
   公式投票情報ガイド   

正確性の認証

私、California州務長官Debra Bowenは、 
本ガイドが法に準拠して作成されたことをここに認証します。

2014年3月10日、California州Sacramento市の印章を捺印し署名します。

Debra Bowen
州務長官

投票所は選挙
日の午前7時か
ら午後8時まで
開いています

2014年6月3日、火曜日
選挙
予備

CALIFORNIA州全域直接



有権者のみなさん:

投票登録をすることは、Californiaの将来を決定する積極的な役割の第一歩を踏み出すこ
とです。そこで、当局は皆様の判断のお手伝いをするために、この公式投票情報ガイドを
作成しました。これは、投票用紙に何が記載されるのか、この選挙がどのような仕組みに
なっているのかを知る便利なツールのひとつです。

皆様の地域に関する候補者や法案の情報は、郡投票用紙見本冊子に記載されています。
自身の有権者登録状況や投票所の場所、あるいは郵便投票の受理状況のチェック方法な
ど、選挙過程の詳細は、www.sos.ca.gov/electionsをご覧になるか、無料ホットライン(800) 339-2865 
にお問い合わせください。

投票は簡単です。登録有権者は誰でも郵便投票あるいは地域の投票所で投票する選択
があります。郡選挙事務所に郵便投票用紙を請求できる最終日は5月27日です。選挙日、
投票所は午前7時から午後8時まで開いています。

選挙過程に参加する方法はいろいろあります。

• 選挙日に投票所係員になって、投票資格のある有権者全員に対して投票をしやす
くしたり、選挙役員によって開票されるまで投票用紙を守る。

• 有権者登録の締切日や投票の権利をEメール、電話、パンフレット、ポスター等を
使って知らせる。

• ディスカッショングループを組織したり、友人、家族、コミュニティリーダーとの討論
に参加したりして、候補者や課題について他の有権者への伝達を助ける。

本ガイドには、司法長官Kamala D. Harrisが作成した州の投票法案の名称と要約、立法
分析者Mac Taylorが作成した投票法案の公平な分析および納税者にかかる予想額、賛同
者または反対者による投票法案に対する賛成または反対意見、立法弁護士Diane F. 
Boyer-Vineが作成校正した提案された法律の全文、およびその他の有益な情報が記載さ
れています。本ガイドは州印刷担当David Gerald “Jerry” Hillの監督下にて印刷されまし
た。

選択する権利や意見を言う権利は、民主主義の素晴らしい特権です。ご存じのとおり、数
票というわずかな差で選挙項目が決まることがあります。ぜひ時間を取ってそれぞれの候
補者と投票法案について注意深く読み、そして投票権について知ってください。

市民としての義務を真剣に受け止めてあなたの声を届けてくださり、ありがとうございま
す!

州務長官
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投票方法
投票は二つの選択肢があります。お住まいの郡の投票所で投票するか、或いは郵便
投票をすることができます。
投票用紙に記載されている選挙項目のすべてに投票する必要はありません。投票
は、投票した選挙項目ごとに数えられます。
投票権利に関する詳細情報は、本ガイドの47ページを参照してください。

選挙日に投票所で投票する
投票所は選挙日の午前7時から午後8時まで開いています。郡によっては、数か所の投票所で選挙
日前に早期投票ができます。

投票所に入場すると、投票所係員があなたの名前を聞き、その投票所での登録有権者であること
を確認します。名簿の自分の名前の横に署名をすると、投票所係員があなたの郡の利用する投票
システムに応じて、紙の投票用紙、特定パスコード、またはコンピューターメモリーを渡しま
す。投票ブースに入って投票します。

投票所係員が投票手順についてお手伝いします。投票用紙の挿入の仕方がよくわからない場合
は、投票所係員に投票システムの使い方をお聞きください。投票用紙に誤って記入した場合は、
投票所係員に投票用紙の誤りの訂正方法をお聞きください。必要であれば、新しい投票用紙を入
手して投票をやり直すことができます。

州法及び連邦法に基づき、全有権者は秘密かつ非依存的に投票することができます。投票システ
ムの中には身体障害のある有権者を援助するように特別に設計されているものがあります。各投
票所には、全盲又は視覚障害のある有権者を含め有権者が補佐なしで投票できる投票機器が少な
くとも一台置かれることが要求されています。投票機器はまた、有権者が投票した選択を確認
し、誤りがある場合は選択を訂正できるようになっています。

郵便で投票する
あなたが永続的郵便投票者（以前は不在投票者として知られていました）ではない場合でも、本
選挙では郵便投票を選択することができます。お住まいの郡の投票用紙見本ガイドに郵便投票の
申請書が記載されています。お住まいの郡の選挙事務所に郵便投票の申請を要請できる最終日は
5月27日です。

郵便投票用紙にあなたの選択肢を印して、お住まいの郡選挙事務所が送付した公式封筒に入れて
封をします。封筒の外側の指定欄に署名します。郵便投票は以下の方法で返送できます：

•	 お住まいの郡の選挙事務所に郵送する。

•	 選挙日に郡内の投票所はどこでも又は選挙事務所はどこでも本人が持参する。或いは

•	 法律で許可された第三者（配偶者、子供、親、祖父母、孫、兄弟、姉妹、同居者）に、選挙日にあ
なたの代理人として郡内の投票所はどこでも又は選挙事務所はどこでも投票用紙を持参することを
承認する。

郵便投票用紙は、郡の選挙事務所が選挙日の午後8時までに受理しなければなりませんので、選
挙日より十分余裕をもって郵送してください。

郵便投票用紙を受け取った後でも、選挙日に投票所で投票するよう変更することができます。郵
便投票用紙を投票所に持参して投票所係員に渡し、投票所での投票用紙と交換します。郵便投票
用紙を持っていない場合は、暫定投票用紙で投票することができます。
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California州の選挙
上位二位候補者開放型予備選挙法令は、有権者指名公職に立候補する全候補者名が同じ投票
用紙に記載されることを要請します。以前は政党公職として知られていましたが、有権者指名公
職は州議会、連邦議会、及び州憲法評議会の公職です。

開放型の予備選挙と総選挙の両方で、有権者登録時に表明した支持政党に関わらず、有権者は
どの候補者にも投票できます。予備選挙では、支持政党に関わらず最多数の票を得た二名の候
補者が総選挙に進めます。候補者一人が多数票(50パーセント+1)を得票した場合でも、総選挙
は実施されます。

California州の開放型予備システムは米国大統領、郡中央委員会、または、地方公職に立候補す
る候補者には適用されません。

California州法は本通知に以下の情報を記載することを要請します。

有権者指名公職
政党は予備選挙の有権者指名公職の候補者を公式に指名できません。予備選挙で有権者指名
公職に指名された候補者は州民の候補者であり、総選挙の公式な政党候補者ではありません。
有権者指名公職の指名獲得を求める候補者は、投票用紙に支持政党又は支持政党なしを記載
することができますが、支持政党は候補者による選択であり有権者のみに開示されます。これ
は、候補者が当該政党から指名されたり支援を受けたことではなく、また、当該政党と候補者間
に所属関係があるものでありません。また、有権者によって指名された候補者は政党から公式に
指名されたものではありません。政党は、郡投票用紙見本冊子に政党から公式に支援を受けた
有権者指名公職の候補者の一覧表を載せることができます。

有権者は、有権者指名公職に投票する資格があればその公職のどの候補者にも投票できます。
予備選挙の上位得票者二名が有権者指名公職の総選挙に進めます。両候補者が同じ政党を特
定した場合でも適用されます。予備選挙での上位得票者二名のうちの一名が当該政党でない限
り、総選挙に進む当該政党を支持する候補者を当該政党の候補者とすることはできません。

無党派の公職
政党は予備選挙において無党派公職の候補者を指名できません。予備選挙の候補者は総選挙
における特定公職の政党の公式指名候補者ではありません。無党派公職の候補者は、支持政党
を表明または支持政党なしを投票用紙に表記できません。予備選挙で上位二位の得票者のみ
が無党派公職の総選挙に進みます。
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投票所の確認
投票所は郡選挙事務所により開設されます。

選挙日の数週間前にお住まいの郡の投票用紙見本ガイドが郵送されたら、ガイドの裏表紙に記載
されている、あなたの投票所を確認してください。		

多くの郡選挙事務所はウェブサイト検索や無料通話で投票所を探す支援を提供しています。詳細
情報は、州務長官のウェブサト	www.sos.ca.gov/elections/find-polling-place.htm	をご覧になるか、又は
無料通話の有権者ホットライン	(800) 339-2865 にお問い合わせください。

選挙日の投票時間は午前7時から午後8時までです。投票所で午後8時前に列に並んだ場合は投票す
ることができます。

投票所で有権者名簿にあなたの名前が見当らない場合でも、選挙登録した郡のどの投票所でも暫
定投票用紙で投票できる権利があります。

2014年5月19日以降に新住所に転居した場合は、転居前の投票所で投票することができます。

州及び連邦有権者身分証明書要件
ほとんどの場合、California州の有権者は投票前に身分証明書を提示する必要はありません。郵便
で登録した際に登録カードに運転免許証番号或いはCalifornia身分証明書番号、又は社会保障番号
の下四桁を提供しなかった場合は、登録後の最初の投票時に投票所で何らかの身分証明書の提示
を求められることがあります。

下記は30種類以上ある受け付ける身分証明書の一部です。州務長官のウェブサイト 
www.sos.ca.gov/elections/elections_regs.htm の “Help America Vote Act Identification Standards” もご参照く
ださい。

• 運転免許証又は州発行の身分証明書

• パスポート

• 職員身分証明書

• クレジットカード又はデビットカード

• 軍隊身分証明書

• 学生証明書

• ヘルスクラブ会員証明書

• 保険プラン身分証明書

有権者登録
自宅住所、郵送先住所、又は名前を変更する場合、或いは支持政党の変更又は選択を希望する場
合は、有権者登録を更新する義務があります。

http://registertovote.ca.gov	のオンライン用紙を使えば有権者登録はこれまでになく簡単です。登録
用紙は、ほとんどの郵便局、図書館、市及び郡の政府事務所、及びCalifornia州務長官事務局で入
手することができます。
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身体障害のある有権者への支援
郡投票用紙見本冊子には、身体障害のある有権者が他人に知ら
れたり他人の助けを借りたりすることなく投票する方法について
の説明が記載され、身体障害のある有権者のアクセスが可能な
投票所には国際アクセス可能シンボルが表示されます。
投票用紙に印を付けるのに補助が必要な場合、投票を手助けで
きる個人を上限二名まで選ぶことができますが、有権者の雇用
主、有権者の雇用主の代理人、有権者の労働組合のリーダー、有
権者の労働組合の代理人を指定することはできません。
投票所で場外投票が利用可能な場合、投票エリアの出来るだけ
近くまで行くと、選挙役員が署名用の名簿、投票用紙、その他投
票に必要なものを、歩道の縁石、自動車内など、有権者の実際に
いる場所まで持ってきます。投票所で場外投票が可能かどうか
は、郡選挙事務所までお問い合わせください。
州務長官は、盲目または視覚障害を持つ有権者が州全域投票情
報を入手できるよう、公式投票情報ガイドのオーディオ版と大活
字版を作成しています。ガイドは、英語、中国語、ヒンディ語、日本
語、クメール語、韓国語、スペイン語、タガログ語、タイ語、及びベ
トナム語で作成されています。これらのガイドのどの版でも、無料
で注文できます。州務長官無料ホットライン(800) 339-2865に電
話するか、www.sos.ca.govをご覧ください。
www.voterguide.sos.ca.gov/audioで、ダウンロード可能な公式投票情
報ガイドのオーディオ版を入手することもできます。



8 | 

投票法案の議論について
州務長官事務局は投票法案の議論を作成しません。投票法案に対する賛成または反
対の意見は、投票法案の賛成者または反対者により提供されます。

軍隊又は海外在留のCalifornia州有権者への特別配慮
軍隊又は海外在留の有権者は、郡選挙事務所にファクス又は郵便で投票することが
できます。ファクスで投票する場合は、秘密投票の権利を放棄する有権者宣誓書に
署名してその用紙をファクスに含めなければなりません。全投票用紙は、選挙日の
午後8時 (PST)	 に投票が締め切られる前に郡選挙事務所により受理されなければな
りません。消印は無効です。
www.fvap.govで特別不在者投票申請書に必要事項を記入して有権者登録をすることで
きます。
軍隊又は海外在留の有権者として有権者登録する詳細情報は、	
www.sos.ca.gov/elections/elections_mov.htm	をご参照ください。

収入を得ながら変化をもたらしましょう…
選挙日に投票所係員として任務!
投票所係員は、私たちの民主主義のツールを使った体験に加え、選挙日での貴重な
社会奉仕に対して収入を得ることができます。
投票所係員に関する詳細情報は、郡選挙事務所又は	(800)	339-2865	にお問い合わせく
ださい。
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早見表

追加情報 追加情報
賛成側
Coalition for Veterans Housing
777 S. Figueroa St., Suite 4050
Los Angeles, CA 90017
(213) 346-0400
info@yesonprop41forvets.org
www.yesonprop41forvets.org

反対側
Gary Wesley
gary.wesley@yahoo.com

賛成側
Peter Scheer
First Amendment Coalition
534 Fourth St. #B
San Rafael, CA 94901
(415) 460-5060
pscheer@firstamendmentcoalition.org

www.cnpa.com/prop42

反対側
Gary Wesley
gary.wesley@yahoo.com

要約	 州議会により投票用紙に掲載要約	 州議会により投票用紙に掲載

市民に地方政府の会議を公開し且つ市民が地方政府
公職者の記録にアクセスできる法律に、地方自治体
が準拠することを要請する。準拠費用の払い戻しを
廃止する。財政的影響：州から地方自治体への年間
数千万ドルの給付金の減少。地方自治体が負担する
年間数千万ドルの潜在コスト。

ホームレスを低減するための安価な支援複合住宅、
退役軍人とその家族のための手頃な価格の暫定的住
居又は借家、及び関連施設に6億ドルの一般保証公債
を承認する。財政的影響：増額した州公債の返済は
今後15年に渡り年間平均5,000万ドルかかる。

公記録。会議公開。	
州の地方自治体への払い戻し。	
議会による憲法修正。

提案退役軍人住居及びホームレス防止	
2014年公債法令。

票の意味 票の意味
本法案への反対
票は、次のこと

を意味する。州は、地方
政府情報への公共アクセ
スを提供する特定の費用
を地方自治体に支払うこ
とが今後も義務付けられ
る。

この法案に対す
る賛成票は、次

のことを意味する。州
は、地方政府情報への公
共アクセスを定める州法
の順守費用を地方自治体
に支払うことが義務付け
られない。

本法案への反対
票は、次のこと

を意味する。州は、低所
得及びホームレスの退役
軍人のための安価な複合
住宅の資金を提供するた
めの6億ドルの一般保証公
債発行を行わない。

この法案に対す
る賛成票は、次

のことを意味する。州
は、低所得及びホームレ
スの退役軍人のための安
価な複合住宅の資金を提
供するため、6億ドルの一
般保証公債を発行する。

賛成 反対 賛成 反対

意見 意見
提案42は、
California公記録

法令及び地方会議公開法
に準拠する費用を関連地
方自治体に負担させるよ
う、California州憲法を修
正するものです。この提
案では提示されていませ
んが、代替案としては、
州政府に費用を負担させ
ることが考えられます。

提案42は、政府
が何をしている

か、どのようにそれをし
ているかを州民が知る権
利を、憲法において強固
にします。地方自治体が
費用を根拠に公共情報の
請求を拒否したり会議の
門戸を閉ざしたりするの
を、認めるべきではあり
ません。提案42に賛成票
を投じてください。

提案41は、CalVet
住宅及び農場ロ

ーンプログラムによる
使用が2 0 0 8年に有権者
により既に承認されて
いる公債9億ドルのうち
6億ドルを州が借り入れる
（公債の発行によって）
ことを許可するもので
す。問題は、このような
資金の流用が賢明かとい
うことです。

提案41、退役軍
人住居及びホー

ムレス防止2014年公債法
令により、すでに承認さ
れている未使用の公債基
金6億ドルを、California
に多数いるホームレス退
役軍人のための住宅の建
設及び修復に割り当てま
す。本法令により、ホー
ムレス及びほぼホームレ
スの退役軍人のために安
価な暫定的支援住宅を増
税せずに建設することが
できます。

賛成 反対 賛成 反対

提案
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公式名称及び要約	 司法長官作成

提案 退役軍人住居及びホームレス防止2014年公債法令。

退役軍人住居及びホームレス防止2014年公債法令。
•	 ホームレスを低減するための安価な支援複合住宅、退役軍人とその家族のための手頃

な価格の暫定的住居又は借家、及び関連施設に6億ドルの一般保証公債を承認する。
•	 退役軍人ホームレス及びホームレスになる危険性の高い退役軍人への対策プログラム

に資金を提供し、且つ公債資金による住居プログラムの効果性を年次評価する。
•	 公債の返済は一般財源から割り当てる。

立法分析者による州政府及び地方自治体の財政的影響の見積もりの要約：
•	 増額した州公債の返済は今後15年に渡り年間平均5,000万ドルかかる。

州公債費見積もり
借入承認額 6億ドル
年次平均公債返済額 5,000万ドル
返済予想期間 15年
返済資源 一般税歳入

背景
州住宅プログラム。ほとんどの年度にお

いて、California州で約150,000戸の住宅及
びアパートが建設されている。大半の住宅
はすべて個人資産によって建設される。
しかしながら、連邦政府、州、又は地方自
治体から財政援助を受けている住宅建設が
ある。例えば、州は住宅建設資金の一部と
して、地域自治体、非営利団体、個人開発
業者に低金利ローンを提供している。通常
は、これらの資金によって建設された住宅
は、California州の低所得者に販売或いは賃
借されなければならない。
州資金により建設された住宅の一部

は、California州のホームレスのために確保
されている。これらには、ホームレスシェ
ルター、短期住宅、及び支援住宅が含まれ

る。支援住宅には、心身ヘルスケア、不法
薬物及びアルコール乱用カウンセリング、
職業訓練プログラムを含む、支援サービス
が住宅に組み合わされる。2013年１月付け
の連邦政府調査によれば、California州には
137,000人のホームレスがおり、うち約15,000
人は退役軍人である。California州の退役軍
人は、退役軍人ではない人たちと比べ、ホ
ームレスになる確率が二倍以上高い。
退役軍人の住宅ローンプログラム。州及

び連邦政府は、California州に居住する190万
人の退役軍人の一部に住宅ローン支援を提
供している。この州プログラムでは、州は
投資家に一般保証公債を販売し、資格のあ
る退役軍人の住宅を購入するために資金を
当てている。プログラム加入退役軍人が個
別に当州に毎月支払い、これにより当州が

立法分析者による分析

AB 639 (提案41)に関する州議会による最終投票 
(案727、2013年度制定)

州上院： 賛成 36 反対 0
州下院： 賛成 78 反対 0
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提案

立法分析者による分析	 続き

投資家に返済することが可能となる。これ
ら支払いは常に公債による金額をカバーし
ており、このプログラムは納税者への直接
経費負担なしに運用されている。2000年度
以来、このプログラムにより新規住宅ロー
ンを受けている退役軍人数は著しく減少し
てきた。この減少傾向には、以下のような
多くの要因がある：(1)記録的な低住宅ロー
ン利息、(2)利用可能な連邦政府住宅ローン
支援、及び(3)最近の住宅危機。州議会がこ
の投票法案を制定したとき、同時に退役軍
人の住宅ローンプログラムに使用できるで
あろう公債額を6億ドルに減額した。その結
果、約5億ドルの州公債が退役軍人の住宅ロ
ーンに利用可能として残っている。

提案
退役軍人住宅用の新規一般保証公債。こ

の法案により、当州は6億ドルの新規一般保
証公債を販売することで、低所得退役軍人
のための廉価な集合住宅の資金とすること
ができる。本法案により承認される一般保
証公債は、州税歳入から返済され、納税者
が新プログラムに支払うことになる。(州に
よる公債使用に関する詳細情報は、本ガイ
ドで後述されている“Overview of State Bond 
Debt” を参照。)
低所得退役軍人のための住宅。本法案

は、アパート複合住宅といった廉価な集合
住宅の建設、改築、取得のための資金の調
達である。これは州が地方自治体、非営利
団体、個人開発業者に、低利息ローンなど
の財務支援を提供し、資金をプロジェクト
経費の一部に当てることにより実施され
る。これらの資金により建設された住宅は
低所得退役軍人(及びその家族)に賃貸され
る。低所得とは家族人員数及び郡により調
整された家族平均収入が80パーセント未満
をいう。たとえば、本プログラムに対し低
所得者と考えられる個人の州平均所得額は

約$38,000である。州法により、これらの住
宅は廉価であることが要求され、退役軍人
が支払う家賃は、このプログラムに対する
所得上限の30パーセントを超えることはで
きないことを意味する。
ホームレス退役軍人のための住宅。州法

により、本プログラムへの資金を優先化
し、ホームレス退役軍人又はホームレスと
なる可能性が高い退役軍人に住宅を提供す
る。特に、少なくとも資金の半分は、超低
所得退役軍人のための住宅建設に使用され
る。これらの退役軍人には、居住する郡の
家族平均所得額の30パーセント未満の所得
がある。(本プログラムでは、超低所得者と
みなされる個人の州平均所得額は約$14,000 
である。)超低所得退役軍人のための資金の
一部は、ホームレス退役軍人のための支援
住宅の建設に使用される。
他の条項。本法令下では、州議会は将来

プログラムを改善するように変更でき、州
はプログラム管理費を補うため上限3,000万
ドルの公債を使用できる。加えて、当州は
プログラムの年次評価を発表することが要
求される。

財政的影響
公債費用。本法令は、州が一般保証公債

を投資家に販売して上限6億ドルを借入し、
一般税金歳入を使い返済することを承認す
る。これらの公債の経費は利息率及び返済
期間に依存する。(1) これらの公債の利息
率は平均5パーセント、(2) 五年間の売却期
間、(3) 十年間の返済期間が仮定される。こ
れらの仮定に基づけば、公債返済のための
納税者への負担は、15年間で平均約5,000万
ドルと見込まれる。この金額は州予算の1パ
ーセントの十分の一未満である。

退役軍人住居及びホームレス防止2014年公債法令。

本法令に関する財政情報の詳細は、 
http://cal-access.sos.ca.gov を参照。
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退役軍人住居及びホームレス防止2014年公債法令。提案

 提案41への賛成意見に対する反論 

一般的には、退役軍人のケアは連邦政府の責務で
すが、連邦政府の資金が不足し不景気から出られな
いときは、州政府が兵役—志願兵であっても—を終
えた人に手を差しのべることは適切なことです。 

California州議会の提案41を承認し、有権者が承認
した6億ドルの借り入れを必要とする退役軍人をよ
り良く支援するプログラムに移行させましょう。 

ただし、借り入れ金額 (公債販売) は全額、利息付
きで返済しなければならないことに留意してくださ
い。

住宅 (及び農場) 購入目的の CalVetローンの場合、
ローン受取人には利息付の返済が要求されていま

す。これとは対照的に、ホームレス退役軍人のため
に提案されたプログラムは、退役軍人によっては返
済されません (返済不可能なため)。

また、意図する恩恵者に直接与えられない出費が
関与するプログラムは、どのようなものであって
も、手落ち管理と浪費の可能性が伴います。

将来、退役軍人の中でホームレスを増やさない
最良な方法は、地上部隊を世界中に派遣する必要
性をなくすことです。外国で「ブーツで地面を踏
む」 ことは最終手段であるべきです。

GARY WESLEY

退役軍人住居及びホームレス防止2014年公債法令
提案41に賛成票を投じて、存在しながら使われてい
ない 6億ドル の資金を当ることで、California州の税
金増加或いは負債を追加させずに、California州の退
役軍人のために廉価な住宅を建設しましょう。

これは財務的に意義がある投票法案であり、何千
人ものホームレス退役軍人に家を提供するのに役立
ちます。この法令は、California州に増税も負債も新
たに発生させるものではありません。実際、この法
令は退役軍人を街路から安全で廉価な住宅に移すこ
とで、ヘルスケアと公衆安全において納税者のお金
を節約します。

全米のホームレス退役軍人の四分の一以上が
California州にいます。私たちは、このショッキン
グな状況に対処しなければなりませんが、同時に
California州が過去数年間に渡り著しい予算問題を抱
えていることも知っています。それが、この法案が
California州の負債を増やさずに、その代わりに、以
前承認されながら使われていない公債資金をホーム
レスやホームレスに近い退役軍人のために廉価な住
宅を建設することに当てる理由です。私たちは、退
役軍人の待遇を改善する必要があることを知ってお
り、California州の税金も負債も増さずに対処するこ
とができます。

退役軍人にはそれぞれに特有なニーズがあり、こ
の法令は退役軍人のホームレス状況に総合的に確実
に取り組むのに役立ちます。本法令は、ホームレス
状態から脱出を試みている退役軍人に暫定的住宅を
建設するのに役立ち、その一方で負傷、精神衛生上
の問題、或いは兵役が原因の心的外傷後ストレス障
害と向き合っている退役軍人に支援住宅も建設しま
す。非営利団体及び地域自治体が優先され、地域の
退役軍人に適合する住宅の新築あるは施設の改築が
行われます。

提案41に賛成票を投じることで、ホームレス退役
軍人に良質で廉価な住宅を利用することができるよ
うになり、ホームレスとなる可能性の高い退役軍人
には、必要な職業訓練、カウンセリング、リハビリ
のサービスを提供することができます。またこの法
令はすでに承認されながら使われていない予算を利
用するので、負債増額や増税なしで退役軍人を称え
ることができます。

海外での紛争から撤退するに従い、最大45,000人
の若い退役軍人がCalifornia州の家に戻ってきます。
彼らは米国のために多大な犠牲を払い、中には職や
家のないまま帰国する人もいます。米国に奉仕した
これらの男女を放置する訳にはいかないのです。

そのため、米国在郷軍人会、Vietnam Veterans 
of California、Veterans Village of San Diego、U.S. 
VETS、Swords to Plowsharesなどの団体がこの法令を
支持してるのです。彼らは、私たちの退役軍人には
正しいことを行い、納税者にも同様に対処しなけれ
ばならないことを承知しています。

提案41に賛成票を投じ、増税やCalifornia州の負債
を追加せずに、6億ドルでCalifornia州の退役軍人の
ための廉価な住宅を建設しましょう。California州の
退役軍人の犠牲を称えることは有権者としての義
務のみならず、市民としての基本的義務でありま
す。詳細情報は、ウェブサイトをご覧ください。 
www.yesonprop41forvets.org

賛成票を投じて私たちの退役軍人が払った犠牲
を保護しましょう !

JOHN A. PÉREZ、 California州下院議長
LEON E. PANETTA、 元米国国防長官
STEPHEN PECK、 会長
U.S. VETS

 提案41への賛成意見 
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退役軍人住居及びホームレス防止2014年公債法令。提案

 提案41への反対意見 

 提案41への反対意見に対する反論 

2008年度には、California州の有権者は9億ドルの
公債法案を承認し、CalVet 農場及び住宅ローンプロ
グラムにさらに資金を提供しましたこのプログラム
は1921年に始まりました。これは、400,000人以上
のCalifornia州退役軍人が住宅 (及び農場)を購入する
のに役立ちました。

本提案では、州議会が以前の9億ドルの公債法
案のうち6億ドル (三分の二) をホームレス退役軍
人の支援を目指す別のプログラムで使用するこ
とを承認するよう提案しています。州議会によれ
ば、California州には約19,000人のホームレス退役軍
人がおり、さらに増えると予想されています。

有 権 者 に よ り 承 認 さ れ れ ば 、 本 提 案 は 新 規
の“Housing for Veterans Finance Committee” が「住宅の
安定化を得かつ維持するために、廉価な複合支援住
宅、廉価な暫定的住宅、廉価な借家、或いは退役軍
人及びその家族が利用できる関連施設等を取得、建

設、改造、及び保護する」ために一般保証公債で上
限6億ドルを販売することで資金調達をします。

州議会によれば、2008年に有権者により承認され
た CalVet ローンプログラムの9億ドルの資金調達 (公
債販売) は退役軍人の住宅或いは農場購入のために
は完全に利用されていません。事実、州議会はロー
ンプログラムのための以前の5億ドルの公債法案下
での借り入れ権限は無効にはなっていないと報告し
ています。

本提案により生じる主な疑問点は：
(1) 借り入れ金額 6億ドルはCalVet 農場及び住宅ロ

ーンプログラムから調達すべきか?
(2) 6億ドルを調達 (公債販売) して、新規の

California州の退役軍人のプログラムを支持すべき
か?

GARY WESLEY 

提案41である、退役軍人住居及びホームレス防止
2014年公債法令は、有権者の投票で以前承認された
が使用されなかった既存の未使用公債資金を転用し
ます。提案41は、増税せず、又、州負債額を増やす
こともありません。提案41は、ホームレスまたはホ
ームレスになる可能性が高い退役軍人のために廉価
な住宅を建設または改築するために利用する6億ド
ルを承認します。

これらの資金元である既存プログラムは極度に
利用されていません。事実、Los Angeles Times の論説
は、この資金を承認した最初の投票法案は、「州の
退役軍人のニーズを満足させることでは的外れだっ
た」と述べています。これが提案41が退役軍人には
不可欠である理由で、提案は増税なしにCalifornia州
の退役軍人たちが必要とする住宅を建設します。

本法令は以前承認されましたが未使用である公債
を転用します。これは、California州の全体の承認負
債額を追加しないことを意味します。これらの公債
を使用すると州には若干の財務経費が発生します

が、社会福祉サービス及びヘルスケアでの節約につ
ながります。L.A.Times紙は、「ホームレス退役軍人
数を減少させ、彼らが必要とするリハビリや精神衛
生サービスに結び付ければ、公債は州が今日直面し
ているヘルスケアと社会福祉経費をある程度回避す
る」と記しています。Times紙はまた、公債はホー
ムレス退役軍人を更に労働力に復帰させると記して
います。

これは、California州の退役軍人に正しいことを
行う上で財政的に意義のある方法です。提案41に
賛成票を投じ、California州退役軍人に彼らが必要
とする住宅を提供しましょう。

ED FORD, 州司令官、 
Veterans of Foreign Wars、California部門
PETER CAMERON, エグゼクティブディレクター 
Veterans Resource Center of America
JOSEPH GARCIA, 州司令官  
American Legion、California部門
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公式名称及び要約	 司法長官作成

提案 公記録。会議公開。州の地方自治体への払い戻し。
議会による憲法修正。

公記録。会議公開。州の地方自治体への払い戻し。議会による憲法修正。
•	 市民に地方政府の会議を公開し且つ市民が地方政府公職者の記録にアクセスできる特

定の州法に、市、郡、教育区を含む地方自治体が準拠することを要請する。
•	 特定された法律への準拠費用の州の地方自治体への払い戻しを廃止する。

立法分析者による州政府及び地方自治体の財政的影響の見積もりの要約：
•	 州から地方自治体への年間数千万ドルの給付金の減少。
•	 地方自治体は市民への情報公開に関する州からの予測される追加要請に伴う年間数千

万ドルの潜在コスト。

背景
California州には何千もの地方自治体が存

在する。Californian州民は、郡、市、教育
区、地方大学学区、特別区	(消防区、洪水管
理区、水道区)	を含む、何千もの地方自治体
から公共サービスを受けている。それぞれ
の地方自治体には地方政府組織	(市議会又は
郡執行官役員会など)	があり、プログラム、
サービス、及び運営に関する意思決定を下
す。

地方自治体情報への公開アクセス。州憲
法により、政府組織の会議及び公職者と自
治体の記録は公開されることが要求されて
いる。地方自治体がこれに従い、市民が地

方自治体情報及び会議にアクセスできるよ
う、二件の州法が制定されている。
•	 California公記録法令。この法律によ

り、誰もが州政府及び地方自治体の文
書を閲覧し入手することができる。州
政府組織及び地方自治体には、記録へ
のアクセスのための文書によるガイド
ランの確立、及びこれらガイドライン
を自治体事務所に掲載することが要求
される。

•	 Ralph M. Brown 法令。この法律は地方
政府組織の会議を定める。議題項目の
公告及び公開フォーラム形式で会議を
開くことが地方自治体に要求される。

立法分析者による分析

SCA 3 (提案 42) に関する州議会による最終投票 
(決議案123、2013年度制定)

上院： 賛成	37 反対	0
下院： 賛成	78 反対	0
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提案

立法分析者による分析	 続き

提案42の全文は、42ページを参照 分析 | 15

公記録及びBrown法令の費用に対する州の
支払い。長年に渡り、議会は公記録及び
Brown法令を随時修正してきた。これらの修
正内容には、地方自治体の責務及びその出
費を増大させてきたものがある。一般的に
は、地方自治体の責務が増大する場合の地
方自治体の出費は州が払わなければなら
ず、これは、地方自治体出費を増加させる
提案を検討する場合に州公職者が考慮すべ
きことである。現行の法律によれば、地方
自治体による公記録法令	(記録を求める一般
人を支援すること、そして記録を求める個
人にその記録が提供可能か否かを伝えるこ
となど)	の特定部分を実現するための出費は
州が支払わなければならない。公記録法令
のための地方自治体の出費の州負担額はま
だ不明であるが、毎年多額であると推定さ
れる。加えて州は、地方自治体によるBrown
法令の一部を実施した結果として発生した
出費を支払ってきた。しかしながら、	
California州有権者は、2012年に州憲法を改
正し、州によるこれらBrown法令の地方自治
体費用の支払い責任を排除した。

提案
本提案：
•	 地方自治体が公記録法令及びBrown法令

を順守する要件を州憲法に追加する。

•	 これらの法律に関連する地方自治体の
出費を支払うという州の責任を排除す
る。(上述のように、地方Brown法令に
対する州の責任は2012年に排除され
た。)

この提案は、これら法律の現在の要件に
適用され、同様に政府情報あるいは会議へ
のアクセスを改善させる今後のどの法律に
も適用される。	

財政的影響
州費用及び地方歳入への影響。公記録法

令に従うために発生する地方自治体の費用
を州が支払う責任を排除することにより、
本提案は州への節約及びそれに相当した地
方自治体の歳入減少という結果になる。影
響は、年間多額であろう。

地方自治体出費への潜在的影響。
本提案は又、州公職者の今後の行動をも

変化させるであろう。その理由は、提案42に
基づき、州は公記録法令を修正できる場合が
あり地方自治体の費用を州が支払う必要がな
くなることがあるからである。従って、州公職
者は	 この法律を必要以上に修正することが
あり得る。この場合、地方自治体には追加
費用 (今後多額の潜在的年間費用) が発生す
る可能性がある。

公記録。会議公開。州の地方自治体への払い戻し。 
議会による憲法修正。

本法令に関する財政情報の詳細は、 
http://cal-access.sos.ca.gov を参照。
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提案 公記録。会議公開。州の地方自治体への払い戻し。 
議会による憲法修正。

16 | 議論 本ページに印刷されている議論はそれぞれの著者の意見でありその内容の正確性はいかなる公的機関によっても確認されていません。

 提案42への賛成意見 

 提案42への賛成意見に対する反論 

提案は「提案42 は地方自治体が州法を順守する
ために発生する費用を理由に、 [合法的に] 公共情
報開示要請を拒否する、或いは会議室のドアを閉
ざすことを排除する」という意味では基本的は正
しいです。それには、地方自治体に順守のための
費用を負担させる可能性が生じます。別方法とし
ては、州政府による支払いを要求することです。

長年に渡り、私が州及び地方の投票法案に反対
意見を唱えているのは、有権者は投票前に提案法
令に関する詳細情報を受け取るべきだと考えてい
るからです。

私はまた、California公記録法令及び会議公開法
を適用して、地方自治体レベルでの意思決定に前
向きな影響を与えるよう試みてきました。これら
の法律に違反があった場合は、民事訴訟が起こさ
れ、関与した公職者の不正が郡の民事大陪審に報
告されることがあります。

しかしながら、大金による影響、そしてCalifornia
州全域で不選出の役員が引率する様々な地方自治

体機関の権力が委譲されているため、地方自治体
レベルであっても最近は個人が変化を起こす能力
が損なわれています。

例えば、San Franciscoベイエリアでは、地域機関
が、世界各地からの何百万人という新しい住人を
既存の交通道路に密集させるプランを採択しまし
た。バス専用レーンが設けられています。HOV (
多人数乗車車両)車線は、通行料金支払い者も許可
する「エクスプレスレーン」に転換されつつあり
ます。

フリーウェイの車線すべてが今後数年間で有料レ
ーン になるかも知れません。これが全国で起こりつつ
あります。

GARY WESLEY

「市議会とは争えない(泣く子と地蔵には勝てな
い)」ということわざは誰でも知っています。そ
れはまったく真実ではありません。何百万人もの
California州民は、政治過程や公共方針に前向きな
影響を与えるために、市、郡、教育区、水道区、
そしてのどの政府機関の公職者と官僚からも回答
を求めています。

California公記録法令のような強力なツールによ
り、市民とその営みに、効果的に主張する必要が
ある記録を入手する能力、またはコミュニティの
関心事を守る能力が与えられます。Ralph M. Brown 
公開会議法は、市議会や役員会、特別区の会議中
に会議室にいて方針が制定されるのを傍聴する権
利を私たちに与えてくれます。

公記録及び地方政府組織の会議を傍聴する権利を
California州民に与えてくれたこれらの法律は、2004
年には有権者の82パーセント以上が州憲法の一部改
正を承認して更に強力になりました：「市民には自
分たちの行為に関する情報にアクセスする権利があ
り、従って公共組織の会議及び公職者や自治体の文
書は一般公開されるべきです。」

過去数年間はしかしながら、州が財政危機に苦
しんでいたときには、これらの素晴らしい法律の
主要条項が脅威にさらされました。端的に言え
ば、州と地方の政府には、政府情報へのアクセス
という一般市民権利を順守するための地方自治体
の費用を州がどの程度財務支援するかに関して長
年に渡り不一致がありました。州予算設定過程に
おける困難な意思決定のおかげでこれらの法律の
主要条項が、地方政府機関に対する選択肢となっ
てしまいました。財政が困窮した短期間中でも大
半の政府は順守を継続しましたが、公共の基本的

権利は地方公職者の恩寵に依存すべきではありま
せん。

提案42は、州政府ではなく地方自治体がアクセ
ス法を順守する際に発生する費用に責任があるこ
とを明確にするものです。Bell市の公職者が犯罪行
為に及び同市の財源を横領したときに当市の市民
が経験したような悪政を阻止するためには、この
提案によって公開を必須とする公記録及び会議へ
アクセスする権利が確実に実現されます。

提案42は、 地方自治体が何をどう行っているか
を知るための一般の市民権制定を確固とさせるも
のです。これは、会議公開及び公記録法ならびに
議会により制定される今後の修正を地方自治体が
順守することを要求する州法に独立した力を追加
します。

提案42は、地方自治体が情報公開を拒否したり、費
用を理由に会議室のドアを閉ざしたりする可能性を
排除します。Thomas Jeffersonが言ったように「情報は
民主主義の貨幣」です。知る必要があることを決める
のは政府ではなく市民であることを官僚に言いましょ
う。提案42に賛成票を投じましょう。

MARK LENO、California州上院議員
THOMAS W. NEWTON、 エグゼクティブディレクター 
California Newspaper Publishers Association
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 提案42への反対意見 

 提案42への反対意見に対する反論 

地方自治体は、意思決定前に市民と情報を共有
したり市民からの意見を受け取ることを希望しな
い職員や政治家により運用されています。

2004年にCaliforniaの有権者は、多くの公記録へ
のアクセスを保証し、また地方政府組織の会議が
通常は公開されることを義務付け、地方議会組織
は市民の意見を聞いた後に意思決定を下すことが
できるという州法を取り下げるように考案された
州憲法改正発案を承認しました(California州憲法、
第I条、第3(b)項）。

この新しい憲法条項は、新規の州指定項目を実
現するための費用は州が地方自治体に支払うとい
う別の州憲法条項 (第XIII B条、第6項) に取って代
わるものではないと異議を唱える地方自治体もあ
ります。

提案42は、州が地方自治体に対し、地方自治体
に適用可能な公開会議法(Brown法 — 政府法規第
54950項～第54963項) 或いは 公記録法令 (政府法規 
第6250項～第6270項) –いかなる変更は市民のアク
セス及び意見を憲法が保証するという「目的を法
令制定が促進する所見を表示する」と記述修正さ
れた - を順守するための費用は支払う必要はない
ことを明確にしてCalifornia憲法を修正するもので
す。

本提案が提示した主な問題は、これらの重要な州法
を順守する費用を州政府が負担すべきだと有権者が
信じるかどうかです。

GARY WESLEY

私たちの民主主義は、情報が知らされ、政府に
積極的に参加することに依存します。提案42は、
政府が私たちの営みをどう展開するかを知るため
の基本的権利を守る単純な法令です。

Wesley氏の提案42に対する主な反対意見は多く
の事実を参照しており、私はその大半には賛成し
ますが、地域政府機関が California 公記録法令や
Ralph M. Brown公開会議法のような情報の自由の法
律を順守するのに発生する、地域政府機関が自体
の費用を州に肩代わりさせるという理由には議論
の余地はありません。

会議公開と公記録へのアクセスを要求する、州
法と地方自治体の法律を順守することは憲法上の
原則です。

どの州機関でも公記録及びBagley -Keene 法令 
(Brown法令に類似しており、州役員及び委員会は
会議公開で会合することが要求される) を順守する
費用はそれ自体が支払うのが事実です。

地方自治体がそれ自体の順守費用を支払うとき
は、記録を要請する過程の簡素化や頻繁に要請さ
れる記録はオンラインで提供し、アクセスを簡単
化するなどの、費用節約を維持するための工夫を
すれば自ら効果をあげられます。これら基本的に
重要な法律を順守する、地方自治体の純粋な義務
に対して州が肩代わりすると、改善のための動機
がありません。

州は州自体の費用を払い、地方自治体はその費
用を支払うという単純なことです。

市民権を守り、提案42に賛成票 を投じましょう。

JAMES W. EWERT、 法律顧問 
California Newspaper Publishers Association
DONNA FRYE、 社長 
Californians Aware
JENNIFER A. WAGGONER、 会長 
League of Women Voters of California
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州公債負債の概要	 立法分析事務局作成

この項では州の公債負債について記述す
る。また、6億ドルの退役軍人住宅公債提案
である提案41が州公債費用にどう影響するか
についても説明する。

背景
公債とは何か?公債は、政府や企業が金銭を

借り入れる一つの手段である。例えば、州政
府は、公債を基幹施設プロジェクトの計画、
建設、改築に対する支払いに主に使用する。
州は、これらのプロジェクトに「先行」資金
を提供するために公債を投資家に売却し、あ
る期間にわたって利子を付けて投資家に返済
することを約束する。 

公債は何に資金を提供し、なぜ使用される
か?州は通常、道路、教育施設、刑務所、公
園、水関連プロジェクト、オフィスビルなどの
公共基幹施設プロジェクトに資金を提供するた
めに公債を使用する。公債は、病院や退役軍人
用住宅など、特定の民間基幹施設への資金調達
を助けるためにも使用されてきた。公債を発行
する主な理由は、基幹施設は通常長年に渡って
サービスを提供するためである。従って、現在
の納税者も将来の納税者もその支払いに貢献す
ることが妥当である。また、これらのプロジェ
クトは多額の費用がかかるため、全額を一度に
支払うことは困難である。 

州はどのような公債を発行するか?州はいく
つかの主要公債を発行する。主要公債の種類：

•	 一般保証公債。これらの公債のほとんど
は、州の一般財源から直接返済される。
一般財源は州の主要な営業勘定で、州は
これを使用して、公立学校、高等教育、
刑務所、医療、その他のサービスに対す
る支払いを行う。一般保証公債の例とし
ては、地方教育区施設のための州全域公
債が挙げられる。ただし、一般保証公債
によっては、指定歳入源から支払われ、
一般財源は指定歳入源が不十分な場合に
予備的支援を提供するだけのものもあ
る。例えば、州は一部の過去の水公債の
返済を行う際に、公債で資金を提供され
たプロジェクトからの水を享受する自治
体からの資金を使用している。一般保証
公債は有権者の承認を受けなければなら
ず、その返済は州の一般課税権によって
保証される。 

•	 リース歳入公債。これらの公債は、公債
で資金が調達される施設を使用する州機
関によるリース支払い（主に一般財源か
ら）から返済される。これらの公債は有
権者の承認を必要とせず、州の一般課税
権による保証はない。その結果、一般保
証公債より利子費用がやや高くなってい
る。 

•	 従来型歳入公債。これらの公債も基幹施
設プロジェクトに資金を調達するが、一
般財源による裏付けはなく、橋の通行料
金など、公債により資金が調達されるプ
ロジェクトによって生み出される指定財
源から返済される。これらの公債も州の
一般課税権による保証はなく、有権者の
承認を必要としない。 

公債の売却後、州は公債を返済し終わるま
で毎年元利支払いを行う。一般的に、投資家
は、州が発行した公債に対して州及び連邦の
所得税を払わない。このため、州はより低い
利率で公債を売却することができ、それによ
って州の負債支払いが低くなる。しかし、州
が連邦税免税の条件を満たさない公債を発行
する場合もある。例えば、歴史的に住宅関連
公債の多くは連邦税免税を受けていない。

公債資金調達の費用はどれくらいか?公債
返済の年間費用は、主に利率と公債の返済を
しなければならない期間によって決まる。州
は通常、公債支払いを30年間に渡って行う（
ほとんどの30年固定金利住宅ローンに対して
自家所有者が行う支払いと同様）。借入額1
ドルにつき利率が5パーセントであると仮定
すると、州は典型的な30年の返済期間に2ド
ル近くを支払うことになる。その2ドルのう
ち、1ドルは借入額の返済に使われ、1ドル近
くが利子に使われる。しかし、各公債の返済
が30年全体に渡って広がるため、インフレ調
整後の費用はそれより少なく、借入額1ドル
につき約1.30ドルとなる。課税の対象となる
公債を州が発行する場合、十年間など、返済
期間を短くして発行することが多い。返済期
間が短いと年間支払額が高くなるが、全体的
な利子費用が低くなるため、返済費用総額は
低くなる。
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基幹施設公債と州予算
一般財源負債額。州には約850億ドルの一般

財源に裏付けされた、既発、つまり州が元利
支払いを行っている、基幹施設公債がある。
これは、750億ドルの一般保証公債と、100億
ドルのリース歳入公債から成る。さらに、有
権者と州議会は、まだ売却されていない約330
億ドルの承認済み一般保証及びリース歳入基
幹施設公債を承認した。これらの公債のほと
んどは、追加プロジェクトが資金を必要とす
るにつれ、今後売却されると見込まれる。

一般財源負債支払い。2013–14年度におい
て、一般財源からの基幹施設公債返済は、総
額50億ドルを超えることが見込まれる。すで
に承認済みだが現在のところまだ売却されて
いない公債が市場に出回ると、既発公債負債
費用は増加し、2019–20年度には最高額に達
し70億ドルを超える可能性が高い。

この選挙が負債支払いに与える影響。この
選挙にかけられている退役軍人住宅公債提案
（提案41）は、州が投資家に一般保証公債を
売却することにより最高6億ドル借り入れる
ことを可能にする。公債の年間債務返済額
は、売却の時期と条件によって決まる。しか
し、利率が5パーセントで、公債が五年間に
渡って発行され、各公債が十年間にわたって

返済されると仮定すると、一般財源年間費用
は約5000万ドルと推定される。全体として、
本法案によって必要となる債務返済総額は、
公債返済期間の15年間で約7億5000ドルと推
定される。 

この選挙が債務返済比率に与える影響。州
の負債状況を示す一つの指標は、債務返済比
率（DSR）である。この比率は、州の一般財
源歳入のうち、基幹施設公債に対する債務返
済のために確保しておかなければならないた
めに他の州プログラムに使用することができ
ない部分を示す。図1に示すように、DSRは
現在、一般財源歳入の6パーセントに迫って
いる。新たな公債が有権者または州議会によ
って承認されなければ、既に承認済みの公債
に対する州の債務返済は、2017–18年度に最
高に達して一般財源歳入の6パーセントをわ
ずかに下回る額となり、その後は減少すると
推定される。 

この投票にかけられている提案された退役
軍人住宅公債を有権者が承認した場合、DSR
の上昇幅は十分の一ポイント未満である。た
だし、有権者が2014年6月以降の選挙で新た
な公債を承認した場合、図1に示した将来の
債務返済費用は高くなる。例えば、この分析
を行った時点において、水公債が2014年11月
の投票にかけられる予定となっている。

図1

一般財源債務返済比率a

承認済みだが未売却 提案された退役軍人
住宅公債
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a 一般財源歳入及び支出に対する年間一般財源債務返済額の割合。

売却済みの公債
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Green Party of California 
P.O. Box 160, Station A 
Richmond, CA 94808

(916) 448-3437 
Ｅメール： gpca@cagreens.org 
ウェブサイト： www.cagreens.org

American Independent Party of California 
476 Deodara St. 
Vacaville, CA 95688-2637

(707) 359-4884 
Ｅメール： mark@masterplanner.com 
ウェブサイト： www.aipca.org

アメリカ独立党は神の下の国における秩序ある自由の
党です。私たちは成文法を厳格に守るべきだと信じていま
す。私たちは、憲法はアメリカがアメリカ自身と結んだ契
約であると思います。憲法の意図的な歪曲によって、小さ
な政府を持つ権利を保証する修正第十条が犯され、重税を
必要とせざるを得なくなっています。憲法を忠実に適用す
ることで、その負担を取り除くことができます。

リベラル派支配の無法な圧制から解放されれば、思いや
りを持って公正に活力と創意工夫を生かし、自分自身や家
族を養うことができます。そうすれば、真に自由で責任あ
る企業を確立し、財産に対する基本的人権を回復すること
ができます。

私たちは、人がどんなに弱くても、無防備でも、失望し
ていても、すべての人命を守るべきだと信じ、自由、思い
やり、責任、産業を守る必須の砦として家族を支持し、家
族が子供を育み、しつけ、教育する権利と責任を宣言しま
す。

私たちは、無分別な条約による打撃を受けない国家主権
を必要とする強力な共同の防衛と併用した、個人の自衛権
を保証する完全に同期した修正第二条を主張します。私た
ちは全不法移民に反対します。

私たちは、世界最高の人々が自由な我が国に加わるよう
促す確実な国境及び移民政策を支持します。

緑の党は、気候変動から歴史的な所得不平等まで、地球
で最も困難な問題を解決する実行可能な策を支援します。
私たちは人々と地球を第一に考えます。

現在、選出公職に就いているCalifornia緑の党党員は55名
です。緑の党に投票することは、貧しい人々に耐乏生活を
強いることを反対し、公平性と持続可能性を支持すること
を意味します。緑の党政権は以下を意味します:

経済的公正
•	すべての人々のためのグリーンな生活賃金の職、手ご
ろな価格の住宅、単一支払者医療制度、労働者権利、
食物の安全を通じて貧困を撲滅

•	ウォール街でなくCaliforniaに投資するための、公有の
州営銀行

•	拘置でなく教育を行い、提案13と累進課税の改革によ
り公立単科大学/大学の授業料を無料化

選挙制度改革
•	公的資金による選挙で企業資金を排除

•	州議会と合衆国議会の比例代表制と州全域行政公職の
順位付投票により、民主主義を推進し代議制度を完全
化

•	上位二名制を撤廃
司法制度改革
•	死刑の廃止
•	刑務所建設の一時停止と民間刑務所の廃止
•	大麻の合法化
グリーンなエネルギーの未来
•	 Diablo Canyon原子力発電所の閉鎖
•	エネルギー効率化、省エネルギー、公有の安全できれ
いな再生可能エネルギーによる、ソーラー California

•	 化石燃料税、公共輸送機関、エコ都市
	緑の党に登録してください。緑の党に投票してくださ
い。

★ 緑の党 ★

★ 平和自由党 ★

平和自由党は、富裕層とその企業が自身のために国を動
かしているアメリカにある、労働者階級の党です。上司の
利益のために自身の健康、暮らし、地球を犠牲にする必要
はないはずです。社会が必要とするものの費用を支払うに
は、労働者によって富を築いた富裕層に課税すればよいの
です。私たちは以下の項目を支持します:

•	 すべての人に対する適切な職と労働権。
•	すべての人に対する幼稚園から大学まで無償の教育。
•	すべての人に対する無料の医療。
•	障害者に対する総合的サービス。
•	すべての兵士の即刻帰還。
•	すべての差別の撤廃。結婚の平等。
•	移民に対する完全な権利。

•	真の民主主義と公平な代議制度。
•	環境の修復と保護。
制度によって富裕層が優先される限り、私たちは、戦

争、警察による残忍な行為、低賃金、危険な職場、汚染に
苦しみます。私たちは、社会主義、所有権、労働者による
経済の民主的統制を擁護します。私たちが団結して産業と
天然資源を取り返せば、富裕層とその企業の奴隷になるの
ではなく、公共の利益のために民主的かつ協調的に力を合
わせることができるのです。

平和自由党に登録して、皆様が必要とするもののために
闘う平和自由党候補者に投票してください。

★ アメリカ独立党 ★

Peace and Freedom Party 
P.O. Box 24764 
Oakland, CA 94623

(510) 465-9414 
Ｅメール： info@peaceandfreedom.org
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★ 自由党 ★

もし社会生活の中で屈することなく、経済的に責任を持
つことができるのなら、自由党があなたの党です。

自由党の解決策は、私たちの経済を強化し州を統治
するための、最も実践的、実行可能、公平な解決策で
す。これらが過去十年間に実施されていれば、以下によ
り、Californiaの経済は好調になり、生活環境も望ましいも
のとなったでしょう:

•	 民間企業の繁栄
•	子供の教育は親が選択
•	民間健康保険の競合
•	地方と地区の政府の財政を破綻させない民間年金
•	 Californiaの選出された公職者を含めてCalifornia州民す
べてに平等に適用される法律

自由党は以下の項目に力を尽くします：
•	政府の運営を縮小し、それにより政府支出を抑え、減
税する（税金によって支援され、政府の運営、公共安

全、教育、医療、退職後の生活を脅かさずに閉鎖する
ことが可能な政府機関は300以上）

•	市、郡、州の財政を破綻させている公務員年金の改革
•	費用効率が高いサービス提供者が提供すべき政府サー
ビスを民営化

•	雇用を創出する民間企業開発を促進
•	法の下での平等な取り扱いをすべてのCalifornia州民に
保証

•	ワインの成人規制のように大麻を規制して、未成年者
が入手しにくいようにする

•	非常勤議員の採択
	自由党候補者は、支持を受け選出された暁にはこれらの
改革を実行します。

Libertarian Party of California  
Kevin Takenaga、議長 
770 L Street, Suite 950 
Sacramento, CA 95814-3361

(916) 446-1776 
Ｅメール： office@ca.lp.org 
ウェブサイト： www.ca.lp.org

★ アメリカンズエレクト党 ★

陳述は提出されていません。

★ 共和党 ★

C a l i f o r n i a 共和党は、減税し、官僚主義を排除
し、Californiaに企業を呼び戻すことによって、Sacramento
の現状を打破し、経済成長と革新における国家のリーダー
として州を立て直すことを目指します。

私たちは、活力ある経済によって、働く意欲と能力があ
るすべての人に雇用と機会が創出され、それによって人々
の安全が再び保証されるようなCaliforniaを築くことに貢献
したいと思っています。

共和党は、わが州の経済の成長と州民の皆様が求める雇
用や機会の創出を実現するために、肥大化した無駄の多い
政府に改革をもたらし、財産権を守り、すべての家庭に教
育の選択肢を提供し、納税者の皆様への負担を軽減する政

策を支持しています。
共和党は、特別利益団体や大きな政府ではなく、一般の

California州民の皆様の擁護者です。私たちは、個人の自由
を守り、機会均等を提供し、すべてのCalifornia州民が将来
のために働き貯蓄し投資できるよう、闘っています。

私たちの民主主義は、善良な人々が一歩踏み出して参加
する決心をしたときに初めて機能します。私たちはあなた
に扉を開き、あなたがCalifornia州共和党に加わって、この
Californiaを守り、発展させ、立て直す個人的ご決断をすぐ
にでも下されることを願っています。詳細はウェブサイト
cagop.orgをご覧ください。

California Republican Party 
Jim Brulte、議長 
1121 L Street, Suite 207 
Sacramento, CA 95814

(916) 448-9496 
ウェブサイト： www.cagop.org

★ 民主党 ★

民主党は、Californiaの経済的繁栄はウォール街の銀行で
なく勤労者世帯の福利に根差していると信じています。

Californiaでは、Jerry Brown州知事のリーダーシップの
下、民主党の解決政策によって、均衡予算が実現し、教育
予算の削減が抑えられ、家族のための手ごろな料金の医療
の利用が拡大されました。

民主党は、再生可能なエネルギー源への投資拡大に取り
組み、大学の学費を中流階級にとって手ごろな額に維持す
るため闘っています。

私たちは、学校と地方公共安全は守らなければならない
重要な優先事項だと信じています。

民主党は、人種、宗教、民族性、性的指向に関係なく、
成功する機会がすべてのCalifornia州民に平等に与えられれ
ば、州が最も良く機能するということを理解しています。

皆様のお力添えで、民主党は、州と国両方の課題に取り
組む大胆で革新的な解決策を生み出していきます。

詳細はwww.cadem.orgをご覧ください。

California Democratic Party 
John L. Burton、議長 
1401 21st Street, #200 
Sacramento, CA 95811

Ｅメール： info@cadem.org 
ウェブサイト： www.cadem.org 
Facebook： facebook.com/cadems 
Twitter： @CA_Dem
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州全域選挙公職候補者の 
選挙運動出費自主制限
California州法は、州全域公職（連邦公職は含まれない）に立候補する候補者の出費自主制限につ
いて定めています。指定額内に収めることを選択した州知事、州副知事、州務長官、会計監査
官、財務担当官、司法長官、保険委員、公共教育教育長、査定平準委員会委員の候補者で、選挙
費用を決められた額以下にすることを選択する候補者は、州全域投票情報ガイドの250語以内の候
補者声明スペースを購入できます。

以下の一覧では、California選挙運動出費自主制限を受け入れ、その結果として本投票ガイド内の
候補者声明のスペースを購入する選択肢を持つ候補者をアスタリスク（*）で示しています。有資
格候補者の中には候補者声明のスペースを購入しない候補者もいます。候補者声明は24ページか
ら39ページに記載されています。

2014年6月3日の州全域直接予備選挙における州知事候補者の出費制限は$8,166,000です。

2014年6月3日の州全域直接予備選挙における州副知事、州務長官、会計監査官、財務担当官、司
法長官、保険委員、公共教育教育長の候補者の出費制限は$5,444,000です。

2014年6月3日の州全域直接予備選挙における査定平準委員会委員の候補者の出費制限は$1,361,000
です。

これらの選挙項目における選挙運動献金に関する詳細はhttp://cal-access.sos.ca.govをご覧ください。

以 下 の 州 全 域 選 挙 公 職 候 補 者 一 覧 は 、 公 式 投 票 情 報 ガ イ ド に 義 務 付 け ら れ る 公
示 期 間 の 末 日 で あ る 2 0 1 4 年 3 月 1 0 日 ま で 有 効 で す 。 最 終 的 な 候 補 者 の 一 覧 は 、 
www.sos.ca.gov/elections/elections_cand.htmをご覧ください。

州知事
*	 Akinyemi Agbede	 民主党
*	 Richard William Aguirre	 共和党
*	 “Bo” Bogdan Ambrozewicz	 支持政党なし
*	 Andrew Blount	 共和党
	 Edmund G. “Jerry” Brown	 民主党
*	 Janel Hyeshia Buycks	 支持政党なし
*	 Glenn Champ	 共和党
	 Rakesh Kumar Christian	 支持政党なし
*	 Tim Donnelly	 共和党
	 Neel Kashkari	 共和党
*	 Joe Leicht	 支持政党なし
*	 Robert Newman	 支持政党なし
*	 Luis J. Rodriguez	 緑の党
*	 Cindy L. Sheehan	 平和自由党
	 Alma Marie Winston	 共和党

州副知事
	 David Fennell	 共和党
*	 Jena F. Goodman	 緑の党
	 Amos Johnson	 平和自由党
*	 Eric Korevaar	 民主党
*	 Ron Nehring	 共和党
	 Gavin Newsom	 民主党
*	 Alan Reynolds	 アメリカンズエレクト党
	 George Yang	 共和党
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州全域選挙公職候補者の 
選挙運動出費自主制限

州務長官
*	 Roy Allmond	 共和党
*	 Derek Cressman	 民主党
*	 David Curtis	 緑の党
*	 Jeffrey H. Drobman	 民主党
*	 Alex Padilla	 民主党
*	 Pete Peterson	 共和党
*	 Dan Schnur	 支持政党なし
*	 Leland Yee	 民主党

会計監査官
*	 Tammy D. Blair 	 民主党
*	 David Evans	 共和党
	 John A. Pérez	 民主党
	 Ashley Swearengin	 共和党
*	 Laura Wells	 緑の党
*	 Betty T. Yee	 民主党

財務担当官
*	 Ellen H. Brown	 緑の党
*	 John Chiang	 民主党
	 Greg Conlon	 共和党

司法長官
*	 Ronald Gold	 共和党
*	 John Haggerty	 共和党
	 Kamala D. Harris	 民主党
*	 Jonathan Jaech	 自由党
	 David King	 共和党
*	 Orly Taitz	 支持政党なし
	 Phil Wyman	 共和党

保険委員
*	 Ted Gaines	 共和党
*	 Nathalie Hrizi	 平和自由党
*	 Dave Jones	 民主党

査定平準委員会委員 
第1区
*	 Chris Parker	 民主党
*	 George Runner	 共和党

査定平準委員会委員 
第2区
*	 Fiona Ma	 民主党
*	 James E. Theis	 共和党

査定平準委員会委員 
第3区
*	 Jerome E. Horton	 民主党

査定平準委員会委員 
第4区
*	 Lewis Da Silva	 共和党
*	 Diane L. Harkey	 共和党
*	 Shirley Horton	 共和党
*	 John F. Kelly	 共和党
*	 Nader Shahatit	 民主党
	 Van Tran	 共和党

公共教育教育長
*	 Lydia A. Gutiérrez	 無党派
*	 Tom Torlakson	 無党派
*	 Marshall Tuck	 無党派



24 | 候補者声明

公職別候補者声明
★ 州知事 ★

声明の記載順序は抽選により決定されました。このページの声明は候補者によって提供されたものであり、
その正確性については確認されていません。各声明は候補者が任意に提出し、候補者の費用で印刷されています。

声明を提出しなくても候補者名は投票用紙に記載されます。

•	 州の最高行政責任者として、州の部門及び機関のほぼすべてを監視し、裁判官を指名する。
•	 新法を提案し、法律を承認又は拒否する。
•	 年間州予算を編成し、提出する。
•	 緊急時に州の資源を動員し、割り当てる。

ROBERT NEWMAN	 P.O. Box 8446	 (909) 798-1101	
支持政党なし	 Redlands, CA 92375	 newmannotes@roadrunner.com	
	 	 newman4governor.org

私は州知事に立候補しています。私は、腐敗した無能な政府による盗みと乱用、そしてそれを支持する政
党にうんざりしています。Californiaの貧困率は最も高いものとなっています。失業率と暴力犯罪率は全米
平均より高く、税率は全米でも最高レベル、学校は最低レベルです。さらに、壊滅的な規制環境によって
企業が排除され、暗い未来が待っています。私たちはもっといい待遇を得る資格があるのです。私の基本
要綱であるCalifornia革命は、州の主権を守り、手取り賃金を増やし、年金を守り、学校を地元の管理下に
戻し、農業用水を増やし、減税し、規制を緩和し、銃を所持する権利を含む憲法上の権利を回復し、効率
が良く費用があまりかからない小さな政府を実現します。私は神を信じ、中絶反対、家族主義です。

TIM DONNELLY	 5850 Oberlin Dr., Suite 240	 (760) 933-8460	
共和党	 San Diego, CA 92121	 tim@electtimdonnelly.com	
	 	 www.electtimdonnelly.com

私は政治家ではなく愛国者です。私がポケットに$300を入れてCaliforniaに来た19歳のとき、Californiaは
チャンスにあふれる地でした。夢を制限するのは、何を心に描くことができ、どれだけ頑張る意欲がある
かだけでした。十年のうちに私は素晴らしいCaliforniaの若い女性と結婚しました。二人の幼い息子がいる
未亡人です。私たちは一緒に5人の息子を育て、製造事業を開始して成功しました。私は、8年間、作業刑
務所で聖書の勉強会や生活技能を学ぶクラスを主催することによって、コミュニティに奉仕しました。私
はCaliforniaドリームを実現していましたが、抑圧的な規制によって顧客が州外に追いやられ、廃業に追い
込まれました。大きくなる一方の政府は将来に対する最大の脅威です。私は州を取り戻し、自由を取り戻
したいのです。私が望むのは、私を統制しようとするのでなく自らを統制する政府です。次が、すべての
California州民に機会を取り戻すための方策です。州知事として、私は以下を行います：事業、自由、憲法
で保障された市民権に対する新たな制限をすべて拒否します。入ってくる金額より支出が多いような予算
は絶対に提出しません。雇用を絶滅危惧種のように扱い、必要とあれば何としてでも守ります。すべての
勤勉なCalifornia州民のために、税率引き下げを目指して闘います。受刑者の早期出所を廃止し、一般市民
を凶悪犯罪者から守ります。子供たちを最優先に考えることにより、教育を改革します。政府が拡大する
と自由は縮小します。政府が増大化すると機会は減少します。Californiaへの支持を表明してください!愛す
る州に誇りを取り戻しましょう。

LUIS J. RODRIGUEZ	 P.O. Box 328	 (818) 898-0013	
緑の党	 San Fernando, CA 91341	 info@rodriguezforgovernor.org	
	 	 http://rodriguezforgovernor.org/

新しいCaliforniaを想像してみてください。私が州知事となったら、企業支配を抑制し、貧困をなくすため
に資源を調整し、科学的根拠に基づく調停、待遇、職業訓練、修復的正義の手法により、経費がかさんで
効果的でない刑務所制度を根本的に見直し、すべての人にきれいで地球に優しい環境を提供し、無料で質
の高い教育と医療を実現し、すべての地域で芸術と文化を享受できるようにします。実現可能です：万人
のための健全で繁栄したコミュニティ。www.rodriguezforgovernor.org
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“BO” BOGDAN AMBROZEWICZ	 	 (530) 575-7454	
支持政党なし	 	 bogdan1017@yahoo.com	
	 	 www.boambroz.com

無所属：無党派、California州民を団結。“Bo”、設計者、建設者、35年の経験。10歳のときにCaliforniaに移
民。女性とマイノリティの権利。新規企業の初年度料金の免除。既存企業の料金の25%引き下げ。事業投
資減価償却の50%加速。不動産税の50%減税。建築許可証の50%削減。火災税の撤廃。大学授業料の25%削
減。高齢者割引制度。入国管理改革。水の問題を解決するため	、列車及び水路トンネルを撤廃。その他の
提案：www.boambroz.com

RICHARD WILLIAM AGUIRRE	 	 (619) 961-8676	
共和党	 	 richard@aguirreforgovernor.com	
	 	 aguirreforgovernor.com

aguirreforgovernor.com

ANDREW BLOUNT	 25473 Nellie Gail Road	 (949) 342-6398	
共和党	 Laguna Hills, CA 92653	 andrew@andrewblount.com	
	 	 www.andrewblount.com

私はCaliforniaを愛しています!私は二十年前、$17とより良い人生への希望を持ってCaliforniaに引っ越して
きました。Californiaは、私にソフトウェア事業を築き、家庭を持ち、Laguna	Hills市長を務める自由を提
供してくれました。妻のMichelleと私は毎年、Blount家クリスマスライトショーを催し、何千人もの人に
家の中を案内して、家族、夢、人生、苦労について話を分かち合います。農業からテクノロジーまで、ア
メリカが大切にしているものの多くは、この地から始まっています。Californiaは他の州とは異なります。
より大きな夢を見て、より大きく育て、より大きく築きます。私が皆様に求めることはまさにそれです。
そうした考えから、私は異なる道を進みました …Californiaの道です。この選挙中、私は皆様が苦労して
稼いだ金銭を要求したことはありません。ただ投票して私を州知事に選出してくださるよう求めているの
です。Californiaは売り物ではなく、この選挙も売り物ではありません。収入が支出より速く増えるべきだ
と思うなら、私に投票してください。学校では就職に役立つ技能を教えるべきだと思うなら、私に投票し
てください。大学の学費が高すぎると思うなら、私に投票してください。家族を養い、退職後のために十
分な貯蓄をする均等な機会が、すべての勤勉な人々に与えられるべきだと思うなら、私に投票してくださ
い。楽しみにしてください!すべてのCalifornia州民は、一人一人に内在する素晴らしいものを実現するのに
必要なものを持っています。繁栄を今、現実にしましょう。www.andrewblount.com

JOE LEICHT	 316 Encino Lane, Unit A	 jedleicht@aol.com	
支持政党なし	 San Clemente, CA 92672	 www.joeforgov.org

無所属である私は、両党のリーダーと協力してCaliforniaを正しい方向に向けることができる独特な位置に
います。私に投票すれば、成果を期待する、いや要求するという、強力なメッセージを両党に送ることに
なります。力を合わせれば、私たちが望むCaliforniaを築くことができます。詳細はwww.joeforgov.orgをご
覧ください。

CINDY L. SHEEHAN	 2124 Kittredge St. #104	 (916) 905-5167	
平和自由党	 Berkeley, CA 94704	 cindy@cindy2014.org	
	 	 http://www.cindy2014.org

私はCaliforniaのすべての人々のために尽力します。すべての人に質の高い教育と医療を提供し、生活給を
確保し、権力を乱用する警察と刑務所をコミュニティで監督し、平和で、繁栄し、環境がきれいで持続可
能な州を創り出すために、力を合わせましょう。私は、貧困をなくすために超富裕層に対する増税を行う
ことを誓います。平和自由党に登録してください。

GLENN CHAMP	 P.O. Box 310	 (559) 855-2817	
共和党	 Tollhouse, CA 93667	 bjhancock@netptc.net	
	 	 www.champforgovernor.com

私は、経済を改善させる憲法に対する責任を、選出された公職に取らせることによって混乱を一掃する、
唯一の候補者です。www.champforgovernor.com
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•	 州知事の弾劾、死亡、辞職、罷免、州に不在の際に、州知事の職と任務を引き継ぐ。
•	 州上院の議長を務め、決定票を投じる。
•	 経済開発委員会の議長、州有地委員会の委員、California大学制度役員会の役員を務める。

RON NEHRING	 	 ron@ronnehring.com	
共和党	 	 www.ronnehring.com

Californiaには世界で最も革新的で勤勉な人々が住んでいますが、高い税と失業率、そして雇用にとって米
国で最悪のビジネス環境に押しつぶされています。共和党の考えを実行に移して、明確な優先順位を付け
ましょう：税制を改革して、減税し、税制を単純化し、公平にする。政府支出を制限する。高い基準を設
定して、教育を地元の学校の管理下に戻す。提案13を守って自家所有者と高齢者を保護し、不動産税を低
く抑える。危険な犯罪者の早期出所を停止して地域を守る。無駄の多い「高速鉄道」事業を廃止し、通勤
時間を短縮するため道路を改善して基幹施設を整備し、水を必要とする人々や農場に届ける。力を合わせ
れば実現できます。

ALAN REYNOLDS	 www.facebook.com/reynolds4california	 reynolds4california@gmail.com	
アメリカンズエレクト党	 Twitter：@alansreynolds	 www.alansreynolds.com

「我ら人民」。それは、党派や企業や特別利益団体のことではありません。財務責任、社会的公正、政府
の説明責任。家族/コミュニティ重視、失業経験があり、あなたの痛みが分かります。現実主義、誠実、率
直、「非政治家」。共和党/民主党でなく、ほとんどの人と同様に、両方を少しずつ取り入れ、多くは両方
の中間。130万人のCalifornia州民が、政治革新を求めて請願書に署名しました（政党でなく候補者に）。	
Californiaの得意分野は?革新。州副知事は党員集会を変えません。予備選挙上位2位。革新する価値があり
ますか?支持者：www.modernwhig.org、www.reformparty.org、www.alansreynolds.com

ERIC KOREVAAR	 1720 Torrey Pines Rd.	 (858) 692-0459	
民主党	 La Jolla, CA 92037	 electamoderate@voteforeric.com	
	 	 www.voteforeric.com

職業政治家でなく博士号を持つ科学者である私は、必要とされる分析能力と革新的な思考をSacramento州
政府にもたらします。幼い子供の父親であり、優れた金銭管理能力を生かして企業家としても成功してい
る私は、学校教師と高等教育に対する資金提供は政府間接費の支出より優先するべきだと強く信じていま
す。従って、私は他の州公職者に財政緊縮の模範を示すため、州副知事のスタッフと予算を50%削減し、
年金を受け入れません。私は州副知事として、力のほとんどを効率的で費用効果の高い政府を持つ権利を
求めて闘うために注ぎます。皆様のご一票を謹んでお願いするとともに、皆様からアイディアを寄せてい
ただけることを期待しております。
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•	 州の最高選挙責任者として、州全域選挙を監督し、選挙運動とロビー活動に関する財務情報
への公共アクセスを提供する。

•	 特定の種類の企業及び商標の登録と認証を行い、公証人を規制し、有担保債権者が金銭的利
益を守ることを可能にすることにより、Californiaの企業を支援する。

•	 California州の歴史的財産を取得、保護、共有することにより、州の歴史を保存する。
•	 同棲者及び医療治療事前指示書を登録し、住所の秘密を守られる権利を持つ家庭内暴力被害

者とその他の特定の人々の住所を保護する。

JEFFREY H. DROBMAN	 2586 Northlake Circle	 (818) 590-1603	
民主党	 Westlake Village, CA 91361	 jhdphd@alumni.ucla.edu	
	 	 http://drjeffsoftware.com/candidates/drobman

投 票 を も っ と   … ア ク セ ス 可 能 、 便 利 、 安 全 に す る た め 、 安 全 な オ ン ラ イ ン イ ン タ ー
ネ ッ ト 投 票 を 実 現 し ま し ょ う 。 ど こ で も 、 い つ で も 、 ど の デ バ イ ス で も 投 票 で き ま
す。https://www.facebook.com/drobman.candidate.calsos

ROY ALLMOND	 915 L Street #C234	 (916) 761-2568	
共和党	 Sacramento, CA 95814	 2014election@runroyrun.org	
	 	 runroyrun.org

私 に 投 票 し て く だ さ い 。 投 票 し て く だ さ れ ば 、 あ な た は 誇 り に 思 う で し ょ う … 私 は 神
の摂理の加護を確固として頼りにし、私の命、運命、神聖な名誉をかけて誓約します !	
敬具、Roy	Allmond.	royallmond@reagan.com,	royallmond@1791.com		#Article5

ALEX PADILLA	 969 Colorado Blvd., Suite 104	 (818) 253-9140	
民主党	 Los Angeles, CA 90041	 ideas@alex-padilla.com	
 	 	 www.alex-padilla.com

Alex	Padillaは、物事を成し遂げるために党を超えて協力する術を心得ており、両党と力を合わせて、教
育改善から患者保護まで80以上の法律を通過させました。彼は再生可能なエネルギーを支持し、2020年
までにCaliforniaの電力の三分の一が再生可能エネルギーによるものとなります。重罪犯罪者が防弾チョ
ッキを購入することを禁じる法律を通過させてコミュニティの安全を保つことに献身しているため、消
防士、警官、看護師はPadillaを支持しています。Alex	Padillaは州務長官としても同様に有能です。彼は企
業による雇用創出を助けます。企業は、州務長官による操業開始の承認を何カ月も待っています。Padilla
は、新規企業がオンラインで申請して5営業日以内に操業を開始できるようにします。彼は投票を近代化
して、都合の良い時に都合の良い場所で投票できるようにします。Padillaは、California中の高校を訪れて
18歳の生徒たちに登録と投票を奨励し、若者に刺激を与えます。Padillaは、誰が選挙運動の資金を提供し
ているのか有権者が知ることができるよう、選挙運動献金を毎週報告することを支持します。Padillaは州
務長官事務局を監査して、税金が賢明かつ効率的に使われ成果が出ていることを確かめます。彼は、全市
民が脅迫されることなく投票できるよう、投票権法の復活に力を尽くします。Alex	Padillaは移民の息子
で、Massachusetts工科大学への奨学金を獲得し、工学の学位を取得して卒業しました。そしてAlex	Padilla
は、政府が何でも知っているわけではないことを理解しています。そのため、彼はCaliforniaの58郡すべて
を訪れ、有権者、地元の公職者、コミュニティリーダーと会っています。Alexは皆様の声をお聞きしたい
と願っております。ideas@alex-padilla.comまでお送りください。
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PETE PETERSON	 19528 Ventura Blvd., Suite 507	 (323) 450-7536	
共和党	 Los Angeles, CA 91356	 campaign@petesos.com	
	 	 www.petesos.com

私が州務長官に立候補しているのは、California州政府に有権者や小企業に対するより良い対応を求め、透
明性を高めさせ、説明責任を取らせる闘いを主導して、初の「最高エンゲージメント責任者」をCalifornia
州民に供与するためです。経験を積んだリーダー：Pepperdine大学Davenport公共政策研究所のエグゼクテ
ィブディレクターとして、私は当州の各地を回って、Californiaの市民関与を高めるための手続きやテクノ
ロジーの改善について地方政府の訓練とコンサルティングを行ってきました。政治家に説明責任を取らせ
る：Sacramento州政府は、問題を解決せずに権力を利用して政界の階段を上る政治家の温床となっていま
す。私は政治家ではありませんが、独特の経歴によりこの公職に就く準備ができています。市民関与と民
間部門でのダイレクトマーケティングの仕事の経歴をSacramento州政府に持ち込み、投票制度の完全性を
保護しながら、情報に通じた有権者の参加を拡大します。雇用と企業を取り戻す：Californiaでは、不況が
始まって以来、他のどの州よりも多くの雇用が失われました。当州は、小企業の創業または成長が最も困
難な州の一つです。私はテクノロジーの経験を生かしてオンライン事業申請を可能にし、事業登録の所要
時間を最長48時間とする制度を実施し、理不尽な営業免許税（「LLC料金」）の減税を求めて闘います。
また、州を出て行く企業について年次調査を行い、その情報を公開します。政府は、市民に対して説明責
任を負えばうまく機能します。この変革を実現できるよう、私への投票を謹んでお願いいたします。

DAN SCHNUR	 P.O. Box 984	 (424) 209-2936	
支持政党なし	 Willows, CA 95988	 info@4schnur.com	
	 	 http://www.4schnur.com

California公正政治実践委員会の議長を務めるため四年前にSacramento州政府に来たとき、私はそこで見た
光景に愕然としました。選挙運動の資金調達は、手に負えない状態でした。議員たちは特別利益団体から
選挙運動献金を巻き上げてから、議会に急いで引き返して、その特別利益団体の利益になる法律に投票し
ていました。Sacramentoの政治風土は腐敗したものとなり、州上院議員一人は賄賂でFBIが捜査中、もう一
人は不正投票と偽証という八件の重罪の訴因で有罪判決を受けています。民主党も共和党もこの混乱の収
拾を拒否しています。無党派の州務長官として、私は両党に立ち向かい、立法期中で皆様と皆様の家族に
影響する法案に投票している間は政治家による資金調達をすべて禁止することを求めて闘います。立法者
は、皆様の利益を代表するという任務を遂行するために選出されているのですから、私は立法者に、次の
選挙運動の資金を調達する前にその任務を遂行するよう圧力をかけます。審判はドジャースのユニフォー
ムもジャイアンツのユニフォームも着用すべきではありませんが、最高選挙責任者も同様に、どちらの政
党にも属すべきではありません。だからこそ、私は無所属無党派の州務長官候補者として立候補している
のです。非常に重要な政治を政治家任せにするわけにはいかないからです。厳しい新たな腐敗防止法を通
過させ、選挙運動資金調達の開示と透明性に関する規則の厳格化を要求し、学校での公民教育を拡大し、
勤勉なCalifornia州民が小企業を開始して雇用を創出しやすくするために、私と共に闘いましょう。力を合
わせれば、政治を再びうまく機能させることが可能です。

DAVID CURTIS	 	 www.votedavidcurtis.org	
緑の党

選挙運動資金を公的資金で調達して、政治から金銭を追い出します。政治討論にはすべての候補者を参加
させなければなりません。上位二名予備選挙を撤廃します。複数区内で比例代表制を確立します。私たち
の市民的権利を回復します。監視とデータマイニングをやめさせます。企業は環境を改善し、生活給を支
払わなければなりません。GMOを表示し、大麻を合法化し、原子力発電所を閉鎖し、水圧破砕法を禁止
し、化石燃料から脱却します。David	Curtisに投票してください。
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★ 州務長官 ★	 続き

声明の記載順序は抽選により決定されました。このページの声明は候補者によって提供されたものであり、
その正確性については確認されていません。各声明は候補者が任意に提出し、候補者の費用で印刷されています。

声明を提出しなくても候補者名は投票用紙に記載されます。

DEREK CRESSMAN	 1787 Tribute Rd., Suite K	 (916) 538-4564	
民主党	 Sacramento, CA 95815	 info@derekcressman.com	
	 	 www.derekcressman.com

私が州務長官に立候補しているのは、皆様の票がCaliforniaにとって価値あるものとして重視されるように
するためです。市民の声が企業や億万長者によってかき消されてはなりません。秘密の州外団体が2012年
のCalifornia州選挙に1,100万ドルを送り込んだとき、私は内部告発し、その結果、Koch兄弟の巨額政治ネッ
トワーク内に存在する二つの偽装団体が記録的な罰金を科されました。単に資金調達の日程を変更するの
でなく、企業資金を政治から排除しなければなりません。Common	Causeなどの無党派の善政擁護団体で19
年間プロとして働いた私は、他のどの候補者より管理と選挙政策の経験が豊富です。私は、金銭は言論の
自由であり企業は憲法上の権利を持つとした最高裁判所の判決を覆すよう迫ります。企業は人間ではあり
ません。私たちが吸っている空気を吸ったり、子供を学校に通わせたりしません。私は、企業による選挙
への干渉を阻止します。Common	Causeの全米改革リーダーとして、私はCitizens	Unitedを撤回し、企業によ
る選挙運動出費の禁止を合衆国議会に要求する投票法案を起草し、Los	 AngelesとSan	 Franciscoの有権者の
4人に3人以上がこの法案を承認しました。私は、Californiaの有権者が特別利益団体に立ち向かい、スーパ
ーPACを暴露し、選挙の完全性を守るために必要な、厳しい監視者を務めてきました。州務長官として、
私はこの投票情報ガイドを改善してデジタル形式にして、全候補者のオンラインビデオを公開し、選挙運
動献金を迅速に開示します。私は、Bowen州務長官が取り組んできた有権者登録と事業登録制度の近代化
を引き継いで最後まで成し遂げます。州務長官にはDerek	Cressmanに投票してください。

LELAND YEE	 P.O. Box 22607	 info@lelandyee.com	
民主党	 San Francisco, CA 94122	 itsyourcalifornia.org

現今、投票を困難にする法律を通過させる州があります。Californiaもかつてはそのような州でした。
しかしCalifornia州民は、当州を排他の地から統合の地へと変換させました。私が起草した法律によっ
て、オンライン有権者登録で民主主義を享受できるCalifornia州民の数は911,145人増加しました。あ
なたのCalifornia州です。Itsyourcalifornia.orgは、California州民の登録者をさらに百万人増やす運動で
す。itsyourcalifornia.orgアプリによってスマートフォンが有権者登録サイトに変身し、友人、級友、家族に
力を与えます。このアプリはitsyourcalifornia.orgでダウンロードすることができます。個人的責任を負い、
自身の役割を果たすことにより、私たちはCaliforniaをより良い場所にしているのです。Sarah	Palinが報酬
を受け取ってCalifornia州立大学で演説をした際、私は金銭の出どころを暴き出し、政府機関が税金の使途
を隠蔽することを阻止する法律を起草しました。あなたのCalifornia州です。私は、移民の大学生に対する
授業料差別を撤廃するために闘い、夢を追うこれらの人々がアメリカンドリームを追いかけることができ
るようにしました。あなたのCalifornia州です。私たちは力を合わせて結婚の平等を求める闘いに勝ちまし
た。あなたのCalifornia州です。私は、Planned	Parenthoodによって100%と評価された実績、環境保護の実
績、良識ある法執行の実績を誇りに思っています。そして、私たちは屈辱的に低かった最低賃金をついに
引き上げることに成功しました。すべきことはまだ多くあります。憲法の下、州務長官の任務はCalifornia
州民にCaliforniaを統治する権限を与え、公正な選挙を保障し、特別利益団体を暴露し、腐敗を防止するこ
とです。私はすべての人を代表する民主党員です。皆様の州務長官になりたいと願っています。
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★ 会計監査官 ★

声明の記載順序は抽選により決定されました。このページの声明は候補者によって提供されたものであり、
その正確性については確認されていません。各声明は候補者が任意に提出し、候補者の費用で印刷されています。

声明を提出しなくても候補者名は投票用紙に記載されます。

•	 州の最高財政責任者として、すべての公的資金を扱う州の会計士及び簿記係の役割を果たす。
•	 州の給与支払制度と未請求資産法を管理する。
•	 査定平準委員会、管理委員会など、多数の役員会及び委員会で役員を務める。
•	 監査及び州運営の見直しを実施する。

LAURA WELLS	 P.O. Box 10181	 (510) 225-4005	
緑の党	 Oakland, CA 94610	 info@laurawells.org	
	 	 www.laurawells.org

州営銀行。99%でなく超富裕層に課税しましょう。優れた教育、経済、医療、環境のための解決策はあり
ますが、企業によって資金を提供されている政治家はそれを実施しません。彼らが勝てばあなたの負けで
す。私は、金融業界で20年以上のIT/情報技術経験を持つ政治活動家です。会計監査官候補者Laura	 Wells、
財務担当官候補者Ellen	Brownなど、企業資金に反対の候補者に投票してください。

DAVID EVANS	 P.O. Box 2227	 (760) 382-8031	
共和党	 California City, CA 93504	 devans@evansbusiness.com	
	 	 www.evans4controller2014.com

会計監査官の資格を最も備えています。

BETTY T. YEE	 381 Bush Street, Suite 300	 (415) 692-3556	
民主党	 San Francisco, CA 94104	 info@bettyyee.com	
	 	 www.bettyyee.com

私たちには、特別利益団体の利益となる税金の抜け穴をふさぎ、大企業に応分の負担をさせるために闘
う、会計監査官が必要です。私たちにはBetty Yeeが必要です。私たちには、現実的な財政規律を州政府に
もたらし、浪費や無駄を監視する財務監視役を務める会計監査官が必要です。私たちにはBetty Yeeが必要
です。Betty Yeeは査定平準委員会の委員として、無駄の多い支出を指摘し、納税の義務を逃れる脱税者を
特定し、一時借入金について一切を明らかにして、私たちの税金を守りました。Betty Yeeは、悪徳企業が
法を順守する納税者に害を与える地下経済を取り締まる取り組みを主導しました。彼女は、役員会により
高い透明性と説明責任をもたらし、納税者や有権者に対する対応を改善させました。また、通常の販売業
者が納税するようにCaliforniaでの売上に対してオンライン小売業者に納税させ、同性カップルに対する
税上の公平性を向上し、環境に優しい経済において優れた職を促進するため税規則を更新することに尽力
しました。Betty Yeeは州の予算と財政政策に関して非常に資質が高く、その分野の専門家として認められ
ています。彼女は行政学修士号を持ち、California州財務部門で予算担当副局長を務めました。Betty	Yee
は、California教員連盟、California看護師協会、California全米女性擁護組織（NOW）、全米農場労働者連合共
同創設者Dolores Huertaから、会計監査官候補として誇りを持って支持されています。Betty	Yeeは、California
の家庭のために闘う州会計検査官となります。詳しくは以下までご連絡ください：www.bettyyee.com
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★ 財務担当官 ★

声明の記載順序は抽選により決定されました。このページの声明は候補者によって提供されたものであり、
その正確性については確認されていません。各声明は候補者が任意に提出し、候補者の費用で印刷されています。

声明を提出しなくても候補者名は投票用紙に記載されます。

•	 州の銀行役員として、州の投資を管理する。
•	 州の公債と中期州債の売却を管理し、ほとんどの政府資金に対する投資担当官を務める。
•	 複数の委員会の委員又は議長を務める。これらの委員会のほとんどは公債の販売に関連する。
•	 会計監査官及び他の州機関が政府資金を支出する際に、それを支払う。

ELLEN H. BROWN	 26375B Oak Highland Dr.	 (661) 252-8773	
緑の党	 Newhall, CA 91321	 ellenhbrown@gmail.com	
	 	 ellenbrown4treasurer.org

私は執筆家、弁護士、公庫協会会長であり、Californiaの支払能力と繁栄を回復する実証済みの計画を持っ
た候補者です。公有銀行によって豊かな社会を作ることができるということは、世界中で何世紀にもわた
って実証されてきました。アメリカで唯一州立銀行を持つNorth Dakota州は、州の負債が全米で最も少な
く、差し押さえや失業も最小です。私は財務担当官として、2011年に両院で可決されたCaliforniaの公庫
法を復活させることに力を尽くします。公有銀行により、雇用を創出する基幹施設プロジェクトや公共サ
ービスに現在支払われている巨額の利子を取り戻して、州の融資費用を30%以上削減できる可能性があり
ます。今こそウォール街のカジノから抜け出して私たち自身の銀行を作り、州民に利益をもたらすときで
す!www.publicbanksolution.comをご覧ください。

JOHN CHIANG	 	 electjohnchiang@gmail.com	
民主党	 	 electjohnchiang.com

John	Chiang州会計検査官は、Californiaの独立監視役として私たちの税金を守ってきました。次期州財務担
当官として、John Chiangは、政府支出の透明性と説明責任を改善する取り組みを継続します。John Chiang
は、無駄、詐欺、乱用を排除して、州の納税者のために何十億ドルもの経費削減をしてきました。John	
Chiangは監査権限を活用して、70億ドル近い額の税金の無駄や不適切な管理を特定しました。Bell市での
スキャンダルの後、住民が乱用を発見するのに役立つよう、John Chiangは給与をオンラインで掲載しま
した。John Chiangは、銀行や企業が何百万人もの住民に返却義務を負う現金27億ドルと株式1億8,100万ド
ルを住民に返却しました。John Chiangは、生命保険会社40社の監査を開始し、保険契約者と受取人に死
亡保険金を支払わないという、業界全体で行われている慣行をやめさせる先導をしています。保険会社18
社との和解により、California州民に対して2億6,700万ドル、全米では24億ドルの未払い保険金の返却が、
保険会社に義務付けられます。John Chiangは、年金と倫理の改革を主導しています。年金目的の給与水
増しを一掃し、州の退職者の医療費の財源がないことにより迫り来る州の危機の解決に力を尽くしていま
す。John Chiangの部署では高齢者や勤労世帯に無料納税相談を提供し、税金還付や税額控除によって多額
の節税を助けています。彼は、小企業や非営利団体を対象に、複雑な税規制を解説する無料セミナーを主
催しています。John Chiangは州政府における私たちの擁護者です。Californiaの次期州財務担当官として、
これからもJohn	Chiangに私たちのための闘いを続けてもらいましょう。www.electjohnchiang.com



32 | 候補者声明

★ 司法長官 ★

声明の記載順序は抽選により決定されました。このページの声明は候補者によって提供されたものであり、
その正確性については確認されていません。各声明は候補者が任意に提出し、候補者の費用で印刷されています。

声明を提出しなくても候補者名は投票用紙に記載されます。

•	 州の最高法務責任者として、州法が一貫性をもって適切に執行されるよう監督する。
•	 州の法務と地方法執行の支援を提供する任務を負う法務省を率いる。
•	 州の訴訟において最高弁護士の役割を果たす。
•	 郡地区司法長官及び保安官を含めた法執行機関を監督する。

ORLY TAITZ	 29839 Santa Margarita, Ste. 100	 (949) 683-5411	
支持政党なし	 Rancho Santa Margarita, CA 92688	 orly.taitz@hushmail.com	
	 	 runorlyrun.com

Dr. Orly Taitz, Esq.は、CAの認定弁護士で、免許を持つ医師でもあり、事業家で、結婚して27年、3人
の息子がいます。Taitzは、California州民の憲法権利及び市民権を守ろうとしています。司法長官と
して、Taitzは以下を行います。法を遵守するCA市民に対するNSAの違憲スパイ行為をなくす。NSA
が、CAの市民や、公職候補者、選出された公職者、裁判官に対して違憲なデータ収集を行う道具として
Google、Facebook、Yahoo、その他を利用しないようにする。CA市民の一部に課されるが企業には免除さ
れる、違憲で差別的なObamacare税を無効化する。回収された住宅ローンの収益で自家所有者及び債権者
を支援し、取り巻きや、標的を定めた恐喝、資金巻き上げに資金を注ぎ込まない。CAの企業と農業を破壊
し農業に必要不可欠な水をCAから奪う、EPA指令を無効化する。職場での保護と環境保護、そして雇用、
賃金、給付を市民から奪うTPP、TAFTA、NAFTA、WTO-GATTなどの貿易協定のCA規定を無効化する。
裁判なしで無期限の勾留を許すNDAAの規定を無効化する。企業や州の財政を破綻させる、財源のない連
邦指令を無効化する。選挙詐欺を阻止する。無効な有権者登録をデータベースから削除する。候補者の正
当性を要求する。Obamaがインドネシア市民権を有することを示す証拠を法執行機関と専門家が提示した
にもかかわらず、それをすべて無視し、選抜徴兵証明書を捏造し、E-verifyとSSNVSの両方で正当性が立証
されなかった出生証明書とCT社会保障番号を捏造した州公職者を起訴する。

JONATHAN JAECH	 3200 E. 3rd St.	 jonathan@jaech.net	
自由党	 Los Angeles, CA 90063	 www.jaech.info

修正第2条を含め、権利章典を守ります。プライバシーを保護します。大麻禁止を撤廃します。死刑を廃
止します。警察の不祥事を告訴します。市民の資産没収をやめさせます。

JOHN HAGGERTY	 1400 Coleman Ave., Suite C-21	 (408) 988-2019	
共和党	 Santa Clara, CA 95050	 johnkhaggerty@yahoo.com	
	 	 www.electjohnhaggertyattorneygeneral.com

皆様、こんにちは!ご存じのとおり、私たちを犯罪から積極的に守り、州憲法を擁護する司法長官が必
要とされています。California州法は、司法長官がこれらを遂行することを求めています。司法長官とし
て、John	Haggertyは精力的に以下を行います：1)	州の死刑執行のさらなる遅延に対抗する。2)	現在、許容
できないほど当州で多発している暴力と窃盗と闘い、弁解でなく成果に重点を置く。3)	 提案8、13、209な
ど、民主的に制定されたCaliforniaの法律を、すべての訴訟から守る。4)	 不法移民に反対する。5)	 万引き
とホームレスによる過激な問題に対抗する効果的な州全域運動を先頭に立って展開する。6)	 州全域の司法
執行を改善するため、各政府機関、そして一般市民全体と緊密に協力する。7)	 北Californiaと南California
という二つの新しい州を創設することをCalifornia州民が選択した場合に、その権利を支持する。1987年
以来のCaliforniaの弁護士であり、そして市民として、John	Haggertyは、悪質殺人犯に対して効果的な抑止
力を持つ州の死刑制度を守り、政府内での逆差別を廃止し、政治家の任期を制限し、Californiaの陪審説示
を改善し、退役軍人の権利を向上させ、教育における親の選択を拡大し、胎児を守り、子供に父母のかけ
がえのない支えを与える最善の手段として婚姻を支持することに、力を尽くしてきました。John	Haggerty
は、Californiaのためにさらに尽くすことができれば光栄に思います。2014年6月3日には、John	Haggertyを
司法長官に選出してください。
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★ 保険委員 ★

声明の記載順序は抽選により決定されました。このページの声明は候補者によって提供されたものであり、
その正確性については確認されていません。各声明は候補者が任意に提出し、候補者の費用で印刷されています。

声明を提出しなくても候補者名は投票用紙に記載されます。

•	 保険部門のすべての機能を監督し、指揮する。
•	 保険会社の免許付与、規制、審査を行う。
•	 保険業界に関する市民からの質問や苦情に対処する。
•	 California州保険法を執行し、法律を実施するための規制を採択する。

TED GAINES	 	 ted@tedgaines.com	
共和党	 	 www.tedgaines.com

過去30年間、家族保険代理業を務めてきた私は、顧客に代わって保険会社と闘わなければなりませんで
した。そして選出された公職として、私は有権者に代わって政府の官僚機構と闘わなければなりません
でした。皆様の保険委員として、私はCaliforniaの保険市場に競争と経済成長をもたらしながら、消費
者を守るために闘います。競争が活発になると消費者にとっては選択肢が増えて料金も有利になります
が、California保険部門は現在のリーダーシップの下で企業を州から追い出している敵対的な官僚機構と
なっています。それに加えて、当州の保険市場には詐欺と乱用が蔓延しています。私は保険委員として、
詐欺に対する罰則を強化することに力を尽くし、高齢者や弱者を餌食にする者を積極的に起訴します。し
かし保険制度内にも多大な乱用があります。犯罪にはならないとしても消費者に何百万ドルもの犠牲を払
わせる乱用です。州の保険費用は高すぎますが、その大きな理由は根拠のない訴訟です。私は保険委員と
して、訴訟乱用を取り締まり、公判弁護士、そしてSacramentoのロビイストと闘います。保険委員には、
消費者を保護し、州の経済を改善して雇用をさらに創出するビジネス環境を育む責務があります。私たち
は、もっと良い方向に向かうことができます。6月3日には、皆様のご投票をいただけますよう、謹んでお
願い申し上げます。詳細はtedgaines.comをご覧ください。

DAVE JONES	 915 L Street #C124	 (916) 349-4236	
民主党	 Sacramento, CA 95814	 teamdavejones@gmail.com	
	 	 www.davejones2014.com

四年前、California州民は、消費者のために闘い保険会社に説明責任を取らせるためにDave	Jonesを保険委
員に選出しました。Dave	Jonesは、自動車保険及び自家所有者保険の過剰な保険料を徐々に減らすことに
より、消費者のために14億ドルの経費削減をしてきました。私たちには、消費者保護のために闘う勇気、
誠実性、独立性を持つ保険委員が必要です。私たちにはDave	 Jonesが必要です。Dave	Jonesは、保険会社か
ら献金や贈与を絶対に受け取りません。彼は、何百万人もの無保険のCalifornia州民に健康保険を提供する
ために尽力しました。彼は、健康保険会社が既往症を持つ人を差別することを阻止する規制を公布しまし
た。彼は、健康保険会社が自閉症の子供に保険を適用することを義務付けました。Jonesは、健康保険料の
引き上げを規制する闘いを主導しています。生命保険会社が死亡した保険契約者の保険金受取人に支払い
を行わなかったとき、Jonesは全米調査を主導して何億ドルもの金銭を取り戻しました。詐欺師が保険会社
を欺くと、California州民の出費は大きくなります。Jonesが就任してから、彼の部門は詐欺罪で2,000件以
上の逮捕を行いました。Jonesは、高齢者を詐欺から守る規制を制定しました。そして、高齢者を食い物に
する犯罪者を調査し、起訴を助けました。Jonesは、保険会社がCaliforniaの多様な企業や身体障害退役軍人
から商品やサービスを購入することを要求しています。Dave	Jonesのお陰で、保険会社には気候変動の影
響の考慮も義務付けられるようになりました。Jonesは、保険会社に関する100,000人以上の消費者からの苦
情の処理を助けました。消費者のために取り戻した金額は1億8,200万ドルに上ります。California消費者連
合は、Dave	Jonesを「消費者の擁護者」と称しました。Dave	 Jones保険委員は、私たちのために闘います。
保険委員の選出では、民主党員Dave	Jonesに投票してください。www.davejones2014.comをご覧ください。

NATHALIE HRIZI	 2969 Mission St.	 (415) 821-6171	
平和自由党	 San Francisco, CA 94110	 hrizi2014@gmail.com	
	 	 www.hrizi2014.org

質の高い医療は普遍的権利であるべきです!保険会社を廃止しましょう!平和自由党に登録してください。
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各査定平準委員会区内の郡

第1区
Alpine, Amador, Butte, Calaveras, El Dorado, Fresno, 
Inyo, Kern, Kings, Lassen, Los Angeles, Madera, Mariposa, 
Merced, Modoc, Mono, Nevada, Placer, Plumas, Sacramento, 
San Bernardino, San Joaquin, Shasta, Sierra, Siskiyou, 
Stanislaus, Sutter, Tulare, Tuolumne, Yuba

第2区
Alameda, Colusa, Contra Costa, Del Norte, Glenn, 
Humboldt, Lake, Marin, Mendocino, Monterey, Napa, 
San Benito, San Francisco, San Luis Obispo, San Mateo, 
Santa Barbara, Santa Clara, Santa Cruz, Solano, Sonoma, 
Tehama, Trinity, Yolo

第3区
Los Angeles, San Bernardino, Ventura

第4区 
Imperial, Orange, Riverside, San Bernardino, 

San Diego

第1区
第2区
第3区
第4区
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査定平準委員会の委員を務める。査定平準委員会は、選出された委員から成る州の税制委員会で
あり、以下を行う：
•	 売上及び使用、タバコ、酒類、燃料などに対する税及び料金のプログラム二十数件以上の管

理を監督する。
•	 California所得税及び営業免許税訴訟の上訴機関の役割を果たす。
•	 州全体の不動産税の管理を監督する。

第1区
GEORGE RUNNER	 43759 15th Street, West, PMB25	 (916) 790-6075	
共和党	 Lancaster, CA 93534	 info@georgerunner.com	
	 	 www.georgerunner.com

選出された納税者擁護者として、私は納税者である皆様の利益を守るために毎日働いています。私は、提
案13を守ることからCaliforniaの家庭や企業に対する増税と闘うことまで、皆様のお金をさらに奪おうとす
る特別利益団体に対して断固たる態度で臨んできました。だからこそ、Howard Jarvis納税者協会といった、
納税者のために闘う人々が私の再選を支持しているのです。私はビジネスマンとして、この州でビジネス
をするのが容易ではないことを身をもって知っています。California州の課税政策は、起業を阻むのでな
く、州の民間部門の雇用をさらに創出するべきです。私たちは進歩しています。同僚と力を合わせ、私た
ちは政府により義務付けられていた新規企業の保証金供託を廃止し、何億ドルもの資金を政府の勘定に拘
束しておくのではなく、正当な所有者に返還しました。私たちは、他の納税者擁護者と共に、California中
の自家所有者や高齢者市民を標的にする不公平で違法な「火災料」税と闘っています。私たちは裁判所で
この闘いに勝って納税者に何百万ドルもの金銭を取り戻そうとしています。議会での私の業績としては、
全米で最も厳しい性犯罪者法となったJessica法があります。私は、誘拐された子供が親と再会できた200件
以上の事例で役立ったCalifornia州のAmber Alert法も起草しました。皆様からのご支援をどうぞ宜しくお願
いいたします。納税者の権利を守り、California州政府に皆様に対するより良い対応を求め、説明責任を取
らせるという私の使命についての詳細は、www.georgerunner.comをご覧ください。

CHRIS PARKER	 P.O. Box 161527	 (916) 538-9833	
民主党	 Sacramento, CA 95816-1527	 parkerforboe@gmail.com

Californiaの税制役員会には税の男、実に理にかなっています。
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第2区
FIONA MA	 1032 Irving Street #908	 (415) 845-5450	
民主党	 San Francisco, CA 94122	 fiona@fionama.com	
	 	 www.fionama.com

査定平準委員会委員として、私は雇用の創出と経済の活性化に力を尽くします。私は、小企業事業主とし
て、また、地元企業の立場を擁護する公認会計士として、最初に公務に関心を持ちました。20年以上たっ
た今、私は労働倫理と実践的で実証済みの実績を査定平準委員会で生かしてCaliforniaの納税者のために
闘おうとしています。California州は、地下経済から毎年八十億ドルの税金を徴収し損ねています。この
税収不足によって、不可欠な公共サービスプログラムが削減され、経済回復が遅れ、それによって勤勉な
California州民が打撃を受けています。私は監査会社で長年の経験を積み、財務明細書の読み方と解釈の仕
方を理解しており、それを生かして、Californiaに何十億ドルもの犠牲を払わせる詐欺と税の過少申告を打
倒します。私は地元の査定上訴役員会の委員を務めて不動産税に関する上訴を審問し、San	Francisco監督
者に選出され、企業の繁栄を助けてCaliforniaが他州との競争力を維持できるよう、California州下院議員と
して多くの税制関連法案を起草しました。私は会計学理学士号、課税学理学修士号、経営学修士号を取得
し、1992年から公認会計士（CPA）としてCaliforniaで免許を受けています。私の目標は、California州の徴
税制度が公平で効率的なものであるよう監督することによって、勤労世帯がこのゴールデンステートで豊
かに暮らすことができるよう手助けすることです。2014年6月3日に皆様からご投票賜りますことを光栄に
思います。よろしくお願いいたします。

第3区
JEROME E. HORTON	 6221 Overhill Blvd.	 (310) 402-4705	
民主党	 Los Angeles, CA 90043	 jehorton@sbcglobal.net	
	 	 http://boardofequalizationjehorton.com

この困難な時期に、査定平準委員会（BOE）の議長をこれまで務めさせていただき、大変名誉に存じてお
ります。私は、査定平準委員会での26年間を含め、BOE、立法、財務分野での36年の経験を生かした職を
務め、California州民を守り、奉仕してきました。私は18歳のときにインターンとして初めて査定平準委員
会に参加し、急速に事業税エグゼクティブカウンセラーまで進んだ後、California州議会に加わりました。
その後、California医療扶助委員会とCalifornia労働力投資委員会で委員を務め、医療、質の高い職、教育
の機会の利用を改善するために闘いました。私は、BOEへは2010年に納税者権利章典の立案者として選出
され、私の在職期間中、委員会は130万人の企業家が事業を開始し、維持し、成長させるのを支援し、州
及び地方のサービスのための1,380億ドル以上の歳入を管理しました。私の犯罪行為反対事業構想は、人
身売買と闘い、違法営業の犯罪者128人を逮捕し、違法で体に有害な大量の製品を街から排除することに
貢献しました。私の貧困撲滅運動は、Californiaの何千人もの納税者が何百万ドルもの租税還付や税額控
除で税金を取り戻すのを助け、非営利団体の貧困への取り組みを支援しました。また、若者に訓練と雇用
の機会を提供することを目的とした私のインターンシッププログラムも誇りに思っています。その他の32
件のHorton構想と他の資料の情報については、http://boardofequalizationjehorton.comをご覧ください。最後
に、Californiaの教師、消防士、看護師、警察、納税者、小企業の皆様と共に私の再選をご支援くださいま
すようお願い申し上げます。
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第4区
NADER SHAHATIT	 28793 Beattie St.	 (909) 440-8769	
民主党	 Highland, CA 92346	 shahatitnader@yahoo.com	
	 	 electnadershahatit.com

「私はあなたに投票します。」有権者や同僚がこのような約束をしてくれています。皆様の代表を務めら
れることを光栄に思っております。

DIANE L. HARKEY	 31878 Del Obispo #118; PMB106	 (949) 240-6959	
共和党	 San Juan Capistrano, CA 92675	 diane@dianeharkey.com	
	 	 www.dianeharkey.com

私が、Howard	Jarvis納税者協会、California商工会議所、その他の企業振興団体、納税者団体、公共安全団
体から常に最高の評価を受けてきたのはなぜでしょうか?それは、私が無駄を明るみに出し、増税に反対
し、州政府の監視と効率を強化することに成功したからです。査定平準委員会は、税務政策を明らかに
し、紛争を解決し、規制を解釈する上で、極めて重要な役割を果たします。私は、権限を逸脱して効率の
悪い政府のために無力化してしまった皆様、個人、企業のために働きます。私の目標は、隠れた増税、過
度の監査、訴訟、雇用を妨げる指令を防止して、人々とコミュニティの繁栄と雇用創出を助ける、という
単純なものです。私は、州民を妨げず助ける政策、雇用と収入の拡大、政府の無駄と債務の削減に重点を
置きます。州下院議会では、高速鉄道計画の欠陥とCap	and	Tradeプログラムの隠れた費用を明らかにし、
監視、主要なプログラム改革、公共安全、教育、輸送といった不可欠なニーズに対する資金提供を勝ち取
り、また、干ばつを防ぐための貯水を奨励しました。私は財務分野で仕事の経験を積み、個人や企業が官
僚主義を切り抜けるのを助け、好景気のときも不景気のときも雇用を創出してきました。California州民
は、事業を拡大し、高賃金の職に就き、安全な環境で子供を教育して家族を養い、高齢者、子供、孫のた
めに明るく安心な未来を実現する機会を求めています。Californiaは豊かな天然資源と人的資源を持ってい
ます。結婚して30年になる夫と私はここで娘を育て、力を合わせればこのゴールデンステートが繁栄、機
会、生活の質において再び全米を率いることができると確信しています。皆様からのご一票を謹んでお願
い申し上げます。
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•	 州の最高公立学校責任者として、地方教育区に教育方針と指示を提供する。
•	 教育省のすべての機能を指揮し、州教育役員会が定めた方針を実行する。
•	 州高等教育制度管理理事会の職権上の役員を務める。
•	 教育界と協力して学業業績を改善する。

MARSHALL TUCK	 8885 Venice Blvd.	 (323) 332-9859	
	 Los Angeles, CA 90034	 hello@marshalltuck.com	
	 	 marshalltuck.com

Californiaの公立学校は、生徒に世界経済で競争する準備をさせるために大きな変革を必要としています。
当州の学校は読解と数学で全米45位なのに、Sacramentoの政治家は生徒が良い成績を収めるのを助ける変
革を実施しませんでした。Californiaでは、教育に関して政治家が多くを決定しすぎ、教育官僚機構が地
方の学校の支配権を握りすぎています。私は、悪化する学校を立て直してきた実績がある唯一の候補者で
す。私はLos	Angelesの生徒15,000人を擁する公立学校17校のグループを主導し、卒業率を60%増加させま
した。私たちが実施した革新的な「親大学」は、親を学校に関与させることに効果を上げ全米の模範と
なりました。そして、過去5年間に、Californiaの大規模学校制度の中でこれらの学校は学業成績改善にお
いて1位となりました。以前には、新しいチャータースクール9校を設立する取り組みを主導し、悪化する
学校に代わる質の高い教育の選択肢を保護者に提供しました。私たちは子供をどう教育したらよいか知
っています。しかし、政治家を排除する必要があります。私は政治的な内部者ではなく、親と生徒のた
めの独立した擁護者となります。まず、私は教育官僚及び無駄の多いプログラムを削減して、教室に使
われる資金を増やします。次に、親の地元学校に対する権限と子供の教育に果たす役割を拡大します。
三つ目に、有能な教師と校長、そして大学準備課程から全生徒が利益を得られるよう日々尽力します。	
www.marshalltuck.comで私の計画についてお読みください。私たちの学校は今、大きな変革を必要としてい
ます。これが私がこの度、州教育長に立候補している理由です。Californiaの子供たちのために改善を行い
ましょう。

TOM TORLAKSON	 P.O. Box 21636	 (925) 386-6774	
	 Concord, CA 94521	 tom@tomtorlakson.com	
	 	 www.tomtorlakson.com

学校教師として私が学んだことは、今でも教育長としての私の指針となっています：教育に使われる税金
に関する決定は親、教師、学校自身が行うべきであり、WashingtonやSacramentoの政治家が行うべきではあ
りません。私は教師として、公立学校を個人的な利益を得る場だと思っている人々とは異なる価値観で行
動しています。そのため、私は学校が直面する複雑な財務問題を管理しながら、教育の削減に反対し、教
育の管理権限をもっと地元のコミュニティと学校に戻す改革を求めて闘いました。教師は、生徒が実際の
仕事や大学で応用できる技能を必要としていることを知っています。だからこそ、私たちは高校生のため
の職業及び技術訓練を拡大しているのです。教師は、放課後にいろいろなことが起こることも知っていま
す。だからこそ、私は全米最大の放課後プログラム制度の策定を支援したのです。そして、私たちは皆、
子供たちの安全ほど大事なものはないことを知っています。だからこそ、私は子供の性的虐待防止を含む
学校安全化のための法律を起草したのです。また、私は薬物、ギャング、銃を学校から締め出すことに今
後も尽力していきます。教育にはチームワークが必要です。私は、California高速道路巡察隊協会といった
権威ある法執行機関擁護者や、看護師、消防士、Californiaの学校教師から支持を受けていることを誇りに
思っています。すべての子供たちが当たり前の教育を受けるのを助けるためにすべきことはまだ多くあり
ます。私が生徒たちとその将来のために働き続けることができるよう、皆様のご支援とご投票を謹んでお
願いいたします。
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★ 公共教育教育長（無党派公職） ★	 続き

声明の記載順序は抽選により決定されました。このページの声明は候補者によって提供されたものであり、
その正確性については確認されていません。各声明は候補者が任意に提出し、候補者の費用で印刷されています。

声明を提出しなくても候補者名は投票用紙に記載されます。

LYDIA A. GUTIÉRREZ	 P.O. Box 1274	 (310) 503-0389	
	 Lomita, CA 90717	 lydia@lydia4schools.com	
	 	 www.lydia4schools.com

子供たちを最優先に考えることは私の人生の原動力であり、私の情熱です。親、教師、地方学校役員会は
子供たちが優れた学業成績を上げるにはどうするのが一番良いか分かっていると、私は信じています。私
は、教師として25年の経験、近隣協議会で6年の経験、そして元航空宇宙管理者という経歴により、21世
紀の教育需要について独特の視点と認識を持っています。私の誓約：連邦政府により義務付けられ一般教
養教育が放棄される原因となっているテストを廃止しながら、学業面での説明責任を負います。特別なニ
ーズを持つ子供の基準を含め、「科学的に証明」された年齢相応の発達基準を導入します。性犯罪者から
子供たちを守る法律を強く求め、ギャング生活に代わる健全な選択肢を生み出します。公立学校とチャー
タースクールの支出を透明にすることによって、税金が放課後個別指導など子供たちの教育に使われるこ
とを保証します。「大学と職業の準備」が美術、音楽、文学、主要科目をバランス良く含み、革新的な思
考の基礎を形成するよう徹底させます。従って、卒業後に生徒が独立できるよう備えさせるため、すべて
の学校で生活技能と職業技能の課程を提供するようにします。最後に、建国の父、憲法、アメリカ合衆国
の主権など、教科書の各分野の内容の正確さを確認します。California全域の保護者の方々と地元学校教師
の皆さんの支持を得られましたことを誇りに思います。共に協力して、子供たちを最優先に考えましょう!
皆様の信頼をいただけますよう謹んでお願い申し上げます。
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提案 41

州 下 院 議 案 6 3 9  2 0 1 3 年 ～ 2 0 1 4 年 定 期 総 会 
(案727、2013年度制定)により提案されたこの法律
は、California憲法の条例第XVI条に従って州民に
提出された。

本提案された法律は、軍人及び退役軍人法規に
項を追加するものであり、従って、追加すべき新
規条項は斜体で印字され、新規であることを示
す。

提案された法律
第1項。第5y条(第998.540項より開始)が軍人及び

退役軍人法規の第4部門の第6章に追加され、以下
のように言及される：

第5y条。退役軍人住居及びホームレス防止
2014年公債法令

998.540.本条は、退役軍人住居及びホームレス
防止2014年公債法令として認識され記述される。

998.541.(a) California州にはほぼ二百万人の退役
軍人がおり、米国の他のどの州よりも多く、イラ
クとアフガニスタンでの戦争が縮小されるにつ
れ、空前の人数のCalifornia州退役軍人が当地のコ
ミュニティに戻ってくるが、その多くは住宅、職
業、精神衛生、薬物治療、リハビリテーションを
必要とする。

(b) 残念ながら、California州は又、ホームレス
退役軍人数でも全米最大であり、約25パーセント 
の全米ホームレス退役軍人がCalifornia州におり、
その数は約19,000人である。California Research 
Bureauによれば、ホームレス退役軍人数ではLos 
Angeles が第一位であり、San Diego地域が第三位、
そして San Franciscoベイエリアが第九位である。

(c) さらに、全米のホームレス退役軍人の人口
内訳は変化しつつあり、OIF/OEF退役軍人ホーム
レスは縮小し、女性退役軍人及びその子供たちが
ホームレス退役軍人の人口統計のより多くの部分
を占めるようになった。

(d) 心的外傷後ストレス障害、薬物乱用、失業
の割合が高くなるとともに、また女性退役軍人が
経験した性的トラウマの高発生率により、現在の
ホームレス退役軍人はしばしば、刑務所、病院、
治療プログラムの出入りを繰り返し、生活の安定
のための適切な支援サービスを受けることがな
く、本来の支援サービスが減少しつつある。

(e) 私たちの退役軍人が必要とする住宅に対処
するために、議会は、包括的で、よくまとまり、
かつ費用効果の高い方法をとらなければならな
い。そのような方法は、公共及び個人的なリソー
スが強化され、且つ住宅と支援サービスが連携さ
れなければならない。

(f) 五年前に、California州民は圧倒的多数で提案
12を承認することで、退役軍人に対する感謝の意
を 表 わ し て お り 、 こ の 提 案 は 、 九 億 ド ル
($900,000,000)の一般保証公債によりCalVet住宅ロ
ーンプログラムを通じて、特に、退役軍人の単一
世帯住宅、農場、モービルホームの購入を支援す
ることを意図したものであった。

(g) 米国の経済危機及び州の住宅下落と退役軍
人の人口統計の変化とが組み合わさった結果、提
案12により承認された農場及び住宅ローンプログ
ラムの実施度は極端に低かった。提案通過後の五
年間、九億ドル($900,000,000)全額が未使用で残
り、2000年に承認された提案32からの五億ドル
($500,000,000)も未使用のまま残っている。

(h) 一方、退役軍人のための廉価で支援の手が
行き届く従来型の複合住宅の必要性が充足されな
いまま、またこれらの目的のための公共及び個人
のリソースが活用されずにいる。

(i) California州有権者は、提案12退役軍人の公債
プログラムを再建する機会を承認し、住宅の必要
性及び現在の退役軍人人口の変化に対処すべきで
ある。

(j) 退役軍人住居及びホームレス防止2014年公
債法令は、既存の提案12公債による資金である六
億ドル($600,000,000)を再建し、退役軍人のため
の複合住宅の建設及び改築、ならびに住宅と支援
サービスとを整合させる計画を優先させるもので
ある。この公債による基金の再建をもってして
も、法令には既存するCalvet農場及び住宅ﾛｰﾝプロ
グラムに対する五千万ドル以上の予備金がある。

(k) 退役軍人住居及びホームレス防止2014年公
債法令は、退役軍人のための住宅及び支援サービ
スの選択肢を拡張し、高い費用効果で公共資金を
強化し、ホームレス退役軍人数及び付随公費を低
減させ、2015年までに退役軍人のホームレス状況
を終結させるという全米の努力においてCalifornia
州を先駆とさせる。

998.542.(a) 州一般保証公債法(政府法規第2編第4
部門第3部第4章(第16720項から開始))は、ここで
記述されたものは除き、必要に応じて修正され、
公債の発行、販売、返済の目的で採択され、本条
に承認されて発効され、且つその法律条例は全て
本条に制定されている。「ここで」参照される本
条のすべての文献は、本条及びその法律である。
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(b) 州一般保証公債法の目的のために、退役軍
人部門を専門役員会とした。退役軍人部門は役員
会の責務を担い、California州の住宅金融支援機構
ならびに住宅及びコミュニティ開発部門と協議す
る。

998.543.ここで使用するように、次の文言には
次の意味がある：

(a) 「役員会」とは退役軍人部門を意味する。
(b) 「公債」とは退役軍人の公債であり、州一

般保証公債法の条項に適合して、本条に従って発
行された州一般保証公債のひとつである。

(c) 「公債法令」とは、州一般保証公債の発行
を許可する条を意味し、州一般保証公債法を参照
して採択している。

(d) 「委員会」とは、退役軍人のための住宅金
融支援委員会を意味し、第998.547項に従って確
立された。

(e) 「基金」とは、退役軍人のための住宅基金
を意味し、第998.544項に従って確立された。

998.544.(a) 総額六億ドル($600,000,000)或いはそ
のうちの必要な部分で、返却公債の金額は含まな
い、或いは、そのうちの必要な分で、副項目(b)で
表現された目的を実施ために使用される基金を提
供するために発行され販売され、政府法規の第 
16724.5項に従って一般保証公債経費回転基金に
払い戻される。公債が販売された場合、California,
州の法的有効性及び拘束力となり、California州の
十分な信頼と信用に基づいて公債の利息と元金が
定期払いされることが約束され、元金と利息とし
て公債が満期になり次第支払われる。

(b) 本項に従って発行され販売された公債は、
基金調達目的のため役員会に利用可能とさせ、退
役軍人住居及びホームレス防止2014年公債法令 
(第3.2条(第987.001項より開始))及び退役軍人及び
その家族に住宅を提供する目的のためのそれ以後
の実施修正法或いは継承されるいかなる法令の実
施、規定或いは修正に従って退役軍人及びその家
族のために複合住宅を提供する。

(c) 議会は随時、多数決投票により、プログラ
ム効率、有効性、説明責任、或いはプログラムの
本旨をさらに拡大する目的でこの法令条項を修正
することができる。

(d) 本条に従って発行され販売された公債の売
上金は、この目的で設立される退役軍人のための
住宅基金に預けられる。

998.546.本条により承認された公債は、州一般
保証公債法(政府法規第2編第4部部門第3部第4章   
(第16720項より開始)）、において記述されている
ように、準備、実施、発行、販売、弁済され、ま
た政府法規の第16727項の副項目(a)及び(b)を除
く、その法規の全条項及び本条に適用され、且つ
ここにおいて本条によりすべて制定されているご
とく、本条に統合される。

998.547. 州一般保証公債法に従い、本条により
承認された公債を発行及び販売を承認するという
唯一目的のために、ここに退役軍人のための住宅
金融委員会が設立される。本条の目的のための、
退役軍人のための住宅金融委員会は、州一般保証
公債法において使用されている文言である「委員
会」である。委員会は、会計監査官、財務担当
官、財務理事、事業、消費者、サービス及び住宅
責任者、そして退役軍人部門担当官或いは指名代
理人より構成される。財務担当官が委員会の議長
を務める。委員会の大多数は委員会のために行動
をとることができる。

998.548. 委員会は、第998.544項で指定された活
動を実施するために、本条に従って承認された公
債の発行が必要或いは好ましいか否かを決定し、
そうであれば、発行及び販売すべき公債の数量を
決定する。これらの活動を前進的に実施するため
に、公債の継続発行と販売が承認され、また発行
が承認された公債はすべて一度に販売する必要は
ない。

998.549. 各年度に同じ方法で徴収し、他の州歳
入が徴収されるのと同時に、州の経常歳入に加
え、各年度の公債の元金及び利息の支払いに必要
な金額を徴収する。歳入徴収に関するいかなる任
務とともに、追加合計金銭を徴収するために必要
ないかなる活動もすべて実施することが法律によ
り公職者全員に課せられる任務である。

998.550. 政府法規の第13340項にも関わらず、
本条の目的のために、州公庫の一般基金からの振
替として、以下の金額と等しい金額が存在する：

(a) 公債の元金及び利息が支払い満期となった
場合、本条に従う公債の元金及び利息の支払いに
必要な年次合計金額。

(b) 会計年度とは無関係に、第998.551項の実施
のために必要な合計金額。

998.551. 本条の実施目的のために財務理事は、
本条の実施目的のために委員会により販売が承認
されているが未販売の公債の額面を超えない金額
を一般財源から引き出すことが許可することがで
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きる。引き出したいかなる金額も一般財源に預け
る。本条に従い利用可能である資金はいかなる金
額でも、本条の実施目的のための公債の販売から
発生した売上は一般財源に戻す。

998.552.公債発行費用支払いに使用されたプレ
ミアム金額以上を販売した公債のプレミアム及び
未払利息から派生した基金に預けたすべての資金
は、基金に積み立てて、公債利息の出費を一般財
源の貸し方として記入する。

998.553.政府法規第2編第4部門第3部第4章(第
16720項より開始)に従って、公債発行費用の全て
または一部は、公債の販売から派生したプレミア
ムを含め、公債売上から支払うことができる。こ
の費用は、本公債法令を通じて基金調達される各
プログラムに比例分配される。

998.554.本条の実施目的のために、政府法規第
16312項に従い、役員会は、共同投資役員会に、
これのみには限定されないが、商業手形を含め
た、暫定的融資の別の承認形式などの共同投資口
座からのローンを出すように要請することができ
る。要請金額は、本条の実施目的のために委員会
が決議により販売承認した未販売公債の額面を超
えない。役員会は、ローンを得て払い戻すため
に、共同出資役員会により要求されたいかなる文
書でも執行する。ローンはいかなる金額でも、本
条に従って役員会により割り当てられた基金に預
けられる。

998.555.公債は、州一般保証公債法の一部であ
る、政府法規第2編第4部門第3部第4章第6条(第
16780項より開始)に従って払い戻すことができ
る。本条において記述された公債発行に対する州
有権者の承認には、本条に基づいて最初に発行さ
れた公債を払い戻すためにに発行されたいかなる
公債、或いは以前に発行された払い戻す公債の発
行の承認が含まれる。

998.556.本条の他の条項或いは州一般保証公債
法の他の条項とは関わりなく、財務担当官は公債
売り上げの投資用及びこれら売り上げ収益の投資
用として別の口座を維持することができる。財務
担当官は、リベート、罰金、或いは連邦法により
要求される他の支払いに、売り上げまたは収益を
使用または使用を指示して支払うことができ、ま
た州の資金の恩恵のために連邦税法に従って他

の特典を得るために、連邦税法に従って要求され
るまたは好ましい公債売り上げを使用することが
できる。

998.557.議会はここにおいて、本条により承認
された公債の販売売上である限り、California憲法
の条例第XIII B条において使用されている文言と
して「税金売り上げ」ではなく、これら売上の支
払いは、該当条により科せられる制限には従わな
いことを見出す或いは宣言する。

提案 42
上院発案の憲法修正案修正3、2013年～2014年 定

期総会(決議第123案、制定2013年)により提案され
た修正案は、そこにある項を明示的に修正すること
によりCalifornia憲法を改正し、従って追加すべき新
規条項は斜体で印字され、新規であることを示す。

条例第I条第3項及び条例第 XIII B条第6項に対し提
案された修正案

第一 — 条例第I条第3項は以下のように修正して
言及される：

第3項。(a) 市民は自身の代理人を指示し、政府
に対し不平是正を請願し、及び公益を求めるため
に自由に集会する権利を有する。

(b) (1) 市民は自分たちの営みに関する情報にア
クセスする権利を有し、従って公共組織の会議及
び公職者や地方自治体の文書は一般公開されるべ
きである。

(2) この副項目の発効日で有効となるもの含
め、法令、法廷規則、その他の権限は、市民のア
クセス権を広げる場合は広く解釈され、アクセス
権が制限される場合は狭く解釈される。法令、法
廷規則、その他の権限であって、この副項目の発
効日後に採択されたものでアクセス権を制限する
ものは、制限に保護される関心事及びその関心事
を保護する必要があることを実際に示すことがわ
かる場合に、採択すべきである。

(3) この副項目のいずれも、第1項により保証さ
れるプライバシーの権利よりも優先せず又はその
権利を変更せず、或いは、治安官の公的行動また
は専門的資格に関する情報の発見或いは開示を管
理する法令手順を含め、プライバシーの権利を保
護するという意味において、いかなる法令、法廷
規則、その他の権限の制定にも影響を及ぼさな
い。

(4) この副項目のいずれも、第7項において記述
されているように、人が貧困生活を送らない、自
由である、法律の正当な手続きなしの所有、或い
は法律により等しく保護されることを拒否されな
いことを保証することを含め、この憲法のどの条
項からも優先せずまたは条項を変更することもな
い。
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(5) この副項目は、明示的にも暗示的にも含蓄
的にも、この副項目の発効日で有効である公記録
または公共組織の会議へのアクセス権以外の、い
かなる憲法或いは法令も無効或いは廃止するもの
ではなく、これには法執行及び起訴の記録の秘密
性を保護するいかなる法令も含まれ、ただしこれ
のみには限定されない。

(6) この副項目のいずれも、州法の条例第IV条
第7項、或いはこれら条項の派生から採択された
議会規則により提供される、議会の議事録及び記
録、議員及びその職員、委員会、幹部会は無効ま
たは廃止されるものではなく、或いは議会、議員
及びその職員、委員会、幹部会の審議に関する司
法或いは行政的手続きにおける許容発見の範囲に
影響するものではない。

(7) 段落(1)で示したように、公共組織の会議、
及び公職者及び地方自治体の文書に一般人が確実
にアクセスできるようにするには、各地方自治体
がここにおいてCalifornia公記録法令(政府法規第1
編7部門第3.5章(第6250項より開始))及びRalph M. 
Brown法令(政府法規第5編第2部門第１部門第9章 
(第54950項から開始))を順守することが要求さ
れ、ならびにこれらいずれかの法令を修正する後
続法制定、後続法令の制定、或いは本項の目的を
助長する法律制定が実際に示される後続法令の修
正を順守することが要求される。

第二 — 条例第XIII B条第6項は、修正され以下
のように言及される：

第6項(a) 州議会或いは州機関が、地方自治体に
新規プログラム或いは更に高いサービスレベルを
命令する場合、州は地方自治体がそのプログラム
或いはサービスの増加レベルにかけた費用に補助
金を提供するが、議会は以下の命令に対する補助
金は提供する必要はない：

(1) 影響を受けた地方自治体から議会命令を要
請された場合。

(2) 議会が新犯罪を定義中或いは犯罪の既存定
義を変更中の場合。

(3) 議会命令が1975年１月1日以前に制定された
場合、或いは1975年１月1日以前の州知事命令或
いは最初に議会制定を履行した規制の場合。

(4) 議会命令が条例第I条第3項副項目(b)段落(7)
の範囲内の法令に含まれる場合。

(b) (1) 段落(2)に記述されていることを例外と
して、2005～06会計年度及びそれ以降の会計年度
では、地方自治体の請求が前会計年度において決
定した、法律に従って州が支払った費用に対して
は、議会は年間予算法令において、以前に支払わ
なかった金額を全額支払う、或いは法律によって
規定された方法により年間予算法令が適用可能な
会計年度に対しては指示を保留する。

(2) 2004～05会計年度以前に発生した費用であ
って2005～06会計年度以前には支払われていなか
ったものに対する支払い請求には、法律によって
規定されるように、数年間に渡って支払われる。

(3) 従価資産税の歳入は、新規プログラム又は
更に高いレベルのサービスの費用に対する地方自
治体への弁済には使用されない。

(4) この副項目は命令が影響を及ぼす市、郡、
市及び郡、或いは特別区のみに適用される。

(5) この副項目は、手続き上の或いは実質的な
保護、権利、或いは地方自治体職員又は退職者、
或いは将来、現在、過去の地方自治体雇用から生
じる、影響を受ける或いは直接関係する、及びこ
の項に従う命令を構成する、地方自治体職員団体
の就業状況を提供或いは認識するための要件には
適用されない。

(c) 命令された新規プログラム或いは更に高い
レベルのサービスには、州から市、郡、市及び
郡、或いは州が以前に全体又は部分的な財務責任
を負っていた要請されたプログラムに対する全体
又は部分的な財務責任を持つ特別区への議会によ
る移転が含まれる。
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郡選挙事務所
ALAMEDA 郡
1225 Fallon Street, Room G-1 
Oakland, CA 94612 
(510) 272-6933 又は(510) 272-6973  
www.acgov.org/rov

ALPINE 郡
50 Diamond Valley Road 
Woodfords, CA 96120 
P.O. Box 158 
Markleeville, CA 96120 
(530) 694-2281  
www.alpinecountyca.gov

AMADOR 郡
810 Court Street 
Jackson, CA 95642 
(209) 223-6465  
www.amadorgov.org

BUTTE 郡
25 County Center Drive, Suite 110 
Oroville, CA 95965-3361 
(530) 538-7761 又は 
(800) 894-7761 (Butte郡のみ)  
http://buttevotes.net

CALAVERAS 郡
891 Mountain Ranch Road 
San Andreas, CA 95249 
(209) 754-6376  
www.elections.calaverasgov.us

COLUSA 郡
546 Jay Street, Suite 200 
Colusa, CA 95932 
(530) 458-0500 又は(877) 458-0501  
www.countyofcolusa.org/elections

CONTRA COSTA 郡
555 Escobar Street 
P.O. Box 271 
Martinez, CA 94553 
(925) 335-7800 又は(925) 335-7874  
www.cocovote.us

DEL NORTE 郡
981 H Street, Suite 160 
Crescent City, CA 95531 
(707) 464-7216  
www.co.del-norte.ca.us

EL DORADO 郡
2850 Fairlane Court 
P.O. Box 678001 
Placerville, CA 95667 
(530) 621-7480 又は(800) 730-4322  
www.edcgov.us/elections

FRESNO 郡
2221 Kern Street 
Fresno, CA 93721 
(559) 600-VOTE (8683)  
www.co.fresno.ca.us/elections

GLENN 郡
516 W. Sycamore Street, 2nd Floor 
Willows, CA 95988 
(530) 934-6414  
www.countyofglenn.net/govt/departments/
elections

HUMBOLDT 郡
3033 H Street, Room 20 
Eureka, CA 95501 
(707) 445-7481  
www.co.humboldt.ca.us/election

IMPERIAL 郡
940 W. Main Street, Suite 206 
El Centro, CA 92243 
(760) 482-4226 又は(760) 482-4285  
www.co.imperial.ca.us/elections

INYO 郡
168 N. Edwards Street 
P.O. Drawer F 
Independence, CA 93526 
(760) 878-0224 又は(760) 878-0410  
www.inyocounty.us/Recorder/Clerk-
Recorder.html

KERN 郡
1115 Truxtun Avenue, 1st Floor 
Bakersfield, CA 93301 
(661) 868-3590  
www.co.kern.ca.us/elections

KINGS 郡
1400 W. Lacey Boulevard 
Hanford, CA 93230 
(559) 852-4401  
www.countyofkings.com

LAKE 郡
255 N. Forbes Street, Room 209 
Lakeport, CA 95453 
(707) 263-2372  
www.co.lake.ca.us/Government/Directory/
ROV.htm

LASSEN 郡
220 S. Lassen Street, Suite 5 
Susanville, CA 96130 
(530) 251-8217 又は(530) 251-8352  
www.lassencounty.org

LOS ANGELES 郡
12400 Imperial Highway 
Norwalk, CA 90650 
P.O. Box 54187 
Los Angeles, CA 90099-4684 
(800) 815-2666  
voterinfo@rrcc.lacounty.gov 
www.lavote.net

MADERA 郡
200 W. 4th Street 
Madera, CA 93637 
(559) 675-7720 又は(800) 435-0509  
www.madera-county.com

MARIN 郡
3501 Civic Center Drive, Room 121 
San Rafael, CA 94903 
P.O. Box E 
San Rafael, CA 94913-3904 
(415) 473-6456  
www.marinvotes.org

MARIPOSA 郡
4982 10th Street 
P.O. Box 247 
Mariposa, CA 95338 
(209) 966-2007  
www.mariposacounty.org

MENDOCINO 郡
501 Low Gap Road, Room 1020 
Ukiah, CA 95482 
(707) 234-6827  
www.co.mendocino.ca.us/acr

MERCED 郡
2222 M Street, Room 14 
Merced, CA 95340 
(209) 385-7541 又は(800) 561-0619  
www.mercedelections.org

MODOC 郡
108 E. Modoc Street 
Alturas, CA 96101 
(530) 233-6205  
www.co.modoc.ca.us

MONO 郡
74 N. School Street 
P.O. Box 237 
Bridgeport, CA 93517 
(760) 932-5537 又は(760) 932-5534  
www.monocounty.ca.gov

MONTEREY 郡
1370-B S. Main Street 
Salinas, CA 93901 
P.O. Box 4400 
Salinas, CA 93912 
(831) 796-1499 又は(866) 887-9274  
www.montereycountyelections.us

NAPA 郡
900 Coombs Street, Suite 256 
Napa, CA 94559 
(707) 253-4321 又は(707) 253-4374  
www.countyofnapa.org

NEVADA 郡
950 Maidu Avenue, Suite 250 
Nevada City, CA 95959 
(530) 265-1298  
www.mynevadacounty.com/nc/elections

ORANGE 郡
1300 S. Grand Avenue, Building C 
Santa Ana, CA 92705 
P.O. Box 11298 
Santa Ana, CA 92711 
(714) 567-7600  
www.ocvote.com
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郡選挙事務所
PLACER 郡
2956 Richardson Drive 
Auburn, CA 95603 
(530) 886-5650 又は(800) 824-8683  
www.placerelections.com

PLUMAS 郡
520 Main Street, Room 102 
Quincy, CA 95971 
(530) 283-6256  
www.countyofplumas.com

RIVERSIDE 郡
2724 Gateway Drive 
Riverside, CA 92507 
(951) 486-7200  
www.voteinfo.net

SACRAMENTO 郡
7000 65th Street, Suite A 
Sacramento, CA 95823 
(916) 875-6451  
www.elections.saccounty.net

SAN BENITO 郡
440 5th Street, Room 206 
Hollister, CA 95023 
(831) 636-4016 又は(877) 777-4017  
www.sbcvote.us

SAN BERNARDINO 郡
777 E. Rialto Avenue 
San Bernardino, CA 92415 
(909) 387-8300  
www.sbcountyelections.com

SAN DIEGO 郡
5600 Overland Avenue 
San Diego, CA 92123 
(858) 565-5800 又は(800) 696-0136  
www.sdvote.com

SAN FRANCISCO 郡
1 Dr. Carlton B. Goodlett Place,  
Room 48 
San Francisco, CA 94102 
(415) 554-4375  
www.sfelections.org

SAN JOAQUIN 郡
44 N. San Joaquin Street, Suite 350 
Stockton, CA 95202 
P.O. Box 810 
Stockton, CA 95201 
(209) 468-2885  
www.sjcrov.org

SAN LUIS OBISPO 郡
1055 Monterey Street, D120 
San Luis Obispo, CA 93408 
(805) 781-5228 又は(805) 781-5080  
www.slovote.com

SAN MATEO 郡
40 Tower Road 
San Mateo, CA 94402 
(650) 312-5222  
www.shapethefuture.org

SANTA BARBARA 郡
4440-A Calle Real 
Santa Barbara, CA 93110 
P.O. Box 61510 
Santa Barbara, CA 93160-1510 
(800) SBC-VOTE 又は(805) 568-2200  
www.sbcvote.com

SANTA CLARA 郡
1555 Berger Drive 
San Jose, CA 95112 
P.O. Box 611360 
San Jose, CA 95161 
(408) 299-VOTE (8683)  
www.sccvote.org

SANTA CRUZ 郡
701 Ocean Street, Room 210 
Santa Cruz, CA 95060 
(831) 454-2060 又は(866) 282-5900  
www.votescount.com

SHASTA 郡
1643 Market Street 
Redding, CA 96001 
P.O. Box 990880 
Redding, CA 96099-0880 
(530) 225-5730  
www.elections.co.shasta.ca.us

SIERRA 郡
100 Courthouse Square, Room 11 
P.O. Drawer D 
Downieville, CA 95936 
(530) 289-3295  
www.sierracounty.ca.gov

SISKIYOU 郡
510 N. Main Street 
Yreka, CA 96097 
(530) 842-8084 or  
(888) 854-2000 EXT. 8084  
www.sisqvotes.org

SOLANO 郡
675 Texas Street, Suite 2600 
Fairfield, CA 94533 
(707) 784-6675  
www.solanocounty.com/elections

SONOMA 郡
435 Fiscal Drive 
Santa Rosa, CA 95403 
P.O. Box 11485 
Santa Rosa, CA 95406-1485 
(707) 565-6800 又は 
(800) 750-VOTE (8683)  
vote.sonoma-county.org

STANISLAUS 郡
1021 I Street, Suite 101 
Modesto, CA 95354 
(209) 525-5200  
www.stanvote.com

SUTTER 郡
1435 Veterans Memorial Circle 
Yuba City, CA 95993 
(530) 822-7122  
www.suttercounty.org/elections

TEHAMA 郡
444 Oak Street, Room C 
P.O. Box 250 
Red Bluff, CA 96080 
(530) 527-8190 又は(530) 527-0454  
www.co.tehama.ca.us

TRINITY 郡
11 Court Street 
P.O. Box 1215 
Weaverville, CA 96093 
(530) 623-1220  
www.trinitycounty.org

TULARE 郡
5951 S. Mooney Boulevard 
Visalia, CA 93277 
(559) 624-7300 又は(559) 624-7302  
www.tularecounty.ca.gov/registrarofvoters

TUOLUMNE 郡
2 S. Green Street 
Sonora, CA 95370 
(209) 533-5570  
www.tuolumnecounty.ca.gov

VENTURA 郡
800 S. Victoria Avenue 
Ventura, CA 93009 
(805) 654-2664  
venturavote.org

YOLO 郡
625 Court Street, Room B05 
Woodland, CA 95695 
P.O. Box 1820 
Woodland, CA 95776 
(530) 666-8133 又は(800) 649-9943  
www.yoloelections.org

YUBA 郡
915 8th Street, Suite 107 
Marysville, CA 95901 
(530) 749-7855  
www.yubaelections.org
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州務長官のウェブサイトをご覧ください：
• 選挙運動の寄付とロビー活動をリサーチする 

http://cal-access.sos.ca.gov

• 有権者ガイドを他の言語で見る 
www.voterguide.sos.ca.gov

• 選挙日の投票所を探す 
www.sos.ca.gov/elections/find-polling-place.htm

• 郵便投票に関する情報を得る 
www.sos.ca.gov/elections/elections_m.htm

• 初めての投票に役立つ情報を得る 
www.sos.ca.gov/elections/new-voter/japanese

• 選挙日に投票が締め切られた後で投票結果を見る 
http://vote.sos.ca.gov

前回の投票以後に転居しましたか?
転居する場合、有権者登録を更新することは重要です。更新により、郵便で貴重な
選挙情報を受け取ることができ、全ての適切な候補者及び法案に対して投票するこ
とができます。
2014年6月3日施行の州全域直接予備選挙の有権者登録の最終日は2014年5月19日で
す。
2014年5月19日以後に新住所に転居する場合は、旧住所での投票所で投票すること
ができます。
有権者登録の詳細情報は、州務長官事務局の電話 (800) 339-2865にお問い合わせに
なるか、www.sos.ca.gov をご覧ください。
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1. 正当な登録有権者には投票する権利があ
ります。

	 正当な登録有権者とは、カリフォルニア州
に居住しており、18才以上で、服役中ある
いは重罪の有罪判決で仮釈放中ではな
く、現住所にて有権者登録した米国市民
を指します。

2. 名前が名簿に載っていない有権者は、暫
定的投票用紙で投票する権利がありま
す。

3. 投票所が閉まる前に列に並んでいる場合
は、投票する権利があります。

4. 脅迫されること無く無記名投票する権利
があります。

5. 投票用紙を投函する前に、間違いをした
と思われる場合は、新しい投票用紙を受
け取る権利があります。

	 最終的に投票する前であればいつでも、
間違いをしたと思われる場合は、その間
違えた投票用紙を新しい投票用紙と取り
替える権利があります。郵便投票の有権
者も、選挙日の投票締め切り前に選挙役
員に間違えた投票用紙を返却して、新し
い投票用紙を請求し受け取ることができ
ます。

6. 補助無しでは投票できない有権者は、
投票時に補助を受ける権利があります。

7. 投票済みの郵送による投票用紙を郡内の
選挙区のどこでも返却する権利がありま
す。

8. 特定言語の翻訳文を請求しうる十分な有
権者が居る選挙区では、その翻訳文書を
請求する権利があります。

9. 選挙の手続きについて質問したり、選挙
の過程を見学したりする権利があります。

	 選挙区役員または選挙担当官に選挙の
手続きに関して質問しその答えを得る権
利、または答えを得られる適切な担当官
に回してもらえる権利があります。しかし
ながら、執拗な質問により担当官の仕事
の妨害となる場合は、役員会または選挙
担当官が質問への応対を打ち切る場合
があります。

10. 選挙法違反や不正行為を地方の選挙役
員あるいは州務長官事務局に報告する権
利があります。

上記の有権者の権利を認められなかったと思われる場合や、 
選挙違反あるいは不正に気付いた場合は、州務長官機密保持フリーダイヤル 

有権者ホットライン(800) 339-2865 にお電話ください。

有権者登録宣誓書に記載されている個人情報は、投票用紙に記載される案件や候補者および投票所の
場所など投票手続きに関する公式情報を選挙役員が有権者に郵送する際に利用されます。有権者登録
情報を商業目的に使用することは法律で禁止されており、軽犯罪です。有権者情報は、州務長官の判断に
より、公職候補者、投票法案委員会、選挙関係者、学術者、報道関係者、政治関係者、あるいは政府目的に
提供される場合があります。運転免許証番号、ソーシャルセキュリティ番号、有権者登録カードに表示され
ている署名は、この目的のためには公表されることはありません。有権者情報の使用に関する質問または
その情報の不正使用の疑いを通報したい場合は、州務長官有権者ホットライン(800)	339-2865にお電話
ください。

生命にかかわる状況にある特定の個人は、機密有権者の資格を得られる場合があります。詳細は州務長
官セーフアットホームプログラム無料通話(877)	322-5227または州務長官ウェブサイトwww.sos.ca.govをご
覧下さい。

有権者の権利



To reduce election costs, the State mails only one guide to each voting household. 

For additional copies of the Voter Information Guide in 
English, please contact your county elections office or call 
(800) 345-VOTE (8683). For TTY/TDD, call (800) 833-8683.

Para obtener copias adicionales de la Guía de Información 
para el Votante en español, póngase en contacto  
con la oficina electoral de su condado o llame al  
(800) 232-VOTA (8682).

如需索取額外的中文選民資訊指南，請與您的縣立

選舉辦事處聯繫或致電(800) 339-2857。

ihndI maoM matdata jaanakarI maaga-diSa-ka kI Aitir> p`ityaaM p`aPt 
krnao ko ilaeÊ Ìpyaa Apnao ka]MTI caunaava kayaa-laya sao saMpk- kroM yaa 
[sa naMbar pr Ôaona kroM (888) 345-2692.

投票情報ガイドの日本語版をご希望の場合は、 
最寄の郡選挙事務所にお問い合わせになるか  
(800) 339-2865にお電話ください。

sMrab’sMeNAbEnÄm «nB&támanENnaMG~keVHeq~at CaPasaExμr 
sUmTak’Tgkariyal&yeVHeq~at exanFIrbs’G~k ÉTUrs&Bæ 
(888) 345-4917.
한국어로 된 유권자 정보 지침의 사본이 추가로 필요할 
경우 해당 카운티 선거관리 사무실로 연락하거나 다음 
번호로 전화하십시오: (866) 575-1558

Para sa mga karagdagang kopya ng Patnubay na 
Impormasyon Para sa Botante sa Tagalog, mangyaring 
makipag-ugnayan sa opisina sa mga halalan ng inyong 
county o tumawag sa (800) 339-2957.

ส�ำหรับส�ำเนำเพิ่มเติมของคู่มือส�ำหรับผู้ออกเสียงเลือกตั้ง
เป็นภำษำไทย กรุณำติดต่อส�ำนักงำนกำรเลือกตั้ง 
ประจ�ำเทศมณฑลของคุณ หรือโทรศัพท์ถึง (855) 345-3933

Muốn có thêm Tập Hướng Dẫn Cử Tri bằng Việt Ngữ, xin 
liên lạc với văn phòng bầu cử quận của quý vị hoặc gọi số  
(800) 339-8163.

OSP 14 132802

公式投票情報ガイド

有権者登録最終日 
2014年5月19、月曜日
投票をお忘れなく！ 
2014年6月3日、火曜日 
投票所は午前7時から午後8時まで開いています。www.voterguide.sos.ca.gov

選挙費用を削減するため、州は有権者の住居に1冊のみ郵送します。

JAPANESE

California Secretary of State 
Elections Division 
1500 11th Street 
Sacramento, CA 95814
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