる
会社又は事業の責任者、雇用人、ディレクター、独
立契約者、または助成金授与者であってはならな
い。或いは過去2年以内にそのような会社又は事業
から助成金或いはどのような形であれ支払いを受け
た人であってはならない。

(6) 指名委員の任期は本法令の発効日から開始しそ
の後4年間である。例外として、州知事に指名される
2名及び州公衆衛生責任者から指名される1名の任期
は2年であり、本法令発効日の2年後に満期となる。

(7) 副項(a)の第(4)段落に説明されるような空席が発
生する場合を除き、指名された委員は後任が決まる
まで引き続き任期を続ける。任期中に空席が発生す
る場合、空席の発生日から30日以内に、指名権利の
ある人が残りの任期を就任する後任者を指名する。

(b) 委員は多数決投票により毎年、委員の中から
委員会議長を選出する。議長は会議を統括し委員会
に委任される義務を遂行する。

(c) 公務責任者又は公務職員である委員を除き、
委員会委員は、委員会の公共会議参加に対し1日に
付き百ドル($100)を支給され、かつ一般法に制定さ
れている通常経費の払い戻しを受ける。公務責任者
又は公務職員である委員会委員は委員の任務に対す
る報酬はない。

(d) 委員会は以下の項目を実施する権限と権力を
付与される。

(1) California癌研究ライフサイエンスイノベーシ
ョントラスト基金及びその副次基金及び副次口座の
運営を監視する。本法令により創設されたトラスト
基金の管財人として役割を果たす。

(2) 会長を指名する。指名会長はCalifornia憲法の
第VII条第4項に準拠し公務から免除される。会長
は、基金の管理及び法によって委員会に課される義
務を遂行するために、必要に応じて就業者を指名す
る権限がある。法律条項に関わらず、委員会委員又
は委員の代わりに出席を指名された人たちは、タバ
コ製品の製造、市場開発、流通、又は販売に関わる
会社又は事業の責任者、雇用人、ディレクター、独
立契約者、又は助成金授与者であってはならない。
或いは過去2年以内にそのような会社又は事業から
助成金或いはどのような形であれ支払いを受けた人
であってはならない。

(3) California癌研究ライフサイエンスイノベーシ
ョン基金内の副次基金及び副次口座を創設する。必
要に応じかつ本法令の管理に適切である場合、基金
内の資金を副次基金及び副次口座に配分する。

(4) 研究、施設、患者の治療の助成金及び貸し付け
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金の勧誘、レビュー、授与者決定の過程を設定する。
(5) 必要に応じかつ義務を遂行するのに適切な委

員会及び顧問を設定及び指名する。
(6) 基金の年次及び長期の戦略的研究及び本法令

の年次管理予算を含む財政計画を開発する。
(7) 貸し付け金及び助成金授与者の最終決定をす

る。又、認可された研究基準に合わない貸し付け金
及び助成金を無効又は撤回する。基金運営の年次財
務監査の準備をする監査人を雇用する。

(8) 委員会及び基金の行動内容についての公的な
報告を最低1年に1回発行する。

(9) 委員会の研究資金から生ずる知的財産権に関
する規約を設定する。規約はCalifornia大学が履行す
るものと一貫性を持つ。

(10) 基金及び就業者の管理の規則及びガイドライ
ンを設定する。

(11) 定期的にHOPE 2010施設基金の収入及び支出
をレビューする。委員会が基金に余剰金があると判
断する場合、その基金内の余剰金は委員会が額及び
期間を判断して、HOPE 2010研究基金、HOPE 2010
タバコ予防及び禁煙基金、又はHOPE 2010法執行基
金に回す。

(12) 州査定平準局役員会に本法令が要請する業務
にかかった費用を払い戻す。

(13) 政府法規第19990に準拠し、全責任者及び職
員へ要請通知を出す条項を含む本段落を管理する規
則を採用する。
以下の内容は、委員会又は責任者又は職員の義務

に不一致、不適合、又は矛盾する。
(A) 州又は委員会の特典又は影響力を、責任者又

は職員の個人的な利益や得、又は他の人の個人的な
利益に使用する。

(B) 州の時間、施設、設備、又は供給品を個人的
な利益又は得のために使用する。

(C) 秘密情報を入手できる州職員の立場を利用し
て、個人的な利益又は得のために秘密情報を使用し
たりアクセスしたり、又は、秘密情報を権利のない
人に提供すること。

(D) 州責任者又は職員の業務手当て以外に、州以
外から金銭又はそれに同等のものを受け取ること。

(E) 州責任者又は職員の当該業務以外の行動は、
後ほど、責任者又は職員による直接的又は間接的な
コントロール、検査、レビュー、監査、又は執行の
対象となる場合がある。

(F) 州責任者又は職員に対して指名権利のある職
務とビジネスを行っている人、又はビジネスを求め
ている人、又は指名権威から行動が規制又はコント
ロールされている人から、直接又は間接に金銭を含
む贈与品、サービス、チップ、優遇、娯楽、もてな
し、貸し付け、その他の価値あるものを受け取るこ

とは、妥当な実証できる状況において、そのような
贈与は責任者又は職員の公的義務に影響を与えるこ
とを意図している、或いは、責任者又は職員の公的
な行動への報酬とみなされる。

(G) 法律、規則、規制の定めにも関わらず、州の
責任者又は職員として雇用されている期間に州の責
任者又は職員がその就業期間の業務時間に全時間を
業務に充てていない、注意を払っていない、又は努
力していない場合。

(14) 本条項の目的の実行及び委員会の手続きを管
理するため、規則及び規制の採用、修正、及び撤回
は、管理手続き法令の条項（政府法規第2編第3部門
第1部第3.5章第6条(第11340から開始))に準拠する。

(15) 権力、権限、司法を行使する上で必要かつ適
切な全ての行動を実行する。

(e) 会議
設定された委員会及び副委員会及び顧問機構は 

「州組織」であり、その語彙は政府法規第11121項に
使用されている。委員会、副委員会、顧問機構の全
会議は、Bagley-Keeneオープン会議の条項（政府法規
第2編第3部門第1部第1章第9条（第11120項から開
始))に準拠する。

(f ) 記録
California公的記録法令（政府法規第1編第7部門第

3.5章第1条(第6250項より開始))に定義されているよ
うに、委員会の全記録は公的な記録であり、開示の
留保は当該法令の条項に準拠する場合のみである。

(g) 利害の抵触
(1) その他の法律の条項にも関わらず、委員会の

委員、又は委員会委員から当該委員の代わりに参加
をするために指名された人、又は、委員会から雇用
された責任者又は職員は、その人が助成金又は貸し
付け金又はその他の資金の配分の申請書の申請者又
は企画書の主題と直接又は間接に金銭的利害関係が
ある場合、助成金又は貸し付け金、又はその他の委
員会による資金の配分に対する申請書又は企画書の
評価、レビュー、推薦、決定には関与できない。そ
のような人たちが申請書又は企画書に金銭的利害関
係がある場合、利害関係を開示した後の最初の委員
会の会議で公的に発表し、それは委員会会議の議事
録に記録される。法律の条項とは反対にも関わらず、
金銭的利害関係があると分かった場合、開示及び資格
無効の上、委員会は助成金、貸し付け金、又は、その
他の資金配分をする申請書を考慮し対処する。

(2) 委員会委員又は委員の代わりに参加すること
を指名された人、スタッフ、契約者、助成金授与者
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は誰も、タバコ栽培、製造、工程、流通、市場開発、
その他のタバコ業界の業務に携わる企業又は人から資
金を受け取ったり、雇用されることはできない。

(3) 政治改正法令（政府法規（第81000項より開
始）第9編）は、委員会又はその責任者及び職員を
制限する意図はない。

(h) 年次公的報告書
委員会は委員会の行動、助成金授与及び進捗過

程、研究達成、及び将来のプログラムの方向性など
を説明する年次報告を州民に発行する。各年次報告
は、次を含むがそれだけに限定されない。研究、施
設、及び助成金取り扱いの数及び額、委員会、基
金、及び州査定平準局役員会の管理資金、及び研究
結果の要約。

(i) 独立財政監査
委員会は委員会の業務に対し毎年公認会計士事務

所に独立財政監査を委託する。委員会にコンサルト
を提供する事務所は監査を提供できない。監査の結
果は監査をレビューしそのレビューの公的報告を毎
年発行する会計検査官に提供される。

(j) 管理費の制限
本法令から派生する年次歳入の2パーセント以上

は本法令の一般管理費として使用できない。会計検
査官は委員会と委員会付き監査人に一般管理費の許
容額を報告をする。年次監査は委員会、基金、及び
州査定平準局役員会の一般管理費のレビューを含
む。

30130.55. 処罰
(a) 委員会の責任者また又は職員、及び本法令に

定義されるトラスト基金のレシート、保管、移行、
又は支払いを担当する人が以下を犯した場合、州刑
務所に2、3、又は4年の服役及び当州にて公職を持
つ資格が無い。

(1) 法の許可なく、当該資金又は資金の一部を自
分自身又は他の人に使用すること。

(2) 当該資金又は資金の一部を貸し付けそこから
利益を生み出すこと、又は法の許可なく他の目的に
使用すること。

(3) 意図的に虚偽の口座を保持、又は当該基金の
口座又は関係口座に虚偽の登録又は抹消すること。

(4) 口座を不正に変更、改ざん、隠匿、破壊、又
は壊滅すること。

(5) 有資格の権威による資金の草案、命令、認証
を受けた公金の支払いを故意に拒絶したり又は支払
いをしないことを強要すること。

(6) 法により資金の移行を要請されたときに、故
意に当該資金を移行しないこと。

(7) 当該資金又は法律により支払用に担当者に渡
された資金を、受け取ることを法に許可された責任
者又は個人に、故意に支払うことを拒絶又は支払わ
ないこと。

(b) 本項で使用される「公金」には本法令の定義
によるトラスト基金から発生した利益、及びトラス
ト基金の委員会に承認された貸し付け金又は助成金
を含む。

30130.56. 法令の参照事例
別に記述されていない限り、本法令の全参照事例

は2009年12月31日に存在した法令を参考にする。

第4項。 可分性

本法令の条項又はその一部が、いかなる理由により無
効或いは違法とみなされた場合、他の条項は影響を受け
ず本法令の条項の目的を達成するために有効に存続し
効力がある。

第5項。 抵触する法案

(a) 本法案及び他のタバコ税に関する法案が州全域選
挙の同じ投票用紙に記載された場合、他の法案又は法
案群の条項は本法案に抵触するものではないとみなさ
れ、他のタバコ税関係の法案が大多数の賛成票で有権
者によって承認された場合でも、有権者が本法案を承認
すれば本法案の発効は州民の意図するものである。

(b) 本法案が有権者によって承認されたが、法律によ
り同じ選挙で有権者が承認した他の抵触する投票法案
が優先し、後にその抵触する法案が無効となった場合、
本法案は自動発効し、法的に有効となる。

第6項。 修正案

(a) 後に規定されない限り、California憲法第II編第10
項副項(c)に記されるように本法案は有権者によってのみ
修正される。

(b) 副項(a)にも関わらず、本法令の発効日から15年以
降に、委員会の委員による多数決投票によって、州議会
に委員会の構成及び管理の変更を推奨できる。州議会
は、各院にて議事録に記録される点呼投票にて、委員会
の推奨と一致する三分の二の同意を得て法が通過すれ
ば、本法令の目的を推進するために歳入及び税法規の第
30130.54項の条項を修正できる。
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大きい活字の印刷及びオーディオ投票ガイド
州務長官は公式投票情報ガイドの大きな活字の印刷とオーディオ形式を 
視覚障害のある方々に英語、スペイン語、中国語、ヒンディ語、日本語、 
クメール語、韓国語、タガログ語、タイ語、及びベトナム語で提供します。

公式投票情報ガイドの大きい活字の印刷又はオーディカセットを希望の場
合は、www.sos.ca.gov/elections/elections_vig_altformats.htm をご覧になるか、州務
長官無料有権者ホットライン(800) 339-2865にお電話ください。

公式投票情報のオーディオのバージョンMP3をダウンロードするには、 
www.voterguide.sos.ca.gov/audioをご利用ください。

有権者登録
有権者は有権者登録を更新する責任があります。現住所、郵送住所、氏名、或いは支持
政党を変更する場合は有権者登録を更新しなければなりません。2012年5月21日以降に新
住所に転居した場合は、以前の投票所で投票できます。

有権者登録は簡単で無料です。登録用紙はオンライン及びほとんどの郵便局、図書館、
市及び郡の政府事務局、及びCalifornia州務長官事務局で入手できます。有権者登録は 
オンラインwww.sos.ca.gov/elections用紙を使うと以前より簡単にできるようになりました。

有権者登録をするには、米国市民であること、Californiaの住民であること、選挙日に最
低18歳であること、刑務所又は郡拘置所に入っていないこと（州刑務所に服役中又は 
「低いレベル」の重罪と定義され一年以上拘置所で服役中）、執行猶予中でないこと、
コミュニティ監視解放後でないこと、重罪判決後の執行猶予中でないこと、及び裁判所
の判断ではない精神的無能力でないこと。

州及び連邦の有権者身分証明要請
ほとんどの場合、California州の有権者は投票する前に身分証明書の提示を要請されま
せん。郵便で有権者登録をした後の初めての投票であり、しかし有権者登録の際に運
転免許証番号、California身分証明証番号、又はソーシャルセキュリティ番号の４桁を
登録カードに記載しなかった場合、投票所で身分証明証の提示を要請される場合があ
ります。その場合は、投票所に身分証明証又は郵便投票のコピーを持っていくことを
忘れないでください。以下は30以上ある受理できる身分証明証の一部です。州務長官
のウェブサイト米国市民投票促進法令身分証明書基準"Help America Vote Act (HAVA) 
"www.sos.ca.gov/elections/elections_regs.htm をご覧ください。

•	 運転免許証又は州発行の身分証明証
•	 パスポート
•	 就業者身分証明証
•	 クレジットカード又はデビットカード

•	 軍身分証明証
•	 学生身分証明証
•	 ヘルスクラブ身分証明証
•	 保険プラン身分証明証
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1.  正当な登録有権者には投票する権利が
あります。

  正当な登録有権者とは、カリフォルニ
ア州に居住しており、18才以上で、服
役中あるいは重罪の有罪判決で仮釈放
中ではなく、現住所にて有権者登録を
した米国市民を指します。

2.  名前が名簿に載っていない有権者は暫
定的投票用紙で投票する権利がありま
す。

3.  投票締め切り前に投票所に入っており
列に並んでいる場合は投票する権利が
あります。

4.  脅迫されることなく無記名投票する権
利があります。

5.  実際に投票する前に、間違いをしたと
思われる場合は、新しい投票用紙を受
け取る権利があります。

  最終的に投票する前であればいつで
も、間違いをしたと思われる場合は、
その間違えた投票用紙を新しい投票用
紙と取り替える権利があります。郵便
投票の有権者も、選挙日の投票締め切
り前に選挙役員に間違えた投票用紙を
返却して、新しい投票用紙を請求し受
け取ることができます。

6.  補助無しでは投票できない有権者は、
補助を受ける権利があります。

7.  投票済みの郵便投票用紙を郡内のどこ
の選挙区でも返却する権利がありま
す。

8.  翻訳文書を作成するに足る十分な人数
の特定言語の有権者が居る選挙区で
は、その言語の翻訳文書を請求する権
利があります。

9.  選挙の手続きについて質問したり、選
挙過程を見学したりする権利がありま
す。

  選挙区役員または選挙担当官に選挙手
続きに関して質問したりその答えを得
る権利、または答えを得られる適応な
担当官に回してもらえる権利がありま
す。しかしながら、執拗な質問により
担当官の仕事の妨害となる場合は、選
挙区役員または選挙担当官が質問への
応対を打ち切る場合があります。

10. 選挙違反や不正行為を最寄の選挙役員
や州務長官事務局に通報する権利があ
ります。

上記の有権者の権利を認められなかったと思われる場合や、�

選挙違反あるいは不正に気付いた場合は、�

州務長官機密保持フリーダイヤル有権者ホットライン(800) 339-2865にお電話ください。

有権者登録宣誓書に記載されている個人情報は、投票用紙に記載される案件や候補者および投票所
の場所など投票手続きに関する公式情報を選挙役員が有権者に郵送する際に利用されます。有権者
登録情報を商業目的に使用することは法律で禁止されており、軽犯罪です。有権者情報は, 州務長
官の判断により, 公職候補者、投票法案委員会、選挙関係者、学術者、報道関係者、政治関係者、
あるいは政府目的に提供される場合があります。運転免許証番号、ソーシャルセキュリティ番号、
有権者登録カードに表示されている署名は、この目的のためには公表されることはありません。有
権者情報の使用に関する質問またはその情報の不正使用の疑いを通報したい場合は、州務長官有権
者ホットライン(800) 339-2865にお電話ください。

生死に関わる状況下におかれている特別な有権者は秘密保持有権者の資格があります。詳細は
州務長官セーフアットホームプログラム無料通話(877) 322-5227または州務長官ウェブサイト 
www.sos.ca.govをご覧下さい。

有権者の権利
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投票をお忘れなく！

2012年6月5日、火曜日
投票所の受付時間は午前7時から午後8時

2012年5月21日、月曜日
投票登録最終日

選挙
予備�

CALIFORNIA大統領

投票情報ガイドの下記のいずれかの言語訳
をご希望の場合は、最寄の郡選挙事務所に
お問い合わせになるかお電話ください。 
電話番号：

選挙費用を削減するため、州は有権者
の住居に1冊のみ郵送します。
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