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追加情報

論議

投票の意味

反対
私たちの州を教育しよう
6114 La Salle Avenue, #441
Oakland, CA 94610
(510) 500-5147
2BadForKids@EducateOurState.org
www.2BadForKids.org

提案 2 に反対し、学校
を守ろう。提案 2 は危

険な財務的時限爆弾を抱えて
おり、それによって地区の経
費節約が制限される。提案 2
によって、California州が全米
での生徒一人あたりの費用で
50番目にランクされたままに
なる。Sacramentoを信用しない
こ と。www.2BadForKids.org を
ご覧になり、政治家からでは
なく、両親からの事実を確認
しよう。

提案 2 は、州憲法の 
STRONG RAINY DAY 

FUND (「非常時予備資金」) 
を設立し、借款支払いのため
に州議会と知事に節約を強要
するものであり、納税者を不
必要な増税から保護し、学校
を壊滅的な削減から保護する。
民主、共和の両党ともに提案 2
に賛成している。

賛成
Tom Willis
提案 2に賛成票を投じてくだ
さい
2355 Broadway #407
Oakland, CA 94612
(510) 210-5001
Info@CaliforniaRainyDayFund.com
www.CaliforniaRainyDayFund.com

この法案に反対票を投
じる意味：州借款、州

予算予備金および地域学区の
予算予備金への規則には変更
がない。

この法案に賛成票を投
じる意味：既存する州

借款は早期に支払われる見込
みである。州予算予備金に対
しする新しい法律の可能性が
ある。地域学区の予算予備金
は数年で制限される可能性が
ある。

まとめ	 州議会により投票用紙に記載

2014年8月13日に 州議会および州知事に
より、投票用紙から 提案43が削除され、
また 提案1が追加されました。提案1に関
する情報は、投票者情報ガイド補遺に提

供されています。

提案 州予算。予算安定化勘定。議会による憲
法修正。2

州一般財源歳入を予算安定化勘定に毎年移転することを義務付
ける。当該収入の半額を州負債の返済に使用することを義務付
ける。残りの資金の使用は緊急時又は財政赤字の場合に限る。
財政的影響：既存の負債の返済が加速することにより、州にとっ
て長期的な経費削減となる。経済及び選出された公職の決定に
よって、州予算予備額が変化する。一部の教育区の地方積立金
が縮小する。
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反対
提案 46 — 患者と医療従事者が
医療の利用を保護し、医療費
を抑制

1510 J Street, Suite 120
Sacramento, CA 95814
(916) 706-1001
info@NoOn46.com
www.NoOn46.com

賛成
地元は患者の安全に賛成
969 Colorado Boulevard, Suite 103
Los Angeles, CA 90041
(310) 395-2544
info@YesOn46.org
www.yeson46.org

反対
提案 45 — Californian州民は高
額医療費に反対

455 Capitol Mall, Suite 600
Sacramento, CA 95814
(866) 676-8156
Info@StopHigherCosts.org
www.StopHigherCosts.org

賛成
消費者監視キャンペーン
2701 Ocean Park Blvd., Suite 112
Santa Monica, CA 90405
(310) 392-0522
yeson45@consumerwatchdog.org
www.yeson45.org

California州民は健康保
険料を過大請求されて

いる。提案 45によれば、健康
保険会社がプレミアムを増額
する 前に、透明かつ正当な料
金請求を公開することを義務
付けるで料金吊り上げが阻止
される。自動車保険に対して
も同じ規定によりドライバー
の負担を何十億ドルも節約し
た。スポンサー：消費者監視、
California州看護師協会。反対：
健康保険会社。

提案 45によれば、特定
の利害関係者が権力を

得て、カリフォルニアの正常
な新しい独立委員会からヘル
スケアのベネフィットと料金
をコントロールする力を取り
上げて、一人の Sacramentoの
政治家に与えることになる。
コストが上昇するほど官僚制
が拡大する。治療の選択肢に
対する政治の干渉である。大
企業は除外している。看護師、
医師、消費者は反対票を投じ
てください !

46 は命を救う。この法
案により、医師や患者

による医薬品乱用が防止され、
怠慢な医師には説明責任を負
わせる。医療専門者の 18%が
生涯で乱用問題を持つと推定
される。この国の医療過失は
第三の死亡原因である。処方
薬の過剰投与は蔓延している。
治療がずっと前から必要だっ
た。賛成票を投じてください。

法廷弁護士が医療過失
訴訟から何百万ドルも

手に入れるために提案 46を作
成した。多数の医師や専門医
が California州から離れ、より
廉価な医療責任保険がある他
州に移ることもあり得るので、
私たちは信頼できる医師に支
払いながらも彼らを失うかも
知れない。財布を守り、医療
を利用可能にしよう。提案 46
に反対票を投じてください。

この法案に反対票を投
じる意味：痛みや苦痛

といった、医療過誤による損
害の上限が 250,000 ドルに据え
置かれ、将来のインフレに対
して年次調整されることはな
い。医療従事者に対し、医薬
品を処方または投与する前に、
州全体の処方薬データベース
を確認することは要求されな
い。病院には医師に対しアル
コールと薬物の試験を実施す
ることは要求されない。

この法案に賛成票を投
じる意味：個人や小数

グループの健康保険の保険料
は、実施前に州保健管理官に
より認定される必要があるこ
とがある。

この法案に反対票を投
じる意味：州規定者に

は、個人および小数グループ
の健康保険の保険料を継続し
て再検討する権限があるが、
認可する権限はない。

この法案に賛成票を投
じる意味：痛みや苦痛

といった、医療過誤による損
害の上限額が 250,000 ドルから
110万ドルに引き上げられ、将
来のインフレに対して年次調
整される。医療従事者は、患
者に最初に特定の医薬品を処
方または投与する前に、州全
体の処方役データベースを確
認することが要求される。病
院には特定の医師に対しアル
コールおよび薬物の試験を実
施することが要求される。

保険料又は健康保険に関連する料金に影響を及ぼす他のいかな
るものについても、それを変更する前に保険長官の承認を得る
ことを、健康保険会社に義務付ける。公告、開示及び公聴会並
びにその後の司法審査について定める。雇用者大規模団体健
康保険は免除される。財政的影響：健康保険を規制するための
州の管理経費が増大する。増加額はほとんどの年において年間
百万ドルから四百万ドル台程度を超えない可能性が高く、健康
保険会社によって支払われる料金によって資金が提供される。

提案 健康保険。保険料の変更。 
州民発案法案。45

医師に対する薬物検査を義務付ける。規制薬物を処方する前に
州処方データベースを確認することを義務付ける。インフレを
考慮し、医療過誤訴訟における 250,000ドルの慰謝料上限を引
き上げる。財政的影響：医療過誤損害賠償額の上限を引き上げ
ることにより、州政府及び地方政府の費用が年間数千万ドルか
ら数億ドル増大するが、医療従事者への義務付けによる経費削
減で、ある程度相殺される。

提案 医師に対する薬物及びアルコール検査。
医療過誤訴訟。州民発案法案。46
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単なる薬物所持そして
重罪から軽罪までの小

窃盗といった低レベルの非暴
力的犯罪が変化する。登録さ
れた性犯罪者や以前に強姦、
殺人、児童性的虐待の有罪判
決を受けた者に対し重罪を助
長する。毎年何億ドルも節約
し、学校や犯罪犠牲者、精神
衛生や薬物治療に資金を提供
することができる。

州刑務所から 10,000人
の重罪犯が解放される

潜在的可能性がある。銃窃盗
に対し減刑。「デートレイプ」
ドラッグの所持に対する罰則
を減刑する。検事、法執行者、
ビジネスコミュニティが反対。
犯罪犠牲者と性的虐待犠牲者
が反対。提案 47に 反対票を投
じてください。

知 事 JERRY BROWN に
より支持されており、提

案 48に賛成すると何千もの仕
事口が生じ、州の最大貧困地の
ひとつに経済機会が発生し、 地
域が強く支持するプロジェクト
に対する地域によるコントロー
ルが維持され、州と地域政府へ
の歳入を提供、部族の自給を促
進、そして環境的に敏感な地域
の開発を回避されることにな
る。

特別保留地以外での賭
博への門戸がいっせい

に開かれる。California州には
悪い。本来の部族の土地での
インディアン・カジノという
公約が破られる。特別保留地
以外のカジノが多数あると、
Central Valleyに犯罪や公害がも
たらされるのを助長する。州
一般会計や学校には新たな歳
入をもたらさない。提案 48に
反対投票を投じてください。

この法案に反対票を投
じる意味：州と North 

Fork Rancheria の Mono インデ
イアン およびWiyot族との契
約は有効とならない。その結
果、新たな契約が州 /連邦政
府により承認されない限り、
どの部族も賭博事業を開始す
ることはできない。

この法案に賛成票を投
じる意味：州と North 

Fork Rancheria の Monoインデ
イアン およびWiyot族との契
約が有効となる。その結果、 
North Forkが Madera郡に新し
いカジノを建設し運営できる
ようになり、州や地域の政府、
そしてWiyotやその他の部族
にいろいろな支払いができる
ようになる。

この法案に賛成票を投
じる意味：特定の軽く

非暴力的な薬物および財産に
関係する犯罪に及んだ刑事犯
には減刑 (例：懲役期間を短縮 ) 
が言い渡される。法案からの
結果としての州が節約したお
金は、学校の無断欠席や中途
退学、犠牲者へのケア、精神
衛生、薬物乱用治療、そして
犯罪者を留置所や刑務所に入
れないようにするために考案
されたプログラムを支援する
ために使用される。

この法案に反対票を投
じる意味：特定の軽い

非暴力的な薬物および財産に
関係する犯罪に及んだ刑事犯
の刑罰は減刑されない。
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反対
提案 48 — ベガススタイルのカ
ジノを地元から排除に反対票
を

www.stopreservationshopping.com

賛成
Gary Gilbert, Madera 郡執行官役
員会元会長

48 キャンペーンに賛成票を
P.O.Box 155
Oakhurst, CA 93644
(559) 877-2740
VoteYes48@gmail.com
www.VoteYes48.com

反対
John Lovell
California 警察署長協会
1127 11th Street, Ste.523
Sacramento, CA 95814
(916) 447-3820
jlovell@johnlovell.com
www.californiapolicechiefs.org

賛成
提案 47に賛成投票を
(510) 550-5486
campaign@safetyandschools.com
VoteYes47.com

特定の薬物犯罪及び財産犯罪に対し、重罪刑でなく軽罪刑を義
務付ける。重大犯罪又は暴力犯罪で以前に有罪判決を受けたこ
とがある者及び登録性犯罪者には適用されない。財政的影響：
州及び郡の刑事司法制度における経費削減額が年間六億ドルか
ら九億ドル台程度となる可能性がある。州で削減される経費は、
学校の無断欠席及び中途退学の防止、精神衛生及び薬物乱用治
療、被害者支援に使われる。

州とMonoインディアン North Fork Rancheria及びWiyot部族間
の部族賭博盟約を、賛成票は承認し、反対票は拒否する。財政
的影響：新しいカジノの運営に関連する経費に対処するため、
インディアンから州政府及び地方政府に、一回限りの支払い
（1600万ドルから 3500万ドル）及び 20年間にわたる年次支払
い（1000万ドル）を行う。

提案 インディアン賭博盟約。 
住民の直接投票。48

提案 犯罪に対する刑。軽罪罰則。 
州民発案法案。47
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この選挙で投票法案を投票させるため
の締切りは2014年6月26日です。州法に
より、本有権者ガイドは2014年八月に
印刷することが要求されています。州
議会と州知事は十一月の投票に法案
を追加しました。州務長官は有権者向
けの補足情報ガイドを作成し有権者に
郵送します。州務長官はまた更新情報
をwww.voterguide.sos.ca.govにも掲載しま
す。

州務長官のウェブサイトを
ご覧ください：
•� キャンペーン寄付とロビー活動を再検索

http://cal-access.sos.ca.gov
•� 有権者ガイドを他の言語で表示

www.voterguide.sos.ca.gov
•� 選挙日の投票所を検索

www.sos.ca.gov/elections/find-polling-place.htm
•� 郵便による投票に関する情報を得る

www.sos.ca.gov/elections/elections_m.htm
•� 初めての投票に役立つ情報を得る

www.sos.ca.gov/elections/new-voter
•� 選挙日に投票所が閉まった後に投票
速報を確認する
http://vote.sos.ca.gov

2014年8月11日に、California 最高裁判所
の命令により提案49が 削除されました。


