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プロポジション（住民投票提案）51 
加州公立学校施設向けの公債      

 目的:  
 K-12（幼稚園から１２年生までの義務教育）及びコミュニティー・カレッジ
施設に資金提供 
 本提案は、法律の修正 
  
 本提案により実現されること 
 K-12及びコミュニティー・カレッジ施設の建設、改築、及び整備 
  
 コストと影響: 
 納税者: ３５年間で86億ドル の利子 + $9０億ドルのボンド（公債）  
 (州の一般資金から年に５億ドル) 
  
 州の全予算: 1,710億ドル 
K-12及びコミュニティー・カレッジに費やす費用: ７２０億ドル 



プロポジション 51 
加州公立学校施設のためのボンド
（公債） 

賛成派の意見 反対派の意見 
教育向上のために良質で安全な 
環境の構築 

州による管理ではなく、地元のコ
ミュニティー自らのニーズにあっ
た方法で資金運営した方がより効
果的 

賛成派:  
 建設業界 
 教育関係者 

反対派:  
 ブラウン州知事 



プロポジション 52 
民間医療機関が支払う費用をMEDI-CALに充当 

 背景:  

 現在、民間医療機関は、 カリフォルニアのMedi-Calコストをカバーし、連邦政府からマッチアップ（同額の

給付）を得るために、費用の支払が義務付けられている。この民間医療機関の支払い義務は、２０１８年

度が有効期限。 

 民間医療機関が支払う費用をMedi-Cal 向け費用として充当する 

 本提案には、州法改正が必要である（投票数３分の２の獲得が必要）。 

 
 本提案により実現すること : 

本提案により現在の暫定的処置が、永久的になる 

医療機関の支払い分については、連邦政府がマッチアップする。それにより州がMedi-Cal 医療サービス

費用をカバーするための資金を得られることになる。 

  
 コストと影響 : 

 コストと影響は、２０１８年までに現費用をどう使うかについての州議会の判断次第。 

 Medi-Cal 費用支払いに使われている一般費からの支出を抑えることで、年間１０億ドル節約できる可能性あり。 



プロポジション 52 
民間医療機関が支払う費用を MEDI-CALに充当 

賛成派の意見 反対派の意見 

 Medi-Cal資金が保証され、   
低所得層の子供や家族が助かる. 

 州議会がこの目的以外に同資金を
使えないようになる。 

 資金が医療に使用されるという 
保証はない。 

 加州の低所得層の補助とはならず、
医療機関の企業により多くの資金
が提供される 

賛成派:  
 カリフォルニア病院連盟 
 カリフォルニア共和党 
 カリフォルニア民主党 

反対派:  
 いくつかの医療機関の労働組合 



プロポジション 55 
教育及び医療資金のための増税策の延長 

 背景 
 ブラウン知事は、2012年に不況・予算危機対策として暫定的増税案の住民投票事項３０を提案。州はこれ
を可決。 
2018に期限切れ: 所得２５万ドルを超える（ジョイント申告者は５０万ドル）納税者への増税 
  
 目的  

 ２０１２年に可決した暫定的な所得税の増税は２０１８年に期限切れとなるが、 これをさらに１２年延長する。 
 本提案は、州法改正を求めるものである 
  
  

 提案により実現すること  
 所得税の増税が２０１９から２０３０年まで延長される。 
 
  
 コストと影響 
本提案により得られると見込まれる歳入=年間４０億ドルー９０億ドル 



プロポジション 55 
教育及び医療のための増税策の延長 

賛成派の意見 反対派の意見 
 富裕層のみが影響を受ける 
 教育及び医療にはさらに資
金が必要である 

 Prop 30は、財政危機への暫定策
という約束であった 

 加州の財政は回復したので、約
束は守るべき 

賛成派:  
 政府職員組合 
 教育及び医療業界 
 民主党 

反対派:  
 企業団体 
 納税者擁護団体 
 共和党 



プロポジション 56 
タバコ税を医療資金に充当し、タバコの使用を抑制 

 目的  
 タバコ税を増税し、医療やタバコ使用の防止、研究や法の執行に増税分を
充当する 

  
 本案が実現すること 
タバコ税を１パックにつき２ドル増税 
その他タバコ製品や電子タバコも増税 
  
 コストと影響 
 本提案による初年度の州の税収は、1０億～１４億ドルと見込まれる 
 以降は、タバコ製品の購入が減少するなら税収は減る可能性あり 



プロポジション 56 
タバコ税を医療資金に充当し、タバコ使用を抑制 

賛成派の意見 反対派の意見 
 タバコの使用（喫煙）を阻止 
 タバコ使用の有害な影響に対処

する医療プログラムに資金を 
充当 

 医療保険会社や富裕な医療関係
業者に資金が提供される  

 他の州税とは異なり、 
 本税は教育には役立たない 

賛成派  
 医療機関、団体 
 民主党政治家 

反対派  
 タバコ会社 



プロポジョション 58 
公立教育で英語以外の言語による指導を可能に 

 背景  
 1998年に公立学校では英語を使用という プロポジション 227が可決 
  
 プロポジション 227の主旨 
教師は、英語に支障をきたす生徒(LEP)も主に英語で教える事が義務付けられた。 
LEPの生徒が標準クラスに進む前に受ける特別授業の授業時間が減ることになった 
  
 目的:  
 英語以外の言語を公立教育で使用可能にする 
 
 本提案で実現すること: 
英語が第一言語の生徒とそうでない生徒の両者のために、二言語による同化プログラムを構築                        
 
提供された言語習得プログラムから、親が子供にあったプログラムを選択できるようにする 
  
 コストと影響 
 州予算には影響なし。学校区及び郡政府に少額の費用がかかる。 



プロポジション 58 
公立教育で英語以外の言語による指導を可能に 

賛成派の意見 反対派の意見 
 生徒が英語並びに第二言語を学習でき

るよう、地元の学校主体で柔軟性のあ
る指導方法を選択可能 

 
 学校が英語以外の言語による指導方法

を採用可能に 

 現政索は、移民の親と非移民の親の両
方から大いに支持されている 

 LEP生徒の英語力アップには、現政索が
有効である 

 将来、英語教育を弱体化するような 
政策変更を政治家ができるようになる. 

賛成派  
 教育及びビジネス団体 
 州議会及びブラウン知事 

反対派  
 いくらかの共和党議員 



プロポジション 59 
政治献金に関する最高裁判決への異論勧告 

 背景 
2010年に連邦最高裁は、企業も個人と同等に政治資金の投与（政治献金）が可能であると
判断（シティズンズ・ユナイテッド対連邦選挙委員会）。 
この判決により、企業は、政治的な宣伝のために際限なく資金投与することが可能になった 
  
 目的  
 上記連邦最高裁の判決を覆す 
  
 本案が実現すること 
 本案は、議員・議会に一般大衆のフィードバックを与えるものである。住民投票によって米
国憲法の修正が保証されるわけではない（憲法解釈が変わるわけではない）。 
 
 コストと影響 
 本策は、州予算に何ら影響を及ぼさない 



プロポジション 59 
政治献金に関する最高裁判決への異論勧告 
賛成派の意見 反対派の意見 

 カリフォルニアは、政治献金に関
する最高裁の判決を支持しないと
いうメッセージを提示 

 企業や億万長者は無制限に政治活
動に資金投入してはならない 

 住民投票は、実際の法律のために
行うきで、異論勧告のために用い
るべきではない 

 この提案は、政治資金や献金の削
減や、政治献金についての情報提
供に役立つわけではない 

 

賛成派  
 市民活動を行う非営利団体 
 政治サポート団体 

反対派  
 共和党政治家 



プロポジション 61 
薬の価格基準イニシャチブ（提案） 

 目的  
 処方箋薬に対し州が支払う金額を規制 
 
 本案が実現すること 
処方箋薬につき、州の団体・機関が退役軍人局が支払うよりも高額で購入しないよ
う抑制。 
Medi-Cal給付で賄われる管理医療プログラム(HMO等）で購入された処方箋薬につい
ては除外 
 
 コストと影響 
 コストへの影響は不明。薬の特定の価格付けについての情報を得られない可能性あ
り。医薬品会社が、反動で薬の価格を引き上げる可能性あり。 



プロポジション 61 
薬の価格基準イニシャティブ（提案） 

賛成派の意見 反対派の意見 
 医薬品会社の価格つり上げを制限 
 救命薬へのアクセス強化 
 納税者の医療費負担を軽減 

 州政府の特定のプログラムが適用する恣意的
な患者団体のみが対象（政府職員や州の受刑
者等）８８％以上のカリフォルニア住民
（ Medi-Cal, Medicare 及び民間医療保険加入
者) は対象外。 

 退役軍人の処方箋価格が上昇して痛手を受け
る可能性あり。 

 患者の薬へのアクセスを妨げる（薬が得づら
くなる） 

賛成派  
 いくつかの医療機関 
 バーニー・サンダース大統領候補 
 マイク・ホンダ連邦議会下院議員 

反対派  
 医薬品会社 
 いくつかの医療機関 



プロポジション 62 及び 66:       
死刑制度について 
６２と６６の両案とも可決された場合、賛成投票数が多い方を優先 

主に問われる内容: 

死刑は廃止すべきか 
   
 賛成。廃止すべき 
  
 62案: 死刑の廃止 
  

  
 反対。死刑制度は存続すべき 
  
 66案: 死刑に関する手続の改正 
  



プロポジション62及び 66: 死刑について 
両案とも可決した場合、賛成投票数の多い方を優先 

62案: 死刑廃止  66案: 死刑に関する裁判手続の改正 
目的 

死刑の廃止 死刑制度は存続するが、死刑判決までの控訴手続の期間
を短縮 

本案が実現すること 

最高刑は、執行猶予のない終身刑 
死刑囚は、終身刑に変更となる 
 

 

控訴は、加州最高裁にいく前に地方裁判所が取り扱う 
死刑に対する控訴手続に５年の期限を設ける 
死刑囚を弁護する弁護士を増やすことができる 
死刑囚は、どの州刑務所でも収容できる 

コストと影響 

殺人罪を裁く裁判や控訴手続の改正により、      
約１億５千万ドルの削減 

控訴期限短縮や州刑務所収容により、費用削減の可能性 



62案賛成派の意見:  66案賛成派の意見: 

 州費用を何百万ドルも削減 
 カリフォルニア州において死刑の冤罪を

防ぐ唯一確実な方法 

 深刻な罪を犯した第一級殺人犯には、最大級
の厳刑を科す必要がある 

 手続の短縮化の方が費用削減となり、公正な
裁きを適切な期間内に行うことができる 

 

賛成派  
 民主党政治家 
 市民権利擁護団体、信仰、宗教団体 

賛成派  
 検事 
 犯罪被害者 

プロポジション 62及び66: 死刑制度について 
両案とも可決されれば、賛成投票数の多い方を優先 



プロポジション 63 
銃器弾薬の販売規制  
 目的:  

 銃器及び弾薬の販売規制. 
 
 本法案で実現すること 

弾薬購入において、身元確認調査と司法省の許可を義務付ける 

多弾連発マガジンの保有を禁止 

弾薬は、許認可を受けた業者が殆ど販売するよう義務付ける。 

盗難銃器および弾薬は警察に届けるよう義務付ける 

銃器窃盗で有罪判決を受けた者には銃器保有を禁止 

重犯罪者や暴力的な犯罪人を抑制するよう新たな取締法手続きを構築する 
 
 コストや影響 

警察・取締に費用が発生する可能性あり。 

銃器や弾薬の販売から歳入を得る可能性あり 



プロポジション 63 
銃器及び弾薬の販売規制 

賛成派の意見 反対派の意見 
 銃器や弾薬が悪人の手に渡らないように

する 
 法を遵守する市民が銃を所有する権利を

守る 

 法を遵守して銃を保有する市民に負担を
かける 

 テロリストや暴力的犯罪者の手に銃や弾
薬が渡ることは阻止しない 

 地元警察へのリソース提供が阻まれる 

賛成派  
 カリフォルニア民主党 
 医師 
 教師 

反対派  
 銃保有者 
 いくつかの警察機関 



ポロポジション 64 
カリフォルニアにおけるマリファナの合法化 

 法案の背景 
 カリフォルニアは、医療用マリファナを最初に合法化した州である。以降、他の４州がカリ
フォルニア州の後に続いた。但し、連邦法は依然としてマリファナは違法である。 

  
 目的  
 快楽目的のマリファナの合法化 
 
 本案により実現すること:  
州法の下、２１歳以上成人の快楽目的マリファナ使用が合法化 
売上税及び栽培税を設定 
  
 コストと影響 
 費用と歳入は不明 
 上記税金からの歳入が見込まれる一方、裁判所及び警察費用削減により、さらに費用削減 



プロポジション 64 
カリフォルニア州マリファナ合法化案 

賛成派の意見 反対派の意見 
 責任あるマリファナ利用のための基準

及び予防対策を構築 
 麻薬防止及び教育プログラム用の税収

を増加. 

 マリファナ使用後の運転により交通 
事故増加へつながる 

 麻薬やアルコール中毒で既に苦しむ恵
まれない地域の人々に悪影響 

賛成派  
 カリフォルニア民主党 

反対派:  
 いくらかの警察機関 
 医療機関 



プロポジション 65及び 67: 買い物用袋について 
両案とも可決された場合、 賛成多数の方が優先 

65案: レジ袋の有料化（レジ袋は存続） 67案: レジ袋の禁止 
目的 

レジ袋を有料化して得た収入は、各店舗の利益でな
く、環境保護・整備に役立てる 

カリフォルニア全州のスーパー、コンビニ、
大手薬局やリカーストアでの使い捨てレジ
袋を禁止。 

本案が実現すること 

各店舗は、レジ袋有料化の利益はキープできない 
有料化で得られたお金は、環境プロジェクトに活
用 

各店舗は、エコバッグや紙袋を提供可。但
し、１袋あたり最低１０セント課金する。 
各店舗は、その収益を保持 

コストと影響 

環境プログラム向けに何百万ドルもの資金を生み出
す 

州予算には殆ど影響なし 



プロポジション 65 & 67: 買い物用袋について 
両案とも可決された場合、賛成多数の方が優先 

 65案は、以下が実現した場合のみ成立: 

67案が可決又は州法で各店舗によるレジ袋の有料化が許可された場合 

 65 案が67案より多くの投票数を得た場合 

および 



シナリオ 

Prop 65 +      Prop 67 
カリフォルニア全体でのレジ袋禁止は無し       

 65案 +       67案 

加州全体でレジ袋禁止 

エコバッグや紙袋に１０セ
ント課金 

各店舗は、課金による利益
をキープ 

65 案+   67案 

加州全体でのレジ袋禁止は無し  

州法で将来レジ袋の有料化が許可
されれば、その利益は環境保護に
活用 

両案とも   
否決された場合 

一方が可決された場合 



シナリオ 

65案  >         67案     
６５案の投票数が多い場合 

加州全土でレジ袋禁止 

エコバッグ又は紙袋に １
０セント課金 

その収益は 環境保護資金と
して活用 

 65案<          67案  
６７案の票数    が多い場合 

加州全土でレジ袋禁止 

エコバッグ又は紙袋に１０
セント課金 

各店舗はその収益をキープ. 

両案とも可決された場合 



65案 賛成派の意見: 65案 反対派の意見: 

 スーパーは、レジ袋
有料化の利益をキー
プできない 

 その利益は環境保
護に活用 

  67案を支持すべき- 
一番大事な事はレジ
袋を無くす事。 

 レジ袋を有料化して
もそれほど多くの利
益は得られない 

 

賛成派  
 レジ袋製造業者 

反対派  
 女性有権者連盟 
 ロサンゼルス・タイ

ムズ 

 67案 賛成派の意見: 67案 反対派の意見: 

 レジ袋禁止は動物
や環境保護となる 

 環境をきれいにす
ることで、浄化費
用の削減となる 

 各店舗は、レジ袋を
無料提供ではなく、
１袋１０セントの課
金が義務付けられる。 

 スーパーは、エコ
バッグや紙袋を売る
ことで何百万ドルも
利益を得る 

賛成派  
 民主党政治家 

反対派  
 レジ袋製造業者 

プロポジション 65 及び 67:      
買い物用の袋について 
両案とも可決の場合、賛成多数の方が優先 



その他プロポジション（法案） 

 プロポジション 53: 二十億ドルを超える州の歳入ボンド（公債）については、有

権者の承認を必要とする 

 プロポジション54: 投票前に法案を一般公開する 

 プロポジション 57: 非暴力的な犯罪者や少年裁判所に対しては、執行猶予を科し、

裁判を義務付ける  

 プロポジション 60:ポルノ映画業界でのコンドーム使用を義務付け 

  



ご質問は？ 
ボランティアが以下のお手伝いをします 
質問 
有権者（投票者）登録 
有権者（投票者）情報の更新 



重要な日付 

 １０月 24日 – 投票登録の最終日 

 １１月1 日– 不在者投票の申請を郵送する最終日 

 １１月 8日 – 不在者投票を郵送する最終日 

 １１月 8 日– 選挙当日 
 

 



ご清聴ありがとうございました 
どうか必ずご投票なさって下さい 
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