役立つ情報・知っ得お話

NEW CALIFORNIA LAWS & REGULATIONS 2009
カリフォルニアの新しい法律と変更

SB 28, Text Messaging While Driving

運転中のテキスト・メッセージの使用について

2009 年 1 月１日より、運転中のテキスト・メッセージと E メールの使用はいかなる場合も
禁止になります。罰金は最初の違反で最低$76 （基本罰金料$20 に追加ペナルティー
が加算）で 2 回目以降からは最低$190 （基本罰金料$50 に追加ペナルティーが加算）
が課徴されます。罰金額は各市政区域によって異なる場合があります。尚、緊急事態の
場合に限っては違反にはなりません。
SB 28 prohibits drivers from text messaging or e-mailing while driving. Fines for
violating this law are at lease $76(after penalties) for a first offense and about $190 for
subsequent offenses, depending on the county in which the violation occurred.

GPS Devices

GPS の位置について

2009 年 1 月 1 日より、運転中におけるポータブル GPS の固定位置が明確に義務付けら
れました。フロント・ガラス内側に取り付ける GPS に関しては、右下のコーナー部分 7 イ
ンチの正方形の内側、または左下コーナー部分 5 インチの正方形の内側と定められて
おり、事故などでエアバックが開く際、邪魔にならない事が原則になります。 さらに、ダ
ッシュボードに備付ける GPS に関しては、視界を妨げない限り今まで通りの使用が可能
です。 この違反に対する罰金は$108 となります。各市政区域により罰金額が異なりま
すのでご注意ください。
SB 1567 requires that when a vehicle is being driven, any portable GPS device in use and
affixed to the windshield must be located wither in a 7 inch square in the lower right corner
or in a 5 inch square in the lower left corner. The device cannot interfere with the deployment of an air bag. Motorists may
still mount a GPS device on top of the dash as long as it doesn’t block their view of the road. The fine for a violation is
approximately $108, depending on the county.
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Increase in Fines

罰金額の引き上げ

カリフォルニア州の予算不足に伴い、2009 年１月１日より新しい法律が制定施行さ
れる一方、各種反則金が値上がりしました。 下記の違反には、追加として一定の課
徴金が加算される事になります。 運転にはくれぐれもご注意ください。
1） 全ての交通違反チケット - $35 追加課徴金
2） 強制車両修理・改善チケット - $15 追加課徴金
3） 駐車違反 - $3 追加課徴金
4） トラフィック・スクール参加のための裁判所費用 - $25 追加課徴金
Higher fees for Motorists!!!! The budget crunch in Sacramento resulted in a number
of fee increases that target motorist, surcharges will be added on Traffic and Parking
Citations in 2009.
1) Raising surcharges on traffic tickets by $35,
2) “Fix-it” ticket by $15
3) Parking ticket by$3
4) The court cost to attend traffic school by $25
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