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California
州総
選挙
2016年 11月 8日、
火曜日

• 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
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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。


