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提案 特定の家畜の過密な舎飼い育成に関する 
新しい基準を定める。不遵守製品の販売を 
禁止する。発起法規。12

★ 提案12の賛成意見 ★

★ 提案12の賛成意見に対する反論 ★
提案12は動物と有権者への残酷な裏切りである。
提案12の討議は、全面的にありきたりであり、United Egg 
Producersへの言及、少なくとも2022年までのケージの容認、
鶏一羽あたりたった1平方フィートのスペースを許可すること、
またはイニシアチブが実際に何をするかについてのその他の
詳細は避けている。
言い換えれば、スキャンダルまみれの米国人道協会は古いト
リックに戻っている。
Californiaの鶏は2015年までにケージフリーとなると言い、
Michael Vickは「良いペットの飼い主」 だろうと言い、SeaWorld
を受け入れてRICO法訴訟で何百万ドルも敗訴したグループが
戻ってきたのである。
HSUSは、卵産業のケージを禁止することを再び約束してい
る。過去十年間大っぴらにすでにした！と主張していたにもか
かわらず。
一方で、彼らは内部通報者を攻撃している。
「慈善事業が最も基本的な信頼義務を怠ったことがわかる。虐
待を受けた女性を攻撃するのではなく、HSUSは自分たちの文

化を変えるべきだ。」—National Organization of Women
女性がHSUSの有害な文化に対して立ち上がったのは、提案12
の主企画者、元CEOのWayne Pacelleに対する性的嫌がらせと
違法行為の複数の主張から始まった。HSUSの最初の対応は、
女性の誠実性に疑問を投げかけたことだった。
その戦略は現在、提案12に反対する良心的な動物擁護派に対
して使用されている。
避けられない現実は次の通り、もしHSUSの過失がなければ、
Californiaの鶏はまさに現時点でケージフリーであろうという
ことだ。同じトリックに二回はまらないようにしよう。
www.StopTheRottenEggInitiative.org
MARK EMERSON、顧問役員
Californians Against Cruelty, Cages, and Fraud
ERIC MILLS、コーディネーター
Action for Animals
PETER T. BROWN、顧問役員
Friends of Animals

提案12に賛成—動物の虐待禁止
米国人道協会、ASPCA、および500人近いCalifornia州の獣医
師が、提案12を支持している。
賛成と投票することで、赤ちゃんの仔牛、母豚、産卵鶏が生涯
にわたって小さなケージの中に閉じ込められることを防ぐ。
California市場から、こういった非虐待動物からの、非人道的で
危険な製品を排除する。賛成と投票することで、食中毒や工場
農場の汚染の人へのリスクを減らし、農家の家庭を助ける。
提案12に賛成と投票する理由:
動物虐待を防止するため。赤ちゃんの仔牛を小さなケージに閉
じ込めるのは残酷だ。出産直後に母親から離され、わずか四ヶ
月で屠殺されるまで虐待的な方法で閉じ込められた。
母豚はほとんど動くことができないような小さな金属製のケー
ジに閉じ込められるべきではない。母豚は閉じ込められて、わず
かなスペースで約四年間生きることを強いられた。
鶏を生涯ぎゅうぎゅうのワイヤーケージに詰め込むのは間違い
だ。鶏は毎日同じ小さな空間で食べ、寝、排泄し、卵を産むこと
を強いられた。
食中毒や工場農場汚染から私たちの家族を保護する。過去十
年間で、致命的なサルモネラ菌を持っていたことを理由として、
ケージ内の鶏から約10億個の卵が回収されている。科学的研
究では、小さな、汚れたケージの中に動物を閉じ込めると食中
毒の危険性が増すことが何度か判明している。大手の卵産業
界の刊行物Poultry Worldでさえ、「サルモネラ菌はケージ内収
容で増殖している」と認めている。
そのため、Center for Food Safety および National Consumers 
Leagueは、双方とも提案12の賛成を支持している。
アメリカ公衆衛生学会は、空気と地下水の汚染、また近隣住宅
所有者の生活の質の低下の原因となるとして、新規の動物拘
禁作業の一時停止を求めた。
家族経営の農家を助け、CALIFORNIAの経済を成長させる。動
物をケージに入れる大規模工場式農業は、工程を省き、家族

経営の農家を廃業させる。提案12に賛成と投票することによ
り、家族経営の農家が操業を続け—そして成長する良識ある
基準を作成することができる。ケージフリー農場はより多くの
労働者を雇っているので、この法案は勤勉な家族経営農家の
ためより多くの雇用を創出するだろう。
そのため、Californiaの家族経営農家とUnited Farm Workers
は、提案12を支持している。
共通認識改革
• 提案12は、十年前の動物残虐法を強化し、生産者がケージ
フリーの実施に移行するための十分な移行期間を提供して 
いる。
• Walmart、McDonald’s、Taco Bell、Burger King、Safewayやド
ル Treeといった、200以上の主要食品会社がケージフリー製
品の使用を約束している。
• 十二の州が、家畜の残酷なケージ収容に対策する法律を可
決した。
• 賛成投票はカトリック教徒、長老教会派、英国国教会派、メソ
ジスト教徒、ユダヤ教徒、福音主義者そしてユニテリアン派の
信仰指導者、およびCaliforniaの地元の動物避難所によって支
持されている。
私たちは犬や猫を、生涯汚い小さなケージに住むよう強制しな
い。どんな動物もそのような苦しみに耐えるようにすべきでは
ない。家畜を含むすべての動物は、残虐行為や虐待から保護さ
れなければならない。
www.Yes0n12CA.com
CRYSTAL MORELAND、California州ディレクター
米国人道協会
DR. JAMES REYNOLDS, DVM, MPVM, DACAW, Western 
University College of Veterinary Medicine大型動物用薬学と
福祉の教授
ANDREW DECORIOLIS, ディレクター戦略的プログラムとエン 
ゲージメント 
Farm Forward
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提案

12
★ 提案12の反対意見 ★

★ 提案12の反対意見に対する反論 ★
提案12に賛成することで、家畜の残虐で非人道的な扱いを
中止させる。そのため、動物の虐待、持続可能な農業、食品安
全に関する最も信頼されている代弁者は提案12を支持して
いる。500人近いCaliforniaの獣医師、Californiaの家族経営
の農家、California動物シェルター、ASPCA、米国人道協会、食
品安全センター、United Farm Workers、National Consumers 
Leagueなどが挙げられる。
提案12に反対の非主流派—つまり「Humane Farming 協
会」—は、動物虐待法に反対する活動で汚染された工場式農
場に加わり、動物格闘家の支持を得ており、アンダーグラウン
ドでの出版物では、HFAの動物保護慈善団体に対する攻撃が
「闘鶏家を助ける」ことを自慢している。
事実: 十年前にCalifornia民は大差で、家畜により広いスペー
スを与える法律を成立させている。これにより、多くの卵や豚
の生産者が段階的にケージを廃止し、McDonald's、Safeway、
Burger Kingなど数多くの企業がケージフリー製品への切り替
えを開始した。
しかし、一部の工場式農場—提案 12に反対する人々を含む—
は、法律を回避する方法を見つけ、動物をいまだケージに閉じ
込めている。これがまさに提案12が必要な理由である。

提案12はよりよい生活条件、最小限のスペース要件、ケージフ
リー住宅などの保護の改善を提供することによって虐待法を
強化する。家族経営農家を保護する段階的な移行期間も提示
している。
投票用紙の文言に明記されているように、提案12は、産卵鶏お
よび仔牛と豚のひどい拘禁を防ぐ。これらの動物は虐待から保
護されなければならない。
家畜の人道的扱いのために、賛成を。食品の安全のために、賛
成を。家族経営の農家のために賛成を。慈悲と常識のために
賛成を。
www.Yes0n12CA.com
DR. BARBARA HODGES, DVM, MBA, 獣医師顧問
Humane Society Veterinary医療協会
JEFF PETERSON、ゼネラルマネージャー
Central Valley Eggs
BROOKE HAGGERTY、常務
Animal Protection and Rescue League

反対投票する: 残酷、ケージ、詐欺の防止。
ワシントンを拠点とするの米国人道協会（HSUS）は、再び
Californiaの投票を買収し、有権者を欺き、ケージ問題を急転
換させ、何百万という産卵鶏の苦しみを永続させている。
「ケージフリー」法案として誤って宣伝されていたが、実際には
提案12は、卵工場のケージを今後数年間使用することを明示
的に合法化している。
提案12は、HSUSと卵産業界の全国貿易協会であるUnited 
Egg Producersとの広報活動の結果である。
納税者の費用で、彼らは、現在の鶏舎法をUni t ed  Egg 
Producersのガイドラインに置き換えるために、Californiaのイ
ニシアチブプロセスを悪用している。
提案12は、California民が十年前に大差で禁止投票した残酷
なケージを合法化している。
Californiaの現行法（提案2）は、産卵鶏に与えられるスペース
を次のように定める:
「囲いや他の産卵鶏の側面に触れずに両方の羽を完全に広げ
られる。」
提案12は、卵工場が鶏一羽あたりたった1平方フィートのケー
ジまたは床面積を提供すればいいようにするために、投票者
制定法を廃止する。
提案12は家畜とCaliforniaの有権者への残酷な裏切りで 
ある。
2008年提案2の草案の怠慢のため、California中の卵工場の
ケージで何百万もの産卵鶏が依然として苦しんでいる。
にもかかわらず、卵を購入する人々は、提案2がそのようなケー
ジをうまく 「禁止」したことを繰り返し言い聞かされている。十
年の間、それがHSUSが最も大事にした宣伝の主張であった。
そしてCaliforniaが2015年までにケージフリーにすることに
なっていたことには言及することもなく、支持者たちはさらに
別の誤った約束を携え戻ってきた。
今度はCalifornia民は2022年を待たなければならないと言う。

そしてその日さえも暫定的である。提案12は、州議会が有権者
の同意なしにいつでも変更を加えることができると明示的に
書かれている。
提案12は全く豚や仔牛の助けにはならない。
方向を誤らせるため、提案2をやり損ない、2015年までに
Californiaが「ケージフリー」となることを約束していた人々と
まさに同じ人々が、今では提案12が州外の豚肉および仔牛の
生産者の行動を規制することになると主張している。誰もその
ような策略にはまるべきではない。
万一、提案12の憲法上の欠陥条項が、避けがたい法的な異議
申し立てを何年もしのいだ場合でも（抗弁の費用は納税者の
負担となる）、議会はすでにこのような各州間の規則を全て無
効にする規制を進めている。
また、他の州を規制するよう主張する一方で、提案12はまさに
ここ、Californiaでの乳牛の残酷な収容を許している！
提案12はCaliforniaのイニシアチブプロセスの無謀な悪用であ
り、家畜に害を与えるばかりでなく、幅広い層の既存の消費者、
動物、および環境保護に関する法律を重大な危険にさらして 
いる。
この不快なイニシアチブは決定的に拒否されるべきである。
なぜ、動物の倫理的扱いを求める人々の会、Fr iends of 
Animals、Humane Farming Association、Californians Against 
Cruelty, Cages, and Fraud、その他の多くの人がみな提案12に
反対するのか、理解すべきである。
以下を参照してください: www.NoOnProposition12.org
BRADLEY MILLER、プレジデント
Humane Farming協会 (HFA)
PETER T. BROWN、顧問役員
Friends of Animals (FoA)
LOWELL FINLEY、会計
Californians Against Cruelty, Cages, and Fraud


