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提案 子供の健康管理を担う病院における工事の
資金調達を目的とした公債発行を許可する。
発起法規。4

公式の表題と要約 司法長官が定める

背景
子供病院。州法では、私立の非営利病院
8院とCalifornia大学（UC）の5つの大学
病院の小児向けプログラムを「子供病
院」として指定しています。これらの子供
病院は、専門的な診療を必要とする重
い病気や怪我、または複雑な慢性的症
状を抱える乳幼児および子供の治療に

特化した施設です。これらの病院でサー
ビスを受けている子供たちの多くが、低
所得家庭に育っています。子供病院には
いくつかの資金源があります。子供病院
の資金の大半は、連邦と州の共同出資
により州内の低所得家庭の子供たちに
医療給付を提供するMedicaidプログラ
ム（California州ではMedi-Calと呼ばれ
る）から調達されています。また子供病

• 適格な子供病院の建設、拡張、改築、
装備を目的とし、公債$15億発行の権
限を与える（その返済は州の一般財源
から行われる）。

• 資金は、政府プログラムの対象とな
る大勢の子供およびCalifornia州児
童サービス（California Children’s 
Services）プログラムの対象となる
特別健康ニーズを抱えた子供に総
合的なサービスを提供する適格な
私立の非営利病院
に72%、California
大 学の一 般 救 急
子供病院に18%、
Ca l i f o rn i a州児童
サービス（California 
Children’s Services）

プログラムの対象となる子供にサー
ビスを提供する公立および私立の非
営利病院に10%が提供される。

立法アナリストによる州および地
方政府への予測される最終的な財
務的影響の要約：
• 州の公債償還コストが増加し、今後35
年間にわたり年平均$8000万となる。

立法アナリストによる分析

提案本文は州務長官のウェブサイトをご覧ください。 
http://voterguide.sos.ca.gov.

州公債経費見積もり
承認済みの新たな借入 $15億

年平均公債返済費 $8000万

推定返済期間 35年

返済原資 一般財源
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院には、営利健康保険や、政府が運営す
るその他の医療給付プログラム、個人の
寄付からも資金が供給されています。
California州児童サービス（California 
Children’s Services：CCS）プログラム。
CCSプログラムは連邦と地方の共同出
資による医療給付プログラムであり、複
雑な慢性的症状を抱える子供たち（子
供病院で治療を受ける多くの小児患者
を含む）のための専門的治療およびそ
の他サービスに資金を提供しています
（CCSプログラムの対象となっている子
供たちの多くは、Medi-Calにも加入して
います）。州が承認した病院その他の医
療提供者が、CCSプログラムに基づく小
児患者治療のための資金を受領します。
その他の病院も小児患者の治療に従
事。California州内にはこれ以外にも、
州法で子供病院として明確に指定され
てはいないもののさまざまなレベルで
子供の健康管理に注力する病院があり
ます。たとえば、一部の病院には小児患
者の治療を専門とする病棟またはセン
ターがあります。これらの病院も、多くの
場合、CCSプログラムにおける小児患者
の治療施設として承認されています。
一般保証公債。州は一般保証公債を発
行することにより、長期的な投資プロ
ジェクトのための資金を借り入れます。
これらの公債の償還は、州の一般的な

徴税権によって保証されています。州は、
一般保証公債の償還に一般財源（州の
主な運営勘定）を使用します（州の公
債の利用についての詳細は、本ガイドの
「州公債負債の概要」をご覧ください）。
子供病院に関する過去の債券法案。過
去には、子供病院関連の投資プロジェ
クトを目的とした一般保証公債の発行
を州に許可する全州規模の2つの法案
が投票によって承認されています。これ
らの公債は、新しい建物の建設や既存
の建物の改築をはじめとするさまざま
なプロジェクトに使用されてきました。
2004年には、提案61により公債を通じ
て$7億5000万の資金が提供されまし
た。また2008年には、提案3により公債
を通じて$9億8000万の資金が提供さ
れました。これらの過去の法案の下で資
金を受け取れるのは、州法で子供病院
として明確に指定されている13院のみ
です。2018年5月の時点で過去の2つの
法案による資金の大半が各種プロジェ
クトに割り当てられており、残りの資金
も2018年の晩夏までにはすべて何らか
のプロジェクトに割り当てられる見込み
です。

提案
子供病院のための追加公債の承認。こ
の法案は、（1）子供病院13院および（2）

子供の健康管理を担う病院における工事の
資金調達を目的とした公債発行を許可する。

発起法規。

提案

4
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提案 子供の健康管理を担う病院における工事の
資金調達を目的とした公債発行を許可する。
発起法規。4

CCSプログラムの対象となる子供たちの
治療を行っているその他の公立または
私立の非営利病院の設備改善プロジェ
クトを目的とし、追加で$15億の一般保
証公債の売り出しを許可するものです。
図1に示すとおり、本法案では、この公
債ファンドの72パーセント（約$11億）
が私立の非営利子供病院8院に提供さ
れます。この8院それぞれが、この資金
を等分した割当額を申請できます。ま

たこの法案では、公債
ファンドの18パーセント
（$2億7000万）がUCの
子供病院5院に提供され
ます。この各UC子供病院
が、この資金を等分した
割当額を申請できます。
この法案による公債ファ
ンドの残りの10パーセ
ント（$1億5000万）は、
CCSプログラムの対象と
なる子供たちの治療を
行っているその他の公立
または私立の非営利病
院約150院に提供され
ます。公債ファンドのこの
部分については、各病院
の取り分が明確に定義
されていません。
基金の用途。この法案
は、公債の売り出しに

よって得られた資金をさまざまな目的
（「所定の条件を満たす州内の病院の
建設、拡張、改築、改装、整備、装備、融
資、再融資」など）で使用することを許可
するものです。なお、この法案では、提供
される資金がプロジェクトの総費用を
超えず、かつ資金提供を受けたプロジェ
クトが「妥当な期間」内に完了すること
が条件として定められています。
申請プロセス。本法案に基づいて公債

図1

公債ファンドから資金を受領する資格のある病院
 （単位：百万ドル）

私立の非営利子供病院 — 公債ファンドの72パーセント $1,080

小児病院・リサーチセンターOakland $135

小児病院Los Angeles 135

Orange 郡 小児病院 135

Earl and Loraine Miller小児病院（Long Beach） 135

Loma Linda大学小児病院 135

Lucile Packard小児病院Stanford 135

Rady小児病院 - San Diego 135

Valley小児病院（Madera） 135

California大学の子供病院 — 公債ファンドの18パーセント $270

Mattel小児病院University of California, Los Angeles $54

大学小児病院University of California, Irvine 54

University of California, Davis小児病院 54

University of California, San Diego小児病院 54

University of California, San Francisco小児病院 54

その他の病院 — 公債ファンドの10パーセント $150

California州児童サービス（California Children’s Services）プログラムの
利用資格を持つ子供たちにサービスを提供している公立または
私立の非営利病院約150院。

$150

合計 $1,500
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による資金を受領する資格がある子供
病院は、既存の州機関であるCalifornia 
Health Facilities Financing Authority
（CHFFA）に資金を申請します。CHFFA
は、助成金を授与するか否かをいくつか
の要因に基づいて決定します。具体的に
は、たとえば以下のような要因を考慮し
ます。

• 助成金が、政府の健康保険プログラ
ムの利用資格を持つ子供たち、また
は低所得もしくは診療不十分、無保
険の子供たちのためのヘルスケア
の拡張または改善に寄与するかど
うか。

• 助成金が、子供の健康管理または
小児患者の治療結果の改善に寄与
するかどうか。

• 申請者である病院が、小児科関連の
指導または研究プログラムを推進
するかどうか。

財務的影響
州の公債償還コスト。この法案は、投資
家に対して追加で$15億の一般保証公
債を売り出すという形での借入を州に
許可するものであり、投資家には利息

子供の健康管理を担う病院における工事の
資金調達を目的とした公債発行を許可する。

発起法規。

提案

4

を上乗せした金額が州の一般税収から
返済されます。これらの公債にかかる費
用は、売り出し時点での利率や、売り出
しのタイミング、返済期間など、さまざま
な要因に左右されます。この公債の償還
のために納税者が負担する費用は、元金
（$15億）と利息（$14億）の合計で$29
億と見積もられています。これによって、
償還コストは今後35年間にわたり年平
均約$8000万となります。この金額は、
州の現在の一般基金予算の1パーセン
ト未満です。公債ファンドによってまかな
われる管理費は、CHFFAによる実際の
費用または公債ファンドの1パーセント
のうちいずれか低い方の金額を上限と
します。
主に本法案の支持者と反対者を記した委員会の
リストは、http://www.sos.ca.gov/campaign-lobbying/cal-

access-resources/measure-contributions/2018-ballot-
measure-contribution-totals/をご覧ください。委員会
に対する政治献金の上位10者は、http://www.fppc.
ca.gov/transparency/top-contributors/nov-18-gen.html

で確認できます。

州法案の全文をご希望の方は、州務長官に電話 
(800) 339-2865またはEメールvigfeedback@sos.ca.gov
でお申し出ください。コピーを無料で送付します。


