
正確性の証明
私、California州務長官 Alex Padillaは、2016年 11月 8日に州内で施行
の総選挙においてここに記載されている法案が選挙人の皆様に提示され
ること及び本ガイドは法律に準拠して正しく作成されたこことを証明し
ます。2016年 8月 15日付けで、California州 Sacramentoにおいて州印
章をもって証明します。

Alex Padilla 州務長官

投票所は選挙日の午前 7時から午後 8時まで開いています。

California
州総
選挙
2016年 11月 8日、
火曜日
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上記の有権者の権利を認められなかったと確信が持てる場合は、州務長官事務所に設けた
秘密を遵守する通話料無料の VOTER HOTLINE (800) 339-2865にご連絡ください。

有権者

権利章典
あなたの権利は下記の通りです：

1
	 有権者登録をしていれば投票する権利があり

ます。次の条件を満たせば投票資格がありま
す：

• California在住の米国民
• 18歳以上
• 現住所において登録
• 重罪における服役中または仮釈放中で

はないこと

2
	 有権者登録にもかかわらず、お名前が名簿に記

載がない場合の投票権。暫定投票用紙を使って
投票ができます。あなたに投票資格があると選
挙関係者が判断すれば、あなたの票は有効票と
して数えられます。

3
	 投票が締め切られた時点で列に並んでいた場

合の投票権。

4
	 誰かに邪魔をされたり、投票方法に介入される
ことなく、無記名投票をおこなう権利。

5
	 投票を済ませる前に誤りが見つかった場合は、

新しい投票用紙を受け取る権利があります。次
の手順で受け取ってください：

投票場の係りに新しい投票用紙を請求する
か、
選挙事務所または管轄の投票所において郵
送投票用紙を新しいものと交換するか、
はじめの郵送投票用紙をお持ちでない場合
は、暫定投票用紙を使って投票してくださ
い。

6
	 雇用者や労働組合の代表者以外の人に投票の

サポートを受ける権利。

7
	 投票人登録をした郡内にあるいずれの投票所
においても記入済み郵送投票用紙を投じる権
利。

8
	 あなたの言語を話す人が十分な数いる投票区
域内において、英語以外の言語で選挙資料を入
手する権利。

9
	 選挙役員に選挙手順につてい質問をしたり、 選
挙プロセスを監視する権利。役員がご質問に答
えることができない場合は、回答ができる適切
な役員をご紹介します。あなたが投票の妨害を
する場合は、役員は対応をやめることができま
す。

10
	 選挙役員または州務長官の事務所に違法また

は不正な選挙活動を報告する権利。
 ウェブサイト：www.sos.ca.gov

 電話：(800) 339-2865

 電子メール：elections@sos.ca.gov

http://www.sos.ca.gov
mailto:elections%40sos.ca.gov


目次 ページ

 3

早見ガイド 7

提案

51	 学校公債。K-12 学校とコミュニティカレッジ施設への助成金。州民発案による法令。	 18

52	 Medi-Cal 医療費プログラム。州民発案による憲法改正および法令。	 24

53	 歳入公債。州全域の有権者の承認。州民発案による憲法改正。	 30

54	 州議会。法案と議事録。州民発案による憲法改正および法令。	 36

55	 教育およびヘルスケアに資金を供給するための納税期限延期。州民発案による憲法改正。	 40

56	 ヘルスケア、喫煙防止、研究、法執行機関への資金供給のためのタバコ税。州民発案による憲法改正および法令。	 46

57	 犯罪者の刑期。仮釈放。少年犯罪の審判と量刑手続き。州民発案による憲法改正および法令。	 54

58	 英語運用能力。多言語教育。州民発案による法令。	 60

59	 法人。政治的支出。連邦憲法上の保護。議会懸案事項に関する質問。	 64

60	 成人向け映画。コンドーム。衛生条件。州民発案による法令。	 68

61	 州による処方医薬品の購入。価格の設定基準。州民発案による法令。	 72

62	 死刑。州民発案による法令。	 78

63	 銃器。弾薬の販売。州民発案による法令。	 84

64	 マリファナの合法化。州民発案による法令。	 90

65	 買い物袋。料金。州民発案による法令。	 100

66	 死刑。手続き。州民発案による法令。	 104

67	 使い捨てビニール袋の禁止。州民投票。	 110

州公債負債の概要 114

国会上院議員候補者声明 117

提案された法律の全文 118

情報ページ

有権者権利章典 2

身体障害のある有権者への支援 4

有権者登録 4

投票権者のプライバシー情報	 4

投票方法	 5

暫定投票	 5

州務長官の挨拶	 6

オンラインリソース	 16

投票情報ガイドのオーディオ版＆大型活字版	 16

投票所の確認 16

California	州の選挙	 17

全州立
候補者および投票法案への上位貢献者 17

候補者声明に関する情報	 116

アメリカ合衆国大統領候補者 116

お忘れなく 223



4

身体障害のある有権者への支援
州および連邦の法律によって、身体障害のある有権者が投票所に身体的にアクセスできることが義務付けられています。郡選
挙担当官は各用地を検査し、選挙日のために一時的な変更を行うことがよくあります。投票所の係員は全員、等しくアクセス
できるための方針と手続きを妥当に変更するのに必要な事項を含め、選挙法と有権者権のためのトレーニングを受けています。

州法及び連邦法に基づき、全有権者は秘密かつ非依存的に投票することができます。各投票所には、全盲又は視覚障
害のある有権者を含め、すべての有権者が補佐なしで投票できる投票用機器が少なくとも一台置かれていなければな
りません。この投票用機器では、投票権者が自分の投票の選択肢を確認することができ、間違った場合には、投票権者
が投票用紙を提出する前に、その選択内容を修正することができます。

投票用紙見本を確認する
郡投票用紙見本案内冊子には、次の内容が記載されています :
• 身体障害を持つ個人がプライベートに、かつ独自に投票できる方法の説明

• 投票所が身体障害投票者にアクセス可能な場合に、車椅子のシンボルが表示されること

投票所で
投票用紙に選択を記すのに支援が必要な場合は、最高で二人までの人に補佐してもらうことを選択することができます。これ
は次のような人物であってはなりません :
• 自分の雇用者または自分の雇用者の従業員

• 自分が所属する労働組合のリーダーまたは、自分の労働組合で働く人

場外投票では、投票エリアにできる限り近い場所に駐車することが可能です。選挙担当者は、あなたが実際に道路際にいるか車の中にい
るかに関係なく、署名用の名簿、投票用紙、ならびに必要とされる可能性のあるその他の投票のための資料をあなたの所まで持ってきます。
あなたの投票所で場外投票が利用可能かどうかを確認するには、郡選挙担当官にお問い合わせ下さい。 

有権者登録
あなたがすでに投票の登録済みの場合は、氏名、自宅住所、郵便住所を変更する場合、または政党を変更または選択したい場
合を除き、再登録する必要はありません。

RegisterToVote.ca.govでは、投票するための登録をオンラインで行うことができます。もしくは、州務長官の無料の有権者ホッ
トライン (800) 339-2865 に電話すれば、用紙を郵送してもらうことができます。

投票権者登録用紙は、ほとんどの郵便局、図書館、市および郡の役所、郡選挙担当官事務所、およびCalifornia州務長官
室で入手することができます。

投票権者のプライバシー情報
自宅から安全にできる秘密保持投票権者登録プログラム : 生死に関わる状況下におかれている特別な有権者 
(家庭内暴力、ストーカー行為の被害者など ) には秘密保持有権者の資格があります。詳細情報については、フリーダイヤル 
(877) 322-5227におかけになる、または http://www.sos.ca.gov/registries/safe-home/ をご覧になり、州務長官の Safe at Home 
プログラムにお問い合わせください。

有権者情報のプライバシー: 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。

http://www.registertovote.ca.gov
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暫定投票
あなたの氏名が投票所での有権者リストに記載されていない場合でも、暫定投票用紙で投票する権利があります。

暫定投票用紙とは何ですか？
暫定投票用紙とは、投票箱に入れられる前に特別な封筒に入れられる正規の投票用紙です。

暫定投票用紙で投票するのは誰ですか？
暫定投票は以下の有権者に適用されます:
• 投票所の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。
• 郵送で投票したが投票用紙が受領されておらず、代わりに投票所で投票を行いたい。

暫定投票用紙は有効に計上されますか？
あなたの暫定投票用紙は、あなたが投票した郡で有権者登録したことが確認され、既に投票していなければ、有効とな
ります。
投票のために登録された郡のどの投票所でも暫定投票用紙で投票することができますが、投票資格のある選挙でのみ有効とな
ります。

自分の暫定投票用紙の状況を確認するには、どうすれば良いですか？
暫定投票用紙で投票する各有権者は、郡選挙担当官から、投票用紙が計上されたかどうか、されなかった場合はその
理由を確認する権利を有します。

 郡の連絡先一覧および暫定投票用紙の状況を確認する方法については、http://www.sos.ca.gov/elections/ballot-status/ 

をご確認ください。

投票方法
郵便投票
• 11 月 1 日までに、郵便投票の投票用紙を要請します。
• 返送する場合は、11 月 8 日の消印有効で、11 月 14 日までに .郡選挙担当事務所によって受理される
必要があります。

• 直接投票用紙を持ち込む場合は、11月 8日の午後 8:00.までにお住まいの郡選挙事務所またはいずれ
かの投票所に持参してください。

直接早期投票
郡によっては、数か所で選挙日前に早期投票ができます。早期投票を行うことができるかどうか確認
する場合は、郡選挙事務所までお問い合わせください。郡の連絡先情報は、以下のサイトでご確認
いただけます：http://www.sos.ca.gov/elections/voting-resources/county-elections-offices/。

選挙日の投票所での投票
• 投票の受付時間は次の通りです：11 月 8 日 午前 7:00 時～午後 8:00 時
• 投票所の場所は、郡選挙事務所が郵送した投票用紙見本案内冊子の裏面に印刷してあります。以下の方
法でも投票所をご確認いただけます：

 電話：(800) 339-2865

 インターネット：www.sos.ca.gov/elections/polling-place

   GOVOTE (468683)に Voteをテキスト送信してください。
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Californiaの有権者の皆様：

投票権に勝る権利はありません。投票を通じて、お住まいの地域、州、国家の
指導者選択に参加し、あなたの声を政治に届けてください。大統領選挙が近づ
いています。是非、United States of Americaの国民としての最も基本的な権利
を行使してください。

この『有権者ガイド』は、情報に基づいた意思決定を行うのに役立つようになっ
ています。このガイドには、公正な分析、投票法案に対する賛成と反対の意見、
候補者の公約、有権者権利章典、その他の重要な情報が記されています。

これらの情報をすべて記載しますのでお読みください。このガイドは、California
州務長官のウェブサイトでも入手できます。www.voterguide.sos.ca.gov。

このガイドは選挙日までによくお読みください。キャンペーンの資金提
供者を知りたい場合は、次のサイトから選挙資金情報を検索ができます。
http://powersearch.sos.ca.gov/。

投票方法や投票登録方法の不明な点については、フリーダイヤル
(800) 339-2865、州務長官事務所までご連絡ください。地元の郡選挙
役員の連絡先 については、州務長官のウェブサイトをご覧ください。
www.sos.ca.gov/county-elections-offices。

州と国家の未来へのコミットメントに感謝を申し上げます。大統領選挙は 11
月 8日（火曜日）です。あなたの一票が大切です。あなたの票が声になります。
声を届けてください。投票しましょう！

州務長官

http://www.voterguide.sos.ca.gov
http://www.sos.ca.gov/county-elections-offices
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• 投票所は選挙日の午前 7時から午後 8時まで開いてい
ます。

• 投票についての説明書は投票所係員から入手するか、
又は投票用紙見本案内冊子をご覧ください。

• 初めての有権者は連邦法に従って、身分証明書かその
他の書類の提示が求められる場合があります。書類を
提示しない場合でも、有権者には暫定投票用紙を提出
する権利があります。

• 資格のある有権者のみが投票できます。
• 投票するための機器を改ざんすることは違法です。

この早見ガイドには、2016
年 11月 8日の投票用紙に現
れる各州提案の要約と連絡先
が記載されています。



要約
K-12学校施設、チャータースクールおよび職業訓練用施設、
カリフォルニアコミュニティカレッジ施設の新設ならびに近
代化のため、90億ドルの総合義務公債を発行する権限が付与
される。財政的影響：州の負担は、公債の元本（90億ドル）
と利子（86億ドル）を合わせて約 176億ドルである。年間お
よそ 5億ドルを 35年間の支払い。

提案 学校公債。K-12学校とコミュニティカレッジ
施設への助成金。州民発案による法令。51

反対 提案 51は、納税者
を利用して利益を

出すように欲張りなデベロッ
パーのために作られた。提案
51は、議員が公正な学校資金
を提供できなくする。恵まれ
ない学校が取り残される。納
税者説明責任の改善が見られ
ない。無駄、詐欺、乱用と戦
う意味がない。Brown州知事
は提案 51に反対している。
提案 51に反対票を。

賛成 私たちの子どもた
ちは安全な学校で

学ぶべきだが、多数の学校や
コミュニティカレッジは安全
衛生基準を満たすために修理
が必要な状況だ。提案 51は、
老朽化する学校の修理、教室
の改修、退役軍人や職業教育
のための職業訓練施設の提供
を実施する。すべての企画に
は地方納税者に対して説明義
務がある。 

反対意見

反対 この法案に反対票を投じる意味：州
には K-12学校並びにコミュ
ニティカレッジ施設の新一般
義務公債を売る権威はない。

賛成 この法案に賛成票を投じる意味：州
は教育施設の一般義務公債を
90億ドルで売る可能性がある
(K-12公立学校の施設で 70億
ドル、コミュニティカレッジ
の施設で 20億ドル）。

投票の意味

要約
Medi-Calヘルスケアサービス、無保険患者ケア、児童の健康
保険に資金を供給するため、医療費徴収に関する既存の法規
を無制限に拡大する。財政的影響：財政的影響の範囲は比較
的小さなものから、州一般財源への年間 10億ドル、および公
立病院への資金拠出増額が年間およそ数億ドル台前半と、不
確かである。

反対 納税者の 30億ドル
以上の資金から説

明義務や監視を削除する。資
金が医療に使われるようにす
る独立監査や要件なしに、病
院 CEOたちに 30億ドルを与
える。公共基金はこどもや高
齢者の代わりに、ロビイスト、
病院役人の特典や給与に使う
ことができる。

賛成 提案 52に賛成票を
投じることは、子

どもや高齢者、低所得層家族
の医療サービスに支払うため
に一年に 30億ドル以上の連
邦見合い金を生む、現行の州
Medi-Cal病院料金プログラム
を延長する。提案 52は、議
会が有権者の承認なしにこの
資金を他の目的に流用するこ
とを禁止する。

反対意見

反対 この法案に反対票を投じる意味：ほ
とんどの私立病院に課せられ
る現行の請求は、議会が追加
行動によって延長しない限り、
2018年 1月 1日で終了する。

賛成 この法案に賛成票を投じる意味：現
行法で、2018年 1月 1日に
終了することになっている、
ほとんどの私立病院に課せら
れる現行の請求は、永久的に
延長される。議会がその変更
を行うのはより困難になるだ
ろう。集めた歳入は州の貯蓄
作り、California州低所得層の
病院業務への支払い増大、及
び公立病院への補助金提供に
使用される。

投票の意味

追加情報

賛成者
Yes on Proposition 51— 
Californians for Quality  
Schools

info@californiansforqualityschools.com
www.californiansforqualityschools.com

反対者
G. Rick Marshall, Chief 
Financial Officer

California Taxpayers Action 
Network

621 Del Mar Avenue 
Chula Vista, CA 91910
(310) 346-7425
rick@StopProp51.org
StopProp51.org

追加情報

賛成者
Yes on Proposition 52, a 
coalition of California 
Association of Hospitals and 
Health Systems and 
non-profit health care 
organizations.

info@yesprop52.org
www.yesprop52.org

反対者
George M. Yin
Californians for Hospital 
Accountabilty and Quality 
Care—No on 52, Sponsored 
by Service Employees 
International Union—United 
Healthcare Workers West

777 S. Figueroa Street, Suite 
4050, Los Angeles, CA 90017
(213) 452-6565
gyin@kaufmanlegalgroup.com
www.noon52.com

早見ガイド
提案 MEDI-CAL医療費プログラム。

州民発案による憲法改正および法令。52
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要約
すべての歳入公債の州による発行または販売について、公債
総額が 20億ドルを超える特定プロジェクトにおいては、事前
に州全域の有権者の承認を必要とする。財政的影響：州およ
び地方自治体への財政的影響は不明であり、これは本法案が
どのプロジェクトに影響を与えるか、および政府機関と有権
者が本法案の投票要件にどのように対応するかによる。

提案 歳入公債。州全域の有権者の承認。
州民発案による憲法改正。53

反対 提案 53は、地方の
基幹施設プロジェ

クトに対して州全体の投票を
義務付けることで地方の制御
を損なう。遠い地域の有権者
に、別のコミュニティのニー
ズを拒否する権限を与える。
提案 53は給水、橋の安全性、
その他の修理を危うくする。
緊急事態 /災害の適用除外が
ない。California専業消防士、
市、郡、California水道局協会
は提案 53に反対投票を要請
する。www.NoProp53.com

賛成 提案 53は、州が新
幹線のような 20億

ドル以上の大プロジェクト費
用を州歳入公債から支払うた
めに有権者の承認を義務付け
る。地方のプロジェクトには
影響を与えない。納税者が本
当の費用を知ることができる
ように透明性を増大する。政
治家に説明義務を課し、白地
小切手の発行を停止する。納
税者が支払わなければならな
いときは、発言権があるべき
である！

反対意見

反対 この法案に反対票を投じる意味：州
の歳入公債は有権者の承認な
しに、継続して利用される可
能性がある。 

賛成 この法案に賛成票を投じる意味：州
が資金供給、所有、又は管理
するプロジェクトの総額 20
億ドル以上に上る州歳入公債
は、州全体の有権者による承
認が必要である。

投票の意味

要約
投票前 72時間にインターネット上に掲示することなく、法案
を通過させることを州議会に禁じる。議会には、議事録を記
録し、インターネット上に掲載することを義務付ける。記録
を使用する権限を付与する。財政的影響：議会で行われる会
議の内容を記録し、インターネットで利用できるビデオを作
成するには、一回のみ 100万ドルから 200万ドル、および年
間 100万ドルの継続的コストがかかる。

反対 反対投票は、California州民が法
律がどのようにして作られる
かを見るために、インターネッ
トやテレビでの自由なアクセ
スを継続する。反対投票は、
たばこや石油、製薬会社のよ
うな特別利益団体が州法の成
立を遅らせないように予防す
る。反対投票は政治的な「攻撃」
の広告を制限する。

賛成 提案 54は、特別利
益団体が72、上下

両院のどちらからかの事前通
知もない状態で法律を可決で
きなくする。提案 54は、有
権者が議員の公共活動を審査
できるように、全ての議会の
公共会議をオンラインに掲示
する。善良な政府の超党派に
よる連盟、納税者、マイノリ
ティ、ビジネス、環境グルー
プが提案 54を支持している。
新たな税金の義務付けはない。

反対意見

反対 この法案に反対票を投じる意味：議
会の規則や職務は変わらない。

賛成 この法案に賛成票を投じる意味：議
案（その議案への変更を含む）
は議会に公表され、議会が可
決される前の少なくても 72
時間はインターネット上に掲
示される。議会は、その公共
会議が記録され、その会議の
ビデオを作成し、インターネッ
ト上に掲示しなければならな
い。 

投票の意味

追加情報

賛成者
Yes on 53—Stop Blank Checks
925 University Ave. 
Sacramento, CA 95825
(916) 500-7040
Info@StopBlankChecks.com
www.YESon53.com

反対者
No on Prop. 53—Californians 
to Protect Local Control

info@NoProp53.com
NoProp53.com

追加情報

賛成者
Yes on 54—Voters First, Not 
Special Interests, 
Sponsored by Hold 
Politicians Accountable

1215 K Street, Suite 2260
Sacramento, CA 95814
(916) 325-0056
info@YesProp54.org
www.YesProp54.org

反対者
Steven Maviglio
Californians for an Effective 
Legislature

1005 12th St., Suite A 
Sacramento, CA 95814
(916) 607-8340
steven.maviglio@gmail.com
www.NoOnProposition54.com

早見ガイド
提案 州議会。法案と議事録。

州民発案による憲法改正および法令。54
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要約
2012年に成立した 25万ドルを超える年収に対する個人所得
税の暫定的増税を十二年間延期し、K-12学校やカリフォルニ
アコミュニティカレッジに割り当て、特定の年にはヘルスケ
アに割り当てる。財政的影響：経済状況および株式市場の動
向に応じ、州歳入が 2019-2030年にかけ年間 40億ドルから
90億ドルの範囲で増加する。学校、コミュニティカレッジ、
低所得者のヘルスケア、予算準備金、負債返済への資金供給
が増加する。

提案 教育およびヘルスケアに資金を供給するため
の納税期限延期。州民発案による憲法改正。55

反対 提案 55に反対投
票を—一時的は一

時的という意味であるべきだ。
有権者が 2012年に増税を支
持したのは、Brown州知事が
一時的と言ったからだ。州予
算推定によると、増税は予算
均衡には必要ないが、特別利
益団体が政府拡大のために延
長したいということだ。反対
投票を。

賛成 提案 55は子供た
ちの成功に役立つ !

提案 55は、Californiaの公立
学校に対する 40億ドルの予
算カットを予防し、最も裕福
な California州住民に対する
現在の税率を維持し、厳しい
説明義務の要件を取り入れる
ことで、子どもたちによる医
療アクセスを増大する。前回
の景気後退で直面した大幅削
減に戻ることはできない。 
www.YesOn55.com  

反対意見

反対 この法案に反対票を投じる意味：高
額納税者に対する所得税増大
は予定通り、2018年末に期
限切れになる。

賛成 この法案に賛成票を投じる意味：
2018年に終了する予定の高
額納税者に対する所得税増大
は代わりに、2030年まで延
期される。

投票の意味

要約
他のタバコ製品やニコチン含有の電子タバコに対する増税と
足並みをそろえ、たばこ税を 1パックに付き 2ドル増税する。
財政的影響：2017-2018年度においては、州の追加歳入が 10
億ドル～ 14億ドル増加し、その後は歳入額の低減が見込まれ
る。追加歳入は低所得カリフォルニア州民のヘルスケアの支
出を補填するために主に使用される。

反対 この法案に反対票を投じる意味：た
ばこやその他たばこ製品、電
子たばこに対する現行の州税
への変更はない。

賛成 この法案に賛成票を投じる意味：州
がたばこに課す税金は一箱あ
たり $2増大し、87セントか
ら $2.87になる。州が他のた
ばこ製品に課す税金は同様の
増大になる。州が課す税金は
電子たばこにも適用される。
これら増税による歳入は多数
の目的に使用されるが、主に
低所得層 California州民の医
療費増大に支出される。

投票の意味

追加情報

賛成者
Jordan Curley
Yes on 55—Californians for 
Budget Stability

1510 J Street, Suite 210 
Sacramento, CA 95814
(916) 443-7817
info@protectingcalifornia.com
www.YesOn55.com

反対者
Howard Jarvis Taxpayers
Association
www.hjta.org

追加情報

賛成者
Yes on 56—Save Lives 
California

1020 12th Street, Suite 303 
Sacramento, CA 95814
(916) 706-2487
info@YesOn56.org
YesOn56.org

反対者
No on 56—Stop the Special 
Interest Tax Grab

925 University Ave. 
Sacramento, CA 95825
(916) 409-7500
Info@NoOnProposition56.com
www.NoOnProposition56.com

提案 ヘルスケア、喫煙防止、研究、法執行機関への
資金供給のためのタバコ税。州民発案による憲
法改正および法令。56

反対 56の資金を監視す
る：この 16億ドル

の増税によって、健康保険会
社と特別利益団体に10億ドル
が与えられる。56は、最小
の学校資金保証を避けること
で、学校から一年に 6億ドル
をだまし取った。資金のわず
か 13%が、喫煙者や子ども
の喫煙予防に役立つ。提案 56
に反対を。

賛成 たばこ関連の医療費は自分が喫煙を
しなくても、California納税者
に年間 35億ドルを課してい
る。提案 56は、利用者手数
料のようなもので、喫煙防止
と医療費の支払いのためにた
ばこに課税して、喫煙者が自
分の費用への応分の負担をす
る。米国癌協会 Cancer Action 
Networkは提案 56をスポン
サーし、子どもの喫煙予防と
生命救助に役立つ。

反対意見

早見ガイド
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提案 犯罪者の刑期。仮釈放。
少年犯罪の審判と量刑手続き。
州民発案による憲法改正および法令。57

要約
非暴力的な犯罪者に対する仮釈放の検討を許可する。更生度
合い、模範的態度、教育的成果に応じて仮釈放する権限を付
与する。少年裁判所判事に、青少年を成人として起訴するか
どうかを判断する権限が与えられる。財政的影響：州は、実
施に応じて、実質的に年間数千万ドルの経費を節約できる。実
質的な郡負担コストは年間数百万ドルとなる。

反対 提案 57に反対票を
投じる理由：

• 意識のない加害者に性的暴行
を加えた者を含む、暴力的な犯
罪者の早期釈放を認可する。
• 16,000人の危険な犯罪者、
殺人の有罪判決を受けた者で
さえ即時釈放を認可する。
• 被害者の権利を奪い取
り、犯罪者の権利を高めて、
California州憲章を修正する。
提案 57に反対票を。

賛成 California公共安全
のリーダー並びに

犯罪の犠牲者は、提案 57は
危険な犯罪者を刑務所に閉じ
込め、少年や大人の受刑者を
更生させ、さらに納税者の数
千万という税金を節約するリ
ソースに焦点を当てるので、
2016年の公共安全及び更生
法令の提案 57を支持する。
提案 57に賛成を。

反対意見

反対 この法案に反対票を投じる意味：受
刑者の釈放過程に変更はない。
州の刑務所体系は、受刑者の
判決に追加信用を与えること
はできない。特定の青少年は
少年裁判所で審問会を受けず
に、成人裁判所で継続して裁
判を受けることができる。 

賛成 この法案に賛成票を投じる意味：非
暴力の重罪で有罪判決を受け
た特定州刑務所の受刑者は早
期釈放が考慮される。州の刑
務所体系は受刑者の善良な行
いに対して判決に追加信用を
与えたり、更生の成果や学業
成績を承認する。青少年は成
人裁判所に移動する前に、少
年裁判所で審問を受けなけれ
ばならない。 

投票の意味

追加情報

賛成者
James Harrison
Remcho, Johansen and  
Purcell, LLP

1901 Harrison Street, 
Suite 1550
Oakland, CA 94612
(510) 346-6200
Info@SafetyandRehabilitation.com
www.Vote4Prop57.com

反対者
William Kolkey
Stop Early Release of Violent
 Criminals Committee 
FPPC#1386627 
No on 57 Committee

921 11th Street, #300 
Sacramento, CA 95814
(916) 409-7401
will@StopEarlyRelease.com
www.StopEarlyRelease.com

早見ガイド

要約
公立学校に対し、学生に確実に英語運用能力を付けさせるとい
う要件を維持する。学区に、言語習得プログラムの開発に関し、
保護者 /コミュニティに意見を求めるよう義務付ける。できる
だけ迅速かつ効果的に英語を習得できるような教育を義務付
ける。学区に、英語を母国語とする学生および英語が母国語
ではない学生の両方を対象とした二言語習得のためのイマー
ジョンプログラムを確立する権限を付与する。財政的影響：
学区または州政府への顕著な財政的影響はない。

反対 この法案に反対票を投じる意味：公
立学校はまだ、英語専用プロ
グラムでほとんどの英語学習
者を教えなければならない。

賛成 この法案に賛成票を投じる意味：公
立学校は英語専用、二か国語、
又はその他のプログラムであ
るなしを問わずに、英語学習
者への教え方をより簡単に選
択できる。 

投票の意味

提案 英語運用能力。多言語教育。
州民発案による法令。58

反対者
www.KeepEnglish.org

追加情報

賛成者
Lisa Gasperoni
Yes on 58—Californians for
 English Proficiency 
sponsored by the California 
State Council of Service 
Employees

1510 J Street, Suite 210 
Sacramento, CA 95814
(916) 668-9103
info@SupportProp58.com
www.SupportProp58.com

反対意見

反対 提案 58は、英語を
教える方法を近代

化することではない。子ども
の英語言語教育に対する保護
者の権利を排除することであ
る。英語言語の成功は目を見
張るものがある。移民の子ど
もたちはかつてないほど早く
英語を学び、移民の生徒たち
が大学に入学する数は記録的
である。

賛成 教師、保護者、校長、地方の学校役
員会会員、及び Jerry Brown州
知事は生徒たちができるだけ
早く英語を学び、英語スピー
カーたちの第二言語習得チャ
ンスを拡大するために、提案
58を支持している。提案 58
は、地方の教育区が生徒にとっ
て最も効果的な指導方法を選
ぶことができる。
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要約
カリフォルニア州の選出議員が、最高裁判決 Citizens United 
v. the Federal Election Commissionを覆す、連邦憲法の改定
を提案および承認する権限を行使すべきかどうかを尋ねる。
Citizens United判決では、法人および組合による政治献金に特
定の制限を課す法律は違憲であるとされた。財政的影響：州
政府や地方自治体への直接的な財政的影響はない。
カリフォルニア州の選出議員は、「Citizens United v. Federal 
Election Commission（シチズンズユナイテッド対連邦選挙委
員会）」(2010) 558 U.S. 310、その他該当する判例を覆すた
めに、また、選挙運動献金および支出の完全規制または制限
を許可するため、また、全市民が富とは無関係に相互に見解
を表現するため、企業が個人と同等の、憲法で保障された権
利を有さないことを明確化するために、合衆国憲法に対する 1
つまたは複数の改訂を提案および承認することを含むがそれ
に限定しない、憲法で定められた全権限を行使すべきですか？

提案 法人。政治的支出。
連邦憲法上の保護。
議会懸案事項に関する質問。59

反対 議会は合衆国議会が最高裁判所を覆
すように求めるなど、何もし
ない法案を投票用紙に記載し
て、納税者の税金無駄遣いを
やめるべきだ。何もしない投
票法案に時間と資金を無駄に
する代わりに、Sacramentoの
政治家は透明性に重点的に取
り組み、California州に雇用を
もたらすべきだ。提案 59は
何もしない。反対票を！

賛成 提案 59に賛成票を
投じることは、提

案 59は、政治に影響を与え
る金持ちは欲しくないこと、
そして無制限の政治選挙運動
出費は言論の自由で、企業は
現実にいる人間として同じ憲
法権利を持つという最高裁判
所の判決を覆すことを合衆国
議会に伝えるものだ。有権者
が合衆国議会に説明義務を課
すというメッセージを送ろう。 

反対意見

反対 この法案に反対票を投じる意味：有
権者は、選出された公職者に
選挙運動出費及び献金の規制
に特定の変更を求めない。

賛成 この法案に賛成票を投じる意味：有
権者は、選出された公職者に
憲法の権威を使って、選挙運
動出費及び献金の規制増大
を求める。諮問法案として、
提案 59は合衆国議会又は
California議会による特定の行
動を義務付けない。

投票の意味

要約
成人向け映画の出演者に、性交場面の作成中はコンドームを
使用することを義務付ける。製作者に、出演者がワクチン接
種、テスト、健康診断を受ける費用を支払うことを義務付ける。
製作者に、映画製作現場にコンドーム着用の義務要件を掲示
することを義務付ける。財政的影響：州政府および地方自治
体の税歳入が、年間数百万ドル削減することが見込まれる。
規則を制定することで、州政府の歳出は年間百万ドル超の増
加が予想されるが、新しい手数料によって一部相殺される。

反対 この法案に反対票を投じる意味：
Californiaの成人向け映画製作
者は、成人向け映画製作でコ
ンドームの使用義務付けが解
釈される規則を含め、継続し
て州及び地方労働衛生安全要
件の対象になる。

賛成 この法案に賛成票を投じる意味：
Californiaの成人向け映画製作
には追加の労働衛生安全要件
が制定され、それらの要件を
執行するための追加規定もあ
る。

投票の意味

追加情報

賛成者
Derek Cressman
California Common Cause
(323) 536-1459
vote@yesonCAProp59.com
www.yesonCAProp59.com

反対者
Dave Gilliard
Gilliard, Blanning & Associates
5701 Lonetree Blvd., Suite 301 
Rocklin, CA 95765
(916) 626-6804
info@gbacampaigns.com

追加情報

賛成者
Rick Taylor
Yes on Prop. 60, For Adult 
Industry Responsibility (FAIR)

22815 Ventura Blvd., #405 
Los Angeles, CA 91364
(310) 815-8444
rick@dakcomm.com
www.FAIR4CA.org

反対者
Eric Paul Leue
Californians Against Worker 
Harassment

PO Box 10480 
Canoga Park, CA 91309
(818) 650-1973
press@freespeechcoalition.com
www.DontHarassCA.com

提案 成人向け映画。コンドーム。衛生条件。
州民発案による法令。60
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反対 提案 60は、成人向
けコンテンツを配

信又は制作し、プライバシー
を侵害し、職場の安全を損なっ
た成人向け映画の出演者に対
する California州住民全員に
よる告訴を可能にする。単独
の利益団体は提案 60の弱点
を偽るために数百万を費やし
た。提案60に反対票を投じて、
作業員、公衆衛生、市民権団
体、California州民主党及び
California州共和党にご協力く
ださい。

賛成 提案 60に賛成票を
投じることは、成

人向け映画のポルノ製作者が、
納税者に数百万の負担がかか
る生命に関わる病気に出演者
をさらさせないようにする。
提案 60は、California州衛生
当局者に新たな執行ツールを
与え、California州の他の業界
に適用されるものと同じ職場
保護規則をポルノ製作者に従
わさせる。

反対意見

早見ガイド



要約
州に、米国退役軍人事業部門が医薬品購入に支払い最低額を
超える価格で、製薬会社から処方薬を購入することを禁じる。
Medi-Calの資金によるマネージドケアプログラムは除外され
る。財政的影響：州政府がどの程度経費を節減できるかは、（1）
本法案実施にかかる課題がどのように対処されるか、（2）か
かる条項および医薬品の価格設定に対する製薬会社の対応に
よって異なる。

提案 州による処方医薬品の購入。
価格の設定基準。州民発案による法令。61

反対 専門家は提案 61
は、処方薬の価格

増大、患者による必要な薬へ
の利用削減、納税者に数百万
が課せられる官僚機構や訴訟
の増加、処方薬の費用増大に
より退役軍人を苦しめる、と
述べる。California医療協会、
California NAACP、California
納税者協会、大 California卵
巣がん連盟、California州外国
戦争の退役軍人（VFW）部門
が強く反対している。
www.NoProp61.com

賛成 提案 61、California
医薬品価格救済法

は、California州が購入するす
べての処方薬は連邦退役軍人
問題部門が同じ医薬品に対し
て支払った価格又はそれ以下
で支払うように義務付けてお
り、この部門が支払う価格は
どの連邦機関が支払う価格よ
りもかなり低い。 

反対意見

反対 この法案に反対票を投じる意味：州
機関は継続して、連邦退役軍
人問題部門が支払った価格の
参照資料なしに、処方薬の価
格を交渉して支払うことがで
きる。

賛成 この法案に賛成票を投じる意味：州
機関は一般的に、同じ医薬品
に対して、連邦退役軍人問題
部門が支払った最低価格以上
の価格を支払うことが禁止さ
れる。

投票の意味

要約
死刑を廃止し、それを仮釈放なしの終身刑と置き換える。現
在の死刑判決に遡及して適用する。終身刑受刑者の賃金のう
ち、被害者の損害填補に適用される割合を増加する。財政的
影響：数年以内に州および郡の刑事司法にとって年間約 1億
5千万ドルの継続的な節約が実現するが、多様な要因により、
金額は数千万ドル単位で変わる可能性がある。

反対 提案 62は、子ども
の殺人者、大量殺

人者、連続殺人犯、性的暴行
/拷問殺人犯などを含む、残
忍な殺人者の死刑を撤回する。
提案 62は、これら殺人者は
無料の医療で、被害者が亡く
なったずっと後も、納税者の
税金で残りの人生を過ごすこ
とを意味する。法執行機関、
被害者の家族、及び DAは提
案 62に反対する。

賛成 提案 62は、不成
功の死刑体系を

仮釈放対象外の厳しい無期
懲役に変える。囚人は死刑
因監房で待っている代わり
に、働き、賠償金を支払わな
ければならない。罪のない
ものが執行されないことを
保証する。納税者の節約は
1億 5,000万ドル /年になる。
被害者の家族や前死刑擁護者：
提案 62に賛成投票を。

反対意見

反対 この法案に反対票を投じる意味：第
一級殺人の有罪判決を受けた
特定の違反者は継続して、死
刑判決を受ける。現在、死刑
判決を受けている違反者への
変更はない。

賛成 この法案に賛成票を投じる意味：州
が第一級殺人で死刑判決を下
す違反者はいない。最も重い
罰則は仮釈放対象外の無期懲
役になる。現在、死刑判決を
受けている違反者は仮釈放対
象外の無期懲役が下される。

投票の意味

追加情報

賛成者
Aref Aziz
Yes on Prop. 61, Californians 
for Lower Drug Prices

22815 Ventura Blvd., #405
Los Angeles, CA 91364
(323) 601-8139
Yes@StopPharmaGreed.com
www.StopPharmaGreed.com

反対者
No on Prop. 61—Californians 
Against the Deceptive Rx 
Proposition

(888) 279-8108
info@noprop61.com
www.NoProp61.com

追加情報

賛成者
Quintin Mecke
Yes on Prop. 62,Replace the 
Costly, Failed Death Penalty 
System

5 Third Street, Suite 724 
San Francisco, CA 94103
(415) 243-0143
info@justicethatworks.org
www.YesOn62.com

反対者
Mike Ramos
Californians for Death Penalty 
Reform and Savings

520 Capitol Mall, Ste. 630 
Sacramento, CA 95814
(800) 372-6417
info@noprop62yesprop66.com
www.noprop62yesprop66.com

早見ガイド
提案 死刑。

州民発案による法令。62
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要約
弾薬の購入に際し、身元確認と法務省の承認を義務付ける。大
量の弾薬カートリッジの保有を禁止する。指定された人物に
よって銃器所有を禁止する法を施行する手続きを確立する。法
務省に、全米犯罪歴即時照合システムへの参加を義務付ける。
財政的影響：有罪判決を受け、銃器所有を禁止された人物か
ら銃器を取り上げる新しい法廷手続き関連など、州政府およ
び地方自治体の法執行機関のコストについて、年間数千万ド
ルの増加が見込まれる。

提案 銃器。弾薬の販売。
州民発案による法令。63

反対 法執行機関、反テロ専門家、人権擁
護グループが圧倒的に提案 63
に反対している。コミュニティ
の公共安全のためではなく、
自分の名声を得るために政治
家が作り上げた。法執行機関
と納税者に高額の負担を課し、
法律を守る人々にだけ影響す
る。

賛成 提案 63は、悪人が
銃や銃弾を入手し

ないようにし、公共安全を改
善する。法執行機関や公共安
全のリーダーは、提案 63は、
暴力的な重罪犯人、家庭内虐
待者、危険な精神異常者が致
命的な兵器や銃弾を入手した
り使用したりしないように予
防して銃による暴力を低減す
るので、本提案を支持してい
る。 

反対意見

反対 この法案に反対票を投じる意味：銃
器や銃弾に関係する新要件は
実施されない。

賛成 この法案に賛成票を投じる意味：特
定の有罪判決を受けた個人か
ら銃器を除去する裁判所の新
過程が作られる。銃弾の販売
や購買に関する新要件が実施
される。

投票の意味

要約
21歳以上の成人によるマリファナの使用を州法で合法化する。
販売および生産には州税を課す。業界ライセンスを提供し、マ
リファナ製品に関する基準を確立する。地方自治体による規
制および課税を許可する。財政的影響：年間 8、9億ドルから
10億ドル超の範囲で追加税収が見込まれ、主に特定の目的に
拠出される。年間数千万ドルの刑事司法コストの削減が見込
まれる。

反対 この法案に反対票を投じる意味：医
療の目的以外でマリファナを
栽培、所有、又は使用するこ
とは不法である。医療目的で
マリファナを栽培、所有、又
は使用することもまだ不法で
ある。

賛成 この法案に賛成票を投じる意味：21
歳以上の成人は特定の制限が
ある医療の目的以外で、マリ
ファナを栽培、所有、及び使
用できる。州は医療以外のマ
リファナビジネスを規制し、
医療用及び医療以外のマリ
ファナ栽培及び販売に課税す
る。そのような税金からくる
ほとんどの歳入は青少年プロ
グラム、環境保護、法執行に
使用する。

投票の意味

追加情報

賛成者
Lindsey Cobia
Safety for All
268 Bush Street #222 
San Francisco, CA 94104
(415) 735-5192
safetyforall@safetyforall.com
www.safetyforall.com

反対者
Coalition for Civil Liberties
info@coalitionforcivilliberties.com
www.stoptheammograb.com

追加情報

賛成者
Dustin Moore
Yes on 64, Californians to 
Control, Regulate and Tax 
Adult Use of Marijuana 
While Protecting Children

1029 H St., Suite 301 
Sacramento, CA 95814
(916) 382-2952
info@yeson64.org
www.yeson64.org

反対者
Tim Rosales
No on 64
2150 River Plaza Drive #150 
Sacramento, CA 95833
(916) 473-8866
info@NoOn64.net
www.NoOn64.net

早見ガイド
提案 マリファナの合法化。

州民発案による法令。64

反対 提案 64は意図的に
DUI基準を除外し、

マリファナで運転能力の落ち
たドライバーが高速を運転し
ないようにする。California高
速道路巡察隊協会と Dianne 
Feinstein上院議員は強く反対
する。数百万人の子どもたち
や十代の若者たちが見るテレ
ビ番組でマリファナ喫煙、グ
ミ、ブラウニーなどを推進す
る広告を合法化。子どもの健
康や安全を無視して見せる。
California病院協会が反対して
いる。「反対」投票を。

賛成 提案 64は成人が
使用するマリファ

ナの安全な合法システムを作
る。マリファナの使用を制御、
規制、課税し、子どものため
に国で最も厳しい保護である。
放課後プログラム、職業訓練、
薬物治療、運転能力が落ちた
ドライバーの取り締まりを何
十億という人々に提供する。
マリファナの取り組みを修正
しよう。YesOn64.orgをご覧
ください！

反対意見
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要約
食料品店およびその他特定の小売店に持ち帰り用の袋の販売
を義務付け、その売上金を振り替える。小売店に買い物袋の
販売による収益を、特定の環境プロジェクトをサポートする
資金として預託するよう義務付ける。財政的影響：州政府には、
特定の状況下で、特定の環境プログラムのサポートに使用さ
れる資金として、年間数千万ドルの歳入が見込まれる。

提案 買い物袋。料金。
州民発案による法令。65

反対 提案 65は、South 
Carolinaや Texasな

ど州外のプラスチック製造会
社がスポンサーする。それら
の会社は Californiaの環境な
ど無関心で、有権者を混乱さ
せて、食料品店のプラスチッ
ク袋を廃止する必要性という
本当の問題から注意をそらせ
たいだけだ。65は虚偽的なも
ので、有権者の投票に値しな
い。

賛成 提案 65に賛成票
を—環境を守ろう。

特別利益団体のロビイストが
仲介する取引で、議会はレジ
で請求する特定袋の課金と保
持をスーパーマーケットに義
務付けた。食料品店は 3億ド
ル裕福になり、買い物客は 3
億ドルを失う。提案 65は、
それらの料金を食料雑貨店主
の利益ではなく、環境プロジェ
クトに向け直す。

反対意見

反対 この法案に反対票を投じる意味：州
法で持ち帰り袋への課金が義
務付けられたら、その法律は
それによる歳入をどんな目的
にでも使用できるように仕向
けることができる。

賛成 この法案に賛成票を投じる意味：州
法が、(1) 特定の持ち帰り袋
を無料で顧客に与えることを
禁止し、 (2) 他のタイプの持ち
帰り袋の課金を義務付けたら、
それによる歳入は特定の環境
プログラムを支援する新政府
基金に保管される。

投票の意味

要約
州裁判所において死刑に対する異議申し立てを統制する手続
きを変更する。高等裁判所を最初の陳情に指定し、連続する陳
述を制限する。死刑判決の上訴を認めるには、死刑以外の上
訴を担当する指名弁護士を必要とする。刑務所職員は執行方
法を考案する既存の規定プロセスから除外する。財政的影響：
死刑判決に対する異議申し立ての法的手続きにかかる州裁判
所コストへの継続的な影響は不明である。年間数千万ドルの
刑務所コストの削減が見込まれる。

反対 この法案に反対票を投じる意味：死
刑への法的な異議申し立てに
対する現行の裁判所手続きに
変更はない。州はまだ、死刑
因を収容する特定の州刑務所
だけに制限する。

賛成 この法案に賛成票を投じる意味：死
刑への法的な異議申し立てに
対する現行の裁判所手続きは、
それら異議申し立てに対する
時間制限やそれら異議申し立
てに対応できる弁護士の数を
増やすように修正された規則
など、さまざまな変更が対象
になる。死刑因は州のどの刑
務所にも収容できる。

投票の意味

追加情報

賛成者
Yes on 65
2350 Kerner Blvd., Suite 250 
San Rafael, CA 94901
info@SayYesOn65.com
www.SayYesOn65.com

反対者
Mark Murray
Californians Against Waste
921 11th Street, Ste. 420 
Sacramento, CA 95814
(916) 443-5422
murray@cawrecycles.org
cawrecycles.org

追加情報

賛成者
Kermit Alexander
Californians for Death Penalty 
Reform and Savings

520 Capitol Mall, Ste. 630 
Sacramento, CA 95814
(800) 372-6417
info@noprop62yesprop66.com
www.noprop62yesprop66.com

反対者
No on 66—Californians for 
Fair Justice

39 Drumm St. 
San Francisco, CA 94111
campaign@cafairjustice.org
www.NoonCAProp66.org

早見ガイド
提案 死刑。手続き。

州民発案による法令。66

反対 提案 66は本当の
改革ではない。私

たちはこの法案によるすべて
の影響を知らないが、政府官
僚機構という層がさらに加え
られ、それによりさらに遅れ、
納税者の税金がさらかかり、
Californiaの罪のない人間を執
行するリスクが増える、とい
うことは知っている。提案 66
は、問題をさらに悪化させる
値段が高い実験である。

賛成 私たちの死刑体系は何十年にもわた
る上訴で行き詰っている。私
たちはそれを撤廃するのでは
なく、提案 66を可決して改
革する必要がある。提案 66
は数百万の節約と、被害者の
家族に閉鎖、 惨殺者に正義を
もたらす。提案 66では、罪
のない人間が執行されること
はない。被害者の家族、DA（地
方検事）、法執行機関は提案
66を支持する。

反対意見
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要約
食料品店、その他店舗が持ち帰り用に使い捨てのビニール袋
または紙袋を顧客に提供することを禁止する一方で、再生紙
の袋および再利用可能な袋の販売を許可する法令。「はい」の
投票は賛成し、「いいえ」の投票は反対する。財政的影響：州
の管理費の小幅な増加、地方自治体のゴミ・廃棄物処理費の
低減による小幅な節減の可能性を含め、州政府および地方自
治体に対し比較的小規模な財政的影響が見込まれる

提案 使い捨てビニール袋の禁止。
州民投票。67

反対 だまされないでください。提案 67は、
消費者がレジで買い物袋につ
き $.10を支払わされる隠さ
れた税金の年間 3億ドルにつ
いてである。一ペニーさえも
環境に行かない。3億ドルの
全てが食料雑貨店主の利益に
なる。袋の税金を止めさせよ
う . . . 提案 67に反対票を。

賛成 提案 67に賛成は、
プラスチックの買

い物袋を廃止する California
の成功している取り組みを守
る。プラスチック袋は野生生
物を窒息死させ、コミュニティ
のごみとなり、浄化費用を上
げ、再利用装置をつまらせる。
プラスチック製買い物袋の禁
止は CALIFORNIA州内の 150
のコミュニティで効果を上げ
ている。州外のプラスチック
製造会社に Californiaの取り
組みを停止させないようにし
よう。提案 67に賛成投票を。

反対意見

反対 この法案に反対票を投じる意味：店
は、地方条例が当該袋の使用
を禁止しなければ、使い捨て
プラスチック製持ち帰り袋及
びその他の袋を継続して、無
料で提供できる。

賛成 この法案に賛成票を投じる意味：ほ
とんどのスーパーマーケット、
コンビニエンスストア、大型
薬局、及び酒屋での使い捨て
プラスチック製持ち帰り袋の
提供を禁止する。一般的に、
店はレジで顧客に提供する持
ち帰り袋または他の袋に対し
て 10セント以上で請求する
ように義務付けられる。店は
特定目的のためにそれによる
収益を保持する。

投票の意味

追加情報

賛成者
Mark Murray
California vs Big Plastic
921 11th Street, Ste. 420 
Sacramento, CA 95814
(916) 443-5422
murray@cawrecycles.org
protectplasticbagban.org

反対者
No on 67
2350 Kerner Blvd., Suite 250 
San Rafael, CA 94901

早見ガイド

16 | 早見ガイド

州務長官のウェブサイト
をご覧ください：
• 選挙運動献金や議案通過運動をリサーチする	
cal-access.sos.ca.gov	又は	
powersearch.sos.ca.gov

• 本投票ガイドを他の言語で表示する	
www.voterguide.sos.ca.gov

• 選挙日の投票所を検索する	
www.sos.ca.gov/elections/polling-place

• 郵便による投票に関する情報を得る	
www.sos.ca.gov/elections/voter-registration/vote-mail

• 初めての投票に役立つ情報を得る	
www.sos.ca.gov/elections/voting-california

• 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

投票情報ガイドのオー
ディオ版＆大型活字版
本ガイドの英語、中国度、ヒンディー語、日本語、クメー
ル語、韓国語、スペイン語、タガログ語、タイ語、及びベト
ナム語版を無料でご利用いただけます。	

ご注文方法：
 州 務 長 官 の 無 料 通 話 有 権 者 ホ ッ ト ラ イ ン  

(800) 339-2865に電話する

 www.sos.ca.govにアクセスする

 www.voterguide.sos.ca.gov/ja/audio からオーディオ
MP3版をダウンロードする

投票所の確認
投票所は郡選挙事務所により開設されます。選挙日の
数週間前にお住まいの郡の投票用紙見本案内冊子を
受け取ったら、冊子の裏表紙に記載されている、あなた
の投票所を探してください。

詳細情報は、州務長官のウェブサト	www.sos.ca.gov/
elections/polling-placeをご覧になるか、又は無料通話
の有権者ホットライン(800) 339-2865	にお問い合わ
せください。

最寄の投票場所については、GOVOTE (468683)に
Voteをテキスト送信してください。
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California州の選挙
California州法では本通知に以下の情報を記載することが義務付けられています。

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
に支持政党また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、郡投票用紙見本案内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。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。予
備選挙での上位二位の得票者が無党派公職の総選挙に出馬します。

全州立  
候補者および投票法案への上位貢献者
委員会 (候補者または投票法案を支持するまたは反対する有権者に影響を与える目的に資金を受けるまた
は使用する人もしくはグループ )が投票法案または候補者を支持するまたは反対し、$100万以上の資金
を集める場合、委員会はその上位 10人の貢献者 を California州 公正政治実践委員会 (FPPC).に報告する
必要があります。委員会は、上位 10番目までの貢献者は変更があった場合は更新しなければなりません。

これらのリストは FPPC ウェブサイト http://www.fppc.ca.gov/transparency/top-contributors.html でご覧になることができ
ます。

http://www.sos.ca.gov/elections/political-parties/no-party-preference
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提案 学校公債。K-12学校とコミュニティカレッジ施設への助成金。
州民発案による法令。51

立法部の分析家による分析

背景
California州の公立学校（K～ 14）には 830
万人の生徒が在籍している。キンダーガー
テンから 12年生（K～ 12）までの公立
学校システムには現在、生徒約 620万人、
10,000校（チャータースクール 1,100校
を含む）、950教育区、58群教育庁がある。
California州コミュニティカレッジは、72
地方大学学区が 113キャンパスで運営し、
現在、210万人の生徒を抱えている。コミュ
ニティカレッジでは、英語クラス、基礎ス
キルや市民権のほか、職業訓練、準学士号、
大学編入の準備クラスなどを提供している。
K～ 12公立学校施設事業は州審査プロセ
スを経て承認。現在の州学校施設プログラ
ムでは、学校は州の公共学校建設担当の公
職に提案書を提出する。プロジェクトの提
案書は土地の購入、新しい建物の建設、既
存建物の近代化（つまり、改築）などが対

象である。学校は、現在および将来予想さ
れる生徒総数に対して十分なスペースがな
い場合に、新規建設資金の対象になる。学
校は少なくても 25年以上の建物であれば、
近代化資金の対象になる。
州及び地方のパートナー提携によるプログ
ラム。学校が承認プロジェクトに対して州
の助成金を受ける場合のほとんどは、それ
らプロジェクトに対して地方資金を提供し
なければならない。土地の購入や新しい建
物の建設の場合、州と地方はプロジェクト
費用の 50パーセントをそれぞれが負担す
る。近代化プロジェクトの場合、州がプロ
ジェクト費用の 60パーセントを、地方が
その 40パーセントを負担する。学校は、
地方資金が不足している場合は、州の助成
金に対してプロジェクト費用の最大 100
パーセントまでをさらに申請できるので、
必要な地方出資を削減または除去する。

• 90億ドルの総合義務公債の発行を許可す
る：K-12学校施設の新設に 30億ドルお
よび近代化に 30億ドル、チャータース
クールおよび職業訓練用施設に 10億ド
ル、カリフォルニアコミュニティカレッ
ジ施設に 20億ドル。

• 新設用公債の収益が支払われる、または
2020年 12月 31日のいずれか早い時期
まで、学校施設に資金を供給する不動産
開発業者手数料を課す既存の権限に対す
る修正を禁止する。

• これら公債について、既存の州割当役員

会が処理する学校建設資金の割り当てに
対する修正を禁止する。

• 公債の償還には、一般財源から資金を割
り当てる。

州議会アナリストによる州および地方
自治体の財政への基本的な影響につい
ての予測概要：
• 州の負担は、公債の元本（90億ドル）と
利子（86億ドル）を合わせて約 176億
ドルである。年間およそ 5億ドルを 35
年間の支払い。
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立法部の分析家による分析 続き

2タイプの K～ 12施設プロジェクトに対
する特殊プログラム構成点。ほとんどの
プログラムの基本的規則は職業技術教育や
チャータースクールの施設に適用されるが、
数点のプログラム構成が異なる。州は大半
の近代化プログラムに対してプロジェクト
費用の 60パーセントを負担するが、職業
技術教育やチャータースクールの近代化プ
ロジェクトに対しては 50パーセントしか
負担しない。（新規建設の負担は同じ。）職
業技術教育の場合、州補助金も上限を新規
施設に対して 300万ドル、近代化施設に対
して 150万ドルとしている。チャータース
クールのプロジェクトの場合、提案は州の
特別審査を受けてそのチャータースクール
の堅実な財政状況を判断しなければならな
い。これら特殊規制のほかに、これら 2タ
イプのプロジェクトの地方分担を負担でき
ない学校は州の融資（助成金を追加するの
ではなく）に申請できる。学校は職業技術
教育の融資及びチャータースクールの融資
をそれぞれ最大 15年及び 30年の期間に返
金しなければならない。
年間予算で承認のコミュニティカレッジ施
設プロジェクト。コミュニティカレッジは
土地の購入、新しい建物の建設、既存建物
の近代化に対して州予算も受けることがで
きるが、プロジェクトの提出及び承認のプ
ロセスは K～ 12施設のものとは異なる。
地方大学学区が州予算を受けるには、コミュ
ニティカレッジシステムの総長にプロジェ
クトの提案書を提出しなければならない。
それから、総長は、州予算処理の一環とし
て承認され州の年次予算法令で資金供給さ
れるプロジェクトの中から、議会並びに州

知事に提出するプロジェクトを決定します。 

コミュニティカレッジ施設への地方出資は
多様。K～ 12施設のものとは異なり、州
法はコミュニティカレッジ施設への州及び
地方の特定出資を指定していない。その代
わりに、コミュニティカレッジシステムの
総長は採点制度を利用して、提出されたす
べての施設プロジェクトのランク付けを行
う。この採点制度では、より多くの地方基
金を提供するコミュニティカレッジがより
高い点数を受ける。 

総合義務公債による州主要基金公立学校及
びコミュニティカレッジ施設。州は一般的
に、総合義務公債を発行して施設プロジェ
クトの支払いを行う。これらの公債は有
権者の大多数が承認しなければならない。
1998年から 2006年の間、有権者は K～
12施設の総額 360億ドルとコミュニティ
カレッジ施設の総額 40億ドルを提供した
4つの施設公債を承認した。有権者は 2006
年以来、新たな州施設公債を承認していな
い。今日、州には前回発行された学校及び
コミュニティカレッジの施設公債に残され
た資金はほとんどない。（州公債使用の詳細
については、本投票ガイドの後半に記載さ
れている「州公債負債の概要」を参照。）
年間総返済額の支払いによる州退職金公債。
2016～ 17年の間、州は学校施設に対し
て発行した州総合義務公債並びにコミュニ
ティカレッジ施設の 3億ドルに対する債務
元利未払金に対して 24億ドルを支払って
いる。 

選挙区は施設に対する地方資金を地域総合
義務公債から調達する。学校及び地方大学

学校公債。K-12学校とコミュニティカレッジ施設への助成金。
州民発案による法令。 

提案

51
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立法部の分析家による分析 続き

学区は施設プロジェクトの費用を負担する
ために、地方総合義務公債を販売できる。
選挙区はこれら地方公債の販売承認を得る
ために、有権者 55パーセント以上から承
認を得なければならない。1998年以来、
学校及び地方大学学区は施設プロジェクト
に対する地方の総合義務公債で、それぞれ
約 640億ドルおよび 210億ドルを販売し
た。 

その他の地方資金源。地方公債のほかに、
教育区は新規開発に対して料金を課して、
学校施設の資金を調達できる。1998年以
来、教育区は開発業者手数料から 100億ド
ルを集めた。（コミュニティカレッジにはこ
の資金調達のオプションがない。）学校や地
方大学学区の両者は区画税など多様な方法
を使って施設への資金調達がでるが、これ
らその他の方法を使うことはあまりない。 

提案
図１に表示のように、本法案は、州が公立
学校並びにコミュニティカレッジ施設の総
合義務公債 90億ドルを販売することを許
可するものである。 

K～ 12学校施設。図に表示のように、K～
12学校施設の 70億ドルは、新規建設、近
代化、職業技術教育の施設、並びにチャー
タースクールの施設の 4つのタイプのプロ
ジェクトに対するものである。州の既存学
校施設プログラムの規則はこれらの基金に
対して適用される。
コミュニティカレッジ施設。20億ドルのコ
ミュニティカレッジ基金は土地の購入、新
しい建物の建設、既存建物の近代化、並び
に機器の購買など、どんな施設プロジェク

トに対してでも使用できる。議会並びに州
知事は既存の慣行に従って、年次予算法令
の公債で資金を出すためには、特定のコミュ
ニティカレッジ施設プロジェクトを承認す
ると思われる。

財政的影響
法案は州債務支払い費用を増大するだろ
う。提案された公債を発行する州に対する
費用は公債販売のタイミング、公債が販売
された期日に実施された利率、並びに公債
が返済された期間によって決まる。州は恐
らく、約 5年間にわたってこれら公債を発
行し、州の一般財源から約 35年間にわたっ
て元利の支払いを行うだろう。公債を平均
利率の 5パーセントで販売した場合、公債
を完済する総費用は 176億ドルになる（元
金 90億ドルと利益 86億ドル）。1 年あた
りの平均支払い額は約 5 億ドルになる。こ
の金額は州の既存一般財源予算の 1パーセ
ント未満である。 

法案は地方歳入調達並びに施設費用に影響
するか。新州公債の推移によると恐らく、

図 1

提案 51：公債基金の使用

（単位：100 万）
総額

K ～ 12 公立学校施設
新規建設 $3,000

近代化 3,000

職業技術教育施設 500

チャータースクール施設 500

 小計 （$7,000）
コミュニティカレッジ施設 $2,000

  合計 $9,000

提案 学校公債。K-12学校とコミュニティカレッジ施設への助成金。
州民発案による法令。 51
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立法部の分析家による分析 続き

提案 51の全文については、118ページをご覧ください。 名称及び要約 / 分析  | 21

地方地区の動きに何らかの影響があるだろ
う。これは、学校や地方大学学区が州から
資金調達を得たいのであれば、一般的にそ
の施設に出資することが義務付けられてい
るからである。地方の動きに対する正確な
影響は変わりやすい。一方、学校や地方大
学学区の一部は地方に与えられた追加政府
基金の使用可能度を調達し、出費する。結
果として、施設全体の活動は今後数年間の
間に、これらの地区でさらに増えるだろう。
対照的に、その他の学校や地方大学学区は、
追加政府基金の使用可能度は施設プロジェ
クトの全費用を負う必要がないということ

なので、地方で資金集めや出費は減少する
ことになる。これらの地区は新州公債がな
いため、同じ数のプロジェクトを完成する。
地方で集めるべき資金を埋め合わせるため
に、新たに使用可能になった政府基金を使
うことになる。 

本法案に賛成または反対するために結成 

された委員会のリストについては、 
http://www.sos.ca.gov/measure-contributionsを
ご覧ください。委員会の献金トップ 10リスト
にアクセスするには、http://www.fppc.ca.gov/

transparency/top-contributors/nov-16-gen-v2.html
をご覧ください。

学校公債。K-12学校とコミュニティカレッジ施設への助成金。
州民発案による法令。 

提案

51
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 提案 51の賛成意見  

提案 学校公債。K-12学校とコミュニティカレッジ施設への助成金。
州民発案による法令。51

 提案 51の賛成意見に対する反論  

こうして、建設業者が公平な負担の支払いを回避することを 
保証する。
無謀な出費を許す :
公債は高価である。公債で 1ドルを調達するにあたり、返済に税金
2ドルが必要となる。公債は何十年単位でもつものに対して使用さ
れるべきである。驚くべきことに、提案51の資金は、「平均耐用年数」
が 10年の機器に対して使用可能だ。公債の支払いにはさらに何十
年もかかる。
これは 30年の住宅ローンで昼食代を払い、返済に何倍もの額を支
払うようなものだ。
提案 51は、California州の有権者に対して提示された中でも最も利
己的で不正な法案といえよう。それは建設業界が建設業界に利得を
もたらすために作成したものである。
StopProp51.org をご覧ください。誰が賛成のキャンペーンを支援し
ているかを確認することができる。
提案 51に反対票を投じてください !

G. RICK MARSHALL、最高財務責任者
California Taxpayers Action Network

WENDY M. LACK、局長
California Taxpayers Action Network

2001年以来、我々は California州の学校を修理するために $1,460
億以上の州公債および地方公債を承認してきた。それにもかかわら
ず、提案 51の支持者は、当州の学校が「基本的な保健安全基準を
満たして」いないといまだに主張している。」
あの資金はどこにいってしまったというのか？
詐欺を招く :
California財政部門による直近の州全体の学校公債の監査では、何
十億ドルもの資金が「意図されていない用途に使用されるリスクに
さらされ、 . . . 未解決のまま放置された場合 . . . 公債の説明義
務に悪影響を及ぼし続けることになる」という結果が報告された。
出費に対する予防措置が実施されていないか、機能していないため、
公債基金が悪用される可能性がある。
Jerry Brown知事と Kamala Harris検事総長の両氏とも同じ懸念を表
明した。
提案 51はこの不完全な制度を維持している。
改革を阻止する :
提案 51は議員を拘束し、現在の規則を固定化するものである。そ
れは不利な立場にある学校に対し必要な支援を否定している規則を
議員が是正するのを阻止することにより、我々の民主主義をハイ
ジャックするものである。

提案 51は学生の保護を最優先する。
多くの学校やコミュニティカレッジは老朽化が進んでおり、基本的
な保健安全基準を満たすために、地震の安全対策、火災の安全対策
のための改造工事、および石綿、鉛系塗料や鉛管の除去を含む修理
を必要としている。提案 51は、地方の学校を更新し、学生の安全
を徹底するのに役立つ。
提案 51は、CALIFORNIA州のすべての学生が高質の教育を受ける
上での支援となる。
「学生を指導する上で、教室が倒壊しかけていて学生の基本的な学
問的ニーズを満たすための補助も提供できないことほど落胆させら
れることはない。学生の成功を支援するため、提案 51は古く老朽
化しつつある学校を修理し、クラスルームで利用可能なテクノロ
ジー、図書館、コンピューターや科学実験室を改善する。」—Tim 
Smith、2014年度 California州最優秀教員、Florin高等学校
職業教育の改善と退役軍人の社会復帰支援。
「提案 51は、学生が高報酬のキャリアを目指して訓練し、成長する
Californiaの経済に寄与できるようにするため、地方の学校やコミュ
ニティカレッジが職業教育の教室を改善することを可能にする。ま
た、我々には、退役軍人に訓練を提供し、彼らが職場に復帰できる
よう支援する義務がある。」—Tom Torlakson、州公共教育監督者
手ごろな価格のカレッジ教育へのアクセス増大。
「コミュニティカレッジの施設を改善し修理することにより、我々
は California州民全員に対し、高質で手ごろな価格の高等教育への
アクセスを増大することができる。我々のコミュニティカレッジは
州全体の地域コミュニティの経済的および社会的勢力強化に貢献し
ており、カレッジの学生が何千ドルもの負債を抱え込むのを回避す
るのに役立つ。我々は Californiaの学生に対する支援を表明する必
要がある。」—Jonathan Lightman、Californiaコミュニティカレッジ、
エグゼクティブ・ディレクター
CALIFORNIAには未執行の近隣地域プロジェクトが長期的に山積す
る。
「学校看護師は学校施設を改善する必要性を認識しており、提案 51
は、学生、教職員やスタッフの保健と安全を最大限に維持するた

めに不可欠な、対策を要する生徒過密や配管、その他の環境課
題に対処するものだ。」—Kathy Ryan、California School Nurses 
Organization会長
あらゆるプロジェクトの地方による管理を守る。
「提案 51は、資金が地方の学校およびコミュニティカレッジの役員
会によって承認された学校改善プロジェクトにのみ使用されること
を要求することで、地方の制御を保護する。すべての資金は、近隣
地域の学校を改善するためにそれらの資金の最善な用途を決定する
にあたり納税者が発言できる地元で使われる必要がある。」—Chris 
Ungar、California学校役員会協会会長
納税者に対する厳格な説明責任を果たす、財務的に責任のある形で
学校の改善と修理を行う方法。
「教育は州全体の関心事であるため、California州の学校建設のニー
ズを満たすにあたり、州全体の公債が最善の選択肢である。この公
債なしには、地方納税者は、様々なコミュニティによって学校間に
不均衡が生じ、納税者を不平等に扱い、厳格な説明責任の遂行に
欠く、より高率の地方不動産税に直面することになる。」—Teresa 
Casazza、California納税者協会会長
我々はこれ以上待てない。
我々は、州全体の学校公債をもう 10年も発行していないため、着
手していない膨大な数の地方学校プロジェクトが山積している。
我々の学校は、学生の安全を確保し、学習を可能にする施設を保証
するための改善と修理を至急必要としている。
提案 51は、学生と退役軍人の成功を支援するものである。
是非提案 51に賛成票を投じていただきたい。
JUSTINE FISCHER、会長
California州 PTA

KEN HEWITT、会長
California Retired Teachers Association

LARRY GALIZIO、事務局長
Community College League of California
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 提案 51の反対意見  

学校公債。K-12学校とコミュニティカレッジ施設への助成金。
州民発案による法令。

提案

51

 提案 51の反対意見に対する反論  

提案 51は、納税者を守りつつも、California州の学生各人が安全か
つ最新の学校で学習できる機会を保証するものだ。
提案 51は増税ではない。
提案 51は、地方の学校を修理・改善するために、州の既存の年度
歳入におけるごく僅かな額を返済に充てる公債だ。それは増税では
ない。
より高率の地方税から納税者を守る。
1ドルの出費あたり、州全体の学校公債からそれに一致する額が割
り当てられなければ、学校の修理と改善を実施するために、納税者
はより高額な地方不動産税の負担に直面することになる。また、一
部の教育区では、独自ではとても学校の修理代を賄えなくなる可能
性もある。州と地方教育区の間におけるこのパートナーシップは、
すべての学生のために、これまで学校の修理に公平に資金を提供し
てきた。
厳格な説明義務を要する。
提案 51 では、学校公債の資金がどのように使用されるかについて
の制御を地方の有権者が担うものだ。それには年次監査と厳格な会
計基準が求められる。
提案 51は学生の保護を優先する。

多くの学校やコミュニティカレッジは老朽化が進んでおり、基本的
な保健安全基準を満たすために、地震の安全対策、火災の安全対策
のための改造工事、および石綿、鉛系塗料や鉛管の除去を含む修理
を必要としている。これらの修理は、学生一人一人の安全を維持す
るのに不可欠なものだ。
提案 51に賛成投票を。
提案 51 は、California州の生徒一人一人が高質の教育を受け、手ご
ろな価格の高等教育へのアクセスを増大させ、退役軍人や就職準備
中の学生のための職業訓練を改善するのに役立つ。
提案 51は納税者グループ、教員、ビジネス、共和党
員および民主党員により支持されている。それは www.
californiansforqualityschools.comで自分で確認することができる。
我々と共に、ぜひ提案 51を支持していただきたい。
CHRIS UNGAR、会長
California学校役員会協会
TERESA CASAZZA、会長
California納税者協会
LARRY GALIZIO、事務局長
Community College League of California

公債は、一定期間に利息とともに返済されなければならない負債で
ある。
1998年以来、California州の有権者は $350億の学校建設公債を承
認してきた。これらすべては議会によって投票にかけられ、知事の
支持を受けたものだった。提案 51は異なっている。議会が提案 51
を投票にかけたのではない。それに知事も反対している。
我々は、知事と共に提案 51に反対している。その理由は以下の通
りだ。
負担できない :
Californian州民は既に、毎年 $20億を学校公債の返済に充ててい
る。提案 51はさらに、毎年 $5億の費用負担を強いることになるが、
州にそのような金銭はない。
総計すると、California州には $4,000億の債務や財務上の支払義
務がある。Brown知事はこれを「債務の壁」と呼んでいる。負担で
きない金銭のさらなる借入は、無謀である。
果たされない説明義務 :
地方学校公債では、コミュニティが出費を制御する。州学校公債に
ついては、官僚や官僚を取り巻く人々が決定権を持つ。地方の制御
が、政府による無駄を最小限に抑える最善の方法である。
不要 :
学校建設の場合、地方公債で対処する方が、州全体の公債よりもう
まく機能する。昨年 6月、有権者は投票にかけられた地方学校公債
の 90%以上を承認し、$55億以上の資金を学校建設に提供した。
学校入学生徒数は、この先 10年間に減少する見込みだ。提案 51は、
既存の学校の改築よりも新たな学校の建設を優先する、金銭の無駄
である。
不公平 :
提案 51の資金は列の先頭にいる者に使われるだろう。大きくて裕
福な地区は関連書類の記入を専門とするスタッフをかかえているた
め、そのような地区が大部分の資金を受け取ることになるだろう。
それによりより小さく余裕のない、最も支援を必要とする地区が除
外されてしまう。これは道徳的に間違っている。
改革第一 :

提案 51は、官僚的で杓子定規的な州公債制度の変革に何も寄与し
ない。小さく困窮した教育区には、大きく裕福な学校が利用するよ
うな高額なコンサルタントを雇う余裕がない。不利な立場に置かれ
た受給に値する地区が資金を獲得できるよう、制度の改革が必要で
ある。
先の 2月に、Brown知事は Los Angeles Timesに対し、次のよう
に述べた。「私は、建設業者に $90億を提供する公債に反対す
る . . . [それは ] 低所得層のコミュニティに費やした方がはるか
に効果的であろう金銭を浪費するものだ。」
Brown氏はまた、州職員に保証される利得を、次のように表現した。
「無視したくなるほど莫大な債務だ。とても 1年や 2年、10年でさ
えも完済できるような額ではない。しかし、そうすることが、特に
新たなコミットメントを行う前にそうすることが、我々の道義的義
務なのだ。」
私たちはこれに同意する。
提案 51は、さらなる州の歳出による利得を得られるビジネスや政
治家により支持されている。提案 51の賛成投票キャンペーンには、
それにより得られる利得が最も大きい Coalition for Adequate School 
Housing (CASH)や California Building Industry Associationを含む団
体により $600万以上が寄付された。
California Taxpayers Action Networkは、地方政府の財務責任と透明
性を推進する、ボランティアのみによって運営されている無所属主
義派の非営利組織だ。我々は政府の秘密主義、浪費や腐敗に対抗し、
納税額に見合った価値の恩恵を誰もが受けられるよう追求してい
る。
我々は、高質の学校を支援したり浪費のない政府の財務責任を求め
ているあなたのような方々と同じ人間である。
是非提案 51に反対票を投じていただきたい。
www.caltan.org

G. RICK MARSHALL、最高財務責任者
California Taxpayers Action Network

WENDY M. LACK、局長
California Taxpayers Action Network
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提案 MEDI-CAL医療費プログラム。 
州民発案による憲法改正および法令。52

立法部の分析家による分析

背景

Medi-Calの概要と病院
Medi-Calは California州の低所得層に医療給
付を提供する。Medi-Calプログラムは、特定
の資格要件を満たす California州の低所得層
に医療給付を提供するものである。これら医
療給付には、プライマリケア外来、緊急外来、
手術、及び処方薬が含まれる。現在、Medi-
Calは 1,300万人の California州住民に医療
給付を提供している。2015～ 16年の Medi-
Calの総歳出は約 950億ドルで、そのうちの
約 230億ドルは州の一般財源（州の主要運
営勘定）からである。
Medi-Calの費用は州と連邦政府の間で共有さ
れる。Medi-Calプログラムのほとんどの費用

は、州と連邦政府が各費用の半分を負担する。
場合によっては、連邦政府は州よりもかなり
の割合を負担する場合もある。Medi-Cal用に
連邦政府の資金を受けるには、州は様々な連
邦法と要件に従わなければならない。
公立病院及び私立病院は Medi-Calの登録者
に医療を提供する。 California州には、緊急
治療、手術、外来治療など、Medi-Calの登録
者を含む、Californian州住民に一般緊急治療
を提供する認可を受けた公立病院及び私立病
院が 450ある（「病院」）。その病院のおよそ
五分の四は私立病院で、およそ五分の一が公
立病院である。公立病院は郡や California大
学など、公共団体が所有し、運営する。私立
病院は非営利又は営利目的の民間団体が所有
し、運営する。

• 連邦マッチングファンドを取得するため、
医療費の徴収に関する既存の法規を無制限
に拡大する。

• Medi-Calヘルスケアサービス、無保険患者
ケア、児童の健康保険に資金を供給するた
め医療費を使用する。 

• 医療費または資金の用途変更に対する投票
者の承認を要求する。

• その他の修正や撤廃は、議会の 3分の 2の
投票をもって許可する。 

• 医療費による収益は、州の支出制限または
提案第 98号資金需要に対する歳入とはみ
なされないことを明言する。

州議会アナリストによる州および地方自治体

の財政への基本的な影響についての予測概
要：
• 主として議会が本法案なしで医療費の拡大
を実施するかどうかが不明なため、本法案
の財政的影響は不確かである。

• 議会が本法案なしで医療費を拡大したとし
ても、本法案が州政府および地方自治体に
与える財政的影響はほとんど無いと予想さ
れる。 

• 議会が本法案なしでは医療費を拡大しな
かった場合、本法案により州一般財源で年
間およそ 10億ドルの節減、および公立病
院への資金拠出に年間およそ数億ドル台前
半の増大が見込まれる。



52

提案 52の全文については、122ページをご覧ください。 名称及び要約 /分析 | 25

立法部の分析家による分析 続き

MEDI-CAL医療費プログラム。 
州民発案による憲法改正および法令。

提案

52

病院品質保証料金
近年、州はほとんどの私立病院に特別料金を
課している。この料金は病院品質保証料金
（「病院料金」）と呼ばれるものである。これ
は 2009年から徴収されている。州が請求す
る病院料金は 2018年 1月 1日に終了するよ
うに定められている。図 1は、2015～ 16

年病院料金歳入の徴収とその使用について示
す。この料金の歳入は次の 2つの目的で使
用されている：(1) 増大した Medi-Calの病院
への支払いと公立病院への補助金に対する州

の負担に資金提供すること（2015～ 16年
37億ドル） 及び (2) 州の一般財源貯蓄を生
み出すこと（2015～ 16年 8億 5,000万ド
ル）。増大した Medi-Calの支払いに使用され
る病院料金の歳入は Medi-Calへの連邦政府
資金の 44億ドルと一致し、2015～ 16年の
Medi-Calの総支払いと病院への補助金は 81

億ドルになる。 

病院料金は結果的に、病院業界の純利得に
なる。図 1に表示のように、病院業界はこ
の料金の結果として、81億ドルの支払い

図 1
2015 ～ 16 年の病院料金がもたらした、州貯蓄
及び病院の純利得

私立病院
州に支払った病院料金 

46 億ドル

Medi-Calの支払い 

及び病院への補助金 

37 億ドル

一般財源 

貯蓄 

9 億ドル

連邦政府は州の Medi-Cal支払い
に一致する a 

44 億ドル

支払い総額及び受領補助金 81 億ドル

37億ドル

 病院業界純利得 = 81 億ドル 受領支払い
 – 46 億ドル 支払済み料金

 35 億ドル 純利得

a 州及び連邦政府は Medi-Calの費用を共有する。州が Medi-Calに対して支出をすると、連邦政府は一般的に、
連邦政府の資金を提供して連邦政府負担の費用を支払う。

44億ドル

州政府

公立及び 
私立病院
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提案 MEDI-CAL医療費プログラム。 
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を受け、料金の 46億ドルを支払ったので、
2015～ 16年の純利得として 35億ドルを受
け取った。特に、公立病院は 2015～ 16年
には、補助金と増大した Medi-Calの支払い
から成る、利得の 2億 3,500万ドルを受領
した。（病院業界全体は純利得を受けたのに
対して、少数の私立病院は Medi-Calの支払
いで受け取った金額よりも高い料金を支払っ
た。） 
病院料金からの資金は州の貯蓄につながる。
図 1に表示のように、料金歳入は州の一般財
源貯蓄を生み出すために使用する。これらの
貯蓄は、州の一般財源の資金を使って支払わ
れたであろう、Medi-Calの子どもの医療サー
ビス支払いに使用して生まれるものである。
（州の一般財源は、主に所得税や消費税など
の税金に支えられている。）州の一般財源貯
蓄を生むために使用される料金歳入の額は州
法の定式を基にしている。2015～ 16年の
州の一般財源貯蓄は約 8億 5,000万ドルで
あった。
議会はこれまで、病院料金を数回延長した。
2009年にこの料金が導入されてから、議会
は当時制定された法律でこの料金が終了する
日から 4回、延長してきた。この過去の慣習
に従って、議会は現行の病院料金を 2018年
1月 1日（現行の料金が終了する期日）以降
に延期するために、新しい法律を制定する可
能性がある。
病院料金の延長は連邦政府の承認がなければ
ならない。この料金が議会又は有権者によっ
て、2018年 1月 1日以降に延長された場合、
当該延長も連邦政府の資金を得るために連邦
政府の承認を得なければならない。連邦政府

の承認は、州は病院料金の歳入を使って増大
する病院への Medi-Calの支払いに対する州
負担を調達するために使い、連邦政府は当該
増大支払いの一環としても支払いをするの
で、必要である。

提案
病院料金を永続する。現行の州法では病院料
金は 2018年 1月 1日に終了するが、提案
52は現行の料金を永遠に延長する。病院料
金の延長もそうであるように、本法案に基づ
く当該延長は連邦政府の承認を必要とする。
州が病院料金を終了するのは難しい。本法案
に基づいて、州が、病院料金を終えるために
は、議会の上院と下院から三分のニの投票を
得ることができればそのようにできる。現行
法に基づいて、当該料金は各上院と下院から
過半数の投票を得れば、終えることができる。 

病院料金を変更するのは難しい。本法案に基
づいて、病院料金の変更は一般的に、州全体
の選挙で将来の有権者による承認が必要とな
る。現行法に基づくと、料金の変更は議会が
行うことができる。例えば、議会は州の一般
財源貯蓄を生むために使用する定式を変更で
きる。法案は、各下院と上院が三分のニの投
票を得た場合、病院料金に対する連邦政府の
承認を得るために必要なものなど、特定の具
体的な変更を行うことを議会に許可する。
病院料金の資金を年次学校予算算定から排除
する。州の憲法は、K–12教育と Californiaコ
ミュニティカレッジの年次最小予算レベルの
算定に特定の定式を使用することを義務付け
ている。これら定式は州の一般財源歳入を考
慮する。現行の慣習に基づくと、法案は病院
料金から徴収した資金をこれらの算定から除
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外する。法案は、州の憲法改正にこの排除を
提供する。

財政的影響
本法案の財政的影響は主として、当該法案が
実施されない場合、議会が病院料金を拡大す
るかどうかが不明なため、本法案の財政的影
響は不確かである。今日まで、議会は当該料
金を 4回延長した。よって、過去の慣習を前
提として、議会は 2018年 1月 1日以降にも
とにかく、病院料金を延長する可能性がある。
最近行われた連邦法の改正も病院料金の構成
を変更するように義務付けるかもしれず、こ
れらは病院料金の財政的影響に影響する可能
性がある。以下、2つの主なシナリオに基づ
いて、本法案の財政的影響について説明する。
• 議会が法案なしで、病院料金を延長した
場合。この場合、法案は、（議会が当該
料金を延長した期間の）州及び地方政府
に対する財政的影響は比較的小さい。こ
れは、州は一般財源貯蓄をすでに生み出
しており、公立病院への資金を提供して
いる。ただし、本法案がない場合、議会
が一般財源貯蓄と公立病院がこれまでと
は異なる方法で利得を得るように、病院
料金の構造を変える可能性があることを
指摘する。 

• 議会が法案なしで、病院料金を延長しな
い場合。この場合、法案は州及び地方政
府に対して大きな財政的影響を及ぼすだ
ろう。本シナリオに基づいた財政的影響
は（時間と共に成長に合わせて調整され
るので）、以下のように、近年、経験し
たものと同様になるだろう：(1) 年次一
般財源貯蓄約 10億ドル 並び (2) 州及び
地方の公立病院への年次財源数億ドル。
州及び地方政府は、当該料金が州にもた
らす追加の連邦財源の結果として、増大
した歳入にも気づくであろう。ただし、
これらの影響は、病院料金への変更を義
務付けた新しい連邦要件による影響かも
しれない。現時点では、どのような病院
料金への変更が連邦要件の遵守に必要か
は定かでない。当該変更は州及び地方政
府に対する影響を増大又は減少するか、
或いは全く変更しないかもしれない。

本法案に賛成または反対するために結成 

された委員会のリストについては、 

http://www.sos.ca.gov/measure-contributions を
ご覧ください。委員会の献金トップ 10 リスト
にアクセスするには、http://www.fppc.ca.gov/

transparency/top-contributors/nov-16-gen-v2.html
をご覧ください。
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提案 MEDI-CAL医療費プログラム。
州民発案による憲法改正および法令。52

 提案 52の賛成意見  

 提案 52の賛成意見に対する反論  

提案 52は病院の CEOとロビイスト以外の助けにはなりま
せん。
提案 52は「おとり商法」です。資金は子どもと高齢者の
ために提供するものですか？そのような資金はすでにあり
ます。California州法はヘルスケアサービスの予算として
$3,000,000,000をすでに提供しています。ー提案 52は
そのようなものを変更しません。
提案 52が本当にすることは、CEOやロビイストたちが
$3,000,000,000をヘルスケアに使うようにする、説明義
務、監視、又は保証を憲法から永久に取り除くように変更
してしまいます。
提案 52になぜ、何千万も支出しているのでしょうか？そ
れは、納税者資金の誤用が見つかったからです：
• 提案 52から収益を得ていた病院株式会社は詐欺的、不必要、
又は過剰な Medi-Cal又はメディケアの請求書発行に対して
数億ドルの罰金に科せられました。

• その他病院の CEOたちは貧困層や高齢者に対して使われる
べきだった税金を贅沢な車のリース、カントリークラブの

会員権、エグゼクティブへの給与数百万ドルに使用しまし
た。

• 提案 52を後援している病院 CEOたちは毎週 $153,000も
稼いでいます。
提案 52がすることは、詐欺を働き、貴重な税金を自分た
ちの贅沢な特典のために浪費した CEOたちに対する全ての
説明義務や監視を取り除いてしまうだけです。
憲法に対する複雑で、不必要な変更にだまされないでくだ
さい。これは、納税者と脆弱な California州民を犠牲して、
欲張りな病院 CEOやロビイストたちへの監視を取り除くた
めの特別利益団体のたくらみです。
提案 52に反対票を投じてください
www.No0n52.com

VIRGINIA ANDERS-ELLMORE、診療看護師
MICHELLE ROSS、医療従事者
JOVITA SALCEDO、Medi-Cal受益者

提案 52に賛成投票を投じていただくことは、助けが必要
なたくさんの善良な住人のために役に立つことなので、素
晴らしいことです。
提案 52がすることは何か？
この法案は二つのことをします。
まず、連邦政府の見合い金がなければ入手できない、年に
30億ドル以上を生み出す、現行の Medi-Cal医療費プログ
ラムを延長します。この資金は、次を含む California州住
民 1,300万人以上への Medi-Cal医療サービスの提供に役
立ちます。
• 子ども 670万人 ;
• 慢性疾患の高齢者 160万人 ;
• 自分の賃金では扶養できない低所得勤労者世帯 450万人 ; 
及び

• 身体障碍者。
第二に、提案 52は、議会が住人の投票なしでこれらの資
金を他の目的に使用することを厳しく禁止します。
以上です。
投票用紙に記載の本発案を支援するのは誰で、その理由は何
か。
Medi-Cal医療費プログラムは当初、2009年に議会による
二大政党プログラムとして制定されました。それ以来三回
更新されましたが、毎回、この資金を他の目的に使用しよ
うという流れがありました。最も脆弱な住民に仕え、資金
が他の目的に転用されることを防止するために、California
州が Medi-Calに対する連邦政府見合い金の公正な取り分を
受け続けるために、California州内の地域社会にある病院
400によって投票用紙に記載されました。
提案 52を支援するのは誰か。

この発案は、事実上、州内のあらゆる主要ヘルスケア、ビ
ジネス、労働、及び地域組織から前例のないサポートを
得てきました。このような意見の合意はこれまで達成し
たことがないと思われます。例えば、California教師協会、
California建物トレード議会、California専業消防士、及び
Teamsters組合など 30以上の地方組合が California商工会
議所、Californiaビジネスラウンドテーブル、子ども、高齢
者、及び身体障碍者のための擁護団体に加入しました。ま
た、州の民主党及び共和党の両党からも支持されています。
今日の論争が起きやすい政治的環境の中で、これだけでも
素晴らしい展開です。
提案 52は CALIFORNIA納税者にどのような効果をもたらす
か。
本法案は連邦資金から 30億ドル以上を生み出し、
CALIFORNIA納税者への州経費はありません。
現行の州 Medi-Cal医療費を延長することで、州は Medi-Cal
に対して利用可能な連邦見合い金を年 30億ドル以上受け
ることができます。これがなければ、不足金のためコミュ
ニティの安全網である病院が閉鎖されることになります。
善良なたくさんの住人のために良いことをするのは、素晴ら
しいことなので、提案 52に賛成投票を投じてください。
C. DUANE DAUNER、会長
California病院協会
THERESA ULLRICH、MSN、NP-C会長
California Association of Nurse Practitioners
DEBORAH HOWARD、エグゼクティブ・ディレクター
California Senior Advocates League

http://www.No0n52.com/
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52
 提案 52の反対意見  

 提案 52の反対意見に対する反論  

提案 52の内容は何で、. . .何が提案内容でないか。
提案 52は、子どもや高齢者、低所得層の家族に Medi-Cal
医療サービスを提供することについてです。
これは単に、この医療費用に連邦見合い金 30億ドル以上
を生み出す、現行の州 Medi-Cal医療費を延長します。
提案 52は補償や給与に関するものではありません。
提案 52の賛成者は誰で . . . 反対者は誰ですか？
約 1,000名の支持者リストをwww.YesProp52.org でご覧
いただけますが、その代表団体の一部は次のとおりです：
California病院協会、California教師協会、California商工会
議所、California建物トレード会議、California州郡協会、
California労働同盟、Californiaビジネスラウンドテーブル、
California専業消防士のほか、子どもや高齢者、身体障碍者
のための擁護団体。
提案 52に反対する資金調達小組織はひとつしかありませ
ん。その代表者は、議会が医療資金を他の目的に流用する
権限を持つべきだと、議員たちに証言しました。
私たちは強く反対します。

提案 52は、議会が有権者の投票なしで、これら資金を他
の目的に流用することを禁止します。
Medi-Calは 50年以上にわたって California州住民を保護し
てきました。今日、千三百万人以上の住民が Medi-Calのお
かげで保護され、治療を受け、治癒し、より健康になりま
した。そして、この名案によってより強くなり、効果を出
しています。
その名案が提案 52です。 
提案 52に賛成票を投じてください。
ANN-LOUISE KUHNS、会長
California子どもの病院協会
GARY PASSMORE、副理事長
Californiaシニア評議会
DR. SHANNON UDOVIC-CONSTANT、管財人
California医療協会

「私たちのヘルスケア資金は患者の治療に使うべきもので
あり、ミリオネア CEOの贅沢な特典に使うものではありま
せん。提案 52は患者やコミュニティから資源を取り上げ、 
特別利益団体の金持ちたちのポケットに吸い上げられてい
ます。ヘルスケアに使われるための監視、説明義務、保証
さえもありません。これは間違いであり、診療看護師や医
者の仕事を一層困難にします。」—Virginia Anders-Ellmore、
診療看護師
• 提案 52は病院 CEOたちに 30億ドル以上の小切手を渡す
だけで、資金が医療に使われるようにする監視や要件など
の条件はまったくありません。

• 提案 52は、すでに数百万の支払いを受けている同じ CEO
たちが私たちの税金を贅沢な車のリースやゴルフ費用に使
うために、説明義務も全くなしに $3,000,000,000以上を
与えます。

• 提案 52は病院 CEOやロビイストたちには素晴らしいもの
ですが、患者や低所得層の女性や子ども、高齢者、退役軍
人にとってはよくないものです。
裕福な病院 CEOやそのロビイストたちは私たちの税金な
ど、数百万を浪費し、提案 52は Medi-Cal患者の役に立つ
ものだと信じ込ませようとしています。
そうではありません。それは、最も必要としている人々を
苦しめ、病院のロビイストや必要以上に支払いを受けてい
る CEOたちだけに役立つものです。
本当の影響は次のとおりです：
• 提案 52は、病院 CEOやロビイストたちが、低所得層
の住人を治療するために受け取った納税者からの税金
$3,000,000,000をどのように使うかという監視から逃れ
させるものです。

• 病院への監視、説明義務、及び保証など全くなく、まして
や低所得層の女性、子どもたち、高齢者の医療に使われる
ことなど全くなく、州に何十億もの連邦低所得層医療給付
を病院に与えさせます。

• これら同じ CEOやロビイストたちが、低所得層の医療に使

われるはずだった数百万もの資金を高すぎる CEOの給与、
スポーツイベントの贅沢なボックス席、カントリークラブ
の会員権、Wall Streetの投資家たちへの支払い、その他の
特典に使っています。
以下、低所得層患者の擁護者の言葉です：
「この発案には、貧困者のための医療、又は医療にさえ使う
という監視や保証などの要件が全く、Californian州貧困者
から資金を取り上げ、代わりに金持ちのミリオネアに与え
てしまいます。金持ちの CEOたちが無条件で資金を掴むこ
とができる、私たちの医療体系はすでに壊れており、悪化
するだけです。」—Michelle Ross、医療従事者
「私は家計のやりくりが大変で、子どもを医者に連れてい
くことなどできません。今、私が持っているわずかなもの
を取り上げ、営利本位の病院を運営する特別利益団体や企
業に、無条件で渡そうとしています。」—Jovita Salcedo、
Medi-Cal患者
企業設立 California病院協会は、提案 52を、医療に使わ
れるという監視や保証なしで、どんなことがあろうとも
$3,000,000,000以上の連邦及び州医療資金が永遠に保証
されるために作成しました。
これは企業やミリオネアに賛成する体系を操作し、低所得
層の女性や子ども、高齢者を苦しめるものです。私たちの
税金から来る $3,000,000,000がどのように使われるかと
いう監視を取り除き、代わりに CEOやロビイストたちを信
頼するように求めているのです。
私たちは CEOたちの監視を低くするのではなく、高める必
要があります。
提案 52に反対票を投じてください
www.No0n52.com

VIRGINIA ANDERS-ELLMORE、診療看護師
MICHELLE ROSS、医療従事者 
JOVITA SALCEDO、Medi-Cal受益者

http://www.YesProp52.org/
http://www.No0n52.com/
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提案 歳入公債。州全域の有権者の承認。 
州民発案による憲法改正。53

立法部の分析家による分析

背景
州は現金と借り入れを利用して基幹施設
プロジェクトの費用を支払う。州は橋や
ダム、刑務所、庁舎などさまざまな種類
の基幹施設プロジェクトを構築する。場
合によっては、州は毎年受け取る税収を
利用して「無借金」でプロジェクトの費
用を支払うこともある。それ以外の場合、
特に大型プロジェクトの場合は、州はプ
ロジェクトの費用を支払うために借金を
する。 

州は公債を利用して金銭を借り入れる。
州が金銭を借り入れる主な方法は投資家
に公債を売ることである。州は徐々にこ
れらの投資家に利息をつけて返済する。
州は主に一般義務公債と歳入公債の 2種
類の公債を発行する。州は主に法人税と

売上税から捻出される州の一般財源を利
用して、一般義務公債を返済する。その
一方で、州は通常プロジェクトの利用者
が支払う料金やその他の手数料（橋の利
用料など）からの歳入を利用して公債を
返済する。図 1は州の歳入公債の仕組み
を表している。(州の公債の使用に関する
より詳しい情報については、この投票ガ
イドで後述される「州の公債発行借入金」
の概要を参照のこと ) 

州の歳入公債には有権者の承認は必要な
い。California州 憲法では、州の一般義務
公債には州がプロジェクトの支払いにこ
れらを使用する前に有権者の承認が必要
となる。現行の州法では、州の歳入公債
には有権者の承認は必要ない。

• すべての歳入公債の州による発行また
は販売について、公債総額が 20億ドル
を超える特定プロジェクトにおいては、
事前に州全域の有権者の承認を必要と
する。

• 州政府、または州と連邦政府機関、そ
の他の州、および /または地方自治体と
の合同機関によって、資金提供あるい
は保有、運営、管理されているすべて
のプロジェクトに提供される。

• 州全域の有権者の承認を回避するため
に、プロジェクトを複数の個別プロジェ

クトに分割することは、禁止される。

州議会アナリストによる州および地方
自治体の財政への基本的な影響につい
ての予測概要：
• 州政府および地方自治への財政的影響
は不明であり、これはどのプロジェク
トが本法案の影響を受けるか、および
有権者がこれを承認するかどうか、政
府機関が実施する代替プロジェクトや
アクティビティのコストがもとのプロ
ジェクト提案より高くなるか低くなる
かによって異なるためである。 



53

提案 53の全文については、124ページをご覧ください。 名称及び要約 /分析 | 31

立法部の分析家による分析 続き

提案
いくつかの州の歳入公債に有権者の承認
が必要となるようにする。この法案では、
以下の条件をすべて満たすような歳入公
債について、州全体の有権者の承認が必
要となる：
• 州が歳入公債を発行する。歳入公債
は州、および州が設立するか州がメ
ンバーであるような特定の協会によ
り発行される。州全体の投票の要件
は市、郡、学校、コミュニティカレッ
ジ、および特別区が発行する公債に
は適用されない。

• 州のプロジェクトのために発行され
る公債。歳入公債は州が資金提供、
所有、運営、または管理するプロジェ
クトのために発行される。この法案
には有権者の承認を回避するために
単一のプロジェクトが複合プロジェ
クトから分離されるのを防ぐ条項も
含まれる。

• 20億ドルを超えるプロジェクトのた
めの公債。合計 20億ドル以上のプロ
ジェクトのために発行される歳入公
債。この法案の下では、インフレに
合わせて毎年金額が調整される。

1 2

34

歳入公債。州全域の有権者の承認。 
州民発案による憲法改正。

提案

53

図 1

州の歳入公債の仕組み

州は歳入公債を発行することで投資家から
金銭を借り入れる 州の建設プロジェクト

プロジェクト州投資家

州は投資家に返済する プロジェクトのユーザーは手数料 /
料金を支払う
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立法部の分析家による分析 続き

財政的影響
この法案の州と地方政府への財政的影響
は不明である。この法案の有権者の承認
要件により影響を受けるほど大型のプロ
ジェクトがそれほど多いとは考えにくい。
しかし、影響を受けるこれらのプロジェ
クトについては、財政的影響は州、地方
政府、および有権者がこの法案の投票要
件にどのような対応を取るかにかかって
いる。 

比較的僅かなプロジェクトのみが 
対象となる可能性の高い法案 

20億ドルを超えるプロジェクトは僅かで
ある。この法案の有権者の承認のための
20億ドルの要件を満たすほど大型のプロ
ジェクトは比較的少数である可能性が高
い。州の 20億ドルを超えかつ歳入公債
を利用することになる 2つのプロジェク
トは（1）Sacramento-San Joaquin 河デ
ルタに水を運ぶ 2本のトンネルを建設す
る California州「WaterFix」プロジェクト、
および（2） California High-Speed Railプ
ロジェクト。新しい橋やダム、有料高速
道路などの他の大型プロジェクトが将来
影響を受ける可能性もある。 

どのプロジェクトが影響を受けるかは不
確かである。非常に多数のプロジェクト
がこの法案の影響を受けるほど大型であ
るという可能性は低いものの、どのプロ
ジェクトが影響を受けるかについては不
確定な要素がある。これはこの法案が「プ
ロジェクト」を定義しないためである。
その結果、裁判所および州は何を単一の

プロジェクトとみなすかについて判断を
下さなければならなくなる。例えば、場
合によっては、プロジェクトを単一の建
物として狭く定義することができる（病
院など）。別の場合には、プロジェクトが
より大きな複合体の中の複数の建物を含
むものとしてより広く定義することがで
きる（医療センターなど）。定義が広くな
るほど、より多くのプロジェクトが 20億
の要件を満たすことになり、従って有権
者の承認が必要となる。

政府機関と有権者の反応が費用にどの
ように影響を及ぼすか
政府と有権者は異なる行動を取ることが
できる。提案されたプロジェクトが有権
者の承認に関するこの法案の要件を満た
す場合、政府と有権者は異なる方法で対
応することができる。これらの対応は、
次に、もしある場合はこの法案の財政的
影響を決定する。 

• 一方では、州が選挙を実施して有権
者がプロジェクトを承認した場合、
州は歳入公債を利用して計画通りに
プロジェクトを進めることができる。
その結果、この法案による僅かな財
政的影響が生じる。 

• 一方、有権者がプロジェクトを拒否
するか、または州がこの法案が要求
する選挙を実施しないことを選択す
る場合、州はプロジェクトに歳入公
債を利用することができない。歳入
公債の補助がない場合、州および /ま
たは地方政府はプロジェクトが 取

提案 歳入公債。州全域の有権者の承認。 
州民発案による憲法改正。53
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り組む予定であった問題を解決する
ための他の行動を取ることも考えら
れる。彼らは（1）大型プロジェクト
を他の小型プロジェクトに置き換え
る、（2）プロジェクトの必要性を軽
減するような他の活動を行う、また
は（3）歳入公債を使用する代わりに、
プロジェクトの費用を支払う他の方
法をみつけるかもしれない。これら
の行動は、政府が進める特定の代替
案に応じて、また元のプロジェクト
提案とどのように比較されるかによ
り、賞味費用を増加させる場合と低
減させる場合がある。

ある種の行動は費用負担を増加させるこ
とになる。政府と有権者のｊこの法案に
対するある種の対応は州および地方政府
の費用負担を増加させることになる。例
えば、州および地方政府にとって、より
小規模な複数のプロジェクトを完成させ
る方が、州が元のより大型のプロジェク
トを構築する場合よりも費用が高額にな
る場合がある。これは大型のプロジェク
トの方がそのプロジェクトが取り組もう
とする問題をより効率的に解決する方法
である場合に生じる。
州は歳入公債以外のより高額な方法でプ
ロジェクトに資金を出すこともできる。
例えば、州はプロジェクトのために公債
を発行する民間企業と提携することがで
きる。その場合、州は民間企業に返済し
なければならない。民間企業はプロジェ
クトから利益を得る必要があるため、州

はより高額の費用を負担することになる。
また、民間企業は州よりも高い金利を支
払うはずである。民間企業はこれらのよ
り高額な借入費用を州に転嫁する可能性
が高い。
費用を低減させるような行動もある。別
の種類の対応が州経費と地方経費を低減
させることも可能である。例えば、州お
よび地方政府は既存の基幹施設をより上
手く活用する方法をみつけるかもしれな
い。例えば、地方水道機関は新しいダム
の建設や、より多くの水を提供するその
他のプロジェクトの必要性を低減させる
ような水の保全対策を実施することもで
きる。このような行動によって既存の基
幹施設が州のニーズを適切に満たすこと
ができるなら、新たなプロジェクトを構
築するために金銭を支出しなかったこと
で節約となる。 

州は歳入公債を利用するよりも安い方法
でプロジェクトに資金を出せる場合もあ
る。例えば、州は一般義務公債を利用し
て金銭を借り入れることができるかもし
れない。州の一般義務公債には有権者の
承認が必要であるが、歳入公債よりも利
率が低いため節約となる。 

本法案に賛成または反対するために結成 

された委員会のリストについては、 

http://www.sos.ca.gov/measure-contributions を
ご覧ください。委員会の献金トップ 10 リスト
にアクセスするには、http://www.fppc.ca.gov/

transparency/top-contributors/nov-16-gen-v2.html 

をご覧ください。

歳入公債。州全域の有権者の承認。 
州民発案による憲法改正。

提案
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提案 歳入公債。州全域の有権者の承認。 
州民発案による憲法改正。53

 提案 53の賛成意見  

 提案 53の賛成意見に対する反論  

提案 53は発言権を付与するものではない。実はその逆である。
提案 53は有権者やコミュニティの発言力を損なうものである。
それについては自ら読んで確認することができる。
提案 53は、一部の地方プロジェクトに対し州全域の投票を強
要することにより、地方の制御能力を損なうものである
League of California Cities、Association of California水道局協会
を含む Californiaの都市、群や地方水道区を代表する地方政府
グループは、この措置に反対し、遠方の地域に住む有権者に対し、
自分のコミュニティが必要としている地方プロジェクトを拒否
する権限を付与する可能性があると警告している。
提案 53には緊急事態や災害時の適用除外が含まれていない
California専業消防士は、提案 53に緊急時の適用除外が含まれ
ていないことは「地震、野火、洪水やその他の自然災害の発生
後に重要基幹施設を再建する州の能力を遅延させる可能性があ
る」と警告している。
提案 53は、早急に必要とされている給水、橋梁やその他の重
要基幹施設の修理を危機にさらすものである
提案 53は、給水設備の改善、橋梁や高速道路の安全施設の建設、
病院を耐震構造にするための改築を含む、老朽化する基幹施設
をコミュニティが修理する能力を脅かす。

提案 53は私腹を肥やす主導権の濫用である
提案 53は、単一のプロジェクトを阻止するために何百万ドル
もの資金を費やす試みである。豊富な財源を持つ 1人の個人が
主導権のプロセスを濫用し、州全域に不可欠な基幹施設や安全
対策プロジェクトを危機にさらすことを可能にしてはならない。
提案 53は、以下の組織を含む、幅広い超党派連盟により反対
されている。
• California専業消防士 • California州保安官協会 • California
水道局協会 • California病院協会 • League of California Cities • 
Firefighters、救急・医療隊員、家族経営の農家、環境運動家、
看護師、都市、郡、地方水道区、法執行機関。
www.NoProp53.com

LOU PAULSON、会長
California専業消防士
KEITH DUNN、エグゼクティブ・ディレクター
Self-Help Counties連盟
DONNY YOUNGBLOOD保安官、会長
California州保安官協会

金額未記入の白地式小切手を止める発議である提案 53は単純
である。それには 2つの目的しかない :
1) 	州の歳入公債から 20億ドルを超える額を利用することにな
る州のプロジェクトに対し、California州有権者の承認を求
めること。

2) 	その投票を実施する前に、総コストが 20億ドルを超える州
歳入公債プロジェクトの完全な開示を徹底すること。

現在、水道、学校や輸送プロジェクトのための他の州公債は、
有権者による承認が必要とされる。しかし州法に抜け穴がある
ことから、政治家や説明義務のない州機関は公共による投票を
回避し、有権者による承認なしに、州プロジェクトのために何
十億ドルもの資金を州歳入公債の形で借り入れることができる。
提案 53は、政治家が、何十億ドルにもおよぶ無用の州公共事
業を実施するために金額未記入の小切手たる債券を発行する
ことを阻止する。Californiaの高速鉄道はその一例だ。彼らは、
California州の納税者に対するそのコストは 100億ドルである
と述べていた。現在、それは 600億ドル以上になることが判明
している！しかし、有権者にはそのような莫大な増大について
の投票権はない！
現在時点では、州による莫大な額の公債発行に対し、議会によ
る投票も人民による投票も求められていない。選挙によって選
ばれておらず説明義務も持たない州の官僚にはあらゆる権限が
付与されているが、有権者はより高い水道料金やその他の料金
値上げによって支払わなければならないのだ！
提案 53は、支払義務があるのなら、発言権も付与すべきだと
主張する。
提案 53は単に有権者に発言権、投票権を付与し、透明性を強

化し、政治家に説明義務を負わせるものだ。それだけだ。イニ
シアティブの内容は自分で読んで確認することができる。
提案 53は、政治家が州による巨大プロジェクトの実質的なコ
ストについて嘘をつくのを止めさせる。かつて州で最も強力な
権力をふるっていた政治家の Willie Brown氏は、公共事業の当
初の予算を故意に低めに見積もることは常套的であると執筆し
ている。同氏は次のように述べた。「そのアイデアは、まずは事
を進めることにある。穴を掘り始めて十分に大きくしてしまえ
ば、その穴を埋めるための予算を計上する以外に代替手段がな
くなるわけだ。」
州の公的債務を収入減として利用する政治家、官僚や企業によ
るこのような脅し戦略にもかかわらず、提案 53は、地方のプ
ロジェクト、California大学、高速道路建設や自然災害の発生後
に必要とされる対策に対しては影響しない。
提案 53は、有権者の承認なしに、膨大な額の州歳入公債を通
じてより多額の債務を強いる政治家に対して、年来の憲法によ
る保護を適用するものにすぎない。
提案 53は単に、包括的な予算の開示と、将来の世代に影響する、
Californiaの膨大な額のプロジェクトを目的とする州歳入公債の
有権者による承認を徹底するだけである。
Californiaの先導的な地方納税者組織や小企業、働く家族や、提
案 53を投票にかけた 100万人近くの California州民と力を合
わせようではないか。提案 53に賛成票を投じてください !

DINO CORTOPASSI、退職の元農家
JON COUPAL、会長
Howard Jarvis 納税者協会
JOHN MCGINNESS、選出保安官 (退職 )
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53
 提案 53の反対意見  

 提案 53の反対意見に対する反論  

提案は 53は有権者を信頼している。提案 53の対抗者は有権者
を恐れている。
対抗者には、税制改革に何十年も反対し、提案 13にさえ反対
してきた特別利益団体が含まれている。これらには、莫大な州
歳入公債プロジェクトに利権があるインサイダーの他、予算額
が 640億ドルにも及ぶ高速鉄道や、60億ドルの費用を要し、
6ドルの通行料が科せられることになった Bay Bridgeをめぐる
大失態のような、無駄に満ちた公共事業を承認するかどうかを
問う投票において、州民が正しい決定を下すと信頼していない
政治家や官僚が含まれる。
納税者に支払義務が生じるのなら、発言権も付与すべきである！
提案 53は、20億ドルを超える州歳入公債によって賄われる州
の大規模プロジェクトについて有権者に投票権を付与すること
により、政治家に説明義務を負わせるものである。我々全員が
他の種類の州公債について持つのと同様に、有権者がそれにつ
いても決定権を持つことになる。さらに、提案 53は、ついに
何十億ドルもの州公債プロジェクトすべての実質的なコストを
明らかにする。
提案 53は、高速新幹線のコストが何十億ドルも増加すること
を承認するかどうかについて、有権者に決定を託すものである。

提案 53は、California州の納税者である有権者に、California州
南部デルタの地下にトンネルで水を通す工事に 170億ドルもの
費用をかけるかどうかについて、単純多数による決定を託すも
のである。
提案 53があれば、Bay Bridgeの 50億ドルという法外な費用を
要した設計変更が、働く家族にとって支払困難な法外な 5ドル
の通行料を強いるに値するものであったかどうかの決定も、有
権者に託されていたであろう。
提案 53は明らかに地方プロジェクトを免除している。それに
ついてはwww.YESon53.com で読むことができる。
Sacramento Beeは、 「 . . . 緊急の修理は従来、歳入公債ではな
く連邦政府やその他の資金源によって賄われてきた」ため、提
案 53が災害救助に影響することはないと述べた。
ロビイスト、政治家や官僚よりも納税者や有権者を信頼するな
ら、提案 53に賛成票を投じてください！
JON COUPAL、会長
Howard Jarvis 納税者協会
KAREN MITCHOFF、Contra Costa County郡政執行官
MAURY HANNIGAN、California高速道路巡察隊 (退職 )

提案 53は地方による管理を奪い、緊急時や自然災害発生時の
適用除外を含んでいない
提案 53は、California専業消防士、California商工会議所、
California病院協会、消防士、救急・医療隊員、家族経営の農家、
環境運動家、看護師、法執行機関、および地方政府等の組織を
含む幅広い超党派連盟により反対されているが、それは、この
提案が地方による管理を奪い、California全域のコミュニティに
不可欠な重要基幹施設の改善を危機にさらすからである。
一部の地方プロジェクトに対し州全域の投票を強要することに
より、地方の制御能力を損なうものである
League of California Citiesおよび California水道局協会を含む
Californiaの都市、郡、地方水道区を代表するグループが、提案
53に反対している。本法案では、必要とされる基幹施設を建設
するために州と権限を共有する機関やそれに類似する機関を形
成する都市や町が力を合わせて、地方プロジェクトを州全体の
投票にかけることができる可能性がある。これは、遠隔の地域
に住む有権者が、あなたのコミュニティが必要とし支持してい
る一部の地域プロジェクトを、それを利用することがなかった
り、その改善について関心がない場合であっても拒否できる可
能性があることを意味している。
緊急時や自然災害発生時の適用除外がない
30,000の消防士と救急、医療隊員を代表する California専業消
防士は、次のように警告している。「提案 53は、無責任なこと
に自然災害や主要な緊急事態が発生した際の適用除外を含んで
いない。この欠点により、地震、野火、洪水やその他の自然災害、
または人的災害の発生後に重要基幹施設を再建する州の能力を
遅延させる可能性がある。」
給水と渇水に対する準備態勢を脅かす
California水道局協会は次のように述べている。「提案 53は、貯
水、淡水化、リサイクル、およびその他、我々の給水、きれい
で安全な飲料水へのアクセスを保護するのに不可欠なプロジェ
クトを含む、幅広い地方水道プロジェクトを脅かす恐れがある。
提案 53は、将来的な渇水に対する我々の準備態勢能力を間違
いなく阻害する。」
老朽化した基幹施設の修理能力を脅かす
我々のコミュニティでは既に、給水設備の改善、橋梁、高架交

差路や高速道路の安全施設の建設、病院を耐震構造にするため
の改築を含む、地方基幹施設の多大なニーズが未実施状態になっ
ている。提案 53は、老朽化する基幹施設を地方コミュニティ
が修理する能力を損なうものである。California州保安官協会は
次のように述べているう。「信頼できる基幹施設は、公共安全に
とって不可欠である。本法案は、地方の管理能力を奪い、コミュ
ニティが橋梁、水道システムや病院などのきわめて重要な基幹
施設の改善に着手する上で妨げとなる新たなハードルを設ける
ものだ。」
個人的な思惑がある億万長者が資金提供し推進
本法案に対しては、単一の水道基幹施設プロジェクトを妨害す
る試みに何百万ドルもの資金を費やしている、1人の億万長者
とその一家が唯一の資金提供者となっている。その単一のプロ
ジェクトに対する立場がいかなるものであれ、この人物が持つ
主導権は広範囲にわたるものであり、California州全域の他の基
幹施設プロジェクトに対して悪影響を及ぼすものだ。我々は、
1人の億万長者が主導権を濫用し、個人的で限定的な意図を実
現させることを許してはならない。
幅広い超党派の連盟が反対 :

• California専業消防士 • California州保安官協会 • California
水道局協会 • League of California Cities • California病院協会 • 
California商工会議所
提案 53は次のような、心得違いの法案である。
• 一部の地方プロジェクトについて州全体の投票を必要とする
ことにより、地域の制御能力を奪う。• 早急に必要とされてい
る貯水や給水システムの建設能力に混乱をもたらす。• 緊急時
や自然災害発生時の適用除外を含んでいない。
www.NoProp53.com

LOU PAULSON、会長
California専業消防士
TIM QUINN、事務局長
California水道局協会
MARK GHILARDUCCI、局長
California Office of Emergency Services
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36 | 名称及び要約 /分析

公式名称及び要約 司法長官作成

提案 州議会。法案と議事録。 
州民発案による憲法改正および法令。54

立法部の分析家による分析

背景
州議会が法律を作る。California州議会には
上院と州下院の 2つある。律法の規則は議
案が法律になるその過程を規定する。この過
程では、議員は委員会の公聴会並びにその他
の状況で議案について話し合う。議案はこれ
らの話し合いを基に変更されることがよくあ
る。一般的に、議員はこれらの変更について
数日間、検討してから、議案の可決について
投票を行う。議員はこれらの変更について検
討する期日が少ない場合もある。
議会の公共会議。州の憲法では、議会とその
委員会の会議は若干の例外（州議会議事堂の
安全について話し合う会議など）はあるもの
の、一般に公開することを義務付けている。
これら会議のほとんどの生中継ビデオはイン
ターネットで視聴できる。議会はこれらビデ
オの公文書を数年間保管する。議会はこれら
ビデオの視聴に対して料金を課さない。議会

はこれらビデオの記録、掲示、保存のために
毎年、約 100万ドルを歳出している。現在
の州法令では、州下院会議の記録は政治的又
は商業的目的で使用できない。
議会の予算。憲法は議会運営の歳出を制限し
ている。この制限は Californiaの州人口と経
済の成長と共に増大する。今年、議会の予算
は約 3億ドルで、一般財源（州の主な運営勘
定）の総歳出の 1パーセント未満である。

提案
提案 54号は、憲法は規則及び議会の職務変
更を修正するものである。図 1は提案の主な
変更を要約する。議会のこれら要件に従う費
用は議会の年次消費上限に数えられる。
州議会の法律作成の方法変更。提案 54が可
決されれば、議案（その議案への変更を含む）
は議会に公表され、議会が可決される前の少
なくても 72時間はインターネット上に掲示

• 公共的緊急時を除き、投票前 72時間に
インターネット上に掲示することなく、
法案を通過させることを州議会に禁じ
る。

• 議会に、非公開審議の議事録を除き、す
べての議事録に関する視聴覚的な記録の
作成し、インターネット上に掲示するこ
とを義務付ける。

• 非公開審議の議事録を除き、視聴覚的方
法で議会の議事録を記録する権限を担当
者に付与する。

• 正当な理由があれば、議会の議事録を、
州にいかなる手数料を支払うことなく使
用することを許可する。

州議会アナリストによる州および地方自
治体の財政への基本的な影響についての
予測概要：
• 議会で行われる会議の内容を記録し、イ
ンターネットで利用できるビデオを作成
するには、一回のみ 100万ドルから 200

万ドル、および年間 100万ドルの継続的
コストがかかる。
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提案 54の全文については、125ページをご覧ください。 名称及び要約 /分析 | 37

立法部の分析家による分析 続き

州議会。法案と議事録  。 
州民発案による憲法改正および法令  。

提案

54

される。天災など、緊急事態の場合は議会は
議案を早急に可決できる。これは、州知事が
非常事態宣言を発令し、その議案を検討する
下院の 2/3がその議案の早急可決に投票した
場合に限る。
議会の公開会議の規則変更。提案 54が可
決されれば、議会の全公開会議のビデオは 
(1) 記録され、 (2) その会議の終了から 24時
間以内にインターネット上に掲示され、及び 
(3) 少なくても 20年はインターネットからダ
ウンロード可能になる。（これら要件は 2018

年 1月 1日より効力を生じる。）また、一般
の会員は公開の立法会議の一部を記録及び放
送が許可される。提案 54は州法令も変更し、
誰もが州に料金を支払わずに、正当な目的で
立法議会のビデオを使用できる。

財政的影響
提案 54の財政的影響は議会によるこれら新

要件に応じる方法の決定によって決まる。提
案の主な費用は立法会議のビデオ録音とそれ
らビデオのインターネット上のストレージに
関係する。州が直面するであろう課題：(1) カ
メラ及びその他機器を購入するための 100
万ドルから 200万ドルの一時的な費用及び 
(2) 職員増加とビデオのオンラインストレー
ジのための年次費用約 100万ドル。これら費
用は議会の運営予算の 1パーセント未満であ
ろう。

本法案に賛成または反対するために結成 

された委員会のリストについては、 
http://www.sos.ca.gov/measure-contributionsを
ご覧ください。委員会の献金トップ 10リスト
にアクセスするには、http://www.fppc.ca.gov/

transparency/top-contributors/nov-16-gen-v2.html
をご覧ください。

図 1

提案 54が可決した場合に発生する主な変更

• 議案（その議案に対する変更も含む）は、議会が可決する前の少なくても 72時間はイ
ンターネット上に掲示しなければならない。a

• 議会はすべての公共会議を録音し、24時間以内にインターネット上にビデオを掲示し
なければならない。

–これらのビデオは少なくても 20年間、ダウンロード可能でなければならない。

a この規則は自然災害を含む、緊急事態の場合は例外になるものがある。
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提案 州議会。法案と議事録。 
州民発案による憲法改正および法令。54

 提案 54の賛成意見に対する反論  

 提案 54の反対意見に対する反論  

民主党員、共和党員、および無所属の人が、有権者を第一にし、特別
利益団体を第一にしない時期だということに同意しています。 

それが、次のような様々な団体、すなわち、California州女性有権者
協会、California州商工会議所、California州全米黒人地位向上団体会
議、Latin Business Association（ラテン系ビジネス協会）、California 
州コモンコーズ、Howard Jarvis 納税者協会、California州都市連盟、
California州 フォワード、Los Angeles 地域商工会議所、California 州
計画自然保護リーグ、および多くのその他の団体が、皆様に提案 54
に「YES（賛成票）」をご投票いただくよう訴える理由です。 

提案 54 は、以下を実現します： 

• あらゆる法案をオンラインに掲載することを要求し、さらに上下院
議会がそれについて投票できるようになる、少なくとも 72時間前に、
議員に配布されることを要求します（知事が非常事態を宣言するとき
を除く）。• この 72時間の要件に違反すると認められたあらゆる法案
は、法律になることを禁止します。• すべての公共の立法上の会議の
視聴覚記録をとります。• それらの記録を 24時間以内に温帯ンに掲
載し、少なくとも 20年間オンラインで維持します。• あらゆる人の、
開かれる立法上の会議を記録し放送する権利をも保証します。• まっ
たく新たな税金を課さないことを要求します。立法機関の既存の予算
は、本法案による小さな費用をカバーします。  

提案 54は、密室で特別利益団体によって促進される法律が作成され、
ほとんど議論または見直しが行われないまま、それらが通過する習慣
を止めることによって、私たちの州政府をもっと透明にします。 

「私たちは、長期間 、議員、報道機関、および一般市民が提案された
法律を読み、理解する機会が得られる前に、それらに土壇場の変更が
行われる California州議会の習慣に反対してきました。そのような習
慣は、民主主義を茶番にします。」 —Peter Scheer、修正第一条連盟 

「提案 54は、私たち皆に影響を与える法律を見直し、議論し、貢
献する機会をすべての人々にもたらします。」 —Alice Huffman、
CALIFORNIA STATE CONFERENCE OF THE NAACP（全米黒人地位向
上団体カリフォルニア州会議） 
提案 54は、「骨抜きにされ、修正された」法律の即時の通過 — 土壇
場になって、法案のあらゆる 文言を、特別利益団体によってひそかに
書かれた新しい、複雑な文言によって置き換え、それによって一般市
民への提供なしで大きな政策転換をする習慣を止めます。 

「提案 54は、最終的に、特別利益団体ではなく、有権者を優位に
し、そして、私たちの州都で事業を行う方法を改善します。」 —Ruben 
Guerra、LATIN BUSINESS ASSOCIATION（ラテン系ビジネス協会） 
特別利益団体および既成勢力は、有権者が立法機関の公的会議で起
こっていることを自宅から追跡することができるようになることを恐
れています。
 Sacramento市のロビイストは、人々に、この情報 — またはその発効
する時期を任せられると信じません。 

それでも、California州の、1500万の人々を代表する 69の都市、お
よび 2700万の人々を代表する 37の郡執行官役員会がすでに彼らの
会議の録画をオンラインで公開しています。 

私たちの議会は、追いつかなければなりません。 

「提案 54は、より開かれた、誠実な、そして説明責任を果たせる政
府を作ります。今こそ政治的プロセスで有権者に発言権を提供する時
です。」 —Kathay Feng、CALIFORNIA 州コモンコーズ  YesProp54.org 
で、あなたご自身がご確認ください。提案 54に「YES（賛成票）」を
投じてください。提案 54は、健全な政治組織、少数派、納税者、お
よび中小の事業グループ、年長者、あらゆる分野、あらゆる政治的集団、
州のあらゆる地域からの有権者によって支持されています。 

提案 54は、憲法学者によって書かれ、提案に賛成するすべての健全
な政府組織によって慎重に、確認され、綿密に調べられています。提
案 54は、透明性を向上させます。それが、特別利益団体がこの提案
に反対する理由です。 

提案 54では、それぞれの提案された新しい法律は、議員が投票する
前に、一般市民の見直しとコメントの対象となることを確実にするこ
とによって、特別利益団体の影響を減少させます。 

提案 54に「YES（賛成票）」を投じてください。 

HELEN HUTCHISON、会長
California 女性有権者連盟
HOWARD PENN、 エグゼクティブ・ディレクター
California州計画自然保護リーグ
ALLAN ZAREMBERG、会長
California州商工会議所

大金が、提案 54の背後にあります：だまされないでください 

その主要な支持者をちょっとご覧ください： California商工会議所。
この団体は、— その会員には、大きな石油会社、タバコ会社、および
製薬会社が含まれます — 州務長官によると、昨年、議会での議案通
過運動に、記録破りの 430万ドルを使いました。 

提案 54は、州都 Sacramentoで、これらの特別利益団体に、さらに
多くの力を与えるものです。 

それが、巨大な、州外の企業が背後にある、一人の億万長者が、提案
54に資金を出す理由です。 

大金に立ち向かってください。提案 54「NO（反対票）」を投じてく
ださい。 

California州の最も大きな成果は、 ほとんどの場合、選出された代表者
が妥協の余地を見付ける意志をもって話し合いの席に着くときに、起
こります。強力な特別利益団体が、彼らの望むすべてを得られない場
合があります。 

その一例が、California州を破産から救った、歴史的行為である超党
派的での 2009年の州予算での合意です。その超党派的な妥協は、投
票の前の最後の数時間で更新されました。それを交渉した四名の立法

上のリーダーは、John F. Kennedy 図書館財団 から、権威ある「Profiles 
in Courage Award（勇気ある人々賞）」を受賞しました。 

もしも提案 54が、制定されていたら、California州は破産してしまう
でしょう。 

議会は、より良く機能する必要があり、官僚主義によって無力にされ
てはなりません。提案 54は、議会に、その「上院」で法案が通過す
る前に、特別利益団体がそれを否決できるように、不必要に三日間 も
待つことを要求しています。 

California州の立法機能は、透明性があります。あらゆる市民が、い
つでもインターネットによってあらゆる法案を見ることができます。
音声および動画は、無償でオンライン上にあります。 

提案 54「NO（反対票）」を投じてください。特別利益団
体が力を手にするのを止めてください。 

ART TORRES、	州上院議員	（退職）
JERILYN STAPLETON、 
California 州全米女性擁護組織
STEVE HANSEN、 市議会議員
Sacramento 市
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州議会。法案と議事録。 
州民発案による憲法改正および法令。

提案

54
 提案 54の賛成意見  

 提案 54の反対意見に対する反論  

提案 54は、単に、California州の政策と選挙に影響を及ぼそうと試み
て何百万ドルを費やした後、今度は、彼自身の政治路線を進めるため
に我々の市民発議手続きを使用している一人の California州の億万長
者のために、投票用紙に載せられているのです。 

提案 54とは何か？それは、法律が議会によって作られる方法につい
て、不必要な新しい制限を導入する複雑な法案です。それは、「透明性」
の口実の下に、特別利益団体に権限を与えます。 

説明責任を推進するというよりはむしろ、提案 54は、私たちの州の
最も差し迫った問題に対して、議員が超党派的な解決策を開発する機
能を低迷させます。 

例えば、公正住宅法（それは住宅差別を終わらせました）、および昨
年の California州の干ばつに対応するための公債法案のような数多く
の超党派的な均衡予算の合意は、この法案が立法化された場合、おそ
らく決して起こらないでしょう。 

提案 54は、私たちの選出された公職者が物事を完了させる機能のじゃ
まをするものです。それは、特別利益団体に、私たちの選出された公
職者を妨害するさらに大きな力を与えるものです。それは、州の非常
時への対応をより困難にします。 

特別利益団体にもっと多くの力を与えないてください。提案 54に「NO
（反対票）」を投じてください。 

それは、良さそうに聞こえますが、議会は法案への投票前に三日間待
つことを求めており、それによって強力なロビイストをもたらし、十
分に資金のある特別利益団体に超党派的な妥協を攻撃する運動を推進
する時間を与えます。特別利益団体は、すでに Sacramento市で有余
る力を有しています。提案 54は、特別利益団体により多くをもたら
します。 

提案 54は、不必要な遅延の原因となります。
法案の中のコンマが変更されるいつでも、立法者は、次に、その投票

のために三日間待つことを強いられることになります。これは、不必
要な遅延を意味します。
提案 54は、政治的中傷広告を増加させます。 

現行法は、政治的キャンペーン広告での立法手続きの使用を禁止して
います。提案 54は、その規則を排除し、それぞれの選挙の前に、あ
なたの画面に洪水を起こす険悪な選挙運動の中傷広告で何百万ドルも
費やする道を開きます。 

億万長者に政治的獲得のための California州の憲法を書き換えさせな
いでください。 

この法案の背後に誰がいるのか？ Charles Munger, Jr. — 教育資金提
供、最低賃金の増額、高等教育をより入手可能にする計画、およびそ
の他の進歩的な課題に反対する候補に数百万ドルを寄贈した長い経歴
をもつ億万長者 — は唯一の 提案 54への提供者です。彼は、この法
案を投票用紙に載せるために 5百 50万ドル以上をつぎ込みました。 

単独の California州の富豪に、彼の私たちの州の憲法を彼の好みのも
のに書き換えさせるバイパスを許さないでください。California州新
聞出版者協会 までも、この法案の多くの概念を支持しており、Capitol 
Weekly という週刊新聞は、「発議手続きが公共政策に対処する適切な
方法であるとは感じない」と述べました。 

提案 54 は、 California州民主党、何十人もの選出された公職者、環境、
労働、およびその他の団体が反対しています。 

提案 54に「NO（反対）」票を投じてくださ
い。事実について、次のサイトでご覧ください
www.No0nProposition54.com さらに、私たちを Twitter の
@NoProp54でフォローしてください
STEVEN MAVIGLIO、 
効果的な議会のための CALIFORNIA州民

あらゆる議員およびあらゆる Californian州民 が読むために 72時間あ
るという法案は、その時間がないという法案より優れた法案です。 

これは、一方に偏した問題にしてはなりません：それは単なる常識で
す。 

2006年当時には、- 上院議員の Barack Obamaが後援し、- 次に上院
議員の Hillary Clintonが共同で後援した、『事前通知、更新、およびポ
ステインングによるロビイストの影響削減法」、または「 CLEAN UP 
Act（クリーンアップ法）」は、連邦議会上院の各法案を「その検討の
前の少なくとも 72時間、インターネットによってすべての議員に閲
覧可能にし、一般市民に閲覧可能にされること」を要求しました。 

米国上院のために機能することは、California議会議員のために機能
します。 

これが、提案 54 が以下の諸団体を含む大規模な超党派の連立によっ
て支持される理由です： California 女性有権者連盟、California州コ
モンコース、California州全米黒人地位向上団体会議、California州
都市連盟、California州商工会議所、Californians Aware（California
州民アウェア）、First Amendment Coalition（憲法修正第１条連合）、
California Forward（California州民フォワード）、計画自然保護リーグ、
California黒人商工会議所、California州ビジネスラウンドテーブル、
全国独立事業連合 /California、ラテン事業協会California州、 ヒスパニッ
ク 100、Howard Jarvis 納税者協会、California州納税者協会、中小企
業活動委員会、San Jose市 /Silicon Valley NAACP（全米黒人地位向上
団体会議）、Monterey郡事業評議会、および Los Angeles Areaロサン
ゼルス地域）、San Francisco市 および Fresno市 商工会議所。 

SAN FRANCISCO ・クロニクル は、提案 54について以下のように
言明しました。「記録も、これが一方に偏した試みではなかったこと
を証明させてください。その主唱者には、コモンコース、California 
Forward（California州民フォワード）、および 女性有権者連盟 などの
尊重されるべき改革グループの長いリストが含まれています。」 
特別利益団体は、Sacramento市 でのあらゆる委員会の会議にわたっ
て議席をもっています。彼らは、すでにどの法案が通過してどの法案
が否決されるか、その理由、および誰が特別利益団体に沿った案に投
票し誰がそれに反対するかを知っています。競技場を同じ高さにする
方法は、公的会議を記録し、それらをオンラインに掲載することです。
その時、私たちも知ることになります。 

提案 54には、新しい税金を必要としません。提案 54の小さな費用は、
議会の運営予算から支出されます。 

詳細につきましては、YesProp54.org をご参照ください。 

提案 54に賛成を投じてください。 

TERESA CASAZZA、 会長
California納税者協会
TOM SCOTT、 州エグゼクティブ・ディレクター
全国独立事業連合 /California州
KATHAY FENG、 エグゼクティブ・ディレクター
California 州コモンコーズ
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提案 教育およびヘルスケアに資金を供給するための納税期限延期。
州民発案による憲法改正。55

立法部の分析家による分析

背景

州予算
州予算の半分以上を教育に支出している。州はビジ
ネスや住人から税金や手数料を徴収し、州予算のプ
ログラムに資金提供するためにこれらの歳入を使用
している。今年、州は主要運用勘定である、一般財源
から約 1,220億ドルを支出する予定である。図 1に
表示のように、この支出の半分以上は K-12学校、コ
ミュニティカレッジ、及び州立大学に対してである。
この支出の別の約四分の一は保健福祉業務プログラ
ムで、その大半は州の Medi-Calプログラムに対して
である。図に表示の「その他多様なプログラム」に
対する大半の支出は刑務所、仮釈放プログラム、及
び裁判所に対してである。

税金
個人所得税はほとんどの一般財源資金になる。州の
一般財源は主に、個人所得税、消費税、及び企業歳
入税の三つの税金で支えられている。（本分析では、
個人所得税を単に、「所得税」と呼ぶ。）所得税は全
一般財源歳入の約三分のニを提供するので、州予算

によって最も重要なものである。税金は、給与、賃金、
利子所得、並びに株の売却及びその他資産による収
益など、ほとんどの形態の収入に適用される。複数
の「限界」税率から成り、これは税金の対象になる
収入、又は「課税所得」が増えると適用される。例
えば、2011年の夫婦の課税所得に対する税金は最初
は $14,632に対して 1パーセントだが、全課税所得
$96,058以上に対しては 9.3パーセントになる。
提案 30。2012年 11月に有権者によって承認された
提案 30は高額納税者に対する所得税率を増大した。
図 2に表示のように、高額納税者は収入レベルによっ
て、収入の一環に対して 1パーセント、2パーセン
ト、又は 3パーセントというように追加して支払う。
これらより高い率は 2018年から有効になる。今年の
州予算は、提案 30の所得税増加による約 70億ドル
の歳入増大を見込んでいる。提案 30は 2013年から
2016年の間に、州消費税も四分の一セント増加した。

教育
教育の年間必要支出。州の憲法では、州は毎年、
K-12学校及びコミュニティカレッジに対して最低額
を支出することを義務付けている。この「最低保証」

• 2012年に成立した 25万ドルを超える（申告者一
人の場合。合算申告者については 50万ドルを超え
る、世帯主の場合は 34万ドルを超える）年収に対
する個人所得税の暫定的増税を十二年間延期する。

• これら税歳入の 89%を K-12学校に、11%をカリ
フォルニアコミュニティカレッジに割り当てる。

• 特定の年には、年間最大 20億ドルをヘルスケアプ
ログラムに割り当てる。

• 教育資金を管理費に使用することを禁止するが、
公開会議において、資金用途を決定する自由裁量
を地域の学校理事会に委ね、この資金用途は毎年
監査の対象となる。

 
 

州議会アナリストによる州および地方自治体
の財政への基本的な影響についての予測概
要：
• 経済状況および株式市場の動向に応じ、州歳入が

2019-2030年にかけ年間 40億ドルから 90億ド
ル（現在のレート）の範囲で増加する。

• 本法案によって、学校およびコミュニティカレッ
ジに対する資金供給の増分は、およそ歳入の半分
に値する。 

• 低所得者のヘルスケアへの資金供給は、政府の主
任予算アドバイザーの判断と予想に応じて、毎年
0ドルから 20億ドルの範囲で増加する。 

• 予算準備金および負債返済への資金供給は、主に
株式市場の動向に応じて、毎年（現在のレートで）
6000万ドルから 15億ドルの範囲で増加する。 
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立法部の分析家による分析	 続き

は州の税収、経済、及び生徒の出席数の成長を基に、
時間と共に成長する。今年、州の一般財源は最低保
証に、500億ドル以上を提供する。地方の不動産税
もこの最低保証に貢献する。

Medi-Cal

California州低所得層に提供。Medi-Calプログラムは
低所得層に医療サービスを提供する。これら医療サー
ビスには、プライマリケア外来、緊急外来、手術、及
び処方薬が含まれる。当プログラムは California州人
口の約三分の一に相当する、1,300万人に提供する。
今年、州は一般財源から Medi-Calに対して約 230億
ドルを支出する。さらに、当プログラムは連邦政府
の補助金に大きく依存しており、他の州財源からも
支援を受ける。

予算予備資金及び負債返済
「非常時」予備資金。政府は、好景気に予算予備資金
を利用して資金を積み立てる。経済が悪化し、歳入が

減ると、政府は積み立てておいた資金を使って、支
出削減や増税の額を抑えたり、予算均衡に必要なそ
の他の措置を取る。
憲法は負債返済と予算予備資金には最低額を義務付
けている。憲法は、州は非常時のために毎年最低額
を貯蓄し、毎年最低額を返済して負債返済を早めるよ
うに義務付けている。毎年の負債返済と予算予備資
金の額は主に、州の税収次第である。特に、住人が
株やその他の資産を売却したときに得る収益である、
キャピタルゲインからの歳入は、州が様々な目的に
支出する金額の予定を立てる際の重要な要因になる。

提案
本法案は、 (1) 提案 30によって制定された追加所得
税を 12年間延長し、 (2) 州財政年度 2018～ 19年か
ら 2030～ 31年の Medi-Calプログラムに追加資金
を提供する定式を制定する。

教育およびヘルスケアに資金を供給するための納税期限延期。
州民発案による憲法改正。

提案

55

図 1

教育予算は州予算1,220ドルの半分以上
2016 – 17年一般財源

Medi-Cal

その他保健福祉業務

コミュニティカレッジ

その他のプログラム

大学

K–12学校教育
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税金
高額納税者の所得税増大。提案 55は図 2に表示とお
り、提案 30の税率拡大を 2019年から 2030年に延
長する。当該増加は州内の高額納税者に影響を及ぼ
す。法案は、具体的に、約 1.5パーセントの最高所
得納税者に影響を及ぼす。
増税額は課税所得額によって決まる。高額納税者が
支払う増大税額は課税所得よって決まる。本法案が
可決された場合、課税所得が $300,000の単身申告
者の例では、$263,000～ $300,000の所得に対し
て 1パーセントを追加して支払うことになる。本例
の増税額は $370になる。課税所得が $2,000,000
で、夫婦の合算所得税申告をする場合でも、本法案
による増税が見られる。夫婦の場合、具体的には、
$526,000～ $632,000の所得に対してもう 1パー
セント、$632,000～ $1,053,000の収入に対して追
加の 2パーセント、$1,053,000～ $2,000,000に収
入に対して追加の 3パーセントを支払う。この夫婦
の増税額は $37,890になる。（上記の例は、税率区
分がインフレーションによって毎年調整されるので、
2019年までには若干異なる。） 
消費税増加の延長はしない。提案 55は、提案 30で

有権者によって承認された四分の一セントの消費税
増加を延長しない。つまり、有権者が本法案を可決
するか否かによらず、提案 30の消費税増加は 2016
年末に失効する。 

Medi-Cal

Medi-Calの定式を制定する。 提案 55には、Medi-
Calプログラムへの資金調達を高めるための新規州予
算定式が含まれる。法案は、財務ディレクター、州
知事の本予算アドバイザーが、2018～ 19年から
2030～ 31年の間、毎年、一般財源歳入が (1) 憲法
上義務付けられている教育費用支出、及び (2) 2016
年 1月 1日現在で制定された政府プログラムの費用
を超えているか否かについて、判断することを義務
付ける。歳入が当該支出額を超える場合、余剰金額
の 50パーセント（最大 20億ドルまで）は Medi-Cal
に割り当てられる。（この追加割当額は予算問題があ
る年に削減される。）法案は、Medi-Cal資金はプログ
ラムを支援する既存の一般財源に置き換えることは
できないとしている。

財政的影響
図 3は、提案 55の財政的影響を要約する。法案に

提案 教育およびヘルスケアに資金を供給するための納税期限延期。 
州民発案による憲法改正。55

図 2

提案 30 に基づく所得税率 a

単身申告者

課税所得 b

合算申告者の 

課税所得 c

限界税率

基準税率 提案 30 の増加  総税率

$0～ $8,000 $0～ $16,000 1.0% — 1.0%
8,000～ 19,000 16,000～ 37,000 2.0 — 2.0
19,000～ 29,000 37,000～ 59,000 4.0 — 4.0
29,000～ 41,000 59,000～ 82,000 6.0 — 6.0
41,000～ 52,000 82,000～ 103,000 8.0 — 8.0
52,000～ 263,000 103,000～ 526,000 9.3 — 9.3
263,000～ 316,000 526,000～ 632,000 9.3 1.0% 10.3
316,000～ 526,000 632,000～ 1,053,000 9.3 2.0 11.3
526,000以上 1,053,000以上 9.3 3.0 12.3
a 表示の所得税率区分は千の位で四捨五入している。区分は 2015年有効のもので、翌年度以降は変動によって調整される。
b 単身申告者には税金申告を別々に行う、既婚者及び登録家庭内パートナー（RDP）を含む。
c 合算申告者には連帯で申請する、既婚及び RDPカップルのほか、資格のある未亡人又は扶養児童がいる未亡人を含む。

 注：世帯主申告者の所得税率区分は記載されていないが、課税所得が 357,981ドル以上（2015年現在）の申告者は、提案 30に基づく限界税率の 10.3パーセント、
11.3パーセント、又は 12.3パーセントも対象になる。記載の税率は、100万ドル以上の課税所得に対するメンタルヘルス税率 1パーセントを除く。
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よる増加歳入は K-12学校およびコミュニティカレッ
ジ、低所得層の医療サービス、予算予備資金、負債返
済に使用する。上記の憲法上要件を満たした後、残
額があれば、州の予算目的に使用できる。 

税金
法案によって調達する歳入額は経済と株式市場に

よって決まる。提案 55によって州が調達する正確な
歳入額は予測が難しい様々な要因によって決まる。高
額納税者の収入の大部分はキャピタルゲインから来
る。これら歳入は将来の株式市場とその他資産価値
に大きく依存し、予測が難しい。さらに、高額納税
者の収入は経済によって変動する。よって、経済や
株式市場が悪化した年には、法案によって約 40億ド
ルの歳入を調達するかもしれない。経済や株式市場
が良好のときに、法案によって約 90億ドルの年次歳
入を調達する可能性もある。法案によって調達した
歳入額はほとんどの年で、上記の金額になる。（上記
の金額は今日のドル価格で、時間と共に成長する傾
向がある。）

教育
教育費支出の増大。州の税収が高くなると、教育費
の支出も増大する。州が将来、学校やコミュニティ
カレッジに支出しなければならない正確な金額は、予
測が難しい様々な要因によって決まる。ただし、提

案 55によって調達した歳入の約半分は学校やコミュ
ニティカレッジへの支出になると仮定するのが道理
的である。

Medi-Cal

Medi-Cal資金増加の可能性。Medi-Cal資金を増やす
定式は、財務ディレクターが年間歳入・歳出金額を

予測しなければならない。前
述したように、一般財源歳入
は予測が難しい。同様に、法
案が義務付ける支出額の予測
を出すには、財務ディレクター
が、2016年 1月 1日現在で
制定されたプログラムへの支
出額を想定しなければならず、
それらは時間と共に変わるも
のである。よって、法案に基
づく Medi-Calの追加資金は財
務ディレクターによる決定と
予測によって決まる。法案に
基づく Medi-Calの追加資金は
0ドルから 20億ドルと、毎年、
大きく変わる可能性がある。

予算予備資金及び負債返済
予算予備資金及び負債返済の増加。上記で説明した
ように、提案 55は州の税収を増大する。歳入の増大
は負債返済と予算予備資金の積み立てを義務付ける。
州が、負債返済と建物の予算予備資金に使用しなけ
ればならない正確な金額はキャピタルゲインによる
歳入によって大きく決まり、その予測は難しい。提
案 55は、株式市場が悪化した年の負債返済と予算予
備資金を 600億ドル増大する可能性がある。提案 55
は、株式市場が良好の年の負債返済額と予備資金の
積み立て額を 15億ドル以上増加する可能性がある。

本法案に賛成または反対するために結成された委
員会のリストについては、http://www.sos.ca.gov/

measure-contributions をご覧ください。委員会の献金
トップ 10 リストにアクセスするには、http://www.fppc.
ca.gov/transparency/top-contributors/nov-16-gen-v2.html

をご覧ください。

図 3

提案 55 による財政的影響

所得税歳入増大 経済や株式市場によって、年 40億ドルから 90億ドル
（2016年ドル価値）。

学校及びコミュニティカレッジの
資金増大

歳入の約半分は法案から調達。 

Medi-Cal資金の増大 州知事の本予算アドバイザーによる決定と予測によっ
て、各年 0ドルから 20億ドル。

予算予備資金と負債返済額の増大 主に、株式市場の状況によって、各年 6,000万ドルか
ら約 15億ドル（2016年ドル価値）。 

教育およびヘルスケアに資金を供給するための納税期限延期。
州民発案による憲法改正。

提案

55
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提案 教育およびヘルスケアに資金を供給するための納税期限延期。
州民発案による憲法改正。55

 提案 55の賛成意見  

 提案 55の賛成意見に対する反論  

一時的は、「一時的に」を意味するものとします。 

有権者は、2012年度に所得税および消費税の税率の引き上げ
を支持しました。これは、Jerry Brown 州知事が一時的である
と公約したからです。 

州は余剰予算で、これらの一時的な課税は、州知事が公約し
た通り、廃止すべきです。 

提案 55 は小企業に影響を与え失業率を上げます。 

提案 55 は、失業率を上げ、事業を閉鎖に追いやり、経済を圧
迫します。また Californiaの小企業の課税率を引き上げ、高賃
金の仕事の創出は困難です。 

政治家や特別利益団体は信用できません。 

政治家や特別利益団体は、California は、プログラムは予算削
減に直面していないことを認識しています。提案 55を可決し、
政府を大きくしたいだけです。子供たちと学校を利用し、有
権者を脅かし支持を得ようとしています。惑わされてはいけ
ません。 

学校は、十分に資金援助されます。 

教育費用は、2012年から $246億まで増大しました。52% 
増です。 

学校は資金援助されており、州の予算は均衡を保っています。 
$27 億の余剰金があり、$94 億の予算枠があります。 

提案 55の新しい増税は必要ありません。 

脅しの戦略に惑わされないでください。提案 55 は不要です。 

独立した立法分析家が見積もる公式予算は、予算と学校の基
金支援の均衡を取るために増税は必要ないと示しています。 
California は、新しい課税や税率の引き上げなしに、教育、ヘ
ルスケアと州政府に資金援助できます。 

提案 55に反対票を投じてください。 

JON COUPAL、 社長
Howard Jarvis 納税者協会 

TOM SCOTT、 州エグゼクティブ・ディレクター
全国独立事業連合—California 

TERESA CASAZZA、 社長
California納税者協会 

提案 55 は、確実に富裕層の Californians にその課税分を引き
続き支払わせることで、増税なしで数十億の予算削減を予防
します。提案 55 は、教室に確実に資金提供する説明責任と透
明性を厳しく要求するものです。予算カットや教員の解雇の
時代に戻る金銭的な余裕はありません。 

実態 1: 提案 55 は税率の引き上げをするものではありませ
ん。 
• 税率の引き上げをしない。提案 55 は、年収 $500,000 以
上ある世帯の現行の所得税率をそのまま維持します。• 最も余
裕のある Californianの富裕層にのみ影響を与えます。 その所
得税率を引き続き支払うことになります。• 消費税の減税 . 提
案 55 では、Californiaのすべての消費税は減税されます。 

実態 2: 提案 55 では、教育基金が確実に教室に使われるよう、
透明性と説明責任が厳しく求められます。 
• 資金は地方の学校に支給され、議会はそれを使用できません。
厳しい説明責任が求められるため、教育資金は教室に支給さ
れ、官僚機構や管理経費に使うことはできません。刑事検察
官に金銭の誤使用があった場合の権限を与えます。• 必須の監
査および厳しい透明性義務地方の教育区は、Californians が基
金がどのようにおよびどこに使われたのかが正確にわかるよ
うに、年次決算をオンラインで掲示しなければなりません。 
• 教育資金の管理は地方単位で行う提案 55 は、学生のニーズ
を決定するため地方の学校役員会を制御します。 

実態 3: 提案 55 は、最大 $40億の教育予算の削減を予防し、
不況下での基金の削減分を引き続き修復します。 
• 提案 55 が可決すれば、迫る Californiaの教員不足に対処で
きます。州は、翌年度だけで、さらにおよそ 22,000 人の教
員が必要です。提案 55 は、教員採用および過密教室の問題
を予防するために必要な資金を、地方の教育区に供給します。
• 提案 55 によって、芸術と音楽のプログラムを復活できま
す。芸術および音楽のプログラムは、不況下で大幅な予算削
減に直面しました。提案 55 は、これらのプログラムを保護し

復活させることができるでしょう。• より手ごろな価格でカ
レッジに通学できるようにする。提案 55 は、California コミュ
ニティカレッジの予算削減を予防します。授業料増大を妨げ、
Californiaの 210万人のコミュニティカレッジに通う生徒がよ
りクラスを取りやすくします。• 子供が利用できるヘルスケア
の拡大より健康な子供はより健康な生徒です。基本的なヘル
スケアを受ける金銭的な余裕がない家族が多く、つまり子供
たちは学校を休んだり、病気のまま通学しています。提案 55 
が可決すれば、子供たちが健康な状態で通学できるようにな
ります。裕福な Californianだけでなく、子供はすべて、高品
質のヘルスケアを受ける機会が与えられるべきだからです。 
California は、前進しつづける必要があります。公立学校、カ
レッジやヘルスケアの予算がカットされた時代に戻る金銭的
な余裕はありません。 
30,000 名の教員が解雇され、クラス規模は拡大し、コミュニ
ティカレッジにかかる費用は二倍になりました。 
Jerry Brown 州知事は、提案 55 が可決されなければ、さらな
る予算削減に直面するだろうと言っています。 

提案 55 は、Californians に 2つの選択を迫るもので、それは、
学校と生徒を大幅な予算削減から守る賛成票か、学校に年間
最大 $40億の費用がかかる反対票のいずれかです。 
Californiaの学校は回復傾向にあります。提案 55 が可決す
れば、子供たちは別の予算カットに直面せずに済みます。
California の未来は、子供たちの未来にかかっています。 

子供たちと学校は最も重要な案件だからです。 

詳細は www.YesOn55.comをご覧ください。 

JUSTINE FISCHER、 社長 
California州 PTA 

ALEX JOHNSON、 エグゼクティブ・ディレクター 
児童保護基金—California 

TOM TORLAKSON、 California州公共監督者 
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教育およびヘルスケアに資金を供給するための納税期限延期。
州民発案による憲法改正。

提案

55
 提案 55の反対意見  

 提案 55の反対意見に対する反論  

提案55に賛成票を投じてください。子供たちを守りましょう。 

提案 55 は、教育費の大幅予算カットを許しません。子供たち
の教育と健康を守ります。 

提案 55 による課税はありません。 
• 提案 55 は、富裕層の Californians の現行の税率を維持し、 
年収 $500,000 ある世帯に引き続き所得税の支払いを課すも
のです。•提案 55 は、小企業の税率の引き上げをするもので
はありません。• 提案 55 では、2016年末に消費税の税率の
引き下げを予定しています。 

提案 55は、公立学校の年間 $40億の予算カットを 阻止 しま
す。 • 提案 55 は、教員不足を解消し、教育費を回復します。
• Californiaの高等学校の卒業率は六年連続で上昇しています。
提案 55 は、引き続き前進しています。 

はい、提案 55 では、教育基金が確実に教室に使われるよう、
説明責任と財政的要件が厳しく求められます。 

•歳入は、学校と子供のヘルスケア用の特別アカウントに確保
し、 議会はその資金に触れることはできません。• 資金は毎年
監査の対象となります。資金の監査報告は http://trackprop30.
ca.gov/ に掲示されますので、納税者はどこに資金の使途がわ
かります。• 資金が教室に使われるよう厳しい要件があります。
管理費や Sacramento 官僚機構に使われることはありません。
• 提案 55 は、資金の不正使用があった場合には刑事検察官に
その権限を与えています。• 富裕層に対する現行の税率を続行
するかどうかは投票と州民の意見で決定します。 

ERIC C. HEINS、 社長
California教師協会 

BETTY T. YEE、California 州会計検査官 
ANN-LOUISE KUHNS、 社長
California 小児病院協会 

2012年、有権者は提案 30 の増税案を支持しましたが、この
法案は一時的なものであり 2017年に廃止されると確約され
ていたからです。 

現在、特別利益団体は、この公約を破り、さらに 12 年、課税
期間を延長したいとしています。 

これは一時的なものでは ありません 。 

ここに 2012 年の法案の公式タイトルがあります。 

提案 30。教育資金への一時的な課税、公共安全資金の保証州
民発案による憲法改正 

一時的は、「一時的に」を意味するものとします。 

有権者は、2012年度に所得税および消費税の税率の引き上げ
を支持しました。これは、Jerry Brown 州知事が一時的である
と公約したからです。 

「これは一時的な課税で、この範囲において
一時的なまま存続します」Brown, Sacramento Bee州知事 , 
2014年 10月 7日 
Brown 州知事は、この増税は一，二年間のみ継続しその後廃止
することを公約しました。現在、特別利益団体はさらに 12年
延長したいとしています。これは「一時的」ではありません。 
Californiaの経済は回復し、現に余剰予算になっています。 

税率の引き上げは必要ありません。 
California は均衡予算で、負債を削減し、学校の経費を増やし、
Californiaの「予備費」に充てても、さらに $27億の余剰予算
があります。 
California は、必要な税額以上を課税しています。州の予算が
2012年度には $160億の赤字から 2016年度には $27億の
黒字に転じたのはそのためです。 

教育費用は、2012年から $246億まで増大しました。これは
52% 増です。 
Medi-Cal の費用は、$29億まで増大し、これは 13% 増です。. 

新しい課税や税率の引き上げなしに、教育、ヘルスケアと州
政府に資金援助できます。 

Brown 州知事は、立法分析者による予算見積もりから、増税
は予算均衡には不要であると述べています。
学校およびその他の重要な要件に適切な資金の供給を受けて
いるので、政治家は無駄が予算をカットし経費の適切な使用
が必要です。California 史上最大の増税は必要ありません、有
権者に説明責任のない Sacramento に投資するべきです。 

提案 55 は、CALIFORNIAの小企業をターゲットに 12年間の
増税をするものです。 

この法案は、個人の納税申告書で事業所得の課税対象となる
小企業をターゲットにしています。提案 55 は、失業率を上げ、
事業を閉鎖に追いやり、経済を圧迫します。 

特別利益団体は、使う資金がさらにほしいだけなのです。 

これは提案 55 の資金は、教室や道路計画に使うのではなく、
年金やその他の州の負債の支払いに使われます。宝くじのよ
うなものです。資金がどこに使われるのか全くわかりません。 

政治家や特別利益団体は信用できません。 

政治家や特別利益団体は、California がどのプログラムも予算
削減に直面していないことをよくわかっているのです。提案
55を可決し、政府を大きくしたいだけです。州税を最大にし
たいのです。 

よく考えてください。Californiaには、$27 億の余剰金があり、
$94 億の予算枠があります。 

新しい税金や増税は必要ありません。 
CALIFORNIAは約束を守るべきです。一時的は、「一時的に」
を意味します。 

提案 55に反対票を投じてください。これは公約違反です。 

JON COUPAL、 社長
Howard Jarvis 納税者協会 

TOM SCOTT、 州エグゼクティブ・ディレクター
全国独立事業連合—California 

HON. QUENTIN L. KOPP、 前上位裁判所裁判官 
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提案 ヘルスケア、喫煙防止、研究、 
法執行機関への資金供給のためのタバコ税。 
州民発案による憲法改正および法令。56

立法部の分析家による分析

背景

煙草及び煙草製品 
現在人々は様々な煙草及び煙草製品を消費している

• 煙草。煙草を吸うことが煙草葉の最も一般的な使
われ方である。 

• その他の煙草製品。その他の煙草製品は吸引、若
しくはその他の方法で摂取可能である。これには
葉巻、噛み煙草、その他 50パーセント以上の煙
草葉を含む製品が含まれる。 

• 電子煙草（イーシガレット）。これは電池によっ
て稼働し、ニコチンを含む場合のある特別な液体
を気化するデバイスである。使用者は気化された
ものを吸引する。電子煙草は専用の
液体とセットで販売されている場合
と、デバイスと液体が別々に販売さ
れている場合がある。 

これらの製品は物品税（特定の製品に課さ
れる税）と売上税（様々な商品に課される
税）の対象となる。売上税は購入時に課
税され、物品税は代理店（卸売業者など）
に課税されます。図 1に示されている通
り、煙草及びその他の煙草製品は連邦税と
州及び自治体の売上税、使用税（消費税）
の対象となっている。電子煙草には売上税
のみが課されている。 

現存の煙草に課されている州税。現在の煙
草一箱に課されている州税は 87セントで
ある。図 2は税の経年変化及び回収され
た税の割り当て用途を示している。現行の
物品税による税収は 2015-16年で 8億ド

ルを超えると推定されている。 

現存のその他の煙草製品に課されている州税。その他の
煙草製品の物品税は、煙草一箱あたりの物品税に基づ
いているが、それらは提案 10の規定により幾分高く設
定されている。現行のその他の煙草製品に対する物品税
は煙草一箱あたり1.37ドルの課税と同等のものである。
その他の煙草製品に対する物品税による税収は、図 2
に示されている通り様々な目的のために提案 99（1988）
及び提案 10（1998）のファンドに割り当てられている。
現行の法律では、煙草に対する物品税の増税は自動的
に他の煙草製品に同等の物品税の増税をもたらす。
現存の煙草製品に対する連邦税。連邦政府も煙草及び
その他の煙草製品に対して物品税を課している。現在煙
草一箱に対する連邦税は 1.01ドルであり、その他の煙

• 他のタバコ製品やニコチン含有の電子タバコに対す
る増税と足並みをそろえ、たばこ税を 1パック /2
ドル増税する。

• 歳入は既存のヘルスケアプログラムへの資金供給に
主に割り当てられるが、喫煙防止 /管理プログラム、
タバコに起因する疾病に関する研究 /法執行機関、
カリフォルニア大学の医師トレーニング、歯周病予
防プログラム、管理にも活用される。提案第 98号
の教育支援の最低条件に対する歳入からは除外す
る。

• 増税によりタバコの消費量が減少した場合、税源移
譲により既存のタバコ資金によるプログラムと売上

税収の減少を相殺する。
• 2年に 1度の監査を義務付ける。

州議会アナリストによる州および地方自治体
の財政への基本的な影響についての予測概
要：
• 2017-2018年度においては、州の追加歳入が 10億
ドル～ 14億ドル増加し、その後は経時的に年間歳
入額の低減が見込まれる。追加歳入は、さまざまな
目的に割り当てられるが、主に低所得カリフォルニ
ア州民のヘルスケアの支出を補填するために使用さ
れる。

図 1
煙草製品及び電子煙草 
に対する現行の税

連邦法

煙草

その他の煙草
製品 a

電子煙草 b

a 葉巻、噛み煙草、そしてその他 50パーセント以上の煙草葉を含む製品が含まれる。
b 電池によって稼働し、ニコチンを含む場合のある特別な液体を気化するデバイス。

州の物品税 州及び地方の販
売税
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立法部の分析家による分析 続き

ヘルスケア、喫煙防止、研究、 
法執行機関への資金供給のためのタバコ税。 

州民発案による憲法改正および法令。

提案

56

草製品に関してはそれぞれ異なっている。 

現存の煙草製品及び電子煙草に対する販売税。販売税
は煙草、その他の煙草製品並びに電子煙草に対して課
される。販売税は物品税が課された後の製品の小売価
格を基に課される。California における煙草一箱の平均
小売価格は約６ドルである。現行の販売税は小売価格
の 7.5 パーセントから 10 パーセント（市及び国による）
であり、州全体の平均は約８パーセントである。つまり
販売税は煙草一箱の価格に約 50 セントから 60 セント
上乗せすることになる。煙草、その他の煙草製品並びに
電子煙草に対する販売税は年間約 4 億ドルを回収してお
り、州および自治体に振り分けられている。 

Californiaにおける成人の喫煙傾向及び電子煙
草の使用に関して
California の煙草葉使用者はほとんど煙草を吸引して
いる。California の公衆衛生部門（DPH）によると、
California の成人喫煙率はアメリカの州の中で最も低い
値の一つである。1988 年には２４パーセントの成人が
喫煙していたのに対し、2013 年では 12 パーセントの
成人が喫煙していると DPH は報じている。DPH による
と、過去数十年の間に California の喫煙率は様々な理由
によって一定の割合で減少してきたが、近年その傾向は
失速している。California の喫煙者の数が減少すると共
に California の消費者によう煙草の購入数も減少してき
ている。結果的にそれらの販売に関わる税収も減少して
きている。 

DPH によると、2013 年の California における成人の電

子煙草使用率は 4 パーセントであり、前年度のおよそ二
倍となっている。電子煙草は比較的新しい製品であり、
その長期使用時の影響に関する情報はほとんど存在しな
い。

州及び自治体における健康プログラム
Medi-Cal。 ヘルスケアサービス部門が California の Medi-
Cal プログラムを管理しており、1300 万を超える低所得
者、若しくは California の人口の 3 分の 1 近くの人々に
対して医療保険を提供している。Medi-Cal は、2015-16
年では 95 億ドルの概算総額（約 230 億の一般財源）で、
病院の入院患者と外来診療、熟練した看護ケア、処方薬、
歯科治療、及び医師の訪問などのヘルスケアサービスの
代金を支払う。Medi-Cal によって提供されているサービ
スの一部は煙草関連の病気の予防及び治療である。 

公衆衛生プログラム。DPH は California の住民の健康と
幸福の最大化のために様々なプログラムの管理、監督を
行っている。DPH のプログラムは、煙草関連疾患、母
子保健、癌および他の慢性疾患、感染症対策、および
医療施設の検査を含む健康問題の広い範囲を対象とし
ている。多くの公衆衛生プログラムは自治体レベルで提
供されており、州が資金の提供、監督を行い、住民の健
康状態向上のための戦略に関わるリーダーシップをとっ
ている。例えば、DPH は煙草関連の病気及び死亡者の
減少のための活動にたいして資金を提供する California
の煙草コントロールプログラム（提案 99 プログラム）
を管理しており、2015-2016 年の予算は約 4500 万ド
ルとなっている。

図 2

現存の州の煙草に対する物品税の割り当て

( 単位 百万ドル )

ファンドの説明

現在の
煙草一箱に対
する税額

推定 
2015－16
年度純収入 a

州の一般財源：州の予算に割り当てられる。煙草に対する物品税による歳入を州の一般
財源に割り当てる法律は 1959 年に成立された。 10 セント 84ドル

提案 99ファンド：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。 

25 259b

乳癌ファンド：1993 年の法律で保険に加入していない女性の乳がん検診及び乳がんに
関わる研究の支援のために設立。 2 20

提案 10ファンド：1998 年に幼少期の発達プログラムの支援のために有権者により設立。 50 447b

  合計 87セント 810ドル
a 提案 10 ファンドの歳入レベルの維持のために、提案 10 ファンドからその他のファンドに支払を行うためのファンド。
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。
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近年の煙草関連法の変化
最近議会において可決され、2016 年 5 月に知事によ
り署名された新たな煙草関連法案は州法に大幅な変更
を与えた。変更の詳細に関しては図３を参照。また、
2016 年 5 月には、米国食品医薬品局（FDA）は、FDA
の規制権限を電子タバコ、葉巻、並びにその他のタバ
コ製品を含むように拡張する新しいルールを発行しまし
た。これらの近年の変化は州税、若しくは州税の税収か
らの資金提供を受けているプログラムに対して直接的な
影響は与えない。

州の支出の上限と教育のための最低積立レベ
ル
州憲法には州予算に影響を与える様々なルールが含まれ
ている。1979 年に有権者により採択された提案４は、
州の支出の上限を定めている。1988 年に可決された提
案 98 は、K-12 教育と California のコミュニティカレッ
ジのための年間資金に関する加減を定めている。

提案
本法案によって煙草やその他の煙草製品の物品税は大
幅に増加し、電子煙草に対してもこの税が適用される。
追加の税収は、様々な特定の目的のために使用される。
法案の主要条項は下記参照。

本法案によって新たに課される税
煙草一箱に対する税を２ドル増税する。2017 年 4 月 1
日より有効：煙草一箱に対する州の物品税を 87 セント

から 2ドル引き上げ 2.87ドルとする。 

その他の煙草製品に対しても同等の増税を行う。前述の
通り、現行法では煙草に対する増税が行われる際にはそ
の他の煙草製品に対しても増税を行う必要があるとなっ
ている。州法では煙草に対する増税と同等の増税はその
他の煙草製品に対しても行われる必要があるとなってい
る。そのため、本法案によりその他の煙草製品に対する
税は現在の一箱あたり 1.37ドルから２ドル増税し 3.37
ドルとする。 

電子煙草に対して新たな税を課す。上述の通り、州の課
税に関する現行の定義では電子煙草はその他の煙草製
品に含まれていない。本法案は課税に関する「その他
の煙草製品」の定義を、ニコチンを含む電子煙草及び
ニコチンを含む液体（e-liquid と呼ばれているもの）を
含むものに変更する。この定義の変更により、これらの
製品に対しても 3.37ドルの課税が行われる。 

煙草と電子煙草に対する新たな税収はどのよ
うに使われるのか？
本法案によって新たに得られる煙草、その他の煙草製品
並びに電子煙草に対する税収は、直接新たな特別ファン
ドへと割り当てられる。当ファンドに割り当てられた税収
は、本法案の定める下記の目的のみに使用される。（電
子煙草 1 パックに対して課される税の内 1.37ドルは提
案 99 及び提案 10 の目的に対して割り当てられる。これ
は、これらのファンドの新たな歳入となる。）
図 4 に示されている通り、税収は下記の様に割り当てら
れる。 

図 3

煙草に関わる法律の近年の変化 a

立法 対象 説明

2016の第 4章 (AB2X 7, Stone) 仕事場での喫煙 勤務先での喫煙の禁止の拡大及び様々な特定の仕事場
での喫煙禁止免除の廃止。

2016の第 5章 (AB2X 9, Thurmond) 煙草使用プログラム 煙草使用プログラムの適格要件をチャータースクール
を含むように拡大。

2016の第 6章 (AB2X 11, Nazarian) 煙草と煙草製品のライセン
シング：費用とファンド

煙草と煙草製品の販売者、流通業者、卸売業者のライ
センシング費用の増加。2017 年 1 月 1 日より有効。

2016の第７章 (SB2X 5, Leno) 電子煙草 煙草製品の定義を電子煙草を含むよう拡大し、喫煙の
定義を行う。b

2016の第８章 (SB2X 7, Hernandez) 煙草製品：最低合法年齢 煙草製品の購入の最低年齢を 18 歳から 21 歳に引き上
げる。

a 説明欄に記載がない限り新たな法律は 2016 年 6 月 9 日より施工される。
b この煙草製品の電子煙草を含めるための定義の拡大は、税に関わる目的ではない。
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• ステップ一：本法案は、本法案によって得られる
新たな歳入はまず最初に法案の結果として発生す
る特定のソース（既存の州の煙草ファンドや売上
税）への歳入の損失を置き換えるために使用され
る必要があることを定めている。これらの歳入の
損失は増税により煙草製品の消費量が減少するこ
とにより発生する。 

• ステップ二：国家査定平準委員会は、法案の実装
のための管理コストを支払うために、残りの資金
の 5パーセント（上限）を受け取る。

• ステップ三：本法案は州の公共団体に対して毎年
固定の資金を、図 4に示されている特定の目的
のために提供する。 

図 4

新たな税収の割り当てに関して
プログラム若しくは法主体 額 目的

ステップ 1: 歳入減の補填

現存の煙草税ファンド BOEによる決定 煙草の物品税増税に伴う煙草の消費量の減少による収入減。
州及び地方の販売税と使用税 BOEによる決定 煙草の物品税増税に伴う煙草の消費量の減少による収入減。

ステップ 2: 税務管理

BOE―管理 ファンドの残額の 5
パーセント

税管理のための費用。

ステップ 3: 様々な州法主体に対する額 a,b

様々な州の団体 -規制 c 4800万ドル 煙草関連法の様々な施行活動。
UC-身体トレーニング 4000万ドル Californiaのプライマリケアと救急医増加のための医師トレーニン

グ。
公衆衛生プログラム―州歯科プロ
グラム

3000万ドル 歯科疾患の予防と治療に関する教育。 

California州監査人 400000ドル 新たな税からの資金提供を受ける機関に対して、最低でも二年に
一度監査を行う。

ステップ 4: 州健康プログラムのためのファンドの残額 a

Medi-Cal—DHCS 残額の 82パーセン
ト

Medi-Calの受益者に提供するヘルスケア、サービス、および治療
のための支払いのレベルの引き上げ。DHCSは、これらの新しい
収益でこれらの同じ目的のために、既存の状態の資金を置き換
えることはできない。

California煙草コントロールプログ
ラム―公衆衛生プログラム

残額の 11パーセン
ト

煙草関連疾患による病気や死を減らすことを目的とした煙草予防
とコントロールプログラム。

煙草関連疾患プログラム―UC ファンドの残額の 5
パーセント

全てのタイプの癌の予防、早期発見、治療、心血管および肺疾患
並びに他のタバコ関連疾患の治療法に関する医学研究。UCは、
これらの新しい収入で、この目的のために、既存の州および地
方の資金を置き換えることはできない。

学校プログラム―California教育部
門

残額の 2パーセン
ト

未成年による煙草製品使用の抑制及び減少のための学校プログラ
ム。

a 本法案は、本法案によって得られる歳入の内、管理費用を支払うために使用できる額を規制の下州の監査人により 5パーセント以下になるよう制限する。
b 本法案が施行された二年後に BOEが本法案によって煙草及び煙草製品の消費量が減少しそれに伴い収益が減少したと判断された場合決められている額は BOE
によって毎年調整される。

c 割り当てられた額：法務省 /司法長官（3000万ドル）、司法長官（600万ドル）、公衆衛生部門（600万ドル）、BOE（600万ドル）. 

 BOE = 平等委員会 ; UC = California大学 ; そして DHCS = ヘルスケア部署
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• ステップ四：残りの資金は特定のパーセンテージ
の基様々なプログラム、特にに Medi-Calによっ
て提供されている低所得者層の個人及び家族に対
するヘルスケアサービスの支出を補強するために
割り当てられる。

その他の条項
必要な監査。Californiaの州の監査人によって、最低で
も二年に一度新たな課税による資金を受け取る団体に対
して監査が行われる。California州政府の財務及び事業
活動を独立的に評価する監査人は、これらの監査を実施
するこによって発生する費用を補填するために年間 40
万ドルまで受け取る。
新たな歳入は州の支出の上限と教育のための最低積立レ
ベルの適用を受けない。提案 56は本法案による新たな
歳入が州の支出の上限と教育のための最低積立レベル
の適用を受けないよう州憲法を修正する。（この憲法の
非適用は、既に有権者によって可決されている煙草税の
増税に関して行われていることと類似するものである。）
本法案は、本法案による新たな歳入に対して、提案 98
によって定められている教育に対する最低限の支出の規
定に関してもその適用を免除する。 

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。本法案による主要な影響は下記の通りである。 

州歳入及び地方歳入への影響
新たな物品税は、2017-18年度における州の歳入を 10
億ドル以上増加させる。本法案は、本法案が初めて年間
を通じて実装される 2017-18年度において、13億ドル
から 16億ドルの新たな歳入を供給する。物品税の増加
は消費者にとっては商品価格の増加となる。結果的に煙
草、その他の煙草製品並びに電子煙草の消費量は減少
する。（多くの消費者は増税分の支出を免れるためにこ
れらの商品の購入の傾向を変える可能性がある。）新た
な歳入の推定値の範囲には消費者が価格の上昇に伴っ
てどの程度購入量を減らすかに関する不確実性が反映さ
れている。推定値の下限（13億ドル）は、上限（16億
ドル）に比べて消費者が増税に対して大きく反応するこ
とを想定している。将来的には消費者の消費動向の変化
によって2017-18年度の歳入程度に減少することが考え
られる。
電子煙草に対する新たな物品税も現存の煙草ファンドに
とって新たな歳入を生むこととなる。前述の通り、本法案

図 5

  2017 – 18 年度の推定歳入の割り当てに関して
( 単位：百万 )

2017 － 18

下限 a 上限 a

新たな物品税による歳入の推定値 1270ドル 1610ドル

収益減の補填 b 230 200
 推定純利益の割り当て 1040ドル 1410ドル
税務管理
平等委員会—管理費 50ドル 70ドル
州機関に割り当てられた額
様々な州機関 48ドル 48ドル
California大学―身体トレーニング 40 40

公衆衛生部門―州歯科プログラム 30 30
California州監査人―監査 —c —c

州の健康プログラムに割り当てられた残額
Medi-Cal 710ドル 1000ドル
煙草コントロールプログラム 100 130

煙草関連疾患プログラム―California大学 40 60

学校プログラム 20 20
a 提案されている増税に対する消費者の反応は不確かであるため、可能性のある結果を上限下限を用いて示している。下限値は消費者の強い反応、上限値は消費
者の弱い反応を反映している。

b LAO推定歳入減の補填額は Board of Equalizationによって決められる。
c 400000ドル . 
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はその他の煙草製品の定義に電子煙草を含めるよう定義
を拡大する。この変更によって電子煙草は有権者によっ
て可決された提案 99と提案 10の課税対象となる。結
果的に、これら二つの提案によるサポートを受けている
ファンドは本法案によって追加的な歳入を得ることとな
る。この追加的な歳入は毎年数千万ドル程度となると考
えられる。
２０１７－１８年度の、主に州の健康プログラムに対す
る資金の１０億ドル以上の増加。図５は政府機関及び
各種プログラムが 2017-18年度に新たな課税によって
得られる資金に関して、その推定値を示している。本法
案によって生まれる歳入減を補填した後に残る、本法案
によって資金提供される活動（主に健康プログラム）に
対する資金は 10億ドルから 14億ドルとなると推定され
る。仮に煙草の消費が継続的に減少するとなると、これ
らの数値は将来的には幾分か少ないものとなる。加えて、
健康プログラムに対する追加的な支出は、連邦政府によ
る州に対する追加的な補助金を生むこととなる。結果的
に州と地方政府は追加的な一般税収を受け取る。
州および地方の販売税による歳入に対する影響は少ない
と考えられる。煙草及びその他の煙草製品の価格が上昇
することによって、仮に消費者が継続的にこれらの製品
を同程度購入し続けるとなると販売税による歳入は増加
する。しかしながら、本法案によるこれらの製品の価格
の上昇によって消費者はその消費量を減少させると考え
られる。結果的に本法案の販売税に対する影響は、消
費者の消費動向次第で正、負の影響、若しくは大きな変
化を与えないこととなると考えられる。本法案の下では、
仮に本法案によって州若しくは地方政府の販売税による
税収が減少した際には、それらの損失は本法案による新
たな歳入によって補填される。 

物品税徴収への影響。図 4に示されている通り、本法
案は様々な州機関に対して州法の執行を支援するために
追加的な資金を供給する。その資金は脱税、偽造、密
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。そのような法執行のための努力は税収を増加させ
ることとなる。その資金は、未成年に対する煙草製品の
販売を減少させる活動の支援のためにも使用される。こ
れは結果的に歳入を減少させることとなる。よって、こ
れらの法執行の活動の税収への正味の影響は不明であ
る。また、煙草及びその他の煙草製品は連邦法によって

脱税を抑制するようにカバーされているが、電子煙草に
関してはカバーされていない。よって、より多くの消費者
が課税を逃れるためにオンラインでこれらの製品を購入
するようなれば電子煙草に対する州の物品税に関わる法
執行は難しいものとなる。 

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。結
果的に、住民の健康に対して影響を与える本法案のよう
な州法の変更は公的資金によるヘルスケア費用に対して
も影響を与えることとなる。
例えば、前述の通り本法案による煙草製品の価格の上昇
に伴って煙草製品の消費量が減少することが考えられる。
更には、本法案は煙草の使用抑制及び禁煙プログラム
に資金を提供するため、これらのプログラムが有効であ
る限り、煙草製品の消費を減少させることとなる。連邦
の保健権威者たちや多くの科学的研究によると、煙草製
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煙草
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、州及び地方政府は煙草関連の
疾患を免れ寿命が延びる消費者が生まれることによっ
て、将来的にヘルスケア及び社会的なサービスに関わる
費用の発生を経験することが考えられる。更には、電子
煙草は比較的新しいデバイスであり、その使用に関わる
健康への影響は現在研究が進んでいる最中であるため、
電子煙草に対する課税の長期的な健康及び関連する費
用への影響は不明である。よって、本法案による州及び
地方政府の支出に対する長期的な正味の影響は不明で
ある。

本法案に賛成または反対するために結成された 
委員会のリストについては、http://www.sos.ca.gov/
measure-contributions をご覧ください。委員会の 

献金トップ 10 リストにアクセスするには、 
http://www.fppc.ca.gov/transparency/top-contributors/ 

nov-16-gen-v2.html をご覧ください。
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提案 ヘルスケア、喫煙防止、研究、
法執行機関への資金供給のためのタバコ税。 
州民発案による憲法改正および法令。56

 提案 56の賛成意見  

 提案 56の賛成意見に対する反論  

提案 56 は学校をだますものです。 

提案 56 は、Californiaが最低の教育資金を保証することを回
避するために州の憲法を改正することで、年間 $6億以上を学
校からだまし取るものです。実際、学校をだますことが提案
56 が憲法を改正する唯一の理由です。 

特別利益団体は、提案 56 を利用して、学校基金、道路補修や
犯罪防止の経費で利益を上げるべきではありません。 

金銭の使途については www.NoOnProposition56.com をご覧い
ただき、提案 56に反対投票を投じてください。 

MIKE GENEST、 前ディレクター
California財政部門 
TOM BOGETICH、 前エグゼクティブ・ディレクター
California州教育役員会 
LEW UHLER、 社長
米国税制限委員会 

提案 56 は、健康保険会社や他の裕福な特別利益団体に財政上
の利得があることを特に定めています。特別利益団体の投票
箱の予算案の一例です。可決のために $1600万以上がすでに
出資されています。 

資金がどこに使われるのかではなく、禁煙をサポートするも
のであることを強調したいのです。 

新税のわずか 13% が喫煙者の治療や子供の喫煙撲滅活動に使
われます (提案 56の第 30130.55(b) 参照）。 

新税の 82% 、つまり年間 $10億 は、保険会社や特別利益団
体に支払われ (第 30130.55(a)参照 ) 、患者の治療に使われ
ることはありません。 

ほぼ 10% は、管理費や諸経費に使われます
(第 30130.57(a)&(f))。 

提案 56 には、保険会社や他のプロバイダーが資金をどのよう
に使用したかについての納税者の説明責任は実質ありません。
CEOおよびシニアエグゼクティブは、高収益や税収から報酬
を得ることができます。 

米国癌協会の癌アクションネットワーク、米国肺協会カリフォ
ルニアおよび米国心臓協会は、提案 56 を支持しています。そ
れはたばこ税を課し、禁煙または喫煙をしないよう促すこと
で命と健康を守ることができるからです。 

事実の詳細は Yes0n56.org.をご覧ください。 

提案 56に賛成票を投じてください。提案 56は、子供を喫煙
から守り、たばこに関連するヘルスケア費用を削減します。 

たばこは、すべての Californianだけでなく、喫煙しない人ま
でをも脅かす致命的かつ費用のかかるものです。 
• 毎年、たばこに起因する死亡率は、癌、交通事故、 HIV、 ア
ルコールと違法ドラッグの混合による死亡率を上回っていま
す。年間 40,000 人の Californiansを死に追いやるたばこは、
避けることができる死因の #1です。• 毎年、たばこに関連す
る医療費の支払いのために、 Californian の納税者に $35.8 億
が課されます。 

同時に、 Big Tobacco は、 California から十分利益を上げている
にもかかわらず、それでも次世代をたばこ依存にしようとし
ています。彼らは、提案 56 が若い世代の喫煙予防を可能にす
ることを認識しています。つまり、 彼らが数百万ドルを支払い、
提案 56:を否決できれば、私たちの支出で利益を上げること
ができると考えているからです。 

提案 56 は、使用料のようなもので、たばこに課税することで、
それをたばこに関連するヘルスケア費用に充てることができ
ます。 

提案 56 は、たばこと、電子たばこを含む他のたばこ関連製品
の税率を引き上げるものです。 

課税対象者は、たばこ製品を使用する人のみとし、その税金
は喫煙防止のための既存プログラムの支援、ヘルスケア改善、
癌やたばこ関連疾患の治療法に関する研究費用に使われます。 

提案 56 は、公平な提案です。たばこを喫わない人は、税金の
支払いは不要です。 
California の納税者は、年間 $35.8 億を納税します。これは喫
煙の有無に関係なく一家族 $413 の計算となり、喫煙者の医
療費を支払っているのです。提案 56 は、公平性そのものです。
たばこ製品の使用料のようなもので、結果的に喫煙を減らし、
喫煙者にその医療費を日払わせることができます。 

提案 56 は若い世代の喫煙予防を可能にします。 
US Surgeon Generalによると、たばこ税を増税すること
で、若い世代の喫煙を減らすことができます。それでも、
California のたばこ税は、世界でも最低の税率のひとつです。
今年だけでもおよそ 16,800 人の California の若者が喫煙をは
じめるでしょう。そのうちの 3分の一 が たばこ関連の 疾患
で死亡します。 

たばこ税を大幅に増税した州ではいずれも、喫煙率が低下し
ました。提案 56 は、若い世代が、生涯たばこ依存になるのを
防止し、次世代の命を守ります。 

提案 56 は、若い世代をターゲットとする BIG TOBACCOの最
新の企みと戦います。 

電子たばこは、Big Tobaccoが子供をニコチン中毒のターゲッ
トに考えた最新製品です。彼らは喫煙者の 90% が十代で喫煙
を初めているのを知っているのです。電子たばこを吸う十代
の若者たちは、従来のたばこを吸う若者の 2倍にのぼります。
どの大手たばこ会社も、電子たばこのブランドをひとつ持っ
ているのはそのためです。電子たばこの中には、子供をター
ゲットに Barbie, Minions や Tinker Bellなどの人気のキャラク
ターを使ったり、コットンキャンディーやバブルガムなどの
フレーバーが揃ったものもあります。 

提案 56 は、たばこ製品と同様に電子たばこにも課税し、依存
性が高く、費用がかかる致命的な習慣から子供たちを守りま
す。 

提案 56 は、透明性と説明責任を厳しく追及します。 

提案 56 は、経費と管理費に対し独立した監査を実施し厳しく
管理します。さらに提案 56 は、政治家が自身の議案に資金使
用することを明確に禁じています。 

命を守る提案 56に賛成票を投じてください。 

JOANNA MORALES、 前議長 
米国癌協会 California支部
TAMI TITTELFITZ、 R.N.、 リーダーシップ役員会員
米国肺協会 California支部 
DAVID LEE、 M.D.、 社長 
米国心臓協会西部州支部 
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ヘルスケア、喫煙防止、研究、
法執行機関への資金供給のためのタバコ税。 

州民発案による憲法改正および法令。

提案

56
 提案 56の反対意見  

 提案 56の反対意見に対する反論  

提案 56に賛成票を投じてください。命を守る子供たちを守る
たばこにかかる危険な費用を削減する 

たばこは、依然として命にかかわる費用のかかる問題です。 
• 年間 40,000 人の Californiansがたばこ関連の疾患で死亡し
ています。.• 今年だけでもおよそ 16,800 人の California の子
供たちが喫煙をはじめるでしょう • California の納税者は、年
間 $35.8 億をたばこ関連の 医療費のために納税しています。
これは喫煙の有無に関係なく一家族$413 の計算となります。 

「提案 56 は、喫煙予防のための提案です。子供たちをたばこ
依存から守ります。」—Matthew L. Myers社長は Tobacco-Free 
Kids のキャンペーンを打ち出しました。 

提案 56 は使用料のようなものです。喫煙者がヘルスケア費用
の支払いのために公平な納税をします。 

提案 56では、納税者が毎年支払う $35.8億の たばこ関連の 
ヘルスケア費用をたばこ利用者が支払います。 

提案 56では、諸経費などを政治家が個人の案件に使用できな
いように、資金を守るため、説明責任と透明性が厳しく要求
されます。 

提案 56では、たばこを喫わない人は、税金の支払いは不要で
す。 

公平な提案です。納税者に支払わせるのではなく、喫煙者が
自分の医療費を払うときです。 
BIG TOBACCOの嘘を買わない提案 56 は、学校をだましませ
ん。 

たばこ会社は、長年、たばこの危険性について嘘をついてき
ました。現在、その嘘に高額を支払っています。私たちの子
供や孫の健康も脅かされる可能性があります。命と健康を守
りましょう。 

「提案 56は十分考えて結論を出しました。この提案は、危険
で依存性の高いたばこから子供たちを守り、教育資金を保護
します。」—Chris Ungar, California学校役員会協会会長 
提案 56に賛成票を投じてください。 

STUART COHEN、 M.D.、 M.P.H.、地域理事 
米国小児科学会 , California
LORI G. BREMNER、 California グラスルーツディレクター 
米国癌協会・癌アクションネットワーク 
ALEX M. JOHNSON、 エグゼクティブ・ディレクター 
児童保護基金—California 

禁煙したい人をサポートしますが、提案 56 は、本意とは異な
ります。 

提案 56は、保険会社とその他富裕な特別利益団体による 14
億ドルの「増税チャンス」 で、学校をごまかして、差し迫った
その他の問題を無視することで利益を大幅に伸ばします。 

提案 56 では、喫煙者の治療や子供の禁煙活動に割り当てられ
るのは、たばこ税の収益のわずか 13% のみです。毎年、喫煙
者に対してあと 14億ドル課税するのであれば、それによる治
療と子どもたちの禁煙に特化するべきです。
新しく課税される 14億ドルのほとんどは必要な場所に使われ
るのではなく、保険会社とその他富裕な特別利益団体に行き
ます。   

提案 56 は、少なくとも年間 $6億を学校からだまし取ること
になります。 
California憲法 (提案 98から )は、増税の最低 43% を学校に
割り当てるよう要求しています。提案 56 は、憲法で学校に
資金援助する最低額を保証するよう定めていますが、そうす
ることで特別利益団体が年間で $6億以上を学校からだまし取
り、保険会社や他の特別利益団体に割り当てることができる
のです。新税での税収は、子供たちの学校の改善には全く使
われません。 

提案 56 は、CALIFORNIAの家族が直面する問題の解決にはな
りません。 
Californiaには、学校への資金援助、道路の補修、干ばつの問題、
犯罪防止などの問題が山積しています。税率を引き上げるの
であれば、この新税で得た利益をこれらの問題に使うべきで
す。 

提案 56 は、保険会社の利益を上げます。 

もうひとつの欺瞞的な行為は、保険会社や裕福な特別利益団
体が提案 56 を可決するために資金を投じれば、すでに治療を
受けている同じ Medi-Cal 患者にさらに $10億もの治療費を支
払うことができます。資金を得るために Medi-Cal 患者を受け
入れることは必要ありません。

その代わりにより多くの患者を治療できれば、保険会社は最
終的な利益を上げ、CEOやシニアエグゼクティブに報酬を与
えることができます。実際は、提案 56 の支出計算では、保険
会社や他のヘルスケアプロバイダーに新税の 82% を割り当て
ることになります。
提案 56 は、諸経費と官僚機構に年間 $1億 4700万以上を費
やします。 

この $1億 4700万は、事実上、納税者への説明責任なく、毎
年費やすことができるのです。これは、無駄な巨額費用で、
詐欺や不正使用につながる可能性があります。実際は、提案
56 は、たばこ撲滅対策に費やすのとほぼ同じ額を管理費や諸
経費に費やすことになります。
提案 56に反対票を投じてください。 

裕福な特別利益団体の利益を上げるための主導権プロセスに
反対しましょう。 

年間 $6億以上を学校からだまし取る提案に反対しましょう。. 

新しい税収が無駄な巨額費用、詐欺や不正使用につながる可
能性がある諸経費や管理費に使われるのに反対しましょう。 

道路補修、犯罪防止や教育費の資金支援などの問題解決では
なく、保険会社や裕福な特別利益団体に税収が割り当てられ
るのに反対しましょう。 

ご自分でよく読み提案 56 MONEYをフォローしてください。 
www.NoOnProposition56.com
私たちと共に、提案 56に反対票を投じてください。 

TOM BOGETICH、 前エグゼクティブ・ディレクター
California州教育役員会 
ARNOLD M. ZEIDERMAN、 M.D.、 M.P.H.、 FACOG,
Maternal Health and Family Planning, Los Angeles County 
Department of Healthの前ディレクター 
TOM DOMINGUEZ、 社長
Orange 郡保安官協会  
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公式名称及び要約 司法長官作成

提案 犯罪者の刑期。仮釈放。 
少年犯罪の審判と量刑手続き。 
州民発案による憲法改正および法令。57

立法部の分析家による分析

背景

成人犯罪者
California州矯正リハビリテーション部（CDCR）
は、州の刑務所システムを運営しています。CDCR
（California州矯正リハビリテーション部）は、州法で、
重大または暴力的であると特定された、同様に特定の
性犯罪であると特定された、重罪との有罪判決を受
けた成人を収監する責任を担っています。暴力的重
罪の例には、殺人、強盗、および強姦が挙げられます。
重大な重罪の例には、強盗を働く意図をもった暴行
のような特定の形での暴行が含まれます。当部門は、
また、（高額の窃盗など）のその他の重罪と宣告され
た人物を収監することについても、その人物が以前、
重大な、暴力的な犯罪、または特定の性犯罪で有罪
判決を受けた場合、責任を負います。2016年 6月の
時点で、州刑務所には、およぼ 128,000の人物がい
ました。以下に、私たちは、成人犯罪者の判決、仮
釈放検討の審理の使用、そして承認の判決について
検討します。 

成人の判決。人物は、不定期刑または定期刑の判決の
下に刑務所に配置されます。不定期刑の下では、人
物は、最小限の期限のある、しかし特定の最大期限
のない、例えば今後の人生の 25年間の懲役を宣告さ
れます。定期刑の下では、人物は、固定された釈放
日のある設定された懲役刑を受けます。州刑務所の
ほとんどの人々は、定期刑を受刑しています。
刑務所の人物は、主犯または主要な犯罪で有罪判決
を受けています。彼らは、多くの場合、同時に有罪

と判決された、その他のより小さい犯罪のためにさ
らに服役します。そのほか、州法には、人物の服す
刑期が延長される可能性のある様々な判決の拡大が
あります。例えば、以前に重大な犯罪または暴力的
犯罪で有罪判決を受けた者は、新たな重罪となる犯
罪について、通常二倍の刑期に服さなければなりま
せん 

仮釈放検討審理。人物が、不定期刑で必要とされる
最小限の年数の刑に服した後、州の仮釈放審理委員
会 （BPH） が、その人物が刑務所から釈放される準備
ができているかどうかを決めるための仮釈放検討の
審理を行います。例えば、BPH（仮釈放審理委員会）は、
今後の人生の 25年間と刑期を判決された人物が、刑
務所で 25年間受刑した後、当該の審理を実施するこ
とになります。BPH（仮釈放審理委員会）が、その
人物を刑務所から釈放しないと決定した場合、委員
会は、今後、その後の審理を実施することになります。
定期刑を受刑する人物は、その刑期の終了時に刑務
所から釈放されるために仮釈放検討審理の必要はあ
りません。しかし、これらの人物の一部には、現在、
彼らの判決の全刑期を受刑する前に、仮釈放検討審
理を受ける資格があります。例えば、暴力的重罪で
有罪判決を受けたのではない特定の人物は、彼らの
懲役刑の半分を受刑した後に、現在、仮釈放検討に
ついての資格があります。これは、州の刑務所人口
を削減するために連邦裁判所によって策定されたい
くつかの措置のうちのひとつでした。
承認の判決。州法は、現在、CDCR（カリフォルニア
州矯正リハビリテーション部）に、特定の条件の下で、
刑務所の受刑者に、彼らが受刑しなければならない刑

• 非暴力的な犯罪者に対する、定められたその主要
な罪状に対する刑期の完了に伴い、仮釈放の検討
が許可される。

• 矯正更正局には、更生度合い、模範的態度、教育
的成果に応じて仮釈放を許可する権限が付与され
る。

• 矯正更正局には、新しい仮釈放および減刑条項を
実施し、公共の安全強化を認証するために必要な
規則を採択することを義務付ける。

• 少年裁判所判事には、検察官の申し立てを受け、
特定の犯罪を犯した 14歳以上の青少年を成人とし

て起訴し、量刑手続きを行うかどうかの判断を下
す権限が付与される。

州議会アナリストによる州および地方自治体の財
政への基本的な影響についての予測概要：

• 在監者数が低減されるため、州は実質的に年間数
千万ドルの経費を節約できる。節約額については、
特定の条項がどのように実施されるかに応じて異
なる。 

• 実質的な郡負担コストは年間数百万ドルとなる。
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期を減らす承認（クレジット）を裁定することを認
めています。この承認（クレジット）は、善行に対して、
または作業、訓練、もしくは教育プログラムへの参加
に対して提供されます。三分の二を超える受刑者に、
承認（クレジット）を受ける資格があります。州法は、
承認（クレジット）によって削減されることが可能な
判決の受刑者の数を制限しています。例えば、承認（ク
レジット）される資格のある受刑者の半数を超える
人々のうち、15パーセントまでしか彼らの判決の刑
期を減らすことができません。その理由は、彼らには、
暴力的犯罪についての有罪判決があるからです。

少年の判決
犯罪を犯しているとして告発される、18歳未満の少
年は、通常、少年裁判所で審理されます。しかし、一
定の状況の下では、彼らは成人裁判所で審理される
場合があります。以下で、私たちは、少年が少年裁
判所で審理されるか、成人裁判所で審理されるかを
決定するプロセスを検討します。
少年裁判所での少年。少年裁判所の手続きは、成人
裁判所の手続きとは異なります。例えば、少年裁判
所の裁判官は、少年に刑務所での服役期間の設定を
判決しません。代わりに、裁判官は、少年の犯罪お
よび犯罪歴などの要因に基づいて、少年のために適
切な配置と育成医療（薬物治療など）を判決します。
2015年には、およそ 44,000名の少年が、少年裁判
所で審理されました。
郡は、通常、少年裁判所によって配置された青少年に
ついて責任を負います。これらの少年の一部は、郡
の少年施設に収容されます。しかし、裁判官が、そ
の少年が、法令に挙げられている特定の重大な犯罪
（例えば、殺人、強盗、および特定の性犯罪）を犯し
たしたことを認める場合、その裁判官は、その少年
を州の少年施設に収容することができます。州法は、
通常、郡がこれらの州の施設に青少年を収容する費
用の一部を支払うことを義務づけています。州の少
年施設から釈放された少年は、通常、郡の保護監察
官によって地域社会で監督されます。 

成人裁判所での青少年。特定の状況では、14歳以上
の年齢のときに犯した犯罪で告発された少年は、成
人裁判所で審理され、成人の判決を受刑する場合が
あります。（14歳になる前に犯した犯罪を告発された
人物については、少年裁判所で彼らの事件の審理が
行われなければなりません。）そのような事件は、以
下の三つの方法のひとつで、成人裁判所に送られる
場合があります。

• 自動的に犯罪の重さに基づく。少年が、その犯
罪をさらに重大にしている特定の特殊事情（被
害者を拷問したことでも告発されている、など）
を伴う、殺人または特定の性犯罪で告発される
場合、その少年は、成人裁判所で審理されなけ
ればなりません。 

• 犯罪および犯罪歴に基づいた検察官の裁量権で。
少年が、重大な犯罪歴がある、および /または（殺
人などで）法令に挙げられている特定の犯罪で
告発されている場合、検察官は、直接成人裁判
所に告発を提出することができます。検察官は、
犯罪が犯された時に 14歳または 15歳だった場
合より、16歳または 17歳だった少年について
のより多くの事件で、この能力があります。

• 審理に基づいた裁判官の裁量権で。検察官は、
少年裁判所の裁判官が、少年が成人裁判所に送
致されるべきかどうかを決定する審理を要求す
ることができます。犯罪が犯された時に 14歳
または 15歳だった青少年については、その犯
罪は、法令に挙げられている特定の重大な犯罪
の 1つでなければなりません（殺人、強盗、ま
たは特定の性犯罪など）。犯罪が犯されたときに
16歳または 17歳だった少年については、検察
官は、この成人裁判所での審理をあらゆる犯罪
について求めることができますが、一般的には、
より重大な犯罪について、または重大な犯罪歴
のある少年についてのみ要求します。 

毎年、比較的少数の少年が成人裁判所に送致されま
す。例えば、2015年には、600名未満の少年が成人
裁判所に送致されました。審理に基づいた裁判官の
裁量で、100名未満の少年が成人裁判所に送致され
ました。残りは、彼らの犯した罪の重さに基づいて、
または彼らの犯罪および /または犯罪歴に基づいて検
察官の裁量で、自動的に成人裁判所に送致されまし
た。
18歳未満のときに成人裁判所で有罪判決を受けた少
年は、一般的に、彼らの刑の最初の部分のために、州
の少年施設に収容されます。これらの少年が 18歳に
なると、彼らは、一般的に、州刑務所に送致されます。
しかし、それらの判決が、彼らが 21歳になる前に完
了することが可能な、十分に短いものである場合、彼
らは完全な刑期を州の少年施設で刑に服します。州
は、成人裁判所で有罪判決を受けた少年の州の少年
施設での収容経費全部を支払います。刑期を満了し
た後、これらの少年は、通常、州の仮釈放監察員によっ
て、地域社会で監督されます。 

犯罪者の刑期。仮釈放。 
少年犯罪の審判と量刑手続き。 

州民発案による憲法改正および法令。
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提案
本法案は、仮釈放検討の対象となる受刑者の数を増
やし、CDCR（California州矯正リハビリテーション部）
に受刑者への承認の判決を裁定する権限を与えるよ
うに州の憲法に修正を行うものです。本法案は、ま
た、少年が成人裁判所に送致される前に少年裁判所
で審理されることが必要になるように州法への修正
を行うものでもあります。私たちは、これらの条項を、
以下により詳しく説明します。
非暴力的犯罪者に対する仮釈放の検討。本法案は、「非
暴力的重罪」の犯罪で有罪と宣告されている人物に、
彼らの主要な犯罪についての完全な刑期を服役した
後に、仮釈放検討についての資格をもつようにする
ために州の憲法を修正します。このために、BPH（仮
釈放審理委員会）は、これらの人物を、余罪または
拡大判決に関係する何らかの追加の刑期に服する前
に、釈放するかどうかを決定することになります。 

本法案では、CDCR（California州矯正リハビリテー
ション部）がこれらの修正を実行するための規定を
採択する必要があります。本法案および現行法には、
どの重罪犯が非暴力的と定義されるかを明記してい
ませんが、この解釈では、非暴力的重罪犯は、特に
暴力的であるとして法令に定義されていないあらゆ
る重罪犯を含むことを想定しています。2015年 9月
現在、州刑務所には、本法案の仮釈放検討規定によっ
て影響を受ける人物が、およそ 3万名いました。本
法案の下では、さらに、毎年およそ 7,500名の人物が、
仮釈放検討のための資格があると州刑務所に認めら
れることになります。上記の修正によって影響を受
ける人物は、現在、仮釈放および /または釈放につい
て検討される前に、およそ二年間刑務所で服役した
者です。私たちは、本法案の下で、これらの人物が、
仮釈放および /または釈放について検討される前に、
およそ 1年半服役することになると試算します。
承認を裁定する機関。本法案では、また、州の憲法も、
CDCR（California州矯正リハビリテーション部）で、
善行の、および社会復帰訓練の成果または教育の成果
が承認された受刑者に承認（クレジット）を裁定する
権利を与えるように修正します。当部門は、それらの、
現時点で承認される資格のある人物に増加した承認
（クレジット）を裁定し、現時点では承認される資格
のない人物に承認（クレジット）を裁定することが
できるようになります。結果として、CDCR（California
州矯正リハビリテーション部）は、受刑者が獲得で
きる承認（クレジット）の数を増やすことができる

ようになり、刑務所で服役する刑期を削減すること
になります。 

少年送致審理。本法案は、少年が成人裁判所に送致
される前に、彼らは送致されなければならないかど
うかを判断するために、少年裁判所で審理されなけ
ればならないように州法を修正します。結果として、
少年が成人裁判所で審理される唯一の方法は、審理
する少年裁判所の裁判官がその少年を成人裁判所へ
送致すると決定する場合のみになります。特定の重
大な犯罪を犯していると告発された少年は、もはや
自動的に成人裁判所で裁判を受けることはなくなり、
どの少年も検察官の決定のみに基づいて成人裁判所
で裁判を受ける可能性はなくなります。さらに、本
法案では、検察官は、少年が（1）14歳または 15歳
のときに州法に掲げられた特定の重大な犯罪（殺人、
強盗、および特定の性犯罪など）を犯している、ま
たは（2）少年が 16歳または 17歳のときに重罪を
犯しているとして告発されている場合についての審
理の送致を求めることのみが可能であることが明記
されます。これらの条項によって、成人裁判所で審
理させる青少年の数は少なくなります。 

財政的影響
本法案は、州および地方政府に様々な財政的影響を
有しています。しかし、これらの影響の規模は、本
法案の条項がいかに確かに解釈され、実行されるか
にかかっています。依って、私たちの以下の試算には、
かなり大きい不確実性があります。

非暴力的犯罪者に対する仮釈放の検討
州の正味節約金額。非暴力的犯罪者の範囲内で、本法
案の仮釈放検討規定によって服役期間を短くすると、
刑務所の収監人数のサイズが減少するにしたがい、州
の経費を削減することになります。節約のレベルは、
BPH（仮釈放審理委員会）が釈放するよう選択する
人々の数に大きく依存しています。最近の BPH（仮
釈放審理委員会）の特定の非暴力的犯罪者について
の仮釈放検討の経験に基づいて、この規定を進行中
の財政的効果は、毎年数千万ドルの州費の節約にな
ると試算しています。これらの節約は、BPH（仮釈
放審理委員会）がより多くの仮釈放検討を実施する
ための追加費用によって多少相殺されることになり
ます。
本法案は、また、近いうちに（1）仮釈放検討の資格
のある、現在刑務所にいる犯罪者の釈放による追加
的な節約、および（2）それ以外の場合、より早く刑

提案 犯罪者の刑期。仮釈放。 
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務所から釈放された人々を監督するための仮釈放の
経費が加速されるために、一時的な財政的影響をも
生じさせます。 

郡の経費の加速。本法案は、刑務所から釈放された
後に郡の保護監察官によって監督される一部の人々
を早期に釈放することになるため、本法案は、近い
うちに保護観察下の人々の規模を増大させる可能性
があります。本法案がない場合でも、郡は、将来こ
れらの保護観察費用を最終的に被ることになります。 

刑務所の受刑者に対する承認（クレジット）
の判決
州の正味節約金額。CDCR（California州矯正リハビ
リテーション部）が追加の承認（クレジット）を人
物に交付裁定する範囲内で、本法案は、刑務所の収
監人数を下げる結果として州経費を削減することに
なります。節約のレベルは、CDCR（California州矯正
リハビリテーション部）によって削減される平均の
判決期間がどれくらいになるかに依存しているので、
非常に不確実です。当部門が、数週間の単位で受刑
者の服役平均期間を減らすために十分な承認（クレ
ジット）を交付した場合、本法案によって、州は最
終的に毎年二、三千万ドルの節約になる可能性があ
ります。しかし、当部門が異なった決定を行った場合、
節約金額は、かなり高額になるか、または低額にな
る可能性があります。本法案では、刑務所から釈放
された後に郡の保護監察官によって監督される一部
の人々を早期に釈放することになるため、本法案は、
一時的に仮釈放の人々の規模を増大させる可能性が
あります。しかし、州は、本法案がない場合であっ
ても、これらの仮釈放の経費を最終的に被ることに
なります。
郡の経費の加速本法案は、刑務所から釈放された後
に郡の保護監察官によって監督される一部の人々を
早期に釈放することになるため、本法案は、近いう
ちに保護観察下の人々の規模を増大させる可能性が
あります。本法案がない場合でも、郡は、将来これ
らの保護観察費用を最終的に被ることになります。 

成人裁判所での少年の起訴
州の正味節約金額。本法案の送致審理の要件が、成
人裁判所で審理され有罪判決を受ける少年の数を少
なくする場合、本法案には州へのいくつかの財政的
効果があります。第一に、それらの少年がもはや刑
務所で過ごす時間が無くなるため、または彼らの釈
放後、州の仮釈放監察員によって監督されることが

なくなるため、州刑務所および仮釈放の経費が削減
されます。さらに、少年裁判所の手続きじは、通常
成人裁判所の手続きより短いため、本法案は、州裁
判所の経費を削減することになります。これらの節
約は、本法案によって影響を受ける少年は、概して、
州の少年施設でずっと長い期間を過ごすので、増加
する州の少年の司法経費によって部分的に相殺され
ることになります。（前述したように、 これらの少年
を州の少年施設に収容する経費の一部は、郡によっ
て支払いを受けることになります。）全体として、私
たちは、上記の効果から州に得られる正味節約金額
は、毎年数百万ドルになると試算します。
郡の経費。成人として審理され有罪判決を受ける少
年が少なくなった場合、本法案は、また、郡にもい
くつかの財政的影響をもたらします。第一に、上記
で検討したように、郡は、これらの少年を州の少年
施設に収容する経費の一部を支払う責任を負います。
さらに、郡の保護観察部は、これらの少年が釈放され
た後の監督について責任を負うことになります。少年
裁判所の手続きは、通常、成人裁判所の手続きより
短いので、上記の郡の経費は、節約金額の一部によっ
て相殺されることになります。例えば、これらの少年
についての法廷手続きに関与する郡の行政機関、例
えば地区司法長官、一般市民擁護者、および郡の保
護観察部などは、仕事量の縮小が実現されます。全
体として、私たちは、上記の影響からの郡の純経費は、
毎年数百万ドルになると試算します。 

その他の財政的影響
本法案は、様々な方法で犯罪率に影響を及ぼす可能
性もあります。一方では、本法案によって犯罪者が
刑務所で過ごす時間が短くなり、地域社会でより多く
の時間を過ごすことになた場合、これらの犯罪者は、
そうしなければそれほどにも早期に犯さなかったで
あろう追加の犯罪を犯す恐れがあります。もう一方
で、本法案は、より多くの犯罪者を、彼らが今後罪
を犯す可能性を減らす教育的プログラムおよび社会
復帰訓練プログラムに参加するように導く可能性が
あります。上記の要因の正味の影響力は不明です。 

本法案に賛成または反対するために結成された委
員会のリストについては、http://www.sos.ca.gov/
measure-contributions をご覧ください。委員会の 

献金トップ 10 リストにアクセスするには、 
http://www.fppc.ca.gov/transparency/top-contributors/ 

nov-16-gen-v2.html をご覧ください。

犯罪者の刑期。仮釈放。 
少年犯罪の審判と量刑手続き。 

州民発案による憲法改正および法令。

提案

57
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提案 犯罪者の刑期。仮釈放。 
少年犯罪の審判と量刑手続き。 
州民発案による憲法改正および法令。57

 提案 57の賛成意見  

 提案 57の賛成意見に対する反論  
提案 57の執筆家は真実を述べていません。粗暴犯罪者に
適用される法案は、犯罪を増大し、安全性を低めます。反
対票を投じてください。 
実態：提案 57は、被害者に薬を飲ませて性的暴行を加え
た強姦犯は非暴力なので、早期仮釈放を許可します。 
実態：提案 57は、以下を含む、乱暴で恐ろしい犯罪で有
罪判決を受けた多数の犯罪者にこれら早期仮釈放の権利を
与えるように、CALIFORNIAの憲法を修正します： 
意識を失った状態で性的暴行を受けた被害者、性的奴隷制、
凶器による攻撃、14歳に対するわいせつ行為、人質行為、
増悪犯罪による負傷。
追加の実態：
• 何千人という危険な犯罪者が早期に釈放されています。
私たちはその代価を払っています。昨年、暴力犯罪率は
10%、強姦率は 37%に上昇しました。• 提案 57は危険な
犯罪者の即時釈放を認可します。• 以前に、殺人、強姦及
び児童性的虐待で有罪判決を受けた者は早期釈放の資格を
得ることになります。• 何千人という危険な犯罪者を釈放

することは資金の節約になりません。犯罪の増大による人
的損失のほかに、郡や市は警察、保安官代理、犯罪カウン
セラー及び裁判所の拡大など雇用を増やさざるを得なくな
ります。• 提案 57 は、有権者によって制定された強硬な法
案、3回ストライク法及び Marsy’s Lawである犯罪被害者
の権利章典の重要な規定をひっくり返します。 
弱体化する Californiaの防犯法は常識のレベルを超えてし
まいました。Californiaの憲法を修正して、犯罪者の権利を
強めるようなことはしないでください。 
犯罪被害者、警察、保安官、裁判官及び検察官は提案 57
への反対票を要請します。 

HONORABLE JAMES ARDAIZ、裁判長
第 5地区上訴裁判所（退職） 
SANDRA HUTCHENS、保安官 
Orange郡 
COLLENE THOMPSON CAMPBELL、設立者 
Memory of Victims Everywhere 

提案 57に賛成票を投じてください 
California公共安全のリーダー並びに犯罪の犠牲者は、提案
57は危険な犯罪者を刑務所に閉じ込め、少年や大人の受刑
者を更生させ、さらに納税者の数千万という税金を節約す
るリソースに焦点を当てるので、2016年の公共安全及び
更生法令の提案 57を支持します。 
過去数十年間にわたって、Californiaの刑務所人口は 500%
に急上昇し、刑務所費用は毎年、100億ドル以上膨れ上がっ
ています。その一方で、更生する受刑者の数は少なく、刑
務所から釈放された後に再度、法を犯す者がほとんどです。 
連邦最高裁判所は、過密で違憲な状態の刑務所人口を減ら
すように州に命令しました。現在、私たちは常識と長期的   
な解決策がないまま、数十億を無駄にし、裁判所命令によっ
て釈放された危険な囚人たちの危険にさらされ続けていま
す。これは、California住民を危険な状態にする容認できな
い結果であり、このような理由から私たちには提案 57が
必要なのです。 
提案 57は単刀直入なもので、その内容は次のとおりです： 
• 刑務所の無駄な出費を減らし、納税者の税金を節約しま
す。• 最も危険な違反者を閉じ込めます。• 主要犯罪の刑
期を終えた、非暴力で有罪判決を受けた者に対して仮釈放
の考慮をします。• 更生、善行、及び教育の節目に対して
獲得し、悪行に対して取り上げる信用体系を認可します。
• 矯正部門及び更生の長官に、これらの方針が公共安全の
保護と強化を証明するように義務付けます。• 検察官の代
わりに裁判官が、未成年を大人として起訴されるべきかを
決定し、少年体系にいる未成年の更生強化を義務付けます。 
私たちは効果があるものを知っています。より多くの受刑
者が更生すると、再度、法を犯す可能性が低くなるという

根拠があります。少年裁判所の監督下のままでいる未成年
は新たな犯罪を犯す可能性が低くなるという根拠もありま
す。提案 57は根拠に基づいた更生に焦点をあて、少年裁
判所の裁判官が、未成年を大人として起訴するべきかを決
定します。 
提案 57では、自動的に刑務所から釈放されたり、釈放さ
れる資格を得たりする者はいません。 
• 仮釈放が与えられるには、現在並びに将来の全ての受刑
者は、更生したことと一般に危険を及ぼさないことを実
証しなければなりません。• 仮釈放審問役員会はほとんど
が警察官から成り立っており、釈放の資格を決定します。
• 釈放の承認を得た者は法執行機関による監督の対象にな
ります。 
California最高裁判所がはっきりと表明するように、提案
57の仮釈放資格は「非暴力の重罪で有罪判決を受けた囚人
のみ」に適用されます。 
提案 57はずっと前に期限が切れています。 
提案 57は、少年や大人のために根拠に基づいた更生の体
系は現行体系よりも公共安全に良いものなので、その体系
に焦点をあてます。 
提案 57は納税者の税金を数千万ドル節約します。 
提案 57は最も危険な犯罪者を刑務所に閉じ込めます。 
提案 57に賛成票を投じて。 
www.Vote4Prop57.com 

EDMUND G. BROWN JR.、California州知事 
MARK BONINI、会長 
California州保護観察官長 
DIONNE WILSON、職務中に死亡した警官の未亡人
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犯罪者の刑期。仮釈放。 
少年犯罪の審判と量刑手続き。 

州民発案による憲法改正および法令。

提案

57
 提案 57への反対意見  

 提案 57の反対意見に対する反論  
提案 57に賛成票を
提案 57の反対意見は間違っています。 
提案 57は、刑務所の無駄な出費を削減して数千万という
納税者の税金を節約し、 資格ある少年や大人の受刑者を更
生することで犯罪の連鎖を断ち、危険な犯罪者を刑務所に
閉じ込めます。 
虚偽の攻撃に捕らわれないでください。提案 57は： 
• 誰でも自動的に刑務所から釈放しません。• 暴力違反
者の仮釈放を許可しません。California最高裁判所は、
提案 57の仮釈放資格は「非暴力の重罪で有罪判決を受け
た囚人のみ」に適用されると、はっきりと表明していま
す。（Brown v. 上訴裁判所、2016年 6月 6日）。刑法規第
667.5項 (c)で規定の暴力犯罪者は仮釈放から除外されて
います。• 刑法規第 290項に規定のように、性犯罪者を仮
釈放から除外するという連邦裁判所の命令を変更すること
はありません。• 被害者の権利をないがしろにしません。 
• 裁判官が重い判決を課す妨げになりません。 
提案 57は： 

• 危険な犯罪者を刑務所に閉じ込めるリソースに焦点をあ
てます。• 何千万という納税者の税金を節約します。 
• 受刑者が更生しないで刑務所から釈放された後に再度、
法を犯して体系に戻るという壊れた体系を修正します。 
• 一般と被害者の意見によって開発され、公共安全の保護
として認定された矯正及び更生部門の規則を実施します。
San Diego地区司法長官 Bonnie Dumanis—提案 57の支持
者は、刑務所への回転ドアを止めるツールを受刑者に提供
することが必要不可欠だと知っています。（Daily Journal、
2016年 7月 14日）。
そして、それによって私たちのコミュニティはより安全に
なります。 
法執行機関の当局者、犯罪の被害者、及び宗教リーダーに
ご協力ください：提案 57に賛成票を投じてください。 

EDMUND G. BROWN JR.、California州知事 
MARK BONINI、会長 
California州保護観察官長
DIONNE WILSON、職務中に死亡した警官の未亡人 

提案 57は、性的暴行、子どもに対するわいせつ行為、ギャ
ングによる銃犯罪及び人身売買で有罪判決を受けた犯罪者
による刑務所の早期釈放を可能にします。 
このような理由から、提案57は地区司法長官、保安官、警察、
法廷検察官、犯罪の被害者及び地域のコミュニティリーダー
など California法執行機関から反対されています。 
以下が実態です： 
提案 57の執筆家は「非暴力」の犯罪のみに適用されると
主張しますが、起草が乏しい法案は追従犯罪を「非暴力」
とみなし、次のような加害者による地域コミュニティへの
早期仮釈放と釈放を可能にします： 
• 中毒状態での性的暴行 • 意識不明の個人に対する性的暴
行 • 未成年に対する性交を含む人身売買 • 走行中の車から
銃撃 • 凶器による攻撃 • 人質行為 • 病院又は学校での爆弾
爆発未遂 • 心的外傷を伴う家庭内暴力 • ギャングメンバー
への銃器供給 • 身体的損傷の原因になる増悪犯罪 • 性犯罪
者としての未登録 • 放火 • 校内の銃器発射 • 14歳又は 15
歳の子どもに対するわいせつ行為 • 暴力による高齢者の不
法監禁。*一部リスト 
法案 57に反対票を投じる五つの理由は次のとおりです： 
1) 57は、州政府官僚が、受刑者が殺人、性的暴行、子ど
もに対する性的虐待及び人身売買で有罪判決を受けていた
としても、「善行」の理由で減刑にすることを認可します。
2) 57は、犯罪経歴が最悪の犯罪者でも初犯と同じように
扱われ、裁判官によって課された強固な判決を短くします。
3) 「57は、被害者を保護し、コミュニティを安全にする
ために有権者によって制定されたMarsy’s Law、「スリース
トライク法」、被害者の権利章典、California性的搾取法令
の主要条項を効率的にひっくり返します」—Susan Fisher、
前仮釈放委員会女性会長 4) 57は、被害者は、犯された犯
罪に抵抗して何度も何度も人生を送ろうとしますが、新た

な仮釈放審問によって強制的に元の人生に戻されてしまい
ます。5) 57は、より高い犯罪率にする可能性があり、以前、
殺人や性的暴行で有罪判決を受けた者など、16,000人以
上の危険な犯罪者が早期仮釈放の資格を受けるでしょう。 
最後に、提案 57は、有罪判決を受けた犯罪者の新特権や
権利が California州憲法に制定され、議会は変更すること
ができなくなります。 
間違わないでください。提案 57が可決された場合、各家庭、
各近隣地域、各学校の今日ある安全性は低下するでしょう。 
次について自問してみてください： 
無意識の状態にある個人に性的暴行を加えた犯罪者は刑務
所から早期釈放を許可されるべきでしょうか？子どもを餌
食にした 50歳の児童性的虐待者はどうでしょうか？ 
子どもの性交に関与する人身売買で有罪判決を受けた犯罪
者が、刑期を満了する前に釈放されるべきでしょうか？ 
病院、学校、又は礼拝の場で爆弾を爆発しようとした犯罪
者が、刑務所から早期に釈放されるべきでしょうか？ 
これらの質問にいいえと回答されたのであれば、地区司法
長官、法廷検察官、景観、保安官、犯罪被害者、上位裁判
所裁判官及びコミュニティリーダーの提案 57に対する反
対投票にご協力ください。 
California州の暴力犯罪は昨年、10%上昇しました。暴力
的で危険な犯罪者の早期釈放をこれ以上、許可しないでく
ださい。提案 57に反対票を投じてください。 

MARTIN HALLORAN、会長
San Francisco警察官協会 
GEORGE HOFSTETTER、会長 
Los Angeles保安官協会 
STEPHEN WAGSTAFFE、会長 
California地方検事協会 

 提案 57の反対意見  
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提案 英語運用能力。多言語教育。 
州民発案による法令。58

背景
California州全生徒の約五人に一人が英語学習者で
ある。2015年～ 2016年の間、小・中・高等学校
の California州公立学校生徒およそ 270万人は英語
以外の言語を自宅で話す。学校はこれら生徒の中か
らおよそ 140万人を英語学習者として分類してお
り、英語がまだ流暢でないとしている。英語学習者
は California州公立学校全生徒の 22パーセントを占
める。California州英語学習者の 80パーセント以上
はスペイン語を母語とする者である。
学校は英語を学ぶ全生徒を助けるべきである。公立
学校は英語学習者に数学や科学など他の科目を教え
るほかに、英語の会話と読み方を教えることを法律
で義務付けられている。全国の学校は英語専用又は
二か国語プログラムのどちらかで、英語学習者に教
える傾向がある。英語専用プログラムの場合、生徒
は英語のみを話す教師から英語並びにその他の科目
を学んでいる。二か国語プログラムの場合、生徒は
英語と生徒の母語の両方を話す教師から科目を学ん
でいる。二か国語プログラムは 3年から 6年計画で
行われているものが多く、その後は生徒は英語のみ
で教えられるクラスに出席する。生徒が英語が流暢
になっても、少なくとも一日の一部は生徒の母語で
英語学習者を教え続ける二か国語プログラムもある。 

Californiaは英語学習者に主に英語で教えることを学
校に義務付けている。英語学習者がどのように教え
られているかという一部の懸念に応えて、California
有権者は 1998年に提案 227を可決した。提案 227
は一般的に、英語学習者に英語で教えることを義務
付け、二か国語プログラムの使用を制限するもので
ある。提案 227は一般的に、英語学習者がほかの英
語専用クラスに移行する前に 1年の特別な集中英語
教育を英語学習者に提供することを公立学校に義務
付けるものである。提案 227は今日も引き続き有効
である。 

学校は特定の状況下で、二か国語プログラムを運営
できる。提案 227下では、英語学習者の保護者は自
分の子供が二か国語教育の対象になるためには学校
に出向き、権利放棄に署名しなければならない。学校
は生徒が次の 3つの条件の 1つを満たした場合にこ
れら権利放棄を承認する：(1) 英語学習者が英語のみ
のクラスに 30日間以上出席し、その生徒の教師、校
長、並びに学校区教育長全員が二か国語プログラム
で学んだ方が良いと同意する ; (2) 生徒は 10歳以上
である ; 又は (3) 生徒はすでに英語を流暢に話す。学
年あたりで 20人以上の生徒が権利放棄の承認を受け
た場合、学校は二か国語クラスを提供するか、又は
生徒がそのようなクラスがある学校に転校すること

• 公立学校に対し、学生に確実に英語運用能力を付け
させるという要件を維持する。

• 学区に、できるだけ英語を迅速かつ効果的に習得で
きる言語習得プログラムの開発に関し、保護者およ
びコミュニティに意見を求めるよう義務付ける。

• 学区に、限定的な英語運用能力しかもたない学生に、
ほぼ英語による英語教育が受けられるオプションを
提供することを義務付ける。

• 学区に、英語を母国語とする学生および英語が母国

語ではない学生の両方を対象とした二言語習得のた
めのイマージョンプログラムを確立する権限を付与
する。

• 学生の保護者 /法的後見人に、利用可能な言語習得
プログラムの中から、自分の子供に最適なプログラ
ムを選択することを許可する。 

州議会アナリストによる州および地方自治体の財政
への基本的な影響についての予測概要：
• 学区または州政府への顕著な財政的影響はない。 

立法部の分析家による分析

SB 1174（提案 58）に関する州議会による最終投票
(2014年法令、第 753章）

上院： 賛成 25 反対 10

州下院： 賛成 53 反対 26
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立法部の分析家による分析 続き

を許可しなければならない。
1998年以降、二か国語プログラムを提供する学校は
少なくなっている。提案 227が制定される前の年に
は、California英語学習者のおよそ 30パーセントが
二か国語プログラムで教えられていた。それから 10
年後、Californiaの英語学習者のおよそ 5パーセント
が二か国語プログラムで教えられていた。
教育区及び教育庁は年次計画過程でコミュニティに
参加しなければならない。州は英語学習者を含む、特
定の生徒グループを対象として提供するサービスに
ついて記載した年次計画を発行することを教育区及
び教育庁に義務付けている。学校関係者はこれらの
計画を採用する前に、保護者やその他のコミュニティ
メンバーが希望する学校運営プログラムのタイプに
ついて話し合わなければならない。 

提案
本法案は提案 227の主な条項を無効にし、以下のよ
うな英語教育についての新条 項を追加するものであ
る。 

二か国語プログラムの制限を排除する。本提案書の
下、学校は英語専用プログラムで英語学習者に教え
る義務はなくなる。代わりに、学校は二か国語プロ
グラムを含む、さまざまなプログラムで英語学習者
に教えることができる。さらに、英語学習者の保護
者は自分の子供を二か国語プログラムに登録する前
に、権利放棄書に署名する必要がなくなる。 

保護者の要求に応える地区の義務。学校は一般的に、
英語学習者のためにやりたいように独自のプログラ
ムを計画できるが、保護者が要請すれば、英語学習
者に集中英語教育を提供しなければならない。また、
教育区は保護者の要求が多ければ、英語学習者に特
定のプログラムを提供する義務がある。具体的には、 
(1) 学年あたりで 20名以上の保護者、又は (2) 全体
で 30名以上の保護者のどちらかが英語学習者のため
の特定プログラムを要求した場合、その学校は可能
な限り、そのようなプログラムを提供しなければな
らない。 

地区は英語学習者のプログラムについてコミュニ
ティメンバーに相談する義務。本提案書では、教育
区並びに教育委員会が英語学習者への教え方（英語
専用プログラム又は二か国語プログラムの使用など）
について保護者やコミュニティメンバーに相談する

義務がある。教育区並びに教育委員会は年次定期計
画過程の一貫として、この反応を求める。（地区によっ
てはこのような課題について年次計画過程ですでに
話し合っていそうだが、本提案はこれら課題につい
ての意見勧誘をすべての地区に義務付ける。）

財政的影響
本法案は州政府に対して目立った財政的影響はない。
ただし、英語学習者を教える教育区によってはその
方法を変えることになるだろう。これらの変更は地
方の費用にあまり影響はない。学校に対する法案の
プログラム及び財政的影響について以下のように討
議する。 

英語学習者に対するプログラムの重大な影響。法案
は一般的に、英語学習者の教え方を変えるように教
育区に義務付けないが、全教育区への二か国語プロ
グラムの開始又は拡大をより簡単にする。本法案の
正確な影響は、保護者や学校がそれに対してどのよ
うに反応するかによって決まる。二か国語プログラ
ムは、時間と共に、英語専用プログラムで教えられ
ていたであろう英語学習者を二か国語プログラムで
教えることで、より一般的になり得る。このような
教育区と生徒にとって、本法案のプログラムの影響
は重大であろう。
学校の継続的及び一時的費用への小規模な影響。法
案により作成又は拡大された二か国語プログラムで
は、両タイプのプログラムの年次費用のほとんどは
クラスサイズや教師の給料のような要素で、総合的
に、英語専用プログラムよりも必ずしも費用が高かっ
たり安かったりするものではない。二か国語プログラ
ムを採用する学校は新カリキュラムの開発、新教材
の購入、新カリキュラムや教材に対する教師の訓練、
及びプログラムについて保護者への通知などの一時
費用が発生する。しかし、これらの費用は、学校は
カリキュラム改正、新教材の購入、教師の訓練、及
び重要な学校問題について保護者への通告などを定
期的に行っているので、必ずしも追加費用ではない。

本法案に賛成または反対するために結成された 
委員会のリストについては、http://www.sos.ca.gov/

measure-contributions をご覧ください。委員会の献金
トップ 10 リストにアクセスするには、 

http://www.fppc.ca.gov/transparency/top-contributors/ 
nov-16-gen-v2.html をご覧ください。

英語運用能力。多言語教育 。 
州民発案による法令 。

提案

58
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提案 英語運用能力。多言語教育。 
州民発案による法令。58

 提案 58の賛成意見  

 提案 58の賛成意見に対する反論  

二十年前、California州の学校は、数十万名の子どもたちを強制的
なほぼスペイン語のみの教室に無理やり入学させていました。生
徒、彼らの保護者、および雇用主は、それらの時代に戻りたくあ
りませんが、二言語併用教育の「ロビー（圧力団体）」と教職員組合、
そして提案 58を投票用紙に載せた政治家は、戻ることを望んで
います。 

私たちは、それに反対票を入れた多くの議員の中の二人で、皆さ
んにも同様に「NO（反対票）」を投じていただくよう強くお願い
しています。 

1998年に、California州の投票権者は、子どもたちは、その保護
者が反対である場合を除き、この地域の学校で英語を教えられる
ことが必要であるという発議を承認しました。彼らは、生まれつ
き英語を話す人ではない子どもたちは、「二か国語」の授業であま
りに長くもがき続け、まったく前進しなかったのでこれを行いま
した。 

その結果は、素晴らしいものになっています。子どもたちは、何
年にもわたって長引かせられた「二か国語プログラム」に押し込
まれた時より速く英語を学習しています。彼らは、より若い年齢

でより速く英語を学習するので、記録的な数の移民の生徒たちが、
私たちの州のカレッジや大学への入学を実現しています。 

提案を支持している人々。58 は、これらのいわゆる 「語学教師」が、
二か国語授業に生徒たちが留まる限り、この地域の学校のみで職
を得られるので変更を望むものです。教師およびその労働組合が
利益を得て、子どもたちの利得にはなりません。 

提案 58は、私たちが英語を教授する方法を現代化することでは
なく、彼らの両親の願望に反して英語指導の失敗した方法を移民
者の子どもたちに押しつけることです 

提案 58は、彼らの子どもに英語 教育 を受けさせる既存の親の権
利を排除するものです。 

この見せかけの投票法案に「NO（反対）」票を投じてく
ださい。 

SHANNON GROVE、女性議員
Bakersfield 
JOEL ANDERSON、上院議員
San Diego郡 

提案 58によって、すべての生徒ができるだけ早く英語の実力
を得ることができます。 

あまりにも多くの California 州の生徒が取り残されており、可能
な限り最も効果的な指導方法で英語を学習する機会を与えられ
ていません。これは、時代遅れの、ほぼ 20年前の法律である、 
提案 227によるものであり、それは学区で英語を指導するために
使うことができる指導方法を制限しているからです。  

提案 58は提案 227を修正し、これらの制限を取り除いて、学
校が生徒の学習に役立つ最新の指導方法を使用できるようにしま
す。 

提案 58は：• 地域の学区に、それらの K–12 地域の管理および説
明責任計画の中で、確実にすべての生徒ができるだけ速く英語に
熟達するようになるのを助けるために彼らが提供する教育方法を
特定することを要求します。• 学校に、英語学習者のための構成
された英語没入法教育プログラムを提供するように要求します。
しかし、学校は、また、研究および利害関係者のアドバイスに基
づくその他の言語指導方法を採用することも可能です。• 学区は、
教育者、保護者、および地域社会からアドバイスを求めなければ
なりません。 

提案 58は、また、英語を話す人が第二言語を学習する機会を
拡大します。 

提案 58は、多言語教育を拡大することによって、元気をくじく
学校によって生徒を傷つけている障壁を取り除きます。提案58は、
生まれつき英語を話す人が、第二言語で習熟することを可能にす
るように、学区に指導プログラムを提供することを奨励します。 

• 学区は、その年間の K–12地域の管理および説明責任計画に、
英語を話す生徒に第二言語での習熟を実現する機会を提供するプ
ログラムを含めなければなりません。• 学区の非英語の選択は、
保護者、地域社会のアドバイス、および学校の言語学的ならびに
財政的資源の投入を反映しなければなりません。• 研究では、複
数の言語で教えられるプログラムに参加している生徒は、より高
い学業成績の水準を達成することが判明しています。
提案 58は、この地域の学校への地域の管理を回復します。 

提案 58では、数十年前の法律によって課された法的制約のない、

生徒の成績を向上する最も最新の 言語指導方法を地域の学区が選
択することを可能にしています。
提案 58は、私たちの子どもたち、および私たちの州のために
より良い未来をもたらします。 

世界経済は、急速に変化しています。今日では、技術によって、
最も小さい企業でも海外展開することができます。英語および第
二言語に習熟している生徒は、より多くの雇用対象となり、より
高い賃金を獲得し始め、California州の労働力をグローバル経済で
の仕事で競争するためにより良く用意されたものにします。 

提案 58は、地域の学区、教育者、保護者、および雇用主から
の広い層に基盤を持った支持があります。 

地域の学校に、それらが生徒の成績を向上させるために必要な
ツールを提供することは、一方に偏した、または政治的な問題
ではありません。提案 58は、立法機関の超党派的な投票によっ
て投票用紙に掲載されました。提案 58の、この地域の学校の言
語指導を改善するための常識改革の支持は、以下を含む広い層
の基盤があります：地域教育委員会（California州 教育委員会協
会）、教師 （California州語学教師協会、California州教職員協会、 
California州 教職員連盟、保護者 （California州 PTA）、および雇用
主（San Jose/Silicon Valleyおよび Los Angeles商工会議所を含む）。 

提案 58の改革によって、学校は、言語指導の最新の 方法を採用
することができ、それによって生徒の成績を向上させ、納税者の
税金をより良く使用することができるようになります。 

詳細情報については、以下をご参照ください  
www.SupportProp58.com。 

提案 58に「YES（賛成票）」を投じてください。 

LENORA LACY BARNES、副理事長 
California州教職員連盟 
CHRIS UNGAR、会長 
California州教育委員会協会
TANYA ZACCONE、事務局長
California州語学教師協会
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英語運用能力。多言語教育。 
州民発案による法令。

提案

58
 提案 58の反対意見  

 提案 58の反対意見に対する反論  

提案 58によって、すべての生徒が、確実に可能な限り速く英語
の実力を得ることができます。提案 58は、英語を話す人が第二
言語を習得する機会を拡大します。 

それが、提案 58が、私たちの州の教育者のリーダーおよび保護
者の主唱者 ― 教室の教師、州の PTA、学校長、および地域の教
育委員会の委員 ― そして知事 Jerry Brownによって支持されてい
る理由です。 

提案 58は、「DISHONEST TRICK不誠実な策略」ではありません。 

対抗者の「恐怖戦術」にだまされないでください。提案 58は、「必
須の Spanish-almost-onlyほとんどスペイン語のみの授業」に賛成
して英語指導を廃止するための「策略」ではありません。ここに
提案 58 が実際に主張する内容を明記します： 

• 学区は、その生徒たちに「できるだけ速く、かつ効果的に英
語習得を確実にするように考えられた」、「有効かつ適切な」言
語習得プログラムを提供しなければなりません。（教育法典、第
305(a)(1)条、および第 306(c)条）。• 「すべての California州の小
中学生は、無料の公教育および英語の公教育を提供される権利を
有する。」（教育法典 第 320条）。• 学区は、「最低限でも構成され
た英語没入法教育を英語学習者に提供しなければならない」 （教育
法典 第 305(a)(2)条）。 

証拠は、対抗者の申し立てを裏付けていません。対抗者は、提案
227は、広く成功したと申し立てていますが、アメリカの研究学
会による五年間の総合的評価は、彼らの申し立てを裏付ける「決
定的証拠はない」と結論づけました。 

教育者および保護者は、対抗する恐怖戦術を拒否するようお願い
します。提案 58の下で、地域の学区は、— 保護者、教育者、お
よび彼らの地域社会からのアドバイスによって — 彼らの生徒た
ちが可能な限り速く、英語運用能力を身に着け、そして英語を話
す人が第二言語を習得する機会を拡大するために、最も適切な言
語指導アプローチを決定することになります。 

地域の子どもたちと地域の学校をご支援ください。提案
58に賛成票を投じてください。 

JUSTINE FISCHER、会長
California州の PTA
TOM TORLAKSON、州の公共指導監督者 
RALPH GOMEZ PORRAS、会長
California州学校管理者協会

この投票法案は、SACRAMENTOの政治家による不誠実な策略で
す 

• 提案 58の公式名称は、「English Language Education（英語教育）」
です。しかし、実際には、子どもたちは、California州公立学校で
英語を教わるという要件を「撤廃する」ものです。それは、すべて、
1998年の発議である「English for the Children」、すなわち提案
227を抵抗できないほど圧倒的に通過させた有権者の皆さんをだ
ますための Sacramento市政治家による策略です。• 提案 58の最
悪の部分は、セクション 8に隠されており、そこでは California
州議会が今後改正を行うことについてのすべての制限事項を廃止
しています。これによって、議会は、簡単な大多数の投票によって、
公立学校での ほぼスペイン語のみ の指導を再構築することが可
能になり、もう一度ラテンアメリカ系の子どもたちを彼らの保護
者の希望に反するそれらの授業に押しつけるようになります。 
• この地域の公立学校で英語を教えることは、移民か非移民か、
ラテンアメリカ系かアングロサクソン系か、アジア人か黒人かを
問わず、California州保護者によって圧倒的に支持されています。
それが、政治家が人を欺くような名称を使うことによって有権者
をだまそうとしている理由です。 

「NO（反対）」票を投じて、「ENGLISH FOR THE CHILDREN（子
どもたちのための英語）」を維持してください — それは機能しま
す！ 

• 何十年間もの間、何百万人ものラテンアメリカ系の子どもたち
は、不誠実にも「bilingual education二言語併用教育」と呼ばれ
る SPANISH-ALMOST-ONLYほぼスペイン語のみの授業に押し込
まれていました。それは、教育的災害であり決して機能すること
はありません。多くのラテン系アメリカ人は、英語の読み方、書
き方、または話し方さえも学んでいません。• しかし 1998年に、
California州の投票権者は、圧倒的多数で提案 227 — 「English 
for the Children（子どもたちのための英語）」発議 — 遮へいさ
れた英語の没入法教育を移民者の生徒に提供し、彼らが学校生

活を始めるとすぐに英語を教えられることが必要である ― を通
過させました。• Stand and Deliver（金を出せ）で有名な Jaime 
Escalante、アメリカで最も成功した教師の一人が、その提案 227 
キャンペーン を名誉議長として先導し、スペイン語のみの教育的
ゲットーから California州のラテン系アメリカ人を救いました。 
• それは機能しました！四年以内に、California州の移民の百万
人以上の生徒のテストの得点は、30％、50％、または 100％に
までも上昇しました。• 主要な新聞はすべて、全国紙のNew York 
Times までもが、新しい英語没入法教育システムは巨大な教育的
成功であると言明しました。•前 Oceanside統合教育区教育長は
三十年間、二ヶ国語教育について間違った考えを持ってき彼が
三十年間、二言語併用教育について間違った考えをもってきたこ
と、そして英語没入法教育の国の主唱者になることを発表しまし
た。•「English for the Children（子どもたちのための英語）」が
通過して以来、名門のカリフォルニア大学システムへの入学を取
得するために十分高い点数を取るラテン系アメリカ人の数が莫大
に増加しました。• 提案 227は、California州学校で非常によく
機能したので、問題全体が、二言語併用教育の活動家を除き、ほ
ぼすべての人々によって忘れられました。現在、彼らは必須の
ほぼスペイン語のみ の授業の復元ができるようになるように、有
権者の皆さんを策略にかけようとしています。 

「NO（反対）」票を投じて、「English for the Children（子どもたち
のための英語）」を維持し、Jaime Escalanteの California州移民の
小中学生教育的遺産を守ってください。 

詳細については、以下の私たちのサイトをご覧ください
www.KeepEnglish.org 

RON UNZ、議長
子どもたちに英語を 
KENNETH A. NOONAN、 
前Oceanside 統合教育区教育長
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公式名称及び要約 司法長官作成

提案 法人。政治的支出。 
連邦憲法上の保護。 
議会懸案事項に関する質問。  59

背景
政治的運動費。多くの人々、企業、労働
組合、およびその他の集団は、政治的運
動で投票権者の決定に影響を及ぼすため
に金銭を費やします。この費用には以下
が含まれます：
• 直接的献金。人々は、直接、候補者、
政党、および委員に金銭を提示する
ことができます。これらの直接の献
金には、連邦、州、および地域の制
限の対象になります。場合によって
は、連邦法は直接の献金を認めてい
ません。例えば、企業および労働組
合は、連邦政府機関のための候補者
に直接金銭を提供することはできま
せん。

• 独立した支出。個人は、彼または彼
女が候補者または選挙運動との連携
なしで投票権者 に影響を及ぼすた
めに金銭を支出する場合、「独立した
支出」を行います。例えば、人々に
候補者に投票するよう主張するラジ
オコマーシャルを作成する人物は、
そのコマーシャルが候補者の選挙運
動に関係なく作成された場合、独立
した支出を行っていることになりま
す。 

米国憲法によって守られている 独立した
支出。2010年より以前、連邦法は、企
業および労働組合の、連邦選挙での独立
した支出を行う能力を制限していました。
一部の California州の地方自治体には、

• カリフォルニア州の選出議員が、最高
裁判決Citizens United vs. the Federal 
Election Commission を覆す、連邦憲法
の改定を提案および承認する権限を行
使すべきかどうかを尋ねる。   

• Citizens United判決では、法人および
組合による政治献金に特定の制限を課
す法律は違憲であるとされた。 

• 提案された修正は、法人が個人と同等
の、憲法で保障された権利を有すべき
でないことを明確化する旨を明言する。

州議会アナリストによる州および地方自
治体の財政への基本的な影響についての
予測概要：
• 州政府や地方自治体への直接的な財政
的影響はない。

立法部の分析家による分析

SB 254（提案 59）についての州議会による最終投票 
（チャプター 20、2016年の法令）
上院： 賛成 26 反対 12

下院： 賛成 51 反対 26
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立法部の分析家による分析 続き

地域の選挙に同様の法律がありました。
2010年に、米国最高裁判所は、Citizens 
Unitedの判例で、会社および労働組合に
よって行われる独立した支出は、憲法の
下に保護されている言論のひとつの形で
あると判決しました。この判断と関連す
る判決に基づいて、政府は、企業や労働
組合が独立した支出を行う権利を制限で
きません。この宣告は、連邦、州、およ
び地方自治体に適用されます。 

憲法を変更するための二段階の手続き。
憲法は、二段階の「修正」手続きによっ
て変更することができます。この手続き
の下で、下記のように、議会、州立法機
関、および — 議会によって招集された場
合 — 憲法制定会議が、憲法を改正する
役割を果たします。憲法が、1789年に法
律になって以来、この手続きを通して 33
の改正が提案されて、27の改正が承認さ
れています。
• 第一段階：議会行為。憲法を修正す
る手続きは、議会での、（1）憲法へ
の修正または改正を提案する、また
は（2）少なくとも 34州の州立法機
関が当該の会議を要請した後に、憲
法制定会議を招集する、のどちらか
によって始まります。憲法制定会議
によっていかなる修正も提案されて
いません。

• 第二段階：州の行為。それが法律と
なるには、少なくとも 38州が、提
案された修正案を承認しなければな
りません。議会からの指示に応じて、
州は、州立法機関または州レベルの
会議のどちらかによって提案された

修正案を承認します。歴史的に、唯
一の修正 — 第 21条修正、即ちアル
コール飲料の販売の禁止令を廃止す
る修正 — が、州立法機関によってと
いうよりはむしろ州レベルの会議に
よって承認されています。

提案
提案 59は、California州の選出された公
職者は、 — 憲法修正などの — 彼らの憲法
上の権限のすべてを、以下に対して使用
しなければないことを要請しています：
• Citizens Unitedと関係する判決の効力
を取り消す。 

• 政治的選挙運動費の規則および限度
を認める。 

• 個人が政治的意見を発表することが
できることを保証する。

• 企業は、人民と同じ憲法の権利をもっ
てはならないことを明確にする。

提案 59は、諮問法案のみです。それには、
国会または California州議会議員による特
別な行為を必要としません。

財政的影響
本法案は州政府および地方政府への直接
的な財政的影響はありません。
本法案に賛成または反対するために結成され
た委員会のリストについては、 http://www.sos.
ca.gov/measure-contributionsをご覧ください。
委員会の献金トップ 10リストにアクセスする
には、http://www.fppc.ca.gov/transparency/top-

contributors/nov-16-gen-v2.htmlをご覧ください。

法人。政治的支出。 
連邦憲法上の保護。 

議会懸案事項に関する質問。

提案

59
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提案 法人。政治的支出。連邦憲法上の保護。 
議会懸案事項に関する質問。  59

 提案 59の賛成意見  

 提案 59の賛成意見に対する反論  

提案 59は何もしない。 

支持者さえもが、本法案が意味するのは「合衆国議会にメッ
セージを送る」ことでしかないことを認めている。 

彼らは、企業が「我々の経済において重要な役割を担っている」
ことを認めている。 

議会は最高裁判所の判定を覆すことで自らの責務を果たし、
無意味な法案を投票にかけて、合衆国議会が言論の自由を制
限するよう働きかけることを止めるべきである。 

企業は金銭を寄付する。労働組合は金銭を寄付する。人々は
金銭を寄付する。彼らがそれを行うのは、自分が好む候補者
を支持し、好まない候補者に反対するためである。 

提案 59の支持者は、人民に対し、「選挙に影響を行使する目
的で候補者や他者によって集めて費やされる金銭に対し、妥
当な限度を設ける権利が付与されるべきだ」と言う。 

その妥当な限度は誰が決めるのか？ 

合衆国議会か？ 

この議会か？ 

政府が機能する方法を変革したいと望んでいる人々や組織の

声を沈黙させる権限を現在在職の政治家に与えても本当に良
いのか？ 

提案 59には法的効力がない。それは何もしない。 

我々全員が、最高裁判所の判定に同意見だったことがある。
我々全員が、他の判定と意見を異にしたことがある。 

唯一、民主党員、共和党員、無所属の有権者が同意できるこ
とは、最高裁判所は政治を超越しているべきであり、勝者や
敗者を選ぶことから超越しているべきだということだ。 

提案 59は、自らの意志を多数者に強要しようとする選ばれた
少数による政治的声明なのである。何ももたらさない諮問法
案を投票にかける代わりに、議会は透明性を重要視し、人民
のための仕事に着手すべきである。 

提案 59に反対票を投じるべきだ ...それは何もしない ...それ
は何の意味ももたない。
JEFF STONE、州上院議員 
第 28区 
K.H. ACHADJIAN、州下院議員	
第 35区

政治から巨額の金銭を除外して、人民の人民による人民のた
めの政府を再建するために提案 59に賛成票を投じていただき
たい。 

企業や億万長者が我々の選挙を買収し続けることは許される
べきではない。
しかし、まさにそれこそが、米国最高裁判所が破滅を招く
Citizens United対 FEC の判決で行ったことなのである。この
誤った判決によって企業に対し人間と同じ「権利」が付与さ
れ、企業が選挙に無制限の金銭を費やすことが可能になって
しまったのだ。最近の他の判定では、億万長者が 1回の選挙
で費やすことのできる額を制限する長年の法律が覆された。 

その結果、企業やそれらの億万長者の所有者が、前例のない
ほど多額の金銭を選挙に費やし、選挙の結果が自らに有利に
なるように仕向けることができるようになっている。 

企業や億万長者は、選挙において Californiaの有権者よりも大
きな発言力を持つべきではない。企業は、選挙の結果に影響
を及ぼし、我々の声を聞こえにくくするために多額の金銭を
費やしている。 

最高裁判所は間違っていたため、是正されなければならない。 

企業は我々の経済において重要な役割を担っている。しかし
企業は人民ではない。企業は投票したり、具合を悪くしたり、
国のために戦争で命を落としたりしない。憲法は人間を守る
ために起草されたのであって、企業のために起草されたので

はない。最高裁判所によって認められた企業に対する権利は、
彼らが有権者、消費者、労働者、小企業の所有者としての実
際の人民の声を排除することを許すものである。 

我々人民には、選挙に影響を行使する目的で候補者や他者に
よって集めて費やされる金銭に対し、妥当な限度を設ける権
利が付与されるべきである。 

合衆国議会が米国憲法の修正案を通過させ、この腐食した政
治的出費に終止符を打つため、ぜひ提案 59に賛成票を投じて
いただきたい。 

Californiaの有権者には、投票法案を用いて州と地方政府を改
善するよう指示した前例がある。提案 59は、きわめて重要な
問題についてこれを実施することを可能にする。 

実質的な選挙運動財政改革は、国中から生じる草の根の支持
の高まりがなければ実現しない。我々も一端を担い、提案 59
に賛成票を投じよう。
合衆国議会に今すぐ行動を起こして我々の民主主義を強化す
るよう、メッセージを送信しよう。 

提案 59に賛成票を投じてください。 

BEN ALLEN、州上院議員	
MICHELE SUTTER、協働創設者 
Money Out Voters In 
KATHAY FENG、エグゼクティブディレクタ 
California州コモンコーズ
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法人。政治的支出。連邦憲法上の保護。 
議会懸案事項に関する質問。

提案

59
 提案 59の反対意見  

 提案 59の反対意見に対する反論  

人を欺く反対派の脅し戦略にだまされてはならない。 

提案 59に賛成票を投じるべきだ。その理由は、最高裁判所の
悲惨なCitizens United 判決を覆さなければ、我々は、企業や
富裕な特別利益団体が選挙を買収することを防止するのに必
要な改革を決して制定することができないからだ。 

反対派は、Citizens United 判決を覆すことは、修正条項第 1
条で規定される権利に影響が及ぶと信じさせようとしている。
Citizens United 判決が覆されることに恐怖を感じる必要があ
るのは、我々の選挙をコントロールしようとしている巨額の
資金力を持つ利益団体のみである。 

企業は人間と同じ権利を持つべきではない。企業には、選挙
をコントロールするために無制限の金銭を費やすことが許さ
れるべきではない。しかし、CITIZENS UNITED の判定が彼ら
に許しているのは、まさにそのような行為なのだ！それは、
企業や組合による政治出費の限度を排除した。 

民主党員、共和党員や無党派の有権者が、Citizens United の
判決は憲法の修正によって覆されるべきであることに同意し

ている。提案 59に賛成票を投じ、合衆国議会に行動を促すべ
きだ。 

Citizens United の判決を覆すことで、選挙の主役を一般のア
メリカ人の手に取り戻す、有意義な選挙運動財政の改革への
道が開かれることになるのだ！提案 59に賛成票を投じること
で、合衆国議会に対し、我々人民は、選挙期間中に我々の声
を聞いて欲しいと考えているという明確なメッセージが送り
つけられることになる。 

反対派に騙されてはいけない。企業や億万長者が我々の選挙
を買収し続けることが許されるべきではない。 

政治から巨額の金銭を除外して、人民の人民による人民のた
めの政府を再建するために提案 59に賛成票を投じていただき
たい。 

MARK LENO、州上院議員 
MICHELE SUTTER、協働創設者
Money Out Voters In 
KATHAY FENG、エグゼクティブディレクタ
California Common Cause 

提案 59は納税者の時間とお金の完全な無駄である。 

議会は、Sacramentoの選挙運動財政の改革を求め、特別利益
団体の権限を抑制することを求めると表明するために、拘束
力を持たないこの諮問法案を投票にかけたが、これが実際に
そのようなことを実現することは一切ない。その代わりに議
会は、企業として法人設立することを選ぶ小企業やその他の
人々に対して言論の自由が適用されるべきではないと論じて
いる。本法案では、以下の事柄が未達成となる。 

• 候補者および選出された公職者に対する企業献金を禁止し
たり制限することができない。 

• 候補者や選出された公職者に対する労働組合による献金を
禁止したり制限することができない。 

• 政党に対する企業献金を禁止したり制限することができな
い。 

• 政党に対する労働組合による献金を禁止したり制限するこ
とができない。 

その代わりに、提案 59は、米国憲法修正条項第１条を修正す
るよう California州の議員に働きかけるものである。次の内容
を保証し保護する修正条項第 1条に、この議会に本当に手を
つけてほしいというのか？ 

• 信教の自由に関するう権利 
• 言論の自由に関する権利 
• 出版の自由に関する権利 
• 平和に集会し、他者と連合する権利 
• 政府に対して請願する権利 

提案 59の支持者は、「企業は人民ではない」と主張する。し
かし、多くの教会は法人として設立されている。新聞やテレ
ビ局ネットワークは法人として設立されている。Facebook、
Googleや Twitterは法人として設立されている。Common 

Cause、League of Women Votersや American Civil Liberties 
Union (ACLU) といった組織さえもが法人として設立されてい
る。人々は、単に法人設立されている企業や組織に関与する
ことを選択したからといって、憲法によって規定されている
権利を喪失すべきではない。 

我々の投票は無意味で拘束力を持たない法案によって無駄に
されるべきものではない。 

このような法案はこれまでで初めてのことかもしれないが、
賛成票を投じれば、これが最後になることは間違いなくない
であろう。代わりに反対票を投じれば、議会に次のような明
確なメッセージを送りつけることになる。 

• 我々のお金を無駄にするのを止めよ。本法案による納税者
に対する負担額は 50万ドル以上である。 

• 何ももたらさない無意味な法案によって我々の投票用紙を
無駄にするのを止めよ。 

• 1年を通して、政治献金を受理した 24時間以内にそれを開
示することを開始せよ。 

• 自らの責務に着手せよ。崩壊した教育制度を修復せよ。破
損した道路を修理せよ。市民を犯罪から保護せよ。 

アメリカまたは Californiaにおける政治の現状を誰も好ましい
と感じていない。だが、提案 59は単に自己満足感を満たすた
めだけの法案であり、政治に費やされる金銭の開示を高める
ために何もなさない。 

提案 59には反対票を投じるべきだ。それは何もしない。
JEFF STONE、州上院議員
第 28区
KATCHO ACHADJIAN、州下院議員 
第 35区
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公式名称及び要約 司法長官作成

提案 成人向け映画。コンドーム。衛生条件。 
州民発案による法令。60

立法部の分析家による分析

背景
California州ははアダルト映画産業の主な拠点である。
Los Angelesの San Fernando Valley（アダルト映画の長
期制作所）や California州のその他の場所で制作されて
いる。（アダルト映画は「ポルノグラフィー」とも呼ば
れる）。多数のメディア会社がここでアダルト映画を制
作しており、そのほとんどは消費者がインターネット上
で閲覧するものである。アダルト映画の出演者の中には
制作、財務、またはコンテンツの配給を行う独自のビジ
ネスを持つ者もいる。これらのビジネスには、出演者が
自身のビデオや写真を宣伝するウェブサイトおよびソー
シャルメディアプラットフォームも含まれる。
州法は労働者の安全衛生を保護する。州法は職場での危
害から従業員を保護するためにさまざまな要件を雇用主
に課す。州の労働安全衛生部（Cal/OSHA）は職場の危
険から作業員を保護するために規制を強化する。州知事
により指名される州役員会は、これらの職場安全衛生の
規制の採択および更新の責任を負う。アダルト映画の撮
影現場にいる出演者、およびディレクターやカメラオペ
レーターなどのその他の作業員は、そこでの作業中にさ
まざまな健康上および安全上の危険に晒される可能性が
ある。これらは典型的な健康上および安全上の問題（作
業場の不適切な応急処置用品など）から、映画での演技
中の、特に精液のように、感染の可能性のある体液との
接触など、アダルト映画の撮影現場に特有のその他のリ
スクまでさまざまである。
Cal/OSHAはすでにアダルト映画におけるコンドームの使
用を義務付けている。Cal/OSHAは特定の体液への暴露
を職場の危険とみなす。これは血液やその他の特定の体
液との接触を通じて感染者から健康な人々に広がるクラ
ミジア、B型肝炎やヒト免疫不全ウィルス（HIV）など
の危険な性感染症（STI）のためである。そのため、現
行の州規制では通常雇用主に職場での特定の体液との接

触を防ぐために保護具を従業員に提供し、それを使用さ
せることを義務付けている。これらの規制を強化する中
で、Cal/OSHAは出演者にアダルト映画撮影現場でのコ
ンドームの使用を義務付ける。Cal/OSHAは通常、告訴
に応えることでこれらの規制を執行する。2014年から
2015年の 2年間の間に、Cal/OSHAは 4つの制作会社
をこれらの規制への違反で召喚した。
Los Angeles郡法はアダルト映画におけるコンドーム
の使用を明確に義務付けている。2012年 11月に、
Los Angeles郡は、同郡内のアダルト映画撮影現場での
性交時に出演者にコンドームの使用を明確に義務付ける
投票法案（法案 B）を承認した。
業界の慣行はさまざまである。現在出演者にコンドーム
の使用を義務付けるかまたは許可しているアダルト映画
制作会社もある。しかし、州や地方の規制にも関わら
ず、その他のプロデューサーや出演者は、アダルト映画
をコンドームや他の保護具を使用せずに制作したがって
いる。この業界の一部では、代わりに出演者が危険な感
染症にかかっていないことを確認する目的で一般的な性
感染症テストが使用されている。

提案
図 1に要約される通り、提案 60は California州 労働法
に同州内のアダルト映画撮影現場における職場安全衛生
に関連する追加要件を導入する。この法案は「出演者が
実際に陰茎による膣または肛門への挿入を行う」アダル
ト映画撮影現場における性交に具体的に適用される。
コンドームを具体的に義務付けるために州の労働法を明
確にする。この法案は既存の職場安全衛生規則のいくつ
かの主な条項をアダルト映画産業に具体的に適用する方
法を明確にする。この法案は（血液や特定のその他の体
液との接触の予防に関する既存の一般的な職場安全衛生

• 成人向け映画の出演者に、性交場面の作成中はコン
ドームを使用することを義務付ける。

• 製作者に、出演者が性感染症関連のワクチン接種、
テスト、健康診断を受ける費用を支払うことを義務
付ける。

• 成人向け映画の製作者に、州の衛生ライセンスを取
得し、映画製作現場にコンドーム要件を掲示するこ
とを義務付ける。

• 違反を犯した製作者、映画作成にかかわる金銭的利
害を有する特定のディストリビューターおよび出演
者、ならびに製作者が違反していると知りながら出
演者を紹介したタレントエージェントに対し法的責
任を課す。

• 州、製作者、すべての州民にあらゆる違反に対処す
ることを許可する。

州議会アナリストによる州および地方自治体の
財政への基本的な影響についての予測概要：
• 州政府および地方自治体の税歳入が、年間数百万ド
ル削減することが見込まれる。

• 成人向け映画製作者にライセンス取得を義務付け、
規制し、職場の安全衛生規則を施行することで、州
政府の歳出は年間百万ドル超の増加が予想される。
これらのコストは、新しく制定する手数料歳入によ
り一部相殺される。
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規制とは対照的に）、アダルト映画制作者が出演者にコ
ンドームを提供しそれを使用させることを義務付ける具
体的な要件を労働法に導入する。この法案には、消費者
に配給される映画の中でコンドームが目に見える必要は
ないと記されている。ただし、アダルト映画制作者は出
演者が実際にコンドーム .を使用したことを証明しなけ
ればならない。
アダルト映画制作者に関するその他の要件。この提案は
アダルト映画制作者に 2年ごとに Cal/OSHAの認可を受
けること、およびアダルト映画を制作する際には必ず
Cal/OSHAに通知することを義務付ける。アダルト映画
制作者は Cal/OSHAにこれらの新たな要件を処理するた
めの料金を支払う。さらに、アダルト映画制作者は出演
者の仕事に関連する性感染症の予防ワクチン、性感染症
テスト、および健康診断の費用を負担することを義務付
けられる。この法案はアダルト映画制作者に新たな要件
を遵守していることを示す記録を保管することも義務付
ける。
執行期日の延長。現行法では、Cal/OSHAは職場での違
反時から調査を完了して召喚状を発行するまで、通常
6ヶ月間の期限がある。この提案はこれらのアダルト映
画の違反に関する執行活動を違反がみつかった日または
みつかるはずだった日から 1年以内に開始できるように
する。 

特定の職場安全衛生への違反に対する法的責任の拡張。
アダルト映画制作所に加え、この法案ではアダルト映画
配給業者およびタレントエージェントにもこの法案によ
り法律に導入される職場安全衛生規定への違反に対して
法的責任が課されることになる。この法案はこれらの要
件への違反に対する金銭的罰則も定める。
規制違反に対して個人が訴訟を起こすことができる。こ
の法案では、California州居住者は誰でも Cal/OSHAにア
ダルト映画の職場安全衛生の違反疑惑について対処する

よう要請することができる。Cal/OSHA
が限定された期間内に特定の行動を取
らない場合は、その人物はアダルト映
画制作者に対して民事訴訟を起こすこ
とができる。その個人が勝訴した場合、
彼または彼女はかかった訴訟費用を取
り戻すことができ、その訴訟で被告が
支払う罰金の 25パーセントを受け取
ることができる。残りは州に支払われ
る。この法案には、アダルト映画の出
演者や従業員には、これらの個人が映
画に財務上の利害を持たず、映画のプ
ロデューサーではない場合には罰則が
適用されないことが規定されている。

財政的影響
税収が低減する可能性。業界関係者はこの法案の規制の
拡大と要件の執行に対してさまざまな対応を取る可能性
がある。アダルト映画産業の一部は法案を遵守するであ
ろうが、その他は California州の外に移転することを選
ぶかもしれない。アダルト映画制作者の一部はここでア
ダルト映画の制作を続けながら、州と地方の法執行を逃
れようと試みる可能性もある。California州におけるア
ダルト映画の賃金と事業所得はおそらく減少すると思わ
れ、その結果、この法案は州と地方の税収を年間数百万
ドル減少させることになると見込まれる。 

規制・執行費用と歳入。現州政府はこの法律を実施する
には年間 100万ドル以上が必要になると見積もってい
る。費用の大半はアダルト映画制作に新たに課される料
金により賄われる。罰金による歳入は州の一般財源に計
上される。
その他の公共予算効果。この法案は California州政府に
その他の財政的影響を与える可能性がある。例えば、ア
ダルト映画産業の雇用の減少により、健康サービスプロ
グラムまたは社会サービスプログラムに関する州経費ま
たは地方経費が僅かに増加する可能性がある。またこの
法案は性感染症を減少させる可能性もあり、それにより
公的資金による保健プログラムの州経費または地方経費
を多少とも軽減させることになるかもしれない。全体と
して、公的資金による保健・社会サービスプログラムへ
の正味の影響は恐らく僅かなものであろう。

本法案に賛成または反対するために結成された 
委員会のリストについては、http://www.sos.ca.gov/

measure-contributions をご覧ください。委員会の献金トッ
プ 10 リストにアクセスするには、http://www.fppc.ca.gov/

transparency/top-contributors/nov-16-gen-v2.html 
をご覧ください。

図 1

提案 60 はアダルト映画産業に追加要件を導入する見込み

• California州の労働法に特定のコンドーム要件を追加することにより、既存の職場安全衛
生規則を明確にする。

• アダルト映画制作者は認可を得ること、またアダルト映画の撮影について州に情報を提
供することを要件とする。

• アダルト映画の職場安全衛生の執行期限を延長する。

• いくつかのアダルト映画職場規則への違反行為について配給業者およびエージェントに
責任を負わせられるようにする。

• 場合によってはアダルト映画の職場安全衛生への違反行為について California州の居住者
がプロデューサーに対し民事訴訟を起こせるようにする。
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 提案 60の賛成意見  

提案 60 は、作業員にとって危険であり、あなたのような有権
者に費用がかかるものです。この主導権は、主要な政党すべ
てが反対するものです。 

ひとつの特別利益団体が提案 60の草案に多額を投じ、選挙活
動に資金援助しています。この特別利益団体が提案から利益
を得ているのも不思議ではないでしょう ? 彼らは、アダルト
映画の出演者に不利な訴訟を数多く提訴できる権限が与えら
れ、特別な罰金を着服できるのです。撮影現場の誰もが訴え
られる可能性があります。 

提案 60は、成人向け映画を制作する成人向け映画の出演者
を訴える資格を California州民全員に与えます。怪我をした作
業員であってもです。彼らが受ける可能性のある虐待やハラ
スメントが想像できますか ? そして費用です。無党派立法部
の分析家（LAO）の推定によると、California州納税者は「数
百万ドル」の費用が課せられるというのも不思議ではありま
せん。 

特別利益団体が十三ページにおよぶ複雑な主導権に数百万ド
ルを費やすと、欠陥や問題のある法案がマイナスの効果を与

えるときに生じます。現状の作業環境を悪化させさえするも
のです。 

提案60の反対票は増えています。Equality California, APAC (最
大独立出演者組織 ) および LA LGBT センターなどの公衆衛生
や市民権組織を含みます。CALIFORNIA 民主党と CALIFORNIA 
共和党は、提案 60に反対です。 

提案 60 は、ひとつの特別利益団体が資金援助することに「賛
成か反対か」を求めるものです。作業員の安全方針は、すべ
ての作業員にわかるように記載されるべきものです。提案 60
に反対票を投じてください。 

詳細は、Californians反パワーハラスメント DontHarassCA.com
をご覧ください。 

RACHEL "CHANEL PRESTON" TAYLOR、 アダルトパフォーマー弁護
委員会委員長 
JERE INGRAM、 CIH、 CSP、 FAIHA、 California 職務安全と健康基
準委員会前議長 
MARIE LOUISE "NINA HARTLEY" LEVINE、 看護学士

 提案 60の賛成意見に対する反論  

解雇を避けるために健康が危険にさらされるべきではありま
せん !

提案 60 に賛成票を投じてください。そうすれば、California 
のアダルト映画の出演者を病気から守ることができます。ポ
ルノプロデューサーは、出演者に安全な作業環境を提供する
ことを拒否しています。その結果、数多くの出演者が深刻で
命にかかわる疾患にかかっています。Californiaのアダルト映
画産業で働く出演者に安全かつ健康的な職場環境を提供でき
るよう、ポルノ製作者に説明義務を負わせるときです。 
1992年以来、Californiaで制作するアダルト映画におけるコ
ンドームの使用が法律で定められています。 Cal/OSHAによ
ると、 「コンドームはアダルト映画作業員を HIV やその他の
性感染症から守るために必要です。」提案 60 は、現行の法
律の抜け穴を封じ、執行を改善することで、ポルノ製作者は 
California の他の産業に適用される同様の仕事場を保護する法
律に対する説明責任を容易に果たすことができます。提案 60 
は、アダルト映画の出演者だけでなく、アダルト映画の制作者、
ディレクターや代理店の説明責任を負わせるものです。 

米国医師協会、米国公衆衛生協会、その他の主要な医療およ
び公衆衛生機関は、アダルト映画でのコンドームの使用を支
援しています。しかし、ポルノ製作者は、あからさまにこの
法律を無視しています。撮影時にコンドームを使用すると、
利益に影響が出ると批判します。コンドームで自身を守りた
いというアダルト映画の出演者を解雇しブラックリストに登
録しています。 

ポルノ製作者が法律を順守しなければ、出演者は HIV、 梅毒、
クラミジア、淋病、ヘルペスやヒト・パピローマウイルス (HPV)
にも感染します。科学的研究のよると、アダルト映画の出演
者は一般人口よりも性感染症を発症する確率がはるかに高い
という結果が出ています。大きなコミュニティでまん延しが
ちな疾患の多くは、近年、アダルト映画業界で報告されてい
ます。

ポルノ製作者は、アダルト映画の出演者は疾患のテスト済み
だと言います。しかしテスト（出演者の支払い）は、適切で
はありません。これは、性感染症を時宜にかなった方法で効
果的に特定するものではありません。コンドームは、重要な
ひとつの対策になります。スタッフの安全のために提案 60に
賛成票を投じてください ! 

ポルノ製作者が規定に従った方法を拒否するので、自分で支
払っています。HIV の治療にかかる費用は、一生涯に渡り、ひ
とりにつき五十万ドルにおよびます。この業界によって、HIV 
の治療費だけで、California の納税者は $1000万の支払いを
強いられます。さらに納税者は、これに関連する疾患の治療
に毎年多額の税金を支払っています。 

特に既存の法律の強化が早急に必要です。アダルト映画業界
は収益増に四苦八苦しているからです。結果としてポルノ製
作者は、コンドームの使用をこれまで以上に拒否します。提
案 60 は、健康衛生当局に必要な法強制ツールを提供し、法律
を執行し、アダルト映画出演者が適切に保護されるようにし
ます。 

ポルノ製作者は、若手の女性・男性出演者を長期にわたり利
用してきました。これらの California の出演者を保護する法律
に違反し続けるポルノ製作者を許してはならないのです。こ
れは公平性と責任の問題です。詳細は FAIR4CA.org をご覧く
ださい。 

提案 60に賛成票を投じてください ! 

CYNTHIA DAVIS、 M.P.H.、 取締役理事
AIDSヘルスケア基金 

GARY A. RICHWALD、 M.D.、 M.P.H.、 前ディレクター 
Los Angeles郡性感染症プログラム 

DERRICK BURTS, HIV-感染者、前アダルト映画出演者 
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 提案 60の反対意見  

提案 60に反対票を投じてください。欲深いポルノプロデュー
サーです。コンドームを使用せずに出演を強要し、アダルト
映画の出演者の安全性や健康の危険を脅かす行為は日常的に
行われています。最近の研究では、四分の一の出演者が性感
染症に感染したと報告されています。解雇を避けるために深
刻な疾患にかかる危険にさらされるべきではありません ! 

アダルト映画業界の 利益より先に安全性の確保 するという法
律違反は、よく報告されています。California 安全健康衛生当
局の Cal/OSHAは、アダルト映画でコンドームの使用が義務付
けられているにもかかわらず、これに違反するポルノ製作者
は後を絶たず、これらに対する判例引用には多額を発行して
います。 

しかし Cal/OSHA 当局は、抜け穴や施行制限によってしばしば
拒否されてきました。提案 60 は、現行の Cal/OSHAの抜け穴
を封じ、執行を強化します。これは公平性と責任の問題です！ 

提案 60は、次を含む多数の医療及び公衆衛生団体が支持して
います：
• California 州立看護師組合 

• California 予防医学アカデミー 
• Southern California 職業安全と健康連合 
• 米国産科婦人科学会地域 IX 
• 米国性健康機関 
• Beyond AIDS 
• California コミュニティ統一機関 
ポルノ製作者は、出演者を長期間、虐待してきました。出
演者は、建築作業員、農作物業者、看護師やその他多数の
California の従業員がすでに満足している環境と同じ職場環境
で安全と健康が守られるべきです。 

提案 60に賛成票を投じてください。 

JEFFREY KLAUSNER、 M.D.、 M.P.H.、 教授 
UCLA 薬学科
PAULA TAVROW、 Ph.D.、 ディレクター 
UCLA Bixby 人口増加健康プログラム
AMANDA GULLESSERIAN、 創設者
国際エンターテイメント同盟 (IEAU) 

提案 60に反対票を投じてください。特別利益団体が多額の
資金にアクセスし、政治活動に援助する場合に生じることで
す。この 13ページにおよぶ法案は、よく起案されておらずい、
CALIFORNIA 民主党と CALIFORNIA 共和党が反対した今年度
の主導権のみです。California 自由党も提案 60に反対してい
ます。 

反対者は、作業員の安全性に関するものだと思わせたいので
す。ただし、提案 60 は、州の独立したすべてのアダルト映画
出演者 で、支払い債務のあるメンバーが登録する組織のみが
反対するものです。California州務長官への手紙の中で、Adult 
Performer Advocacy Committee（成人向け映画出演者擁護委員
会）会長、Chanel Preston氏は主導権は出演者の健康と安全に
とって危険であると、表明しています。 

提案 60 はまた、Californiaエクイティ、トランスジェンダー
法センター、エイズプロジェクト Los Angeles、Los Angeles 
LGBTセンター および San Francisco AIDS基金を含む市民権
と公衆衛生組織の多くが反対しています。    

提案 60 は、 Valley商工業協会 (VICA)などのビジネスリーダー
が反対しています。 

反対者は、作業員の安全性に関するものだと思わせたいので
す。しかし、前例のない訴訟による大儲けの状況が作られる
ことによって、納税者に「数百万ドル」を課し、出演者の安
全を脅かすという、法案の本当の影響を隠蔽します。 

主導権は、提案者と 3,800万人の CALIFORNIA州民全員が、
成人向け映画出演者、負傷さえした出演者、セットクルー、
及びケーブル並びに衛星テレビ会社を含む成人向けコンテン
ツを制作又は配信する人々に対して直接、提訴を起こすこと
を許可する新たな訴訟の私権を作ります。California州の他の
労働者はこの方法で訴えられることはありません。提案 60に
反対票を投じてください。
事実は次の通りです。

• California州の無党派財政アドバイザーによると、提案 60
は、教育や医療、図書館、警察、消防などに費やすことが
できる「数百万ドル」を毎年、納税者に課す可能性がある
ということです。  

• 究極的には、公判弁護士の投票法案である、提案 60は、
California州民全員に、LGBT出演者を含む成人向け映画出
演者、セット作業員、ケーブル並びに衛星テレビ会社を含む、
成人向けコンテンツを制作又は配信する人々に対して訴訟
を起こす権利を与えます。主導権の推定法的責任は、将来、
California州で制作されるケーブルテレビの成人向け映画の
全てにも適用される可能性があります。

• 提案 60 は、アダルト映画出演者を強要し、本名や住所を
含む個人情報を開示 させることがあります。 

• 州の職員には、アダルト映画を「審査」する必要が生じます。 
• 指名された提案者は州の代理人として「宣誓就任」するこ
とが許可されており、議会だけが投票によってこの職位か
ら外すことができます。 

• 自宅で制作した映画を配信する夫婦が訴えられる可能性も
あります。

提案 60は納税者に数百万ドルを課し、労働者のプライバシー
に違反する可能性があり、皆さんのような納税者が保護する
州の代理人に提案者がなる可能性があります。 

これが、出演者、ビジネスリーダー、CALIFORNIA 民主党や
CALIFORNIA 共和党に賛同し、提案 60に反対票を投じる理由
です。 

MARK LENO、 上院議員
11区
JAY GLADSTEIN、 M.D.
内科 /感染症 

JESSICA YASUKOCHI、 副社長
Valley商工業協会

 提案 60の反対意見に対する反論  
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立法部の分析家による分析

経歴
処方薬のための国家の支払い
州はさまざまな異なる州のプログラムのもとで
処方薬に支払いをしています。一般的に、州が
特定の州の集団に医療や健康保険を提供するプ
ログラムのもとで処方薬を支払います。例えば、
州は Medi-Calプログラムを
通じて、州の低所得住民や
州内の雇用者や退職者へ医
療保険を通じて処方薬の支
払いをを行っています。宗
派また、刑務所の受刑者の
健康管理や、それらの処方
薬費用も含め支払いを行っ
ています。
州は様々な方法で処方薬費
用を支払っている。一部の
ケースでは州が医薬品メー
カーから直接処方薬を購入
しています。他のケースで
は、州はそれらの直接的な
購入者ではないにもかかわ
らず、処方薬の費用を支
払っています。例えば、州
は薬局や特定の州のプログ
ラムに加入している個人に

より購入された薬剤のコストを小売薬局に払い
戻します。
州の年間薬品支出は合計で 2014-15年でほぼ 38
億ドルになりました。図 1に示されるように、
州はさまざまなプログラムのもとで 2014-15年
にほぼ 38億ドルを処方薬に費やしました。州の
ファンドは州全体の処方薬費用のほぼ半分を支

• 州政府機関に、連邦法の規定による場合を除
き、米国退役軍人事業部門が医薬品購入に支
払い最低額を超える価格で、製薬会社から処
方薬を購入することを禁じる。

• 州政府機関自身が医薬品を購入していなくて
も、処方薬の最終支払者が州政府機関である
すべてのプログラムに適用される。

• Medi-Calの資金によるマネージドケアプログ
ラムで使用される処方薬の購入は除外される。

州議会アナリストによる州および地方自
治体の財政への基本的な影響についての
予測概要：
• 州政府がどの程度経費を節減できるかは、（1）
本法案実施にかかる課題がどのように対処さ
れるか、（2）かかる条項および医薬品の価格
設定に対する製薬会社の対応によって異なる。

 図 1

年間州薬品出費 a

2014–15,	全資金源

代理店 / プログラム 提供対象
薬品出費 b

( 単位 :- 百万ドル )

Medi-Cal 州の低所得住民 $1,809c

公務員退職システム 公務員、扶養家族、及び退職者 1,328d

California大学 学生、診療所、および入院患者 334

矯正 受刑者 211

公衆衛生 HIV陽性の保険加入済みの人 57

州病院 州病院患者 35

発達サービス 発達センターの住民 8

California州立大学 学生 4

  合計 $3,786 

a この図では比較的小さな処方薬支出の国家機関やプログラムは除外してあります。
b 記載されている金額には代理店またはプログラムの処方薬支出の額を下げる、割引やリベートなども含まれます。
c Medi-Calによるケア薬品の支出は含まれていません。
d 地方公務員の支出は除外してあります。
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払い、残りは連邦及びその他の州以外の収入で
支払われます。

一般的な処方薬の価格
実際に支払っている薬品価格はしばしば「リス
ト価格」と異なる。米国で販売された処方薬は
自動車用メーカー希望小売価格 (MSRP)に似た
リスト価格があります。薬品の購入者は、しば
しば価格を交渉し、殆どの場合割引を受けます。
結果として、処方薬に支払われた最終価格は概
してそのリストの価格よりも低くなっています。
さまざまな支払者が同じ処方薬品に対し異なる
価格で支払っています。殆どの場合、すべての支
払者からある特定の処方薬に支払った単一価格
というものがありません。その代わり、売手と買
手の交渉の結果を反映して、違う支払い者が定
期的に同じ薬品に対して異なる価格を支払って
います。例えば、California州ヘルスケア省 (DHCS)
や California公共保健などの州立の機関などのよ
うに、二つの別々の保険会社は同じ薬品に対し
て異なる価格を支払っているでしょう。 

処方薬のために支払った価格は多くの場合、機
密保持契約の対象となっています。処方薬の購
入契約は、多くの場合、合意された価格の公表
を禁止することを意図している守秘条項を含ん
でいます。その結果、政府機関などの特定の機
関によって支払われた処方薬の価格は、一般に
利用できないことがあります。 

州の処方薬の価格
処方薬の価格を削減するための州の戦略。
California州当局は処方薬に対して支払う価格を
下げるために、さまざまな戦略を追求していま
す。ある特定の戦略はプログラムの構造やどの
州のプログラムが薬品に対して支払いをするか
によって異なります。例えば、複数の California
州の部署が共同でメーカーとの薬価を交渉しま
す。単一の大きな団体として交渉することによ
り、より低い薬価を交渉することができます。他
の週の戦略は、これらのメーカーの薬を処方す
る医師の全体的な管理の負担軽減と引き換えに、

医薬品メーカーからの割引を交渉します。

米国退役軍人省 (VA)処方薬価格
VAは退役軍人に医療を提供。VAは全国の約
九百万名の退役軍人へ総合的な医療を提供して
います。そうすることにより、VAは一般的に VA
の医療受給者に提供する処方薬を購入します。
連邦処方薬の支出を削減するためのプログラム。
連邦政府は VAを含む選別された連邦政府の支
払者によって処方薬に支払う価格に上限を置く
ディスカウントプログラムを設立しています。こ
のプログラムは一般的に民間の支払者が利用可
能なものよりも低価格になります。 

VAは医薬品メーカーや販売会社から追加割引を
取得します。上記の連邦政府の割引プログラム
に加え、VAは多くの場合、製薬会社または販売
者にほかの連邦機関が支払う価格よりもさらに
追加の割引を交渉します。メーカーや販売者は、
VAの患者に対して迅速に提供できる薬品と引き
換えにこれらの割引を提供しています。
VAはそれらの処方薬の価格情報の一部を公開し
ています。VAは VAが購入し、支払われた処方
薬の価格のリストの公共データベースを保持し
ています。VAによれば、データベースは一部の
処方薬は関して、追加の割引を受けているため最
低価格を表示しているわけではないということ
です。VAは交渉した価格の公表を禁止する、特
定の薬品購入契約に含まれている機密保持条項
などのためこの価格情報をデータベースで公開
することはできません。 

提案
州の処方薬購入の上限を設定する法案。本法案で
は一般的に全ての割引は同じ薬品に対して、VA
や California州機関が割引なども含めて得た最終
的な最低価格よりも、州機関が多く支払うこと
を禁止します。
法案は州が処方薬の支払者になるたびに適用さ
れます。本法案の州の処方薬の上限は州がどのよ
うに処方薬を支払おうとも適用されます。例え
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ば、州が処方薬をメーカーから直接購入しても、
州のプログラムの加入者に薬局が提供したもの
を払い戻したとしても、適用されます。 

法案ではその薬品価格設定要件から一部の州
最大のヘルスケアプログラムを除外していま
す。州の Medi-Calプログラムは州の低所得住民
にも総合的な健康保険を提供しています。州は
Medi-Calを二つの別の提供方法で運営していま
す :フィー・フォー・サービスシステム (およそ
Medi-Calプログラムの 25%に提供 )と、管理医
療システム (およそ加入者の 75%に提供 )。法
案はフィー・フォー・サービスシステムに適用
されますが、上記の薬価要件から管理医療シス
テムは除外されます。 

DHCSは州機関が法案の薬価要件に準拠している
ことの確認を要求します。本法案は DHCSに州
機関が、薬品ごとに VAにより支払われた最低価
格よりも同様またはより少ない価格を支払って
いるか確認することを要求しています。

財政的影響
VAが支払った処方薬の最低価格よりも高い価格
を支払うことを禁止することにより、州は薬品コ
ストの削減を実現できる可能性があります。し
かし、大きな不確定要素は (1)法案の施行による
最低価格要件 と (2)医薬品メーカーが市場にど
う対応するか ということがあります。以下の懸
念を議論しています。

潜在的な施工の課題は財政の不確実性を
呼びます。
一部の VA薬価情報は公共的にアクセス出来ない
おそれがあります。本法案では薬品ごとに VAが
支払った最低価格以上を州が支払うことが無い
ように要求しています。前述したように、VAの
処方薬価格の公共データーベース情報は 常に VA
が支払った最低価格を特定しているわけではあ
りません。これは、少なくとも一部の薬品に対
して、VAは公共データーベースに示されたもの
よりも低い価格を交渉しており、そしてその価

格情報の機密を保持しているからです。VAは連
邦の情報開示法 (FOIA)の要求にも関わらず、そ
の最低価格を機関 - DHCSのような - に開示する
かどうかは不確実です。FOIAの除外規定には企
業機密情報や金融機密などが含まれ、VAのこれ
らの機密価格情報を州に開示することができな
い可能性があります。
VAの薬価の機密性は州の法案施行能力を損なう
可能性があります。もし VAがこれらの薬価情
報を秘密にしておくことが法的に許される場合、
DHCSがすべてのケースに対して VAが同じ薬品
に対して支払った最低価格と同様もしくはそれ
以下を実現できているかを評価することが難し
くなります。これは、州の法案施行能力を制限
することになります。しかし、法案実施の課題
に対処するために、裁判所はしばしば州機関に
法案の糸と実行が一致するように裁量を与える
ことがあります。例えば、裁判所は州が VAによ
り支払われている既知の 最低価格を超えない価
格で薬品に支払うことができるようになります。 

VAの薬品最低価格の機密性は削減できるものの、
潜在的な州のコスト削減がなくなるわけではあ
りません。少なくとも一部の VA最低価格の潜在
的な機密性は減りますが、州の処方薬支出に関
連したコスト削減を生み出す法案の可能性は排
除するわけではありません。価格情報は一部の
VAの処方薬最低価格には利用できない場合があ
りますが、公的に利用可能な VAの薬価情報は歴
史的に California州機関が支払う価格よりも低く
なっています。特定の薬物のための VAの公的に
利用可能な薬剤の価格は、California州機関やメー
カーによって支払われた価格よりも低い状態に
提供することを選択する限り、法案は、州が処
方薬に関連したコスト削減を達成するの	手助け
になるでしょう。 

医薬品メーカーは潜在的な削減を制限す
るように反応するでしょう。
法案の影響下では、医薬品メーカーの反応が大幅
に財政的影響を与える可能性があります。それ
らの製品の利益レベルを同等に維持するために、
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製薬会社はおそらく法案の影響を軽減する措置
を取るでしょう。性や期外者が法案に対応して行
動を取る可能性がある主な理由は、州医療プロ
グラムの処方薬の価格を連邦法がどのように規
制するかということに関連しています。(Medi-Cal
は California州の医療プログラム )連邦法は、す
べての州の医療プログラムに対して処方薬の最
低価格をほとんどの米国の公共または民間の支
払者に対して提供しています (VAのような一部の
支払者を除く )。もし法案が意図するように特定
の California州機関が VA価格を受け取った場合、
これは新たな VA価格の薬価制限すべての 州の医
療プログラムに設定するでしょう。結果として、
この法案は VAの有利な薬価を国内の数千万人に
も及ぶ人々の保険プログラムに拡張することが
でき、製薬会社の利益を保護するための行動に
対して圧力をかけることができます。 

以下に可能性のあるメーカーの対応二つを示し
ています。(メーカーは最終的に、有利な VAの
価格で一部の薬品を提供しながら、両方の戦略
を追うかもしれないことを注記します。)

• 製薬会社が VAの薬品価格を引き上げる可能
性があります。本法案が、州が支払うこと
ができる価格を VA価格に上限にすることに
よって、製薬会社は VA価格をの価格を引
き上げることもできます。これで製薬会社
は利益の現象を最小限に抑えながら、州機
関へ処方薬を提供し続けることができるで
しょう。メーカーはこの方法で対応する必
要があり、州の処方薬支出に関連する削減
額は減少するでしょう。 

• 製薬会社は一部の薬品に対して、州に最低
VA価格を提供することを拒むでしょう。本
法案は製薬会社に最低 VA価格で州に処方薬
を提供する要件を定めていません。むしろ、
本法案は 州 が取ることのできるアクショ
ンを制限しています (つまり、処方薬の最
低 VA価格より多く支払うことを禁止してい
る )。従って、もしメーカーが VA価格の有
利な価格を California州機関に拡張しないよ

うに決定したとして (上述したような結果
を回避するため )、製薬会社は VAによって
購入されている一部の薬品の提供を断るこ
とができます。このような場合、これらの
薬品はほとんどの州の支払者に利用できな
いでしょう。その代わり、州は製薬会社が
VA最低価格または VAが購入していない薬
品に対して支払うことを制限するでしょう。
(しかしながら、連邦法を遵守するために、
Medi-Calは法案の価格制限を無視して、メー
カーが VA価格同様またはそれ以下で提供す
るかどうかにかかわらず処方薬に支払いを
するかもしれません )。州が法案の価格要件
を満たしながら、実際に現在の州によって
支払われるものよりも高価であること、そ
れらのために支払うことができる薬が制限
される場合がありますので、このメーカー
の反応は、法案の下で潜在的な州の削減を
減ら減らすことになるでしょう。 

総合的な財政の影響の概要
上述のように採用された場合、本法案は、年間の
州の支出削減を生み出すでしょう。しかし、削
減額は (1) 法案の施行の課題にどのように対処す
るか (2)法案に対する製薬会社の市場に対する反
応の不確実さ などの理由から、不確実です。結
果として、この法案での財政的影響は不明です。
比較的少ない影響から、大規模な年間支出の削
減まで、多くの可能性があります。例えば、法
案が総合的な州の処方薬の支出を数%下げた場
合、毎年数千万ドルにもなるでしょう。

本法案に賛成または反対するために結成され
た委員会のリストについては、http://www.sos.
ca.gov/measure-contributions をご覧ください。
委員会の献金トップ 10 リストにアクセスする
には、http://www.fppc.ca.gov/transparency/top-

contributors/nov-16-gen-v2.html をご覧ください。
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 提案 61の賛成意見  

 提案 61の賛成意見に対する反論  

第一人者は、提案 61は医薬品の価格を何とかして低下させる
だろうという提案者の申し立てを拒否しました。実際、専門
家は、提案 61は医薬品の価格を増大させると警告します。 
41,000人の医師を代表する州最高の医療組織、California医
療協会は次のように述べました： 

「Californiaの医師たちは処方薬の購入能力について深く懸念
していますので、本法案について評価したところ、深い欠点
と実行不可能な点があるという結論に達しました。我々は、
本法案は州の処方薬の価格を低下させるのではなく、増大さ
せる可能性があると信じています。」 
無所属で、名高いCalifornia州議会議員分析家は、提案 61は「処
方薬の（州）経費を上げる可能性がある。」と、言います。 
California納税者協会は、提案 61は、新官僚機構とお役所仕
事を課し、無数の訴訟原因になり、納税者に数百万の負担が
かかるので、反対しています。 
California州の部門、外国戦争の退役軍人退役軍人 (VFW) は、
この提案は連邦退役軍人問題部門に与えられた特別割引を危
うくし、退役軍人の医薬品価格を増大させるので、提案 61に
対する反対を要請しています。 

本法案の裏には誰がいるのでしょうか？ 

提案 61は、処方薬の年間売上 10億ドルと HMOの運営をも

たらす組織の社長、Michael Weinstein氏が書き上げました。
同氏のグループはキャンペーン基金として数百万を費やして
います。しかし、彼は医薬品の価格設定条項から自分の組織
を免除しました。自分で従いたくない、欠点だらけの発案の
承認を California住人に求めるべきではありません。 

提案 61は以下を含む、100以上の CALIFORNIA組織が反対
しています：  
• Vietnamアメリカ人退役軍人、California州議会 • California
納税者協会 • 外国戦争の退役軍人退役軍人 (VFW)、California
州部門 • California NAACP • 産婦人科医合衆国議会 
(ACOG)—地区 IX/CA • California医療協会 

提案 61は深い欠点があり、高い費用がかかります。反対票を
投じてください。 
www.NoProp61.com 

STEVE MACKEY、会長 
Vietnamアメリカ人退役軍人、California州議会 
WILLIAM M. REMAK、議長 
California C型肝炎特別専門委員会 
ALICE A. HUFFMAN、会長 
California NAACP 

人々の病気や苦悩から膨大な利益を得ている製薬会社が道徳
問題なのではありません。処方薬の値段高騰が生死に関わる
重大問題なのです。治療方法があるにもかかわらず、C型肝炎
で亡くなるアメリカ人の数は、その他の感染病で亡くなる方
の数よりも多くなっています。その理由ですか？料金を制御
する製薬会社はほとんどの患者の手の届かない、錠剤あたり
$1,000以上を請求しています。 

製薬会社の理不尽な例は価格つり上げだけではありません : 
• 感染防御の一般的な錠剤の値段が一晩で $13.50から $750
に上がり、それは約 5000%の増大になっています。• 広く使
われている専門薬の平均年間費用は $53,000と推定されてお
り、それは国の平均世帯収入（$52,000）よりも高く、平均
年間社会保障費用 $15,000の約 3 1/2倍になっています。 
• ある抗がん剤の費用は一年 $300,000 です。 

製薬会社は人々よりも利益を、患者の治療よりも株主への還
元を重視しています。人命救助の薬の値段が高過ぎて患者が
買うことができないため、何千人もの人々が亡くなっていた
ら、奇跡を起こす意味があるでしょうか？  
California州薬価救済法である提案 61は、製薬会社の
価格つり上げに抵抗します。そして、それによる救命が期待
されます。その詳細は次のとおりです：この法令は、連邦退
役軍人問題部門（DVA）が同じ医薬品に対して支払う価格以上
の製薬会社と交渉するように California州に義務付けます。 

なぜ退役軍人局なのでしょうか？メディケアと異なり、DVA
は医薬品の価格を交渉し、ほかの政府機関よりも平均して 
20～ 24%、メディケアパート Dよりも最大 40%低く支払っ
ています。医薬品の価格救済法は、California州が、納税者の
ために同等の又はより良い取り決めを行い、それによって医
療費を数十億ドル節約できるように、何百万人の California住
民のヘルスケアバイヤーとしての権限を与えます。 

製薬会社は、この法案によってすべての医薬品の価格を低下

するようにという圧力がかかり、これによって追加利益が減
ることを知っているので、この法案反対のために 1億ドルを
費やす計画でいます。 

私たちの言葉をそのまま受け止めないでください。製薬会社
エグゼクティブのための出版物は、提案 61は医薬品の価格を
低下するための国の戦いにおける 「グラウンドゼロ」と呼び、
次のように警告しています： 

「California州の有権者がこの法案を承認したら、. . .他の州、
連邦政府、及びプライベートの [ヘルスプラン ]団体でも VA
と同じ割引率を即座に要求するようになるのは間違いありま
せん。手短に言えば、国内の製薬業界全体が価格設定の大惨
事になるでしょう。」 
しかし、製薬会社にとっての「価格設定大惨事」は苦境に立
たされている消費者にとっては同等の価格救済になるでしょ
う。 

提案 61は、州内最大のヘルスケア提供組織、California看護
師協会会員 86,000人、California州最大の退職者グループ、
AARPの会員 330万人、都市同盟、California州健康推進運動
のほか、多数の労働組合、米国進歩民主党、上院議員 Bernie 
Sanders、前連邦労働長官 Robert Reich氏のほかその他多数か
ら強い支持を得ています。 

医薬品の高価格と薬剤会社の欲に反対する戦いにご協力
ください。提案 61に賛成票を投じてください。詳細は
www.StopPharmaGreed.com をご覧ください。 

ZENEI CORTEZ、RN、共同会長 
California看護師協会会員 /全国看護師組織委員会 
NANCY McPHERSON、州ディレクター 
AARP California 
上院議員 ART TORRES、（退職）、議長 
California民主党（1996～ 2009年） 
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 提案 61の反対意見  

州による処方医薬品の購入。価格の設定基準。
州民発案による法令。

提案

61

 提案 61の反対意見に対する反論  

製薬会社は、提案 61は California州内の医薬品購入のすべて
を対象としていないので、本提案に反対していると有権者を
信じさせたいのです。それは、NRAによる襲撃銃禁止の反対
は違う種類の銃を対象としていないので反対しているのと同
様に滑稽なものです。 

製薬会社はまさに、自分の法外料金と利益の維持だけを懸念
しています！ 

歪曲で不正確な言明の期待される 1億ドルキャンペーンに騙
されないでください。提案 61に反対投票を投じることは、製
薬会社が有権者や有権者の家族から搾取させるだけです。 

有権者への表明が何であろうとも、提案 61に反対票を投じる
キャンペーンはほとんど全てが州外製薬会社から基金が投じ
られています。以下は、製薬会社がPharmaceutical Executive
のような出版物で表明していることです： 

「California州の価格設定提案が可決されれば、アメリカの製
薬業界は苦境から逃れられることはかなり明らかです  ...国内
すべての公共州の医薬品プログラムのほか、連邦メディケイ
ドやメディケアプログラムの受給者を揺るがせるでしょう。」 

製薬会社は愛国心に反して、退役軍人の医薬品価格を上げる
と脅迫していますが、それはただの脅しに過ぎません。連邦
法では、退役軍人問題部門の割引が義務付けられており、製
薬会社は親切心からくる退役軍人への医薬品割引について伝
えていません。 

以下の団体と共に提案 61を支持してください： 
• California看護師協会会員 • AARP California • 都市同盟 • エ
イズ医療財団 • VoteVets行動基金 • アジア太平洋地域保健機
関協会 • 米国進歩民主党 

提案 61だけが、一般市民による製薬会社の権限と欲に対する
戦いを可能にします。www.StopPharmaGreed.com. 

OTTO O. YANG、M.D.、科学局長 
エイズ医療財団 
CAPTAIN SHAWN TERRIS、（退職）、議長 
California民主党退役軍人集会 
NOLAN V. ROLLINS、会長 
Los Angeles 都市同盟 /California都市同盟協会 

提案 61には深い欠点があり、見かけと違って高い費用がかか
る企てです。 

提案 61は、処方薬の年間売上 10億ドル以上と HMO方針を
もたらした組織で、物議を醸している社長、Michael Weinstein
氏が書き上げ、推進しています。奇妙なことに、彼は自分が
書き上げ、推進している法案から自分のHMOを免除しました。 
• California 州外国戦争の退役軍人部門は、提案 61は退役軍
人に損害を与えると警告しています。• 41,000人の医師を代
表するCalifornia医療協会は、提案 61は患者による医薬品の
入手を削減すると警告しています。• California納税者協会は、
提案 61は新官僚機構とお役所仕事、訴訟を課し、納税者に数
百万の負担がかかると警告しています。 
提案61は88%のCALIFORNIA州住民に適用されません。しかし、
CALIFORNIA州民全員にマイナスの影響を与えます 

提案は、一部の政府職員と州の囚人を含む、特定州政府プロ
グラムの仲裁グループの患者のみが対象になります。88%
以上の California州住民が除外されます。1,000万人以上の
Medi-Cal低所得層患者、民間健康保険とメディケア加入の
2,000万人の California州住民、及びその他の数百万人—全
員が除外されます。 
提案 61は退役軍人の処方薬費用を増大させる可能性があります 

連邦退役軍人問題部門は退役軍人の処方薬に特別割引を受け
ています。本法案はこれらの割引を取り除き、退役軍人の処
方薬費用を増大する可能性があります。このような理由から、
以下を含む十数組の退役軍人グループが反対しています： 
• California州外国戦争の退役軍人部門 
• California州議会、Vietnamアメリカ退役運人 
• California州部門、米国在郷軍人会
• California州部門、AMVETS 
医師や患者の擁護者による提案 61への賛成は、必要な医薬品の
入手を分断させます 

提案 61は、患者による必要な医薬品の入手を妨げる事前承認

手続きになり、新官僚機構になるでしょう。 

提案 61に反対する主要健康推進グループは次のとおりです： 
• California医療協会 • 産婦人科医合衆国議会 (ACOG)—地区 
IX/CA • 大 California卵巣がん連盟 
提案 61は医薬品の州経費を増大する可能性があります 

提案 61は、現在、州が受けている医薬品の割引を取り除き、
年間数千万の処方薬費用を増大するでしょう。無所属の州立
法分析家は、法案は多数の処方薬に対する州経費を上げるだ
ろうと言います。 
官僚機構、お役所仕事の増大と納税者の費用高騰 
California納税者協会は提案 61に反対しています。法案はそ
の実施方法がまったく曖昧です。本法案の可決は、政府の官
僚機構、お役所仕事、訴訟原因が増え、州の機関がその実施
に苦労し、納税者に数百万の負担がかかるでしょう。 
促進者は自分の組織に特別条項を取り入れました
提案者は自分の十億ドル事業を免除し、本法案に関する訴訟
関与について自分の特別な権利を条項に取り入れました。本
法案は、彼の弁護士に実質上の白地小切手を支払うように、
California納税者に義務付けます。 

提案 61はさらにもうひとつの誤解を招きやすい、費用のかか
る投票法案です。退役軍人を苦しめ、患者が必要な医薬品の
使用を危うくし、処方薬の州経費を増大し、さらに多くの官
僚機構、お役所仕事、訴訟を加え、納税者に数百万の負担が
かかるようになるでしょう。 
退役軍人、医師、患者の擁護者、納税者グループにご協力ください：
提案 61に反対票を投じてください。 
www.NoProp61.com 

DALE SMITH、指揮官 
California州外国戦争の退役軍人部門 
RANDY MUNOZ、Latino糖尿病協会副議長 
GAIL NICKERSON、会長 
僻地診療所 California協会 
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提案 死刑。 
州民発案による法令。62

立法部の分析家による分析

経歴
死刑に値する殺人
第一級殺人は、一般的に （1）意図的かつ計
画的である （2）または特定の他の犯罪、例
えば誘拐のような犯罪が行われている間の
人間の不法殺害として定義されています。
更生保護委員会にの協議により 25年以上
後になり釈放される可能性のある終身刑に
より処罰されます。しかし、現在の州法で
は第一級殺人は死刑または法廷で「特別な
事情」が認定された時の仮釈放の可能性の
ない終身刑で処罰すると定めています。既
存の州法では、例えば殺人が金銭的な理由、
または複数の殺人を行った時などの場合説
示できる特別な事情の数を定めています。

死刑手続き
死刑裁判は二つの段階で構成されます。死
刑裁判の最初の段階は、検察官が被告が殺
人で有罪であり、特別な事情があるかどう
かを検察官が死刑判決を求めて行います。
もし被告が有罪とされ、特別な事情が証明
された場合、第二段階では仮釈放の可能性

なしの終身刑もしくは死刑が課されるべき
であるかどうかを決定します。これらの殺
人事件の裁判では州一審刑務所にコストが
発生します。また、郡はこれらの個人の基
礎と同様に余裕が無い個人のための法的保
護の費用を負担します。現在の死刑法は
1978年に California州で制定されて以来、
930人が死刑判決を受けています。近年で
は、毎年平均して 20名が死刑判決を受け
ています。
死刑判決に法的課題。現在の州法のもとで
は、死刑判決は自動的に California州最高
裁判所に控訴しています。これらの「直接
控訴」では、被告の弁護士は証拠不適切で
あったり後半から除外されているといった
州法や連邦憲法の違反が後半期間中に行わ
れていると主張しています。California州最
高裁判所が有罪判決と死刑判決を認証した
場合、被告は米国最高裁判所に判決の検討
を依頼できます。直接控訴に加えて、死刑
の場合は通常、大規模な訴訟を引き起こし
ます。まずは California州最高裁判所、そ
の後は連邦裁判所です。一般に「人身保護
令状」請願と呼ばれるこれらの異議申し立

• 殺人で有罪となった者の最高刑としての死
刑を廃止し、それを仮釈放なしの終身刑と
置き換える。

• 現死刑囚に遡及して適用する。
• 殺人罪で仮釈放の可能性なしで終身刑を科
された者は、矯正更正局による規定に従い、
収監中は就労する義務があると明言する。

• 終身刑受刑者の賃金のうち、被害者の損害
填補に適用される割合を増加する。

州議会アナリストによる州および地方
自治体の財政への基本的な影響につい
ての予測概要：
• 数年以内に州および郡の刑事司法は、殺人
事件の裁判、死刑に対する異議申し立て、
刑務所関連で、年間約 1億 5千万ドルの継
続的な節約が実現する。これらの推定額は
多様な要因によって、数千万ドル単位で上
下する可能性がある。
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立法部の分析家による分析 続き

死刑。 
州民発案による法令。

提案

62

ては直接控訴とは異なる要素を含みます。
(被告の弁護人が無能であった場合など )。
これらの訴訟 - 個人が死刑判決を受けた時
からすべての州と連邦の法的異議申し立て
手続きを終えるまで - は、Californiaでは
様々な要因により数十年もかかります。
合計で、州は現在、死刑判決の法的異議申
し立てに年間約 55百万ドルを費やしてい
ます。California州はまた、州の法務部の死
刑判決を維持しようとするために採用され
た弁護士のための費用を支払います。また、
死刑判決を受けているが法的代理人を依頼
する余裕が無い個人に法的手段を提供する
さまざまな州立機関をサポートしています。 

死刑の実行
死刑囚の生活場所。2016年 4月の時点で
1978年以来、死刑判決を受けた 930人の
うち、15名が執行済み、103名が執行前
に死亡、64名は刑を軽減され、748名は
死刑判決を維持したまま収監されています。
748名の受刑者の大半は、直接控訴や人身
保護請願手続きなどの様々な段階にありま
す。男性の死刑囚は一般的に San Quentin
州刑務所 (または死刑囚監房 )に、女性の
死刑囚は Chowchilla中央 California女性施
設に収容されています。州では、現在これ
らの受刑者のためのセキュリティを強化す
るコストに繋がるさまざまなセキュリティ
規制や手続きがあります。例えば、死刑判
決の受刑者は収容房外に出るときは手錠を
したうえで 1名または二名の看守により付
き添われています。更に、他の受刑者とは
異なり、死刑囚は現在、別の収容房に配置
する必要があります。
裁判所による執行停止。州では死刑囚の執
行に致死注射を使用しています。州の致死

注射手続きを取り巻くさまざまな法的問題
のため、実行は 2006年以降されていませ
ん。州では現在、執行を再開することがで
きるようにするための手段を開発中です。

提案
第一級殺人での死刑の廃止。本法案のもと
では、第一級殺人では死刑を宣告すること
ができないでしょう。代わりに、最上級の
刑罰は更生保護委員会による仮釈放の可能
性のない終身刑でしょう。(この投票には、
死刑を維持するが、死刑判決にかかる時間
を短縮しようとする別の法案 - 提案 66 - も
含まれています。)

死刑囚の仮釈放なしの終身刑への再判決。
本法案では、死刑判決を現在受けている死
刑囚は執行されることなく、仮釈放の可能
性のない終身刑へと再判決されることを指
定しています。本法案ではまた、California
州最高裁判所は控訴裁判所や州の裁判所に
既存の死刑判決の控訴や人身保護請願を転
送することができます。これらの裁判所は、
死刑に関連するべきでない事案 -無実の罪 -
などの問題を解決するでしょう。
収容者の仕事と犯罪被害者への支払い。現
在の州法では殺人者を含む受刑者は刑務所
にいる間、労役を課しています。州立刑務
所の規則は、これらの、あまりにも大きな
セキュリティのリスクを及ぼす受刑者をこ
れらの要件から除外することができます。
また、受刑者は犯罪被害者への弁済を行う
ために裁判所により要求される場合があり
ます。本法案では、殺人を認定された有罪
の人物は州刑務所にいる間労役を行う必要
があり、州規則によりその報酬より犯罪被
害者に負っている弁済の債務の支払を行わ
なければなりません。本法案では州の規則
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を変更することはできませんので、受刑者
の関連する既存の刑務所のの就業規則を必
ずしも変更する必要はありません。また、
本法案では仮釈放の可能性のない終身刑の
受刑者の賃金より犯罪被害者への弁済に利
用する額の最大割合を 50%から 60%へと
引き上げています。この規定は、また死刑
から仮釈放の可能性のない終身刑に再判決
された受刑者にも適用されるでしょう。

財政的影響
本法案は州政府及び地方政府に多数の財政
的影響があるでしょう。法案の主要な財政
効果を下記に説明します。

殺人事件裁判
訴訟手続。本法案は州と郡の、現在の法律
下では死刑の対象になったであろう幾つか
の殺人事件に関連したコストをコストを削
減することになるでしょう。主な二つの理
由により、死刑がもう選択肢で無くなるの
ならば、これらのケースは一般的にそれほ
どコストがかからなくなります。第一に、
幾つかの裁判の継続時間を短縮できます。
これは死刑が課されているかどうかを勘案
する必要がなくなるためです。また、他の
ケースの殺人も短縮することができます。
例えば、死刑を科すのに不本意であるであ
ろう陪審員を排除する必要がもうなくなる
ので、陪審員選択の時間が短縮されます。
第二に、死刑の廃止はいくつかの殺人事件
の、検察官や公選弁護人の郡のコストを削
減するでしょう。これらの機関は、一般的
に死刑判決が求められる場合にはより多く
の弁護士を使用して、このような場合に量
刑相の調査や他の準備に関連する大きな費
用が発生するためです。

郡刑務所。郡刑務所のコストも殺人事件の
法案に関連する影響でコストを削減できる
でしょう。殺人による裁判中で、死刑にな
る可能性のあるものは裁判と判決が完了す
るまで、郡刑務所に収容されます。死刑廃
止により一部の殺人事件の件が短縮された
ように、殺人事件の容疑者は予定よりも早
く州刑務所に送還されることになります。
このような結果は郡刑務所のコストを削減
し、州刑務所のコストを増大させることに
なります。
殺人裁判に関連する影響の概要。総合する
と、本法案では州全体ベースで年間数百万
ドルの州と郡の殺人に関連するコストを削
減することができます。実際の減少は本法
案がないことによる死刑判決の関連裁判な
どの数などの様々な要因によるでしょう。
また、この減少量は死刑を廃止することに
より一部の殺人事件でより低い刑にするこ
とにより加害者に有利になることにより影
響はオフセットされるでしょう。また、事
件が裁判を行う代わりに嘆願を通じて解決
された場合、州や郡は裁判所、検察、及び
弁護人の更に軍刑務所の追加コストに直面
することになります。これが起こる程度は
不明です。殆どの場合、州や郡は、上記の
コスト削減に起因する利用可能なリソース
を他の裁判所や法執行活動に割り振るで
しょう。

死刑判決に法的課題
時が経つにつれ、本法案は、California州
最高裁判所と死刑判決に対する異議申し立
てにかんさしている州機関による支出を減
少させていくでしょう。これらのコスト削
減は年間約 55百万ドルに達するでしょう。
しかし、これらの削減コストは短期的には、
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以前に死刑判決を受けた受刑者のためのす
べてのケースを解決するまで、一部の州の
支出は継続されるため、部分的に相殺され
るでしょう。長期的に見れば、比較的マイ
ナーな州及び仮釈放の可能性のない終身刑
判決を受けた犯罪者からの訴えの聴取など
の地方費 - 毎年数百万ドルに達する可能性
のある - が存在するでしょう。

州刑務所
死刑の廃止は、さまざまな方法で状態の刑
務所のコストに影響を与えるでしょう。一
方で、廃止は更に高い刑務所人口と、元死
刑囚が再度仮釈放のない終身刑へと再判決
されるので、より高いコストをもたらすで
しょう。現在死刑囚監房に利用されている
時間はもう必要ではなくなります。一方、
これらの追加費用はおそらく数百名の死刑
囚の収容コストにより相殺されるでしょう。
前述したように、仮釈放のない終身刑より
も、死刑宣告受刑者を収容し、監視するた
めに利用されるより高いセキュリティ対策
のほうがコストがかかります。
これらの財政絵のへの影響の複合的な効果
はおそらく毎年数千万ドルの節約をもたら
すでしょう。これらの節約はしかしながら、
そうしない場合に発生する執行の頻度に応
じて高くも低くもなるでしょう。

その他の財政的影響
刑務所建設。本法案はまた、死刑囚の増加
とその収容のための設備コストを回避する

ことにより、将来の刑務所建設費にも影響
するでしょう。そのような節約の程度は、
州が将来的に死刑囚を収容することを選択
した場合の死刑囚の人口の増加、及び一般
的な刑務所人口の将来的な増加に依存する
でしょう。
殺人率に及ぼす影響。死刑の廃止は
Californiaでの殺人発生率に影響を与え、州
および地方政府の刑事司法の支出に影響を
与える可能性があるでしょう。結果として
得られる財政的影響はもしあるならば、今
だ不明であり、推定できません。

財政への影響の概要
総合すると、本法案では州と郡の殺人裁
判、死刑宣告に対する異議申し立て、そし
て刑務所のコストを削減できると推定しま
す。これらのコスト削減はおそらく、数年
以内に年間約 15千万ドルになるでしょう。
これらの削減額は多様な要因によって、数
千万ドル単位で上下する可能性がある。
本法案に賛成または反対するために結成 
された委員会のリストについては、 

http://www.sos.ca.gov/measure-contributions 
をご覧ください。委員会の献金トップ 10リス
トにアクセスするには、http://www.fppc.ca.gov/
transparency/top-contributors/nov-16-gen-v2.html

をご覧ください。
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 提案 62の賛成意見 

 提案 62の賛成意見に対する反論  

Californiaの死刑は欠陥なしだ ; 意図的に妨害されたのだ。 

提案 62の主要なサポーター達（ACLUのような）は、死刑を密かに
傷つけることに数十年を費やしてきました。ところが、今は廃止を主
張しているのです。 

被害者達のためにも、彼らを勝たせてはなりません！ 

私達全員が、Californiaにおける死刑は、機能していない、と合意し
ているのです。解決法は、死刑を改善することで、終結させることで
はありません。Californiaの最前線検事と、私達の選出地方検事 58名
のほぼ全員に、それを修正する計画があります。 

提案 62に答えルことはできません（反対）を投じることで始めましょ
う！ 

残忍な殺人犯の裁判は無限で、取るに足りない控訴、死刑囚に数十年
を費やすために、システムは高額なのです。提案 62の支持者は、こ
れらの凶悪犯に生涯医療、住宅、食事、および権限を付与することが、
お金を節約する、とあなたに信じさせたいのでしょうか？彼らが欺い
ているのは誰ですか？ 

私達には死刑は必要ない、と言っています。本当でしょうか？ 

年間、Californiaでは約 2,000人の殺人犯がいます。その最悪の中の
最悪の、およそ 15名が死刑宣告をうけます。彼らは誰でしょうか？ 

• 大量殺人犯 /連続殺人犯 • 被害者をレイプ /拷問した殺人犯 • 児童
幼児殺人犯 • テロリスト
提案 62の支持者に質問してみてください。：つまり、「仮釈放のない
終身刑」を宣告された殺人犯が、脱獄し、再び殺人を犯す、看守を殺
すとしたら、どのような処罰が与えられるでしょうか？仮釈放のない
もう一つの人生でしょうか？ 

提案の支持者 62—役者は—あなたにこんな映画の筋書きを信じさせ
たいのです。しかし、はっきりしましょう。Californiaの死刑囚には
無実の人はいないのです。彼らは、いまだに係争中の 1989年から、
テキサスからの一判例を引用するのです。California州は無実の人を
けっして処刑したことはなく、これからも処刑しません。 

被害者の遺族と法執行機関に参加して、提案に NO（反対）を投じて
ください。62! 

www.NoProp62YesProp66.com

MICHELE HANISEE、会長 
Los Angeles郡の副地方検事の会 
MARC KLAAS、12 歳で殺害された Polly Klaas の父親 
LAREN LEICHLITER, 会長 
San Bernardino郡副保安官の会 

Californiaの死刑制度は失敗しました。納税者は、実行 1件につき、3
億 8400万ドルの経費で、1978年から、13件を実行するのに 50億
ドル以上を費やしてきました。 

死刑は、被害者の遺族に対する中身のない約束であり、無実の人まで
刑に処すという避けられない危険性を伴います。 

62に賛成することは、この経費がかかる、欠陥のあるシステムを厳
格な終身刑と仮釈放のチャンスゼロにとりかえるのです。 

提案 62、死刑は、厳格な終身刑にとってかわられます。これらの最
悪犯罪の有罪判決が、けっして解除されることはありません。殺人犯
は、死刑囚にあたえられる高額な独房に収容される代わりに、他の最
大のセキュリティにある受刑者と一緒に収監されます。 

労働と損害賠償 

それ以外の場合は、憲法で保証される数十年にわたる控訴の間に、死
刑囚の一員として法廷に座る犯罪者は、代わりに、働いて、その遺族
に賠償を支払わなければなりません。 

被害者遺族にとって実際の閉鎖 

「Californiaの死刑システムは、私達、遺族にとって、長く、苦渋の試
練です。妹を殺した犯人が、数えられないほど多くの聴聞を通して座っ
ている間、私達もこの悲劇を追体験し続けているのです。死刑は、司
法の中身がない約束なのです。仮釈放なしの終身刑は、事実上の閉鎖
をもたらすでしょう。」—Beth Webb, 彼女の妹は、Orange郡のヘアサ
ロンでおきた大量銃撃事件で、他の 7人と殺害されました。 

公平な分析によって確認される大幅なコスト削減 

州の独立司法アナリストは、提案を確認しました。62 は、年間 1億
5000万ドルを節約します。死刑判決は、刑務所での生活よりも 18
倍以上の経費がかかります。資金源は、教育、公安、実際に機能する
犯罪防止に、よりよく費やすことができます。 

死刑システムの欠陥は根深い 

Californiaは、深刻な問題のため、10年以内に誰も処刑しません。40
年近く、試みられた修正すべては、死刑システムを機能させるのに失
敗してきました。単に、機能できないものだからです。 

「私は、Californiaの死刑法を用いて殺人犯を起訴をしていましたが、
高いコスト、終わりなき遅延、犯罪阻止においてまったく有効性を
発揮しないことによって、私達には、死刑システムを仮釈放なしの
終身刑に取り替える必要がある、と納得したのです。」—John Van de 
Kamp、前ロサンゼルス 地方検事ならびに前 California州司法長官 

無実の人を処刑する危険性は現実 

死刑を宣告された後に、DNA鑑定技術と、新しい証拠によって、死刑
囚 150人以上の潔白が証明されています。California州では、66人に
ついて、彼らの無実を示す新しい証拠のおかげで、殺人の有罪判決が
覆されています。 

Carlos DeLunaは、1989年に処刑されましたが、後におこなわれた独
自の捜査で、無罪が証明されています。無罪の人を処刑することは、
二度と取り返しができない過ちなのです。 

前死刑支持者 : 62に賛成 

「私は、1978年に、Californiaに死刑を復活させるキャンペーンを先
導しました。お金のかかる過ちでした。今、自分達が助けようとして
いた被害者の遺族の方々をただ傷つけ、納税者の税金を無駄にした、
とわかっています。死刑では修繕することはできません。私達にはそ
れを取り替えて、永久に殺人者達を閉じ込め、彼らを労働させ、進ん
でいく必要があるのです。」—Ron Briggs、Californiaの死刑システム
を構築するキャンペーンを導きました。 

www.YesOn62.com 

JEANNE WOODFORD、前死刑囚棟監督官
DONALD HELLER、California 州死刑法創案者 
BETH WEBB、2011 年に殺害された被害者の姉 
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 提案 62の反対意見  

 提案 62の反対意見に対する反論  

提案 62に賛成には、厳格な終身刑が求められます。なぜ、お金がか
かる、欠陥のある死刑システムに払い続けるのか？ 

提案 62が、生涯、最凶悪の殺人犯を閉じ込めて、死刑囚にかかる莫
大な経費を終らせます。これらの殺人犯は、二度と仮釈放さえないで
すし、自由になることはありません。彼らは労働して、被害者の遺族
への損害賠償を支払わなければなりません。 

死刑判決をうけたほとんどがすでに、死刑判決の 99％がけっして実
行されないため、刑務所で一生を終えています。いまだに、死刑囚に
住む所をあたえるために 18倍もお金がかかり、仮釈放なしの終身刑
より、彼らの検事にお金を払っています。 

提案 62に賛成して、年間 1億 5000万ドル節約を 

州の超党派の財政顧問－司法アナリスト－が、提案を確認しました。
62 は納税者にとって、年間 1億 5000万ドル を節約します。この投
票者ガイドにある分析をご自分のためにお読みください。 

38年間の失敗 

提案の反対者 62 は、死刑システムが崩壊していることを認めていま
す。実際、このシステムをつくった死刑支持者達は、現在、それを修
正するための数多くの試みにかかわらず、失敗したことを認めていま
す。1978年から、納税者は死刑で 5億ドル費やし、いまだに、ここ
10年間で、たったひとつの処刑さえもおこなえていないのです。 

長く、経費がかかる控訴手続きは、無実の人が誤って処刑さ
れないために、憲法によって委託されています。これが変わ
ることはできません。提案に賛成を投じてください。62何億
ドルも節約し、極悪殺人犯を閉じ込めて、働かせ、被害者遺
族への損害賠償をおこなわせるために。 

ROBYN BARBOUR、1994 年に祖母が殺害されています 
JOHN DONOHUE、経済学・法学博士 
Stanfordロースクール 
RON BRIGGS、1978 年に死刑を復活させるキャンペーン 
を率いた。 

提案 62に NO(反対）票を投じるのに私達に加わってください！ 

提案 62が何をおこなうか、はっきりしましょう。 

提案 62は、最悪の殺人犯が、自分達が恐ろしい犯罪をおかし、その
被害者遺族の痛みを蔑ろにした後で、数十年も、納税者の税金で、生
きていられる、と言っているのです。 

死刑は、児童殺人者、性的暴行（レイプ）/拷問殺人者、連続殺人
者、警察官殺人者など、極悪殺人者のみにかぎられています。年間、
Californiaでの約 2,000名のわずか 1－ 2％が死刑宣告で処刑されて
います。 

提案 62は、これらのほとんどの凶悪犯罪は、これ以上の処罰レベル
がないようにしなければならない、と言っています。私達は同意しま
せん。最も凶悪な犯罪者に対しては、死刑に処する必要があるのです。 

私達誰もが、Californiaの死刑システムが崩壊していることをわかっ
ています。死刑囚には、現在、判決を否定し、次々と、取るに足りな
い控訴をおこなうことが可能です。 

回答は、Californiaの死刑法を改善することで、終結することではあ
りません。 

公安を危うくし、被害者の遺族に判決と閉鎖を拒否し、最も恐ろしい
殺人者に報酬を与えることを理由に、検察、法執行機関、および殺人
の被害者の遺族は、提案 62に反対しています。 

提案 62の支持者は、誤って有罪判決をうけた死刑囚を処刑されるこ
とから守っていると、あなたを信じさせたいのです。 

しかし、San Francisco Chronicle紙との会談で、Jerry Brown知事（前
司法長官）は、Californiaの死刑囚には、無実の受刑者は存在しない、
と述べました。(2012年 3月 7日 )

提案 62の支持者は、納税者の税金を節約する、と言っています。彼
らが欺いているのは誰ですか？ 

提案 62, 納税者は、食事、衣服、家、警護に義務があり、老衰で亡く
なるまで、残忍な殺人犯に医療を提供する、と言っています。心臓移
植をおこなうとまで！ 

それこそ、前 California財政長官、Mike Genestストが「提案 62は 1
億ドル以上かかるであろう」と言っている理由です。 

提案 62が被害者を守らず、納税者を守らず、ただ提案 62をおこな
う者だけを守るとしたら？ 

提案 62 は、家族を誘拐し、両親の目前で子供たちを拷問し殺害し、
父親を殺害し、母親は、殺す前に何度もレイプし、あげくに殺害した
残忍な連続殺人犯、Charles Ng守るのです。 

ングは、30年以上前に犯罪を犯し、ほぼ 15年も控訴で裁判を遅らせ、
最終的に裁判がおこなわれ、判決が下り、死刑の有罪判決をうけたの
がほとんど 20年も経っています。現在、いまだに死刑囚ですが、自
分の処刑を遅らせるために控訴しており、彼の被害者達が永遠に口を
閉ざしてから、長い年月が経ってしまっています。 

提案 62が他に守るのは誰でしょうか？ 

12歳の Polly Klaasを誘拐し、性的暴行をくわえ、拷問した Richard 
Allen Davis。
8歳の Michael Lyons誘拐し、70回刺す前に、レイプし、拷問した連
続殺人犯 Robert Rhoads。
など、彼らのような何百という犯人たち。 

Californiaの死刑囚には以下のような殺人犯も含まれています。•殺害
者 1,000人以上 • 子供 226 人 • 治安官 43人 •殺害される前にレイ
プか拷問された 294名の被害者 

American Civil Liberties Unionアメリカ自由人権協会は、死刑を廃止
をサポートしています。つまり、システムを泥で汚したすべての取る
に足りない控訴をおこす、とても同類の人々なのです。今、彼らは、
死刑を廃止すべきであると主張するために、自分達がつくりあげた問
題を使用しています。 

欺かれてはなりません。私達に加わって、提案 62に NO反対を投じ
ましょう !

詳細は、www.NoProp62YesProp66.com をご覧ください。
MIKE RAMOS、San Bernardino 郡地方検事 
MARC KLAAS、12 歳で殺害された Polly Klaas の父親 
MIKE DURANT、会長 
California保安官調査協会 
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立法部の分析家による分析

背景

銃器及び弾薬の所持の規制
連邦法および州法の下では、特定の個人が銃を持
つことは許可されていない。これらの「禁止人物」
は（1）重罪といくつかの軽犯罪（強姦や暴行など）
で有罪判決を受けた者、（2）裁判所によって精神
疾患のため自身若しくは他人に対して危険を及ぼ
す可能性があると判断された者、並びに（3）禁止
命令を受けている者を指す。Californiaでは什器の
所持を認められていないものは弾薬の所持に関し
ても認められない。

銃器の販売に関する規制 

連邦法及び州法のどちらも銃器販売のライセンシ
ングといったように銃器の販売に関して様々な制
限を設けている。そのような規制は次の通りであ
る： 

• 身辺調査。連邦法の下では、銃器の販売者は
即時犯歴照会システム（NICS）に対して銃
器の購入を求める個人の身辺調査を要求しな

ければならない。NICSは、購入希望者が禁
止された人ではないことを保証するために、
数々の連邦政府のデータベースを用いて調
査します。連邦法で許可されているように、
Californiaは銃器の販売者からの身辺調査の要
求を直接 NICSと州の様々なデータベースを
使用して処理します。 

• 禁止されている者からの銃器の取り上げ。
Californiaの法務省（DOJ）は州で合法的に銃
器を購入、若しくは登録を行った者のデータ
ベースを維持・管理している。DOJの職員は
このデータベースの情報を用いて銃器の所持
を既に許されていない者から銃器を取り上げ
る。

• その他の規制。その他の州の銃器に関連した
規制としては次のものが挙げられる：購入で
きる銃器のタイプに関する規制、銃器販売者
が購入希望者に銃器を提供するまでの十日間
の待ち時間、そして銃器の販売に関する記録
と報告の規定。

銃器販売者と購入者に対して課される代金により、

• 弾薬を購入する個人に対し、身元確認にパスし
法務省による承認を取得することを義務付ける。

• 大量の弾薬カートリッジの保有を禁止し、規定
に従い処分することを義務付ける。

• 弾薬の販売は、ライセンスを有する弾薬ベンダー
を通じて行い、法務省への報告を義務付ける。

• 銃器および弾薬の紛失や盗難は法務省への報告
を義務付ける。

• 銃器の盗難で有罪判決を受けた者は、その後の
銃器の所有を禁止する。

• 銃器所有を禁止する法を施行する手続きを確立
する。

• 法務省に、全米犯罪歴即時照合システムに銃器
所有を禁止された人物に関する情報を提供する
よう義務付ける。

州議会アナリストによる州および地方自
治体の財政への基本的な影響についての
予測概要：
• 有罪判決を受け、銃器所有を禁止された人物か
ら銃器を取り上げる新しい法廷手続き関連など、
州政府および地方自治体の法執行機関のコスト
について、年間数千万ドルの増加が見込まれる。 

• 弾薬販売の規制に関連する州政府のコストは、
年間数百万ドルを超えることは無いと思われる
が、増加すると予想される。これらのコストは
手数料歳入により相殺されると思われる。

• 銃器および弾薬違反への刑罰の変更に関連する
州政府および地方自治体の矯正コストは、年間
数百万ドルを超えることは無いと思われるが、
増加すると予想される。
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州による銃器規制の費用は相殺される。

弾薬の販売に関する規制
前年度までは州は銃器と同様の規制を弾薬に対し
ては設けていなかった。2016年７月に州は弾薬の
販売に関する規制を増やすための法案を成立させ
た。そのような規制は次の通りである：

• 弾薬を販売するためのライセンス制度。 
2018年 1月より、個人及び企業は弾薬を販
売するために DOJから 1年間有効のライセン
スを取得する必要がある。しばらく狩猟にで
ているライセンスを保持しているハンターに
対して一月あたり 50発以下の弾薬を販売す
るライセンスを保持しているハンターなど、
特定の個人や企業はライセンスを取得しなく
て良い場合もある。ライセンスを取得するた
めには、弾薬の販売者は自らが禁止されてい
る者ではないことを証明しなくてはならない。
加えて、連邦政府及び州政府の双方からライ
センスを受けている銃器の販売者や銃器の卸
売業者などの特定の者は弾薬のライセンスを
自動的に取得することができる。弾薬の販売
規定に三度違反した販売者は永久的に販売ラ
イセンスを取り消される。DOJは弾薬を販売
するためのライセンスを取得しようとしてい
る個人及び企業に対して、管理及び法執行の
ための費用をカバーするために料金を徴収す
ることが可能である。

• DOJによる弾薬購入の許可。2019年 7月よ
り弾薬の販売者は弾薬の購入を希望する者が
禁止されている者でないかを DOJに確認し
なければならない。この規定は武器の携帯を
認められている者など、特定の人々には適用
されない。加えて、弾薬の販売者は一般的に
弾薬を販売した日付、購入者の身分に関する
情報、販売した弾薬の種類といった情報を、
DOJのデータベースに 2年間保管するために
収集及び報告しなければならない。これらの
要件に従わない場合には、軽犯罪となり罰金
および /若しくは刑務所で懲役刑が課される。
DOJは一般的に弾薬の購入を希望する者に対
して、管理及び法執行の費用をカバーするた

めに一回の取引あたり 1ドルまでの料金を徴
収することが可能である。DOJはインフレー
ションを考慮し、この料金の上限を調整する
ことが可能である。 

• その他の規制。州法によって、2018年 1月
より一般的に弾薬の販売はインターネットを
介したものであれ、州外での販売であれ、ラ
イセンスを保持している弾薬販売者を通して
行われなければならない。加えて、2019年
７月よりほとんどの Californiaの住民は最初
にライセンスを保持している弾薬販売者を介
すること無くしては州外から弾薬を持ち込む
ことは禁止される。これらの規定に従わない
場合は軽犯罪扱いとなる。

立法の近況
前述の通り、州は弾薬販売に関わる規制を増やす
ための法案を成立させた。更に、州は大容量の弾
薬庫の保有を制限し、法執行機関に銃器の虚偽の
紛失または盗難報告を行った場合に罰則を与える
ための法案を最近成立させている。これらの法律
は有権者による国民投票とならない限り有効とな
る。国民投票となった場合は有権者が法律の制定
の有無を決定する。

提案
命題 63は、（1）弾薬販売に関する州の規制を変更
する、（2）重罪または特定の軽犯罪で有罪とされ
た後に、禁止されている者からの銃器の取り上げ
を確実に行うために、新たな裁判所のプロセスを
作成する、（3）その他様々な規定を制定する。加
えて、提案 63では法案の「意図するものと一貫し
ている」場合に限り議会において規定の変更を行
うことができることを明記している。そのような
変更は上院下院双方の議会において 55パーセント
以上の議員が可決し、法案が成立した場合にのみ
可能となる。

州の弾薬販売の規制変更に関して
提案 63は弾薬販売に関する様々な規制を含む。幾
つかの規制は現存の法を類似の規定で置き換える
こととなる。しかしながら、提案 63において提案

銃器。弾薬の販売。 
州民発案による法令。

提案

63
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されているその他の規制に関してはこの点におい
て下記の通り異なる。 

弾薬購入のための要件。提案 63では弾薬の購入
を希望する者に対して様々な要件が課されており、
DOJにそのような購入を規制するよう求めている。
具体的には、本法案は：

• 弾薬を購入する際に個々人は四年間有効の許
可書を DOJから取得し、弾薬の販売者は DOJ
に対して弾薬を購入しようとしている者がそ
のような許可書をもっているかチェックする
ことを要求している。

• 禁止された者から許可書を取り上げることを
DOJにたいして要求している。

• 弾薬販売に関わる管理及び法執行にかかる費
用をカバーするために、DOJが四年間有効の
許可書を申請する個々人に対して 50ドルま
での費用を徴収することを認めている。

しかしながら州は 2016年 7月 に、提案 63が有
権者により可決された場合上記の規定を代替のも
のと置き換えるための法案を成立させている。（こ
の法案は前述の提案 63の、法案の「意図するもの
と一貫している」場合に限り変更を可能とすると
いう規定に従って成立されたものである）具体的
には、本法律の下では：（1）弾薬販売者は、弾薬
を購入しようとしている者が購入時に禁止された
者でないことを DOJに対してチェックしなければ
ならない、（2）DOJは、一般的にそのような個々
人に対して一回の取引あたり 1ドルまでの料金を
徴収することができる。これらの来ては現存の法
と類似するものである。しかしながら現行の法に
比べてこのチェックを免除される者はより少なく
なる。例えば、武器を携帯する許可を得ている個々
人もこのチェックの対象となる。
弾薬を販売するためのライセンス制度。現存の法
のように、提案 63は個人と企業に対して DOJか
ら一年間の弾薬販売のためのライセンスを取得す
ることを求める。しかしながら、本法案はライセ
ンス取得を免除される個人及び企業の要件を変更
している。例えば、本法案は一般的に少数の弾薬
を販売する個人及び企業に対してはライセンス取
得の要件を免除する。本法案は弾薬販売に関わる

要件に従わない場合の罰則に関して様々な変更を
行っている。例えば、本法案は販売ライセンスの
要件に従わない場合軽犯罪として扱う新たな刑事
罰を制定している。
その他の弾薬に関わる要件。本法案は 2018年 1
月よりほとんどの Californiaの住民に対して最初に
ライセンスを保持している弾薬販売者を介するこ
と無くして州外から弾薬を持ち込むことを禁止し
ている。これは現存の法よりも一年半早い施行と
なっている。加えて、この要件に従わない場合は
軽犯罪扱いから、初犯の場合は違反（罰金刑）、初
犯以上の場合は違反若しくは軽犯罪扱いという形
に変更される。本法案は DOJに対して特定の弾薬
販売に関する情報をデータベースにて 2年間では
なく永久に保管することを求めている。

銃器の取り上げのための新たな法廷での
プロセスの制定 

本法案は個人が銃器を持つことを禁止されるよう
な犯罪を犯した場合に、それらの者から銃器を確
実に取り上げるための新たな法廷でのプロセスを
制定する。2018年より本法案は、犯罪者の刑の確
定時点で犯罪者に対して（1）地元の法執行機関へ
の銃器の差出、（2）ライセンスを保持している銃
器販売者への売却、若しくは（3）ライセンスを保
持している銃器販売者へ保管のための譲渡を行わ
なければならないことを通知することを法廷に対
して求めている。本法案はさらに、犯罪者が銃器
をどのように処理したかに関して報告するために
法廷が保護観察官を割り当てることを求めている。
法廷は、犯罪者がまだ銃器を持っている可能性が
あることを発見した場合、銃器が取り上げられる
よう命令しなければならない。最後に、地方政府、
または州機関は本法案の施行のためにかかる費用
（銃器の取り上げや保管に関わる費用など）を補填
するために料金を徴収することができる。

その他の規定の実行
報告要件。本法案は銃器と弾薬に関わる数多くの
報告の要件を含む。例えば、本法案は弾薬販売者
に対して弾薬の紛失若しくは盗難時に 48時間以
内の報告を求めている。さらに、ほとんどの個々
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人に対して銃器の紛失若しくは盗難時に五日以内
に地方の法執行機関に報告することを求めている。
そのような報告を 5日以内に行わない者は、二つ
の違反を犯したとみなされる。更なる違反は軽犯
罪扱いとなる。本法案は、虚偽の報告を行う個々
人に対する罰則を、軽犯罪から違反に減罪し、十
年間の銃器保持の禁止を廃止する。本法案は DOJ
に対して新たに禁止された者全ての名前、生年月
日、身体的特徴を NICSに報告することを求めてい
る。
大容量の弾倉。2000年より州法によって一般的に
個々人が大容量の弾倉（10発以上の弾薬を持つも
の）を保持することを禁じている。しかしながら
その法律は 2000年以前に大容量の 弾倉を保持し
ていた者については継続的に保持することを認め
ている。2017年 7月より、最近成立した法によっ
てほとんどの個々人はそのような弾倉を保持する
ことが禁じられる。従わない者は違反扱いとなる。
しかしながら、2000年以前に取得した大容量の弾
倉を必要とする銃器を保持している者など、この
要件が適用されない場合もある。提案 63はこれら
のいくつかの免除を廃止し、さらに大容量の弾倉
を保持している場合の刑罰の上限を拡大する。具
体的には、2017年 7月以降にそのような弾倉を保
持している者は違反若しくは軽犯罪として扱われ
る。
銃器の盗難に対する刑罰。現存の州法では、950
ドル以下の銃器の盗難は一般的には１年以内の刑
務所収監の軽犯罪として扱われる。本法案では、
そのような犯罪は重罪として 3年以内の刑務所収
監として罰せられる。更には、以前に銃器の盗難
の軽犯罪に課せられた者は、十年間銃器の保有が
禁止される。現在は銃器の盗難の軽犯罪にたいし
てそのような保有禁止は定められていない。

財政的影響
法廷及び法執行の費用の増加。有罪判決を受けた
あとに禁止された者から銃器を取り上げるための
新たな法廷でのプロセスは、州及び地方政府の仕
事量増大につながると考えられる。例えば、州の
法廷及び国の保護観察部門は、禁止された者が銃
器を保持しているか、放棄しているかに関して判

断するための仕事量が増大する。更には、州と地
方の法執行機関は、犯罪者が新たな法廷プロセス
の下で求められている銃器の放棄に従わなかった
場合、銃器の取り上げのために新たな仕事が増え
ることとなる。また、銃器の保管や返却のために
費用が増加することも考えられる。銃器の取り上
げ、保管、または返却に関連して増加した法執行
費用の一部は、本法案によって許可された通り地
方政府と州機関がこれらの活動のために料金を
徴収することで相殺される。州及び地方に対する
これらの費用は年間数千万ドルに及ぶ可能性があ
る .実際の費用は、本法案がどのように施行される
かによる。
州の規制に関わる費用増加の可能性 .全てを考慮す
ると、本法案による弾薬販売に関わる規制の変更
は州の費用を増大させる。例えば、本法案の下で
はより多くの個人及び企業が州の弾薬要件の対象
となる。実際の財務的影響は、それらがどのよに
実行され、個々人がどのように反応するかによる。
我々の推定では、州の費用の増大は、年間数百万
ドルを超えることはない。これらの費用は、本法
案と現行法による料金徴収の権限によって相殺さ
れる可能性がある。 

正味の矯正費用の増大の可能性。本法案は銃器及
び弾薬に関わる罰則に様々な変更を加えている。
幾つかの変更は特定の犯罪に対して罰則を減らす
ものであるが、その他の変更は特定の犯罪に対し
て罰則を強化するものである。差引して、これら
の変更は犯罪者の刑務所収監などによって州及び
地方政府の矯正費用を増大させると考えられる。
その増大の程度は、違反の数と本法案がどのよう
に執行されるかによる。正味の矯正費用の増大は 
年間百万ドル程度を超えないと考えられる。 

本法案に賛成または反対するために結成され
た委員会のリストについては、http://www.sos.
ca.gov/measure-contributions をご覧ください。
委員会の献金トップ 10 リストにアクセスする
には、http://www.fppc.ca.gov/transparency/top-

contributors/nov-16-gen-v2.html をご覧ください。
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提案 銃器。弾薬の販売。 
州民発案による法令。63

 提案 63の賛成意見  

 提案 63の賛成意見に対する反論  

提案 63は銃による暴力を減らして、より安全にする
Dallasの警察はその職務を遂行しています . . .. Orlando
のナイトクラブ . . .. San Bernardinoの社内休日パー
ティ . . .. Charlestonの教会 . . .. Auroraの映画
館 . . .. Newtownの小学校 . . .. 
次はどこでしょうか？私たちが生命を救うために大胆な行
動を起こす前に、銃による暴力であと何人の方が亡くなら
なければならないのでしょうか？ 

毎日、300人以上のアメリカ人が撃たれ、その 80人は死
に至るものです。 
2004年～ 2014年の間で、銃による死亡又は重傷を負っ
たアメリカ人は 1百万人以上でした。 
もう十分です！ 
銃や銃弾が悪人の手に渡らないように、行動を起こすとき
です。
提案 63（Safety for All Act）は、危険な犯罪者、家庭内虐待者、
危険な精神障害者が凶器を取得したり使用したりすること
を予防するように、抜け穴を塞いで生命を救います。
提案 63は： 
• 危険な犯罪者や家庭内虐待者が有罪判決を受けた後に銃
器を売ったり、移動したりすることを確実にして、コミュ
ニティから不正な銃を取り除きます。

• 銃弾を販売する全てのビジネスには、銃弾を紛失したと
き又は盗難にあったときに報告を義務付けます。 

• 住民には、武器が悪人の手に渡る前に、銃を紛失したと
き又は盗難にあったときに法執行機関への通知を義務付
けます。 

• 銃の有罪判決を受けた者は銃を所有する資格がないよう
にします。 

• 身元調査体系を強化し、California法執行機関は危険な人
物のデータを FBIと共有するようにします。 

提案 63は銃と銃弾が悪人の手に渡らないようにすると共
に、法律に従う California州民が自己防衛、狩猟、及びレ
クリエーションのために銃を所有する権利を保護します。 

現在、暴力犯罪で有罪判決を受けた人物が有罪判決の後に
確実に銃を放棄するようにしていないため、何千人という
危険な重罪犯人が不正に武器を所持しています。法務省は
17,000人以上の重罪犯人のほか、襲撃銃 1,400挺以上を
含む、銃を所持する 34,000人以上の危険人物を特定して
います。 
提案 63の可決は銃の安全強化のための歴史的で前例のな
い前進を意味します。 

以下を含む、CALIFORNIA州内のリーダーは提案 63を支
持しています： 
• 副知事 Gavin Newsom • 連邦議会上院議員 Dianne 
Feinstein • 銃による暴力防止法律相談所 • California民
主党 • California州務長官 Alex Padilla • 議会議長 Toni 
Atkins • 議会議長 John Pérez • 保安官 Vicki Hennessy、
San Francisco • Emeryville市前警察署長 Ken James • SEIU 
• California女性有権者連盟 • California若者民主党員 • 
California教師連合 • San Francisco教育委員会 • 平等な
California • 勇気キャンペーン • California米国内科医師会 
• California米国緊急医学会 • 南 California公衆衛生協会 • 
経済的正義のための聖職者・信者連合 • 銃による暴力に反
対連合 • 銃による暴力に反対するラビ • 銃による暴力防止
連合州 • 拳銃による暴力阻止 • 襲撃廃絶 • 銃による暴力に
反対する女性 • Youth Alive! 
詳細は www.SafetyforAll.comをご覧ください。 

GAVIN NEWSOM、California州副知事
DIANNE FEINSTEIN、国会 上院議員
ROBYN THOMAS、エグゼクティブ・ディレクター
銃による暴力防止法律相談所

テロリストは法律などには従いません！ 

Gavin Newsom氏は、Orlandoや San Bernardinoで起きた
攻撃はイスラム過激主義の影響を受けた ISISであったこと
を認めていません。これは、2,996名の無実の人々が殺害
された9/11テロ攻撃を動機付けた、同じイデオロギーです。 
法律に従う人々の人権擁護に影響する法律を一掃しようと
するために、テロ攻撃を悪用することは誤解を招きやすく、
間違った危険なことです。 
提案された法律でテロ攻撃を予防するものなどありません。現
実は、テロリストは、9/11が起きた飛行機のカッターナイフ、
Bostonの手製爆弾、フランス・Niceのトラックなど、大惨事を
もたらす手段を必ず、見いだすものです。テロリストや犯罪者
は闇市場から武器を手にしたり、作ったり、又は法律に従う人々
から盗んだりします。 
武器が悪の手に入らないように予防することが極めて重要
だと、誰もが同意しています。誰もが、テロ行為や過激主
義が増える傾向に対して懸念の意を共有しています。 
しかし、提案 63はその答えではありません。 

毎年、数千万という納税者の税金を銃弾を売買する人々の
無駄なリストに出費することは、極めて重要なリソースと
焦点を有効な反テロリスト対策からそらしてしまい、一般
市民が攻撃される脆弱性をさらに高め、安全性を低くする
ものです。 
法執行機関が提案 63に圧倒的に反対する理由があります。 

California州住民が自分の家族やコミュニティをテロ攻撃か
ら守る方法について学ぶためにリソースを使ったら、又は
法執行機関がそのようにするためにさらなる訓練を受ける
ために使ったら、公益はより良いものになるでしょう。 
公共リソースの危険な乱用を止めさせましょう。 

提案 63に反対票を投じてください！ 

ALON STIVI、会長
Direct Measures International, Inc.
WILLIAM “BILLY” BIRDZELL、連邦特別オペレーション指揮反
テロ教官
RICHARD GRENELL、国際連合の連邦報道官として最長在位中
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銃器。弾薬の販売。 
州民発案による法令。

提案

63
 提案 63の反対意見  

 提案 63の反対意見に対する反論  

提案 63は、暴力的な犯罪者やテロリストが銃器や銃弾を
手にしないようにしないで法律に従う市民に負担を負わせ
るので、法執行機関のコミュニティや市民権グループから
圧倒的な反対をうけています。 
California州保安官協会、Los Angeles郡地方検事副官協会、
California更生治安官協会、California Fish & Game Wardens
協会、California予備治安官協会、 及びその他多数の法執行
機関並びに市民団体、その他何万人もの California州公共
安全専門家代表者たちが団結して、この効果のない、厄介
で高価な提案に反対しています。 
提案 63は、地方の法執行機関から乏しい財源を、無害で
法律に従う市民を犯罪者にする、不完全な法律の執行で、
すでに過密状態の裁判所体系に流用して過度な負担をかけ
ます。実際、New Yorkは近年、同様の提案書が可決された
後に、実施と効果的な維持が不可能という所見から、その
執行を放棄しました。 
市民の安全を守るために実際に効果があることを行うこと
が、California州住民の生命保護のために献身してきた、法
執行専門家の最優先事項です。残念ながら、提案 63は、
誰も安全にしません。反対に、犯罪要素が銃や銃弾を手に
しないように予防する、本当に効果的な法案から離れる方
にリソースを向けることは、私たちの安全性を低下させる
ことになります。提案 63が無駄にする、膨大な公共リソー
スは多くの警官を雇用し、危険な個人やテロリストたちを

対象にし、調査、起訴するために使用すべきです。 
提案 63の言語をよく分析した後、法執行機関コミュニ
ティはその詳細から多くの問題を発見しました。議会が
有権者制定の提案を修正する能力には厳しい制限があるた
め、これら問題のほとんどは、提案 63が可決された場合、
議会が修正することは困難又は不可能であり、Californiaは
不完全な本提案書の義務と費用を永遠に負うことになりま
す。 
本発案が議会に行くことで、公共安全専門家たちが将来、
議会が本当に公共安全を促進するようにする展開を制限す
ることになります。California納税者は、公共安全にとって
重大である効率的な法執行からリソースを流用して、法執
行に価値がなく、公共安全に害を及ぼす、効果のない法律
に何億という税金を無駄にすべきではありません。 
詳細は WWW.WHERESMYAMMO.COMをご覧ください。 
提案 63に反対票を投じてください。
DONNY YOUNGBLOOD、会長
California州保安官協会
KEVIN BERNZOTT、チーフエグゼクティブ代表者
California予備治安官協会
TIFFANY CHEUVRONT、主要担当官
Coalition for Civil Liberties

法執行機関および公共安全の当局者として、提案 63に
反対する NRA及びその関連団体の意見には驚いていませ
ん。「Coalition for Civil Liberties」と呼ばれる団体は実際は、
NRA偽装団体ですので、間違えないでください。 
銃ロビー団体は、既存の銃規制法強化に焦点をあてるべき
だと主張しますが、それが本発案がすることで、提案 63
は抜け穴を塞ぎ、銃と銃弾が悪人の手に渡らないようにす
る現行法の強化に役立ちます。 
例えば、提案 63は、法律に従って危険な受刑者たちによ
る武器の所有を禁止し、銃器を彼らから一掃します。法執
行専門家は現在、重罪犯人や危険な人物が何千挺という銃
を不正に所有していることを見つけましたので、抜け穴を
塞ぐことが生命の救助につながります。 
提案 63は、警察が銃の違法取引を取り締まり、違法な兵
器の隠し場所を見つけるために、紛失及び盗難銃器の報告
を義務付けます。提案 63は、警察が、銃が犯罪に使用さ
れる前に発見して、合法な所持者に戻すためにも役立ちま
す。 

提案 63は、法執行機関が、暴力的な重罪犯人が銃や銃弾
を購入しないようにするなど、銃の所有が禁止されている
人物による所有を予防するために、身元調査体系を改善し
ます。 
そして、提案 63は、銃の盗難は重罪であるなど、現行法
を明確にし、銃を盗んだ者は銃を所有できないようにしま
す。これは、人命を救うための、常識による改革で、法執
行専門家たちから圧倒的な支持を受けています。 
提案 63は現行法の抜け穴を塞いで、危険な犯罪者、家庭
内虐待者、危険な精神障害者が凶器を取得したり使用した
りすることを予防します。
NANCY O’MALLEY、地区司法長官
Alameda郡
JEFF ROSEN、地区司法長官
Santa Clara郡
VICKI HENNESSY、保安官
San Francisco
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提案 マリファナの合法化。 
州民発案による法令。64

立法部の分析家による分析

背景
州マリファナ法
マリファナは、通常、州法の下で違法です。現
在の州法の下で、マリファナを所持する、また
は使用することは、概ね違法です。（どのよう
にマリファナが使われるかの詳細な情報につい
ては、近くのボックスをご参照ください。）マ
リファナについての罰則 - 関係する行為は、そ
の犯罪に応じて様々です。例えば、1オンス（約
28.3グラム）足らずのマリファナ（“joints”と

しても知られているマリファナのシガレット、
ざっと 40本分に相当する）の所有は、罰金刑
によって罰せられますが、一方、マリファナの
販売や栽培は、懲役刑または禁固刑になる恐れ
があります。 

提案  215 医療用マリファナの合法化。1996年
に、投票権者は提案 215を承認し、それによっ
て、州法の下で、あらゆる年齢の人物が、医療
用の目的で California州でマリファナを使用す
ることが合法になりました。人物は、医師から
医療用マリファナを使用する勧告を受けなけれ
ばなりません。2003年に、立法機関は、医療

	● 21歳以上の成人によるマリファナの使用を
州法で合法化する。
	● マリファナ業界へのライセンス付与および規
制のための州政府機関を指定する。
	● マリファナの小売業に 15%の州消費税を課
し、マリファナの花 1オンス当たり 9ドル
25セント、葉 1オンス当たり 2ドル 75セ
ントの栽培税を課す。
	● 医療用マリファナは税金対象から除外する。
	● マリファナ製品のパッケージング、ラベル、
広告、マーケティング基準および規制を確立
する。
	● 未成年者を直接対象としたマーケティングお
よび広告は禁止する。
	● 地方自治体によるマリファナの規制および課
税を許可する。
	● マリファナ逮捕歴がある者の再判決および記
録の破棄を許可する。

州議会アナリストによる州および地方

自治体の財政への基本的な影響につい
ての予測概要：
	● この法案による財政的影響は、次の要因によ
り異なる可能性がある： 

 （1）州政府および地方自治体がどのような 
 マリファナに関する規制および課税を 
 選択するのか。 

 （2）連邦政府がマリファナを禁止する州法 
 を施行するかどうか。 

 （3）この法案によりマリファナの価格と消 
 費がどのように変化するか。
	● 州政府および地方自治体には、年間 8、9億
ドルから 10億ドル超の範囲で追加税収が見
込まれる。これら追加歳入の多くは、主に青
少年向けのプログラムや環境保護、法執行機
関といったさまざまな目的に拠出される。 

	● 州刑務所や郡拘置所に収監されるマリファナ
犯罪者の数が減少するため、州政府および地
方自治体には、年間数千万ドルのコスト削減
が見込まれる。
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マリファナの合法化。
州民発案による法令。

提案

64

用マリファナの共同事業を合法化し、この事業
は非営利団体で、マリファナを栽培し、その会
員にマリファナを提示します。共同事業は、現
在、州によって認可されておらず、規制されて
もいませんが、都市および郡は、医療用マリファ
ナが、どこでどのような方法で個人または共同
事業によって栽培され販売されるかを規制する
ことができます。 

州は、現在新しい医療用マリファナ規定を採択
しています。最近、医療用マリファナの規制を

開始するための新しい州法が採択されました。
図 1に示されるように、新しい医療用大麻規制
の事務局およびその他の州の機関は、この規制
に対する責任を負います。新しい法律では、州
が、医療用マリファナ製品のラベル表示、検査、
およパッケージングのための基準を設定し、当
該の製品を製造から販売まで追跡するシステム
ことが必要になります現在、これらの規制は、
様々な規制当局によって開発されています。新
しい法律の下では、医療用マリファナの共同事

図 1

医療用マリファナ産業が州の複数の規制当局による規制対象となる。

規制当局 主な責務

医療用カナビス規制局 医療用マリファナ配給業者、輸送業者、試験施設、および小売業者の認可。

食料農業部門 医療用マリファナ栽培者の認可と規制
公衆衛生局 食用マリファナ製品製造業者の認可と規制
州水資源管理委員会 マリファナ栽培による水質への環境影響の規制
野生生物局 マリファナ栽培による環境影響の規制
農薬規制局 マリファナ栽培における農薬使用の規制

どのように人はマリファナを使用するのか？
喫煙。マリファナを使用する最も一般的な方法は、それを喫煙することです。通常、使用者はマリファナ・プラント（大
麻）の花を乾燥させたものを喫煙します。乾燥させたマリファナの葉も喫煙するために使われますが、葉には、“high”

な状態（陶酔状態）を作り出す、マリファナに含まれる成分である tetrahydrocannabinol (THC)（テトラヒドロカンナ
ビノール）が少量しか含まれていないので、使われることは稀です。マリファナの葉、花、および茎は、濃縮したマ
リファナに処理され喫煙されることも可能です。濃縮されたマリファナには、hash（ハッシュ）および hash oil（ハッ
シュオイル）が含まれます。濃縮されたマリファナは、乾燥マリファナよりはるかに強力で、多くの場合、乾燥させ
たマリファナの花にある THC のレベルの五倍から十倍の THCを含んでいます。
蒸発。一部の使用者は、マリファナを蒸発器と呼ばれる器具と一緒に消費します。蒸発器は、乾燥させたマリファナ、
または濃縮マリファナを加熱しますが、それを燃やしません。この加熱処理によって、THC を含んだ気体を作り、吸
入します。
食べる。マリファナは、また、食べ物に添加されることも可能です。食べられるマリファナ製品は、一般的に、植物
から材料の中に THCを（バターまたはオイルのように）添加することによって作られ、 ブラウニー、クッキー、また
はチョコレートバーなどの食品を作成するために使われます。
その他の方法。その他のあまり一般的ではないマリファナの使い方には、マリファナを注入した飲み物を飲むことや、
マリファナが注入されたローションを皮膚に擦り込むことが挙げられます。
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提案 マリファナの合法化。
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業は、数年以内に閉鎖され、州に認可された企
業に置き換えられなければなりません。地方政
府は、どこで、どんな方法で医療用マリファナ
企業が操業しているのかを規制する能力を引き
続き維持します。 

医療用マリファナについての税金。州および地
方自治体は、現在、医療用マリファナの消費税
を徴収しています。小数の都市では、そのうえ、
医療用マリファナについて特別に追加の税金を
課しています。医療用マリファナについて徴収
される州と地方の税金の総額は、毎年数千万ド
ルに上るようです。

連邦マリファナ法
連邦法の下では、マリファナを所持することま
たは使用することは、医療用の使用も含み、違
法です。米国最高裁判所は、2005年に、連邦
機関は、州法で合法である場合でも、引き続き
連邦法の下で医療用の目的でマリファナを所
持および使用する人物を告発することができ
ると判決しました。しかし、現時点では、U.S. 
Department of Justice（DOJ）（米国司法省）は、
州および地域のマリファナ法に従っているほと

んどのマリファナ使用者および企業を、それら
の法律が連邦の優先課題と一致している場合、
告発しないことを選択しています。これらの優
先課題には、未成年者のマリファナの使用防止、
および別の州にマリファナを取られることの防
止が含まれます。

提案
本法案は、（1）成人の非医療用使用を合法化
する、（2）非医療用マリファナ企業を取り締
まるためのシステムを作成する、（3）マリファ
ナに税金を課す、および（4）マリファナに関
連する犯罪についての罰則を変更する。これら
の変更について、以下に説明します。

成人のマリファナの非医療用使用の合法化
非医療用マリファナの個人使用。本法案は、
21歳以上の成人による非医療用目的でのマリ
ファナの使用を合法化するよう州法を変更しま
す。図 2に、本法案の下でどのような行為が
許容されるかを要約しています。これらの行為
は、21歳未満の個人に対しては違法なままと
なります。

図 2

提案 64 は医療目的以外の大麻関連活動を制限付きで合法化する

活動 本法案の下で許される活動 本法案の下で許されない活動

マリファナの喫煙 個人の自宅または施設内でのマリファナの
摂取を認可された店でのマリファナの喫煙。

(1) 車の運転中、(2) （施設内でのマリファナの摂
取を認可された店を以外の）公共の場、または (3) 

煙草の喫煙が禁止されている場所でのマリファ
ナの喫煙。

個人的用途のマリファ

ナの所有

28.5グラム（およそ 1オンス）以下のマリ
ファナおよび 8グラム以下の濃縮マリファ
ナ（ハシシなど）の所有。

子供がいる学校、デイケアセンター、または青
少年センターの敷地内でのマリファナの所有。

マリファナの栽培 個人の自宅内での、最大 6株の栽培と、そ
の植物から作られたマリファナの保管。

鍵のかかっていない場所または公共の場から見
える場所での栽培。 

マリファナの提供 28.5グラム以内のマリファナおよび 8グラ
ム以内の濃縮マリファナの他の成人への提
供。

21歳未満の未成年への医療用以外のマリファナ
の提供。



64

立法部の分析家による分析 続き

提案 64の全文については、178ページをご覧ください。 名称及び要約 /分析 | 93

マリファナの合法化。
州民発案による法令。

提案

64

マリファナの購入。本法案の下では、21歳以
上の成人は、州に認可された企業で、またはそ
れらの配送サービスによって購入できるように
なります。企業は、地方政府によって認められ
た場合を除き、通常、学校、デイケアセンター
または青少年センターから 600フィート（約
183メートル）以内のところに設置することは
できません。さらに、マリファナを販売する企
業は、タバコやアルコール飲料を販売すること
ができません。本法案の下で、地方政府は、マ
リファナのオンサイト消費が可能になる認可企
業を認可することができます。しかし、当該の
企業は、21歳未満の人物がいるまたは視野に
入る領域、もしくは公共の場所から見える領域
の中での消費を許可することができません。さ
らに、オンサイトでのマリファナ消費を認める
企業は、アルコール類やタバコの消費を認める
ことはできません。 

非医療用マリファナ企業の規制 

非医療用マリファナ企業の州規制本法案は、
Bureau of Medical Cannabis Regulation（医療
用大麻規制局）の名称を Bureau of Marijuana 
Control（マリファナ）監督局に変更し、また、
非医学的なマリファナ企業を取り締まり、認可
する役割を果たすようにします。さらに、本法
案では、その他の州の機関が、非医療用マリ
ファナ企業のさまざまな部分を規制および使用
許諾することが必要になります。これらの州の
機関は、現在それらが医療用マリファナにたい
して負うのと同様の責任を負います。本法案で

は、各ライセンス供与機関は、そのマリファナ
規制の経費をカバーする手数料を課すことが必
要になります。本法案の下では、現行法の下で
開発されなければならない医療用マリファナ製
品の追跡システムは、非医療用使用のためのマ
リファナを含めるために拡大されます。本法案
は、州の規制当局の決定に影響を受ける個人か
らの訴えを審理する Marijuana Control Appeals 
Panel（マリファナ制御控訴委員団）をも作成
します。委員団の決定は、裁判所に上訴される
ことができます。 

非医療用マリファナ企業の地域規制本法案の下
で、都市および郡は、非医療用マリファナ企業
を規制することができます。例えば、都市およ
び郡は、非医療用マリファナ企業に、地域のラ
イセンスを取得するように要求することがで
き、それらが位置することのできる場所を限定
することができるようになります。都市および
郡は、また、マリファナに関連する企業を禁止
することもできます。しかし、それらはその裁
判管轄地域を通ってマリファナを輸送すること
を禁止することはできません。 

マリファナへの課税 

本法案は、医療用マリファナおよび非医療用マ
リファナのどちらも栽培および販売に新しい州
税を課します。図3に表示したように、マリファ
ナの栽培についての新しい税金は、マリファナ
1オンス（約 28グラム）につき現行の金額に
基づき、新しい物品税は、販売されるマリファ
ナ製品の小売価格に基づきます。 

図 3

提案 64 の下でのマリファナの課税
税金の種類 課税されるマリファナの種類 税率

新たな州税の増加 医療用と医療用以外の両方 乾燥大麻（花）1オンスにつき $9.25、 乾燥大麻（葉）
1オンスにつき $2.75。 

州の新たな小売消費税 医療用と医療用以外の両方 小売価格の 15	%
現行の州消費税と地方消費税 医療用以外のみ 税率は州内で異なるが、平均 8%

現行および将来の地方税 医療用と医療用以外に適用され得る。 地方政府の決定の対象となる
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本法案は、また、2つの方法で、州および地方
政府の売上税収入にも影響を及ぼします。第一
に、非医療用マリファナの販売の合法化は、新
しい売上税収入につながります。（これは、通
常、製品は現行法の下でこの税金の対象となる
ので、自動的に発生します。）第二に、医療用
マリファナの販売は、現在売上税の対象となっ
ていますが、特別にその税を免除されます。本
法案は、地方政府の、医療用マリファナに他の
税金を設定する既存の能力を変更せず、非医療
用マリファナに課税するそれらの能力を制限し
ません。 

2020年の開始から、マリファナの栽培への税
金は、インフレに対して毎年調節されます。本
法案では、また、州の Board of Equalization（査
定平準委員会）は、葉と比較したマリファナの
花の価格の変化を反映するように、毎年マリ
ファナの葉に対する税率を調整することができ
ます。さらに、本法案では、当該の委員会に、
課税目的でマリファナの別の分類（冷凍マリ
ファナなど）を確立することを可能にし、これ
らの分類がマリファナの花に相対するそれらの
価格で課税されることが明記されます。 

特定の州の税収の割り当てマリファナの栽培へ
の新しい州の小売物品税および州税から徴収さ

れる収入は、新しい州の会計である California 
Marijuana Tax Fund（カリフォルニア州マリファ
ナ税基金）に預けられます。本法案によって作
成された規則に違反する企業または個人に課さ
れる特定の罰金も、この基金に預けられます。
基金の金額は、第一に、ライセンス料でカバー
できないあらゆるマリファナ規制費用について
特定の州の機関に払い戻すために使用されま
す。金額の一部は、次いで、図 4に示されるよ
うは様々な目的のために特定のドル額が割り当
てられます。 

残った収入はすべて（基金に預けられた金額の
大半）、以下のように割り当てられます： 

• 青少年プログラムのために 60パーセント — 

物質使用障害教育、予防、および治療を含む。 

• 違法なマリファナの栽培により生じた環境破
壊をクリーンアップし、予防するために 20

パーセント。

• （1）アルコール類、マリファナ、およびその
他の薬物の影響下での運転を減らすために計
画されたプログラム ために 20パーセント、
および、（2）本法案の結果起こりうるあらゆ
る公衆衛生または安全性への悪影響を減らす
ために計画された補助金プログラムのために
20パーセント。 

図 4

提案 64 は州歳入の一部を特定の目的に割り当てる

目的 年間資金 期間

過去の薬物政策により最も影響を受けた地域の特定のサービ
ス（就職支援や物質使用障害治療など）への補助金

1000万ドルから 5000万
ドル a

2018-19年以降継続

本法案の効果の評価 1000万ドル 2018-19年から 2028-29年

マリファナに起因するものを含み、ある人が能力が低下した状
態で運転しているかどうかを決定する方法の構築と採択。

300万ドル 2018-19年から 2022-23年

医療用マリファナの危険性と有益性の検討 200万ドル 2017-18年以降継続
a 2018-19年は 1000万ドル、2022–23年までは毎年 1000万ドルずつ増額。その後は年間 5000万ドル。
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マリファナに関連する犯罪についての罰則 

将来のマリファナによる犯罪に対する罰則の変
更。本法案は、州のマリファナによる罰則を変
更します。例えば、1オンス（約 28.3グラム）
以下のマリファナ所持は、現在、100ドルの罰
金に処せられます。本法案の下では、18歳未
満の何者かによって犯された当該の罪は、その
代わりに、薬物教育またはカウンセリング・プ
ログラムに出席して、地域奉仕活動を完了する
要件によって罰せられます。さらに、非医療用
目的でマリファナを販売することは、現在、州
刑務所または郡刑務所での最高 4年間の懲役刑
に処せられます。本法案の下で、ライセンスを
得ずにマリファナを販売すると、通常、最高 6
か月の郡刑務所での懲役刑、および /または最
高 5百ドルの罰金刑に処せられる罪になりま
す。さらに、ライセンスを得ずにマリファナ企
業活動に携わった人物は、それぞれの違反につ
いて、ライセンス料の最高 3倍の民事罰則の対
象となります。本法案は、多くのマリファナに
関連する犯罪のための罰則を変更する一方、マ
リファナ障害の影響下の間の自動車の運転に対
する罰則は、その内容の変更はありません。本
法案では、また、特定のマリファナに関連する
犯罪について逮捕された、または有罪判決を受
けた人物についての、2年以内の前科の破棄を
必要とします。 

マリファナ関連の犯罪で以前有罪判決を受けた
人物。本法案の下で、合法的になった、または
より小さい罰則の対象となった行為について判
決を受けて刑についている個人は、再判決につ
いての資格を有します。例えば、マリファナの
栽培または販売のために刑期を服役している犯
罪者は、その判決された刑期を減らされること
ができます。（裁判所は、その人物が特定の重
大な犯罪を犯した可能性があると判決した場
合、その人物に再判決を下すことを要求されま
せん。）適格の人物は、本法案の下で受けるは
ずの何らかの処罰に再判決を下されます。現在、

収監されている再判決を下された人物は、裁判
所がその要件を削除する場合を除き、釈放後最
高 1年間、地域社会の監督（保護観察のよう
な）の対象になります。さらに、本法案によっ
て減刑された犯罪についての判決を完了した個
人は、裁判所に、彼らの前科を変更するように
申し込むことができます。 

財政的影響
財政的影響はかなり大きい不確実性に左右
される 

本法案は、州および地方政府の経費および収入
の両方に影響を及ぼします。これらの影響の規
模は、主として以下の 3つの重要な要因によっ
てかなり変動する可能性があります。

• 第一に、それは州および地方政府が、どのよ
うにマリファナを規制し、課税するかによっ
て異なります例えば、多くの都市および郡が、
マリファナ企業を禁じた場合、マリファナに
関する税金からの収入金額は、そのような禁
止令がない場合より小額になります。 

• 第二に、それは、U.S. DOJ（米国司法省）が、
マリファナを禁止する連邦法を執行するかど
うかによって異なります。例えば、U.S. DOJ

（米国司法省）が、州に認可されたマリファナ
企業を告訴することを選択する場合、マリファ
ナ関連の税金から収入が著しく削減される可
能性があります。この分析では、U.S. DOJ（米
国司法省）は、マリファナ法の施行に関する
現在の政策に従うことを想定しています。

• 第三に、財政的効果は、本法案の下でマリファ
ナの販売価格および消費量がどれくらい変化
するかに大きく左右されます。この分析では、
マリファナの販売価格が大幅に下落すること
を想定しています。これは、主に、（1）企業
がマリファナの産出および流通にもっと効率
的になるであろうこと、および（2）マリファ
ナの価格は、もはや違法なドラッグを販売す
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るリスクを賠償するために釣り上げられるこ
とがなくなるためです。この分析では、また、
本法案の下で、マリファナの消費量は増加す
ると想定しています。これは、主に、（1）低
下した価格、および （2） マリファナ使用者の
引き下げられた法的リスクによるものです。 

マリファナの価格および消費についての実際の
効果は、州政府、連邦政府、および地方政府の
規制および執行行為のために、不明です。その
ために、以下に説明された本法案の可能性のあ
る価格および収入への効果は、重大な不確実性
の対象となります。

州および地域の経費への影響
様々な刑事裁判の削減。本法案は、州および地
方政府の刑事裁判の経費を引き下げることにな
ります。これは、主に、マリファナの栽培およ
び販売について州刑務所および郡刑務所に収監
される犯罪者の数の減少に関連しています。本
法案は、また、地域社会の監督（郡の保護観察
など）の下に置かれる犯罪者の数をも減らしま
す。さらに、本法案は、関連する刑事訴訟を取
り扱う州裁判所の経費などの、その他の刑事裁
判経費を削減する可能性があります。 

上記の経費削減は、いくつかの領域で増加する
費用によって一部相殺されます。特に、裁判所
は、再判決を下される、または前科を変更され
ることを求める人物からの申請を処理するため
の経費を負担することになります。さらに、再
判決を下された犯罪者を地域社会で監督するた
めの費用が発生します。これらの様々な費用は、
本法案が通過した後の最初の二年間の内に、主
に発生します。さらに、いくつかの領域では、
継続的な経費が生じます。例えば、特定のマリ
ファナに関連する犯罪を犯した人物の逮捕およ
び有罪判決の記録を破棄するための裁判費用が
発生します。さらに、本法案によって必要にな
る薬物教育およびカウンセリング・プログラム
を運営するための継続的な費用が発生します。

また、マリファナ使用の増加がマリファナ関連
の犯罪（マリファナによる障害が起きている間
の運転など）の増加につながるという範囲で、
（郡刑務所および州裁判所などの）一部の刑事
裁判費用が増加します。
全体では、上記の変更による州および地域の刑
事裁判費用の正味減額は、毎年数千万ドルにな
る可能性があります。多くの場合、これらの資
金は、別の刑事裁判活動に向け直される可能性
があります。
州および地域の健康プログラムへの影響本法案
は、また、マリファナの使用が増加する結果と
して、州および地域の健康プログラムへの様々
な財政的影響も生じる可能性があります。例え
ば、本法案によって、公的に資金を提供される
物質使用治療を求める人々の数の増加が生じる
場合があります。当該のサービスのための追加
費用は、本法案の下で物質使用治療が利用でき
るようになることでの追加の財政支出によっ
て、部分的にまたは完全に相殺される場合があ
ります。マリファナ使用の健康への影響につい
ての研究は限られていますが、マリファナの喫
煙には有害作用があるといういくつかのエビデ
ンスがあります。例えば、マリファナの煙は、
ガンの原因となると州によって特定された物
質の一覧表の中に挙げられています。マリファ
ナ使用の増加が使用者にマイナスの影響を及ぼ
すという範囲では、州および地域の健康プログ
ラムの費用をいくぶん増加させることになりま
す。
州の規制当局への経費の増加。本法案は、また、
州が非医療用マリファナ企業を規制する経費を
生じる結果にもなります。これらの経費は、州
がマリファナを規制するために選択する方法に
よって異なりますが、毎年数千万ドルに上る可
能性があります。最終的に、これらの経費は、
ライセンス料と税収によって、完全に相殺され
る可能性があります。 
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州および地域の収入への影響
税収は、毎年 10億ドルに達する可能性があり
ますが、すぐにではありません。州および地方
政府は、 本法案の下で許可されるマリファナ販
売から、 — 売上税、物品税、および所得税を含
む — より多くの収入を受け取ることになりま
す。この税収の増加は、主に（1）マリファナ
の栽培および販売への新しい州の物品税、（2）
マリファナの（負担するべきすべての税金を支
払っていない個人によって作られた）違法購入
から、合法的購入（負担するべき税金を徴収し
支払う企業で）へ切り替える人々、（3）マリファ
ナの消費量の増加の結果生じるものです。さら
に、本法案によるマリファナ価格の低下は、現
在マリファナを使用している人々に、いくらか
の節約を提供することができます。これによっ
て、彼らは税収を生み出すその他の合法的製品
を購入できるようになります。しかし、これら
の収入の増加は、本法案がこれらの税金から医
療用マリファナの購入を免除するので、現在医
療用マリファナについて徴収されている売上税
の減額によって部分的に相殺されることになり
ます。
全体として、私たちの最善の試算では、州およ
び地方政府は、最終的に、毎年数億ドルから
10億ドルを超える範囲の追加収入の正味金額
を徴収する可能性があります。しかし、その収
入は、本法案の通過後、最初の数年間は、それ
より著しく低い額になる可能性があります。こ
れは、州がマリファナ企業にライセンスを発行
するために 2年間かかることによります。さら
に、新たに公認された企業が、効率的な製造お
よび流通システムを設定するためには時間がか
かると見られます。合法的市場での価格は、よ
り多くの合法的企業が公認されるほど、また、
それらの企業がより効率良くなるほど、低下す
ると見られます。これが実現するにつれて、よ
り多くの消費者が、合法的にマリファナを購入
し始めます。このプロセスにどれくらの期間が

かかるかは正確には分かりませんが、それは、
本法案が通過した後、上記の範囲の金額に収入
が達するまでに、数年はかかる可能性がありま
す。先に述べたように、本法案は、これらの資
金の大部分を特定の目的に費やすることを義務
づけています。
追加的な地方政府の収入。本法案は、地方政府
がマリファナに税金を課する場合、追加の収入
をもたらす可能性があります。追加の収入の総
額は、主に、いくつの地方政府がマリファナに
税金を課すか、およびどんなレートを課すかに
よって、大幅に異なってくる可能性があります。
これらの収入は、容易に毎年数千万ドルに達す
る可能性があります。 

マリファナ製造エリアの地域経済への起こ
りうる影響。マリファナの輸出は、現在、
Northern California（カリフォルニア州北部）
の地域（Humboldt、Mendocino、および Trinity 
Countiesなど）の経済に著しく貢献しています。
本法案が、これらの地域経済にどれくらい影響
を及ぼすかは正確には分かりません。マリファ
ナ価格の低下、および他のどこでも合法的に栽
培できる機会が増えることは、地方政府の税収
を減らし、これらの地域の経済に損害を与える
場合がありますしかし、地域の栽培者と企業が
首尾よく彼らのマリファナ製品を高級品として
販売するなら、消費者はそれらに平均価格より
高い価格を進んで支払う可能性があります。そ
のようになれば、それらの地域の経済への負の
影響をいくらか相殺することに役立ちます。

本法案に賛成または反対するために結成され
た委員会のリストについては、http://www.sos.
ca.gov/measure-contributions をご覧ください。
委員会の献金トップ 10 リストにアクセスする
には、http://www.fppc.ca.gov/transparency/top-

contributors/nov-16-gen-v2.html をご覧ください。
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 提案 64の賛成意見  

 提案 64の賛成意見に対する反論  

提案 64が有効になれば、45年間にわたるテレビの喫煙広告禁止
が制限され、何十万という子どもやティーンの視聴者が大麻の広
告を目にすることになります。これらの広告は、オリンピック、
「ザ・ヴォイス（The Voice）」、「ビッグバン☆セオリー」など、若
年視聴者に人気の高いその他数百もの番組で放送されることにな
ります。 

これら大麻喫煙の広告は、ゴールデンタイムのテレビ番組とおよ
そ 95%を占めるテレビ放送番組で放送される可能性があります。
子どもたちは、Colorado州における緊急外来受診数の急上昇の原
因とされているのと同じグミ、ブラウニーなどと共に、大麻を促
進する広告を目にすることになります。 

たばこのテレビ広告を禁止したのは、子どもたちが喫煙を始める
ように奨励しているという調査結果が出たからです。大麻喫煙の
テレビ広告は禁止にしておくべきでしたが、提案者は推定数十億
という膨大な利益を制限したくありませんでした。たばこ資金の
ように、提案 64によって生まれた専売の会社はその資金を使っ
て政治家に献金し、提案 64が与えるであろう損害を取り戻すこ

とができなくなります。 

アメリカ小児科医学会薬物乱用委員会の会長 Sharon Levy（M.D.、
FAAP）氏は次のように警告します。「喫煙による健康被害はどう
しようもないものでしたが、この認識を確立するのに数世代、数
百万人の人生、数十億の資金がかかりました。私たちがすでに知っ
ている大麻の青年期への害を前提として、「その無害が実証される
まで」考慮すべきではありません。」
この改革後、大麻所持のためだけで、California州内の刑務所に残
る者は誰一人としていません。提案 64の根底は、数十億という
資金を作るために、子どもたちに悪影響を与えようとしています。 

提案 64に「反対票」を投じてください。 

KATIE DEXTER、元会長 
San Diego郡学校役員会協会 

JOHN QUINTANILLA、役員会会員 
Rosemead教育区 

CYNTHIA RUIZ、役員会会員 
Walnut Valley統合教育区

提案 64は成人の大麻使用について、安全で合法な総合的な体系
を作り、子どもたちを守ります。 

大麻は California州内のほとんどどこでも入手できますが、子ど
もたちへの保護がなく、製品の安全性を保証するものもなく、州
の税収もありません。 

提案 64は成人の大麻使用を制御・規制し、大麻使用に対して課
税し、大人が責任をもって使用することで犯罪を終わりにします。 

California医療協会は、提案 64は、すでに合法化された成人の大
麻使用と、法執行や公衆衛生の専門家を含む、Californiaの大麻
方針に関するブルーリボン委員会（Blue Ribbon Commission on 
Marijuana Policy）の推薦事項を厳密に遵守して州内の最良実施例
を統合するので、支持しています。 

提案 64の内容： 

• 本法律に従って、21歳以上の成人は医療以外の目的で少量の
大麻所持と、個人使用の目的で自宅で少量の大麻栽培が許可さ
れます。医療用以外の大麻販売は、高度の規制を受けた公認の
大麻ビジネスのみに限り合法で、21歳以上の成人のみが入店
を許可されています。飲み屋における大麻の販売は禁止されて
おり、酒屋や食料品店での販売もできません。 

子どもの保護： 

• 麻薬商人は年齢証拠書の提示など求めませんし、今日、危険な
薬物や化学物質が混ぜられている大麻を販売できます。提案
64は、購入者 21歳以上、直接的な子ども対象の広告禁止、明
確な表記、安全保証のための独立製品検査などを義務付ける国
内で最も厳しい、子どもへの保護を含みます。提案 64は学校
の近辺にある大麻ビジネスを禁止します。 

無所属の立法部の分析家によると、提案 64は歳入増加と経費削
減の両方の効果があるということです。これまで未納だった大麻
の税金を徴収することで、毎年、10億ドル以上が California州の
役に立ちます。また、法執行経費から年間何千万ドルを節約でき
ます。これらを合わせると今後数十年で、110億ドルのプラスに
なります。 

• 提案 64はこれまで、資金の歳出先を指示しなかった法案の間
違いを修正します。本法案は代わりに、資金の歳出先を限定し
ます。提案 64は特に、政治家が長年暖めてきた計画に資金が
流用されないようにします。 

• 提案 64は、就職あっせん、職業訓練、メンタルヘルス治療な
どを含む子どもたちのための放課後プログラム、アルコールや
麻薬の中毒治療などを含むティーンのための麻薬防止教育、運
転能力の落ちたドライバー取り締まりなどを含む法執行機関の
訓練や研究資金などのために数十億ドルを生み、それだけでこ
れらを支払うことができます。今後数十年で、これらのプログ
ラムは数十億の歳入を得ます。 

毎年、大麻の販売が増えている California州では、重犯罪による
逮捕が 8,800件以上に上り、長期にわたる実刑判決になるものも
あります。これは膨大な法執行資源の浪費です。提案 64は、大
麻による人生の没落を阻止します。 

一般常識の規制を提示する厳しい提案 64は、副知事 Gavin 
Newsom、民主党及び共和党議会議員、LEAP（Law Enforcement 
Against Prohibition）、California NAACP（全国有色人種向上協会）、
California州民主党、その他多数を含む、大麻改革を支援するかつ
てないほど最大の連合が支持しています。 

私たち州民は、大麻に対する California州の現行対策は状況にか
なわないことを知っています。破たんしたシステムに終止符を打
ち、大麻が安全に制御・課税されるように実績ある改革を実施す
るときです。 

DR. DONALD O. LYMAN、前慢性疾患・傷害防止主任 
California州公衆衛生省 

GRETCHEN BURNS、エグゼクティブ・ディレクター 
保護者のための薬物中毒治療・治癒 

STEVEN DOWNING、前副署長 
Los Angeles警察署 

64
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 提案 64の反対意見に対する反論  

大麻の改革にいつも反対するグループの脅し作戦ではなく、事実
に目を向けてください。 

• 大麻の合法化は青少年の大麻使用を減少したという証拠があり
ます。提案 64には、警告表示規制や子どもが開けられない包
装のほか、子どもから離したり公の場から見えないようにする
など大麻の広告を規制して、国内で最も厳しい子どもの保護が
取り入れられています。 

• 提案 64には、テレビの大麻広告を合法にするものはありませ
ん。連邦法がそれを禁止しています！ 

• 大麻を合法化した州において、運転能力の落ちた運転が増えた
という絶対的な証拠はありませんし、衝突の危険性も増えてい
ません。Colorado州の公安局と国家道路安全交通安全局の両者
は次の点を確認しました。 

提案 64に賛成票を投じる理由： 

• 64は、法執行機関が危険な運転を取り締まるための機器と訓
練に数百万ドルを投資します。California高速道路巡察隊の指
示の下で、ドライバーの機能障害を測定するために、総合的な
法基準を開発する新資金を割り当てます。 

• 64は、大麻事業認可証の資格を決定する取締官の第一優先順

位である公衆衛生の保護を可能にします。 
• 64は地方の制御を守ります。
• 64は州知事が署名した消費者の保護を確立します。 
無所属の立法部の分析家によると、提案 64は歳入を増加し、経
費を削減するということです。超党派の立法者は、安全に合法化
された州の最良実施例を基にしているので、提案 64を支持して
います。 

「私は大麻を使用しませんし、17歳の息子にも使ってほしくはあ
りません。提案 64は、現行のものよりもはるかに子供たちを守っ
てくれるのは明確なので、賛成票を投じます」と、Los Angeles在
住の母親 Maria Alexanderさんは言います。 

詳細は YesOn64.org をご連絡ください。 

下院 TED LIEU、前軍検察官 
MARSHA ROSENBAUM、Ph.D.、共同議長 
青少年教育・防止実施グループ、  
大麻方針に関するブルーリボン委員会 

DR. LARRY BEDARD、前会長
米国緊急医学会 

提案 64には、皆さんや皆さんが大事に思う人々に直接な影響を
与える大きな欠点が五つあります。 

欠点第 1：幹線道路事故の死亡者数を倍にする。 

AAA Foundation for Highway Safety（AAA幹線道路安全財団）の報
告によると、大麻関係の自動車事故が原因の死亡は、Washington
州が合法化を承認してから、倍に増えているということです。そ
れにもかかわらず、提案 64の提案者は大麻に DUI基準を取り入
れることを拒否しており、幹線道路から運転能力の落ちたドライ
バーを防止することを非常に難しくしています。 

欠点第 2：学校や公園近辺での大麻使用増加を許可する。 

提案 64は実際、大麻栽培が植物六本まで（これはたくさんの大
麻です）に制限されていれば、小学校の隣りであっても、地方政
府による住居室内での大麻栽培の禁止を禁じています。California
警察本部長協会は次のように加えます。「文字通り、小学校や遊び
場の隣りであっても、大麻の室内栽培を許可することで、提案 64
は地方の制御を踏みにじっています。」 
欠点第 3：闇市場や麻薬カルテルの活動を減らすのではなく、増
やすことになる。 

「Colorado州では大麻の合法化以来、組織化された犯罪の提訴
が急増しています」と、Colorado警察本部長協会の元会長 John 
Jackson氏は言います。「2007年の提訴は 1件でしたが、2015
年には 40件になりました。提案 64は、重罪の有罪判決があるヘ
ロインやメス商人による合法な大麻ビジネスへの参入禁止を撤廃
するので、California州ではかなり悪化するかもしれません。」 
欠点第 4：テレビの喫煙広告全面禁止を後退させるかもしれない。 

テレビのたばこ広告は何十年にもわたって禁止されてきました
が、提案 64は何百万人もの子どもやティーン視聴者向けのテレ
ビ番組やゴールデンタイムに大麻の喫煙広告を許可します。 

欠点第 5：提案 64は、すでにアルコールや薬物中毒の問題で動
揺している恵まれない地域に対する総攻撃です。

スラム地区にある 5,000の教会を代表する国際宗派に基づく連合
の司教 Ron Allen氏は、提案 64を「マイノリティに対する攻撃」
と呼び、「貧困地域で開業する大麻の店の数を制限しないのはな
ぜでしょうか？これからは、酒屋 2件と一連の大麻の店がブロッ
クごとに見られるようになりますが、食料品店にたどりつくこと
はできません。提案 64は、保護者としての務めを難しくするだ
けです。」 
要するに、提案 64は他州で合法化した法案とは根本的に異なる
もので、昨年可決したばかりで州知事 Brown氏が署名して法を成
立させた消費者の無数の保護を悪化させる可能性があります。 

以下の提案者の反論で、これら五つの質問に答えていなければ、
妥当な決定は「反対投票」を投じるだけです。 

1. CHP担当官が道路から運転能力の落ちたドライバーを防止
するために、主導権に DUI基準がないのはなぜですか？「調
査」を委任するだけでは十分ではありません。 

2. 提案 64が、遊び場や学校の隣りであっても、大麻の室内
栽培を許可するのはなぜですか？ 

3. 提案 64が、重罪の有罪判決があるヘロインやメス商人に
大麻の販売を公認するのはなぜですか？ 

4. 提案 64が、テレビの大麻喫煙広告を許可するのはなぜで
すか？ 

5. 単一の地域で開業する大麻の店の数を制限しないのはなぜ
ですか？ 

これは、また、間違えです。提案 64に「反対」投票を投じるこ
とを強く要請します。 

事実については、www.NoOn64.netをご覧ください。 

DIANNE FEINSTEIN、国会上院議員 
DOUG VILLARS、隊長 
California高速道路巡察隊 

C. DUANE DAUNER、会長 
California病院協会 

 提案 64の反対意見  

64
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提案 買い物袋。料金。 
州民発案による法令。65

立法部の分析家による分析

背景
レジ袋の使用。ストアは、通常、カスタマーが購入した
ものを持ち帰る袋をカスタマーに提供している。一般的
に普及しているレジ袋のタイプは、「プラスチック製の
使い捨てのレジ袋」で、つまり、会計のときに使う、再
利用を目的としていない薄型のプラスチック袋を意味す
る。一方、「再利用可能なプラスチック製の袋」は、よ
り厚みがあり丈夫なので、何度も再利用が可能である。
また使い捨ての紙袋を提供しているストアも多くある。
使い捨てタイプの紙およびプラスチック袋をカスタマー
に無料で提供するストアはよくあるが、再利用可能な
袋を有料で提供するストアもある。California では、毎
年およそ 150億の使い捨てタイプのプラスチック製レ
ジ袋がカスタマーに提供されている（平均で Californian
一人につき約 400袋）。
地方政府の多くが使い捨てタイプのレジ袋を制限。
Californiaの市や群の多くが、近年、使い捨てのレジ袋
の使用を制限または禁止する地方自治体の法案を採択し
た。これらの地方自治体の法律は、当該レジ袋の使用が
環境に及ぼす影響を懸念に対し、制定したものである。
例えば、プラスチック製のレジ袋はゴミとして廃棄され
結果的に水路に流れ込むことがある。さらに、プラスチッ
ク製のレジ袋は、リサイクル装置にからまりやすくリサ
イクルが難しい。地方自治体の法律の多くは、食料品店、
コンビニエンスストア、薬局や酒屋での使い捨てのプラ
スチック袋の使用を禁止するものである。また最低でも
10セントで袋の販売をするようストアに要求するもの
でもある。その収益は、ストアの収益金とすることがで
きる。2016年 6月付で、およそ 150の都市と群に地
方自治体の法律がある。Californiaの人口の約 40％にお
よび、ほとんどが海岸地域である。
州全体のレジ袋に関する法律 2014年には、レジ袋の使

用を禁止する上院議案 (SB) 270が議会で可決され、州
知事がそれに署名した。地方自治体の法律の多くと同じ
ように、SB 270は、同州のほとんどの食料品店、コン
ビニエンスストア、大きな薬局や酒屋で使い捨てのプラ
スチック製のレジ袋の提供を禁止するものである。ま
た、カスタマーには最低でも 10セントでレジ袋の販売
をするようストアに要求している。特定の低所得のカス
タマーは、レジ袋の購入は必要ないとする。SB 270に
おいては、ストアはレジ袋の収益はストアの収益金とな
る。この収益金は、法案に準拠し、レジ袋の費用、再利
用可能なレジ袋の使用を促す教育努力に充てることがで
きる。これらの要件は、2014年秋の時点で州単位での
レジ袋の使用に関する法律がない市および群のみに適用
される。
SB 270における住民の直接投票州の憲法において、こ
の新しい法律は通常、発効の是非を決定するため、住民
の直接投票として有権者の票決に付すことができる。投
票用紙の SB 270 の住民の直接投票 (提案 67).住民の
直接投票が可決すると、SB 270は発効となる。通過し
ないと、SB 270は撤廃となる。

提案
レジ袋の収益金を新しい政府環境資金とする案の再尋
問この法案は、 (1) 特定のレジ袋の無料提供を禁止する、
および (2) 他のタイプのレジ袋に最低の料金を課すこと
を定めた州単位の法律で得た収益金をどのように使用で
きるかを定めるものである。特に、この法案は、ストア
の収益とするのではなく、さまざまな環境目的に利用
するため、新しい政府基金、つまり環境保護および拡
張資金として入金することを要求するものである。資金
は、 (1) 干ばつ軽減、 (2) リサイクル、 (3) 飲料水の浄化、 
(4) 州、地域および地方の公園、 (5) ビーチの清掃、 (6) ゴ
ミ清掃、および (7) 野生生物生息地の修復に関連するプ

• 州法が特定の種類の買い物袋の無料配布を禁じ、
他の種類の買い物袋の販売を義務付けた場合は、
直ちに食料品店および特定のその他の小売店によ
る持ち帰り用の袋の売上金を振り替える。

• 小売店に買い物袋の販売による収益を、特定の環
境プロジェクトをサポートする資金として野生生
物保護役員会が管理する特別基金に預託するよう
義務付ける。

• 当該役員会は法律施行のための規制を策定する。

州議会アナリストによる州および地方自治体の
財政への基本的な影響についての予測概要：
• 州政府には、特定の状況下で年間数千万ドルの歳
入が見込まれる。歳入は特定の環境プログラムの
サポートに使用される。
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ログラムやプロジェクトに支援に使用する。この法案を
利用すると、これらの資金の一部を資金を付与するプロ
グラムの管理および 2年に 1度の監査費用に充てるこ
とができる。 

他の条項。さらに、この法案を利用すると、地方政府が
地方のレジ袋に関する法律から得る収益をストアの収益
金にするのではなく、新しい政府基金に充てるよう要求
できる。また条項には、本法案の実施に関する規定お
よび本投票用紙の他のレジ袋に関する法案が含まれる。
本規定は、提案 67（SB 270における住民の直接投票）
の発効を妨げるものと裁判所により解釈されることがあ
る。本規定は、法案が議会を通過し、本法案（提案 65）
が「賛成」多数で可決した場合に限り、効力を発するも
のである。ただし、本分析は、提案 67がプラスチック
製の使い捨てレジ袋の使用を禁止し、袋を有料化するな
どの要件から得た収益の使用に関連しないと仮定しま
す。

財政的影響
本法案の要件（特定のレジ袋を禁止しその他の袋を有
料化することを求める州の
法律）を満たすと、特定の
環境プログラムに対する州
の歳入が増大する。年間数
千万ドルの収益が見込まれ
る。実際の収益額は、いく
つかの要因、特にレジ袋の
今度の売上と価格によっ
て、増減することが考えら
れる。
現時点では、この法案の要
件を満たし、効力を有する
州の法律はない。この状態
が継続する限り、財政的影
響はないだろう。ただし、
前述したように、本投票用
紙の提案 67は州の法律を
制定する。提案 67および
本法案（提案 65）の両案
が可決されれば、州に与え
る影響は、どちらが最も多
い票を得るかどうかによっ
て左右されるであろう。

• 提案 67（住民の直接投票） の賛成票の方が多いこ
の場合、ストアが得た収益はストアの収益金とな
り、提案65に関連し州に与える財政的影響はない。

• 提案 65（主導権）の賛成票の方が多いこの場合、
レジ袋の販売によりストアが得た収益は、新しい
政府基金として送金され、州の歳入が増大する。
これは特定の環境プログラムを支援するために使
われる。

さらに、本法案が可決し、提案 67は否決された場合（つ
まり、現行は本法案が適用される州単位の法律はないこ
とを意味する）、州のレジ袋に関する法律が将来的に制
定されれば、財政的影響を受ける可能性がある。表 1は、 
異なる投票結果によって、この法案がどのような影響を
受けるかを示してたものである。

本法案に賛成または反対するために結成された 
委員会のリストについては、http://www.sos.ca.gov/

measure-contributions をご覧ください。委員会の献金トッ
プ 10 リストにアクセスするには、http://www.fppc.ca.gov/

transparency/top-contributors/nov-16-gen-v2.html 
をご覧ください。

提案 65
（主導権） 

可決

州全体のレジ袋に関する法律が発効。レジ
袋の販売による収益の使途は、どちらの提
案が多く票を得たかによって決定する。

• 住民の直接投票への 「賛成」 票が多け
れば、ストアの収益金となる。

• 主導権への「賛成」 票が多ければ、
環境保護プログラムなどの州の歳入
となる .a

州全体のレジ袋に関する法律がない。SB 
270 に類似する将来的に最低される州単位
の法律による歳入は、環境保護のプログラ
ムに使用する。

提案 65
（主導権） 

否決

州全体のレジ袋に関する法律は発効し、レ
ジ袋の販売から得る収益はストアの収益金
となる。

州全体のレジ袋に関する法律がない。

提案 67 
(SB 270 住民の直接投票 ) 

可決

提案 67 
(SB 270 住民の直接投票 ) 

否決

図 1

提案 65 の実施は、住民の直接投票の結果の影響を受ける

a 一方 、提案 65は、上院議案 (SB) 270を全く発効させないものとして裁判所により解釈されることがあります。
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 提案 65の賛成意見  

 提案 65の賛成意見に対する反論  

San Jose Mercury News は、提案 65を「巧妙な戦略」
と呼び、「提案 65は、州の歴史の中で最も不誠実な投
票法案のひとつとして考慮の価値がある」と付け加え
ています。 

提案 65の背後にいる州外のプラスチック製造業者は
California州の環境保護などに関心がありません。有
権者を混同させたいのです。だまされないでください。 

袋は無料ではなく、地方の食料雑貨店主は最大各
15セントの負担をしています。州外のプラスチッ
ク袋業界人はいんちきです。州の無党派分析による
と、提案 65から入る総歳入は「ゼロ」から良くて
8,000万ドルの範囲と推定しています。 

注：有権者が提案 67によるプラスチック袋の使用廃
止を承認しない限り、提案 65から入る環境の資金は
「ゼロ」になることを忘れないでください。 

しかし、提案 65の背後にいるプラスチック製造業者

は、有権者が提案 67に反対するように説得するため
に数百万を投じています。混同しましたか？それがプ
ラスチック工業の計画です！ 

有権者の皆さんが野生生物の保護に関心があり、州外
のプラスチック袋工業に対抗するのでしたら、本法案
ではなく、提案 67に賛成票を投じてください。 

有権者の皆さんがプラスチック汚染やごみ、廃棄物の
削減に関心があるのでしたら、本法案ではなく、提案
67に賛成票を投じてください。 

有権者の皆さんがプラスチックごみ掃除のための納税
者の費用を削減することに関心があるのでしたら、本
法案ではなく、提案 67に賛成票を投じてください。 

MARK MURRAY、エグゼクティブ・ディレクター
無駄に反対する California州民 

袋税のなれ合いの取引を停止してください。環境保護
に役立ててください。 

提案 65は、スーパーマーケットが持ち帰り袋税から
収集する資金を利益として保持するのを止めさせ、代
わりに環境に役立たせるために必要です。 

スーパーマーケットは、有権者が提案 65に賛成票を
投じなければ、毎年、それぞれ最高 3億ドルの追加利
益を得ることになります。 

その資金は、スーパーマーケット企業チェーン店の利
益を高めるのではなく、環境に専用すべきです。 

提案 65はスーパーマーケットのなれ合いの取引を停
止させ、袋の資金を立派な環境的要因専用します。
SACRAMENTOのなれ合いの取引 

生活のやりくりをするためによく働く California州の
買い物客が支払った、3億ドルの袋税をスーパーマー
ケットに保持させる正常人がいるでしょうか？ 

州議会です！ 

特別利益団体のロビイストがまとめたなれ合いの取引
では、議会は袋税金を余分な利益としてスーパーマー
ケットに保持させるように投票しました。 

買い物客が 3億ドルより貧しくなっているのに、 
スーパーマーケットは 3億ドルより豊かになっている
のです。 

ロビイストと議員には残念な思いです 

大きなスーパーマーケット企業チェーン店と小売店は
過去数年にわたり、議員たちに選挙献金を渡しました。 

そして、議員はすべての買い物客の裏で、新しい利益
の 3億ドルで彼らに見返りを渡したのです。 

特別利益団体のなれ合いの取引を止めさせてください 
. . . 提案 65に賛成票を投じてください。 

環境保護に役立つより良い方法 

有権者の皆さんも、これら袋の資金を環境を保護する
実際の企画専用にするという、議員がすべきだったこ
とを行ってください。 

提案 65は、袋の資金を干ばつ救済、ビーチ・クリー
ンアップ活動、ごみ掃除などの環境企画専用にします。 

これらの資金を、California州住民のためになるよう
に、スーパーマーケットの幹部ではなく、野生生物保
護委員会に管理させます。 

環境を保護してください。なれ合いの取引と隠された
袋税を止めさせてください。 

提案 65に賛成票を投じてください。 

THOMAS HUDSON、エグゼクティブ・ディレクター  
California納税者保護委員会 
DEBORAH HOWARD、エグゼクティブ・ディレクター  
California高齢者擁護連盟 
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 提案 65の反対意見  

 提案 65の反対意見に対する反論  

提案 65の対抗者は「真髄がない」として退けたいの
です。 

有権者が決めてください：スーパーマーケットが得る
3億ドルの資金は重要ではありませんか？ 

提案 65がなくて、Californiaのプラスチック袋使用禁
止が発効すれば、顧客が支払わなければならない 3億
ドルの一セントさえも、環境保護に役立ちません。 

3億ドルのすべてがスーパーマーケットの収益になり
ます。毎年、3億ドルです！ 

提案 65に賛成票を投じて、なれ合いの景品が食料雑
貨店主にいかないようにしてください。 

特別利益団体がまとめたなれ合いの取引では、議会は
プラスチック袋の禁止に投票し、食料雑貨店主が利益
として袋の費用を保持するように義務付けました。 

その「プラスチック袋禁止」では、各消費者がレジで
与えられる袋あたり 10セント以上を請求するように
食料雑貨店主に義務付けました。 

料金なしでプラスチック袋を禁止するか、あるいは料
金を環境保護専用にすることができたはずです。 

そうはしませんでした。 

代わりに、毎年、食料雑貨店を 3億ドルより豊かにし、
買い物客を 3億ドルより貧しくしたのです。 

環境保護に役立つより良い方法 

有権者の皆さんも、これら袋の資金を環境を保護する
企画専用にするという、議会がすべきだったことを
行ってください。 

提案 65は、袋の料金を干ばつ救済、ビーチ・クリー
ンアップ活動、ごみ掃除などの環境企画専用にします。 

これらの資金を、食料雑貨店の幹部ではなく
California、野生生物保護委員会に管理させます。 

提案 65は袋の料金を環境専用にします。 

それは簡単で、重要なことです。 

私たちにご協力いただき、賛成票を投じてください。 

THOMAS HUDSON、エグゼクティブ・ディレクター  
California納税者保護委員会 
DEBORAH HOWARD、エグゼクティブ・ディレクター  
California高齢者擁護連盟 

提案 65の唯一の目的は有権者を混同させることです 

提案 65はたくさんのことを約束していますが、実
際は、ごみを環境に流してしまいます。これは、
California州がプラスチック汚染を減らそうとする努
力を妨害する、州外のプラスチック袋企業によって投
票用紙に記載されました。 

65には真髄がなく、買い物用のプラスチック袋使用
廃止という間近にある問題から注意をそらすためのも
のです。65がすることは、紙袋（プラスチック袋禁
止によるオプション）の売上資金を新しい州基金に移
動させることです。この基金の資金はわずかの金額で、
人々が再利用可能袋を持ってくるようになるにつれて
縮小するものです。 

実際の環境保護のために、提案 67に賛成票を投じて
ください 

Californiaの環境に関する今回の選挙の優先事項は、
提案 67に賛成票を投じていただくことで、有害なプ
ラスチック汚染を削減することです。無駄な買い物用
プラスチック袋が公園、森林、近隣地域に入らないよ
うにし、空間を大切にするこの取り組みは続きます。 

提案 65は有権者の投票に値しないものです。もっと
大切な問題に対して有権者の意見を述べ、California
のプラスチック袋禁止を投票用紙で支持してくださ
い。 

MARK MURRAY、エグゼクティブ・ディレクター
無駄に反対する California州民 
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立法部の分析家による分析

経歴

死刑判決 

第一級殺人は、一般的に （1）意図的かつ計画的であ
る （2）または特定の他の犯罪、例えば誘拐のような
犯罪が行われている間の人間の不法殺害として定義
されています。更生保護委員会にの協議により 25年
以上後になり釈放される可能性のある終身刑により
処罰されます。しかし、現在の州法では第一級殺人
は死刑または法廷で「特別な事情」が認定された時
の仮釈放の可能性のない終身刑で処罰すると定めて
います。既存の州法では、例えば殺人が金銭的な理
由、または複数の殺人を行った時などの場合説示で
きる特別な事情の数を定めています。第一級殺人に
加えて、州法では他にも幾つかの死刑を持って罰す
ることのできる犯罪、例えば California州に対する反
逆罪等を定めています。現在の死刑法は 1978年に
California州で制定されて以来、930人が死刑判決を
受けています。近年では、毎年平均して 20名が死刑
判決を受けています。

死刑判決に法的課題
死刑判決に意義を申し立てる二つの方法。死刑判決
後、被告は二つの方法で判決に意義を申し立てるこ
とができます :

• 直接控訴。現在の州法のもとでは、死刑判決は
自動的に California州最高裁判所に控訴してい
ます。これらの「直接控訴」では、被告の弁護
士は証拠不適切であったり後半から除外されて
いるといった州法や連邦憲法の違反が後半期間
中に行われていると主張しています。これ他の
直接上訴は、死刑判決を受けた被告の裁判記録
に焦点をあてます。California州最高裁判所が有
罪判決と死刑判決を認証した場合、被告は米国
最高裁判所に判決の検討を依頼できます。

• 人身保護請願。直接控訴に加えて、死刑の場合
は通常、大規模な訴訟を引き起こします。まず
は California州最高裁判所、その後は連邦裁判
所です。一般に「人身保護令状」請願と呼ばれ
るこれらの異議申し立ては直接控訴とは異なる
要素を含みます。そのような要因の例として (1) 
被告の弁護士が無能であった (2) 審査員が追加
の情報を知っていれば (例えば、被告が直面し
ている身体的、心理的、または社会的要因 )死
刑を選択しなかったと思われる場合などです。 

弁護士はこの法的異議申し立てを死刑囚を代行して
行うために任命されます。California州最高裁判所は、
死刑を宣告されているものの、法的な異議申し立て
を行う余裕が無い個人のために弁護士を任命します。
これらの弁護士は司法評議会 (司法府の統治及び政

• 州裁判所において死刑判決に対する上訴および異議
申し立てを統制する手続きを変更する。

• 高等裁判所を最初の陳情に指定し、連続する陳述を
制限する。

• 州裁判所において死刑判決の再審理を行う期間を確
立する。

• 死刑判決の上訴を認めるには、死刑以外の上訴を担
当する指名弁護士を必要とする。

• 刑務所職員は執行方法を考案する既存の規定プロセ
スから除外する。

• カリフォルニア州刑務所間の死刑囚移送を許可する。
• 死刑囚の賃金のうち、被害者の損害填補に適用され
る割合を増加する。

• 本法案が賛成票多数となった場合、死刑に関連する、

投票者が承認した他の法案は無効であることを明言
する。

州議会アナリストによる州および地方自治体の財
政への基本的な影響についての予測概要：
• 死刑判決に対する異議申し立ての法的手続きにかか
る州裁判所コストへの継続的な財政的影響は不明で
ある。 

• 死刑判決に対する法的な異議申し立てに関連する新
しいタイムラインに対応するために支出が加速化す
ることにより、年間数千万ドルに及ぶ州裁判所コス
トの短期的増加が見込まれる。その後、同額程度の
節減が見込まれる。

• 年間数千万ドルに及ぶ可能性のある州刑務所コスト
の削減が見込まれる。 
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策立案体 )によって確立された資格を満たしている
必要があります。これらの弁護士の一部は、州機関、
例えば具体的には州選弁護人の事務所や人身保護リ
ソースセンターの事務所などで働いています。ほか
は California州最高裁判所により支払われている民間
の弁護士です。別の弁護士は一般的に、直接控訴と
人身保護請願のために特定の個人に変わり任命され
ます。 

州は法的異議申し立てコストがかかる。州は
California州最高裁判所にこれらの法的異議申し立て
と死刑囚の代理弁護士のための費用を支払います。州
はまた、州の法務部の死刑判決を維持しようとする
ために採用された弁護士のための費用を支払います。
合計で、州は現在、死刑判決の法的異議申し立てに
年間約 55万ドルを費やしています。
法的異議申し立ては何十年もかかることがあります。
1978年以来、死刑判決を受けた 930人の打ち、15
名が執行済み、103名が執行前に死亡、64名は経
を軽減され、748名は死刑判決を維持したまま収監
されています。748名の受刑者の大半は、直接控訴
や人身保護請願手続きなどの様々な段階にあります。
これらの訴訟 - 個人が死刑判決を受けた時からすべて
の州と連邦の法的異議申し立て手続きを終えるまで - 
は、Californiaでは様々な要因により数十年もかかり
ます。例えば、受刑者は California州最高裁判所が弁
護士を任命するまでかなりの時間を待つことができ
ます。2016年 4月の時点で、49名の死刑囚が直接
控訴のために任命される弁護士を待っている状態で、
360名が人身保護請願のために任命される弁護士を
待っている状態でした。さらに、死刑囚は彼らのケー
スが裁判所で審理されるまでにかなりの時間を待つ
ことになります。2016年 4月の時点で、推定 337
名の直接控訴、263名の人身保護請願が California州
最高裁判所で係属中でした。 

死刑の実行
死刑囚の生活場所。男性の死刑囚は一般的に San 
Quentin州刑務所 (または死刑囚監房 )に、女性の死
刑囚は Chowchilla中央 California女性施設に収容され
ています。州では、現在これらの受刑者のためのセ
キュリティを強化するコストに繋がるさまざまなセ
キュリティ規制や手続きがあります。例えば、死刑判

決の受刑者は収容房外に出るときは手錠をしたうえ
で一名または二名の看守により付き添われています。
更に、他の受刑者とは異なり、死刑囚は現在、別の
収容房に配置する必要があります。
裁判所による執行停止。州では死刑囚の執行に致死注
射を使用しています。しかし、州の致死注射手続きを
取り巻くさまざまな法的問題のため、実行は 2006年
以降されていません。例えば、裁判所が州が、2010
年にその実行規則を改正した時に行政手続に指定さ
れた管理手順に従っていないと指摘しました。これ
らの手順は週の規制の作成プロセスに参加する機会
を一般人に提供するために、特定の活動に従事する
州機関が必要です。致死注射規制の草案が作成され
ており、現在は公開レビュー中です。 

提案
本法案は、死刑判決に法的課題がかかる時間を短縮す
ることを目指しています。具体的には (1)人身保護請
願は第一審裁判所で審理される必要がある (2) 死刑判
決の法的異議申し立てに時間制限をつける (3) 死刑囚
の代理弁護士を専任するプロセスを偏光 (4)他の様々
な変更 を加えます。(この投票 - 提案 62 - にも死刑
に関し、他の尺度があります。提案 62は第一級殺人
のための死刑を排除しようとしています。)

人身保護請願は第一審裁判所で開く必要があ
ります
その本法案は人身保護の請願が California最高裁判所
の法廷ではなく、一審裁判所で審理されている必要が
あります。(直接控訴は California州最高裁判所で審
理されていくでしょう )具体的には、これらの人身保
護請願は、別の裁判官や裁判所に正当な理由が提示さ
れないかぎり、元の殺人事件を扱う裁判官により行
われるでしょう。本法案は控訴裁判所に上告できる、
彼らの決定を書面で説明する一審裁判所が必要です。
控訴裁判所による決定はその後、California州最高裁
判所に上告することができます。本法案は California
州最高裁判所にいかなる現在保留中の人身保護の請
願も一審裁判所に転送することができます。 

死刑。手続き。 
州民発案による法令。

提案

66
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提案 死刑。手続き。 
州民発案による法令。66

死刑判決の法的異議申し立てに時間制限を 
設定
人身保護請願、直接控訴の申立は五年以内に完了す
ることが必要です。本法案は直接控訴と人身保護請
願の手続きが死刑判決から五年以内に完了すること
を要求しています。本法案ではまた、直接控訴と人
身保護請願がこの期間内に完了していることを確実
にするために、その規則を改正する司法評議会が必
要です。この五年間の要件は、新たな法的異議申し
立てに適用され、また同様に現在法廷で保留中の案
件にも適用されます。現在保留中の異議申し立てに
ついて、本法案では改定されたルールが採用されて
から五年以内に完了することが必要です。その手続
きが五年以上かかる場合は被害者やその弁護士は遅
延に対処する裁判所命令を要求することができます。
弁護士選任の一年以内に人身保護請願の提出書類が
必要です。本法案は死刑囚の代理に任命される弁護士
はその任命の一年以内に裁判の法廷で申し立てをす
ることを要求しています。第一審裁判所は、一般的に、
その後申立てについての決定を下すために一年間必
要とします。請願書がこの期間内に提出されていな
い場合、被告が無実であるかまたは死刑に値しない
と判断される場合を除き、申し立てを却下しなけれ
ばなりません。
その他の制限の制定。上記の期間悪に対応するため
には、本法案は死刑判決に対する異議申し立てにそ
の他の制限を制定しています。例えば、本法案には
最初の請願が提出された後、裁判所は被告が無実か
または死刑に相当しないという疑いのある場合を除
いては、追加の人身保護請願は受け付けることがで
きません。 

弁護士任命の手続きの変更 

 本法案は死刑囚を代理する弁護士が満たすべき資格
の変更を検討することを司法評議会と California州最
高裁判所に要求しています。本法案によれば、これ
らの資格とは (1)有能さを証明し、(2) 死刑判決への
法的異議申し立てに関して、適宜聴取することので
きる弁護士を増やすことができるなどです。本法案
はまた、一審裁判所 - California最高裁判所ではなく 
- に人身保護請願のための弁護士を任命することも定
めています。

また、本法案では弁護士が特定の状況下で直接控訴す
るために任命されている方法も変更しています。現
在、California州最高裁判所はそれらの資格を有する
弁護士のリストから任命しています。本法案のもと
では、特定の弁護士はまた、非死刑判決事件のため
に控訴裁判所より選定されたリストから専任するこ
ともできました。具体的には、これらの弁護士の中で、
(1) 最も深刻な非死刑事件の任命の資格がある (2) 死
刑事件への任命のために司法委員会で採択された資
格を満たしている弁護士が、控訴裁判所の任命リス
トに残りたい場合、直接控訴の任命を受ける必要が
あります。

その他の偏光の設定
人身保護リソースセンター運営。本法案では人身保
護リソースセンターの五名からなる理事会を排除し
センターを監視するために California州最高裁判所を
定めています。本法案ではセンターの弁護士も州立
公選弁護人の事務所と同じくらい支払われ、また法
的活動が制限されているように定めています。
受刑者の仕事と犯罪の被害者への支払い。現在の法
律では一般的に、彼らは刑務所にいる間は働くこと
が可能です。州立刑務所の規則は、これらの、あま
りにも大きなセキュリティのリスクを及ぼす受刑者
をこれらの要件から除外することができます。また、
受刑者は犯罪被害者への弁済を行うために裁判所に
より要求される場合があります。受刑者が受け取る
金額の最大 50%はこれらの債務を支払うために利用
されます。本法案では、死刑宣告を受けた全ての人
が週の規則によると州立刑務所にいる間は働かなく
てはいけないことを意味しています。本法案では州
の規則を変更することはできませんので、受刑者の
関連する既存の刑務所のの就業規則を必ずしも変更
する必要はありません。更に、本法案では死刑囚の
受け取る金額の 70%は被害者への債務にあてるべき
と定めています。
死刑の執行。本法案では州は任意の刑務所で死刑囚
を収容することができると定めています。本法案で
はまた、行政手続法から州の実行手順を除外していま
す。また、本法案では州による執行方法にさまざま
な変更を定めています。例えば、執行方法についての
異議申し立てについては死刑宣告をした裁判所での
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み聴取することができます。さらに、このような異
議申し立てが成功した場合に加え、本法案では一審
裁判所に有効な実行方法を命令するように定めてい
ます。州が規定の方法を使用して執行するのを連邦
裁判所が阻止した場合、州刑務所は 90日以内に連邦
規則に則った執行方法を作成しなければなりません。
最後に、本法案では、特定の州法による執行をサポー
トするさまざまな保健医療の専門家を、執行により
特定の法律や懲戒処分の対象になることから免除し
ています。

財政的影響

州訴訟費用
法的異議申し立てごとのコストへの影響。死刑判決
に対する各異議申し立てに関連する州の訴訟費用の
財政的影響は不明です。実際のコストは、四つの主要
な要因によって大きく異なる可能性があるためです。
（1）提出された訴訟の複雑さ （2）州裁判所がどのよ
うに既存そして新しい異議申し立てを処理するか （3）
死刑囚受刑者に任命できる弁護士の可用性、（4）そ
れぞれの法的異議申し立ての処理に必要な追加の弁
護士の可用性。 

一方で、本法案はそれぞれの異議申し立てのコスト
を削減することができます。例えば、各異議申し立
ては通常五年以内に終わらせなければなりませんが、
同様に提出することのできる人身保護請願には限り
があり、結果より少なくより短い法的文書の提出で
済む場合があります。これらの変更はそれぞれの法
的異議申し立てのより少ない時間と週のリソースを
削減できることがあります。
一方、一部の本法案の条項ではそれぞれの異議申し立
てのコストを増大させることもありえます。例えば、
人身保護請願の審査に必要な追加の弁護士は結果と
して異議申し立て手続きのリソースと時間の増加に
繋がることがあります。更に、州が人身保護請願の
際に一審裁判所が控訴裁判所に控訴した時には新し
い弁護士を専任しなければならないと判断した場合
などに、追加の弁護士費用がかかる場合があります。
これらのことにより、死刑判決に関連する異議申し
立ての年次経済的影響は不透明です。 

短期的な年間コストは既存のケースへの加速する出
費により高くなる。各異議申し立てに本法案がどう
影響しようかにもかかわらず、本法案は死刑判決に
関する法的手続きの州の支出を増加させるでしょう。
なぜなら、本法案で指定された期限のある、数百も
の保留中の訴訟があるため、短期的に年間コストは
増加を招くことになるためです。州ではこれらの費
用の一部またはすべて今後数年間で節約することに
しなければ、更に長きにわたって時間が掛かるでしょ
う。対処する必要のある、膨大な数の保留中の件を考
えると、これらの加速する額と期間は短期的には不
明です。このようなコストは、長年にわたって、毎
年数千万ドルになり得ます。

州刑務所
州が死刑囚の収容方法を変更する限り、この対策は
州刑務所の節約になる可能性があります。例えば、
男性受刑者が San Quentinの独居房に収容される代わ
りに、他の刑務所に転送された場合、これらの受刑
者の収容及び監視コストを削減することができます。
また、本法案の範囲は結果として死刑囚の数を削減
することになり、州もさらにコストを削減すること
ができます。合計するとこのような潜在的な削減は
年間数千万ドルに及ぶ可能性があります。

その他の財政的影響
本法案の変更が California州の殺人事件や殺人裁判で
検察官が死刑を求める頻度などに影響があり、本法
案は州および地方政府の支出に影響を与える可能性
があります。結果として得られる財政的影響はもし
あるならば、今だ不明であり、推定できません。

本法案に賛成または反対するために結成された 
委員会のリストについては、http://www.sos.ca.gov/
measure-contributions をご覧ください。委員会の 

献金トップ 10 リストにアクセスするには、 
http://www.fppc.ca.gov/transparency/top-contributors/ 

nov-16-gen-v2.html をご覧ください。
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 提案 66の賛成意見  

提案 死刑。手続き。 
州民発案による法令。66

提案 66号は、貧弱に構成された、無駄な費用のかかる実験であり、
CALIFORNIA州において無実の人に死刑を執行するリスクを高め、
政府による官僚手続きの階層を追加し、死刑のケースにおいてさ
らなる裁判の遅延を発生させます。 
**この措置をご自分でお読みになってください：州の無党派立法
分析事務所によると、この措置により納税者の負担が数千万ドル
増大するとのことです。 

提案 66号は本当の改革ではありません。専門家の提案 66号の
実態に関する意見は次の通りです： 
• California州において、無実の人に対して死刑を執行するリス
クが高まります 

• 死刑囚の弁護にかかる費用に関連して納税者の負担が増大 
します 

• 州は何百人もの新規の弁護士を雇う必要があります 
• 納税者負担による新しい死刑囚用施設の建設につながります 
• 郡裁判所の負荷が増加し、経験の浅い裁判官に死刑判決を強い
ます 

• 混乱の規定に挑戦する弁護士によって裁判費用を増大させます 
提案 66号は、特別利益団体が改革を主張しつつ、その力を濫用

し議題を押し付ける典型的な例といえます。提案 66号を支持者
はだれかわかりますか：刑務所の制度により多くの資金の投入す
ることに関心のある刑務所員組合と自分のキャリアを進めるため
にこのイニシアチブを利用しているご都合主義の政治家達です。 

専門家は次のことに同意しています：提案 66号は貧弱に構成さ
れた、混乱を招くイニシアチブであり、California州死刑制度に
遅延とコストの増大を引き起こすだけです。 
150以上の無実の人々が死刑を宣告され、このような貧弱な法律
によって死刑が施行されていることを忘れないでください。 
California州には本当の改革が必要です。提案 66号はその答えで
はありません。 
www.NOonCAProp66.org 

GIL GARCETTI、地方検事 
Los Angeles郡、1992～ 2000 
LADORIS CORDELL 判事、(退職 ) 
Santa Clara郡上級裁判所 
HELEN HUTCHISON、代表 
California州女性有権者連盟 

 提案 66の賛成意見に対する反論  

California州で選出された法執行機関の指導者、警察官、最前線
の検察官、そして殺人事件の被害者遺族は、California州の死刑
制度を改革するために、皆さんが提案 66号に賛成の投票をする
ことを要求しています！
私たちは、California州の現在の死刑制度が破綻していることに
同意しています。.最も凶悪な犯罪を犯した死刑囚が、限りない
控訴により判決をお遅らせ、30年間にもわたり収監されること
で、納税者に数億ドルもの負担を強いています。
しかし、こうである必要はありません。
問題を解決するには、California州の死刑を廃止することでなく、
変更することが必要です。 

解決方法は、提案 66号に賛成の投票をすることです。
提案 66号は、無実の人に死刑が執行されることを防ぎながら、
死刑に関する控訴制度をより迅速に処理できるように書 
かれました。 

提案 66号では、最悪の殺人犯は最も重い判決を受けることにな
ります。 

提案 66号は、被害者遺族に終結をもたらします。 

提案 66号は、公共の安全を保証します。これらの残忍な殺人犯
は二度と社会に出る機会を与えられません。 

提案 66号により、凶悪な犯罪者は、もはや 30年以上にわたり
納税者の費用負担において死刑囚として収監されることはなくな
り、納税者の負担は減ります。 

提案 66号は、制度を熟知している最前線の死刑検察官によって
書かれました。彼らは制度が破綻していること、そしてどのよう
に修正するべきかも知っています。複雑に聞こえるかもしれませ
んが、改革は実際には非常にシンプルです。 

提案 66号の主な変更点は次の通りです： 

1.	すべての州へ控訴は、5年に限定されます。 
2.	死刑を宣告されたすべての殺人犯には、特別控訴のための弁護
士が即時に割り当てられます。現在、弁護士の割り当てだけで
五年またはそれ以上の時間がかかっています。 

3.	これらの控訴を処理するために必要な弁護士のプールが拡張さ
れます。 

4.	死刑裁判を取り扱った経験がありそれらを熟知している裁判所
が、最初の控訴を処理します。 

5.	州最高裁判所はその権限として、制度を監視し、被告人の権利
を保護しながら控訴が迅速に処理されていることを保証しま
す。 

6.	州矯正局（刑務所）は、死刑囚の収監施設を改革します。これ
らの残忍な殺人者から特権をはく奪し、百万ドル単位で経費を
節減します。 

California州元財務局長の Mike Genest氏によると、すべて合
わせると、これらの改革により California州の納税者の負担は
$30,000,000軽減され、同時に死刑制度が再び正しく機能する
ようになします。 
CALIFORNIA州には、正しく機能する死刑制度が必要です 

死刑判決は賢明に、そしてまれに下されるのみであり、非常に悪
質な殺人犯に対してのみ下されています。 
California州で死刑の対象となるためには、「特殊な状況」におけ
る第一級殺人で有罪となる必要があります。 

特別な事情には次のケースが含まれます： 
• 被害者を強姦し、拷問にかけた殺人犯。 
• 子供を殺害した殺人犯。 
• 複数の殺害に関与した殺人犯 /連続殺人犯。 
• テロリストが犯した殺人事件。憎悪犯罪の一環とした場合、ま
たは警察官を殺害した場合。 

毎年、California州では約 2,000件の殺人が発生します。わずか
約 15件の死刑判決が下ってます。 

しかし、これらの恐ろしい犯罪が発生し、陪審員が全会一致で有
罪と判断し、さらにそれとは別に、全会一致で死刑を推奨し、控
訴が五年以内に確認されて初めて殺人犯の死刑が執行されます。 
California州を保護し、被害者に終結を提供し、納税者の何百万
ドルという負担を軽減しましょう。 

詳細は、www.NoProp62YesProp66.com をご参照ください。 

そして、法執行機関と被害者遺族に賛同し、提案 66号に賛成の
投票をしてください！ 

JACKIE LACEY、Los Angeles郡の地方検事 
KERMIT ALEXANDER、複数の殺人被害者の家族 
SHAWN WELCH、代表 
コントラ・Contra Costa郡保安官代理協会
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死刑。手続き。 
州民発案による法令。

提案

66
提案 66号は納税者の数千万ドルを浪費します。 
150以上の無実の人々が死刑を宣告され、このような貧弱な法律
によって死刑が施行されているという証拠があります。 

提案 66号は混乱させる内容で、貧弱な構成のため、その社会的
影響を理解することは困難です。分かるわかっていることは、こ
れにより政府による官僚手続きの階層を追加し、遅延の発生させ、
納税者の税金をさらに浪費し、California州において無実の人に
死刑を執行するリスクを高めます。 

専門家はこれに同意しています：提案 66号には大きな欠陥があ
ります。 
** 提案 66号は納税者に何百万ドルものコスト負担を強いていま
す。 

無党派の分析家によれば ,提案 66号はさらに、「用途不明」のコ
ストにより「毎年数千万ドル」を要することが分かっています。
www.No0nCAProp66.org/costに掲載された LAO報告書をお読み
ください。 

専門家によると、提案 66号は： 
• 刑務所における費用を増大させ、学校、社会的サービス、およ
びその他の優先順位が高い項目がその犠牲となっています。 

• 死刑囚の弁護にかかる納税者の負担を増大させ、税金で賄われ
る弁護士を 400人も新規で雇う必要があります。 

• 納税者負担による新しい死刑囚用施設の建設につながります。
このイニシアチブは、California州のどこにでも、新しい刑務
所に死刑囚を収容することを許可します。 

• 一連の貧弱に構成された規定に抗議する弁護士によって訴訟費
用の増大につながります。 

「提案 66号には欠陥が多すぎ、California州の納税者にどれほ
どの費用負担がのしかかるかを知ることはできません。」—John 
Van de Kamp、California州元司法長官。 
** 提案 66号は、California州が無実の人に死刑を執行するリス
クを増大させます。 

すべての人が、提示されたすべての証拠に基づく公平な裁判を受
けられることをほしょうするかわりに、この措置は、重要な法的
安全機能を無効にし、致命的なミスを容易に犯していまう危険性
につながります。 

この措置は、無実の人々に死刑を執行している Texasのような

州の法律をモデルにしています。Texas州で死刑が執行された
Cameron WillinghamとカCarlos de Lunaの両名のような人々です。 

専門家によれば、彼らは無罪であったと考えられています。 

提案 66号は： 
• 裁判所で無実を証明するための新たな証拠を提示する能力を制
限します。 

• 優秀な弁護士を雇う経済力のない人々を間違いの危険に晒しま
す。 

• 死刑判決を地域の裁判所へ移管すれば、地域の裁判所は機能し
なくなり、官僚手続きの階層を追加し、難解なケースを経験の
浅い裁判官や弁護士の手に委ねることになります。これは大き
な間違いにつながる可能性があります。 

「誰かの死刑された後で無実が判明した場合、時間を巻き戻すこ
とはできません。」—裁判官LaDoris Cordell、Santa Clara市（引退）。 
** 混乱させる内容で、貧弱に構成されたイニシアチブは遅延を発
生させるだけです。 

提案 66号は見当違いな実験であり、裁判所および刑務所制度に
関連する納税者の負担を百万ドル単位で増加させ、貧弱に構成さ
れた改革により California州をリスクにさらします。 
SF Weekly によると、「イニシアチブの 16ページをめくってみる
と、大学生の第一回目の草案を見ているような感じです。この表
現はあいまいで、焦点が定っておらず、投げやりな印象を与えま
す。」
政府の官僚手続きの階層を追加し、コストを増加させる代わりに、
私たちに必要なのは本当の意味での司法制度の改革です。提案
66号はその答えではありません。 

「刑務所制度に無謀で、高いコストを伴う変更を加える代わりに、
私たちに必要なものは、犯罪を減少させ、被害者を支援するため
の賢い投資なのです。」—Dionne Wilson、職務中に殺害された警
察官の未亡人。 

JEANNE WOODFORD、刑務所員 
Californiaの死刑囚監房、1999～ 2004年 
FRANCISCO CARRILLO JR.、冤罪者 Los Angeles郡 
ANTONION R. VILLARAIGOSA 閣下、市長 
Los Angeles市、2005～ 2013年 

提案 66号は、California有数の犯罪検察官、刑事司法法律財団、
もっとも優秀な法律の専門家によって細心の注意を払って書かれ
ました。この人々は、その経験から死刑制度を廃止するのではな
く、何を変えるべきかを知っています。 

提案 66号に反対する死刑反対過激派は、それが制度を修正する
ことを知っていますが、それを阻止するためなら何だって言いま
す。だまされてはいけません。 

提案 66号は死刑制度改革であり、被告と被害者遺族の両方に公
平です。現行制度では、被告は弁護士が割り当てられるまでに 5
年待つ必要があり、裁判を遅らせ、控訴に悪影響を与え、被害者
遺族にとって事件の終結を遅らせます。提案 66号はプロセスを
合理化するし、関係者すべてに公正さを保証します。 

現行制度では、California州の最も残忍な殺人犯 -連続殺人犯、大
量殺人犯、子供を殺害した殺人犯、および被害者を強姦し拷問に
かけた殺人犯、老衰で死ぬまで生きながらえ、納税者は食事、健

康管理、権限と無制限の控訴の費用を負担することになります。 

提案 66号は California州元財務局長の Mike Genest氏によると、
制度の改革により、納税者の負担を年 3千万ドル軽減できると考
えられています。何十年にもわたり収監し何百万ドルもの費用を
かける代わりに、死刑囚には法的手段を公正に適用する期間とし
て五～十年の控訴期間が与えられ、同時に無実の人に誤って死刑
が実行されないことを保証します。 

死刑の廃止ではなく変更を目指す提案 66号に賛成の投票を行い、
正義を貫いてください。 

詳細は、www.NoProp62YesProp66.com をご参照ください。 

ANNE MARIE SCHUBERT、Sacramento郡の地方検事 
SANDY FRIEND、殺人被害者の母親 
CHUCK ALEXANDER、代表 
California 州矯正平和公務員協会

 提案 66の反対意見に対する反論  

 提案 66の反対意見  
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提案 使い捨てビニール袋の禁止。 
州民投票。67

立法部の分析家による分析

背景
持ち帰り袋の利用。店は一般的に、顧客が購入した
商品を持ち帰るための袋を提供する。一般に提供さ
れる一種類の袋は「使い捨てのプラスチック製持ち
帰り袋」で、レジで使用する薄いプラスチック製の
袋を指し、継続して再利用するためのものではない。
対照的に、「プラスチック製再利用袋」は厚めで丈夫
なので何度も再利用できる。使い捨ての紙袋を提供
する店も多い。店は高い頻度で使い捨ての紙及びプ
ラスチック製持ち帰り袋を無料で顧客に提供し、再
利用袋を有料で提供する店もある。毎年、California
州では、およそ 150億枚の使い捨てプラスチック製
持ち帰り袋が顧客に提供されている（California住民
ひとりあたり平均およそ 400枚）。
使い捨て持ち帰り袋の使用を制限する地方政府は多
い。California州の多くの市や郡では近年、使い捨て
持ち帰り袋の使用規制又は禁止を地方条例に導入し
ている。これら地方条例は、このような袋の使用に
よる環境への影響が懸念されたため、実施された。例
えば、プラスチック製袋はごみの一因になり、河川行
きになる。また、プラスチック製袋はリサイクル機
械に絡まるので、リサイクルには難しい場合がある。
地方条例の多くは、スーパーマーケット、コンビニエ
ンスストア、薬局、及び酒屋での使い捨てプラスチッ
ク製持ち帰り袋の使用を禁止している。また、店が
持ち帰り袋を 10セント以上で販売するようにも義務
付けている。それによる収益を店が保持することを
許可している。2016年 6月現在、持ち帰り袋の条例
を導入している市や郡はおよそ 150あり、California
州全体のおよそ 40パーセントを占め、その大部分は
沿岸部の郡である。
持ち帰り袋条例の州全体の導入。2014年、上院議案
（SB）270 持ち帰り袋に関する州条例を議会が可決
し、州知事が署名した。条例は以下に詳述するように、
特定の店が使い捨てプラスチック製持ち帰り袋を提
供することを禁止している。また、これらの店がレ

ジで提供する持ち帰り袋を有料で顧客に提供するこ
とも義務付けている。

提案
州の憲法において、新たな州法は発効の是非を決定
するために住民の直接投票として有権者の票決に付
す前に施行できる。本提案は、SB 270の住民直接投
票である。以下、本法案、その主要条例、及び本投
票用紙に記載の別の提案による本法案への影響に対
する「賛成」及び「反対」票の意味について記述する。

「賛成」及び「反対」票の意味

「賛成」票は SB 270を支持する。特定の店は使い捨
てプラスチック製持ち帰り袋の提供が禁止され、一
般的に、少なくても 10セントの持ち帰り袋への料金
を課すことが義務付けられる。これらの要件は 2014
年秋現在で、独自の使い捨て持ち帰り袋法律がない
市や郡にのみ適用される。
「反対」票は SB 270を拒否する。店は、当該袋の使
用を禁止する条例の対象になっていなければ、使い
捨てプラスチック製持ち帰り袋及びその他の袋を無
料で提供できる。

法案の主な条項

使い捨てプラスチック製持ち帰り袋の禁止。本法案
は州内のほとんどのスーパーマーケット、コンビニ
エンスストア、大型薬局、及び酒屋での使い捨てプラ
スチック製持ち帰り袋の提供を禁止するものである。
本条項は包装されていない農産物用の袋など、特定
目的で使用のプラスチック製袋には適用されない。
再利用可能プラスチック製持ち帰り袋への新基準作
成。本法案は再利用可能プラスチック製持ち帰り
袋の構成材料に対して新基準も定めるものである。
California資源化・再生利用（CalRecycle）部門が、
袋の製造業者によるこれら要件の順守を確認する責

以下の法令について、「はい」の投票は賛成し、「い
いえ」の投票は反対する
• 食料品店およびその他特定の小売店が販売場所で
持ち帰り用に使い捨てのビニール袋または紙袋を
顧客に提供することを禁止する。

• 再生紙の袋および再利用可能な袋を 1枚あたり最
低 10セントで顧客に販売することを許可する

州議会アナリストによる州および地方自治体の財
政への基本的な影響についての予測概要：

• 州政府および地方自治体に対し比較的小規模な財
政的影響が見込まれる。州の管理費に年間百万ド
ル未満の小幅な増加が見込まれるが、これは手数
料によって相殺される。地方自治体はゴミ・廃棄
物処理費の低減により小幅な節減を実現できる可
能性がある
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立法部の分析家による分析 続き

使い捨てビニール袋の禁止 。 
州民投票 。

提案

67

任を負うことになる。本法案は持ち帰り袋の他の種
類の基準も規定する。
他の持ち帰り袋の有料化の義務。本法案は一般的に、
店がレジで消費者に提供する持ち帰り袋に対して少
なくても 10セントの料金を課するように義務付ける
ものである。この料金は処方薬に使用する袋など、特
定目的で使用の袋には適用されない。さらに、特定の
低所得顧客はこの料金を支払わなくてもよい。本法
案では、店は袋の販売による収益を保持できる。こ
の売上高を持ち帰り袋提供の費用、法案順守の費用、
および再利用可能袋の使用を奨励する教育の取り組
み費用として使用できる。

本投票用紙に記載の別の提案による本法案の実施
影響

本投票用紙には、有権者の承認を得た場合、持ち帰り
袋の売上から得た収益を州の管理にする、別の法案、
提案 65が記載されている。具体的には、提案 65は、
特定袋を禁止し、その他の袋に料金を課する（SB 270
など）州法から得た収益は新政府基金に送り、さま
ざまな環境プログラムを支援するものである。
両方の法案が可決された場合、持ち帰り袋の売上か
ら得た収益の使用は、投
票数が多い法案によって
決まる。図 1は異なる
有権者による 2つの法
案の決定によって実施さ
れる、異なる SB 270の
主な法案の実施方法を示
す。具体的には、提案 67
（SB 270に対する住民の
直接投票）が多くの「賛成」
投票数を得た場合、収益
は特定目的のために店が
保持する。また、提案 65
（主導権）が多くの「賛成」
投票数を得た場合、収益
は環境プログラムに使用
される。提案 65は、両
方の法案が可決され、提
案 65の「賛成」投票数
が多い場合、SB 270の
実施を妨げるものと裁判
所が解釈する可能性があ
る条項を含むことを指摘
する。ただし、本分析は、
使い捨てプラスチック製
持ち帰り袋の禁止及びそ
の他の袋への料金請求な

ど、収益の使用に関する、その他の条項 SB 270はま
だ実施されることを前提としている。

財政的影響
州及び地方政府への小規模の財政的影響。本法案は
州政府又は地方政府への財政的影響は比較的小さい。
具体的には、本法案には、CalRecycleが袋の製造業
者が再使用可能プラスチック袋の新要件を順守をす
るようにするために年次州経費 100万ドル以下が増
大するという軽度の影響がある。これら費用はこれ
ら袋の製造者に請求する料金で相殺される。法案は
ごみの清掃及び廃棄物管理費用の削減による地方政
府の小規模の節約など、他の財政的影響の可能性も
ある。

本法案に賛成または反対するために結成された委
員会のリストについては、http://www.sos.ca.gov/

measure-contributions をご覧ください。委員会の献金
トップ 10 リストにアクセスするには、http://www.fppc.
ca.gov/transparency/top-contributors/nov-16-gen-v2.html

をご覧ください。

.

提案 65 号
（発案） 
可決

持ち帰り袋の法律を州全体で実施。持ち帰
り袋の売上収益の使用は投票数が多い提案
により決まる：

• 住民の直接投票で「賛成」投票数が
多い場合、収益は店が保持する。

• 発案の「賛成」投票数が多い場合、
収益は環境プログラムのために州が
管理する。a

持ち帰り袋の州法は適用されない。今後、
SB 270と同様の州法による収益は環境プ
ログラムに使用される。

提案 65 号
（発案） 
否決

持ち帰り袋の州法が有効になり、持ち帰り
袋の売上による収益は店が保持する。

持ち帰り袋の州法は適用されない。

提案 67 号 
（SB 270 住民の直接投票） 

可決

提案 67 号 
（SB 270 住民の直接投票） 

否決

図 1

住民の直接投票の実施は提案 65 の成果による影響を受ける

a 代わりに、提案 65の規定は、上院議案（SB）270の実施を妨げるものと裁判所が解釈する可能性がある。



67

112 | 反対意見 本ページに印刷されている反対意見は、著作者の意見であり、公的機関によってその正確性については調査されていません。

提案 使い捨てビニール袋の禁止。 
州民投票。67

 提案 67の賛成意見  

 提案 67の賛成意見に対する反論  

私たちは皆、環境を保護したいと考えています。しかし、
提案 67号は欺瞞です。
それは、レジにおいて紙製や厚手のプラスチック製レ
ジ袋に最低 10セントを支払うことを余儀なくされる
California州の消費者にとって年間 3億ドルの隠された
レジ袋税です。 
そして、一ペニーたりとも環境のために使用されません。 
その代わりに、議会は 3億ドル新しい袋税収のすべてを
食料品店の利益として与えてしまいました。 
年間 3億ドルもです！ 
特別利益団体による談合を阻止しましょう。 
特別利益団体のロビイストによって仲介されたこの談合
によって、提案 67号は年最大 3億ドルの利益を食料品
店にもたらします。 
大手食料品店チェーンは新しい税収をすべて自分のもの
にします。 
これでは、消費者の負担が増え、食料品店が毎年 3億ド
ル分収入が増えるだけです。 

だまされてはいけません：レジ袋禁止税の一ペニーたり
とも環境保護のために使用されません。 
議会は、新しい税収を環境保護に充てることもできまし
たが、彼らの目的は環境保護ではありませんでした . . 
.それは、食料品店や労働組合の利益を増大させること
でした。 
この措置は、食料品店が新しい税金を利益としてよいこ
とを明確に定めています！ 
談合と隠された税金を阻止しましょう。 
提案 67 号に反対の投票をしましょう。 

DOROTHY ROTHROCK、代表 
California 州製造業者および技術協会 
THOMAS HUDSON、エグゼクティブディレクター 
California 州納税者保護委員会 
DEBORAH HOWARD、エグゼクティブディレクター 
California 州シニア支持者連盟 

提案 67号に賛成の投票をすることで、ごみを削減し、
海洋と野生生物を保護し、清掃コストを削減しましょう。
使い捨てレジ袋は、私たちの公園、木や近隣地域、また
河川、湖や海において最もよく見られるゴミの 1つと
なっています。賛成に投票することにより、私たちの山、
谷、ビーチやコミュニティーから廃棄されたビニールを
排除し、美しく保つことができます。同法により、州や
地域コミュニティーは数千億ドルのごみ清掃費用を節約
することができます。 
ビニール袋は野生生物にとって致命的な脅威です。 
「ビニール袋は毎日、野生生物を危険にさらしています。
ウミガメ、ラッコ、アザラシ、魚や鳥たちの中には、ビ
ニール袋に絡まったり、食べ物と間違えビニールが胃に
入ってしまったため餓死するものもいます。提案 67号
は、私たちの海、湖、河川においてビニール袋を低減
し、野生生物を保護するための常識的なソリューション
です。」-Julie Packard、エグゼクティブ・ディレクター、
Monterey Bay水族館 
提案 67号へ賛成することにより、California州はビニー
ル袋の廃止に成功することができます。 
賛成票により、議会が可決し知事が承認した、無駄な使
い捨てレジ袋の拡散を停止する法律を守ることができま
す。この法律は、海洋、野生生物、消費者、および中小
企業の保護にコミットしている団体からの強い支持を得
ています。一旦有権者が提案 67号を承認すると、これ
は州全体で実施されます。 

多くの地域コミュニティーはすでにレジ袋を廃止してい
ます。事実、ほぼ 150地方都市や郡は使い捨てのビニー
ル袋を禁止しています。これらの法律は、すでに成功を
収めた例であり、コミュニティの中には使い捨ての袋
90パーセント削減したところもあり、消費者からの強
い支持も得ています。 
州外のビニール袋会社は California州での状況に反対し
ています。 
この法律への反対運動は、州外の四大ビニール袋企業に
よって支援されています。彼らは、California州がビニー
ル袋の廃棄物に関してリーダーシップを取ることを望ん
でおらず、自己の利益を守るためにこの試みを挫折させ
ようとしています。 
彼らの偽りの主張を信じてはいけません。私たちは、す
でに地域レベルで大きな成功を収めているレジ袋法に、
CALIFORNIA州レベルでのチャンスを与えるべきです。 
California州ビニール袋ごみ削減法を守るために提案 67
号に賛成しましょう。 

JULIE PACKARD、エグゼクティブディレクター 
Monterey Bay水族館 
JOHN LAIRD、委員長 
California 州海洋保護協議会 
SCOTT SMITHLINE、ディレクター 
California州資源再生・再利用推進部 
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使い捨てビニール袋の禁止。 
州民投票。

提案

67
 提案 67の反対意見  

提案 67 号に騙されてはいけません。
それは、レジにおいて紙製や厚手のプラスチック製レ
ジ袋に最低 10セントを支払うことを余儀なくされる
California州の消費者にとって年間 3億ドルの隠された
増税です。 
そして、1ペニーたりとも環境のために使用されません。 
その代わりに、議会は 3億ドル新しい税収のすべてを食
料品店の利益として与えてしまいました。 
特別利益団体の談合を阻止し、. . . 提案 67号を承認す
ると、これは州全体で実施されます。 
レジ袋税を阻止しましょう 
提案 67号は、ビニール製レジ袋を禁止し、レジで提供
される紙製または厚手のプラスチック製の再使用可能な
袋に最低 10セント課金することを要求します。 
消費者は食料品店が無料で提供していたレジ袋を使用す
るために毎年 3億ドル支払うことになります。 
税収は食料品店、つまり特別利益団体のものになります 
提案 67号により、食料品店の利益が年に最大 3億ドル
増大します。 
大手食料品店チェーンは税収をすべて自分のものにしま
す。 
これでは、消費者の負担が増え、食料品店が 3億ドル分
収入が増えるだけです。 

レジ袋税の 1ペニーたりとも環境保護のために使用され
ません 
議会は環境保護のために新しいレジ袋税に取り組むこと
ができました、しかしそうではありませんでした。 
その代わりに、食料品店が新しい税収を留保することを
要求したのです。 
この特定の利益のためのレジ袋税を阻止しましょう 
提案 67号は食料品店の利益を増大させるために、
Sacramento特別利益団体のロビイストがでっち上げた
談合です。 
議会は SB 270を可決しましたが、そのファインプリン
トに隠されていたのは、消費者に対するレジ袋税でした。
買い物客は紙製や厚手のプラスチック製の再使用可能な
袋 1枚につき最低 10セントを支払う必要があり、これ
らはすべて食料品店の利益になります。 
談合と隠された税金を阻止しましょう 
提案 67 号に反対の投票をしましょう。 

DOROTHY ROTHROCK、代表 
California 州製造業者および技術協会 
THOMAS HUDSON、エグゼクティブディレクター 
California 州納税者保護委員会 
DEBORAH HOWARD、エグゼクティブディレクター 
California 州シニア支持者連盟 

提案 67号に賛成の投票をすることで、California州にお
けるレジ袋禁止を前進させることができます。とても簡
単なことです。 
Texas州や South Carolina州のビニール袋企業から報酬
をうけてた、環境を保護するなどという誤解を招く反対
運動に騙されないでください。使い捨てのビニール袋を
廃止することは、California州に大きなメリットをもた
らします。 
これらの袋は野生生物を殺し、海洋を汚染し、リサイク
ル施設を破壊し、清掃に多大なコストのかかるゴミを生
み出します。 
California州中の多くの地域コミュニティーはすでにレ
ジ袋を廃止し、このイニシアチブの前進を支持していま
す。 
「産業界の偏見を信じてはいけません！ . . . 買い物客
は 10セントの紙製または再使用可能なビニール袋を買
う代わりに、自分の袋を持ってくればいいのです。」—
Los Angeles Times編集委員会 
「私たちの店のような、California州中の地域の食料品店

は提案 67号を承認すると、これは州全体で実施されま
す。私たちの地域コミュニティーでは、使い捨てビニー
ル袋の禁止は非常に上手くいっています。お客様は自分
の再使用可能な袋を持参し、不要なプラスチックゴミを
減らせることを嬉しく思っています。これは小規模の小
売店や消費者には良いことです。」—Roberta Cruz、 
La Fruteria Produce 
「California州は、ビニール袋メーカー、特に州外のメー
カー達が考えているよりも利口ですよ。」—Sacramento 
Bee編集委員会
提案 67に賛成の投票をし、プラスチックゴミと廃棄物
の廃止におけるCalifornia州の成功を保護してください。 

DOLORES HUERTA、共同設立者 
ユナイテッド・ファーム・ワーカーズ 
SAM LICCARDO、市長 
San Jose市 
MARY LUÉVANO、コミッショナー 
California州沿岸コミッショナー 

 提案 67の反対意見に対する反論  
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この項では州の公債負債について説明し
ます。90億ドル学校債に関する修正案
51による州債発行コストへの影響につい
ても説明しています。

背景

公債とは？公債とは政府や企業がお金を
借りるための手段のひとつです。州政府
は、橋、ダム、刑務所、公園、学校、オフィ
スビルなどインフラプロジェクトの計画、
工事、改修の支払に主に公債を利用して
います。州は、投資家に公債を販売して
プロジェクトに先行して資金を調達し、
決められた期間に利子をつけて投資家に
返済します。

公債を利用する理由とは？公債を発行す
る理由のひとつは、インフラプロジェク
トの多額のコストを一度に支払うことが
難しいからです。さらに、インフラは一
般的に長年にわたって利用されます。そ
こで、現在と将来の世代がプロジェクト
のコストを負担することが現実的なので
す。

公債には主にどのような種類があります
か？州が発行する公債には主に一般財源
債と歳入担保債の２種類があります。州
は一般財源債の支払には州の一般財源を
用います。一般財源は州の主な活動費用
であり、教育、刑務所、医療、その他のサー
ビスの支払に利用します。一般財源は主
に所得税と売上税によって構成されてい
ます。California州憲法の下では、州の一
般財源債は、有権者によって承認されな
ければなりません。

これとは対照的に、歳入債の返済に州は、
一般的にはインフラの利用者が支払う手
数料や料金（橋の通行料など）から得ら
れる収益を充てます。他の事例の場合、
特定の歳入債の支払には州の一般財源を
使います。現行法では、州の歳入債は有
権者の承認が不要です。（この『有権者者
ガイド』で先ほど述べた法案 53は、州
全体の有権者の承認を得る州単一のプロ
ジェクトに対して総額 20億ドルを超える
州の歳入債を要求しています。）

公債資金調達のコストはいくらになりま
すか？公債の販売後、州は公債の返済完
了まで毎年支払いを続けます。公債返済
の年間費用は、主に利率と公債の返済期
間によって決まります。州は通常、公債
の返済期間を 30年（個人による 30年の
住宅ローンと同じ期間）としています。
利息を 5%と仮定すると、州が１ドル借
りる毎に、30年の返済期間に 2ドル近く
を州が返済することになります。その 2
ドルのうち、1ドルは借入額（元本）の
返済に使われ、1ドル近くが利子に使わ
れます。但し、各公債の返済が 30年に渡
るため、インフレ調整後の費用はそれよ
り少なく、借入額 1ドルにつき約 1.30ド
ルとなります。

インフラ債と州予算
一般財源債務額。州には、およそ 850億
ドルの一般財源でまかなわれている発行
済インフラ債券があり、元本と利息の支
払にあてられています。さらに、有権者
と州議会は、まだ販売されていない約
310億ドルの一般財源公債を承認しまし
た。これらの公債のほとんどは、追加プ
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ロジェクトの資金調達のために今後販売
する見込みです。2015～ 2016年、一般
財源によるインフラ公債の返済は総額 60
億ドル近くになりました。

この選挙がもたらす負債支払への影響。
この投票用紙に記載された学校債提案（法
案 51）は、州が投資家に一般財源債を販
売することによって追加で 90億ドルを借
り入れることを認めるものです。これら
の公債の元金と利息の支払いに必要な金
額、いわゆる債務返済額は、債券販売の
具体的な内容により異なります。5%の金
利を前提とし、債券は 5年にわたり発行
され、債券の返済期間は 30年とします。
この仮定に基づくと、財源コストは年平
均 5億ドルと推定され、現在、州が債務
返済のために一般財源から支払っている
よりも約 8％多くなります。まとめると、
本法案によって必要となる債務返済総額
は、公債返済期間の 35年間で約 176億
ドルと見込まれます。

この選挙が債務返済比率 (DSR)に与える影
響。州の負債状況を示す指標のひとつが、
債務返済比率（DSR）です。この比率は、
インフラ公債の債務返済のために確保し
ておくべき州の年間一般財源歳入の一部
を示しているものであって、州の他のプ
ログラムに流用することはできません。
図 1に示すように、DSRは現在、年間一
般財源歳入のおよそ 5%を占めています。
有権者が、この投票用紙に提案された学
校債を承認しない場合は、すでに承認さ
れた公債に対する州の債務返済は、今後
数年にわたり約 5%にとどまり、その後
は減るものと予想されます。有権者がこ
の投票用紙で提案された学校債を承認し
た場合、承認されなかった場合と比べて、
DSRを三分の一パーセント引き上げると
予想されます。州と有権者が将来におい
て追加の公債を承認した場合、州の DSR
は、図に示すよりも高くなる可能性があ
ります。
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1995–96 2000–01 2005–06 2010–11 2015–16 2020–21

一般財源債務返済比率

図 1

債務返済に費やした一般財源収益の割合

学校権案

承認済、ただい未販売

推定

販売済み公債
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候補者声明に関する情報
本ガイドには
この有権者ガイドには、本ガイドの 117 ページに記載する連邦議会上院の候補者に関する情報が含まれます。

国会上院議員の候補者は、本有権者ガイドの立候補者声明のスペースを購入できます。立候補者でも、立候補者声明のス
ペースを購入しないことを選択した者もいます。

連邦議会上院の候補者 :

Kamala D. Harris 民主党
Loretta L. Sanchez 民主党

投票用紙見本案内冊子  
( 郡公認記録係から別途郵送済み ) には
本ガイドに記載の候補者の他に、投票用紙には、州議会、州下院議会および 連邦議会下院 の立候補者が含まれることが
あります。

次に記載の特定の金額（ドル）以下に選挙運動出費を抑えることに同意する場合に限り、州議会および州下院議会の候補
者は、群の投票用紙見本案内冊子に候補者声明のスペースを購入できます。

• 州議会の候補者は、総選挙に最高 $1,269,000 まで費やすことができます。

• 州下院議会の候補者は、総選挙に最高 $987,000 まで費やすことができます。

	California の任意の選挙運動出費を受諾する候補者の一覧は www.sos.ca.gov/elections/candidate-statements 

でご覧ください。

Californiaの任意の選挙運動出費の制限は、大統領、連邦議会上院および連邦議会下院を含む連邦公職の候補者には適用
されません。

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ことができます。立候補者でも、
立候補者声明のスペースを購入しないことを選択した者もいます。

	全州立候補者の一覧は、 www.sos.ca.gov/elections/candidate-statementsをご覧ください。

アメリカ合衆国大統領候補者
大統領選挙候補者の情報については、州務長官のウェブサイトで投票情報ガイドをご覧ください。詳
細は www.voterguide.sos.ca.govをご覧ください。
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声明の記載順序は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
者自らが自発的に提出しその支払いを行ったものです。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。

候補者の声明
国会上院議員

Kamala D. Harris | 民主党

国会上院議員に出馬します。Californiansと Americansのよりよい生活を取り戻すときだと確信し
ています。長年、検察官として従事してきましたが、常にクライアントひとりに力を注いできま
した。それは Californiaに住む人たちです。San Francisco地区司法長官および California州司法
長官として、その人たちを代理し、その家族のために真の勝利を勝ち取ってきました。多国籍の
犯罪学組織や女性や子供を悪用し利益を得る人身売買組織を含む、凶悪犯罪者と戦ってきました。
汚染者や大手の石油会社を提訴し、自家所有者を守るために、米国でも最も厳しいアンチフォー
クロージャー法を採用しWall Street の大手銀行を戦ってきました。California国会上院議員として、
引き続き助けを必要とする人のために戦い、Washingtonのこう着状態を打ち破ります。ウォーター
システムと輸送システムを整備する資金を創出することで、職を必要とする人に雇用機会を与え
ます。より優れた教育システムのために戦い、幼稚園を確保し、手ごろな価格のチャイルドケア
が受けられるようします。学資ローンの返済に追われるカレッジ卒業生には、財政の建て直しと、
すべての学生が手ごろな価格でカレッジに通学できるようシステムの立て直しのために戦います。
戦地から戻ったときに、高品質のヘルスケアとジョブトレーニングを必要とする退役軍人のため
に立ち上がります。環境と海を守り、地球温暖化の問題に率先して取り組みます。皆様方のご協
力をお願いいたします。よろしくご考慮ください。

4311 Wilshire Blvd., Suite 200

Los Angeles, CA 90010
電話：(213) 221-1269

Eメール : info@KamalaHarris.org

www.KamalaHarris.org

• 連邦議会上院で Californiaの関心事を代表する二名の上院議員
の一人。

• 新しい国内法の提案および投票。

• 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。

Loretta L. Sanchez | 民主党

Californiaは、現在我々が直面する経済、教育、セキュリティの課題に全面的に取り組み、結果
を出せるリーダーを求めています。次の連邦議会上院議員は、法律上および国家の安全を守る上
で幅広い経験を持ち、その経験を共有できる者でなければなりません。そのリーダーは、私で
す。私が立候補する理由はそこにあります。私の両親は必死に働く移民でした。七人の子供を育
てるために大変苦労しました。私は政府と組合の支援を受けカレッジに通学する間、ずっと働
き、Anaheim Rotary Clubのサポートで MBAの学費を支払いました。両親は、よく働き、教育
にも熱心でした。アメリカの歴史の中でも二人の娘を連邦議会の議員にしたのは、私の両親が最
初で最後ではないでしょうか。20年間に渡り、私が連邦議会で、教育、手ごろな価格のカレッ
ジ、ヘルスケア、移民、男女平等、LGBT権利、最低賃金のアップ、環境保護に力を入れてきたの
は、そのためです。また、最も重要なことには、独立した判決を下してきました。私は Iraq War、 
Patriot Act, や Wall Street ベイルアウトには反対です Armed Services および Homeland Security 
Committeesのメンバーとして、, 私は軍人たちが帰還したときに必要なトレーニングやケアを確
実に受けられるように尽力してきました。Americaを国際および国内のテロから守る国家治安の
経験があるのは私だけです。上院議員として、すべての Californiansのために戦います。我々の国
の強化と繁栄のために力を合わせていきましょう。謹んで皆様からのご投票をお願い申し上げま
す。

P.O.Box 6037

Santa Ana, CA 92706
電話：(714) 774-0236

Eメール : info@loretta.org

http://loretta.org
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(6) 学校の目標は、向上された学校のテクノロジーと指導
設備を実現するように設計された 21世紀の学校施設なし
には達成することができません。
(f) そのため、州民は、すべての California州民のための学
校施設のニーズに対処するために包括的で財務上確実な取
り組みを規定するために、2016年の「幼稚園からコミュ
ニティ・カレッジまでの公教育施設債券法」を制定します。
第 2項。第 17070.41項は、以下のように読み取れるよ
うに、教育法典に追加されます：
17070.41. 2016年州の学校施設基金の作成。
(a) 基金は、2016年の州の学校施設基金として知られる
ように、ここに、公庫に設立される。基金のすべての金銭
は、いかなる源からの基金に預けられたいかなる金額をも
含み、政府法規の第 13340項にかかわらず、本項に基づ
く支出のための会計年度にも関係なく、ここに、途切れる
ことなく充当される。
(b) 委員会は、あらゆる財源からの 2016年州の学校施設
基金に移された基金から、2015年 1月 1日にそれが作成
されたように、この項の目的のために基金を学区に配分す
ることができる。
(c) 委員会は、2016年州の学校施設基金の預入金について、
それらの基金を超えない金額で配分を行うことができる。
(d) 委員会は、支払い時に、以前行われたすべての配分の
全額払いを許すのに十分な 2016年州の学校施設基金の金
額が存在するかどうかにかかわらず、2016年州の学校施
設基金の何らかの資金から行われる配分に従って支払いを
行うことができる。しかし、一般財源に移されることが法
律によって求められるいかなる基金からも、支払いが行わ
れてはならない。
第 3項。項第 70部 （第 101110項から開始）は、以下の
ように、教育法典の表題 3の第 14区分にに追加されます。
第 70部。2016年の幼稚園からコミュニティ・カレッジま

での公教育施設債券法
第 1章。 総則

101110. この部は、2016年の幼稚園からコミュニティ・
カレッジまでの公教育施設債券法として、周知されるもの
とし、引用することができる。
101112. 総額九十億ドル ($9,000,000,000)の公債には、
第 101140項および第 101149項に基づいて発行された公
債のいかなる払い戻し金額も、または必要に応じたその金
額も含まず、第 101130項および第 101144項に規定され
た目的のために発行され販売されることができる。公債が
販売された場合、California州の法的に有効で拘束力のある
義務を構成するものでなければならず、California州の完全
な信頼と信用が、その公債の元利が支払期限に達したとき、
その元金および利息の時間に正確な支払いについて、ここ
に誓約される。

第 2章。 幼稚園から 12年生まで
第 1条。 幼稚園から 12年生までの学校施設プログラム
101120. 本項に従って発行され販売される公債の収益

提案 51

本州民発議法案は、California州憲法第 II条第 8項の条項
に基づいて、州民に提示されます。
本州民発議法案は、教育法典に項を加えたもので、したがっ
て、追加されるように提案された新条項は、新規であるこ
とを示すためにイタリック体で書かれています。

提案された法律
第 1項。知見および表明。
California州民は、以下のすべてを認定し宣言します：
(a) California州憲法により、公教育は州の責任であり、さ
らに、その責任は、特に、公立学校を安全でセキュリティ
保護され、平和な状態にすることが義務付けられています。
(b) California州 は、公教育の財政面に基本的な関心をもち、
その関心は、K–14のための施設が建設され、安全で、セキュ
リティ保護され、平和な状態に保たれることを確実にする
ことに及びます。
(c) 1998年以来、California州は、 教育法典の表題 1の第
1区分の第 10部の第 12.5章（第 17070.10項から始まる）
の第一条に含まれた、1998年の Leroy F. Greene学校施設
法によって、安全でセキュリティ保護された平和な施設を
提供するその義務を首尾よく果たしました。
(d) 州の配分委員会は、公債基金がプログラムの要件に従っ
て費やされていることを保証するために支出報告と学区記
録を監査する権限があります。この監査には、プロジェク
トが速やかにに進捗していることの検証、および基金が給
与や運営費に支出されていないことの検証を含んでいま
す。
(e) California州民は、さらに、以下を認定し宣言します：
(1) California州は、最近の不景気の間、直撃を受けた州の
中にありました。そして雇用の増加が起こっている一方、
エコノミストは、州の経済はまだ完全には回復していない
と警告しています。
(2) 2016年の「幼稚園からコミュニティ・カレッジまでの
公教育施設債券法」によって行われた投資は、教育を完了
して労働力に再び入るには難問に直面する多くの California
州民および退役軍人に職業訓練を提供する職業技術教育施
設を提供します。
(3) 投資は、地域の学区と共同で、老朽化した施設を現在
の健康および安全基準に一致するようにアップロードする
ために行われます。それには、地震時の安全のための改造、
および鉛のペンキ、アスベスト、およびその他の危険物の
除去が含まれます。
(4) 研究で、州のインフラ投資の 10億ドルごとに 13,000
の仕事が作り出されることが判明しています。これらの仕
事には、州全体にわたる建築および建設業界の仕事が含ま
れます。
(5) 2016年の「幼稚園からコミュニティ・カレッジまで
の公教育施設債券法」は、不利な条件に置かれた学区と地
方自治のために提供されます。

51
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第 10部の第 12.5章（第 17070.10項で始まる）の下で
の資格のある申し立てた郡の教育委員会のために新設工事
助成金を提供するためにも使用することができる。
(d) 政府法規の表題 7の第 1区分の第 4.9章（第 65995
項で始まる）は、 2015年 1月 1日の現在のそれらの規定
どおりに、細区分 (a)のパラグラフ (1)による学校施設の
新規建設のために、権限を与えられた公債が完全な金額に
なるまで、または 2020年 12月 31日までのどちらか早い
方まで効力を持つものとする。その後は、政府法規の表題
7の第 1区分の第 4.9章（第 65995項で始まる）は、法
律に従って修正されることができる。
第 2条。幼稚園から 12年生までの学校施設財政規定

101130. (a) 第 1章（第 101110項で始まる）に従って
発行され販売されるために権限を授けられた、第 101140
項に基づいて発行された公債、または必要に応じてその一
部の金額の払い戻しを含まない、公債の総額七十億ドル
（$7,000,000,000）は、本章で表明された目的を実行する
ために使われる資金を提供するために、および政府法規第
16724.5項に従って、一般保証公債経費回転基金を払い戻
すために、発行され販売されることができる。
(b) 本項に従って、収入役は、割当てによって必要とされ
る公共事業の支出に必要ないずれかの異なった時期に、第 
15909項に基づいて設立された州の学校建設財務委員会に
よって権限を与えられた公債を販売するものとする。
101131. 第 15909項によって設立され、無償でそれら
を務めなければならない、および過半数によって定足数を
構成しなければならない、知事、監査役、収入役、財務局長、
および教育長、またはそれらの指名された代理人から構成
される州の学校建設財務委員会は、本章の目的のために存
続される。収入役が委員会の議長を務めるものとする。上
院規則委員会によって指名された二人の上院議員、および
州下院議長によって指名された二名の下院議員は、助言者
としての参加は、議会の議員としての彼らのそれぞれの立
場と相いれないものではないので、本委員会に出席し、助
言を提供するものとする。本章の目的のために、議会の議
員は、本章の主題について臨時の調査委員会を設立するも
のとし、その委員会は、上院と下院の共同の規則によって
それらの委員会に同意される力と課される任務を有するも
のとする。財務局長は、必要に応じて委員会に助言を与え
るものとする。州の司法長官は、本委員会の法律顧問であ
る。
101132. (a) 本章によって承認された公債は、州総合義
務公債法（政府法規の表題 2の第 4区分の第 3部の（第 4
章（第 16720項で始まる）で規定されたように作成され、
実行され、発行され、販売され、支払われ、償還されなけ
ればならない。およびそれらの修正をする、およびそれら
に補足するすべての法律は、ここに、本章に完全に規定さ
れているように組み込まれる。ただし、政府法規第 16727
項の細区分 (a)および (b)が、本章によって承認された公債
に対して適用されないものとすることについてはその限り
ではない。
(b) 州総合義務公債法の目的のために、州の配分委員会は、

は、第 17070.41項の下で公庫に設定された 2016年州の
学校施設基金に預けられるものとし、本項に従って州の配
分委員会によって配分されるものとする。
101121. 本章の目的のために、2016年州の学校施設基
金に預けられたすべての金額は、立法機関の何らかの法律
の下で、2016年州の学校施設基金に前払いされる、また
は貸与されるあらゆる金額は、その法律で規定される利息
と一緒に返済するために、および政府法規の第 16724.5
項による一般保証公債経費回転基金を弁償するために、資
金を提供するために第 101122項に規定され、2015年 1
月 1日に制定されたように、1998年の Leroy F. Greene学
校施設法 (表題 1の第 1区分の第 10部の第 12.5章 (第 
17070.10項から始まる））に従って、州の学区、郡の教育
長、および郡の教育委員会に支援を提供するために使用で
きるものとする。
101122. (a) 本章の目的のために発行され販売される公
債販売からの収益は、 以下のスケジュールに従って配分さ
れるものとする。
(1) 三十億ドル ($3,000,000,000)の金額は、表題 1の第
1区分の第 10部の第 12.5章（第 17070.10項で始まる）
に従って、申し立てのあった学区の学校施設の新設工事用。
(2) 五百万ドル（$500,000,000）は、表題 1の第 1区分
の第 10部の第 12.5章の第 12条（第 17078.52項で始ま
る）に従って、チャータースクールへ学校施設を提供する
ために使用できるものとする。
(3) 三十億ドル（$3,000,000,000）は、表題 1の第 1区
分の第 10部の第 12.5章（第 17070.10項で始まる）に従っ
て学校施設の現代化用。
(4) 五百万ドル（$500,000,000）は、表題 1の第 1区分
の第 10部の第 12.5章の第 13条（ダオ 17078.70項で始
まる）に従って、職業技術教育プログラム用。
(b) 学区は、表題 1の第 1区分の第 10部の第 12.5章（第
17070.10項で始まる）に従って、以下の目的のひとつ以
上に対してのみ、細区分 (a)のパラグラフ (3)によって割
り当てられる基金を使用することができる。
(1) 空調設備および設置用具の購入および設置、ならびに
関連する費用。
(2) 学校のセキュリティーまたは運動場の安全性を向上さ
せるために設計された家具または設備の建設プロジェクト
もしくは購入。
(3) 危険なアスベストの学校施設内での特定、評価、また
は軽減。
(4) 高い優先度の屋根の交換プロジェクトのための財政支
出プロジェクト。
(5)  表 題 1の 第 1区 分 の 第 10部 の 第 12.5章（ 第
17070.10項で始まる）に基づくその他の施設の現代化。
(c) 細区分 (a)のパラグラフ (1)に従って割り当てられた資
金は、重い障害のある生徒たちのための教室への資金提供
のために、または郡のコミュニティースクールの生徒たち
のための教室への資金提供のために、表題 1の第 1区分の

51



120 | 提案された法律の全文

提案された法律の全文 提案	51続き

されるまたは必要なそれらの公債の収入の投資および使用
に関するその他の措置を取ることができる。
101138. 本章の目的の実行ために、財務局長は、州の学
校建設財務委員会によって本章の目的の実行のために販売
されることが承認されている販売されていない公債（借り
換え専用）の金額を上回らない金額を一般財源から引き出
すことを承認することができる。引き出されたいかなる金
額も、本章と一致する 2016年州の学校施設基金に預けら
れるものとする。本条項の下に利用可能になった何らかの
金額は、さらにその金額が共同投資口座で獲得した金額の
利息と等しい金額とともに、本章の目的の実行のために販
売する公債から受け取った収入から一般財源に返還される
ものとする。
101139. 販売された公債の割り増し金および未収利息に
由来する、2016年州の学校施設基金に供託された全ての
金額は、基金に積み立てられるものとし、公債の利息のた
めに支出するクレジットとして一般財源に移すことができ
るものとするが、例外として、割増金に由来する金額は積
み立てられ、一般財源に移す前に公債発行の費用を支払う
ために使われることがある。
101140. 本章に従って発行され販売された公債は、政
府法規の表題 2の第 4区分第 3部第 4章の第 6条（第 
16780項で始まる）に従って返済されることがある。本
条において記述された公債発行に対する州有権者の承認に
は、本条に基づいて最初に発行された公債を払い戻すため
にに発行されたいかなる公債、或いは以前に発行された払
い戻す公債の発行の承認が含まれる。この項で承認された
借り換え公債の収入による公債償還は、最新改正として当
該の払い戻された公債を承認する法律で認められる範囲の
方法、および決議で規定された範囲で、合法的に債務破棄
されることがある。
101141. 州民は、ここに、本章によって承認される公債
の販売からの「収入」に関する限り、「収入」という用語は、
California州憲法の第 XIII B条で使用されるような「税収」
ではなく、これらの収入の支払いは、その条項で課される
制限の対象外であることを認め、宣言する。
第 3章。California州コミュニティーカレッジ施設

第 1条。総則
101142. (a) 2016年 California州コミュニティーカレッ
ジ資金支出公債基金は、ここに、本章の目的のために発行
され販売された公債の収入からの資金の預託のために、公
庫に設立される。
(b) 第 67353項に従って設立された高等教育施設財政委員
会は、California州コミュニティーカレッジを支援するた
めの基金を提供する目的のために本章に従って、California
州の負債または債務を作ることをここに承認される。
第 2条。California州コミュニティーカレッジプログラム

規定
101143. (a)  第 3条（ 第 101144項 で 始 ま る ） に
従って発行され販売された公債の収入から、 二十億ドル 
($2,000,000,000) の金額が、本条の目的のために、2016

2016年州の学校施設基金を管理する目的で「委員会」と
して指定される。
101133. (a) 州の配分委員会の要請に応じて、州の学校
建設財務委員会は、その関係する割当てに資金提供するた
めに、およびその場合には発行され販売される公債の数量
を決めるために、本章によって承認される公債を発行する
ことが必要であるまたは求められるかどうかを決定するも
のとする。公債の連続する発行は、それらの割当てに累進
的に資金提供するために承認され販売されることができ、
承認された公債のすべてがいつでも販売される必要はな
い。
(b) 細区分 (a) に基づく州の配分委員会の要請は、第
101121項および第 101122項に記載された目的のため
に行われる割当ておよび行われなければならない割当てに
よって裏付けられるものとする。
101134. 各年度に同じ方法で徴収し、他の州歳入が徴収
されるのと同時に、州の経常歳入に加え、各年度の公債の
元金及び利息の支払いに必要な金額を徴収する。その追加
的な合計金額を徴収するために必要なあらゆる活動を実行
することは、歳入を徴収することについての何らかの職務
を有する公職者全員に法律によって課せられている任務で
ある。
101135. 政府法規の第 13340項にも関わらず、ここに、
公庫の一般財源から、本章の目的のために、以下の総額に
等しい金額が充当される：
(a) 公債の元金及び利息が支払い満期となった場合、本章
に従って発行され販売された公債の元金および利息の支払
いに必要な年次合計金額。
(b) 会計年度とは無関係に、第 101138項の実施のために
必要な合計金額。
101136. 州の配分委員会は、政府法規第 16312項に基
づいて、本章の目的を実行するために、共同投資役員会に、
共同投資口座から融資を受ける、 またはその他の暫定的融
資の承認された形式を依頼をすることができる。要請され
る金額は、委員会が、本章の目的の実行ために、決議によっ
て販売を承認している、販売されていない公債の金額（唯
一の借り換え公債）を超えてはならない。州の配分委員会
は、融資を取得し返済するために、共同投資役員会によっ
て要求される文書を作成するものとする。貸し付けられた
いかなる金額も、本章に従って、州の配分委員会によって
割り当てられるために基金に預けられるものとする。
101137. 本章の他の条項または州総合義務公債法の条項
にかかわらず、収入役が、公債の利息が連邦の課税目的の
総収入から除外される効果に対する公債弁護士の意見を含
む本章に従って公債を販売する場合、指定された状態を条
件として、収入役は公債収益の投資およびそれらの収益で
の投資収入のために個別口座を保持することができる。収
入役は、この州の公債のために、それらの収益または収入
を、連邦法の下で必要な一部払い戻し、反則金、またはそ
の他の支払いを行うために使うまたは使うように命じるこ
とができ、または、それらの公債の税金免除のステータス
を維持し、連邦法の下でのその他の利点を得るために要求
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れた本章に記載された目的のための割当てに関する資金供
与が必要な範囲においてのみ、本章に基づく公債の発行を
許可するものとする。議会の決定に従って、委員会は、本
章に記載された目的を実行するために、実行する場合には、
発行され販売される公債の数量を決めるために、本章に
従って承認される公債を発行することが必要であるまたは
求められるかどうかを決定するものとする。これらの活動
を前進的に実施するために、公債の継続発行と販売が承認
され、また発行が承認された公債はすべて一度に販売する
必要はない。
101145.5. 各年度に同じ方法で徴収し、他の州歳入が徴
収されるのと同時に、州の経常歳入に加え、各年度の公債
の元金及び利息の支払いに必要な金額を徴収する。歳入徴
収に関するいかなる任務とともに、追加合計金銭を徴収す
るために必要ないかなる活動もすべて実施することが法律
により公職者全員に課せられる任務である。
101146. 政府法規の第 13340項にも関わらず、ここに、
公庫の一般財源から、本章の目的のために、以下の総額に
等しい金額が充当される：
(a) 公債の元金及び利息が支払い満期となった場合、本章
に従って発行され販売された公債の元金および利息の支払
いに必要な年次合計金額。
(b) 会計年度とは無関係に、第 101147.5項の実施のため
に必要な合計金額。
101146.5. 委員会は、第 101144.5項の細区分 (b)に定
義されるように、本章の目的を実行するために、第 16312
項に基づいて、共同投資役員会に、共同投資口座から融資
を受けるように、 またはその他の暫定的融資の承認された
形式を要請することができる。要請される金額は、高等教
育施設財政委員会が、本章の目的の実行ために、決議に
よって販売を承認している、販売されていない公債（借り
換え公債専用）の金額を超えてはならない。委員会は、第 
101144.5項の細区分 (b)に定義されるように、融資を取
得し返済するために、共同投資役員会によって要求される
文書を作成するものとする。貸し付けられたいかなる金額
も、本章に従って役員会により割り当てられた基金に預け
られるものとする。
101147. 本章の他の条項または州総合義務公債法の条項
にかかわらず、収入役が、公債の利息が連邦の課税目的の
総収入から除外される効果に対する公債弁護士の意見を含
む本章に従って公債を販売する場合、指定された状態を条
件として、収入役は公債収益の投資およびそれらの収益で
の投資収入のために個別口座を保持することができる。収
入役は、この州の公債のために、それらの収益または収入
を、連邦法の下で必要な一部払い戻し、反則金、またはそ
の他の支払いを行うために使うまたは使うように命じるこ
とができ、または、それらの公債の税金免除のステータス
を維持し、連邦法の下でのその他の利点を得るために要求
されるまたは必要なそれらの公債の収入の投資および使用
に関するその他の措置を取ることができる。
101147.5. (a) 本章の目的の実行ために、財務局長は、
高等教育施設財政委員会によって本章の目的の実行のため

年 California州コミュニティーカレッジ資金支出公債基金
に預けられるものとする。適切な場合、これらの基金は、
本条の目的のための支出に使用できるものとする。
(b) 本条の目的には、California州コミュニティーカレッジ
の資本支出融資のニーズを満たすための援助が含まれてい
る。
(c) 本条の目的のために発行され販売された公債の販売か
らの収入は、建物の建設および関連する備品、公的な高等
教育の二つ以上の分野によって使われることができる（セ
グメント間の）施設の建設、施設の改装および再構築、用
地取得、新しい、リノベーションされた、または再構成さ
れた施設の 装備などの既存のキャンパスの施工への資金
供与に使われることができ、そのような装備は 10年の平
均寿命がなければならず、それには California州コミュニ
ティーカレッジの施設についての予備的な計画および施工
図などの、建設前の経費の支払いのための資金を提供する
ために使用されることができる。
第 3条。California州コミュニティーカレッジ財政規定

101144. (a) 第 1章（第 101110項で始まる）に従っ
て発行され販売されるために承認された公債の総額は、
二十億ドル ($2,000,000,000)で、これには第 101149項
に従って発行された公債または必要に応じてその一部の金
額の払い戻しを含んでおらず、本章で表明された目的を実
行するために使われる資金を提供するために、および政府
法規第 16724.5項に従って、一般保証公債経費回転基金
を払い戻すために、発行され販売されることができる。
(b) 本項に従って、収入役は、割当てによって必要とされ
る公共事業の支出に必要ないずれかの異なった時期に、第 
67353項に基づいて設立された高等教育施設財政委員会に
よって承認された公債を販売するものとする。
101144.5. (a) 本章によって承認された公債は、州総合
義務公債法（政府法規の表題 2の第 4区分第 3部の第 4
章 （第 16720項で始まる））で規定されたように作成され、
実行され、発行され、販売され、支払われ、償還されなけ
ればならない。およびそれらの修正をする、およびそれら
に補足するすべての法律は、ここに、本章に完全に規定さ
れているように組み込まれる。ただし、政府法規第 16727
項の細区分 (a)および (b)が、本章によって承認された公債
に対して適用されないものとする場合についてはその限り
ではない。
(b) 州総合義務公債法の目的のために、2016年コミュニ
ティーカレッジ資金支出公債の充当を管理するそれぞれの
州代理機関は、本章に従って資金提供するプロジェクトの
ための「委員会」と呼ばれる。
(c) 本章に従って発行され販売された公債の収入は、本章
に規定されたように、California州コミュニティーカレッジ
が、既存のまたは新しいキャンパス、およびそれらの関連
する校外センター、ならびに共同使用とセグメント間をま
たいだ施設を建設する支援資金提供の目的のために使用で
きるものとする。
101145. 第 67353項に従って設立された高等教育施設
財政委員会は、年間の予算法で議会によって明確に承認さ
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その他の法案の規定は、本法律と矛盾しているものと見な
されるとする州民の意図である。本法律が、より大きい数
の肯定的な投票を受け取った場合、本法律の規定は、その
全文で優先するものとし、およびその他の法案のすべての
規定はすべて無効とする。

提案 52

本提出法案は California州憲法第 II条第 8項の条項に従い
州民に提示される。
この主導権的手段は、California州憲法に項を追加し、福利
厚生法規の項を改正したものである。従って、削除するこ
とが提案された既存の条項は、削除の種類で表記され、追
加することが提案された新たな条項は、それが新しいこと
を示すために斜体で表記されている。

提案された法律
第 1項。所見の声明。
A. 連邦政府は、メディケイドプログラムが、高齢者、身
体障害者や子どもを含む低所得者の患者に提供される医
療サービスに対する支払に役立つことを確立している。
Californiaでは、このプログラムは Medi-Calと呼ばれてい
る。州が連邦のメディケイド資金を受給するには、その州
は受給額に相当する額を独自に拠出しなければならない。
B. 2009年には、Californiaの納税者に一切の負担を強い
ずに州が利用可能な連邦のメディケイド資金を獲得するの
を支援するために、Californiaの病院が料金を支払うとい
う、新しいプログラムが創設された。このプログラムは低
所得層の子どもの医療に対する支払いを支援し、California
の病院が Medi-Cal患者のニーズを満たすのに役立つ、年間
約 20億ドルにおよぶ追加の連邦資金を受給する結果につ
ながった。
第 2項。目的の声明。
最大限の連邦補助金を受給できるようにするため病院が州
に対して支払う料金が、意図される目的で使用されるよう
徹底するため、人々はここに憲法を改正し、州がこれらの
資金をMedi-Cal患者の病院診療を支援するという意図され
る目的に使用し、低所得層の子どもの医療の支払いを支援
するよう徹底するために、病院料金プログラムに対する変
更の投票権者による承認を義務化する。
第 3項。憲法修正。
第 3.1項。第 3.5項を、次の通りに California州憲法第
XVI条に追加する。
第 3.5項。(a) Medi-Cal病院払い戻し改善法 (2013年 ) の
条項を改正または追加するいかなる法令も、第 II条第 10
項第 (c)号に準拠し、発案法案を修正する法令と同じ方法
で有権者により承認されない限り有効とならないが、例外
として、議会は、各院で議事録に記入された点呼投票にお
いて、議員の三分の二の賛成票を得て法令を通過させるこ
とにより、その法令の目的を促進する条項を改正または追
加することができる。
(b) 本項の目的においては、

に販売されることが承認されている、販売されていない公
債（借り換え公債専用）の金額を上回らない金額を一般財
源から引き出すことを承認することができる。引き出され
たいかなる金額も、本章と一致する 2016年 California州
コミュニティーカレッジ資金支出公債基金に預けられるも
のとする。本条項の下に利用可能になった何らかの金額は、
さらにその金額が共同投資口座で獲得した金額の利息と等
しい金額とともに、本章の目的の実行のために販売する公
債から受け取った収入から一般財源に返還されるものとす
る。
(b) 議会および財政部門に送り出される、California州コ
ミュニティーカレッジによって本章に記載された目的のた
めの支出に対するこの公債の発行からの資金のための要請
は、コミュニティーカレッジのシステムのニーズと優先度
を反映する五年間の資金支出計画を伴っていなければなら
ず、それは州全体の優先課題とされる。要請には、カレッ
ジによって高い優先度として特定された建物の地震災害
が、特定のカレッジの判断において、著しく削減されるた
めに必要とされる地震に対する改造を優先課題とするスケ
ジュールを含むものとする。
101148. 販売された公債の割り増し金および未収利息に
由来する、2016年 California州コミュニティーカレッジ資
金支出公債基金に供託された全ての金額は、基金に積み立
てられるものとし、公債の利息のために支出するクレジッ
トとして一般財源に移すことができるものとするが、例外
として、割増金に由来する金額は積み立てられ、一般財源
に移す前に公債発行の費用を支払うために使われることが
ある。
101149. 本章に従って発行され販売された公債は、政
府法規の表題 2の第 4区分第 3部第 4章の第 6条（第 
16780項で始まる）に従って返済されることがある。本
条において記述された公債発行に対する州有権者の承認に
は、本条に基づいて最初に発行された公債を払い戻すため
にに発行されたいかなる公債、或いは以前に発行された払
い戻す公債の発行の承認が含まれる。この項で承認された
借り換え公債の収入による公債償還は、最新改正として当
該の払い戻された公債を承認する法律で認められる範囲の
方法、および決議で規定された範囲で、合法的に債務破棄
されることがある。
101149.5. 州民は、ここに、本章によって承認される公
債の販売からの「収入」に関する限り、「収入」という用語は、
California州憲法の第 XIII B条で使用されるような「税収」
ではなく、これらの収入の支払いは、その条項で課される
制限の対象外であることを認め、宣言する。
第 4項。一般条項。
(a) 本法律の規定あるいはその一部が何らかの理由で無効
あるいは違憲と見なされても、残りの規定にはなんら影響
を与ずに存続し、かつ効力を有し、この目的を達成するた
めに本決議の規定は分離できるものとする。
(b) 本法律は、包括的となることを意図されたものである。
それは、同じ主題に関連するこの法律または法案が、同じ
州全体の選挙投票用紙に表示されなければならない場合、
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プログラム期間の最終日またはそれ以前に、第 14169.52
項、第 14169.53項、第 14169.54項および第 14169.55
項の実施に対する承認を拒否する、または承認せず、同
省が第 14169.53項の第 (d) 号に準拠して、連邦法規の
要件を満たすため、または連邦の承認を得るために第
14169.52項、第 14169.53項、第 14169.54項または第
14169.55項を修正しない場合。
(c) 議会が年次の予算法令で適切な金銭を基金に充当しな
い、または年次の予算法令の制定から 30日以内にそのよ
うな金銭を別の法案で制定しない場合。本条項に準拠して
収集され、基金に預金される歳入が、次のいずれかに該当
するという California最高裁判所または California上訴裁判
所による最終司法判決 :

(1) California州憲法第 XVI条 8項 (b)号に規定される、「第
XIII B条に準拠して充当される一般財源の税収」。
(2) California州憲法第 XVI条 8項 (b)号に規定される、「割
り当てられた地方税収」。
(d) 同省は、本条項によって必要とされ、それに対する連
邦の財務的な参加を求めた、追加の支払いおよびその他の
費用について、連邦の財政上の参加を求めたがこれを受け
なかった場合。
(e) 州に対して本条項に関連し提訴がなされ、州を財政上
不利な状況に陥れる結果につながる予備命令またはその他
の命令が発行された場合。本号の目的においては、「州に
対する財政上不利」は次のいずれかを意味するものとする。
(1) 連邦の財務的な参加の喪失。
(2) 本法令のために発生した一般財源に対するコストの純
コストで、直近の年次予算法令で認可された一般財源支出
の 0.25パーセント以上に相当するもの。
(f) 料金からの収益および預金に対して得られた利息や配
当金が基金に預金されず、第 14169.53項の規定通りに使
用されない場合。
(g) 料金の収益、連邦政府から提供される同額、およ
び基金への預金に対して得られた利息や配当金が、第
14169.68項のに定められる通りに使用されない場合。
第 4.2項。福利厚生法規の第 14169.75項を次の通りに改
正する。
14169.75. 第 14167.35項の第 (k)号にもかかわらず、
基金の創設に係る第 14167.35項の (a)、(i)および (j)号
は撤廃されず、本条項が効力を有する限りは有効であり続
けるものとする。第 14169.72項にもかかわらず、本条項
は 2018年 1月 1日に発効するものとする。病院は、本
条項が有効である期間中に生じた料金の債務がある場合を
除き、その日付以降は料金を支払う必要がなくなり、第
14169.53項により認可された支払いは、その支払いが本
条項が有効である期間中に債務として生じた場合を除き、
行われない。
第 5項。一般条項。
(a) 本法案の条項あるいはその一部が何らかの理由で無効
あるいは違憲と見なされても、残りの条項はなんらの影響

(1) 「法令」は Medi-Cal病院払い戻し改善法 (2013年 ) 
(2013～ 14年通常議会の上院議案 239により制定され、
議会の同じ通常議会の後の議案により制定された同法の非
実体的な修正 ) を指すものとする。
(2) 「非実体的な修正」は、重要ではない、細かい点に関す
る、文法的、または意味を明らかにするための修正のみを
意味するものとする。
(3) 「その法令の目的を促進する条項」は、以下のみを意味
するものとする。
(A) 科せられる料金ならびに本法令に準拠して病院に対し
て支払われる関連する品質保証の支払いを含め、本法令の
実施の連邦による承認を取得または維持するのに必要な修
正または追加。
(B) 料金の発生ならびに本法令に準拠して病院に対して支
払われる関連する品質保証の支払いに対する修正または追
加。
(c) 本項のいかなる内容も、各院で議事録に記入された点
呼投票において、議員の三分の二の賛成票を得て法令を通
過させることにより、議会が本法令の全体を廃止すること
を禁止するものではないが、その例外として、議会がその
法令を廃止して、税金、料金、または課税用の査定を課す
同様の法令によって置き換えることは、その類似した法令
が次のいずれかに該当する場合を除き認められない。
(1) ここに定義される通りの、その法令の目的を促進する
条項。
(2) 第 II条第 10項第 (c)号に準拠し、発案法案を修正する
法令と同じ方法で有権者により承認される。
(d) 本法令によって課される料金からの収益およびそのよ
うな収益から得られるすべての利息は、本条項の第 8項お
よび 8.5項または第 XIII B条の目的においては、歳入、一
般財源収入、一般財源の税収、または割り当てられた地方
の税収とはみなされない。他の類似する連邦プログラムに
おける Medi-Cal受益者または他の受益者に対する病院サー
ビスのための、本法令で参照されている信託基金の収益の
充当は、本条項の第 3項または第 5項における禁止または
制限の対象とはならないものとする。
第 4項。Medi-Cal病院払い戻し改善法 (2013年 ) の修正。
第 4.1項。福利厚生法規の第 14169.72項を次の通りに改
正する。
14169.72. この条項は、以下のいずれかが発生した場合
に無効となるものとする。
(a) 本条項または第 14169.54項または第 14169.55項に
準拠して確立される品質保証料金は実施できないとする、
上訴処理管轄区の裁判所によって下される最終的な司法判
決または米国保険福祉省または連邦のメディケア・メディ
ケイドサービスセンターによる最終決定の発効日。本号は、
州外に所在する病院によって申し立てられた判例におけ
る、上訴処理管轄区の裁判所によって下されるいかなる最
終的な司法判決にも適用されないものとする。
(b) 連邦のメディケア・メディケイドサービスセンターが、
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も受けずに存続し、かつ効力を有し、この目的を達成する
ために本法案の条項は分離可能となる。
(b) 本法案は包括的であることが意図される。本法案及び
別の発案法案あるいは同じ主題に関する本法案が州全体の
選挙投票用紙に記載される場合、その他の法案の条項は本
法案に対立すると見なされることが人民の意図である。本
法案が多くの賛成投票を得た場合、本法案の条項すべてが
優先され、他の法案のすべての条項は無効になる。

提案 53

本提出法案は California州憲法第 II条第 8項の条項に従い
州民に提示される。
本提出法案は California州憲法に条項を加えるもので、法
案に基づく新条項は斜体 で印字され、新規であることを示
す。

提案された法律
第 1項。表題。
本法は「白紙委任禁止法案」と称する。
第 2項。初見および宣言。
California州民は以下のとおり所見し、宣言する。
(a) Sacramento市にある州議会は長期州債を発行し、その
返済の負担を納税者、将来の世代に負わせた。
(b) 現行規定においては、州債の発行はその返済が州の一
般会計から捻出される場合、有権者の承認が必要とされて
いる。しかし、州債が税、手数料、公共料金、有料道路代、
賃借料など直接 California州民に課せられる特定収入源で
充当される場合、州議会では有権者の承認を得ずに数 10
億ドルに及ぶ州債の追加発行をすることができるとされて
いる。州議会は、California州民が負担しなければならない
白紙委任の負債をすべきではない。州債の返済を負担する
のは有権者であることから、有権者は大規模な州債発行に
際して事前承認をすべきである。
(c) California の民間無党派の 法制アナリストオフィス の
2014年報告によると、California州の州債は、3,400億ド
ルにも及んでいる。(Legislative Analyst’s Office, “Addressing 
California’s Key Liabilities,” (California州の主要債務、 2014
年 3月 7日付 )公共安全、学校、その他の重要な州政策用
の予算を削減するような現在の支出を続けていると、長期
州債にかかる元利返済の負担が州財政に破綻をきたすこと
になる。
(d) さらには、有権者は州債を収入源とする政府プロジェ
クトの真のコストについてほとんど告知されていない。当
初、高速鉄道のコストは 90億ドルと聞き及んでいる。と
ころが最近の推定コストはおよそ 700億ドルにも膨れ上
がったという。(Los Angeles Times, “The Hazy Future of 
California’s Bullet Train,” (California高速鉄道の不透明な将
来、2014年 1月 14日付 )

(e) 主要な州債が税、手数料、公共料金、有料道路代、賃
借料など直接 California州民に課せられる特定収入源で充
当されるとして、本法案はそのような事態に対して有権者

の声を反映させることによって危機的状態に陥っている州
債に歯止めをかけるものとする。
第 3項。目的の声明。
本法案の目的は、California州民、その子供達、将来の世代
が負担することとなる高額税、手数料、公共料金、有料道
路代、賃借料など特定収入を資金とする州の主要プロジェ
クトに対して有権者の声を反映させることによって、危機
的状態に陥っている州債を正常に戻すことである。
第 4項。条項 1.6 が California州憲法第 XVI条に追加され、
その内容は次のとおりとする。
第 1.6項。(a) 法律の規定にもかかわらず、20億ドル   
($2,000,000,000)"以上の単一または累計の歳入公債を州
が発行または売却し、その金額が州が資金拠出、所有、運
営または管理する単一のプロジェクトに充当される場合、
州全体での選挙による有権者の承認を必要とする。「州」
とは、California州政府、省庁、各部局、および州政府が組
織化した合同機関、その他同様な機関または州政府が加盟
している上記組織・団体を意味する。本法案における「州」
には、市、郡、市 /郡、教育区、地方大学学区、特別区は
含まないものとする。本条項の主体において、「特別区」
とは、地方政府がその行政区の範囲にあって行政を執行す
るために設けた公的事業体のみを意味する。
(b) 本条項に規定される有権者の承認要件を回避するため、
20億ドル ($2,000,000,000) 以上の歳入公債が充てられ
る単一のプロジェクトを複数の別プロジェクトに分割した
り、分割されているとみなしてはならない。本条項の主体
において、複数の別プロジェクトは以下に掲げる状況等に
あっては、単発のプロジェクトとみなす。
(1) 別プロジェクトと思われる複数プロジェクトがそれぞ
れ物理的、地理的に近接している場合。
(2) 別プロジェクトと思われる複数プロジェクトがそれぞ
れ互いに物理的に統合または接続されている場合。
(3) 単発と思われるプロジェクトが他の別のプロジェクト
と思わるプロジェクトの完了なくしてその目的を達するこ
とができない場合。
(c) 本条項に記載される州債発行上限額 20億ドル 
($2,000,000,000) は、米国労働統計局が発表する都市部
消費者物価指数 (CPI-U) が示すインフレ増減を反映させる
ため、毎年調整する必要がある。出納局は、本条項に従い
行った算出済みの調整額を発表する。
第 5項。柔軟な解釈。
本法案はその目的を達成するため柔軟な解釈をするものと
する。
第 6項。対立法案。
(a) 本法案、他の法案、または州債に関わる有権者承認に
ついての法案が同一の州選挙投票用紙に記載された場合、
他の法案および州債に関わる有権者承認についての法案は
本法案に対立するとみなされる。本法案が多くの賛成投票
を得た場合、本法案の条項が優先され、他の法案等の条項
は無効になる。
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(b) しかしながら、政治的便宜を押し通すために、コメン
トもなしに又は少しの事前通知で、議案への土壇場の修正
が頻繁に行われている。
(c) その上、複雑な議案は立法府の会員が審査又は議論す
る実際の機会がある前に可決されるものが多く、無分別な
立法行為になっている。
(d) さらに、現行の州の憲法は両院とその委員会の議事は
広く公にするはずであるが、立法の議事に直接出席できる
のは少数の市民であり、多くの立法議事は一般やマスコミ
による監視が全くないままに通過し、その内容の記録も残
されないことが多い。
(e) 現代的な記録技術とインターネットの使用可能がある
にもかかわらず、立法の公共議事が、仕える市民に対して
比較的アクセスできない状態を維持する理由は成り立たな
い。
(f) 従って、立法の議事で開示、審議、討論、及び統一感
を育成するために、市民に十分の情報を与えるために、立
法の議事が確かに、公正でかつオープンに実施されるため
に、州の憲法は、立法の議事を自由に記録し、それらの記
録を放送、掲示、又は別の方法で送信する、マスコミのメ
ンバーも含めてあらゆる人物の権利を保証する。
(g) 立法の議事を記録する本権利を補足するために、議会
事態が全ての公開議事の視聴覚記録を作成し、インター
ネットに掲示すること、それら記録のアーカイブを維持す
ることを義務付けることで、一般人、マスコミ、並びに学
界の来るべき世代にとって貴重なリソースになる。
(h) California州は他州の先例に従い、自然災害などの真の
緊急事態のみを例外として、議案が印刷され一般がそれを
入手できるようになってから、それが投票にかけられるま
での間に 72時間の事前通知期間も義務付ける。
(i) 一般やマスコミが議案を規則に従って詳細に再検討す
る機会によって、議会はより良い議案を作成すると同時に、
政治的便宜や権力掌握を阻止する。
(j) 当該法案は納税者の公称費用になると同時に、立法の
議事により大きな透明性が推進され、州民のためにもなる。
第 3項。目的の声明。
本法令を制定するにあたり、California州民は以下の事項を
意図する：
(a) 州民が政治的プロセスに参加するために必要な情報を
獲得し、選出された担当官に自分の行動に対する説明義務
を課すために、議会の公共議事で現在何が起きて、これま
でに何が起きたかをインターネットで観察できること。
(b) 州民が議事の公正、担当官の意思決定における熟考、
並びに説明義務を推奨するために、立法の議事を記録し、
自分の記録を掲示又は送信できること。
(c) 州知事が真の緊急事態を表明した場合を除き、議会や
一般が最終版を入手できるようになってからそれが投票
にかけられるまでの間に 72時間の公開通知を課すことに
よって、州民並びに担当官に、投票の前に、議案の最終版
についての長所と短所を十分に検討するために必要な時間

(b) 本法案が有権者によって承認されるも、同一選挙で有
権者が承認した他の対立法案の全部または一部が優先さ
れ、当該対立法案が後で無効になった場合、本法案は自動
的に有効として執行される。
第 7項。分離。
本法案の条項は分離可能として適用される。本法案の一部
分、条、項、号、文章、語句、適用が理由を問わず、管轄
裁判所によって無効と判断さされた場合、当該判断は本法
案の他の部分の有効性を喪失させるものではない。ここに 
California 州民は、本法案またはその適用が後日無効とな
るかどうかにかかわらず、無効、憲法違反と判断されてい
ない本法案の全部、一部分、条、項、号、文章、語句、適
用を採択することを宣言する。
第 8項。法的防御。
本法案が California 州有権者によって承認され、その後連
邦法違反か否かの法定判断を仰ぐこととなり、同州知事と
司法長官が本法保護を拒否した場合、以下の措置をとる：
(a) 政令第 2編第 3部パート 2の 6章 (条項 12500から
始まる章 )またはその他の法律の規定にもかかわらず、司
法長官は独立系弁護士を任命し、 California 州民を代表して
本法を誠実かつ積極的に防御させる。
(b) 司法長官は、独立系弁護士または後任弁護士を任命す
る前に、当該独立系弁護士等の適正資格について精査し、
当該独立系弁護士等より本法を誠実かつ積極的に防御する
旨の確約書を徴する。要請があれば、確約書は公表しなけ
ればならない。
(c) 独立系弁護士が California 州を代表して本法を継続的
に誠実かつ積極的に防御するための必要な経費に関わる予
算については、会計年度にかかわらず一般基金から経理部
に支出される。

提案 54
California州憲法第 II条第 8項の条項に準拠する本主導権
的手段は、州民に提示される。
本主導権的手段は California州憲法の項を修正し、政府法
規に項を修正及び追加するものであり、従って、削除を提
案された既存条項には線を引いて削除し、追加を提案され
た新規条項には斜体で印字して表記する。

提案された法律
第 1項。表題。
本法令は California議会透明法令として知られ、言及され
る。
第 2項。所見及び表明。
California州住民は次の事実を宣言する：
(a) 民主主義社会を維持するには、公共ビジネスを開かれ
た公的な方法で実施することが本質であり、市民が各議案
を完全に審査し、その議案が可決される前に、選ばれた代
表者にその利点について自分の見解を伝える機会が与えら
れることが非常に望ましい。
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が与えられること。
第 4項。California州憲法第 IV条の修正。
第 4.1項。California州憲法第 IV条第 7項は次のように修
正される：
第 7項。(a) 各院はその担当官を選出し、その議事の規則
を採択する。大多数の会員が定員を構成するが、少数の会
員がその日その日で休会する場合があるため、欠席者の出
席を強制さぜるをえない。
(b) 各院はその議事の議事録を保管し、発行する。問題に
対する会員の氏名点呼投票が行われ、出席の会員 3名の要
求に応じて議事録に記録される。
(c) (1) 段落 (3)に規定されている場合を除き、 各院の議事
及びその委員会は公開かつ公共とする。公開かつ公共の議
事に参加する権利には、議事のいかなる部分の音声又は映
像を記録、放送又は送信する、誰もが持つ権利を含む。た
だし、議会は段落 (5)に従って、議事の混乱を最小限にす
るという唯一の目的で、議事の記録又は放送をする設備の
配置及び使用を規制して、妥当な規則を採択する場合があ
る。権利を侵害された当事者は、宣言的差し止めによる救
済に対する訴訟で、当該規則について争う訴訟適格があり、
議会は当該規則は合理的であることを証明する責任を負
う。
(2) 本段落を採択してからニ暦年の 1月 1日より、議会は
段落 (1)の全体を対象とする全ての議事を音声記録でも作
成し、議事がその日に休会又は一時休止してから 24時間
内に当該記録をインターネットを通じて公表し、当該記録
のアーカイブを維持する。当該アーカイブはインターネッ
トを通じて一般が利用でき、制定に規定の通り、20年以
上の間、ダウンロード可能にする。
(3) 段落 (1)及び (2)の規定にかかわらずただし、非公開審
議は次の理由のみで行われる：
(A) 公務員又は従業員の指名、雇用、業績の評価、又は免
職を考慮するため、議会の会員又はその他公務員又は従業
員に対する苦情又は告訴を考慮又は聴取するため、又は議
会職員の等級又は報酬を確立するため。
(B) 議会の会員又はその従業員の安全や警備、又は議会が
使用する建物及び土地の安全や警備に影響する問題を考慮
するため。
(C) 係争中又は妥当に予想された訴訟、又は訴訟を始めた
かどうかにかかわらず、公開審議の討議が下院の利害関係
者又は委員会を保護しなかった訴訟について、弁護士と相
談する又は助言を受けるため。
(2)(4) 上院会員の党員集会、州下院の会員、又は同じ政党
の会員で構成される両院の会員が非公開審議を持つ場合。
(3)(5) 議会は議事録に提出された氏名点呼投票によって各
党の会員の三分のニの同意があって採択された両党一致決
議によって、又は法令によって本副項目を実施し、 段落 (1)、 
(3)に準じて非公開審議が規定される開かれる場合、非公
開審議についての合理的な通知と非公開審議の目的を一般
に提示する。両党一致決議と法令の間で対立がある場合は、
最後に採択又は制定された方が優先される。

(d) 相手方の同意を得ずにどちらの党も 10日間以上休会
したり、他の場所で実施しない。
第 4.2項。California州憲法第 IV条第 8項は次のように修
正される：
第 8項。(a) 通常議会では、議案が導入されてから 31日
めまで、予算議案以外の議案を委員会又はいずれかの党に
よって審問又は制定しない。ただし、議事録に提出された
氏名点呼投票によって会員の四分の三の同意があって下院
で本要件が免除された場合を除く。
(b) (1) 議会は法令以外の法律を制定しない。また、議案
以外の法令も制定しない。議案は、下院が議事録に提出さ
れた氏名点呼投票によって会員の三分のニの同意によっ
て、本要件が施行された場合を除き、議案の表題を各党で
3日間解釈されない限り、可決されない。
(2) 議案は、いかなる修正がある議案がその最終形態で投
票の少なくても 72時間前に、印刷され、及び会員に配信
され、インターネットに掲示されないまで限り、可決され
ず、究極的には法令にならない。ただし、本通知期間は、
第 XIII B条第 3項副項目 (c)段落 (2)に規定されるように、
州知事が、州知事がすでに宣言した州の緊急事態に対応す
るために議案に対する通知期間を施行することは不必要で
あるという声明書を議会に提出した場合、及び当該議案を
考慮する下院が、議案に対する投票が行われる前に、議事
録に提出された別の氏名点呼投票による会員の三分のニの
同意によって、通知期間を免除した場合は、免除される。
(3) 議事録に提出された氏名点呼投票によって各党の会員
の大多数の同意がある場合を除き、いずれの議案も可決さ
れない。
(c) (1) 本副項目の段落 (2)及び (3)で規定されている場合
を除き、通常議会で制定される法令は法令の制定日付から
90日間の後の 1月 1日付けで実施され、特別議会で制定
される法令は、議案が可決された特別議会の休会後 91日
めに実施される。
(2) 議会が、両院が 2年間の立法会期のニ暦年めに再招集
されるまでの休会に入る期日あるいはそれ以前に議会に
よって可決され、当該期日前に州知事が所有してして制定
された、立法、議会、又はその他選挙区の境界を確立又は
変更する以外の法令は、法令の制定日の後の 1月 1日に実
施される。ただし、第 II条第 10項副項目 (d)に準じて法
令に影響する住民投票申請書の複写が 1月 1日前に、司法
長官に提出された場合、当該申請が第 II条第 9項副項目 (b)
に準じて司令長官に提示された場合を除き、当該法令は制
定日から 91日めに実施される。
(3) 選挙を要求する法令、州の税徴収又は通常経常費の充
当を提供する法令、及び緊急法令はそれぞれの制定後、直
ちに実施される。
(d) 緊急法令は治安、衛生、又は安全を守るために直ちに
必要なものを言う。当該必要性を構成する陳述書について
は議案の一項で説明する。各党では、議事録に提出された
氏名点呼投票によって会員の三分のニの同意によって、項
と議案は別々に可決される。緊急法令は、公職の設置又は
廃止、公職の給与、任期、職務の変更、又はフランチャイ
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(7)(8) 現在の各立法会期の議案に関する否認内容。
(8)(9) California州法規。
(9)(10) California州憲法。
(10)(11) 1993年 1月 1日又はその後に制定の全ての法令。
(b) 副項目 (a)で特定の情報は最大の非専売、 非営利共同公
共コンピューターネットワーク経由でアクセスし、一般に
利用できるようにする。情報は一つ又はそれ以上のフォー
マットで提供し、一つ又はそれ以上は本州の一般州民に実
行可能な最大アクセスを提供するためである。情報にアク
セスする個人は当該情報の全て又はあらゆる部分にアクセ
スできる。情報は当該情報への一般によるアクセスを促進
する、その他の方法でもアクセス可能である。法律顧問が
運営及び維持する立法情報システムによって維持される情
報は、情報が情報システムで利用可能になった後、できる
だけ早期に利用できる。情報システムで維持されない情報
は、法律顧問に利用可能になった後、できるだけ早期に利
用できる。
(c) 副項目 (a)で情報の電子デジタルフォーマットについて
説明し、一般が利用可能な全てのドキュメンテーションは、
副項目 (b)で特定のコンピューターネットワークによって
アクセスする方法で使用できる。
(d) 当該情報にアクセスする個人の個人情報は当該個人に
サービスを提供する目的のみで維持される。
(e) 副項目 (b)で特定のコンピューターネットワークの方
法によってアクセス可能の情報にアクセスするという条件
で、法律顧問による料金又はその他の請求はない。
(f) 副項目 (b)で特定のコンピューターネットワークの方法
によって提供された電子公共アクセスは、当該情報のその
他の電子又は印刷配信に加えて行われる。
(g) 本項に準じて行動しない場合は、本項に準じて利用可
能な全ての情報に関係して、California州関係者又は権利
の著作権又はその他所有権の変更又は放棄としてみなされ
る。
第 6項。主導権的手段の防衛。
第 6.1項。第 12511.7項は次の通りに政府法規に追加さ
れる：
12511.7. California議会議員透明法令の防衛。
California議会議員透明法令の全体又は一部の有効性につい
て、訴訟が起きた場合、以下の事項が適用される。
(a) 議会は、上訴裁判所の最終判決で準拠が憲法に違反す
ると宣言された場合を除き、引き続き、法令に準拠する。
(b) 副項目 (c)に規定されている場合を除き、司法長官は
法令の全体又は一部の有効性についての訴訟に対して防衛
し、当該法令の有効性に対処する全ての訴訟を調停する無
条件の権利を有する。
(c) 司法長官が訴訟で法令の有効性を防御することを辞退
した場合は、州の法律が適切に実施されるための司法長官
の憲法上の職務に従って法律を防衛するための州の立場が
必要か又は適切か、 司法長官は法令の全体又は一部が有効

ズ又は特別特権の付与、又は確定権利又は特定利益集団の
作成はしない。
第 5項。 政府法規への修正。
第 5.1項。 政府法規第 9026.5項は次のように修正され
る：
9026.5. テレビ放送された又は視聴覚記録の公共議事。
(a) 議会の各院及び委員会のテレビ放送された又はその他
公共議事の視聴覚記録は、州、公安機関又は公共団体に料
金を課さないで、正当な目的で使用できる。選挙による公
職の選挙運動又は選挙人に提出される投票用紙の提案に賛
成又は反対する選挙運動を含む（ただし、これらに限定さ
れない）、州下院から生じるテレビ信号は政治又は商業目
的で使用できる。
本項に使用される「商業目的」は次の事項のどれも含まな
い：
(1) 公認の報道機関、又は教育の非営利組織、又は公共業
務の番組制作者が州下院から生じるテレビ信号を使用する
こと。
(2) 州下院の認可を受けて、州下院から生じるテレビ信号
の編集されていないビデオ画像を有料加入者に対して第三
者から送信すること。
(b) California州憲章第 IV条第 7項副項目 (c)段落 (2)及び
第8項副項目 (b)段落 (2)はCalifornia州憲章第 IV条の第7.5
項で許可される総支出の一部として含まれる。本項に違反
する個人又は組織は軽犯罪の罪になる。
第 5.2項。政府法規第 10248項は次のように修正される：
10248. 立法の情報に必要な公共のコンピューターネット
ワーク。
(a) 法律顧問は、規則に関する州下院委員会及び規則に関
する上院委員会の助言によって、次の全ての情報を電子的
形態で一般が利用可能にする：
(1) 立法審議の予定、立法委員会の審議予定、議会両院の
議場に提出されている法案リスト、及び議会委員会並びに
その会員リスト。
(2) 各議案の修正済み、登録済み、及び章に分けられた形
態を含む、現在の各立法会期で導入される各議案の内容。
(3) 現在の各立法会期で導入及び修正された各議案の履歴。
(4) 現在の各立法会期で導入及び修正された各議案の議案
状況。
(5) 現在の各立法会期に関係して、立法委員会が作成した
すべての議案分析。
(6) California州憲法第 IV条第 7項副項目 (c)段落 (2)に
従って、議会が作成する原因になった立法議事の全ての聴
視覚記録。各記録は、記録が作成された日付から少なくて
も 20年間、インターネットを通して一般が使用可能、及
びダウンロード可能にし、その後はセキュアフォーマット
にアーカイブする。
(6)(7) 現在の各立法会期の各議案に関する全ての投票情
報。
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上の措置を制御する。
(c) 本主導的手段が有権者に承認されたが、同じ選挙で大
多数の有権者の承認を得て有権者によって承認された法案
が抵触して全体又は一部が優先された場合、抵触する法案
をその後に無効にした条項が優先する範囲で、抵触する法
案又は優先する条項はその後に、以前本主導的手段を優先
する条項を無効とする。

提案 55

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、州民に提示される。
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
2016年度 California州子供の教育と健康保健法

第 1項。 表題。
本法案は「2016年度子供の教育と健康保健法」として知
られ、言及される場合がある。
第 2項。所見。
(a) California州は近年の不況の間に、教育、健康保健、お
よびその他の重要な州及び地域のサービスから 560億ドル 
以上を削減した。これらの削減は、数千人の教員の解雇、
拡大する学校のクラス規模、より高額な授業料、および必
要不可欠なサービスの削減をもたらす結果となった。2012
年に California州の投票権者により可決された一時的な増
税は、失われた財源の一部を部分的に埋め合わせるのに役
立ったが、これらの税金は 2016年度末に失効し始めるた
め、より多くの赤字とより多くの学校予算の削減をもたら
すことになるであろう。
(b) California州の最富裕層の現在の所得税率を一時的に上
げるために今我々が行動を起こさない限り、年間数十億ド
ルの歳入減のために同州の公立学校はすぐに別の壊滅的な
削減に直面することになるだろう。公立学校の財源は不況
の間にぎりぎりまで切り詰められた。同州の学校とカレッ
ジは回復し始めたばかりであり、すべてを取り去って振り
出しに戻す代わりに教育財源を保護するよう努めなければ
ならない。一時的な消費税の増税を失効させて勤労者世帯
を助けることもできるが、California州の最富裕層に彼らに
とって不要であり、かつ同州の学校が受け入れる余裕のな
い減税を与える時ではない。
(c) California州の未来は 900万人の子供達の成功にかかっ
ている。California州のすべての子供が、大人になって成功
する公平な機会を与えられるべきである。しかし子供が大
人になった時に成功するためには、質の高い教育と医療に
アクセスできることが彼らにとって必要である。
(d) 子供にとって、教育と医療は必要不可欠なものであり、
相互に依存し合うものである。質の高い教育へのアクセス
は California州の子供達が成功するための基礎である。適

であることを判定する裁判所の判断に対して上訴するか、
又は審査を求める。
(d) 法令の正式な賛成者は、仲裁人又は利害関係がある真
の当事者のどちらかとして、法令の有効性又は解釈に影響
する法令に無条件の参加権利を有する。州知事及び司法長
官が法令の有効性を防衛することを辞退した場合、正式な
賛成者は法令を無効にする判決に上訴するために、法令の
有効性に州の利害を主張する州を代表して行動することが
認められる。
(e) 本項には、法令の有効性について州の利害を代表して
主張するその他の官僚を除外するものではない。
第 7項。予備選挙で提案された法令矛盾の撤廃。
議会が投票の大多数によって承認され、2016年 6月に行
われる予備選挙の投票用紙に法案が記載された場合、本主
導権的手段によって採択された目的又は条項に一貫性がな
い、又は何らかの方法で妨害する法案の条項は無効になり、
法律的効力はない。
第 8項。可分性。
本法令の条項は可分可能である。本法令の条項又はその条
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、当該無効条項又は適用なしに施行
されるものとする。前述の普遍性を多少なりとも制限する
ことなく、有権者は、 (1) California州憲法第 IV条第 7項の
修正は California州憲法第 IV条第 8項の修正から可分され
る、 (2) California州憲法第 IV条第 7項に対する修正に準じ
て、議会が立法議事の記録作成、記録公表、及び視聴覚記
録の維持をする責任は当該議事を記録、放送、又は別の方
法の送信する人物の権利とは可分される、 (3) 議事を記録す
る権利は記録を放送又は別の方法の送信する権利から可分
できる、及び (4) 本主導権的手段の法制上の修正は憲法改
正から可分される。
第 9項。修正。
本法案の法定条項は有権者の承認なしで、修正できない。
ただし、議会がインターネットを通して一般が記録にアク
セス及びダウンロードできる時間を延長するために、議事
録に提出された氏名点呼投票によって各党の会員の大多数
の同意があって採択された法令を可決することで、政府法
規の第 10248項副項目 (a)段落 (6)が修正される場合を除
く。
第 10項。投票用紙提案の抵触。
(a) 本主導権的手段及び本書で対処する事項に対して法的
過程の透明性に関するその他の法案が同じ選挙で大多数の
有権者の承認を得る場合、及び本主導権的手段がその他の
当該法案よりもはるかに多数の賛成投票を得た場合、本主
導的手段はその全体を制御し、その他の法案は無効になり、
法律的効力はない。
(b) 本主導的手段及び議会によって投票用紙に記載された
法制上の措置が同じ選挙で大多数の有権者の承認を得た場
合、法制上の措置が本主導的手段の目的、意向、又は条項
に抵触、不整合、又は干渉しない範囲で、本主導的手段の
法制上の修正は、議会によって投票用紙に記載された法制
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(m) これらすべての財源が投票権者が意図するところにの
み割り当てられるようにするために、これらは州議会が他
の目的に流用できない特別な基金に入れられる。これらの
歳入は州官僚機構や管理経費には一切使用することができ
ない。
(n) これらの財源は、本法案で規定された目的にのみ使用
されるようにするために、毎年独立監査の対象となる。選
出された公職者は基金を乱用した場合は、起訴および刑事
罰の対象となる。
(o) California州は、ドットコムバブルの崩壊と大不況の後
のこの 15年間に大きな赤字と壊滅的な削減を伴う予算の
大きな変動を経験した。州の緊急時予算の維持は、予算を
安定させ、過去の好不況の循環を避け、我々の子供達、高
齢者、および身体障害を持つ California州民を今後の経済
の悪化による学校および医療財源の削減から保護すること
になる。
第 3項。目的と意図。
(a) 本法案を成立することによる投票権者の主な目的およ
び意図は、California州の地方公立学校の教育と指導の質を
下げる可能性のある有害な削減を避けることと、California
州の合法的居住者である子供と家族のための必要不可欠な
医療サービスへの適切な財源提供を行うことである。
(b) 本法案は、年間 50万ドル以上を稼ぐカップル、また
は 25万ドル以上を稼ぐ個人に多額の税控除を与える代わ
りに、富裕 California州民の現在の所得税率を一時的に拡
大することにより、同州の子供達を保護することを意図
している。富裕層の懐に金銭を戻す代わりに、本法案は
California州のすべての子供が質の高い公共教育と、学校に
留まり、学び続けるために必要な質の高い医療にアクセス
できるようにするためにのみ使用されなければならない特
別会計に金銭をもたらす。
(c) 本法案は California州を現在の均衡予算の軌道に保ち、
学校、コミュニティカレッジ、および医療への信頼できる
財源提供を維持することで、慢性的予算不足と財源削減の
時期に戻るのを防ぐことを意図している。
(d) 本法案は憲法の中で、本法案により学校のために集め
られた歳入は、運営費ではなく教室用の費用のために、教
育区とコミュニティカレッジに直接送付されることを保証
する。この教育財源は州の予算に何が起ころうとも停止さ
れたり控えられたりしてはならない。
(e) 本法案は憲法の中で、本法案により医療のために集め
られた歳入は、連邦マッチング基金の資格を持つ医療サー
ビスのための既存の州基金への追加として使用されること
を保証する。
(f) 本法案による歳入はすべて、本法案に規定された目的
にのみ使用されるようにするために、毎年地方監査、およ
び独立監査官による監査の対象となる。
第 4項。California州憲法第 XIII条第 36項は以下のよう
に修正される。
第 36項。(a) 本項の目的のために：
(1) 「公共安全サービス」には以下のものが含まれる：

切な学校があったとしても、病気のために授業に出席でき
ない場合は子供は教育を受けることができない。そして適
切な医療のないコミュニティで育つ子供達はより病気に罹
りやすかったり、定期的に学校に通うのを妨げる慢性疾患
を持ちやすくなったりする。
(e) また医療プログラムの財源不足は California州に財政的
損害を与える。子供とその家族の医療に使われる州による
新たな支出はすべて、フェデラルファンドにより自動的に
マッチングされるこれは子供とその家族が医療にアクセス
できるようにするために用いることのできる数十億ドルの
連邦マッチングファンドを California州が毎年失っている
ことを意味する。
(f) 質の高い教育と医療に早くからアクセスできることで、
子供が学校および人生において成功するチャンスが高まる
ことが調査により示されている。California州は同州の子供
達が健康に育ち、最も高い可能性を達成するのに必要な教
育と医療を受けられるようにするためにさらに取り組むべ
きである。
(g) California州の公立学校は、例えば、合衆国で最も満員
状態にある。クラス規模は国家平均と比較して 80パーセ
ントも高いという驚異的な数字である。クラス規模が拡大
する一方、将来教員になるための研修中である California
州民の数はこの 5年間に 50パーセント減少した。
(h) その上、California州のコミュニティカレッジの予算は
大不況の間に大幅に削減され、California州の子供達、特に
低所得世帯の子供達の職業訓練や手ごろな価格の必要なカ
レッジ教育を受ける機会を低下させている。
(i) California州の医療は慢性的財源不足に陥っている。
California州は医療費支出において 50の州のうちの 48位
であり、子供達やその家族、高齢者、身体障害者にとって
医療へのアクセスを困難なものにしている。子供のための
医療の財源不足は深刻な病気の罹患率を高め、長期的な医
療費の増大を招く。医療サービスの払い戻しを改善するこ
とは、子供達が医者や病院にアクセスできるようにするの
に役立つ。そして慢性的財源不足のために病院や医院が閉
業すると、そのコミュニティの全員に対してこれらが閉ざ
されることになる。
(j) 2016年度 California州子供の教育と健康保健法は、
California州のすべての子供達が健康で、良い公立学校に通
い、より高い教育の機会を得るのを助けるために、最も余
裕のある、年収 50万ドル以上稼ぐカップルの高額所得税
率を一時的に拡張する。
(k) 本法案では年収250,000ドル未満の者は増税されない。
これは 2012年に投票権者が先に承認した一時的消費税増
税を拡張するものではない。
(l) 地元の教育区とコミュニティカレッジに直接通えるよ
うにし、州が低所得世帯の子供と家族の医療費の支払いを
援助するための所得税歳入が California州憲法で保障され
ている。予算の均衡を取り、高齢者、低所得層の子供、勤
労者世帯、および小企業所有者へのサービスの更なる壊滅
的な削減を防ぐのを助けるために、州の財源が用いられる。
皆が恩恵を受ける。
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(A) 法執行官、刑事訴訟を担当する弁護士、裁判所警備員
を含む、公共安全職員の雇用と訓練。
(B) 地方刑務所の管理と少年犯罪者および成人犯罪者の収
容、待遇、サービス、監視の提供。
(C) 子供の虐待、放置、搾取の防止。虐待、放置、または
搾取された、または虐待、放置、または搾取の危険に晒さ
れている子供および青年へのサービスの提供、これらの子
供達の家族へのサービス（養子縁組サービス）の提供、お
よび成人への保護サービスの提供。
(D) 学校での落第、自傷行為や他傷行為、ホームレス、予
防可能な収監や収容を減らすための、子供および成人への
精神衛生サービスの提供。
(E)  薬物乱用の防止、治療、およびリカバリーサービスの
提供。
(2) 「2011年度再調整法案」は、2011年度再調整と題さ
れ、地方機関に関連する報告義務を含む公共安全サービス
の責任の割り当てを提供する州の予算案を実施するために
2012年 9月 30日以前に成立した法案を意味する。本法
案は、本法案に定められた計画、行政、および連邦法およ
び資金提供要件と一致する公共安全サービスに関して、最
大限の柔軟性と制御を地方機関に提供するものとする。た
だし、2011年度再調整法案は、初期の定期的スクリーニ
ング、診断、および治療 (EPSDT)プログラムと精神衛生管
理医療を除き、2012年 1月 1日以降に地方機関に割り当
てられる新たなプログラムは一切含まないものとする。
(b) (1) 下位区分 (d) の規定を除き、2011-12財政年度に始
まり、以降継続的に、以下の金額が政府法第 30025項に
より設立された 2011年度地方歳入基金に以下の通り預け
られるものとする：
(A) 2011年 7月 1日に読まれたこれらの項の通り、歳入
課税法規の第 6051.15項および 6201.15項に規定される
税金から生じるすべての歳入から払い戻しを引いたもの。
(B) 2011年 7月 1日に読まれたこれらの項の通り、歳入
課税法規の第 11005項に規定される運転免許証手数料か
ら生じるすべての歳入から払い戻しを引いたもの。
(2) 2011年 7月 1日以降、段落 (1) に準拠して預けられ
た歳入は、一般基金歳入または California州憲法第 XVI条
第 8項の目的の税収とはみなされないものとする。
(c) (1) 2011年度地方歳入基金への基金預け入れは、地方
機関による公共安全サービスに資金提供するためにのみ、
継続的に割り当てられる。2011年度再調整法案の完全施
行を待つ間、基金は地方機関に代わって公共安全サービス
の提供により州が負担したプログラム費用の払い戻しに使
用することもできる。基金の割り当て方法は、2011年度
再調整法案において明示された通りである。
(2) 郡の財務担当者、市おおよび郡の財務担当者、また
はその他の担当官が、各郡または市と郡において、郡の
2011年度地方歳入基金を制定するものとする。各郡の
2011年度地方歳入基金は、2011年度再調整法案に明示さ
れている通り、地方機関による公共安全サービスに資金供
給するためにのみ使用される。

(3) 第 XIII B条第 6項または憲法のその他の条項にも関わ
らず、2011年度再調整法案、または採用された規制、ま
たは本法案を施行するために発令される行政命令や行政指
導により課せられる地方機関の新しいプログラムやより高
度なサービスの指令は、本項の意義の範囲内で基金の補助
金を提供することを州に求める指令を構成しないものとす
る。地方機関が公共安全サービスの責任の履行、または
他の事柄に関して政府法第 5編区分 2第 1部第 9章 (第
54950項から開始 ) に準拠するあらゆる要件は、第 XIII B
条第 6項の賠償を伴う命令とはならないものとする。
(4) (A) 2011年度再調整法案により命じられるプログラム
またはサービスレベルのために地方機関がすでに負担する
費用を増大させる全体的効果を持つような、2012年 9月
30日以降に成立した法案は、費用拡大への年間財源提供
を州が行う場合に限り、地方機関に適用されるものとする。
地方機関は基金が提供されたレベル以上の、本副段落で規
定の、法案により要求されるプログラムあるいはサービス
レベルを提供する義務はない。
(B) 2011年度再調整法案の施行に必要のない、また 2011
年度再調整法案により命じられるプログラムまたはサービ
スレベルのために地方機関がすでに負担する費用を増大さ
せる全体的効果を持つような、2011年 10月 9日以降に
施行された規制、行政命令、行政指令は、費用拡大への年
間財源提供を州が行う場合に限り、地方機関に適用される
ものとする。地方機関は新たな規制、行政命令、または行
政指令に従って、基金が提供されたレベル以上の、本副段
落で規定されたプログラムあるいはサービスレベルを提供
する義務はない。
(C) 基金が提供されたレベル以上の、段落 (A) および (B) 
に規定される、地方機関が提供する新たなプログラムまた
はより高いレベルのサービスは、州による基金の補助金を
要求しないものとし、また別の形で第 XIII B条第 6項の対
象となることもないものとする。本段落は 2011年 1月 2
日に読まれた第 XIII B条第 6項の下位区分 (a) の段落 (2) 
による補助金を現在免除されている法案には適用されない
ものとする。
(D) 計画、権利放棄、または修正が連邦法により要求され
る場合、または州が費用拡大への年間財源提供を行う場合
を除き、州は 2011年度再調整法案により命じられるプロ
グラムまたはサービスレベルのために地方機関がすでに負
担する費用を増大させる全体的効果を持つような計画また
は権利放棄またはこれらの計画や権利放棄の修正を連邦政
府に提出しないものとする。
(E) 地方機関の要請により、または連邦法に従って州によ
り課される指令に関する本段落に準拠する基金の補助金の
提供を州は要求されないものとする。本段落により要求さ
れる州基金は下位区分 (b) および (d) に明記されているも
の、従価不動産税、または地方歳入基金の消費税勘定科目
の消費税社会福祉小科目以外の源からのものとする。
(5) (A) 下位区分 (a) の段落 (1) の副段落 (C) から (E) に規
定され、2011年度再調整法案に含まれるプログラムにつ
いては、2011年度再調整法案に規定される連邦マッチン
グ基金を得られた条件を変え、地方機関がすでに負担する
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(e) (1) 公教育は、地元の公安サービスに重要な保護を提供
する過程で影響を受けていないことを確かにするために、
教育保護口座がここに一般財源に作成されていることを確
認するし、 下位区分 (f)に指定されている税金は、このセク
ションによって課される。
(2) (A) 2013 年 6 月 30 日以前、そして 2014 年から 
2018 2030 各年の 6月 30日より前、財務部長は、次年
度中に教育保護口座に転送できる下位区分 (f)、による税率
の上昇により派生する増分から派生される追加収入の合計
量、少ない払い戻しを推計しなければならない。財務部長
は、追加的な収入のために、2013年 1月 10日によって
2012-13会計年度の終わりによって受信されるより少	ない
払い戻しを、同じ見積もりをしなければならない。
(B) 会計年度 2013-14年から 2018–19 2030–31 の、そ
れぞれの第 3四半期の最後の 10日間の間、 会計監査役は
教育保護口座にその年度の規定の下位区分 (A)の規定によ
り推定した金額の 4分の 1を送金しなければならない。下
位区分 (D)による調整を除く。
(C) 2012-13年から 2020–21 2032–33 の会計年度には、
財務部長は下位区分 (D)に規定の通り、次の額を必要に応
じて追加し教育保護口座の調整計算をしなければならな
い。
(i) 2012-13から 2018–19 2030–31 年までの各会計年度
の最終四半期において、財務部長は下位区分 (A)に基づき、
当連結会計年度の教育保護口座に送金する試算を再計算し
なければならない。
(ii) 2015年 6月と 2016年から 2021 2033 の各 6月に、
債務部長は追加の収益、少ない返金、下位区分 (f)による
税率による増加分を各会計年度二年毎に行う。2年前期の
条項 (i)で計算された更新された推定量は、この最終決意
の量から差し引かなければならない。
(D) 合計の規定 (C)が正の規定により決定されている場合
は、会計監査役の前の年度の終了日から 10 日以内に教育
保護口座に合計と等しい量を転送しなければならない。そ
の量が負の場合、会計監査役は中止しなければならないか、
総還元は、本明細書に記載の負の量に等しくなるまで教育
保護口座に、もしあれば、その後の四半期ごとの転送を減
らす。サブパラグラフ (C)の条項 (i)によリ行われた計算の
目的のために、四半期ごとの送金はすべての中断または削
減規定を反映するように変更されたものではない。
(E) 2018年 6月 30日以前、そして 2019年か 2030各年
の 6月 30日より前、財務部長は、次年度中に教育保護口
座に転送できる下位区分 (f)、による税率の上昇により派生
する増分から派生される、以下に沿う追加収入の合計量を
推計しなければならない :

(i) その次の年度の第 XVI条の第 8項の最低積立保証。そ
して
(ii) のワークロードの予算次年度、すでに条項（ i ）を介
してを占めた任意のプログラム費を除く。この条項の目的
では、「ワークロード予算」は、財務省により 2016年 1
月 1日に解釈されたように、政府法規条項 13308.05で説
明されているように意味を持ちますが、「現在の認可サー

費用を増大させる全体的効果を持つような連邦法令または
規制のその後の変更がある場合は、州が決定するこれらの
費用の非連邦負担の最低 50パーセントを州が毎年提供す
るものとする。
(B) 州が下位区分 (a) の段落 (1) の副段落 (C) から (E) に規
定され、2011年度再調整法案に含まれるプログラムの一
つまたは複数に関連する連邦司法手続きまたは行政手続き
に持ち込まれた告訴の当事者である場合、そして罰金の形
で費用を課すような調停または司法命令または行政命があ
る場合、または 2011年度再調整法案により命じられるプ
ログラムまたはサービスレベルのために地方機関がすでに
負担する費用を増大させる全体的効果を持つ場合は、州が
決定するこれらの費用の非連邦負担の最低 50パーセント
を州が毎年提供するものとする。行政義務の履行を怠った
か、法的義務の善意による履行を怠ったか、または怠慢ま
たは無謀な方法で振舞った一つまたは複数の地方機関に関
連する合意または命令を州が決定する場合は、州による支
払いは要求されない。
(C) 本段落に規定される州の基金は下位区分 (b) および (d) 
に明記されているもの、従価不動産税、または地方歳入基
金の消費税勘定科目の消費税社会福祉小科目以外の基金源
からのものとする。
(6) もし州または地方機関が責務またはこの条文のもとで
の責務、または 2011年の再編法案のもとで義務を実行す
ることに失敗した場合、適切な当事者が司法救済を求める
ことができる。これらの訴訟は、他のすべての民事問題に
優先しなければならない。
(7) 郡地方歳入基金 2011年に堆積した資金は、連邦政府
のマッチングファンドの国の適格性を維持するために、そ
して公安サービスの状態の提供を支配適用される連邦標準
に国家によって遵守を確保するように設計された方法に費
やさなければならない。
(8) 郡地方歳入基金 2011年に堆積した資金は、公共の安
全サービスのための他の資金調達に取って代わるために地
元の機関が使用してはならない。
(d) もし下位区分に記載されている税金 (b)が減少または
停止する場合、州は地方歳入資金 2011に毎年同額もしく
は下位区分に記載されている税金の額よりもい大医学を提
供するだろう。その量を決定するための手段は 2011再編
法制に記載されていなければならなく、州はその 2011再
編法制により割り当てられた公共安全サービスの責務を実
行するには現地のエージェンシーとして長い期間に必要な
量を提供する義務がある。州が年間の適切な額を実行でき
なかった場合、会計監査役は一般財源からその金額を毎月
地方歳入資金 2011に送金しなければならない。その後、
会計監査役は、これらの金額を再編法案 2011で指示され
た方法で地域関係機関のために拠出するものとする。この
下位区分の下での州の義務は、第 XVI条の第 8条の第 1項
で説明した有権者が承認した債務および負債を支払うため
に次の優先順位の下に離れて設定されるためにお金のため
に最初の優先度より一般財源お金に低い優先権の主張を持
たなければならない。
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る。
(B) このパラグラフに基づく適切な 教育 費の 89%は、本
項の有権者の承認をもって 、2012年 11月 6日付で、公
共監督者の指示に従い四半期ごとに配分し、教育法規第 
2558 および 42238 項に準拠し算出した歳入制限に比例
させて、かつ、教育法規 第 47633項 に準拠し、郡の教
育オフィス、学区、チャータースクール用にそれぞれ算出
した額を、学区、群の教育オフィスの一般目的の基金、お
よびチャータースクールの一般目的の基金に割り当てるも
のとする。算出した金額は、2012年 11月 6日付で、教
育法規第 42238項および 第 47635項 の (h) のパラグラ
フ (1) から (7) の第 2558項の (c) に記載した額で、郡の
教育オフィス、学区、チャータースクール用にそれぞれオ
フセットするものとし、これは、2012年 11月 6日付で、
教育法規第 2558, 42238, および 47633項 に準拠し、郡
の教育オフィス、学区、チャータースクール用にそれぞれ
算出した額を超えるものとする。但し、学区、郡の教育オ
フィスまたチャータースクーが受領する額は、毎日の平均
出席単位につき 200米ドル ($200) 未満とならないことを
条件とする。
(4) この細分化は、自己実行され、有効にするには何の法
的措置を必要としない。公共命令の Californiaコミュニティ
カレッジの理事会により教育保護アカウントで金銭の分布
と警視は、遅延またはその他の条の第 12項に基づき、第
IV、XVI条の第8項の条項 下位区分 (h)の呼び出しによって、
または他のアクションや議会や知事の不作為によって、年
間予算案を制定する議会と知事の障害の影響を受けてはな
らない。
(5) 法律の他の規定にかかわらず、 教育のための 教育保護
口座に振り込まれら資金は、議会、知事、または州政府の
いずれの機関が負担する費用を支払うために使用してはな
らない。
(6) コミュニティカレッジ地区、教育郡役所、学区、また
はチャータースクールは教育保護口座から受け取った金額
を学校またはその管轄内の学校で使用されるかを決定する
唯一の権限を有するものの、適切な統治委員会またはその
本体はこれらの支出の決定を運営委員会または本体公開会
議のオープンセッションで公開し、これらの教育保護口座
からの資金を給与または管理人の報酬、その他管理費のた
めに使用してはならない。コミュニティカレッジ地区、教
育郡役所、学区、またはチャータースクールは教育保護口
座から受け取った金額、そしてそれらがどのように使用さ
れたかをインターネットサイトに公表しなければならな
い。
(7) コミュニティカレッジ地区、教育郡役所、学区、また
はチャータースクールは、法令で定められた物に加え毎年
の独立した財務監査及びコンプライアンス監査をしなけれ
ばならず、教育保護口座からの資金がこの法令で定められ
る通りにきちんと使用されたかを検証しなければならな
い。このセクションの追加の監査要件を満たすために、そ
れらの団体により発生した費用は、教育保護アカウントか
らの資金で支払うことができる、このセクションの目的の
ための管理費とはみなされません。

ビス」は 2016年 1月 1日規定の政府法規条項 13308.05
により「現在の認可サービス」とだけみなされる。
(F) California州の子どもたちおよび家族が定期的に、質
の高い医療を受けまたそれにより健康に関する問題に派生
する不凍港の問題を最小限に抑えるために、財務部長が教
育保護アカウントに会見年度中に次の会計年度のサブパラ
グラフ (E)に規定される口座管理機関により要求される収
入額を超える額を推計しなければならず、監督は残りの額
を特定しなければならない。任意の会計年度でその残りの
50%、最大で 20億ドルまでが教育保護アカウントの会計
監査役から California医療サービス部へ四半期ごとに既存
の医療プログラムと第 7章 (セクション 14000で始まる ) 
から第 8.9章 ( セクション 14700で始まる )、福祉機関
コー 9課 3部を含む、に規定されているサービスに資金を
割り当てなければならない。資金調達は、急性、唯一の重
要な、緊急時のために使用されるもの、およびヘルスケア
の専門家や医療施設が提供する子どもとその家族への予防
医療サービスは、安全衛生コードのセクション 1250、お
よび保健計画、または、このセクションに基づき健康上の
利点を提供するヘルスケアサービスの California州省と契
約している Medi-Calの受益者のためのヘルスケアの提供を
管理するものによりライセンスされている。
(G) サブパラグラフ (F)に定める配分は割り当てが、全体
的な一般財源支出の比例削減を超えて減少してはならな
い。しかし、提供、予算の緊急事態が宣言されたその年の
会計年度中に法令によって中断することができる。このセ
クションの目的は、「予算緊急」文書 XVIのセクション 22
のサブディビジョン (b)のパラグラフ (2)と同じ意味を有
する。
(H) サブパラグラフ (F)に従って提供資金は、連邦法と整
合し、これらのプログラムのための支払いと、非連邦シェ
アを既存の状態の一般資金に取って代わるために使用して
はならない。連邦マッチングメディケイドの資金を得るた
めに使用しなければならない。
(3) 教育保護アカウント内のすべての資金は、この段落に
記載された明細書継続的に学区、教育の郡事務所、チャー
タースクール、およびコミュニティカレッジ区の支援に充
当し、健康管理のためのパラグラフ (2)サブパラグラフ (F)
に記載される。
(A) 本項の規定により教育に充当金銭の十一パーセントは
に準じて測定された量に比例してコミュニティカレッジ区
に汎用資金を提供するために、コミュニティカレッジ区
に California州のコミュニティカレッジの理事会によって
四半期ごとに割り当てられなければならない。そのコード
セクションとして教育・コードのセクション 84750.5は、 
2012年 11月 6日に 、このセクションの有権者の承認を
得てに引き継がれる。このサブパラグラフに準拠し算出
した割当は、2012年 11月 6日付で、教育法規第 84751
項の (a), (c), および (d) に記載する額でオフセットする
ものとし、これは 2012年 11月 6日付で、教育法規第 
84750.5項に準拠し算出した額を超えるものとする。但し、
地方大学学区が受領する額は、全日制に相当する学生 1名
につき 100米ドル ($100) 未満とならないことを条件とす
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(8) 下位区分 (f)に規定される歳入、還付は教育保護口座に
預け入れられ、「一般財源収入」、「一般財源手続き」と規
定され、そして条文 XVI上第 8項の目的により「資金は州
の学校やコミュニティカレッジのサポートに使用される」
と規定される。
(f) (1) (A) 課税法規の第 2条第 1部 ( 条文 6001で始まる )
で課せられる税金に加えて、 有形不動産を売却する権利の
ため、2013年 1月 1日移行、2017年 1月 1日まで、州
でのすべての小売業者に総額の 4分の 1パーセントの税金
を課する。
(B) 収益のディビジョン 2および課税法規の第 1部（ 第
6001で始まる）によって課せられた税金に加えて、消費
税は、ここに保管、使用、または有形動産のこの状態で、
2013年 1月 1日以降、および 2017年 1月 1日前に販売
店から購入プロパティの販売価格の 1/4パーセントの割合
でこのような状態で保管、使用、または他の消費のために、
他の消費に課される。
(C) このセクションの発効日以降に制定された任意の修正
を含む販売・使用税法は、この第 1項の規定により課され
る税に適用しなければならない。
(D) この条文は 2017年 1月 1日 に動作しなくなるものと
する。
(2) 2012年 1月 1日以降に始まる課税年度については、
および歳入課税コード、所得税のブラケットと 9.3の速度
のセクション 17041に基づき課される税に関しては 2031
年 1月 1日 2019、前収益のセクション 17041と課税コー
ドの細分の (a)のパラグラフ (1)に記載されたパーセント
は、以下の各項によって修正されなければならない。
(A) (i) 課税されるべき所得は 25万ドル ($250,000)以上
30万ドル以下 ($300,000)、税率は 25万ドル ($250,000)
を超える分に対して 10.3パーセントである。
(ii) 課税されるべき所得は 30万ドル ($300,000)以上 50
万ドル以下 ($500,000)、税率は 30万ドル ($300,000)を
超える分に対して 11.3パーセントである。
(iii) 課税されるべき所得は 50万ドル ($500,000)以上、
税率は50万ドル ($500,000)を超える分に対して12.3パー
セントである。
(B) 条文 (A)の条項 (i), (ii), そして (iii)に定められた所得税
は歳入課税コードの条文 17041 の下位区分 (h)に定められ
た、2013年 1月 1日移行の課税年度ごとに .再計算され
なければならない。
(C) (i) 歳入課税コード条文 19136 の下位区分 (g)の目的
のため、この条文は 2012年 11月 6日より有効になる。
(ii) パート 10の目的のため、 (条文 17001で始まる ) そし
て、パート 10.2 (条文 18401で始まる )収益及び課税法
規の第 2部修正された税ブラケットと税率はこの条文によ
り規定され、歳入課税コードセクション 17041。
(D) この条文は 2031年 2019年 12月 1日 に動作しなく
なるものとします。
(3) 2012年 1月 1日以降に始まる課税年度については、

および歳入課税コード、所得税のブラケットと 9.3パー
セントセクション 17041に基づき課される税に関しては
2031 年 1月 1日 2019、前収益のセクション 17041と課
税コードの細分の (c)のパラグラフ (1)に記載されたパー
セントは、以下の各項によって修正されなければならない。
(A) (i) 課税されるべき所得は 34万ドル ($340,000)以
上 40 万 8 千ドル以下 ($408,000)、税率は 34 万ドル
($340,000)を超える分に対して 10.3パーセントである。
(ii) 課税されるべき所得は 40万 8千ドル ($408,000)以
上 68万ドル以下 ($680,000)、税率は 40 万 8 千ドル
($408,000) を超える分に対して 11.3%である。
(iii) 課税されるべき所得は 68万ドル ($680,000)以上、
税率は68万ドル ($680,000)を超える分に対して12.3パー
セントである。
(B) 条文 (A)の条項 (i), (ii), そして (iii)に定められた所得税
は歳入課税コードの条文 17041 の下位区分 (h)に定められ
た、2013年 1月 1日移行の課税年度ごとに .再計算され
なければならない。
(C) (i) 歳入課税コード条文 19136 の下位区分 (g)の目的
のため、この条文は 2012年 11月 6日より有効になる。
(ii) パート 10の目的のため、 (条文 17001で始まる ) そし
て、パート 10.2 (条文 18401で始まる )収益及び課税法
規の第 2部修正された税ブラケットと税率はこの条文によ
り規定され、歳入課税コードセクション 17041。
(D) この条文は 2031年 2019年 12月 1日 に動作しなく
なるものとします。
(g) (1) 会計監査役は、彼または彼女の法的権限に基づき、
地方歳入基金 2011および任意の郡地方歳入基金 2011年
からの支出の監査を行うことができ、これらの資金が使用
されていることを確認するために、教育保護アカウントを
監査しなければならない。
(2) 司法長官や地元の地方検事は、迅速に調査しなければ
ならない。そして郡地方歳入基金 2011または教育保護ア
カウントから金銭の誤用の民事または刑事罰を求めること
ができる。
第 5項。競合する措置。
本法案及び別の発案法案あるいは同じ表題に関する法案が
州全体の選挙投票用紙に記載された場合、法案あるいはそ
の他の法案の条項は本法案に対立すると見なされる。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。
第 6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 7項。提案者の地位
法律の他の規定にかかわらず、州、政府機関、またはその
職員のいずれかがこの措置の合憲性を守ることに失敗し、
有権者によるその承認を受け、他の政府の雇用者、提唱者、
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在タバコ税の対象とならないものです。
(f)  470以上のタバコブランドがあり、キャプテン・クラ
ンチ、グミベア、コットンキャンディ、アトミックファイ
ヤーボール、フルーツループといった、キャンディ味のも
のを含む、若者を惹きつける 7,700以上の味が今日販売用
に提供されています。電子タバコに関して、利用者が急増
している年齢層は中高学生であり、アメリカ疾病管理予防
センターによると、電気タバコは 2013年から 2014年に
おいて、このグループの大きさは 3倍となりました。
(g) 原因、早期発見、効果的な治療、治療、予防、及びあ
らゆる種類の潜在的な治療のリサーチ、あらゆる種類の癌、
臓及び肺の病気、歯周病、及びタバコに関する病気は将来
州及び地方政府、及び住民を救済することになります。
(h) あらゆる種類の癌、臓及び肺の病気、歯周病、及びタ
バコに関する病気への最新、及び効果的な治療に関して、
California州には研究への緊急の必要性があります。このよ
うなリサーチは、病気や状態による死亡と発生を削減する、
臨床応用への科学的発見へと変容します。
(i) 健康に関する教育及び健康促進プログラムを通した、喫
煙及びタバコの使用について対処し、個人、とわけ若者を
防止するために設計された予防プラグラムの基金は、将来
州及び地方政府、及び住民を救済することになります。
(j) 再活性化されたタバコ抑制プログラムは、ターゲットと
する公衆衛生活動がタバコ産業のエスニックグループへの
略奪的なマーケティングと戦うことを可能とし、California
州コミュニティにおける喫煙率及び最終的に癌、臓及び肺
の病気、歯周病、及びタバコに関する病気を減少させると
となります。
(k) 未成年へのタバコ商品の不法な販売、タバコの密輸、
及びタバコ税の脱税を削減するための基金の実施及び法の
執行を支持する行政プログラムは、将来州及び地方政府、
及び住民を救済することになります。
(l) California州は、住民の増大する治療の必要性に合致す
るため、内科医及び歯科医の不足に直面しています。結果、
葉の治療、タバコに関する治療、定期的な健康診断、及び
他の緊急性のある治療への必要性は被害を被っています。
California州の納税者は、毎年何万の医学生及び歯学生の教
育を支援していますが、研修医制度の限定数のため、多く
の内科医と歯科医がトレーニングを継続するために州外に
行かざるを得ず、治療するアクセスがないままで California
の患者を置き去りにしています。基金の実施と行政プログ
ラムにより、California州の住民の健康を改善するために、
毎年 Californiaにおいて数百人以上の医師を滞在させる、
基金の実施と行政プログラムは、将来州及び地方政府、及
び California州の住民を救済することになります。
(m) 医学生は、喫煙及びタバコの使用が歯周病及び骨喪失、
口と喉のがん、そして深刻な歯の磨耗を含む、歯周疾患に
より口の健康に影響を及ぼすことを研究しています。喫煙
は、歯の損失となる歯周病の半分の原因を引き起こします。
喫煙者の口腔がんのリスクは、禁煙者より最低 6倍、アメ
リカにおけるすべての口腔がんの 75％は喫煙に関連して
います。無煙タバコに関する口腔がんのリスクは、喫煙者

または彼または彼女が不在である場合、この州のすべての
国民は、そのようなアクションが魅力上、または California
州の最高裁判所によって裁量レビューに、第一審裁判所ま
たは米国の最高裁判所において、その合憲を擁護する目的
のためにこの措置の合憲性に挑戦するあらゆる訴訟に介入
する権限を有するものとする。アクションを守るために費
やされる費用は司法長官に充てられる。
第 8項。発効日。
この措置は、公示後直ちに効力を生じます。

提案 56

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、州民に提示される。
本州民発案法案は California州法の項を追加し、歳入課税
法規の項を追加及び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
2016年 California州医療、研究、及びタバコ予防税法

第 1項。 所見及び宣言。
(a) タバコは、California州における 唯一最大の予防可能な
死因であり、タバコにより毎年 40,000人以上が死亡して
いると言われています。毎年、数万人の California州の住
民は、タバコの使用の結果、医療及び歯の治療を必要とし
ています。
(b) あらゆる種類の癌、心臓及び肺の病気、歯周病、及
びタバコに関する治療は、California州の過剰な医療シス
テムに大きな財務上の負担を課しています。喫煙により、
California州の住民は毎年医療費に $132億 9000万 以上
を California州の住民は費やし、$35億 は California州
の住民に医療、治療、及びサービスを提供する既存の治
療のプラグラム及びサービスを通して、i納税者により支
払われています。喫煙のために失われる生産性の費用は、
California州における喫煙及びタバコの使用の年間の経済的
結果、推定追加 $100億 3500万 を課します。
(c) タバコ税の増税は、家族と子供のために治療へのアク
セス、高品質の治療を提供する既存プログラムを改善し、
治療費用を押え、喫煙を減少させる充当な方法です。これ
は、将来州及び地方政府、及び住民を救済することになり
ます。
(d) あらゆる種類の癌、心臓及び肺の病気、歯周病、及び
タバコに関する病気を治療する既存の医療プログラム及び
サービスの基金増大は、そのような病気と状態にある患者
を治療する、医療供給者の数を拡大します。基金は、この
基金から支出される資金に関して、9ドルほど担保とする
連邦政府と共に、連邦基金と適合するために使用できます。
(e) ほとんどの電子タバコはニコチンを含み、タバコ由来
であり、高い常習性薬物です。電子タバコは、とらわけ若
者にとってより潜在的に魅力があり、価格が安くなる、現
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(f) 数億ドルの California州の医療費用を現確保している、
既存のタバコ税によるプログラムを保護します。
(g) 新たな官僚制度を作ることなく、この法令の更なる目
的のために増加した基金が費やされ額に関する完全な会計
報告を提供します。
第 3項。 タバコ製品の定義 .

第 3.1項。 内国税歳入法第 30121 項を次の通りに改正
する。
30121. 本項の目的：
(a) 「タバコ」 は、1988年 1月 1日付け 第 30003項と同
じ意味を持つ。
(b) 「タバコ製品」は、葉巻、リトルシガー、噛みタバコ、
パイプタバコを含むが、これらだけに限定されない、あら
ゆる方法において喫われ、加熱され、噛まれ、吸収され、
溶かされ、吸入され、吸われ、鼻で吸われ、または摂取さ
れる、人間による消費を目的としたタバコ、またはこニコ
チから生成され、作成され、またはそれらを 最低 50％含
むタバコ、またはそれから作成される製品または品目、あ
らゆる形態の品目、パイプタバコ、噛みタバコ、嗅ぎタバ
コ を含むがこれらだけに限定されないものを含むが、巻き
タバコは含まない。タバコ製品は、電子タバコも含むもの
とする。タバコ製品は、 タバコ嫌煙製品、または製品が承
認のみを目的として市販され、販売されている治療を目的
とした販売に関する米国食品医薬品局により承認された製
品を含まないものとする。タバコ製品は、期間が第 6359
項に準拠し定義されるため、食品を含まない。
(c) 「電子タバコ」は、電子タバコ、電子葉巻、電子パイプ、
ペン形の電子タバコ、または電子水タバコを含むが、これ
らだけに限定されずに吸入、または蒸気させた様式におい
て人にニコチンを届けるために使用できる、ニコチンと組
み合わされて販売されている伝達システム、または装置を
意味する。電気タバコは、液体またはニコチンを含む物質
と共に販売される場合、装置の操作の間使用される装置の
付属品、部品、構成要素を含む。吸入、または蒸気させた
様式において人にニコチンを届けるために使用できる装置
と組み合わされ販売され、または個別に販売される、ニコ
チンを含む液体または物質を含む。電子タバコは、個別に
販売される場合、装置の操作において使用されない付属品、
電池、充電器、またはキャリイングケース、もしくはニコ
チンを含む液体または物質と組み合わされて販売される装
置を含まない。電子タバコは、 タバコ嫌煙製品、または製
品が承認のみを目的として市販され、販売されている治療
を目的とした販売に関する米国食品医薬品局により承認さ
れた製品を含まないものとする。本分譲に使用されている
ように、ニコチンは期間が第 6359項に準拠し定義される
ため、食品を含まない。
(c) (d) 「基金」は、 第 30122項により作られた葉巻及びタ
バコ製品付加税基金を意味する。
第 3.2項。内国税歳入法第 30131.1 項を次の通りに改正
する。
30131.1. 以下の定義は、本条の目的に適用される：

の 50倍に増加します。妊娠中の母親の喫煙と、胎児の口
唇裂の発達には関連があります。タバコの中止は、口腔癌
と咽頭癌のリスクを 50％まで削減します。喫煙による原
因を含む、歯周病について教育、予防、及び治療を行うプ
ログラムの基金は、来州及び地方政府、及び住民を救済す
ることになります。
(n) タバコ、及びタバコ製品の価格の増加は、若者により
とりわけ、California州のにおいて喫煙を減少させる最も効
果的な方法と認識されています。2000年米国公衆衛生総
監報告の喫煙減少は、タバコ製品価格の増加は、青少年及
び生年においてとりわけ、喫煙を減少させ、タバコ税の増
加は、「健康に関して大きく長期的に改善」することを報
告しています。既存のリサーチのレビューから、タバコ税
の増加はタバコの予防と制御戦略において最も効果的な方
法の 1つと結論を出しています。喫煙の減少は、将来州及
び地方政府、及び住民を救済することになります。
(o) タバコ税の増加は喫煙を減少及びタバコ製品の使用を
減少させるため、税収の減少から既存のタバコ税によるプ
ログラムを保護することが重要です。
(p) California州は現在、一箱ごとに $0.87のみタバコに
税を課しており、これはタバコ税率において 35番であり、
アメリカ国内の最低のタバコ税の 1つであることが反映さ
れています。2016年 1月現在、アメリカの一箱ごとの平
均は $1.60です。32の州では、一箱ごとに $1またはそ
れ以上のタバコ税を課し、California州は他の西部の州よ
り下位にあります （Washington: $3.025; Oregon: $1.31; 
Nevada: $1.80; Arizona: $2)。California州がたばこ税を最
後に増税したのは 1998年です。
第 2項。目的。
この法令の目的は、以下を行うため、タバコ、及び電子タ
バコを含む他のタバコ製品の税金を増加させることです :

(a) California州の住民を救済し、California州の住民、と
りわけ若者のタバコ使用及び喫煙を減少させることで、将
来の州及び地方政府を救済します。
(b) あらゆる種類の癌、心臓及び肺の病気、歯周病、及び
タバコに関する病気を治療する既存の医療プログラム及び
サービスを増加させる基金を提供し、このようなプログラ
ム及びサービスに関する連邦基金を最大化します。
(c) あらゆる種類の癌、心臓及び肺の病気、歯周病、及び
タバコに関する病気に関する治療及び原因のリサーチを支
援し、このような病気や状態による死亡と発生を減少させ
るため、臨床応用に科学的発見を運送します。
(d) タバコと電気タバコを含む、他のタバコ製品の使用か
ら、個人を予防するために予防プログラムを支援する基金
を提供します。
(e) 未成年者にタバコ製品の違法な販売、タバコ税の脱税、
タバコの密輸を減少させる行政上の目的、及び実行のため
資金を提供、喫煙による病気を含む、病気を治療する新し
い医師への医療トレーニングに資金を提供し、喫煙による
ものを含む歯科疾患の治療及び予防のためプログラムに資
金を提供します。
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(a) (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、本法令の発効日より 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 100ミル 
($0.100)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、本法令の発効日より 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。
(b) (1) タバコの配分の特権、及び販売、使用、または消
費に関するタバコの所有または保存について、あらゆる公
認のタバコ配給会社は以下率において、本法令の発行日よ
り 90日後以降の第 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、添付されていない
California州のタバコの納税印紙、及びタバコのパッゲージ
に添付されている納税印紙である、California州のタバコ税
における、タバコ税の税額調整を支払うものとする。
(A) 標記「25」がある印紙は二ドル五十セント（$2.50）。
(B) 標記「20」がある印紙は二ドル（$2）。
(C) 標記「10」がある印紙は一ドル ($1)。
(2) あらゆる公認のタバコ配給会社は、段落 (1) 副段落 (A)、
(B)、及び (C) に規定された印紙数を役員会が書式に記入し、
本法令の発行日より 180日以降から始まる第 1四半期の
第 1日目以前、またはその日に委員会と共に申請するもの
とする。計算した税額を確定申告書に記入する。
(c) 本項により支払われる税金は、本法令の発行日より
180日以降から始まる第 1四半期の第 1日目以前、または
その日に支払われるものとする。支払いは、役員会に支払
われるよう送金され、本項にいより提出される必要がある
用紙及び納税申告書を添えるものとする。
(d) 適時に支払われていない、本項により支払われる必
要がある合計額には、支払われるまで本法令の発行日よ
り 180日以降から始まる第 1四半期の第 1日目から、 第 
30202 項に準拠し創設された方法、及び率において利子が
含まれなければならず、決定、再決定、及び決定、再決定
に関して課された処罰に従わうものとする。
30130.53. 2016年 California州医療、研究、及びタバコ
予防税法基金。
(a) 2016年 California州医療、研究、及びタバコ予防税法
基金はここに、州出納官において創設する。
(b) 第 6項の (第 30361項から始まる ) 第 1条に準拠し作
られた基金以下である、本項により課された税に準拠し引
き上げられたあらゆる歳入は、 2016年 California州医療、
研究、及びタバコ予防税法基金に預金されるものとする。
(c) あらゆる法律に関わらず、2016年 California州医療、
研究、及びタバコ予防税法基金は本法令の目的を実行する
ために唯一創造された信託基金であり、2016年 California
州医療、研究、及びタバコ予防税法基金に預金されたあら

(a) 「タバコ」 は、1997年 1月 1日付け 第 30003項と同
じ意味を持つ。
(b) 「タバコ製品」は、 最低 50％含むタバコを含み、また
はそれから作成される製品または品目、あらゆる形態のパ
イプタバコ、噛みタバコ、嗅ぎタバコを含むが、これらだ
けに限定されないものを含むが巻きタバコを含まず、 2016
年 California州医療、研究、及びタバコ予防税法により修
正された第 30121項副項（b）と同じ意味を持つ。
第 4項。 2016年 California州医療、研究、及びタバコ
予防税法。
第 4.1項。 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。2016年 California州医療、研究、
及びタバコ予防税法

30130.50. 定義。
定義目的：
(a) 「タバコ」は 2015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、本法廷により修正されたように、 
第 30121項副項 (b)と同じ意味を持つ。
30130.51. 2016年タバコ配付税の California州医療、研
究、及びタバコ予防税法。
(a) 本箇所の下、タバコの配付税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 100ミル ($0.100)のタバコの流通に加算税が
課される。
(b) 役員会は、電子タバコに同等の税の実施を提供する規
制を採用し、この期間は税の収集の方法として、 第 30121
項副項 (c)に定義されている。このような規制は、パッケー
ジ、または個別で販売される場合、装置から吸引する人に、
吸引または蒸発されるニコチンを届けるために使用される
ための装置に、同等の税の賦課を含むものとする； 装置と
共にパッケージとして、または個別で販売される装置の操
作の間使用されるこのような装置の構成要素、部品、また
は付属品；吸引を可能とする装置を伴うパッケージとして、
または個別で販売される、ニコチンを含む液体または物質。
このような規制は、及びあらゆる人の許可要件及び、 第
30011 項に準拠し分配業者または電子タバコの定義を含む
が、これに限定されないものを含む。
(c) この箇所の他の条項に関わらず、 副項 (a)により課され
る税金によるあらゆる歳入、及び 第 30123項副項 (b)に
より課税される電子タバコを含む、タバコ製品の税金にお
ける同等の増加となるあらゆる歳入は、 第 30130.53項に
により作られた 2016年タバコ配付税の California州医療、
研究、及びタバコ予防税法の基金への預金とならなければ
ならない。
30130.52. 2016年タバコ最低税の California州医療、研
究、及びタバコ予防税法。
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(e) 本項における送金は、会計監査役が本項の意図を促進
するために所要を決定するため、そのようなときに会計監
査訳により行われるものとする。
30130.55. 2016年 California州医療、研究、及びタバコ
予防税法歳入の分配。
第 30130.54 項及び 第 30130.57項副項 (a)、(b)、(c)、(d)、
及び (e)に準拠し、所要資金を控除及び送金した後、会計
監査役は以下 2016年 California州医療、研究、及びタバ
コ予防税法に残る基金を毎年配分し、送金するものとする。
(a) 八十ニパーセントは、これにより設立される医療処置
基金に移動され、California州民に福利厚生法規第 9部門
第 3部を含む第 7章（第 14000項から始まる）から第 8.9
章（第 14700項から始まる）に規定のヘルスケア、治療
などすべての業務に対して支払いを改善することでタバコ
関係の疾患や症状でヘルスケア、治療、サービスを提供す
ることを含む、福利厚生法規第 9部門第 3部を含む、第 7
章（第 14000項から始まる）から第 8.9章（第 14700項
から始まる）までに記載の現行のヘルスケアプログラムと
サービスの資金を増やすために州のヘルスケアサービス部
門で使用される。本条項に従って、可能な限りの資金制限
が与えられる範囲で、ヘルスケア、サービス、処置の支払
いに対する非連邦負担の支払いや支援は、これらの基金が
これらと同じ目的の既存の州一般財源の代わりとして使わ
れないことを条件に、年間州予算過程の一貫として開発さ
れ、定期的に更新された基準を基にして増大される。これ
ら基準には、時宜を得たアクセスの確保、特定地域のサー
ビス不足の制限、高品質ケアの確保を含むが、これらに制
限されない。連邦法に準じて、資金は連邦基金から割当ら
れる。資金は、衛生安全法規第 1250項に準じてライセン
スを取得している医療専門家、クリニック、医療施設が提
供する医療業務のほか、本項に準じて医療補助を提供する
ために州の医療サービス部門と契約する保険プランのみに
支払われる。資金は、適用される場合は、政府団体の支払
いに対する非連邦負担にも使用できる。部門は、必要な場
合は、本項の実施のために必要な連邦政府の承認を求める。
(b) 十三パーセントは、これらの基金がこれらと同じ目的
の既存の州一般財源の代わりとして使われないことを条件
に、総合的な喫煙予防の目的で喫煙制御プログラムに使用
される。これらの基金は次の方法で充当される。
(1) 八十五パーセントは、衛生安全法規第 104375項の始
めに記載のように、州部門の公衆衛生たばこ管理プログラ
ムに使用される。州の公衆衛生部門は、たばこやニコチン
の使用、たばこ関連の疾患発生率、たばこ関連による健康
格差を監視、評価、低減し、少なくても 15パーセントの
健康増進、医療通信活動、評価があるより強い証拠に基づ
く効果的な防止プログラムを作るために、州や地方政府機
関、部族、大学、単科大学、地域社会に根ざした組織、及
びその他根拠に基づく健康増進及び医療通信活動の実施、
評価、普及の資格がある代理店に資金を与える。また、た
ばこ関連による健康格差を排除するという目的で、たばこ
関連による健康格差の低下率を加速・監視するためにたば
こ使用監視資金が与えられる。

ゆる歳入及び基金により獲得された利子はここに、本項及
びその目的のみに従い拡大されるものとする。
(d) あらゆる法律に関わらず、基金により獲得された利子
を含め、2016年 California州医療、研究、及びタバコ予防
税法基金に預金された歳入は、本法令に記載された特定の
目的のためのみに使用され、本法令に明示された目的のみ
のために拡大及び充当され、本法令に明示されているもの
以外の目的に関する議会、知事、財務担当取締役、または
会計監査役による充当、リバージョン、または変更に従っ
てはならず、このような歳入はまた、一般資金、州のその
他の基金または地方政府基金に貸し出してはならないもの
とする。
30130.54. 2016年タバコ配付税の California州医療、研
究、及びタバコ予防の、タバコの消費及び税収における効
果
(a) 役員会は本法令の発行日から 1年以内、その後は年次
に、本条項によるタバコ追加税及び 第 30123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。役員会の判断による
消費低下は、本条項によるタバコへの追加課税または 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、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
（1988年 11月 8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項による歳入、一般財源の一部に
及ぼす財政的影響を決定する。
(b) 会計監査役は、本項による追加税の賦課による直接的
な歳入の減少を相殺するため、必要な数である副項 (a) に
記載された影響を受ける基金に、2016年タバコ配付税の
California州医療、研究、及びタバコ予防基金に送金するも
のとする。
(c) 役員会は本法令の発行日から 1年以内、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、タバコの違法
販売及びタバコ製品を含む、州のタバコ及びタバコ製品の
消費の影響を判断する。州または地方政府の販売の損失が
あり、税収を利用し、そのような損失が本項によりタバコ
に課される増税となり、本条によりタバコに課される追加
税の直接的結果となる委員会により決定される範囲におい
て、タバコ及びタバコ製品の違法販売を含む、 第 30123項
副項 (b)により必要なタバコ製品への増税のため、委員会
は州及び地方政府の販売への財政効果を決定し、税収を利
用しなければならない。
(d) 会計監査役は、州及び地方の販売を相殺する必要な数
である副項 (c) に記載された影響を受ける地方政府及び州
の一般基金に、2016年タバコ配付税の California州医療、
研究、及びタバコ予防基金から送金し、タバコ及びタバコ
製品の違法販売を含む、本条による追加税の賦課による直
接的な税収の減少を利用するものとする。
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サービス部門が受け取った資金の使用は、現行法によって
課せられる監査と不正防止を含む（ただし、これらに限ら
ない）、 同じ制限が対象となる。
(e) 第 30130.55項副区分 (b)及び (c)に従って、州公衆衛
生部門、州教育部門及び California大学が受け取った資金
の使用は、衛生安全法規第 104365項及び第 104370項に
従って、たばこ教育及び研究監視委員会による監視が対象
になる。
30130.57. 実施及び管理経費。
(a) 2016年 Californiaヘルスケア、リサーチ及び予防た
ばこ税法令による資金は本条項によって課せられた税金の
管理、計算、及び徴収に発生した費用、資金の計算、配
分に発生した費用、本法案が定める規制の普及に発生し
た費用を委員会に払い戻すために使用する。ただし、第
30130.54項副区分 (b)に従って、2016年 Californiaヘル
スケア、リサーチ及び予防たばこ税法令から必要な資金を
控除した後の残りの資金、年 5パーセントまでは、当該管
理経費として使用する。
(b) 2016年 Californiaヘルスケア、リサーチ及び予防
たばこ税法令の資金は、一般に対する透明性提供の目的
と、本条項によって発生した歳入はヘルスケアとたばこ使
用防止、研究に使用されているという確認のために、第
30130.56. 項で義務付けられている各監査の実施から発
生した実費に対して年間最高四十万ドル（$400,000）を
無所属の California州監査人への払い戻しに使用する。
(c) 2016年 Californiaヘルスケア、リサーチ及び予防た
ばこ税法令の年間四千万ドル（$40,000,000）の資金は、
California州のプライマリーケア及び緊急の訓練を受けた
医師の数を増やすという目的と目標のため、California大
学に提供する。本目標は、実証されている労働人口のニー
ズと優先を基にし、医学教育プログラムの卒業を支持、保
持、拡大して、California州のプライマリーケア及び緊急の
訓練を受けた医師の数を増やすという目標を達成するため
に、本資金を California大学に提供して達成される。
(1) 本副区分の目的で、「プライマリーケア」とは内科、家
庭医学、産科 /婦人科、小児科を意味する。
(2) 資金は、十分な医療サービスを受けていない地域や住
民にサービスを提供する医学教育プログラムから卒業した
費用が優先される。
(3) 本副区分の目的で、連邦政府認定の組織から認定を受
け、California州内に位置する逆症療法及び整骨療法の研修
医制度は、California州内の研修医教育を支援する財政援助
を受ける申請資格がある。
(4) California大学は州内の専門医の不足、及び地域の医師
不足を毎年、審査する。今回の審査を基に、プライマリー
ケア以外の医師不足が州又は地域で証明される範囲で、資
金は当該不足に対処する目的で、医学教育プログラムの拡
大に使用する。
(d) 2016年 Californiaヘルスケア、リサーチ及び予防たば
こ税法令の年間三千万ドル（$30,000,000）の資金は、た
ばこやその他たばこ製品の使用による歯の疾病を含む、歯

(2) 十五パーセントは、衛生安全法規第 104420項に記載
のように、若者によるたばこの使用予防やニコチン製品の
削減のために、学校プログラムに使用する州の教育部門に
行き、これら資金の少なくても 15パーセントはたばこ関
連による健康格差を排除するという目的でたばこ関連によ
る格差の低下率を加速・監視するために与えられる。
(c) 五パーセントは、衛生安全法規第 103部門第 3部第 1
章（第 104500項から始まる）第 2条に準じて、たばこ
及びたばこ製品への付加税医療研究プログラムへの補充
として、これら資金は次の条件で使用されるという条件
で、がん、心臓、肺とたばこ関連疾患の医学研究のために、
California大学に与えられる：
(1) 資金は基本的には、補助金や契約金として使用され、
あらゆるタイプのがん、心臓血管及び肺疾患、口腔疾患、
及びたばこ関連疾患の防止、早期発見、治療、補完治療、
及び潜在的治療のために California州内の橋渡し医学研
究に適用される。本契約のいかなる規定にもかかわらず、
California大学はたばこ関連疾患リサーチプログラムを通し
て、本副区分に規定の本法令の目的に従って受け取った資
金を費やす権威がある。
(2) 与えられた補助金や契約は、既存の医学研究プログラ
ムの基盤と、客観性、一貫性、高品質を確実にするオープ
ンで、競争的な相互審査過程によって決定した科学的メ
リットの基盤を基に与えられる。
(3) 本副区分に従って補助金や契約を受けた個人及び団体
は、California州内に居住し、全体が位置しなければならな
い。
(4) リサーチは完全に California州内で実施しなければな
らない。
(5) 基金は、これら同じ目的の既存の州又は地方基金の代
わりに使ってはならない。
30130.56. 独立監査及び開示。
2016年 Californiaヘルスケア、リサーチ及び予防たばこ税
法令の資金使用に関する完全な公共説明義務を提供するた
めに、以下の事項が制定され、2016年 Californiaヘルスケ
ア、リサーチ及び予防たばこ税法令の遵守を確実にする：
(a) 無所属の California州監査人は、2016年 Californiaヘ
ルスケア、リサーチ及び予防たばこ税法令に従って資金を
受け取る州及び地方機関に対して少なくてもニ年に一度実
行する。本項に従って実行する監査には、資金を管理する
州機関が支出した管理経費の審査を含むが、それに限らな
い。
(b) 独立監査を基に、無所属の California州監査人は、改善
の提案を含む、その審査の詳細に関する報告書を作成する。
報告書は一般に公開する。
(c) 本法令に従って資金を受け取る州の各機関及び部門は、
毎年、2016年 Californiaヘルスケア、リサーチ及び予防た
ばこ税法令からの入金額と出費額の決算を各ウェブサイト
に掲示する。年次決算は、州機関又は部門が適切と認める、
ソーシャルメディア発信源にも掲示する。
(d) 第 30130.55項副区分 (a)に従って、州のヘルスケア
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販売を規制する法律を強化することを含む（ただし、これ
らに限定されない）活動に使用される。
(f) 本条項に準拠して受け取った 5パーセントまでの資金
は州・地方機関が受け取り、管理経費として使用する。
(g) California州監査人は本条項における目的の管理経費を
特定して、管理手続き法令（第 3.5章（第 11340項から
始まる）政府法規第 2編第 3部門第 1部）の条項制定に準
拠して規制を公表する。当該規制は資金を受け取る機関又
は部門の異なる性質を考慮する。
(h) 役員会は、本条項に従ってたばこに課せられた追加税
金によるたばことたばこ製品の消費減少、及び第 30123
項副区分 (b)で義務付けられるたばこ製品に対する増税か
ら来る歳入の減少について、本法案の発効日から二年後の
始め、その後は毎年、判断する。役員会が収入の減少があっ
たと判断した場合、副区分 (c)、(d)及び (e)に従って配分
される資金の金額は、比例して減少させる。
30130.58. 法令の参考資料。
特に指定のない限り、本法令の全参考資料は 2016年 1月
1日現在の法令を参考にする。
第 5項。 歳入課税法規の修正確認。
第 5.1項。 歳入課税法規第 30014項が修正されたもの
である。よって次の通りである：
30014. (a) 「輸送人」は本州内に次の事柄を輸送する個
人を言う：
(1) California州たばこ税のスタンプが押された又は印刷さ
れた、包装に含まれていないたばこ。
(2) 第 2章第 2条（第 30121項から始まる）、第 2.5条（第
30130.50項から始まる）、及び第 3条（第 30131項から
始まる）に従って課せられるたばこ製品付加税が支払われ
ていないたばこ製品。
(b) 「輸送人」には次のどの事項も含まない。
(1) 公認配給業者。
(2) 一般運送業者。
(3) 1954年改正歳入公債法令第 52章に従って、連邦内国
歳入公債又は関税の制御下にある、課税されないたばこや
たばこ製品を輸送する個人。
第 5.2項。歳入課税法規第 30104項が修正されたもので
ある。よって次の通りである：
30104. 本部によって課せられる税金は、州間又は外国旅
客サービスに関与する配給業者から一般運送業者、又は運
搬人運送業者の施設でたばこ又はたばこ製品の販売を認可
されている個人に対するたばこ又はたばこ製品の販売には
適用しない。たばこ又はたばこ製品を、州間又は外国旅客
サービスに関与する配給業者から一般運送業者に対して、
運搬人運送業者の施設で使用又は販売する、又は当該施設
でたばこ又はたばこ製品を販売する認可を受けている個人
に対して販売する場合は、本部に従って第 30101項、第
30123項、及び第 30131.2項で課せられる税金はたばこ
又はたばこ製品の販売に関しては代理店によって課せられ

の疾病についての教育、予防、治療の目的及び目標のため
に、州の公衆衛生部門歯科プログラムの資金に使用する。
本目標は、実証されている歯の健康ニーズ、及び十分な歯
科サービスを受けていない地域や住民に対するサービスの
優先を基に、州の歯科計画を支援する活動に本資金を提供
するプログラムによって達成される。資金を受けるプログ
ラムの活動には次を含むが、これらに限定されない：教育、
疾患予防、疾患処置、監視、及び訴訟事件管理。
部門には、十分なサービスを受けていないコミュニティの
判断、プログラムのプロトコル開発、プログラムに関連す
る州がスポンサーするサービスに対して払い戻しする権
威、プログラム活動を提供するために一人以上の個人、公
共又は民間団体と契約をする権威を含む、本副区分の目的
を完全に実施し、発効させる広い権利がある。
(e) 2016年 Californiaヘルスケア、リサーチ及び予防たば
こ税法令の年間四千八百万ドル（$48,000,000）の資金は、
これらの基金がこれらと同じ目的の既存の州又は地方財源
の代わりとして使われないことを条件に、特に、未成年に
対する不法販売など、たばこ製品の不法販売削減、及びた
ばこの密輸、たばこ税忌避、許可なしでたばこ製品販売、
偽造たばこ製品の販売の削減、及びたばこ関連法令、裁判
所の判決、及び訴訟和解金の強化、及び法執行機関の訓練、
たばこ関連法令の技術支援活動の実施など、法執行の取り
組み目的に使用する。これらの基金は次の方法で割り振ら
れる。
(1) 年間三千万ドル（$30,000,000）の資金が California
法務省司法長官室に行き、未成年へのたばこ不正販売と取
引に関係する州・地方法の強化、未成年や青少年へのたば
ことたばこ製品不正販売を削減するための調査活動と服薬
チェックの強化を含む（ただし、これらに限らない）プロ
グラムの前線にいる司法治安官を支援し雇用するために地
方の法執行機関に分配する。
(2) 年間六百万ドル（$6,000,000）は、たばこやたばこ製
品の密売・偽造、課税対象外のたばこやその他たばこ製品
の販売、及びしかるべきライセンスを取得せずにたばこや
その他たばこ製品の販売を禁止する法律や、たばこやその
他たばこ製品の流通・小売りを規制する法律を強化するた
めに役員会に行く。
(3) 年間六百万ドル（$6,000,000）は California公衆衛
生部門から、事業及び専門職法規第 22952項に準拠する
Stop Tobacco Access to Kids Enforcement（STAKE、子ども
へのたばこアクセス遮断執行）法令を含む（ただし、これ
らに限らない）、地方法執行機関が未成年へのタバコの不
正販売に関連する州・地方法を執行するため、未成年への
タバコ製品の不正販売を減少させるための調査活動、準拠
検査、適切な活動などのプログラムを増加するためを含む
（ただし、これらに限らない）、これらトレーニングや助成
金を提供するために使用される。
(4) 年間六百万ドル（$6,000,000）は、California州地方
長官から、たばこの密売、偽造、課税対象外のたばこ販売、
しかるべきライセンスを取得せずにたばこの販売、未成年
へのたばこ販売を禁止する法律、及びたばこ関連の法律、
裁判所の判決、及び調停など、たばこやたばこ製品の流通・
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30181. (a) 本部の 第 2章第 1条（第 30101項から始ま
る）、第 2条（第 30121項から始まる）、及び第 3条（第
30131項から始まる）に従って、税金が課せられるたばこ
はスタンプや印刷の使用によって支払うことはできない。
税金はたばこの流通が起きた暦月の翌月 25日又はその前
に支払期限である。 又は一般運送業者の施設でたばこの販
売が行われる場合は、第 30104項に従って、税金は運送
業者の施設でたばこの販売が行われた暦月の翌月 25日又
はその前が支払期限である。
(b) たばこ製品の各配給業者は、役員会の規定に従って、
前月に行われたたばこ製品の配給と卸売原価に関する電子
媒体、及び役員会が本部を実行するために義務付けられて
いるその他の情報を含む（ただし、これらに限定されな
い）、返答を用紙で申請する。 返答は、第 2章第 2条（第
30121項から始まる）又は第 3条（第 30131項から始まる）
に従って、該当する場合、役員会に支払う税金送金と共に、
関係する月の取引成立後の暦月の 25日又はその前までに
役員会に申請する。
(c) 本部の管理過程を促進するため、役員会は返答の申請
を月単位の期間よりも長く義務付けることができる。
(d) 返答は認証された用紙を使い、役員会が規定する方法
に従う。
(e) 本項は 2007年 1月 1日に効力を発揮する。
第 6項。州の憲法との適合性。
第 6.1項。California州憲法の第 XVI条に第 23項が追加さ
れたものである。よって次の通りである：
第 23項。2016年 Californiaヘルスケア、リサーチ及び予
防たばこ税法に従って課せられる税金とそこから発生する
歳入、投資による利子は第 8項の目的とその法令実施に使
用する一般財源歳入として考慮しない。また、第 8項副区
分 (a)及び (b)の目的とその法令実施のための「一般財源歳
入」、「州歳入」、又は「税金による一般財源収益」として
考慮しない。
第 6.2項。California州憲法第 XIII B条に第 14項が追加
されたものである。よって次の通りである：
第 14項。政府各団体への「制限が対象となる充当」は、
2016年 Californiaヘルスケア、リサーチ及び予防たばこ税
法によって作成された、2016年 Californiaヘルスケア、リ
サーチ及び予防たばこ税法による歳入充当は含まない。政
府団体の充当制限に関する調整は、第 3項に従って、歳入
は 2016年 Californiaヘルスケア、リサーチ及び予防たば
こ税法の資金から預金又は充当されたものなので、義務付
けられない。
第 7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 8項。法案の抵触。
(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

ないが、運搬人運送業者の施設でたばこ又はたばこ製品の
販売を認可されている運搬人運送業者又は個人に対して、
場合に応じて、本部に従って第 30101項、第 30123項、
及び第 30131.2項に規定の通り同じ税率で Californiaで販
売する特権に対して税金が課せられる。当該一般運送業者
及び認可を受けた個人は本項に従って課せられる税金を支
払い、第 30186項に規定されている通り、報告書を提出
する。
第 5.3項。歳入課税法規第 30108項が修正されたもので
ある。よって次の通りである：
30108. (a) 本部の第 30101項、第 30123項、及び第
30131.2項に従って税金が課せられる販売に関して、本州
でたばこ又はたばこ製品の販売・受注などのビジネスに関
わっている全ての配給業者は、適用しない場合、販売又は
受注のときに、又は購入者がたばこ又はたばこ製品の流通
に関して税金を支払う義務がない場合、購入者が義務を負
い、購入者から税金を徴収し、購入者が公認代理店以外の
場合は役員会が規定する方法と用紙の受領書を購入者に渡
す。
(b) 本部の第 30101項、第 30123項、及び第 30131.2
項に従って税金が課せられる販売に関して、本州でたばこ
又はたばこ製品の注文又は受注などのビジネスに関わって
いる全ての個人は、適用しない場合、贈呈するときに、又
は受贈者がたばこ又はたばこ製品の流通に関して税金を支
払う義務がない場合、受贈者が義務を負い、受贈者から税
金を徴収し、受贈者が公認代理店以外の場合は役員会が
規定する方法と用紙の受領書を受贈者に渡す。本項は、 第
30105.5項に従って、税金が免除されるたばこ又はたばこ
製品の流通には適用されない。
(c) 「本州でビジネスにかかわる」とは次を意味し、次の全
ての事項を含む：
(1) 名前、事務所、流通場所、販売又はサンプルの部屋又
は場所、倉庫又は貯蔵場所、又はその他の場所が何であれ、
ビジネスを永久的又は一時的、直接的又は間接的、子会社
又は代理店を通して、維持、占有、使用すること。
(2) 本州で、たばこやたばこ製品の販売、配送、受注を目
的とし、代理店又はその子会社の権威の下で、経営する代
表者、代理店、営業員、勧誘員又は懇願者。
(d) 本項に従って、徴収が義務付けられている税金は、配
給業者又は税金の徴収が義務付けられている個人が州に支
払うべき負債に相当する。
第 5.4項。歳入課税法規第 30166項が修正されたもので
ある。よって次の通りである：
30166. スタンプや収入印紙の設定は、公認配給業者に対
するドル建てで一ドル（$1.00）を 0.85パーセントの割引
のドル建てで公認配給業者に販売する。本条項の条件と規
定の対象になる公認配給業者は支払いの延期が許可される
ことを条件に、スタンプや収入印紙設定の支払いは購入時
に行う。
第 5.5項。歳入課税法規第 30181項が修正されたもので
ある。よって次の通りである：
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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 9項。修正。
(a) 後段で定める場合を除いて、California州憲法第 II条第
10項副区分 (c)に規定されているように、本法案は有権者
のみによって修正される。
(b) 議会は、議事録に提出された氏名点呼投票によって各
党の会員の三分のニの同意があって法令が採択されること
によって、 2016年 Californiaヘルスケア、リサーチ及び
予防たばこ税法の目的を促進するために、歳入課税法規第
30130.55項及び第 30130.57項副区分 (a)及び (c)を修正
する。
(c) 議会は、議事録に提出された氏名点呼投票によって各
党の会員の五分の四の同意があって法令が採択されること
によって、 2016年 Californiaヘルスケア、リサーチ及び
予防たばこ税法の目的を促進するために、歳入課税法規第
30130.55項 副区分 (b)を修正する。
第 10項。発効日。
本法案は、California州憲法第 II条第 10項副区分 (a)の規
定に従って、発効する。ただし、歳入課税法規第 30121
項の修正は 2017年 4月 1日に発効する。

提案 57

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、州民に提示される。
本発案法案は California州憲法に項を追加し、、衛生安全法
規に項を改正したもので、提案される既存の条項は線を引
いて削除 し、提案される新しい条項は 斜体 で印字して印
字して新規を示した。

提案された法律
2016年度公安とリハビリテーション法

第 1項。表題。
第 1項。本法案は「2016年度公安とリハビリテーション法」
として記述され認識される。
第 2項。目的と意図。
本法令を制定するに当たり、California州民の目的と意図は
次の通りである。
1.公共の安全を保護し、安全性を高める。
2.刑務所に対する無駄な支出を減らすことによって資金の
節約を行う。
3.連邦裁判所が無差別に囚人を解放することを防ぐ。

4.特に少年に対して再発防止のためのリハビリテーション
を強化する。
5.少年が大人の裁判所で裁かれるべきかどうかを決定する
ために、検察官ではなく裁判官を必要とする。
第 3項。第 32項は California州憲法 1第一条に追加され
たものである。よって、次の通りである。
第 32項。(a) 以下の規定は、本条項及びその他の法律の
規定に妨げられることなく、公共の安全性を高め、リハビ
リテーションを改善し、連邦裁判所の命令による囚人の解
放を回避するために制定される。
(1) 仮釈放の考慮に関して：非暴力的な重罪犯罪で有罪と
宣告され州刑務所に送られた場合は、主要な犯罪の刑期を
終えた後に仮釈放の考慮の対象とされなければならない。
(A) 本項に限り、主要な犯罪の刑期とは、増長、連続的な
宣告、代替的な宣告を除く最も長く課された刑期を指す。
(2) クレジットの取得良好な態度及び承認されたハビリ
テーションや教育活動の成果に対するクレジットの付与に
関しては矯正及びリハビリテーション部門が権限を持つ。
(b) 矯正及びリハビリテーション部門は、これらの規定に
基づき本規制を採用しなければならず、矯正及びリハビリ
テーション部門の長官は、これらの規制の基公共の安全が
保護され安全性が向上することを確実のものとしなければ
ならない。
第 4項。 移送に関わる司法手続き
第 4.1項。 福利厚生法規第 602項 を次の通りに改正す
る。
602項。(a) サブディビジョン (b) 第 707項 , に記載さ
れている場合を除き、California州、若しくは米国及び
California州の都市や郡のいずれかの条例に違反した 18歳
未満のすべての人は、単に年齢に基づいて判決を確立する
条例以外の犯罪の場合、少年裁判所の管轄となり、被保護
者と見なすことができる。
(b) 14歳以上の時点で次の犯罪の 1を犯したとされる者
は、刑事管轄の裁判所で一般的な法律の下で訴追されなけ
ればならない：
(1) 刑法の 187項に記載されている殺人、検察官によって
い刑法 190.2項のサブディビジョン (a) に列挙されている
状況に該当するとされる場合、そして未成年が被害者を殺
害したと検察官が主張する場合。
(2) 次に挙げられる性犯罪、検察官が未成年が犯罪を犯し
たと主張する場合、そしてワンストライク法若しくは刑法
の第 667.61項の (d) 又は (e) に列挙されているっ状況に
あたると検察官が主張した場合：
(A) 刑法第 261項のサブディビジョン (a) のパラグラフ (2) 
に記載のある、レイプ。
(B) 刑法第262項のサブディビジョン (a) のパラグラフ (1) 
に記載のある、配偶者に対するレイプ。
(C) 刑法第 264.1項に記載のある、他者とと共同して行う
矯正的なセックス犯罪。
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(D) 刑法第 288項のサブディビジョン (b)に記載のある、
14歳以下の子供に対する強制わいせつ及びみだらな行為。
(E) 刑法第 289項のサブディビジョン (a) に記載のある、
強制的な性的貫通。
(F) 刑法の第 286項また 288a項に違反する、被害者や他
の人への違法な傷害、暴力、脅迫、脅迫、または恐怖によっ
て行われるソドミー及び経口交尾。
(G) 被告が刑法の第 1203.066項のサブディビジョン (d) 
の基で保護観察にあたいする場合を除く、刑法第 288項の
サブディビジョン (a) に記載のある、14歳以下の子供に対
する強制わいせつ及びみだらな行為。
第 4.2項。福利厚生法規第 707項 を次の通りに改正する。
707項。(a) (1)どのような場合であれ、未成年が 16歳以
上の時点で第 602項の サブディビジョン (a) に記載されて
いる人物に重罪 刑法 , を犯したとして該当するとされた場
合、 若しくはサブディビジョン (b)に列挙されているもの
以外の状況、 若しくはサブディビジョン (b) に列挙されて
いる犯罪を 14歳か 15歳の時点で犯した場合、地方検事
または他の適切な訴追官は、該当する未成年を少年裁判所
から刑事裁判所に転送することができる。 転送のための行
動は 申立人の申告は 危険と判断されるより前に行われな
ければならない。そのような行動を起こす際には , j少年裁
判所は保護観察人に対して当該未成年の社会的経歴及び態
度にかんして調査を行い調書の提出をさせる 命令しなけれ
ばならない。不適合として考慮、検討されている。報告書は、
第 656.2項 . に基づき、被害者によって提供される任意の
書面または口頭供述を全て含めなければならない。
(2) 報告書の提出と考慮、そして申立人または当該未成年
が提出することを望むその他の関連証拠に基づき少年裁判
所は 当該未成年者を刑事裁判所に移送する必要があるかど
うかを決定しなければならない。判決を決定する際には法
廷は副次段落の (A) から (E). にある評価基準を考慮しなけ
ればならない。裁判所が管轄権の移転を命令する場合、裁
判所は分時に入力された順にその決定のための根拠を暗唱
しなければならない。公聴会は、本項の規定により注目さ
れている任意の場合においては、裁判所は、転送聴聞の終
結の時まで弁解を申立へと持っていくことを延期しなけれ
ばならず、既に記載されている弁解を公聴会で証拠として
扱うことはできない。下記のものを含むパラグラフ (A) か
ら (E) の節 (i) で指定されている評価のクライテリアを基
に、未成年が少年裁判所の施設を介して利用可能なケア、
治療、およびトレーニングプログラムによって更生する可
能性がないであろうと結論付けられた場合、当該未成年は
少年裁判所法の下で対処することが適切ではないと判断さ
れる場合がある：
(A) (i) 未成年による犯罪の洗礼度合。
(ii) (i) で指定されたクライテリアを評価する際、少年裁判
所には、未成年の年齢、成熟度、知的能力、そして、犯罪
を犯したとされる時点での身体的、精神的、および情緒的
健康、未成年者犯罪行為のリスクと結果に対する理解能力、
未成年の家族、関連のある大人、または仲間からの圧力の
影響、および未成年者の家族や地域社会の環境、小児トラ

ウマの影響といったものだけに限らず、任意の関連要因に
重みを与えることができる。
(B) (i) 未成年が少年裁判所の管轄権の満了前に改善するこ
とができるかどうか。
(ii) (i) で指定されたクライテリアを評価する際、少年裁判
所には、成長の可能性といったものだけに限らず、任意の
関連要因に重みを与えることができる。
(C) (i) 未成年者の以前の滞納履歴。
(ii) (i) で指定されたクライテリアを評価する際、少年裁判
所には、未成年者の家族や地域社会の環境や小児トラウマ
が未成年の滞納履歴に与えた影響といったものだけに限ら
ず、任意の関連要因に重みを与えることができる。
(D) (i) 少年裁判所による未成年者に対する以前のリハビリ
テーションの成功度合。
(ii) (i)で指定されたクライテリアを評価する際、少年裁判
所には、当該未成年者に対して与えられたサービスの適切
性といったものだけに限らず、任意の関連要因に重みを与
えることができる。
(E) (i) 嘆願書に記載されている当該未成年によって犯され
たとされている犯罪の状況及びその程度。
(ii) (i) で指定されたクライテリアを評価する際、少年裁判
所には、当該人物の実際の態度、精神状態、当該人物の犯
罪への関与度合、当該人物によって実際に与えられた傷害
の度合、当該人物の精神的及び情緒的発達度合といったも
のだけに限らず、任意の関連要因に重みを与えることがで
きる。
未成年者が少年裁判所法の下で対処するに適切な対象では
ないことの判断はパラグラフ (A) から (E) の節 (i) で指定さ
れている評価のクライテリアに記載された要素の組み合わ
せに基づくことができ、不適合の判決の際には暗唱されな
ければならない。公聴会は、本項の規定により注目されて
いる任意の場合においては、裁判所は、適合聴聞の終結の
時まで弁解を申立へと持っていくことを延期しなければな
らず、既に記載されている弁解を公聴会で証拠として扱う
ことはできない。
(2) (A) このパラグラフは、未成年が 16歳の時点で違反に
よって第 602項に記載されている人物にあたる場合、以前
に第 602項に基づいて被保護者とみなされているときに重
罪を犯した場合で、下記の事項が両方ともあてはある場合
に適応されなければならない：
(i) 当該未成年者が以前に二つ以上の重罪を犯したとされ
ている場合。
(ii) 以前の請願や陳情が、当該未成年者が 14歳の時点で
犯した犯罪を基に行われたものであった場合。
(B) 危険とみなされる前に申立人がそのような行動を起こ
す際には , 少年裁判所は保護観察人に対して不適合の判断
の対象となっている当該未成年の社会的経歴及び態度にか
んして調査を行い調書の提出を命令しなければならない。
報告書の提出と考慮、そして申立人または当該未成年が提
出することを望むその他の関連証拠に基づき、少年裁判
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解を公聴会で証拠として扱うことはできない。未成年者は、
本サブディビジョンに従って少年裁判所法の下で対処する
に適切な対象であると判断された場合、当該未成年者は第
730項に基づく少年ホール、牧場キャンプ、森林キャンプ、
ブートキャンプ、安全な少年ホーム、若しくは矯正リハビ
リ部門の少年施設課によって運営されている施設のいずれ
かににおいて生活しなければならない。
(3) 本サブディビジョンに従って、当該未成年者がは少年
裁判所で対処するに適切な対象ではないと判断され、刑
事管轄の裁判所における裁判で有罪とされた場合、第
1732.6項に記載されている制限に適応しない限り裁判官
は当該未成年者を州刑務所に送る代わりに矯正リハビリ部
門の少年施設課によって運営されている施設へ送ることが
できる。
(b) サブディビジョン (c) (a) は、当該未成年者が 14歳又
は 15歳の時に下記のいずれかの犯罪を犯したため第 602
項に記載のある人物とみなされる場合に適応される：
(1) 殺人。
(2) 刑法第 451項のサブディビジョン (a)又は (b)に記載
のある放火 。
(3) 窃盗。
(4) 強制的、暴力、若しくは身体への大きな損傷を与える
ような脅迫による強姦。
(5) 強制的、脅迫、脅威、若しくは身体への大きな損傷を
与えるような脅迫によるソドミー。
(6) 刑法の 第 288項のサブディビジョン (b) に記載されて
いるわいせつ又は挑発的な行為。
(7) 強制的、脅迫、脅威、若しくは身体への大きな傷害を
与えるような脅迫による経口交尾。
(8) 刑法の 第 289項のサブディビジョン (a)に記載のある
犯罪。
(9) 身代金のための誘拐。
(10) 強盗のための誘拐。
(11) 身体への危害を伴う誘拐。
(12) 殺人未遂。
(13) 銃器又は殺傷能力のあるものによる殺人。
(14) 身体に大きな危害を与えるであろうものによる殺人。
(15) 住人がいる建物の内部への銃器の発射。
(16) 刑法の第 1203.09項に記載のある犯罪。
(17) 刑法の 第 12022.5項若しくは第 12022.53項に記載
のある犯罪。
(18) 刑法の第 16590項の規定に列挙されている武器を未
成年者が個人的に使用して犯された重罪。
(19) 刑法の第 136.1項 若しくは第 137項に記載のある重
罪。
(20) 半オンス以上の塩、若しくは衛生安全法規の第
11055項 のサブディビジョン (e) に記載されている制御物

所が酌量すべきまたは軽減する状況であってもよいという
証拠を基に、句 (i) から (v)の副次句 (I)で指定される条件
の評価に基づいて少年裁判所の施設を介して利用可能なケ
ア、治療、およびトレーニングプログラムによって改善が
可能であろうと判断されない限り、当該未成年者は不適合
で少年裁判所法の下で対処されるべきではないとされる
(i) (I) 当該未成年者による犯罪の洗礼度合。
(II) (I) で指定されたクライテリアを評価する際、少年裁判
所には、未成年の年齢、成熟度、知的能力、そして、犯罪
を犯したとされる時点での身体的、精神的、および情緒的
健康、未成年者犯罪行為のリスクと結果に対する理解能力、
未成年の家族、関連のある大人、または仲間からの圧力の
影響、および未成年者の家族や地域社会の環境、小児トラ
ウマが当該未成年者の犯罪の洗礼度合に与える影響といっ
たものだけに限らず、任意の関連要因に重みを与えること
ができる。
(ii) (I) 未成年が少年裁判所の管轄権の満了前に改善するこ
とができるかどうか。
(II) (I) で指定されたクライテリアを評価する際、少年裁判
所には、成長の可能性といったものだけに限らず、任意の
関連要因に重みを与えることができる。
(iii) (I) 未成年者の以前の滞納履歴。
(II) (I) で指定されたクライテリアを評価する際、少年裁判
所には、未成年者の家族や地域社会の環境や小児トラウマ
が未成年の滞納履歴に与えた影響といったものだけに限ら
ず、任意の関連要因に重みを与えることができる。
(iv) (I) 少年裁判所による未成年者に対する以前のリハビリ
テーションの成功度合。
(II) (I) で指定されたクライテリアを評価する際、少年裁判
所には、当該未成年者に対して与えられたサービスの適切
性といったものだけに限らず、任意の関連要因に重みを与
えることができる。
(v) (I) 嘆願書に記載されている当該未成年によって犯され
たとされている犯罪の状況及びその程度。
(II) (I) で指定されたクライテリアを評価する際、少年裁判
所には、当該人物の実際の態度、精神状態、当該人物の犯
罪への関与度合、当該人物によって実際に与えられた傷害
の度合、当該人物の精神的及び情緒的発達度合といったも
のだけに限らず、任意の関連要因に重みを与えることがで
きる。
当該未成年者が少年裁判所で対処するに適合しており、適
切であるという判断は、句 (i) から (v)の副次句 (I)で指定
される条件の評価に基づいて当該未成年者が改善可能であ
ろうと判断されなければならず、適合すると判断される場
合はそれぞれの評価項目に関して当該未成年者が適合して
いるという事が暗唱されなければならない。適合か否かの
判断を行う際に、裁判所は、基準を基に評価する際に酌量
又は緩和すべき状況を考慮することができる。公聴会は、
本項の規定により注目されている任意の場合においては、
裁判所は、適合聴聞の終結の時まで弁解を申立へと持って
いくことを延期しなければならず、既に記載されている弁
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質の溶液の製造、配合、または販売。
(21) 刑法の第 186.22項 のサブディビジョン (b) の重罪違
反を構成するであろう刑法の第667.5項 のサブディビジョ
ン (c) において定義されている暴力的な重罪。
(22) 第 871項 のサブディビジョン (b) に違反する、少年
施設の従業員に対する意図的な暴力による大きな傷害を伴
う群の少年施設、少年ホーム、牧場キャンプ、森林キャン
プからの逃走。
(23) 刑法第 206項と 206.1項に記載のある拷問。
(24) 刑法第 205項 に記載のある悪質な身体傷害。
(25) 刑法第 215項に記載のある危険または殺傷能力のあ
る武器で武装しながら行われるカージャック。
(26) 刑法第 209項のサブディビジョン (b)において罰す
べきとされている、性的暴行を目的とした誘拐。
(27) 刑法第 209.5項において罰すべきとされている誘拐。
(28) 刑法第 26100項のサブディビジョン (c) に記載のあ
る犯罪。
(29) 刑法第 18745項に記載のある犯罪。
(30) 刑法第 192項のサブディビジョン (a) に記載のある
故殺。
(C) 当該未成年者が第 602項のサブディビジョン (b) に記
載のある犯罪を 14歳以上の時点で犯している場合は、危
険とみなされる前に申立人が陳情を行う際に、裁判所は保
護観察人に対して不適合の判断の対象となっている当該未
成年の社会的経歴及び態度にかんして調査を行い調書の提
出を行わせなければならない。報告書の提出と考慮、そし
て申立人または当該未成年が提出することを望むその他の
関連証拠に基づき、少年裁判所が酌量すべきまたは軽減す
る状況であってもよいという証拠を基に、段落 (1) から (5)
の副次段落 (A)で指定される条件の評価に基づいて少年裁
判所の施設を介して利用可能なケア、治療、およびトレー
ニングプログラムによって改善が可能であろうと判断され
ない限り、当該未成年者は不適合で少年裁判所法の下で対
処されるべきではないとされる。
(1) (A) 当該未成年者による犯罪の洗礼度合。
(B) 副次段落 (A)で指定されたクライテリアを評価する
際、少年裁判所には、未成年の年齢、成熟度、知的能力、
そして、犯罪を犯したとされる時点での身体的、精神的、
および情緒的健康、未成年者犯罪行為のリスクと結果に対
する理解能力、未成年の家族、関連のある大人、または仲
間からの圧力の影響、および未成年者の家族や地域社会の
環境、小児トラウマの影響といったものだけに限らず、任
意の関連要因に重みを与えることができる。
(2) (A) 当該未成年が少年裁判所の管轄権の満了前に改善
することができるかどうか。
(B) 副次段落 (A)で指定されたクライテリアを評価する際、
少年裁判所には、成長の可能性といったものだけに限らず、
任意の関連要因に重みを与えることができる。
(3) (A) 未成年者の以前の滞納履歴。

(B) 副次段落 (A) で指定されたクライテリアを評価する際、
少年裁判所には、未成年者の家族や地域社会の環境や小児
トラウマが未成年の滞納履歴に与えた影響といったものだ
けに限らず、任意の関連要因に重みを与えることができる。
(4) (A) 少年裁判所による未成年者に対する以前のリハビ
リテーションの成功度合。
(B) 副次段落 (A)で指定されたクライテリアを評価する際、
少年裁判所には、当該未成年者に対して与えられたサービ
スの適切性といったものだけに限らず、任意の関連要因に
重みを与えることができる。
(5) (A) 嘆願書に記載されている当該未成年によって犯さ
れたとされている犯罪の状況及びその程度。
(B) 副次段落 (A)で指定されたクライテリアを評価する際、
少年裁判所には、当該人物の実際の態度、精神状態、当該
人物の犯罪への関与度合、当該人物によって実際に与えら
れた傷害の度合、当該人物の精神的及び情緒的発達度合と
いったものだけに限らず、任意の関連要因に重みを与える
ことができる。
当該未成年者が少年裁判所で対処するに適合しており、適
切であるという判断は、段落 (1) から (5) の副次段落 (A) 
で指定される条件の評価に基づいて当該未成年者が改善可
能であろうと判断されなければならず、適合すると判断さ
れる場合はそれぞれの評価項目に関して当該未成年者が適
合しているという事が暗唱されなければならない。適合か
否かの判断を行う際に、裁判所は、基準を基に評価する際
に酌量若しくは緩和すべき状況を考慮することができる。
公聴会は、本項の規定により注目されている任意の場合に
おいては、裁判所は、適合聴聞の終結の時まで弁解を申立
へと持っていくことを延期しなければならず、既に記載さ
れている弁解を公聴会で証拠として扱うことはできない。
本サブディビジョンに従って、当該未成年者がは少年裁判
所で対処するに適切な対象ではないと判断され、刑事管轄
の裁判所における裁判で有罪とされた場合、第 1732.6項
に記載されている制限に適応しない限り裁判官は当該未成
年者を州刑務所に送る代わりに矯正リハビリ部門の少年施
設課によって運営されている施設へ送ることができる。
(d) (1) 第 602項のサブディビジョン (b) で記載されてい
る場合を除き、地方検事または他の適切な訴追官は、サブ
ディビジョン (b) に列挙されている罪を犯したとされてい
る 16歳以上の未成年に対する刑事裁判権の裁判所への嘆
願を提出することができる。
(2) 第 602項のサブディビジョン (b) で記載されている場
合を除き、地方検事または他の適切な訴追官は、以下の状
況のいずれか一つ以上に適合する場合、14歳以上の未成
年に対する刑事裁判権の裁判所への嘆願を提出することが
できる。
(A) 当該未成年者が犯した犯罪が、大人であれば死刑、若
しくは州刑務所での終身刑として罰せられるものである。
(B) 刑法第 12022.5項又は第 12022.53項に記載のある重
罪を、未成年者が銃器を用いて犯した、または犯そうとし
た。
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プ、森林キャンプ、ブートキャンプ、または第 730項に基
づく安全な少年ホーム、若しくは矯正リハビリテーション
部門の少年施設課が運営するいずれかの施設に送られなけ
ればならない。
(6) 本サブディビジョンに従って、当該未成年者がは少年
裁判所で対処するに適切な対象ではないと判断され、刑
事管轄の裁判所における裁判で有罪とされた場合、第
1732.6項に記載されている制限に適応しない限り裁判官
は当該未成年者を州刑務所に送る代わりに矯正リハビリ部
門の少年施設課によって運営されている施設へ送ることが
できる。
(e) 本項に基づいて保護観察官によって提出される、不適
合の判断の対象となっている未成年の態度と社会的バック
グラウンドに関する報告書は、被害者、被害者の両親、保
護者、被害者が亡くなっている場合は第 656.2項のサブ
ディビジョン (b) に認められている被害者の近親者によっ
て提供される任意の書面または口頭供述を含めなければな
らない。被害者の供述は、裁判所の不適合の判断に関わる
場合においては考慮されなければならない。
第 5項。改正。
本法令はその目的達成のために広く解釈するものとする。
本法案の第 4.1項と第 4.2項の規定は、本法案の意図する
ものと一貫しており、両議院の議員の過半数の投票によっ
て承認され、知事によって署名される限り改正することが
できる。
第 6項。可分性。
本法案の条項、あるいは本法案の一部、あるいは条項の人
物あるいは状況への適用が何らかの理由で無効になって
も、残りの条項、あるいは条項の適用には何ら影響を与え
ずにその効力を維持し、本法案の条項はこの目的を達成す
るために分離できる。
第 7項。主導権の対立。
(a) 本法案と、州の囚人または少年の被告のための大人の
裁判所の訴追における資格や仮釈放に関する法案が同じ州
全域投票にのった場合は、それらの法案は本法案と競合し
ているとみなされる。本法案が、本法案と競合する法案に
比べ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。
(b) 本法案が有権者によって承認され、同じ選挙で有権者
によって承認された他の対立法案による法律が優先され、
対立する投票法案が後に無効になった場合、本法案は、 自
ずと行使され その効力が与えられる。
第 8項。発議者による訴え
本法案が有権者によって承認された後には、法律の他の規
定にかかわらず、もし国家、政府機関、またはその職員の
いずれかが本法案の合憲性を守ることに失敗した場合は他
の政府の雇用者、支持者、任意の市民は、その合憲を擁護
する目的のためにこの法律の合憲性に挑戦する、任意の第
一審判所、控訴、または California州の最高裁判所若しく
は United Statesの最高裁判所における裁量審判といった
あらゆる訴訟に介入する権限を有する。本法案を擁護する

(C) 当該未成年者が下記のいずれかの状況に当てはまるサ
ブディビジョン (b) に記載のある犯罪を犯した。
(i) 当該未成年者が以前にサブディビジョン (b) に記載され
ている犯罪を犯したため第 602項に記載されている人物と
してみなされた。
(ii) 刑法第 186.22項のサブディビジョン (f) に記載のある
ストリートギャングと関係して、またはギャングの構成員
の犯罪活動を促進、援助する特別な意図を持って犯罪が犯
された。
(iii) 他の人の人種、肌の色、宗教、祖先、国籍、障害、性別、
または性的指向、若しくは当該未成年が刑法第 1部の第
422.55項から始まる第 11.6編に記載されている特徴を相
手が持っていると認識して、California州の憲法、若しくは
United Statesの憲法において保障されている権利の行使を
妨害、威嚇するために犯罪を犯した。
(iv) 未成年者が犯罪を犯す時点で、被害者が 65歳以上、
若しくは盲目、聴覚障害、四肢麻痺、対麻痺、発達障害、
または車椅子から動けない事を知っていた、若しくは合理
的に考えて分かっていたであろう場合。
(3) 第 602項のサブディビジョン (b)に記載されている場
合を除いて、, 地方検事または他の適切な訴追官は、16歳
以上の未成年に対して、以前に 14歳以上の時点で重罪を
犯して第 602項 に記載されている人物に該当するとされ
ていた場合、刑事裁判所に嘆願を提出することができる。
(A) 未成年者が犯罪を犯す時点で、被害者が 65歳以上、
若しくは盲目、聴覚障害、四肢麻痺、対麻痺、発達障害、
または車椅子から動けない事を知っていた、若しくは合理
的に考えて分かっていたであろう場合。
(B) 他の人の人種、肌の色、宗教、祖先、国籍、障害、性別、
または性的指向、若しくは当該未成年が刑法第 1部の第
422.55項から始まる第 11.6編に記載されている特徴を相
手が持っていると認識して、California州の憲法、若しくは
United Statesの憲法において保障されている権利の行使を
妨害、威嚇するために犯罪を犯した。
(C) 刑法第 186.22項で禁止されているように、ストリー
トギャングと関連して、またはその利益のために犯罪が犯
された。
(4) 地方検事又は他の適切な検察官が、本サブディビジョ
ンに基づいて刑事管轄の裁判所に未成年に対する嘆願書を
提出た場合は、その後、それぞれの刑事事件に適用される
法律に従って裁判が進められなければならない。刑法第
738項に記載されてい予備審問に関連して、判事は、当該
未成年が本サブディビジョンに該当するという合理的な理
由を見つけなければならない。仮に合理的な理由が見いだ
されない場合、刑事裁判所は少年裁判所に管轄権を移さな
ければならない。
(5) 本サブディビジョンに基づき刑事管裁判所に対して検
察官が嘆願を提出するような犯罪で、代わりに少年犯罪所
に対して嘆願を提出する場合に、未成年が第 602項のサブ
ディビジョン (a)に記載されている人物に当てはまると判
明している場合は、当該未成年は少年ホール、牧場キャン
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ための活動に関わる合理的な費用に関しては、司法省の適
切なファンドに対して課され、すみやかに執行される。
第 9項。自由構造。
本法令はその目的を達成するために自由に解釈されるもの
とする。

提案 58

州上院議案 1174	2013年～ 2014年定期総会（第 753章、
2014年度制定）により提案されたこの法律は、California
憲法の条例第 II条第 10項に従い州民に提出された。
本提案された法律は教育法規の項を修正しまた撤廃するも
のであり、従って、削除を提案される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線で印刷され新しい
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、「California Ed.G.E.Initiative（California 
Ed.G.E.イニシアチブ）」または「California Education for a 
Global Economy Initiative（グローバルエコノミーのための
California州教育発案）」として知らされ引用される。
第 2項。教育法規第 300項を次の通りに改正する。
300 項。California州民 州民は次の事実を宣言する。
(a) 一方、英語はアメリカ合衆国および California州民の
公用語であり、大多数の California州民により話されてり、
また ,科学、テクノロジー、および国際ビジネス 科学およ
びテクノロジーにおいても主要な国際公用語であるため、
重要な経済機会の言語である。また、
(b) 一方、 移民すべての保護者は児童に対して英語の良い
知識を取得し、これにより英語を取得し、質の高い教育を
受けさせることに熱心であり、よって子供達が十分に経済
的なアメリカンドリームおよび社会的進出に参加できるよ
うに準備します。
(c) 一方、California州には、世界中の同僚と日常連絡を取
る必要がある数千の多国籍企業が本拠地を置いています。
(d) 一方、官民全セクターにおよび California州の雇用主は、
顧客、クライアントまたビジネスパートナーとより強い繋
がりを築く能力を持つ、多言語が話せる従業員を積極的に
雇用しています。
(e) 一方、多言語のスキルは我が国の国家安全上必要であ
り、また外交および国際プログラムを実施する上で絶対不
可欠です。
(f) 一方、California州は英語、標準中国語、スペイン語を
含む世界最大の多言語の自然の埋蔵量があり、このことは、
州の経済貿易および外交活動にとり重要です。
(g) 一方、California州には、全ての親に、英語または先住
アメリカ人の言語を含む複数の言語による高い水準の教育
を、子供たちに与える選択肢を提供する独自の機会があり、
これにより、生徒達へ高等教育と自分たちの選ぶキャリア
へのアクセスが増えます。
(c) (h)  一方、California 州政府および公立学校には、

California州の児童全員に民族性または国籍国籍にかかわら
ず、我々の社会の生産的な一員となるために必要なスキル
を提供する、道徳的な責任と憲法上の義務があります。ま
たこのようなスキルの中で、英語に堪能であることは最も
重要です。
(d) (i) 一方、California州の公立学校は現在、移民の子供
たちに対する教育が十分ではなく、多くの移民の子供の現
在の高い落ちこぼれ率と、英語の堪能度のレベルが低いこ
とにより、過去 2年間失敗している、費用の嵩む試験的な
語学プログラムへの財源が、無駄となっていることが示さ
れています。公立教育の財政支援をより公正な形に再構築
し、英語の取得を改善するための財源増加を命じ、地域に
よる財政支援の管理を行う手段と、地域管理および義務の
計画により財政支援の運用の仕方に関し、教育区、郡教育
庁、および学校に地域で管理をさせる、歴史的な学校財政
支援改革を California州議会は承認し、州知事はこれに署
名をしました。; また
(j) 一方、保護者には、生徒たちに多言語の使用といった
21世紀のスキルを習得させる、素晴らしい機会を与える
革新的な新しいプログラムの構築に参加する機会がありま
す。
(k) 一方、全ての保護者には、子供の大学およびキャリア
の準備を改善し、またグローバル経済においてより競争力
を高める、語学プログラムへのアクセスを含む、最高の教
育を求める選択肢と発言権があります。
(l) 一方、既存の法律は、教師と学校を制約し、多くの生
徒から多言語使用スキルを身に付ける機会をはく奪してき
ました。
(e) (m) 一方で、 年齢の若い移民の児童達は、年齢が低い
ときに教室でこの言語に頻繁に触れる場合、英語のような
新しい言語の完全な流暢さを容易に取得することができま
す。リサーチの多くが、多言語使用およびマルチリテラシー
の、認知的、経済的、また長期的な学問的有益性を示して
います。
(f) (n) 従って次のように解決されます。2016年 11月の
州全体の総選挙において、本案の一部の条項を修正また撤
廃し、California州公立学校のすべての児童が可能な限り
迅速にかつ効果的に英語を教えてもらえるようにすること
を確実にする、有権者の目標を前進させます。最高の質の
教育を受け、英語をマスターし、California Ed.G.Eを提供
する、質の高い、革新的な、リサーチに基づく言語プログ
ラムにアクセスします。（California Education for a Global 
Economy「California州グローバル経済のための教育」）。
第 3項。教育法規の第 305項を次の通りに改正する。
305項。(a) (1) 第 3条に明記されている例外を対象にし 
第 4.5条に準拠して地域による管理および責任計画の開発
に必要な、保護者とコミュニティの関与プロセスの一部と
して、（第 310項から開始する）、California州の公立学校
のすべての児童は、英語で教えられることで、英語を学び
ます。特に、このことは、すべての児童が英語の教室に入
れられることが求められています。英語学習者の児童は、
通常一年を超えない暫定的な移行期間中に、保護された英
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語が概念の形成およびコミュニケーションの主要手段で
あった生徒を指します。
(c) 「英語が主流の教室」とは、生徒の母国語が英語である
か、あるいは生徒がすでに英語の妥当な流暢さを取得して
いる教室を指します。「語学取得プログラム」とは、可能
な限り迅速にかつ効果的に英語の取得を確かにするように
デザインされ、英語開発標準を含む、州により採用された
学業内容の標準に関する指導を、生徒に提供する教育プロ
グラムを指します。生徒に提供されている言語取得プログ
ラムは、リサーチによる情報にもとづいており、英語とそ
の他の言語の両方において学年水準の堪能度および学業成
績へ導きます。語学取得プログラムには次のものが含まれ
ますが、これに限定されません。
(1) 高い学業成績、第一および第二言語の堪能度、異文化
間の理解という目標の下に、英語を母国語とする人と他の
言語を母国語とする人に対して、統合された語学学習と、
学問的な指導を与える二重言語集中プログラム。
(2) 英語と生徒の母国語を活用して生徒に指導をし、また
英語学習者が英語の堪能、州が採用した学業内容の標準を
満たすための、科目内容と学問的な習得、批判的思考を含
むより高度な整理能力を達成させる、英語学習者向けの暫
定的あるいは発展プログラム。
(d) (3) 「保護された英語集中」または「構造化された英語
集中」とは、年齢の若い児童のための英語習得課程を指し
ます。 英語学習者向けの構造化された英語集中プログラム
では、ほとんどすべての教室教育指導は英語英語ですが、
使われるカリキュラムおよびプレゼンテーションは語学を
学習している児童生徒を対象にデザインされています。英
語。
(e) 「二か国語教育 /母国語指導」とは、ほとんどまたはす
べての指導、教科書、教材が児童の母国語である生徒のた
めの語学取得課程を指します。
第 5項。教育法規の第 310項を次の通りに改正する。
310.この (a) 第 305項の条件は、年次に提供される事前の
書面によるよく説明をして得た同意を持って放棄すること
ができ、学校に入学した児童の両親、もしくは生徒の法定
後見人が本項に準拠して、児童に一番良く合う語学取得プ
ログラムを選択することができます。下記および ’第 311
項に特定されている状況下での保護者もしくは法定後見
人。このようなよく説明をして得た同意には、学校ごとに
生徒 30名以上の後見人を必要とするかまたは、保護者も
しくは法定後見人が個人的に学校を訪問し放棄を申請し、
また様々な教育プログラムの選択肢および児童が利用でき
るすべての教育機会で使用される教材の詳しい説明が提供
されます。かかる保護者の権利放棄条件下で、児童は英語
とその他の科目を二か国語教育技術、あるいは、他の一般
的に認められている法により許可を得ている教育方法によ
り教えられる授業へ移ることができます。ある学年の 20
人またはそれ以上の生徒の後見人が語学指導を提供するた
めにデザインされている言語取得プログラムを要求する学
年において権利放棄を受けた各学校には、かかる授業の提
供が義務付けられています。そうでない場合は、生徒達が

語集中プログラムを通じて教育されます。地方の学校は、
年齢は異なるが、英語の堪能度が似通っている英語学習者
を同じ授業に入れることを許可しています。地方の学校は、
同じ英語学習者の教室に様々な母国語を話す英語の堪能度
が同程度のグループを混ぜ合わせるように奨励されていま
す。英語学習者が英語の良い実践的な知識を取得すると、
英語の普通クラスに移されます。出来る限り、英語学習者
に対する現在の補助資金援助は、第 8条（第 335項から
開始する。）に従い下記のような変更の対象になる可能性
はあるものの、維持されます。52060）表題 2の 4課の
パート 28の第 6.1章に準拠して、教育区および郡教育庁
は、第 306項 . に定義されている、言語取得プログラムの
作成を含むがこれに限定されずに、効果的いかつ適切な教
授法へのインプットを求め、生徒に提供します。この要件
は、英語学習者および英語のネーティブスピーカーを含む
すべての生徒に対し、該当する場合に、英語発達標準を含
む中核的な学問的内容の標準へのアクセスがあり、また第
52060項および第 52066項の (d)課の (2)段落において特
定されている州の優先事項に準拠して、英語に堪能になる
ことを確かにすることを意図としています。
(2) 教育区および郡教育庁は、英語学習者に対し最低でも、
構成化された英語集中プログラムを提供し、このことは第
306項に指定されており、英語学習者には英語発展標準を
含む中核的な学業内容の標準へのアクセスがあり、また第
52060項および第 52066項の (d)課の (2)段落において示
されている、州の優先事項に準じ英語に堪能になることを
確実にすることを目的とします。
(b) 教育区または郡教育庁が本項に準じて語学習得プログ
ラムを設立する場合、学校区または郡教育庁は、学校管理
者および適切な権威と経験を持つ認定教師を含むがこれに
限定されない適切な学校関係者に相談します。
(c) 教育区および郡教育庁はまた、英語を母国語とする生
徒たちに対して、堪能さを身に着けるのに十分な程度まで
別の言語で指導し、機会を与えるように奨励されています。
英語以外の言語は、保護者、地域社会および学校の判断に
よるものであり、学校コミュニティーの言語学上および財
政上のリソースとその他の地域の判断によります。
(d) 本項に準拠して作成された語学取得プログラムは、第
310項の条件に準拠しています。
第 4項。教育法規第 306項を次の通りに改正する。
306.本条項、および条項 3 1 (310)第 300項より開始する）
において使用されている言葉の定義は以下の通りです。
(a) 「英語学習者」とは、英語を話さない、あるいは母国語
が英語ではなく、現在、通常の教室での学習を英語では実
行できない、限定された英語の堪能度（LEP児童としても
知られている）の児童。2001年 (20 U.S.C. 7801(25))「連
邦 No Child Left Behind法」によりこの条件が定義されて
いる、「英語の堪能さに限りがある」生徒を指します。
(b) 「英語の教室」とは、教える人が使用する指導言語が圧
倒的に英語であり、またかかる教える人が英語の優れた知
識を有している教室を指します。「英語を母国語とする人」
とは、幼少時から家庭において英語を学習して使用し、英

58



148 | 提案された法律の全文

提案された法律の全文 提案	58続き

提供することで、本法令の条件の実施を 故意にまた繰り返
して拒否するいかなる学校役員会の役員、その他の選出さ
れた公職者、公立学校の教師または管理者にも、手数料や
その児童の保護者または法定後見人による実際の損害に対
し、個人的な責任を負う可能性がある。公立教育が提供さ
れる権利があります。
第 8項。教育法規の第 335項を次の通りに改正する。
335. 本法令の条項は、選挙人による承認により有効にな
る法令によるものか、あるいは議会の各上下院の法令の目
的を進めるために 3分の 2過半数の投票をもち可決され、
州知事により署名され法令により改正される。
第 9項。本法令の第 2項から第 8項は、2017年 7月 1
日に有効になります。

提案 59

次の諮問質疑が州民に、2015–16通常議会（2016年法令 
第 20章）の上院議案 254条第 4項に準拠して提出された。
諮問質疑 : California州の選出議員は、「Citizens United v. 
Federal Election Commission（シチズンズユナイテッド対
連邦選挙委員会）」 (2010) 558 U.S. 310、その他該当する
判例を覆すために、また、選挙運動献金および支出の完全
規制または制限を許可するため、また、全市民が富とは無
関係に相互に見解を表現するため、企業が個人と同等の、
憲法で保障された権利を有さないことを明確化するため
に、合衆国憲法に対する 1つまたは複数の改訂を提案およ
び承認することを含むがそれに限定しない、憲法で定めら
れた全権限を行使すべきですか？

提案 60

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、州民に提示される。
本主導権的手段は保険法に項を加えたもので、追加提案の
新条項は斜体で印字され、新規であることを示す。

提案された法律
California州アダルト映画界におけるセーファーセックスに

関する法律
California州民は次について宣言する。
第 1項。 表題。
本法律は、「California州アダルト映画界におけるセーファー
セックスに関する法律」として称することとし、以下、「本
法律」と称されるものとする。
第 2項。所見及び宣言。
California州民は次について所見及び宣言する。
(a) California州においてアダルト映画製作に関連した性感
染症の広範な伝染につき、郡公衆衛生局において複数の部
門により明文化された。アダルト映画業界のすべての労働
者には性病にかからない状態で労働をする権利を有するこ
ととする。アダルト映画の製作にはセーフセックスの実践
が重要であり、特に、パフォーマーによってコンドームの

かかる授業が提供されている公立学校へ編入することを許
可しなければならない。第 305項の条件に基づく可能な限
りのプログラム
(b) 教育区が本項に準拠して語学取得プログラムを実施す
る場合には、次の両方を実行しなければならない。
(1) 第 42238.02項に明示されている、幼稚園および 1年
生から 3年生のクラス規模の条件に従う。
(2) 第 48980項に準拠して義務付けられている年次保護者
通知の一部として、または入学時に、未成年の生徒の保護
者あるいは法定後見人に対して、各プログラムの説明を含
むがこれに限定されない、教育区に入学した生徒が利用で
きる語学プログラムの種類に関する情報を提供する。
第 6項。教育法規の第 311項は撤廃されます。
311項。保護者の例外権利放棄が第 310項 に基づき認め
られる状況は、次の通りです。
(a) 英語を既に知っている児童。英語の語彙の理解、読解力、
書き方の標準テストにより測定されるように、この児童は
既に優れた英語のスキルを持っており、この中でこの児童
は自分の学年レベルの州平均かあるいはそれ以上のスコア
を出しているか、または 5年生の平均かあるいはそれを上
回っているか、いずれか低い方。もしくは、
(b) 年齢が上の児童：児童が 10歳以上であり、別の教育
的な勉強課程が、この児童の基本的な英語のスキルの迅速
な獲得により適しているという、学校長ならびに教育職員
の情報に基づく意見である場合。もしくは、
(c) 特別支援が必要な児童：児童がすでに当該学年の 30日
以上の期間すでに英語のクラスに割り当てられ、そしてそ
の後に、児童がかかる特別な身体的、情緒的、心理学的、
または教育的支援を必要としており、代替の教育課程がそ
の児童の全体的な教育的発達により適しているということ
が、学校長と教育職員の情報に基づく意見である場合。こ
れらの特別支援については、書面による説明を提供する必
要があり、またいかなる判断も、地方の学校管理責任者に
よる調査および承認の対象となり、地方の教育委員会によ
り作成されたガイドラインに従い、また最終的には州の教
育委員会の審査対象になります。かかる特別支援の存在は、
権利放棄の実行を強制するものではなく、また保護者は権
利放棄への同意を拒否する権利について十分に知らされて
いなければなりません。
第 7項。教育法規の第 320項を次の通りに改正する。
320. California州憲法条項 第 IX条の第 5項および第 2条
（第 305条から開始する ) および第 3条（第 310項から開
始する）それぞれの詳細にあるように California州の生徒
全員には、英語の公立教育。California州の児童が公立学校
の英語指導カリキュラムのオプションを否定された場合、
その児童の保護者または法定後見人は、本法令の条項の実
施に対し提訴する法的地位を有し、また成功した場合には、
通常の慣習的な弁護士の料金と ,実際の損害に対する支払
いが行われるが、処罰的または派生的な損害に対しては支
払われない。無料の公立教育と英語によるが利用できる公
9立学校での教育オプションを、California州の就学児童に
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使用は不可欠である。そして、アダルト映画業界は、HIV/
AIDSおよびその他性感染症の伝染を抑制するよう要求さ
れる。アダルト映画業界内の HIV/AIDSおよび他の性感染
症の危険性のみならず、当該の疾病が出演者を通じ世間一
般へ感染すことは多大なリスクである。
(b) アダルト映画業界は、労働者の安全を最優先すること
とし、特定の不可欠なセーフセックスの方法の使用を積極
的に防止、および使用しない。目下のところ、HIV/AIDSや
他の性感染症のワクチン接種、検査、経過観察等の費用は、
出演者自身による負担となっているが、アダルト映画の生
産者は、当該の費用への責任を放棄しているのが現状であ
る。本法律は、当該の社会的懸念を明確化するために適正
不可欠である。
第 3項。目的および意図
California州民は、本法律の制定の目的および意図を以下に
宣言する。
(a) アダルト映画の製作に起因する性感染症から出演者を
保護し、性感染症の伝染を最小限に抑制することで、健康
に有害となる原因を軽減し、州民の生活の質を向上するた
め。
(b) アダルト映画の生産者に、出演者が性感染症からの保
護のためにコンドーム着用の義務付を徹底する法律の遵守
を要求するため。
(c) 職業安全衛生管理局 (Cal/OSHA)の California支局およ
び California労働安全衛生基準委員会が本法律を施行する
にあたり明確な基準を設定する権限を与えるため。
(d) 一定の予防接種、テスト、および HIV/AIDSや他の性感
染症の経過監視のための費用がアダルト映画製作者による
負担となることを要求し、出演者へは、製作者が本法律の
安全衛生要求に違反したことを発端とする自身の経済的及
び個人的損害について、それらを回復するために法的手段
を取る権限を与えるため。
(e) 本法律違反の際、映画製作および流通に関し経済的利
害関係にあるすべての個人および法人全てに対し、法的責
任を追及するため。
(f) 製作者に対し映画製作の際は報告を義務付け、撮影に
関する特定の記録を保管させるため、特定のシーン撮影の
際のコンドーム着用の必要性を告知するため、および健康
に関する追加要求事項を満たすため。
(g) 製作者にライセンス保持を義務付けることで、コンプ
ライアンスの違反を阻止し、本法律の要件の遵守を促すた
め。
(h) California州において、本法律違反者を追及することが
できる期間を延長するため。
(i) 州が本法律違反者を追及できない場合、内部告発者お
よび一般市民にその権限を与えるため。
(j) エージェントが、映画製作の際コンドームが使用され
ない現場であることを了知しながら、当該の場所へ故意に
出演者を派遣することを禁ずるため。
(k) 本法律が、施行後および裁判の際、法的防御として機

能するようにするため。
第 4項。 California州アダルト映画界におけるセーファー
セックスに関する法律は、労働法第 6720節より 6720.8
項までが含まれる旨を追加することにより、成文化される
こととする。
第 4.1項。 労働法第 6720節を次の通りに追加する。
6720. 健康および雇用要件：アダルト映画業界
(a) アダルト映画製作者は、出血および他の潜在的な感染
性物質、性感染症 (“OPIM-STI”)から出演者を保護するに
足るよう、技術管理および業務管理を徹底することとする。
技術管理および業務管理は以下を含める。 

(1) アダルト映画撮影中のコンドーム使用に関する規定お
よび必要性。
(2) コンドームセーフ水性またはシリコン系潤滑剤を促進
するするための規定
(3) 行政規則制定の過程を経た上で委員会により採択され
た条例により要求されたるその他の合理的な STI予防の技
術管理と業務管理は、第 6720節より 6720.8項包括に合
理的かつ密接な関係がある。
(b) アダルト映画出演者が業務にあたるべく必要なすべて
の STI予防ワクチン接種、STI試験、およびすべての外来
通院にまつわる費用は、出演者個人ではなく、アダルト映
画製作者が負担するものとする。
(c) アダルト映画製作者は、法律により義務付けられると
おり、いかなる手段により入手された出演者の健康情報に
ついての極秘を維持するものとする。
(d) アダルト映画出演者が、出演にあたり必要な STI予防
ワクチン、STIテストまたは診察が必要であるにもかかわ
らず、アダルト映画製作者が、当該の費用支払い義務を怠っ
た場合、製作者は、出演者に支払われるべき当該の未払い
ワクチン、テストおよび診察費用相当額の罰金刑に処され、
それは California州に支払われるものとする。
(e) 出演者は、以下の事実が認定された場合、法律で許
可された任意の救済措置または損害賠償に加え、毎年の
消費者物価指数の増加をふまえた上で、最大五万ドル
（$50,000）の民事損害賠償を求める権利を有するものと
する。(1) 出演者が、製作者が 区分 (a)、(b)、または (c)を
遵守しなかったことが原因による経済的または人的損害を
負ったと認められる場合。(2)製作者が本法律を遵守しな
かったことが過失、不当もしくは故意と認められる場合。(3)
賠償が適切であると認められた場合。裁判所は、訴訟に基
づき提出された費用および弁護士報酬については、この区
分もしくは区分 (f)に則り、勝訴した原告へ支給金として
与える与えるものとする。原告の訴追における起訴内容が
善意によるものでないと裁判所が認める場合、相応の弁護
士費用は勝訴側の被告に与えられるものとする。出演者の
経済的もしくは個人的損害が、製作者がかけている労災保
険により賄われる場合、この区分の適用はしないものとす
る。
(f) 区分 (e)に基づき、訴訟を提起する権利を有すいずれの
アダルト映画出演者も、同様の状況に置かれるその他いず
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を派遣したあらゆるのエージェントの名前と連絡先情報。
(6) 偽証罪の罰則規定に基き、アダルト映画製作者によっ
て署名された証明書が偽証を含む場合は以下のような扱い
とする。 

(A) コンドームが、膣または肛門性交の行為の撮影中あら
ゆる場面で使用されてきた、また使用されることになって
いる。 

(B) すべての STI試験、STIの予防接種、医療検査は、個
人がアダルト映画出演者として従事するにあたり必要であ
るゆえ、撮影前において無償で提供されたものであること。
さらに、 
(C) 実施されたすべての STIテスト、STI予防接種、およ
び医療検査にかかる費用が、アダルト映画製作者によって
支払われたものであること。
(7) 当局または委員会が、第 6720節より 6720.8項包括
の規定遵守を保証するために必要と認めうる、その他の資
料または情報。
(b) この条項により必要とされる情報を提出するにあたり、
アダルト映画製作者は、当局または委員会によって定めら
れた、データセキュリティ、データストレージ、受信、処
理、およびこの条項の下に提出されたすべての情報を維
持、管理するための費用、およびその他関連費用をまかな
うに足りる費用を支払わなければならない。当局または委
員会が料金を設定するまで、費用は百ドル ($100)とする。
本区分の規定により徴収された手数料は、第 6720節より
6720.8項包括を執行する費用を賄うためとしては使用し
ないこととする。
(c) 単数の成人映画に対し、複数 (二以上 )のアダルト映画
製作者が関わる場合、そのうちの一名は、区分 (a)によっ
て開示されることが要求される情報を、関係するアダルト
映画製作者すべてを代表して配信してもよいこととする。
(d) アダルト映画製作者が、この条項もしくは区分により
要求される適時な情報開示を怠った場合、区分 (f)トレー
ニングプログラムの要件、区分 (g)サイネージの要件、ま
たは、区分 (h)記録管理要件につき、違反の場合は、行政
執行法や民事訴訟にて決定後、千ドル ($1,000)以上七千
ドル ($7,000)以下の罰金により処罰されるものとする。
各再違反は、行政執行法や民事訴訟にて決定後、七千ドル
($7,000)以上一万五千ドル ($15,000)以下の罰金により処
罰されるものとする。区分 (a) により要求される各情報提
供を怠った場合、それは別の違反として扱われる。
(e) 区分 (a)遵守に関し、故意に虚偽の陳述、言明および証
明を行ったアダルト映画製作者は、行政執行法や民事訴訟
にて決定後、七万ドル ($70,000)以下の罰金により処罰さ
れるものとする。
(f) アダルト映画製作者は、管理規則制定のプロセスに従っ
て理事会が採択した規則によって要求される場合、各アダ
ルト映画出演者及び被雇用者に対しトレーニングプログラ
ムを提供することとする。
(g) アダルト映画撮影現場では、以下の通知を提供するた
め、48ポイントのフォントより大きな従来型の書体で、

れの出演者に代わり訴訟を起こす権利を有し、裁判所によ
り集団認定の対象となることとする。
(g) 委員会は、第 6720節より 6720.8項包括発効および
有効化するため、行政手続法の規則制定の規定に則り (第
3.5章に始まる本部政府法典第 2の 3の 1、第 11340項 )、
2018年 1月 1日までに当規定を採択するものとする。
(h) この節は、コンドーム、バリアおよびその他個人的避
妊具がアダルト映画の最終製品中で可視状態であることを
求めるものではないものとする。しかしながら、California
州において商業的な目的のために配布されているアダルト
映画内にコンドームが可視状態でない場合、当該の項に違
反して映画が製造されたことに対し、反証可能な推定が存
在しなればならないものとする。
(i) 第 6720節より 6720.8項包括下の責任は、アダルト
映画出演者、善意の従事者、独立した請負サービスを提供
する個人、一般的なサービスの範囲内においてアダルト映
画プロデューサーの指示に従って行動する生産ボランティ
ア、およびアダルト映画そのものに対し経済的利害関係が
無く、アダルト映画製作者ではないと認められる場合には、
適用されないものとする。第 6720節より 6720.8項包括
適用にあたり、そのような個人はアダルト映画製作者とは
認められないものとする。
(j) そのような規制が職場の安全保護を強化したり、アダ
ルト映画出演者の権限を強化するという目的であり、かつ
第 6720節より 6720.8項包括の要件を弱めたりするもの
でない限り、第 6720節節より 6720.8項包括内における
いずれも、当局及び委員会からアダルト映画製作にまつわ
る製作、プロデュース、資金調達および配信を監督するた
めの規制を公布する権限を妨げないものとする。
(k) 6720 項より 6720.8項包括に記載される罰金額が、裁
判所より無効と見なされた場合、コンプライアンス違反を
抑止するのに足る合理的な金額の範囲で、かつ規定の要件
の遵守を奨励するための行政規則制定手順に基き、当局が
罰金刑を科す権限を与えられ、委員会が金額を決定するも
のとする。
第 4.2項。 労働法第 6720.1項を次の通りに追加する。
6720.1 告知および開示。
(a) 撮影開始後 10日以内に、アダルト映画製作者は、以下
の内容につき、アダルト映画製作者による偽証罪の罰則に
ついての書面に署名し、当局に開示しなければならない。
(1) 撮影が行われた、行われている、また行われる予定の
住所。変更がある場合、変更後の住所につき、変更発生後
72時間以内に当局に告知しなければならない。
(2) 撮影が行われた、行われている、また行われる予定の
日時。変更がある場合、変更後の日時につき、変更発生後
72時間以内に当局に告知しなければならない。
(3) アダルト映画製作者の名前と連絡先情報。
(4) 細分化 (h)によって要求される指定された記録の保管
者の名前と連絡先情報。
(5) アダルト映画製作者に、あらゆるアダルト映画出演者
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後 10日以内に当局へ送金されるものとする。さらに、ラ
イセンスは、10日間遡るか、撮影初日、いずれか早い日
時に有効となることとする。
(c) ライセンスは、当局により発行されるものとする。ラ
イセンスはの停止は、アダルト映画製作者が、もしくは一
般公開時に、行政執行法や民事訴訟に基づき、第 6720節
区分 (a)に違反があった旨が、公聴会を行うため当局より
選出された議長の前で証明されたという唯一の条件下にお
いてのみ許可されることとする。
(d) 個人ではないあらゆるアダルト映画製作者については、
当該のアダルト映画所有者および管理者のすべてがライセ
ンスを取得しない限り、いかなるライセンスも有効となら
ないこととする。
(e) ライセンスは、当局により停止されない限り、二年間
有効とする。当局は、ライセンス停止期間の最終日翌日、
ライセンス回復の旨を、ライセンス所持者に通知しなけれ
ばならない。
(f) ライセンス要件。
(1) 各申込者および被認可者は、当局への申し込み期間の
ファイリングに先行する 12ヶ月、もしくは、アダルト映
画製作者のライセンス停止期間のいずれか短い期間におい
て、管理の施行プロセスまたは法廷を通じ、第 6720節節
節の区分 (a)のいずれの要件について違反したことが判明
してはならない。すべての者は、第 6720節より 6720.8
項包括発効日より、第 6720節より 6720.8項包括を遵守
しなければならない。
(g) 当局は、ライセンシーが第 6720節、区分 (a)に違反し
ていると認めるあらゆる場合において、当局は、ライセン
シーへ書面による通知をしなければならない。当該の通知
は、検知された不備についての明言を含め、それについて
の是正措置を定めるものとし、必要であれば、ライセンシー
が第 6720節区分 (a)に準拠するよう告知し、違反の場合
は罰金や免許停止処分が下される旨を、ライセンシーに通
知しなければならない。
(h) 行政審査のための書面による請求は、ライセンス継続
のために正当な理由が示されている場合、通知の発行から
起算して 15日以内、あるいはそのような調査もしくは継
続が放棄されている場合、告知されたライセンシーによっ
て行われなければならない。
(i) 不服審査又は権利放棄から、週末と祝日を除く 10日以
内に、部門はライセンシーに課せられる罰則に関する決定
通知書をライセンシーに発行する。一時中止になっている
ライセンスに関しては、第 6720項から第 6720.8項に従っ
て、決定通知書の違反で判決を受けた行動又は怠慢を特定
する。また、一時中止されたライセンスの場合は一時中止
期間と度合いも明記する。決定通知には、ライセンスが回
復又は再発行される場合は、その条件も言明する。
(j) 第 6720項から第 6720.8項に準拠して発行されたライ
センスは、部門が一時中止を促した条件がこれ以上存在せ
ず、第 6720項から第 6720.8項に準拠して課せられた罰
則は満たされたと判断した場合は、回復される。本項は、
ライセンスに不利な判決に対して義務付け又は上訴を求め

かつ当該のアダルト映画に出演するすべての出演者にはっ
きりと見える形で、読みやすい記号が常時表示されていな
ければならないものとする。

California州は、アダルト映画製作の際、性感染症
や性病から出演者を保護するために、すべての膣
または肛門性交時、コンドームを使用を義務付け
ることとする。
あらゆるアダルト映画製作時に発生するあらゆる
活動について、あらゆる公衆衛生上の問題は、以
下に申し立てられるものとする。

.

当局または委員会は、本区分により要求される標示上にあ
る空白行の真上に当該の文言が挿入されることとし、空白
行の上に当該の文言を挿入することにより、すべてのアダ
ルト映画製作者は、当該の裁決を遵守しなければならない、
とする決定を、一般およびすべてのアダルト映画製作者に
公開するものとする。
(h) アダルト映画製作者は、第 6720節より 6720.8項包
括のために、映画製作にまつわるあらゆる記録保管を担当
する者を選定することとする。少なくとも四年間、記録の
保管者は、以下を保管しなければならない。 

(1) アダルト映画製作者により生産、融資、または監督お
よび製作された、オリジナルと編集前それぞれのアダルト
映画のコピー。 

(2) 区分 (a)により開示が必要とされる情報のコピー。
(3) 区分 (f)に基づき、アダルト映画製作者が、各アダルト
映画出演者および従業員にトレーニングプログラムを提供
したことの証明。
(4) 区分 (f)に基づき、アダルト映画が撮影された場所にお
いて、読みやすい記号が表示されたことの証明。
(i) 当局または委員会は、当規定および 6720.2項を発効お
よび有効化するため、行政手続法の規則制定の規定に則り
(第 3.5章に始まる本部政府法典第 2の 3の 1、第 11340
項 )、2018年 1月 1日までに当規定を採択するものとする。
第 4.3項。労働法第 6720.2項を次の通りに追加する。
6720.2項。アダルト映画製作者。ライセンス。
(a) アダルト映画製作者は、当該のアダルト映画撮影開始
後 10日以内に、当局に対し、必要な申し込み手数料の納
付および申請書の提出をし、ライセンスを取得しなければ
ならない。アダルト映画撮影開始時に有効なライセンスを
所持するアダルト映画製作者は、新たにライセンス申請書
を提出および手数料を納付する必要は無いものとする。申
し込み手数料は、本条項の管理費用をまかなうに足る額で、
行政規則制定を経て当局により設定されることとする。当
局が料金を設定するまで、費用は百ドル ($100)とする。
本区分の規定により徴収された手数料は、第 6720節より
6720.8項包括を執行する費用を賄うためとしては使用し
ないこととする。
(b) ライセンスは、当局がライセンス申請書および手数料
を受領した時点で直ちに有効となり、申請料は、撮影開始
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るライセンシーの権利を制限するとは解釈されない。
(k) ライセンスなしで成人向け映画制作者として役割を果
たす場合、以前第 6720項副区分 (a)の違反で判決を受け
た成人向け映画制作者に対して一日あたり最高五十ドル
($50)の罰金になる。成人向け映画制作者として資格を得
てから 10日以内に成人向け映画制作者として登録しない
成人向け映画制作者は、ライセンスなしで成人向け映画制
作者の役割を果たしたことに対して一日あたり最高二十五
ドル ($25)の罰金が課せられる。
第 4.4項。労働法規に第 6720.3項が追加されたものであ
る。よって、次の通りである：
6720.3. 法令の制限。
(a) 第 6317の規定にもかかわらず、第 6720項から第
6720.8項、又は現在又は将来適用されるすべての成人向
け映画に関する規制の違反が疑われている人物を起訴する
場合、訴訟を始める時期は次の事項の後のものとする。
(1) 違反の期日から一年後。
(2) 違反が見つかってから一年後、又は合理的な努力があっ
た場合。
第 4.5項。労働法規に第 6720.4項が追加されたものであ
る。よって、次の通りである：
6720.4. 法的責任及び罰則。
(a) 第 6423項から第 6436項に反する規定があっても、
成人向け映画制作者、又は管理上又は民事訴訟で次のいず
れかを行う、成人向け映画制作者と関係がある個人又は代
理店は副区分 (b)の規定によって罰金の評価を受ける：
(1) 過失は第 6720項副区分 (a)、(b)、又は (c)の規定に違
反する ;

(2) 第 6720項副区分 (a)、(b)、又は (c)の規定を認識しな
がら、又は繰り返し違反する ;

(3) 第 6720項副区分 (a)、(b)、又は (c)の規定に従って、
中止の通知及び中止期限切れ後も遵守しない、又は遵守を
拒否する ; 又は
(4) 副区分 (a)段落 (1)、(2)、又は (3)の他者による行為を
支援又は教唆する。
(b) 副区分 (a)段落 (1)の違反には一千ドル ($1,000)以上
五千ドル ($5,000)以下の罰金、副区分 (a)段落 (2)又は (3)
の違反には五千ドル ($5,000)以上七万ドル ($70,000)以
下の罰金、副区分 (a)段落 (4)の違反には一千ドル ($1,000)
以上三万五千ドル ($35,000)以下の罰金を課す。
(c) 第 6423項から第 6436項に反する規定があっても、
第 6720項副区分 (a)に故意に違反した成人向け映画制作
者によって成人向け映画制作者に死亡、永久的又は長期的
な身体障害をもたらした場合、行政強制過程又は民事訴訟
によって十万ドル ($100,000)以下の罰金が課せられる。
成人向け映画制作者が有限責任会社である場合は、罰金は
百五十万ドル ($1,500,000)を超えない。
第 4.6項。労働法規に第 6720.5項が追加されたものであ
る。よって、次の通りである：

6720.5. 代理人の制御 ; 支援及び教唆 ; 複数の違反。
(a) California州内で撮影された成人向け映画を商業的報
酬による購入で一つ又は複数を所有する全ての個人は第
6720項副区分 (a)の違反になり、California州内で撮影さ
れた成人向け映画と認識しつつ又は向う見ずに、California
州内外に販売又は流通の目的で一つ又は複数を送信、送信
させる、又は持ってくる、持って来させることは第 6720
項副区分 (a)の違反になり、当該映画を商業目的で提供又
は流通することは次の事項の最大が罰金として評価され
る： 

(1) 成人向け映画の権利に対して交わされた商業的報酬総
額の二分の一倍以上、一とニ分の一倍以下とする。
(2) 成人向け映画を制作する総額の二分の一倍以上、一と
ニ分の一倍以下とする。
(b) 副区分 (a)に違反する個人に支援及び教唆した個人は副
区分 (a)の違反に対する責任を負う。
(c) 以前、副区分 (a)に違反する個人が副区分 (a)の違反で
判決を受けた場合は、次の事項の最大が罰金として評価さ
れる：
(1) 成人向け映画の権利に対して交わされた商業的報酬総
額の二倍以上、三倍以下とする。
(2) 成人向け映画を制作する総額の二倍以上、三倍以下と
する。
(d) 副区分 (a)の違反でニ回又は複数回の判決を受けた個人
が副区分 (a)の違反で判決を受けた場合、次の事項の最大
が罰金として評価される：
(1) 成人向け映画の権利に対して交わされた商業的報酬総
額の三以上、四倍以下とする。
(2) 成人向け映画を制作する総額の三倍以上、四倍以下と
する。
(e) 第 6720項から第 6720.8項は正当な医学的、教育的、
及び科学的活動、成人向け映画を送信又は携行するテレコ
ミュニケーション信会社、及び犯罪の調査・起訴を行う刑
法執行機関、当該映画が成人向け映画の場合を除き、アメ
リカ映画協会が評価する全ての映画には適用されない。
第 4.7項。労働法規に第 6720.6項が追加されたものであ
る。よって、次の通りである：
6720.6. 実施 ; 内部告発者 ; 訴訟の私権。
(a) 第 6720項から第 6720.8項に違反する全ての個人は
行政上の執行過程、又は部門又はその検察官、市民検察官、
第 6720項の違反によって侵害された成人向け映画の出演
者、又は California州に居住する個人によってもたらされ
た民事訴訟の責任を負う。成人向け映画の出演者又は個人
は、本区分に従って民事訴訟を提起する前に、違反が疑わ
れている人物又は違反者を行政上の執行過程又は民事訴訟
の開始によって追及するために、部門に要請書を提出しな
ければならない。要請書には、第 6720項から第 6720.8
項に違反すると思う、その根拠についての声明を含む。部
門は行政又は民事訴訟の追及を行うか否かについて、当該
個人に書面にて返答する。部門は要請書を受け取ってから
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21日以内に、違反が疑われている人物又は違反者を行政
上の執行過程又は民事訴訟の開始によって追及することに
ついて返答し、要請書を受け取ってから 45日以内に執行
議事を開始するか、民事訴訟を提起しなければならない。
ただし、部門の法的措置が放棄又は却下された場合を除き、
他の措置は行わない。部門が要請書を受け取ってから 21
日以内に、否定的な言葉で返答した場合、又は返答しなかっ
た場合、訴訟を提起した個人は民事訴訟を提起できる。
(b) 民事訴訟を開始する期間は部門が請求書を受け取って
から、民事訴訟が却下された日、或いは行政の執行活動が
破棄された日のいずれか遅い日までとするが、要請を申請
した個人による民事訴訟の場合のみとする。
(c) 本項では、第 6720項から第 6720.8項の違反に対す
る個人について、部門が第 6720項から第 6720.8項に従っ
て命令を発した後、又は同じ違反の個人に対して罰金を徴
収した後は、民事訴訟を提起できない。第 6720項から第
6720.8項は刑事責任を課さないが、刑事検察官が同じ取
引又は出来事について、当該個人に対して刑事裁判を維持
する場合は、第 6720項から第 6720.8項の違反を提示す
る民事訴訟は本項に従う個人に対しては提起できない。本
項に従って、第 6720項から第 6720.8項の特定の違反に
対して一つ以上の本案判決をいかなる個人に対しても得る
ことはできない。裁判所は原告が熱心に進めない場合、又
は誠意を持って行わない場合、他の訴訟を損なうことなく、
審議待ちの訴訟を却下する。
(d) 本項に従ってもたらされた訴訟に一人又は複数の被告
に対して判決がなされた場合、原告によって回復される罰
金は次の通りに配分される：California州に 75パーセント、
及び原告に 25パーセント。裁判所は、第 6720項から第
6720.8項が認可する訴訟で勝った政府機関以外の原告又
は被告に本項に従って発生した合理的な弁護士費用を含む
訴訟費用を裁定する。ただし、被告が原告から弁護士費用
を埋め合わせるためには、裁判所はまず、原告の訴訟追及
は根拠がないものだった、又は不誠実だったことを宣言し
なければならない。
第 4.8項。労働法規に第 6720.7項が追加されたものであ
る。よって、次の通りである：
6720.7. 芸能プロダクションの義務。
(a) 第 1700.4項副区分 (a)に定義の芸能プロダクションに、
金銭的対価のために、第 6720項副区分 (a)に遵守しない
成人向け映画の配役担当責任者を含む（ただし、これに限
定されない）、制作者又は制作者の代理人に成人向け映画
の出演者を認識しながら照会することは違法である。本副
区分の違法に関して責任がある芸能プロダクションは、本
項に違反して照会をした結果として、芸能プロダクション
が受け取った金銭的対価の金額、及び本項の違反の責任に
対する芸能プロダクションのうまい追及に関する合理的な
弁護士費用を成人向け映画の出演者に対して責任がある。
(b) 芸能プロダクションが、成人向け映画制作者が第 6720
項副区分 (a)に遵守し、将来もあらゆる要件に遵守し続け
るという署名入りの確認書を映画制作の始めに受け取った
場合は、本項の違反責任はない。

(c) 本項の違反は、違反者の芸能プロダクションライセン
スの一時中止又は撤回の理由になる。職業安全衛生基準部
門及び労働基準執行部門は本項執行にあたり、競合管轄区
を維持する。
(d) 第 6720項副区分 (a)の違反に対する責任判決が下され
たら、部門は第 6720.1項副区分 (a)段落 (5)の情報を労使
関係部門、労働基準執行部門、又は継承機関に転送する。
第 4.9項。労働法規に第 6720.8項が追加されたものであ
る。よって、次の通りである：
6720.8. 定義。
第 6720項から第 6720.8項の目的により、次の定義が適
用される：
(a) 「成人向け映画」は、出演者が実際に、陰茎による膣挿
入又はアナル挿入に関わる性交の映画、ビデオ、マルチメ
ディア、又はその他の表明を記録、ストリーミング配信、
又はリアルタイム放送を意味する。
(b) 「成人向け映画出演者」は、陰茎を膣又はアナルに挿入
しながら撮影される個人、又は膣又はアナルに陰茎を挿入
されながら撮影される個人を意味する。
(c) 「成人向け映画制作者」は、California州内で一つ又は
複数の成人向け映画を作成、制作、資金調達、又は監督す
る個人、及び商業的報酬と引き換えに当該成人向け映画を
販売、販売提供、又は販売させる個人を意味する。
(d) 「成人向け映画規制」は、第 6720項から第 6720.8
項の目的及び意図を合理的に密接に結び付けた、（政府法
規第 2編第 3部門第 1部）行政手続き法（第 3.5章（第
11340項から始まる）の規則制定に従って、役員会が採択
したすべての規制を意味する。
(e) 「支援又は教唆」は、 認識しつつ又は向う見ずに相当な
支援を個人に与えることを意味する。
(f) 「映画制作の始め」は、成人向け映画の記録、ストリー
ミング配信、又はリアルタイム放送が始まる時点を意味す
る。
(g) 「役員会」は、職業安全衛生基準役員会を意味する。
(h) 「商業的報酬」は、実質的又はデジタル通貨、現在又は
将来の収益に対する条件付き又は既得権を含む（ただし、
これらに限らない）あらゆる価値を意味する。
(i) 「商業目的」は、商業的報酬と引き換えに販売、販売提供、
又は販売させることを意味する。
(j) 「流通」は、商業的報酬と引き換えに所有物を移動する
ことを意味する。
(k) 「部門」は、職業安全衛生部門を意味する。
(l) 「撮影」は、成人向け映画を記録、ストリーミング配信、
又はリアルタイム放送することを意味する。
(m) 「ライセンス」は、成人向け映画制作者衛生ライセン
スを意味する。
(n) 「ライセンシー」は、有効の成人向け映画制作者衛生ラ
イセンスを所有する個人を意味する。
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個人的利害関係を持つことをここに宣言する。司法長官が
本法令を弁護できなかった場合、又は司法長官が本法令の
憲法上又は法的な容認に対する不利な判決に上訴しなかっ
た場合、法令の提案者は法令全体又は一部の有効性を守る、
直接の個人的利害関係を持つことをいかなる裁判所でも主
張する資格を有し、以下の条件を対象に、California州の代
理人として本法令を通して州民から権限が与えられる。(1) 
提案者は California州の任意の従業員として考慮されない
が、議会は、California判例法に定義付けされている、そ
のようにする「正当な理由」があれば、議会両院の多数決
で代理人の役割から取り除く権威を有する ; (2) 提案者は、
California州憲法第 XX条第 3項に従って、California州の
従業員として就任の宣言をする ; (3) 提案者は法律に規定
の通り、あらゆる信用、倫理的及び法的義務が課せられる ; 
及び (4) 提案者は、異議申し立てされた法案の有効性を守
る代理人として、提案者によって発生した合理的な費用及
びその他の損害に対してのみ補償される。補償金は、州が
その弁護をする費用を超えない。
第 11項。 発効日。
本書に別段の定めのある場合を除いて、本法令は有権者か
ら承認されたその日から有効になる。

提案 61

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、州民に提示される。
本州民発案法案は福利厚生法規に追加され、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
あることを示してある。

提案された法律
California州薬価救済法令

California州の州民は次のように命じる :

第 1項。 表題。
本法案は 「California州薬価救済法令」として認識され、参
照されなければならない。
第 2項。所見及び宣言。
California州民は次の全てについて所見及び宣言する：
(a) 現在まで、そしてこれからも処方薬剤費は California州
の医療費上昇の最大の要因のひとつである。
(b) 全国の処方薬に対する支出は、1990年から 2013年の
間に 800パーセント以上増加し、医療費の中で最も急成長
している分野の一つとなっている。
(c) HIV / AIDSや C型肝炎及び癌などのを治療のために使
用される特別な処方薬に対する支出は、他の種類の処方薬
よりも速く上昇している。2014年の一年間のみでそれら
特別の処方薬に対する支出は 23パーセント以上増加した。
(d) 法外な値段を請求する製薬業界の慣行によって、製薬
業界の利益は投資銀行や石油業界の利益を上回る結果と
なっている。
(e) 法外な値段の設定によって、製薬会社の経営者達は有

(o) 「その他可能性のある伝染性材料 -性行為感染症」又は 
“OPIM-STI” は、性感染病原菌を含み、感染させる体液及
びその他の物質を意味する。
(p) 「個人」は、個々、パートナー提携、企業、協会、企業、
有限責任会社、又はその他合法的な組織を意味する。
(q) 「性行為感染症」又は「STI」は、HIV/AIDS、淋病、梅毒、
クラミジア、肝炎、トリコモナス症、ヒトパピローマウイ
ルス (HPV)、性器ヘルペスを含む（ただし、これらに限定
されない）、性交により広まる感染又は疾患を意味する。
第 5項。自由な解釈。
本法案は California州民の健康、安全、福祉を守るために
公権力を行使するもので、その目的を達成するために弾力
的に解釈されなければならない。
第 6項。法案の抵触。
本法案は包括的なものである。本法案及び別の発案法案あ
るいは同じ表題に関する法案が州全体の選挙投票用紙に記
載された場合、法案あるいはその他の法案の条項は本法案
に対立すると見なされる。本法案が多くの賛成投票を得た
場合、本法案の規定が優先され、他の法案は無効になる。
第 7項。提案者の責任。
California州民は、本法令の提案者は、本法令全体又は一
部が可決された後に無効になった場合は、憲法上又は法令
的に裁判所から容認されないときは法的責任を負うべきだ
と宣言する。かかる憲法又は法令で容認されない主導権は
納税者資金及び選挙資源の誤用で、法令の起草者である法
令の賛成者はかかる事件に対して責任を取るべきである。
本法令が可決した後に、裁判所で本法令の全体又は一部が
憲法違反又は法的に無効なので無効になった場合、上訴及
び裁判所の判定を覆すあらゆる手段が提起されても、提案
者は憲法上又は法的に全体的に容認されない発案法を起草
したことに対して、California州の一般財源に $10,000の
民事罰則を支払う。本民事罰則はいかなる当事者又は団体
も権利放棄できない。
第 8項。修正及び撤廃。
本法令は、議会の三分のニ (2/3)の投票と州知事の署名に
よって、法令によるその目的はさらに修正される。
第 9項。可分性。
本法令の条項、又は本法令の一部、又は条項又は個人又は
状況の一部の適用性が何らかの理由で無効又は反憲法的に
なっても、残りの条項及び一部には何ら影響を与えずにそ
の効力を維持し、本法令の条項はこの目的を達成するため
に分離できる。有権者は、本法令及び各部分は、条項の
一部又はそれ以上が無効又は反憲法的と判決が出た場合で
も、採択されたものとしてここに宣言する。
第 10項。法的防衛。
California州民は、有権者によって法令が承認された後、
裁判所で異議申立てがあった場合、California州によって
守られることを希望する。California州民は、本法令を制
定することで、本法令の提案者は、法令の有効性に対して
憲法上又は法的な異議申し立てから本法案を守る、直接の
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(c) これは、California州の州民の意図であり、California
州、州の行政機関、その他の機関は処方薬の購入のために
任意の製薬業者と契約を交わす際には本項を実施しなけれ
ばならす、California州、州の行政機関、その他の機関は、
2017年 7月 1日までに、この法律を実装し遵守しなけれ
ばならない。
(d) California州、州の行政機関、その他の機関は、この項
の規定を実施するための規則や規制を採用し、この規定を
実施するために必要な連邦法、規則、規制の免除を求める
ことができる。
第 5項。自由構造。
本法案は州民の健康、安全、福祉の保護のための California
州の人々の公権力の行使であり、その目的を達成するため
に自由に解釈されなければならない。
第 6項。競合する法案。
本法案は包括的であることを意図している。これは
California州の人々の意図であり、本法案及び別の発案法案
あるいは同じ表題に関する法案が州全体の選挙投票用紙に
記載された場合、法案あるいはその他の法案の条項は本法
案に対立すると見なされなければならない。本法案が多く
の賛成投票を得た場合、本法案の条項は優先され、他の法
案若しくは法案群の条項は無効になる。
第 7項。提案者の説明責任。
California州の人々は本法案が通過した後に本法案法廷にお
いて憲法または法的に全体的または部分的に認められない
とされた場合は、この法律の支持者は民事責任を問われる
べきであることをここに宣言する。そのような憲法上また
は法的に許されない発案は、納税者の資金や選挙リソース
と法の提唱者の誤用であり、法の起草者はそのような発生
の責任を問われなければならない。
本法案が通過した後に本法案法廷において憲法または法的
に全体的または部分的に認められないとされ、上訴のため
のすべての道が閉ざされた場合には、提案若しくは支持者
は憲法または法的に完全に許容される法を発案することに
失敗したとして Californiaの一般財源に対して $10,000の
民事制裁金を支払わなければならないが、本法案の起因に
よるいかなる個人または団体に関連するその他の責任を負
わないものとする。いかなる団体や機関もこの民事制裁金
支払いの免除を受けることはできない。
第 8項。改正及び廃止。
この法律は、その目的を促進のために、議会の 3分の 2の
投票によって可決され、知事によって署名されることに
よって、改正することができます。
第 9項。可分性。
この法律、またはその一部、またはある状況や人に対して
条項やその一部が無効または違憲であるとされた場合に
も、残りの規定と要素は影響を受けず、完全な効力があり、
その意味においてこの法律の規定や要素は可分である。有
権者は、ここに例え任意の 1つまたは複数の条項またはそ
の一部が無効または違憲であることが判明したとしてもこ
の法律、および各部分が採用されることを宣言する。

り余る程の給料を受け取とってきた。
(f) 過度に設定された薬の価格は、最終的に医療サービス
のカット、そして薬を必要としている人々のための提供者
となっている納税者に対する不必要な負担であり続けてい
る。
(g) California州は払い戻しによって処方薬の費用を低下さ
せようと努力を行ってきたが、製薬会社は他の州が同じ処
方薬に対して支払う価格よりも高い価格を請求でき、結果
的に正すべき劇的な不均衡が生じている。
(h) California州が、米国退役軍人部門が処方薬に対して
支払う金額と同じ価格を支払うことができる場合、それは
California州とその納税者にとって大幅な節約になるであろ
う。本法案は、これらの公衆の懸念を解決するために必要
かつ適切なものである。
第 3項。目的と意図。
California州の州民は、本法案の制定に関わる目的と意図を
下記の通り宣言する：
(a) California州が、米国退役軍人部門が処方薬に対して支
払う金額と同じ価格を支払うことを可能にし、政府間の不
均衡を是正する。
(b) California州とその納税者による処方薬のための支出の
大幅なコスト削減を可能にし、California州の医療費上昇の
流れを止めるために貢献し、
(c) 同法の適切な法的防御を提供するためには、それが採
用され、その後、裁判所において検討される必要がある。
第 4項。California薬価救助法は下記の通り福利厚生法規
に第 14105.32項を追加することによって成文化されなけ
ればならない：
14105.32. 処方薬の価格設定
(a) 法律の他の規定に関わらず、連邦法の下で許容される
限りは、および限りはに入るものとし、California州、州の
行政機関、そして医療サービス部門を含むその他の州の機
関は処方薬の購入に関して、現金割引、無料の商品、数量
割引、リベート、またはその他の割引やクレジットを含む
薬剤の純費用が米国退役軍人部門によって支払われている
最も低い価格以下でない限り任意の製薬業者とのあらゆる
契約を行ってはいけない。
(b) サブディビジョン（a）に記載されている価格の上限は、
California州、州の行政機関若しくは他の州の機関が直接的
な購入者でなくても、最終的な支払者であるすべてのプロ
グラムに適用されなければならない。これには、California
の Medi-Cal外来処方薬用料金プログラムおよび California
エイズ医薬品支援プログラムが含まれる。これらのプログ
ラムに関わる処方薬の購入における、現金割引、無料の商
品、数量割引、リベート、またはその他の割引やクレジッ
トを含む契約に加えて、該当する州の担当機関は、州の医
療サービス部門によって決められる薬剤の純費用が米国退
役軍人部門によって支払われている最も低い価格以下とな
るよう追加的な契約を交わさなければならない。本項の要
件は、Medi-Calによって運営されているプログラムの下で
の薬剤の購入、調達、設定された料金には適用されない。
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殺を犯す死刑を宣告します、しかし、国は処刑をめったに
実行しません。その代わりに、国は死刑囚棟収容者に弁護
士を与えることに何百万納税者ドルも費やします。そして、
それが処刑によって死刑を宣告した殺人者が刑務所で老死
するのを見るだけです。
3. 1978年以降、処刑によってほぼ 1000人の犯人に死刑
を宣告したが、わずか 13人を処刑した死刑システムに、
California州 は 40億ドル以上を使いました。たとえ 700
人以上の収容者が現在死刑囚棟にいるとしても、California
州はほぼ 11年で誰も処刑しませんでした。
4. California州の仮釈放の可能性のない終身刑判決を受け
たが暴力的な殺人は、仮釈放の対象となることはありませ
ん。彼らは刑務所で一生の残りを過ごします、そして、彼
らは刑務所で死にます。
5.死刑囚の 1% より少ない仕事し、被害者を補償するため
に彼らの賃金を支払います。刑務所で働いて、彼らの犯罪
の被害者への賠償を払うために彼らの賃金を使うことを、
仮釈放の可能性なしで終身刑を宣告される殺人者は、要求
されます。
6.仮釈放の可能性のない終身刑を宣告されすべての有罪判
決を受けた殺人者は、刑務所では機能し、彼らの被害の被
害者を補償するために彼らの賃金の 60% を支払う法的に
必要があります。
7.彼らを生命の罪で刑務所に入れるより殺人者を処刑する
ことが安いと多くの人々が思う間、実際、それははるかに
より高価です。前死刑検察官と裁判官（Arthur Alarcon）と
法学教授 Paula Mitchellによる研究によって、その最も辛
辣な罰として仮釈放の可能性なしで終身刑があるシステム
より維持する年につき、死刑システムは、1億ドル以上が
かかります。仮釈放の可能性なしで死刑を終身刑と入れ替
えることによって、California州納税者は、毎年、かなり 1
億ドル以上を節約します。
8.死刑は、納税者ドルを浪費して、致命的な間違いをする
失敗した政府プログラムです。150人以上の罪のない人々
はこの地方で死刑を宣告されました、そして、一部の罪の
ない人々は実は処刑されました。本当の殺人者が再び殺す
のは無料のままの間、悪い信念は罪のない人々から彼らの
命の数十年を奪って、税ドルを浪費して、犠牲者の家族に
再外傷を与えます。
9.この行為の過去にさかのぼる応用は、すぐに高くついて
無効な実行を終えて、Californiaが罪のない人を決して処
刑しないことを確実とします。
10. California州の死刑は、司法の中身がない約束なのです。
死刑ケースは、数十年の間長引きます。仮釈放の可能性の
ない終身刑の宣告は、悲しみに暮れる家族のスイフトと特
定の正義を提供します。
11.仮釈放の可能性のない終身刑は、最悪の犯人が永遠に
刑務所にとどまることを確実として、お金を節約します。
仮釈放の可能性なしで死刑を終身刑と入れ替えることに
よって、我々は、独りの囚人を解放することなく、5年で
国にとって 10億ドルの節約になります —防犯戦略に投資
されることができた 10億ドル、犠牲者のためのサービス、

第 10項。法的防御。
California州の人々は、本法案が有権者によって可決され法
廷で検討される際には、California州によって擁護されるこ
とを望む。California州の人々は、この法律を制定すること
により、ここにこの法律の支持者が、憲法や法律上の法の
有効性に関して直接的かつ個人的な利害関係を有している
ことを宣言する。司法長官がこの法律を守ることに、また
は司法長官がいずれかの裁判所で、この法律の全体的また
は部分的な法定可否に関して不利な判決に対して控訴する
ことに失敗した場合は、同法の提唱者にはいずれかの裁判
所において法の正当性を擁護することを通じてその直接お
よび個人的な利害関係を主張する権利が与えなければなら
ず、下記の条件の下本法案を California州の州民のエージェ
ントとみなし、力が与えらなければならない： (1) 提案者は、
California州の意思による従業員とみなさるべきではなく、
議会は California州の判例法によって定義されているとこ
ろの「正当な理由」が存在する場合においては州議会の各
院の過半数の投票によって、その役割から提唱者を削除す
る権限を有する； （2）提案者は、California州の従業員と
して California州憲法の第 XX条の第 3項の下で就任の宣誓
を行わなければならない； （3）提案者は、法律で定めるす
べての受託者の倫理的、および法的義務に従うものとする； 
（4） 提案者は、検討される法の妥当性を守る際の合理的な
費用と提案者が被った損失について、California州によって
補償されなければならない。補填される費用は、州が自ら
抗弁を行う際にかかるであろう費用以内でなければならな
い。
第 11項。 発効日。
ここに特別な記載がない限り、本法案は有権者によって可
決された後日から効力を持つ。

提案 62

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、州民に提示される。
このイニシアチブ メジャーの償いし、; 刑法のセクション
を廃止したがって、既存の規定を削除する提案は、取り消
し線タイプで印刷します線を引いて削除 追加する新しい条
項が印刷されて斜体の種類彼らが新しいことを示します。

提案された法律
2016 年の法律を働く正義

第 1項。 表題。
このイニシアティブは「2016 年の法律を働く正義」とし
て知られていて、引用されるかもしれません。
第 2項。所見及び宣言。
California州民はここを検索し、以下のすべてを認定し宣言
します：
1.第一級謀殺の有罪判決を受ける狂暴な殺人者は、社会か
ら切り離されなければならなくて、ひどく罰されなければ
なりません。
2.現行法のもとに、California州は多くの犯人に第一級謀
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(2) 具体的には偉大な身体的危害を加える意図被告保安官
のセクション 12022.7 で定義されます。
(3) 被告は、個人的に、犯罪の委員会で危険なまたは致命
的な武器を使用セクション 12022 の下位区分 (b)の規定
に違反します。
(4) 被告は、、犯罪の委員会で個人的に銃器を使用しました、
セクション 12022.5 の違反で .

(d) 自動車から銃を撃つことによって、故意に大きな身体
の損害を負わせる意図による車両の外側のもう一人の人で
殺害が行われるならば、第二級謀殺で有罪のあらゆる人は
生命への 20年の期間のために州刑務所で禁固によって罰
されます。
(e) パート 3のタイトル 1の第 7章の第 2.5条（セクショ
ン 2930で始まる）は、このセクションに従って課される
刑の少しの最小限の語も減らそうと申し込みません。この
セクションによって定められる監禁の最小限の学期務める
前に、このセクションに従って宣告される人は、仮釈放に
関して解放されません。
(f) すべての人は、殺人罪の有罪判決や再任期はこの項の
仮釈放の可能性のない終身刑を宣告として投獄の彼また
は彼女の任期中に毎日毎日で忠実な労働として多くの時
間を高セキュリティの刑務所内で作業しなければなりませ
ん。矯正局とセクション 2700年によりリハビリテーショ
ンの諸規則で定めます。囚人が賠償罰金または返還命令
に義務があるどんなケースででも、第 2085.5節および第
2717.8節に従って、訂正とリハビリテーション省の書記
官は、お金を囚人の報償と信託口の保証金から差し引いて、
訂正とリハビリテーション省の規約により、それらの資金
を California 州犠牲者補償と政府主張委員会に譲渡します。
第 5項。刑法のセクション 190.1 は廃止されています。
190.1 死刑がこの章に従って課されるかもしれない事件
は、以下の通りに別々の段階に審理されます：
(a) 被告の罪の意識の問題は、最初に決定されます。事実
の努力家が被告を第一級謀殺で有罪であると判決を下すな
らば、被告が 1または 2度めで殺人の罪の事前の手続きで
有罪判決を下されたと主張される第190.2節の下位区分 (a)
のパラグラフ (2)に従って満たされる特別な状況を除いて
セクション 190.2で列挙されるように、それは満たされる
すべての特別な状況の真実を同時に決定します。
(b) 被告が 1度めの謀殺で有罪と判決される、そして、被
告が 1または 2度めの殺人の罪の事前の手続きで有罪判決
を下されたと告発するセクション 190.2の下位区分 (a)の
パラグラフ (2)に従って特別な状況の 1つが満たされるな
らば、そのような特別な状況の真実の問題の更なる手続き
がそこであります。
(c) 被告が 1度の謀殺で有罪と判決される、そして、セク
ション 190.2で列挙される 1つ以上の特別な状況が満たさ
れて、真実であるとわかったならば、セクション 190.4に
示されるように、セクション 1026の下の狂気の理由によ
るどんな無罪の答弁に関する彼の分別でも決定されます。
彼が正気であるとわかるならば、押しつけられる罰の問題

教育と我々のコミュニティと家族を安全にしておくこと。
第 3項。目的と意図。
California州民は、以下の通り法令を制定する際に、彼らの
目的と意図を明言します：
1. California州の高くついて無効な死刑システムを終えて、
そう仮釈放の可能性なしで終身刑に特別な状況で第一級謀
殺の有罪判決を受ける人に宣告する常識アプローチと、そ
れを入れ替えるために、彼らは永久に社会から切り離され
て、犠牲者への賠償を払うことを要求されます。
2.誰もが第 1 級謀殺の有罪判決、刑務所では機能しを 
60% に増加する賃金部分は仮釈放の可能性のない終身刑
を宣告を必要とするには、彼らは彼らの犠牲者に返還とし
て支払う必要があります。
3.無実の人の実行のリスクを取り除くこと。
4.複数の審理に出席している悲嘆している家族が絶えず彼
らの損失の精神的外傷を思い起こすことを強制される数十
年長い訴えプロセスを終えること。
5.仮釈放の可能性なしで死刑を終身刑と入れ替えるこの法
令の宣告している、終わりまで過去にさかのぼる適用にお
いて公正さと均一性を成し遂げること。
第 4項。セクション 190刑法規第 190項を次の通りに改
正する。
190. (a) 第一級謀殺で有罪のあらゆる人は、死によって罰
されます、仮釈放の可能性のない生命のための州刑務所の
禁固または生命への 25年の期間のための州刑務所の禁固。
セクションに示されるように、適用される罰は決定されま
す 190.1, 190.2, 190.3, 190.4, と 190.5.

細分 (b)、(c)または (d)に定める場合を除き、第二級謀殺
で有罪のあらゆる人は、生命への 15年の期間のために、
州刑務所で禁固によって罰されます。
(b) 細分化 (c)、第 2 程度の殺害の罪があるすべての人に処
する人生 25 年の期間の州刑務所で懲役犠牲者平和の役員
であった場合下位区分 (a) セクション 830.1、下位区分 (a)、
(b)、または (c) のセクション 830.2、下位区分 (a) の セク
ション 830.33、またはセクション 830.5 、（彼または彼
女の任務の遂行に携わる間、その人が死にました）と被告
は知っていたか、犠牲者が彼または彼女の任務の遂行に携
わっている保安官であったということを合理的に知ってい
なければなりませんでした。
(c) すべての人の第 2 程度の殺人罪で有罪に処する任期は
仮釈放の可能性のない生命の州刑務所で禁固犠牲者平和の
役員であった場合下位区分 (a)の セクション 830.1 、下位
区分 (a)、(b)、または (c) の セクション 830.2, 下位区分 (a) 
of セクション 830.33、またはセクション 830.5、（彼また
は彼女の任務の遂行に携わる間、その人が死にました）と
被告は知っていたか、犠牲者が彼または彼女の任務の遂行
に携わっている保安官であったということを合理的に知っ
ていなければなりませんでした、そして、以下の事実のど
れでも満たされて、真実であるとわかりました：
(1) 被告は、特に保安官を殺すつもりでした。
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彼または彼女の任務の遂行の間に約束がある間、故意に死
んだ消防士でした、そして、被告は知っていたか、犠牲者
が彼または彼女の任務の遂行に携わっている消防士であっ
たということを合理的に知っていなければなりませんでし
た。
(10) 犠牲者はどんな犯罪的であるか少年の手続きででも
彼または彼女の証言を妨げる目的で、故意に殺された犯罪
への目撃者でした、そして、委任または企てた委任（彼 /
彼女が目撃者であった犯罪の）の間、殺害は犯されません
でした ;または、犠牲者が犯罪への目撃者で、どんな犯罪
的であるか少年の手続きででも、彼または彼女の証言の報
復において、故意に死にました。このパラグラフにて用い
られているように、「少年の手続き」はセクション 602ま
たはウェルフェアと機関コードの 707に従って持ってこら
れる手続きを意味します。
(11) 犠牲者は、検察官または副検察官でした、または、こ
れのどんな地域や州の検察官のオフィスでもまたは他のど
の州のも、または、連邦検察官のオフィスと殺人の前検察
官または副検察官は、報復を中で外へ故意にもたらされま
した、または、犠牲者の公務の遂行を防ぐこと。
(12) 犠牲者は、ローカル、州またはこれのシステムまたは
他の人が述べる、そして、殺人が報復において外へ故意に
もたらされた連邦主義者のどんな記録裁判所でも見る目が
ある人または元見る目がある人でした、または、パフォー
マンスを防ぎます、犠牲者の公務。
(13) 犠牲者が選任または任命された公式または連邦政府
のまたはこの地域または州政府その他の状態の公式の元と
殺害意図的に行われた報復のため、または被害者の公務の
パフォーマンスを防ぐこと。
(14) 特に凶悪な残虐なまたは例外的な堕落をけんしょう
している、残酷な殺人でした。このセクションにて用いら
れているように、「特に非常に悪いか、ひどいか、特別な
堕落を明らかにして、残酷である」というフレーズは、犠
牲者に必要以上にひどく苦しい、良心のないか冷酷な犯罪
を意味します。
(15) 被告は、待ち伏せることによって、犠牲者を故意に殺
しました。
(16) 犠牲者は、彼または彼女の人種、色、宗教、国籍、ま
たは原産国のために意図的に殺されました。
(17) 被告が中で約束がある間、殺人は犯されたか、か、コ
ミットしようとして、以下の重罪を犯すことでの共犯者、
委任、企てた委任、または即時の飛行でした：
(A) セクション 211または 212.5に違反する強盗。
(B) セクション 207、209または 209.5に違反する誘拐。
(C) セクション 261に違反する強姦。
(D) セクション 286に違反するソドミー。
(E) 14 歳未満の子供の人に ,みだらな又はみだらな行為の
セクション 288の違反で。
(F) 288a のセクションの違反の口腔性交。
(G) セクション 460に違反する 1または 2度の強盗。

の更なる手続きがそこであります。このような手続きは、
セクション 190.3およびセクション 190.4の規定に基づ
いて行われます。
第 6項。セクション 190.2を次の通りに改正する。
190.2 (a) 最初の学位で殺人罪の有罪は被告人のための :
罰は死または 1 つの場合は仮釈放の可能性のない生命の
州刑務所で懲役または該当する セクション 190.4下見つ
かって次の特別な状況の詳細です：
(1) 殺人の意図的で、実施金融利益のために実行されまし
た。
(2) 被告は、1または 2度で以前に殺人の有罪判決を受
けました。このパラグラフの目的で、もう一つの管区
（California 州で犯されるならば、それは最初または第二級
謀殺として罰すべきでしょう）で犯される罪は、1または
2度めの殺人とみなされます。
(3) 被告は、この手続で、1 または 2 度の殺人の 1 つ以上
の罪の有罪とされています。
(4) 破壊的なデバイスや爆弾を植え、非表示、または場所、
地域、住居、建物、または構造に隠された爆発物による殺
人を犯したと被告が知っていた、または合理的に知ってい
るべき、彼または彼女の行為または行為が 1 つまたは複数
の人間に死亡の大きなリスクを作成でしょう。
(5) 完了時制（合法の親権からの脱出）に合法の逮捕また
は仕上げることを避けるか、防ぐことまたは試みること目
的で、殺人は犯されました。
(6) 破壊的なデバイス、爆弾、または被告が知っていた、
または合理的に知っているべき、彼または彼女の行為また
は行為が 1 つまたは複数の人間に死亡の大きなリスクを作
成だろうと被告郵送メールまたは、提供しようと、配信ま
たは郵送や配信に引き起こされる爆発によって殺人を犯し
た。
(7)  犠 牲 者 は、 セ ク シ ョ ン 830.1、830.2、830.3、
830.31、830.32、830.33、830.34、830.35、830.36、
830.37、830.4、830.5、830.6、830.10、830.11、また
は 830.12で定められるものとして、彼または彼女の任務
の遂行の間に約束がある間、故意に死んだ保安官でした、
そして、被告は知っていたか、犠牲者が彼または彼女の任
務の遂行に携わっている保安官であったということを合理
的に知っていなければなりませんでした ; または、犠牲
者は保安官でした上記で定めます、セクションまたは元保
安官を列挙されて、人々のどれでも、彼または彼女の公務
の遂行の報復を区分して、それで故意に死にました。
(8) 犠牲者は彼または彼女の任務の遂行の間に約束がある
間、故意に死んだ連邦法の執行役員またはエージェントで
した、そして、被告は知っていたか、犠牲者が彼または彼
女の任務の遂行に携わっている連邦法の執行役員または
エージェントであったということを合理的に知っていなけ
ればなりませんでした ; または、犠牲者が連邦法の執行
役員またはエージェントで、彼または彼女の公務の遂行の
報復において、故意に死にました。
(9) 犠牲者は、セクション 245.1で定められるものとして、
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ないか、求めないか、要請しないか、中で援助しないこと、
やっつけられる 死または禁固によって中で列挙される特別
な状況が下位区分 (a)のパラグラフ (17)を節に分けるなら
ば、仮釈放の可能性のない生命のための州刑務所で、セク
ション 190.4の下で真実であるとわかりました。
このセクションとセクション 190.1、190.3、 190.4, およ
び 190.5で提供されるように、罰は決定されます。
第 7項。刑法のセクション 190.3 は廃止されています。
190.3 被告が第一級殺人の罪に発見され、特別の事情が充
電されており、真実であることが判明する場合、または被
告は軍や退役軍人コード セクション 37, 128, 219, または
このコードの 4500 のセクション 1672 の下位区分 (a) の
違反の有罪を有する後死刑にされる可能性があります、事
実の トリアーを死または仮釈放の可能性のない生命の期
間の州刑務所に閉じ込め、ペナルティがならないかどうか
決定しなければなりません。罰の問題の手続きで、そのよ
うな信念または信念が暴力、暴力の行使または企てた行使
を含んだ、または、暴力と被告の人格を働かせるという明
示または黙示の脅迫を含んだ被告による他の犯罪行為の有
無、背景、歴史、精神状態と体調の犯罪を含んだか否かを
問わず、証拠は現在の罪、どんな先の重罪確信でもまたは
信念の性質と状況を含むがこれに限らず苛立ち、緩和と文
に関連するどんな問題に関してでも人々と被告によって提
示されるかもしれません。
しかし、暴力の行使または企てた行使を含まなかった、ま
たは、暴力を使うという明示または黙示の脅迫を含まな
かった被告によって、証拠は他の犯罪行為に関して認めら
れません。このセクションにて用いられているように、犯
罪行為は信念を必要としません。
しかし、決して、事前の犯罪行為の証拠は、被告が起訴さ
れて、無罪になった罪のために認められません。この証拠
の使用に対する規制は、このセクションに従って訴訟だけ
にあてはまることを目的として、そのような証拠が他のど
の訴訟においても使われるのを許している法令であるか決
定の法律に影響を及ぼすことを目的としません。
罪の証拠の証拠または被告に死刑を受けさせる特別な状況
を除いて、持ち出される証拠の通知が法廷が決定した相当
の期間以内に被告に与えられない限り、証拠は苛立ちで起
訴側によって提示されないかもしれません、裁判（トライ
アル）の前に。減刑事由として被告によって導入される証
拠への反論において、証拠はそのような通知なしで持ち出
されるかもしれません。
刑が課されたあと、仮釈放の可能性のない人生の期間のた
めの州刑務所への監禁の文が今後はそうするかもしれない
と、事実の努力家は指示されます、California州の知事によっ
て仮釈放の可能性を含む文に変えられるか、修正されてく
ださい。
罰を決定する際に、関連するならば、事実のトリーアは以
下の要因のどれでも考慮します：
(a) 被告が現在の手続きで有罪判決を下された犯罪の状況
とセクション 190.1に従って真実であるとわかるどんな特
別な状況の存在でも。

(H) セクション 451の下位区分 (b)に違反する放火。
(D) セクション 219 に違反する電車の難破。
(J) セクション 203に違反する騒乱。
(K) セクション 289に違反する器具によって強姦。
(L) 自動車の乗っ取り、 セクション 215 で定義されていま
す。
(M) サブパラグラフ (B)の誘拐またはサブパラグラフ (H)
の放火の特別な状況を証明するために、 殺す特定の意図
があるならば、それらの重罪の要素の証明があることが義
務づけられるだけです。確立されるならば、たとえ誘拐ま
たは放火の重罪が殺人を容易にする目的で主に、または、
単独で犯されるとしても、それらの 2つの特別な状況は証
明されます。
(18) 殺人は意図的で、拷問を科することを含みました。
(19) 被告は、毒の投与によって、犠牲者を故意に殺しまし
た。
(20) 犠牲者は、ローカルのどんな記録裁判所の陪審員、州
またはこれのシステムまたは他の人が述べる、そして、殺
人が報復において外へ故意にもたらされた連邦主義者でも
ありました、または、パフォーマンスを防ぎます、犠牲者
の公務。
(21) 殺人は意図的で、自動車から銃を出すことによって、
故意に死を負わせる意図による車両の外のもう一人の者で
行われました。このパラグラフのために、車両コードのセ
ククョ 415 で定められるように、「自動車」はどんな車両
でも意味します。
(22) セクション 186.22の下位区分 (f)で定められるよう
に、被告が犯罪のストリートギャングの活発な参加者であ
る間、被告は犠牲者を故意に殺しました、そして、殺人は
犯罪のストリートギャングの活動を進めるために実行され
ました。
(b) 殺す意図がその中で列挙される特別な状況のために特
に下位区分 (a)の下で必要とされない限り、実際の殺人者
（その人に関しては、特別な状況がセクション 190.4の下
で真実であるとわかりました）には仮釈放の可能性なしで
終身州刑務所で 死または 出産を受けるために、特別な状
況の基礎である罪を犯す事の時に殺す少しの意図もある必
要はありませんでした。
(c) すべての人は、いない実際殺人、人を殺すために意図
とエイズ、教唆、弁護、コマンド、誘導、勧誘、要求、ま
たは徒弟の殺人罪で任意の俳優に処する .死亡または刑の
仮釈放の可能性のない生命の州刑務所で 1 つの場合のアシ
スト以上に掲げる特別の事情の セクション 190.4下位区
分 (a) は 真実であることを発見されています。
(d) 下位区分 (c)（すべての人）にもかかわらず実際の殺人
者（その人は、人の生命に対する向こうみずな無関心で、
そして、主要な参加者として、手伝います）が一部の者の
死亡に終わる、そして、したがって第一級謀殺で有罪と判
決される下位区分 (a)のパラグラフ (17)で列挙される重罪
の委任を唆さないか、忠告しないか、命じないか、誘導し
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定者が陪審である。
事実認定者が第 190.2項に記載の一つ又は複数の特殊事情
が真実であるという事実認定を行った場合、別の罰金審問
会を開き、 被告は仮釈放対象外の無期懲役で州刑務所にお
ける懲役に罰せられる。また、残りの特殊事情も真実でな
いという事実認定が行われ、事実認定者が陪審でない場合、
残りの特殊事情が真実か否かという問題について陪審が同
意する能力はなく、別の罰金審問会の開催をしない。 

被告が陪審によって有罪判決を受け、陪審は一つ又は複数
の特殊事業が真実であるという満場一致の評決に至らな
く、全ての特殊事業が真実でないという満場一致の評決に
至らない場合、裁判所は陪審を解散し、名簿から選んだ新
しい陪審を命令して問題を裁判するが、当該陪審が罪の問
題を裁判するのではなく、前の陪審の満場一致の判決に
よって真実でないという事実認定を行った特殊事情の真実
問題も再度裁判しない。当該新陪審が一つ又は複数の特殊
事情が真実であるという満場一致の判決に至ることができ
ない場合、裁判所は陪審を解散し、前の陪審が満場一致の
判決に至ることができなかった問題を裁判するために、名
簿から選んだ新しい陪審を命令するか、或いは州刑務所の
25年刑期を課すかのどちらかを裁判所の自由裁量権によっ
て問題を審理する。
(b) 被告が陪審なしの裁判によって有罪判決を受けた場合、
陪審が被告又は州民によって破棄された場合を除き、罰金
審問会の事実認定者が陪審であり、その場合、事実認定者
は裁判所になる。被告が有罪の申し立てによって有罪判決
を受けた場合、陪審が被告及び州民から放棄された場合を
除き、事実認定者が陪審である。
事実認定者が陪審で、罰金について満場一致に至らない場
合、裁判所は陪審を解散し、名簿から選んだ新しい陪審を
命令して、罰金に関する問題を裁判する。当該新陪審が罰
金について満場一致に至らない場合、裁判所は新しい陪審
を命令するか、仮釈放対象外の無期懲役で州刑務所におけ
る懲役に罰すかを、裁判所の自由裁量権によって決定する。
(c) (b) 事実認定者が、犯罪の被告が仮釈放対象外の無期懲
役で州刑務所の懲役死刑に課せられる場合の陪審をしたと
き、同じ陪審が第 1026項に準じて、精神異常の理由によ
る無罪の抗弁、主張される特別な状況の真実及び適用され
る罰則を考慮する。ただし、裁判所で提示された正当な理
由で陪審は解除される。その場合は新しい陪審が招かれる。
裁判所は、事実認定を支持する正当な理由を記録し、議事
録に記録する理由を提示する。
(d) 被告が死刑の対象になる場合、前の裁判のあらゆる段
階で提示された証拠は、第 1026項に準拠して心神喪失の
原因で有罪でない申し立ての訴訟を含む、前の段階の事実
認定者が後続の段階と同じ事実認定者である場合は、後続
の裁判段階でも考慮される。
(e) 事実認定者が死刑を課す判決又は認定を申し渡した場
合、被告は第 11項副区分 7に従って、当該判決又は認定
に対して修正を申し立てることができる。当該申請に関す
る判決について、裁判官は証拠を評価し、第 190.3項で言
及される悪化及び軽減させる状況を考慮し、悪化させる状

(b) 暴力の企てた行使の使用を含んだ被告による犯罪行為
の有無または暴力を使うという明示または黙示の脅迫。
(c) どんな先の重罪確信の有無でも。
(d) 極端な精神的または感情的な障害の影響下にあったか
どうか犯罪の被告、コミットされました。
(e) 被害者が殺人被告の参加者であるかどうかまたは、行
為、殺人行為に同意しました。
(f) 罪が被告が合理的に信じた状況の下で犯されたか否か
を問わず、彼の行いを道徳的な正当化する理由または情状
酌量であってください。
(g) 被告が最大の強要中で、または、もう一人の人の相当
な支配中で行動したか否かを問わず。
(h) 罪の時にあるか否かを問わず、彼の行いの犯罪行為を
感謝するか、彼の行いを法律の必要条件に従わせる被告の
収容力は酔いの精神的な病気または欠陥または影響の結果
として弱められました。
(i) 犯罪の時点の被告の年齢。
(j) 被告が罪への共犯者と罪を犯す事への彼の参加であっ
たかどうかは、比較的マイナーでした。
(k) たとえそれが犯罪の法的言い訳でないとしても、犯罪
の重大性を軽くする他のどの状況も。
聞いて、証拠の全てを受けた後に、そして、聞いて、助言
の議論を考慮した後に、事実の努力家は、考えて、利益に
取って、このセクションに記載のしゃくにさわって軽くし
ている状況によって案内されて、事実の努力家がしゃくに
さわる状況が酌量すべき情状を上回ると結論するならば死
刑判決を強要します。事実のトリーアが酌量すべき情状が
しゃくにさわる状況を上回ると決心するならば、事実の努
力家は仮釈放の可能性なしで人生の期間のために州刑務所
で監禁の刑を押しつけます。
第 8項。刑法法規第190.4項が修正されたものである。よっ
て、次の通りである： 

190.4 (a) 第 190.2項に記載の特殊事情が申し立てられ、
事実認定者によって被告が第一級殺人罪として判決が下さ
れる場合、事実認定者は申し立てられた各特別事情につい
ての特別な事実認定を行う。特別事情の全て又は一部につ
いての真実の判定は、第 190.1項副区分（ｂ )に従って行
われる審問会又は裁判で提示された証拠に基づいて事実認
定者が行う。 

特殊事情が真実か否かについて妥当な疑いがある場合は、
被告は真実でないという認定をする資格がある。事実認定
者は、各特殊事情が真実か否かについて特別な事実認定を
行う。特殊事情に犯罪又は犯罪の企ての証拠が必要な場合、
当該犯罪は裁判及び有罪判決に適用される一般法に準拠し
て課せられ、証明される。 

被告が陪審なしの裁判によって有罪判決を受けた場合、陪
審が被告又は州民によって破棄された場合を除き、事実認
定者が陪審であり、その場合、事実認定者は裁判所になる。
被告が有罪の申し立てによって有罪判決を受けた場合、陪
審が被告又は州民によって破棄された場合を除き、事実認
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及び第 1202.4項副区分 (f)に準じて課せられた囚人が被
害回復命令の義務がある場合、連邦法によって禁止されて
いる場合を除き、矯正リハビリテーション長官は最小 20
パーセントから最大 50パーセントの金額又は支払うべき
命令額の残りのどちらか少ない金額を囚人の賃金及び信
託勘定から差し引く。長官は被害者に直接支払うために、
California州被害者補償役員会に金額を移動するか、又は被
害者がプログラムに従って支援を得る範囲で、被害回復基
金に支払う。判決裁判所は本副区分に従って、被害者に支
払った支払いの記録、及び被害回復基金に入金した支払い
の記録を提示する。
(2) 1994年 9月 29日前から効力がある政府法規第
13967項副区分 (c)、福利厚生法規第 730.6項副区分 (h)、
及び第 1202.4項副区分 (f)に準じて、弁償命令の義務が
ある囚人が本法案の発効日又はその後に仮釈放対象外の無
期懲役の判決を受けた場合、又は再度判決を受けた場合、
連邦法によって禁止されている場合を除き、矯正リハビリ
テーション長官は最小 20パーセントから最大 60パーセン
トの金額又は支払うべき罰金の残りのどちらか少ない金額
を囚人の賃金から、及び信託勘定から最大 50パーセント
を差し引く。長官は被害者に直接支払うために、California
州被害者補償役員会に金額を移動するか、又は被害者がプ
ログラムに従って支援を得る範囲で、被害回復基金に支払
われる。判決裁判所は本副区分に従って、被害者に支払っ
た支払いの記録、及び被害回復基金に入金した支払いの記
録を提示する。
(d) 囚人が第 1170項副区分 (h)に準じて、郡刑務所の懲役
義務がある場合、1994年 9月 29日前から効力がある政
府法規第 13967項副区分 (c)、福利厚生法規第 730.6項副
区分 (h)、及び第 1202.4項副区分 (b)に準じて、囚人が賠
償罰金の義務がある場合、連邦法によって禁止されている
場合を除き、囚人が収監されている郡の監督官委員会が指
定するエージェンシーは 最小 20パーセントから最大 50
パーセントの金額又は支払うべき罰金の残りのどちらか少
ない金額を囚人の賃金及び信託勘定から差し引く。エー
ジェンシーは被害者に直接支払うために、California州被害
者補償役員会に金額を移動するか、又は被害者が当該プロ
グラムに従って支援を得る範囲で、被害回復基金に支払わ
れるか、又は被害者に直接支払う。判決裁判所は本副区分
に従って、被害者に支払った支払いの記録、及び被害回復
基金に入金した支払いの記録を提示する。
(e) 長官は、連邦法によって禁止されている場合を除き、
副区分 (a)又は (c)に準じて、California州被害者補償役員
会に移動する金額の 10パーセントを管理料金として、囚
人の賃金及び信託勘定から差し引き、保持する。長官は、
連邦法によって禁止されている場合を除き、副区分 (n)に
準じて、未解決の被害回復命令又は罰金を満たすために調
停又は裁定から支払われた金額の 5パーセントを管理料金
として囚人調停又は裁判裁定から差し引き、保持する。長
官は矯正リハビリテーション部門の被害回復プログラムの
管理費及び支援費を払い戻しするために、管理料金を特別
預金勘定に入金する。長官は自分の判断で、同部門被害回
復プログラムの将来の管理費及び支援費として余分な基金

況が軽減させる状況より勝るという陪審の所見及び判決が
法律又は提示された証拠に反するものか否かについて判断
する。裁判官は自分の所見に対する理由を記録に言明する。
裁判官は申請に対する判決の理由を説明し、書記の議事録
に記録することを指示する。第 1181項副区分 (7)に準拠
する死刑判決の修正否認は、第 1239項副区分 (b)に準拠
する被告の自動的上訴について検討する。当該上訴の付与
については、段落 (6)に準拠する州民の上訴を検討する。
第 9項。刑法法規第 2085.5項が修正されたものである。
よって、次の通りである：
2085.5 (a) (1) 1994年 9月 29日前から効力がある政
府法規第 13967項副区分 (a)、福利厚生法規第 730.6項副
区分 (b)、及び第 1202.4項副区分 (b)に準じて囚人が課せ
られた賠償罰金の義務がある場合、連邦法によって禁止さ
れている場合を除き、矯正リハビリテーション長官は最小
20パーセントから最大 50パーセントの金額又は支払うべ
き罰金の残りのどちらか少ない金額を囚人の賃金及び信託
勘定から差し引き、当該金額を California州被害者補償役
員会に移動して、州財政の被害回復基金に入金する。控除
される金額は支払うべき罰金に対して控除される。判決裁
判所は支払いの記録を提出する。
(2) 1994年 9月 29日前から効力がある政府法規第
13967項副区分 (a)、福利厚生法規第 730.6項副区分 (b)、
及び第 1202.4項副区分 (b)に準じて賠償罰金の義務があ
る囚人が本法案の発効日又はその後に仮釈放対象外の無期
懲役の判決を受けた、又は再度判決を受けた場合、連邦法
によって禁止されている場合を除き、矯正リハビリテー
ション長官は最小 20パーセントから最大 60パーセント
の金額又は支払うべき罰金の残りのどちらか少ない金額を
囚人の賃金から、及び信託勘定から最大 50パーセントを
差し引き、当該金額を California州被害者補償役員会に移
動して、州財政の被害回復基金に入金する。控除される金
額は支払うべき罰金に対して控除される。判決裁判所は支
払いの記録を提出する。
(b) (1) 第 1170項副区分 (h)に準じて郡刑務所の懲役義務
がある囚人が 1994年 9月 29日前から効力がある政府法
規第 13967項副区分 (a)、福利厚生法規第 730.6項副区分
(b)、及び第 1202.4項副区分 (b)に準じて囚人が被害回復
命令の義務がある場合、連邦法によって禁止されている場
合を除き、囚人が収監されている郡の監督官委員会が指定
するエージェンシーは最小 20パーセントから最大 50パー
セントの金額又は支払うべき命令金額の残りのどちらか少
ない金額を郡刑務所の囚人の同等の賃金及び信託勘定から
差し引き、当該金額を California州被害者補償役員会に移
動して、州財政の被害回復基金に入金する。控除される金
額は支払うべき罰金に対して控除される。判決裁判所は支
払いの記録を提出する。
(2) 監督官委員会が徴収するエージェンシーとして郡保安
官を指定した場合、監督官委員会はまず、郡保安官の同意
を得る。
(c) (1) 1994年 9月 29日前から効力がある政府法規第
13967項副区分 (c)、福利厚生法規第 730.6項副区分 (h)、
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よって禁止されている場合を除き、副区分 (g)又は (h)に準
じて、California州被害者補償役員会に移動する金額の 10
パーセントを管理料金として、仮出所者又は郡刑務所に収
監されていた人物から差し引き、保持する。長官は、連邦
法によって禁止されている場合を除き、副区分 (n)に準じ
て、未解決の被害回復命令又は罰金を満たすために調停又
は裁定から支払われた金額の 5パーセントを管理料金とし
て仮出所者の調停又は裁判裁定から差し引き、保持する。
エージェンシーは、副区分 (n)に準じて、未解決の被害回
復命令又は罰金を満たすために調停又は裁定から支払われ
た金額の 5パーセントを管理料金として、以前郡刑務所に
収監されている人物の調停又は裁判裁定から差し引き、保
持する。長官又はエージェンシーは、矯正リハビリテーショ
ン部門又は、該当する場合はエージェンシーの被害回復プ
ログラムの管理費及び支援費を払い戻しするために、管理
料金を特別預金勘定に入金する。長官は自分の判断で、又
はエージェンシーは部門又はエージェンシーの被害回復プ
ログラムの将来の管理費及び支援費として余分な基金を特
別預金勘定で保持するか、余分な基金の全部又は一部を被
害回復基金に入金するために移動できる。
(j) 囚人が判決裁判所から賠償罰金と被害回復命令の両方
が課せられている場合、矯正リハビリテーション部門は副
区分 (c)に従って賠償罰金を徴収する。
(k) 囚人が第 1170項副区分 (h)に従って、郡刑務所の懲役
義務があり、当該囚人が判決裁判所から賠償罰金と被害回
復命令の両方が課せられ、囚人が収監されている郡の監督
官委員会が指定するエージェンシーが罰金と命令を徴収す
る場合、エージェンシーは副区分 (d)に従って、最初に賠
償罰金を徴収する。
(l) 仮出所者が判決裁判所から賠償罰金と被害回復命令の
両方が課せられ、矯正リハビリテーション部門、又は囚人
が第 1170項副区分 (h)に従って郡刑務所の懲役義務があ
る場合は囚人が収監されている郡の監督官委員会が指定す
るエージェンシーが、副区分 (h)に従って、最初に被害回
復命令を徴収する。
(m) 受刑者が宿泊訪問者の監視がない、施設の食堂から食
物を購入することが義務付けられている施設に収容され、
食物を購入するための金銭を受刑者の賃金以外から受け
取った場合、当該金銭は賠償控除から差し引かれる。当該
控除は食物に実際に使った金額に適用され、受刑者と訪問
一人を含む訪問に対して最大五十ドル（$50）、受刑者と訪
問二人又は三人を含む訪問に対して最大七十ドル（$70)、 
受刑者と訪問三人又はそれ以上を含む訪問に対して最大
八十ドル（$80)までとする。
(n) 第 3451項に従って、連邦、州、又は地方の刑務所、
刑務所、矯正施設、又はその他の当局者、代理人に対して
もたらされた民事訴訟に関連して、裁判又は調停による受
刑者、仮出所者、出所後郡社会監督に置かれた人物、第
1170項副区分 (h)段落 (5)副段落 (B)に従って必須監督が
課せられた被告に対する補償的損害賠償又は懲罰的損害賠
償は、裁判所から認可された妥当な弁護士費用及び訴訟費
用の支払いの後、当該人物に対する未払いの被害回復命令
又は賠償罰金を直接、支払う。裁定の残高は副区分 (e)及

を特別預金勘定で保持するか、余分な基金の全部又は一部
を被害回復基金に入金するために移動できる。
(f) 囚人が、第 1170項副区分 (h)に準じて、郡刑務所の
懲役義務が課せられる場合、連邦法によって禁止されてい
る場合を除き、囚人が収監されている郡の監督官委員会が
指定するエージェンシーは、副区分 (b)又は (d)に準じて、
California州被害者補償役員会に移動する金額の 10パーセ
ントを管理料金として、郡刑務所の同等の囚人の賃金及び
信託勘定から差し引き、保持する。エージェンシーは、連
邦法によって禁止されている場合を除き、副区分 (n)に準
じて、未解決の被害回復命令又は罰金を満たすために調停
又は裁定から支払われた金額の 5パーセントを管理料金
として囚人調停又は裁判裁定から差し引き、保持する。第
1170項副区分 (h)に準じて、拘留が解かれた場合、エージェ
ンシーは徴収した総額の 10パーセント以下を、実際に徴
収した管理費用として料金を請求できる。エージェンシー
は、エージェンシーの被害回復プログラムの管理費及び支
援費を払い戻しするために、管理料金を特別預金勘定に入
金する。エージェンシーは独自の判断で、エージェンシー
の被害回復プログラムの将来の管理費及び支援費として余
分な基金を特別預金勘定で保持するか、余分な基金の全部
又は一部を被害回復基金に入金するために移動できる。
(g) 1994年 9月 29日前から効力がある政府法規第 13967
項副区分 (a)、福利厚生法規第 730.6項副区分 (b)、及び第
1202.4項副区分 (b)に準じて仮出所者が課せられた賠償罰
金の義務がある場合、連邦法によって禁止されている場合
を除き、長官、又は囚人が第 1170項副区分 (h)に準じて
郡刑務所の懲役義務がある場合は、囚人が収監されている
郡の監督官委員会が指定するエージェンシーは仮出所者、
又は第 2085.6項に準じて以前郡刑務所に収監されている
人物から支払うべき賠償罰金を徴収する。長官又はエー
ジェンシーは California州被害者補償役員会に金額を移動
して、州財政の被害回復基金に入金する。控除される金額
は支払うべき罰金に対して控除される。判決裁判所は支払
いの記録を提出する。 

(h) 1994 年 9 月 29 日前から効力がある政府法規第
13967項副区分 (a)、福利厚生法規第 730.6項副区分 (h)、
及び第 1202.4項副区分 (h)に準じて仮出所者が課せられ
た賠償罰金の義務がある場合、連邦法によって禁止されて
いる場合を除き、長官、又は囚人が第 1170項副区分 (h)
に準じて郡刑務所の懲役義務がある場合は、囚人が収監さ
れている郡の監督官委員会が指定するエージェンシーは仮
出所者、又は第 2085.6項に準じて以前郡刑務所に収監さ
れている人物から支払うべき賠償罰金を徴収する。長官又
はエージェンシーは被害者に直接支払うために、California
州被害者補償役員会に金額を移動するか、又は被害者が当
該プログラムに従って支援を得る範囲で、被害回復基金に
支払われるか、又はエージェンシーが被害者に直接支払う。
判決裁判所は本副区分に従って、違反者に支払った支払い
の記録を提示する。
(i) 長官、又は囚人が第 1170項副区分 (h)に準じて、郡刑
務所の懲役義務が課せられる場合は囚人が収監されている
郡の監督官委員会が指定するエージェンシーは、連邦法に
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び (i)に従って、未払いの被害回復命令及び賠償罰金を完
全に支払い終えた後、受取人に送られる。矯正リハビリテー
ション部門は、補償的損害賠償又は懲罰的損害賠償の未払
いについて、有罪判決を受けた個人の犯罪の被害者に対し
て通知する相応の努力をする。第 1170項副区分 (h)に準
じて、郡刑務所の懲役義務が課せられた囚人のために、エー
ジェンシーは補償的損害賠償又は懲罰的損害賠償の未払い
について、有罪判決を受けた個人の犯罪の被害者に対して
通知する相応の努力をする。
(o) (1) 被害回復命令に対する支払いで、California州被害
者補償役員会に支払われた金額は California州被害者補償
役員会が賠償金を受け取ってから 60日以内に被害者に支
払う。被害者への賠償支払い金が二十五ドル（$25）以下
の場合は、当該金額が二十五ドル（$25）になるまで、又
は被害者から少額の支払い要求があるまで送金する必要は
ない。
(2) 被害者の居場所が見つからない場合、被害者に代わっ
て California州被害者補償役員会が受け取った賠償金は資
金が入金された州財政年度の後の州財政年度末までか、又
は被害者が現在住所を提供するまでのいずれか早い方の日
付まで、被害回復基金に保管する。指定期間の終わりまで
残っている金額は被害回復基金に戻す。
(3) (A) 段落 (2)で指定の期間内に被害者が現住所を提供
しない場合、金銭は被害者に代わって徴収されたことを確
認する書類を矯正リハビリテーション部門に提供する。矯
正リハビリテーション部門から情報の確認書を受け取り次
第、California州被害者補償役員会は副区分 (c)又は (h)の
規定に従って、被害者に賠償金を送付する。
(B) 被害者が段落 (2)に指定の期間内に、現住所を提供し
ない場合、囚人が第 1170項副区分 (h)に従って、収監さ
れている郡の監督官委員会が指定するエージェンシーに、
被害者に代わって金銭を徴収したことを確認する書類を提
供する。エージェンシーから情報の確認書を受け取り次第、
California州被害者補償役員会は副区分 (d)又は (h)の規定
に従って、被害者に賠償金を送付する。
第 10項。遡及適用法令。
(a) 第 3項に規定の通りの本法令の目的を最善の方法で達
成するために、かつ判決を公正、平等、統一的に行うために、
本法令は遡及的に適用される。
(b) 被告又は受刑者が本法令の発効日前に死刑の判決を
受けた場合、当該判決は本法令の条件に従って、自動的
に仮釈放対象外の無期懲役で州刑務所への収監に変わる。
California州は本法案の発効日後に、死刑を執行しない。
(c) 本法令の発効日後、最高裁判所は最高裁判所で審理中
の死刑の上訴及び人身保護の申し立てを最高裁判所の自由
裁量権によって、地方の控訴裁判所に移動する。
第 11項。 発効日。
本法令は California州憲法第 II条第 10項副区分 (a)に従っ
て、承認された選挙日の翌日に発効される。
第 12項。可分性。
本法令の条項は可分可能である。第 10項を含む（ただし、

それに限定されない）、本法案の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。

提案 63

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、州民に提示される。
本州民発案法案は刑法規の項目を修正、撤廃、追加するも
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
2016年度全員のための安全法

第 1項。表題
本法案は「2016年度全員のための安全法」として記述さ
れ認識される。
第 2項。所見及び宣言
California州民は所見及び宣言する。
1. 銃による暴力は生命、家族、コミュニティを破壊す
る。2002 年から 2013 年にかけて、California 州では
38,576人の命が銃による暴力によって失われた。この数
字は、Iraqと Afghanistanの戦争で殺されたアメリカの兵
士の数の 7倍である。この同時期に 2,258人の子供たちが
California州において銃弾による怪我により殺された。同州
では、Sandy Hook小学校で殺された子供の数と同じ人数
が銃により 39日ごとに殺されている。
2. 2013年、251人の子供と十代の若者を含む 2,900人の
California州民の殺害に使用された。同年、上記の数とは別
に 1,275人の子供と十代の若者を含む 6,035人が致命的
ではない銃弾による傷により入院、または救急室に運ばれ
た。
3. 銃は犯罪者によって一般的に使用される。California法
務省によると、2014年の 1年間で、1,169件の銃器を使
用した殺人、13,546件の銃器を使用した強盗、15,801件
の凶悪膀胱が California州で発生した。
4. この悲惨な暴力は我々の社会に重大な経済的重荷を課す
る。研究者は、銃による暴力が控えめにみて年間最低 $2
兆 290億、アメリカ人 1人あたり年間 $700以上の被害を
経済に与えると見積もっている。2013年のみで California
州における銃による死傷者の医療費用は $8,300万、失わ
れた生産性は $42.4億に上る。
5. California州はこの状況を改善することができる。妥当
な常識のある銃規制法により銃による死傷を減少させ、犯
罪者から銃を奪い、違法な銃の密売を規制する。California
州は国内において銃安全法を率いてきたが、これらの法に
はいまだに抜け穴があり、州内のコミュニティは銃による
秒力と大量射殺にさらされている。我々は法を遵守しつつ
責任のある California州民が自己防衛、狩猟、娯楽のため
に銃を保有するという抜け穴を閉ざすことが可能である。
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告を California州に継続的に義務付けることにより、同州
以外の身元調査をより効果的にするべきである。
14. 銃の盗難は深刻であり、暴力的な犯罪の潜在性を持つ。
我々は、当犯罪が重罪され、当犯罪を犯した人物の銃器の
所有を禁止することを明確にしなければならない。
第 3項。目的と意図。
California州民は「2016年度全員のための安全法」（以下
「法」）の制定の目的と糸を以下のように宣言する。
1. 法を遵守し、責任のある California州民の憲法修正案第
2条の権利を保護しつつ、California州銃安全法を国で最強
にするために妥当で上位機的な改革を実施する。
2. 銃と弾薬を有罪判決を受けた重罪犯、危険な精神病患
者、他の銃器や弾薬の所有を法により禁止された人物の手
から奪う。
3. California州における弾薬購入者‐銃器購入者と同様に
‐が身元調査の対象となることを確実にする。
4. 全弾薬販売店に、弾薬の損失や盗難を発見後 48時間以
内に報告することを義務付ける。
5. California州が、法により銃器の所有を禁じられた人物
を連邦政府の身元調査システムに報告することを義務付け
ることにより、同州が連邦法執行機関と重大な情報を共有
することを確実にする。
6. 損失盗難された銃器の法執行機関への報告を義務付け
る。
7. 銃器の所有の資格を取り上げられるような犯罪により
有罪判決を受けた人物が銃器を放棄することを義務付ける
法を執行する。
8. Sandy Hook 小 学 校、Colorado 州 Aurora の 映 画 館、
Columbine高校、San Franciscoの 101 California Streetの
事務所での大量殺害を可能にする軍様式弾薬マガジンの所
有を California州において違法にする。
9. 刑法 25400条、1192.7条との整合性を取り、銃器の
盗難の有罪判決を受けた人物から銃器の所有を禁止し、銃
器の盗難は当銃器の価値に関わらず、重罪窃盗であるとい
う提案 47の意図を果たす。
第 4項。 銃器の損失または盗難
第 4.1項。4.5目 ( 25250項で始まる ) が以下のように刑
法第 6偏、表題 4に追加された。

4.5目銃器の損失または盗難
25250. (a) 2017年 7月 1日をもって、すべての人は、
所有する銃器の盗難または損失に気づいた、または合理的
に気づくべきだった日より 5日以内に、所有する銃器の損
失または盗難を管轄区の地方の法執行機関に報告すること
とする。
(b) (a) 款において銃器の損失または盗難を報告した者はす
べて、その後銃器がその人物によって返還された場合には、
盗難または損失が発生した 5日以内に地方の法執行機関に
通知すること。
(c) (a)款の規定にもかかわらず、 16170項の (c) 款の意味

6. 我々は身元調査の作業を知っている。連邦政府の身元調
査はすでに、2,400万件以上の有罪判決を受けた犯罪者へ
の銃の販売を防止し、 Americaにおける他の違法購入を防
止した。2012年 1年間で、身元調査により重罪犯による
82,000件の購入試行を含む 192,043件の不法な購入者へ
の銃器の販売が防止された。これは、身元調査により毎日
225人の重罪犯の銃器の購入を防止していることになる。
California州法は銃器を購入する人の身元調査を要求する
が、弾薬を購入する人には要求しない。我々はこの抜け穴
を閉ざすべきだ。
7. 現在、暴力的重罪犯や危険な精神病患者が California州
のスポーツ用品店に立ち寄り何の質問もされることなく弾
薬を購入することが可能である。これは変更されるべきで
ある。我々は、弾薬購入にも銃の購入と同じように身元調
査を要求し、それら両者が危険な人物の手に渡ることを防
止するべきである。
8. 現行法の下では、弾薬販売店は弾薬の損失や盗難の場合
に法執行機関に報告を義務付けられていない。法執行機関
が弾薬が危険な人物の手に不法に密売されるのを防げるよ
う、販売店は発見 48時間以内に弾薬の損失や盗難を報告
すべきである。
9. California州民は現在、銃の損失や盗難を法執行機関に
報告することを義務付けられていない。これは、法執行機
関の盗難された銃によって犯された犯罪の調査、銃密売の
輪の破壊、銃の合法的な所有者への返却を困難にする。銃
所有者の、銃の損失や盗難の法執行機関への報告を義務付
けるべきである。
10. 現行法の下では、銃犯罪をや他の深刻な犯罪を犯した
人物は銃器の所有を禁止されている。しかし、現存の法は
これらの人々が有罪判決の際に所有を禁止された銃を放棄
する手続きを明確にしていない。その結果、2014年、法
務省は 1,400件以上の攻撃用武器を含む 34,000丁以上の
違法な銃を所有する17,000人の人物を発見している。我々
は、銃の所有を禁止された人物に銃の放棄を義務付けるだ
けでなく、それを確実にすることによりこの危険な抜け穴
を閉ざさなければならない。
11. 軍様式の大容量弾薬マガジン‐弾薬 100個以上の容
量の‐は、射手の短時間に大量の人数を殺害する能力を
増加させる。このため、1993年の San Franciscoの 101 
California Streetから 1999年の Columbine高校、 2012年
の Connecticut州、Newtownの Sandy Hook小学校という
Americaにおける最も恐ろしい大量射殺の多くにおいて、
これらの大容量弾薬マガジンが一般的なのである。
12. 今日、California州法は軍様式の大容量弾薬マガジン
の製造、輸入、販売を禁止しているが、一般市民の所有を
禁じていない。我々はこの抜け穴を閉ざすべきだ。経験を
積んだ法執行機関以外、これらの危険な弾薬マガジンを所
有するべきではない。
13. California州は California州に居住の銃購入者の身元調
査を行うが、他の場所に居住する銃購入者の身元調査の実
施は他の週や FBIに任せなければならない。身元調査シス
テムに銃器の所有を禁じられている人物の連邦政府への報
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施錠していない限りは、銃の所有人物は軽犯罪により有罪
となる。」
(c) 「弾丸が込められた銃器を保管、またはコントロールさ
れている施設に保管しており、18歳以下の人物がそれを
手にし、それを施設外の学校や学校主催のイベントにに持
ち出した場合、施錠された容器に銃器を保管、または銃器
の一時的な機能を防止するために施錠していない限りは、
銃の所有人物は五千ドル ($5,000)以下の罰金を含む軽犯
罪により有罪となる。」
(d) 「弾丸の込められた銃器を 18歳以下の人物が手にする
可能性のある保管、またはコントロールされている施設に
保管している場合、施錠された容器に銃器を保管、または
銃器の一時的な機能を防止するために施錠していない限り
は、銃の所有人物は一千ドル ($1,000)以下の罰金を含む
軽犯罪による有罪となる。」
(e) 「換気の不十分な場所での銃器の発砲、清掃、または弾
薬の取り扱いは出生障害、生殖への危害、他の深刻な傷害
の原因となる物質として知られている鉛への露出となる。
常に適した換気を行うこと。露出の後にはよく手を洗うこ
と。」
(f) 「連邦法により、初回身元調査の書類の記入終了後 30
日以内に所有権を得る銃器を物理的に所有しない場合、当
銃器の所有権を得るには身元調査の手続きを再度行わなけ
ればならない定められている。」
(g) 「隠し持つことが可能なピストル、短銃、または他の銃
器の購入申請は、30日間に 1丁のみであり、30日以内に
隠し持つことが可能なピストル、短銃、または他の銃器の
購入申請をした人物には配達は行われない。」
(h) 「所有、または保持する銃器が損失または盗難した場合、
その損失または盗難に気づいた、また合理的に気づくべき
だった日より 5日以内にその損失または盗難が発生した地
方の法執行機関に報告すること。」
第 5項。条全米犯罪歴即時照合システムの強化
第 5.1項。条刑法規第 28220項を次の通りに改正する。
28220. (a) 人物が 27535項 (a)に記されている人物であ
るか、または州法または連邦法により銃器の保持、受け取
り、所有、購入を禁じられているかを決定するために、銃
器購入者情報の提出に伴い、法務省はその記録と福利厚生
法規の 8104項に準ずる国立病院の国務省からの要求に認
可された記録を検証する。
(b) 資金調達が可能な限り 法務省 は は 表題 18、 922
項 副項 (t) に記されている全米犯罪歴即時照合システム 
(NICS)に参加し、その参加が実施された場合購入者が連邦
法により銃器の取得を禁じられた人物であることを、販売
が実施された市の販売業者および警察署長に知らせるか、
販売が地方警察署のない地域で行われた場合、販売が実施
された群の保安官に知らせる。
(c) 法務省が購入者が州法または連邦法により銃器の所持、
受け取り、所有、購入を禁じられていると決定した場合、
またはその人物が 27535項 副項 (a)に記されている人物
であると決定した場合、その事実を販売が実施された市の

において古い銃器である銃器の損失または盗難は義務付け
られない。
25255. 25250項は以下の場合適用されない。
(a) 法執行機関または治安官の従業員または公務員が損失
または盗難を当人を雇用する機関に報告した場合。
(b) 米国連邦政府保安官または米国軍隊、国家警備隊が公
務についている時。
(c) 米国法規の表題 18第 44章 (921項で始まる )および
それに準じて発行された規定に準拠して認可を受けた者お
よび、米国法規の表題表題 18第 923項 (g)(6)項、後継者
条項、それに基づいて発行された規定に準じて盗難または
損失を報告した者。
(d) 2017年 7月 1日以前に銃器を損失、または盗難され
た者。
25260. 11108 に準じ、全保安官または警察署長は法務
省の自動銃器システムに直接損失または盗難が報告された
銃器の説明を提出すること。
25265. (a) 25250 を違反する者は、初犯の場合、違反
の罪で百ドル ($100)以下の罰金を科される。
(b) 25250 を違反する者は、第二犯の場合、違反の罪で
一千ドル ($1,000)以下の罰金を科される。
(c) 25250 を違反する者は、軽犯罪の罪で群刑務所での
6か月以下の懲役、または一千ドル ($1,000)以下の罰金、
またはこれら双方が科される。
25270. 25250項に準じて銃器の損失または盗難を報告
した者は、情報を有する場合は当銃器の製造元、型、製造
番号、および報告を受ける地方の法執行機関が義務付ける
その他の追加情報を報告すること。
25275. (a) 報告が間違っていると知りつつ銃器の損失、
盗難の方向を地方の法執行機関にしてはならない。当項の
違反は違法であり、初犯の場合は二百五十ドル ($250)以
下の罰金、 第二犯以降は一千ドル ($1,000)以下の罰金が科
される。
(b) この項は他の法により執行を免れることはない。
第 4.2項。刑法規第 26835項を次の通りに改正する。
26835.被免許者は認可を受けた施設に以下の楷書の警告
を 1インチ以上の高さで掲示すること。
(a) 「弾丸が込められた銃器を保管、またはコントロールさ
れている施設に保管しており、18歳以下の人物がそれを
手にして使用し、傷害または死に至った場合、またはそれ
を公けの場所に持ち出した場合、施錠された容器に銃器を
保管、または銃器の一時的な機能を防止するために施錠し
ていない限りは、銃の所有人物は軽犯罪または重罪により
有罪となる。」
(b) 「隠し持つことができるピストル、短銃、または他の銃
器を保管、またはコントロールされている施設に保管して
おり、18歳以下の人物がその銃器を手にすることができ、
およびそれを施設外に持ち出した場合、施錠された容器に
銃器を保管、または銃器の一時的な機能を防止するために
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生記録の複製の入手に際し、購入者は法務省に対し、承認
用紙で不正確、または不完全な箇所を報告する。
(3) 法務省が逮捕や刑事責任の最終処分、または精神衛生
治療または検査の結果を確認した場合、または 26815お
よび 27540項に記される待期期間の終了後、および販売
店のこの項に準じた法務省への購入者情報の初回提出から
30日以内に (1)に記されている銃器の購入の適格性がない
と確認した場合、法務省は以下の行動を実施する。
(A) 購入者が 27535項副項 (a)に記されている人物でなく、 
福利厚生法規の 8100項 または 8103項を含むがこれらに
限定されない州法または連邦法によって銃器の保持、受け
取り、所有、購入を禁止されていない場合、法務省は即座
に販売店にその事実を知らせ、販売店は銃器が配送された
日を販売店の登録用紙の記録または電子送信記録に記し、
販売店は銃器の購入者への配達を示す登録用紙または電子
送信記録に署名し、購入者は登録用紙または電子送信記録
に銃器が配達された日付に銃器を受領したことを認めると
いう署名をし、即座に銃器を購入者に配達する。
(B) 購入者が 27535項副項 (a)に記されている人物である
か、 福利厚生法規の 8100項 または 8103項を含むがこれ
らに限定されない州法または連邦法によって銃器の保持、
受け取り、所有、購入を禁止されている場合、法務省は即
座に販売店と販売が実施された市の警察署長、または販売
が実施された地域に地方の警察署がない場合、販売が実施
された群の保安官に、28220項副項 (c) に準じて事実を知
らせる。
(4) 法務省が逮捕や刑事責任の最終処分、または精神衛生
治療または検査の結果、または (1)に記されているように、
販売店の法務省への購入者情報の初回提出から 30日以内
に 銃器の購入の適格性がないと確認できなかった場合、法
務省は即座に販売店にその事実を知らせ、販売店は銃器が
配送された日を販売店の登録用紙の記録または電子送信記
録に記し、販売店は銃器の購入者への配達を示す登録用紙
または電子送信記録に署名し、購入者は登録用紙または電
子送信記録に銃器が配達された日付に銃器を受領したこと
を認めるという署名をし、即座に銃器を購入者に配達する。
(g) 2017年 7月 1日をもって、人物が連邦法または州法
に準じて銃器の保持を禁止されていることを示す情報の受
領により、法務省は当人の氏名、誕生日、身体的特徴を全
米犯罪歴即時照合システムのインデックスの拒否人物の
ファイルに送信する。提供された情報は特権、機密事項と
され、連邦または州の銃器法の執行の目的以外の目的では
開示されない。
第 6項。 大容量の弾倉の保有に関して。
第 6.1項。 刑法規第 32310項を次の通りに改正する。
32310. (a) 本章の (第 32400項から始まる )第 2条と第
2部の表題 2の第 17700項から始まる第 1章に記載がな
い限り、2000年 1月 1日より開始本州の人で大容量の弾
倉を製造または製造しようとした場合、本州に輸入、販売
のために保有、誰かに与る、貸す、購入、受け取った場合、
すべての人は 1年間を超えない範囲で郡刑務所に収監、若
しくは 第 1170項のサブディビジョン (h)に従って収監さ

販売業者および警察署長に知らせるか、販売が地方警察署
のない地域で行われた場合、販売が実施された群の保安官
に知らせる。
(d) 法務省が 28210項 副項 (d)に準じて提出された登録
用紙の複製に空白があったり不正確、判読不能または不完
全な情報が含まれ、購入者の識別、または拳銃や他の銃器
の購入を妨げると判断した場合、または 28225項に準じ
た必要な登録費用が登録用紙の複製の提出の際に販売店か
ら支払われていない場合、法務省はその事実を販売店に知
らせる。法務省の通知の際、販売店は当省に修正済みの登
録用紙の複製、または 28225項に準じた必要な登録費用、
またはその双方を提出し、法務省による通知が購入された
銃器の配達以前に販売店によって受け取られた場合、販売
店は 26815および 27540項に記される待期期間の終了ま
で配達を保留する。
(e) 法務省が 28215項に準じて伝達された情報に不正確、
または不完全な情報が含まれ、購入者の識別、または拳銃
や他の銃器の購入を妨げると判断した場合、または 28225
項に準じた必要な登録費用が電子または電話記録の伝達の
際に販売店から支払われていない場合、法務省はその事実
を販売店に知らせる。法務省からの通知に伴い、販売店は
同省に電子または電話記録に修正、または 28225項に準
じた必要な登録費用、またはその双方を送り、同省からの
通知通知が購入された銃器の配達以前に販売店によって受
け取られた場合、販売店は 26815および 27540項に記さ
れる待期期間の終了まで配達を保留する。
(f) (1) (A) 法務省は、その記録、または全米犯罪歴即時照
合システムで照合可能な記録が以下のどれかに適合する場
合は同省は即座に販売店に購入者への銃器の配送の遅延を
知らせる。
(i)  購入者に拘留歴があり、精神衛生治療または検査のた
めに施設に収容されたことがある、または福利厚生法規の
8100項 または 8103項 に記された人物である可能性があ
り、同省が、購入者が、26815および 27540項に記され
る待期期間の終了以前に福利厚生法規の 8100項 または
8103項 に準じて銃器の所持、受け取り、所有、購入を禁
止されている人物であることを確認できない場合。
(ii) 購入者が有罪判決を受けた場合、州法または連邦法に
より銃器の所持、受け取り、所有、購入を禁止されている
人物と特定する犯罪で逮捕または告発され、法務省が、購
入者が 26815および 27540項に記される待期期間の終了
以前に銃器の所持、受け取り、所有、購入を禁止されてい
る人物であることを確認できない場合。
(iii) 購入者が 27535項の副項 (a)に記されている人物であ
る可能性があり、法務省が 26815および 27540項に記さ
れる待期期間の終了以前に 27535項の副項 (a)に記されて
いる人物かどうか確認できない場合。
(B) 販売店は購入者に、(A)に記されている遅延について法
務省に問い合わせる方法に関する情報を提供する。
(2) 法務省は、遅延に関して購入者に郵送で知らせ、購入
者が当省が所有する当人に関する犯罪歴または精神衛生記
録の複製の入手手続きを説明する。当犯罪歴または精神衛
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容量の弾倉を州内に輸入する場合には適応されない。
第 6.7項。刑法規第 32425項を次の通りに改正する。
32425. 第 32310項 はいずれか下記の全てに適応されな
い：
(a) 第 26700項から第 26915項に従ってライセンスを保
有する者に対して、又はメンテナンス、修理、修正のため
に銃技術工に対して大容量の弾倉を譲渡若しくは貸す場
合。
(b) サブディビジョン (a)に記載されている目的のためにサ
ブディビジョン (a)に記載されている人物が大容量の弾倉
を保有する場合。
(b) (c) サブディビジョン (a)に記載されている人物から持
ち主に対して大容量の弾倉が返還される場合。
第 6.8項。刑法規第 32435項を次の通りに改正する。
32435. 第 32310項下記の全てに適応されない：
(a) 大容量の弾倉の販売、譲渡、貸付、保有、本州への輸
入が本州の法律に基づき装甲車事業を行っている主体に
よって、若しくはその主体に対して行われる場合。
(b) サブディビジョン (a)に記載されている主体によって、
当該主体の装甲車事業の目的に従う範囲ないでのその主体
の認可を受けている従業員への大容量の弾倉の貸付。
(c) サブディビジョン (a)に記載されている主体の従業員に
よる、当該主体の装甲車事業の目的に従う範囲ないでの大
容量の弾倉の保有。
(c) (d) サブディビジョン (b)に記載されている従業員によ
る大容量の弾倉のサブディビジョン (a)に記載されている
主体への返還。
第 6.9項。刑法規第 32450項を次の通りに改正する。
32450. 第 32310項は、大容量の弾倉の購入及び保有に
関して 第 31000項、第 32650項、第 33300項、若しく
は表題 2の第 5部の第 1章の第 3条 (第 18900項から始
まる )、又は本項の第6章の第4条 (第32700項から始まる )
に従って、下記の目的のために特別武器許可証を保有して
いる者には適応されない：
(a) 静止画、テレビ、ビデオの制作のための使用。
(b) 連邦規制に従った輸出。
(c) 該当する連邦規制に従った法執行機関、政府機関、軍
に対する再販売。
第 7項。 銃器商人。
第 7.1項。 刑法規第 26885項を次の通りに改正する。
26885. (a) 第 26805項のサブディビジョン (b)と (c)に
記載されている場合を除いて、ライセンスの規定内の銃器
は、ライセンスが保有されている場所で保持されなければ
ならない。
(b) ライセンス保有者は、下記のものを紛失若しくは盗難
にあった場合は、48時間以内にライセンス保有者の事務
所が位置している市、郡、市と郡に報告しなければならな
い。

れる。
(b) 本項において、「製造とは」弾倉を本体、スプリング
及びフォロワー、フロアプレートまたはエンドプレートと
いったものに限らず、その部品を組み合わせて完全に機能
する大容量の弾倉を作り上げることを指す。
(c) 2017年 7月 1日より、本章の (第 32400項から始ま
る )第 2条と第 2部の表題 2の (第 17700項から始まる )
第 1章に記載がない限り、取得した日時に関わらず大容量
の弾倉を保有している者は、大容量の弾倉一つあたり百ド
ル ($100)を超えない範囲の罰金刑違反として有罪、また
は大容量の弾倉一つあたり百ドル ($100)を超えない範囲
の罰金、郡刑務所での一年を超えない範囲での懲役、若し
くは罰金と懲役両方を課される軽罪として有罪となる。
(d) 2017年 7月 1日より合法的に大容量の弾倉を保有で
きないであろう者は、2017年 7月 1日以前に下記の事を
行わなければならない：
(1) 本州から該当する大容量の弾倉を排除；
(2) ライセンスを保有している銃器販売者に該当する大容
量の弾倉を販売する；
(3) 若しくは、該当する大容量の弾倉を法執行代理人に引
き渡し破壊する。
第 6.2項。刑法規第 32400項を次の通りに改正する。
32400. 第 32310項 は、法律によって大容量の弾倉の保
有が連邦政府、州、群、市と群、市の機関によって、その
機関の職員による職務の執行において、使用が認められた
範囲において、そして職務の執行を目的としたものである
場合の、本州への大容量の弾倉の販売、譲渡、貸付、輸入、
購入、保有に対しては適応されない。
第 6.3項。刑法規第 32405項を次の通りに改正する。
32405. 第 32310項 は、大容量の弾倉の販売、貸付、譲渡、
購入、受け取り、保有若しくは輸入に関して、第 2部の表
題 3の 4.5章 (第 830項から始まる ) で定義される宣誓治
安官、若しくは宣誓連邦警察官 で、職務の内容と目的に従っ
て銃器の保有が認められている者には適応されない。
第 6.4項。刑法規第 32406項を次の通りに追加する。
32406. 第 32310項 のサブディビジョン (c)は、第 2部
の表題 3の 4.5章 (第 830項から始まる ) で定義される
立派に退任した宣誓治安官、若しくは立派に退任した宣誓
連邦警察官で、職務の内容と目的に従って銃器の保有が認
められていた者には適応されない。「立派に退任」とは第 
16690項で定義されている意味と同様の意味を持つ。
第 6.5項。刑法規第 32410項を次の通りに改正する。
32410. 第 32310は、第 26700項から第 26915項に従っ
てライセンスを保有する者による、若しくはそのような者
に対する大容量の弾倉の販売、 若しくは購入保有には適応
されない。
第 6.6項。刑法の第 32420項は撤廃される。
32420. 第 32310項は 2000年 1月 1日以前に合法的に
大容量の弾倉を保有し、合法的に州外に持ち出し、その大
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ネーションといった方法によってのみ開けることのできる
部屋若しくは倉庫に保管されている。
(4) 銃器が銃器ののトリガーガードを通じて、少なくとも
直径八分の一インチである硬化鋼棒またはケーブルで固定
されている。鋼棒またはケーブルはシャックルを持つ硬
化鋼ロックで固定されていなければならない。ロックと
シャックルは、ボルトカッターの使用から保護されていな
ければならず、ロッドまたはケーブルは銃器が動かされる
ことを防ぐようにして固定されていなければならない。
第 8項。 弾薬の販売。
第 8.1項。 刑法規第 16150項を次の通りに改正する。
16150. (a) 第 30300項で使われている通り、「弾薬」と
は第 16650項で定義されている手持ち銃用の弾薬を指す。
本パートで使われている通り、第 30305項のサブディビ
ジョン (a)と第 30306項を除いて、「弾薬」とは一つまた
はそれ以上の発射体、下塗りされたケースと噴射剤からな
る一つ又はそれ以上の装填されたカートリッジを意味す
る。中身が空のものは「弾薬」には含まれない。
(b) 第 30305項のサブディビジョン (a)と第 30306項で
使用されているように、「弾薬」とは任意の弾丸、カートリッ
ジ、マガジン、クリップ、スピードローダー、オートローダ、
または銃器から発射することができ致命傷を負わせること
のできる発射体を含む。中身が空のものは「弾薬」には含
まれない。
第 8.2項。刑法規第 16151項を次の通りに追加する。
16151. (a) 本部分で使用されているように、2018年 1
月 1日より「弾薬の商人」とは第 30385項 に基づき発行
された弾薬商人のライセンスを保有している個人、会社、
企業、その他の事業主体を指す。
(b) 2018年 1月 1日より、第 26700項から第 26915項
に準拠してライセンスが付与された銃器ディーラーは、自
動的にライセンスを有する弾薬ベンダーとみなすものとす
る。但し、当該ディーラーは、表題 4の第 10部の第 1章
の第 2条 (第 30300項から始まる ) と第 3条 (第 30342
項から始まる ) の要件に準拠するものとする。
第 8.3項。刑法の第 16662項は撤廃される。
16662. 本部分で使用されているように「ハンドガン弾薬
商人」とは、ハンドガン弾薬の小売、若しくはその他ハン
ドガン弾薬を販売する商業に関わっている個人、会社、起
票、商人、その他の事業主体を指す。
第 8.4項。刑法規第 17315項を次の通りに改正する。
17315. 第 3条 (第 30345項から始まる ) 表題 4の第 10
部の第 1章の第 2条から第 5条 で使用されているように、
「商人」とは ハンドガン弾薬商人を指す。
第 8.5項。刑法規第 30306項を次の通りに改正する。
30306. (a) 個人、企業、若しくは会社若しくはその他の
事業主体で 第 30305項 ,のサブディビジョン (a)若しくは
(b)に準拠して弾薬若しくはロードされた弾薬の所有、保有、
管理又は操作してはいけないと認識している、若しくは合
理的に考えて知っていなければならない人物に対して、弾

(1) ライセンス保有者の取扱商品である全ての銃器若しく
は弾薬。
(2) 全ての銃器 または弾薬で第 5章 (第 28050項から始
まる )又は第 30312項に従ってライセンス保有者が保有し
ている物。
(3) ライセンス保有者の事務所で保有されている全ての銃
器又は弾薬。
第 7.2項。刑法規第 26915項を次の通りに改正する。
26915. (a) 2018年の 1月 1日より銃器商人は第 26710
項に準拠して司法省から資格証明書うをもらうためには、
銃器を扱う、販売する、届ける代理人若しくは従業員を必
要とする。証明書の申請の歳は、代理人または従業員は、
名前と当人が採用されている銃器商人の California銃器商
人番号を提供しなければならない。
(b) 司法省は資格証明書を持つ代理人若しくは従業員が銃
器を持つことを禁止された場合に銃器承認に知らせなけれ
ばならない。
(c) 地元の管轄区が銃器承認の代理人若しくは従業員の
バックグラウンドチェックを必要とする場合は、代理人ま
たは従業員はサブディビジョン (a)に基づく資格認定証明
書を取得しなければならない。
(d) (1) 本項のいかなる内容も地元の管轄区が第 11105項
に準拠して追加的なバックグラウンドチェックを行うこと
を妨げるよう解釈されてはいけない。地元の管轄区は追加
的な犯罪経歴調に関わる費用を請求するべきではない。
(2) 本項のいかなる部分も、従業員の雇用において資格証
明書の取得プロセスに関係ないとみられる犯罪経歴を基に
徐元の管轄区が雇用を禁ずることを妨げるように解釈され
てはいけません。
(e) ライセンス保有者が、代理人が本表題の第 9部の第 2
章 (第 29800 項から始まる ) 又は第 3章 (第 29900項
から始まる ) 、若しくは福利厚生法規の第 8100項か第
8103項に記載されている銃器を保有するべきではない人
物であると知っている場合、若しくは合理的に考えて知っ
ているべきである場合は、管理されていない銃器に触れる
こと、サブディビジョン (g)に記載のあるロック装置を開
けるための鍵、コンビネーション、コード等にアクセスさ
せてはならない。
(f) 本項のいかなる内容も地方政府がライセンス保有者の
代理人若しくは従業員の条件に関して追加的な条例を制定
することを妨げてはならない。
(g) 本項において「管理されている」とは、銃器が下記の
いずれかの方法によって使用できない状態になっているこ
とを指す：
(1) 第 23655項のサブディビジョン (d)に記載のある部局
によって認められた銃器保管機器によって銃器が管理され
ており使用できない。
(2) 第 23650項に記載のある部局の認める銃器保管庫の基
準を満たす保管庫において管理されていて使用できない。
(3) 銃器が銃器を保管するための個別の鍵若しくはコンビ
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(2) 第 2部分の表題 3第 4.5項 (第 830項から始まる ) で
定義される宣誓治安官、若しくは宣誓連邦警察官で、職務
の内容と目的に従って銃器の保有が認められている者。
(3) ハンドガン弾薬若しくは銃器の商売に、米国法規の表
題 18の第 44章 (第 921項から始まる ) とそこで発行さ
れている規制に従って携わっているもの。
(4)  本表題の第 6部の第 6章の第 6条 (第 28450項から
始まる ) に従って司法省が管理している連邦銃器ライセン
ス免除者のリストに載っている者。
(5) 米国法規の表題 18の第 44章 (第 921項から始まる ) 
とそこで発行される規制に従って商人、若しくは銃器のコ
レクターとしてのライセンスを持っており、保有している
ライセンスが本州外のものである人物。
(6) 米国法規の表題 18の第 44章 (第 921項から始まる ) 
とそこで発行される規制に従って銃器のコレクターとして
のライセンスを持っており、保有しているライセンスが本
州を対象とするものであり、第 26710項に準拠して司法
省によって発行される資格証明書を持っている人物。
(7) ハンドガン 弾薬商人。
(8) コンサルタント -評価人
(9) 商売ライセンス、若しくはその他の規制で定められて
いるライセンスを保有している施設で弾薬を購入若しくは
受け取る人物。ただし弾薬はその施設内に常に保管されて
いなければならない。
(10) 第 16720項に定義されている直径の家族、若しくは
登録されているパートナー、伴侶から弾薬を購入若しくは
受け取った人物。
(c) (d) 本項の規定を犯した場合は軽犯罪となる。
第 8.7項。刑法規第 30314項を次の通りに追加する。
30314. (a) 2018年 1月 1日より、本州の住民は第
30312項で規定されている手続きに従って最初にライセン
スを保有している弾薬商人に弾薬を届けて住民に引き渡し
てもらわない限り、本州外で購入若しくは取得した弾薬を
本州に持ち込んだり輸送していはならない。
(b) サブディビジョン (a) は下記のすべてに適応されない：
(1) 弾薬商人。
(2) 第 2部分の表題 3第 4.5章 (第 830項から始まる )で
定義される宣誓治安官、若しくは宣誓連邦警察官で、職務
の内容と目的に従って銃器の保有が認められている者。
(3) ハンドガン弾薬若しくは銃器の商売に、米国法規の表
題 18の第 44章 (第 921項から始まる )とそこで発行さ
れている規制に従って携わっているもの。
(4) 第 6部の第 6章の第 6条 (第 28450項から始まる ) 
に従って司法省が管理している連邦銃器ライセンス免除者
のリストに載っている者。
(5) 米国法規の表題 18の第 44章 (第 921項から始まる )
とそこで発行される規制に従って銃器のコレクターとして
のライセンスを持っており、保有しているライセンスが本
州を対象とするものであり、第 26710項に準拠して司法

薬を供給、宅配、保有させた場合は軽罪として一年の範囲
内で郡刑務所への収監、若しくは千ドル ($1,000)を超え
ない範囲での罰金、若しくは罰金と収監のどちらもの罰を
与えられる。
(b) 第 30305項 ,のサブディビジョン (a)若しくは (b)に
準拠して弾薬若しくはロードされた弾薬の所有、保有、管
理又は操作してはいけないと認識している、若しくは合理
的に考えて知っていなければならない人物に対してその後
弾薬を販売若しくは引き渡すということを知っている、若
しくはある理由からそうであると思われる人物に対して弾
薬を供給、宅配、保有させた個人、企業、会社、その他の
事業主体は軽罪として一年の範囲内で郡刑務所への収監、
若しくは千ドル ($1,000)を超えない範囲での罰金、若し
くは罰金と収監のどちらもの罰を与えられる。
(b) (c) 本項の条項は累積的であり、その他の法律を制限す
るように解釈されてはならない。しかし、本項とその他の
法律の条項で異なる罰則が罰すべき行為に対してある場合
は、二つ以上の条項の下で罰してはならない。
第 8.6項。刑法規第 30312項を次の通りに改正する。
30312. (a) 2011年 2月 1日より (1) 2018年 1月 1日
よりあらゆる主体による弾薬の販売は、ライセンスを保有
している弾薬商人によって行われなければならない。
(2) もしどちらの主体も弾薬商人のライセンスを保有して
いない場合は、販売者は弾薬商人のライセンスを保有して
いる人物を通して取引を行わなければならない。その際弾
薬商人は、販売が禁止されていない限り、その弾薬が自ら
の商品であるかのように適切かつ迅速に購入者に届けなけ
ればならない。もし弾薬商人が合法的に購入者に弾薬を届
けられない場合は、商人は販売者に返却しなければならな
い。弾薬商人は購入者に対して取引を行うための管理費と
して、本表題の条項に準じて、そして追加的に司法省によっ
て定められる額を請求することができる。
(b) 2018年 1月 1日より、弾薬をインターネット又はそ
の他の遠方からの注文によって購入若しくは取得した場
合は、本部分の表題 4の第 10部の第 1章の第 3条 (第
30342項から始まる )と本項に準拠してライセンスを保有
している弾薬商人が最初に受け取り取引を行わなければな
らず、ハンドガンいかなる主体による弾薬の取引、所有権
の移転も販売者、宅配者、移転者 , と顔を合わせて行わな
ければならない購入者又は他の譲受人から身分証明証の証
拠を提供されている場合。
(b) (c) サブディビジョン サブディビジョン (a) と (b) は若
しくは影響を与える 下記のすべての者へのハンドガン弾薬
の販売、引き渡し、移転には適応されない :

(1) 市、郡、市と郡、または州または連邦政府により権限
を与えられたの法執行担当者に対してでハンドガン 販売、
引き渡し、移転が、当該政府機関のみによる使用のための
ものであり、弾薬の販売、引き渡し、移転を行う前に、購
入者又は譲受人を採用する機関の長から、取引を行うこと
が認められた個人を特定し、当人を雇用している機関のた
めのみの使用であることを記した書面による許可を得てい
る場合。
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省によって発行される資格証明書を持っている人物。
(6) 第 16720項に定義されている直径の家族、若しくは登
録されているパートナー、伴侶から弾薬を受け取った人物。
(c) 本項の条項に違反した場合は、一回目は違反、それ以
降は軽犯罪若しくは違反として扱われる。
第 8.8項。刑法の第 6部分の表題 4の第 10部の第 1章の
第 3条 (第 30342項から始まる ) の見出しは以下のように
修正される：

第 3条。ハンドガン 弾薬商人
第 8.9項。第 30345項の直後に続く刑法規第 30342項 
を次の通りに追加する。
30342. (a) 2018年 1月 1日より 30日間の内に 500弾
以上の弾薬を販売する個人、企業、会社、合同会社、その
他の事業主体は有効な弾薬商人ライセンスを保有していな
ければならない。
(b) 本項の規定を犯した場合は軽犯罪となる。
第 8.10項。刑法規第 30347項を次の通りに改正する。
30347. (a) 弾薬商人は弾薬の取扱、販売、引き渡し、
管理及び操作を行う代理人、従業員に第 26710項に準拠
して司法省によって発行される資格証明書を取得させ、提
出させなければならない。資格証明書の申請にあたっては、
代理人又は従業員は雇用主である弾薬商人の名前と住所、
若しくは名前と California銃器商人番号を記載しなければ
ならない。
(b) 司法省は資格証明書を持つ代理人若しくは従業員が 連
邦法の第 30305項のサブディビジョン (a)に準拠して 銃
器を持つことを禁止された場合に銃器承認に知らせなけれ
ばならない。
(c) 弾薬当該ベンダーが知っているまたは合理的に知る
べき代理人または従業員が、本表題の第 9部の第 2章 第
29800項より開始 )、又は第 3章 (第 29900項より開始 )、
若しくは福利厚生法規の第 8100項又は第 8103項に記載
する対象人物である場合、雇用の過程およびその範囲にお
いて、拳銃弾薬の取扱い、販売、又は、引き渡し , かつ当
該人物の管理下におくことを認めてはならない。
第 8.11項。 刑法規第 30348項を次の通りに追加する。
30348. (a) サブディビジョン (b)に記載されている場合
を除いて、ライセンスを保有している弾薬商人による弾薬
の販売は、ライセンスに記載された場所で行われなければ
ならない。
(b) 商人は、モータ付き若しくは牽引車両での銃のショー、
イベントでない限りにおいて、銃のショー及びイベントで
の弾薬の販売を行うことができる。
(c) 本項において「銃のショー及びイベント」とは、国、州、
地方機関の支援の下、銃器のコレクション、競技用の使用、
その他のスポーツ用の使用のために開催されるもの、若し
くは任意の機関や協会の支援のもとコミュニティでの銃器
のコレクション、競技用の使用、その他のスポーツ用の使
用のために開催されるものを指す。

(d) 銃のショー及びイベントでの弾薬の販売は、該当する
法律及び第 30347項、第 30350項、第 30352項、そし
て第 30360に準拠しなければならない。
第 8.12項。刑法規第 30350項を次の通りに改正する。
30350. 弾薬商人は商人若しくはその従業員の補助なしに
ハンドガン弾薬に購入者及び運送者がアクセスできるよう
な形で弾薬を販売、所有権の移転、販売のオファー、所有
権の移転のオファー、販売及び所有権の移転のためのディ
スプレイを行ってはならない。
第 8.13項。刑法規第 30352項を次の通りに改正する。
30352. (a) 2011年 2月 1日より 2019年 7月 1日より
弾薬商人は司法省によって出される用紙に弾薬を販売、引
き渡しする時点できちんと下記に示される情報を記録しな
いい場合は：ハンドガン 弾薬を販売してはならず、若しく
は弾薬の所有権を移転させなければならない。
(1) 販売若しくは取引移転の日時。
(2) 購入者若しくは運送者の運転免許所又はその他の身分
証明証の番号と発行された州。
(3) 販売若しくは運送された弾薬の銘柄、種類、量。
(4) 販売者若しくは運送者の 本名と署名。
(5) 販売若しくはその他の取引を行った販売者の名前。
(6) 上記の用紙に購入者若しくは運送者の右手の親指の指
紋。
(7) (6) 購入者若しくは運送者の居住地の住所と電話番号。
(8) (7) 購入者若しくは運送者の誕生日。
(b) 2019年 7月 1日より、弾薬商人は所有する弾薬の全
ての販売と運送に関してサブディビジョン (a)において必
要とされている情報を電子媒体で司法省に提出しなければ
ならない。司法省は弾薬購入記録ファイルというデータ
ベースにこの情報を保管しなければならない。この情報は
機密情報として扱われなければならず、司法省若しくは第
11105項のサブディビジョン (b)又は (c)に記載されてい
る機関によって California法執行通信システムを通じて、
法執行の目的のためのみに使用される。弾薬商人は、購入
者若しくは運送者の書面での許可を無しには本サブディビ
ジョンで要求されている提出の目的のため以外でこれらの
情報を販売、公開、共有してはならない。
(c) 2019年 7月 1日より、ここに記載の個人、または (e),
に記載の個人もしくは事業体に限り、弾薬を購入する権限
を付与するものとする。弾薬を引渡す前に、弾薬ベンダー
は、弾薬を受理する個人が (e) または次のうちのひとつに
記載の個人または事業体であることを確認するため、善意
の身分証明書の提示を要求するものとする。
(1) 第 30370項に準拠し弾薬の購入権限を付与されている
個人。
(2) ベンダーがライセンスを保持する銃器ディーラーであ
り、弾薬が銃器と同じ取引の個人に引渡される場合は、第 
28220項 ,に準拠し、当局が弾薬ベンダーからの銃器の受
理を承認している個人。

63



 提案された法律の全文 | 171

提案された法律の全文 提案	63続き

(g) 当局は、規制を採択し、本項の規定を実行するする権
限を付与されている。
第 8.14項。刑法規第 30363項を次の通りに追加する。
30363. 次の品目のうちひとつでも滅失または盗難にあっ
た場合は、それに気が付いた後 48時間以内に、弾薬ベン
ダーはベンダーの事業所がある市、郡、または国の適切な
法執行当局に報告する必要がある。
(1) ベンダーの商品である弾薬
(2) 第 30312項に従いベンダーが所有する弾薬
(3) ベンダーの事業所に保管する弾薬
第 8.15項。第 4条 (第 30370項より開始 ) を以下の通り、
刑法規 6部タイトル 4の第 10部第 1章に追加する。

第 4条。弾薬購入の権限
30370. (a) (1) 2019年 1月 1日より、弾薬購入に法務
省が適用できるのは、18歳以上の個人である。
(2) 弾薬購入の権限は、第 16151項 , に規定する通り、弾
薬ベンダーから弾薬の所有権を購入またはその他譲渡を求
める、購入権限を有する個人が利用することができるが、
その他の効力を有するものではない。
(3) 弾薬購入の権限は、2019年 7月 1日または発行日の
いずれか後日より 4年間有効とする。但し、 (b)に基づき当
局が当該権限を取消す場合を除く。
(b) 弾薬購入の権限は、本項に基づき保持者から弾薬購入
の権限を付与する資格を剥奪する事態が生じた場合は、当
局により速やかに取消されるものとする。当該権限が取り
消された場合、保持者にその理由を述べるよう書面による
要求があったときに、当局は、取消しに対する異議申立て
の訴状を提供するものとする。
(c) 当局は、 弾薬購入の権限を有する個人全員の一元管理
リストを社内で作成し維持管理するものとし、本項に準拠
し当局が権限を取り消した個人をリストから速やかに削除
するものとする。当局は、弾薬ベンダーが弾薬の販売また
はその他譲渡を行う目的において当該リストにアクセスで
きるようにし、法執行当局が法を執行する目的においてリ
ストにアクセスできるようにする。
(d) 当局は、申請者が次の条件をすべて満たす場合、当該
申請者に弾薬購入の権限を付与するものとする。
(1) 申請者は 18 歳以上である。
(2) 申請者は第 30305項 の (a) または連邦法に基づき弾
薬の取得または所持を禁じられていない。
(3) 申請者は (g)に記載の料金を支払う。
(e) (1) 当局は、初回または更新の申請を受けた時点で、
申請者が 第 30305項 の (a) または連邦法に基づき弾薬の
所有または取得が禁じられていないかどうかを決定するた
めに、その記録を確認し、また当該記録が福利厚生法規第
8104項 に準拠し州立病院国務省からの要求によって承認
されているか、合衆国法律集タイトル 18 の 第 922項 (t) 
に記載の通り、即時犯歴照会システムによって承認されて
いるかを確認する必要がある。

(d) 2019年 7月 1日より、弾薬ベンダーは当局が規定す
る方法で、当該個人の弾薬購入承認番号と弾薬購入権利保
持者の一元管理リストとを照らし合わせ、弾薬の購入権限
が付与された個人であることを、当局と確認する必要があ
る。当該個人が弾薬購入権利保持者のリストにない場合、
ベンダーは販売または譲渡を拒否するものとする。
(b) (e) 項目項目 (a) および (d) は、適切に身元を特定した
場合、 ハンドガン弾薬ベンダーから次のいずれかに対しハ
ンドガン弾薬の販売、譲渡、所有した場合には適用または
影響されないものとする。
(1) 第 26700 から 26915, 項（両項を含む）に従いライセ
ンスを有する人物
(2) (1) ハンドガン 弾薬ベンダー
(3) (2) 本タイトル第 6部の 第 6章第 6条 (第 28450項
より開始 ) に準拠し当局が管理する、連邦銃器ライセンス
を免除された一元管理リストにある人物。
(4) (3) ビジネスまたは規制ライセンスを保持するター
ゲット施設 で、ビジネスまたは他の規制ライセンスを保持
するターゲット施設で弾薬を購入または受領する人物。但
し、弾薬は常に施設内に保管するものとする。
(5) (4) 銃技術工。
(6) (5) 卸売業者。
(7) (6) 米国法規のタイトル 18第 44条 (第 921項より開
始 ) または本条に従い公布する規制に準拠しライセンス所
有する銃器または弾薬の製造業者または輸入業者。
(8) (7) 所有権の販売またはその他譲渡が政府機関により
特別な使用が、ハンドガン弾薬の販売、引渡しまたは譲渡
の前に、当局の代表者による書面の承認書で許可され、購
入、引渡しまたは譲渡が行われる相手に提示されている市、
郡または州もしくは連邦政府の権限ある法の執行人正規の
書面の承認書が、購入者、または所有を受ける第三者が雇
用されていることを証明する、雇用者がその個人が雇用さ
れいてる当局の特別な使用を取り扱う権限を付与されてい
るものであることを実証できる書面の証明とし実証する場
合。
(8) その責務の過程においてまたはその責務の範囲で銃器
を携帯する権限を付与され、第 2部のタイトル 3の第 4.5
章 (第 830項より開始 ) に記載の通り、法を遵守し正しく
執行することを宣誓した治安官または連邦警察官。
(f) (1) 適切な身分証明とは、購入者または譲受人が雇用人
であり、当該購入者または譲受人が、その責務の過程にお
いてまたはその目的範囲で銃器を携帯する権限を付与され
たフルタイム勤務の治安官であることを特定する、当局責
任者による書面の証明書を意味する。
(2) 当該証明書は、購入または譲渡時にベンダーに交付す
るもとのし、購入者または譲受人は当該証明書において権
限を有する個人であることを確認するための善意の身分証
明を行うものとする。
(3) ベンダーは当該証明書を販売記録として保管し、当局
に送付するものとする。

63



172 | 提案された法律の全文

提案された法律の全文 提案	63続き

(b) 弾薬ベンダーライセンスは、当局が規定する形式で発
行するものとし、1年間有効である。当局は、申請者を管
理する規制を採択し、本条の規則を執行することがある。
このライセンスは、 第 30348項に規定した通り、当該ライ
センスに記述する場所または銃器に関するショーやイベン
トにおいて、弾薬の販売許可を付与するものである。
(c) (1) 自然人以外の事業体の場合、当局は事業体にライ
センスをは発行するが、第 30395項に準拠し経歴確認に
合格した責任ある個人を必要とする。
(2) 本条の目的において、「責任を有する個人」とは、弾薬
に関する当該事業体の管理、方針および運営に直接の権力
を有する個人を意味する。
(d) 2018年 1月 1日より、第 26700項から 26915項に
準拠しライセンスを付与された銃器ディーラーは、自動的
にライセンスを有する弾薬ベンダーとみなされる。但し、
ディーラーは第 2 条 ( 第 30300項より開始 ) および第 3 
条 ( 第 30342項より開始 )の要件に従うものとする。
30390. (a) 法務省は、弾薬ベンダーライセンスの申請者
に、ライセンスプログラムの施行および弾薬ベンダーライ
センス登録の管理を含む妥当なライセンスプログラムの管
理費用を当局に払い戻すに十分な費用を請求することがで
きる。
(b) 本条に従い当局が受領した費用は、本書面により作成
した弾薬ベンダー特別口座に入金するものとする。政府法
規規第 13340項 にもかかわらず、資金の収益は、本条の
規定の実行、管理および執行の目的、かつ第 30352項に
準拠し提供された情報を収集および維持するために、当局
が引き続き適切に使用する。
(c) また、銃器に関する安全性と執行特別基金の歳入は、
当局が本条の条項を実行および法的に強制する目的で、適
切に利用できるようにするものとする。
30395. (a) 法務省は、当局が個人または責任を有する個
人のいずれも、第 30305項 の (a) または連邦法の下で弾
薬の所持、受領、所有または購入が禁じられていないこと
を確認し、かつ地方政府が要求する規制または事業認可証、
査定平準委員会が発行する有効な販売許可証、当該個人が
連邦のライセンスを発行されている場合は連邦銃器所持ラ
イセンス、当局発行の認可証の複製を提供する申請者に対
し、弾薬ベンダーライセンスを付与する権利を有する。
(b) 当局は、ライセンスを付与された弾薬ベンダーすべて
の登録を維持管理するものとする。法執行当局は、法を執
行する目的で登録にアクセスできるものとする。
(c) 弾薬ベンダーライセンスは、禁止事項の違反および第 
2 条 (第 30300項より開始 ) または条 3 項 (第 30342項
より開始 )の要件に違反した場合は没収の対象になる。
第 9項。本法令には、弾薬の販売または譲渡に関して、追
加の罰則または要件を課す地方の条例を妨げるまたは専占
権をもつ法令は一切ないものとする。
第 10項。銃器所持が禁じられている個人に対するセキュ
リティー
第 10.1項。 刑法規第 1524項 を次の通りに改正する。

(2) 申請者は当局に申請書の提出後 30日以内に承認また
は拒否の通知を受けるものとする。申請が拒否された場合、
当局はその理由を記述し、拒否に対する異議申立ての訴状
を申請者に提出するものとする。
(3) 申請者が申請書を提出後 30日以内に、当局が最終的
な処分を特定できない場合、当局は申請者に権限を付与す
るものとする。
(4) 弾薬購入承認番号は、善意の身分証明として個人が提
示した書類に記載の番号と同じものでなければならない。
(f) 当局は、有効期限前に弾薬購入権限を更新する必要が
ある。但し、当局が第 30305条 の (a) 又は連邦法に基づ
き弾薬の取得または所持を禁じられていないことを確認
し、申請者が (g)に記載する更新料を時宜に支払っている
ことを条件とする。
(g) 当局は、弾薬購入の権限または更新発行にかかる、個
人につき 50米ドル ($50)を超えない妥当な料金を請求す
ることがある。但し、本プログラムの実行および本プログ
ラムに関連するデータシステムの維持管理を含む、本項お
よび第 30352条に記載する弾薬承認プログラムに基金を
提供するための妥当な費用の回収に必要な金額以上を設定
しないものとする。
(h) 本書面による弾薬の安全性と執行特別基金は米財務
省が作成する。本項に従い受領した料金は、 政府法規の
第 13340項 にもかかわらず、一般財源のための薬薬の安
全性と執行特別基金に入金するものとし、本項および第 
30352項に記載した弾薬承認プログラムを実装、運営、施
行する目的で引き続き行うものであり、第 30371条に記
載するスタートアップローンの返済に充てるものとする。
(i) 当局は、毎年 1度、 (g) に記述した料金をすべて見直す
ものとし、インフレ時に対応しすべて調整することがある。
(j) 当局は、規制を採択し、本項の条項を実行する権限を
付与されている。
30371. (a) 本書面により、第 30352 項および 30370項
に記載する弾薬承認プログラムの規定の実行、管理および
施行にかかるスタートアップ費用のローンとして、一般財
源からの適切な費用を 2500万ドル ($25,000,000)とする。
(b) ローン返済の目的において、コントローラーは、第 
30352項および 30370に記載した弾薬承認プログラムの
実行、運営および施行に必要な資金を支払った後、弾薬の
安全性と執行特別基金で得た収益すべて (一般財源の共同
投資口座の利子を含む )を本項に記載するローンの額に送
金するものとする。
第 8.16項。第 5条 ( 第 30385項より開始 ) を以下の通り、
刑法規 6部タイトル 4の第 10部第 1章に追加する。

第 5条。弾薬ベンダーライセンス
30385. (a) 法務省は、本条に準拠し弾薬ベンダーライセ
ンスを発行する権利を有する。当局は、2017年 7月 1日
より、弾薬ベンダーライセンス申請の受理を開始するもの
とする。申請が拒否された場合は、当局は申請者に対し拒
否の理由を書面で通知するものとする。
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害、公共資産法規に違反する軽罪を犯したまたは犯してい
る個人の居場所の確保を補佐することを示す証拠が含まれ
る場合本段落に準拠し発行する追跡装置の捜索令状は、第 
1534項の (b) に記載の要件を満たす方法で行う必要があ
る。
(13) 個人の血液サンプルが第 23140項、車両法規第
23152項または 23153 項に違反していることを示す証拠
を構成し、当該個人が担当官の要求を拒絶しサンプルの提
出を拒否した、または車両法規の第 23612項 で要求する
通り血液検査を実施しなかった場合、また合理的で医学的
に証明される方法で当該個人からサンプルを採取する場合
本段落は、捜索令状を発行する権利者をケースバイケース
で決定する裁判所の指令を停止することを意図するもので
はない。
(14) 2016年 1月 1日より、禁止される銃器または弾薬
もしくはその両方が、発行された銃器による暴力禁止命令
に反する個人が所有する、所持する、監護するまたはその
制御下にあり、当該個人に合法的に命令が送達され、法律
により必要とされる銃器の放棄に従わなかった場合は、対
象となる所持品または物品は、第 6部のタイトル 2の (第 
18100条より開始 )の第 3.2第に準拠し発行した、銃器に
よる暴力禁止命令の対象となる個人が所有する、所持する、
監護するまたはその制御下にある銃器または弾薬もしくは
その両方となる。
(15) 2018年 1月 1日より、押収した所有物または物品に
は、第 29800 項または第 29805項に準拠し、銃器の所持
が禁止されている、もしくは監護または監督の保護の対象
になる個人が所有するまたは所持する、また法律により必
要とされる銃器の放棄に従わなかったと、第 29810項 の 
(c) の段落 (3) に準拠し裁判所が所見を示した個人が所有す
るまたは所持する銃器が含まれる。
(15) (16) 押収する銃器または弾薬が規制物品、または端
末装置、計器、または 不法に使用もしくは衛生安全法規
第 11472項に記載した当局が規制する規制品目の場合
(16) (17) (A) 次のすべてが適用される場合。
(i) 人の血液サンプルが港湾法規第 655項 (b)、(c)、(d)、(e)、
または (f)に違反する証拠を構成する場合 )

(ii) 当該サンプルの対象となる個人が港湾法規第 655.1項
が要求する血液検査を提出を拒否したまたは完了しなかっ
た場合
(iii) サンプルは妥当な医学的に証明される方法で採取され
る。
(B) この段落は、ケースバイケースで捜索令状を発行する
権利者を定める裁判所の指令を停止することを意図するも
のではない。
(b) (a) に記載の所有物、人物は、当該物を所有する人から
令状の対象となることがある。
(c) (a) または (b),にもかかわらず、捜索令状は、次の人物
の制御のもとで、書面による証拠として公布されるもので
はない。証拠法規第 950項 に記載の弁護士、証拠法規第 
990項 に記載の医師、証拠法規第 1010項 に記載の心理

1524 (a) 次の事態の一つを根拠として、捜索令状がされ
ることがある。
(1) 所持品が盗難または着服された場合
(2) 所持品または物品が重罪を犯す手段として使われた場
合
(3) 所持品または物品を犯罪を犯す手段として使う目的で
所持していた場合、またはそれを隠ぺいするまたは発見を
妨げるために第三者に引渡し当該第三者が所持していた場
合
(4) 押収の対象となる所持品または物品には、項目もしく
は、重罪を犯したことを示す、または特定の人物が重罪を
犯したことを示す証拠を含む。
(5) 押収の対象となる所持品または物品には、第 311.3項
に違反する児童の性的搾取、または第 311.11項に違反す
る 18歳未満の個人との性行為を描写した物の所持をを示
す証拠となるものが含まれる。
(6) 人物に対する逮捕状がある場合
(7) 第 1524.3項に記載の通り、電子通信サービスまたは
リモートコンピューティングサービスのプロバイダーが、
所持品が盗難にあったまたは軽罪をなすために使われたこ
とを示す、もしくは個人が所持品または物品を軽罪を犯す
手段に使うために所持している、またはそれを隠ぺいする
または発見を妨げるために第三者に引渡し当該第三者が所
持していることを示す記録または証拠を有している場合
(8) 押収の対象となる所持品または物品には、 労働法規の 
第 3700.5項 に違反する、または特定の個人が労働法規の
第 3700.5項 に違反することを示す項目または証拠が踏ま
れる。
(9) 押収の対象となる所持品または物品には、第 18250項
に定める通り、人命を脅かす行為または身体的暴行に関与
し、家庭内暴力事件に関連して逮捕された個人が占有する
場所または当該個人の管理下で発見した銃器または他の凶
器が含まれる。本項は、第 18250項によって承認される
捜査令状のない押収物には適用されない。
(10) 押収の対象となる所持品または物品には、福利厚生法
規の第 8102項の (a) に記載した個人が所持するまたはそ
の監護制御下にある銃器または他の凶器が含まれる。
(11) 押収の対象となる所持品または物品には、家族法規の
第 6218項に準拠し発せられた保護命令に反して、個人が
所持禁止銃器を所持、所有、監護または制御する、または
当該個人に合法的に命令が送達され、法律により必要とさ
れる銃器の放棄に従わなかった場合、家族法規の第 6389
項 に準拠し、銃器の所持が禁じられている個人が所持、所
有、監護または制御する銃器が含まれる。
(12) 追跡装置を使用し受領した情報に、重罪、軽罪、魚類
および猟狩獣部門の侵害、公共資産法規に違反する軽罪の
いずれかを犯したことを示す証拠が含まれる場合、また特
定の個人が重罪、魚類および猟狩獣部門の侵害、公共資産
法規に違反する軽罪を犯したことを示す、もしくは重罪、
魚類および猟狩獣部門の侵害、公共資産法規に違反する軽
罪を犯している、または重罪、魚類および猟狩獣部門の侵
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ンで説明する方法で検索を実行する順序を求める当事者を
直接可能性があります。
(e) 彼 /彼女が彼または彼女の検索を運営して、特別なマ
スターに同行するために令状または 彼または彼女の指名
された人に奉仕している党を許す方法で、特別なマスター
によってこのセクションに従って実行されるどんな検索で
も、実行されるかもしれません。しかし、その党または彼
または彼女の指名された人は検索に参加しないかもしれま
せんし、令状が送達された党の合意にあること以外は、彼
/彼女は特別なマスターによって捜されているアイテムの
どれでも調べません。
(f) このセクションにて用いられているように、「証拠書類」
はどんなタイプまたは説明の著作、文書、青写真、図面、
写真、コンピュータ・プリントアウト、マイクロフィルム、
Ｘ線、ファイル、図、元帳、本、テープ、音声およびビデ
オ記録、映画と書類でも含むが、これに限定されるもので
はありません。
(g) 任意の項目または 証拠コードのセクション 1070に記
載されている項目にも、令状を交付しません。
(h) 他のどの法律にもかかわらずも、それが弁護士のサー
ビスが求められなかった令状の下で押収される証拠書類に
関して審理で確立されるか、犯罪または詐欺を犯すか、ゆ
だねる予定の誰にでも許可を与えるか、援助するために得
られない限り弁護士が約束しているか、令状が要請される
証拠書類に関連した犯罪行為に関与したと思っているため
に考えられる原因がある所で、民事訴訟法のパート 4のタ
イトル 4のチャプター 4（セクション 2018.010で始まる）
で定める弁護士作業製品の主張は維持されません。
(i) このセクションの何もの (2001 年 ) の高等裁判所 (Laff：
笑いのもと ) 五人の California最高裁判所の保有によりカ
メラの公聴会を要求する弁護士の能力を制限するものは 
25 Cal.4th 703。
(j)  他 の 状 況 だ け で な く 人 や 別 の 郡 の プ ロ
パ テ ィ の た め の 令 状 を 発 行 す る 奉 行 を 許 可 
プロパティまたは握られるべきものの任意の項目で構成さ
れるセクション 530.5 の違反を示す傾向にある証拠を構成
する、奉行は人または発行裁判所と同じ郡にその識別情報
が撮影または使用の人が存在する場合、別の郡にある宿泊
施設を検索する令状を発することができます。
(k) このセクションは外国の誰に対する訴訟の原因も確立
するものとされません、または、California州法人、その役員、
従業員、エージェントまたは他は場所情報を提供するため
に人を指定しました。
第 10.2項。刑法のセクション 27930 は読むように修正
されています。
27930. セクション 27545 は、配達、転送、または以下
の規定により製作された火器のリターンには適用されませ
ん。
(a) セクション 18000 および 18005。
(b) タイトル 2部 4 (セクション 18250から 始まる )。
(c) チャプター 2（部 11のセクション 33850から 始ま

療法士、証拠法規第 1030項 に記載の聖職者、および捜査
令状が要求される書面の証拠に関連する犯罪に関与するこ
とが疑われない人物。但し、次の手続が適用された場合を
除く。
(1) 令状が発行された時点で、 (d) にしたがい裁判所は召喚
状を送達する人に付きそう特別補佐官を任命するものとす
る。令状の送達時点で、特別補佐官は当事者が特定の品目
を提供するよう通知し、要求される品目を提供する機械が
あるものとする。特別補佐官の判断で、当事者が要求され
る品目の提供をしなかった場合、特別補佐官は捜査令状に
指示される領域で当該品目を捜査する必要がある。
(2) (A) 当事者が品目は開示される必要はなかったと表明
した場合、特別補佐官は聴聞のために裁判所に提起するも
のとする。
(B) 審問会では、捜査された当事者は第 1538.5に準拠し
生起することがある問題を提起することができ、法律で権
利が付与されている品目であると法的要求を行うことがで
きる。審問会は、上訴裁判所で行うものとする。裁判所は、
当事者に十分な時間を提供し、法律顧問を選任し、動議ま
たは証拠を提示できるようにする必要がある。審問会は、
召喚状送達後 3日以内に行うものとする。但し、裁判所が
この期間での審問は実際に則していないと判断した場合は
これに限られるものではない。この場合、案件は可能な限
り早期に審問するものとする。
(C) 品目を審問のために裁判所に提出する場合、第 2部タ
イトル 3の 2 (第 799項より開始 ) に記載の期間は、押収
時から上訴処理を含む審問会の最終決定までに停止するも
のとする。
(3) 令状は、実行可能な場合はいつでも、通常の営業時間
に到達されるものとする。さらに、令状は捜査対象の品目
を所有または管理していた当事者に送達されるものとす
る。合理的な努力を講じた後、令状を送達する当事者の場
所がわからなかった場合、特別補佐官は裁判所の決定のた
め、法律が定める通り権利があることを主張する品目を返
却するものとする。
(d) (1) 本項で使用する通り、「特別補佐官は」California州
法廷に適格に存在する弁護士であり、州法廷が管理する公
認弁護士リストから選任された代理人である。これらの弁
護士は、報酬なしで任務を務めるものとする。特別補佐官
は公務員とみなされ、公共事業体および公務員に対する法
的要求および訴訟に関連する政府法規タイトル 1第 3.6第
810より開始。の目的において、捜査令状を発行する政府
機関は、特別補佐官および公共事業体の雇用者とみなすも
のとする。特別補佐官の選定には、裁判所はすべての合理
的な努力を払い、選任した人物が係属中の案件に関与する
当事者の誰とも関係がないことを確認する。特別補佐官が
取得した情報は、機密とし、漏洩することはない。但し、
裁判所の要求に直接対応する場合を除く。
(2) いずれの場合で、奉行特別なマスターを取得する合理
的な努力を行った後、特別なマスターが利用できないこと、
決定しますと時間の合理的な期間内で利用可能ではないで
しょう、奉行は 特別なマスターの代わりにこのセクショ
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掲げる期間内を通じて付与されているすべての銃器を放棄
しなければならない被告に通知します。認可された火器の
ディーラーに、銃器を販売またはストレージの銃器を セク
ション 29830 により銃器ディーラーに転送します。
(2) 銃を所有する被告のどんな共同生活者でも セクション
25135に従ってそれらの銃を保存しなければならないこと
を被告に知らせてください。
(3) 彼 /彼女が所有したか、所持したか、彼または彼女の
信念の時に彼または彼女の親権または支配中で持っていた
どんな銃でも宣言することを被告に要求して、銃を解説し
て、指名された人または法の執行当局は銃を見つけること
ができるために銃の位置に関するすべてのかなり利用でき
る情報を提供することを被告に要求してください。
(4) 彼 /彼女が彼または彼女の信念の時に銃を所有したか、
所持したか、彼または彼女の親権または支配中で持ってい
たと被告が断言するならば、指名された人を指名すること
を被告に要求してください、そして、すべての銃を移転ま
たは処分する目的で、指名された人に委任状を下付してく
ださい。
(5) 指定に彼または彼女の同意を示して、法執行機関であ
る指名された人以外は、偽証の罰をうけて彼 /彼女が州ま
たは連邦法のもとに少しの銃も所持するのを禁じられない
と断言することを指名された人に要求してください。
(6) 各々の銃がそうであった日付が放棄したと述べる指名
された人とそれが放棄された関係者の名前を必要としてく
ださい、そして、放棄された銃を手に入れた法の執行役員
または公認の銃ディーラーから、付属することは領収証を
出します。
(7) 下位区分 (d)と (e)で指定されている時間の範囲内で記
入された禁止された人放棄形を割り当てられた保護観察官
に提出する義務を、被告と指名された人に知らせてくださ
い。
(c) (1) 被告が下位区分 (a)で記述される罪の有罪判決を
受けるとき、被告がどんな銃でも所有するか、所持する
か、彼または彼女の親権または支配中で持っていることを、
オートメーション化した銃システムか他の信頼できる情
報（例えば警察報告）が明らかにするかどうか調査するた
めに、法廷は問題を保護観察官にすぐに割り当てます。割
り当てられた保護観察官は、適用できるように被告または
被告の指名された人から禁止された人放棄書式を受け取っ
て、オートメーション化した銃システムが被告がそれらの
銃を放棄したことを示すためにきちんとアップデートされ
たことを確実とします。
(2) 最終的な性質またはその場合は宣告すること前に、保
護観察官の調査によって特定されるか、禁止された人放棄
形で被告によって宣言されるすべての銃を放棄することに
よって、そして、記入された禁止された人放棄形をタイム
リーに提出することによって被告がこのセクションの必要
条件をきちんと満たしたかどうかにかかわらず、割り当て
られた保護観察官は法廷に報告します。オートメーション
化した銃システムがどの銃が被告によって放棄されたかに
ついて示すためにアップデートされたかどうかにかかわら

る）。
(d) セクション 34005 および 34010。
(e) セクション 29810。
第 10.3項。刑法のセクション 29810 は読むように修正
されています。
29810. (a) セクション 29800 またはセクション 29805 
の影響を受ける人にとって、法廷は司法省によって供給さ
れる形で、見解が押しつけられる時で、備えをします。そ
して、被告への通知がこの章によって所有するのを禁じら
れます。そして、購買が、受けて、どんな銃でも所持する
か、親権または支配の下にそれを持ちます。通知は銃に関
して被告に禁止令を知らせて、銃の移動を容易にするため
に、フォームを含みます。銃を所有するか、所持すること
の禁止令が裁判所命令で指定されている日付に満了するな
らば、彼 /彼女が彼または彼女の銃をセクション 29830 に
従って免許を与えられる銃ディーラーに譲渡しておくこと
に決めるかもしれないことを、形は被告に知らせます。
(b) 下位区分 (a)で記述される通知を提供することに関する
怠慢は、この章の違反への防御でありません。
(c) このセクションは、2018年 1月 1日付けで無効にさ
れます。
第 10.4項。セクション 29810は、読むために、刑法に
加えられます：
29810. (a) (1) セクション 29800またはセクション
29805の影響を受けるようにするどんな罪の確信にでも、
人が彼 /彼女が所有するすべての銃を放棄すること、所有
して、またはこのセクションに示される方法の彼または彼
女の親権または支配中で持ちます。
(2) 彼 /彼女が雑誌を含むがこれに限らず装置を供給して
いる親権または支配、どんな銃でも、弾薬と弾薬を所有す
るか、購入するか、受けるか、所有するか、彼のものまた
は彼女の下で持っているのを禁じられて、このセクション
に示される方法ですべての銃を放棄するよう被告に命令す
ると、法廷は、細分 (a)で記述される罪のための被告の確
信に、被告に指示します。裁判所は、被告にも司法省によっ
て開発される禁止された人放棄フォームを提供します。
(3) 禁止された人放棄フォームを使用して、被告は指名さ
れた人を指名して、どんな銃でも移転または処分する目的
で、指名された人に委任状を与えます。地元の法執行機関
または州または連邦法の下で火器の所有から禁止されてい
ない同意第三者、指名なければなりません。.指名された
人は、下位区分 (d)と (e)で指定されている時間の範囲内で、
銃を地方法執行機関の影響力に引き渡すか、銃を公認の銃
ディーラーに売るかセクション 29830に従って銃ディー
ラーに保管のために銃を移します。
(b) 禁止された人放棄のフォームは、以下の全てをします：
(1) 彼または彼女が所有しているを購入、受信をもつ、ま
たは彼または彼女の親権またはコントロール、銃器、弾
薬、および弾薬を含むデバイスを供給の下で、禁止されて
いるが、ない雑誌に限定し、彼または彼女は地元の法執行
機関の管理に銃器を明け渡すこと下位区分 (d) 又は (e) に
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された人であるどんな被告にでも、以下の手順は申し込み
ます：
(1) 指名された人は、被告が所有するどんな銃の配列もす
るか、所有するか、銃を地方法執行機関の影響力に引き渡
すか、銃を公認の銃ディーラーに売るか、被告の願望に従っ
て セクション 29830に従って銃ディーラーに保管のた
めに銃を移すことによって、信念の 14日以内に、彼また
は彼女の親権または支配の下に持ちます。銃器の販売から
のすべての収入は、被告の財産になります。銃を解説して
いて、降伏の時に銃の上でどんなシリアル番号でもまたは
他の識別をリストしている指名された人に、この細分に
従ってどんな銃でも手に入れている法の執行役員または公
認のディーラーは、レシートを交付します。
(2) 被告が放棄する銃を所有するか、所持するか、彼また
は彼女の親権または支配中で持っているならば、被告の銃
が地方法執行機関に引き渡されたか、公認の銃ディーラー
に販売または譲渡されたことを示している下位区分 (e)の
パラグラフ (1)で記述される受取高に加えて、被告の指名
された人は信念に従って 14日以内に記入された禁止され
た人放棄形を割り当てられた保護観察官に提出します。
(3) 被告が放棄する少しの銃も所有しないか、所持しない
か、彼または彼女の親権または支配中で持っていないなら
ば、声明が彼 /彼女が放棄される銃を持っていないと断言
して、彼 /彼女は、確信の後の 14日以内に、記入された
禁止された人放棄形を割り当てられた保護観察官に提出し
ます。
(4) 被告が 14日の以下の信念の間、親権から解放される、
そして、指名された人が先に述べたように放棄される各々
の銃の一時的な所有をまだしなかったならば、被告は、彼
または彼女の解放の後の 5日以内に、下位区分 (d)のパラ
グラフ (1)に従って放棄されることを要求される各々の銃
を放棄します。
(f) 良い原因のために、法廷は下位区分 (d)と (e)で指定さ
れている時間を短くするかもしれないか、大きくするかも
しれなくて、下位区分 (c)のパラグラフ (3)で指定されて
いる時間を大きくするかもしれないか、放棄の代替方式を
許すかもしれません。
(g) 銃が必要に応じて放棄されるならば、禁止された人放
棄調子に関して宣言される少しの銃の不法所持の起訴も、
被告は受けません。
(h) 被告が共同生活者がセクション 25135に従って銃を保
存しなければならないと通知されるならば、さもなければ
このセクションの下で被告によって放棄を受ける、しかし、
被告の共同生活者によって合法的に所有される任意の銃で
も放棄から免除されています。
(i) このセクションに従って機関に放棄されたどんな銃で
も反映するために、法執行機関はオートメーション化した
銃システムをアップデートします。このセクションに従っ
て銃が放棄されてあった日付の後の 30日の間機関に放棄
された銃を、法執行機関は保持します。30日の期間が期
限切れになったあと、機関によって、記録裁判所を見る目
がある人証明書に以外、または、郡（銃の保持は必要であ

ず、保護観察官は部門によって開発されるために形で司法
省にも報告します。
(3) 最終的な性質またはその場合は宣告すること前に、パ
ラグラフ (1)の下位区分 (e)またはパラグラフ (1)の下位区
分 (d)で記述される受取高に加えて、法廷は、保護観察官
のレポートが被告が必要に応じてすべての銃を放棄したこ
とを示すかどうか、そして、法廷が記入された禁止された
人放棄書式を受領したかどうかに関して調査結果を作りま
す。裁判官は、これらの調査結果が判断の要約に含まれる
ことを確実とします。宣告することの遅れを避けるのに必
要であるならば、法廷は宣告することの 14日以内にこれ
らの調査結果を作るかもしれなくて、入るかもしれません。
(4) 被告が必要に応じて銃を放棄することができなかった
考えられる原因を法廷が発見するならば、裁判官には被告
の銃が位置すると思っているために考えられる原因がある
どんな場所のでもどんな銃の検索でもとそれの除去を、法
廷は命じます。裁判官は、命令によって認可される捜索・
押収の理由とそれの範囲を選択性で述べます。
(5) 割り当てられた保護観察官と折よく記入された禁止さ
れた人放棄の形態をファイルすることに関する被告による
怠慢は、100ドル ($100)を超えていない罰金によって罰
すべき違反となります。
(d) 確信に従って 5日の期間以内にいつでも拘留中のまま
でない下位区分 (a)のパラグラフ (1)の意味の範囲内の禁
止された人であるどんな被告にでも、以下の手順は申し込
みます：
(1) 指名された人は、被告が所有するどんな銃の配列もす
るか、所有するか、銃を地方法執行機関の影響力に引き渡
すか、銃を公認の銃ディーラーに売るか、被告の願望に従っ
てセクション 29830に従って銃ディーラーに保管のため
に銃を移すことによって、信念の 5日以内に、彼または
彼女の親権または支配の下に持ちます。銃器の販売からの
すべての収入は、被告の財産になります。銃を解説してい
て、降伏の時に銃の上でどんなシリアル番号でもまたは他
の識別をリストしている指名された人に、この細分に従っ
てどんな銃でも手に入れている法の執行役員または公認の
ディーラーは、レシートを交付します。
(2) 被告が放棄する銃を所有するか、所持するか、彼また
は彼女の親権または支配中で持っているならば、被告の銃
が地方法執行機関に引き渡されたか、公認の銃ディーラー
に販売または譲渡されたことを示している下位区分 (d)の
パラグラフ (1)で記述される受取高に加えて、被告の指名
された人は信念に従って 5日以内に記入された禁止された
人放棄形を割り当てられた保護観察官に提出します。
(3) 被告が放棄する少しの銃も所有しないか、所持しない
か、彼または彼女の親権または支配中で持っていないなら
ば、声明が彼 /彼女が放棄される銃を持っていないと断言
して、彼 /彼女は、確信の後の 5日以内に、記入された禁
止された人放棄形を割り当てられた保護観察官に提出しま
す。
(e) 確信に従って 5日の期間以内に任意の時点で拘留中で
いる下位区分 (a)のパラグラフ (1)の意味の範囲内の禁止
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つけられる実施のセクション 27590, 以下、そして、 誰
が、信念の 10年以内に、所有を所有するか、購入するか、
受けるか、呼びますか∥親権または支配、どんな銃でも一
般の罪で有罪です。そして、1年以下の郡刑務所の、また
は、州刑務所の禁固によって、1000ドル ($1,000)を超え
ていない罰金によって、または、その禁固と罰金によって、
それは罰すべきです。裁判所は、司法省によって定められ
る形で、部門にこのセクションに従属する人を通知します。
しかし、セクション 29855 またはセクション 29860で
提供されるように、このセクションの禁止は減らされるか
もしれないか、除かれるかもしれないか、条件づけられる
かもしれません。
第 12項。暫定基準。
行政手続法 (APA)にもかかわらず、そして、2016年のす
べての法のために、安全策の迅速な実施を容易にするため
に、California司法省は、APAで述べられる手順の迎合性
なしで、暫定標準を採用するかもしれません。暫定基準は 
2 年以上で有効に効力し、APA の規定により採択された規
則によって以前置き換え可能性があります。行政手続法（政
府コードのタイトル 2の部 3のパート 1のチャプター 3.5
（セクション 11340で始まる）の下の「緊急規則」と同じ
機能を、実行する一時的な標準を、「臨時の標準」は意味
しますが、より大きな機会を永久の規則についての一般の
コメントに提供するために、暫定標準は 180日よりもむし
ろ 2年の間有効に存続するかもしれません。
第 13項。法案を改正します。
本法令はその目的達成のために広く解釈するものとする。
本法案の条項は、議会の各々の家のメンバーの 55パーセ
ントの票によって改正されるかもしれなくて、そのような
改正が一致しているくらい長く知事によって署名されるか
もしれなくて、この法の意図を進められるかもしれません。
第 14項。対立法案
(a) この処置と販売の規制または銃または弾薬の所有を含
むがこれに限らず同じ主題に関するもう一つの処置が同じ
州全体の投票用紙で見かける場合には、他の処置または案
の条項はこの処置と衝突していると考えられます。この処
置がそれと対立していると考えられる処置より大きな肯定
の票の数を受ける場合には、この案の条項は完全に勝ちま
す、そして、他の処置または処置は無効です。
(b) 本法案が有権者によって承認され、同じ選挙で有権者
によって承認された他の対立法案による法律が優先され、
対立する投票法案が後に無効になった場合、本法案は自ず
と行使され、その効力が与えられる。
第 15項。可分性。
本法案の条項、あるいは本法案の一部、あるいは条項の人
物あるいは状況への適用が何らかの理由で無効または違憲
になっても、残りの条項、あるいは条項の適用には何ら影
響を与えずにその効力を維持し、本法案の条項はこの目的
を達成するために分離できる。
第 16項。提案者立ち。
法律の他のどの規定にもかかわらずも、州、政府機関また

るか正義の端に固有です）の地方検事の、銃は破壊、保持、
販売または他の移動を受けます、または、被告が訴える意
図の書面による通知を提供するならば、罪の有罪判決は細
分で (a)を記述しました、または、オートメーション化し
た銃システムがそれを示すならば、銃は迷うと報じられて
いたか、法定所有者によって盗まれました。銃が失われる
か、盗まれると報告されるならば、証拠としてのその使い
方が、武器の法定所有者の識別と所有の証明に、供給され
て、法執行機関の後でタイトル 4の部 11のチャプター 2
（セクター 33850で始まる）に対応するとすぐに、銃は法
定所有者に戻されます。機関は、セクション 34010に従っ
て司法省に放棄された銃の配置を通知します。
(j) 都市、郡または都市と郡∥または、州機関は、セクショ
ン 33880に従って発作、囲いの中に入れること、保管ま
たは銃の解放に関して管理費と等しい税金を課している規
則、条例または決心を採用するかもしれません。
(k) 本項は、2018年 1月 1日に施行中になります。
第 11項。銃器の盗難。
第 11.1項。刑法のセクション 490.2 は読むように修正さ
れています。
(a) セクション 487あるいはその他法律が定義する重窃盗
罪の規定にかかわらず、九百五十ドル ($950)を超えない
金額、労働、不動産あるいは個人財産の窃盗は軽窃盗と見
なされ、軽罪として罰せられる。ただし、該人物が セク
ション 667副区分 (e)段落 (2)副段落 (C)第 (iv)項に規定
の有罪判決が過去に 1つあるいはそれ以上ある場合、ある
いは セクション 290副区分 (c)に順じて登録の義務を有
する犯罪の場合は代わりにセクション 1170項副区分 (h)
に順じて処せられる。
(b) 本項はその他の法規に順じて違反の罪が課せられた窃
盗には適用されない。
(c) このセクションは、銃の盗難には、適用しません。
第 11.2項。刑法のセクション 29805は読むように修正
されています。
29805. 中で提供される場合を除いて、セクション 
29855. または セクション 29800 下位区分 (a),セク
ション 71、 76、 136.1、136.5、または 140、の軽犯罪
違反の有罪とされている人、セクション 148の下位区分 
(d), セクション 171b, パラグラフ (1) の下位区分 (a)の セ
クション 171c、 171d、 186.28、 240、 241、 242、 243、 
243.4、244.5、 245、 245.5、 246.3、 247、 273.5、 273.6、 
417、417.6、 422、 626.9、 646.9、 又は 830.95、下位
区分 (a) 以前の セクション 12100,そのセクションのセ
クション 3 によって制定されたときからいつでも読んで
チャプター 1386 それが 1994年の法令のチャプタ―23の
セクション 18によって廃止された時への 1988年の法規
の セクション 17500、17510、 25300、 25800、 30315、
または 32625,下位区分 (b) 又は (d) of セクション 26100
又はセクション 27510又は 8100、 8101、 または 8103 
福祉の機関コード 、セクション 871.5 および 1001.5 に
基づき、銃器関連犯罪福祉の機関コードセクション 490.2 
かかられる資産が銃であるならば、の下位区分 (c)でやっ
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はその当局のうち誰かが、有権者、他の政府雇い主、支持
者によるその賛成の後、この法の、または、彼らの不在の
合憲性を守ることができないならば、そのような行動が予
審法廷の中に、審判に、または、Californiaの最高裁判所ま
たはアメリカ合衆国の最高裁判所による自由裁量のチェッ
クに関してあるかどうかにかかわらず、この州のどんな住
民にでもその合憲性を守る目的でこの法の合憲性に疑問を
呈しているどんな法廷の活動にでも介入する権限がありま
す。リーズナブルな料金、費用について防御アクションの
速やかに満足しなければならない司法省にあてる資金でな
ければなりません。

提案 64

本主導権的手段は California州憲法第 II条第 8項の条項に
準拠し、州民に提示される。
本主導権的手段はビジネス・職業法、食料農業法規、衛生
安全法規、労働法規、歳入課税法規、及び水源法規の項に
修正、撤廃、追加を加えたものである。よって、削除する
ように提案された既存の条項は線を引いて削除し、追加の
提案があった新規条項は斜体で印字して新規を示した。

提案された法律
第 1項。表題。
本法案は成人の大麻使用の制御・規制及び税金（「成人の
大麻使用法令」）と称し、そのように引用されるものとする。
第 2項。所見及び宣言。
A. 現在、California州では、大麻は無規制、無税で使用さ
れ、消費者や環境が保護されることなく使用されている。
成人の大麻使用の制御・規制及び税金法令は 21歳以上の
成人による大麻使用を合法化し、子どもを守り、大麻の栽
培、流通、販売、使用を規制する法律を確立し、California
州民や環境を潜在的な危険から守る。消費者問題部門内に
大麻制御事務局を設け、大麻産業の規制とライセンスを管
理する。
B. 大麻の使用は現在、同州では医療用は合法で、医療用
以外は違法である。California州内では医療大麻の乱用が
長い間、まん延してきたが、近年、Jerry Brown州知事が二
大政党議会に署名したことにより、医療大麻の総合的な規
制方針を確立する。成人の大麻使用についての制御・規制
及び税金法令（以下、成人の大麻使用法令）は医療用と医
療用以外の両方の大麻使用に対して、規制と課税を統一し、
簡素化する。
C. 現在、California州では大麻の栽培・販売に対して税金
が課せられておらず、毎年、何十万ドルという税金の歳入
の可能性を逃している。成人の大麻使用法令は大麻の栽培
と販売の両方に対して税金を課すので、毎年、何十万ドル
の歳入を得ることになる。この歳入は新たな法律の管理費
を負担し、青少年による重大な薬物乱用の防止と治療のた
めに青少年を教育する公衆衛生プログラムへの投資、DUI
強化に焦点をあてた新たな法律を強化するために地方の法
執行機関の訓練、不法市場を減らし雇用の機会を作るため
のコミュニティ投資、及び不法な大麻栽培によって損害を

受けた公有地の環境浄化と復元の資金を提供する。
D. 現在、18歳以下の未成年は成人が闇市場で大麻を購入
できるのと同じくらい簡単に入手できる。大麻を合法化す
る成人の大麻使用法令は闇市場の活動を阻止し、大麻購入
を個別の法制に移動することで子供たちが大麻を入手する
ことを防ぐ。成人の大麻使用法令は 21歳以下の未成年に
よる医療用以外への大麻販売を禁止し、薬物乱用について
青少年を教育する新たなリソースを提供し、新しい法律を
強化するために法執行機関を訓練する。学校など子どもた
ちが集まる場所から 600フィート以内に位置する大麻ビジ
ネスを禁止する。大麻や大麻製品の梱包・標識要件を義務
付け、厳しく規制する。子供向けの大麻や大麻製品の広告・
販売の禁止を命じる。
E. 現在、現行の California州法に従って、確実に大麻ビジ
ネスが運営され、それを使用する成人を統制する法律がな
い。成人使用の大麻は規制されていない不法市場のみから
入手できる。成人の大麻使用法令は大麻ビジネスを州レベ
ルで総合的に統制するシステムを設定すると共に、地域の
制御を守るので、地方政府が大麻関係の活動を規制し、大
麻ビジネスの地区制や許可要件に対処し、地域住民の投票
によって大麻ビジネスを禁止できる。
F. 現在、大麻栽培者は説明義務なしに、不法に何十万ガロ
ンの水を盗用している。成人の大麻使用法令は大麻を効果
的にかつ合法的に栽培するための厳しい環境規制を作り、
農薬の使用規制、水の無駄遣い防止、水使用の最小化に役
立つ。成人の大麻使用法令は水の不法使用を取り締まり、
常習犯を罰すると共に、不法な大麻栽培によって損害を受
けた土地を復元するために資金を提供する。ビジネスが適
用される水使用・環境法に完全に準拠していることを立証
できなかった場合、ライセンスを取り消す。
G. 現在、裁判所は非暴力の麻薬犯罪のケースで動きが取
れない状態である。大麻使用を合法化する成人の大麻使用
法令は裁判所の圧力を軽減するが、検察官は重罪のような
大麻関連の極めて深刻な違反に対して刑罪を課すことがで
きると共に、法令に規定されているように大麻関連の軽犯
罪に対する刑罰を減少する。
H. 大麻を規制された合法市場にもたらすことで、成人の
大麻使用法令は透明性と説明義務のあるシステムを作る。
これによって、大麻不正取引から数十億を稼ぎ、公共の安
全を悪化させ、暴力的な麻薬カルテルや多国籍ギャングに
恩恵を与えている闇市場を警察が取り締まることができ
る。
I. 成人の大麻使用法令は総合的な規制構造を作り、これ
によって、関連の専門知識を持つ特別エージェンシーが全
ての大麻ビジネスを監視できる。消費者問題部門の大麻制
御事務局が体系全体を監視し、2018年初めからライセン
スを発行して合法市場へのスムーズな移行が確実に行われ
る。消費者問題部門は大麻小売業、配給業者、マイクロビ
ジネスへのライセンス発行と監視を行う。食料農業部門は
大麻栽培へのライセンス発行と監視を行い、環境の安全を
守る。州の公衆衛生部門は製造や検査へのライセンス発行
と監査を行い、消費者が確実に安全な製品を受け取ること
ができるようにする。州の査定平準委員会は大麻の特別税
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(l) 本法令に規定の通り、21歳以上の成人が規定の範囲内
で、医療用以外の大麻の使用、所有、購入、栽培すること
を許可する。
(m) 地方政府が地区制やその他地方法を通して、21歳以
上の成人が医療用以外の大麻を私用に栽培することを合理
的に規制し、本法令に従って野外栽培のみを禁止すること
を可能にする。
(n) 医療用大麻の患者でない 21歳以下の個人による大麻
の入手を認めない。
(o) K–12学校や子どもたちがいるその他の場所の近くを含
む、公共の場での使用が許可されていない場における大麻
の消費を禁止する。
(p) 大麻の使用によって能力が損われた状態で、車など交
通手段として使用するその他の車両を運転することを違法
にする現行の法律を維持する。
(q) 公有地又は不法侵入する公有地における、大麻の栽培
を禁止する。
(r) 一般及び民間雇用主による職場の方針制定と実施を許
可する。
(s) 大麻の違法市場を追放し、未成年による使用と成人に
よる乱用を妨げるような方法で、大麻の栽培と販売に対し
て課税する。
(t) 州は、環境の復元と修理、青少年の治療と予防、コミュ
ニティの投資、法の執行のために毎年、数十万ドルの歳入
を生む。
(u) 違法の大麻製造や流通を防止する。
(v) California州から他州、他国、又は違法市場への大麻の
流入を防止する。
(w) 乏しい法執行機関の資源を守り、凶悪犯罪を予防し、
起訴する。
(x) 規制された合法市場への障壁を減らす。
(y) 大麻関係の犯罪を犯した未成年に対して薬物防止教育
又はカウンセリングの終了とコミュニティサービスを義務
付ける。
(z) 裁判所が、法令によって罰則が減少された犯罪に対し
て、個人が一般の安全に危険を及ぼさない限り、現在刑に
服している当該個人の判決を再度下すこと、及び本法令に
規定の通り、処罰を終えた個人の犯罪記録から当該犯罪を
再指定又は取り下げることを許可する。
(aa) 工業用ヘンプ（大麻）を農業又は学術研究のために、
農産物として栽培することを許可し、デルタ 9テトラヒド
ロカンナビノールの濃度が高いカナビスの株を区別して規
制する。
第 4項。 個人使用。
第 4.1項。 衛生安全法規第 11018項が修正されたもの
である。よって、次の通りである： 

11018. 大麻。
「大麻」は、成長中であろうがなかろうが、その種、植物

を徴収し、監査官は歳入を割り当て、新しい法律を管理し、
重大な投資への基金を提供する。
J. 成人の大麻使用法令は最初の五年間、大規模栽培者への
ライセンス発行を禁止することで、California州内の医療用
以外の大麻産業が小中規模ビジネスが中心になるようにす
る。成人の大麻使用法令は医療用以外の大麻産業に参入す
るビジネスに対して厳しい独占禁止法を課すことで、消費
者や小規模ビジネスを守る。
第 3項。目的及び意図。
成人の大麻使用法令の目的は、21歳以上の成人が使用す
る大麻製品や大麻の商業成長や小売販売への課税を含む、
医療用以外の大麻の栽培、処理、製造、流通、検査、販売
を合法化、制御、規制する総合的なシステムを作ることで
ある。本法令を制定する州民の意図は以下の事項を達成さ
せることである：
(a) 医療用以外の大麻製品と売上を不法市場から取り出し、
未成年による入手を防ぎ、公共安全、公衆衛生、環境を守
る規制構造の下に置く。 

(b) 州のライセンス、規制、執行体系を通して、医療用以
外の大麻の栽培、処理、製造、流通、検査、販売を厳しく
管理する。
(c) 地方政府は医療用以外の大麻ビジネスに関する州法・
規制を強化し、医療用以外の大麻ビジネスに対する地方要
件を追加できるようになるが、医療用大麻ビジネスへのラ
イセンスは州が発行し、州法に従って合法化されるので、
地方はそのようにする義務はない。
(d) 地方政府は本法令で規定された通りに医療用以外の大
麻ビジネスを禁止できる。
(e) 医療用以外の大麻の栽培から販売までの管理手順の追
跡・監視を義務付ける。
(f) 医療用以外の大麻が公認ビジネスに販売される前に、
かびや農薬を含む、汚染物質があるか否か、独立検査サー
ビスが総合的に検査するように義務付ける。
(g) 公認ビジネスに医療用以外の大麻が販売されるときは、
子どもが開けられない容器に入れ、医療用以外の大麻の効
能と影響について消費者に対して十分に情報が与えられる
ように標識を義務付ける。
(h) 医療用以外の公認の大麻ビジネスがライセンス維持の
条件に従って、厳しい環境・製品安全基準に従うように義
務付ける。
(i) アルコール又はたばこを販売するビジネスが医療用以
外の大麻を販売することを禁止する。
(j) 21歳以下の未成年に対して、並びに学校や子どもたち
がいるその他の場所の近くで医療用以外の大麻の販売・広
告を禁止する。
(k) 本法令に規定の通り、医療用大麻を取得する患者に身
元証明書のプライバシー保護を提供し、2015年に州知事
が署名した厳しい基準を満たす医師たちからの新助言であ
る、患者が 2018年 1月 1日までに医療大麻を取得するよ
うに義務付けることで、既存の州医療大麻体系を強化する。
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造、所有、又は流通する個人を認可することで、合衆国法
典 21編第 863項副区分 (f)の要件（21 U.S.C. 第 863項 (f)）
を満たすものである。
(c) 大麻及び大麻製品を本項によって合法とみなされる方
法で行うことは禁止又は押収の対象にはならず、本項に
よって合法とみなされる処理は拘束、捜索又は逮捕の根拠
にはならない。
第 4.5項。衛生安全法規第 11362.2項が追加されたもの
である。よって、次の通りである：
11362.2. (a) 第 11362.1項副区分 (a)段落 (3)に従って、
大麻を栽培する個人は次の制限の対象になる：
(1) 個人は副区分 (b)に従って、適用される場合は、地方
条例に従って、植物を植え付け、栽培、収穫、乾燥、又は
処理する。
(2) 生きた植物、及び 28.5グラムを超える植物で生成され
た大麻製品は個人の居住地、又は当該居住地の地面（例：
野外の庭など）、鍵がかかる空間に保管し、公共の場所か
ら肉眼の正常視力で見えないようにする。
(3) 生きた植物を個人の単独居住地、又は当該個人の居住
地の地面に一度に、植え付け、栽培、収穫、乾燥、又は処
理できるのは六本までとする。
(b) (1) 市、郡、又は市及び群は第 11362.1項副区分 (a)
段落 (3)に従って、活動や行動を合理的に規制するために、
合理的な規制を制定し、実施する。
(2) 段落 (1)の規定にもかかわらず、 市、郡、又は市及び群
は第 11362.1項副区分 (a)段落 (3)に従って、完全に囲まれ、
保護されている個人の住居地の地面に配置されている個人
の居住地内又は付属構造内における個人の活動や行動を禁
止できる。
(3) 第 11362.1項副区分 (a)段落 (3)の規定にもかかわら
ず、 市、郡、又は市及び群は、第 11362.1項副区分 (a)段落 (3)
に従って、個人の居住地の地面で行う野外の活動や行動を
禁止できる。
(4) 連邦法に従って、California州内で医療用以外で大麻を
使うことが合法であるという California州司法長官の決定
により、段落 (3)の効力がなくなった場合、段落 (3)に従っ
て行う市、郡、又は市及び群の行動は司法長官による当該
決定日より無効とみなされる。
(5) 本項の目的上、「個人の居住地」は、自宅、アパート、
トレーラーハウス、又はその他同様の居住施設を意味する。
第 4.6項。衛生安全法規第 11362.3項が追加されたもの
である。よって、次の通りである：
11362.3. (a) 第 11362.1項はいかなる個人に対しても次
の事項を許可すると解釈されるものではない：
(1) ビジネス・職業法第 26200項を除き、大麻又は大麻製
品を公共の場所で喫煙又は摂取する。
(2) たばこの喫煙が禁止されている場所で、大麻又は大麻
製品を喫煙する。
(3) 個人の居住地内、又はビジネス・職業法第 26200項又

のあらゆる部分から抽出された樹脂、植物のあらゆる合成
物、製品、塩、派生物、混合物、又は植物の標本、その種
又は樹脂など、カンナビス・サティバ・エルの植物の全て
の部分を意味する。次の事項は含まない：植物の成熟した
茎、茎から生成された繊維、植物の種からできているオイ
ル又は固形、成熟した茎のあらゆる合成物、製品、塩、派
生物、混合物、又は標本（樹脂が抽出されたものは除く）、
又は発芽しない植物の繊維、オイル、固形、又は殺菌され
た種：
(a) 第11018.5項に定義された通りの工業用ヘンプ（大麻）、
又は
(b) 局所又は経口投与、食物、飲料、又はその他の製品を
大麻と合わせて用意するその他の材料の重量。
第 4.2項。衛生安全法規第 11018.1項が追加されたもの
である。よって、次の通りである： 

11018.1. 大麻製品。
「大麻製品」は、濃縮大麻、大麻又は濃縮大麻及びその他
の材料含有の食用又は局所製品を含む（ただし、これらに
限定されない）、ある過程を経て植物性の素材が濃縮に変
換された大麻を意味する。
第 4.3項。衛生安全法規第 11018.2項が追加されたもの
である。よって、次の通りである：
11018.2. 大麻装備品。
「大麻装備品」は、大麻を植え付け、伝搬、栽培、成長、収穫、
製造、複合、変換、生産、処理、準備、検査、分析、梱包、
再梱包、保存、喫煙、気化、含有して使用するために、又
は大麻又は大麻製品を人体に摂取、吸入、導入するために
使用する、使用するという意図の備品、製品、又は全ての
種類の材料を意味する。
第 4.4項。衛生安全法規第 11362.1項が追加されたもの
である。よって、次の通りである：
11362.1. (a)  第 11362.2 項、 第 11362.3 項、 第
11362.4項、第 11362.45項に従うことを条件として、た
だし、本法の他のいかなる規定にもかかわらず、州及び地
方法に従って合法であり、21歳以上の個人が次の事項を
行うことは州又は地方法の違反ではない：
(1) 報酬なしで、濃縮されたカナビスでない 28.5グラム以
下の大麻を所有、処理、輸送、購買、取得する、又は 21
歳以上の個人に配る。
(2) 報酬なしで、大麻製品に含まれるものを含む、濃縮さ
れたカナビスに含有の八グラム以下の大麻を所有、処理、
輸送、購買、取得する、又は 21歳以上の個人に配る。
(3) 生きた大麻植物六本以下を所有、植え付け、増殖、収穫、
乾燥、又は処理する、及び植物から生産された大麻を所持
する。
(4) 大麻又は大麻製品を喫煙又は摂取する。
(5) 報酬なしで、大麻装備品を所有、輸送、購買、取得、使用、
製造する、又は 21歳以上の個人に配る。
(b) 副区分 (a)段落 (5)は州法に準拠して、大麻装備品を製
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時間の薬物教育プログラム又はカウンセリングを終了し、
最大 10時間のコミュニティサービスを完了することを義
務付ける。
(b) 第 11362.3項副区分 (a)段落 (2)から (4)に記載の行
動に関与する個人は、当該活動が州及び地方法で許可さ
れている場合を除き、違反の罪でニ百四十五ドル（$250）
以下の罰金が課せられる。ただし、18歳以下の個人には、
代わりに、薬物教育プログラム又はカウンセリング、及び
コミュニティサービスの機会が与えられてから 90日以内
に、四時間の薬物教育プログラム又はカウンセリングを終
了し、最大 20時間のコミュニティサービスを完了するこ
とを義務付ける。
(c) 第 11362.3項副区分 (a) 段落 (5)に記載の行動に関与
する個人には第 11357項副区分 (c)又は (d)に規定の同じ
処罰が課せられる。
(d) 第 11362.3項副区分 (a) 段落 (6)に記載の行動に関与
する個人には第 11379.6項に規定の処罰が課せられる。
(e) 第 11362.2項副区分 (a) の規制に違反する個人には違
反の罪で二百五十ドル（$250）以下の罰金が課せられる。
(f) 副区分 (e)の規定にかかわらず、第 11362.2項副区分 (a)
の規定に違反する 18歳以下の個人は第 11358項副区分 (a)
に従って処罰を受ける。
(g) (1) 本項で義務付けられる薬物教育プログラム又はカ
ウンセリングは強制とする。ただし、裁判所が当該プログ
ラム又はカウンセリングは当該個人にとって必要ないと判
断した場合、又は当該薬物教育プログラム又はカウンセリ
ングが利用できない場合を除く。
(2) 本項で義務付けられる、18歳以下を対象とする薬物教
育プログラムは参加無料で、大麻及びその他の規制薬物の
使用・乱用に特定され、科学及び根拠に基づく原理と実践
を中心に、少なくても四時間の集団討議又は教育を提供し
なければならない。
(h) 正当な理由が見つかり次第、裁判所は本項で義務付け
られる、薬物教育プログラム又はカウンセリング、及びコ
ミュニティサービスを個人が完了することができるように
期間を延長できる。
第 4.8項。衛生安全法規第 11362.45項が追加されたもの
である。よって、次の通りである：
11362.45. 第 11362.1項は、次の事項を修正、撤廃、影
響、規制、又は先取するために解釈されない：
(a) 自動車法第 23152項副区分 (e)、又はこれら法律の違
反に規定の刑罰を含む（ただし、これらに限定されない）、
大麻又は大麻製品を喫煙・摂取しながら、又はこれらの使
用によって能力が損われた状態で自動車、ボート、船舶、
航空機を運転・操縦することを違法にする法律。
(b) 大麻、大麻製品、又は大麻装備品の販売、投与、供給、
又は無料配布、又は 21歳以下の個人に対する大麻、大麻
製品、又は大麻装備品の販売、投与、供給、又は無料配布
の提供を禁止する法律。
(c) 第 11362.1項で禁止されている活動又は行動に 21歳

は区分 8（第 19300項から始まる）第 3.5章に従う場合
を除き、当該喫煙が子供たちがいる間に、当該学校、託児所、
青少年センターの土地で他者によって発見されない場合の
み、学校、託児所、青少年センターに子供たちがいる間に、
学校、託児所、青少年センターから 1,000フィート内で大
麻又は大麻製品を喫煙する。
(4) 自動車、ボート、船舶、航空機、又は交通手段として
使用するその他の車両の助手席又はコンパートメントで運
転、操縦、又は乗車しながら、大麻又は大麻製品が入った
蓋の開いた容器又は開いた包みを所有する。
(5) 子供たちがいる間に、当該学校、託児所、青少年センター
の土地で、大麻又は大麻製品を所有、喫煙、又は摂取する。
(6) 揮発性溶剤で濃縮カナビスを生産する。ビジネス・職
業法区分 8第 3.5章（第 19300項から始まる）、又は区分
10のライセンスに従って行われた場合は除く。
(7) 自動車、ボート、船舶、航空機、又は交通手段として
使用するその他の車両を運転・操縦しながら、大麻又は大
麻製品を喫煙又は摂取する。
(8) 自動車、ボート、船舶、航空機、又は交通手段として
使用するその他の車両の助手席又はコンパートメントに乗
車しながら、大麻又は大麻製品を喫煙又は摂取する。ビジ
ネス・職業法第 26200項に従って、自動車、ボート、船舶、
航空機、又は交通手段として使用するその他の車両が操縦
され、21歳以下の個人がいない場合は除く。
(b) 本項の目的上、「託児所」は第 1596.76項と同じ意味
である。
(c) 本項の目的上、「喫煙」は、点火している又は加熱して
いる大麻又は大麻製品を、自然又は人工にかかわらず、あ
らゆる方法又はあらゆる形態で、吸入するために、点火し
ている又は加熱している装置又はパイプを吸入、吐き出す、
燃焼、又携行することを意味する。「喫煙」は、あらゆる
方法又はあらゆる形態で煙霧又は蒸気を作る、電子喫煙装
置の使用、又はある場所の喫煙禁止を避けるための経口喫
煙装置の使用を含む。
(d) 本項の目的上、「揮発性溶剤」は次の事項を含む、揮発
性有機化合物を意味する：(1) 爆発性気体（ブタン、プロ
パン、キシレン、スチレン、ガソリン、石油、02又は H2

など）(2) 危険な毒物、毒素、又は発がん物質（メタノール、
プロピルアルコール、塩化メチレン、アセトン、ベンゼン、
トルエン、トリクロロエチレンなど）。
(e) 本項の目的上、「青少年センター」は第 11353.1項と
同じ意味である。
(f) 本項には、1996年特恵使用法令に関する法律を修正、
撤廃、影響、規制、又は先取するために解釈されない。
第 4.7項。衛生安全法規第 11362.4項が追加されたもの
である。よって、次の通りである：
11362.4. (a) 第 11362.3項副区分 (a)段落 (1)に記載の
行動に関与する個人は違反の罪で百ドル（$100）以下の
罰金が課せられる。ただし、18歳以下の個人には、代わ
りに、薬物教育プログラム又はカウンセリング、及びコミュ
ニティサービスの機会が与えられてから 60日以内に、四
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主な介助者の氏名の開示請求を受けてから 24時間以内に、
州の公衆衛生局または国の公衆衛生機関は患者と連絡を
取って同患者に当該請求について通達する、また同請求が
書面による場合は、同請求の控えを提示することとする。
(c) 民法の 第 56.10項 にもかかわらず、州の公衆衛生局
あるいは国の公衆衛生機関はいずれも、患者の氏名、住所
または社会保障番号、既往歴、あるいは主な介助者の氏名
を、同記録の開示請求のための連絡があった日から 10日
以内に開示しない、あるいはまたは省庁あるいは裁判所の
命令によっても、開示しないこととする。
(d) 州の公衆衛生局または国の公衆衛生局あるいは 第
11362.71項 に規定の国指定機関が使用または保管する ID
カード申請システムまたはデータベースには、患者の氏名、
住所、社会保障番号、既往歴、または主な介助者の氏名等、
有資格の患者の個人情報が含まれないこととする。当該の
申請システムまたはデータベースは一意識別番号のみが記
載され、また同番号の入力時に提供される唯一の情報は、
カードの有効または無効かの情報のみであることとする。
第 5.3項。衛生安全法規第 11362.755項を次の通りに改
正する。
11362.755. (a) 当局は、IDカードの取得または更新を希
望する個人に対して、スタートアップ費用、(b)の条項に
従いMedi-Calの給付金の手数料を削減するためにかかる費
用、コスト効果 インターネットの Web 対応システムの識
別および開発費および 24時間 無料通話電話番号の維持費
各国の衛生管理または国指定機関は、本条項にしたがった
プログラムの管理の際して国または国指定機関により発生
した追加 費用を請求することができることとする。
(b) 国の衛生管理局による費用額はいずれの状況にあって
も、申請または更新ごとに百ドル ($100) を超えないこと
とする。
(b) (c) 医療プログラムへの参加および適格性が十全に証
明された場合、医療給付受給者は、本項にしたがって規定
された料金の 50%を控除されることとする。
(d) 有資格の患者、または有資格の患者の 18歳以上の法
定後見人は、郡の医療サービスプログラムにおいて適格者
として加入する医療上問題がある成人であるとの証左が十
分である場合、本項にしたがって設定した費用の支払いは
免除することとする。
(e) 国の衛生管理局が課金および徴収した費用が、法定 ID
カードシステムに関して国の衛生管理局の役務の履行に際
して要した管理費では十分賄えない場合、議会は、国の衛
生管理局の要請により、国の衛生管理局に対して、国の衛
生管理局が課金および徴収した費用を超過した管理費相当
分を補填することとする。
第 5.4項。衛生安全法規第 11362.84項を次の通りに追加
する。
11362.84. 例外的使用法にしたがって行動する有資格の
患者の状態および行為自体をもって、家庭または少年裁判
所の管轄における訴訟または手続きにおいて、年少者に対
する管理権または親権を制限あるいは削減することを目的

以下の個人が関与することを禁止する法律。
(d) 矯正リハビリテーション部門又は少年法部門内の土地、
範囲、全ての施設又は機関内、又は刑法第 4573項に参照
されている施設又は機関内の土地、範囲、すべての範囲又
は機関内における大麻又は大麻製品の喫煙、摂取に関する
法律。
(e) 大麻又は大麻製品の喫煙又は摂取によって能力が損わ
れた状態で仕事に取り組んだため、怠慢又は専門職の違法
行為を構成する法律。
(f) 薬物及びアルコールを禁止する職場を維持すること、
大麻の使用、消費、所有、移動、表示、運送、販売、栽培
を職場で許可又は適合しないように雇用主に義務付けるこ
と、従業員及び従業員候補者による大麻使用を禁止する方
針にする雇用主の能力に影響すること、雇用主による州又
は連邦法の準拠を防止しないことなど、一般及び民間雇用
主に対する権利と義務。
(g) 州又は地方政府のエージェンシーが所有、賃貸、使用
する建物内で、第 11362.1項に従って許可されている、活
動又は行動を禁止又は規制する州又は地方政府のエージェ
ンシーの能力。
(h) 個人又は団体が所有する不動産物件で、第 11362.1項
に従って許可されている、活動又は行動を禁止、規制する
個人又は個人団体の能力。
(i) 1996年特恵使用法令に関する法律。
第 5項。 医療目的での大麻の使用
第 5.1項。 衛生安全法規第 11362.712項を次の通りに
追加する。
11362.712. (a) 2018年 1月 1日 以降は、有資格の患
者は、ビジネスおよび専門職コード第 2部 の 第 5章 の第
25条 (ビジネスおよび専門職コード 第 2525項 以降 )に
準拠する医師による推奨を有する必要がある。ただし、こ
の要件に準拠しない場合、 第 11362.5項 .により、患者ま
たは主な介助者に適用される保護のいずれかが影響を受け
る場合がある。
(b) 郡の衛生管理局または郡指定機関は、2018年 1月 1
日、 以降、第 11362.71項 にしたがって発行された IDカー
ドが、ビジネスおよび専門法規第 2部 の 第 5章 第 25条  
( 第 2525項以降 )に準拠した医師の推薦であることを確認
する、規定を作成することとする。
第 5.2項。衛生安全法規第 11362.713項を次の通りに追
加する。
11362.713. (a) 州の公衆衛生局あるいは国の公衆衛生局
の記録で受取、記載の患者の署名、住所または社会保障番
号、既往歴、または主な介助者の名前は、医療情報機密法
の意味の範囲内において、本書では医療情報機密法の範囲 
(民法規第 1部 第 2.6編 (第 56項以降 )）において、「医
療情報とみなし」、個別に識別可能な情報の開示に関する
制約に従う場合を除き、同局または国の公衆衛生局により
開示されないこととする。
(b) 患者の名前、住所または社会保障番号、既往歴または
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(g) 「デイケアセンター」とは、衛生安全法規の 第
1596.76項 と同じ意味を持つ。
(h) 「配達」とは、大麻または大麻製品の顧客への商業的な
移転を指す。「配達」には、顧客が大麻または大麻製品の
許諾小売業者による商業的移転の調整または促進を可能に
する、小売業者が所有および管理する、あるいは本条によ
り個別に許諾する技術基本要綱の小売業者による使用も含
む。
(i) 「役員」とは、消費者局の役員を指す。
(j) 「流通」とは、本条にしたがって許諾した団体間での大
麻および大麻製品の調達、販売および輸送を指す。
(k) 「資金」とは、 第 26210項にしたがって設定された大
麻規制資金を指す。
(l) 「種類」とは、型名またはその他育成者商標、または育
成地域指定等、特定大麻変種または大麻製品タイプに関す
る適用可能なタイプまたは指定を指す。
(m) 「ライセンス」とは、本条により発行された州免許を
指す。
(n) 「ライセンシー」とは、本条による免許を有する者また
は団体を指す。
(o) 「医薬品許可機構」とは、免許の発行、更新または再発
行を担当する州の機関、またはライセンシーに対して懲罰
を履行する権利を有する州の機関を指す。
(p) 「地方管轄区域」とは、市、郡または市と郡を指す。
(q) 「製造」とは、大麻製品を化合、混合、抽出、融解また
はそれ以外で、製造または準備することを指す。
(r) 「製造元」とは、本条にしたがって州免許を有し、直接
または間接的に、抽出方法または化学配合によって独立し
て、あるいは大麻または大麻製品を梱包または再梱包、容
器にラベリング、または再ラベリングを行う、特定の場所
において抽出および化学配合を組み合わせることで、大麻
または大麻製品の生産、準備、繁殖、または化合を行う者
を指す。
(s) 「大麻」とは、衛生安全法の第 11018項 と同義とする
が、ただし、 第 8部 第 3.5章 (第 19300項以降 ) において、
医療目的で栽培、処理、輸送、頒布または販売されたもの
は除く。
(t) 「大麻付属品」とは、衛生安全法規の 第 11018.2項 と
同じ意味を持つ。
(u) 「大麻製品」とは、衛生安全法規 第 11018.1項 と同義
とするが、 第 8部の 第 3.5条 ( 第 19300項以降 ) におけ
る、医療目的で製造、処理、輸送および頒布または販売さ
れた大麻製品は含まない。
(v) 「苗床」とは、大麻の植え付け、繁殖、および栽培専用
のクローン、未成熟苗、種子およびその他農業製品のみを
生産するライセンシーを指す。
(w) 「オペレーション」とは、本条港でライセンスが必要な
行為、または大麻または大麻製品の商業的移転を指す。
(x) 「パッケージ」とは、大麻または大麻製品を保有するの

に使用しないこととする。
第 5.5項。衛生安全法規第 11362.85項を次の通りに追加
する。
11362.85. California 州司法長官によって、管理物質に関
する連邦法の修正により大麻の再分類または分類除外をす
るとの決定が行われた場合、議会は、連邦における当該変
更に州法を準拠させるため、必要に応じて、衛生安全法規
の条項を修正または撤廃することができることとする。
第 6項。大麻規制と安全
第 6.1項。第 10条（第 26000項から開始）を以下の通り、
ビジネス・職業法に追加する。

第 10条大麻
第 1章。全般条項と定義

26000. (a) 本条は、非医療用大麻および大麻製品を 21
歳以上の成人に対して、栽培、頒布、輸送、保管、製造、
処理おおｙび販売することを管理および規制する包括的シ
ステムを設定することを目的および意図とする。
(b) 下位条項 (a),を促進するため、本条項は、 第 8部 の 第
3.5章 ( 第 19300項以降）において、医療用大麻業界を管
理および規制する既存の州の機関の権限および義務を拡張
し、商業的、非医療用大麻業界の管理および規制の権限お
よび義務を含めることとする。
(c) 議会は、多数決により、本条の施行法を可決すること
ができる。ただし、当該の法は、大麻の成人による使用の
管理、規制および課税に関する法を目的および意図とする。
26001. 本条の目的のため、以下の定義を適用する。
(a) 「申請者」とは以下を指す
(1) 提案されたライセンシーの所有者「オーナー」とは、 (A) 
ライセンスの二十 (20) パーセント以上を有する（証券利
息、担保または付帯以外）総所有利息、および (B) 指示権、
または指示を受ける理由、ライセンスの管理または規制を
有するすべての者を指す。
(2) 申請者が株式公開企業の場合、「所有者」には、最高経
営責任者および役員会の構成役員のいずれか並びに同社の
総所有利息が二十 (20) パーセント以上の者または団体を
含む。申請者が非営利団体の場合、「所有者」とは、最高
経営責任者および役員会の較正役員のいずれかの両者を指
す。
(b) 「事務局」とは、消費者局内の大麻規制局を指す。
(c) 「子ども適用除外」とは、5歳以下の子どもには非常に
難しい設計または構造になっているが、正常な成人には適
正に使用する以上問題はないことを指す。
(d) 「大麻の商業活動」には、本条に記載の大麻および大麻
製品の栽培、所有、製造、頒布、処理、保管、実験室試験、
ラベリング、輸送、流通、配達または販売を含む。
(e) 「栽培」とは、大麻の植え付け、生育、収穫、乾燥、養生、
格付けまたは刈り取りを指す。
(f) 「顧客」とは、21歳以上の自然人を指す。
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こととする。
(a) 本条または 第 8部 第 3.5章 (第 19300項以降 ) のに
おいてライセンスまたは許可取得を申請する者から、直接
あるいは間接を問わず、手数料または収益を受け取る
(b) ライセンシーのビジネスまたは施設を対象とする販売
または保険に関与および関心を寄せる
(c) 商業的大麻活動に関係するライセンシーの施設で使用
する、設備の販売に関与または関心を寄せる
(d) 給付または給付への貢献となるチケットの購入につい
て、ライセンシーに故意に嘆願する
(e) いずれかの個人の利得となるように、資金あるいはそ
の他価額のものを寄付または授受するように、ライセン
シーに故意に要求する
26012. (a) 州全体の問題の場合。ただし、本条において
認定したものを除く。
(1) 消費者局は、州内の大麻の製造活動、頒布および販売
に関係がない輸送、保管の許可を作成、発行、更新、懲罰、
停止、または取り消す排他的権限を有することとする。
(2) 食品農業局は、大麻の栽培に関係する、および関連す
る本条の条項を管理することとする。食品農業局は、本条
に対する違反について、栽培許可を作成、発行および停止、
あるいは取り消す権限を有することとする。
(3) 州の公衆衛生局は、大麻の製造および試験に関係する、
および関連する本条の条項を管理することとする。州の公
衆衛生局は、本条に対する違反について、製造および試験
許可を作成、発行、および停止あるいは取り消す権限を有
することとする。
(b) 医薬品許可機構および事務局は、大麻に関して規制を
行う活動に関係する費用を徴収する権限を有することとす
る。事務局は、本条における義務の履行に際して同事務局
が必要と判断する、本条で特定した事項に加え、ライセン
スを作成することができることとする。
(c) 医薬品許可機構は、本条において 2018年 1月 1日以降、
ライセンスの発行を開始することとする。
26013. (a) 医薬品許可機構は、政府法規の第 2編第 1節
第 3部の第 3.5章 (第 11340項以降 ) 本条にしたがって、
各義務を実行、管理および施行するのに必要と思われる場
合、適切な規則および規制を作成および策定することとす
る。当該の規則および規制は、成人による大麻使用の管理、
規制および課税に関する法の目的および意図と一致するこ
ととする。
(b) 医薬品許可機構は、本条における各義務の実施、管理
および施行に必要な緊急規制の策定、採用および施行がで
きることとする。本項にしたがって策定、採択または執
行された緊急規制は、政府法規の 第 2編第 3部 第 1節第
3.5章 (第 11340項以降 ) にしたがって、政府法規の第
11349.6項を含め、同章の目的のため、採択することとす
る。本規制の採択は、緊急であり、行政法務局が公共平和、
衛生と安全、および福祉全般の早急な温存のため必要と判
断することとする。

に使用する容器または入れ物を指す。
(y) 「個人」には、個人、会社、コパートナー、ジョイント
ベンチャー、協会、企業、有限責任会社、不動産、信託、
事業信託、受託人、シンジケート、あるいはその他、単位
として活動するグループまたは連合、複数人および単独人
を含む。
(z) 「購買者」とは、大麻および大麻製品の取得を目的とし
て来仙氏＾と取引を行っている顧客を指す。
(aa) 「販売する」、「販売」および「売ること」には、いず
れかの約因により、大麻への権原を一人の個人から別の個
人へ移転する取引を含め、および大麻の購買のために行う
注文、または同請求または受注により、大麻または大麻製
品の配達を含むが、一人のライセンシーから、大麻または
大麻製品の購入元であるライセンシーに大麻または大麻製
品を返却することは含まない。
(bb) 「試験サービス」とは、実験室、施設または州内の団
体で、当該の実験室、施設または団体が提供する設備を含
め、および以下の条件に合う、大麻または大麻製品のテス
トを提供または実施する機関を指す。
(1) 州内の商業的大麻活動に関わるその他の者とは独立し
た、認定団体による認定済み
(2) 州の公衆衛生局に登録済み
(cc) 「一義識別子」とは、許可施設での特定植物を参照に
した英数字コードまたは指定を指す。
(dd) 「実質実施不能」とは、規制に準拠する必要がある対
策には膨大な投資リスク、資金、時間またはその他リソー
スや資産が伴い、大麻設定の運用が、適切かつ良心的ビジ
ネスパーソンによる実施の価値がないと思わることを指
す。
(ee) 「ユースセンター」は、衛生安全法規の 第 11353.1
項 と同義とする。

第 2章。管理
26010. (a) 第 19302項で設定した医療用大麻規制局は
本書において、大麻管理局と名称を変更する。役員は、第
8部の第 3.5章 (第 19300項以降 ) に加え、本条の条項を
管理および執行することとする。役員は、本条の目的に際
して、第 19302.1項 の 下位条項 (b) および (c) と同じ権
限を有することとする。
(b) 事務局と役員とは、第 8部の第 3.5章 (第19300項以降 ) 
において、医療用大麻規制局に付与した義務、権限、目的、
責任および管轄権のすべてを継承オよび付与される。
(c) 下位条項 (b) に記載の権限、義務、目的、責任および
管轄権に加え、局は本書において、本条項に記載の商業的
大麻活動の規制権限、義務、目的、責任および管轄権を有
する。
(d) 本項の発効日においてｋ「医療用大麻規制局」が制定、
規制または契約、あるいはその tア法規に記載されている
場合は、事務局を指すことと解釈する。
26011. 事務局責任者あるいは大麻規制控訴審部構成員の
いずれも、 第 26040項 において、以下の行為を行わない
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(c) 本条にしたがって医薬品許可機構が採択した規制に記
載されたその他理由。
(d) 収益・課税法におおいて必要となる、税額の支払い等、
州法に準拠しない。ただし、本条または California 法に記
載の事項は除く。
(e) ライセンシーの従業員に関する労働者保護および法的
権利を付与する州または地方条例あるいは規制に対する故
意の違反。
(f) 商業的大麻活動を規制した地方条例の要件に準拠して
いない。
(g) ライセンシーによる法定成人以下の者に対する大麻ま
たは大麻製品の購入または所有を目的とした意図的および
故意の販売。
26031. 各医薬品許可機構は、ライセンシーが懲罰の理由
となる行為または不作為を行った場合、ライセンシーに対
して適切な通知および公聴を行った後、ライセンスを停止
または取り消すことができることとする。本章における懲
罰手続きは、政府法規の 第 2編第 3部第 1節 第 5章 （第
11500項以降 ) にしたがって施行することとし、各医薬品
許可機構の役員は、本書記載の全権限を有することとする。
26032. 各医薬品許可機構は、本条に対して違反したライ
センシーに対して、ライセンシーの代行として、あるいは
商業的大麻活動への取り組みの中で、かかる違反がライセ
ンシーの代理人または従業員によるものである場合、懲罰
を課すことができることとする。
26033. ライセンスの停止または取消時、医薬品許可機構
は、事務局に通知することとする。事務局はそれを受け、
他のすべての医薬品許可機構に通知することとする。
26034. 本条におけるライセンスに対する告発は、 第
19314項 またはそれ以外の場合では、法令で規定するの
と同じ制限内において手続きを執ることとする。
26035. 役員は、本条の管理および執行の目的で消費者局
が雇用した者を指定することとする。役員は、本条の執行
を目的とし、十分な従業員数を有資格の保安員に当てるこ
とを確認することとする。
26036. 本条の記載事項はいずれも、州の機関が、漁業お
よび狩猟獣部門、食品農業法規、政府法規、衛生安全法規、
公的資源法規、水法規あるいはそれら法規の適用における
等、既存の執行権限の行使より優先され、あるいは制限す
ると解釈しないこととする。
26037. (a) (1) 本条および適用地方条例により発行され
たライセンスで許可され、 (2) 本条および本条にしたがって
採択された規制にしたがって施行されるライセンシー、従
業員、および代理人の行動は、州法では違法とはならず、
また現行犯逮捕、起訴、またはその他州法による制裁、民
事制裁金対象、あるいは州法による差押えまたは没収対象
には該当しないこととする。
(b) 州ライセンスおよび適用地方条例にしたがって許可さ
れる、ライセンシー、従業員、および代理人による財産の
使用を誠意をもって許可する者の行動は、州法においては
違法とはならず、た現行犯逮捕、起訴、またはその他州法

(c) 本条において発行された規制は、最適な証拠に基づき、
本条の目的達成のために必要とし、また商業的に実現可能
な手順、技術あるいはその他要件を制定することとする。
また、同実質要件の達成のための代替てじゅなるいは技術
の開発を不用意に抑制または禁止しないこととする。ある
いは、当該の規制によってコンプライアンスが不用意に実
施不能にならないこととする。
26014 (a) 事務局は、同事務局および医薬品許可機構に
対して、本条にしたがった標準および規制の作成に関する
諮問を行うため、公衆衛生を保護するベストプラクティス
およびガイドラインを含む、諮問委員会を主催するととも
に、大麻向けの違法市場を削減および削除するのではなく、
永続させることを目的として、かかる不用意に実施不能な
障壁を課さないように、商業的大麻活動の規制環境を実現
することとする。
(b) 諮問委員会委員には、大麻業界代表、労働組織代表、
的 k刹那州および地方機関、公衆衛生専門家、および有毒
物質の成人使用に関する専門知識を有するアルコール飲料
規制局代表等、その他主題専門家等を含むこととする。諮
問委員会委員は、役員により決定することとする。
(c) 2019年 1月 1日 以降、諮問委員会は、前の暦年に諮
問委員会が事務局および医薬品許可機構に対して行った推
薦事項等の活動および事務局または医薬品許可機構による
当該推薦事項の実施の可否をを記載した年次公開レポート
を発行することとする。
26015. 医薬品許可機構は、本条における義務の履行に必
要と思われる調査を実施するか、または実施するように対
応することができる。
26016. 本条にしたがって実施した公聴会について、第 4
章 (第 26040項以降 ) によって実施した公聴会は除き、医
薬品許可機構は、行政法判事に対して公聴並びに決定する
権限を代行させることができることとする。行政法判事の
前での公聴会は、政府法規の 第 2編第 3部第 1節 第 5章 (第
11500項以降 ) に記載の手順、規則および制限に従うこと
とする。
26017. 本条にしたがった医薬品許可機構前の公聴会で
は、医薬品許可機構は、召喚にしたがって同医薬品許可機
構の求めに応じて公聴会において証人出廷した個人に対し
て、州従業員に認定された額を超えない範囲で、実費、必
要経費、および交通費、食費、宿泊費を支払うことができ
ることとする。
26018. 医薬品許可機構は、罰則査定が決定するまでは随
時、自局判断において、および他の手続きなしで、罰則の
見直しを行うことができるが、かかる見直しは、その軽減
査定に限定することとする。

第 3章。施行
26030. 懲罰理由：
(a) 本条の条文、あるいは本条にしたがって採択された規則
または規制に準拠しない。
(b) 第 1.5部 第 3章 (第 490項以降 ) にしたがったライセ
ンス下付の否定理由となる行為。

64



186 | 提案された法律の全文

提案された法律の全文 提案	64続き

26043. (a) 罰金査定、本区分の下で提供される免許の発
行、却下、譲渡、調整、取り消しを命じる事務局または認
可当局の決定により権利を侵害される者からの要請があっ
た場合、委員会は州議会により課される可能性のあるこの
ような制限の対象となる決定を再検討するものとする。そ
のような場合、委員会は事務局または認可当局により検討
されたもの以外の証拠を受け取ってはならない。
(b) 事務局または認可当局の決定の委員会による審査は以
下の問いに限定されるものとする：
(1) 事務局またはいずれかの認可当局が管轄区なしでまた
はこれを超えて進めたかどうか。
(2) 事務局またはいずれかの認可当局が法により要求され
る方法で進めたかどうか。
(3) 決定が所見により支持されているかどうか。
(4) 記録全体に照らして、所見が実質的証拠により支持さ
れているかどうか。
26044. (a) 妥当な努力の行使においては生じないはず
の、または事務局または認可当局の審理において不適切に
排除された関連性のある証拠があることを委員会が発見し
た要請については、このような証拠に照らして審査するた
めに、事務局または認可当局に問題を差し戻す命令を出す
ことができる。
(b) 下位区分 (a)に規定される場合を除き、あらゆる要請に
おいて委員会は事務局または認可当局の決定を承認または
見直しする命令を出すものとする。命令が事務局または認
可当局の決定に反する場合は、役員会はその命令に照らし
て問題の再検討を指示することができ、それが法律により
特別に命じられるため、事務局または認可当局にそのよう
なさらなる措置を取るよう指示することができる。ただし
命令はいかなる場合にも事務局または認可当局の法律によ
り定められた裁量を制限または管理してはならない。
26045. 委員会の命令は、事務局または認可当局、または
そのような命令により権利を侵害される者の請願により、
民間手続き法規の第 1094.5項における司法審査の対象と
なる。

第 5章。認可
26050. (a) 本区分に準拠する免許の区分は、最低限、以
下の通りである：
(1) 種類 1—栽培；特殊屋外；小型。
(2) 種類 1A—栽培；特殊屋内；小型。
(3) 種類 1B—栽培；特殊混合光；小型。
(4) 種類 2—栽培；屋外；小型。
(5) 種類 2A—栽培；屋内；小型。
(6) 種類 2B—栽培；混合光；小型。
(7) 種類 3—栽培；屋外；中型。
(8) 種類 3A—栽培；屋内；中型。
(9) 種類 3B—栽培；混合光；中型。
(10) 種類 4—栽培；苗床。

による制裁、民事制裁金対象、あるいは州法による財産の
差押えまたは没収対象には該当しないこととする。
26038. (a) 本条によるライセンスを有することなく、商
業的大麻活動に関係する者は、各ライセンス違反と比べ、
通常ライセンス費の最大三（3）倍の民事制裁金を科すこ
ととし、裁判所は、衛生安全法規 第 11479項 にしたがっ
て、違反と関連した大麻の掃きを命ずることができる。各
日のオペレーションは、本項の各違反で含むこととする。
医薬品許可機構が本項にしたがって科し、徴収した民事制
裁金のすべては、 in 下位条項 (b)への記載事項を除き、一
般基金に預託されることとする。
(b) 法務長官が人民を代行して、本条にしたがってライセ
ンシーに対して民事制裁金の措置を行う場合、徴収した本
制裁金は、一般基金に預託することとする。地区検事長ま
たは郡の弁護士が訴訟を起こした場合、制裁金ははじめに、
民事制裁金訴訟に対する地区検事長または弁護士費用に充
てられ、残額がある場合は、一般基金に預託されることと
する。市の弁護士または市の検事が訴訟を起こした場合、
徴収された制裁金ははじめに、市の弁護士または市の検事
の民事制裁金の訴訟費用に充てられ、残額がある場合は、
一般基金に預託されることとする。
(c) 下位条項 (a) にもかかわらず、刑事制裁金は引き続き、
本条に違反して商業的大麻活動に関与する未許可の者に適
用されることとする。

第 4章。要請
26040. (a) 知事により指名される 3人のメンバーから
構成されるマリファナ取締要請委員会が州政府内に設立さ
れ、上院議員に選出されたメンバー全員の多数決による承
認の対象となる。各メンバーは、最初の指名時に、それぞ
れ他のメンバーが居住する郡とは異なる郡の居住者でなけ
ればならない。委員会のメンバーは政府法第 2編の区分 3
第 1部 第 6章（第 11550項から始まる）により規定され
る年給を受け取るものとする。
(b) 委員会のメンバーは知事により解職される場合があり、
州議会は各議会に選出されたメンバー全員の多数決によ
り、職務怠慢、汚職、または無能のためにメンバーを解任
する権限を持つものとする。
(c) 委員会のメンバーの解職の両院一致決議は、上院の 5
人のメンバー、または下院の 10人のメンバーが立案者と
して参加する場合にのみ、州議会に提出することができる。
26041. 委員会の人事は全員、州の公務要件に一致する委
員会により、指名、採用、指示、管理されるものとする。ディ
レクターは委員会の許可された活動に必要な機器、供給品、
および住宅を提供するものとし、委員会とディレクターの
合意において、その他管理方法を実行するものとする。
26042. 委員会は要請のために、区分 9の第 1.5章の第 3
条 (第 23075項から始まる ) および第 4条 (第 23080項
から始まる ) で用いられる手順と同様の手順を採択するも
のとする。このような手順は行政手順法（政府法第 2編の
区分 3の第 1部の第 3.5章 （第 11340項から始まる））に
従って採択されるものとする。
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(1) 申請者の敷地が位置する人口調査標準地域または人口
調査区分の人口に対する免許の比率が、申請者の敷地が位
置する郡の人口に対する免許の比率を超える場合。ただし
申請の却下が合法的市場の発展を過度に制限することでマ
リファナまたはマリファナ製品の違法な市場を存続させる
ことになる場合を除く。
(2) 人口調査標準地域、人口調査区分、または人口調査
管轄区の人口に対する小売免許、小企業免許、または第
26070.5項に基づく免許の比率が、第 26200項の下で採
択された地方条例が許容できる比率を超える場合。
26052. (a) いかなるライセンシーも以下の行為を実行し
てはならず、またそのライセンシーの従業員、代理店、ま
たは請負業者がこれらの行為を実行することを許可しては
ならない：
(1) 第 16600項に違反して取引を抑制するような契約を交
わすこと、
(2) 第 16720項に違反して取引を抑制するようなトラスト
やその他の禁止された組織を形成すること、
(3) 販売、契約、条件、合意、または了解の影響が取引ま
たは商業のいずれかの部分において競争を著しく低下させ
る可能性があるか、または独占を形成する傾向があるよう
な場合に、消費者または購入者が競合者またはその販売者
の競合者の品物、商品、装置、消耗品、日用品またはサー
ビスを使用したり取引したりしないという条件、合意、ま
たは了解のものに、マリファナまたはマリファナ製品を販
売したり販売契約を交わしたり、請求価格を固定したり、
値引きしたり、リベートしたりすること。
(4) 競合者に損害を与えたり、競争を破壊したり、購入者
や潜在的購入者を欺いたりするために、費用以下の値段で
マリファナまたはマリファナ製品を販売すること。
(5) 一つのセクション、コミュニティ、または市やその一部、
またはそのようなセクション、コミュニティ、または市や
その一部の中の一つのロケーションにおいて、他の場所よ
りも低価格でマリファナまたはマリファナ製品を販売した
り供給したりすることにより、異なるセクション、コミュ
ニティ、または市やその一部、またはそのようなセクショ
ン、コミュニティ、市、または本州の市の一部の中の異な
るロケーションを区別すること。
(6) マリファナまたはマリファナ製品をその j販売者が負
担する費用以下の値段で販売すること、または競合者に損
害を与えたり、競争を破壊したりする目的で商品や製品を
提供すること。
(b) 事務所や企業のディレクター、担当官、またはエージェ
ントのいずれかとして、または個人の代理として、本章の
条項に違反したり、直接的または間接的に、そのような違
反を援助したり、手助けしたりする者は、したがって、そ
の行動の受益者である人物、事務所、または企業と同様に
責任を負う。
(c) 認可当局は適切な規制により本区分を執行することが
できる。
(d) 個人または事業者団体は、被害回復のために本区分へ

(11) 種類 5—栽培；屋外；大型。
(12) 種類 5A—栽培；屋内；大型。
(13) 種類 5B—栽培；混合光；大型。
(14) 種類 6—製造業者 1。
(15) 種類 7—製造業者 2。
(16) 種類 8—試験。
(17) 種類 10—小売業者。
(18) 種類 11—配給業者。
(19) 種類 12—小企業。
(b) 本区分の下で発行される免許はすべて、区分 8.の第
3.5章 (第 19300項から始まる )に基づく商業的医療用大
麻関連活動と区別されるように、免許が商業的マリファナ
関連活動のためのものであることを示す明確な表記を持
たなければならない。このような表記の例には「Type 1—
Nonmedical,（種類 1—非医療用）」や「Type 1NM（種類
1NM）」などが含まれるがこれに限らない。
(c) 本区分に準拠して発行された免許は発行日から 12ヶ月
間有効である。免許は毎年更新することができる。
(d) 各認可当局は免許の下付・更新手順を確立するものと
する。
(e) 下位区分 (c)にも関わらず、認可当局は 12ヶ月未満の
期限の一時的な免許を発行できるものとする。下位区分は
2019年 1月 1日に効力を失うものとする。
26051. (a) 本区分の下で認可された免許を交付、却下、
または更新するかどうかの決定において、認可当局は、裁
定に妥当に関連する要素を考慮するものとする。これには
免許の発行、却下、または更新が以下のことを妥当に予測
可能であるかどうかが含まれるがこれに限定されるもので
はない：
(1) 違法な独占力の形成または維持による競争の不当な制
限、
(2) 州内外におけるマリファナまたはマリファナ製品の違
法な市場の存在を持続させる、
(3) マリファナまたはマリファナ製品の未成年による使用
または成人による乱用、または州外でのマリファナまたは
マリファナ製品の違法な転用を促す、
(4) ある市、郡、またはその両方に免許が過度に集中する
結果となる、
(5) 未成年がマリファナまたはマリファナ製品に過度にさ
らされる不当なリスクがある、または
(6) 環境保護法への違反をもたらす。
(b) 認可当局は下位区分 (a)の考察に基づいて免許の下付ま
たは更新を却下することができる。
(c) この区分における「過度の集中」は小売免許、小企業
免許、または第 26070.5項の下で発行された免許の対象
となる敷地が以下の条件のいずれかが存在する区域に位置
することを意味する：
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される地方の法律を含む州法に準拠する、地方管轄区にお
ける申請者の以前の活動に基づいてその事務局の免許下付
の潜在的申請者の特定を地方裁判管轄地域に要請するもの
とする。事務局は要請された情報を認可当局が入手できる
ようしなければならない。
(c) 下位区分 (b)に記載されている情報に加え、またはその
代わりとして、申請者は人道的使用法または区分 8の第 3.5
章 (第 19300項から始まる ) に準拠する活動を証明するた
めに、その他の証拠を提供することもできる。事務局と認
可当局は下位区分 (a)において与えられる優先権の資格を
証明しるために、このような証拠を採用することができる。  

(d) 本区分は法律により特別に規定されない限り、2019年
12月 31日に効力を失うものとする。
26055. (a) 認可当局は資格のある申請者に対してのみ州
の免許を発行することができる。
(b) 本区分の下で発行される州の免許の取り消しは、認可
当局が州の免許を回復させるか再発行するまでライセン
シーが California州で事業を行う資格を終了させるものと
する。
(c) 法律または規制により特別に認可された場合を除き、
別々の免許が複数のロケーションを所有するライセンシー
の各敷地に対して発行されるものとする。
(d) 免許の発行または譲渡後は、認可当局または事務局の
事前の書面による合意を入手しない限り、ライセンシーは
敷地、または敷地の用途、またはその敷地から行われるビ
ジネスの運営方法または性質を、申請書に添付されたファ
イルの図表に含まれる計画から物質的または実質的に変更
するような方法で施設を変更または修正してはならない。
この区分の目的における敷地、または敷地の用途の物質的
または実質的な物理的変更には、事前に図示された認可さ
れた敷地の総面積の実質的増加または減少、または事業運
営の方法や性質に著しい変化をもたらすようなその他の物
理的変更が含まれるが、これに限定されるものではない。
(e) 州の免許の承認が第 26200項に従って採択された地方
条例または規制の条項に違反する場合は、認可当局は本区
分の下での州の免許の申請を承認してはならない。
26056. いずれかの種類の本区分に準拠して発行される州
の免許の申請者は、法律による特別の定めのない限り、以
下の場合を除き、指紋画像の電子提出や、法律または認可
当局により課せられるその他の要件を含む第 19322項に
規定されているのと同じ要件を順守しなければならない。
(a) 第 19322項の下位区分 (a)の段落 (2)にも関わらず、
申請者は、申請者が事業活動を行おうとする地方管轄区か
ら免許、許可証またはその他の活動許可を取得した証拠書
類を提供する必要はない。
(b) 本区分の下での免許申請は、提案されたロケーション
が第 26054項の下位区分 (b)の制約を満たしている証拠を
含めなければならないものとする。また、
(c) 非医療用のマリファナまたはマリファナ製品の栽培、
流通、または製造のための免許下付を望む申請者について
は、認可当局が要求する申請者の以下の全ての運営手順の

の違反を禁止または制限するための行動を起こすことがで
きる。
26053. (a) 事務局および認可当局は区分 8の第 3.5章（区
分 19300から始まる）の下で免許を保持する個人または
団体に本区分の下で免許を発行することができる。
(b) 下位区分 (a)にも関わらず、本区分または区分 8の第 3.5
章 (区分 19300から始まる ) の下で州の試験免許を保持す
る個人または団体への、本区分で許可される試験免許以外
のその他の活動のための免許下付は禁止される。
(c) 下位区分 (b)の規定に該当する場合を除き、個人または
団体は本区分の下で複数の免許を申請し、交付を受けるこ
とができる。
26054. (a) ライセンシーは区分 9 (区分 23000から始ま
る ) に規定されるアルコール飲料またはタバコ製品の小売
業者の免許を同時に取得することはできない。
(b) 本区分におけるライセンシーは、認可当局または地方
管轄区が異なる半径を特定しない限り、地方免許が発行さ
れた時点で存在している幼稚園またはグレード 1から 12
までのデイケアセンター、または青少年センターで教育を
提供する学校の半径 600フィード以内に位置してはならな
い。本区分に特定される距離は、法律により特別に規定さ
れる場合を除き、健康安全法の第 11362.768項の下位区
分 (c)に規定されているのと同じ方法で計測しなければな
らない。
(c) マリファナ付属品の製造に携わるビジネスについては、
マリファナ付属品に関連する研究開発を行うのに必要な少
量のマリファナまたはマリファナ製品の所有、輸送、購入、
またはその他の方法による所有は、そのようなマリファナ
またはマリファナ製品が本区分または区分 8 の第 3.5章 
(第 19300項から始まる ) の下で認可された、そのような
マリファナまたはマリファナ製品の提供や供給を許可され
た個人または団体から入手したものであるという前提で、
州および地域の法律の下で合法でなければならず、また州
および地域の法律に違反してはならない。
26054.1. (a) 認可当局は 2015年 1月 1日以降または
それ以前に California州に継続的に居住していたことを証
明できない者に対して免許を発行または更新してはならな
い。申請者またはライセンシーが団体である場合、その団
体を監査するいずれかの者が、その団体が 2015年 1月 
1日以降またはそれ以前に California州に継続的に居住し
ていることを証明できない場合、その団体は居住者とはみ
なされない。
(b) 下位区分 (a)は事前に州議会により再び制定されない限
り、2019年 12月 31日に効力を失うものとする。
26054.2. (a) 認可当局は本区分の下での免許発行におい
て、申請者が人道的使用法とその施行法に準拠して 2016
年 9月 1日以前に活動していたこと、または区分 8の第 3.5
章 (第 19300項から始まる )に準拠して現在活動している
ことを当局が納得するように証明できる申請者に優先権を
与えるものとする。
(b) 事務局は人道的使用法およびその施行法、および適用
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センシーが免許の発行を受けることは別の観点から適切で
あり、免許の付与により公共の安全が損なわれることはな
いと認可当局が決定する場合を除き、認可当局はその犯罪
の性質、有罪判決、状況、および申請者の更生の証拠につ
いて徹底的に検討しなければならず、またレビューを通じ
てみつかった証拠に基づいて、申請者またはライセンシー
の免許の発行を受けるための適格性を評価しなければなら
ない。どの犯罪が申請がなされたビジネスまたは職業の資
格、役割、または職務に実質的に関連があるかを決定する
際に、認可当局は以下のものを含めなければならないが、
これに限定されるものではない：
(A) 第 667.5項の下位区分 (c)に規定される、暴力的重罪
の有罪判決。
(B) 第 1192.7項の下位区分 (c)に規定される、深刻な重罪
の有罪判決。
(C) 不正、詐欺、または横領を伴う重罪の有罪判決
(D) 規制薬物の未成年への輸送、運搬、販売、譲渡、販売準備、
または行商における未成年の雇用、使用、または利用、ま
たは規制薬物の未成年への販売、販売提供、供給、供給提供、
管理、または付与による重罪の有罪判決。
(E) 第 11370.4項または第 11379.8項に準拠する拡張に
よるドラッグ売買による重罪の有罪判決。
(5) 段落 (4)の副段落 (D) および (E)に規定される場合を除
き、また区分 1.5の第 2章（第 480項から始まる）にも
関わらず、規制薬物の所有、販売のための所有、製造、輸送、
または栽培に対する、いずれかの執行猶予、収監、または
監視下の釈放を含む宣告が完了した過去の有罪判決は、実
質的に関連があるとはみなされず、免許の却下の単独の根
拠としてはならない。免許下付後の規制薬物に関連する何
らかの重罪の有罪判決は、免許の取り消しまたは免許の更
新の却下の根拠となる。
(6) 申請者、またはその担当官、ディレクター、または所
有者が魚とゲーム法の第 12025項または 12025.1に準拠
する公共または個人の土地における規制物質の栽培または
製造のために罰金または罰則の対象となった場合。
(7) 申請者、またはその担当官、ディレクター、または所
有者が認可されていない商業的マリファナ関連活動または
商業的医療用大麻関連活動により、認可当局または市、郡、
または市および郡から制裁を受けている場合、本区分また
は区分 8の第 3.5章 (第 19300項から始まる )の下で申請
者が認可当局に出願した日付から 3年以内に免許を取り消
された場合、または魚とゲーム法の第 12025項または第
12025.1項の下で制裁を受けている場合。
(8) 歳入課税法規の区分 2の第 1部 (第 6001項から始まる )
に準拠して要求される有効な販売者の許可の取得と維持を
怠った場合。
(9) 法律に明示されたその他の条件。
26058. ライセンス申請が却下された場合は、認可当局は
申請者に書面で通知するものをする。
26059. 却下が以下のいずれかのみに基づく場合は、申請
者は州の免許を却下されないものとする：

詳細な説明も申請に含めなければならない。
(1) 栽培。
(2) 抽出方法と浸出方法。
(3) 輸送工程。
(4) 在庫工程。
(5) 品質管理手順。
(6) 申請者が認可された活動に使用する水源地または水源
（申請者がその水を州法の下で合法的に使用できるという
証明を含む）。
(d) 申請者は、免許の権限が行使される提案された敷地の
完全で詳細な図面を提供しなければならない。この図面は
敷地の境界を即座に判別できるために十分な詳細を備えて
いなければならず、すべての境界線、寸法、出入り口、内
部間仕切り、壁、部屋、および共通または共有出入り口が
示されていなければならず、またそこで行われる主な活動
の簡潔な表明または記述が含まれていなければならない。
また、栽培を許可する免許については、離れた栽培エリア
がある場合は、合計面積、およびそれぞれの栽培エリアの
個々の面積を含む、予定される天蓋の計測値が記載されて
いなければならない。
26056.5. 事務局は、州法および環境影響、自然資源保護、
水質、給水、危険物、および規制に従う農薬使用に関連す
る州法と規制が順守されるために、各認可当局が実施する
手順を考案しなければならない。 これらの州法と規制には
以下のものが含まれるがこれに限定されるものではない：
California環境問題法令 (公共資源法の区分 13 (第 21000
項から始まる ))、California絶滅危惧種法 (魚とゲーム法
の区分 3の第 1.5章 (第 2050項から始まる ))、湖または
河床の変化に関する合意 (魚とゲーム法の区分 2の第 6章 
(第 1600項から始まる ))、水質汚染防止法 (33 U.S.C. 第
1251項とそれ以降 )、ポータとケルン水質法 (水法の区分
7 (第 13000項から始まる ))、木材生産区域、排水排出要件、
および水の転用に必要な許可または権利。
26057. (a) 申請者、または州の免許が適用される敷地の
いずれかが本区分の下で免許を受ける資格を持たない場合
は、認可当局は申請を却下するものとする。
(b) 以下の条件のいずれかが適用される場合は、認可当局
は州の免許の下付または更新の申請を却下することができ
る。
(1) 本区分の条項、本区分に準拠して採択された何らかの
規則または規制、または流量および水質の保護を含むがこ
れに限定されない自然資源を保護するために課される何ら
かの要件に違反した場合。
(2) 本項と第 26059項に特別に明記されている場合を除
く、区分 1.5の第 2章 (第 480項から始まる ) の下で免許
下付の却下の根拠となる行動。
(3) 認可当局が要求する情報の提供を怠った場合。
(4) 申請者またはライセンシーが、申請がなされたビジネ
スまたは職業の資格、役割、または職務に実質的に関連の
ある犯罪の有罪判決を受けている場合。 申請者またはライ
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天蓋サイズを含めて、22,000平方フィート以上の、自然
光と認可当局により決定される最大閾値の補助的な人口照
明を組み合わせて使用する栽培を意味する。
(d) 種類 5、種類 5A、または種類 5Bの栽培免許は 2023
年 1月 1日以前には発行することができない。
(e) 2023年 1月 1日に開始する、種類 5、種類 5A、また
は種類 5Bの免許は種類 6または種類 7の免許に適用され、
これらに対して有効となる場合があり、種類 10の免許に
適用され、これに対して有効となる。種類 5、種類 5A、ま
たは種類 5Bの免許は種類 8、種類 11、または種類 12の
免許に適用または有効となるのに適格ではない。
26062. 食料農業局は、事務局と共に第 19332.5項に規
定されるいくつかの方法により、マリファナおよびマリ
ファナ製品のための認定有機表記および有機認定プログラ
ムを確立しなければならない。
26063. (a) 事務局は California州の特定の地理的領域で
栽培されるマリファナに適用される特定の原産地名称の認
識のための規格を確立しなければならない。
(b) マリファナがその郡で栽培されたものでない場合は、
そのマリファナは California州の郡で売り込んではならず、
また California州の郡で栽培されたものとしてラベル付け
または販売してならない。
(c) California州の郡名は、製品に含まれるマリファナがそ
の郡で栽培されたものでない限り、マリファナ製品のラベ
ル付け、売り込み、またはパッケージに使用してはならな
い。
26064. 各公認栽培者は認可された敷地が火災または燃焼
の不当な危険をもたらさないようにしなければならない。
各栽培者は、所有物やその他への不当なリスクや危険なリ
スクを避けるために、すべての照明、配線、電気装置、機
械装置、またはその他の関連所有物が慎重に維持されるよ
うにしなければならない。
26065. 本区分の下でマリファナ栽培に従事する従業員は
産業福祉委員会の賃金規定第 4-2001番の対象となる。
26066. 本区分の下で認可された個人または団体による屋
内および屋外のマリファナ栽培は、土地転換、格付け、電
気使用、水使用、水質、森林地帯・河岸生息地保護、農業
排出、および類似の事項に関連する州および地域の法律に
従って行われなければならない。California州森林管理・防
火役員会、野生生物局、州水源制御役員会、California州地
方水質管理役員会、および従来の州法執行機関を含むがこ
れに限定されない州の機関は、マリファナ栽培の環境影響
に取り組まなければならず、適切な場合には、執行の取り
組みにおいて市および郡、および法律執行機関と提携しな
ければならない。
26067. (a) 食料農業局は食料農業庁長官により処理され
るマリファナ栽培プログラムを確立するものとする。長官
はマリファナ栽培に関連する本項を処理しなければならな
い。本区分において、マリファナは農産物である。
(b) 個人または団体は本項に準拠する部門が発行する州の
免許をあらかじめ取得しない限りマリファナを栽培しては

(a) 申請がなされたビジネスまたは職業の資格、役割、ま
たは職務に実質的に関連のある有罪判決または行動で、申
請者またはライセンシーが刑法の第 3部の第 6編の第 3.5
章（第 4852.01項から始まる）に準拠する更生の認定を
取得した場合。
(b) 刑法の区分 1203.4、1203.4a、または 1203.41、また
は有罪判決の却下を認めるその他の条項に準拠して後に却
下された有罪判決。

第 6章。公認の栽培用地
26060. (a) 屋内、屋外、および混合光栽培施設の免許を
管理する食料農業局が発行する規制は、本区分の下で認可
された栽培者に適用されるものとする。
(b) 栽培における農薬使用および農薬の最大許容量、およ
び収穫後の大麻中のその他の異物残留に関して農薬規制局
が食料農業局と協議の上で開発した規格は、本区分の下で
認可された栽培者に適用されるものとする。
(c) 食料農業局は、栽培に関連する分水と放出の単独影響
および累積的影響が魚の産卵、移動、および育成に必要な
流量、および自然な流量のばらつきの維持に必要な流量に
影響を及ぼさないようにするために、またその他に魚、野
生生物、魚と野生生物の生息地、および水質を保護するた
めに、各免許に野生生物局および州水源制御役員会が要請
する条件を含めるものとする。
(d) 本区分の下で食料農業局により公布される規制は、少
なくとも、商用マリファナ活動との関連において下位区分
(e) または第 19332項に記された同じ事柄に対処しなけれ
ばならない。
(e) 農薬規制局は、州水源制御役員会と協議の上、マリファ
ナの屋内、屋外、または混合光栽培に関連する農薬やその
他の害虫駆除の利用が食品農業法の区分 6 (第 11401 項に
始まる )およびその執行規制と同等の規格に適合すること
を要求する規制を交付するものとする。
26061. (a) 本区分の下で食料農業局が発行する州の栽培
者免許には、法律により特別に規定される場合を除き、種
類 1、種類 1A、種類 1B、種類 2、種類 2A、種類 2B、種類 3、
種類 3A、種類 3B、種類 4、種類 5、種類 5A、および種類
5Bがある。
(b) 法律により特別に規定される場合を除き、種類 1、種
類 1A、種類 1B、種類 2、種類 2A、種類 2B、種類 3、種
類 3A、種類 3Bおよび種類 4の免許は、第 19332項の下
位区分 (g)に規定されている医療用大麻の栽培用の同等の
免許の種類と同じ量のマリファナの栽培を提供する。
(c) 法律による特別な定めがある場合を除き：
(1) 種類 5、または「屋外」は一つの敷地における総天蓋
サイズを含めて、1エーカー以上の人口照明を使用しない
屋外での栽培を意味する。
(2) 種類 5A、または「屋内」は一つの敷地における総天蓋
サイズを含めて、22,000平方フィート以上の人口照明の
みを使用する屋内での栽培を意味する。
(3) 種類 5B、 または「混合光」は、一つの敷地における総
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売業者」を対象とするもの。
(2) 大麻あるいは大麻製品を配給する「配給業者」を対象
とするもの。配給業者免許を授与された者は、許可機構に
より、制定された最低限度のレベルで、保証および保護さ
れるものとする。
(3) 10,000平方フィート以下の土地で大麻の栽培をする、
また、レベル 1製造業者、およびこの目の下での小売業者
としての機能を果たす「零細企業」を対象とするもの。た
だし、このような免許所有者は、 この目により、免許を受
けた栽培者、配給業者、レベル 1製造業者、および上述の
活動に従事する範囲内の小売業者に課されるすべての要件
に、準拠していることを条件とする。大麻の栽培を許可す
る零細企業免許は、栽培に関連した水の排水および流出の
各々の累積的影響が、魚類の産卵、移動、および飼育のた
めに必要とされるインストリームフロー（流量）、および
フロー（流れ）の変動性を維持し、また、魚類、野生生物、
および魚類や野生生物の生息地、および水質を保護するた
めに必要とされるフロー（流れ）に影響を与えないことを
確実にするため、魚類および野生生物部門、州水源制御役
員会により要求された諸条件を含むものとする。
(b) 当局は、大麻および大麻製品の商業的配給および配送
のための最低限のセキュリティおよび輸送上の安全要件を
確立するものとする。当局により確立された輸送上の安全
基準は、大麻および大麻製品が配給および配送される車両
の種類、および当車両の運転をする権限を持つ人員への最
低限の資格について統制する最低基準を含むが、これに限
らないものとする。
(c) 第 26070.5節に従い免許を受けた小売業者および零細
企業、および免許を受けた非営利団体は、大麻や大麻の製
品がある領域への不正進入やその施設からの大麻や大麻製
品の盗難を防ぐために、適切に設計がされたセキュリティ
対策を実施しするものとする。これらのセキュリティ対策
は以下を含むが、以下のすべてに限るものではないものと
する：
(1) 明らかに調剤業務に関連した明示的な活動に関与して
いない個人が被免許者の施設に居残ることを禁止する。
(2) 許可を受けた人員のみが立ち入ることができる制限さ
れた立ち入り領域を制定する。
(3) 展示目的、サンプルまたは直接販売のために使用され
る一定限度の量の大麻以外は、すべての精製済の大麻およ
び大麻製品は、安全に施錠された部屋、すなわち、安全な
貯蔵場所に、流出、盗難、および消失を防止するために適
切に考案された方法で、格納する。
26070.5. (a) 当局では、 2018年 1月 1日まで、本節に
従った非営利免許を 1つまたはそれ以上の分類の実行可能
性調査をするものとする。この実行可能性判断は、 関連す
る免許機関、および 区分 (b)。に準拠した一時免許の発行
をする j地方裁判管轄の代表と協議の上、行わなくてはな
らないものとする。当局では、以下の要因についての配慮
をするが、それに限るものではないものとする：
(1) 非営利免許の所有者は、任意またはすべての州税、免
許料および、免許に適用される規制条項を免除されるべき

ならない。
(c) (1) 部門は局、州水源制御役員会、および野生生物局
相談して（ただしこれに限定されない）、マリファナの固
有識別プログラムを実施しなければならない。プログラム
を実施する上で、部門は水の使用と環境影響を含むがこれ
に限定されない諸問題を考慮しなければならない。プログ
ラムの実施において、部門は以下のことを確認するものと
する：
(A) 栽培に関連する分水の単独または累積的影響および排
出は、魚の産卵、移動、および育成に必要な流量に影響を
及ぼしてはならない。分水界が追加栽培を支えられない場
合は、その分水界への新たな植物識別子は発行されない。
(B) 栽培は泉、河岸湿原、および水生生息地に負の影響を
及ぼさない。
(2) 部門は栽培期間中の注栽培用地における許可されたマ
リファナ植物を同定するためのプログラムを構築するもの
とする。各マリファナ植物に対して固有の識別子を発行す
るものとする。部門は本区分を確実に実施するために、固
有の識別子が可能な限り迅速に発行されるようにしなけれ
ばならない。固有の識別子は各植物の根元または法律また
は規制が特別に定める通りに取り付けるものとする。
(A) 固有の識別子は本項により適切に認可された個人に対
してのみ発行される。
(B) 割り当てられた固有の識別子および認可に関連する情
報は第 26170項に規定される追跡プログラムに含まれな
ければならない。
(C) 部門は固有の識別子の発行、各マリファナ植物の監視、
追跡、および検査に伴う妥当な費用を賄うために手数料を
請求することができる。
(D) 本項を実施するために部門は規制を公表しても構わな
い。
(3) 部門は不正な固有の識別子に対する保護を確立し、固
有の識別子の不正な転用を制限するために適切な手順を取
るものとする。
(d) 地方管轄区により管理される固有の識別子および関連
する識別情報は、部門が定めた要件に忠実に従い、部門が
管理する識別子および関連する識別情報と同等になるもの
とする。
(e) (1) 本項は健康安全法の第 11362.1項または人道的使
用法に従うマリファナの栽培には適用されない。
(2) 下位区分 (b) は第 26070項の下位区分 (a)の段落 (3)
または 第 26070.5項の下位区分 (b)に基づき認可された
個人または団体には適用されない。
(f) 本項における「部門」は食料農業局を意味する。

第 7章小売業者と配給業者
26070. 小売業者と配給業者。
(a) 消費者問題部門により発行される州免許は、以下であ
る：
(1) 大麻あるいは大麻製品を顧客へ小売販売するための「小
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の許可なくして、州外へ大麻または大麻製品を、輸送また
は配給、あるいは、輸送または配給させる原因を生み出す
ことを認可または許可と解釈されないものとする。
(b) 地方管轄区は、この目に準拠して大麻や大麻製品を輸
送するための免許を授与された者が、公道上で大麻や大麻
製品の輸送をすることを妨げるものではないものとする。

第 9章配給
26090. (a) この目の下で定められる配給は、第 26070.5 
節の下での免許を授与された「小売業者」または「零細企
業」、または免許を受けた非営利事業体によりのみ行える。
(b) 顧客要求の配給では、配給要求の「物理的」または「電
子的」コピーを保持するものとし、免許機関および警察官
により求められた場合には速やかに提出するものとする。
(c) 地方管轄区は、第 26200節で適用されるこの目および
地方法に準拠する被免許者が、公道で大麻や大麻製品の輸
送をすることを妨げないものとする。

第 10章製造業者と検査試験所
26100. 州公衆衛生部門は、大麻製造業者と検査試験所の
免許を管理する規則を公布するものとする。以下の免許が
発行される：
(a) 非揮発性溶液または溶液を使用して大麻製品を製造す
るサイトに対する「製造レベル 1」。
(b) 揮発性溶液を使用して大麻製品を製造するサイトに対
する「製造レベル 2」。
(c) 大麻および大麻製品の検査に対する「検査」。検査の被
免許者は、当部門により定められた規則に従って免許を授
与された「施設」または装置を所有するものとする。検査
の被免許者は、この目の下の他の免許分類での免許を所持
してはならないものとし、この目に従って免許を授与され
た非試験施設の所有利益を得てはならないものとする。
(d) この目の目的のため「揮発性溶液は」法規または規則
に定められていない限り、健康安全規範の第 11362.3節
の 区分 (d) と同等の意味を持つものとする。
26101. (a) 法規により別途定められている場合を除き、
大麻あるいは大麻製品の各サンプルが認定された検査サー
ビスで以下についての検査確認がされていない限り、いか
なる大麻または大麻製品も、 この目に対して提供された免
許に従った販売をしてはならない：
(1) サンプルの化学的プロファイルが、以下を含むがそれ
に限らず、化合物のラベルの付いた内容に準拠しているか
どうかは、以下を含むが、それに限ることなく、以下のす
べてを含む：
(A) テトラヒドロカンナビノール (THC)。
(B) テトラヒドロカンナビノリック酸 (THCA)。
(C) カンナビジオール (CBD)。
(D) カンナビジオール酸 (CBDA)。
(E) アメリカハーブ薬局方により発行された大麻花序モノ
グラフの最新バージョンに詳述されたテルペン類。

か？
(2) 資金調達上の優遇措置は、この目の下で免許を授与さ
れる他者が専門的なサービスを非営利免許を持つ者へ値引
きまたは無償で提供することを奨励するため設けられるべ
きか？
(3) 非営利免許は、大麻という植物全体および大麻製品、
および多様な大麻の株や種子の備蓄を、低所得者に主とし
て提供する非営利ベースで、これまで運営されてきている
事業体に制限され、またそれらが優先されるべきか？
(b) すべての地方管轄区は、非営利団体に、主として、大
麻という植物全体および大麻製品、および多様な大麻株や
低所得者のための種子備蓄を主として提供する、地方管轄
区に限定された、一時的な地方発行の免許を発行できる。
(1) 免許申請者の状況が、California 検事総長の慈善団体登
記簿に、非営利事業体として登録されていること、その申
請者が非営利事業体を運営するすべての状況要件において
優良企業であることを確かめる。
(2) 公衆の健康と安全を保護し、当局におけるすべての環
境要件を尊守することを求めるために、上述事業体への免
許を授与し規制する。
(3) 上述ライセンスを授与された事業体およびライセンス
を授与された事業体の運営を規制するすべての地方機関の
名前および場所を含めて、発行された上述の地方免許につ
いて、当局に通知をすることを条件とする、また：
(4) 上述の免許を授与されたいかなる事業体も、年間総収
入 200万ドル（$2,000,000)を超える金額を生み出さない
ことを、当局に保証する。
(c) 地方管轄区によって更新されない限り、 区分 (b) の下で
許可された一時的な地方免許は、12ヶ月後に有効期限が
満了するものとする。
(d) 当局は、 区分 (b) の下で許可された地方免許に適切な追
加要件を課すことができる。
(e) (1) この目の下での非営利免許の作成が実行可能では
ないと、当局が判断した後、または、免許授与の代理機関
が非営利免許の発行を開始した日付以降に、前述ライセン
ス授与が実現可能であると当局が判断する場合には、いか
なる新規の一時的な地方免許であれこの目に従って発行さ
れない。
(2) 当局が、上述免許が実現可能であると判断した場合に
は、免許発行機関が非営利事業体の免許を発行した日付以
降に、 区分 (b) の下で発行されたいかなる一時的免許であ
れ、更新されたり、延長手続きをされることはない。
(3) 当局がこの目の下での非営利免許の作成が実現可能で
はないと判断する場合、当局は、 区分 (b)の下で一時的な
免許を発行した地方管轄区へこの決定を通知する。当局は、
その裁量で、以前に 区分 (b)に基づいて発行された任意の
一時的なライセンスを更新または年単位で延長する任意の
局所的な管轄権を許可することができる。

第 8章配給と輸送
26080. (a) この目は、免許を授与された者が、連邦政府
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査の費用は、 第 26070.5節の下で免許を授与された非営利
団体により負担されるものとする； また
(3) 検査サンプルが、州公衆衛生局により公表されている
健康と安全基準に適合していないことを示す場合には、州
公衆衛生局により公表されている品質保証規格に準拠する
大麻や大麻製品に是正措置をもたらすことが可能な場合を
除いて、収穫された束を破壊する必要がある。
26105. 製造 レベル 2の被免許者は、爆発、燃焼のリスク、
または揮発性溶液により生み出される公共の不当な危険リ
スクを制限するのに十分な方法や手順を制定しなくてはな
りません。州公衆衛生局は、レベル 2のライセンシーのた
めのそのような方法及び手順に関する最低限の基準を定め
るものとする。
26106. 州公衆衛生局によって開発されたすべての大麻製
品の生産、標識用の規格は、他の方法で公衆衛生の国務省
で特定されない限り、 第 26070.5節の下で免許を授与され
たメーカーや零細企業、および非営利団体に適用されるも
のとする。

第 11章品質検査、検査と試験
26110. (a) すべての大麻と大麻製品は、品質保証、検査、
および試験を受けるものとする。
(b) この目の下で、または法規により定められていない限
り、第 19326節で提供されるのと同じ方法で、すべての
大麻と大麻製品は、同じように品質保証、検査、および試
験を受けるものとする。

第 12章梱包とラベル
26120. (a) 小売店での配送や販売に先立ち、大麻と大麻
製品は、ラベル付けされ、ジッパー付きの、子供が開ける
ことができないパッケージに入れるものとする。
(b) パッケージやラベルは、子どもたちの興味をそそるよ
うなものてあってはならない。
(c) すべての大麻と大麻製品ラベルおよび説明書は、当局
または州公衆衛生局により定められた文字サイズなどの要
件に従ったはっきりと読みやすく目立つように表示された
以下の情報を含むものとする。
(1) 製造日付と生産地。
(2) 以下の文書を太字で記載する
(A) 大麻について：「政府の警告：このパッケージには、大麻、
すなわちスケジュール I で管理される物質を含みます。子
供や動物の手の届かない場所に保管してください。大麻は
年齢 21歳あるいはそれ以上の年齢の成人によってのみ扱
いあるいは消費できます、ただし、資格のある患者の場合
にはその限りではありません。妊娠中または授乳中の大麻
の使用は有害である可能性があります。大麻の消費は、機
械を運転したり操作する能力を損ないます。充分に注意し
てください。」
(B) 大麻製品について：「政府の警告：この製品は、大麻、
すなわちスケジュール I で管理される物質を含みます。子
供や動物の手の届かない場所に保管してください。大麻製
品は年齢 21歳あるいはそれ以上の年齢の成人によっての

(F) カンナバイオジオ -ル (CBG)。
(G) カンナバビノール (CBN)。
(2) 汚染物質の存在は、アメリカハーブ薬局方モノグラフ
の最新バージョンでのレベルを超えていないこと。本項の
目的対しては、汚染物質が含まれるが、これらに限らず以
下のすべてを含む：
(A) ブタン、プロパン、 02 または H2のような爆発性ガス、
および毒物、毒素、または発癌物質など、メタノール、イ
ソプロピルアルコール、塩化メチレン、アセトン、ベンゼ
ンなどを含む残留溶媒または処理化学薬品。
(B) 外来物質、例えば、毛、昆虫あるいは類似のまたは関
連する不純物を含むがそれに限らない。
(C) 総好気性微生物数、総酵母カビ数、緑膿菌、アスペ
ルギルス属、黄色ブドウ球菌、アフラトキシン B1、B2、
G1、または G2、またはオクラトキシン Aを含む微生物学
的不純物。
(b) 米国薬局方によって設定された大麻花序モノグラフの
基準を満足しなければならない揮発性有機化合物の残留レ
ベル（U.S.P.第 467章 )。
(c) 区分 （a）で要求されたテストは、国際標準化機関、特
に ISO/IEC 17020 および ISO/IEC 17025 使用して、国際
試験所認定協力相互承認協定に署名して認定団体によって
承認されている大麻と大麻製品をテストするために、サン
プリングを含めて検査と構成アクティビティに対応した一
般的な要件と一致する方法で行われるものとする。
(d) いかなる先行販売検査、試験の移転、または本節に基
づいた大麻製品の輸送は、保管プロトコルと、この目の下
で課されるその他の要件の指定したチェーンに準拠してい
なくてはならないものとする。
26102. 免許を授与された検査サービスは、免許を受けた
検査試験所が、第 19343節 の要件を満たしていない限り、
さもなくば、法規により定められていない限り、大麻また
は大麻製品を扱う、検査、または分析してはならないもの
とする。
26103. 免許を授与されたテストサービスは、法規により
特に定められていない限り、 第 19344節 で要求されたも
のと同じ情報を報告するために、サポートデータで、各ロッ
トに対する分析の証明書を発行しなくてはならない。
26104. (a) 免許を授与された試験サービスは、大麻とマ
リファナ製品に関する活動を行う際に、適用される法律お
よび規制に定める要件および制限事項に適合しなければら
ないものとする。
(b) 州公衆衛生局は、以下についての手順を整備する：
(1) 大麻と大麻製品のテストは、第 26070.5節 ;の下で免
許を授与された小売店、零細企業、または非営利事業体に
配給する前に行われていることをを確認する。
(2) 被免許者は、大麻や大麻の製品の検査回数を指定する
ものとし、大麻の検査費用は免許を授与された栽培者によ
り負担され、大麻製品を検査するための費用は免許を授与
された製造者によりが負担され、また大麻と大麻製品の検
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準の下で販売する。
(6) 必要に応じて、大麻製品を消費する方法についての大
麻製品の潜在効果や使用指示を含めて、このような製品の
消費方法を通知することを可能にするために、十分な情報
を顧客に提供する。
(b) 法律を遵守して製造された大麻製品に含まれる、濃厚
なカナビスを含む大麻は、州法の下で混和物とはみなされ
ない。

第 14章未成年者の保護
26140. (a) この免許は以下を許可しないものとする：
(1) 年齢の 21歳未満の者に大麻や大麻製品を販売する。
(2) 敷地内に、年齢 21歳未満の者が入るのを許可する。
(3) 年齢 21歳未満の者を雇用あるいは保持する。
(4) 大麻または大麻製品を購入する者が、まず最初に、そ
の者が 21歳またはそれ以上であることを示す有効な政府
発行の身分証明を適切に照明する書類を提示しない限り、
大麻または大麻製品を販売あるいは移転してはならない。
(b) 21歳未満の者が服用した場合には、この目の実施を行
う保安警察官により、被免許者、または被免許者の従業員
や代理人、大麻を未成年者に販売または提供するその他の
者は、逮捕される。法律の規定にかかわらず、大麻または
大麻製品を購入するまたはその試みをしようとするいかな
る 21歳未満の者も、保安警察官の指示のもとにある間は、
大麻の購入をするあるいはしようとする試みに対する訴追
を免除される。デコイとして 21歳未満の物を使用するこ
とについてのガイドラインが採用されるものとし、行政手
続法の規則制定の部分 (第 3.5章 は部門政府法典第 2部の
第 3目の第 1部 (第 11340節 で始まる ))に応じて、当局
によって発行されなければならない。
(c) 区分 (a)の規定にかかわらず、この第 8目の第 3.5章 (第
19300節で始まる ) の下で免許を授与された薬局でである
被免許者は：
(1) 第 11362.71節 の下での有効な身分証明書、健康と安
全コードおよび有効な政府発行の身分証明書のを所持して
いる、年齢 18歳以上またはそれ以上の者が施設に入るこ
とを許可する；
(2) 第 11362.71節 の下での有効な身分証明書、健康と安
全コード、有効な政府発行の身分証明書のを持っている年
齢 18歳またはそれ以上の者に大麻および大麻製品、およ
び大麻アクセサリーを販売すること。

第 15章広告およびマーケティングの制限
26150. この目の目的：
(a) 「広告」とは、広告の出版と普及を意味する。
(b) 「広告」は大麻や大麻製品の販売を誘発するために計画
された、任意の書面または口頭による声明、イラスト、ま
たは描写を含み、書面、印刷、グラフィック、または他の
材料、看板、記号、または他の屋外ディスプレイ、公共交
通カード、その他の定期刊行物、出版物、またはラジオや
テレビ放送、または任意のその他のメディアでも含むが、

み扱いあるいは消費できます、ただし、資格のある患者の
場合にはその限りではありません。大麻製品の中毒作用は、
最大 2時間の遅発性があります。妊娠中または授乳中の大
麻の使用は有害である可能性があります。大麻製品の消費
は、機械を運転したり操作する能力を損ないます。充分に
注意してください。」
(3) ドライフラワーだけを含んでいるパッケージは、パッ
ケージ内の大麻の正味重量であること。
(4) 生産地と栽培日、大麻あるいは大麻製品の種類、およ
び製造とパッケージの日付の同定をすること。
(5) 原産地名称、もしあれば明記する。
(6) 薬理活性成分リストには、テトラヒドロカンナビノー
ル（THC）、カンナビジオール（CBD）、および他のカンナ
ビノイド含有物、THCおよびその他のカンナビノイドの 1
回服用あたりのミリグラム量、パッケージ全体の THCおよ
びその他のカンナビノイドのミリグラム量、および、テト
ラヒドロカンナビノール及びカンナビジオールの 1回の服
用量と比べたマリファナまたはマリファナ製品の効能が含
まれるが、これらに限定されるものではない。
(7) 大麻製品については、 すべての成分および栄養情報の
リスに記載の名称と、連邦規制基準の第 21編、第 101.9
節 に定められる連邦栄養表示要件と同じであること。
(8) かかる大麻の栽培、生産、製造に使用されたすべての
溶剤、無機殺虫剤、除草剤、および肥料のリスト。
(9) ナッツ類あるいはその他のアレルギー誘発物質がある
場合の警告。
(10) 食糧農業省によって発行された固有の識別子に関連
付けられた情報。
(11) 公衆衛生の国務省の局が設定したすべての要件。
(d) 一般的な食品名のみにつき、食用大麻製品中の成分を
記載するために使用してもよい。
(e) 当局が、大麻がもはや連邦法の下での物質を制御する
スケジュール I ではないと判する場合には 区分 (c) に規定
されるラベルには、大麻がスケジュール I で制御されてい
ることを宣言する必要がないものとする。

第 13章大麻製品
26130. (a) 大麻製品は：
(1) 子供たちの興味を引く、あるいは大麻を含まない市販
の菓子類や食品と子供たちが容易に混同するようなデザイ
ンとしてはならない。
(2) 一服あたりのりテトラヒドロカンナビノール（THC）
は 10 ミリグラム超えない、カンナビノイドの標準化され
た投与量で生産および販売する。
(3) 大麻製品が一服以上の量を含み、個体上の食用大麻製
品である場合、標準の食用サイズに分包する。
(4) 製品全体でのカンナビノイドの均一な消費量を確実に
するよう均質化する。
(5) 製造、準備、保管、取扱い及び食品販売のために、事
務局と協議の上、州公衆衛生局によって制定された衛生基
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す傾向のある、なんらかの声明、デザイン、デバイスまた
は表現を含む広告や販売促進の公表および発信。ただし、
広告された製品のラベルが、原産地名称が記載されており、
またその原産地名が広告内に表示される場合はその限りで
はない。
(d) 他州との境界線を横切る州堺国道または州国道上に配
置された広告板または類似の広告用装置での広告および販
売促進；
(e) 大麻や大麻製品を年齢 21歳未満の者に消費するようを
奨励することを意図した方法での、大麻や大麻製品の広告
または販売促；
(f) 主として消費法定年齢以下の者が好むものとして知ら
れているシンボル、言語、音楽、ジェスチャー、漫画のキャ
ラクターやコンテンツ要素を含む広告や販売促進の公表お
よび発信。
(g) デイケアセンターの千フィート以内にある広告版上、
幼稚園、または年齢 1～ 12歳の任意の学年の遊び場、ま
たは青少年センターにおいて学校が提供している案内板に
おいて、大麻または大麻製品を、広告または販売促進をす
ること。
26153. 免許を授与された者は、いかなる量の大麻または
大麻製品、またはいかなる大麻のアクセサリーであれ、ビ
ジネスプロモーションあるいはその他のコマーシャル活動
の一環として無料配布してはならないものとする。
26154. 免許を授与された者は、大麻消費の健康への影響
に関して、任意の特定の方法で真実ではない、または誤解
を招くような印象を生み出す傾向がある、いかなる健康関
連の声明であれ含んでいる広告や販売促進を公表または発
信してはならない。
26155. (a) 区分 (g) の 第 26152節 の規定は、免許を授
与された敷地内部にあり、公共の場所から通常の裸眼視力
では見えない広告看板の配置には適用されない ,ただし、
かかる宣伝看板は、年齢 21歳未満の者に大麻または大麻
製品の消費を症例することを意図した方法で大麻または大
麻製品を広告しないことを条件とする。
(b) この章は、いかなる非営利的なスピーチにも適用され
ない。

第 16章。記録
26160. (a) ライセンシーは、大麻の商業活動に関する正
確な記録を取り続けるものとする。
(b) 許認可機関に定義された大麻の商業活動に関するあら
ゆる記録は、最低 7年間保管されるものとする。
(c) 許認可機、又は州もしくは地方機関が本部門の下義務
を履行する必要があると見做すため、支局は会計簿、ライ
センシーの記録を調査し、建物を検査することができる。
あらゆる検査は、免許がある建物の通常の営業時間内に実
行されるものとする。
(d) ライセンシーは、免許がある場所における建物におけ
る許認可機関により特定された記録を保管するものとす
る。許認可機関は、ライセンシーの記録を検査することが

前述の用語は以下を含まない：
(1) この目の規定に基づくラベルの一部を構成する大麻ま
たは大麻製品に貼り付けられるすべてのラベル、または
個々のカバー、カートン、またはその他の容器の包装。
(2) 被免許者により、直接的あるいは間接的に、金銭また
は有価約因が支払われた、出版を目的とするあらゆる定期
物や出版物あるいは新聞類における、あらゆる社説や他の
読書材料（例えば、ニュースリリース）。
(c) 「広告サイン」は、同じ区画で栽培、製造、流通または
売却されないマリファナまたはマリファナ製品の販売を促
進するサイン、ディスプレイ、ビルボードまたはその他の
文具もしくは永久的に設置される広告すべてをいう。
(d) 「健康関連の声明」とは、健康に関連するすべての文を
意味し、明示的または含意的に、大麻や大麻製品と消費量
との関係、健康上の利点、または健康への影響を示唆する、
治癒的または治療的な性質の記述を含む。
(e) 「市場」や「マーケティング」とは、大麻や大麻製品の
販売促進や販売する行為またはプロセスを意味するが、そ
れらに限らず、スポーツイベントの後援、販売時点での広
告、および特定の人口層にアピールするように特別にデザ
インされた製品の開発を含む。
26151. (a) すべての広告および販促物は、正確であり読
みやすく、その内容に対して責任を持つ被免許者が明示さ
れているものとする。
(b) 放送、ケーブル、ラジオ、印刷物やデジタル通信中に
配置された広告や販売促進は、信頼のおける最新の視聴者
構成データにより判断される、観客の少なくとも 71.6パー
セントが合理的に年齢 21歳またはそれ以上であると予想
される場所に出されるのみとする。
(c) 被免許者により制御される直接的な個別コミュニケー
ション、または対話を含むすべての広告や販売促進におい
ては、被免許者により制御されるコミュニケーションまた
は対話に関与する前に、受信者が年齢 21歳かそれ以上で
あることを確認するために、年齢肯定の方式を利用するも
のとする。この節の目的のため、年齢確認のような方法に
は、ユーザ確認、誕生日公開、またはその他の類似の登録
方法を含めることができる。
(d) すべての広告は、真実であり、適切に実証されるもの
とする。
26152. いかなる被免許者であれ以下を行ってはならない
ものとする：
(a) 広告材料における誤りまたは嘘偽りのある方法での広
告や販売促進。すなわち、曖昧さ、不作為、または推論、
または無関係な化学的または技術的な事項の付加による嘘
偽りによる、直接的な嘘偽にであろうとなかろうと、誤解
を招く傾向がある方法。
(b) それにラベル付された文と矛盾しているブランドや製
品に関するなんらかの声明を含む広告や販売促進の公表ま
たは発信。
(c) 特定の場所や地域で発祥した大麻という印象を生み出
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他の情報技術システムは、第三者の医療ビジネスソフト
ウェアアプリケーションとの相互運用性をサポートし、確
認され、適切な認証情報を持つ第三者のアプリケーション
にアクセスでき、良好に文書化され、双方向のセキュアな
アプリケーションプラグラミングインターフェース (API) 
及び同等の技術を通して、あらゆるライセンシーが直面す
るシステム活動を実行できることを可能とする。API 又は
同等の技術は、バージョン管理を持ち、第三者アプリケー
ションに更新に関する適切な告知を提供するものとする。
システムは、本番環境を反映する、第三者アプリケーショ
ンに関するテスト環境にアクセスを提供しなければならな
い。

第 18章。特許権使用料
26180. 各許認可機関は、以下のように、本部を実施する
費用に基づいて、アプリケーションの規模、免許、及び更
新料を設立するものとする :

(a) 各許認可機関は、適用する場合、ライセンシーに免許
交付及び更新料を課すものとする免許交付及び更新料は、
本部の運営費を負担するために計算されるものとする。費
用は、第 26170項に準拠し、必要な監視及び追跡システ
ムを含むがこれだけに限定されない、異なる免許交付活動
の性質及び範囲に関するため、本部における多くの規制要
件の管理に関連する多額の費用により免許交付費用は異な
る場合がある。
(b) 本部に準拠し査定される合計額は、本部を管理する合
計額を完全に負担するには十分な合計歳入を適切、及び公
平に生み出す合計で設定されるものとする。
(c) あらゆる特許権使用料は、ビジネスの大きさにより、
許認可機関による大きさで設定されるものとする。
(d) 許認可機関は、大麻管理基金に設立される許認可機関
に特定の合計額において収集される、あらゆる費用を預金
するものとする。許認可機関における費用は、本部におけ
る運営に関して指定された許認可機関により、議会による
充当により使用されるものとする。
26181項 . 加州水資源管理局、魚類野生生物局、及び他
の機関は大麻規制プログラムの費用を負担する費用を創設
することができる。

第 19章。年次報告 ; 業績監査
26190. 2020年 3月 1日に開始、及びその後毎年 3月
1日 前に、各許認可機関は商業的大麻活動に関する年次報
告を準備し、議会に提出、そして機関のインターネットに
報告書を掲載するものとする。報告書は、本部の下規則の
実施の修正を必要とするライセンシーから事務所が受領し
た、第 19353項に記載された同じ種類の情報、及び規制
の適用除外に関する請願の一覧の詳細、又は規則制定の変
更を含むが、これらに限定されないものとする。
26191. (a) 2019年 1月 1日に開始、及びその後毎年 1
月 1日 までに、California州監査機関は本項の下、支局の
性能監査を行わなければならず、同年の 7月 1日 までに
支局及び支局に報告書の発見事項を報告するものとする。
報告は、次を含むがそれだけに限定されない :

できる。ライセンシーはまた、要請により許認可機関に記
録の複写を提供し、発送するものとする。
(e) 本項に準拠しライセンシーの記録、建物の検査を拒否、
妨げ、妨害、又は干渉する職員又は従業員は、本項違反に
関与しているものとする。
(f) 職員又は従業員が本項に準拠し必要な記録の提供、又
は保管できない場合、ライセンシーは召喚状及び各違反に
対し、三万ドル（$30,000）までの罰金の対象となるもの
とする。
26161. (a) ライセンシーから他のライセンシーへの大
麻、又は大麻の販売もしくは輸送は、売上送り状又は受領
書に記録されなければならない。売上送り状又は受領書は、
電気的に保管でき、支局又は査定平準委員会により利用で
きる状態である方法で提出されなければならず、他の商品
を負担するインボイスと混蔵されるものとする。
(b) 副項 (a) により必要とされる売上げ送り状は、売り手
の氏名及び住所、ならびに以下の住所を含むものとする
(1) 買い手の氏名及び住所。
(2) 販売日及びインボイス番号。
(3) 大麻又は販売された大麻商品の種類、量、大きさ、及
び容器の容量。
(4) インボイスに記載される価格に適用される割引と共に、
購入者に掛かる費用。
(5) 輸送がライセンシーの建物から作成される限り、大麻
の輸送又は大麻製品が製造される場所からの場所。
(6) 支局又は許認可機関により指定されたあらゆる他の情
報。

第 17章。監視及び追跡システム
26170. (a) 州査定平準委員会及び支局と協議し、食料
農業部門は医療大麻及び医療大麻製品に関し報告される必
要があるため、流通経路を通して大麻及び大麻製品の移動
の報告を含むため、第 8部第 3.5章（第 19335項から開
始） 第 7.5条 の下付与された監視及び追跡システムを拡大
し、歳入及び内国税歳入法第 2部（第 34010項から開始） 
第 14.5章 に準拠し、生産税額合計に加え、大麻及び大麻
製品に関して報告される必要がある、最低、同様レベルの
情報を提供するものとする。拡大された監視及び追跡プロ
グラムは、栽培、収穫、処理、配分、目録及び販売を含む
が限定されない、商業か有働の異なる段階に関するデータ
ポイントを伴うソフトウェア追跡システムを販売するため
に、電気種を含むものとする。
(b) 法により必要される許認可機関と通信し、流通経路を
通して大麻及び大麻の移動を報告するために、 副項 (a) に
記載されている、拡大された監視及び追跡プログラムの要
件に従い、本部の下ライセンシーが第三者アプリケーショ
ン、プログラム、及び情報技術システムを使用することを
許可することを支局と協議し、部門はそれを保証するもの
とする。
(c) 拡大された監視及び追跡プログラムを実行するために、
部門により利用されるソフトウェア、データベース、又は
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第 21章。基金
26210. (a) 第 19351項 により創設された California州
保健安全法基金は大麻管理基金によりここに新たに命名さ
れる。
(b) 本項の発行日をもって、「保健安全法基金」が法令、規
制、契約、又はあらゆる他の法規に表記される場合、大麻
管理基金を参照するよう解釈されるものとする。
26211. (a) 本項の下当初の創設、及び規制活動の支援へ
の基金には、 副項 (c)に記載された情報公開プログラム、
及び歳入及び 内国税歳入法 2 部（34010より開始） 第
14.5章 の下査定平準委員会を含み、2017年 7月 1日まで、
又は 2017年予算法が制定されるまで、どちらが先に生じ
ようとも、2025年 1月 1日まで歳入及び内国税歳入法第
34011及び 34012項により課される税金から収集される
収益、本項に準拠し採用された規則又は規制、又は本項に
準拠し収集された費用から当初の収益に返金され、一般財
源から前払いされるものとする。
(1) 本副項に準拠し前払いされた基金は、歳入及び内国税
歳入法 2部 第 14.5章 (34010項から開始 )の条項を実施
するために、必要な場合、査定平準委員会、本項条項を準
拠するために必要な場合適切な許認可機関に資金を分配し
なければならず、支局に充当されるものとする。
(2) 本項が実施可能となってから 45日以内
(A) 財務部長は、三千万ドル ($30,000,000)を超えない大
麻管理基金への、一般財源から当初の前払い金の合計を決
定するものとする。
(B) 副項 (c)に記載された公共情報プラグラムに提供す
るために、州健康管理サービス省に、一般財源から合計
五百万ドル ($5,000,000)を前払いするものとする。
(b) 副項 (a)に関わらず、議会は歳入及び内国税歳入法 2
部 第 14.5章 （第 34010項から開始）の下活動を支援する
ため、及び査定平準委員会、本項の下の許認可機関、及び
支局の活動を支援するために大麻管理基金に十分な資金を
提供するものとする。本基金は、毎年 2017年 7月 1日よ
り開始されるよう提供されることが予期される。
(c) 州健康管理サービス省は、2017年 9月 1日前に一般
情報プログラムを設立し、施行するものとする。本公共情
報プログラムは最低でも、大麻又は大麻製品の乱用の潜在
的な有害性、妊娠中又は授乳中の大麻の使用の潜在的な有
害性、及び大麻使用により運転能力が低下している間輸送
のために使用される自動車、ボート、船舶、飛行機、又は
その他の乗り物の運転の危険性に関する情報を提供し、21
歳未満の者への大麻又は大麻製の入手の提供に関する競
馬、及び 21歳未満の者への大麻又は大麻製品の規制され
た入手に関する科学的根拠、及び 2016年大麻管理規制及
び成人使用税法の条項を記載するものとする。
第 6.2項。 労働法第 147.6 を次の通りに追加する。
147.6項。 (a) 2018年 3月 1日までに、労働安全衛生部は、
特定の要件が燃焼、吸入、持凶器強盗、又は反復運動過多
損傷であろうと、企業・職業法 26000項副項 (d)の下、特
定の要件は大麻の現地での消費が許可されている施設にお

(1) プログラムの実際原価。
(2) 執行プログラムの総合効率。
(3) 本項に準拠し提出された報告は、政府規則第 9795項 
に準拠し提出されるものとする。
(b) 議会は、本項により必要とされる年次監査を実行する
ため、California州監査機関に十分な基金を提供するものと
する。

第 20章。ローカルコントロール
26200. (a) 本部において、受動喫煙への露出を減少する
ことに関する要件、事業認可証の要件、土地利用の要件、
及び地方の用度地域制を含むがこれらに限定されないもの
を含み、本項の下事業認可証を規制するために、又は地方
の管轄区において本部の下免許を持つビジネスの 1種類以
上の設立又は運営を完全に禁じるために、地方条例を施行
及び適用するための地方の管轄区の権威に制限又は優先す
ると解釈されるものはないものとする。
(b) 本部において、現地法の執行の責任の実施、地方の用
度地域制の施行、又は地方のライセンス要件を施行を施行
するために、許認可機関を必要と解釈されるものはないも
のとする。
(c) 地方の管轄権は、方の管轄区において商業的大麻製品
に関わるライセンシーに関して、地方のライセンス、許
可、又は権限の取り消しを支局に告知するものとする。告
知の 10日以内に、支局は関連する許認可機関に告知する
ものとする。支局によりそのように告知された 10日 以内
に、発効されたライセンスが停止又は取り消されかどうか
決定するために、許認可機関は 第 3章 （26030項から開始）
の下議事を開始するものとする。
(d) 衛生及び安全法規 第 11362.3項副項 (a)(1) 段落にも
関わらず、地方管轄区は以下の場合、本項の下免許が与え
られた小売又は小企業の敷地における大麻又は大麻製品の
喫煙、蒸発、及び摂取を許可することができる。
(1) 大麻の摂取が許可されている場所への接近は、21歳及
びそれ以上の者に限定されている。
(2) 大麻の摂取は、公共の場所又は年齢制限のない場所か
ら見えないものとする。
(3) アルコール又はタバコの販売又は摂取は、敷地におい
て許可されていない。
26201. 州により創設された健康及び安全性、環境保護、
私見、警備、食の安全、及び作業員の保護に関する基準、
要件、及び規制は州において本項の下あらゆるライセン
シーへの最低基準であるものとする。地方管轄区は、追加
の基準、要件、及び規制を創設できる。
26202. (a) 支局又は許認可機関により行う権限が委任さ
れている場合、地方管轄区は、支局又は許認可機関により
公表された本項、及び規制を施行できる。
(b) 支局又は許認可機関は、支局又は許認可機関、及び施
行当局に委託される地方管轄権の間における了解覚書を通
して、副項 (a) における施行当局の委任を実行するものと
する。
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るものとする。
(c) 「還付税額」は、 第 34018項により創設された
California州大麻税基金を意味する。
(d) 「大麻」は、衛生及び安全法規 第 11018項 に記載され
たものと同等の意味を持ち、また、医療大麻を意味するも
のとする。
(e) 「大麻製品」は、衛生及び安全法規 第 11018.1項 に記
載されたものと同等の意味を持ち、また、医療用濃縮及び
医療大麻製品を意味するものとするものとする。
(f) 「大麻の花」は、役員会により定義された大麻の植物の
ドライフラワーを意味するものとする。
(g) 「大麻の葉」は、販売又は消費される大麻の花以外の、
大麻の植物のあらゆる部分を意味するものとする。
(h) 「総受領高」は、第 6012項に記載されたものと同様の
意味を持つものとする。
(i) 「小売販売」は、第 6007項に記載されたものと同様の
意味を持つものとする。
(j) 「者」は、第 6005項に記載されたものと同様の意味を
持つものとする。
(k) 「小企業」は、企業・職業法 第 26070項 副項 (a) 段落 (3)
に記載されたものと同様の意味を持つものとする。
(l) 「非営利」は、企業・職業法 第 26070.5項 に記載され
たものと同様の意味を持つものとする。
34011. (a) 2018年 1月 1日 に発効した、大麻品税は買
い手に直接大麻又は大麻製品を販売する企業・職業法 第
3.5章 （第 19300項から開始）に準拠し、免許を取得する
必要がある小売、非営利、又は他の者、もしくは企業・職
業法 第 8部 第 10部（第 26000項から開始 )に準拠し免
許を取得する必要がある薬局、又は他の者による小売販売
の総受領高の 15パーセントの割合で、本州において販売
される大麻又は大麻製品の買い手に課されるものとする。
(b) 規制により規定されている場合を除き、項目分けされ
ず、また、大麻又は大麻製品の価格における削減が、この
ような製品又はサービスの購買を条件とする場合、本項に
より課された税金は製品又はサービスの価格、大麻又は大
麻製品、及び特別であり、特定できる製品又はサービス両
方を含む取引の全額に適用されるものとする。
(c) 企業・職業法 第 10部 （第 26000項から開始）に準拠
し免許を取得する必要がある小売、小企業、非営利、又は
他の者、もしくは企業・職業法第 8部第 3.5章 （第 19300
項から開始）に準拠し免許を取得する必要がある薬局又は
他の者は、委員会により採用された法律及び規制の下設立
された規則及び手続きに従い、委員会に送金され、本税金
を収集する責任があるものとする。
(d) 本項により課される物品税は、州及び地方政府により
課される販売及び使用税に追加されるものとする。
(e) 本部 第 1章の下販売及び使用税の査定の目的において、
大麻又は大麻製品の販売からの総受取額は、本項に準拠し
課される税金を含むものとする。

ける、従業員による大麻の受動喫煙への露出を強調するこ
とをが必要であるかどうか、ということを含むがこれだけ
に限定されない企業・職業法 26200 項と 10 部の下ライ
センシーの行動に関する産業指定の規制を発展させる必要
があるかどうか、査定するために諮問委員会を召集するも
のとする。
(b) 2018年 10月 1日までに、諮問委員会は委員会により
考察に関する発見事項及び推薦を役員会に提示するものと
する。2018年 10月 1日までに、役員会は、本項に準拠
し産業指定の規則の採用に関する決定を宣告するものとす
る。
第 6.3項。水法第 13276項 を次の通りに改正する。
13276. (a) California州における公用地及び私有地にお
ける、大麻の栽培により生じる損害に対して割り当てられ
る、大麻の栽培の環境への影響を扱うパイロットプロジェ
クト、多機関の特別専門委員会、魚類鳥獣部、及び州水源
制御役員会は、州全体において魚及び野生生物、及び水質
に対する大麻の栽培の悪影響の減少を保証するために、州
全体のレベルで施行の取り組みを拡大し、永続的に続ける
ものとする。
(b) 各地域役員会は、医療大麻の栽培、及び企業・職業法
第 10部の下商業的大麻の栽培、及び関連活動による廃液
放流を扱うものとし、州水源制御役員会も扱うことができ、
これには一般的な許可の採用、廃液放流の要件の創設、又
は 第 13269項に準拠した行動を含むものとする。このよ
うな排出に加え、各地域役員会は、以下を含むがこれらに
限定されない事項を扱う状態を含むものとする。
(1) 土地の開発及び維持、浸食防止、及び排出機能。
(2) 川を超えての設置及び維持。
(3) 川岸及び湿地保全及び管理。
(4) 捨土。
(5) 貯水及び使用。
(6) 灌漑の流出液。
(7) 化学肥料及び土壌。
(8) 殺虫剤及び除草剤。
(9) 石油製品及び他の化学製品。
(10) 栽培に関する廃棄。
(11) 廃物及び排泄物。
(12) 清掃、修復、及び低減。
第 7項。大麻税。
第 7.1項。第 14.5条 (第 34010項から開始）は、以下の
通り歳入及び内国税歳入法第 2部に追加される。

第 14.5章。大麻税
34010. 本部の目的について :

(a) 「役員会」は、査定平準委員会又はその後任機関を意味
するものとする。
(b) 「支局」は、消費者行政局における大麻管理局を意味す
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任を負うものとする。税金が本章に記載されたように支払
われない限り、大麻が販売できることはない。
(i) 栽培人の土地から排除されるあらゆる大麻は、植物性
廃棄物を例外とし、販売されるものと想定され、本項の下
課税できるものとする。
(j) 本項により課される税は、役員会により栽培されるあ
らゆる大麻に課税され、しかし、コンパッショネート・ユー
ス法に従い資格のある患者、又は主な介護者により栽培さ
れ、又は衛生及び安全法規第 11362.1項の下個人使用に
ため大麻の栽培に適用されないものとする。
(k) 2020年 1月 1日に開始される、副項 (a)、(b)、及び (c) 
に記載された率は、価格高騰の後毎年役員会により調節さ
れるものとする。
34013. (a) 役員会は、徴収金手続法第 (第 30 章（第
55001項から開始）第 8部 )に準拠し、本章により課され
る税を処理し、収集するものとする。本章の目的で、「支
払い」に関する徴収金手続法における参照には、本章によ
り課される税を含み、「支払人」への参照は、本章により
課された税を収集、又は支払いが必要な者を含むものとす
る。
(b) 役員会、収集、報告、返金、及び上訴を含むがこれら
に限定されない、本章の管理及び施行に関する規制を指示、
採用、及び施行することができる。
(c) 役員会は、本章における税を処理するために必要な法
規及び規則を採用するものとする。このような法規及び規
則は、税の支払い前に指定する梱包、大麻及び大麻製品を
識別する方法及び手続きを含むことができる。
(d) 役員会は、本目の下義務を実施、処理、処理、及び実
施する必要があるために、緊急規定を指示、採用、及び実
施することができる。本項に準拠し指示、採用、又は実施
される緊急規定は、 政府規則第 11349.6項を含み、本章の
目的のため、及び政府規則 表題 2第 3目第 1条第 3.5章
（第 11340項 より開始）に従い採用され、本規制の採用は
緊急できあり、治安、安全衛生、及び公衆の福祉の即座の
保存に関して必要であるため、行政法務局により考慮され
るものとする。法の条項に関わらず、役員会により採用さ
れた緊急規定は採用から 2年間有効である。
(e) 本項の下課された税を支払うことができない者は、未
払いの税に加え、支払われていない税の最低半分の額の罰
則に従い、ビジネス・職業法第 26031項 8目第 3.5項（第
19300項から開始）に準拠し、又はビジネス・職業法第 8
条に準拠し取り消された免許を所有の対象とするものとす
る。
(f) 役員会は、支払われる必要がある税における欠損金を
収集する必要があり、役員会の要請により、法務長官は訴
訟を提起するものとする。
34014. (a) マリファナまたはマリファナ製品の栽培と小
売販売に関わる認可取得が義務付けられている全人物は役
員会によって採択された規制に準じた役員からの別の許可
を取得しなければならない。許可の発行には費用はかから
ない。ビジネス 職業法 8款第 3.5章 (19300項から始まる ) 

(f) 法律により必要とされる物品税が物品税販売時に買い
手により支払われれない限り、大麻又は大麻製品は買い手
に販売できる。
(g) 第 1章 （第 6001項により開始）により課される販売
及び使用税は、有効な政府により発効された身分証明書及
衛生及び安全法規  第 11362.71項 の下発効されるカー
ドを、資格のある患者への主な介護士、又は資格のある患
者が提供する場合、企業・職業法 第 8部 （第 19300項か
ら開始）第 3.5章 に医療大麻の小売販売、医療大麻の濃縮
物、又は局所麻酔薬に規定されているため、このような品
目に適用されないものとする。
34012. (a) 2018年 1月 1日に発効する、ビジネス・職
業法 第 10部 （第 26000項から開始）又はビジネス・職業
法 第 8部第 3.5章（第 19300項より開始）に準拠し、大
麻を栽培するために免許が必要である、あらゆる者に対し、
商業的市場に入るするあらゆる収穫した大麻に課される生
産税があるものとする。税は、大麻が収穫された後が期限
とする。
(1) 大麻の花の税は、乾燥重量 1オンスにつき九ドル 
二十五セント ($9.25) である。
(2) 大麻の葉の税は、乾燥重量 1オンスにつき二ドル 
七十五セント ($2.75)である。
(b) 役員会は、大麻の葉から大麻の花の相対価格における
変動を反映するために、毎年大麻の花の税率を調整するこ
とができる。
(c) 役員会は収穫した大麻、未処理、冷凍大麻、未成熟の
植物、又は、製造会社に直接運送される大麻の種類を適時
設立できる。このような種類は、大麻の花と比較できる相
対値で課税されるものとする。
(d) 役員会は、大麻が梱包され、又は納税印紙が添付され
ている製品に、あらゆる税が支払われることを示す納税印
紙又は州により作成された製品の袋を利用した、生産税の
支払いに関する方法及び方法の規制により指示することが
できる。
(e) 納税印紙又は製品の袋は、 ビジネス・職業法 （第
26000項 から開始） 第 10部の下又はビジネス・職業法 第
8部 （第 19300項 から開始） 第 3.5章の下、ライセンシー
により購買され、役員会により指示されるため設計、仕様、
及び種類の役に立つものとし、
(f) 納税印紙プログラムの設立に続き、役員会に規制され
るが、州により作成された製品の袋に適切な種類の納税印
紙が添付されていない限り、免許のある栽培、栽培施設、
又は公道の輸送から取り除くことができる。
(g) 納税印紙及び製品の袋は、線検査又は類似の装置に
より読み取られなければならず、ビジネス・職業法 第
26170項 に準拠する監視及び追跡システムを利用し、追
跡できなければならない。
(h) ビジネス・職業法 第 10部 （第 26000項から開始）、
又はビジネス・職業法 第 8部第 3.5章（第 19300項から
開始）に準拠し大麻を栽培するために免許が必要な者は、
役員会により適用された規制に準拠し、税金の支払いに責
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(2) 監査はマリファナまたはマリファナ製品が購入者に対
して販売されている場所、栽培、貯蔵されている場所、ま
たは税金隠ぺいに関する活動の証拠が発見された場所にお
いて実施される。
(3) 監査は 24時間以内に 1回のみ義務付けられ、実施さ
れる。
(b) 監査に不服を申し立てる者は軽罪で有罪となる。各犯
罪には五千ドル ($5,000)以下の罰金、または群刑務所に
おける 1年以下の懲役 ,、またはその双方が科される。裁
判所は割り当てられた罰金を California州マリファナ税基
金に預けるよう命じる。
(c) 役員会または法の執行機関により、ライセンシーまた
は他の人物が税金の支払いの証明なしに、または安全な包
装に入っていないマリファナ、またはマリファナ製品を所
持、貯蓄、所有、または小売販売を行ったことが発見され
た場合、役員会または法執行機関はマリファナまたはマリ
ファナ製品の押収の権利を持つ。法執行機関または役員会
によって押収されたマリファナまたはマリファナ製品は、 
7日以内に没収され、役員会は 30436項 から 30449項に
規定されている手続きに従う。
(d) 虚偽の報告をする者は軽罪の有罪となり、各犯罪ごと
に一千ドル ($1,000)以下の罰金の対象となる。
(e) この部分の条項の違反は、提供されている場合を除き、
軽罪でありそのように罰せられる。
(f) この部分に基づいて役員会に支払われた金銭は、
California州マリファナ税基金に託される。
34017. 立法アナリスト事務所は、34019項に記されて
いるプログラムのために作られた十分な収益を確保しつ
つ、非合法な市場価格を下げ、および 21 歳以下の人物の
使用を減らす目標を達成するためにの税率調整の推めと共
に、2020年 1月 1日までに議会に報告を提出する。
34018. (a) California州マリファナ税基金がここに国庫
として作成された。税基金は全税金、利息、罰金、この部
分に準じて役員会により集金され、および役員会に支払わ
れた他の金額から返却金を引いた金額から構成される。
(b) 他の法の規定にもかかわらず、California州マリファナ
税基金は、マリファナ使用制御、調整税法の目的を実施す
る目的のみのために設立された特別な信託基金であり、税
基金に預けられた歳入は、基金によって利益となった利息
または配当金と合わせ、財政年度に関係なくマリファナの
大人の使用の制御、調整、課税法の目的に継続的に妥当で
あり、この部分の条項とその目的に沿ってのみ消費される
ことする。
(c) 他の法の規定にかかわらず、この部分によって課せ
られた税金および投資利息を含む同歳入は、政府法規 4
款 第 2部 (16300項から始まる )第 1章で使用されてい
る語句によって表される一般財源の一部とは認められず、
California州憲法第 XVI条 8項 およびその実施法令の目的
のための一般財源歳入とは認められず、California州憲法第
XVI条 8項 (a)および (b)およびその実施法令の目的に関す
る金銭とも認められない。

または 10款 (26000から始まる )に準じた 栽培者、医局、
小売に関わる認可取得が義務付けられている全人物で認可
を取得していない者、または認可の取消、一時停止後の場
合、ビジネスに関わる企業の全役員は軽犯罪により有罪で
ある。
(b) 役員会は、栽培者、小ビジネス、非営利団体、その他
の人物が生産または受け取られたマリファナに関する州法
が課する税金の義務を果たす安全性を提供するため、認可
が義務付けられている各認可取得済みの医局、栽培者、小
ビジネス、非営利団体、その他の人物に、役員会によって
定められた手続きに従った認可を義務付ける。本約款の規
定に関わらず、役員会は、役員会の決定により合理的な理
由と認められた場合安全性要件を放棄する。「合理的な理
由」には、サービス提供者の欠如またはマリファナ事業を
に対しサービスを禁じるサービス提供者の方針により、安
全性取得するために認可を義務付けられている栽培者、小
ビジネス、非営利団体、他の人物を含むがそれには限らな
い。ビジネスまたは操業に関して役員会に義務付けられて
いる保証人がこの部分に基づいて正しく準備され、執行さ
れ、提出されるまでは、マリファナ栽培に関するビジネス
または操業の開始または継続をしてはならない。
(c) 役員会によって義務付けられている安全性の量の決定
に関しては、役員会は保証人提供者の不足によるライセン
シーにかかる財政上の困難さを考慮に入れるべきである。
34015. (a) この部分によって課せられるマリファナ物品
税および栽培税は、四半期ごと、または 3か月ごとの各
四半期の翌月最終日以前が締め切りであり、役員会に支払
われる。ビジネス・職業法 8款 または 10款 (26000から
始まる )の第 3.5章（19300項から始まる） に基づいた栽
培または小売販売に関する認可を義務付けられている人物
は、各四半期の翌月の最終日、またはそれ以前に、前四半
期の返却金を電子メディアにより役員会に提出する。返却
金は、用紙または役員会が処方した方法に準じて認証され
る。栽培税が 34012項 (d)に準じた印紙により支払われた
場合、役員会は規定により、税金が支払われる場所と方法
を決定する。
(b) 役員会は、ビジネス・職業法 8款 または 10款 (26000
から始まる ) 第 3.5章 (19300項から始まる )に準じて認
可を義務付けられているマリファナおよびマリファナ製品
の栽培、流通、小売販売に関わる全人物に、当人物の前月
度の在庫、購入、売上およびこの部分の目的を実行するた
めに役員会が義務付けるその他の情報を、毎月 25日また
はそれ以前に電子メディアを使用した報告の提出を義務付
ける。報告は、用紙または役員会が処方した方法に準じて
認証される。
34016. (a) 治安官、または刑法 830.11項 (a)(6)に準じ
て限定治安官の立場を与えられた役員会の従業員は、適切
な公認証を示すことで (3)に記されているいかなる場所に
も立ち入り、以下の文章に基づいた監査を実施する権限を
持つ。
(1) 監査は妥当な方法、および立ち入る場所の通常営業時
間を考慮し、状況に応じて妥当な方法で実施される。
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び使用を防止することに含まれる、包装およびラベリング
の要件および広告、マーケティング規制の効果の研究およ
びマリファナおよびマリファナ製品の効力レベルの使用者
における健康関連の影響の研究を含むマリファナの使用に
関する公衆安全問題。
(4) マリファナ使用率、大人および青少年の不適応な使用
率およびマリファナ関連物質使用障害の診断率。
(5) 効力に基づいてマリファナの課税の最善方法の評価、
および認可済みマリファナビジネスの構造と機能を含む、
マリファナ市場価格、非合法市場価格、税構造および率。
(6) 非医療マリファナ産業における非合法独占または非競
争行為の予防にさらなる保護が必要かどうか、必要な場合、
当行動を予防する最も効果的な方法として推薦される方
法。
(7) 雇用創出、職場の安全、歳入、州および地域の予算に
生み出される税金、および法執行および公的資源への影響、
刑事裁判システムに関わる長短期的な影響、および州およ
び地方政府機関の管理費用と歳入を含むがそれに制限され
ず、刑事裁判への影響を含むがそれに制限されない民間、
公共セクターでの経済効果。
(8) マリファナ使用制御、調整税法の実施および施行の責
務を負う規制機関が法の目的に忠実かどうか、および異な
る機関がより効果的に実施するかどうか。
(9) マリファナ製造に関する環境問題および犯罪者のマリ
ファナ製造の禁止。
(10) 認可済みのマリファナビジネスの地理的位置、構造、
機能および、認可所有者の人種、性別を含む人口統計デー
タ。
(11) マリファナに関する暴行に関してマリファナ使用制
御、調整税法に基づいて作成された犯罪者の罰則に関する
変更によって達成された結果、および少年刑事システム、
特に保護観察にもとづく治療およびマリファナまたはマリ
ファナ製品の不法所持の頻度のより深刻な犯罪に対する結
果。
(c) コントローラーは、California高速道路巡察部門に、当
機関による運転手がマリファナまたはマリファナ製品の使
用による障害を含む障害を持ちつつ車両を運転しているか
を決定する手順の設立、適用のため、および法執行機関を
最善の形で援助する手順の設立と適用のため、毎年 300万
ドル ($3,000,000) を、財政年度 2018–2019 から財政年
度 2022–2023 まで支払う。以上の部門はこの副項に明示
されている手順の設立のために人件を雇用することができ
る。また、以上の部門は、運転手がマリファナまたはマリ
ファナ製品の使用による障害を含む障害を持ちつつ車両を
運転している時間を決定するための技術開発の目的で公的
および私的堅強機関に補助金を出すことができる。
(d) コントローラーは、労働および労働力開発機関および
社会サービス部門と協議するビジネスおよび経済開発の知
事事務所に対し、1000万ドル ($10,000,000) を財政年度
2018–2019 の最初に支払い、財政年度 2022–2023に支
払いが 5000万ドル ($50,000,000) になるまで各財政年度

34019. (a) 2017–2018年 の財政年度の最初に、財政部
門は 34011項および 34012項 に準じて受け取る歳入を
見積もり、その見積もりを毎年 6月 15日以前にコントロー
ラーに提供する。コントローラーは、この項に準じて基金
を出金する際にこの見積もりを使用する。この項の (b)、(c)、
(d)、(e) に準じて基金が出金される前に、コントローラーは、
財政年度に関わらず、税基金から妥当な口座に以下を支払
う。
(1) 役員会がこの部分によって課された税金の管理および
収集に関して被った妥当な費用、ただし、当費用は受領さ
れた税収の 4パーセントを超えない。
(2) 費用がビジネス・職業法、Section 26180またはビジ
ネス・職業法 8款第 3.5章 (19300項から始まる ) に準
じて支払われない限り、事務局、消費者問題省、食糧農業
省、国の公衆衛生省がビジネス・職業法 8款 または 10款 
(26000から始まる )第 3.5章（19300項から始まる） の
実施、管理、施行によって被った妥当な費用。この段落は
財政年度 2022–2023.を通して機能する。
(3)  当費用がさもなければ支払われない場合、ビジネス・
職業法 8款 または 10款 (26000から始まる )の第 3.5章
（19300項から始まる）に基づいて魚類野生生物局、国家
水資源管理委員会、および農薬規制省の責務の実施に被っ
た妥当な費用。
(4) 34020項によって義務付けられている監査を含んだマ
リファナ使用制御、調整税法によって規制されている責務
の実施のためにコントローラーが被った妥当な費用。
(5) ビジネス・職業法 26191項 に準じた監査の実施のた
めに州の監査人が被った妥当な費用。
(6) 34017項によって規制されている責務の実施のために
立法アナリシス事務所が被った妥当な費用。
(7)  ビジネス・職業法 8款 または 10款 (26000から始ま
る )の第 3.5章（19300項から始まる）に基づいてライセ
ンシーに対しての州の労働基準法の適用と実施に対して労
使関係課内の労働基準施行課および職業安全と健康課およ
び、雇用開発課に支払う十分な基金。
(b) コントローラーは次に、 マリファナ使用の制御、調
整、税法の実装と効果の調査と評価のため、California州
内の公立大学に、毎年一兆ドル ($10,000,000) を財政年度
2018–2019から財政年度 2028–2029 まで支払い、妥当
な場合は議会と知事にマリファナ使用の制御、調整、税法
の可能な修正に関して推薦をする。これらの基金の受領者
は最低 2年ごとに所見に関しての報告を発表し、報告を公
けにする。事務局は基金を受け取る大学を選別する。この
副項に準じて基金を受け取った調査には、以下が含まれる
がそれには制限されない。
(1) マリファナの使用に関する健康費用を含む公衆健康へ
の影響、またマリファナの使用がアルコールや他の薬物の
使用の増加または減少に関連があるかどうか。
(2) 不適応なマリファナの使用に対する治療の効果および
治療プログラムの効能。
(3) 法に含まれる、青少年のマリファナへのアクセスおよ
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師のための郡による行動健康プログラムによって提供され
る治療へのアクセスとリンク。
(E) 文化的、性別に限らず有効でトラウマに関しての情報
があり、証拠に基づき、スクリーニングと評価を含む連続
的治療を提供する（物質の使用による障害および精神衛
生）、青少年に注目した物質の使用による障害治療プログ
ラム、初期介入、活発な治療、家族への介入、ケース管理、
過剰摂取予防、物質の使用に関する伝染病の予防、物質の
使用の再発管理および他の同時発症する健康障害、職業
サービス、読み書きサービス、しつけクラス、家族セラピー、
カウンセリングサービス、薬物療法治療、精神科医による
薬物および心理療法。指示のあった場合、他の提供者への
紹介が行われる。
(F) 法により許可され、指示のあった場合、介入の際青少
年と大人の同時治療の可能性を示し、物質の使用による障
害に対する 2世代アプローチが使用される。これには、物
質の利用による障害および両親、里親、介護師、彼らの子
供たちを含む家族内における慣例下問題を提示する家族
ベースの介入の発展の支援を含む。
(G) 薬物を使用する青少年個人およびその家族、友人が、
物質の使用による障害と診断されたことまたは物質の使用
による障害サービスを探すことを含む物質の使用に関する
烙印を減少させる支援をするプログラム。これには、ピア
サポート、アウトリーチ、烙印を減少させる教育、反烙印
キャンペーン、地域の回復ネットワークを含む。
(H) 物質の使用による障害予防および治療の専門性を持つ
公道医療スタッフの雇用を増加させる職場訓練および賃金
構造。物質の使用の治療提供者の核となる有能な人材を増
加させ、有望で証拠ベースの実践を提供者に訓練させる継
続的な教育とコーチングを提供する。
(I) 地域社会に根差した青少年治療施設の建設。
(J) 部門はサービス提供のため、各郡の行動健康プログラ
ムと契約することができる。
(K) 基金は郡における青少年の数、大人の物質の使用によ
る障害の流行、および統計的なデータに裏付けされた、必
要性を提示し、検証するために適応する郡によって作成さ
れた、検証された評価または提出された報告を含む、提示
された必要性に応じて郡に割り当てられる。
(L) 部門はプログラムの降下を判定するために資金提供を
しているプログラムを定期的に評価する。
(M) 青少年教育、予防、初期介入、治療口座を、当プログ
ラムの実装、評価、監督に関する管理費用として割り当て
られた金額の 4パーセントまで使用することができる。
(N) 財務部門がマリファナ課税に準じた資金援助が、当州
における青少年予防および治療サービスに関する要求を超
えると判断した場合、当部門は財務部門に、この基金を使
用して青少年だけではなく大人への治療サービスを提供す
る計画を提供する。
(O) 部門は、中毒専門のボランティア医療機関、医師、治
療研究者、ファミリーセラピスト、カウンセリング提供者、
およびこの段落に準じて支払われる補助金の管理に関して

ごとに 1000万ドル ($10,000,000) ずつ増額して支払い、
地域健康部門への地域再投資補助金プログラムの管理、お
よび職病配置、精神衛生治療、物質の使用による障害の治
療、システムナビゲーションサービス、再エントリーへの
境界を伝える法的サービス、過去の国および州の薬物方針
により不当に影響を受けた地域への医療ケアへの連動の支
援のため、50パーセント以上を認可済みの地域に根差し
た非営利団体に対し支払う。事務所は、地域に根差した職
業スキル、職業配置、法律事務所より補助金プログラムの
管理に適した専門知識のある提供者にインプットを求める
ことができる。また、事務所はプログラムがプログラムの
硬化性を決定するために資金援助されているかどうか定期
的に評価し、プログラムの実施、評価、監督に関する管理
費用の 4パ―セントを超えて支払うことはなく、2020年
1月 1日までに開始し、毎年補助金を授ける。
(e) コントローラーは、薬理学的な機関として、マリファ
ナの効果と副作用のより深い理解を含むセンターの目的を
拡張するため、200万ドル ($2,000,000)を California San 
Diego薬用大麻研究センターに支払う。
(f) 財政年度 2018–2019から開始し、毎財政年度の 7月
15日 に、コントローラーは (a)、(b)、(c)、(d)、(e)に準じ
る基金の支払い後、前財政年度に税基金に預けられた基金
を以下の方法で作成された副信託勘定に入金する。
(1) 60パーセントは青少年の教育、予防、初期介入および
治療口座に預けられ、コントローラーによって物質の使用
による障害に関する、または予防、および物質の使用によ
る害の予防のための教育のために作られた青少年のための
プログラムのための医療サービス部門に支払われる。医療
サービス部門は公衆衛生部門および教育部門との協定によ
り、このプログラムを実施、管理する。当プログラムは、
青少年、彼らの家族および介護師に対する正確な教育、効
果的な予防、初期介入、学校保護、タイムリーな治療サー
ビスを強調する。当プログラムには、以下の要素が含まれ
るがそれに制限されない。
(A) アウトリーチ、リスク調査を含む予防と初期介入サー
ビス、および青少年、家族、介護師、学校、開業医、地域
および信仰にもとづく組織、里親プログラム、少年裁判所、
その他への、物質の使用に関するリスク、および問題のあ
る使用および物質使用による障害の初期兆候の認識と減少
のための教育。
(B) 物質の使用を予防および減少させるために作られた学
生補助プログラムまたは他の類似したプログラムの開発に
対する補助金と支援、および学校退学の危機にある学生の
学校保護および支援、および学校保護、改善、専門家によ
る治療に注目した停学または退学の代替案の促進による実
績の改善。平均退学率を超えるの学校は補助金を優先的に
受けるべきである。
(C) ホームレスの青少年および学校に行っていない青少年
に対する物質の使用による障害のアウトリーチ、教育およ
び治療プログラムに対する補助金支給。
(D) 物質の使用による障害を持つ、または物質の使用によ
る障害が発展するリスクのある青少年、彼らの家族と介護
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め。
(C) 州および地域修正役員会に対し、地域政府がマリファ
ナ使用制御、調整税法 .の実施に関連する公衆の健康お
よび安全を提示する法の執行、火災保護、他の地域プロ
グラムに補助金を与えるため。役員会は、健康安全規定
11362.2項 (b)(3) に基づく個人栽培を含む栽培、またはビ
ジネス・職業規定 26200項に準じたマリファナまたはマ
リファナ製品の小売販売を禁止した地域政府には、法に特
別の定のある場合を除いては補助金を与えてはならない。
(D) この段落の目的のため、財務部門は機関間における歳
入の割当を決定する。ただし、財政年度 2022–2023の
最初に (A)に準じて割り当てられる金額は毎年一千万ドル
($10,000,000)を超えてはならず、(B)に準じて割り当て
られる金額は毎年四千万ドル ($40,000,000)を超えてはな
らない。この段落に準じて財務年度 2022–2023以前に割
り当てられる金額の決定の際、財務部門は (A)に優先順位
を置くこととする。
(g) (f) に準じて割り当てられる基金はプログラムおよび特
定の目的のための資金援助を増加するために使用され、こ
の目的に対する他の基金の割当と取り替わって使用される
ことはない。
(h) 2028年 7月 1日 ,をもって、議会は、(d)および (f).
に明示されているプログラム以外のものに対する基金の割
当を含み、マリファナ使用制御、調整税法の拡張のため、
この部分を多数決によって修正することができる。ここの
副項に準じたいかなる改訂も、(d)および (f) に準じて設
立された口座への基金の、財政年度 2027–2028年に各口
座に割り当てられた金額からの減少を引き起こすことはな
い。2028年 7月 1日に先立ち、議会は (d)、(f)に明示さ
れているプログラムに対する割当を変更してはならない。
34020. コントローラーは、基金がこの部分に忠実に使用、
会計処理されているかを核にするために、税基金を定期的
に監査する。
34021. この部分によって課せられた税は市、国、または
市および国によって課せられた他の税に加えて課せられな
い。
34021.5. (a) (1)  郡はビジネス・職業法区分 8（第
19300項から始まる）又は区分 10（第 26000項から始ま
る）第 3.5章に従って、ライセンシーが行う大麻又は大麻
製品の栽培、製造、生産、処理、準備、保管、提供、寄与、
販売、又は流通の特権に対して課税できる。
(2) 監督官委員会は、必要な場合は、税金の適用割合、配
分の方法、徴収方法など、税金の対象になる活動について
提案する条例を明示する。税金は一般的な政府目的、又は
監督官委員会によって条例で明示された目的のために課
す。
(3) 法律で認可されている他の徴収方法に加えて、監督官
委員会は本項に従い、郡が決定し、徴収するその他の課徴
金や税金と同様に、罰金と優先抵当権の対象として課せら
れる税金を徴収するために同じ方法を提供する。本項に
従って課せられる税金は税金であり、料金や特別査定では
ない。監督官委員会は当該税金が群全体に適用されるか、

適当な専門家がいる専門的な教育機関にアドバイスを求め
ることができる。
(2) 20パーセントは環境修復保護口座に預けられ、コント
ローラーによって以下のように支払われる。
(A) 魚類野生生物部門および公園および娯楽部門に対し、
マリファナの栽培により影響を受けた分水界の環境破壊の
清掃、改善、修復、およびこの部分の制定以前に発生した
破壊を含むがそれに限らない関連した活動、およびこの目
的に関する地域のパートナーシップの支援のため。魚類野
生生物部門および公園および娯楽部門は環境修復保護口座
から受け取る基金の一部をこの段落に明示されている目的
のために補助金として分配することができる。
(B) 魚類野生生物部門および公園および娯楽部門に対し、
マリファナまたはマリファナ製品の公共の土地での違法な
栽培、製造、販売および使用を減少させ、予防する形での
州所有の野生生物生息地および州立公園ユニットの管理お
よび操業、およびマリファナまたはマリファナ製品の公共
の土地での違法な栽培、製造、販売および使用の調査と実
施、告発を管理するため。
(C) 魚類野生生物部門に対し、狩猟規定 12029項 (b) およ
び (c) に準じて設立された分水界強化プログラムおよび複
数の機関の専門調査団に資金援助し支援し、これらの犯罪
の調査、実施、告発を管理、およびマリファナ栽培、製造、
販売、使用による、州内の魚および野生生物に対する悪影
響を減少させるため。
(D) この段落の目的のため、天然資源庁長官は部門間の歳
入の割当を決定する。実行後 5年間の第一候補は、(A)に
明示されている目的への資金援助である。
(E) この段落に準じて割り当てられた基金は (A)、(B)、(C)
に記されている活動の増強に使用され、この目的のために
他の基金の割当と取り替わることはない。したがって、魚
類野生生物部門および公園および娯楽部門に対する年次一
般財源充当は 2014度の予算法 (2014年度定款第 25章 )
に記されているレベルを下回ることはない。
(3) 20パーセントは州および地方政府の法執行口座に預け
られ、コントローラーによって以下のように支払われる。
(A) California高速道路巡察部門に対し、マリファナの影響
下での運転を含むアルコールおよびその他の薬物の影響下
での運転の検知、試験、それに対する法の執行のため。当
部門はこの段落に明示されている訓練プログラムの指揮の
ために職員を雇うことができる。
(B) California高速道路巡察部門に対し、州内 California高
速道路巡察プログラムを資金援助し、マリファナの影響下
での運転を含むアルコールおよびその他の薬物の影響下で
の運転に関する教育、予防、それに対する法の執行、資格
のあるある非営利団体および地方政府に補助金を与え、交
通法の執行を援助し、交通安全において公衆を教育し、衝
突による死傷者および経済的な損失を減少させる効果的な
方法を提供するプログラム、を資金援助し、マリファナの
影響下での運転を含むアルコールおよびその他の薬物の影
響下での運転に関する法の失効に関連する装備の購入のた
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なり、次の事項が義務付けられる：
(A) 初めての違法行為の事実認定が行われた場合、八時間
の麻薬教育又はカウンセリング、並びに最大 40時間のコ
ミュニティサービスを 90日間を超えない範囲で終了する。
(B) 二回目の違反又は再犯の事実認定が行われた場合、10
時間の麻薬教育又はカウンセリング、並びに最大 60時間
のコミュニティサービスを 120日間を超えない範囲で終了
する。
(2) 18歳以上の個人が、大麻 28.5グラム以上、濃縮カナ
ビス四グラム以上、又は両方を所持する場合、郡刑務所の
懲役6ヶ月以下の刑、あるいは五百ドル ($500)以下の罰金、
あるいは当該罰金と懲役の両方が課せられる。 

(d) (c) 法律で認可されている場合を除いて、キンダーガー
テン（幼稚園年長）又は 1年生から 12年生の学校のクラ
ス又は学校関係のプログラムで指導が行われている学校の
土地で、又は土地内で、大麻 28.5グラム以下、又は濃縮
カナビス以外四グクラム以下を所持する 18歳以上の個人
は軽罪になり、次の事柄でによって処分される：  
(1) 初めての違法行為の事実認定が行われた場合は、
二百五十ドル ($250)以下の罰金。
(2) 二回目の違反又は再犯の事実認定が行われた場合は、
五百ドル ($500)以下の罰金、又は郡刑務所で懲役 10日以
下、又はその両方。
(e) (d) 法律で認可されている場合を除いてキンダーガー
テン（幼稚園年長）又は 1年生から 12年生の学校のクラ
ス又は学校関係のプログラムで指導が行われている学校の
土地で、又は土地内で、大麻 28.5グラム以下、又は濃縮
カナビス以外四グクラム以下を所持する 18歳未満の個人
は軽罪違反になり、副区分 (b)段落 (1)に規定の同じ方法
で処罰される。次の処分が課せられる：
(1) 初めての違法行為の事実認定が行われた場合は、
二百五十ドル ($250)以下の罰金。
(2) 2回目又はそれ以降の犯罪をすでに犯していることが
分かった場合は、五百ドル ($500)以下の罰金、又は少年
鑑別所、農場、キャンプ、森林キャンプ、又は堅牢な少年ホー
ムへの 10日以下の義務、あるいは両方。
第 8.2項。衛生安全法規第 11358項が修正されたもので
ある。よって、次の通りである：
11358. 植え付け、収穫、又は処理。
法律に別段の定めのある場合を除き、あらゆる大麻の植物
又はそのあらゆる部分を植え付け、栽培、収穫、乾燥、又
は処理することは次に従って罰せられる：
(a) 大麻の植物を植え付け、栽培、収穫、乾燥、又は処理
する 18歳未満の個人は第 11357項副区分 (b)段落 (1)に
規定の方法で罰せられる。
(b) 生きている大麻の植物を六本未満植え付け、栽培、収穫、
乾燥、又は処理する 18歳以上 21歳未満の個人は違反の
罪になり、百ドル（$100）以下の罰金が課せられる。
(c) 生きている大麻の植物を六本以上植え付け、栽培、収穫、
乾燥、又は処理する 18歳以上の個人は郡刑務所の懲役 6ヶ

又は郡の非合併地域内に適用されるかを明示する。
(4) 本項で認可される税金は条例で明示されるように、活
動が個人的、集合的、又は強調的に行われていようと、活
動が報酬又は無償のために行われていようと、監督官委員
会の決定に従って、段落 (1)に規定の全て又は一部の活動
に対して課せられる。
(b) 本項に従って課せられる税金は法律によって課せられ
る有権者による承認要件が対象になる。
(c) 本項は現行法の表明であり、法律に別段の定めがある
通り、副区分 (a)に規定の活動に対する料金、請求、税金、
又はライセンス、サービス料金、請求、又は活動関係に対
する徴収又は集金を制限・課金するものではない。本項は
法律の定めるところにより、郡の課税権威を制限するもの
と解釈されない。
(d) 本項は、歳入課税法規第 7202項及び第 7203項の規
定に適合の条例に従って課せられる販売税及び使用税に加
えて、郡が販売又は使用税を課すことを認可するものと解
釈されない。
第 8項。 刑事犯罪、記録及び量刑の再審査。
第 8.1項。 衛生安全法規第 11357項が修正されたもの
である。よって、次の通りである：
11357. 所有 . (a) 法律で許可されている場合を除いて、
濃縮カナビスを所持する者は郡刑務所の懲役 1年以下の刑
又は五百ドル ($500)以下の罰金、又は当該罰金と懲役の
両方が課せられ、当該人物が刑法規第 667項副区分 (e)段
落 (2)副段落 (C)第 (iv)項に規定の犯罪で過去に一件又は
それ以上の有罪判決がある場合、又は刑法規第 290項副区
分 (c)に準拠して登録の義務がある有罪判決がある場合は、
刑法規第 1170項副区分 (h)に準拠して罰せられる。
(b) (a) 法律で許可されている場合を除いて、大麻 28.5グ
ラム以下、又はそれ以外又は濃縮カナビス四グラム以下所
持する全ての個人、又はその両方を所持する個人は違反の
有罪で百ドル ($100)以下の罰金を処される次の事項に従っ
て処罰又は判決を下される：
(1) 18歳以下の個人は違反の罪になり、次の事項が義務付
けられる：
(A) 初めての違法行為の事実認定が行われた場合、四時間
の麻薬教育又はカウンセリング、並びに最大 10時間のコ
ミュニティサービスを 60日間を超えない範囲で終了する。
(B) 二回目の違反又は再犯の事実認定が行われた場合、六
時間の麻薬教育又はカウンセリング、並びに最大 20時間
のコミュニティサービスを 90日間を超えない範囲で終了
する。
(2) 18歳以上 21歳未満の個人は違反の罪になり、百ドル
（$100）以下の罰金が課せられる。
(c) (b) 法律で許可されている場合を除いて、大麻 28.5グ
ラム以上、又は濃縮カナビス以外四グラム以上を所持する
全ての者は次の事項に従って処罰される：
(1) 18 歳以下の個人は大麻 28.5グラム以上、濃縮カナビ
ス四グラム以上、又はその両方を所持する者は違反の罪に
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(3) 18歳未満の個人と知りながら大麻の販売をした、又は
販売しようとしたことによって起きた犯罪。
(d) 副区分 (b)の規定にもかかわらず、個人が 20歳以下と
知りながら雇用、採用、又は使用して、大麻の販売、又は
行商のために不正に栽培、輸送、所持、販売、販売の申し
入れ、無料配布、準備に拘わらせた犯罪の場合、販売のた
めに大麻を所有する 21歳以上の個人は刑法規第 1170項
副区分 (h)に従って懲役の刑に課せられる。
第 8.4項。衛生安全法規第 11360項が修正されたもので
ある。よって、次の通りである：
11360. 違法の輸送、輸入、販売、又は贈与。
(a) 本項に別段の定めのある場合を除き、法律の認可に従っ
て、大麻を本州に輸送、輸入する個人が販売、提供、管理、
無料配布、又は本州への輸送、輸入の申し入れをして販売、
提供、管理、無料配布、又は本州に輸送、輸送しようとす
る個人は次に従って罰せられる：
(1) 18歳未満の個人は第 11357項副区分 (b)段落 (1)に規
定の方法で罰せられる。
(2) 18歳以上の個人は郡刑務所の懲役 6ヶ月以下の刑、又
は五百ドル（$500）以下の罰金、又は当該罰金と懲役の
両方が課せられる。
(3) 段落 (2)の規定にもかかわらず、18歳以上の個人は次
の場合は、刑法規第1170項副区分 (h)の規定に従って二年、
三年、又は四年の懲役に課せられる。 

(A) 個人が、刑法規第 667項副区分 (e)段落 (2)副段落 (C)
第 (iv)項に規定の犯罪で一回又は複数回の有罪判決を受け
ている場合、又は刑法規第 290項副区分 (c)に準拠して登
録が必要な犯罪の場合、
(B) 個人が段落 (2)に準拠して二回又は複数回の有罪判決
を受けている場合、
(C) 犯罪が、18歳未満の個人と知りながら大麻を販売、又
は販売しようとした、又は知りながら販売、提供、管理、
無料配布の申し入れをした場合、又は
(D) 犯罪が、28.5グラム以上の大麻、又は四グラム以上の
濃縮カナビスを本州へ輸送、輸入の申し入れ、又は輸入し
ようとした、又は販売のために輸送、販売のために輸送の
申し入れ、又は販売のために州外から輸送の申し入れをし
た場合。
(b) 法律で許可されている場合を除いて、濃縮カナビス以
外の 28.5グラム以下の大麻を無料配布、無料配布の申し
入れ、輸送、輸送の申し入れ、又は輸送しようとする個人
は軽罪違反の罪になり、百ドル ($100)以下の罰金を課せ
られる。本副区分の違反によって個人が逮捕され、裁判所
に出廷する必要がない場合、当該個人は、逮捕した担当官
による身元確認の十分な証拠と裁判所への出廷の約定所を
提示すれば、解除され、刑法規第 853.6項に規定のように、
容疑者逮捕手続きの対象にはならない。
(c) 本項の目的上、「輸送」は、販売のための輸送を意味する。
(d) 本項は、犯罪の支援及び教唆、又は陰謀犯罪のために
起訴を除外又は制限しない。

月以下の刑、又は五百ドル（$500）以下の罰金、又は当
該罰金と懲役の両方が課せられる。
(d) 副区分 (c)の規定にもかかわらず、生きている大麻の植
物を六本以上、又はそのあらゆる部分を植え付け、栽培、
収穫、乾燥、又は処理する 18歳以上の個人は、法律に別
段の定めのある場合を除き、次の場合は、刑法規第 1170
項副区分 (h)に従って懲役の刑を受ける：
(1) 個人が、刑法規第 667項副区分 (e)段落 (2)副段落 (C)
第 (iv)項に規定の犯罪で一回又は複数回の有罪判決を受け
ている場合、又は刑法規第 290項副区分 (c)に準拠して登
録が必要な犯罪の場合、
(2) 個人が副区分 (c)に準拠して二回又は複数回の有罪判
決を受けている場合、又は
(3) 犯罪が次のいずれかの結果になった場合：
(A) 水の違法流用に関係する水道法規第 1052項の違反、
(B) 廃棄物の排出に関係する水道法規第 13260項、第
13264項、第 13272項、又は第 13387項の違反、
(C) 州の水源に関係する魚類および猟狩獣部門第 5650項、
又は魚類および猟狩獣部門第 5652項の違反、
(D) 河川や湖沼に関係する魚類および猟狩獣部門第 1602
項の違反、
(E) 有害物質に関係する刑法規第 374.8項の違反、又は衛
生安全法規第 25189.5項、第 25189.6項、又は有害廃棄
物に関係する第 25189.7項の違反、
(F) 絶滅危惧種に関係する魚類および猟狩獣部門第 2080
項の違反、又は渡り鳥保護法令に関係する魚類および猟狩
獣部門第 3513項の違反、又は
(G) 意図的又は重大な過失によって、公有地又はその他の
共同資源に対して環境的に重大な害を及ぼす。
第 8.3項。衛生安全法規第 11359項が修正されたもので
ある。よって、次の通りである：
11359. 販売のための所有。
法律に別段の定めのある場合を除き、大麻を販売するため
に所有する個人は次の事項に従って罰せられる：
(a) 販売のために大麻を所有する 18歳未満の個人は第
11357項副区分 (b)段落 (1)に規定の方法で罰せられる。
(b) 販売のために大麻を所有する 18歳以上の個人は郡刑
務所の懲役 6ヶ月以下の刑、又は五百ドル（$500）以下
の罰金、又は当該罰金と懲役の両方が課せられる。
(c) 副区分 (b)の規定にかかわらず、販売のために大麻を所
有する 18歳以上の個人は次の場合は、 刑法規第 1170項
副区分 (h)に準じて懲役の刑に課せられる：
(1) 個人が、刑法規第 667項副区分 (e)段落 (2)副段落 (C)
第 (iv)項に規定の犯罪で一回又は複数回の有罪判決を受け
ている場合、又は刑法規第 290項副区分 (c)に準拠して登
録が必要な犯罪の場合、
(2) 個人が副区分 (b)に準拠して二回又は複数回の有罪判
決を受けている場合、又は
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(1) 第 11357項の違反、又はその法令前身の違反。
(2) 1976年 1月 1日前からの法令、又はその法令前身、
第11364項の違反による、違法の大麻喫煙で使用した道具、
考案、手段、又は用品の違法な所有。 

(3) 1976年 1月 1日前からの法令、又はその法令前身、
第 11365項の違反による、大麻を違法に喫煙又は使用し
た部屋又は場所における違法な訪問又は存在。
(4) 1976年 1月 1日前からの法令、又はその法令前身、
第 11550項の違反による、大麻の影響による違法な使用
又は存在。
当該犯罪に対して逮捕又は有罪判決を科せられた個人に
は、 有罪判決の日から、又は有罪判決に従わないでも逮捕
の日から二年又はそれ以上の期間が経過した場合、法務省
による逮捕又は有罪判決に関する記録の破棄が適用され
る。申請書は法務省が提供する用紙で提出し、本副区分の
管理費用を負担する部門が制定する、料金も添える。また、
副区分 (c)に従って州によって発生した費用は三十七ドル
五十セント（$37.50）を超えない。申請書の用紙は地方の
各警察署又は保安局、及び法務省で入手し、部門が決定す
る情報は身元確認の目的で義務付けられる。
部門は申請の際に、自分で取った指紋を申請書に含むこと
を要求できるが、義務ではない。部門が本副部門の目的上、
指紋なしで、又は追加の指紋なしで申請者を十分に特定で
きない場合は、そのように申請者に通知し、申請者に指紋
を提出するように要求する。本項に規定のように、必要な
場合は、効果的な身元確認のために、指紋一式を含むよう
に義務付けるか、又は別の方法として、申請書を破却し、
申請書と共に提出した料金の全額又は一部を払い戻しを要
求する。申請者が、部門が設定した合理的な期間内に、部
門の要求に対する指紋を提出しない場合、又は拒否した場
合、又は申請者が料金の払い戻しを要求した場合、部門は
直ちに、申請書に指定の住所宛、又は申請者が指定するそ
の他の住所宛に、申請者に払い戻しをする。ただし、部門
が申請者に申請書の破却を通知した場合は、料金の一部で
ある特定金額の没収になり、部門が決定する料金の一部を
保持し、申請書の処理にかかった実費を負担する。ただし、
保持する料金の一部は十ドル（$10）を超えないものとする。
満足する申請書を受け取った後、法務省は、適用する場合
は、副区分 (c)の規定に準拠する方法の逮捕又は有罪判決
に関する部門の記録を破却し、連邦捜査局及び申請者を逮
捕した法執行機関に通知して破却する。申請者が有罪判決
を受けていた場合は、申請者を調査した保護観察部の他に、
申請者の運輸局に通知してその記録を破却する。
(c) 副区分 (a)又は (b)に準拠して逮捕又は有罪判決の記録
を破却する場合、逮捕又は有罪判決に関係する記録の全て
の登録や表記を永遠に抹消することで達成する。記録は逮
捕又は有罪判決が全く起きなかったように作成する。ただ
し、 (1) 当該逮捕又は有罪判決だけに関する記録が登録され
ている場合、 及び (2) 破却する記録が必ずしも他の記録に
影響しない場合、当該記録を構成する書類は物理的に破却
できる。
(d) 副区分 (a)又は (b)の規定にもかかわらず、裁判所の議

第 8.5項。衛生安全法規第 11361.1項が追加されたもの
である。よって、次の通りである：
11361.1. (a) 第 11357項、第 11358項、第 11359項、
及び第 11360項による麻薬教育又はカウンセリングは次
の事項とする：
(1) 裁判所が当該麻薬教育又はカウンセリングは当該個人
にとって必要ないと判断した場合、又は当該麻薬教育又は
カウンセリングプログラムが利用できない場合を除き、強
制とする。
(2) 麻薬教育は参加無料で、大麻及びその他の規制薬物の
使用・乱用に特定され、科学及び根拠に基づく原理と実践
を中心に、少なくても四時間の集団討議又は教育を提供し
なければならない。
(b) 正当な理由があれば、裁判所は、第 11357項、第
11358項、第 11359項、及び第 11360項で義務付けられ
る麻薬教育とカウンセリングを個人が完了できるように、
30日間を超えない範囲で延長できる。
第 8.6項。衛生安全法規第 11361.5項が修正されたもの
である。よって、次の通りである：
11361.5. 逮捕及び有罪判決の記録の破却、手続き、例外。
(a) 刑法規第 1000.2項に従って、サービスを提供する本
州の裁判所、公共又は個人エージェンシーの記録、又は第
11357項副区分 (b)、(c)、(d)、 (e)、又は第 11360項副区分 (b)
に違反する個人の逮捕又は有罪判決に関する州機関の記
録、又は本条項の規定に違反する 18歳未満の個人の逮捕
又は有罪判決に関する記録は、第 11357.5項を除き、有
罪判決の日から又は、第 11357項副区分 (e) (d) の違反に
関わる場合を除き、有罪判決がない場合は逮捕の日から二
年を超えて保管しない。又はキンダーガーテン（幼稚園年
長）、1年生から 12年生の学校のクラス又は学校関係のプ
ログラムで指導が行われている学校の土地で、又は土地内
で 18歳未満の個人によって起きたその他の違反の場合は、
記録は違反者が 18歳に達するまで保持し、その後は本項
の規定に従って記録を破棄する。 州全体の犯罪データベー
スを含む、記録を保管する裁判所又はエージェンシーは副
区分 (c)に従って、記録を時宜にかなって破棄し、当該記
録は州全体の犯罪データベースからも除去しなければなら
ない。本副区分で使用の「逮捕又は有罪判決に関する記録」
には、刑事訴訟に至った逮捕の記録、及び、被告が無罪に
なろうが、告訴が却下されようと、告訴・訴答によるその
他の犯罪に関する記録を含む。本副区分に準拠して、二年
以上保管されない記録は、当時、本副区分の対象になる犯
罪で収監され、本副区分によって別の方法で記録の破棄を
義務付ける個人には適用されない。当該個人の二年間の期
間は個人が拘留から解除された日から始まる。本副区分の
要件は 1976年 1月 1日前に起きた有罪判決の記録、又は
当該期日前に起きた有罪判決に従わない逮捕の記録、又は
刑法規第第 1192.7項副区分 (c)、又は 667.5項副区分 (c)
に規定の犯罪で逮捕された記録には適用されない。
(b) 本副区分は、次の犯罪に対して、1976年 1月 1日前
に起きた有罪判決に従わない有罪判決と逮捕の記録のみに
適用される：
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れた刑法 第 3451節 の 副区分 (a) の下で解放後のコミュ
ニティー観察の対象となる。
(d) いかなる状況下であれ、本節の下で再判決する場合は、
判決原文よりも長くなる、または交渉司法取引に合意して
却下されることはない。
(e) 第 11357節、第 11358,節、第 11359節および第
11360のでの有罪判決に対しての判決を終えた者は、裁
判あるいは審理あるいは交渉請願によってであれ、罪を犯
していない、あるいは罪の程度が低いかどうかにかかわら
ず、犯罪の時点で有効となっていた大麻の成人使用におけ
る管理、規制と課税の法令下において、彼または彼女の事
件について有罪の判決をした裁判所が、以前の有罪判決が
現在法的に無効である理由で有罪判決を却下し封印する、
あるいは法令により修正または追加がされているとして、
第 11357節、第 11358節、第 11359,節、第 11360,節、
第 11362.1,節、第 11362.2節、第 11362.3節および第
11362.4節に従って軽罪または違反として再指定する前
に、請願をすることができる。
(f) 反対する当事者が、申し立て人が 副区分 (e) の基準を
満たしていないこを示す明らかで説得力のある証拠によっ
て証明しない限り、申し立て人が副区分 (e)の基準を満た
すものと推定するものとする。申し立て人が 副区分 (e)の
基準を満たした後、裁判所は、軽罪や違反などの有罪判決
を再指定し、大麻の成人使用における管理、規制と課税の
法令下で現在制定されているとおり、法的に無効であるも
のとして、本有罪判決を却下し封印するものとする。
(g) 申し立て人により要求されない限り、いかなる審理も 
副区分 (e).の下で提出した申し立てを許可または拒否する
必要はない。
(h) 副区分 (b) の下でリコールされ判決が下された、また
は副区分 (f) の下で軽罪や違反行為として指定されている
重罪の有罪判決すべては、あらゆる目的に対しての軽罪あ
るいは違反行為とみなされるものとする。 副区分 (b) の下
でリコールされ判決が下された軽罪の有罪判決、または副
区分 (f) の下で指定された違反の有罪判決は、あらゆる目
的に対しての軽罪あるいは違反行為とみなされるものとす
る。
(i) 本来、申立人に判決を言い渡した法廷を使用できない
場合は、担当裁判官は請願あるいは申立を管理するために
別の裁判官を指名するものとする。
(j) 本項は請願者あるいは申立人が利用できる権利あるい
は救済方法を軽減あるいは無効にするものではない。
(k) 本項及び関連節は、大麻の成人使用における管理、規
制と課税の法令の範囲内での最終判決を却下あるいは無効
にするものではない。
(l) 本法令の下で再判決の審理が命じられた場合、大麻の
成人使用における管理、規制と課税の法令は、California州
憲法第 I条 28項の副区分 (b)の第 (7)項の下で「有罪判決
後の解放手続き」を構成する (Marsy’s Law)。
(m) 本節の規定は、大麻の成人使用における管理、規制と
課税の法令の下で少年が罪に問われていない、あるいは軽

事における口頭証言の書き写しと裁判所の上訴報告書は本
項では対象にはならない。また、副区分 (a)に準拠して、
被告又は共同被告が治安官、又は逮捕又は起訴した法執行
管轄区に対して民事訴訟を起した場合、及び当該記録を管
理するエージェンシーが民事訴訟で訴状の認証謄本を受け
取った場合、当該民事訴訟が最終的に解決されるまで、記
録は破却しない。民事訴訟が最終的に解決された後直ちに、
副区分 (a)の対象になる記録は、有罪判決又は有罪判決な
しの逮捕の日から二年以上たっていれば、副区分 (c)に準
拠して破却する。
第 8.7項。衛生安全法規第 11361.8項を次の通りに追加
する。
11361.8. (a) 裁判によって、または交渉請願によっ
てのいずれであれ、有罪判決のために刑に服している
者は、犯罪の時点で有効となっていた大麻の成人使用
における管理、規制と課税の法令下において、犯罪の
罪に問われていない、または問われる罪が少ないか
どうかにかかわらず、彼または彼女の事件において 
有罪の判決を下した第一審裁判所が、本法令により、改
訂または追加がされた第 11357節、11358、11359、
11360、11362.1、11362.2、11362.3、および 11362.4
に従って、再判決または却下を求める以前に、リコールや
却下を請願することができる。
(b) 副区分 (a)の下で請願を受け取ると、裁判所は、申し
立て人が 副区分 (a) の基準を満たすと推定するものとす
る。ただし、申し立て人に反対する当事者が、かかる申し
立て人が基準を満たしていないという明確かつ説得力のあ
る証拠による証明をする場合にはその限りではない。申立
人が 副区分 (a), 下の基準を満たしている場合、裁判所は、
法的に無効であるという理由で、判決をリコールする、ま
たは判決を却下するための請願を許可するものとする。た
だし、裁判所が、その請願の許可が公共の安全に危険の不
当なリスクをもたらすだろうと判断する場合はその限りで
はない。
(1) その裁量権を行使において、刑法 第 1170.18節 の
副区分 (b) に対応して提供された証拠を、裁判所は考慮し
てもよいが、それに限定されるものでない。
(2) 本節で使用される場合、「公共の安全への危険の不当な
リスク」は 刑法第 1170.18節 の 副区分 (c) に設けられた
ものと同じ意味を持つ。
(c) 刑に服していおり 副区分 (b) に従って判決が下された
者は、すでに服役した時間に対するクレジットを与えられ
るものとし、それは、拘禁中の彼または彼女が束縛をうけ
た時間の終了後 1年の間についての観察を受けることを条
件とする、または、解放後の彼または彼女の時間に対する
監察を受けることを条件とする、のいずれか短い方とする。
ただし、裁判所が、その自由裁量において、その再判決命
令の一部として、当事者の監察を解除する場合はその限り
ではない。上述当事者は、刑法第 3000.08節 の下での仮
保釈観察 、または指定された機関、および、監察を取り消
し束縛期間を強制するために審理の請願をする目的で、犯
罪人が解放されて住んでいる、または、監察の違反への申
し立てが発生している地域の裁判所の管轄区により制定さ
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(e) 「長官」とは、食料農業省の長官を意味する。
(f) 「種子ブリーダーは」売却や研究のために意図された種
子品種を開発するために委員に登録された個人または公的
または私的機関または組織を意味する。
(g) 「種子栽培品種」とは、多様な産業用大麻を意味する。
(h) 「種子開発計画」とは、産業用大麻の新しい種子品種を
育成し開発するためのアプローチを計画した彼または彼女
の詳述する、種子ブリーダー、または申し立て人の種子ブ
リーダーにより考案された戦略を意味する。
第 9.3項。食料農業省の第 81006節は以下のとおり改正
される：
81006. 産業用大麻の育成の制限、禁止事項、輸入、試験
所での検査。
(a) (1) 確立された農業研究機関または登録済種子ブリー
ダーによって栽培された場合を除き、産業用大麻は、5と 
十分の一エーカーを超えない土地内に、同時に密集させて
植えた繊維または油糧種子作物、またはその両方としての
み栽培するものとし、産業用大麻を栽培する土地には、隣
接する 1エーカー未満の区画を含まないものとする。.

(2) 登録された種子ブリーダーは、種子生産の目的で、 十
分の一エーカー 2 s を超えない土地内に同時に密植された
作物としてのみ産業用大麻を栽培するものとする。 同時に
密集させて植えた作物としてのみ栽培するものとし、産業
用大麻を栽培する土地には、隣接する 1エーカー未満の区
画を含まないものとする。.

(3) 登録された種子ブリーダーは、新しい California種子
品種を開発する目的で、十分の一エーカーを超えない土地
内で、種子開発計画に従い、できる限り密植させえ産業用
大麻を栽培するものとする。専用の作付面積の全面積は、
特定の種の品種の育成のために使用する必要はないものと
する。
(b) 産業用大麻を観賞用としたり秘密栽培することは禁止
されている。すべての土地区画には、産業用大麻の存在を
示すために十分な看板が設置されるものとする。
(c) 個々の産業用大麻の剪定や世話は禁止される。ただし、
定められた農業研究機関により栽培されている場合、また
はかかる作業が本節で説明されたテトラヒドロカンナビ
ノール (THC)の試験を行う必要がある場合はその限りでは
ない。
(d) 産業用大麻の選別は禁止されている。ただし、定めら
れた農業機関によって栽培された場合、またはかかる作業
が本節で説明されたテトラヒドロカンナビノール (THC)の
試験を行う必要がある場合、また登録された種子ブリー
ダーによる種子生産およい開発の場合はその限りではな
い。
(e) 産業用大麻は、大麻種子（小見出 1207.99.03）、
大 麻 油（ 小 見 出 1515.90.80）、 油 か す（ 小 見 出 し
2306.90.01）、 大 麻 （ 見 出 5302）、 真 麻 糸（ 小 見
出 5308.20.00）および真の麻繊維の織布 （小見出
5311.00.40）を含むが、これらに限定されない米国国際
貿易委員会の米国の関税率表 (2013)の下で輸入される製

罪お罪に問われている場合には、福祉機関法の 第 602節 
の下での、未成年者の非行判決および処分にも同様に適用
するものとする。
(n) 法務協議会は、本節で提供される嘆願および申し立て
出願を可能にするためにすべての必要書式をを公布し、利
用可能にするものとする。
第 9項。産業用大麻
第 9.1項。衛生安全法規第 11018.5節 を次の通りに改正
する。
11018.5. 産業用大麻
(a) 「 産業用大麻」とは、繊維または油糧種子作物、もし
くはその両方を意味し、これは成長しているか 否かにかか
わらず、乾燥開花トップ内に 1%の十分の三以上のテトラ
ヒドロカンナビノール (THC)を含まない、非精神活性 タイ
プの植物カンナビスサティバ L.とそこから生成される種子
に限定するものとし、かつ成熟した植物の茎、その茎から
生成した繊維、植物の種子から採取したオイルや固形物、
植物の任意の部分から抽出した樹脂、またはその他すべて
の化合物、製造品、塩、派生物、混合物、または植物製剤、
種子または成熟した茎を生成する目的で特別に栽培および
加工したものを言う。但し、上記から抽出生成された樹脂
または開花トップ、繊維、オイルまたは固形物、もしくは
滅菌済みの種子、種子または発芽しない植物の成分を除く。
(b) 所持、使用、購入、売却、栽培、加工、製造、包装、
ラベリング、輸送、保管、流通、使用、および産業用大麻
の譲渡は、事業職業規範（第 26000節で始まる）の目、
またはこの第 10目の規定の対象とはならないものとする。
その代わりに、食料農業規範の 第 24目（第 81000で始
まる）の規定に従って、食料農業省によって規制されるも
のとする。
第 9.2項。食料農業省の第 81000節は以下のとおり改正
される：
81000. 定義
この目の目的のために、以下の用語は次のように定義する：
(a) 「委員会」とは、産業用大麻諮問委員会を意味する。
(b) 「委員」とは、郡農業委員を意味する。
(c) 「確立された農業研究機関」とは カレッジ、大学、農
業研究センターおよび保全研究センターを含む、農業研究
用の土地を維持管理する公共または私立の機関または組織
を意味する。以下のいずれかの任意の機関：
(1) 短大、大学、農業研究センター、および保全研究センター
などの農業研究のための土地や施設を保持する公的または
私的機関、または組織：または、
(2) 農業パイロットプログラムまたはその他の農業的また
は学術的研究の下で行われる調査を目的として、産業用
大麻を育て、栽培あるいは製造する高等教育機関（1965
年の高等教育法第 1001節 で定義されている (20 U.S.C. 
1001)）。
(d) 「産業用大麻」は、衛生安全法規 第 11018.5節 に定義
されている用語と同じ意味を持つ。
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(8) 産業用大麻の栽培をしようとし、本節に準拠している
登録者は、1%の十分の三を超えるが 1%を超えない THC
含有率を示す試験検査報告の結果として、大麻栽培または
所持で起訴されないものとする。
(9) 栽培または所持が、本節に定められた 1%の十分の三
の限度に準拠する産業用大麻の種類の開発に貢献する場合
には、定められた農業研究機関は、1%の十分の三を超え
る THCの含有率を示す産業用大麻を栽培または所持する許
可を与えられるものとする。
(10) 定められた農業研究機関除き、、産業用大麻を栽培す
る登録者は、サンプリングの日付から二年の間について試
験検査報告書の署名入り原本の複写を保持し、要求に応じ
て、部門、委員、または法執行官または指名人が利用でき
るように試験検査報告書の署名入り原本の複製を作成し、
産業用大麻、すなわちその植物の繊維、オイル、ケーキ、
または種子、またはその他の種子内容物を栽培する登録者
から購入、輸送、もしくは入手する人々へ試験検査報告書
の原本複写を提供するものとする。
(g) この目に追加された法令の第 8節 に従って発行された
司法長官の意見では、本節の規定が連邦法に十分に準拠し
ていないと判定される場合には、その部門は、委員会での
協議の上、連邦法の要求を満たすように本節に対する対処
を制定するものとする。
第 9.4項。食糧農業省規範の第 81007節は廃止される。
81007. (a)  第 (b) に規定されているまたは 第 81006項 
(f)に従い試験を実施する必要がある場合を除き、合法に栽
培できる畑以外の場所では、大麻の苗から採った樹脂、開
花トップまたは葉の所持は禁じられている。
(b) 産業用大麻を通常かつ適切に加工した結果、麻の梱包
の中に最低量、 またはわずかな数量の大麻の葉または開花
トップが残っていた場合、これはマリファナ所持とみなさ
れるものではない。
第 9.5項。食料農業省の第 81008節は以下のとおり改正
される：
81008. 司法長官の報告、要求。
(a) 2019年 1月 1日より前、 または本条項が連邦法に基づ
き承認されてから 5年後のいずれか後に到来する日まで、
司法長官は、農業上院委員会、および公安上院委員会に、
必要であれば以下の件について報告するものとする。
(1) 大麻栽培を隠すために使用されている産業用大麻の畑。
(2) その大麻が産業用大麻である第 81006節の副区分 (f)
で免除された者以外による法廷審問でのクレーム。
(b) 副区分 (a)に従って提出される報告書は、政府法規の第
9795節に準拠して提出するものとする。
(c) 政府法の第 10231.5節節に基づき、本節は、2023年
1月 1日または報告書の有効期限が満了した日付から 4年
の、いずれか遅い方で廃止される。
第 9.6項。食料農業省の第 81010節は以下のとおり改正
される：
81010. 条項の発効。

品を含むものとする。
(f) 産業用大麻が定められた農業研究機関によって栽培さ
れた場合を除き、本節の下で産業用大麻を栽培する登録者
は、各作物の収穫前に、以下に提供されるように、栽培し
た産業用大麻の乾燥開花トップのランダムサンプリングの
THCレベルを示す臨床検査報告書を入手するものとする。
(1) 種子を取り囲む葉の THC含有量がピークであるとき、
また種子が成熟し始めたとき、また植物の最初の種子の約
50%が圧縮に対しての耐性があるときにできる限り速やか
に発生させなくてはならないものとする。
(2) 種子を含む植物の果実部分全体をサンプルとして使用
するものとする。サンプルの切り取りは、植物の上部三分
の一に見られる花序のすぐ下で行われるものとする。
(3) THC試験のために採取したサンプルには、以下の資料
を添付するものとする：
(A) 登録の登録者証明。
(B) 使用される種子栽培品種のための種子認定マニュアル
を参照。
(C) 使用される各認定種子品種に対応する THCの試験検査
報告書。
(4) 試験検査報告書は、連邦麻薬取締に登録された試験検
査所によって発行されるものとし、そこには、THCの含
有率、採取したサンプルの日付と場所、そして、全地球測
位システム座標と作物の総作付面積が記載されているもの
とする。試験検査報告書が、1%の十分の三に等しいか、
それを超えない THCの含有率を示す場合、「CALIFORNIA
州産業用大麻として合格」という文言を、試験検査報告
書の一番上に表示しなくてはならない。試験検査報告書
が、1%の十分の三を超える THCの含有率を示す場合、
「CALIFORNIA州産業用大麻として不合格」という文言を、
試験検査報告書の一番上に表示しなくてはならない。
(5) 試験報告書が、1%の十分の三に等しいか、それを超
えない THCの含有率を示す場合、従業員に試験検査所は、
当該試験検査所により認可されたより署名された原本複写
10部以上を試験検査を要求した当事者へ提供するものと
し、サンプル実施日から最低 2年間について試験検査報告
書の原本複写 2部以上を保管するものとする。
(6) 試験検査報告書が、1%の十分の三を超える THCの含
有率を示すが、1%を超えない場合、産業用大麻を栽培す
る登録者は、産業用大麻栽培の追加検査サンプルを提出す
るものとする。
(7) 産業用大麻を栽培する登録者は、1%を超える THCの
含有率を示す一回目の試験検査報告書、または 1%の十分
の三を超えるが 1%以下である THCの含有率を示す (6)項 
に従った二回目の試験検査報告書の受領の上で、栽培され
た産業用大麻の破棄をするものとする。THCの含有率が1％
を超える場合には、試験報告書の受領後、48時間以内に
破壊を実施するものとする。第二回目の試験検査報告書が
1%の十分の三を超えるが 1%以下である THCの含有率を
示す場合、破壊は可及的速やかに実施されるものとするが、
二回目の報告書の受領以降 45日以内とする。
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提案 65

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、州民に提示される。
本州民発案法案は公共資産法規に追加され、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
あることを示してある。

提案された法律
第 1項。表題。
本法案は 「環境費用保護法令」として認識され、参照され
なければならない。
第 2項。所見及び宣言。
California州民は次について所見及び宣言する。
(a) 2014年、California州議会は、California州食料協会な
どによるロビー活動の後、プラスチック製の持ち運び袋の
禁止を制定した。
(b) 更にその法律は、店が消費者に対して再生可能な持ち
運びバッグ若しくは紙を最低 10セントで販売することを
義務付けた。店はより高い値段で販売するこもでき、食料
品店や小売業者はそれらの義務付け販売手数料を追加的収
益として計上しなければならない。
(c) 州によって義務化されている持ち運びバッグに対して
課される手数料は、環境保護のためには用いられない。議
会は食料品店や小売業者にとってこれらの販売手数料が追
加的な収益となるように法律を草案した。
(d) この特別な目的のための取り計らいは、Californiaの消
費者による費用負担の下、環境保護への貢献はほとんどな
しに、食料品店や小売業者に年間 $4億 の追加的収益をも
たらす。
(e) California州の人々は、州によって義務化されている持
ち運びバッグに対して支払う一切の費用は、企業に追加的
な収入をもたらすのでなく、環境保護のために使用される
必要があると要求する権利を有する。
第 3項。目的の説明。
環境費用保護法は、消費者がビニール袋の禁止に関わる持
ち運びバッグに対して支払う料金が、干ばつの緩和、リサ
イクル、清潔な飲料水の供給、公園、海岸清掃、ゴミの除去、
および野生生物の生息地の復元のような立派な環境保護の
目的のために使用されるべきであるという California州民
の要求を達成することを目的とする。
第 4項。第 5.2章 (第 42270項より始まる ) は、以下の
通り公共資産法規の第 30部門第 3部に追加される：
第 5.2章。持ち運びバッグに対する料金：環境保護と強化。
42270. 本章は「環境費用保護法令」として認識され、参
照されなければならない。
42271. (a) 法律の他の規定にかかわらず、持ち運びバッ
グのの無料配布の禁止及び任意の他のタイプの販売を義務
付ける州法に基づき、店舗によって生成または収集された
すべての金銭は、 第 42272項 に基づき野生生物保護委員

(a) 本条項、および , 第 221節は、 2017年 1月 1日付け
で、連邦法の下で認可されない限り効力を発しないものと
する。
(b) 産業用大麻の所持、使用、購入、売却、生産、製造、包装、
ラベリング、輸送、保管、流通、使用、および移送は、こ
の目に従って、規制されるものとする。大麻管理局は、産
業用大麻、すなわち事業職業規範（第 26000節の第 10目
で始まる）の下で発行された免許に従って生成、処理、検査、
配送、もしくは取り扱われている定義の範囲に適合する植
物および製品を規制し管理する権限を持つ。
第 10項。改正。
この法令は、第 3節で述べたように、その目的や意図を達
成するために、広く解釈されるものとする。これらの節の
実体規定を施行するために、議会は多数決によって、第 5 
節の 5.5で包括的に含まれ、第 6節の 6.3に包括的に含ま
れる本法令の規定を改正してもよい。ただし、このような
改正は、第 3章で述べられているとおり、法令に一致し、
さらにはその目的やこの行為の意図を促進することを条件
とする。本法令で規定される保護に付加される、または 
第 6節 の 6.3で免許を受けた従業員や作業者の法的権利
を拡張する本法令の第 6節の 6.3下で免許を受けた者の従
業員およびその他の作業者の保護を制定する本法令への改
正は、本法令に一致し、その目的や意図を促進するもので
あるとみなされるものとする。議会は、多数決投票によっ
て、本法令で取り上げた犯罪の罰則をさらに減らす条項を
改正、追加、あるいは撤廃することができる。特別に定め
られている場合を除き、法令の規定は、本法令の目的や意
図を促進するために議会の 3分の 2の投票で改正すること
ができる。
第 11項。 解説と解釈
本法令の規定は、大麻の成人使用における管理、規制と課
税の法令の目的および意図を達成調整するように、自由に
解釈がされるものとする。ただし、本法令の規定または規
制および連邦法に一貫性を持たせることができないよう
な、連邦管理機関法を含めて、本法令の規定または規制は、
連邦法に抵触するような方法で判断あるいは解釈されない
ものとする。
第 12項。可分性。
本法令、またはその一部、または、人または環境に対して
のいかなる条項の適用であれ、無効となるまたは違憲とな
るなんらかの理由がある場合には、残りの規定および部分
に影響を及ぼさないものとし、完全に施行力を有し効力を
保持したままとなる、また、最終的には、本法令の規定は
可分化が可能であるものとする。
第 13項。主導権の対立。
本法案または、他の法案、または大麻の管理、規制、およ
び課税、医療用大麻、または産業用大麻に関連する法案は、
同じ州全域選挙投票用紙に記載されるものとし、その他の
法案、あるいは法案類は、本法案とは競合するものとみな
される。本法案が多くの賛成投票を得た場合、本法案の規
定は優先され、他の法案の規定は無効になるものとする。
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この章の目的を遂行するためだけに設立される信託基金で
ある。 政府法規の第 13340項 関わらず、ファンドが利息
とともに、基金に寄託されるすべての資金は、会計年度に
関係なくサブディビジョン (c)に記載された目的のために
野生生物保護委員会に充当される。
(c) 野生生物保護委員会は、環境保護と強化基金の資金を
環境保護と強化のための助成金を供給するために使用しな
ければならない。助成対象となるプロジェクトやプログラ
ムは、次のとおりである。
(1) 干ばつにさらされている森林の修復または湿地、魚の
生息地、または水鳥の生息地を修復、拡大するプロジェク
トを含む干ばつの緩和プロジェクト。
(2) リサイクル。
(3) 綺麗な飲料水の供給。
(4) 州、地域、地方の公園。
(5) 海岸清掃。
(6) ごみ清掃。
(7) 野生生物生息地の修復。
(d) 野生生物保護委員会は、管理費のために環境保護と強
化基金の資金の 2 パーセント 以上を使用してはいけない。
グラントを受け取った者は、管理費のために受け取った資
金の 5 パーセント以上を使用してはいけない。
(e) この章に順じて助成金が支出される前に、野生動物保
護委員会は、プロジェクトの勧誘と評価ガイドラインを策
定しなければならない。ガイドラインは、助成金の金額に
制限を授与することが含まれる。ガイドラインを最終決定
する前に、野生動物保護委員会は、その草案をインターネッ
ト Webサイト上に掲載し、公衆の意見を考慮するために
3回の公聴会を実施しなければならない。一回の公聴会は
Northern California,で、一回の公聴会は Central Valleyで、
そしてもう一回の公聴会は Southern California.で開かれな
ければならない。
(f) (1) 超党派 California州監査人は、この章の規定により
資金を受けたプログラムに対して独立した会計監査を隔年
実施しなければならない。California 州監査人は、知事と
議会の両院にその調査結果を報告しなければならず、公衆
が調査結果を知れるようにインターネット Webサイトに掲
載しなければならない。
(2) (A) California州 監 査 人 は 監 査 当 た り 40万 ド ル
（$400,000）を超えないように、このサブディビジョンで
要求されている隔年の監査を実施する際に発生した実際の
費用に関して環境保護と強化基金から払い戻されなければ
ならない。
(B) $400,000ドル（$40万）の監査当たりの最大の制
限はすべての都市の消費者を対象とした消費者物価指数
（CPI-U）によって測定されるインフレ率の増減を反映する
ために隔年に調整されなければならない。国庫は本段落で
必要とされている調整を算出し、報告しなければならない。
42273. (a) 他の法律にかかわらず、地方政府は持ち運び
バッグのの無料配布の禁止及び任意の他のタイプの販売を

会によって管理され、国庫に設立された環境保護と強化基
金に寄託されなければならない。
(b) 本章のために。
(1) 「店舗」とは下記の要件を満たす小売企業を指す：
(A) 乾燥食料品類、缶詰類、または食料品以外のアイテム、
および一部の腐敗しやすい品物を販売している年間 200万
ドル（$2,000,000）以上の総売上高のあるフルフサービ
ス型の小売店。
(B) Bradley-Burns統一地方売上税と使用税法 (歳入課税
法規の第 2部門の第 1.5部 ( 第 7200項から始まる ) ) の
対象となり商業職業法規の第 2部門の第 9章 (第 4000
項から始まる ) に順ずる薬局ライセンスを保持しており、
10,000 以上の店舗面積を有する。
(C) 酒類飲料制御部門によって発行されたタイプ 20また
はタイプ 21のライセンスを取得しており、一般的に牛乳、
パン、ソーダ、スナック食品などの商品の限られた類の小
売販売に従事しているコンビニエンス食品店、食品マート、
または関連する他の主体。
(D) 酒類飲料制御部門によって発行されたタイプ 20また
はタイプ 21のライセンスを取得しており、消費されるこ
とを意図した商品の小売販売に従事しているコンビニエン
ス食品店、食品マート、または関連する他の主体。
(2) 「州法」とは本項が効力を持つ以前に California州、若
しくはその機関、部門によって制定、実行、採択されたあ
らゆる法令、法律、規制をまたは他の法的権限を指す。
(3) 「持ち運びバッグ」とは、単回使用の持ち運び袋、紙袋、
再生紙の袋、ビニール袋、リサイクル可能なプラスチック
バッグ、再利用可能なビニール袋、堆肥袋、再利用可能な
食料品の袋、その他の購入した商品を店から運ぶために使
用されるバッグの種類を全てを意味する。
(c) (1) 野生生物保護委員会は、規制を採用し、本項のサ
ブディビジョン (a)、第 42272項、そして第 42273項の
実施管理についてその他の州又は地方機関と連絡調整を行
うことができる。
(2) 法律の他の規定にかかわらず、2006年 (セクション 
75009)の安全な飲料水、水の質と供給、治水、川、海岸
保護基金から野生動物保護委員会に対して、本項のサブ
ディビジョン (a)、第 42272項、そして第 42273項の実
施管理 .のために五十万ドル（$500,000）のローンが行わ
れることをここに記す。2006年の安全な飲料水、水の質
と供給、治水、川、海岸保護基金からのローンが本段落が
要求するローンを満たさない場合は、2014年の水の質と
供給、基盤整備基金 (水法規の第 79715項 )からローンが
行われなければならない。環境保護と強化基金へと寄託さ
れた資金は、ローンの完済するまでは返済にあてられなけ
ればならない。責任を持つ州当局は、この段落で必要とさ
れるローンを達成するために必要なすべての措置を講じな
ければなりません。
42272. (a) ここにて国庫に環境保護と強化基金が設立さ
れる。
(b) 法律の他の規定にかかわらず、環境保護と強化基金は、
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提案 66

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、州民に提示される。
本法案提出方法では、政府法規および罰則法規に項を修正
および追加する。そのため、削除の提案をした既存の条項
は 取消線タイプ で印字され、追加提案をした新しい条項
は 斜字体タイプ で印字し新しいことを示した。

提案された法律
第 1項。短いタイトル。
本法案は既知であり、死刑改革貯蓄法 2016として記載で
きることとする。
第 2項。所見及び宣言。
1. 項。California の死刑制度は、廃棄、遅延および非効率
のため、効果的ではない。同制度の改正により California 
納税者に毎年何百万ドルの預金となる。納税者からの税額
のこのような無駄遣いは、販売防止、教育、および高齢者
や身体障碍者への教育に当てることになる。
2. 項。殺人被害者および遺族には、司法および正当な手
続きの権利がある。死刑囚監房に収監されている殺人者は 
1,000 人以上の被害者を殺害しており、この中には 229 
人の子どもおよび 43 人の警官、さらに 235 人のレイプ被
害者および 90 人の拷問被害者が含まれる。
3. 項。殺人被害者の遺族は、司法判断まで何十年も待
つべきではない。このような遅延により、司法判断を待
つ遺族がさらに犠牲となる。例えば、連続殺人犯 Robert 
Rhoades、8歳の Michael Lyonsを誘拐、レイプ、拷問の後、
殺害。また、ベイエリアのハイスクール学生 Julie Connell
もレイプの後、殺害。死刑囚監房に収監されたが、現在ま
で 16年執行待ちだ。何百人もの殺人犯が死刑囚監房に 20
年以上も収監されたままだ。
4. 項。2012年、行政分析局は、死刑囚監房に収監の殺人
犯の特別収監施設を失くすことで、毎年何千万ドルが浮く
ことになることを確認した。この余剰金を学校、法執行お
よび地域社会に投資することで、より安全を確保できる。
5. 項。死刑囚監房の殺人犯は服役し、被害者の基本的人権
（マルシー法）に適した被害者遺族への賠償金を支払う必
要がある。服役および賠償金支払いを拒否した場合は、特
別権を剥奪されるべきとする。
6. 項。死刑事件に対する既存の非効率的訴訟プロセスを改
正することで、被告および被害者両者への公平さを実現す
ることになる。現在のところ、死刑事件の被告は控訴弁護
士の 5年以上の予約待ちとなっている。弁護士の予約を迅
速にすることで、被告の主張聴取も早くなる。
7. 項。実際は無罪の被告の主張に制限をすべきではない
が、口実や不要な主張は制限する必要がある。これらの戦
術により、納税者の税金が無駄遣いとなり、司法判断が何
十年も遅れることになっている。
8. 項。死刑事件の第 2次審判の処理に当たる州機関は、
効果的な監視をすることなく運用しており、長期にわた

義務付ける地方の法律の下で生成、回収された資金を 第
42272項。に記載されている目的のために使用されるよう
に環境保護と強化基金に投入されるよう要求することがで
きる。
(b) 本項において「地方の法律」とは市、郡、市と郡、チャー
ター市、チャーター郡、特別区、学校によって制定、実行、
採択されたあらゆる、任意の条例、人法令、法律、規制、
または他の法的権限を指す。
第 5項。自由構造。
この行為は自由にその目的を達成するために解釈されなけ
ればならない。
第 6項。競合する法案。
(a) 本法案及び別の発案法案あるいはその他の持ち運び
バッグのの無料配布の禁止及び任意の他のタイプの販売を
義務付ける法律の下に生成及び回収された資金に関する法
案が州全体の選挙投票用紙に記載された場合、法案あるい
はその他の法案の条項は本法案に対立すると見なされなけ
ればならない。本法案が多くの賛成投票を得た場合、本法
案の条項は優先され、他の法案の条項は無効になる。
(b) もし本法案が有権者によって可決され、同投票で可決
されたその他のイニシアチブと全体又は一部が競合し取り
替えられ、その後そのような競合する法案が無効だとされ
た場合は本法案は自動的に全効力を発揮されなければなら
ない。
第 7項。可分性。
本法案の条項は可分性を有する。例え管轄権を有する裁判
所の決定によって本法案のある項、サブディビジョン、段
落、条項、文章、語句、文字、適応がある理由によって無
効だとされても、その他の部分の正当性は影響を受けない。
Californiaの州民は後に無効だということが明らかとなっ
たとしても、現時点で無効でなく違憲でないとされている
本法案の全ての項、サブディビジョン、段落、条項、文章、
語句、文字、適応を採択することをここに宣言する。
第 8項。法的防御。
本法案が California州の有権者によって可決され、後に連
邦法に反すると訴訟の対象となり、知事及び司法長官が法
廷で被告となることを拒否した場合には以下の行動がとら
れなければならない：
(a) 政府法規の第 2題第 3部門第 2部の第 6章 (第 12500
項から始まる ) 、若しくはその他の法律に含まれる相反す
る内容にかかわらず、司法長官は California州に代わって
被告人として忠実に本法案を弁護する弁護士を指名しなけ
ればならない。
(b) 弁護士の指名及びその後に変更する場合は、司法長官
はデューディリジェンスを行い、その弁護士が本法案の弁
護に忠実に取り組むという文書を得なければならない。こ
の文書は要求があれば公開しなければならない。
(c) California州に代わって本法案を弁護人が忠実に弁護を
行うことを確かとするためにかかる費用は、事業年度に関
係なく、一般財源から制御者に与えられる。
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限を満たさない、あるいは準拠しない場合、それが有罪判
決からの救済を許可する理由とならないこととし、あるい
は 裁判所の死刑判決が 下位条項 (b) に記載の時間制限に
準拠しない場合、それが判決の有効性に影響を及ぼしたり、
あるいは控訴または令状請願の解任を必要としたりしない
こととする。裁判所が遅延を正当化する特別および強制的
な事由なしに準拠しない場合、犯罪当事者のいずれか、ま
たは被害者は、職務執行令状の請願により救済を求めるこ
とができることとする。請願を申請する裁判所は、申請か
ら六十（60）日以内に実行することとする。被害者の権利
執行の適格性に関して、California 憲法第 I条 第 28項 下
位条項 (c) 第 (1)号 は、本下位条項並びに 下位条項 (d)に
適用される。
第 4項。刑法規第 1227項 を次のとおり改正する。
1227. (a) 本法規の 第 1239項 の 下位条項 (b) にした
がって控訴の係属以外の理由により、 死刑判決が執行され
ない、有効なままである場合、有罪判決を行った裁判所は、
地区検事の申請により、あるいは各所の判断により、判決
を執行する 十（10）日の期間の指定時に 日を予約する 命
令を行うか、行う原因を与えられることとするが、かかる
日数は、当該の命令時から 30日以内あるいは 60日まで、
あるいは即時とする必要がある。 十（10）日間は、指令
を受けた後最長三十（30）日で開始し、指令を受けた後
六十（60）日以内に終了することとする。命令直後 ,、裁
判所印により公正証明を 受けた 当該 命令の謄本は、執行
を目的とし、書留をもって、被告の拘留権を有する州刑務
所の刑務所長宛に転送することとする。ただし、被告の身
柄が拘束されていない場合に、逮捕状を発行し、逮捕さ
れた場合、裁判所に移送され、同裁判所は、執行官が指示
を受ける州刑務所長に被告を移送して、被告を 移送して、
10日間の内の 指定時刻 に 判決を執行するように 命令す
ることする。ただし、当該の執行は、かかる命令から 30
日 以内 には 開始し、 60日 までに完了することとする。
(b) 本書記載の当該の判決の執行時間の修正および指示の
指令から、控訴はないこととする。
第 5項。刑法規に第 1239.1項 を次のとおり追加する。
1239.1. (a) 死刑事件においては、事件の審議の実行は、
最高裁判所の義務である。裁判所は、能力不足の控訴人の
代理をする弁護人をできるかぎり早急に任命することとす
る。裁判所は、義務的あるいは追加理由がある場合のみ、
説明の時間延長を許可することとする。
(b) 死刑事件の担当弁護人の予約の実質バックログを削除
する必要がある場合、最高裁判所は、もっとも重要な死刑
以外の事件の控訴を担当するのに相応しい、および裁判所
の予約一覧に氏名記録が残ることを条件として死刑事件の
担当を承認する死刑事件控訴に相応しい弁護人を必要とす
ることとする。「実質バックログ」は、裁判所での審議開
始から控訴担当弁護人の任命までの時間が 6 ヵ月 を、連
続 12 ヵ月超過した場合に、この目的のため存在する。
第 6項。刑法規第 1509項に第次の通りに追加する。
1509. (a) 本項は、死刑判決によって拘留中の者が人身
保護令状のための請願に適用される。本項にしたがった人

る遅延や納税者の税金の無駄遣いの原因となっている。
California 最高裁判所がこの州機関を監視することで、責
任が保証されることになる。
9. 項。官僚的な規制があるため、死刑判決の執行が無用に
遅延することになっている。これらの規制に対して繰り返
される同じ課題による無駄な支出を失くすことで、司法判
断が公平かつ効果的に実行できることになる。
10. 項。California 州憲法では、犯罪の被害者には、適宜
司法判断を受ける権利が謳われている。死刑判決は、10
年以内に州および連邦裁判所の両方で完全かつ公平に審判
できる。州の規則および手順を採択することで、被害者は
適宜司法判断を受け、納税者の何百万ドルという税金が無
駄にならなくなる。
11. 項。California 州の死刑囚監房には、連続殺人犯、警
察殺人犯、児童殺人犯、大量殺人犯、および憎悪殺人犯が
収監されている。死刑制度は崩壊しているが、改正可能だ
し、改正すべきだ。この提案により、被害者と被告の両方
の司法判断が保証され、何百万ドルという納税者の税金が
無駄にならなくなる。
第 3項。刑法規第 190.6項 を次の通りに改正する。
190.6. (a) 議会は、死刑事件の判決を迅速に施行すべき
であることに気づく。
(b) したがって、1997年 1月 1日および同日以降に死刑
判決を受けたすべての事件において、州最高裁判所への控
訴の際の開廷時の控訴状の文書は、第 190.8項 (d) の 下位
条項（d） にしたがって、完了の記録認定後、あるいは完了
した記録を控訴検事が受領してから七（7）ヵ月以内のうち、
特に正当な事由がないかぎり、いずれか早期の時点で作成
することとする 。ただし、判決文の謄本が 10,000ページ
を超える事件では、指令は制限時間内に終了することとし、
法務協議会が採択した裁判所規則により設定された手順に
準拠することとする。
(c) 死刑判決が 1997年 1月 1日 以降に死刑判決が行われ
たすべての事件では、控訴による審決および判断に関する
意見を指令の完了から 210日 以内にすることが議会の目
標である。ただし、人身保険令状の控訴および請願を同時
に聴取する場合、請願を審決し、判断に関する意見は請願
の指令完了から 210日 以内に申請することする。
(d) California 州憲法 第 28項第 I条下位条項 (b)第 (9)号 
に記載の迅速かつ最終結論に対する犯罪被害者の権利には
適切な時期に死刑執行の判断をする権利が含まれる。本提
案の発効から 18ヵ月以内に、法務協議会は、死刑事件の
控訴および州の人身保険令状審議を処理するための管理の
初期規則および基準を採択することとする。判決の初回規
則または開始のいずれか早期のものの採択から 5年以内に、
州裁判所は、死刑事件に関する州の控訴および州の初回人
身保険令状のレビューを終了することとする。法務協議会
は、死刑事件のレビューが適宜実施されているかを監視し、
本下位条項に記載のとおり、5年以内に州の酵素および州
の初回人身保険令状手続きを完了するのに必要な規則およ
び基準を改正することとする。
(d) (e) 当事者あるいは 最高裁判所が本項に記載の時間制
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身保護令状は、死刑判決における傍系論争攻撃の排他的手
順である。判決を行った裁判所以外の裁判所が申請した請
願は、同請願が別の裁判所による公聴に対する正当な理由
を表記しないかぎり、同裁判所に速やかに転送することと
する。判決を行った裁判所に申請または転送された請願は、
同判事が対応できない、あるいは当該事件を別の判事に担
当替えする正当な理由がないかぎり、元の判事が担当する
こととする。
(b) 裁判所での死刑判決に入った後、同裁判所は、 政府法
規 の 第 68662項 .の規定にしたがって、受刑者に弁護人
を付けることとする。
(c) 下位条項 (d) および (g) の規定にしたがって、初回請願
は、政府法規の 第 68662項 に記載の命令から 1年以内に
行う必要がある。
(d) 下位条項 (c) あるいは連続請願において、時期を外れ
て行われる初回請願は、申請された場合は常に、裁判によっ
て許可されたか否かには関係なく、あらゆる証拠を優先す
ることで、裁判所が、被告は実際は、嫌疑をかけられた犯
罪については無罪であるか、または判決は不当であること
を判定しないかぎり、無効とする。裁判所で請願者が実際
には無罪あるいは不適格性があるという実質的主張を確認
しないかぎり、継承または時間をおいた請願の検討を目的
とした執行猶予は許可されないこととする。「死刑判決に
対する不適格性」とは、同判決が判決者の裁量の範囲を逸
脱した状況が存在する場合を指す。不適格性の請求には、 
第 190.2項 の 下位条項（a） の特殊環境がいずれも真実で
はないこと、 被告が犯罪時点で 18歳以下である請求、あ
るいは被告に 第 1376項 .のとおり、知的障害がある請求
が含まれる。 第 190.3項 下の判決決定に関連する請求は、
本項の目的にそった実際の無罪あるいは不適格性の請求で
はない。
(e) 下位条億 (d) 下での無罪あるいは不適格性を請求する
請願者は、同請願者あるいは現行または前弁護人が請願者
を代行して所有する有罪または適格性に関連する資料情報
のすべてを公開することとする。請願者が本下位条項が必
要とする公開を意図的に行わず、また弁護人による公開を
公認しない場合、銅請願は免訴にできることとする。
(f) 本項における手続きは、公平な判決と同様、できるか
ぎり速やかに行うこととする。上位裁判所は、同裁判所が
実際の無罪の実質請求の解決のため遅延が必要であること
を確認しないかぎり、請求から 1年以内に初回請願を解決
することとするが、どのような例においても、同裁判所が
同請願の解決に 2年以上を要しないこととする。初回請願
の決定時、裁判所は、決定に至る実際および法的基礎を説
明する決定書を発行することとする。
(g) 人身保護請願が本項の発効日に保留となっている場合、
裁判所は、同請願を、判決を下した裁判所に移転すること
ができることとする。死刑判決が本項発効前になされ、か
つ人身保護令状が本項発効日以前に申請されていない場
合、 下位条項 (c) により禁止される可能性のある請願は、
本項発効日から 1年以内、あるいは前法令により許可され
た期間のうち、いずれか早期に申請することができること
とする。

第 7項。刑法規第 1509.1項に次の通りに追加する。
1509.1. (a) いずれかの当事者は、控訴裁判所に対して 
第 1509項 における初回請願に基づき、上位裁判所の決定
を控訴することができることとする。控訴は、人身保護請
願の付与または拒否の決定から三十（30）日以内に、上位
裁判所に控訴通知を作成することで、控訴を行うこととす
る。人身保護令状の拒否審議方法として、連続請願は使用
しないこととする。
(b) 下位条項 (a) における控訴上で検討する課題は、上位裁
判所で提起された請求に限定することとする。ただし、控
訴裁判所は、人身保護担当弁護人が同請求を上位裁判所に
提示しないことが非効果的な支援となる場合に、裁判所弁
護人の非効果的な支援の請求も検討するものは除く。控訴
裁判所は、事実の追加調査結果が必要な場合、請求を検討
するため、上位裁判所に再拘留を行うことができることと
する。
(c) 人は、連続請願に関する救済を許可する上位裁判所の
決定を控訴することができることとする。請願者は、上位
裁判所または控訴裁判所が控訴証明書を許可した場合の
み、連続請願に関する救済を拒否する上位裁判所の決定を
控訴することができることとする。控訴証明書は、請願者
が救済に関する実質請求を提示した場合のみ、本下位条項
において発行することができるが、当該内容は証明書およ
び、 第 1509項 の 下位条項（d） の要件を満たした実質請
求に記載することとする。本下位条項におけるくそは、裁
判所の決定から三十（30）日以内に、上位裁判所に控訴通
知を申請することで、行うこととする。上位裁判所は、請
願に関する救済を拒否する決定と同時に、控訴証明書を許
可または拒否することとする。控訴裁判所は、証明書の申
請から 10日以内に、控訴証明書の申請を許可または拒否
することとする。控訴裁判所の管轄は、証明書で特定され
る請求および控訴裁判所が控訴通知から六十（60）日以内
に追加した追加請求のいずれかに限定される。本下位条項
における控訴は、他の案件すべてより優先され、できるか
ぎり速やかに決定することとする。
第 8項。刑法規第 2700.1項に次の通りに追加する。
2700.1. 第 2700項 は、死刑判決を受けた死刑囚に適用
されるが、本項に記載のそれ以外の内容は除く。
第 3600から 3602項にしたがって殺人罪の有罪者、死刑
判決を受けた者、矯正保護局が保護する者はすべて、同局
の規則および規制に記載にしたがって規定された、適切な
時間、毎日誠意をもって労働することとする。
体育および健康フィットネスプログラムは、本項の目的に
照らし、労働には当たらないこととする。矯正保護局は、
本項の規定により、労働を拒否する死刑囚の権利を取り消
すことができることとする。
死刑囚が返還科料または命令を受けている場合において
は、矯正保護局長は、死刑囚の賃金および信託預金から、
所得源には関係なく、70%控除または負債額のうちいず
れか少額のものを控除することとし、第 2085.5 および 
2717.8項にしたがって、矯正保護局の規則および規制に
したがって、 California 被害者補償および政府請求委員会に
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資金を払い込みすることとする。
第 9項。刑法規第 3600項 を次の通りに改正する。
3600. (a) 死刑判決を受けた場合、男性はすべて、死刑執
行局指定の California 州刑務所の刑務所長の元に移送され、
判決執行まで同地に拘留されることとする。ただし、 下位
条項 (b)に記載されている場合は除く。死刑囚は判決の執
行まで California 刑務所に収監されることとする。局は、
死刑囚を、同死刑囚に十分なレベルのセキュリティを提供
することを確認した別の刑務所に移送することができるこ
ととする。死刑囚は、執行日が設定された後、死刑執行の
指定刑務所に戻ることとする。
(b) 法律の他の条項にもかかわらず
(1) 刑務所に収監中、以下の犯罪を犯す可能性がある、あ
るいは暴力団あるいは反社会グループの一員として、矯正
局規定の規制にしたがって、San Quentin 州刑務所におい
て、懲罰および分類行為により、Sacramentoの California 
州刑務所において矯正局役員が指定した安全な死刑囚監房
に収監される可能性がある死刑囚
(A) 殺人罪。
(B) 重度または致死傷の原因となる武器または強制的な力
による暴力。
(C) 力づくの脱走、または力づくの脱走未遂。
(D) 安全またはセキュリティにとって大きな脅威となるよ
うな重い規則違反を繰り返す。
(2) Sacramento の California 州刑務所の死刑囚プログラム
は、死刑囚の位相前に、完全運用されることとする。
(3) 死刑囚監視の特別訓練規定は、定期的に死刑囚を監視
する Sacramento の California 州刑務所のラインスタッフ
および監視員が行うこととする。
(4) 死刑囚またはその他を危機に追いやるほど重要な心身
の健康が重要となる死刑囚は、矯正保護局が設定した規制
にしたがって、California 医療施設またはその他適切な機
関に移送し、心身ともの健康診断をすることができること
とする。死刑囚は、心身の状態が十分治癒された、あるい
は回復した場合は、同死刑囚の移送先の機関に戻ることと
する。
(c) 下位条項 (b) にしたがって収監された場合は、以下が
適用されることとする。
(1) 第 3600項 下位条項 (b) 第（1）号にしたがって収監
された死刑囚については、San Quentin 州刑務所の等級 B
の死刑囚に対する権利および分類手順に関する地方手続き
は、 Sacramento の California 州刑務所でのものと同様とす
る。当該の分類徹準には、 90 日 以内ごとの分類審議に関
する権利および San Quentin 州刑務所に戻る請願埜機会が
含まれることとする。
(2) San Quentin 州刑務所に収監された死刑囚に提供
される同様の弁護士ークライアントアクセス手順は、
Sacramento の California 州刑務所の矯正局役員が指定した
安全な死刑囚監房に収監された死刑囚に提供される。心身
の健康問題で機関に収監された死刑囚の弁護人クライアン

トアクセスは、同機関の訪問手順および適切な治療規定と
対応することとする。
(3) 下位条項 (b) にしたがって安全な死刑囚監房に収監さ
れた死刑囚は、San Quentin 州刑務所に、執行予定日の少
なくとも 60日 前に戻ることとする。
(4) 少なくとも 15人の死刑囚は 下位条項（b） の 第 (1)号
にしたがって再収監することができることとする。
(d) San Quentin 州刑務所から死刑囚を移送する前に、 議会
またはその他方法による提案のいかんには関係なく、最大
のセキュリティ レベル IV, 180度 の周囲を帯電された収監
施設が、死刑囚の安全な収監および執行に適しているかを、
矯正局が評価することとする。
第 10項。刑法規第 3604項を以下のように改正する：
3604. (a) 死刑は、矯正 および リハビリテーション部門
の指示のもとに確立された基準による、致死ガスの投与に
よって、または、死を引き起こすのに十分な致死量の物質
の静脈注射によって課されなければならない。
(b) 本細区分の有効日の前、または後に、死刑を宣告され
た者は、致死ガスによって課される処罰を受けるか、また
は致死量の注射によって課される処罰を受けるかを選択す
る機会を有するものとする。この選択は、矯正 および リ
ハビリテーション部門によって確立された規則に従って、
書面で行われなければならず、刑務所長に提出されるもの
とする。死刑判決を受けたものが、 本細区分の有効日の後
に交付される処刑令状のその収監者への刑務所長の送達の
後 10日間以内に、致死ガスと致死量の注射とのどちらも
選択しない場合、死刑は致死量の注射によって課されるも
のとする。
(c) 死刑を宣告された者が、執行のために決められた日に
執行されず、新しい失効日が続いて設定される場合、細区
分 (b)に設定された手続きに従って、その収監者は、再び
致死ガスまたは致死量の注射のどちらによって刑を課され
るかを選択する機会を持つものとする。
(d) 細区分 (b),にかかわらず、細区分 (a)に記載された執行
のどちらかの方法が無効と判断された場合、死刑は、細区
分 (a)に記載された代わりの手段によって課されるものと
する。
(e) 矯正 および リハビリテーション部門、または死刑判決
を執行する任務のある後継機関は、常に当該の判決を執行
する能力を保有するものとする。
第 11項。 第 3604.1項が、以下のように刑法規に追加
される：
3604.1. (a) 行政手続法は、 第 3604項に従って制定され
た 基準、手続き、または規則に適用しないものとする。当
部門は、一般市民に、および死刑を宣告された受刑者に利
用できるその項の細区分 (a)の下で採択された基準を作成
するものとする。当部門は、司法長官、州の一般市民擁護者、
および執行日が決定した、または執行日を設定する動議が、
その基準のいずれかの採用または改正が未定になっている
収監者の弁護士に、直ちに通知するものとする。本細区分
に準拠しないことは、不服従が、期準に異議を唱える収監

66



216 | 提案された法律の全文

提案された法律の全文 提案	66続き

者の権利を実際に害する場合を除き、執行停止の根拠また
は執行を行うことに対する禁止命令ではなく、かつその停
止は最大 10日間に限定されるのもとする。
(b) 第 3604項の細区分 (a)にかかわらず、刑務所長が、
収監者の状態は静脈注射を実行不可能にすると判断する場
合、致死量の注射による刑の執行は、静脈内以外への注射
方法によって行われる場合がある。
(c) 死刑判決を行なった裁判所には、有罪を宣告された収
監者によって執行方法が憲法違反である、またはその他の
理由で無効であるという何らかの主張を審理する唯一の裁
判管轄権がある。当該の主張は、裁判所が、その提示は正
当な理由なく遅延されるものと判断する場合、却下され
る。その方法が無効であると判明した場合、裁判所は有効
な執行方法の使用を命じる。執行方法の使用が連邦裁判所
によって命じられる場合、矯正および リハビリテーション
部門 は、当該裁判所によって連邦の要件に適合する方法で
あると判断されてから 90日以内にその方法を採用するも
のとする。当部門が、判決を執行することを有効にするた
めに必要な何らかの任務を実行しない場合、死刑判決を下
した裁判所は、California州憲法の第 I条第 28項細区分 (e)
に定義されるように、それ自身の動議、地区司法長官また
は司法長官の動議、またはその犯罪の被害者からの動議で、
その任務を実行するように命じるものとする。
第 12項。第 3604.3項が、以下のように刑法規に追加さ
れる：
3604.3. (a) 医師は、死を宣告する目的のために執行に立
ち会うことができ、また、収監者に痛みを与えるリスクを
最小限に抑えるために、執行の実施要綱を開発する目的で
当部門に助言を提供することができる。
(b) 執行を実施するために必要な薬剤、医療用品、または
医療機器の購入は、事業および職業法規の第 2区分第 9章
（第 4000項で始まる）の規定の対象とならないものとし、
また、薬剤師、納入業者、配合業者、または医薬品製造業
者は、本章の規定を行うために、処方箋なしで、薬剤およ
び消耗品を長官または長官の被指名人に調合する許可を与
えられる。
(c) 医療の実践を監督するまたは規制する、もしくは医療
専門家を認証する、または免許を与える局、部門、委員会、
または公認機関は、この項によって認可されるあらゆる行
為について、あらゆる公認医療専門家に対して、免許また
は証明を否定したり、取り消したりできず、非難、懲戒、
停止、またはその他の懲戒処分を取ることはできない。
第 13項。第 68660.5項が、政府法規に以下のように追
加される。
68660.5. 本章の目的は、米国法規の表題 28の第 154章
の下での連邦人身保護請願書の取扱いについて、California
州に資格を与えることにあり、それによって死刑における
州の人身保護手続きの完成を迅速に行い、死刑を宣告され
た収監者のために高品質な意志表示を州の人身保護令状に
示すことにある。本章は、それらの目的によって解釈され、
管理されるものとする。
第 14項。政府法規の第 68661項 は、以下のように改正

される：
68661. ここに、州政府の司法機関の中に、California州
人身保護リソースセンターを創設し、以下の一般的な権限
と義務のすべてを有するものとする。
(a) 第 68662項 により最高裁判所により、指名される最
高 34名の弁護士が、弁護士がいない、そして、管轄裁判
所によって貧しいと判断される、この州で有罪判決され死
刑を宣告されたいずれかの人物の代理人を務め、州および
連邦裁判所で有罪判決後の訴訟 人身保護嘆願を起こし訴
える目的のために、その人物に対して課された判決または
合法性への疑問を呈し、第 68661.1項の限度を前提とし、
恩赦のための嘆願書を作成する。一つの 当該の 指名は、
California州憲法の第 VI条第 11項の下でのの目的での州
の一般市民擁護者またはその他の弁護士の指名と同時であ
る場合がある。
(b) 連邦裁判所で貧しい人物に代理人が提供される場合、
米国法規表題 18の第 3006A項に基づく代理および支出の
払い戻しを求めるために、それらの支払いが連邦信託資金
によって処理される。
(c) 死刑の人身保護事例を適用するために、民間の弁護団
メンバーの募集で、最高裁判所 裁判所と連携する。
(d) 有罪判決後の死刑の人身保護訴訟の弁護士としての 資
格を与えられた弁護士の登録名簿への編入のために、確立
し定期的に更新する弁護士を最高裁判所に推薦する、ただ
しその場合には、弁護士を名簿に含むべきかどうかの最終
的な決定は最高裁判所によってなされなければならず、セ
ンターに委任されてはならない。
(e) 死刑での有罪判決後の 人身保護 訴訟で弁護士を支援
する能力のある経験豊富な調査員および専門家の名簿確立
し、定期的に更新する。
(f) 最高裁による指名の下でそれらの業務規定が、民間の
弁護士のためである場合に限り、調査員および専門家を弁
護士の要請に基づいて指名された弁護士に業務を提供する
スタッフとして雇用する、それらの業務は、指名された弁
護士とセンターとの間での契約に従うものでなければなら
ない。
(g) 法律によって禁止されていない場合は、有罪判決後の 
人身保護訴訟において指名された弁護士に、またはそれ以
外に利用できるものがなく、その他の支援も受けられない
範囲内で適切に、法的またはその他の助言を提供する。
(h) 死刑の有罪判決後の 人身保護 訴訟で生じる、重要な繰
り返される問題についての訴答および関連文書のブリーフ 
バンクを開発し、それらの概要を指名された弁護士に利用
できるようにする。
(i) 裁判所によって適切な弁護士の訴訟事例を評価し、適
切な弁護士の割り当てを勧告する。
(j) 必要に応じて、支援および事例の進捗状況の監視を提
供する。
(k) 訴訟事実の請求書をタイムリーに確認し、裁判所に民
間弁護団のメンバーの補償を勧告する。
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(l) センターは、毎年州民、 議会、知事、および最高裁判所に、
死刑の有罪判決後の 人身保護 で、貧しい人物のための弁
護士指名の状況、およびセンターの運営について報告する
ものとする。2000年 1月 1日以前に、立法アナリストの
職は、使用可能な報告書を評価するものとするそのレポー
トには、センターが代理人を提供しているすべての訴訟事
実が一覧表示されるものとする。いずれかの裁判所で、1
年を超えて係争中になっている各訴訟事実については、そ
のレポートには遅延の理由。およびセンターがその訴訟事
実を結審させるために講じている措置を記載するものとす
る。
第 15項。第 68661.1項が、政府法規に以下のように追
加される。
68661.1. (a) センターは、(1) そのセンターが、州の人
身保護令状で、その人物の代理人を務めるように指名され
た場合、(2) そのセンターが連邦裁判所によってその目的
のために指名される場合、および (3) そのエグゼクティブ・
ディレクターが、連邦裁判所からの補償金が代理人費用を
完全にカバーすると判断する場合のみに、連邦人身保護嘆
願書 で死刑を宣告された人物の代理人を務めることができ
る。政府基金を受けているセンター、その他の人物、また
は組織のいずれも、米連邦法典の表題 28の第 1257項に
基づく最高裁判所での再審以外、連邦裁判所で、死刑での
California州裁判所の判決を攻撃するために政府基金を使っ
てはならない。
(b) センターは、判決への傍系訴訟を構成する、または執
行の遅延または執行の防止を求める人身保護以外での訴訟
で、いずれかの人物の代理人を務めることは許可されてい
ない。センターは、本項または第 68661項によって明確
に承認された場合以外、他のいかなる訴訟にも従事しては
ならず、資金を何らかの形での支持に費やしてはならない。
第 16項。政府法規の第 68662項 は、以下のように改正
される：
68662. 宣告を課した最高裁判所 最高裁判所は、州の既
決囚への手続きのために死刑宣告の対象のすべての州の受
刑者受刑者の代理人を務める弁護士の指名を提供しなけれ
ばならず、以下の一つを含む命令を入れなければならない：
(a) 刑法規の第 1509項に基づく有罪判決後の状態での手
続きで、人物が困窮しており、弁護士を指名する申し出を
受け入れている、またはその申し出を受け入れるかどうか
を適切に決めることができないことに基づいく、囚人の代
理人を務める一名以上の弁護士の指名。
(b) 必要な場合審理の後、囚人が弁護士指名の申し出を断
り、決定がその決定の法的効果を完全に理解した上で行わ
れたことの事実認定。
(c) その人物が困窮していないという事実認定に基づく弁
護士指名の拒否。
第 17項。政府法規の第 68664項 は、以下のように改正
される：
68664. (a) センターは、センターの日々の業務に責任が
あるものとされるエグゼクティブ・ディレクターによって

管理されるものとする。
(b) エグゼクティブ・ディレクターは、5名の会員の理事
会によって選ばれされ、米国上院によって承認されなけれ
ばならない。それぞれの承認されたプロジェクトについて、
一人の理事を指名しなければならず、全員が弁護士でなけ
ればならない。しかし、裁判官、検事として雇用された弁
護士、もしくは警察権力は、委員会で業務を行う資格がな
いものとする最高裁判所。エグゼクティブ・ディレクター 
は、理事会 最高裁判所の意志で役割を果たすものとする。
(c) 委員会のメンバーは、4年間チームで業務するように
指名され、欠員は、本来の指名と同じ方法で補充されるも
のとする。委員会のメンバーは、何も報酬を得ないが、彼
らの任務に付帯するすべての妥当かつ必要な支出について
は払い戻されるものとする。委員会の最初の委員は、1998
年 2月 1日までに指名されるものとする。エグゼクティブ・
ディレクターは、センターが代理人を提供するすべての問
題が、有効な代理人にふさわしく、可能な限り迅速に完了
されることを確実にするものとする。
(d) エグゼクティブ・ディレクターは、 第 15400項に指定
されているように、州の一般市民擁護者の指名資格を満た
しているものとする。
(e) エグゼクティブ・ディレクターは、表題 2、区分 3、
第 1部の第 6章 （第 11550項で始まる）でエグゼクティブ・
ディレクター州の一般市民擁護者に指定される給料を受け
取るものとする。センターによって雇用されたすべての弁
護士は、州の一般市民擁護者の職におけるものと同じ水準
の給料を補償されるものとする。
第 18項。政府法規の第 68665項 は、以下のように改正
される：
68665. (a) 裁判の弁護士および 最高裁判所は、裁判所規
則によって、拘束および死刑の直接上訴および人身保護訴
訟における弁護士の指名のために必須の適格性の基準を認
可するものとし、細区分 (b)の基準を満たすことを確実に
するために、必要に応じて、その基準を再評価するものと
する。
(b) 基準を構築し再評価することにおいて、裁判の弁護士
および最高裁判所は、適格な代理人を実現する資格、米連
邦法典表題 28の第 154章のための、タイムリーな指名を
提供するように弁護士の利用できるプールを過度に制限す
ることを避ける必要性について検討するものとする。経験
の要件は、抗弁の経験に制限されてはならない。
第 19項。 発効日。本法律に具体的に規定されていない
限り、本法律のすべての項は、制定時に直ちに有効になり、
発効日以後に実行されるすべての訴訟手続きに適用され
る。
第 20項。 改正。本法律の条項は、日誌に記入される出
席調べの投票で、両院の四分の三の議員に一致すること
よって通過した法令、または有権者によって承認された場
合にのみ有効になる法令によらない限り、改正してはなら
ない。
第 21項。 可分性 /方法の矛盾 /立場。
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本法律の規定、またはその既定のいずれかの一部、もしく
はそのいずれかの人または状況に対する適用が、何らかの
理由で無効あるいは違憲と見なされても、無効または違憲
な規定および適用なしに効力を有することができる残りの
規定および適用に、なんら影響を与えずに、完全な効力を
有し存続し、かつ、この目的を達成するために本法の規定
は分離できるものとする。
本法案は包括的であることが意図される。死刑の主題に関
連する本法案が州全体の選挙投票用紙に記載される場合、
その他の法案の条項は、本法案に対立すると見なされるこ
とが人民の意図である。本法案が多くの賛成投票を得た場
合、本法案の条項すべてが優先され、他の法案のすべての
条項は無効になる。
California州民は、本法律の提案者は、本法律を弁護するこ
とに直接および個人的な利害関係を有し、州が行為を擁護
するのを拒否するか、本法律に対する反対の判決について
上訴するのを拒否する場合には、当該の法的手続きに介入
すること、または、人々および州を代表して行為を擁護す
ることのいずれかによって、何らかの法的手続きで本法律
を擁護するための公的権限を、提案者に与えることを宣言
する。州が行為を擁護するのを拒否するか、本法律に対す
る反対の判決について上訴するのを拒否することにより、
提案者が法的手続きにおいて本法律を擁護する場合、提案
者は、人々および州の代理人として活動するものとし、当
該の法的手続きにおいて当該の当事者に適用される倫理
的、法的、および信任義務に従い、当該の法的手続きで人々
および州の代理として限定的な目的のために活動すること
について California州憲法の第 XX条 第 3によって定めら
れた就任の宣誓を行い従わなければならず、ならびに州か
ら妥当な法的料金および関連費用を取り戻す権利を有する
ものとする。

提案 67
2013年～ 2014年通常国会（2014年法案第 850章）州
上院議案 270で提案された本法律は California州憲法第 II
条第 9項の規定に従って住民の直接投票で California州民
に提出された。
提案された本法律は、公共資源法規に項を追加するもので
あり、従って、追加される新しい提案された条項は斜体で
印字され、新規であることを示す。

提案された法律
第 1項。第 5.3章（第 42280項より開始）は公共資産法
規第 30区分第 3部に追加されたものである。よって、次
の通りである：

第 5.3章。使い捨て持ち帰り袋
第 1条。定義

42280. (a) 「部門」は、資源リサイクル回収局を意味する。
(b) 「消費後再生物」は、その使用目的と製品ライフサイク
ルが終わったため、ごみ処理になるべき物質を意味する。
消費後再生物には、当初の製造・組立工程から一般的な再
利用で、生成された物質や副産物は含まない。

(c) 「再生紙袋」は、売り渡し時点で店から顧客に提供され
た紙製持ち帰り袋を意味し、次の要件をすべて満たす：
(1) (A) 副段落 (B)に規定されている場合を除き、消費後再
生物を最小 40パーセント含む。
(B) 八ポンド又は小型の再生紙袋は、消費後再生物を最小
20パーセント含む。
(2) 州の道路脇リサイクルプログラムを大多数の家庭が利
用する道路脇プログラムでリサイクルに認められている。
(3) 袋が製造された国と製造業者の名前のほか、再利用さ
れた資源の最小割合が袋に印刷されている。
(d) 「再利用可能買い物袋」は、売り渡し時点で店から顧客
に提供された袋を意味し、第 42281項の要件を満たす。
(e) (1) 「再利用可能買い物袋生産者」は、次の事項を行う
個人又は団体を意味する：
(A) 店に販売又は流通するために再生買い物袋を製造する。
(B) 店に販売又は流通するために再生買い物袋を本州に持
ち込む。
(C) 再生袋を店に販売又は流通する。
(2) 「再生買い物袋生産者」には、段落 (1)副段落 (A)又は (B)
に規定の通り、製造者又は持ち込む者がいる再生買い物袋
に関しては、店は含まない。
(f) (1) 「使い捨て持ち帰り袋」は、売り渡し時点で店から
顧客に提供されたプラスチック、紙、又はその他の物質で
製造された袋を意味するが、第 42281項の要件を満たす
再生紙袋又は再生買い物袋ではない。
(2) 使い捨て持ち帰り袋には、次のいずれも含まない：
(A) ビジネス・職業法第 2区分第 9項（第 4000項より開始 )
に準じて、薬剤師から処方薬を購入した顧客に提供された
袋。
(B) 再生紙袋、再生買い物袋、又はコンポスト可能プラス
チック袋に入れて、購入した品目が損傷したり、その他の
品目と混入したりしないように保護するために使用する
取っ手が付いていない袋。
(C) 包装されていない食品を入れるために提供された袋。
(D) 衣類をハンガーにつるすように作られている取っ手が
付いていない袋。
(g) 「店」は、次のいずれの要件を満たす小売店を意味する：
(1) 乾燥食料品、缶詰保存食品、又は非食料品、及び生
鮮食品など全商品を扱い、年間総売上高が二百万ドル
（$2,000,000）以上のセルフサービスの小売店。
(2) Bradley-Burns均一地方売上・使用税法（Uniform Local 
Sales and Use Tax Law）第 2区分第 1.5部（第 7200項よ
り開始）に準拠して、売上又は税金が発生する小売スペー
スが少なくとも 10,000平方フィート以上あり、ビジネス・
職業法第 2区分第 9章（第 4000項より開始）に準拠して
認可された薬剤師がいる。
(3) アルコール飲料取締局が発行のライセンス第 20種又
は第 21種を持ち、一般的に牛乳、パン、炭酸飲料、スナッ
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を満たす。
(A) 2016年 1月 1日付け及びそれ以降は、消費後再生物
は最小 20パーセント以上含有する。
(B) 2020年 1月 1日付け及びそれ以降は、消費後再生物
は最小 40パーセント以上含有する。
(C) 本州内で再利用可能であり、リサイクルプログラム店
の対象になっている店で返却が認められる（第 5.1章（第
42250項より開始））。
(D) 副区分 (a)段落 (4)に従って、袋又は札に印刷が義務付
けられている情報に加えて、適用される場合、袋の一部又
は全部が消費後再生物でできていることと、消費後再生物
の含有割合を明記する。
(E) 22ポンドの重量を 175フィート以上の距離、125回
以上使うことが可能で、米国材料試験協会（ASTM）基準
D6988-13に従って厚さは少なくとも 2.25ミリ以上であ
る。
(2) 米国材料試験協会（ASTM）コンポスト可能プラスチッ
クの国際標準規格基準 D6400の仕様を満たすプラスチッ
クフィルムからできている再利用可能買い物袋は、段落 (1)
副段落 (A)又は (B)の要件を満たす義務はないが、コンポ
スト可能プラスチックに関する州の適用法に従って表記す
る。
(c) 副区分 (a)の要件に追加して、ナイロン非織布又はナイ
ロン織り、ポリプロピレン、ポリエチレンテレフタラート、
又はタイベックを含む（ただし、これらに限らない）、プ
ラスチックフィルムからできておらず、その他の天然生地
又は合成繊維でできている再利用可能買い物袋は次の全て
を満たす： 

(1) 縫合されている。
(2) 22ポンドの重量を 175フィート以上の距離、最小
125回以上使うことができる。
(3) 織物の重量が毎平方メートルあたり少なくとも 80グ
ラム以上である。
(d) 2016年 7月 1日付け及びそれ以降は、第 42280項副
区分 (g)段落 (3)、(4)、又は (5)に規定の店は本項の要件に
準拠する。
42281.5. 2015年 7月 1日付け及びそれ以降は、プラス
チックフィルムからできている再利用可能買い物袋の生産
者は、生産者が第 42282項に準拠して第三者認証団体に
よる認証がない限り、本州内で再利用可能買い物袋を販売
又は流通しない。生産者は、生産者が生産する再利用可能
買い物袋は本条項の規定に準拠することを部門に証明する
ために、承認の証拠を提示する。承認の証拠には次の全て
を含む：
(a) 消費後再生物並びに消費後再生物の供給者の名前、場
所、及び連絡先情報などあらゆるリソース。
(b) 再利用可能買い物袋の生産者が購入した消費後再生物
の数量と日付。
(c) 消費後再生物の入手方法。

ク食品など取り扱う品目が限られている小売販売に関与す
る、便利な食料品店、フードマート、又はその他の団体。
(4) アルコール飲料取締局が発行のライセンス第 20種又
は第 21種を持ち、店舗から離れて商品を消費するように
意図されている小売販売に関与する、便利な食料品店、フー
ドマート、又はその他の団体。
(5) 段落 (1)、(2)、(3)、又は (4)の規定に準拠する義務は
ないが、本章の要件に準拠する店に課せられた要件に準拠
することを自主的に同意する小売店は、本章に準拠する店
に課せられた店の要件に準拠するその意向を部門に取消不
能で通知し、第 42284項に準拠して制定された要件に準
拠する。

第 2条。再利用可能買い物袋
42281. (a) 第 42280項副区分 (g)段落 (1)又は (2)に規
定のように、再生袋が本条項に準拠した有資格の生産者に
よって製造され、次の要件をすべて満たす場合のみ、店は、
2015年 7月 1日付け及びそれ以降、売り渡し時点で顧客
に再生買い物袋を販売又は流通できる：
(1) 本条項に規定のように、取っ手があり、少なくとも
125回以上使えるように設計されている。
(2) 少なくとも 15リットル以上の容積容量がある。
(3) 洗濯機洗い可能で、洗浄や消毒が可能な材料でできて
いる。
(4) 次の全ての情報が、消費者にはっきりと見えるように
袋又は袋に付いている札に印刷されている。また、札は取
り外し用でない。
(A) 製造業者の名前。
(B) 袋が製造された国。
(C) 袋は再利用可能袋で、少なくとも 125回以上は使用で
きるという声明。
(D) 袋が州のリサイクルに適格であれば、リサイクルの店
に袋を戻すための指示、又は適切な他のリサイクルの場所。
州内で再利用可能であれば、矢印を追いかけるリサイクル
マーク、又は連邦取引委員会の言葉の使用ガイドラインと
その更新に従って、「再利用可能」という言葉を袋に加える。
(5) 公衆衛生を脅す鉛、カドミウムなど有毒物質を含有し
ない。再利用可能袋の製造業者は、米食品医薬品局から異
議がないという文書を取得して、本要件を遵守することを
証明する。本要件は衛生安全法規第 20目第 6.5章第 14
条（第 25251項より開始）に準拠して、有害物質規制局
の権威に影響しない。衛生安全法規第 25257.1項副区分 (c)
の規定にかかわらず、再利用可能買い物袋はすでに規制さ
れている又は規制が課せられている製品カテゴリとして考
慮されない。
(6) 再利用可能買い物袋の生産者が再利用可能買い物袋は
再利用可能だという主張をした場合、再利用可能の主張に
関係する連邦規則集第 16編第 260部第 260.12項に準拠
する。
(b) (1) 副区分 (a)の要件に追加して、プラスチックフィル
ムからできている再利用可能買い物袋は次のすべての要件

67



220 | 提案された法律の全文

提案された法律の全文 提案	67続き

42282.1. (a)  再利用可能買い物袋の生産者は、第
42281.5項及び第 42282項に準拠して、認証の証拠又は
再認証を提出したとき、副区分 (b)に準拠して制定の料金
を部門に提出する。
(b) 部門は、部門が本条項を実施するために十分であり、
かつそれ以上にならないような合理的な費用を負担する歳
入を生むために、管理承認料金の予定を制定する。部門は
本項に準拠して提出された金銭を州財務省が制定する、再
利用可能買い物袋基金に入金する。政府法規第 11340項
の規定にかかわらず、基金の資金は部門が本条項を実施す
る目的のために、財政年度に関係なく、継続して充当され
る。

第 3条。使い捨て持ち帰り袋
42283. (a) 副区分 (e)に規定されている場合を除き、
2015年 7月 1日付け、又はそれ以降、第 42280項副区分 (g)
段落 (1)又は (2)に定義の店は売り渡し時点で、顧客に使
い捨て持ち帰り袋を提供しない。
(b) (1) 2015年 7月 1日付け又はそれ以降、第 42280項
副区分 (g)段落 (1)又は (2)に定義の店は、本副区分で規定
の場合を除き、売り渡し時点で再利用可能買い物袋を販売
又は流通しない。
(2) 2015年 7月 1日付け又はそれ以降、第 42280項副区
分 (g)段落 (1)又は (2)に定義の店は、第 42281項の要件
を満たす再利用可能買い物袋を売り渡し時点で購入できる
ようにする。
(3) 2015年 7月 1日付け又はそれ以降、第 42280項副区
分 (g)段落 (1)又は (2)で定義され、段落 (2)に準拠して再
利用可能買い物袋を購入できるようにする店は、再利用可
能買い物袋が提供する費用が当該袋を必要としない顧客が
原因で、助成金を受けられないようにならないために、再
利用可能買い物袋を十セント（$0.10）以下で販売しない。
(c) (1) 2015年 7月 1日付け又はそれ以降、第 42280項
副区分 (g)段落 (1)又は (2)に定義の店は、本副区分で規定
の場合を除き、再生紙袋を販売又は流通しない。
(2) 第 42280項副区分 (g)段落 (1)又は (2)に定義の店は、
顧客が再生紙袋を購入できるようにする。2015年 7月 1
日付け又はそれ以降、店は、再生紙袋が提供する費用が当
該袋を必要としない顧客が原因で、助成金を受けられない
ようにならないために、再生紙袋を十セント（$0.10）以
下で販売しない。
(d) その他の法律にかかわらず、2015年 7月 1日付け又
はそれ以降、第 42280項副区分 (g)段落 (1)又は (2)に定
義される店で、再利用可能買い物袋又は再生紙袋を売り渡
し時点で購入できるようにする店は、衛生安全法規第 106
区分第 2部分第 1章第 2条（第 123275項より開始）に
準拠して、California州女性、乳幼児、子どものための栄
養補充プログラム（WIC）から発行されるペイメントカー
ド又は証明書を使う顧客、又は福利厚生法規第 10072項
に準拠して発行される EBTカードを使う顧客には、再利用
可能買い物袋又は再生紙袋を売り渡し時点で無料で提供す
る。

(d) 消費後再生物が適切な洗浄装置を使って洗浄できるこ
とを証明する情報。
42282. (a) 2015年 7月 1日から、又はそれ以前より、
部門は、州内で製造、持ち込む、販売、流通された再利用
可能買い物袋の各種が偽証罪に問われることを承知で提出
し、本項の全ての適用要件を満たして、販売又は流通のた
めに店に提供した、第三者認証団体により行われた再利用
可能買い物袋の認証の証拠を受け入れる。認証の証拠は、
第 42282.1項に準拠して制定された認証料金と共に提出
する。
(b) 再利用可能買い物袋の生産者は副区分 (a)に規定の通
り、認証の証拠を隔年ごとに部門に提出する。再利用可能
買い物袋の生産者は、以前、認証が行われた再利用可能袋
に見た目の美しさだけでない修正が必要な場合は、第三者
の認証団体が行った新しい認証の証拠と共に部門に提出す
る。本副区分に準拠しない場合は、副区分 (e)段落 (1)及び (2)
に従って、第三者認証団体が行った新しい認証の証拠が不
足している各再利用可能袋について、部門のインターネッ
トウェブサイトに掲示されていた該当情報を削除する。
(c) 第三者認証団体は独立の公認（ISO/IEC 17025）研究
所とする。第三者認証団体は、生産者の再利用可能買い物
袋が第 44281項の要件を満たすか、認証する。
(d) 部門は、認証の証拠をオンラインで受信できるように、
システムを提示する。
(e) 2015年 7月 1日付け又はそれ以降、部門は次の全て
を含むリストをそのインターネットウェブサイトに掲示す
る。
(1) 認証された再利用可能買い物袋の生産者の名前、場所、
適切な連絡先情報。
(2) 必要な認証を提供した再利用可能買い物袋の生産者。
(f) 再利用可能買い物袋の生産者は、州内で製造、持ち込む、
販売、流通され、販売又は流通のために店に提供された再
利用可能買い物袋の各種について、再利用可能買い物袋が
本条項の要件を満たしたことを確認する適用認証テストの
結果を部門に提出する。
(1) 本項に準拠して、個人は再利用可能買い物袋の生産者
の認証について、再利用可能買い物袋の生産者の管轄区の
郡の最高裁判所に当該認証の審査に対して訴訟を提示し
て、 異議を唱える。裁判所は、再利用可能買い物袋の生産
者が本条項の要件に準拠しているかを判断する。
(2) 段落 (1)に準拠して、認証に対して異議を唱えられた
再利用可能買い物袋の生産者は裁判所が決定するまで、本
条項に準拠していると見なされる。
(3) その判断を基に、裁判所は、副区分 (e)に準拠して、そ
の掲示リストから再利用可能買い物袋の生産者を削除又は
保持するかを、部門に指示する。
(4) 裁判所がその掲示リストから再利用可能買い物袋の生
産者を削除するように部門に指示を出した場合、再利用可
能買い物袋の生産者は裁判所の決定の日から一年間、その
掲示リストに維持される。 
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第 4条。執行
42285. (a) 市、郡、市及び群、又は州は、本章に故意
に違反した、又は当該章に違反すると合理的に知っていた
個人又は団体に対して、本章の最初の違反につき日当たり
千ドル（$1,000）、二回目の違反につき日当たり二千ドル
（$2,000）、三回目及びその後の違反につき日当たり五千ド
ル（$5,000）の民事責任を課す。
(b) 副区分 (a)に準拠して徴収する民事罰則は市法務官、市
検察官、地区司法長官、又は州司法長官から訴訟を起こさ
れた公職に支払う。本項に準拠して州司法長官によって徴
収される罰則は本章実施のために、議会が充当し、司法長
官によって支出する。

第 5条。優先
42287. (a) 副区分 (c)に規定されている場合を除き、本
章は州全体の興味・関心事であり、州全体に均一に適用さ
れる。よって、本章は、本章で定義の店で提供する、本章
で定義の再利用可能買い物袋、使い捨て持ち帰り袋、及び
再生紙袋に関する、規制の全分野を専占する。
(b) 2015年 1月 1日付け及びそれ以降に、市、郡、又は
その他の地方公安機関は、本章によって明示的に承諾され
ていない限り、2014年 9月 1日付け及びそれ以降に採択
される、再利用可能買い物袋、使い捨て持ち帰り袋、又は
再生紙袋に関する条例、決議、規制、又は規則、又は修正
を本章で定義の店に対して執行しない、又はその反対で実
施する。
(c) (1) 2014年 9月 1日以前に、再利用可能買い物袋、使
い捨て持ち帰り袋、又は再生紙袋に関する条例、決議、規制、
又は規則を採択した市、郡、又はその他の地方公安機関は、
当該期日前に効力のある当該条例、決議、規制、又は規則
を継続して執行・実施する。2015年 1月 1日付け又はそ
れ以降に行われた、当該条例、決議、規制、又は規則に対
する修正は副区分 (b)の対象になる。市、郡、又はその他
地方公安機関は、店が再生紙袋、コンポスト可能袋、又は
再利用可能買い物袋について、第 42283項に規定の金額
以上に請求するように、条例、決議、規制、又は規則を採
択又は修正する場合は除く。
(2) 段落 (1)の対象になっていない市、郡、又はその他地
方公安機関が、2014年 9月 1日以前に、使い捨て持ち帰
り袋を制限する意図を表明する条例又は決議の第一読会を
可決し、 2015年 1月 1日以前に、使い捨て持ち帰り袋を
制限する条例を採択すれば、2015年 1月 1日以前に効力
がある条例を継続して執行・実施する。

第 6条。金融条項
42288. 
[本項の副区分 (a)は住民の直接投票の対象にはならない ]

(b) 部門は、申請者がリサイクル市場開発リボルビング
ローンサブアカウント（Recycling Market Development 
Revolving Loan Subaccount）の資金に対する資格がある場
合、次の両方の事項にローンを提供するために、本項に準
拠して充当される資金を支出する：
(1) 使い捨て持ち帰り袋を製造する機械や施設を、少なく

(e) 2015年 7月 1日付け又はそれ以降、第 42280項副区
分 (g)段落 (1)又は (2)に定義される店は、売り渡し時点で
コンポスト可能袋を流通できる。コンポスト可能袋を段落
(2)に準拠した指定の費用で提供する場合、最低でも、米
国材料試験協会（ASTM）コンポスト可能プラスチックの
国際標準規格基準 D6400の仕様を満たす。コンポスト可
能袋が販売される管轄区と店が位置する管轄区の両方が次
の要件を満たすものとする：
(1) 管轄区内の住居 /家庭の大多数がコンポスト用食品廃
棄物道路脇収集へのアクセスがある。
(2) 管轄区の政府は、管轄区内の店が少なくとも袋の実費
以上の費用でコンポスト可能袋を売り渡し時点で消費者に
販売することを許可した。議会はこの費用を少なくとも袋
あたり十セント（$0.10）とする。
(f) 第 42280項副区分 (g)段落 (1)又は (2)に定義される店
は、製品を販売する条件として、使い捨て持ち帰り袋、再
生紙袋、コンポスト可能袋、又は再利用可能買い物袋を使
用、購入、又は受け入れる義務を顧客に負わせない。
42283.5. 2016年 7月 1日付け又はそれ以降、第 42280
項副区分 (g)段落 (3)、(4)、又は (5)に定義される店は、第
42280項副区分 (g)段落 (1)又は (2)に定義の店に対して
課す、第 42283項と同じ要件を遵守する。
42283.6. (a) 再生紙袋又は再利用可能買い物袋を売り渡
し時点で利用可能にする第 42280項副区分 (g)段落 (1)又
は (2)に定義される店の経営者は、リサイクルプログラム
店（第 5.1章（第 42250項より開始）の条項が対象になる。
(b) 第 42280項副区分 (g)に準拠して、本条項の規定に準
拠することに自発的に同意する店は、リサイクルプログラ
ム店（第 5.1章（第 42250項より開始））の条項も対象に
なる。
42283.7. 本条項に準拠して収集した全ての金銭は店が保
持し、次の目的のみに使用する：
(a) 本条項の要件に準拠することに関連する費用。
(b) 再生紙袋又は再利用可能買い物袋を提供するための実
費。
(c) 店が再利用可能買い物袋の使用を推奨するための、教
育資料又は教育キャンペーンに関係する費用。
42284. (a) 本章の要件に準拠する義務がない小売店は具
体的に、使い捨て持ち帰り袋の流通を減らすように推奨さ
れる。
(b) 第 42280項副区分 (g)の規定に準拠して、副区分 (c)
に規定の取消不能の通知書を部門に提出する「店」でない
小売店は、本章の目的上、「店」として規制される。
(c) 取消不能の通知書は小売、「店」の公認代表者が日付を
記入し、署名し、通知に記載の小売「店」の全ての名前と
実際の住所も含む。部門は通知書の受理を認証し、小売店
が「店」として規制される日付を指定する。当該指定は、
部門の認証の日から 30日以内に行う。部門は、「店」とし
て規制された各小売店の名前、実際の住所又は場所を郡が
まとめるインターネットウェブサイトに掲示しない。
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ログラムの資金又は恩恵にも申請できる：

(1) 歳入課税法規第 17059.2項及び第 23689項に規定の

所得税控除。

(2) 歳入課税法規第 6377.1項に準拠する税額控除。

第 2項。部門は、2018年 3月 1日までに、公共資源法規

第 40507項に準拠する報告義務の一貫として、公共資源

法規第 30区分第 3部第 5.3章（第 42280項より開始）の

実施に関する状況報告書を提供する。

ても第 42281項の要件を満たす、耐性のある再利用可能
買い物袋の製造業者の機械や施設に改修する開発。
(2) 再利用可能買い物袋の製造のために、少なくても第
42281項の要件を満たす、設備開発。
(c) 本項による認可を受けたローンの受取人はローンを受
け取る条件として、少なくても第 42281項の要件を満たす、
再利用可能買い物袋を製造するために、既存の従業員を維
持することに同意する。
(d) 財政年度 2015～ 16年末までに支出しない、本項に
準拠して充当された資金は、第 1章（第 42010項より開
始）第 3条に準拠する支出のために、リサイクル市場開
発リボルビングローンサブアカウント（Recycling Market 
Development Revolving Loan Subaccount）に戻す。
(e) 本項に従う資金の申請者は次の両方の事項を含む（た
だし、それらに限定されない）資格がある他の経済開発プ
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2016 年 10 月 10 日
郵便投票初日。

2016 年 10 月 24 日
投票登録最終日。

2016 年 11 月 1 日
群選挙担当官が
有権者の郵便投票申込書
を受け付ける最終日。

2016 年 11 月 8 日
選挙日！

投票をお忘れなく！
投票所は選挙日の午前 7 時から午後 8 時まで開いています！

お忘れなく！

10 月

日 月 火 水 木 金 土

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

11 月

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30



有権者公式情報ガイド

2016年 11月 8日、火曜日
投票をお忘れなく！ 

投票所の受付時間は午前7時から午後8時です。

10月 10日
郵便投票初日。

10月 24日
投票登録最終日。

11月 1日
群選挙担当官が有権者の郵便投票申込書

を受け付ける最終日。

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電話ください：

English: (800) 345-VOTE (8683) 
TDD: (800) 833-8683 
Español/Spanish: (800) 232-VOTA (8682) 
中文 /Chinese: (800) 339-2857 

/Hindi: (888) 345-2692 
/Japanese: (800) 339-2865 

/Khmer: (888) 345-4917 
/Korean: (866) 575-1558 

Tagalog: (800) 339-2957 
/Thai: (855) 345-3933 
/Vietnamese: (800) 339-8163

最寄の投票場所については、GOVOTE (468683)に Voteをテキスト送信してください。

選挙費用を削減するために、州議会は州及び群が同じ姓の有権者が一名以上居住する住所には一
冊のガイドだけを郵送することを許可しました。ガイドの追加コピーをご希望の場合は、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 (800) 339-2865。

CALIFORNIA
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