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提案 特定の住宅支援プログラムの資金調達のための公
債発行を許可する。州議会による法規。1

要約 立法機関が投票案件に指定
低所得居住者や退役軍人、農業労働者、プレハブ・移動住宅、イン
フィル開発、公共交通指向型住宅向けの手頃な価格の既存の住
宅プログラムに融資するための一般保証公債$40億発行の権限
を与える。財務的影響：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$1億7000万となる。

反対 提案1は、住宅プ
ログラムのために

（公債の売り出しという形で）
州に$40億の借金を認めるもの
です。California州への何百万と
いう人々の流入による住宅不足
には、これよりもはるかに大規
模な解決策が必要です。今年提
案された（上院法案827）無意
味な解決策は、既存のコミュニ
ティ環境を破壊しかねませんで
した。もっと効果的なアプロー
チを取るべきです。

賛成 提案 1に賛成す
ることは、退役

軍人や労働者家庭、高齢者、
障害者、California州の深刻な
住宅問題によってホームレス
状態にあるCalifornia州民に
手頃な価格の住宅が提供され
ることを意味します。提案1で
は増税は行われません。退役
軍人、Habitat for Humanity、 
Cong ress  o f  CA  Sen io r s、
Coalition to End Domestic 
Violenceなど、多くの人々や団
体がこれを支持しています。ぜ
ひ提案1に賛成票を。

意見

反対 この法案に反対票を投じる意味：
退役軍人支援および手頃な価
格の住宅の資金調達のための
一般保証公債$40億を、州は売
り出すことができません。

賛成 この法案に賛成票を投じる意味：
退役軍人支援および手頃な価
格の住宅の資金調達のための
一般保証公債$40億の売り出し
を州に許可します。

票の意味

早見ガイド

要約 立法機関が投票案件に指定
精神保健サービス法（Mental Health Services Act）を改正し、精神
病患者向けの住宅に融資するノープレイスライクホーム（No Place 
Like Home）プログラムに資金を提供する。ノープレイスライクホー
ム（No Place Like Home）プログラムを確立する既存の法案を承認
する。財務的影響：最大$20億の債券を返済するために郡の精神
保健基金から年間最大$1億4000万を使用することを州に許可す
る。これらの債券により、ホームレスの精神病患者のための住宅に
資金が提供される。

反対 この法案に反対票を投じる意味：
州が郡の既存の精神保健基金
をホームレスの精神病患者のた
めの住宅資金として使用できる
かどうかは、将来の裁判所の決
定に左右されます。

賛成 この法案に賛成票を投じる意味：
州は、郡の既存の精神保健基金
をホームレスの精神病患者の
ための住宅資金として使用でき 
ます。

票の意味

提案 精神病患者向けの既存の住宅プログラムの資金調達
を目的とする公債発行を許可する。州議会による法規。 2

意見

反対 重い精神病の患者たちから最大
$56億もの資金を取り上げて
これを公債に回し、必要な治
療を要求することなく住宅の
みを提供することは、ホームレ
ス人口を大幅に増やす結果と
なります。借金などする必要の
ないよう、立法機関は郡に対
して昨年、精神保健サービス法
（MHSA）基金を住宅に使用す
ることを許可済みであるため、
このような措置は不要です。

賛成 提案2に賛成する
ことで、重い精神

病を抱えるホームレスの人々に
支援住宅と治療が提供されま
す。提案2では増税は行われま
せん。路上生活者に住宅が与え
られ、包括的な精神保健サービ
スや依存症治療が提供されま
す。ホームレス支援者、ソーシャ
ルワーカー、医師、各種緊急救
援隊などがこれを支持していま
す。ぜひ提案2に賛成票を。

賛成側
David Koenig
(916) 974-9411 
info@vetsandaffordablehousingact.org
Vetsandaffordablehousingact.org

反対側
Gary Wesley
Mountain View, CA

追加情報

反対側
Gigi R. Crowder
NAMI Contra Costa
550 Patterson Blvd.
Pleasant Hill, CA
(510) 990-2670
gigi@namicontracosta.org
www.namicontracosta.org

追加情報

賛成側
David Koenig
(916) 974-9411
info@CAyesonprop2.org
CAyesonprop2.org
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提案 給水と水質、水域、魚類、野生生物、送水、地下水の持
続可能性と貯水のためのプロジェクトの資金調達の
ための公債発行を許可する。発起法案。3

要約 請願署名により投票案件に指定
多様なインフラプロジェクトに融資するための州の一般保証公債
$88億7700万発行の権限を与える。財務的影響：州の公債償還コ
ストが増加し、今後40年間にわたり年平均$4億3000万となる。
水関連プロジェクトに対する地方政府の節約は、今後数十年にわ
たり年平均数億ドルになると推定される。

反対 提案3は、多くの
団体に資金を提

供します。それこそが真の目的
なのです。利用可能な水は一滴
たりとも新たに生み出されはせ
ず、公債の利息の支払いにより、
債券所有者に返済すべき金額
は倍増します。この事実を深刻
に受け止め、反対に一票を。

賛成 提 案 3 に 賛 成
す る こ と で 、

California州に安全かつ清潔で
信頼できる水が確保されます。
提案3に賛成することで安全な
飲料水が手に入り、危険なダム
が修復されるほか、干ばつ対
策、海洋や湾、河川の水質向上、
雨水の収集および処理、再利用
も実現します。提案3に賛成す
れば、人々や農場、環境に水が
もたらされます。 

意見

反対 この法案に反対票を投じる意味：
州は、水および環境関連のさま
ざまなプロジェクト資金調達の
ための一般保証公債$89億を
売り出すことができません。

賛成 この法案に賛成票を投じる意味：
州は、水および環境関連のさま
ざまなプロジェクト資金調達の
ための一般保証公債$89億を
売り出すことができます。

票の意味

早見ガイド

要約 請願署名により投票案件に指定
適格な子供病院の建設、拡張、改築、装備を目的とし、債券$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）。財
務的影響：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。

反対 この法案に反対票を投じる意味：
州は、これらの目的で提案され
ている一般保証公債$15億を
売り出すことができません。

賛成 この法案に賛成票を投じる意味：
州は、子供の健康管理を担う特
定の病院の建設、拡張、改築、
装備を目的とし、一般保証公
債$15億を売り出すことができ 
ます。

票の意味

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。発起法案。4

意見

反対 提案4は、「非営
利」の子供病院

の工事や拡張を目的として、公
債の売り出しという形での$15
億の借金を州に許可するもの
です。これには利息を上乗せし
て返済する必要性が生じます。
もっと広い視野で物事を捉え、
California州のヘルスケアの成
果を高める方法を考える必要
があります。

賛成 California州の子
供病院は、家族の

支払い能力の有無に関係なく
年間計200万人以上の子供た
ちに特化型の診療を提供してお
り、癌や鎌状赤血球症、臓器移
植などがその代表例です。白血
病の子供たちも85%が治療に
成功しています。提案4は、収容
能力の拡大や最新技術の導入、
小児医療研究の進歩に貢献し、
より多くの子供たちの治療につ
ながります。

賛成側
Jerry Meral
P.O.  Box 1103
Inverness, CA 94937
(415) 717-8412
jerrymeral@gmail.com

反対側
John F. Takeuchi
Central Solano Citizen/
Taxpayer Group

P.O.  Box 3532
Fair�eld, CA 94533
(707) 422-4491
taksan@comcast.net
www.thetaxwatchers.org

追加情報

反対側
Gary Wesley
Mountain View, CA

追加情報

賛成側
小児病院に賛成を—提案4に 
賛成を

YesOnProposition4.org
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提案 特定の資産所有者が固定資産税の課税標準を買換
資産へと変更する際の要件を変更する。州民発案に
よる憲法改正および法令。5

要約 請願署名により投票案件に指定
55歳以上もしくは重度障害者である住宅所有者による、または汚
染されたもしくは災害によって破壊された資産の買換に関する要
件を廃止する。財務的影響：学校や地方政府はそれぞれが早期に
年間$1億以上の固定資産税損失を被り、これはその後年間約
$10億へと増加する。学校の固定資産税損失を補填するために州
が負担するコストも同様に増加する。

反対 提案5は、新しい
住宅の建設につ

ながるものではなく、初回住宅
購入者による住宅購入を支援
するものでもありません。裕福
なCalifornia州民の節税と、発
案者である不動産業者の利益
のために、公立学校や消防、警
察、ヘルスケア、その他サービ
スに充てられる地方政府の歳
入が最大$10億削減されます。 
NoProp5.com

賛成 提案 5は、現在
California州に住

む高齢者（55歳以上）や重度障
害者の負担となっている転居損
失（いわゆるmoving penalty）を
廃止するものです。これに賛成
することで、高齢者および重度
障害者は、主たる住宅を新たに
購入する際、この種の固定資産
税上の損失を被らずに済みま
す。また、賛成により、高齢者お
よび重度障害者は家族の近所
に引っ越したり、もっと実用的で
安全な住宅を購入できるように
なります。

意見

反対 この法案に反対票を投じる意味：
55歳以上の（またはその他の条
件を満たす）一部の住宅所有者
は、引き続き転居時に固定資産
税を低減できます。

賛成 この法案に賛成票を投じる意味：
55歳以上の（またはその他の条
件を満たす）すべての住宅所有
者は、転居時に固定資産税を低
減できます。

票の意味

早見ガイド

要約 請願署名により投票案件に指定
2017年の交通法で道路補修および公共交通機関の資金として指
定された税金および手数料を撤廃する。財務的影響：州の燃料税
および自動車税による$51億の継続的収入（主にハイウェイおよ
び道路の管理・補修ならびに交通プログラムに充てられるはずで
あった資金）が減少する。

反対 この法案に反対票を投じる意味：
立法機関が最近可決した燃料
税および自動車税が継続され、
ハイウェイおよび道路の管理・
補修、ならびに交通プログラム
の資金に充てられます。立法機
関は今後も、州の燃料税および
自動車税を新たに導入または
増額する際、投票による承認を
必要としません。

賛成 この法案に賛成票を投じる意味：
立法機関が最近可決した燃料
税および自動車税が廃止され、
ハイウェイおよび道路の管理・
補修、ならびに交通プログラム
の資金が減少します。立法機関
は、州の燃料税および自動車
税を将来新たに導入または増
額する場合、投票者の過半数の
承認を得なければならなくなり 
ます。

票の意味

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

意見

反対 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
よって地方の交通基金からは毎
年$50億が失われ、California
の全コミュニティにおける道
路安全、渋滞緩和、交通改善
といった何千ものプロジェク
トが中止に追いやられます。
www.NoProp6.com

賛成 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。
California州民は高額な生活費
に悩まされていますが、提案6
に賛成することにより、不公平
な逆進税と自動車税の増額を
廃止し、将来の増税に投票者の
承認を義務付けることができま
す。ガソリン代値下げのために
も、提案6に賛成を。

賛成側
Cary Davidson
第5委員会に賛成を
515 S. Figueroa Street, #1110
Los Angeles, CA 90071
(888) 384-8467
info@propertytaxfairness.com
voteyesonprop5.com

反対側
提案5に反対を
1510 J Street, Suite 210
Sacramento, CA 95814
(916) 443-7817
info@NoProp5.com
NoProp5.com

追加情報

反対側
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

1121 L Street, Suite 910
Sacramento, CA 95814
(800) 958-1194
info@NoProp6.com
www.NoProp6.com

追加情報

賛成側
有権者の声を届けよう—6に賛 
成を

www.GiveVotersAVoice.com
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提案 CALIFORNIA州の夏時間を連邦法に準拠させる。夏時
間の適用期間の変更を立法機関に許可する。州議
会による法規。7

要約 立法機関が投票案件に指定
2/3以上の投票をもって夏時間の適用期間を変更する権限を立法
機関に与える（ただし、その変更が連邦法に準拠していることを条
件とする）。財務的影響：夏時間の変更は立法機関（および場合に
よっては連邦政府）が将来取る措置によって決まるため、この提案
は直接的な財務的効果を持たない。

反対 提案7は、連邦が
承認する限りにお

いて恒久的な夏時間を認める
ものです。夏の夕方は現状どお
り明るいものの、冬の朝は暗さ
がもう1時間続くことになり、子
供たちは暗い時間帯に登校す
ることになります。

賛成 提案7は、年2回
の時刻変更を廃

止するものです。この時刻変更
が学童や労働者層、高齢者の健
康と生産性に害をもたらすとい
う指摘には医療研究者や経済
学者も賛同しています。子供た
ちを守り、職場や道路の安全性
を維持するためにも、ぜひ提案
7に賛成票を。

意見

反対 この法案に反対票を投じる意味：
California州は現行の夏時間適
用期間を維持します。

賛成 この法案に賛成票を投じる意味：
立法機関は、連邦政府によって
認められた範囲内で2/3以上の
投票をもって夏時間を変更でき
ます。立法機関による変更がな
ければ、California州は現行の
夏時間適用期間（3月上旬から
11月上旬）を維持します。

票の意味

早見ガイド

要約 請願署名により投票案件に指定
請求額が上限を超えた場合には、払い戻しと罰則の適用を義務付
ける。州への毎年の報告を義務付ける。クリニックに対し、支払源
を理由として患者の治療を拒否することを禁止する。財務的影響：
州および地方政府に対する毎年の全体的な影響は、およそ二から
三千万ドルの正味好影響から何千万ドルもの正味悪影響までの
範囲と見込まれる。

反対 この法案に反対票を投じる意味：
腎臓透析クリニックの収入が所
定の方式により制限されること
はなく、リベートを支払う必要
性も生じません。

賛成 この法案に賛成票を投じる意味：
腎臓透析クリニックの収入が所
定の方式により制限され、透析
治療費用を支払う一部の関係者
（主に健康保険会社）にリベー
トを支払わなければならなくな
る可能性があります。

票の意味

提案 腎臓透析外来クリニックが請求する透析治療費を規 
制する。発起法案。8

意見

反対 提 案 8 は 、何
千 人 も の 看

護師や医師、患者のほか、
American Nurses Association 
California、California Medical 
Association、American College 
of Emergency Physicians of CA
に反対されています。なぜなら、
これによってCalifornia州の多く
の透析クリニックが閉鎖に追い
込まれ、診療へのアクセスが制
限されて立場の弱い透析患者
の命が危険にさらされるうえ、
California州の納税者の負担が
増える結果となるからです。あな
たも反対に一票を。
www.NoProp8.com

賛成 透析は人の命を救う治療ですが、
そこから多額の利益を得ている
大手透析企業は、基本的な衛
生管理や患者診療に十分な投
資を行っていません。提案8に賛
成することで、質の高い患者診
療への投資を支援し、California
州民の負担を押し上げる不当
に高額な費用に歯止めをかけ
られます。California州民主党、
退役軍人、ヘルスケア擁護者、
宗教指導者などがこれに賛同
しています。www.YesOn8.com

賛成側
提案7に賛成を。
YesProp7@gmail.com
www.YesProp7.info

反対側
Hannah-Beth Jackson上院 
議員

追加情報

反対側
提案8に反対を: 危険な透析の
提案を止めさせましょう

(888) 663-9997
info@NoProp8.com
www.NoProp8.com

追加情報

賛成側
Suzanne Jimenez
8に賛成を
777 S. Figueroa Street,  
Ste. 4050
Los Angeles, CA 90017
(888) 501-8119
info@YesOn8.com
www.YesOn8.com
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早見ガイド

要約 請願署名により投票案件に指定
市およびその他の地方の司法管轄区が居住用財産に適用しうる
賃料管理政策の範囲を制限している現行州法を撤廃する。財務的
影響：州および地方の収入が長期的に年間数千万ドルの純減とな
る可能性がある。地方コミュニティが取る措置によっては、減収額
がこれよりも低く抑えられるか、または大幅に膨らむ可能性が 
ある。

反対 この法案に反対票を投じる意味：
市や郡が制定できる賃料管理
法の種類が、州法によって引き
続き制限されます。

賛成 この法案に賛成票を投じる意味：
市や郡が制定できる賃料管理
法の種類が、州法によって制限
されません。

票の意味

提案 居住用財産の賃料管理を強化するために地方政府当
局の権限を拡張する。発起法案。10

意見

反対 提案10は、住宅
問題を改善するど

ころか悪化させるものです。手
頃な価格の住宅の支持者らは、
提案10が賃借人にとっても住
宅所有者にとっても有害である
との見解に同意しています。こ
の提案は戸建て住宅に対する
規制を可能にし、官僚に住宅を
管轄させ、賃料に加えて手数料
を請求することを彼らに認める
ことになります。どうか提案10
に反対の一票を。

賛成 提案10により、地方コミュ
ニティは家主が徴収できる賃料
の年間金額に公正な制限を設
け、賃料管理を自ら主導する権
限を取り戻せます。これによっ
て、賃借人は遠隔地に追いやら
れたりホームレス状態に陥るこ
となく住む場所を維持できます。 
提案10は賃借人を守るもので
す。支持者：CALIFORNIA州民
主党、California州看護師協会、
California州教師協会、ACLU of 
California、Housing California、
Eviction Defense Network、
SEIU, National Urban League、
Southern Christian Leadership
Conference of Southern
California。

2018年7月18日、California州最高裁
判所の命令に従い、提案9は投票案件

から除外されました。

反対側
提案10に反対を—住宅危機を
悪化させる欠陥のある主導権

(530) 586-4940
info@Prop10Flaws.com
www.Prop10Flaws.com

追加情報

賛成側
提案10に賛成を—Coalition for 
Affordable Housing

(424) 307-5278
team@VoteYesOnProp10.org
www.VoteYesOnProp10.org
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提案 民間の救急搬送機関の従業員に、休憩中であっても
待機状態を維持するよう義務付ける。特定の雇用者
責任を免除する。発起法案。11

要約 請願署名により投票案件に指定
時間給従業員に対し待機せずに休憩することを認めた法律は、民
間の救急搬送機関の従業員には適用されない。財務的影響：（コ
スト低減および収入増加という形で）地方政府に年間数千万ドル
の財務利益をもたらす可能性がある。

反対 提案11に対する
反対意見は提出

されませんでした。
賛成 California州は実

に頻繁に災害に
見舞われています。提案11は、
EMTおよび救急隊員が休憩中
にも賃金を支払われ、救命のた
めの連絡に対応できるよう徹底
するとともに、連邦緊急事態管
理庁（FEMA）の基準を満たす
充実した災害対応トレーニング
や、義務化されている精神衛生
給付を提供します。緊急時には
ほんの数秒が生死を分けます。
提案11に賛成を。これは私たち
の常識を問う提案です。

意見

反対 この法案に反対票を投じる意味：
民間の救急サービス会社は、
この業界の労働法の対象とな
ります。裁判所が最近下した決
定に基づき、これらの法律は救
急サービス会社に対してEMTお
よび救急隊員に勤務外の（911
番への通報によって中断され
ない）食事・休息時間の提供を
義務付ける可能性が高いでし 
ょう。

賛成 この法案に賛成票を投じる意味：
民間の救急サービス会社は、救
命士（EMT）および救急隊員を
食事および休息時間中も待機
状態と見なし、911番への通報
に対応させるという現在の慣
行を継続できます。民間の救急
サービス会社は、911番への通
報によって中断された食事や休
息を後ほど改めて提供するよう
努めることになります。

票の意味

早見ガイド

要約 請願署名により投票案件に指定
特定の家畜の舎飼い育成に関する最低要件を定める。この要件を
満たさない舎飼いで育成された家畜の肉および卵製品の販売を
禁止する。財務的影響：農業事業からの州所得税収が減少する可
能性がある（おそらく年間数百万ドル以下）。この提案を執行する
ために州が負担するコストは年間最大$1000万となる。

反対 この法案に反対票を投じる意味：
産卵鶏および妊娠豚、肉用仔牛
の舎飼い育成スペースに関する
現行の最低要件が引き続き適
用されます。California州の企業
に対し、これらのスペース要件
を満たさない鶏が産んだ卵の
販売を禁止する現行の制度は、
引き続き有効となります。

賛成 この法案に賛成票を投じる意味：
農家に対し、産卵鶏および繁
殖豚、肉用仔牛にもっと広い飼
育スペースを提供するための
最低要件が新たに課されます。
California州の企業各社は、これ
らの要件を満たさない方法で
育成された家畜に由来する卵
や未調理の豚肉・仔牛肉の販売
を禁止されます。 

票の意味

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。発起法案。12

意見

反対 これは鶏卵業界にこびるような悪
質な提案であり、動物と有権者
を裏切るものです。California州
はすでに投票をもって、2015年
までに檻を禁止することを決定
しています。この残酷な法案は、
少なくとも2022年まで檻の使
用を合法化するものです。雌鶏
たちはわずか1平方フィートの
スペースしか与えられません。
家畜に対する虐待に反対する
ためにも、提案12に反対すべき
です。
www.StopTheRottenEggInitiative.org

賛成 幼い肉用仔牛や母豚、産卵鶏を
狭苦しい檻の中に閉じ込める
ことは残酷です。また、このよ
うな環境に苦しんだ家畜に由
来する製品は、食の安全を脅
かします。提案12の支持者とし
て、California州の500人近く
の獣医、米国動物虐待防止協会
（ASPCA）、米国動物愛護協会 
（Humane Society of the United 
States）、Cal i fornia family 
farmers and animal shelters、
Center for Food Safetyなどが
挙げられます。

賛成側
Californians for Emergency 
Preparedness and Safety

2350 Kerner Boulevard,
Suite 250
San Rafael, CA 94901
(916) 836-4301
info@YESon11.org
www.YESon11.org

反対側
連絡先は提出されませんでした。

追加情報

反対側
Bradley Miller
Californians Against Cruelty, 
Cages, and Fraud

P.O.  Box 3577
San Rafael, CA 94912
(855) NO CAGES (662-2437)
INFO@NoOnProposition12.org
www.NoOnProposition12.org

追加情報

賛成側
Crystal Moreland
Prevent Cruelty California 
Coalition

119 North Fairfax Ave. #613
Los Angeles, CA 90036
(323) 937-0600
info@preventcrueltyca.com
preventcrueltyca.com


