
正確性の証明

私、Alex Padilla、こと、カリフォルニア州務長官は、これに含まれる

法案が、2016年6月7日に実施される州全域大統領予備選挙でカリ

フォルニア州有権者に堤出されること、さらに本ガイドが法律に従い

適正に作成されたことをここに認定します。本日2016年3月14日、

カリフォルニア州サクラメントにて、署名および州章を捺印し証人

となります。

Alex Padilla、州務長官

カリフォルニア州 
大統領予備
選挙
2016年6月7日
火曜日
投票所は選挙当日の午前7時から午後8時まで 

開いています!

  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★ 公式投票者情報ガイド ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★
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親愛なるカリフォルニア州民の皆様へ、

投票権ほど素晴らしい権利は他にありません。皆様は、投票を通して、地方自治体、

州、および国家のリーダー選出に貢献し、また皆様の主張を確実に届けられるの

です。大統領予備選挙が刻一刻と迫っています。アメリカ合衆国の市民として最も

基本的な権利を行使してください。

投票者ガイドは、選挙当日の決定のための、詳細な情報の入手に役立ちます。これに

は、公平な分析、住民投票事項についての賛成・反対の論拠、候補者の宣言事項、

およびその他の重要な情報が含まれています。

これらすべては皆様の参考用としてここに提供されています。本ガイドはカリフォ

ルニア州務長官のウェブサイトwww.voterguide.sos.ca.govからオンラインでもご利用

いただけます。

選挙当日の準備をするために、本ガイドの情報をゆっくり注意深くお読みください。

各選挙運動への出資者をお調べになりたい方は、powersearch.sos.ca.govで選挙資金

の情報を検索できます。

投票方法や有権者登録方法についてのご質問は、フリーダイヤル(800) 339-2865に

電話で州務長官室にご連絡いただけます。お住いの地方自治体の郡選挙管理人の連絡

先情報を入手するには、州務長官ウェブサイト www.sos.ca.gov/county-elections-offices 

をご覧ください。

カリフォルニア州の未来へ、皆様のご支援ご協力に感謝いたします。大統領予備選挙

は6月7日です。皆様の一票は重要です。投票は主張であることをお忘れなく。意見

を表明してください。ぜひご投票を!

州務長官室
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これらのいずれかの権利が否定されたと思われる方は、守秘扱いされるフリーダイヤル 

(800) 339-2865で州務長官の投票者ホットラインにお電話ください。

投票者の

権利章典
あなたには以下の権利があります。

 1 
登録有権者であれば、投票する権利があり

ます。以下の方には投票資格があります。

• カリフォルニアに居住する米国市民

• 18歳以上の方

• 現在お住いの地域で有権者登録なさってい

る方

• 重罪犯罪による禁固刑受刑者または仮釈放

者でない方

 2 
お名前が選挙人名簿に載っていない場合でも、 

登録有権者であれば、投票する権利があります。

仮投票用紙を使用して投票することになります。

あなたに投票資格があると選挙管理人が判定した

場合、あなたの票は票に数えられます。

 3 
投票所が閉まっても、列にまだ並んでいれば、

投票する権利があります。

 4 
誰からも迷惑を掛けられず、またどのように投

票するかを告げられずに、秘密投票様式で投票

する権利があります。

 5 
投票を済ませていない限り、間違いを犯し

た場合は、新しい投票用紙を得る権利があ

ります。あなたは、

新しい投票用紙を投票所で選挙管理人に要

求できます。または 

選挙事務所もしくはあなたの投票所で郵便投

票用紙を新しいものと交換してもらえます。

または 

元の郵便投票用紙を持参していなくても、

仮投票用紙を使用して投票できます。

 6 
あなたの雇用主または労働組合の代表者以外で

あれば、あなたが選ぶ任意の方から、あなたの

投票の手助けを受ける権利があります。

 7 
有権者登録されている郡の任意の投票所で記入

済みの郵便投票用紙を提出する権利があ

ります。

 8 
あなたの投票区で十分な人数の方がその言語を

話す場合、英語以外の言語の選挙書類を得る権

利があります。

 9 
選挙手順について選挙管理人に質問し、選挙過

程を見学する権利があります。質問した相手が

その質問に答えられない場合、回答できる適切

な人をあなたの元に送る必要があります。あな

たが規律を乱すような場合は、あなたの質問の

回答を止めさせていただくことができます。

 10 
選挙管理人または州務長官に違法または不正な

選挙活動があれば、それを報告する権利があり

ます。

 ウェブサイトからのご報告 

www.sos.ca.gov
✆ 電話でのご報告 (800) 339-2865
 メールでのご報告 elections@sos.ca.gov



特別な通知事項

• 投票所は、郵送された投票用紙サンプルに示されている日

の午前7時から午後8時まで開いています。

• 投票方法の説明は、投票所係員から入手するか、または 

お手持ちの投票用紙サンプル小冊子を読みください。

• 連邦法に従い、新しい有権者は身分証明書または他の

文書の提示を求められることがあります。当該文書を

提示しない場合でも、仮投票用紙で投票する権利があ

ります。

• 資格がある有権者のみが投票できます。

• 投票機の改ざんは法律違反です。

この参照ガイドを 
抜き取り、投票所に 
お持ちください!
この抜き取り式参照ガイドに

は、2016年6月7日の投票用

紙に記載されている州の各住

民投票事項に関する概要およ

び連絡先が記載されています。

  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★ 公式投票者情報ガイド ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★

カリフォルニア州 
大統領予備
選挙
2016年6月7日
火曜日
投票所は選挙当日の午前7時から午後8時まで 

開いています!



6 | 簡易参照ガイド

簡易参照ガイド

住民投票事項 議員の停職。

議会発案による憲法改正案。50

論拠

賛成 住民投票事項
50は、上院議

員または下院議員を給与
不支給で停職にすること
によって、彼らを懲戒す
るための明確な権限を議
会に与える。議員は、自
らの議員仲間が公共の信
頼を裏切った場合、彼ら
に説明責任を負わせるこ
とができるはずである。
この常識的な法案は強力
な超党派の支持を得てこ
の投票用紙に載せられた。

反対 住民投票事項
50は、州議会内

の腐敗文化に対して見て
見ぬふりをする者によっ
てもたらされた詐欺で
ある。これは、議員が重
罪で起訴され、有罪判決
を受けた後でも、公職に
留まることを許可し、
代表なき課税を許可する
ことによって、その文化
を永続させる。

あなたの投票が意味すること

賛成 この法案
「賛成」の意

味: 州議員を停職にする
には、その議員が所属す
る上院または下院の三分
の二の賛成票を必要とす
るよう、州憲法が修正
される。上院または下
院は、停職期間中、議員
の給与および諸手当をな
しにできる。

反対  
この法案「反

対」の意味: 上
院または下院は、なおも

過半数の賛成票で議員を

停職にできる。しかし、

停職された議員は州の

給与および諸手当を受

領し続ける。

概要

給与および諸手当不支給を含め、議員を停職する権

限を議会に与える。役職の権限または議会資源の使

用を停職された議員に禁止する。停職を指定日また

は議員の属する院の多数決によって終了できること

を規定する。財政的影響:大半の年度において州歳 

出には影響なし。年度によっては州にわずかな節約

となる。

その他の情報

賛成
California Forward
1107 9th Street, 
Suite 650
Sacramento, CA 95814
YesProp50.com

反対
www.Stopprop50.com

すべての有権者は
予備選挙で投票可
能です
大統領の投票は、登録なさっている

政党によって決まります。

以下の政党で登録なさっている場合:

その政党の大統領候補者に投票できます。

支持政党なしで登録なさっている場合、以下の政党

の大統領予備選挙で投票できます。

• 民主党（Democratic）

• アメリカ独立党（American Independent）

• 自由意思党（Libertarian）

投票所で政党投票用紙を選択できます。郵便投票な

さる場合は、あなたには政党を選択する葉書が送ら

れました。

支持政党なしで登録なさっており、かつ以下の政

党の内の一党の大統領予備選挙で投票を希望する

場合: 

• 共和党（Republican） 

• グリーン党（Green）

• 平和自由党（Peace & Freedom） 

2016年5月23日までにその政党で投票するには再登

録しなければなりません。

www.RegisterToVote.ca.govからオンラ

インで有権者登録してください。
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投票方法

郵便投票
5月31日までに郵便投票用紙を請求します。

郵便で返送します。6月7日までの消印があり、かつ6月10日までにお住まいの郡の選挙事

務所に届いていなければなりません。

持参します。6月7日の午後8時前にお住まいの郡の選挙事務所または投票所へ。

自らの事前投票
郡によっては選挙当日の前に少数の場所で事前投票を行っていることがあります。

事前投票を行っているかを調べるにはお住まいの郡の選挙事務所にご連絡ください。

郡の連絡先情報は、29ページまたは州務長官ウェブサイトhttp://www.sos.ca.gov/elections/

voting-resources/county-elections-officesをご覧ください。

選挙当日の投票所での投票
投票所は選挙当日6月7日の午前7時から午後8時まで開いています。

あなたの投票所の場所は、郵送されたお住まいの郡の投票用紙サンプル小冊子の裏表紙に

記載されています。

以下の方法でも投票所を調べられます。

✆ (800) 339-2865に電話で

 www.sos.ca.gov/elections/polling-placeからオンラインで 

   Voteの語をGOVOTE (468683) にテキスト送信で
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正式な表題と概要 司法長官により作成

住民投票事項 議員の停職。
議会発案による憲法改正案。50

州議会アナリストによる分析

背景

カリフォルニア州議会。毎年カリフォルニア

州議会は法案の承認または拒絶、また州予算

の通過のために投票する。有権者は議会の上

下両院の120名、すなわち40 名の上院議員お

よび80名の下院議員を選出する。議会ではな

く、独立委員会が議員の給与および諸手当を

設定する。現在、州は大半の議員に毎年約

100,000ドルの給与を支払っている。議員は

健康、歯科、および検眼の保険給付も受けて

いる。議員は州退職金は受けていない。

議員の懲戒。不正行為で告発された議員を懲

戒できる方法はいくつかある。例えば、刑法

に違反した議員を告訴し裁判所の判決を仰い

だり、またリコール制度で解職を試みること

も可能である。さらに、従来、議会の各院に

はその議会に所属する議員を懲戒する能力が

ある。除名（後述）を除き、懲戒処分には院

の過半数の賛成票が必要である。これらの懲

戒処分には以下のものが含まれる。

• 除名。議員の除名、すなわち任期の満了

は、下院または上院が利用できる最も厳

しい懲戒処分である。最後にこれが行わ

れたのは、上院議員四名の賄賂受領が上

院で明らかになった1905年であった。

議員の除名後、その者はもはや上院議員

または下院議員でなくなる。その者の給

与および諸手当を止める。州憲法下で

は、議員の除名には、その議員が所属す

る下院または上院の三分の二が賛成票を

投じなければならない。これが州憲法で

具体的に述べられている唯一の懲戒処分

である。 

SCA 17 (法案50)
(2014年議会制定法、決議第127号)についての議会により投票された最終票数

上院: 賛成31 反対3

下院: 賛成73 反対2

• 三分の二の多数決によって議員の一名を停

職する権限の、のおよび停職中は給与およ

び諸手当の放棄を議員に義務付ける権限を

各院の議会に与える。

• 役職の権利、特権、職務もしくは権限の行

使、または議会資源の使用を停職された議

員に禁止する。

• 停職を指定日または議員の属する院の三

分の二の多数決で終了できることを規定

する。

州議会アナリストによる州および地方自治体

への正味の財政的影響についての予測概要:

• 大半の年度において州歳出には影響なし。

年度によっては州にわずかな節約となる。
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住民投票事項50の全文については、26ページをご覧ください。 表題と概要/分析 | 9

州議会アナリストによる分析 続き

議員の停職。
議会発案による憲法改正案。

住民投票事項

50

• 停職。議会の各院は所属する議員を停職

にすることもできる。例えば、2014年、

上院議員三名が重罪で告訴され、その

後、上院は当該議員らを停職にすること

を可決した。当該議員らの停職期間中、

これらの上院議員三名は法案に表決した

り、またはその他の立法行為を行ったり

することはなかった。しかし当該議員ら

は公職に留まり、上院を去るまで、給与

および諸手当を受領し続けた。（2014年

下旬、これら三名はそれぞれ、上院の予

定任期の満期で議会を辞任または辞職し

た。）複数のカリフォルニア州議員が停

職させられたのは、歴史上これが初めて

であった。

• 他の懲戒処分。除名および停職に加え、

議会の各院はより軽い他の懲戒処分を与

えることができる。これらには譴責（公

式な議員の批判）が含まれる。

法案

停職についての憲法条項。この法案は、議員

の停職に関する新条項を追加するようカリフ

ォルニア州憲法を改正する。これらの条項は

以下の問題に対処する。

• 議員を停職にするためのより高い可決要

件。現在、その議員が所属する下院また

は上院は、過半数の賛成票で議員を停職

にできる。本法案では、議員を停職にす

るには、その議員が所属する下院または

上院の三分の二の賛成票を必要とする。

• 給与および諸手当不支給で議員の停職が

可能。現在、停職中の議員は給与および

諸手当を受領し続けている。本法案は、

停職期間の全部または一部において、議

員の給与および諸手当を止めることを下

院または上院に許可する。

• 議員の停職についての他の要件。本法案

はまた、(1) 停職中に議員として法律に

表決したり、または他の立法行為を行う

ことを停職議員に禁止する、(2) 停職理

由の説明を院に要求する、(3) （下院も

しくは上院が設定する特定の日付または

停職を終了するために下院もしくは上院

の三分の二の賛成票を得た後のいずれか

に）停職終了時期についての規則を制定

する。

財政的影響

稀な状況においてのみカリフォルニア州議員

は除名または停職される。議員に対する当該

懲罰が稀であり続ける場合、大半の年度にお

いて本法案は州または地方自治体の財政にま

ったく影響しない。上院または下院が議員を

停職にする将来の年度において、本法案は議

会の報酬費用を低減し、結果、州にとって少

額の節約になる可能性がある。

本法案の賛否のために主に形成された委員会の
リストについてはhttp://www.sos.ca.gov/ 
measure-contributionsをご覧ください。

委員会の上位10の寄付者を調べるには 
http://www.fppc.ca.gov/transparency/top-contributors/
june-2016-primary-election.htmlをご覧ください。
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★  住民投票事項50の賛成論拠  ★

★  住民投票事項50の賛成論拠に対する反論  ★

なぜ議会は住民投票事項50を投票用紙に加えることに賛成

したのでしょうか? 

なぜなら、住民投票事項50は、重罪で起訴された、または

その有罪判決を受けた仲間の下院議員と上院議員を除名し

ないよう議長に選択肢を与えるからです。

住民投票事項50は、重罪で起訴された、またはその有罪

判決を受けた下院議員と上院議員を除名することによって

解職することを憲法ですでに許可しているので、必要あり

ません。

代わりに，住民投票事項50は、重罪で起訴された、または

その有罪判決を受けた議員を給与支給または無支給で停職

にすることを許可し、さらにこれは有権者から彼らの代議

制度を奪います。多くのカリフォルニア州民にとって、政

治家はすでにあまりにも長い間在職することが許可されて

います。犯罪行為の後に在職し続けることを彼らに許可す

る住民投票事項50は間違っています! 

下院議員と上院議員が法を超越すべきでないと信じる場合

は、反対に投票し、重罪で起訴された、またはその有罪判

決を受けた下院議員と上院議員にさらに特別な特権を与え

ないようにしよう、という明確なメッセージを送ってくだ

さい。

カリフォルニア州民は自分たちの役に立つ正直な代表者を

持つ資格があるのであって、住民投票事項50が許可する、

重罪で起訴された、またはその有罪判決を受けた議員がな

おも在職し続けることではありません。

住民投票事50に反対票を投じてください。腐敗を阻止して

ください! 

JON FLEISCHMAN、会長、
California Term Limits
RUTH WEISS、サンディエゴ郡調整役、
California Election Integrity Project

住民投票事項50に賛成票を投じてください。議員を給与無

支給で停職にすることを議会に許可します。

住民投票事項50は、上院議員または下院議員を給与無支給

で停職にする明確な権限をカリフォルニア州議会に与えるよ

う州憲法を改正します。

本法案は、議員が、公共の信頼を裏切ったことに対し、自

らの議員仲間に説明責任を持たせる簡単かつ直接的な方法

です。

現在、カリフォルニア州憲法は、議会がその議員を給与無支

給で停職にできることを明確にしていません。この問題が明

るみに出たのは、刑事犯罪で起訴された全三名の州上院議員

が上院の決議によって停職にされた2014年のことでした。

しかし、給与も同じように差し止める権限が上院にあること

が明確でなかったため、それらの議員は年間95,000ドルを

超える給与を受給し続けました。

この事件は、自らの議員仲間に説明責任を持たせたい議員た

ちをいら立たせ、公共を怒らせましたが、これは、いかに議

員たちが自身の行動の結果から保護され、他の誰とも違った

一連の規則で行動しているという、もう一つの例と考えられ

ました。

「これは、無労働に対し給与の完全支給を認める腹立たしい

状況である」と見解を述べ、議員たちにこの抜け穴を塞ぐよ

うSan Francisco Chronicleは要請しました。

議会はまさにそれを責任を持って実行しました。議員たち

は、圧倒的かつ超党派の強い支持を得て、本憲法改正案を

起草して通過させ、承認を得るために有権者の表決に付し

ました。

本憲法改正案は、なぜ議員を停職にするのかを宣言する決

議を通過させることを下院または上院に義務付けます。さら

に、政権乱用を防止するために、この決議は承認のために三

分の二の賛成票というより高いしきいを義務付けます。

全米州議会議員連盟（National Conference of State 
Legislatures）は、議員を懲戒し除名する権力は立法府に固

有のものであると信じています。その権力は長い間ずっとア

メリカ民主主義の主要要素であってきました。それは大半の

州において一般的な慣行です。

カリフォルニア州議会は議員を除名する権力を持っており、

また状況が許す場合は、給与無支給で彼らを停職にする権限

を持つべきです。

カリフォルニア州民は彼らの信頼に値する政府を望んでお

り、その資格があります。有権者は、カリフォルニア州内の

統治を改善するため過去十年間に多くの政治改革を通過して

きましたが、公共の信頼を取り戻すためにさらに多くのこと

が実行される必要があります。

住民投票事項50は、自らを取り締まる権限を議員に与える

常識的なステップであり、公共利益に貢献するための説明

責任をすべての議員に持たせるための正しい次のステップな

のです。

そういうわけで公平なカリフォルニア州民は住民投票事項

5Oを支持しているのです。

HELEN HUTCHISON、会長、
League of Women Voters of California
JAMES P. MAYER、会長/CEO、
California Forward
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住民投票事項

50
★  住民投票事項50の反対論拠  ★

★  住民投票事項50の反対論拠に対する反論  ★

本法案は、容疑の性質およびその他の状況を考慮して、仲

間の下院議員と上院議員を懲戒するのに必要な権限を議員

に与えます。

深刻な場合、下院および上院はすでに議員を除名する権限を

持っています。しかし除名が必ずしも公正な回答であるとは

限りません。議員が犯罪で告訴された場合でさえも、無罪の

推定を考慮し、すべての事実が知らされ訴訟が解決されるま

で、当事者を除名することは適切ではありません。

そのような多くの例では、議会からの議員除名よりも軽

く、議員が自宅で何もしないで、納税者から支払われた給

与を得ることを許可することよりも重い何かをするために

は、議員たちは、合理的で慎重な方法で対応する権限が必

要です。

住民投票事項50は、議員を停職にする能力、さらには議員

の給与を差し止める能力を下院または上院に与えます。

本住民投票事項は、議員たちが不公平に互いを罰し合うこ

とを防ぐために高いハードルを設定しています。それは議

会が公にその行為の理由を宣言することを義務付け、また

議決は三分の二の賛成票で承認されなければならず、これ

は決して簡単なことではなく、ほとんどと言っていいくら

い超党派の支持を必要とします。

本法案は議会または議員を腐敗する影響から守るのではな

く、倫理的な行動の奨励、透明性の強化、苦情の調査、法律

の執行のためにより多くのことを実行することが必要です。

住民投票事項50は、状況によって当然である場合、議員は

給与無支給で停職できることを明確にすることによって、

倫理違反に対応するもう一つの方法を議員に与えます。

JAMES P. MAYER、会長/CEO、
California Forward
HELEN HUTCHISON、会長、
League of Women Voters of California

住民投票事項50は、州議会内の腐敗文化に対して見て見ぬ

ふりをする者によってもたらされた詐欺です! 有権者が本

法案に反対するべき理由は、

これが州議会内の腐敗文化を永続させるからです

これは代表なき課税を生み出します

議会の部内者は政治の反対を抑えるためにそれを使用でき

ます

これが州議会内の腐敗文化を永続させます

本法案が投票用紙に含められた2014年、ほぼ十名に一名

の割合のカリフォルニア州上院議員は、偽証、汚職および

拳銃密輸をも含む複数の刑事上の重罪の起因で有罪判決が

下されたか、起訴されたのいずれかでした。これが続いて

いる間、住民投票事項50の起草者である州上院議長代行

は、彼らの一人が陪審員によって有罪判決が下された後で

さえも、公共の信頼であるべき役職からこれらの悪党を除

名することを考慮することを拒否しました! 

ニュースの見出しには以下のものが含まれました。

「有罪判決を受けた州上院議員の除名の試み、脱線」 

—Capital Public Radio、2014年2月27日 

「Wrightの判決、遅れる。上院議員は有罪判決を受けた民

主党員の除名を拒否」—Breitbart News Network、2014年

7月8日

住民投票事項50は、サクラメントの政治階級が実際に腐敗

根絶のために強靭な姿勢を取りたいとあなたに思わせるよ

うに意図されています。本当にしていることは、有罪判決

を受けた犯人、すなわち彼らの仲間を除名する強靭な決定

を行わないという事実をあなたから隠しているのです。

代表なき課税

住民投票事項50は何百万名ものカリフォルニア州民の基

本的権利も否定しています。これは代表なき課税を課しま

す。議員が除名の代りに「停職される」とき、それは、そ

の地区の市民には州議会において彼らの利益を代表するも

のが誰もいないことを意味します。これは、その公職がま

だ「占有されている」ため、その悪い立役者を交代させる

ために選挙が行われることができないことを意味します。

議会の部内者は政治の反対を抑えるために 住民投票事項

50を使用できます

恐らく本法案の最も気がかりな部分は、議会において多数

派が少数派の意見を抑えられる恒久的手段を州憲法に織り

込むことです。あなたの仲間に人気のない問題について、

あなたが積極的に発言する上院議員または下院議員である

場合、停職にする、つまり議会であなたの意見と投票を封

じるために、あなたの仲間が投票できるという現実に直面 

しなければならない可能性があることを悟るのは困難なこ

とではありません! 

住民投票事項50に反対票を投じてください! 

ウェブサイト: Stopprop50.com

JOEL ANDERSON、上院議員、
第38区

BRIAN JONES、下院議員、
第71区
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カリフォルニア州での選挙
カリフォルニア州では、二種類の異なる予備選挙があります。予備選挙の結果は11月の総選挙で出馬する候

補者を決定します。予備選挙には以下の種類があります。

大統領（党指名/党派の公職）

• 投票用紙に記載の公職: 合衆国大統領

• 投票可能な方: 候補者と同じ政党に登録した有権者のみ（無所属として登録した有権者に予備選挙での投

票を認めている政党もあります。詳細はhttp://www.sos.ca.gov/elections/political-parties/ 

no-party-preferenceをご覧ください）。

• 結果: 総選挙に進む候補者は全国政党によって指名された候補者であり、カリフォルニア州予備選挙

の一般投票で選出された候補者でない場合があります。

カリフォルニア州開放型予備選挙（有権者指名の公職）

• 投票用紙に記載の公職: 合衆国上院、合衆国下院、州全域の公職および州議会の公職 

• 投票可能な方: 支持政党に関係なく、どの有権者も、各公職について任意の候補者に一票を投じることが

できます。

• 結果: 支持政党に関係なく、各予備選挙において最多得票数の上位候補者二名が総選挙に進みます。

総選挙は、上位二名を選出する予備選挙の後、一名の候補者が過半数（少なくとも50パーセント +1）

の票を得た場合や、予備選挙で候補者が一名しかいない場合でも、実施される必要があります。

• カリフォルニア州の開放型予備選挙制度は、合衆国大統領、郡中央委員会、または地方自治体の公職の

候補者には適用されません。

カリフォルニア州法は本ガイドに以下の情報を掲載することを義務付けています。

党指名/党派の公職

政党は予備選挙で党指名/党派の公職の候補者を正式に指名できます。指名された候補者は総選挙でその特

定の公職の正式な候補者としてその政党を代表し、投票用紙には正式な政党指定が表示されます。予備選

挙で各政党の最多得票数の上位候補者が総選挙に進みます。政党は予備選挙で郡中央委員会の役員も選出

します。

有権者は、有権者登録時に開示した支持政党の予備選挙においてのみ投票できます。ただし、ある政党が、

支持政党の開示を拒否した有権者に、その政党の予備選挙で投票を許可している可能性があります。
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有権者指名の公職

政党には、予備選挙で有権者指名の公職の候補者を正式に指名する資格はありません。予備選挙で有権者指

名の公職に指名された候補者は、有権者の指名候補者であって、総選挙における政党からの正式な指名候補

者ではありません。有権者指名の公職について指名争いをする候補者は、自らの支持政党の有無を投票用紙

に記載しなければなりませんが、支持政党の指定は候補者自身が選択するものであり、有権者の参考情報と

してのみ表示されます。つまり、これは、指定された政党による当該候補者の指名や支持、またはその政党

と候補者の結び付きを意味するものではなく、また有権者に指名された候補者が任意の政党の正式指名候補

者であると考えるべきではありません。郡の投票用紙サンプル小冊子において、政党は、その政党により正

式な支持を受けた、有権者指名の公職の候補者を掲載する場合があります。

どの有権者も有権者指名の公職についての任意の候補者に投票できますが、有権者はその公職のための投票

に必要となるその他の資格を満たしている必要があります。予備選挙において最多得票数の上位候補者二名

が同一の支持政党を指定していた場合でも、両候補者は有権者指名の公職者を選出する総選挙に進みます。

候補者が予備選挙において最多得票数の上位候補者二名の内の一名でない限り、政党には、その政党を支持

政党として指定する候補者を総選挙に進ませる資格はありません。

無党派の公職

政党は予備選挙で無党派の公職について候補者を指名する資格はなく、また予備選挙の候補者は総選挙にお

ける特定の公職についての政党の正式な指名候補者ではありません。無党派の公職について指名争いをする

候補者は、自らの支持政党の有無を投票用紙で指定することはできません。予備選挙で最多得票数の上位候

補者は無党派の公職の総選挙に進みます。

州全域の候補者および住民投 
票事項への上位寄付者
委員会（候補者または住民投票事項の賛否について有権者に影響を及ぼすために金銭の受領

または供与を行う個人または団体）が住民投票事項または候補者の賛否を示し、少なくとも

100万ドルを集めた場合、委員会はカリフォルニア州公正政治実践委員会（California Fair 

Political Practices Commission: FPPC）に上位10の寄付者を報告しなければなりません。 

何らかの変更があった場合、委員会は上位10のリストを更新しなければなりません。

これらのリストはFPPCのウェブサイトhttp://www.fppc.ca.gov/transparency/top-contributors.htmlで閲覧でき

ます。
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候補者の声明についての情報

本ガイド内には
本投票者ガイドには、本ガイドの15ページから始まる、合衆国上院議員の候補者についての情報が含まれて

います。

合衆国上院議員の候補者は、本投票者ガイド内の候補者の声明のための紙面を購入できます。しかし、一部

の候補者は声明のための紙面を購入しないことを選択しています。

合衆国上院議員の候補者:

Phil Wyman 共和党
Jarrell Williamson 共和党
Pamela Elizondo グリーン党
Akinyemi Olabode Agbede 民主党
Jerry J. Laws 共和党
Gail K. Lightfoot 自由意思党
George C. Yang 共和党
Loretta L. Sanchez 民主党
Duf Sundheim 共和党
Ling Ling Shi 支持政党なし
Steve Stokes 民主党
Ron Unz 共和党
Paul Merritt 支持政党なし
Gar Myers 支持政党なし
Massie Munroe 民主党
Eleanor García 支持政党なし
Tim Gildersleeve 支持政党なし
Clive Grey 支持政党なし

President Cristina Grappo 民主党
Don J. Grundmann 支持政党なし
Herbert G. Peters 民主党
Tom Palzer 共和党
John Thompson Parker 平和自由党
Greg Conlon 共和党
Karen Roseberry 共和党
Emory Peretz Rodgers 民主党
Von Hougo 共和党
Mark Matthew Herd 自由意思党
Jason Hanania 支持政党なし
Kamala D. Harris 民主党
Mike Beitiks 支持政党なし
Scott A. Vineberg 支持政党なし
Jason Kraus 支持政党なし
Don Krampe 共和党
Thomas G. Del Beccaro 共和党

あなたの投票用紙サンプル小冊子内には 
(お住いの郡の登録官から別途に郵送される)
本ガイドの候補者に加え、あなたの投票用紙には、州上院議員、州下院議員、および合衆国下院議員の候補

者が、含まれている可能性があります。

州上院議員および州下院議員の候補者は、下記の一定金額未満に選挙運動費用を抑えることに同意した場

合、郡の投票用紙サンプル小冊子内に候補者の声明のための紙面を購入できます。

• 州上院議員候補者は予備選挙に846,000ドルまで費やすことができます。

• 州下院議員候補者は予備選挙に564,000ドルまで費やすことができます。

	カリフォルニア州の自発的選挙運動支出限度を受け入れた候補者一覧は、 

www.sos.ca.gov/elections/candidate-statementsでご覧いただけます。

カリフォルニア州の自発的選挙運動支出限度は、大統領、合衆国上院および合衆国下院を含む、連邦政府の

役職の候補者には適用されません。

合衆国下院議員の候補者はすべて、郡の投票用紙サンプル小冊子内の候補者の声明のための紙面を購入でき

ます。しかし、一部の候補者は声明のための紙面を購入しないことを選択しています。

	州全域の候補者の認定一覧は、www.sos.ca.gov/elections/candidate-statementsをご覧ください。
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候補者の声明
合衆国上院

Pamela Elizondo | グリーン党

http://www.facebook.com/Pamela.Elizondo.USSENATE

P.O. Box 104
Laytonville, CA 95454

電話:  (707) 354-1498
メール: pamelizondo2004@yahoo.com
http://www.facebook.com/Pamela.Elizondo.USSENATE

• 合衆国議会でカリフォルニア州の利益を代表する二名

の上院議員の一名として務めます。

• 国の新しい法律を提案し、投票します。

• 連邦判事、合衆国最高裁判所判事、および大統領による

文民と軍の多くの高官指名の承認について採決します。

Akinyemi Olabode Agbede | 民主党

アメリカを救おう! アメリカを救おう!! アメリカを救おう!!! カリフォルニア州民の皆さん! 後
進国にならないよう一緒にアメリカを救いましょう。アメリカの深い苦しみはもう沢山です。

ワシントンの政界人はこの国を崩壊させました。ですから、2016年黄金の州カリフォルニア

を代表する次期合衆国上院として、Akinyemi Agbede博士を選出することは、わが国を再生す

るための答えなのです。

6775 Santa Monica Blvd.
Suite 4-254
Los Angeles, CA 90038

電話: (559) 250-2563
メール: yemibode@hotmail.com
www.americamustregainitsgreatness2016.com
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候補者の声明
合衆国上院

Jerry J. Laws | 共和党

写真未堤出 
立憲主義者。アメリカ主義者。www.lawsussenate2016.com

14411 Northstar Ave.
Victorville, CA 92392

電話: (760) 952-0294 (自宅) (760) 220-9814 (携帯)
メール: jerryjosephlaws2016@aol.com
www.lawsussenate2016.com

Loretta L. Sanchez | 民主党

カリフォルニア州は、今日私達が直面する経済、教育、および安全上の広範囲の課題に取り組むた

めに、経験豊富で、実績のあるリーダーを必要としています。私達の次期合衆国上院議員は、幅広

い立法および国家安全保障の経験を有し、また働く人々の人生経験を共有していなければなりませ

ん。私はその条件を満たしているので、この仕事にとって最良の候補者なのです。私は七人の子供

を苦労して育てた移民で労働組合員である両親の家庭で育ちました。私は政府および労働組合の助

成金の助けを得ながら働いて大学を卒業し、さらにMBAの費用はアナハイムロータリークラブによ

って支払われました。私は勤労者世帯の苦闘を知っています。両親は懸命に働き、教育を重んじ、

そして連邦議会に二人の娘を送り出したアメリカ史上唯一の親です。ですから、私は教育、授業料

の援助、ヘルスケア改革、移民改革、男女平等、LGBTの権利、労働者の権利および環境保護のた

めに20年間連邦議会で情熱的に戦ってきました。また、最も重要な状況において独立した判断と

勇気を示しました。他の少数の人すらしなかったときに、イラク戦争、愛国者法、および銀行救済

策に反対票を投じました。軍事委員会および国土安全保障委員会の古参委員として、私は軍隊が勝

利のために訓練と装備を確保し、帰国時の支援を徹底するよう取り組んできました。アメリカの安

全を維持するために必要な国家安全保障の経験を有する唯一の候補者です。私達が一丸となってよ

り強く、より豊かな未来を手に入れることができるよう、皆さまの上院議員として、すべてのカリ

フォルニア州民のために戦います。謹んで皆さまの票をお願いします。

P.O. Box 6037
Santa Ana, CA 92706

電話: (714) 774-0236
メール: info@loretta.org
http://loretta.org
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候補者の声明
合衆国上院

Duf Sundheim | 共和党

不安定な経済およびテロリスト攻撃により気がかりな時代が生まれました。私達はリーダーから

の行動を必要としているにもかかわらず、政府は過剰な党派性を持ち、分裂的で非効果的です。

私は異なった存在になることをお約束します。勇敢で、公正であります。達成可能な解決策を見

出します。かつてカリフォルニアは、競争し、実現すること、つまり私達自身と私達の家族のた

めに勝利することに意欲的になれる、「夢の土地」でした。しかし、その夢は、極端な態度を取

ってきたリーダーらによって抑圧されています。その結果、事業、私達の隣人や子供達までもが

カリフォルニア州から立ち去っていきます。私達の学校は国内で41位にランクされています。税

金は上がり続け、生活費は天井知らずです。この苦しみは終らせなければなりません。私はこれ

を解決する経験と情熱を持っています。スタンフォード大学とノースウェスタン法科大学院を卒

業しました。問題を解決するのが私の職業です。私は連邦裁判所承認調停人であり、ボランティ

アの和解裁判官です。私は、知事のリコールの唯一の成功を監督した、共和党カリフォルニア州

支部委員長であり、また再選された最初の政治家でしたが、これも、なすべきことを成し遂げた

からでした。想像可能なあらゆる分野のリーダー達は、「カリフォルニアの夢」を取り戻すため

に私の洞察力を支持しています。George Shultz前国務長官、Kevin McCarthy多数党院内総

務、Cisco社のJohn Chambers氏、Ashley Swearenginフレズノ市長、カリフォルニア州中小企業協

会。私は憲法によって導かれています。私の優先順位は雇用、国家安全保障、教育および水で

す。政策についての詳細はSundheimforSenate.comをご覧ください。完全性。常識。結果。それ

らは私の基礎であり、「夢の土地」を取り返す土台なのです。 

27319 Julietta Lane
Los Altos Hills, CA 94022

電話: (650) 209-0949
メール: dufsundheim37@gmail.com
SundheimforSenate.com

Ling Ling Shi | 支持政党なし

写真未堤出
神の心とアメリカの自由のために出馬し、経済および経済関連セクターにおける10の巨大な無秩

序に挑戦します。

P.O. Box 55
Rancho Cucamonga, CA 91729

電話: (909) 728-0578
メール: lingling_lilyofvalley_shi@yahoo.com
www.wellsARK.com
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候補者の声明
合衆国上院

Massie Munroe | 民主党

私の立候補は、合衆国憲法、すなわち、アメリカ国民と「人民の人民による人民のための」

アメリカ政府との間の唯一の契約が、アメリカにおいて回復、強化され、さらに合衆国のリ

ーダーシップと外交を通して世界のすべての人々の間の契約として国連に拡大されるよう代

弁します。国際的な銀行家、多国籍企業のリーダー、軍隊および警察は、平和にすべての者

のために務め、真実の霊において合衆国憲法/国連憲章に100%服従、順守しなければなりま

せん。産業技術時代から新しい「エネルギー技術時代」へと変わることにより、次の500年

間にわたり合衆国雇用市場が飽和状態になります。私の政治運動は、国際的な銀行家による

支配および諸国の経済的搾取の終結、アメリカ中央銀行として機能する市民銀行の設立によ

る人民統治の再確立、マインドコントロールによる隷属の終結、非合意の人体実験の終了、

飢え・ホームレスと暴力の絶滅、地球・水・大気・森林・海洋・動物の保護、キリストの意

識の実践、合衆国/国連指揮下の憲法・憲章上の正義の導入を代弁することです。私の国内外

の研究および政治活動を通して、過去50年間絶え間なく開発されてきた衛星エネルギー技術

兵器および社会工学プログラムによる「マインドコントロール隷属」を確認し、それらの 

「秘密解除」を進めてきました。その結果、私は進行中である重い制裁を課せられました。

私の善良さと誠実さを攻撃するすべての虚偽の告発を乗り越えることを、皆様、有権者にお

願いいたします。私の証拠を見て、私の貢献を確認してください。Bernie Sanders上院議員

の大統領就任はこれを現実にするために不可欠です。

2167 East Chevy Chase Dr.
Glendale, CA 91206-1732

電話: (818) 943-0661 (携帯) (818) 245-6993 (事務所)
メール: massie@massieglobal.com
www.massiemunroe4ussenator.com

Paul Merritt | 支持政党なし

カリフォルニアは歴史を作ります . . . 無所属のMerrittを上院議員に選出してください。独自

した考えを持つ人を選出してください。政権与党ではなく、人を選出してください。私達の

国政は滅茶苦茶です。私達には強力な米国の防衛が必要です。Merrittは国際問題について良

識があります。私は信仰が厚く、人々およびすべての宗教を尊重します。MerrittはFeinstein
上院議員の国境保全用の塀、沖合石油掘削反対、および私達の砂漠環境保護法を支持しま

す。Merrittは小さな政府が最良であるというあのReagan大統領の考えを守ります。経歴: 2 
つの法律学位、証券ブローカー、ホテル所有者、選出された市議会議員。住宅所有者委員会: 
パーム・スプリングス、サンタ・バーバラ、サンフランシスコ、オレンジ郡。Nature 
Conservancyの永久会員。億万長者である共和党員の大半および労働組合の実力者である民主

党員は皆さまの代表を務めることはありません! Merrittはすべての市民のために無所属で

す。Paul Merrittはカリフォルニア州民です! 

P.O. Box 9145
Laguna, CA 92652

電話: (949) 249-2492
メール: electmerrittsenator@yahoo.com
merrittforsenate.info
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候補者の声明
合衆国上院

Tim Gildersleeve | 支持政党なし

私はイエス・キリストの信奉者です。私は、貧困者、お年寄り、障害者、環境問題、労働組

合、中小企業を弁護し、一般市民を代弁します。ウェブサイト: 
http://www.alternativevoiceforamerica.org

電話: (408) 915-8713
メール: timg@alternativevoiceforamerica.org
http://www.alternativevoiceforamerica.org

President Cristina Grappo | 民主党

私の教育と専門知識は、合衆国上院議員として、カリフォルニア州を代表するためのこの豊

かな職業に就くのに値します。私は銃規制、人身売買、財政収支の均衡化、外交政策の新た

な構想などの重要問題について民主党政策を持っています。私はソーシャルメディアにおい

て主流派のFacebookです! 私の中核的価値がアメリカを推し進めます! 

P.O. Box 1307
Alameda, CA 94501
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候補者の声明
合衆国上院

Herbert G. Peters | 民主党

写真未堤出
Andrew Jackson民主党員。私達の最初の70年間、私達の郡は成長し、栄えました。所得税は

ありませんでした。モットー: 運命を明らかにする。民主党の大統領は、最も賢明で、 

Andrew Jacksonは、8年中7年の収支を均衡化しました。Franklin Pierceは連邦福祉法律案を

拒否しました。過去II8年間の大幅下落を反転させるために、収支の均衡化、戦争参加の抵

抗、費用の削減、税金の削減、福祉および最低賃金の廃止により、誰もが職を見つけること

ができます。教会および慈善が必要な人々を助けます。抑圧を減らし、消費税を所得税の代

わりにしましょう。目標: すべての人々のためにより良い生活を。

メール: herb@herbpeters.com
http://www.revival-herbpeters.com

Don J. Grundmann | 支持政党なし

写真未堤出
Fight-the-Power.org

425 E. Merle Ct.
San Leandro, CA 94577

電話: (510) 895-6789
メール: stoptheirs@hotmail.com
fight-the-power.org
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候補者の声明
合衆国上院

Tom Palzer | 共和党

カリフォルニア州とこの国を保守的な政府に戻すため、合衆国上院に立候補しています。 

私には、政府のあらゆるレベルで選出された公職者に助言をしてきた、32年間の経験があり

ます。優先事項: 国防、反テロリズム、経済、退役軍人問題、受胎時の生命。

7259 Corvina Ct., Unit 26
Rancho Cucamonga, CA 91739

電話: (909) 913-9500
メール: info@us-senateseat2016.com
http://www.us-senateseat2016.com

Greg Conlon | 共和党

私は、CPAとして顧客に業務を提供する、国際的な会計事務所のパートナーでありました

し、また様々な企業体へ経営コンサルタントを務めてきました。私はワシントンD.C.の弁護

士免許を持ち、また合衆国空軍のパイロットでした。収支の均衡化および公共と退役軍人の

ために効果的に役割を果たすことについて、経済的、財政的、および法的な課題を理解して

います。加えて、私はイーグル・スカウトです。カリフォルニア州公共事業委員会の会長兼

取締役として、私は、居住者および事業者の顧客が、私営電気会社でなく、民間事業体およ

び自治体公共事業体から直接電気を購入できる手続きを担当しました。私は、事業が異なる

電気通信提供業者を選択できるようにして競争を高めるイニシアチブも率いました。選ばれ

た暁には、私には次の三つの目標があります。第一は、政府規模を縮小し、退職者の空席を

補充することなく、連邦機関の管理者数を減らすことによって、連邦収支を毎年均衡化する

ことです。第二は、国境を強化し、外国市民に発行される査証の条件を強化し、そしていわ

ゆる聖域都市と呼ばれる都市に対するすべての連邦資金を削減することよって、移民問題を

解決することです。第三は、新規雇用創出と交換に、合衆国に戻ってくるお金に対し、大企

業の法人税率を5%に引き下げることによって、民間セクターの雇用を提供することです。 

私は2014年に州財務官の共和党被任命者であり、ほぼ3.0百万票を獲得したので、総選挙出

馬で成功する方法を知っています。カリフォルニア州を代表することを楽しみにしており、

皆さまの票を得ることに敬意を表します。

3875 Bohannon Dr.
P.O. Box 2600
Menlo Park, CA 94027

電話: (650) 315-4956
メール: conlonpg@msn.com
www.gregconlon.com
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候補者の声明
合衆国上院

Karen Roseberry | 共和党

*未来をS.A.V.E.! *

Palmdale, CA メール: karenroseberryforsenate@gmail.com
www.karenroseberryforsenate.com

Von Hougo | 共和党

「We the People (ウィー・ザ・ピープル)」は、この偉大な国家の基礎です。合衆国上院議員と

して、私は、カリフォルニア州に本社を置くテクノロジー企業と協力して、上院でのあらゆる

法律案に皆さまの意見を反映できるような、有権者主導のプラットフォームを開発します。各

法律案は賛成論、反対論、利点、危険および原価分析と共に要点が説明されます。皆さまは票

を投じることができ、州全体の結果はリアルタイムで表示されます。私は毎回カリフォルニア

州民の多数決票に基づいて上院で投票します。これにより、私が常にカリフォルニア州民の最

良の利益に説明責任を負い、その利益になるよう振る舞うことを徹底できます。この安全な投

票ポータルは、各選挙周期あたり一度だけでなく、どの法律案でも皆さまの意見が反映され、

皆様の票が数えられることが確実になります。また皆さまは自身の関与の度合いを指定し、皆

様にとって重要な問題を選ぶことができます。法律案が上院に提出される度に、必ずテキスト

またはメールで通知が送信されます。皆さまの票は本当に重要です。このプラットホームは、

政党、政治活動委員会(PAC)および特別利益団体という現状に異議を申し立てることによって、

私達の政府にカリフォルニア州民への説明責任を持たせます。私は、権力をそれが本来属する

人々の手に戻します。より良いカリフォルニアのために皆さまと協働することを楽しみにして

います。詳細の入手、または私の無寄付選挙運動を支持するために、von4senate.orgをご覧くだ

さい。皆さまの声。皆さまの票。皆さまの上院議員。合衆国上院のためにVon Hougoにご投票を。

27552 Mariam Pl.
Santa Clarita, CA 91350

電話: (661) 219-3268 (661) 296-3589
メール: vonhougo@gmail.com
von4senate.com



 候補者の声明 | 23

声明の掲載順序は、無作為によるアルファベットの抽選で決定されました。本ページに印刷されている声明は、候補者が提供したもので、公的機関によっ
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される資格があります。

候補者の声明
合衆国上院

Kamala D. Harris | 民主党

私の名前はKamala Harrisです。より多くのカリフォルニア州民およびより多くのアメリカ人の

ためにチャンスの踏み台を修理する時であると信じるので、米国上院選に出馬しています。私

はカリフォルニアの娘であることを自負しています。オークランドで生まれました。カリフォ

ルニアの公立学校に行きました。生涯検事として、私が唯一働いてきた依頼主はいつも、カリ

フォルニア州の人々です。サンフランシスコ検事長およびカリフォルニア州司法長官として、

私は、カリフォルニア州の人々のために物事を成し遂げました。私は女性および子供から搾取

して利益を得る多国間の犯罪組織および人身売買者を含む、凶悪犯罪者と戦いました。また、

大規模の環境汚染企業およびメガバンクと戦い、住宅所有者を保護する国内で最も厳しい反担

保住宅差押法を党派を超えた活動で通過させました。これは、私が皆さまの合衆国上院議員と

してもたらすアプローチです。私は、私達の老朽化する上下水道および交通システムを修理す

る連邦政府からの資金をこの地にもたらすことによって、人々が必要とする雇用のために戦い

ます。より良い学校のために戦い、あらゆる子供がプリキンダーガーデンと手ごろな価格の託

児所に入れるように戦います。戦地から戻ってきたときに質の高い医療および職業訓練を受け

るに値する退役軍人のために戦います。環境および沿岸を保護し、気候変動に対する戦いを率

先します。そして生涯を通しての検事として、国内外でテロリズムから人々を守るため日夜働

きます。私に加わってください。ご検討ありがとうございます。

P.O. Box 78393
San Francisco, CA 94107

電話: (213) 221-1269
メール: info@kamalaharris.org
www.kamalaharris.org

Jason Hanania | 支持政党なし

01100101.

182 Howard St. #121
San Francisco, CA 94105

電話: (415) 654-6291
メール: 2016@jasonhanania.com
www.jasonhanania.com
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候補者の声明
合衆国上院

Mike Beitiks | 支持政党なし

私の政策は範囲が狭いです。それは実は単一の課題以外の何ものでもありません。連邦議員

は気候変動の脅威から私達を保護するために何もしていません。私は何もしないのではあり

ません。私は未来のカリフォルニア州民の墓に、実際の気候を政治情勢の犠牲にしないこと

を誓います。

www.Iwillnotdonothing.org

Jason Kraus | 支持政党なし

各選挙において、カリフォルニア州民は同じ問題、同じ案件、同じ顔ぶれによって重荷を

負わされています。政治家は決して守られることのない約束をして、私達にお金を請いま

す。私達は基本に戻らなければなりません。雇用を創出し、経済を刺激し、そして私達の

生き方を保護するよう、すべての所得税申告用紙を排除しましょう。私はすべての選挙献金

を断りましたし、将来給与を受け取ることもなく、一期だけ務めます。私は共和党員でも民

主党員でもありません。私はアメリカ人なのです. . . ちょうど皆さまと同じように。Jason 
Kraus。2017年度合衆国上院。詳細情報はwww.aleadernotapolitician.com

電話: (916) 542-8721
メール: Jason@ALeaderNotAPolitician.com
www.aleadernotapolitician.com
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候補者の声明
合衆国上院

Don Krampe | 共和党

合衆国海兵隊員として、私は朝鮮戦争中に戦闘でお国のために務めました。後に、ベトナム

のUSOディレクターおよび退役軍人管理局地域ディレクターの助手としてわが国の退役軍人

に仕えました。1958年には、Hugh O’Brian青少年リーダーシップセミナーを共同で創設し、

創設以来、何十万人もの若い男女に貢献してきました。Cal Lutheran Universityで行政学の修

士号を得ました。私達の二党制度が正常に機能せず、頭字語『「TEAM」—Together Everyone 
Achieves More (一丸となればより多くを実現できる)』を理解できていないと確信していま

す。わが国の最大の資源は、「何を考えるかということではなく、どのように考えるかを」

教えられなければならない青少年や学生達です。米国の信条は非常に雄弁に次のように述べ

ています。「私は、人民の人民による人民のための政府としてアメリカ合衆国を信じる。そ

の国では正当な権力が、統治される者の合意、すなわち、主権を持つ多数の州からなる一つ

の主権共和国家における民主主義に基づいて得られる。その国家は、一つであり分離不可能

な完全なる連合であり、自由、平等、正義および人類のためにアメリカの愛国者らが自らの

命と富を犠牲にして勝ち得たそれらの原則の上に確立されたのである。したがって、私は、

それを愛し、その憲法を支持し、法律に従い、その国旗を尊重し、すべての敵に対してそれ

を守ることが、わが国へ私の義務であると信じる。」ご検討のほどよろしくお願いします。

詳細はウェブサイト 2016krampeforsenate.comをご覧ください。

40581 Via Amapola
Murrieta, CA 92562

電話: (951) 600-0542
メール: xptriumph@hotmail.com
www.2016krampeforsenate.com
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50

住民投票事項50
2013~2014年度通常議会の上院発案の憲法改正案17（2014年議

会制定法、決議第127号）によって提案された本改正案は、一部

を改正することによってカリフォルニア州憲法を明示的に改正す

るものであり、したがって削除が提案されている現行の諸条項に

は取り消し線が引かれ、また追加が提案されている新規の諸条項

は斜体で記載されている。

第IV条第5節への提案された改正

その第IV条第5節は以下のように改正される。

第5節。(a) (1) 議会の各院は、それに属する議員の適格性およ

び選挙を判断し、議事録に記入された点呼投票による、議員の

三分の二三分の二の一致で当該議員を除名できるものとする。

(2) (A) 各院は、議事録に記入された点呼投票による、議員の三分

の二の一致により採択された動議または決議によって、議員を停

職にできる。当該の動議または決議には、停職の事由を記載する

認定事項および宣言事項を含むものとする。本憲法のその他の条

項にもかかわらず、院は、当該の動議または決議の明示条項によ

る停職期間の全部または一部について、当該議員の給与および諸

手当が没収されたと見なすことができる。

(B) 本項に準じ停職にされた議員は、停職実施期間中、その公職の

権利、特権、職務もしくは権限の行使、または議会資源の使用を

してはならない。

(C) 本項に準じる議員の停職は、当該の動議または決議に明記され

た日付まで、また日付が明記されていない場合は、停職終了のた

めの後続の動議または決議が、議事録に記入された点呼投票で、

議員の三分の二の一致により採択された日付まで、効力を持ち続

けるものとする。

(b) 議員は、いかなる謝礼も受領してはならない。議会は本細目を

施行する法律を制定するものとする。

(c) 議会は、贈与の受領が利益相反を生じる場合、いかなる源から

も議員による贈与の受領を禁止する、または厳しく制限する法律

を制定するものとする。

(d) 議員は、州政府の任意の委員会または機関に他者の代理とし

て出席、出席の同意、またはその他の行動を行うために対価を承

知の上で受領してはならない。議員が、地方自治体の任意の委員

会または機関に他者の代理として出席、出席の同意、またはその

他の行動を行うために対価を承知の上で受領した場合、当該対価

の受領から一年間、当該議員は、議会での行動もしくは決定を採

決、実施、実施への参加を行ったり、またはその行動もしくは決

定に影響を与えるために自らの公的立場を利用するいかなる試み

も行ってはならないが、当該議員がその他者への直接的かつ重大

な経済的影響を認識する、または認識する理由がある、そのよう

な影響を持つ、および同様の方法で公共一般または公共の多大な

部分に影響を与えない場合、本条第12項細目(c)に記載される法律

案に関係する行動または決定はその限りでない。本細目で使用さ

れるように、「公共一般」には産業、商業、または専門団体を含

む。ただし、議員は、完全に自らのためである委員会もしくは機

関に関係する活動に従事すること、任意の裁判所もしくは労働者

災害上訴委員会に弁護士として出席すること、または委員会もし

くは機関に個人の代理で情報照会のために対価なしで擁護者とし

て行動することができる。本細目は、当該議員が一員であるパー

トナーシップまたは会社の活動を禁止するものではないが、当該

議員が、その活動の結果生じる帰属費用を差し引いた謝礼を直接

的または間接的に分かち合わない場合に限られる。

(e) 議会は、1974年政治改革法によって律せられる通り、任期が

1990年12月3日以降に始まる議員に、辞任後12か月間議会で報酬

について陳情することを禁じる法律を制定するものとする。

(f) 議会は、議員の職務および責任の適切な遂行と相反する活動に

従事したり、またはそのような相反する利益を有することを禁止

する、新しい法律を制定し、また既存の法律の施行を強化するも

のとする。ただし、州民は、第II条に従って本要件を施行する権

限を自らに留保する。
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障害のある有権者のためのサポート
州法および連邦法は、障害のある有権者が投票所にアクセスできるようにすることを義務付けています。郡

選挙管理人は各投票所を点検し、選挙日のために投票所に一時的な変更を加えることがよくあります。投票

所で働く係員は全員、選挙法、さらには平等なアクセスを保証するために方針および手順に合理的な修正を

加える必要があることを含む、有権者の権利について訓練を受けています。

州法および連邦法は、すべての有権者が個人的かつ独立して投票できることを義務付けています。各投票所

には、盲人や視覚障害者を含め、有権者が援助なく一人で投票できる投票機を最低一台設置することが義務

付けられています。投票機は、有権者が投票した内容を確認でき、ミスがあった場合に投票をする前に投票

した内容を訂正できるようになっています。

投票用紙サンプルをチェックしてください
お住いの郡の投票用紙サンプル小冊子には、

• 障害のある有権者が個人的かつ独立して投票できる方法が説明されています

• 障害のある有権者が投票所にアクセスできるかが、車椅子マークで表示されています

投票所において
投票用紙をマークするのに手助けが必要な場合、最高二名まで手助けをする人を選ぶことができます。以下

の人は選ぶことができません。

• あなたの雇用主またはその雇用主のために働く者

• あなたの労働組合のリーダーまたはその労働組合のために働く者

道路脇投票では投票区域にできるだけ近くに駐車できます。あなたが実際に道路脇にいるか、自動車内にいるか

に関係なく、署名する名簿、投票用紙および必要となり得るその他の投票書類を選挙管理人が持って来ます。

あなたの投票所で道路脇投票を行っているかを調べるにはお住まいの郡の選挙事務所にご連絡ください。

州投票者情報ガイドと郡投票用紙サンプル 
小冊子の比較
登録有権者として以下の二つの情報源を郵便で受け取ります。

州投票者情報ガイド(本ガイド)

連邦公職の候補者および州全域の住民投票事項
についての情報が含まれます。

候補者情報:
大統領 (オンラインの 
www.voterguide.sos.ca.gov)
合衆国上院

州住民投票事項:
住民投票事項50

お住いの郡の投票用紙サンプル小冊子

投票用紙サンプル、地方自治体の候補者、住民投票事
項、および投票所所在地についての情報が含まれます。

候補者情報:
合衆国下院議員
州上院議員
州下院議員
他の地方自治体の公職

地方自治体の住民投票事項:
郡によって変わります
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仮投票
投票所の投票人名簿にお名前が載っていない場合でも、あなたには仮投票用紙で投票する権利があります。

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

誰が仮投票用紙を投じますか?
仮投票用紙は以下の有権者によって投じられる投票用紙です。

• 投票所の正式な有権者登録名簿に名前が載っていないけれど、有権者登録を済ませていると思う方。

• 郵便投票をする方で、その投票用紙を受け取らなかったため、またはその投票用紙を持参しなかっ

たため、その代りに投票所での投票を希望する方。

仮投票用紙を投じた後はどうなりますか?
その郡で有権者登録されており、かつその選挙で既に投票済みでないことが、選挙管理人によって確認され

た後で、仮投票用紙は票として数えられます。

有権者登録なさっている郡の任意の投票所で仮投票用紙を投じられますが、投票資格のある選挙のみについ

て票が数えられます。

仮投票用紙の投票状況はどのようにして確認できますか?
仮投票用紙を投じたどの有権者も、それが票として数えられたかどうか、また数えられなかった場合はその

理由について、お住いの郡の選挙管理人に問い合わせる権利があります。

  郡の連絡先リストと、仮投票用紙の投票状況を調べる方法についての情報は、 

http://www.sos.ca.gov/elections/ballot-statusをご覧ください。

選挙当日の情報
投票所は6月7日火曜日の午前7時から午後8時まで開いています。午後8時前に列に並んでいた場合は、

まだ投票できます。

投票所を調べる4つの方法: 

   お住まいの郡の選挙管理人から郵送された投票用紙サンプル小冊子の裏表紙をご確認ください

✆ (800) 339-2865 に電話で

 www.sos.ca.gov/elections/polling-placeからオンラインで

   Voteの語をGOVOTE (468683) にテキスト送信で
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郡選挙事務所
Alameda County
(510) 272-6973
www.acgov.org/rov

Alpine County
(530) 694-2281
www.alpinecountyca.gov

Amador County
(209) 223-6465
www.co.amador.ca.us/government/elections

Butte County
(530) 538-7761 または 
(800) 894-7761 (ビュート郡内)
http://buttevotes.net

Calaveras County
(209) 754-6376または(209) 754-6375
www.elections.calaverasgov.us/
elections.aspx

Colusa County
(530) 458-0500または(877) 458-0501
www.countyofcolusa.org/elections

Contra Costa County
(925) 335-7800
www.cocovote.us

Del Norte County
(707) 464-7216または(707) 465-0383
www.co.del-norte.ca.us

El Dorado County
(530) 621-7480または(800) 730-4322
www.edcgov.us/elections

Fresno County
(559) 600-8683
www.co.fresno.ca.us/elections

Glenn County
(530) 934-6414
www.countyofglenn.net/elections

Humboldt County
(707) 445-7481
humboldtgov.org/elections

Imperial County
(442) 265-1074
www.co.imperial.ca.us

Inyo County
(760) 878-0224
elections.inyocounty.us

Kern County
(661) 868-3590
www.co.kern.ca.us/elections

Kings County
(559) 852-4890
www.countyofkings.com

Lake County
(707) 263-2372
www.co.lake.ca.us/government/directory/
rov.htm

Lassen County
(530) 251-8217または(530) 251-8352
http://www.lassencounty.org

Los Angeles County
(800) 815-2666オプション2または
(562) 466-1323
www.lavote.net

San Luis Obispo County
(805) 781-5228または(805) 781-5080
www.slovote.com

San Mateo County
(650) 312-5222
www.shapethefuture.org

Santa Barbara County
(805) 568-2200または(800) 722-8683
www.sbcvote.com

Santa Clara County
(408) 299-8683または(866) 430-8683
www.sccvote.org

Santa Cruz County
(831) 454-2060
www.votescount.com

Shasta County
(530) 225-5730
www.co.shasta.ca.us

Sierra County
(530) 289-3295
www.sierracounty.ca.gov

Siskiyou County
(530) 842-8084
www.sisqvotes.org

Solano County
(707) 784-6675
www.solanocounty.com/elections

Sonoma County
(707) 565-6800または(800) 750-VOTE
vote.sonoma-county.org

Stanislaus County
(209) 525-5200または(209) 525-5201
www.stanvote.com

Sutter County
(530) 822-7122または(530) 713-3226
www.suttercounty.org/elections

Tehama County
(530) 527-8190
www.co.tehama.ca.us

Trinity County
(530) 623-1220
www.trinitycounty.org

Tulare County
(559) 624-7300
http://www.tularecounty.ca.gov/
registrarofvoters/

Tuolumne County
(209) 533-5570
www.co.tuolumne.ca.us/elections

Ventura County
(805) 654-2664
venturavote.org

Yolo County
(530) 666-8133または(800) 649-9943
www.yoloelections.org

Yuba County
(530) 749-7855
www.yubaelections.org

Madera County
(559) 675-7720
www.madera-county.com

Marin County
(415) 473-6456
www.marinvotes.org

Mariposa County
(209) 966-2007
www.mariposacounty.org

Mendocino County
(707) 234-6819
www.co.mendocino.ca.us/acr/elections

Merced County
(209) 385-7541または(800) 561-0619
www.mercedelections.org

Modoc County
(530) 233-6205
www.co.modoc.ca.us

Mono County
(760) 932-5537または(760) 932-5530
www.monocounty.ca.gov/elections

Monterey County
(831) 796-1499または(866) 887-9274
www.montereycountyelections.us/

Napa County
(707) 253-4321または(707) 253-4374
www.countyofnapa.org

Nevada County
(530) 265-7115
www.mynevadacounty.com/nc/elections/
Pages/Home.aspx

Orange County
(714) 567-7600
www.ocvote.com

Placer County
(530) 886-5650
www.placerelections.com

Plumas County
(530) 283-6256または(844) 676-8683
www.countyofplumas.com

Riverside County
(951) 486-7200または(800) 773-8683
www.voteinfo.net

Sacramento County
(916) 875-6451または(800) 762-8019
www.elections.saccounty.net

San Benito County
(831) 636-4016または(831) 636-4017
www.sbcvote.us

San Bernardino County
(909) 387-8300または(800) 881-8683
www.sbcountyelections.com

San Diego County
(858) 565-5800
www.sdvote.com

San Francisco County
(415) 554-4375
www.sfelections.org

San Joaquin County
(209) 468-2890
www.sjcrov.org
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音声および大型活字での投票者情報ガイド
本ガイドは、英語、中国語、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、およびベトナム語にて無料でご利用いただけます。 

ご注文方法:

✆ フリーダイヤル (800) 339-2865で州務長官のホットラインに電話します

 www.sos.ca.govにアクセスします

 音声のMP3版をwww.voterguide.sos.ca.gov/ja/audioからダウンロードします

有権者登録
名前、自宅住所、郵送住所、または政党に変更がない限り、有権者登録済みの方は、再登録の必要はあり

ません。

RegisterToVote.ca.govからオンラインで有権者登録が可能です。または用紙の郵送をご希望の方は、フリーダ

イヤル(800) 339-2865で州務長官の投票者ホットラインにお電話ください。

有権者登録用紙は、郵便局、図書館、市および郡の役所、郡選挙事務所およびカリフォルニア州務長官室に

あります。

有権者登録のプライバシー情報
セーフ・アット・ホーム（Safe at Home）の有権者極秘登録プログラム: 生命の危険に直面する特定の有権者

（家庭内暴力、ストーカーの犠牲者など）は有権者情報の極秘扱いを受ける資格がある可能性があります。

詳細については、州務長官のセーフ・アット・ホームプログラムまでフリーダイヤル(877) 322-5227にお電

話いただくか、http://www.sos.ca.gov/registries/safe-homeをご覧ください。

有権者情報のプライバシー: 有権者登録宣誓書の情報は、あなたの投票所の場所、投票用紙に記載される諸問

題および候補者など、選挙過程において公式情報をあなたに送付するために選挙管理人によって使用されま

す。有権者登録情報の商業用途での使用は法律によって禁止されており、軽犯罪に相当します。有権者情報

は、州務長官の判断で、公職候補者、住民投票事項委員会、または選挙、学術、報道、政治、政府などの目的

でその他の者に提供される可能性があります。有権者登録カードに表示される運転免許証や社会保障の番号、

またあなたの署名はこれらの目的で開示されることはありません。有権者情報の用途についてのご質問や当該

情報の不正利用の嫌疑のご報告は、(800) 339-2865の州務長官の投票者ホットラインにお電話ください。
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2016年5月9日
郵便投票開始日。

2016年5月23日
有権者登録締切日。

2016年5月31日
郡選挙管理人が有権者から 
郵便投票用紙の申込書を受理
する最終日。

2016年6月7日

投票日! 

投票をお忘なく! 
投票所は選挙当日の午前7時から午後8時まで開いています! 

5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

6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

忘れてはならない日付! 
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公式投票者情報ガイド

2016年6月7日、火曜日
投票をお忘なく!  

投票所は午前7時から午後8時まで 
開いています。

5月9日
郵便投票開始日。

5月23日
有権者登録最終日。

5月31日
郡選挙管理人が有権者から郵便投票用紙の 

申込書を受理する最終日。

以下の言語の何れかでの投票者情報ガイドの 
追加コピーについては、以下にお電話ください。

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

あなたの投票所を調べるには、GOVOTE (468683)にVoteの語をテキストしてください。

選挙費用削減のため、州議会は、同一姓の有権者が2名以上居住する住所に郵送するガイド数
量を一冊に制限することを、州および郡に許可しています。在住されている郡の選挙管理人に
連絡いただくか、または (800) 339-2865にお電話いただくと、追加のガイドを入手できます。

カリフォルニア州大統領

予備選挙

OSP 16 139405JAPANESE




