カリフォルニア州ア
メリカ合衆国大統
領予備選挙

2020年3 月3日

火曜日

投票所は選挙当日の午前 7 時から午後 8 時まで開いています！

公式有権者情報ガイド

正確性の証明
私、アレックス・パディラ（Alex Padilla）こと、カリフォルニア州州務長官は、
本書に含まれる法案が 2020 年 3 月 3 日に州全域で行われるアメリカ合衆
国大統領予備選挙でカリフォルニア州有権者に提示されること、さらに本ガ
イドが法律に従い適正に作成されたことをここに認定します。本日 2019 年

12 月 9 日、カリフォルニア州サクラメントにて、署名および州章をもって証
明します。

アレックス・パディラ、州務長官
公式投票者情報ガイドの追加部数をご希望の方は、(800) 345-VOTE (8683) まで電話でお住まいの地方自治体の郡選挙管理人にご連絡ください。

有権者の

権利章典
あなたには以下の権利があります。
6

あなたの雇用主または労働組合の代表者以
外であれば、あなたが選ぶ任意の方から、投
票のサポートを受ける権利。
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カリフォルニア州内にある投票所で記入済み
の郵便投票用紙を投じる権利。

8

あなたの投票区で十分な人数の方がその言
語を話す場合、英語以外の言語の選挙書類
を得る権利。

有権者登録にもかかわらず、お名前が名簿
に記載されていない場合の投票権。暫定投
票用紙を使用して投票することになります。
あなたに投票資格があると選挙担当官が判
断した場合、あなたの票は有効票として数え
られます。

9

選挙手順について選挙担当官に質問し、選
挙プロセスを監視する権利。

3

投票が締め切られた時点で列に並んでいた
場合の投票権。

10

4

誰誰かに邪魔されたり、投票方法を介入さ
れることなく秘密保持投票用紙による投票
権利利。

1

登録有権者であれば、投票する権利がありま
す。次の条件を満たせば投票資格があります。
•
•
•
•

カリフォルニア州に居住する米国市民

18 歳以上の方
現在お住まいの地域で有権登録なさっている方
現在州立または連邦刑務所で服役中でない方、
または重罪犯罪による禁固刑受刑者または仮釈
放者ではない方

• 裁判所により、投票に関して心神喪失者とする判
定が出されていない方
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5

質問した担当官がその質問に答えられない場合、回
答できる適切な担当官をご紹介します。あなたが規
律を乱すような場合は、担当官は対応をやめること
ができます。

選選挙担当官または州務長官の事務所に違
法または不正正な選挙活動を報告する権
利。
ウェブサイトからのご報告 www.sos.ca.gov
電話でのご報告 (800) 345-VOTE (8683)
メールでのご報告 elections@sos.ca.gov

投投票を済ませる前に間違ってしまった場
合、新しい投票用紙を受け取る権利。その
場合、次のいずれかの方法で受け取ってくだ
さい：
新しい投票用紙を投票所で選挙担当官に要求でき
ます。または
選挙事務所もしくはあなたの投票所で郵便 投 票
用紙を新しいものと交 換してもらえます。または
元の郵便投票用紙を持参していなくても、暫定投
票用紙を使用して投票できます。

これらのいずれかの権利が否定されたと思われる方は、守秘扱いされるフリーダイヤル

(800) 345-VOTE (8683) で州務長官の投票者ホットラインにお電話ください。
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合衆国大統領候補者

重要

通知事項

大統領選に出馬している候補者についての情報は、州務長官の有権者情報ガイドに記載されてい
ます。詳細については voterguide.sos.ca.gov をご覧ください。

2020 年 3 月 3 日火曜日
忘れずに投票しましょう！
投票所は選挙当日の午前 7 時から
午後 8 時まで開いています

2月3日
郵便投票開始日

2 月 18 日 *
有権者登録最終日。

2 月 25 日
郡選挙担当官が有権者から郵便投票用紙の
申請書を受理する最終日。

有権者情報ガイドの下記のいずれかの言語訳をご希
For
additional copies of the Voter Information Guide
in
any
of the following languages, please call:
望の場合は、次にお電話ください：

English: (800) 345-VOTE (8683)
TTY/TDD: (800) 833-8683
Español/Spanish: (800) 232-VOTA (8682)
中文 /Chinese: (800) 339-2857
/Hindi: (888) 345-2692
/Japanese: (800) 339-2865
/Khmer: (888) 345-4917
/Korean: (866) 575-1558
Tagalog: (800) 339-2957
/Thai: (855) 345-3933
/Vietnamese: (800) 339-8163

Text Vote to GOVOTE (468683) to find the location of your polling place.
最最寄りの投票所を調べるには、GOVOTE (468683) に「Vote」のメッセージを送信してください。
* 有権者登録の 15 日間の締め切りの後でも、郡選挙事務局で「条件付き」で登録・投票が可能です。
有権者登録状況をオンラインで確認するには、次にアクセスしてください：voterstatus.sos.ca.gov
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州務長官
親愛なるカリフォルニア州民の皆様へ、
投票権はアメリカにおける民主主義の基礎となるものです。あなたの投票は、
われわれの国家、州、そして地域社会の将来を形成するものです。あなたの参
加は重要なものです 。
この投票者ガイドは、2020 年３月３日に開催されるアメリカ合衆国大統領予
選選挙において、あなたが十分な情報を得た上で判断し、準備するために役立
つものです。これには、州総選挙に関する公平な分析、住民投票事項について
の賛成・反対の論拠、候補者の宣言事項が含まれています。ここでは、カリフォ
ルニア州の有権者として、重要な規定や権利を確認することもできます。
本ガイドはカリフォルニア州務長官のウェブサイト：voterguide.sos.ca.gov
で 10 言語にて提供されています。
有権者登録や投票方法についてのご質問は、
フリーダイヤ 1-800-345-VOTE (8683)
に電話で州務長官室にご連絡いただけます。
便利な投票資料やツールについては vote.ca.gov にアクセスしてください。
我々の国民としての義務は投票日に投票所が閉まった段階で終わるものではあ
りません。

2020 年には、全カリフォルニア州住民にアメリカ合衆国国勢調査にご参加い
ただく必要があります。この 10 年に一度実施される人口調査は、我々が学校
やインフラ、医療に救急サービスといったようなものに対する連邦政府から支
給される資金を決定するものであり、これから 10 年間あなたの地域社会に直
接的な影響を及ぼすものです。国勢調査で得られる数値はカリフォルニア州を
代表する国会議員や選挙人団の投票数を決めるものでもあります。
皆様の民主主義へのご参加に感謝します。郵便投票であれ、投票所にお出向き
になるにしても、2020 年にはぜひご投票いただくようお願いいたします。あ
なたの一票は重要なものです。皆様のような国民が投票にご参加いただくこと
が、カリフォルニア州をより強くするのです。
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カリフォルニア州ア
メリカ合 衆国大 統
領予備選挙
2020 年 3 月 3 日
火曜日

投票所は選挙当日の午前 7 時から午後 8 時まで開いています！

  

早見ガイド  

特別な通知事項

この早見ガイドを抜き取り、
投票所にお持ちください！
こ の 抜 き 取 り 式 早 見 ガ イ ド に は、
2020 年 3 月 3 日 の 投 票 用 紙 に
記載されている州の各法律案に関
する概要および連絡先が記載され
ています。

• 投票所は、郡有権者情報ガイドに示されている日の午前７時から午後
８時まで開いています。

• 投票方法の説明書は、投票所係員から入手するか、またはお手持ちの
有権者情報ガイドをお読みください。

• 連邦法により、初めて有権者は身分証明書または他の書類の提示を求
められることがあります。当該書類を提示しない場合でも、有権者に
は暫定投票用紙で投票する権利があります。

• 資格がある有権者のみが投票できます。
• 投票機の改ざんは法律違反です。

早見ガイド |
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早見ガイド
提案

13

プリスクール、K-12 学校、コミュニティカレッ
ジおよび大学の施設の修理、建設および近代
化のための公債を許可する。議会発案。

概要

議会により投票に委ねられた法案

公立教育設備の建設および近代化に伴い、州による150億ドルの一般
財源保証証公債の発行を許可する。財政への影響：州がこの先35年間
に公債の返済に充てる額のコスト増は、年間約７億4,000万ドルとな
る見込み（利息を含む）。

あなたの投票が意味すること

賛成：

こ の 法 案「 賛
成 」の意味：州
は公立設備事業に関わる150 億ド
ルの一般財源保証公債を発行する
ことができる。更に州は、教育区お
よびコミュニティカレッジ学区の地
元で更なる公債を発行することが
許可され、開発手数料の徴収に新
たな限度が設けられる。

反対：

こ の 法 案「 反
対」の意味：州
は公立設備事業に関わる150 億ド
ルの一般財源保証を発行すること
ができない。州は教育区およびコミ
ュニティーカレッジ学区における地
元の既存借入枠および開発手数料
の徴収に関する既存の規定を変更
することもできない。

議論

長所：

提案13に賛成す
ることで、欠か
すことのできない修理に資金をあ
て、カリフォルニアの公立学校をより
安全で健康的なものにできる。老朽
化した教室から有害なカビや、アス
ベストを取り除く。より多くの養護
教諭設備を提供。より清潔な飲料水
を提供。火災および震災安全設備
の改良。納税者による監督の強化。
消防士、医師、看護士、そして教師に
よる支持。カリフォルニアの子供た
ちのために。YesonProp13.com

短所：

この政策は150
億ドルの借金を
許可するものであり、それに伴い納
税者には学校の建設および修理に
利子込みで２７０億ドルの負債がか
かることになる。この借入金は２１
０億ドルもの剰余金がある通常予
算で学校工事費用をまかなうより
倍近くもかかってしまう。これは政
府による無駄遣いを増加させるだ
けである。反対票を投じてくださ
い。

その他の情報

賛成

反対

Jon Coupal
Howard Jarvis Taxpayers
Association
info@safeschoolsandhealthylearning.com 921 11th St. #1201
Sacramento, CA 95814
YesonProp13.com
(916) 444-9950
info@hjta.org
www.hjta.org
カリフォルニア州民の安全と健
全な学習のために、
提案13に賛成しましょう。
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投票所の確認
投票所は郡選挙担当官により決定されます。投票所また
は投票センターは、投票日の数週間前にお届けする有権
者情報ガイドでご確認ください。
州 務 長 官 ウ ェ ブ サ イ ト vote.ca.gov に ア ク セ
ス し て い た だ く か、 ま た は フ リ ー ダ イ ヤ ル
(800) 345-VOTE (8683) で州務長官のホットラインに
お問い合わせいただくこともできます。
最寄りの投票所については、GOVOTE (468683) まで
Vote とテキストメッセージを送信してください。
アマドール郡、ビュート郡、カラベラス郡、エルドラド郡、
フレズノ郡、ロサンゼルス郡、マデラ郡、マリポサ郡、ナ
パ郡、ネバダ郡、オレンジ郡、サクラメント郡、サンマテ
オ郡、サンタクララ郡、またはトゥオルミ郡にお住まいの
方は、郡内のどの投票センターでも投票していただけます。
詳細情報については、voterschoice.sos.ca.gov にアクセ
スしていただくか、本ガイド 28 ページをご覧ください。

アメリカ合 衆国大 統
領予備選挙の結果
2020 年 3 月 3 日のアメリカ合衆国大統領予備選挙の結
果を、午後８時に投票所が閉まってからご覧になりませ
んか？カリフォルニア州務長官の選挙結果ウェブサイト
electionresults.sos.ca.gov にアクセスしてください。

選挙結果ウェブサイトは選挙当日の夜にそれぞれの郡か
ら州務長官へ報告受けながら、５分おきに更新されます。
郡選挙担当官は午後８時に投票所を閉めてから州務長官
の選挙結果ウェブサイトに半公式な選挙結果を送信し、
その後も投票日の全ての投票が数えられるまで継続的に
２時間おきに更新されます。
選挙結果ウェブサイトは 2020 年 3 月 5 日から 4 月 2
日までの間、各郡における残りの開票が進むにつれて毎
日午後 5 時に更新されます。
正式な選挙結果は 2020 年 4 月 10 日にウェブサイト
sos.ca.gov/elections で公表されます 。

選挙

２０２０

大統領
投票方法
支持政党なし * で登録しましたか？

支持政党なしで登録した有権者が、アメリカ合衆国大統領の投票に参加されたい場
合は、次の政党のひとつの大統領候補者が記載された予備選挙投票用紙を要求する
必要があります。

•
•
•

アメリカ独立党
民主党
自由党

郵便投票なさる場合は、この投票用紙について郡選挙事務所に依頼する必要があり
ます。
投票所で投票される場合は、投票所にてチェックインされる際にこの投票用紙をご
依頼ください。
この手続きに関する詳細情報については HowToVoteForPresident.sos.ca.gov にアク
セスしてください。
グリーン党、平和自由党または共和党の大統領候補に投票されたい場合は、それぞ
れ特定の政党で再登録しなければなりません。有権者登録の変更は registertovote.
ca.gov にアクセスしてください。

* 資格のない政党に登録されている有権者は、支持政党なしの有権者とみなされます。

資格のある政党で登録していますか ?
以下の資格のある政党で登録した場合は、その政党の大統領候補者に投票すること
ができます。

•
•
•
•
•
•

アメリカ独立党
民主党
グリーン党
自由党
平和自由党
共和党

登録政党以外の大統領候補者に投票されたい場合は、その政党に再登録しなければ
なりません。登録を変更するには registertovote.ca.gov にアクセスしてください。
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国勢調査の権利章典
国

勢調査

カリフォルニア州

あなたの権利は以下の通りです :

全員

国勢調査

2020

2020 年 4 月に開始し
ます！

2020

californiacensus.org

1. 2020 年度国政調査を受けること。
• 2020 年 4 月 1 日現在にカリフォルニア州内居住する方は、国籍を問わず全員、国政調査に参加する義務
があります。

2. 10 年に一度実施される連邦政府の国勢調査に、脅しまたは脅迫を受け
ることなく参加すること。
3. 機密保持およびプライバシー保護の対象となること。
• 連邦法（第 13 編）によると、アメリカ国勢調査局はあなた個人の国勢調査回答内容を公共または入国管
理ならびに法執行当局といったような政府機関と共有することが禁止されています。

4. 国勢調査にオンライン、電話、または紙面で参加すること。
5. 言語面での支援を要請すること。
• 印刷版の国勢調査票は英語とスペイン語のみで提供されています。
• オンライン調査票および電話での支援は次の言語で提供されています：スペイン語、中国語、ベトナム語、
韓国語、ロシア語、アラビア語、タガログ語、ガログ語、ポーランド語、フランス語、ハイチ・クレオール語、
ポルトガル語、そして日本語。

• アメリカ国勢調査局の言語支援ガイドは、アメリカ手話法を含む英語以外の 59 言語で提供されます。

6. 国勢調査局の職員の身分を証明すること。
• アメリカ国勢調査局の職員がご自宅を訪問したり、連絡した場合、その職員が国勢調査局で働いているこ

とを確認するために身分証明または氏名を確認することができます。連邦政府発行の身分証明書を持たず
にご自宅を訪問した職員に対して個人情報の提供を拒否することができます。

特記すべき事項：
カリフォルニア州法では、次のいずれかの行為を犯した者は軽罪の対象となり、１年未満の郡刑務所での拘留が課されるか、
千ドル（1,000 ドル）以下の罰金が課される、または罰金と拘留の両方が課されます。

• 国勢調査の事業を妨害する目的、または情報を収集する目的、またはその他非合法的な調査または差し押さえの承諾を得
る目的で国勢調査員を詐称する者。

• 国勢調査員の国政調査活動を妨害する目的、または情報を取得する目的で、またはその他非合法的な調査または差し押さ
えの承諾を得る目的で国勢調査員の業務の一部、または全部を騙る者。
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2020

2020 年度国勢調査票に参加することは皆
さんの地域社会が次の目的で資源および資
金を取得するための支援を提供することに
なります。

年度国勢調査
国

勢調査

国勢調査

2020

カリフォルニア州

全員

20

2020 年 4 月に開始します！

20

californiacensus.org

より良い道路や学校の建設
老人、子供、そして家族に提供され
る地域社会プログラムの資金を確保
する
住宅事情を改善する

2020 年度アメリカ国勢調査局の重要日程
3 月 12 ～ 20 日
3 月 26 日～ 4 月 3 日

4月1日

2020 年度国勢調査票オンライン
版の招待状が郵送されます
リマインダーが郵送されます

国勢調査日

4 月 8 ～ 16 日

第２リマインダーと調査票が郵送されます

4 月 20 ～ 27 日

国勢調査局がフォローアップで要因をご自宅に派
遣する前に、最終のリマインダーが郵送されます

5 月～ 7 月

自発的な回答がなかった世帯へ
の第一次無応答追跡調査

あなたの 2020 年度国政データは安全に保管され、秘密が守られています。カリフォル
ニア州は、全カリフォルニア住民の完全で正確な計数を確約します。

CALIFORNIACENSUS.ORG
#CALIFORNIAFORALL
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提案

13

プリスクールおよび K-12 校、コミュニティカ
レッジおよび大学の施設の修理、建設および近
代化のための公債を許可する。立法法令。

公式名称および要約

司法長官により作成

この法案の本文は 36 ページおよび国務長官のウェブサイト
https://voterguide.sos.ca.gov にあります。

• 公立教育施設に対する州の一般財源保証公 州および地方政府の純粋な財政的影響に
債の 150 億ドルを承認する：プリスクール おける推定値の要約：
および K-12 学校に 90 億ドル（近代化に
• 今後 35 年間で年間約 7 億 4,000 万ドル（利
52 億ドル、新築に 28 億ドル、チャーター
子を含む）と見積もられる公債の返済に掛
スクールに 5 億ドル、職業技術教育に 5 億
かる州支出額の増加。

ドルを含む）
；公立大学およびコミュニティ

• 教育区とコミュニティカレッジ区が発行す

カレッジに対して 60 億ドル。

る地方債の量に対する複合的な影響および

• プロジェクトは施設の衛生安全条件（地震

今後特定の教育区が徴収する開発者手数料

／火災に対する安全対策および水からの鉛

額の削減の可能性。

の除去を含む）を改善し、手ごろな価格の
学生用宿泊施設を増設する。

州支出額の要約

• 事務管理コストは 5% に制限される。

新規の借入金

• 一般財源から資金を確保して公債の返済に

元本

充てる。

150 億ドル
110 億

利子
推定総費用

260 億ドル

返済
平均年間費用
適切な支払期間
返済源

7 億 4,000 万ドル
35 年間
一般財源の税収

州議会による AB 48 に対する最終投票（提案 13）
（第 530 章、2019 年制定法）
上院：

賛成 35

反対 4

下院：

賛成 78

反対 1

立法アナリストによる分析

背景
カリフォルニア州では 920 万人の学生に公教育

レベルで在籍している。カリフォルニアには現
在 944 教育区にて運営されるこのようなタイプ
（これらの学校のう
の学校が約 10,000 校ある。

を提供する。カリフォルニア州では幼稚園から大

ち約 1,300 校はチャータースクールであり、通

学レベルまでの公教育を提供している。約 3 分

常は最寄りの教育区によって承認されてい教育

の 2 の学生は就学前、小学校、または中等学校

がいくつかは独立して運営されている。）残りの

10 | 名称および要約 / 分析
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13
続き

3 分の 1 の学生は公立カレッジまたは大学に在

これらのキャンパスからの要望を取りまとめて

籍している。カリフォルニアコミュニティカレッ

選択した計画を議会と知事に提出して審査と承

ジ（CCC）の組織は 73 地区で運営される 115

認を要求する。

のキャンパスで構成されている。州にはカリフォ

州には学校と計画の支出額を共有するための規

ルニア州立大学（CSU）とカリフォルニア大学
（UC）の 2 つの公立大学組織がありる。CSU の
組織には 23 のキャンパスがあって UC の組織に
は 10 のキャンパスがある。

13

則がある。 教育区の場合、伝統的に州は承認さ
れた各施設計画の費用の標準分担を賄っている。
具体的には、州は大部分の新規建設計画の費用の

50％と大部分の改修計画の費用の 60％を賄って

州は公立教育施設の支出額を賄うのに役立って

いる。教育区は地元の資金を活用して残りの計

いる。 伝統的に、州は教室、科学研究所、および

画費用を賄うことが期待されているが、地元の

職業技術教育スペース（自動車ワークショップ

負担を賄うのが困難な教育区は州の追加資金の

など）を含む学術施設の建設または改修の支出

対象となる場合がある。コミュニティカレッジ

額を賄うのに役立っている。通常において新し

地区と大学キャンパスの場合、州は計画におけ

い学術施設は入学者が増えるにつれて建設され

る費用を共有することもよくあるが、州法には

る。改修（または近代化）計画は通常において

標準的な費用負担要件はない。

建物のコンポーネント（電気、配管、または冷

州は歴史的に教育施設への資金提供に公債を活
暖房システムなど）が古く、
信頼性が低下するか、 用してきました。州は通常において計画の負債の
または生命の安全性の問題が特定されたときに 一部を支払うために一般財源保証公債（借用形
行われる（カビを取り除く必要がある、または
建物の耐震性を強化する必要があるなど）
。伝統
的に、州は就学前施設に資金を提供していない
ので教育区は地元の資金を活用してこれらの計
画に資金を提供する傾向がある。

態）を活用する。州全体の有権者の過半数がこ
れらの公債を承認する必要がある。有権者は州
に公債を投資家に売却する許可を与える。公債
は州が計画に使用する資金を提供する。その後、
州は一般財源から利子付きで投資家に返済する。

州は施設要望を審査する。 学校施設計画の場合、 （一般財源は州の主要な運用口座であり、主に個
教育区が公立学校建設局に州による出資のため

人所得税、州の売上税と使用税、法人税から収入

の申請を提出する。事務局は申請書を審査すると

を得ている。）州は通常において数十年にわたっ

適格な申請書を州の割り当て委員会に持ち込む

て毎年支払いを行うことにより投資家に返済し

ことで先着順にて承認する。コミュニティカレッ

ている。公債の返済は州の一般的な課税当局に

ジや大学の場合、キャンパス側が組織事務局に

よって保証されている。（州公債活用の詳細につ

提案を提出する。
（CCC システムは総務会、CSU

いては、このガイドで後述する「州公債債務の

システムは理事会、UC システムは評議員会に

概要」を参照してください。）

よって監督されている。
）各組織の運営委員会は

提案 13 の全文については、 36 ページをご覧ください。
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続き

州にはいくつかの公債の承認が残っているがその

変更は CSU と UC が施設をより強力に管理でき

多くは引き受けられている。 図 1 は 2002 年から

るようにしながらキャンパスの計画費用削減の奨

2016 年にかけて、有権者が合計 450 億ドルの 励を目的としている。この新しい資金調達システ
州債資金を提供する 4 つの教育施設債法を承認し ムの展開以来、CSU と UC はそれぞれ大学債資金
たことを示している。3 つの公債法案により教育 による施設計画で約 2 億ドルを引き受けた。大学
区とコミュニティカレッジ区と大学に資金を提供 は現在これらの計画に対して約 1 億 4,000 万ド
し、そのうち 1 つ（2016 年の提案 51）は教育 ルの年間支払いを行っている。
区とコミュニティカレッジ区のみに資金を提供し

た。承認された 450 億ドルの公債資金のうち、州
はすでに総額 372 億ドルの公債を売却している
が、78 億ドルはまだ投資家に売却されていない。
これらの未売却公債のほとんどは残りの提案 51
の資金によるものでる。しかし、州はすでに、学
校計画に対する残りの提案第 51 号の公債承認を
ほぼ上回る申請を受理している。
（州は現在これら
の申請を処理している。
）州はまた、コミュニティ
カレッジの計画のために提案 51 による公債資金

地区では通常において地方債を発行することで
地元負担が大きくなる。 教育区およびコミュニ
ティカレッジ区は一般地方債を活用して計画費
用の地元負担を賄う傾向にある。地区では一般
地方債の売却を承認するために少なくとも有権
者の 55％を獲得しなければならない。2002 年
以来、有権者は学校およびコミュニティカレッ
ジの施設計画のために 1540 億ドルの一般地方
債を承認している。

の約 3 分の 2 をすでに引き受けている。
（通常に

州法では地方借入金に制限を設けている。 州法

おいて州が計画の公債による資金調達を引き受け

では教育区およびコミュニティカレッジ区が発

てから関連する公債を売却するまでに一定期間が

行できる地方債の総額を制限している。制限額

存在する。
）以前に売却された教育施設公債に対す

は区内の資産評価値に基づいている。小学校お

る州の現在の年間支払額は 2.9 億ドルである。

よび高校は評価された資産価値の 1.25％に相当

州は現在 CSU および UC 計画に

図1

資金を供給するために大学債に

近年における州の教育関連の一般財源保証公債
依存している。 2013 年、州は （億単位）
大学施設計画に資金を供給する
承認済額
新しい方法を展開した。新しい
方法では、州ではなく大学が公
債を発行する。一般州債とは異
なり、有権者は大学債を承認す
ることはない。大学は州から受
け取った資金を活用して公債の
負債を返済することにる。この
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年

コミュニティ

カリフォルニア

カリフォルニア

提案

学校

カレッジ

州立大学

大学

合計

2002
2004
2006
2016

47
55
1D
51

$11.4
10.0
7.3
7.0

$0.7
0.9
1.5
2.0

$0.5
0.7
0.9
—

$0.4
0.7
0.7
—

$13.1
12.3
10.4
9.0

$35.7

$5.2

$2.1

$1.8

$44.8

合計

公立プリスクール、K-12 校、コミュニティカ
レッジおよび大学の施設の修理、建設および近
代化のための公債を許可する。立法法令。

提案

13

立法アナリストによる分析

続き

する公債を発行できる。統一された教育区とコ
ミュニティカレッジ区では、教育区が他の特定
の借入条件を満たしている場合は上限は 2.5％に
なりる。これらの制限下で地方債を通じて少な
くとも 500 万ドルを調達できない教育区は追加
にて州による資金提供を申請することができる。
教育区はこれらの上限を超えるために州からの
免除を求めることもできる。2010 年以降、教育
区の 7％がこれらの免除を受けている。

教育区は開発者手数料からも地元の資金を調達
する。 コミュニティカレッジや大学とは異なり、
教育区は、住宅、商業、工業の開発に
かかる 1 回限りの手数料を課すことで
施設の資金を調達できる。たとえば、
教育区が新規開発にて新規学生を教育

提案
公教育施設に対する公債資金を提案する。 図 2
に示すように、この法案によって州は合計 150
億ドルの一般財源保証公債を売却できる — その
うち 90 億ドルは公立学校および 60 億ドルは高
等教育施設向けである。学校施設の資金は：改修、
新築、チャータースクール、職業技術教育施設
の 4 つの特定の計画に指定されている。教育区
は就学前施設に公債資金の一部を求めることが
できる。高等教育の資金は CCC、CSU、および

図2

提案された公債資金の活用

（億単位）

金額

区にもたらすことを示すことができる
場合、新規住宅コミュニティの開発者

公立学校施設

に手数料を請求することができる。教

改修

育区が請求できる正確な金額は州法で

新築

指定された規則に基づく。地区では

職業技術教育施設

得られた歳入を活用してその区内に
新しい学校を建設する支出額を賄う。

チャータースクール施設
合計

2002 年以来、教育区の約 90 ％が開

公立高等教育施設

発者手数料からいくらかの収益を上げ

コミュニティカレッジの施設

ている。この期間、教育区はこれらの
費用から合計約 100 億ドルを集めた。
開発者手数料による歳入は学校施設全
体の資金のごく一部（約 5 ％）を占め
ているが、これらの手数料は特定の計
画における建設支出額の最大で半分を
占めることができる。

13

カリフォルニア州立大学の施設
カリフォルニア大学の施設
合計
総計

$5.2a,b
2.8a
0.5
0.5
$9.0
$2.0
2.0
2.0c
$6.0
$15.0d

a この金額のうち、最大 10％が 2,500 人以下の生徒がいる教育区に確保され

る。
b この金額のうち、学校内の水の鉛検査と処理に 1 億 5,000 万ドルが確保さ

れる。
c この金額の一部はカリフォルニア大学と提携しているヘイスティングス大

学法学部の施設に活用される。
d 最大 5％の公債資金が管理目的にて使用される。

提案 13 の全文については、 36 ページをご覧ください。
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続き

UC に均等に分散されている。この法案は公教育 るには、CSU 理事会と UC 評議員会が既存施設
施設の計画を管理する規則にいくつかの変更を

の生命安全やその他の特定欠陥に対処する計画

加える法律に繋がっている（以下で説明する）
。 に優先順位を付ける必要がある。大学のキャンパ
法案が通過すると、これらの変更が有効になる。 スでも学生向けの手頃な価格の住宅オプション

学校施設規則を変更する。 法案が通過した場合、 を拡大するための 5 か年計画を策定する必要が
学校施設規則に 3 つの著しい変更が加えられる。 ある。システムボードはこれらの住宅計画をキャ
まず、州の計画費用の既存比率（新築の場合は

ンパスの施設計画の優先順位付けに追加要素と

50％および改修の場合は 60％）がスライド制に

して考慮する必要がある。

変更される。スライド制では、教育区は新築計
画の費用の 50 〜 55％および改修計画の費用の

60 〜 65 ％に相当する州の資金調達が対象とな
る。州の負担が大きいのは地元の資金を調達す
る能力が低く、低所得の学生、若者の育成およ
び英語学習者のシェアを増やす能力の低い地区
である。次に、州は新しい規則にて申請を審査
するために、既存の先着順での取扱いを変更す
る。新しい規則では特定の優先順位を付けカテ
ゴリを設定している。健康と生命の安全に関す
る計画が最優先事項となり、他のカテゴリであっ

地区の地方資金調達規則を変更する。州は教育区
とコミュニティカレッジ区の地域収入獲得能力
に関連する 3 つの重要な変更も行う。まず、地
区はより多くの一般地方債を発行することが許
可される。具体的には、小中教育区および高校区
の場合、制限は評価された資産価値の 1.25％か
ら 2％に引き上げられる。統一された教育区とコ
ミュニティカレッジ区の場合、制限は評価され
た資産価値の 2.5 ％から 4 ％に引き上げられる。
次に、これらの新しい制限下で 1500 万ドルを

ても地元の負担を上げるのが困難な地区から提

調達できない教育区（既存の 500 万ドルの上限

出された申請書および学校敷地内の水に含まれ

を超える）は州の追加資金を申請することがで

る鉛をテストして対処する計画が続く。これら

きる。3 つ目に、州は開発者手数料に新しい制限

の優先カテゴリのそれぞれにおいて、地区が労

を設定する。具体的には、教育区は主要な交通

働組合化された建設労働を使用することで合意

機関の停留所（ライトレールステーションなど）

している場合は申請はさらに優先されく。3 つめ

の半マイル以内に位置する集合住宅開発（アパー

の変更は教育区が 5 年の施設マスタープランを

トなど）の開発者手数料を課すことが禁止され

公債の資金調達の条件として提出することを要

る。他のすべての集合住宅の開発において、現

求される点である。

在許容される開発者手数料レベルは今後 20％削

大学計画の選択に対する新しい期待を確立する。 減される。これらの制限は 2026 年 1 月 1 日ま
州は CSU および UC 計画の優先順位付けにも新
しい規則を使用する。州債による資金の資格を得
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で適用される。

公立プリスクール、K-12 学校、コミュニティカ
レッジおよび大学の施設の修理、建設および近
代化のための公債を許可する。立法法令。

提案

13

立法アナリストによる分析

財政効果
法案は公債を返済するための州支出額を増加さ
せるだろう。この法案により州は一般財源保証公
債を売却することで 150 億ドルを借りることが
できる。州は一般財源から利子付きで公債を返
済する。これらの公債の支出額は売却時の公債金
利や返済される期間など、さまざまな要因に依
存する。公債の返済にかかる支出額は 260 億ド
ル — 元本は 150 億ドルに加えて利子は 110 億
ドルと見積もられている。州は 35 年間にわたっ
て年間約 7 億 4,000 万ドルを毎年支払うことに
よって公債を完済することになる。この金額は
州の現在の一般財源予算の約 1% の半分でる。

法案が大学の施設にどのように影響するかは不
透明である。 CSU および UC 計画の場合、法案

13

続き

法案はさまざまな面で地区に影響を与える。 多
くの教育区およびコミュニティカレッジ区は利
用可能な追加の州債による資金および追加地方
債の発行能力によってより多くの施設計画に着
手できる。他の地区では別の方法で企画された
のと同数の施設計画に着手するが（利用可能な
州債から資金調達をすれば地元の借入金を増や
すことはないために）現地の費用は低くできる。
教育区、主に開発者手数料の新規制限の影響を
受けるものは、計画の着手が少なくなる可能性
がある。

この法案に支持または反対するために主と
して設立された委員会のリストについては

http://cal-access.sos.ca.gov/campaign/measures/
をご覧ください。

委員会のトップ 10 貢献者にアクセスするに
は、http://www.fppc.ca.gov/transparency/topた州債に加えて大学債にて資金を提供した場合、
contributors.html をご覧ください。 https://
より多くの CSU および UC 計画が実施されるの
の効果は将来の決定に依存する。州が提案され

で州の費用は上記の見積額よりも高くなる。そ
の一方で、提案された州債が大学債の代わりに
使用された場合、州の費用は上記の見積額より
高くならない。

提案 13 の全文については、 36 ページをご覧ください。

www.sos.ca.gov/campaign-lobbying/cal-accessresources/measure-contributions/2020-ballotmeasure-contribution-totals/
州法案の全文のコピーはこのガイドの
36 ページにあります。

分析 |

15

提案
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公立プリスクール、K-12 学校、コミュニティカ
レッジおよび大学の施設の修理、建設および近
代化のための公債を許可する。立法法令。

提案 13 の賛成議論

13

提案 13 はカリフォルニア州の学校および大学の安全と健康を実
現する
カリフォルニアの学校の建物の現状は容認できるものではない。
学生が現代的で安全な教室でより良く学習することが示されてい
る調査にもかかわらず、あまりにも多くの校舎が老朽化し、安全
に問題があり、不衛生である。数千人が山火事や地震の危険にさ
らされている。それだけでなく鉛、カビ、アスベスト、およびそ
の他の有害物質で汚染されている。カリフォルニアの子供たちを
より良くするのは当然のことだ。
提案 13 によって歴史上最も強い州全体の学校であるカリフォル
ニアの学校の建物はより健康で、安全で、学習しやすくなる。こ
れは子供たちを保護し教育するための重要な一歩である。
カリフォルニア州公共政策研究所によると、州内の 10,000 以上
の学校および 300,000 の教室の 70 ％が築 25 年以上というこ
とだ。10％は少なくとも築 70 年になる。州の学校全体では基本
的な健康、安全、およびカリキュラムの基準を満たすためだけに
今後 10 年間で 1,000 億ドル以上が必要になると予測されてい
るす。それでもカリフォルニアの学校施設に対する生徒一人当た
りの支出は 2006 年以来急激に減少している。
提案 13 によってカリフォルニア州の公立学校を修理およびアッ
プグレードする。あまりにも多くの学校が空気や水の質の悪さ、
カビやアスベストによる汚染などの危険な状況に苦しんでいる。
提案 13 によって荒廃した建物を修復し、劣化した水道管を交換
して清潔な飲料水にし、老朽化した教室から有害物質を除去する
ための資金を提供する。
提案 13 によって学校に対する重要な安全対策を追加する。学校
に火災および暴力の予防など生徒の安全を高めるために必要な資
源を提供する。提案 13 により機能する煙および火災警報、物理
的なセキュリティの改善、および長期にわたる耐震性のアップグ
レードを提供する。ヘルスケアとメンタルヘルスのために就学前
施設、ガイダンスカウンセラー、および学校看護師へのアクセス
も拡大する。

れまで以上に重要となる。提案 13 によって山火事や壊滅的な出
来事による影響を受けた学校に対して、一時的な施設や発電機を
含む、重要かつ即時の支援を提供する。
提案 13 によって退役軍人のための職業技術教育を支援する。提
案 13 によって地元の学校やコミュニティカレッジは質の高い職
業技術教育を拡大し、我が国で勤めた退役軍人を含む、カリフォ
ルニア州民の多くが現代経済における高スキル、高賃金の仕事に
備えることができる。
提案 13 によってすべての計画を地元コントロールにて管理する。
地元の学校改善計画に資金を提供し、地元のコミュニティと納税
者は近隣の学校を強化するためにこれらの資金をどのように優先
するかを決定する際に強い発言力を持つ。
提案 13 には健全な納税者の説明責任案が含まれている。財政責
任の提案 13 によって管理支出額を厳しく制限し、政府官僚では
なく、学校に直接資金が使われるようにする。厳格な独立監査と
公聴会が求められる。
提案 13 は二大政党によって強く支持されている。州議会議員の
超党派による圧倒的過半数によって投票にかけられた。さらに教
師、医師、看護師、消防士、および退役軍人による広域連合によっ
て支持されている。
科学は明確である — 安全で、健康で、質の高い学校の建物が学
習を促進する。さらにカリフォルニアの学生はこれ以上待つこと
はできない。
子どもたちの安全と州としての未来のために、どうか提案 13 に
賛成票を投じてください。
ブライアン・ライス、会長
カリフォルニア州消防士会
E. トビー・ボイド、会長
カリフォルニア州教職員協会
パメラ・カーン、会長
カリフォルニア州学校看護師協会

提案 13 によって山火事、地震、その他の自然災害の影響を受け
た学校を復元する。緊急時において、地元の学校の安全運営がこ

提案 13 の賛成議論への反論
住宅所有者、借地人、およびすべての納税者は税の引き上げにご
注意ください！
今年の提案 13 に隠されているのは地元の教育区が借り入れるこ
とができる制限額のほぼ 2 倍に増えていることある。教育区が
お金を借り入れるとき、その負債は財産税によってのみ 返済され
る！誰が固定資産税を支払っているのか？私たちは皆、固定資産
税の請求書にて直接または高めの家賃やその他の費用で支払って
いる。1978 年の元の提案 13 とは異なり、この 提案 13 はすべ
ての納税者をより高い税金のリスクにさらしている。
無駄遣いには何の保証もない！
問題なのはよく整備された校舎が必要かどうかではなく、それら
にどのように支払うのが最善かおよび過去の約束が守られている
かどうかである。有権者はすでに 2016 年に学校の建設と修理の
ために 90 億ドルを承認した。今まで劣化した水道管を全く修理
せず、教室からアスベストを除去しなかったと教えてくれただろ
うか？高速鉄道はなんとかして全額の資金を調達するがそれなら
学校もそうするべきではない か？
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納税者はより多くの借金と負債に費やすことになるだろう！
カリフォルニア州に 220 億ドルもの予算余剰があるのに 学校の
建設と修理に 150 億ドルを借り入れるなんて無意味だ。さらに
悪いことに、80％の推定利子費用を実際に 270 億ドル費やして
いるのだ。それなら、試験点数の低下や高い脱落率に対処するた
めに、持っているお金を教室に対して直接 活用しよう。
サクラメントの誤った優先事項と無責任な借り入れによってカリ
フォルニアの債務をより大きくして地方税を引き上げることはし
てほしくない。
提案 13 には投票しないでください！
ブライアン・ジョーンズ上院議員
38 区
ジョン・クーパル、会長
ハワードジャービス納税者協会
ラリー・サンド、元教師

このページに印刷されている議論は著者の意見であって公的機関によりその正確性については確認されていません。

公立プリスクール、K-12 学校、コミュニティカ
レッジおよび大学の施設の修理、建設および近
代化のための公債を許可する。立法法令。

提案

13

提案 13 の反対議論
今年の提案 13 はいんちきです！
「提案 13 というこの支出法案の詐欺的な名称に惑わされないで
ください。
」1978 年の画期的な納税者保護とは異なり、今年の
提案 13 によって納税者は代わりに 270 億ドルを費やすことに
なるだろう。
サクラメントの政治家による典型的なクレジットカード的数学概
念

13

みながら学校の教室で直接指導するために 1 セントも費やされる
ことはない。このお金は特別な利益に役立つ無駄な建設計画に使
われる。
地元の学区はさらなる債務に陥っていく
この提案に隠れている条項は地元の教育区が借入金を 60％以上
増やすことを奨励している。地元の学校の負債はより高い固定資
産税にて返済される。私たちはすでに以前の負債のために大金を
支払っているのに、それでも問題点はまったく修正されない。

政治家はウォールストリートから 150 億ドルを借り入れて納税
者がそれに全利子の 80％を加えて返済することを計画している。 開発者を優遇しておきながら、真っ先に対応すべき人に対しては
これは 120 億ドルの追加支払いとなって法案全体が 270 億ドル 一切お金を出していない
州議会だけが地元の警察や消防士からのお金を源泉徴収する一方
となる。
で、裕福な開発者への助成金支給を決定する者がいる。そしてそ
知事および議会は学校を優先することはない
れはまさにこの提案が行おうとしていることなのだ。政治家はこ
州の 210 億ドルもの余剰分を学校施設のアップグレードや子供
の小さな文言を誰も読まないことを望んでいたが、私たちがそれ
たちへの質の高い教育の提供へ活用する代わりに、知事と議会は
を読んだことでそれらが赤字であることを捉えた。
自分たちのお気に入りの計画にお金を浪費しているのだ。その余
我々は子供や孫たちのためにより良くできる
剰金があれば教室での指導と新しい施設の両方の教育システムの
解決策に使うことができる — 教室での指導と新しい施設の両方 カリフォルニア州の学校は国内でも常に最低近くにランキングさ
とも — 私たちの子供たちが 30 年間支払う新たな負債は発生し れている。我々の州は学校建設計画に 270 億ドルを投じるだけ
でなく、読み、書き、数学にて高水準を達成するために、十分に
ない！
検討された長期的な解決策を必要としている。この費用のかかる
より高いレベルの負債はより高い税金につながる
法案は教室での指導を改善したり子供たちの成功を支援したりす
サクラメントの政治家には以前からこのような状況が見られま るものではない。
る — 彼らはお金を使いすぎて、公債を発行することで、私たち このいんちきな提案 13 に投票しないでください。
の車、ガソリン、収入に対して増税して私たちを罰しているだ。
ブライアン・ジョーンズ上院議員
さらにそれらの増税は彼ら政治家が言うことにはほとんど生かさ 38 区
れない — まさに私たちの崩壊しつつある道路を見ながら数十億
ジョン・クーパル、会長
ドルが高速鉄道に転用されているのだ！
ハワードジャービス納税者協会
数十億ドルもの費用は教室での指導に使われることはなく、お金
ラリー・サンド、元教師
の穴へと入っていくのだ。
巨大な教育官僚組織の無駄なお金の穴にてこれら莫大なお金を掴

提案 13 の反対議論への反論
いんちきな非難を信用してはいけません。
提案 13 は安全性に問題があり、時代遅れで、かなりの修理が必
要なカリフォルニア州内の公立学校を改善およびアップグレード
する。教師、校長、消防士、医師、および看護師の方々から広く
支持されており — 共和党、民主党、無党派からの支持も強い。

形成します。公安の専門家が提案 13 をサポートするのはそのた
めです。」

州最大の医師組織である、カリフォルニア州医師会、会長のピー
ター・ブレタン博士は、次のように述べている：「生徒がきれい
な水、きれいな空気、および学校看護師の備わった健康な学校へ
行くのは当然のことです。カリフォルニア州の医療提供者は、提
提案 13 によって地元学校の建物はより強くより健康的になる。
案 13 を支持しています。」
老朽化の進んだ教室からアスベスト、有毒カビ、有害物質を除去
カリフォルニア州学校経営者協会の
CEO モリー・マクギー・
する。劣化したパイプを交換することで子供たちが安全な飲料水
ヒューイット氏は次のように述べている：
「学校債は劣化してい
を得られるようにする。学校の看護施設を追設する。学校におけ
る校舎の修理に資金を供給する最も効果的で財政的にも信頼でき
る山火事、地震、自然災害に対する安全性をより高める。調査に
る方法であることが証明されています。提案 13 にご賛成を！」
よれば安全な校舎は生徒の成績を向上させる可能性が高いことが
セリア・ジャフ、会長
示されている。
カリフォルニア州保護者教師協会
提案 13 はまた費やされたすべてのドルについて説明義務を負い、
監査し、および州の納税者に透明であることを保証する。管理コ リンダ・カミンスキー博士、会長
ストを 5％以下に制限する必要があることから、これまで以上に カリフォルニア州学校管理者協会
パメラ・カーン、会長
多くの資金が学校に直接投資されることが保証される。
私たちの言葉を信じないでください。専門家の意見を聞いてくだ カリフォルニア州学校看護師協会
さい：

カリフォルニア州消防士会ブライアン・ライス会長は次のように
述べている：
「提案 13 は、学校をより安全にするための改善に
資金を提供します。より安全な学校はより安全なコミュニティを
このページに印刷されている議論は著者の意見であり、公的機関によってその正確性については確認されていません。
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州公債負債の概要

立法アナリストにより作成

提供プロジェクトのユーザーが支払った料
金などのその他のソースからも歳入公債を
返済することになります（橋の通行料など
から）。州の一般財源保証公債と歳入公債の
もう 1 つの違いは承認方法です。州が発行
する一般財源保証公債は有権者によって承
州債およびそれらの支出額
認される必要がありますが、歳入公債は一
公債とは何ですか？ 公債とは政府や企業が 般的にその必要はありません。
資金を借り入れる方法です。州政府は主に 公債金融にかかる支出額はどれくらいです
橋、ダム、刑務所、公園、学校、オフィス か？ 公債が販売後、国は通常において公債
ビルなどのインフラ構築計画の立案、建設、 が返済されるまで今後数十年にわたって定
および改修の支払いに公債を活用していま 期的に支払いを行います。（これは家族が住
す。州は投資家に公債を販売することでこ 宅ローンを完済する方法にとても似ていま
れらの計画の「前払い」資金を受け取り、 す。）州は利子のための前払い支出計画より
投資家に一定期間にわたって、利子を返済 も、公債における前払い支出計画に多めに
することになります。
支出します。追加費用の額は主として金利
本章では州の公債負債について説明します。
有権者が承認した場合、投票用紙に記載の
公債法案（提案 13）が、州債の返済にか
かる州支出額にどのように影響するかにつ
いても説明します。

なぜ公債が活用されるのですか？ 公債を発
行する主な理由はインフラは通常長年にわ
たってサービスが提供されるからです。し
たがって、現在および将来の人々が計画に
対する支出額を負担することは合理的なこ
となのです。また、これらの計画における
多額の支出額を一括して支払うことは困難
です。
公債の主な種類は何ですか？ 州が活用する
2 つの主な種類の公債は一般財源保証公債
と歳入公債です。一般財源保証公債と歳入
公債の違いの 1 つに返済方法があります。
州は州の一般財源（教育、刑務所、医療、
その他のサービスの支払いに使用する州の
主要な運用口座）を使用することで一般財
源保証公債を返済します。一般財源は主に
所得税と売上税収入によって支えられてい
ます。州は一般財源からだけでなく、資金
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と公債の返済期間によって決まります。

州債に対する支出
一般財源における負債額。 州には約 800 億
ドルの一般財源支援債があって毎年元本お
よび利息の支払いを行っています。さらに、
有権者と議会はまだ販売されていない約
420 億ドルの一般基金支援債を承認しまし
た。追加の計画に資金が必要なためにこれ
らの公債のほとんどは今後数年間で売却さ
れる予定です。現在、州は一般財源保証公
債から州債を返済するために年間約 60 億
ドルを支払っていると見積もっています。
本投票での提案。 本投票では一般財源保証
公債に関する法案が１つあります。提案
13 は州が幼稚園、小中高校、高等教育学
校施設の近代化と建設のために 150 億ドル
の借入を許可するものです。

州公債負債の概要

続き

この投票の債務返済への影響。 私たちはこ
の投票での一般財源保証公債を返済するた
めの総支出額（利子を含む）は約 260 億
ドルになると見積もっています。この合計
額は今後 35 年間で年間平均約 7 億 4,000
万ドルに相当し、州が現在一般財源保証公
債から公債債務に充てている金額よりも約
13% 多くなっています。正確な費用は公
債販売の具体的な詳細により決まります。
債務の返済に使用される州歳入の割合に対
する本投票の影響。 州の債務状況の指標の
1 つが州の単年度の一般財源のうち公債負
債の支払いのために確保しなければならな
い部分です。これは州の負債返済率（DSR）
として知られています。これらの収入は借

入金の返済に使用する必要があるため、大
学の運営や医療費の支払いなど、州の他の
計画に充てることはできません。図 1 に
示すように、DSR は約 4% です。有権者
がこの投票で提案された公債を承認しない
場合、すでに承認された公債に関する州の
DSR は今後 20 年間（2020 〜 21 年で約
4.1%）成長し、その後減少すると予測し
ています。有権者がこの投票で提案された
一般財源保証公債を承認した場合、それが
なかった場合に比べて DSR が 0.5% 未満
しか増加しないと予測しています。州と有
権者が将来的に追加債を承認した場合は州
の将来の DSR は図に示されているよりも
高くなります。

図1

一般財源における負債返済比率

負債返済に充てられる一般財源歳入の比率
7%
6
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カリフォルニア州の選挙
上位二候補開放型予備選挙法では、有権者指名公職の全候補者はすべて同じ投票
用紙に記載されることを義務付けています。有権者指名公職は以前は党派所属公
職として知られており、州立法の公職、連邦議会の公職、立法の公職を含みます。
開放型予備選挙および総選挙の両方において、有権者は有権者登録用紙に記入し
た支持党派とは無関係に、任意の立候補者に投票することができます。予備選挙
では、支持党派とは無関係に、最多投票数の二名の立候補者が総選挙に出馬しま
す。候補者の一人が過半数票（50 パーセント +1 以上）を得たとしても、総選
挙は実施されなければなりません。
カリフォルニア州の開放型予備選挙システムは、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。
有権者指名公職への記入立候補者でも予備選挙に立候補できます。ただし、記入
立候補者は予備選挙で上位二位得票者のひとりになった場合のみ総選挙に進むこ
とができます。また、総選挙の独立候補者指名過程はありません。
公共教育教育長は無党派公職です。公共教育教育長の候補者が予備選挙で過半数
票（50 パーセント +1 以上）を得た場合、その候補者が選出され、総選挙は実
施されません。無党派公職についての追加情報は、以下をご覧ください。
カリフォルニア州法では本通知に以下の情報を記載することを義務付けていま
す。

政党指名公職 / 党派所属公職
政党は予備選挙では、政党指名公職 / 党派所属公職の候補者を公式に指名できま
す。指名候補者は総選挙で特定公職への正式候補者としてその政党を代表し、投
票用紙には正式指定を表示します。予備選挙の各党の上位二位得票者が総選挙に
進みます。予備選挙では政党は郡中央委員会の担当官も選出します。
有権者は選挙登録の際に支持を表明した政党の予備選挙でのみ投票できます。た
だし、政党は支持政党を表明しなかった方にその政党の予備選挙での投票を許可
できます。
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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
に支持政党また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。郡の有権者公式情報ガイドには、政党から公
式に支持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同じ政党を特定した場合でも、有権者指名
公職の総選挙に進めます。総選挙に進む支持政党の候補者が予備選挙での上位得票
者二名のうちの一名でない限り、当該政党の候補者とすることはできません。

無党派公職
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。また、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
党派公職への指名候補者は投票用紙に支持政党あるいは支持政党なしを指定でき
ません。予備選挙での上位二位の得票者が無党派公職の総選挙に出馬します。

州候補者と投票法案への上位寄付者
委員会（候補者または住民投票事項の賛否について有権者に影響を及ぼすために
金銭の受領または供与を行う個人または団体）が投票法案または候補者の賛否を
示し、少なくとも 100 万ドルを集めた場合、委員会はカリフォルニア州公正政
治実践委員会（California Fair Political Practices Commission: FPPC）に上
位 10 名の寄付者を報告しなければなりません。何らかの変更があった場合、委
員会は上位 10 名のリストを更新しなければなりません。
これらのリストは FPPC のウェブサイトは次で閲覧できます：
http://www.fppc.ca.gov/transparency/top-contributors.html。

トップ
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有権者登録

名前、自宅住所、郵送住所、または政党に変更がない限り、有権者登録済みの方は、再登録の必要はあり
ません。
有権権者登録は、registertovote.ca.gov でオンラインでするか、または用用紙の郵送をご希望の方は、フリー
ダイヤル (800) 345-VOTE (8683) の州務長官有有権者ホットラインンにお電話ください。
有権者登録用紙は、郵便局、図書館、市および郡の役所、郡選挙事務局およびカリフォルニア州州務長官室
にあります。

当日有権者登録

有権者登録または登録の更新をお忘れですか ? 問題ありません！新しい法令により、郡選挙事務局または郡内
の投票センターまたは投票所で、選挙日の午後 8 時まで投票および有権者登録が可能になりました。この手
続きは条件付き有権者登録（CVR）と呼ばれ、一般的に当日有権者登録と呼ばれています。条件付き有権者
登録の手続きは次の通りです：

1. 郡選挙事務局、投票センター、または郡の投票所で群有権者情報ガイドを入手するか、vote.ca.gov
にアクセスします。

2. 有権者登録カードに記入します。
3. 郡選挙事務局、投票センター、または投票所で投票を行います。
4. 郡選挙担当官によるあなたの登録手続きが完了し、有権者であると認められ次第、あなたの投票
が有効投票となります。

条件付有権者登録に関する詳細情報については vote.ca.gov にアクセスしてください。
投票センターはアマドール郡、ビュート郡、カラベラス郡、エルドラド郡、フレズノ郡、ロサンゼルス郡、マ
デラ郡、マリポサ郡、ナパ郡、ネバダ郡、オレンジ郡、サクラメント郡、サンマテオ郡、サンタクララ郡、ま
たはトゥオルミ郡にお住まいの有権者に提供されています。有権者による選択法に関する詳細情報については
voterschoice.sos.ca.gov にアクセスしていただくか、28 ページをご覧いただくか、投票センターでお問い合
わせください。

有権者登録のプライバシー情報

Safe at Home の有権者機密登録プログラム：生命の危険に直面する特定の有権者（家庭内暴力、ストーカー、
性的暴行、人身売買、高齢者 / 成人扶養者虐待など）が Safe at Home プログラムの活発会員である場合、
機密有権者としての扱いを受ける資格がある可能性があります。詳細については、州務長官の Safe at Home
プログラムまでフリーダイヤル (877) 322-5227 にお電話いただくか、sos.ca.gov/registries/safe-home にア
クセスしてください。

有権者情報のプライバシー：有権者登録宣誓書の情報は、あなたの投票所の場所、投票用紙に記載される諸
問題および候補者など、選挙過程で公式情報を送付するために選挙担当官によって使用されます。有権者登
録情報の商業用途での使用は法律によって禁止されており、軽犯罪に相当します。有権者情報は、州務長官
の判断で、公職候補者、住民投票事項委員会、または選挙、学術、報道、政治、政府などの目的でその他
の者に提供される可能性があります。有権者登録カードに表示される運転免許証や社会保障の番号、またあ
なたの署名はこれらの目的で開示されることはありません。有権者情報の用途についてのご質問や当該情報
の不正利用についての疑いのご報告は、(800) 345-VOTE (8683) の州務長官の有権者ホットラインにお電
話ください。
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有権者状況をオンラインで確認する
有権者状況確認

（My Voter Status）

州務長官の有権者登録確認ページ voterstatus.sos.ca.gov にア
クセスしていただくと、有権者資格、投票所や選挙センター、
その他様々な情報を確認できます。

有権者状況確認（My Voter Status）ページにアクセスすると次のことができます：

•
•
•
•

有権者として登録されているか、そしてどの郡で登録されているかの確認

•
•

お住いの地域で予定されている選挙を探す

•
•

お住いの郡の選挙事務局の連絡先情報を探す

どの支持政党で登録されているかの確認
投票所を探す
投票センターを探す（アマドール郡、ビュート郡、カラベラス郡、エルドラド郡、フレズノ郡、ロサンゼルス郡、
マデラ郡、マリポサ郡、ナパ郡、ネバダ郡、オレンジ郡、サクラメント郡、サンマテオ郡、サンタクララ郡、
またはトゥオルミ郡にお住まいの有権者の場合）
州の有権者ガイド（VIG）を州総選挙が開催される前にメールで受け取る（VIG を辞退する場合は以下の情報
を確認してください）
ご自身の郵便投票または仮投票の確認

ご自身の有権者状況を確認するためには、あなたのファーストネーム、ラストネーム、カリフォルニア州運転免許証ま
たは身分証明書番号と社会保障番号下四（4）桁、並びに生年月日を入力する必要があります。
有権者状況確認（My Voter Status）ページを使って、州 VIG の受取りを辞退することもできます。ただし、同じ世
帯で別の登録有権者が要求されている場合は、州 VIG はあなたの住所に郵送されます。あなたが VIG を辞退した
ため受領しない場合でも、州総選挙の候補者および投票手順は各州総選挙が開催される前から、VIG ウェブサイト
（voterguide.sos.ca.gov）でご覧いただけます。

voterstatus.sos.ca.gov にアクセスしてください。

16 歳で事前登録。18 歳で投票。
16 歳および１７歳の方が registertovote.ca.gov にアクセスしてオンラインで、または有権者登録用紙を使って事前登
録をすることが可能になりました。事前登録したカリフォルニアの青年は 18 歳になり次第、有権者登録が有効になり
ます。
事前登録は次の 4 つの簡単なステップに従ってください：。

1. registertovote.ca.gov にアクセスします
2. 「有権者事前登録をする」（Pre-register to Vote）ボタンをクリックします
3. 18 歳の誕生日を迎えるとともに自動的に有権者登録となります
4. 投票日には投票しましょう！

事前登録とは

あなたが 16 歳、または 17 歳であり、年齢以外全ての有権者登録条件を満たす場合、registertovote.ca.gov にアクセ
スして事前登録することができます。
オンライン事前登録申請書に記入すると、18 歳の誕生日には自動的に有権者登録されます。
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政党目的の陳述
共和党
カリフォルニア共和党は誰もがカリフォルニアで手頃に暮らせる
ように取り組んでいます。
カリフォルニアでのリーダーシップの失敗によって生活費の急
騰、ホームレスの蔓延、ひいては学校の失敗にもつながっていま
す。国家が直面している深刻な問題を解決する — 新しいビジョ
ンを持った — 新しいリーダーが必要なのです。
私たちはカリフォルニアの何百万人もの夢を実現するためにあら
ゆるコミュニティに参加して耳を傾けることに焦点を当てていま
す。カリフォルニアの多様性は将来の世代が繁栄する州を構築す
るために私たちを団結させるほど強いものなのです。
私たちはカリフォルニアを — 給料の高い仕事や手頃な住宅を得
る機会の多い土地にしたいのです。一生懸命働くことは機会を増
やすことで報われるべきだと信じています。

私たちは、すべての子供が給料の高い教師によって効果的に提供
される世界クラスの教育を受けるに値すると信じています。
私たちはカリフォルニア州のホームレスの蔓延に対する長期的で
実行可能な包括的なソリューションを見つけることに取り組んで
います。
カリフォルニア州民は自宅、近隣、そして州全体にて安全を感じ
る権利があると信じています。
私たちの扉はあなたに開かれていますのでカリフォルニア共和党
にご参加いただくことで皆さんがカリフォルニアの深刻な問題の
解決策を見つけるお手伝いをいただけるよう決められることを
願っています。詳細は www.CAGOP.org をご覧ください。

(916) 448-9496

カリフォルニア共和党

電子メール：Info@cagop.org
ウェブサイト：www.cagop.org

1001 K Street, 4th Floor
Sacramento, CA 95814

民主党
カリフォルニア民主党は皆さんが誰であるか、誰を愛しているか
にかかわらず、働くご家族のために戦うことをお約束します。私
たちは自分自身や家族にふさわしい仕事がどなたにも提供される
べきだと信じています。
カリフォルニア州民は、安全で手頃な住宅、および包括的な、国
民皆保険制度が利用できるべきです。私たちは労働者には労働運
動および団体交渉を行う権利があると信じています。私たちは青
少年のための教育および育児の機会を拡大したいと考えていま
す。
私たちの惑星は気候変動危機に直面しており、将来を確保するた
めに今行動しなければなりません。私たちは気候変動と環境経済
との戦いをリードします。誰もがきれいな空気を吸い、きれいな

水を飲み、天然資源を楽しむ権利を持っているべきです。
私たちは移民隣人の法的保護を強く支持します。私たちは女性個
および LGBTQ の個人の完全な平等を信じており、人種、性別ま
たは性同一性、性的指向、身体障害、経済的地位、または宗教の
ために、いじめ、嫌がらせ、暴行、または差別を受けてはならず、
銃の暴力脅威の下で生活するべきではありません。
カリフォルニア民主党は包括的で進歩的な未来のために戦ってい
ます。カリフォルニアにふさわしい未来を築き続けるための努力
にご参加ください。

(916) 442-5707

ラスティ・ヒックス、委員長
カリフォルニア州民主党

ウェブサイト：www.cadem.org
Facebook：facebook.com/cadems
Twitter：@CA_Dem

1830 9th Street
Sacramento, CA 95811

自由党
自由党の政治的立場：尊厳および自由
政府により弾圧および強制されず、各個人の生活と自由が尊重さ
れます。私たちは武力の使用を減らすことで、すべての人の幸福、
調和、繁栄を高めるよう努めています。
私たちは，最も平和的に繁栄し、社会的に公正で寛容な社会は、
政府の力なしで問題を解決するものだと信じています。行き届か
ない健康管理、不適切な社会正義、不十分な住宅、経済的不安定、
人種格差などの社会的問題は問題を解決するどころか、むしろ力
を増やそうとする役人によって永続化されると考えています。

ホーナー・「ミミ」
・ロブソン、委員長
カリフォルニア自由党

770 L Street, Suite 950
Sacramento, CA 95814
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私たちは自由を信じています。自由党は 46 年間、マリファナの
合法化、結婚の平等、学校の選択、銃の権利、輸送競争、強制的
最低刑の廃止および資産没収法などのかつての過激な問題を提唱
する最前線に立っておりました。私たちは外国の戦争に反対して
おり海外から部隊を撤退させたいと考えます。
私たちは今日直面している問題を引き起こした同一の人々にお金
と力を与えることをやめたいと考えます。
大きく変化すべき時です。投票にうんざりしているのであれば
メッセージをお送りください — 自由党にご投票ください！

(916) 446-1776

電子メール：office@ca.lp.org
ウェブサイト：https://ca.lp.org

声明の順序はランダムに抽出し決定されました。 このページの声明は政党によって提供
されたもので公式機関による正確性の確認はされていません。
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アメリカ独立党
アメリカ独立党は神の下での国家における秩序ある自由の政党で
す。私たちは法律を厳守すべきと信じています。私たちは憲法が
アメリカと結ばれた契約そのものと考えます。その意図的なゆが
みは抑圧的な課税を必然的に必要とする不十分な政府に対して —
私たちの修正第 10 条で保証された権利の侵害をもたらしてしま
いました。その正確な妥当性によって負担を軽減します。
悪化する規則による無法な弾圧から解放されることで、私たちは
思いやりを持って正当に自分のエネルギーと工夫を活用して自分
自身と家族に提供することができます。そして本当に自由で責任
ある企業を設立すると共に財産に対する基本的な人権を再主張し
ます。

私たちは弱くて、無防備で、落胆しても、すべての人間の命を守
ると信じています。自由、思いやり、責任、および産業の重要な
防壁として家族を支持します。さらに子供を育て、しつけ、教育
する家族の権利と責任を宣言します。
私たちは強力な共通の防衛、無防備な条約によって損なわれない
国家主権を必要とする普遍的な防衛と合わせ、絶対的に第 2 条を
同時に修正することで自己防衛に対する個人権利の保証を主張し
ます。すべての不法移民に反対します。
私たちは安全な国境と移民政策を支援し、世界最高の人々が私た
ちに自由に参加できるよう招待します。

(707) 359-4884

カリフォルニア州アメリカ独立党

電子メール：markyavelli@gmail.com
ウェブサイト：www.aipca.org

476 Deodara Street
Vacaville, CA 95688-2637

平和自由党
平和自由党は富裕層とその企業によって運営されている国の労働
者階級の政党です。私たちは億万長者の利益のために健康、暮ら
し、そして地球を犠牲にする必要はないのです。富裕層に課税す
ることで、労働者によって生み出された彼らの富が、人々のニー
ズによって支払われるようにします。
私たちの目標：
社会的正義と平等：• すべての人のための無料の国民皆保険制度。
• すべての人のための、幼稚園から大学までの無料教育。• 完全
なる移民の権利。国外追放はありません。• ホームレスを撲滅し、
すべての人に労働権。
すべての人に住居を提供。• 仕事または収入、
• 人種差別、LGBTQ および女性への弾圧、あらゆる差別の撲滅。
• 障害者向けの包括的なサービス。
環境：• 気候変動の転換。• 環境の復元および保護。

公正なる改革：• 死刑制度の撤廃。• 警察の虐待と刑務所での拷
問の撲滅。
平和：• 米国による戦争、制裁、戒厳令の放棄。• 在外基地の撤退。
民主主義：• カリフォルニア州の「二大」選挙法を廃止します。
• 比例代表制を実現します。
資本主義が富裕層を第一に考えている一方で、私たちは戦争、警
察の残虐行為、低賃金、安全でない職場、汚染に苦しみ続けるで
しょう。私たちは社会主義を支持します：人々による経済におけ
る所有権と民主的なコントロール。私たちの産業および天然資源
を管理することで、公共の利益のために進歩を遂げることができ
ます。
平和自由党にご登録ください！

(510) 465-9414

平和自由党

電子メール：info@peaceandfreedom.org
ウェブサイト：www.peaceandfreedom.org

P.O. Box 24764
Oakland, CA 94623

緑の党
不平等から気候変動までの最大の課題に対する解決策を実現可能
にする緑の党へご投票ください。グリーンズの取り組みは企業か
らの寄付を拒否しますので私たちの価値観と一致します。
2010 年以来、緑の党候補者は本物のグリーンニューディールを
実行しています。1990 年以降において 350 人以上のカリフォ
ルニアのグリーンズメンバーが選挙で選出されました。グリーン
ズの初期のビジョンとリーダーシップは大麻の合法化、カリフォ
ルニアの最後の原子力発電所の閉鎖、公的銀行業務の実現などの
成功につながりました。
緑の党への投票にて：
経済的公正
• 生活賃金、健全な仕事、労働者の権利
• 国民皆保険、無料の高等教育、手頃な価格の住宅、すべての人々
の食料安全保障
• 企業の抜け穴を塞ぎ、学校と公共サービスを回復するために提
案 13 の改革
• 超富裕層への課税

気候変動危機への対応
• 公営クリーンエネルギーおよび効率化プログラムを通じて、100％
再生可能化に
• 化石燃料からクリーンな電気駆動による公共交通機関への転換
• 地下水と河川流域の復元
• 植林、農業の復活
人権
• 人種、性別、性別、性同一性、性的指向、障害、経済的地位に
基づく弾圧の撲滅
• 移民を聖域と市民権への道にて保護
• 黒人の生活問題、警察の説明責任
• 銃規制 / 安全
• 死刑制度の撤廃、私設刑務所の廃止、囚人人口の削減
電力改革
• 企業献金をなくすための公的信任選挙
• 比例代表制、ランク付けされた選択投票
• 二大政党を覆します
緑の党にご登録およびご投票ください。

カリフォルニア緑の党

(916) 448-3437
電子メール：gpca@cagreens.org
ウェブサイト：www.cagreens.org
ソーシャルメディア：@cagreens

P.O. Box 485
San Francisco, CA 94104

声明の順序はランダムに抽出し決定されました。 このページの声明は政党によって提供
されたもので公式機関による正確性の確認はされていません。
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カリフォルニア州軍人および海外在住の有権者の
ためのヒント
軍人または米国国外在住のカリフォルニア州の有権者にとって、選挙への参加がこれまで以
上に便利になりました。まず、軍人あるいは海外在住の有権者として登録を行い、郵送、ファッ
クス、または電子メールで選挙資料を受け取ります。

• 手続きはお早めに。カリフォルニア州の郡選挙担当官は、選挙日の 60 日前に軍人および

海外在住の有権者への投票用紙の送付を開始します。投票資料の受取りが遅れないよう、
早めに registertovote.ca.gov で有権者登録申請書の記入を行ってください。

• 選択肢を知っておく。軍従業員または海外在住の有権者として登録する際、投票用紙の受
取り方法を郵送、ファックス、または電子メールから選択することができます。投票した
用紙は、郵送で、あるいは特定の状況下では、ファックスで郡の選挙担当官に返信するこ
とができます。ファックスによる投票用紙の返信の要件を満たしている場合、有権者宣誓
書（郡選挙担当官から入手可能）をファックスで送信し、機密投票の権利を放棄する必要
があります。

• 連絡はこまめに。軍人または海外在住の有権者として登録すると、引き続き各選挙前に郡

選挙担当官から投票および選挙についての資料が送付されます。必要に応じて、毎年登
録内容を更新されることが推奨されます。ただし、住所、氏名、支持政党を変更する場
合、または４回連続して州規模の総選挙に参加しなかった場合は、再登録が必要 となりま
す。軍人および海外在住の有権者に関しての選挙に関する詳細については、sos.ca.gov/
elections/voter-registration/military-overseas-voters をご参照ください。

覚えておくべき日付：

2 月 18 日：有権者登録および投票用紙が請求できる最終日。
2 月 25 日：投票用紙受取り方法の更新または変更ができる最終日。
3 月 3 日：選挙日。郵送される投票用紙は、選挙日もしくはそれ以前の消印で、かつ 3 月 6 日

までに郡選挙事務局に配達されていなければなりません。ファックス送信される投票用紙は、
投票が締め切られる投票日の午後 8 時（太平洋標準時間）までに郡選挙事務局に届かなければ
なりません。
詳細についてのお問合せ：
カリフォルニア州州務長官
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連邦投票支援プログラム

(800) 345-VOTE (8683)

(800) 438-VOTE (8683)

www.sos.ca.gov/elections/voterregistration/military-overseas-voters/

www.fvap.gov

暫定投票
投票所または投票センターの有権者リストに名前が記載されていない場合には、暫定投票用
紙で投票する権利があります。

暫定投票用紙とは何ですか？
暫定投票用紙とは、投票箱に入れられる前に特別な封筒に入れられる正規の投票用紙で
す。

暫定投票用紙で投票するのは誰ですか？
暫定投票用紙は、投票所または投票センターの公式有権者登録リストに名前が記載されてい
ない場合でも、投票するための登録が済んでいると信じる有権者によって投じられる投票用
紙です。
郵便投票の有権者が投票所または投票センターで直接投票したいが、投票用紙を受け取らな
かった場合、もしくは投票用紙を持参しなかった場合、暫定投票用紙で投票する必要があり
ます。

暫定投票用紙は有効に計上されますか？
有権者が郡の投票するための投票を済ませており、既に投票を行っていないことが郡選挙担
当官により確認された後に、暫定投票用紙は有効となります。
暫定投票用紙、投票するための登録を行った郡の投票所または投票センターで投じることが
できます。ただし、投票する資格がある選挙でのみ有効となります。

暫定投票用紙の状況を確認するには、どうすれば良いですか？
暫定投票用紙の状況は、voterstatus.sos.ca.gov で確認することができます。
また、暫定投票用紙で投票する各有権者は、郡選挙担当官から、投票用紙が計上されたかど
うか、されなかった場合はその理由を確認する権利を有します。
郡の連絡先一覧および暫定投票用紙の状況の確認方法については、sos.ca.gov/
elections/ballot-status をご確認ください。
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有権者による選択法
カリフォルニア州における投票の将来
アマドール郡、ビュート郡、カラベラス郡、エルドラド郡、フレズノ郡、ロサンゼルス郡、マデラ郡、マ
リポサ郡、ナパ郡、ネバダ郡、オレンジ郡、サクラメント郡、サンマテオ郡、サンタクララ郡、または
トゥオルミ郡にお住まいの方は、郡内のどの投票センターでも投票していただけます。詳細については
voterschoice.sos.ca.gov にアクセスしてください。参加する郡の有権者は、投票方法に関して、3 つの
選択肢があります。
郵便投票：投票用紙は受け取り次第記入が終わったら、郵送できます。切手は不要です。
投票箱：投票用紙は受け取り次第記入が終わったら、郡内のどの投票箱にでも投函することができます。切手
は不要です。
投票センター：投票所に代わり、投票センターが設置されます。郡内のどの投票センターでも直接投票するこ
とができます。投票センターは選挙日を含む選挙日までの最低 11 日間開いています。
すべての投票センターでできること：

•

本人が直接投票する

•

投票するための登録をし、登録内容を更新する

•

記入した投票用紙を投じる

•

代わりの投票用紙を入手する

•

投票機を使って投票する

•

複数言語の資料を入手し、投票する

変更した理由は何ですか？

カリフォルニア州有権者による選択法は、投票の利便性と投票のしやすさを向上するために、2016 年に施行
されました。投票方法、時期、場所を有権者が選択できるようになりました。

いつ投票できますか

有権者には、選挙日の数週間前に投票用紙が郵送されます。投票用紙を記入したら、郵便で郵送するか、ある
いは郡内のいずれかの投票箱や投票センターで投じることができます。投票センターは選挙日を含む選挙日ま
での最低 11 日間開いています。

投票箱または投票センターはどこにありますか？

お住いの郡内にある投票箱や投票センターの場所については、sos.ca.gov/elections/voters-choice-act/
vca-voting-locations をご参照ください。

投票用紙が届かなかったらどうしたらいいですか？

郡内のいずれかの投票センターに出向くか、郡の選挙担当官に電話で問い合わせをして、代わりの用紙を請求
してください。

居住する郡がこれに参加していないときはどうしますか？

現在有権者による選択法に参加していない郡に居住している場合でも、引き続き郵便投票あるいは投票所での
投票ができます。詳細については、州務長官の無料有権者ホットライン、(800) 345-VOTE (8683) までお
問い合わせください。
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郵便投票による投票方法
郵便投票ができるのは誰ですか？
登録済有権者は誰でも郵便投票が可能です。少なくとも選挙日の 7 日前までに、郡選挙事務局に郵便による
投票用紙を請求しなければなりません。あるいは、永続的に郵便による投票を行う有権者として登録すること
も可能です。この手続きを行うと、各選挙前に自動的に郵便による投票用紙が郵送されます。
次の郡では、自動的に郵便による投票用紙が郵送されます：アマドール郡、ビュート郡、カラベラス郡、エル
ドラド郡、フレズノ郡、マデラ郡、マリポサ郡、ナパ郡、ネバダ郡、オレンジ郡、サクラメント郡、サンマテ
オ郡、サンタクララ郡、トゥオルミ郡。詳細は、voterschoice.sos.ca.gov または本ガイドの 28 ページをご
参照ください。

郵便による投票用紙の入手方法
郵便による投票用紙は 2 月 25 日までに請求しなければなりません。次のどちらかの入手方法に従ってくださ
い：
居住する郡の有権者情報ガイドの郵便投票申請書に記入する

または
vote.ca.gov にアクセスし、郵便投票申請書に入力する

郵便投票用紙の返信方法
郵便投票用紙の選択肢をマークして、郡選挙事務局が提供した公式の封筒に入れて封印します。封筒の指示通
りの箇所に署名します。返信する方法にはいくつかの選択肢があります。
投票用紙が必ず締め切り前に届くように、以下のいずれかの方法で返信してください。
郵送：3 月 3 日までの消印があり、かつ、3 月 6 日までに郡選挙事務局に配達されていなければなり
ません。切手は不要です！
直接：3 月 3 日午後８時の投票終了前に、カリフォルニア州内の郡選挙事務局、投票センターまたは
投票所、あるいは投票用紙を投函する場所に投じます。
州法により、有権者は郵便による投票用紙を提出する代理人を指定する権利があります。ただし、記入済の投
票用紙は、信頼のおける代理人にのみ委ねることが奨励されます。また、郡選挙事務局が提供した返送用封筒
を封印して裏に署名していない場合は、決して郵便投票用紙を手渡さないでください。
郵便投票用紙および封筒を受け取っている場合でも、選挙日に投票所で直接投票が可能です。郵便投票用紙を
投票所に持参し、投票所係員に投票所の投票用紙と交換してもらってください。郵便投票用紙と封筒を持参し
ない場合は、暫定投票用紙による投票となります。これは投票用紙をすでに投じてないことを確認する手続き
です。
（暫定投票用紙の詳細については、このガイドの２７ページを参照してください。）

郵便料金前払いの投票用紙
「切手は必要ありません」：カリフォルニア州のすべての郵便投票用紙は郵便料金前払いですので、カリフォル
ニア州のすべての有権者の投票は無料で、便利です。郵便投票用紙に記入した後、返信用封筒に入れ、封筒を
封印し、指定された箇所に署名し、投函します。
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障害のある有権者への支援
カリフォルニア州では、すべての有権者が秘密かつ非依存的に投票できるために尽力していま
す。
障害を持つ有権者に対して郡がどのような支援を提供しているかについての詳細は、郡有権者
情報ガイドを参照するか、郡にお問い合わせください。郡の連絡先情報は、本ガイドの 35 ペー
ジに記載されています。

投票所または投票センターでの投票
投票用紙に選択を記すのに支援が必要な場合は、最高二人までの人に補佐してもらうことを
選択することができます。これは次のような人物であってはなりません：
• 自分の雇用者または自分の雇用者の従業員

• 自分が所属する労働組合のリーダー、または自分の労働組合で働く人
場外投票 では、投票エリアのできるだけ近くに駐車することができます。有権者が道路脇にい
る場合でも、車内にいる場合でも、選挙担当官が、有権者が署名する名簿、投票用紙、そし
てその他の必要な投票資料を提供します。投票所または投票センターで場外投票が利用でき
るかどうかを確認するには、郡選挙事務局にお問合せください。
すべての投票所および投票センターは、障害のある有権者が利用できるようにすることが義務
付けられており、障害者用の投票機器が用意されています。
投票センターはアマドール郡、ビュート郡、カラベラス郡、エルドラド郡、フレズノ郡、ロサン
ゼルス郡、マデラ郡、マリポサ郡、ナパ郡、ネバダ郡、オレンジ郡、サクラメント郡、サンマ
テオ郡、サンタクララ郡、またはトゥオルミ郡にお住まいの有権者に提供されています。カリフォ
ルニア州有権者による選択法および投票センターの詳細については、28 ページを参照してくだ
さい。

自宅での投票
遠隔アクセス可能な郵便による投票システム（RAVBM）システムは、障害を持つ有権者が自宅
で投票用紙を受け取り、秘密かつ非依存的に記入し、選挙担当官に送り返すことができるオ
プションを提供します。詳細については、郡選挙担当官にお問い合わせください。

有権者情報ガイドのオーディオ版と大型活字版
本ガイドはオーディオ版および大型活字版でも提供されています。また、次の言語でも無料で
利用できます：英語、中国語、ヒンディー語、日本語、クメール語、韓国語、スペイン語、タ
ガログ語、タイ語、ベトナム語。
ご注文方法：
州務長官の無料有権者ホットライン、(800) 345-VOTE (8683) に電話する

vote.ca.gov にアクセスする
www.voterguide.sos.ca.gov/en/audio からオーディオ（MP3 版）をダウンロードする。
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有権者登録されているかどうかを確認するにはどうしたらいいです
か？
カリフォルニア州の有権者登録資格を得るには、以下の条件を満たす必要があります：

•

アメリカ合衆国国籍者であり、カリフォルニア州に在住していること、

•

選挙日の時点で 18 歳以上であること、

•

重罪の有罪判決を受け、現在州刑務所または連邦刑務所で服役中、あるいは仮釈放中、または保護観察中
でないこと、

•

現在、裁判所により、心神喪失状態のため選挙権を失格したものと判断されていないこと。

自分の選挙登録のステータスを確認するには、voterstatus.sos.ca.gov にアクセスしてください。

有権者登録や登録の更新をし忘れた場合どうしたらいいですか？
問題ありません！新しい法令により、郡選挙事務局または郡内の投票センターまたは投票所で、選挙日の午後
8 時まで投票および有権者登録ができます。この手続きは条件付き有権者登録（CVR）と呼ばれ、一般的に当
日有権者登録と呼ばれています。
条件付き有権者登録のプロセスは次の通りです：

1. 郡選挙事務局、投票センター、または郡の投票所で群有権者情報ガイドを入手するか、vote.ca.gov にア
クセスします。

2. 有権者登録カードに記入します。
3. 郡選挙事務局、投票センター、または投票所で投票を行います。
4. 郡選挙担当官によるあなたの登録手続きが完了し、有権者であると認められ次第、あなたの投票が有効投
票となります。

5. 票が計上されたかどうかは、voterstatus.sos.ca.gov で確認できます。郡選挙事務局は、選挙日後 60 日
間まで票の計上に関する問い合わせを受け付けています。

候補者と提案についてはどこで知ることができますか？
地元の候補者と法案については、郡有権者情報ガイドをご覧ください。州全体の法案についての情報は、この
ガイドの 10 ページに記載されています。
大統領、米国上院・下院の連邦政府の候補者には、カリフォルニア州の自発的選挙活動支出制限は適用されま
せん。すべての米国下院議員候補者は、郡有権者情報ガイドの候補者声明枠を購入することができます。ただ
し、候補者声明枠を購入しないという選択をする候補者もいます。
州上院および下院の候補者は、選挙活動の支出を一定の金額以下に抑えることに同意した場合に郡有権者情報
ガイドの候補者声明枠を購入することができます。州上院議員候補者が予備選挙で支出できるのは、93 万ド
ルまでです。州下院議員候補者が予備選挙で支出できるのは、62 万ドルまでです。
大統領候補の声明については、カリフォルニア州州務長官のウェブサイト、vote.ca.gov をご参照ください。
州および地方の候補者に対する選挙献金を調べるには、カリフォルニア州州務長官長のウェブサイト、
powersearch.sos.ca.gov にアクセスしてください。
大 統 領 お よ び 連 邦 議 員 候 補 に 対 す る 選 挙 献 金 を 調 べ る に は、 連 邦 選 挙 管 理 委 員 会 の ウ ェ ブ サ イ ト、
www.fec.gov にアクセスしてください。
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カリフォルニア州州務長官のウェブサイトでは、以下が可能です。

•

選挙活動への献金およびロビー活動を検索する

•

本有権者ガイドの多言語版を表示する

•

登録状況と登録情報を確認する

•

選挙日の投票所および投票センターの場所を検索する

•

郵便による投票用紙に関する情報を取得する

•

初めての有権者に役立つ情報を読む

•

選挙日の投票終了後に、選挙結果をライブで閲覧する

•

次の郡におけるエキサイティングな選挙改善内容を読む：アマドール郡、ビュート郡、カラベラス郡、エ
ルドラド郡、フレズノ郡、ロサンゼルス郡、マデラ郡、マリポサ郡、ナパ郡、ネバダ郡、オレンジ郡、サ
クラメント郡、サンマテオ郡、サンタクララ郡、トゥオルミ郡

どこで投票しますか？
選挙日には、すべての郡の投票所または投票センターが投票を受け付けます。多くの郡では、本人による早期
投票を受け付ける投票場所も用意しています。各郡での投票オプションについては、vote.ca.gov にアクセス
するか、居住する郡の有権者情報ガイドを確認してください。
州務長官の無料有権者ホットライン、(800) 345-VOTE (8683) に問い合わせすることもできます。
投票場所については、GOVOTE (468683) まで Vote とテキストメッセージを送って調べることもできます。
次の郡にお住いの有権者は郡内のいずれかの投票センターでも投票できます：アマドール郡、ビュート
郡、カラベラス郡、エルドラド郡、フレズノ郡、ロサンゼルス郡、マデラ郡、マリポサ郡、ナパ郡、ネバ
ダ郡、オレンジ郡、サクラメント郡、サンマテオ郡、サンタクララ郡、トゥオルミ郡。詳細については、
voterschoice.sos.ca.gov、または本ガイドの 28 ページをご覧ください。

郵便による投票はどうすればいいですか
登録有権者は誰でも郵便による投票が可能です。少なくとも選挙日の７日前に、郡選挙事務局に郵便用投票紙
を請求しなければなりません。お住いの郡の問い合わせ先については、35 ページを参照してください。永続
的な郵便による投票有権者として登録することも可能です。この手続きを行うと、各選挙前に自動的に郵便投
票用紙が郵送されます。
次の郡では、自動的に郵送による投票用紙が郵送されます：アマドール郡、ビュート郡、カラベラス郡、エル
ドラド郡、フレズノ郡、マデラ郡、マリポサ郡、ナパ郡、ネバダ郡、オレンジ郡、サクラメント郡、サンマテ
オ郡、サンタクララ郡、トゥオルミ郡。詳細については、voterschoice.sos.ca.gov、またはこのガイドの 28
ページをご参照ください。

郵便投票の郵便料金はいくらですか？
切手は必要ありません！郵便による投票の送料は郡が前払いしており、すべてのカリフォルニア州の有権者に
費用はかかりません。
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郵便による投票用紙はどのようにして戻しますか？
郵便投票用紙の選択肢をマークして記入し、郡選挙事務局が提供した公式の封筒に入れて封印します。封筒の
指示通りの箇所に署名します。返信する方法にはいくつかの選択肢があります。
投票用紙が必ず締め切り前に届くように、次のいずれかの方法に従ってください：

•

郵送：3 月 3 日までの消印であり、かつ３月６日までに郡選挙事務局に配達されていなければなりません。
切手は不要です！

•

直接：3 月 3 日午後 8 時の投票終了前に、カリフォルニア州内の郡選挙事務局、投票センターまたは投票所、
あるいは投票用紙を投函する場所に投じます。

•

州法により、有権者は郵便による投票用紙を提出する代理人を指定する権利があります。ただし、記入済
の投票用紙は、信頼のおける代理人にのみ委ねることが奨励されます。郡選挙事務局が提供した返送用封
筒を封印し、裏に署名していない場合、郵便投票用紙は決して代理人に手渡さないでください。

郵便投票に登録した場合でも、選挙日に投票所で直接投票すること
はできますか？
郵便投票に登録していても、選挙日に投票所で直接投票が行えます。郵便投票用紙を投票所に持参し、投票所
係員に投票所の投票用紙と交換してもらってください。郵便投票用紙と封筒を持参しない場合は、暫定投票用
紙による投票となります。これは投票用紙をすでに投じていないことを確認する手続きです。（暫定投票用紙
の詳細については、このガイドの 27 ページを参照してください。）

障害のある有権者は郵便による投票が可能ですか？
郡のすべての選挙担当官は、遠隔アクセス可能な郵便による投票システム（RAVBM）と呼ばれるアクセス可
能なオプションを提供する必要があります。RAVBM により、障害を持つ有権者が自宅で投票用紙を受け取り、
秘密かつ非依存的に記入し、選挙担当官に送り返すことができます。このオプションがお住いの郡で提供され
ているかどうかを確認するには、郡選挙担当官にお問い合わせください。

郡が郵便投票用紙を受け取ったか否かをどのようにして確認します
か？
票が計上されたかどうかは、voterstatus.sos.ca.gov で確認できます。郡選挙事務局は、選挙日後 60 日間ま
で票の計上に関する問い合わせを受け付けています。
州務長官の新たなプログラムに登録し、郵便投票の追跡を行っている郡もあります。投票の追跡についての詳
細は、vote.ca.gov を参照してください。

投票のために仕事は休めますか？
すべての被雇用者は、勤務時間外に投票する時間がとれない場合、投票目的の有給休暇を取る資格があります。
被雇用者は投票に必要な時間が与えられますが、そのうち有給となるのは最大 2 時間までです。投票のため
に追加の休暇が必要になることを被雇用者が事前通知するように雇用者が要求する場合や、雇用者が勤務開始
時または修了時にのみ休暇を取るように要求する場合もあります。
不明な点があれば、州務長官の無料ホットライン (800) 345-VOTE (8683) までお問い合わせください。
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投票の際に身分証明書の提示は必要ですか？
ほとんどの場合、カリフォルニア州の有権者は投票時に身分証明書を提示する必要はありません。
郵便またはオンラインで登録した後、初めて投票する際、申請書で以下の情報を提供しなかった場合には、投
票所で次のいずれかの身分証明書を提示する必要があります：

•

州発行の運転免許証または身分証番号、または、

•

社会保障番号の下 4 桁

州法および連邦法に基づき、有効であると認められる身分証明書は以下の通りです：

•

運転免許証または州発行の身分証明書

•

学生証

•

パスポート

•

ヘルスクラブの身分証

•

社員身分証

•

保険証

• クレジットカードまたはデビットカード
完全な一覧については、sos.ca.gov/elections/hava-id-standards の「投票所の身分証明書の要件」をご参照
•

軍身分証明書

ください。

何かできることをお探しですか？
投票所係員としてご参加ください！実践的な経験を積み、民主主義の最も重要な側面である選挙に参加しま
しょう！
投票所係員の資格は以下の通りです。

•

アメリカ合衆国の国民または法定永住者、または、

•

有資格の高校生

投票所係員：

•

投票所の設置と閉鎖

•

有権者の権利について理解するよう助ける

•

投票用紙および投票機器の保護

•

新たな収入源（郡により金額が異なります）

•

コミュニティへの貢献および隣人を知る機会

高校生が投票所係員人として働く場合の要件：

•

米国国籍者または法定永住者であること

•

選挙日に 16 歳以上であること

•

公立または私立の高校に通学していること

•

平均成績評価点が少なくとも２．５以上であること

•

両親および学校の許可を得ていること

•

トレーニングセッションに参加すること

投票所係員の詳細については、お住いの郡の選挙事務局（本ガイド 35 ページ）または、カリフォルニア州州
務長官の (800) 345-VOTE (8683) まで問い合わせるか、vote.ca.gov をご参照ください。
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郡選挙事務局
Alameda 郡

Madera 郡

San Luis Obispo 郡

(510) 272-6933
www.acvote.org

(559) 675-7720 または (800) 435-0509
www.votemadera.com

(805) 781-5228 または (805) 781-5080
www.slovote.com

Alpine 郡

Marin 郡

San Mateo 郡

Amador 郡

Mariposa 郡

Santa Barbara 郡

Butte 郡

Mendocino 郡

Santa Clara 郡

(530) 694-2281
www.alpinecountyca.gov/
(209) 223-6465
www.amadorgov.org/government/elections
(530) 538-7761 または (800) 894-7761

（ビュート郡内）

www.buttevotes.net

Calaveras 郡

(209) 754-6376 または (209) 754-6375
www.calaverasgov.us

Colusa 郡

(530) 458-0500 または (877) 458-0501
www.countyofcolusa.org/elections

Contra Costa 郡

(925) 335-7800
www.contracostacore.us

Del Norte 郡

(707) 465-0383 または (707) 464-7216
www.co.del-norte.ca.us

El Dorado 郡

(530) 621-7480 または (800) 730-4322
www.edcgov.us/Elections

Fresno 郡

(559) 600-8683
www.fresnovote.com

Glenn 郡

(530) 934-6414
www.countyofglenn.net/dept/elections/
welcome

Humboldt 郡

(415) 473-6456
marinvotes.org
(209) 966-2007
www.mariposacounty.org/87/Elections
(707) 234-6819
www.mendocinocounty.org/government/
assessor-county-clerk-recorder-elections/
elections

Merced 郡

(209) 385-7541 または (800) 561-0619
www.mercedelections.org

Modoc 郡

(530) 233-6205
www.co.modoc.ca.us/departments/elections

Mono 郡

(760) 932-5537 または (760) 932-5530
monocounty.ca.gov/elections

(661) 868-3590
www.kernvote.com

Kings 郡

(559) 852-4401
www.countyofkings.com

Lake 郡

(831) 454-2060
www.votescount.com

Shasta 郡

(530) 225-5730 または (888) 560-8683
www.elections.co.shasta.ca.us

Sierra 郡

(530) 289-3295
http://www.sierracounty.ca.gov/214/
Elections

Siskiyou 郡

Napa 郡

Solano 郡

Nevada 郡

Sonoma 郡

(707) 253-4321
www.countyofnapa.org
(530) 265-1298
http://www.mynevadacounty.com/1847/
Elections-Voting

Orange 郡

(714) 567-7600
www.ocvote.com

Plumas 郡

Kern 郡

Santa Cruz 郡

(530) 842-8084 または
(888) 854-2000 内線 8084
www.sisqvotes.org

Imperial 郡

(760) 878-0224
http://elections.inyocounty.us/

(408) 299-8683 または (866) 430-8683
www.sccvote.org

(831) 796-1499 または (866) 887-9274
www.montereycountyelections.us/

Placer 郡

Inyo 郡

(805) 568-2200
www.sbcvote.com

Monterey 郡

(707) 445-7481
www.humboldtgov.org/890/Elections-VoterRegistration
(442) 265-1060 または (442) 265-1074
www.co.imperial.ca.us/regvoters

(650) 312-5222
www.smcare.org

(530) 886-5650
www.placerelections.com
(530) 283-6256 または (844) 676-VOTE
https://www.plumascounty.us/142/
Elections-Division-Home

Riverside 郡

(951) 486-7200
www.voteinfo.net

Sacramento 郡

(916) 875-6451
www.elections.saccounty.net

San Benito 郡

(831) 636-4016
sbcvote.us

(707) 784-6675
www.solanocounty.com/elections
(707) 565-6800
vote.sonoma-county.org

Stanislaus 郡

(209) 525-5200
http://www.stanvote.com

Sutter 郡

(530) 822-7122
www.suttercounty.org/elections

Tehama 郡

(530) 527-8190
http://www.co.tehama.ca.us/govdepartments/elections

Trinity 郡

(530) 623-1220
https://www.trinitycounty.org/Elections

Tulare 郡

(559) 624-7300
http://www.tularecoelections.org/elections/

Tuolumne 郡

(209) 533-5570
www.co.tuolumne.ca.us/elections

Ventura 郡

(707) 263-2372
www.co.lake.ca.us/Government/Directory/
ROV.htm

San Bernardino 郡

(909) 387-8300
www.sbcountyelections.com

(805) 654-2664
https://recorder.countyofventura.org/
elections/

Lassen 郡

San Diego 郡

Yolo 郡

San Francisco 郡

Yuba 郡

(530) 251-8217
http://www.lassencounty.org/dept/countyclerk-recorder/elections

(858) 565-5800 または (800) 696-0136
www.sdvote.com/

Los Angeles 郡

(415) 554-4375
sfelections.org

(800) 815-2666
www.lavote.net

(530) 666-8133
yoloelections.org
(530) 749-7855
www.yubaelections.org

San Joaquin 郡

(209) 468-2890 または (209) 468-2885
www.sjcrov.org
郡選挙事務局 |
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(c) 教室からかび、アスベスト、その他危険性物
質を取り除き、学校の飲料水から鉛を取り除く。

2019年-20年定期総会（第530章、2019年度制
定）州下院議案48により提案されたこの法律は、 (d) 老化している公立学校の建物を修復し交換す
カリフォルニア憲法の条項第XVI条に従って州民 る。
に提出された。

(e) 学生によるヘルスケアや精神衛生サービスへ

本提案された法律は、教育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

のアクセスを増やすために、学校看護師とカウン

印字され、新規であることを示す。

(f) 任務から戻った退役軍人を含む、仕事、経

提案された法律

歴、及び職業訓練施設を近代化する。

第54項 第71部（第101200項より開始）は教育
法規第3編第14部門に追加され、以下のように言

に独立監査や公聴会を義務付ける。

及される：

(h) 管理経費の上限を5％に制限する。

第71部 公立のプリスクール、K–12及びカレッ

101204．本法令で認可されているプログラムを

ジの2020年安全衛生債権法

管理する支援費用のうち、本部に準拠して割り当

第1章 一般条項

てられる5パーセント以上の基金を使用しない。

101200．本部は、公立のプリスクール、K–12
及びカレッジの2020年安全衛生債権法として認

第2章 プリスクールから12年生

識され記述される。

101201．州制定法の条項を設立し、参照する本
部にはすべてのその改定法令及びその補足法令を
含む。

セラーためのスペースを提供する。

(g) 納税者の税金に対して説明義務を果たすため

第1条 プリスクールから12年生用学校施設
プログラムに関する条項

101210．本章に従って発行及び売販された公債
の収益（ただし、第101230項に準拠して発行さ
れる借り換え公債の収益を含まない）は、第

101202．総額百五十憶ドル($15,000,000,000)
の公債には第101230項、第101251項、及び第 17070.415項下で州出納官に確立された2020
101339項に従って発行された借り換え公債の金 年州学校施設基金に保管され、本章に準拠して州
額を含まず、第101220 項、第101242 項、第 割当役員会によって配分される。
101310項、及び第101320項に規定された目的 101211．本章の目的で2020年州学校施設基金

で発行され販売される。販売、発行、及び交付さ
れる公債はカリフォルニア州の有効かつ拘束力の
ある義務となり、要素を構成し、カリフォルニア
州の十分な信頼と信用によって元利の期限内の支
払いをここに誓約し、元利としての公債は支払義
務が発生しているものとする。

に保管された全基金は、その法令に提供された利
子と共に、議会の方案下で2020年州学校施設基
金に立替又は貸付された金額を返済する資金を提
供するため、及び政府法規の第16724.5項に準拠
して一般財源保証公債経費回転基金を返済するた

101203．議会の意図はカリフォルニア州全生徒 め、1998年Leroy F. Greene学校施設法令（第1
が通っている公立のプリスクール、K–12、コミ 編第1部門第10部第12.5章（第17070.10項よ

ュニティカレッジ、及び大学の学校施設の危機に
次のように対処することである：

り開始））に合致して、教育区、郡の教育長管理

(a) 地震やその他緊急事態に備えて公立学校の施
設を改善する。

ために使用できる。

(b) 火災を含む大災害の後に学校を再開するため
の緊急資金を提供する。
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の学校、及び州の郡教育役員会に支援を提供する

101212 ．本章の目的で発行及び販売された公
債の販売による収益は次の計画に従って配分さ
れる：
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(a) (1) 第 1 編第 1 部門第 10 部第 12.5 章（第 29日までに提出された学校施設の近代化申込書を
17070.10項より開始）に準拠して申請教育区の 支援するために利用できる。
学 校 施 設 の 新 築 費 用 二 十 八 億 ド ル
（$2,800,000,000）。

(2) 本副部門下で割り当てられた金額のうち、最
大 10 パーセントまでは第 1 編第 1 部門第 10 部第
12.5章（第17078.40項より開始）第11.5条に
準拠して小教育区に利用できる。

13

(4) 本段落下で割り当てられた金額のうち、最大
一億五千万ドル（$150,000,000）は第1編第1
部門第10部第12.5 章第10.7 条（第17077.60
項より開始）に準拠して飲料水の鉛対策に利用で
きる。

(c) 総額五憶ドル（$500,000,000）は第1編第
1部門第10部第12.5章第12条（第17078.52項

(3) 本副部門に従って割り当てられた金額のう
ち、Leroy F. Greene学校施設法令（第1編第1部門 より開始）に準拠して、チャータースクールの学
第10部第12.5章（第17070.10項より開始）） 校施設提供に利用できる。
に準拠して、学校施設の新築を支援する2018年 (d) 総額五憶ドル（$500,000,000）は第1編第
前に採択された一般保証公債の権限に欠けること 1部門第10部第12.5章第13条（第17078.70項
により承認された申込書のリストに資金提供する

ために必要な金額までは、Leroy F. Greene学校
施設法令（第 1 編第 1 部門第 10 部第 12.5 章（第

17070.10項より開始）に準拠して2020年2月
29日までに提出された学校施設の新築申込を支援
するために利用できる。

(b) (1) 学校施設の近代化用の総額五十二億ドル
は（$5,200,000,000）第1編第1部門第10部第
12.5章（第17070.10項より開始）に準拠する。
(2) 本副部門下で割り当てられた金額のうち、最
大 10 パーセントまでは第 1 編第 1 部門第 10 部第
12.5章（第17078.40項より開始）第11.5条に
準拠して小教育区に利用できる。

( 3 ) 本副部門下で割り当てられた金額のう
ち、Leroy F. Greene学校施設法令(第1編第1部門
第10部第12.5章（第17070.10項より開始））
に準拠して、学校施設の近代化を支援する2018
年前に採択された一般保証公債の権限に欠けるこ
とにより承認された申込書のリストに資金提供す
るために必要な金額までは、Leroy F. Greene学
校施設法令（第1編第1部門第10部第12.5章（第

17070.10項より開始）に準拠して2020年2月

より開始）に準拠して、技術職業教育プログラム
の施設に利用できる。
第2条 プリスクールから12年生の学校施設
の財政的条項

101220．(a) 第1章（第101200項より開始）
に準拠して発行及び販売が認められた公債総額の
うち、総額九十万ドル（$9,000,000,000）の
公債（ただし、第101230項に従って発行された
借り換え公債の金額は含まない）は、本章に記載
の 目的で実行するために使用する資金提供のた
め、及び政府法規第16724.5項に準拠して、一般
財源保証公債経費回転基金を払い戻すために発行
し販売できる。

(b) 本項に準拠して、分担に義務付けられている
業務の支出に必要であればいつでも、財務担当官
は第15909項に準拠して確立された州学校建物財
政委員会による認可を得て公債を販売できる。

101221．第15909項によって確立され、州知
事 、会計監査官、財務担当官、財務ディレクタ
ー、教育長又は各指名代表者から成る州の学校建
物財政委員会は全員その任務に無償で仕え、その
大多数で定員を構成し、また本章の目的で、（政
府法規第2編第4部門第3部第4章（第16720項か
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委員として行動するために存在し続けるものとす

(b) 副部門(a)に準拠して行われる州割当役員会の
要求は分担の声明によって支持され、第101212

る。財務担当官は委員会の議長として務める。規

項に規定の目的に従って行われるものとする。

則によって上院委員会によって指名された上院メ

101224 ．州の経常歳入、各年度の公債元利の

ら開始））州一般財源保証公債法に規定の通り、

ンバー二名、及び州下院議長によって指名された
州下院議員二名は、諮問への参加が議会の会員と
して各職位に適合しない範囲まで、委員会の会合
に参加し、委員会にアドバイスを提供する。本章
の目的上、議会の会員は本章に関する中間調査委
員会を構成し、その委員会として上院及び州下院
の合同規則による委員会に付与された権限、及び
課せられた義務があるものとする。財務ディレク
ターは必要に応じて、委員会に支援を提供する。
司法長官は委員会の法律顧問として務める。

支払いに必要な金額に加え、他の州歳入が収集
されるのと同時に、同じ方法で各年度に収集す
る。これが、追加総額を収集するために必要な
ありとあらゆる行動を行い、実行する歳入の収
集に関する任務を法律で課せられている全担当
官の任務である。

101225．政府法規第13340項にかかわらず、
本章の目的上、次の総額と同等の金額が州出納官
に一般財源から割り当てられる：

(a) 元利が支払い満期となった場合、本章に準拠
101222．(a) 本章によって認可された公債は州
して発行及び販売される公債の元金及び利息の支
一般財源保証公債法（政府法規第2編第4部門第3
払いに必要な年次総額。
部第 4 章（第 16720 項より開始）の規定に従っ
て、用意、実行、発行、販売、支払い、及び返済 (b) 財政年度を考慮せずに割り当てられた、第
されるものとする。法律の条項にはその全改定法 101228項を実行するために必要な金額。
令及びその補足法令を含む、認可された公債に適

101226．州割当役員会は政府法規第16312項

用され、本章は本章で全部規定されたとして本章

に従って、本章の実行目的上、共同投資口座から

にここに組み入れる。ただし、政府法規第16727

の貸付、あるいはその他中間融資の承認形態を共

項副部門(a)及び(b)は本章で認可された公債に適

同投資役員会に要請できる。要請額は、委員会が

用されない。

本章の実行目的上、第101230項に準拠して認可

(b) 州一般財源保証公債法の目的上、州割当役員 された借り換え公債を除く、決議によって販売を
会は2020年州学校施設基金を管理する目的の「 認可した未販売公債の額を超えてはならない。ま
役員会」として指定されている。

101223．(a) 州割当役員会の要求に応じて、州
学校建物財政委員会は関連分担を基金提供するた
めに、本章に準拠して認可された公債を発行する
必要があるかどうか、あるいはそれが望ましいか
どうか、またそうであれば、発行及び販売する公
債額を決議により決定する。これら分担を徐々に
基金提供するために次に続く公債の発行を認可
し、販売する。また、発行されるために許可を得
た公債はすべて一度に販売される必要はない。
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た、それは本項に準拠して貸付された金額でまだ
返済されていない金額未満、及び第101228項に

準拠して一般財源から引き落とされまだ返済され
ていない金額未満とする。州割当役員会は貸付を
取得及び返済するために、共同投資役員会が義務
付ける記録すべてを実行するものとする。貸付さ
れた金額は本章に従って、州割当役員会によって
割り当てられる2020年州学校施設基金に保管さ
れる。

101227 ．本章又は州一般財源保証公債法のそ
の他条項にもかかわらず、財務担当官が、公債
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に対する利子は指定された条件下では連邦税の

規第2編第4部門第3部第4章第6条（第16780項

目的上、差引所得税から外されるという影響へ

より開始）に従って払い戻しすることができる。

の公債弁護士の意見を含む本章に準拠して公債

本章に記載の公債発行に対する州の有権者による

を販売する場合、さもなくば連邦税の優位を得

承認は、本章の下で最初に発行された公債を払い

る資格がある場合、財務担当官は公債利益の投

戻すために発行された公債、あるいは以前に発行

資とこれら利益に対する投資収益の勘定を別々

された借り換え公債の発行承認が含まれる。本項

に維持する。財務担当官は連邦法下で義務付け

で認可された借り換え公債の収益で返済される公

られるリベート、罰金、又はその他支払いを行

債は法律で許可される範囲まで、及び随時改定さ

うために収益や利益を使用、又は使用の指示を

れる決議で規定された範囲まで合法的に無効にな

するか、もしくは投資に関するその他の措置を

り、公債返済を許可する。

講じ、それら公債の税金免除の状況を維持し、

101231．本章によって認可された公債の販売か
ら得る収益は、カリフォルニア州憲法の第XIII B

かつ本州の基金に代わって連邦法下でその他利
点を維持するため、連邦法下で義務付けられる
又は望ましい公債収益を使用する。

101228．本章の実行の目的上、財務ディレクタ
ーは第101230項に準拠して認可された借り換え
公債を除く、未販売公債の金額を超えない金額を
一般財源から引き出すことを認可する。また、本
項に準拠して貸付されまだ返済されていない金額
未満、及び第101226項に準拠して州の学校建物
財政委員会から本章を実行する目的で販売される
ことを認可されており、一般財源から引き落とさ
れまだ返済されていない金額未満とする。引き落
とされた金額は2020年州学校施設基金に保管さ

条で使用される用語としての「税収」ではなく、
これら収益の支払いは本条に課された制限の対象
にはならない。
第3章 カリフォルニア州コミュニティ
カレッジ施設
第1条 一般条項

101240．(a) 2020年カリフォルニア州コミュ
ニティカレッジ設備経費公債基金は本章の目的で
発行及び販売された公債の収益から資金を保管す
るために、州出納官にここに確立された。これに
は、第101251項に基づいて発行された借り換え

れ、本章に従って州割当役員会によって割り当て

公債の収益は含まない。

られる。本項で利用可能の金銭は共同投資口座で

(b) 第67353項に準拠して確立された高等教育施

取得されるであろう利子と同等の金額と共に、本

設財政委員会は州一般財源保証公債法（政府法規

章を実行する目的で公債の販売から受けた収益か

第2 編第4 部門第3 部第4 章（第16720 項より開

ら一般財源に戻す。

始）に定義のように、本章の目的上、及びカリフ

101229．保険料から生成された金銭や本章に準
拠して販売された公債の未収利息はすべて2020

ォルニア州コミュニティカレッジを支援する基金

年州学校施設資金に保管され、公債利息の支出へ

を提供するため、委員会として機能するために存
在をここに継続する。

のクレジットとして一般財源への振替に利用でき

第2条 カリフォルニア州コミュニティ

る。ただし、保険料から生成した金銭は一般財源

カレッジプログラム条項

に振り替えられる前に、公債発行の費用を支払う

101241．(a) 第3条（第101242項より開始）

ために保管・使用できる。

13

に準拠して発行及び販売された公債の収益から、

101230．本章に準拠して発行および販売された 総額二十憶ドル（$2,000,000,000）は本章の
公債は、州総合義務公債法の一部である、政府法 目的上、2020年カリフォルニア州コミュニティ
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カレッジ設備経費公債基金に保管される。割り当

されるものとする。法律の条項にはその全改定法

てられたとき、これら基金は本章の目的上の支出

令及びその補足法令を含む、認可された公債に適

に利用できる。

用され、本章は本章で全部規定されたとして本章

(b) 本章の目的には、カリフォルニア州コミュニ にここに組み入れる。ただし、政府法規第16727
ティカレッジの設備経費を資金提供するニーズを 項副部門(a)及び(b)は本章で認可された公債に適
満たす支援が含まれる。

用されない。

(c) 本章の目的のため、発行・販売された公債の

(b) 州一般財源保証公債法の目的上、2020年コ

販売から得た収益は、カリフォルニア州コミュ
ニティカレッジ施設の予備計画及び施工図を含
む（ただし、これらに限定されない）再建費用

ミュニティカレッジ設備経費公債基金の充当を
管理する各州代理は本章に準拠して資金提供さ
れるプロジェクトの「役員会」として指定され

支払いのための基金を提供するため、建物の建

ている。

設及び関連設備の買収、セグメント間施設の建

(c) 本章に準拠して発行・販売された公債収入

設、施設の改築及び再建、用地取得、及び新

は、本章に規定されてい通り、既存又は新規構

築、改築、又は再建施設の設備取得（設備の平

内、各構外のセンター、及び共同使用のセグメ

均耐用寿命10年）を含む、既存構内に建設する

ント間施設を建設するために、カリフォルニア

ための基金に使用できる。

州コミュニティカレッジへの支援基金の目的で

(d) 本項の目的上、「セグメント間」は公立高等 使用できる。
教育の一つ以上のセグメントで使用されることを 101244．第67353項に準拠して確立された高
意味する。

等教育施設財政委員会は、本章に記載の目的上、

第3条 カリフォルニア州コミュニテ
カレッジ財政的条項

101242．(a) 第1章（第101200項より開始）
に準拠して発行・販売される認可される公債総額
のうち、総額二十憶ドル（$2,000,000,000）
の公債（ただし、第101251項に従って発行され
る借り換え公債の金額は含まない）は本章に記載
の目的を実行する目的で使用する基金を提供する
ため、及び政府法規第16724.5項に準拠して一般
財源保証公債経費回転基金を払い戻すために発
行・販売される。

(b) 本項に準拠して、財務担当官は分担によって
義務付けられた異なる必要なサービス支出のとき
にはいつでも、第67353項に準拠して確立された
高等教育施設財政委員会によって認可された公債
を販売する。

年次予算法令で議会によって明示的に認可された
関連分担に資金提供するために必要な範囲までの
み、本章下で公債の発行を認可する。その議会の
指示に準拠して、委員会は、本章に記載の目的を
実行するために、本章に準拠して認可された公債
を発行する必要があるかどうか、あるいはそれが
望ましいかどうか、またそうであれば、発行及び
販売する公債額を決議により決定する。これら
行動を徐々に実行するために次に続く公債の発
行を認可し、販売する。また、発行されるため
に許可を得た公債はすべて一度に販売される必
要はない。

101245．他の州歳入が収集されるのと同時に、
州の経常歳入に加え、各年度の公債の元金および
利息の支払いに必要な金額を各年度に同じ方法で
収集する。これが、追加総額を収集するために必
要なありとあらゆる行動を行い、実行する歳入の

101243．(a) 本章によって認可された公債は州 収集に関する任務を法律で課せられている全担当
一般財源保証公債法（政府法規第2編第4部門第3 官の任務である。
部第 4 章（第 16720 項より開始）の規定に従っ
て、用意、実行、発行、販売、支払い、及び返済
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提案された法律の全文

提案 13 続き

101246．政府法規第13340項にかかわらず、

つ本州の基金に代わって連邦法下でその他利点

本章の目的上、次の総額と同等の金額が州出納官

を維持するため、連邦法下で義務付けられる又

に一般財源から割り当てられる：

は望ましい公債収益を使用する。

(a) 元利が支払い満期となった場合、本章に準拠
して発行及び販売される公債の元金及び利息の支

101249．(a)本章の実行の目的上、財務ディレク
ターは第101251項に準拠して認可された借り換

払いに必要な年次総額。

え公債を除く、未販売公債の金額を超えない金額

13

(b) 財政年度を考慮せずに割り当てられた、第 を一般財源から引き出すことを認可する。また、
その額は本項に準拠して貸付されまだ返済されて
101249項を実行するために必要な金額。
いない金額未満、及び第101247項に準拠して本
101247．第101243項副部門(b)に定義の役員
章を実行する目的で高等教育施設財政委員会より
会は本章の実行目的上、政府法規第16312項に
従って、共同投資口座からのローン、あるいはそ
の他中間融資の承認形態を共同投資役員会に要請
できる。要請額は、高等教育施設財政委員会が本
章の実行目的上、第101251項に準拠して認可さ
れた借り換え公債を除く、決議によって販売を認
可した未販売公債の額を超えてはならない。ま
た、それは本項に準拠して貸付された金額でまだ
返済されていない金額未満、及び第101249項に
準拠して一般財源から引き落とされまだ返済され

販売されることを認可されおり、一般財源から引

き落とされまだ返済されていない金額未満とす
る。引き落とされる全額は本章と一致して2020
年カリフォルニア州コミュニティカレッジ設備経
費公債基金に保管される。本項で利用可能の金銭
は共同投資口座で取得されるであろう利子と同等
の金額と共に、本章を実行する目的で公債の販売
から受けた収益から一般財源に戻す。

(b) 本章に記載の目的上、カリフォルニア州コミ

ていない金額未満とする。第 101243 項副部門

ュニティカレッジによる支出のために本公債発行

めに、共同投資役員会が義務付ける記録すべてを

る要請には、そのコミュニティカレッジシステム

(b) に定義の役員会は貸付を取得及び返済するた から基金にするという議会や財政部門に転送され
実行するものとする。貸与された全額は本章に従
って役員会によって割り当てられる2020年カリ
フォルニア州コミュニティカレッジ設備経費公債
基金に保管される。

101248．本章又は州一般財源保証公債法のその
他条項にもかかわらず、財務担当官が、公債に対
する利子は指定された条件下では連邦税の目的
上、差引所得税から外されるという影響への公債
弁護士の意見を含む本章に準拠して公債を販売
する場合、さもなくば連邦税の優位を得る資格
がある場合、財務担当官は公債利益の投資とこ
れら利益に対する投資収益の勘定を別々に維持
する。財務担当官は連邦法下で義務付けられる

のニーズや優先事項、及び州全体をベースにした
優先事項を反映する五年設備経費計画を添付す
る。要請には、固有のカレッジによって高い優先
度として特定された地震による建物の危険度をカ
レッジの判断で大幅に削減するために必要な地震
補強を優先するスケジュールを含む。

101250．保険料や本章に準拠して販売された公
債の未収利息から生じた2020年カリフォルニア
州コミュニティカレッジ設備経費公債基金に保管
されたすべての金銭は当該基金に積み立てし、公
債利子の支出をするクレジットとして一般財源へ
の移動に利用できる。ただし、保険料から発生し
た金額は積み立てし、一般財源に移動する前の公

リベート、罰金、又はその他支払いを行うため

債発行費用を支払うために使用する。

に収益や利益を使用、又は使用の指示をする

101251．本章に準拠して発行および販売された

か、もしくは投資に関するその他の措置を講

公債は、州総合義務公債法の一部である、政府法

じ、それら公債の税金免除の状況を維持し、か

規第2編第4部門第3部第4章第6条（第16780項
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より開始）に従って払い戻しすることができる。

規定されている第67334項の基金の認可について

本章に記載の公債発行に対する州の有権者による

の議会の意図を明確にし、その変更を記載するも

承認は、本章の下で最初に発行された公債を払い

のではない。

戻すために発行された公債、あるいは以前に発行
された借り換え公債の発行承認が含まれる。本項
で認可された借り換え公債の収益で返済される公
債は法律で許可される範囲まで、及び随時改定さ
れる決議で規定された範囲まで合法的に無効にな
り、公債返済を許可する。

第2条 カリフォルニア州大学及び
ヘイスティングス大学法学部に
適用されるプロブラム条項

101310．(a) 第4条（第101330項より開始）
に準拠して発行及び販売された公債の収益から、

総額二十憶ドル（$2,000,000,000）は本章の
101252．本章によって認可された公債の販売か 目的上、2020年大学設備経費公債基金に保管さ
ら得る収益は、カリフォルニア州憲法の第XIII B れる。割り当てられたとき、これら基金は本章の

条で使用される用語としての「税収」ではなく、

これら収益の支払いは本条に課された制限の対象
にはならない。
第4章 大学施設
第1条 一般条項

目的上の支出に利用できる。

(b) 本章の目的はカリフォルニア州大学及びヘイ
スティングス大学法学部の設備経費への資金提供
するニーズを満たすための支援を含む。

(c) 本章に準拠して発行及び販売された公債収入

101300．(a) 本州における公立大学のシステム は次のどれにも使用できる：
にはカリフォルニア州大学、ヘイスティングス大
学法学部、カリフォルニア州立大学、並びに各校
の構外センターを含むものとする。

(b) 2020年大学設備経費公債基金はここに、本
章の目的で発行及び販売された公債の収益から基
金を保管するために、州出納官に確立された。こ

(1) 建物の建設及び関連設備の買収を含む、既存
又は新規施設の建設、再建、及びリモデル。

(2) 新築、改築、又は再建施設の装備。
(3) 予備計画及び施工図を含む（ただし、必ずし
もこれらに限定されない）建設前費用の支払い。

れには、第101339項に基づいて発行された借り

(4) 施設の改築及び再建。

換え公債の収益は含まない。

(5) これら施設が建設される用地の買収を含む、

(c)(1) 第67353項に準拠して確立された高等教 カリフォルニア州大学理事の承認を得たカリフォ
育施設財政委員会は州一般財源保証公債法（政府

ルニア大学の構外及び構内施設の建設又は改善。

法規第2編第4部門第3部第4章（第16720項より

第3条 カリフォルニア州立大学に

開始）の規定に準拠して、本章の目的上、カリフ

適用されるプログラム条項

ォルニア州大学、ヘイスティングス大学法学部、

101320．(a) 第4条（第101330項より開始）

及びカリフォルニア州立大学を支援する基金を提
供するため、委員会として機能するために存在を
ここに継続する。

に準拠して発行及び販売された公債の収益から、
総額二十憶ドル（$2,000,000,000）は本章の
目的上、2020年大学設備経費公債基金に保管さ

(2) ヘイスティングス大学法学部の本項への追加 れる。割り当てられたとき、これら基金は本章の
は、1986年高等教育施設債権法に規定されてい 目的上の支出に利用できる。
る第67354項又は1988年高等教育施設債権法に
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(b) 本章の目的には、カリフォルニア州立大学の 所見を議会の各議院の予算委員会に報告すること
設備経費を資金提供するニーズを満たす支援が含

である。

まれる。

(2) 本副部門の目的上、「セグメント間」は公立

(c) 本章に準拠して発行及び販売された公債収入

高等教育の一つ以上のセグメントで使用されるこ

は次のどれにも使用できる：

とを意味する。

(1) 建物の建設及び関連設備の買収を含む、既存

101331．(a) 本章によって認可された公債は州
一般財源保証公債法（政府法規第2編第4部門第3
部第 4 章（第 16720 項より開始）の規定に従っ

又は新規施設の建設、再建、及びリモデル。

(2) 新築、改築、又は再建施設の装備。
(3) 予備計画及び施工図を含む（ただし、必ずし
もこれらに限定されない）建設前費用の支払い。

(4) 施設の改築及び再建。

13

て、用意、実行、発行、販売、支払い、及び返済
されるものとする。法律の条項にはその全改定法
令及びその補足法令を含む、認可された公債に適
用され、本章は本章で全部規定されたとして本章

(5) これら施設が建設される用地の買収を含む、

にここに組み入れる。ただし、政府法規第16727

カリフォルニア州立大学管財委員会の承認を得た

項副部門(a)及び(b)は本章で認可された公債に適

カリフォルニア州立大学の構外及び構内施設の建

用されない。

設又は改善。

(b) 州一般財源保証公債法の目的上、2020年大

第4条 大学の財政的条項

学設備経費公債基金の充当を管理する各州エージ

101330．(a) 第1章（第101200項より開始）

ェンシーは本章に準拠して資金提供されるプロジ

に準拠して発行及び販売が認められた公債総額の

ェクトの「役員会」として指定されている。

うち、総額四十万ドル（$4,000,000,000）の

(c) 本章に準拠して発行及び販売された公債収入

公債（ただし、第101339項に準拠して発行され

は、本章に規定されている通り、既存又は新規構

た借り換え公債の金額は含まない）は、本章に記

内、各構外のセンター、及び共同使用のセグメン

載の目的で実行するために使用する資金提供のた

ト間施設を建設するため、カリフォルニア大学、

め、及び政府法規第16724.5項に準拠して、一般

ヘイスティングス大学法学部及びカリフォルニア

財源保証公債経費回転基金を払い戻すために発行

州州立大学への支援基金の目的で使用できる。

し販売できる。

101332．第67353項に準拠して確立された高

(b) 本項に準拠して、財務担当官は分担によって 等教育施設財政委員会は本章に記載の目的上、年
義務付けられた異なる必要なサービス支出のとき

次予算法令で議会によって明示的に認可された分

にはいつでも、第67353項に準拠して確立された

担に資金提供するために必要な範囲までのみ、本

高等教育施設委員会によって認可された公債を販

章下で公債の発行を認可する。立法ディレクター

売する。

の指示に準拠して、委員会は、本章に記載の目

(c) (1) 議会の意図は、カリフォルニア大学とカ

的を実行するために、本章に準拠して認可され

リフォルニア州立大学を事業体年次設備経費計画
プロセスの一環としてセグメント間施設の統合を
毎年考慮し、これら事業体が毎年5月15日までに

た公債を発行する必要があるかどうか、あるい
はそれ望ましいかどうか、またそうであれば、
発行及び販売する公債額を決議により決定す
る。これら行動を徐々に実行するために次に続
く公債の発行を認可し、販売する。また、発行
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されるために許可を得た公債はすべて一度に販

る場合、さもなくば連邦税の優位を得る資格があ

売される必要はない。

る場合、財務担当官は公債利益の投資とこれら利

101333．他の州歳入が収集されるのと同時に、

益に対する投資収益の勘定を別々に維持する。財

州の経常歳入に加え、各年度の公債の元金および
利息の支払いに必要な金額を各年度に同じ方法で
収集する。これが、追加総額を収集するために必
要なありとあらゆる行動を行い、実行する歳入の
収集に関する任務を法律で課せられている全担当
官の任務である。

101334．政府法規第13340項にかかわらず、
本章の目的上、次の総額と同等の金額が州出納官
に一般財源から割り当てられる：

(a) 元利が支払い満期となった場合、本章に準拠
して発行及び販売される公債の元金及び利息の支
払いに必要な年次総額。

( b ) 財政年度を考慮せずに割り当てられた、
第101337項を実行するために必要な金額。

務担当官は連邦法下で義務付けられるリベート、
罰金、又はその他支払いを行うために収益や収益
への利益を使用、又は使用の指示をするか、もし
くは投資に関するその他の措置を講じ、それら公
債の税金免除の状況を維持し、かつ本州の基金に
代わって連邦法下でその他利点を維持するため、
連邦法下で義務付けられる又は望ましい公債収益
を使用する。

101337．(a) 本章の実行の目的上、財務ディレ
クターは第101339項に準拠して認可された公債
の借り換えを除く、本章を実行する目的で高等教
育施設財政委員会より販売されることを認可され
た未販売公債の金額を超えない金額を一般財源の
金額から引き出すことを認可する。引き落とされ
る全額は本章と一致して2020年大学設備経費公

101335．第101331項副部門(b)に定義の役員 債基金に保管される。本項で利用可能の金銭は共
会は本章の実行目的上、政府法規第16312項に従 同投資口座で取得されるであろう利子と同等の金
って、共同投資口座からのローン、あるいはその

額と共に、本章を実行する目的で公債の販売から

他中間融資の承認形態を共同投資役員会に要請で

受けた収益から一般財源に戻す。

きる。要請金額は、本章を実行する目的のた

(b) 本章に記載の目的上、カリフォルニア州大

め、101339項に準拠して認可された借り換え公
債を除く、高等教育施設財政委員会が決議により
販売を認可した未販売公債の金額を超えないもの
とする。第101331項副部門(b)に定義の役員会は
貸付を取得及び返済するために、共同投資役員会
が義務付ける記録すべてを実行するものとする。

学、ヘイスティングス大学法学部、又はカリフォ
ルニア州立大学による支出のために本公債発行か
ら基金にするという議会や財政部門に転送される
要請には、次の両方を添付する。

(1) 特定の大学又はカレッジの五年設備経費計画。

(2) カリフォルニア州立大学の場合は第89776項
り当てられる2020大学設備経費公債基金に保管 の要件、カリフォルニア州大学の場合は第92170

貸与された全額は本章に従って役員会によって割
される。

101336．本章又は州一般財源保証公債法のその
他条項にもかかわらず、財務担当官が、公債に対
する利子は指定された条件下では連邦税の目的
上、差引所得税から外されるという影響への公債
弁護士の意見を含む本章に準拠して公債を販売す
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項の要件に一致するプロジェクトのスケジュー
ル。プロジェクトのスケジュールには危機的な火
災や人命の安全問題に対処するプロジェクト、地
震の不備に対処するプロジェクト、及び危機的に
延期された保守問題に対処するプロジェクトの考
慮を含むものとする。

101338．保険料や本章に準拠して販売された公
債の未収利息から生じた2020年大学設備経費公

提案された法律の全文
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債基金に保管されたすべての金銭は当該基金に

供されたプロジェクトは段落(1)の要件を満たすも

積み立てし、公債利子の支出をするクレジット

のと見なされる。

として一般財源への移動に利用できる。ただ

(3) 本副部門によって義務付けられる監査結果は

し、保険料から発生した金額は積み立てし、一
般財源に移動する前の公債発行費用を支払うた
めに使用する。

適用教育区、コミュニティカレッジ区、郡の教育
オフィス、チャータースクール、カリフォルニア
州立大学、カリフォルニア州大学、又はヘイステ

101339．本章に準拠して発行および販売された

ィングス大学法学部のインターネット・ウェブサ

公債は、州総合義務公債法の一部である、政府法

イト上に掲示される。

規第2編第4部門第3部第4章第6条（第16780項

(b) (1) (A) 本部から基金を求めるプロジェクト

より開始）に従って払い戻しすることができる。
本章に記載の公債発行に対する州の有権者による
承認は、本章の下で最初に発行された公債を払い
戻すために発行された公債、あるいは以前に発行
された借り換え公債の発行承認が含まれる。本項
で認可された借り換え公債の収益で返済される公
債は法律で許可される範囲まで、及び随時改定さ
れる決議で規定された範囲まで合法的に無効にな
り、公債返済を許可する。

101340．本章によって認可された公債の販売か
ら得る収益は、カリフォルニア州憲法の第XIII B
条で使用される用語としての「税収」ではなく、
これら収益の支払いは本条に課された制限の対象
にはならない。
第5章 透明性及び説明責任の条項

101350．(a) (1) 教育区の管理理事会、コミュ
ニティカレッジ区の管理理事会、学校の郡管理責
任者、チャータースクールの管理理事会、カリフ
ォルニア州立大学の管財委員会、カリフォルニア
州大学の理事、又はヘイスティングス大学法学部
の理事会は、適用基金の使用が全適用法の要件に
一致して支出されたかを確実に審査するために、
本部によって認可された公債の収益全部又は一部

を承認する前に、教育区の管理理事会、又はチャ
ータースクールの管理機関は、提案されたプロジ
ェクトの提出に関する意見を一般会員から求める
ために公聴会を少なくとも一度開くものとする。

(B) 本部によって認可された公債の収益によって
基金提供されるであろうプロジェクトの議会によ
る考慮の要請を提供する前に、コミュニティカ
レッジ区の管理理事会は、プロジェクトの考慮
が要請されていることに関する意見を一般会員
から求めるために公聴会を少なくとも一度開く
ものとする。

(2) 段落(1)に準拠して義務付けられる公聴会は次
が可能である：

(A) 同じ公聴会で、適用管理理事会又機関が本部
から基金を求めるプロジェクトを承認する。

(B) 適用管理理事会又は機関が定期的に予定し、
かつ公共告知された聴聞会の一環として行う。

(3) (A) 教育区、郡の教育オフィス、チャーター
スクール、又はコミュニティカレッジ区は適用管
理理事会又は機関によって承認され、本部から基
金を求める、又は要請するプロジェクトについて
の情報をその公共インターネット・ウェブサイト

から基金提供されたプロジェクトの独立業績監査

上に掲示する。

を確実に行うものとする。

(B) 副段落(A)に準拠してインターネット・ウェブ

(2) 業績監査は、第41024項に準拠して行われる

サイト上に反映されたプロジェクトの情報にはプ

監査を含む（ただし、これらに限定されない）本
部によって認可された及びその他法律によって義
務付けられた公債の収益全体又は一部から基金提

13

ロジェクトの場所、プロジェクトの推定費用、及
びプロジェクトを完成するまでの推定タイムライ
ンを含む（ただし、これらに限定されない）。
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(4) (A) 教育区、郡の教育局、チャータースクー (3) (A) カリフォルニア州立大学、カリフォルニ
ル、又はコミュニティカレッジ区は全金融勘定、

ア州大学、及びヘイスティングス大学法学部は適

記録、及び副部門(a)に準拠して義務付けられる監

用管理機関によって提出が承認されたプロジェク

査に必要な記録を保持する。

トについて各公共インターネット・ウェブサイト

(B) 本段落の目的上、教育区、郡の教育オフィ

に掲示する。

ス、チャータースクール、又はコミュニティカレ

(B) 副段落(A)に準拠してインターネット・ウェブ

ッジ区は全適用州・連邦法に従って、電子的に記

サイト上に反映されたプロジェクトの情報にはプ

録を維持する。

ロジェクトの場所、プロジェクトの推定費用、及

(c) (1) 本部によって認可された公債の収益によ

びプロジェクトを完成するまでの推定タイムライ

って基金提供されるであろうプロジェクトの議会

ンを含む（ただし、これらに限定されない）。

による考慮の要請を承認する前に、カリフォルニ

(4) (A) カリフォルニア州立大学、カリフォルニ

ア州立大学の管財委員会、カリフォルニア州大学

ア州大学、及びヘイスティングス大学法学部、又

の理事、及びヘイスティングス大学法学部の理事

はその適用構内は全金融勘定、及び副部門(a)に準

会は、プロジェクトの考慮が要請されていること

拠して義務付けられる監査に必要な記録を保持す

に関する意見を一般会員から求めるために公聴会

る。

を少なくとも一度開くものとする。

(B) 本段落の目的上、カリフォルニア州立大学、

(2) 段落(1)に準拠して義務付けられる公聴会は次 カリフォルニア州大学、及びヘイスティングス大
が可能である：

学法学部、又はその適用構内は適用州・連邦法に

(A) 同じ公聴会で、管理事業体が適用プロジェク

従って、電子的に記録を維持する。

トの提出を承認する。

(B) 管理事業体が定期的に予定し、かつ公共告知
された聴聞会の一環として行う。
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お忘れなく！

忘れずに投票しましょう！
投票所は選挙当日の午前 7 時から午後 8 時まで開いています！
2020 年 2 月 3 日

2月
日

月

火

水

郵便投票初日。

木

金

土

1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

2020 年 2 月 18 日
有権者登録最終日。有権者の登録
期限後も、郡選挙事務局または投
票所で「条件付き」の登録および
投票が可能です。

2020 年 2 月 25 日
郡選挙担当官が有権者から郵便投
票用紙申請書を受理する最終日。

3月
日

月

火

水

木

金

土

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

2020 年 3 月 3 日
選挙日！
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国

勢調査

カリフォルニア州

全員

2020

2020 年国勢調査

国勢調査

2020
2020 年 4 月に開始します！

californiacensus.org

2020 年国勢調査はすべてのカリフォルニア州在住者が対象になり、市民権の状況にかかわらず、世帯のすべての方々
を計上する必要があります！これには、あなたの住所に居住する乳児、賃借人、家族、および家族以外の人も含ま
れます。2020 年国勢調査の詳細については、californiacensus.org を参照してください。

2020 年国勢調査票は、2020 年 3 月 12 日から郵送が開始されます。

2020 年 4 月 30 日までに必ず国勢調査票の記入を済ませてください。
JAPANESE

OSP 19 148402

