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提案 特定の道路補修および交通基金を廃止する。特定の燃料
税および自動車登録税に関し、有権者による承認を義務
付ける。州民発案による憲法改正。6

★ 提案6の賛成意見 ★

★ 提案6の賛成意見に対する反論 ★
判断を誤らないようご注意を。提案6を投票案件に指定するため、
州外の政治家や特別利益団体が費やした額は何百万ドルにもの
ぼります。提案6によって、州の橋や道路、交通システムの安全性が
低下します。そして道路の劣化が進み州民のゆくゆくの負担額が
増加することになります。
事実：提案6には、ガソリン価格引き下げを保証する条項が1つも
含まれていません。
事実：有権者は 6月、圧倒的多数で提案 6 9を成立させ、
Sacramentoの政治家による交通基金の切り崩しに歯止めをかけ、
基金が交通改善のみに使われるようにしました。
事実：提案6により、既存の交通整備基金から毎年$50億が失わ
れ、California州全域で現在進行中の交通プロジェクト6,500件以
上が中止に追いやられます。今はその進行を中止する時期ではあ
りません。
事実：提案6は公共安全を脅かします。California州には構造上欠
陥がある橋および高架交差路が1,600本以上あります。また、「劣
悪」または「危険」な状態と評価された道路がある郡は全体の
89%にのぼります。提案6は橋および高架交差路の補修・補強プ
ロジェクトや道路補修プロジェクトを中止に追いやる提案です。
事実：提案6によって、自動車運転者の長期的な負担額が増加しま
す。前輪のアラインメントやダンパー、タイヤの修理など、劣悪な道

路状態により引き起こされる自動車修理には年平均$739かかり
ます。本法案が可決すると道路状態がさらに悪化し、州民の出費
は予想外の自動車修理費という形で増大します。
提案6には、次を含む200以上の団体・組織が反対しています。  
• California専業消防士 • 米国土木学会 • California女性有権
者同盟 • California商工会議所 • California Transit Association  
• Californiaシニア評議会 • California League of United Latin 
American Citizensﾠ • Latin Business Association • California高速
道路巡察隊
提案6を断固拒否—橋や道路の安全プロジェクトを犠牲にす 
るな。
www.NoProp6.com
BRIAN K. RICE、局長
California専業消防士
MARK GHILARDUCCI、局長
California Of�ce of Emergency Services
YVONNE GONZALEZ DUNCAN、州支部長
California League of United Latin American Citizens  
(CA LULAC)

提案6に賛成することにより、直ちにガソリン代が値下がりする。
提案6の役割は2つ、つまり立法機関により昨年課せられたガソリ
ン税およびディーゼル税、自動車登録税の大幅引き上げを撤回さ
せること、そして、今後立法機関が再びそれら税金を課すにあたっ
ては、投票者による承認を義務付けることです。この2点です。
提案6に賛成する理由：
事実：California州は生活費が高騰し、労働者家庭はかろうじて生
活している状態です。新たなガソリン税と自動車登録税の引き上
げにより、4人家族の場合は出費が年間$500増加します。これは、
はした金ではありません。大金です。
事実：ガソリン税引き上げは不公平です。これは特に労働者家庭と
貧困層に大打撃を与える逆進税です。
事実：California州民が政府に納めるガソリン税は1ガロン当たり
約95.5セントです。これは通常の燃料補給の場合、各種税金と手
数料を合わせると約$18に相当します。他州の自動車運転者の負
担額をはるかに上回る数字です。
事実：California州には$160億の余剰金がありますが、今年は
Sacramentoの政治家が道路や橋、ハイウェイの改善ではなくペッ
トプロジェクトに数十億を使うことを決定しました。実際、立法機
関は過去10年間にCalifornia交通局基金を18パーセント減少さ
せています。
事実：州が徴収する自動車関連の税金および手数料全体のうち
72%が街路や道路、ハイウェイ以外のプログラムに使われていま
す。今こそ、交通基金をめぐるごまかし劇に歯止めをかける時です。
（上記事実と詳細はGiveVotersAVoice.comでご確認ください）
提案6が可決した場合は、道路修理の資金がないと唱える反対派
に惑わされないようご注意を。この新たな増税が発効するまでに
すでに納めている交通関連の税金および手数料が実際に交通プ
ロジェクトに使われるとしたら、税金引き上げの必要なく州は毎年
$56億を交通関連のニーズに充てられるはずです。

立法機関がすべきことは支出の優先順位を付けることで、道路修
理という理由でのガソリン税および自動車登録税の引き上げは不
要であると、公平な視点から交通関連の専門家が口を揃えて唱え
ているのはそのためです。
「納税者が納めた、交通関連に充てられるはずの税金を無駄使い
していることは伝説的である。California州は基本的な改革案を採
択するだけで優れた道路づくりが実現するだろう」—California交
通局元局長(Caltrans)、Robert K. Best
10年間をかけてガソリン税および自動車登録税を$520億も増加
させる前に立法機関は、California州のハイウェイ車線設置費用が
国平均を62%も上回っている原因である腐敗と非効率性を正す
必要があります。
小企業のオーナーや教師、退職者、組合員など、ガソリン価格高騰
の被害者である100万人近いCalifornia州民が提案6の投票案件
への指定に関する嘆願書に署名しました。
一般家庭の年間出費を数百ドル節約するためにも、提案6に賛成
を。不要なガソリン税および自動車登録税引き上げを撤回させ、
州民の交通基金をもて遊ぶSacramentoの政治家のごまかし劇に
歯止めをかけるべきです。
生活苦にあえぐCalifornia州の中産階級や労働者階級の家計やり
くりを助けるためにも、提案6に賛成を。
州民から集めた交通関連の税金を政治家が、従来の目的に沿い約
束どおり街路やハイウェイ、橋の管理に使うよう提案6に賛成を。
ガソリン代値下げのためにも、提案6に賛成を。
JOHN COX、名誉会長
有権者の声を届けよう—6に賛成を
DELORES CHAVEZ、会長
Latino American Political Association
PEGGI BUFF、会長
California Women’s Leadership Association
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特定の道路補修および交通基金を廃止する。特定の燃料
税および自動車登録税に関し、有権者による承認を義務

付ける。州民発案による憲法改正。

提案

6
★ 提案6の反対意見 ★

★ 提案6の反対意見に対する反論 ★
California州の生活費はすでに高すぎます。提案6に賛成すること
により、直ちにガソリン代が値下がりします。
税金を引き上げなければ橋や道路の補修費はないという特別利
益団体の言葉に惑わされてはなりません。事実：
• 州政府には$160億の余剰金がありますが、立法機関は道路や
橋、ハイウェイの改善ではなくペットプロジェクトに数十億を使
うことを決定しました。

• Sacramentoの政治家は過去10年間にCalifornia交通局基金を
18パーセント減少させています。州が徴収する自動車関連の税
金および手数料全体のうち72%が街路や道路、ハイウェイ以外
のプログラムに使われています。 

• 燃料税引き上げのつけは、すべての値段が上がるという形で消
費者の元に戻ってきます。California州の物価はすでに高すぎる
というのに、この大幅な税金引き上げは事態を悪化させるだけ
です。

政治家が口を閉ざしていることがもうひとつあります。それは、立
法機関のガソリン税引き上げ法案には、州民の投票を必要とする
ことなく毎年の自動税率引き上げを可能にするという項が隠され

ているという点です。
非常に多くのCalifornia州民がすでに高額な生活費に悩まされて
います。物価面でCalifornia州を住みやすくするための、提案6の役
割は2つしかありません。それは、
不公平なガソリン税や自動車登録税の大幅引き上げを撤回させ
ること、
そして、ガソリン税や自動車登録税を再び引き上げるには州民投
票を義務付けることです。
ガソリン代値下げのためにも、提案 6に賛成を。詳細は
www.GiveVotersAVoice.comならびにwww.GasTaxRepeal.org をご
覧ください。
JON COUPAL、会長
Howard Jarvis納税者協会
JOHN KABATECK、CALIFORNIA支部 支部長
独立系ビジネス国内連盟
JESSE ROJAS、会長
California Farmworkers and Families PAC

提案6に反対を： 橋や道路の安全プロジェクトを犠牲にするな
California専業消防士、California高速道路巡察隊、米国土木学
会、各種緊急救援隊などは、提案6が必要不可欠な交通プロジェ
クトを中止させ橋や道路の安全性を脅かすとして、この提案への
反対を呼びかけています。
提案6によって、道路や橋、インフラの補修に充てられるはずの既
存の基金から毎年$50億が失われます。提案6は、地震時安全性
基準を満たし道路の安全性を強化するために州全域で現在進行
中の橋および高架交差路改善プロジェクトを中止に追いやる提案
です。
事実： • California州には構造上欠陥があり危険な橋および高架
交差路が1,600本以上あります。 •「劣悪」または「危険」な状態の
道路がある郡は全体の89%にのぼります。 • 米国運輸省道路交
通安全局によると、2016年にCalifornia州で発生した交通事故の
死亡者数は3,600人以上にのぼります。道路状態および路面安全
性の改善は交通安全の強化に多大な効果があることが分かって
います。
提案6によって基金が失われる道路安全および交通改善プロジェ
クトは6,500以上もある
California州交通局によると、California州ではどのコミュニティに
も進行中の交通改善プロジェクトがあり、その数は合計6,500以
上になります。 • 穴の修復・ひび割れなど危険な道の再舗装プロ
ジェクト3,727件 • 橋および高架交差路554本の補修・架け替え
プロジェクト • バスおよび鉄道を含む、公共交通業務およびサー
ビスの改善プロジェクト453件 • 交通渋滞緩和プロジェクト337
件
提案6が成立すると、都市や郡など州全域で進行中の工事が急遽
中止に追いやられます。これまでに注ぎ込んだ税金が無駄になり
道路状態がさらに悪化します。
有権者は税金の道路整備基金への充当を声高にはっきり求めて
いる
有権者は6月、圧倒的多数で提案69を成立させ、Sacramentoの政
治家による交通基金の切り崩しに歯止めをかけ、基金が交通改善

のみに使われるようにしました。道路補修のために有権者が圧倒
的多数で勝ち取った交通歳入を失ってはなりません。これは納税
者に対する説明義務のある歳入です。流用されることがあっては
なりません。
提案6は何千もの職を奪い経済を悪化させる
California商工会議所は、提案6は道路工事プロジェクトを中止に
追いやるため、年間に68,000件もの職が奪われ$1830億もの経
済的投資が無駄になるとしてこの提案に反対しています。
公共安全のリーダーと地元のリーダーが提案6に反対している
• California Professional Firefighters • California高速道路
巡察隊 • 米国土木学会 • 各種緊急救援隊および救急医療隊  
• California商工会議所 • California州自然保護有権者連盟  
• State Building & Construction Trades Council of California  
• California State Association of Counties • League of California 
Cities • California Alliance for Jobs • Latin Business Association 
• California NAACP • Californiaシニア評議会 • California 
League of United Latin American Citizens (LULAC)ﾠ
「道路ひび割れや構造上危険な橋、老朽化したインフラなどは交
通事故を招く原因です。緊急救援隊の隊員らはこうした安全性リ
スクを直に目撃しています。何千もの交通改善プロジェクトを中
止に追いやる提案6により、州の道路や橋、交通システムの安全
性が低下します。これは交通事故や死亡事故の増加を招く原因と
なります」—California Office of Emergency Services局長、Mark 
Ghilarducci
橋や道路の安全プロジェクトを犠牲にするな。提案6に反対を。
NoProp6.com
BRIAN K. RICE、局長
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KWAME AGYARE、支部長
米国土木学会
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