
投票時間は選挙日の午前7時～午後8時までです！

★  ★  ★  ★  ★  早見ガイド  ★  ★  ★  ★  ★

California州総選挙
2020年11月3日火曜日

注意事項

• 投票時間は選挙日の午前7時～午後8時までです。
• 投票方法については投票所の担当者に問い合わせるか、 
お住まいの郡の投票者ガイドをご覧ください。

• 連邦法に従い、新たな有権者は身分証明書またはその他 

の文書の提出を求められる可能性があります。文書を提出し 

なかった場合でも、有権者は暫定投票を行う権利を有します。
• 資格のある有権者のみが投票できます。
• 投票機の改ざんは違法です。

この早見ガイドを投票所
にお持ちください！
この早見ガイドには、2020年 
11月3日の投票項目一覧表に 
示される各州提案の要約と連
絡先情報が記載されています。
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早見ガイド
提案 幹細胞研究を継続する公債を許可する。州民発案

法案。14
要約  請願署名により投票案件に指定
トレーニング、研究施設の建設、管理経費を含む幹細胞およ
びその他医学研究への州公債55憶ドルを許可する。15億ドル
は脳関連疾患専用。一般財源金を返済に割り当てる。関連プ
ログラムを拡大する。財政的影響：州がこの先およそ30年 
間に公債の返済に充てる経費は、年間約2億6,000万ドルに 
増大する見込みである。

反対意見 提案 
14に反 

対します。この経済と予算危機の
中、提案14は我々が支払うこと
のできない$78億の確約を行っ
ています。すでに$30億が費やさ
れ、管理上の課題や好ましくない
業績を抱えた州当局の基金とな
っています。提案14の公債債務
返済は、増税または看護師、救
急隊員、その他の公務員の一時
解雇への圧力を高める可能性が
あります。

賛成意見 提案 
14はが

ん、アルツハイマー病、心臓病、糖
尿病、パーキンソン病、腎臓病とい
った生命にかかわる慢性疾患治療
の研究開発をさらに進めるための
基金となります。2,900件の医学的
発見の礎となります。患者の医療
へのアクセス向上とより手ごろな
価格を実現します。California州の
経済を活性化します。厳格な説明
責任を確実なものとします。医師、
ノーベル賞の受賞歴を有する科学
者、70を超える有力な患者支援
団体が、提案14について賛成を
求めています。

議論

反対 この法案に反対 
票を投じる意味: 

California州は幹細胞研究と新
しい医学研究の開発のために
一般保証公債$55億を割り当
てることはできない。

賛成 この法案に賛成 
票を投じる意味: 

California 州は幹細胞研究と新 
しい医学研究の開発のために 
一般保証公債$55億を割り当 
てる。

票の意味

賛成側
提案14に賛成: 幹細胞研究お
よび治療に賛成するCalifornia
州民

P.O. Box 20368
Stanford, CA 94309
(888) 307-3550
YESon14@CAforCures.com
www.YESon14.com

反対側
John Seiler
P.O. Box 25683
Santa Ana, CA 92799
(714) 376-0109
writejohnseiler@gmail.com

追加情報

提案 商業用および工業用不動産の課税査定を変更して公
立学校、コミュニティカレッジ、および地方政府サ
ービスへの財源を増やす。州民発案法案。15

要約  請願署名により投票案件に指定
購入価格の代わりに、現行市場価値を基にして当該不動産に
課税する。財政的影響：300万ドル以上の商業用不動産価値に
対する資産税を増やし、新たに65億ドルから115億ドルの資
金を地方政府や学校に提供する。

反対意見 提案 
15は

$125億の不動産税の増税につな
がり、生活費を増加させ、我々の
購入する食料品、ガソリン代、 
公共料金、デイケア、医療費など
すべてのものがより高価になり 
ます。提案15は提案13の納税者
保護を無効にします。提案15に
反対します！

賛成意見 提案 
15は公

平でバランスのとれた改正案で
す。資金が潤沢な企業に恩恵を
もたらす不動産税の抜け穴をふ
さぎ、中小企業向けの税金を削減
し、住宅所有者や賃借人を守り、
完全な透明性を要求し、学校や
地域社会のために数十億ドルを 
取り戻します。看護師、教師、 
中小企業経営者、Affordable 
Housing（適正価格住宅）の提唱
者、地域の組織により支持されて
います。

議論

反対 この法案に反対票を投じる意味: 商
業用不動産の不動産税を変更
しない。地方政府および学校
は新たな資金を獲得しない。

賛成 この法案に賛成 
票を投じる意味: 

地方政府や学校に資金を提供
するために、$300万を超える
価値がある商業用不動産の不
動産税を増やす。

票の意味

賛成側
Tracy Zeluff
学校および地域社会を最優
先—提案15に賛成を

731 South Spring St.
Los Angeles, CA 90014
(213) 935-8009
info@schoolsandcommunitiesfirst.org
yes15.org

反対側
提案15に反対—不動産税の 
高騰を止めて提案13を保護 
しよう

(916) 538-0376
info@NOonProp15.org
www.NOonProp15.org

追加情報

mailto:YESon14@CAforCures.com
http://www.YESon14.com
mailto:writejohnseiler@gmail.com
mailto:info@schoolsandcommunitiesfirst.org
http://yes15.org
mailto:info@NOonProp15.org
http://www.NOonProp15.org
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提案 公共雇用、教育および契約決定の要因として 
多様性を可能にする。議会による憲法修正。 16

要約 立法機関が投票案件に指定
多様性に対処するために人種、性別、肌の色、民族性、または国
籍を考慮する政策を禁止する憲法の条項を撤廃して政府による当
該政策の意思決定を許可する。財政的影響：州政府や地方政府へ
の直接的な財政的影響はない。法案の影響は州政府や地方政府団
体による今後の決定によって異なり、極めて不確かである。

反対意見 政治家は人
種、性別、肌の色、民族性ま 
たは国籍に基づく差別や優遇 
措置の禁止をしている州法の
破棄を希望しています。彼らはえ
こひいきをしたいだけです。我々
の社会の基礎となるものがある
とすれば、それは州がすべての
California在住者を平等に扱うこ
とです。反対に一票を。

賛成意見 提案 
16は

すべてのCalifornia州在住者に対
し、公平な賃金、公正な仕事、
質の高い学校を提供し、平等な
機会を拡大します。提案16は
賃金差別および組織的な人種差
別と闘い、女性と有色人種のた
めの機会を切り開きます。League 
of Women Voters of California 
（California州女性有権者同盟）、 
California Federation of Teachers 
（California州教職員連盟）、 
Minority Business Consortium 
（マイノリティビジネスコンソ 
ーシアム）および州の高等教育 
指導者らによって支持されてい 
ます。Vote YesOnProp16.org

議論

反対 この法案に反対票を投じる意味: 現
在の公共教育、公共雇用、 
公共契約における人種、性別、
肌の色、民族性および国籍 
の考慮の禁止を引き続き有効 
とします。

賛成 この法案に賛成 
票を投じる意味:  

州政府および地方政府は、連
邦および州法で認められる範
囲で、公共教育、公共雇用、 
公共契約において人種、性別、
肌の色、民族性、または国籍を
考慮することができます。

票の意味

早見ガイド

要約 立法機関が投票案件に指定
刑期に服している間投票資格がない人物が刑期を満たし次第、 
投票権を回復する。財政的影響：有権者登録と投票用紙資 
料の年間郡経費は州全体で数十万ドルだろう。有権者登録 
カードやシステムの1回限りの州経費は数十万ドルだろう。

反対 この法案に反対 
票を投じる意味: 

州の仮釈放者はCalifornia州に
おいて、今後も投票することが
できません。

賛成 この法案に賛成 
票を投じる意味:  

アメリカ市民、かつCalifornia州
在住で18歳以上の州の仮釈放 
者は、投票登録をしている場
合、投票することができます。

票の意味

提案 刑期を満たした後の投票権の回復。議会による 
憲法修正。17

反対側
Ruth Weiss
Election Integrity Project 
California（California州選挙完
全性プロジェクト）

27943 Seco Canyon Rd. #521
Santa Clarita, CA 91350
ruthweiss@eip-ca.com
www.eip-ca.com

追加情報

賛成側
Dana Williamson
投票の規制をなくそう。提案 
17に賛成を

1787 Tribute Road, Suite K
Sacramento, CA 95815
(916) 382-4686
YesonProp17@gmail.com
Yeson17.vote

議論

反対意見 提案 
17に反

対を。理由: • 暴力的な犯罪者が
仮釈放を含む判決を終える前に
投票権を与えるよう、California州
の憲法を改訂することになる。 
• 殺人、強姦、児童への性的虐待
を犯した犯罪者らが罪を償う前
に投票権を与えることになる。 
• 犯罪被害者に対する正義 
を否定することになる。

賛成意見 提案 
17は、 

刑期を満了した市民の投票権を
回復します。これにより、California
は他の州と同じ立場となります。
最近の仮釈放委員会の報告書に
よると、刑期を満たし投票権を
回復した市民は将来、罪を犯す
可能性が低くなることが判明しま
した。提案17に賛成を。

賛成側
提案16に賛成、連立にチャンスを
1901 Harrison Street, 
Suite 1550

Oakland, CA 94612
(323) 347-1789
info@voteyesonprop16.org
VoteYesOnProp16.org

反対側
議長Ward Connerly
共同議長Gail Heriotおよび
Manuel Klausner
平等な権利を求めるCalifornia
州の人々へ。提案16に反対を

P.O. Box 26935
San Diego, CA 92196
info@californiansforequalrights.org
https://californiansforequalrights.org/

追加情報

mailto:ruthweiss@eip-ca.com
http://www.eip-ca.com
http://Yeson17.vote
mailto:info@voteyesonprop16.org
http://VoteYesOnProp16.org
mailto:info@californiansforequalrights.org
https://californiansforequalrights.org/
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早見ガイド
提案 次の総選挙までに18歳になり、その他の点で投票資

格のある有権者は、17歳でも予備選挙および特別選
挙への投票を許可するようにカリフォルニア憲法を
修正する。議会による憲法修正。18

要約 立法機関が投票案件に指定
財政的影響：州全体の郡費用が2年ごとに数十万ドルから百 
万ドル増大する見込みである。州費用が１度限り何十万ドル 
増大する。

反対意見 科学的および
法的一貫性により、提案18に反
対票を投じます。研究により若者
の脳の論理的および理性的領域
は十分に発達していないことが
判明したため、喫煙、飲酒、人工
日焼けさえも法律により禁じられ
ています。これらの能力は責任あ
る投票には不可欠です。投票年
齢を下げてはいけません。

賛成意見 提案18は
初めて投票する有権者が総選挙
までに18歳になっていれば、すべ
ての選挙に参加させることができ
ます。この法案は若い市民たちに
選挙への関与を促し、民主主義
の最も基礎的な過程において、
生涯にわたり多くの参加者 
を生み出す助けとなるために 
必要です。

議論

反対 この法案に反対 
票を投じる意味:  

18歳未満のものはいかなる選
挙でも投票することができま 
せん。

賛成 この法案に賛成票を投じる意味: 次の
総選挙までに18歳となり、投票
資格のある17歳の有権者は予備
選挙および特別選挙への投票を
することができます。

票の意味

要約 立法機関が投票案件に指定
55歳以上、身体障害者または山火事/災害被害者である自家 
所有者が主な居住地の税基盤を代替居住地のものに適用する
ことを許可する。家族の資産移転の課税を変更する。防災サ
ービス基金を確立する。財政的影響：地方政府は1年に不動産
税歳入が数千万ドル得る可能性があり、経時的におそらく1年
に数億ドル増加するだろう。学校は同様に不動産税利益を得
る可能性がある。

反対 この法案に反対 
票を投じる意味: 

55歳超の（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
を軽減できます。すべての相続
財産は今まで通り固定資産税
の軽減対象になります。

賛成 この法案に賛成 
票を投じる意味:  

55歳超の（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軽減
できます。主な住まいまたは農場
としての相続財産のみが固定資
産税の軽減対象となります。

票の意味

提案 特定の不動産税規則を変更する。議会による 
憲法修正。 19

反対側
納税者協会Howard Jarvis
921 11th St #1201
Sacramento, CA 95814
(916) 444-9950
(213) 384-9656
info@hjta.org
www.HJTA.org

追加情報

賛成側
提案19に賛成
(916) 492-5210
info@Yeson19.vote
www.Yeson19.vote

議論

反対意見 提案19は
家庭に対して、十億ドルを増税し
ます。これにより、親が子供を助
けるための最大の手段が奪われ
ることになります。その権利と
は、1986年以来California州の 
憲法に明記された固定資産税 
を上げることなく、家やその他 
の財産を譲渡する権利です。
提案19に反対票を。

賛成意見 提案19は
高齢者、重度身体障害者、山火
事あるいは災害の被害者の税金
を制限します。州外の裕福な投
資家たちが利用する不正な税の
抜け道をふさぎます。提案13の
保護を維持します。身体障害者
の権利提唱者、高齢者/住宅提唱
者、消防士、緊急医療従事者、経
済・労働界、民主党と共和党と
連携しましょう。YESon19.voteで
事実を把握しましょう。

賛成側
議員Kevin Mullin
info@caprop18.com
CAprop18.com

反対側
Ruth Weiss
Election Integrity Project 
California（California州選挙完
全性プロジェクト）

27943 Seco Canyon Rd. #521
Santa Clarita, CA 91350
(661) 313-5251
info@eip-ca.com
www.eip-ca.com

追加情報

mailto:info@hjta.org
http://www.HJTA.org
mailto:info@Yeson19.vote
http://www.Yeson19.vote
http://YESon19.vote
mailto:info@caprop18.com
http://CAprop18.com
mailto:info@eip-ca.com
http://www.eip-ca.com
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早見ガイド
提案 現在非暴力と見なされている特定犯罪の仮釈放を制

限する。現在軽罪だけとして扱われる特定の犯罪に
対して重罪宣告を許可する。州民発案法案。20

要約  請願署名により投票案件に指定
特定犯罪への資格を排除して、当初の犯罪刑期を満たした非暴
力犯罪者に対して認められた仮釈放プログラムの利用を制限す
る。財務的影響: 州および地方矯正、裁判所および法執行機関
の経費は実施次第で年間数千万ドル増大する可能性がある。

反対意見 提案20は
刑務所への金の無駄遣いにすぎ
ません。California州はすでに重
大で狂暴な犯罪に対し、終身刑
を含む厳しく長期の刑罰があり
ます。刑務所の特別利権団体が
人を脅して何千万ドルもかけて収
監し、リハビリセンター、学校、 
精神面の健康およびホームレス
たちへの厳しい経費削減が余 
儀無くされます。

賛成意見 提案20は
現在の児童性的虐待者や性犯罪
者、その他の暴力的犯罪で有罪
を受けた者が刑務所から早期に
釈放される法の抜け穴をふさぎ
ます。提案20は強姦、殺人、その
他の重罪を解決する助けとなる
DNAの採取を広げ、窃盗を繰り
返す常習犯に対して制裁を強化
します。

議論

反対 この法案に反対を投じる意味: 特定
の窃盗関連の犯罪を犯した者
への罰則を重くしません。特定
の受刑者を釈放するための州
の過程を変更しません。法執行
では重罪での逮捕や性犯罪や
放火犯として登録する必要があ
る成人に限り、DNAサンプル抽
出・提出を引き続き求めます。

賛成 この法案に賛成票を投じる意味: 特定
の窃盗関連の犯罪（万引きを繰
り返すなど）を犯した者は重い刑
罰（長い懲役期間）を受ける可能
性があります。特定の受刑者を釈
放するための州の過程に、追加
の要件を検討します。法執行は
特定の軽罪判決を受けた成人に
DNAサンプルの抽出・提出を求 
めます。

票の意味

要約  請願署名により投票案件に指定
地方政府が築15年以上の住宅用不動産に対する家賃統制を 
成立できるようにする。家賃値上げに対する地方の制限は州
全体の制限とは異なる場合がある。財政的影響：全体的に、
経時的に年間数千万ドル台後半の州および地方財源が低減す
る可能性がある。地方コミュニティの行動次第によっては歳
入の損失は増減する可能性がある。

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: 州法
で市や郡が現行法より多くの不
動産に対して家賃統制をできる
ようにします。

票の意味

提案 住宅用不動産に対する家賃統制を成立する地方政府
の権威を拡大する。州民発案法案。21

反対側
info@noonprop21.vote
https://noonprop21.vote/

追加情報

賛成側
提案21に賛成を—家庭の住ま
いを存続させるために、賃借人
と家の所有者の一致団結を

6500 Sunset Blvd.
Los Angeles, CA 90028
(323) 962-0140
contact@YesOn21CA.org
www.YesOn21CA.org

議論

反対意見 提案21は
Califonia州の住宅危機を悪化さ
せます。提案21は最も強力な家
賃統制法を弱体化します。人々は
職を失い、家の価値は下がり、 
新しい家の建築は停止されます。
家の所有者の保護がなくなる 
一方、賃借人、高齢者、障害者の
保護は提供されません。

賛成意見 提案21はホ
ームレス問題に対処するために
必要な変化です。提案 21に賛成
票を投じることは家庭を存続させ
ることです。選出された指導者 
たちの強力な連合、Affordable 
Housing（適正価格住宅）の提供
者、 高齢者、退役軍人、ホームレ
ス賛同者は、提案21はホームレ
スを防ぐことに役立つという点に
おいて、同意しています。

賛成側
提案者Nina Salarno 
Besselman
提案20に賛成を—California州
の安全を維持

YesOn20.org

反対側
Dana Williamson
刑務所への無駄遣いを止めま
しょう。提案20に反対を

1787 Tribute Road, Suite K
Sacramento, CA 95815
(916) 382-4686
NoOnProp20@gmail.com
NoProp20.vote

追加情報

mailto:info@noonprop21.vote
https://noonprop21.vote/
mailto:contact@YesOn21CA.org
http://www.YesOn21CA.org
http://YesOn20.org
mailto:NoOnProp20@gmail.com
http://NoProp20.vote
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提案 アプリベースの輸送会社や配送会社による特定運転

手への従業員給付の提供を免除する。 
州民発案法案。 22

要約  請願署名により投票案件に指定
アプリベースの運転手は「従業員」ではなく「独立請負人」と
して分類し、特定基準が満たされている場合を除いて、独立請
負人運転手にその他補償を提供する。財政的影響：自動車相乗
り会社や配送会社の運転手、投資家が支払う州所得税への若干
の増加がある。

反対意見 提案22に
反対します。数十億ドル規模の
Uber、Lyft、およびDoorDashの 
ようなアプリ企業がCalifornia州
法において独自に適用除外を 
作り、利益を得ることを阻止し 
ます。提案22は、病気休暇、医療
保険、失業など運転手が与えら
れる権利と安全保護を否定して
います。企業は利益を得ますが、
搾取された運転手は権利と保護
を喪失します。反対に一票を。

賛成意見 提案22に
賛成するとアプリベースの運転
手の選択で独立請負業者を保護
することができます。運転手は 
4対1の割合で独立を支持してい
ます！ • 相乗会社、運送サービ
ス、および数十万もの仕事を保
護 • 運転手の新たな手当と収入
の保証 • 公共の安全を強化  
• 圧倒的多数の運転手、地域社
会、公共の安全、小規模企業から
の支持 • VoteYesProp22.com

議論

反対 法案に反対票を 
投じる意味: 

アプリベースの自動車相乗会社
や配送会社は、裁判所が新しい
州法で運転手を従業員としてい
ると判断した場合、従業員として
運転手を雇わなければなりませ
ん。運転手はいつ、どこで、どれ
だけで働くか決める選択は少な
いが、企業が従業員に提供する
標準手当や保護を得ることがで
きます。

賛成 法案に賛成票を投じる意味: アプリベ
ースの自動車相乗会社や配送会
社が独立請負業者として運転手
を雇うことができます。運転手は
いつ、どこで、どれだけ働くか決
めることができるが、企業が従業
員に提供する標準手当や保護は
得られません。 

票の意味

要約  請願署名により投票案件に指定
透析療法中の現場に医師、正看護師または医師助手が立ち会う
ことを義務付ける。クリニックが州の承認なしにサービスを減
らすことを禁止する。クリニックが患者の支払い状況によって
治療を拒否することを禁止する。財政的影響：州政府および地
方政府の経費は年間数千万ドル前半に増大する可能性がある。

反対 法案に反対票を投じる意味: 腎臓透
析クリニックは透析療法中、現場
での医師の立ち合いを義務付け
ません。

賛成 法案に賛成票を投じる意味: 腎臓透
析クリニックは透析療法中、現場
での医師の立ち合いを義務づけ
ます。

票の意味

提案 腎臓透析クリニックに対する州要件を定める。 
現場の医療専門家を義務付ける。 
州民発案法案。23

反対側
提案23に反対を: 危険でお金 
のかかる透析の提案を止め 
させよう

(888) 424-0650
info@NoProposition23.com
www.NoProposition23.com

追加情報

賛成側
提案23に賛成: 腎臓透析患者
により良いケアを

(888) 251-5367
info@YesOnProp23.com
www.YesOnProp23.com

議論

反対意見 アメリカ看護
師協会\California州、California診
療協会、患者擁護者は提案23に
強く反対します！提案23は腎臓
透析クリニックの閉鎖を余儀な 
くし、生きるために透析が必要な
California州の患者8万人の命が
脅かされることにつながります。
提案23は毎年、数億ドルの健康
管理費を増大させます。医者不足
とERの混雑状況を悪化させま
す。NoProposition23.com

賛成意見 感染データを
要求することにより、腎臓透析ク
リニックの不衛生な状態に対処
します。治療中に医師の立ち合い
を義務づけるなどスタッフの配置
を改善します。患者の保険に基づ
く差別をなくします。裕福な地域
や貧困地域、田舎、黒人や有色人
種の地域、どこであれ、すべての
クリニックを改善します。患者、
医療専門家、退役軍人、信仰指
導者は同意しています: 
YesOnProp23.com

賛成側
提案22に賛成を—アプリベ 
ースの仕事とサービスを保護

(877) 581-8711
info@protectdriversandservices.com
www.VoteYesProp22.com

反対側
提案22に反対。 Uber、Lyft およ
びDoorDashにストップを

600 Grand Avenue #410
Oakland, CA 94610
(213) 537-4863
info@nooncaprop22.com
nooncaprop22.com

追加情報

http://VoteYesProp22.com
mailto:info@NoProposition23.com
http://www.NoProposition23.com
mailto:info@YesOnProp23.com
http://www.YesOnProp23.com
http://NoProposition23.com
http://YesOnProp23.com
mailto:info@protectdriversandservices.com
http://www.VoteYesProp22.com
mailto:info@nooncaprop22.com
http://nooncaprop22.com
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提案 消費者プライバシー法を改定する。 

州民発案法案。24
要約  請願署名により投票案件に指定
ビジネス間による個人情報の共有防止、不正確な個人情報の 
訂正、および正確な地理位置、人種、民族性、健康情報を含む
ビジネスの「機密性の高い個人情報」使用の制限を消費者に 
許可する。カリフォルニア州プライバシー保護庁を設立する。
財政的影響：消費者プライバシー法の拡大実施には年間州経費
が一千万ドル以上増大するが、数千万ドル前半を超える可能性
は低い。経費の一部はこれら法律違反者の罰金によって相殺さ
れるだろう。

反対意見 提案 
24は

California州でのプライバシーの権利 
を制限します。提案24「プライバ
シーのための支払い」計画が認
められ、企業が収集している秘
密情報を従業員が知るまでに何
年もかかったり、技術系大手企
業が情報の販売をするのが難 
しくなったりします。提案24は 
ソーシャルメディア企業からの情
報提供により、水面下で作成さ
れました。

賛成意見 提案24に
賛成します。プライバシーの権利
の強化するためです。保護者、 
常識的メディア、California州
NAACPおよびノーベル賞受賞歴
を有する経済学者は提案24に賛
成票を投じると発言しています。
プライバシー法の強化を！オンラ
インで子供を守りましょう！プラ
イバシー法を強化し、基本的権
利を侵害した企業には責任を負
わせましょう。提案24に賛成を！

議論

反対 この法案に反対票を投じる意味: 企
業は引き続き既存の消費者プラ
イバシー法に従うことが必要とな
ります。引き続き消費者は、既存
の消費者プライバシー法の権利
を有します。州の司法は、これらの
法を引き続き監督、実施します。

賛成 この法案に賛成票を投じる意味: 既
存の消費者プライバシー法およ
び権利を広げます。プライバシ 
ー要件を満たす必要がある企業
は変更を求められます。新規の
州機関および州の司法省は消費
者プライバシー法を監督、実施す
る責任を共有します。

票の意味

要約  請願署名により投票案件に指定
賛成票は、保釈金システムを公共安全と逃亡する危険性を基 
にしたシステムに取り替える法を承認し、反対票は拒否する。
財政的影響：裁判前に刑務所から釈放される新たなプロセス 
のために、年間数億ドル中盤まで経費が増える可能性がある。
減少する郡刑務所費用は年間数千万ドル後半になる可能性 
がある。

反対 この法案に反対票を投じる意味: 裁
判前に保釈金を払って釈放され
る人もいます。他の人は保釈金を
払わず、引き続き釈放されます。
保釈の条件として、引き続きお金
を請求することができます。

賛成 この法案に賛成 
票を投じる意味: 

裁判前に保釈金を払って釈放さ
れる人はいません。代わりに、 
自動的に釈放されるか、他の罪
を犯す危険性や釈放された場 
合に逃亡する危険性の評価に基
づいて釈放されます。釈放の条
件に、お金は請求されません。

票の意味

提案 保釈金を、公共安全と逃亡する危険性を基にしたシ
ステムに切り替える法律に関する住民の直接投票。  25

反対側
提案25に反対を—不公平で危
険でお金のかかる提案投票を
止めよう

(916) 209-0144
info@stopprop25.com
StopProp25.com

追加情報

賛成側
提案25に賛成を。保釈金をな 
くそう

1130 K Street, Suite 300
Sacramento, CA 95814
(213) 373-5225
info@yesoncaprop25.com
yesoncaprop25.com

議論

反対意見 提案25は
Sacramentoの政治家たちによっ
て作成され、保釈金を投じる
California州の人々の選択肢を取
り上げ、納税者の年間数億ドルも
の費用をかけて、政府の官僚が
管理するコンピュータ生成された
プロファイリングを管理する新た
な差別的なシステムと、この権利
を置き換えます。提案25は不公
平で危険でお金がかかります。提
案25に反対票を投じましょう。

賛成意見 提案25に
賛成すると、公正で安全な費用
が少ないプロセスで保釈金と置
き換えることができます。現在、
保釈保証会社に支払える人は、
裁判までは釈放されます。支払う
ことができない場合は、無実で
あっても刑務所に留まります。 
これは明らかな差別です。賛成票
を投じましょう。

賛成側
Robin Swanson
Californians for Consumer 
Privacy（California州消費者プ
ライバシー団体）

1020 16th Street #31
Sacramento, CA 95814
(916) 440-0424
info@caprivacy.org
www.caprivacy.org

反対側
Californians For Real 
Privacy（California州リアルプ
ライバシー団体）

CaliforniansForRealPrivacy.org
mail@RealPrivacyNoOn24.org
(415) 634-0335

追加情報

mailto:info@stopprop25.com
http://StopProp25.com
mailto:info@yesoncaprop25.com
http://yesoncaprop25.com
mailto:info@caprivacy.org
http://www.caprivacy.org
http://CaliforniansForRealPrivacy.org
mailto:mail@RealPrivacyNoOn24.org

