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For Election Information, 
please call 1-888-873-1000

The City of Los Angeles provides voter information  
in English as well as in the following languages:

Для получения копии данной брошюры на русском 
языке позвоните по номеру 1-800-994-VOTE (8683). 

Այս բրոշյուրի հայերեն օրինակն ստանալու համար 
զանգահարեք 1-800-994-VOTE (8683) հեռախոսահամարով։

選挙に関する情報は1-888-873-1000 
まで お問い合わせください。

Los Angeles市では投票情報を英語の他に  
以下の言語で提供しています:
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目次
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有権者情報

Los Angeles 郡公認記録係/郡書記は、 Los Angeles 市会選挙の管理者
です。

このパンフレットは、2022 年11月8日の市会総選挙の市の投票法案に
関する情報のみが記載されています。

投票所など、選挙に関する情報は、LA郡まで、電話 (800) 815-2666、 
またはウェブサイトwww.lavote.govまで、ご連絡ください。
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2022年11月VIP-22-JA

次の3ページには、市の投票法案の簡略版が記載されています。各法案
の全文及びその他の情報は投票要約の後に記載されています（目次を
参照）。
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Los Angeles市提案LH

表題: 
さらなる低所得者用住宅の承認 

案件:
資金の余裕やLos Angeles市の開発要件に鑑みて、ホームレス化と支払い可能な住
宅のニーズに取り組むため、市内の公共機関が各市議会区にさらに5,000戸、市内
で総計75,000戸までの低所得者用賃貸住宅を開発、建設、取得することを承認す
る法案は採択されるべきか？

状況:
州憲法の第34条項は、低所得者用賃貸住宅を開発、建設、取得するには、有権者
の承認を得るよう、地方政府に義務付けている。2008年、Los Angeles市の有権者
は、各市議会区に3,500戸、Los Angeles市内で合計52,500戸の低所得者用住宅を許
可、維持する投票法案を承認した。いくつかの市議会区がすでに、その許可された
制限戸数に近づいている。 

住宅部門によれば、現在の戸数では、ホームレス化と支払い可能な住宅ニーズ
の問題に取り組むのに、不十分である。現在、州法で義務づけられた通り、市の 
2021-2029年の住宅構成要素案において、2029年までに市が、低所得、超低所得の
世帯に支払い可能な住宅を185,000戸供給する目標を設定している。

提案:
法案は、市内の公共機関が、各市議会区にさらに5,000戸、市内で総計75,000戸の
低所得者用賃貸住宅を開発、建設、取得することを許可することになる。

「はい」に投票する意味:
市内の公共機関が、各市議会区にさらに5,000戸の低所得者用賃貸住宅を開発、
建設、取得することを許可する。

「いいえ」に投票する意味:
市内の公共機関が、各市議会区にさらに5,000戸の低所得者用賃貸住宅を開発、
建設、取得することを許可しない。

この提案の全文は9ページから始まる。

BSLH-JA

JA281602 City of LA   Proof #2       5 3/8” x 8 3/8”
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Los Angeles市提案SP

表題: 
公園とレクリエーション施設の区画税 
    
案件:
Los Angeles市の市民の監視つきで、低所得者住宅は例外とし、1平方フィートの区
画改良に対しておよそ8.4セントの税金、そして特定のプログラムを完結するか、ま
たは30年たてば、税をおよそ2.2セントまで下げることで、集めた税金を公園、レク
リエーションセンター、プール、遊び場、河川、ビーチ、緑化スペース、オープンスペ
ース、児童保護やその他の施設に投入し、市の公園の価値を高める条例は採択さ
れるべきか？

状況: 
1996年、有権者は提案Kを採択した: 提案Kとは、子どもプログラムのためのLAとい
う意味で、公園やレクリエーション施設の取得、開発、改良、復元に資金を投入す
るため、市全体の評価地域を作った。 提案Kの基金は、2026-27年度に終了する。 

提案:
法案は、1平方フィートごとにおよそ8.4セントの新たな区画税を承認し、年間約2億
2700万ドルを生み出そうというものである。特定のプログラムを完結するか、また
は30年たつか、どちらか早い方で、税を1平方フィートごとにおよそ2.2セントまで下
げることとする。これらの基金は、Los Angeles Zooや市民センターの緑化スペース、
河川、水の要素、その他Los Angeles RiverやSepulveda Basin、プールや子供用施設、
遊び場のような公園施設などの、オープンスペースやレクリエーション会場・プロ
グラムの復旧、修正、改良、開発、追加、取得、運営、維持に投入される。基金内の
お金は、監視委員会の監査と運営の費用を支払うのにも使われる。市民監視委
員会は、基金が提供されるプロジェクトに関し、市に対して進言するために設立
される。そのような進言は、市のエクイティー指数を考慮して行われる。

「はい」に投票する意味:
公園とレクリエーション施設関連の価値を考慮に入れて、費用に使う基金を提供
するための、区画税を承認する。 
 
「いいえ」に投票する意味:
公園とレクリエーション施設関連の価値を考慮に入れて、費用に使う基金を提供
するための、区画税を承認しない。 

この提案の全文は20ページから始まる。

BSSP-JA

JA281602 City of LA   Proof #2      5 3/8” x 8 3/8”
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Los Angeles市発案条例ULA

表題: 
不動産譲渡の税金で支払い可能な住宅とテナント支援プログラムに基金提供 
    
案件:
支払い可能な住宅とテナント支援プログラムに基金提供するため、5百万ドルを越
える価値の不動産の売買、譲渡に課税する条例を採択すべきか？

状況: 
Los Angelesには、およそ41,000世帯の住居を持たない人々がいる。63％の世帯は賃
借人と予想される。支払い可能な住宅とテナントプログラムへの地方基金には制
限がある。市は、不動産の売買や譲渡に関し、譲渡税の印紙税を徴収し、市のサー
ビスに基金を提供している。この法案は、支払い可能な住宅とテナントプログラム
に基金提供するため、5百万ドル以上の価値がある不動産にさらに譲渡税の印紙
税を設置するものである。 

提案:
この市民が後援する投票発案とは:

• 5百万ドル以上、1千万ドル未満の価値がある不動産の売買や譲渡に4％
の課税をする;

• 1千万ドル以上の価値がある不動産売買や譲渡に5.5％の課税をする;
• 連鎖消費者物価指数に基づく不動産価値基準値の年間調整; 
• 特定の住宅、非営利、公共機関の免税;
• 有権者から撤回されるまで永久税として設置; 
• 既存と新たなプログラムのために年間およそ6億から11億ドルを生み出
す; 

• Los Angeles住宅部門に管理された支払い可能な住宅とテナント支援プロ
グラムに、収入の少なくとも92％を使い、管理に8％までを使う;

• 市民監視委員会を設立し、基金とプログラム進言を行う; また
• テナント委員会を設置し、住宅事案に関してアドバイスをする。 

「はい」に投票する意味:
支払い可能な住宅とテナントプログラムに基金提供するため、5百万ドルを越え
る、免除されない不動産の売買、譲渡に課税する。 
 
「いいえ」に投票する意味:
支払い可能な住宅とテナントプログラムに基金提供するため、5百万ドルを越え
る、免除されない不動産の売買、譲渡に課税しない。

この主導的条例の全文は39ページから始まる。

BSULA-JA

JA281602 City of LA   Proof #3       5 3/8” x 8 3/8”
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さらなる低所得者用住宅の承認。 提案LH。

資金の余裕やLos Angeles市の開発要件に鑑みて、ホームレス化と支払い可能な
住宅のニーズに取り組むため、市内の公共機関が各市議会区に、さらに5,000戸
までの低所得者用賃貸住宅を開発、建設、取得することを承認する法案は採択
されるべきか？  

TQ2-JA 2022年 11月

公正な要約
著者： SHARON M. TSO、主任立法アナリスト

州憲法条項第34条は、低所得者用賃貸住宅を開発、建設、取得するには、有
権者の承認を得るよう、地方政府に義務付けている。第34条項は、ユニットの
50％以上が低所得者世帯に制限されているすべてのプロジェクトに適用され
る。2008年、Los Angeles市の有権者は、各市議会区に3,500戸、市内で合計52,500
戸の低所得者用住宅を許可、維持する投票法案を承認した。Los Angeles住宅部
門は、現状の第34条項が、ホームレス化問題に取り組み、市の支払い可能な住
宅のニーズを満たすには、不十分であると報告している。 

1969年以来、California州は、すべての市と郡が、住宅構成要素に基づき、コミュ
ニティーが必要とする住宅ニーズを適切に満たす計画を立てるよう、義務付け
ている。住宅構成要素とは、すべての地方政府の一般プランに課せられる要件
部分であり、8年ごとに更新されなければならず、州による基準と要件に従う
必要がある。州法で義務づけられた通り、市の2021-2029年の住宅構成要素案
は、2029年までに市が、低所得、更なる低所得の世帯に支払い可能な住宅を
185,000戸供給する目標を設定している。現在の第34条項における市の権威が
広がることは、低所得、超低所得者の住宅の開発を増やし、市の2021‐2029年
の住宅構成要素案の目標達成への取り組みを支えることにつながる。

この法案は、市内の公共機関が、各市議会区にさらに5,000戸、市内で可能と
すれば総計75,000戸を開発、建設、取得することを許可することになる。これは 
Los Angeles市に、基金の可用性と市の開発要件に基づいて、低所得者住宅を総
計127,500ユニット提供できる。

第34条項の追加権限に対し有権者が承認したとしても、それで市や他の公共機
関が承認された戸数を、開発、建設、取得すると要求、または保証するわけでな
く、またそのような目的で追加資金を投入する条項を義務化させる権限を与え
るわけでも、市に課せられた公共事業検査やその他の開発プロセスを免除させ
る権限を与えるわけでもない。

この法案は、有権者の過半数が承認した場合に有効になる。

LH

*JA6*
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2022年 11月

財政的影響に関する声明
著者：MATTHEW W. SZABO、市行政官

この法案は、Los Angeles市に、各市議会区に5,000戸ずつ、公共機関が開発、建
設、取得できる低所得者用住宅のユニット数を増やすことになる。California州憲
法の第XXXIV条項は、これらの行動に有権者の承認が必要となる。2008年、有権
者は各区に3,500戸を承認し、この法案は8,500戸までその数を増やすことにな
る。一部の市議会区は3,500戸の制限値に近づきつつある。 

この法案は、市がさらに戸数を開発、建設、取得したり、低所得者賃貸住宅のた
めの新しい基金を提供したりすることを義務付けるものではない。 さらに、この
法案は、連邦政府からの基金と有権者が承認した公債が一番大きな資金源と
なっている、低所得者用賃貸住宅のための基金可用性にインパクトを与えるも
のでもない。ゆえに、この法案を採択することによる財務的インパクトはない。 

*JA7*
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提案 LH に対する賛成意見

提案 LH に賛成票を投じてください

提案 LH は、Los Angeles市に、支払い可能な住宅を75,000ユニットまで建設、開拓、
取得する権限を与える。

Los Angeles市の住宅危機は日々悪化し、市民は住宅へのさらなる不安とホームレ
ス化に直面している。 Los Angeles市は、2008年以降、支払い可能な住宅の追加を
承認していない。 私たちはもっと真剣に、現代の危機に取り組む必要がある。

提案 LH は、Los Angeles市に、支払い可能な住宅の開拓または入手の権限を認め
るだけのことである—市が資金を提供したり、場所を決めたり、承認したりするわ
けではない。

新たに提案された低所得者用住宅は、まだ環境的な見直し、コミュニティーから
の助言、市からの承認が必要である。  

提案 LH は、新しい住宅が、市内の15の市議会区それぞれに5000ユニットずつ、まん 
べんなく開拓されることを確認する。

提案は、公的基金で支えられた新たな支払い可能な住宅すべてが、有権者によっ
て承認されなければならないというCalifornia州憲法の要件により、必要な過程で
ある。

提案 LH は近隣の人たちを路上生活から助け、すべてのLos Angeles市民に家を見
つけてあげるツールとなる。

提案 LH に賛成票を投じてください。

提案 LH の賛成意見に署名する人

JON DEUTSCH
会長
Los Feliz Neighborhood Council

ALAN GREENLEE
エグゼクティブ・ディレクター 
Southern California Association of NonProfit Housing
 

この法案に対する反対意見は提出されていない。

AFLH-JA 2022年11月

このページに記載された議論は著者の意見であり、市の機関によって正確性はチェック
されていません。

E281602  LA市   校正 #3     5 3/8” x 8 3/8”

*JA8*
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提案された投票法案の本文

決議案

州憲法の第XXXIV条項のもと、Los Angeles市（市）の各市議会区で、低所	
得者用の賃貸住宅をさらに5,000戸まで開発、建設、取得することを有権者が承認
する決議。

一方で、California州憲法第XXXIV条項は、特定の低所得者住宅プロジェク
トの開発、建設、取得を市の公共事業者に任せる際は、資格を持つ市の有権者の
大多数によって、選挙にて、承認を得なければならない。

また、2008年11月、市の有権者は、各市議会区に3,500戸の低所得者用賃
貸住宅を承認する市の事前の第XXXIV条項を連結し保持するとした提案B「低家
賃住宅の承認」を承認し、そして低所得者用の賃貸住宅を建設するための、連邦
と州からの資金源にアクセスできるよう障害を取り除いた。

また、市の現在の第XXXIV条項にある市議会区ごと3,500戸という承認レ
ベルは、低収入者用の賃貸住宅のさらなる開発、建設、取得を制限し、市がホーム
レスと許容可能な住宅需要の問題に取り組む権限を制約する。

また、2022年5月1日時点で、市の5つの市議会区は、承認できる低所得者
用賃貸住宅は1,000戸未満となっている。

また、市は、ホームレス問題に取り組み、許容可能な住宅需要に応えるた
め、各市議会区と市全体に、さらなる低所得者用賃貸住宅を開発、建設、取得する
プロジェクトを承認する第XXXIV条項が必要である。

また、第XXXIV条項の追加権限に対し有権者が承認したとしても、それで
市や州や連邦政府が承認された戸数を、開発、建設、取得すると要求、または保証
するわけでなく、またそのような目的で追加資金を投入する条項を義務化させる
権限を与えるわけでも、市に課せられた公共事業検査やその他の開発プロセスを
免除させる権限を与えるわけでもない。 

これを踏まえLos Angeles市の市民によって、次のように決議する:

第1項、 州憲法第XXXIV条項により、市の有権者は、市内の公共事業者が、	
各市議会区に低所得者用賃貸住宅を追加で5,000戸まで、市全体では追加で
75,000戸まで、開発、建設および/または取得することを承認する。

第2項、 この法案で承認された市内の低家賃住宅の追加戸数は、第XXXIV 
条項に関し過去に承認された市内の低家賃住宅も含むものとする。

第3項、 市がこの法案を施行するのに必要なあらゆる行動をとることを
承認する。

第 4項、 この法案に含まれた権限の条件は、州憲法の第XXXIV条項とその	
条項を解釈する法や論拠と同様に扱う。

提案 LH

*JA9*
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第5項、 第XXXIV条項に沿い、この法案で与えられた権限は、法案に投票
する有権者の大多数によって承認された場合、市の有権者によって採択され承認
されたと見なす。 選挙の結果が市議会によって宣言されてから10日後に、この承
認が効力を持つものとする。

2022年 11月TXT2-2-JA
*JA10*
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公園とレクリエーション施設の区画税。 提案SP。

Los Angeles市の市民の監視つきで、低所得者住宅は例外とし、1平方フィートの
区画改良に対して0.08414ドルの税金、そして特定のプログラムを完結するか、ま
たは30年たてば、税を0.0222ドルまで下げることで、年間およそ2億2700万ドルを
生み出し、その税金を公園、レクリエーションセンター、プール、遊び場、河川、ビ
ーチ、緑化スペース、オープンスペース、児童保護やその他の施設に投入し、市
の公園の価値を高める条例は採択されるべきか？  

TQ3-JA 2022年 11月

公正な要約
著者： SHARON M. TSO、主任立法アナリスト

1996年、有権者は提案Kを採択した: 提案Kとは、子どもプログラムのためのLA
という意味で、市全体の評価地域を作り、公園やレクリエーション施設の取得、
開発、改良、復元に資金を投入するために年間2,500万ドルを生みだした。提案K
は、2026-27会計年度 (FY) で有効期限が切れ、公園とレクリエーション施設を支
援する基金が途絶えることになる。

投票用紙に提案された法案は、市が、博物館、映画館、Los Angeles Zoo、市民緑
化スペース、河川、Los Angeles RiverやSepulveda Basinといった水場、湖、ダム、貯
水池、ビーチ、公園施設、地域の公園、レクリエーションセンター、プールと入浴
施設、児童ケア施設、シニアセンター、遊歩道、ピクニックエリア、遊び場、アスレ
チックフィールドと広場、その他の開かれた公共のスペースといった、オープンス
ペースとレクリエーション会場を、運営維持しながら、復旧、修正、改良、開発、
取得する資金を集めるのを許可する、市の規約を修正するものである。この基
金は、市内の不動産区画に課せられる特別な区画税によって収集される。特別
な税金からくる資金を利用することは、周辺に公園があまり無いコミュニティー
に公園やレクリエーション施設への安全で健康的なアクセス権を提供するとい
う目的も達成するものであり、市の価値指数に基づいて優先される。 

承認されれば、特別区画税は2023-24会計年度より、不動産区画の改良1平方メ
ートルあたり0.08414ドル（年間およそ2億2700万ドルを生み出す）が課せられ、プ
ログラムの完了または2053-54会計年度のどちらか早い段階で0.0222ドル（年間
およそ6千万ドル）が課せられる。 

法案では、非営利団体、低所得者世帯、政府機関が所有する区画には特別区画
税が免除される。市は、特別区画税の免除を適用する区画所有者に、手続きと
ガイドラインを設定する。 

市議会が特別区画税のその他の徴収方法を模索しない限り、税は2023年7月1
日から、郡によって同じ時期に同じ方法で課税・徴収され、郡によって徴収され
る従価固定資産税と同じ罰則、同じ利率が適用される。 

SP

*JA11*
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罰金や利息も含む、特別区画税によって徴収されたお金は、「公園とレクリエー
ション施設特別区画税基金」（基金）と題した基金に預金される。基金に預金さ
れたお金は、市の積立金への返還対象にはならない。基金から得られたすべて
の利息収入は、基金内に留まり、特別区画税が課せられる目的のために使われ
る。 

市民監視委員会は、特別区画税から資金投入されるプロジェクトに進言し、特
別区画税から資金投入されたプロジェクトやプログラム、サービスの施行と実
績を監視するために、条例で設立される。行政監視委員会は、条例により、市
長、市行政官、主任立法アナリストによって構成され、市民監視委員会が基金の
優先順位と授与に基づいて準備したプロジェクトの進言を、審査、修正、採用す
るために設立される。進言は、周辺に公園があまり無いコミュニティーが市のオ
ープンスペースとレクリエーション会場、市の河川と水要素、および/または公園
施設にアクセスできるよう市によって時折修正される、市の価値指数を考慮に
いれるものとする。 

会計監査官は、州法に基づき、市議会に、基金に関するすべての領収書と費用
を明確にした年間報告書を準備、提出する。 

この法案は、有権者の投票の3分の2以上の賛成を得た場合、有効になる。 

財政的影響に関する声明
著者：MATTHEW W. SZABO、市行政官

提案は、区画改良の平方フィートに基づき、1平方フィート0.08414ドルの割合で、
不動産に新たな区画税を課すものである。税金は、年間収入およそ2億2740万ド
ルを生み出すと予測される。税金収入は、公園、レクリエーションセンター、プー
ル、遊び場、河川、ビーチ、緑化スペース、オープンスペース、児童保育やその他
の施設の取得、維持、運営のための基金目的で使われる。

税金は、特定プログラムの完了、もしくは2053‐54会計年度の、どちらか早い方
に合わせ、改良1平方フィートごと0.0222ドルに減額される。減額された割合で
は、年間およそ6千万ドルを生み出すと予測され、プログラムの管理、運営、維持
コストに基金が引き続き使われる。

プログラム費用は区画税から基金提供されるため、提案は市の財政に大きな
インパクトを与えるものではないと予想される。

*JA12*
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提案SPの賛成意見

私たちはみんな安全できれいな公園が必要です。今日、公園は私たちの支援が必
要です。 

だから法案SPが必要なのです。

私たちは近所の公園のホームレス化問題に取り組まなければなりません。この問
題は、地域の宗教団体、非営利団体、ソーシャルサービス機関と協力して、人道的
に取り組むことができます。ただ取り組まなければならない問題です。公園は、私
たち全員が使えるように、安全できれいでなければなりません。

LAの10万人以上の子どもたちが課外活動とサマースクールに参加し、正しい行動
に乗っ取りトラブルに合わないようにしています。法案SPはこれらの大事なプログ
ラムを支援し、ギャング活動を軽減させます。 

あまりにも多くの地域の公園とレクリエーションセンターが、アスベスト、黒カビ、
雨漏り、安全な飲み水の不足、シロアリ被害、腐った壁、悪い配管、古いガスと汚
水処理、危険な照明とトイレに頭を抱えています。あまりにも多くの施設が、障害
者使用にはなっておらず、お年寄りにも使えないものとなっています。 

これらの問題を正すのに法案SPが必要です。 

法案SPは、公園とレクリエーションセンターの安全な飲み水を確保します。 

法案SPは、近所の公園、遊び場、レクリエーションセンター、シニアセンター、その
他の施設の危険な箇所を修理し、安全を保ちます。

法案SPは、今の干ばつ問題に取り組む助けとなり、水質を守ります。 

法案SPは、ゴミや汚染物質を地域の小川、河川、湖、海岸沿いの水辺やビーチから
遠ざけ、公園、海岸、自然の場所をきれいにします。 

法案SPは、地域の大切な地下水汚染を防ぎます。 

法案SPは、干ばつに耐える植物や、遊び場、造園、芝や自然の地域でのリサイクル
水活用の増加など、水の節約を通して、お金を節約し、不足する地域の飲み水供
給を守ります。 

法案SPは、枯れた木と乾燥した藪を撤去し、山火事の危険を軽減し、近所を守り
ます。

法案SPは、すべての費用について厳しい説明責任と情報公開を守ります。 

私たちはみんな安全できれいな公園が必要なのです。SPに賛成票を投じてください！

AFSP-JA 2022年11月

このページに記載された論議は著者の意見であり、市の機関によって正確性はチェック
されていません。

*JA13*
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提案SPの賛成意見に署名した人

JOE BUSCAINO  JIMMY KIM 
市議会議員  本部長
City of Los Angeles  L.A. City Recreation & Parks

ROBERT ARIAS 
議長
San Fernando Coalition on Gangs 
 
GREGORY BOYLE
設立者
Homeboy Industries

CAROLYN RAMSAY
エグゼクティブ・ディレクター
LA Parks Foundation

DR. ALICE “SWEET ALICE” HARRIS
設立者
Parents of Watts

 
 

AFSP-JA 2022年11月*JA14*
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提案SPの賛成意見に対する反論

提案SPは、千平方フィートごとに固定資産税が84.14ドル上がる。

1,500平方フィートの家を持つオーナーは、最初の15年間だけで、さらに1,893.15ド
ルを支払うことになる！

納税者はすでに公園維持のために支払っているのに、市は、それを転用している。

市議会は、その他の部門には無償で提供されている市営サービスに対し、レクリ
エーションと公園で代金を請求することで、現在の公園予算から資金を転用して
いる。レクリエーションと公園のウェブサイトによると「これらの間接的費用は、
部門全体の予算の23％以上（4,300万ドル）に上る」という。(提供元: 8/21/22付けの 
www.laparks.org/department ) 

提案SPは、オリンピックの資金源のための税金だ。

議員 Joe Buscaino は 2021年の市議会で、増税は2028年のオリンピックのためのレ
クリエーションと公園施設を「アップグレード」させるのに必要だと認めている。 
提案SPは、30年で68億ドルもの増税になる！

提案SPに反対票を投じてください。

詳細:
Howard Jarvis Taxpayers Association
213-384-9656
www.NoNewTaxes.net

提案SPの賛成意見に対する反論に署名する人々

JON COUPAL MICHAEL D. ANTONOVICH
会長 Los Angeles郡行政官
Howard Jarvis Taxpayers Association 引退 (1980-2016) 

JACK HUMPHREVILLE DANIEL M. YUKELSON
近隣協議会予算提唱者 エグゼクティブ・ディレクター
 Apartment Association of Greater
 Los Angeles

RAFSP-JA

このページに記載された論議は著者の意見であり、市の機関によって正確性はチェック
されていません。

2022年11月*JA15*
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提案SPに対する反対意見

提案SPに反対票を投じてください。なぜなら30年以上に渡り、納税者に数千ドル
の費用がかかるからです。

提案SPは、毎年、住宅所有者に対して、住宅1,000平方フィートにつき、84.14ドルの
負担がかかります。1,500平方フィートの住宅所有者は、最初の15年だけで、1,893.15
ドルもの追加費用がかかるのです。

提案SPに反対票を入れてください。なぜならこれは巨額な増税だからです。

1996年、有権者は、2026年に終了する公園の増税、提案Kを通過させました。政治
家は、有効期限がくる税を、あらたな増税に置き換えたいのです。しかしながら、提
案SPは年間2億2700万ドルの増税になります。年間2,500万ドルかかる提案Kの10倍
にも上ります。

提案SPに反対票を投じてください。なぜならこれはオリンピックに支払われる裏
金増税だからです。

去年12月、Joe Buscaino議員が、レクリエーションと公園の改善に21億ドルを募る投
票法案について、コンサルタントを雇用するよう、請願を市に提出しました。請願
には「2028年の夏のオリンピックを市が主催し、いくつかのレクリエーションと公園
施設が試合会場となることを考えると、私たちは、試合前に必要なすべてのアップ
グレードと修理が完成しているよう、今行動を取らなければならない」と書かれて
います。提案SPはオリンピックに支出するための増税です。

提案SPに反対票を投じてください。なぜなら必要額の3倍以上を要求するものだ
からです。

計画されている21億ドルの増税は、提案SPにとって代わりました。これはもとの
額の3倍以上の税金を課すものです。市議会はもっと費用が必要だとして、5月
に、市の行政官が46億ドルのさらなる増税案をまとめました。そして6月、議会が、 
L.A. Riverの総点検を含む「その他の可能性のあるプロジェクト」として、増税を発
表したのです。提案SPは、68億ドルかかります！

提案SPに反対票を投じてください。

詳細:
Howard Jarvis Taxpayers Association
213-384-9656
www.NoNewTaxes.net

AASP-JA 2022年11月

このページに記載された論議は著者の意見であり、市の機関によって正確性はチェック
されていません。
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提案SPに対する反対意見に署名した人

JON COUPAL 
会長
Howard Jarvis Taxpayers Association 

MICHAEL D. ANTONOVICH 
Los Angeles郡監督者
引退 (1980-2016) 
 
JACK HUMPHREVILLE
近隣協議会予算提唱者 
 

 
 

AASP-JA 2022年11月*JA17*
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提案SPの反対意見に対する反論

明らかにしましょう: 法案SPはオリンピックとは何も関係がありません。 

オリンピックは、法案SPやその費用プランで言及されていません。この誤った論議
は不誠実な政治です。 

法案SPの基金は、たった1つのことにしか使えません: それはLAの近所に1,100ある
公園や遊び場、シニアレクリエーション、ユース及びコミュニティーセンターをきれ
いに安全にすることです。

10万人以上のLAの子どもたちは、放課後やサマープログラムで安全に遊べる場所
を必要としていて、これらの場所は、ギャング活動を減らし、子供たちに正しい道を
歩ませるのに不可欠です。 

すべての近所にいる、あらゆる年齢のLA市民が、常に、地域の公園、シニアセンタ
ー、レクリエーションセンター、コミュニティーセンターを頼りにしています。 

1996年からの基金が不足しています。公共の安全を改善し、ホームレス化問題に
取り組み、これらの大事な公共施設がすべての人にとって安全できれいに使える
ようにしておくため、地域の基金を更新する時期です。

SPに賛成票を投じてください – 私たちには安全な公園が必要なのです！ 

RAASP-JA

このページに記載された論議は著者の意見であり、市の機関によって正確性はチェック
されていません。

2022年11月*JA18*
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提案SPの反対意見に対する反論に
署名する人々

JOE BUSCAINO STEPHANIE VENDIG
議会議員 会長
City of Los Angeles Los Angeles Federation of
 Senior Citizen Clubs

EDWARD JAMES OLMOS CANDICE DICKENS-RUSSELL
俳優 会長兼CEO
 Friends of the Los Angeles River

KAREN BASS EVELYN HERNANDEZ
連邦議会議員 健康教育者
 Wilmington Community Clinic
 
RICK CARUSO SHANE B. SCOTT
ビジネスマン 主任牧師
 Macedonia Baptist Church, Watts

TONY BROWN TRACY QUINN
CEO 会長兼CEO
Heart of Los Angeles Programs for Heal the Bay
Underserved Youth

RAASP-JA
2022年11月*JA19*
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提案された投票法案の本文

条例第 __________ 条

 Los Angeles市法規第II章を修正し、第1.18条項を加える条例。第1.18条項と
は、Los Angeles市（市）の中で、改良した不動産区画に対し特別な区画税を課すこ
とによって、公園、レクリエーションセンター、プール、遊び場、河川、ビーチ、緑地、
オープンスペース、自動保育やその他の施設の運営・維持とともに、再生、修正、改
善、開発、追加、取得に資金を投入すること。

 また、1996年、市の有権者は提案Kを採択した: 提案Kとは、子どもプログ
ラムのためのLA（提案K）という意味で、市内の公園やレクリエーション施設の取
得、開発、改良、復元、そして市立公園プログラムとサービスに資金を投入するた
め、市全体の評価地域を作った。

 また、提案Kプログラム評価は、2026年から27年の会計年度に有効期限が
切れ、市内の公園やレクリエーション施設、公園プログラムとサービスの支援金が
失われることになった。

 また、2022年5月23日、市の行政官は、市議会の2つの請願に応え、報告書
（CAO報告書）を発行した。これは、レクリエーション・公園部門による概算に沿っ
て、公園やレクリエーション施設の改善と新たな開発におよそ46億ドルを資金投
入するための、新たな市全体の評価プログラム構築について、そのオプションを職
員に報告させるものだった。

 また、CAO報告書は、区画税、売上税（取引と使用）、一般債務債券、総収
得税といった、公園施設や運営に資金投入する際の、様々な収入オプションをま
とめたものだった。

 また、2022年6月21日の会合で、市議会は、Los Angeles Zoo、Sepulveda 
Basin、Los Angeles River、市民センターの緑化スペース、その他の会場への改良、 市
内のオープンスペースや河川など、可能性のあるプロジェクトへの資金投入につ
いてさらに明確にするとともに、資金投入されるすべてのプロジェクトには、周辺
に公園があまり無いコミュニティーへの価値を含む配慮も必要だと強調した。

 また、市がホームレスや公共の安全、インフラ改善、不安定さの増す経済
といった問題に取り組むため、迫る提案Kの期限失効とその他の優先順位が考慮
されることを前提に、新たな資金について評価されなければならない。

 また、公園、レクリエーションセンター、プール、遊び場、河川、ビーチ、緑
化スペース、オープンスペース、児童保育やその他の施設の価値を保ちながら、そ
の運営と維持をし、事前に調整された資金レベルや制約を抜きにして、これらの
資金需要を守るため、市議会は「公園とレクリエーション施設の区画税」を有権者
の前に提案するものである。

提案 SP

*JA20*



TXT3-21-JA 21

 また、特別な区画税課税は、公園、レクリエーションセンター、プール、遊
び場、河川、ビーチ、緑化スペース、オープンスペース、児童保育やその他の施設、
およびその運営と維持のための、資金源を提供することができる。

 また、特別な税金からくる資金を利用することは、周辺に公園があまり無
いコミュニティーに公園やレクリエーション施設への安全で健康的なアクセス権を
提供するという目的も達成するものであり、市の価値指数に基づいて優先される。

 また、特別な区画税から入る収入は有権者によって提案され承認された
目的のために使われるよう、市民監視委員会と行政監視委員会を設立する。

これにより、

Los Angeles市の市民は
次のように定める:

 第1項、Los Angeles市法規第II章に、第1.18条項を加え、次のように定める:

第1.18条項

公園とレクリエーション施設の区画税

第21.18.1項。 表題。

 この条項は「公園とレクリエーション施設の区画税」と呼ばれる。 

第21.18.2項。 定義。

 この条項で使われる次の単語と句は、この項で定義されるものとして解
釈される。

(a) 「AMI」とは、Los Angeles市に適用されるHUDによって定義され修正
されているとおり、区域の収入中央値または区域の世帯収入中央値を意味する。

(b) 「キャピタルプログラム」とは、不動産、設備、付属品、または改善
品の追加、リハビリテーション、修正、改良、置き換え、開発、取得を意味する。

(c) 「市」はLos Angeles市、自治体を意味する。

(d) 「市のオープンスペースとレクリエーション会場」とは、市内で市が
所有するオープンスペースとレクリエーション会場で、Los Angeles Zooやその他の、
市民センター緑化スペースやレクリエーション会場、博物館、劇場を指す。

(e) 「市の河川と水要素」とは、Los Angeles RiverとSepulveda Basinを含
む、川や水路、支流、湖、ダム、貯水池、堤防、ビーチ、その他、市が管理しレクリエー
ションに使う水場のことを言う。 

2022年 11月TXT3-2-JA
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(f) 「郡」とは、Los Angeles郡を意味する。

(g) 「会計年度」とは、市憲章の 第1巻、第III条項、第310項で定義される
市の会計年度のことである。

(h) 「HUD」とは、米国住宅都市開発部門、またはその後任部門や機関
のことを意味する。

(i) 「低収入」とは、AMIの80％以下にあたる収入の世帯を意味する。

(j) 「所有者」とは、担保日付において、区画を所有、主張、専有、管理す
る人を意味する。

(k) 「区画」とは、Los Angeles郡の公正な課税原簿で、査定官が描いた
区画地図と区画番号にある不動産の単位を指す。

(l) 「区画改良」とは、Los Angeles郡で直近の公正な課税原簿に示され
た、区画に建設、または付加された建物、構造物、囲い、施設、その他の改良を指す。

(m) 「公園施設」とは、地域の公園、レクリエーションセンター、プールと
脱衣所、トイレ、児童保育施設、高齢者センター、湖、ハイキングコース、ピクニック
エリア、遊び場、公共学校の公園施設、公園レンジャー施設、アスレチック場、その
他の公共空間などを含む、市内の公園とレクリエーション会場のことを意味する。

(n) 「人」とは、個人、企業、パートナーシップ、トラストまたはエステー
ト、共同出資会社、協会、合同会社、シンジケート、グループ、共同施設、またはそ
の他の法人化されていない機関やグループなどを指す。

(o) 「特別な区画税」はこの条項で課税される特別な税を指します。

第21.18.3項。 特別な区画税。

(a) 本条項に示されていない限り、市内のすべての区画に特別区画税
が課せられる。 2023年から24年の会計年度から、特別区画税が毎年度課せられる。

(b) 特別区画税は、市に対する所有者の債務によって成り立つ。

第21.18.4項。 特別な区画税率。

(a) それぞれの区画に課せられる特別区画税の割合は、区画の改良ま
たは一部の改良に対し、1平方フィートあたり$0.08414である。

(b) 21.18.4(a)の項のもとに課せられる特別区画税は、区画改良または
一部改良に対し、1平方フィートあたり$0.0222まで減額される。これは、市のオープ
ンスペースとレクリエーション会場、市の河川と水要素、および/または公園施設
に関連するキャピタルプログラムが完了した後の会計年度始めに適用され、市議
会、または2053年から54年の会計年度によって決定される。

2022年 11月TXT3-3-JA
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(c) 市議会は、条例により、副項 (a) か (b)にある割合より低い特別区画
税レートを設定することができる。 特別区画税レートのそうした減額に加え、市議
会は、条例により、副項(b)の条項に従い、副項(a)にあるレートを越えない額まで、
特別区画税を引き上げることができる。

第21.18.5項。 特別区画税の徴収。

(a) 市議会が特別区画税のその他の徴収方法を模索しない限り、税は
郡によって同じ時期に同じ方法で課税・徴収され、郡によって徴収される従価固
定資産税と同じ罰則、同じ利率が適用される。

(b) 市議会が郡によって徴収することを選んだ場合、特別区画税は
7月1日から始まる会計年度の従価固定資産税として課税される。 特別区画税
は、2023年7月1日から始まる会計年度の従価固定資産税より先に課税される。

第21.18.6項。 免税。

(a) 次の区画は、本条項の特別区画税の免税対象となる: 

(1) 特別区画税の課税が、合衆国憲法またはCalifornia州憲
法に違反する区画である場合;

(2) 区画の所有者が、連邦政府、州政府、地方自治体、また
は連邦、州、地方自治体の機関や区である場合;

 (3) 区画の所有者が、Californiaの歳入と税金の修正法規214
項の要件を満たす非営利団体によって所有または管理された非営利機
関や企業である場合;

(4) 区画の所有者が、低収入世帯である場合。

(b) 市は、別の条例により、本項で決められた免税に所有者が申請し、
承認を得る手続きを設けることができる。 免税を主張する所有者は、免税の資格
を持つことを示すため、毎年その情報を提出しなければならない。

第21.18.7項。公園とレクリエーション施設の特別区画税による基金。

市の財務局に「公園とレクリエーション施設の特別区画税基金」（基金）
を設立するものとする。 本条項で徴収した特別区画税の資金は、罰則や利子も含
め、基金に預ける。 基金に預けられた資金は、憲章第302項のもとに設立された積
立金の返還対象にはならない。 基金は利息がつく口座に預金される。 基金から得
られたすべての利息収入は、口座に留まり、本条項にある特別区画税が課せられ
る目的のためだけに使われる。 市は、別の口座、もしくは基金の中に別の小科目
の口座を設け、本条項で認められるところまで、その使い道で使うことができる。

2022年 11月TXT3-4-JA
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第21.18.8項。 特別区画税の目的。

(a) 基金は、事前に決められた使用レベルや制約なしに、以下の目的
に使われる:

(1) 市のオープンスペースとレクリエーション会場、市の河
川と水要素、および/または公園施設に関連するキャピタルプログラム。た
だしこのキャピタルプログラムは、市によって時折修正がされたように、
周辺に公園があまり無いコミュニティーが市のオープンスペースとレクリ
エーション会場、市の河川と水要素、および/または公園施設にアクセス
できるよう、市の価値指数を考慮にいれるものとする;

(2) 市のオープンスペースとレクリエーション会場、市の河
川と水要素、および/または公園施設に使われる備品、付属品、ゴミやリサ
イクル容器、その他の装置; 

(3) 市のオープンスペースとレクリエーション会場、市の河
川と水要素、および/または公園施設の運営維持費;

(4) 市のオープンスペースとレクリエーション会場、市の河
川と水要素、および/または公園施設におけるレクリエーション指向プロ
グラムの運営維持費;

(5) この項の副段落 (1)と(2) に書かれた目的に資金投入さ
れるリース収益債券をサポートするリースの支払いと、それに関わる合理
的な費用への支払い。 

(b) 基金は、その使い道に関する監査費用で使うことができる。費用に
は、第21.18.11項にある年間報告書とその他の報告書も含む。

(c) 基金は、特別区画税を監督する費用に使うことができる。どういっ
た組織によって、どのように、その管理サービスが行われるかは問わない。 管理費
用は、各会計年度に基金に預けられた特別区画税の10％を越えないようにする。
管理費用とは次を含むが、これらに限定されない:

(1) 本条項に準拠した管理、監視、施行に関わる費用。 この
費用は、返金、監査、調整、および本条項の要件を施行するのに必要な裁
判に関する弁護士費用などを含むが、これらに限定されないあらゆる費
用を指す。

(2) 本条項を施行するための条例と規則を発展させる費用:

(3) 第21.18.9項と第21.18.10項にある監視委員会の運営に
関する費用;

(4) 郡による特別区画税の徴収にかかる費用、または市議
会で選択された特別区画税の徴収方法にかかる費用。

2022年 11月TXT3-5-JA
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(d) 本条項や特別区画税の使用に法的な違反があった場合、基金は、
弁護士費用やその他の費用も含めて、法的防御のため、市への返金に使うことが
できる。

第21.18.9項。 市民監視委員会。

市民監視委員会は、条例で、特別区画税と基金から資金投入されるプロ
ジェクトに進言し、特別区画税と基金から資金投入されたプロジェクトやプログ
ラム、サービスの施行と実績を監視するために設立されます。 進言は、周辺に公
園があまり無いコミュニティーが市のオープンスペースとレクリエーション会場、
市の河川と水要素、および/または公園施設にアクセスできるよう市によって時折
修正される、市の価値指数を考慮にいれるものとする。

第21.18.10項。 行政監視委員会。

(a) 行政監視委員会は、条例により、市民監視委員会が基金の優先順
位と授与に基づいて準備したプロジェクトの進言を、審査、修正、採用するために
設立される。

(b) 行政監視委員会は、市長、市の行政官、立法分析長官、またはそこ
で指名された代表者によって構成される。

第21.18.11項。 年間報告。

 会計監査官は (i) California政府法規または後任条項の第50075.3項に従
い、基金に関するすべての収支を明確にした年間報告書を準備し、市議会へ提出
する (ii) California政府法規または後任条項の第12463.2(b)項で必要なあらゆる情報
を、関連する州の機関のために、準備し提供する。  

第21.18.12項。 返金と調整

 市は、返金、免税、調整、滞納、上訴、その他のプロセスと手続きに関する
手順とガイドラインを設ける。

第21.18.13項。 修正案。

 本条項は、特別区画税が、有権者に承認されたもとの方法で課税、延長、
増税されなかった場合、有権者のみによって修正することができる。市議会は、そ
うした修正案が有権者の承認を必要としない場合に、本条項を修正する権限を
持つ。

第21.18.14項。 有権者への提出。

 本条項を施行する条例は、市の有権者に提出される。 本条項で提案され
た特別区画税は、条例が有権者の投票の3分2のを超えて承認された場合のみ、
徴収される。有権者の必要数によって条例が承認された場合、条項はLos Angeles
市法規の一部としてみなされる。 

2022年 11月TXT3-6-JA
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第21.18.15項。 条項の分離

 本条項のあらゆる項、条項、文章、句、部分が憲法に違反、または裁判所
や管轄権を持つ裁決機関によって無効とされた場合、残りの項、条項、文章、句、
部分は効力を持ち、本条項の規定は分離可能であると考える。 加えて有権者は、
本条項の中で憲法違反または無効とされた項、条項、文章、句、部分を切り離し、
それ以外の全ての部分を承認することをここに宣言する。

2022年 11月TXT3-7-JA
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500万ドルを越える不動産譲渡の税金で賄われる支払い可能な住
宅とテナント支援プログラム。  発案条例ULA。

例外を除き、有権者によって終了されるまで、500万ドルを越える不動産の販売/
譲渡に4％の税金、1千万ドル以上の不動産には5.5％の税金を課すことで、年間
およそ6億から11億ドルを生み出す資金を、支払い可能な住宅プログラムと、ホ
ームレス化の危機にあるテナントへの援助に投入し承認する条例は採択され
るべきか？  

公正な要約
著者： SHARON M. TSO、主任立法アナリスト

 
この市民に支えられた投票発案は、支払い可能な住宅とテナント支援プログラ
ムに基金提供するため、5百万ドルを越える価値の不動産の売買、譲渡に課税
するよう、市の法律を修正することになる。市は不動産の売却や譲渡に課す税
金を徴収する。提案条例は、次の通り、追加税を課すこととなる: 

• 5百万ドル以上、1千万ドル未満の価値がある不動産の売買や譲渡に 
4％の課税をする; また

• 1千万ドル以上の価値がある不動産の売却や譲渡に5.5％の課税を 
する。

連鎖消費者物価指数に基づき、税対象の不動産価値基準値を毎年調整する。
資格のある支払い可能な住宅と政府機関は、この税金から免税となる。 

この税金は、年間6億ドルから11億ドルを生み出すと試算される。税金の収益の
少なくとも92％は、支払い可能な住宅プログラムのもと手ごろな住宅に、またホ
ームレス予防プログラムのもとテナント支援プログラムに基金提供される。最
大8％までは、プログラムの管理、報告、準拠、執行に使われる。 

この法案の目標は、支払い可能な住宅の支給を増やすこと、テナント保護と支
援プログラムのニーズを満たすこと、低所得者と不利なコミュニティーなどを支
援する機関の権限を構築することなどである。

支払い可能な住宅プログラムのもと、極端な低所得世帯、超低所得世帯、低所
得世帯を支援するため、支払い可能な住宅の開発に基金が提供される。住宅ユ
ニットは、法で許される場合、55歳以上に、永久的に、支払い可能なものとし、再
販売制限の対象とする。 

このプログラムは、次の支払い可能な住宅を資金援助する:

• 複数家族の住宅の開発;
• 新たな支援的で支払い可能な賃貸または賃貸/所有が合わさったプロ

ジェクトなどの代替住宅の解決策のうち、最大20％のユニットは市場
TQ1-JA 2022年 11月
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価格の20％で利用可能で、20％は極端、または極度な低所得世帯のた
めに確保されている; 

• 支払い可能な住宅の取得、維持、リース、復旧、運用; また
• 住宅所有の機会、コミュニティー土地信託や類似の機関のための能力
構築、運営支援、賃貸補助金。 

Los Angeles住宅部門 (LAHD) は、市議会の検討と承認なしに、各プロジェクトご
と、5千万ドルまでの基金を認める権威を持つ。法案は、現行賃金と40以上ユニ
ットがある住宅開発の支払いは、特定のプロジェクト労働契約に従う必要があ
るとしている。プロジェクトがテナントの立ち退きにつながった場合、転居支援
と開発地における類似したユニットを最初に拒否する権利が与えられる。 

ホームレス防止プログラムは、次のようなリソースを資金支援する: 

• 賃貸と収入の支援;
• 立ち退き防衛と予防プログラム;
• テナント対外活動と教育;
• テナントハラスメント保護; また 
• テナント議会（市に住むテナントと現在ホームレスの個人で構成）。多
様なバックグラウンドを持つメンバーは、市議会の承認により、市長に
よって指名される。テナント評議会は、テナント保護と公正な住宅に関
する案件につき、LAHD、市民監視委員会、市議会に助言できる。 

 
この法案は、13人の投票メンバーと2人の若い諮問メンバーからなる、15人の市
民監視委員会を設置する。多様なバックグラウンドと専門性を持つメンバーは、
市議会の承認を得て、市長により指名される。委員会は、基金ガイドラインにつ
いて市議会に進言し、住宅ニーズ評価を実施し、プログラムの施行を監視し、基
金の使い道を監査する。
 
LAHDは、少なくとも3年間の推定される収入と支出を、市民監視委員会と市議
会に、年間支出プランの中で情報提供する。基金は特定の期間内に使われなけ
ればならず、特定の手続きに沿い、ニーズに合わせて、カテゴリーの中で定期的
に再分配することができる。 
 
この法案は、有権者の過半数が承認した場合に有効になる。

TQ1-JA 2022年 11月*JA28*
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財政的影響に関する声明
著者：MATTHEW W. SZABO、市行政官

この法案は、支払い可能な住宅とテナント支援プログラムに資金提供するた
め、Los Angeles市内で、5百万ドル以上の不動産が売却される、もしくは譲渡され
る場合に、特別税を課すものである。一部の支払い可能な住宅組織は、免税の
資格を有する。税率は、売却時または譲渡時の不動産の価値によって決まる: 5
百万ドルから9,999,999ドルは価格の4％、1千万ドル以上は価値の5.5％の税率。
消費者物価指数に基づき、不動産価値の基準値は毎年調整する。この特別税
は、市と郡を共に合わせた不動産売却・譲渡の際の既存の税率、0.56％に加え
て課税される。

6億ドルから11億ドルの間と見込まれる、この特別税からの年間収入は、5百万ド
ル、1千万ドル以上の価値を持つ不動産の売却・譲渡数によって左右される。

TQ1-JA 2022年 11月*JA29*
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発案条例 ULA に対する賛成意見

ホームレス化と住宅に関する専門家として、ホームレスを減らし、高齢者を守るた
め、発案条例 ULA に賛成票を投じていただくようお願いします。

発案条例 ULA は、実際に人々を路上生活から住宅へと移動させる、新しく力強い
機会を与えてくれます。また低収入のお年寄りが、ホームレスになるリスクにさら
されている際、家を失う危機から救う方法でもあります。

仕組みは次のとおりです: 誰かが5百万ドル以上の価値がある豪邸やその他の不
動産を売る際、発案条例 ULA が、その売却収入のうち小さな割合額を、私たちの
コミュニティーに投資してくれます。  

そのお金は、ホームレスを減らし、もっと支払い可能な住宅を作り、低収入のお年
寄りや退役軍人、障害者、その他ホームレスになる危険にさらされている人たちに
経済的支援と立ち退き保護を与えるために、使われます。

この法案は、過去に私たちが試したどの法案とも違います。  2021年から2022年ま
での不動産販売に基づくと、発案条例 ULA は、毎年およそ9億ドルを生み出しま
す。 発案条例 ULA は、既存の建物を購入し、煩雑な手続きを削減し、支払い可能
な住宅をさらに作ることで、すばやく機能します。法案は、また、住宅コストの支払
いが追い付かない、お年寄りや障害者を支援します。

同時に、発案条例 ULA は、ほんの一部の不動産にしか影響を与えません。2019年
の不動産販売のたった3％にしか適用されません（5百万ドル以上の売却をした人
のみ）。はっきりさせておきましょう: 5百万ドル以上の不動産を売却した人たちの
みがこの税金を払うのです。その他誰も払いません。 

誰がこの法案を支援し、支援しないということを軸に、多くのことがいえます。発案
条例 ULA は、ホームレスサービス提供者、支払い可能な住宅を支援する非営利
団体、労働組合、借主の権利グループによって起草されました。 ACLU of Southern 
CaliforniaやLA郡の民主党を含む175以上の団体によって承認されています。 

裏を見れば、不動産投機家、開発業者、5千万ドルのコンドミニアムを売る人たち
が、この法案を気に入らないのはわかっています。彼らにとって、LAの不動産市場
は、数十億ドルを生み出す大きなビジネスです。 

結局のところ、こういうことです: 巨大な不動産を現金で買える億万長者たちは「
豪邸税金」を支払うことができ、私たちは、彼らが支払う公平なシェアにより、ホー
ムレスが減ることで恩恵を受けるということです。

AFULA-JA 2022年11月
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大事なことなので、管理体制について話しましょう。過去の努力とは異なり、この
法案は、ホームレス化と住宅に関する専門家と担当の監査人による独立した委
員会に監視されながら、ホームレスを減らすための基金を維持できます。 

現在公職にある政治家は、この委員会に加わることはできません。

私たちはホームレスサービス提供者であり住宅の専門家ですが、同時にまた借主
であり、住宅所有者であり、親であり、Los Angeles市民でもあるわけです。自分の街
の状況について、あなたと同じように心配しているのです。だからこの主導的条例 
ULA を支持し、賛成票をお願いしているのです。

ホームレスを減らすために賛成票をお願いします。

低所得のお年寄りと障害者を守るために賛成票を入れてください。

祖父母、子供たち、近所の人たちが、もっと支払い可能で住みやすい街をつくるた
め、賛成票をお願いします。

発案条例 ULA に賛成票をお願いします。

発案条例 ULA の賛成意見に署名する人

STEVE DIAZ TAKAO SUZUKI
Skid Row ホームレスサービス提供者 Little Tokyo 支払い可能な住宅提供者

NORA HERNANDEZ ELI LIPMEN
South Los Angeles 賃借人 West Adams 住宅所有者
 
ANTONIO SANCHEZ
労働者のリーダー 
 

AFULA-JA
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発案条例ULAの賛成意見に対する反論 

騙されないでください。テナントと消費者がこの税金を払います。

条例ULAに反対票を投じてください。なぜなら、これは「大邸宅」にただ4％の税金
がかかるだけではなく、5百万ドル以上で売れるL.A.のすべての不動産に4％の税
金がかかるからです。アパートの建物の購入がより高額になり、住宅コストがより
高くなります。テナントがこの税金をより高い賃料で補って払うことになるからで
す。法案は、スーパーマーケット、レストラン、ショッピングセンターの売却にも課税
されます。L.A.の生活コストはすでに高すぎるのに、発案条例ULAは消費者により
高額なコストを押し付けます。

これは大きな増税だけでなく、巨大で「新たに強大な」官僚主義の台頭です。
 
発案条例ULAに反対票を投じてください。なぜなら、毎年税金を推定8億から10億
ドルまで押し上げ、そのお金は、ホームレス住宅とサービスの「専門家」と主張す
る、選出されない、説明責任のない被指名人によって運営される新たな官僚へと
流れていくからです。Los Angelesの有権者は、すでに、ホームレス住宅を建てるのに
12億ドルの借金を承認し（法案HHH）、ホームレスサービスのために郡消費税の増
額も承認しました（法案H）。これらの増税は5年間有効です。ホームレス化問題は、
悪くなる一方です。税金は高い給料取りの完了に浪費され、住宅コストは1ユニッ
トに平均60万ドル以上かかります。 

また新手の官僚肥やし、でもホームレス化問題を修復するプランはありません。

発案条例ULAに反対票を投じてください。なぜなら私たちは、Los Angeles Homeless 
Services Authorityという、慢心の役立たずな官僚組織にすでに支払っているからで
す。この法案は新手の官僚組織を作り出します！13人のメンバーが管理する役員
会と、テナントで作る評議会で構成されますが、役員会の誰もが、納税者の利益を
代弁しません。この新しい官僚組織の管理コストだけで、10年間で6億4千万ドルに
もなります！そしてホームレス化問題を解決するプランはありません。

現在、路上生活から人々を救うためのお金は一切ありません。

発案条例ULAに反対票を投じてください。なぜなら、緊急シェルターや仮設住宅に
使える税金は、この中に一切ないからです。この税金は、ホームレス化問題を解決
するプランではありません。これは、不動産売却に増税したすべてのお金を、少数
の開発者とホームレスサービス機関が牛耳るためのプランです。投票用紙にこの
法案を載せるよう、署名を集めるのにお金を払ったのはだれだと思いますか？

発案条例 ULA に反対票をお願いします。

RAFULA-JA
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詳細:
Howard Jarvis Taxpayers Association
213-384-9656
info@hjta.org
www.NoNewTaxes.net

計画なし。ありえません。ULA に反対票を投じてください。
Angelenos for Affordability
info@VoteNOonULA.com
www.VoteNOonULA.com

発案条例ULAの賛成意見に対する反論に署名する人

JON COUPAL DR. RUBEN GUERRA, PH.D.
会長 議長兼CEO
Howard Jarvis Taxpayers Association Latin Business Association 

ANDY BALES GREGORY PLUMMER
会長兼CEO 少数派零細企業オーナー  
Union Rescue Mission

MICHAEL D. ANTONOVICH DANIEL M. YUKELSON
Los Angeles郡執行官 エグゼクティブ・ディレクター
引退した (1980-2016) Apartment Association of Greater 
 Los Angeles
JACK HUMPHREVILLE
近隣協議会予算提唱者

このページに記載された論議は著者の意見であり、市の機関によって正確性はチェック
されていません。
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発案条例 ULA に対する反対意見

ホームレス化を「解決」するまた他の増税、発案条例 ULA に反対票を投じてください。
 
LAの有権者はすでにホームレスのための住宅とサービスを2度増税しています。法
案 HHH の借金12億ドルは、1万ユニットの住宅を建てる基金であったはずですが、
今のところ、失敗しています。私達の税金は、1ユニットに付き、およそ60万ドルかか
る膨大なプロジェクトに浪費されています。法案 H は、ホームレス化を終わらせる
サービスのために、LA郡の消費税を増税しました。両方の法案が発効してからこ
の5年間、街のホームレス化は良くなりましたか、悪くなりましたか？

この法案はLAの歴史の中で最も大きな増税であり、消費者が代償を払うのです。
そのような発案条例 ULA には反対票を投じてください。

発案条例 ULA は、不動産売却の大増税です。豪邸のオーナーだけが影響を受け
るのではありません。5百万ドル以上の価値がついた不動産の売却に4％の税金を
課すと、アパートの建物を購入額がさらに高くなり、住宅供給者を打撃します。そ
れはだれが払うのでしょうか？テナントであり、より高い賃料を払わなければなら
なくなります。法案は、スーパーマーケット、映画館、ショッピングセンター、倉庫施
設、レストランの売却にも課税されます。それはだれが払うのでしょうか？消費者
であり、より高い価格が付けられます。

発案条例 ULA に反対票を投じてください。また他の大きな官僚組織を生み出します。

Los Angeles市の納税者は、すでに、  Los Angeles ホームレスサービス機関 (Los 
Angeles Homeless Services Authority, LAHSA)というホームレス問題を解決すべき大き
な官僚組織に給料をつぎ込んできました。LAHSAの職員は6桁の給料をもらってい
ます。高給取りの事務員どもが群がる新たな官僚組織に、税金を新たな契約でど
う使うかを任せるために、どうして私たちが支払わなければならないのでしょう？
一部の市民が現在のシステムを「ホームレス産業複合体」と呼ぶ気持ちがよくわか
ります。

発案条例 ULA に反対票をお願いします。なぜなら、この法案は、2つの新しい政府
委員会を設立することで、さらなる官僚主義を作り出すからです。 

この法案は、13人のメンバーによる委員会と、テナントによる評議会を作ります。こ
れらの役員会役員は、選出ではなく、誰に対しても説明責任を持ちません。彼らは
外部のお金がかかるコンサルタントを雇うこともできて、委員会の誰も有権者の
利害を代表するグループから選出された者ではありません。 

AAULA-JA 2022年11月
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発案条例 ULA に反対票を入れてください。なぜなら、法案による収入のたった半
分しか、支払い可能な住宅の建設と復旧に使われないと推定されるからです。 

また法案の基金のおよそ4分の1が収入支援と補助金に回されると推定されてい
ます。残りの大金は – 10年以上に渡り6億4千万ドルにもなりますが – 「管理費」に
行くのです。

発案条例 ULA に反対票を投じてください。なぜなら、ホームレス化問題を正すプ
ランなどはないからです。

ホームレス化問題への本当の解決は、歩道で生き亡くなる人々の受け入れがたい
悲劇を招いているすべての原因と危機に取り組まなければならないからです。本
当の解決には、メンタルヘルスケアと薬物使用障害への適切な施設とサービス、
また家庭内暴力の被害者に対するサービスを含む包括的なポリシーが必要です。
住宅供給は、これらの包括的な解決法の1つに過ぎません。ULA は、ホームレス人
口の増加に追いつくことさえできずに失敗し続けます。

発案条例 ULA に反対票をお願いします。なぜなら、緊急シェルターへの基金を拒
むことになるからです。

発案条例 ULA は、10年以上に渡り、おおよそ80億ドルの増税となりますが、路上生
活者を路上から安全に引上げさせ、必要なケアを見つけることのできる仮設住宅
や緊急シェルター建設に、1ダイムたりとも使われません。この除外が何を意味す
るか、わかりそうではありませんか？この税は、少数の選ばれた開発者を救うもの
であって、ホームレスを救うものではないわけです。

発案条例 ULA に反対票をお願いします。

詳細:
Howard Jarvis Taxpayers Association
213-384-9656
info@hjta.org
www.NoNewTaxes.net

計画なし。ありえません。ULA に反対票を投じてください。
www.VoteNOonULA.com

AAULA-JA
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発案条例 ULA の反対意見に署名する人

JON COUPAL GREGORY PLUMMER
会長 少数派の零細企業オーナー 
Howard Jarvis Taxpayers Association 

MICHAEL D. ANTONOVICH DANIEL M. YUKELSON
Los Angeles郡政執行官 エグゼクティブ・ディレクター
引退、1980-2016 Apartment Association of Greater 
 Los Angeles
JACK HUMPHREVILLE
近隣協議会予算提唱者
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発案条例ULAの反対意見に対する反論 

反対派は多くの基本を間違ってとらえています。それらの多くの人たちが不動産開
発者であり、ホームレス化問題の専門家でないことを考えれば、驚くことではあり
ません。

ULAは、即効力を持たせるために、ホームレス化問題の専門家によって書かれ
た、新たなアプローチです。 ここが違います:

• ULAは、以前取り組んだものよりも、より早く、より安い費用で、住宅を作る
革新的な解決策に投資するのです。これは、モーテルやホテルのような既
存の不動産を購入し改造することを含みます。 

• ULAは、新たなホームレス化が始まる前に食い止めます。毎年想定2億4千
万ドルを募り、お年寄り、障害者、ホームレスの危険性がある人たちを保護
するのです（2021-2022年のデータに基づく）。

• これからの10年、法案ULAは、LA市がかつてしてきた以上に、ホームレス化
問題に取り組むリソースを募るでしょう。

• それは大金持ちによって支払われます。過去の法案とは異なり、LAの大多
数の人たちは1円も払いません。

• ULAは、政治家ではなく、独立した専門家でつくる役員会によって監視され
ます。

ULAは、平均的な不動産持ちの権力者より、Los Angelesの働く家族をもっと気に
かけている、賃借人の権利提唱者、支払い可能な住宅供給者、労働組合によって
書かれました。

• 誰かがとてつもない大金持ちに税金を払うよう頼むたびに、彼らは恐ろし
い戦略を用います。その罠にはまってはいけません。

• LA郡査定局によると、LA郡の不動産は去年、1220億ドル価値が上がりま
した。それでもこの税金は、2021-2022年の住宅とコンドミニアムの売却の
うち、2.5％にしか、適用されませんでした。現金で取引する大金持ちは、税
金を支払う余裕があります。

• 反対派は、数百万ドルの不動産にかかる税金が、賃借人の負担増となると
言います。恐ろしい戦略で、事実を捻じ曲げないでください。不動産持ちの
大金持ちや大企業は、支払い可能な住宅に費用を支払わなければならな
いから、この投票法案に反対しているのです。

ホームレス化問題に取り組む機会を見過ごしてほしいと思っています。LAが待て
ない理由は次の通りです:

• UCLAの健康方針リサーチセンターによると、Los Angelesのお年寄りの80％
は、賃料の負担が重くのしかかっているといわれます。ULAはホームレスに
なる危険のある低所得のお年寄りを保護するのに役立ちます。

RAAULA-JA
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• 2020年の公式ホームレス数統計によりますと、LAでは毎日227人がホーム
レスになっています。もし昨年ULA法案が通過していたら、2億4千万ドル
をホームレス化予防に、5億6500万ドルをホームレスの人たちの住宅建設
に使うことができたかもしれません。 

• 法案は、賃借人を保護する基金提供にも役立ちます。年間、ULAは、想定
5,100世帯に緊急賃貸住宅支援、およそ13,000世帯に収入支援、想定23,000
世帯に法律相談と立ち退き防御のサポートを供給できると思われます。

あなたと同じように、私たちも、ホームレス人口に対する支払い可能な住宅の 
不足、効果のない住宅解決策に不満です。だから行動に出て、法案ULAを書いた 
のです。

ULAに賛成票を投じ、この規模で実施されることはかつてなかった包括的な戦略
を用い、ホームレスを大幅に減らしましょう。

発案条例ULAの反対意見に対する反論に
署名する人 

STEVE DIAZ TAKAO SUZUKI
Skid Row ホームレスサービス提供者 Little Tokyo 支払い可能な住宅提供者

NORA HERNANDEZ ELI LIPMEN
South Los Angeles 賃借人 West Adams 住宅所有者
 
ANTONIO SANCHEZ
労働者のリーダー

このページに記載された論議は著者の意見であり、市の機関によって正確性はチェック
されていません。
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発案条例 ULA

500万ドルを越える不動産譲渡の特別税金で賄われる支払い可能な住宅とテナ
ント支援プログラムへの基金。 発案条例。

提案された条例により、テナントのホームレス化の危機において、支払い可能
な住宅を増やし、リソースを提供するプログラムを設立、承認する。 プログラ
ムは、特定の基準値を超えた不動産の販売と譲渡にかかる追加税を通して資
金供給される。 不動産が500万ドル以上1千万ドル未満で譲渡された場合、
予想または実際の価値に対し4％、そして1千万ドル以上で譲渡された場合は
5.5％の税率となる。 支払い可能な住宅について資格のある支援機関は、新税
から免税される。 プログラム基金は、支払い可能な支援住宅の発展、建設、取
得、復旧、運営などに主に割り当てられる。 基金はまた、ホームレス化、立ち退
き、明け渡しの危機にある低所得、またその他のテナントの、経済的、教育的、ま
たその他のリソースに割り当てられることもある。 条例で、市民監視委員会を
作り、基金ガイドラインを発展させ、住宅支援評価を実施し、プログラムの施行
を監視し、基金の使い道を監査する。

提案された投票法案の本文

条例第____________________________条

LOS ANGELES市の市民は
条例で次のように定める:

ホームレスを防ぎ、支払い可能な住宅を資金供給するLos Angelesプログラム 
（「House LA」）

第1項: Los Angeles市民は以下のことを認める:

a.  上がる家賃、広がるテナントの立ち退き、支払い可能な住宅の不足は、	
Los Angelesを、国内で最悪な住宅環境とホームレス危機を抱える都市にしてい
る。

b.  住居の費用に世帯収入の30％以上を支払っている場合、その世帯は負担
が高いと見なされる。2019年で見ると、Los Angeles市（「市」）には、どのアメリ
カの都市よりも高い比率で経費負担を抱える賃借世帯（59％）が住んでいる。市
の賃借人のおよそ32％は、経費負担がかなり重くのしかかり、収入の50％以上
を家賃に費やしている状況。住宅コストに費用を使いすぎると、その家族は医
療、児童保育、教育、健康的な食べ物、貯金、老後資金、その他の世帯出費に使
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える予算が少なくなる。市の居住者の健康や教育、経済に影響が出ているのに
加え、市民が消費を抑えるため、地域経済への悪影響もかなり大きくなる。さら
に、若者と低所得世帯の人々が、高い住宅コストや、地域のエコノミストが言う
市の将来の経済発展に対する懸念、地域企業が従業員を探すために競い合っ
ていることなどを主な理由に、地域を離れている。 

c.  42％の住宅を賃貸していている市の高齢者（65歳以上の人たち）のうち、	
65％は経費負担を感じている。58％の家を所有する高齢者のうち、38％以上
が大きな経費負担を抱えている。高すぎて支払えない住宅費の長期化は、特に
若者、高齢者、低所得者世帯、そしてそのコミュニティーに住宅の安定性を脅か
す負担を強いている。賃借費用の負担率が最も高い市の年齢層は、18－24歳
の若者と、65歳以上の高齢者の2グループである。
d.  住宅危機に内在する主な理由の1つは、家賃が賃金よりも早いスピードで
上がっているためである。2019年の世帯収入中央値は62,142ドルで、郡や州の
収入より低くなっている。市の家族の22％は年間収入25,000ドル以下で、42％
は年間50,000ドル以下である。市内では賃金が生活費よりもずっと低くなってい
る。2028年までに予想されるトップ5の主要な職業はすべて、平均収入が31,250
ドル未満であり、緊急の対応を要する、極端な低所得世帯の人々で、早急に住
宅を供給する必要性を示唆している。
e. 新型コロナウイルスの流行は、市内の最低賃金労働者の住宅供給をさら
に不安定にし、もっと多くのホームレスを生み出す結果になっている。
f.  2020年、Los Angeles市でホームレスを経験した人たちは、41,290人に上っ
ている。このうちおよそ70％はシェルターもなく、歩道や橋の下や市の公園に住
んでいる。これは、主に政府の怠惰による人道的な危機に他ならない。 

g.  Los Angeles市では、長期にわたって、住宅がない人々に対し住宅供給を
増やしているにもかかわらず、2020年を見ると、市内でホームレスの人々が	
16.1％（41,290人）も増えている。これは主に仕事をなくしたり、立ち退きを迫ら
れたり、家賃が上がったりしたことによる、経済的負担が原因。支払い可能な
住宅を十分に増やすこと、テナントの保護を強化することで、有効な予防的介
入ができ、この悪い傾向を大幅に改善し、路上のホームレスの数を減らすこと
ができる。
h.  Los Angeles市では毎年30,000件の立ち退き訴訟が提訴されていると予想さ
れ、立ち退き通知を受け取るテナントの大多数が弁護士に助けを求めることが
できず、権利を行使する方法を知らない。立ち退き訴訟は非常に複雑で専門的
なので、弁護士なしで立ち退き訴訟に勝つことは難しくなっている。立ち退きを
迫られている人々に弁護士を提供することで、ホームレスを防ぎ、減らすことが
できる。弁護士からの支援を受けられる地域では、およそ86％のテナントが家
に留まることができている。 

2022年 11月TXT1-2-JA
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i.  市全体で家賃が上がり続けるため、家賃が安定したアパートからテナント
を追い出す力が強く働き、ハラスメントで非公式な立ち退きが起きている。
j.  支払い可能で、健康的で安定した住宅の不足は今も続く大きな問題で、深
刻な政策介入と、持続した公共基金が必要。市が資金を確保し配分するための
歴史的かつ継続的な、支払い可能な住宅のための基金を確保し配分する取り
組みをしているにもかかわらず、この危機の大きな原因の一つは、支払い可能
な住宅を保護し建設する十分な収入がないことと、テナントを住宅に留まらせ
る十分な支援金が不足していることが挙げられる。 

k.  Los Angeles市は、地域の住宅ニーズ評価で支払い可能な住宅の配分が毎度
不足しており、さらなる政策に基づく特別な資金源といった介入がない限り、こ
れからも不足し続けるだろう。 

l.  市の2021年から2029年の住宅構成要素案には、多くの支払い可能な住宅
とホームレス防止のための目標と実行プログラムが含まれている。プログラム 
20には、地域から基金を生み出すためのオプションや、不動産文書に基づく累
進譲渡税といった、市のための支払い可能な住宅供給と賃借人保護のための
恒久的な追加資金源を支援するプログラムがある。プログラム 16には、公共の
土地信託や社会/公共住宅といった、公共の土地を支払い可能な住宅開発とコ
ントロールに優先的に使う新しいモデルを紹介している。またプログラム 88に
は、立ち退き保護プログラムを施行しテナントの「弁護士にアクセスする権利」
プログラムを評価する案もある。これらのプログラム用の新しい基金により、市
は2021年から2029年の住宅構成要素案に取り組み、現在、そして将来の周期に
おいて、地域の住宅ニーズ評価義務を果たすことができるようになる。

m.  Los Angeles市の公共交通機関の主な利用者は、緊急の対応を要する、極端
に所得が低い傾向がある。Los Angeles 都市圏交通局 (「LA Metro」) が新型コ
ロナウイルス前にバスの乗客に調査したところ、半数が年収18,000ドルだった。
市の交通機関が豊富な都市部から交通機関利用者世帯を移動させれば、交通
機関利用客は全体として減る。これは市の大気環境と交通渋滞にマイナスに影
響し、地域の二酸化炭素排出問題に取り組む上で大きな障害となった。

n.  市内で支払い可能な住宅の建設が最も低い割合のエリアは、市で最も高
い収入を得られる機会に恵まれたエリア（「高級エリア」）である。California州税
額控除割り当て委員会とCalifornia州住宅・コミュニティー開発部門からの高級
エリアマップによると、経済的機会、リソース、快便性へ高レベルなアクセスが
あるエリアになる。Los Angeles市の都市計画局と住宅局による2021年の報告
書では、市の高級エリアには、わずか6％の支払い可能な補助住宅しか建設さ
れていない。

o.  市の既存の基金とプログラㇺを補足する為、支払い可能な住宅と、ホーム
レス化を防ぐ新しい基金とプログラムが必要である。 

2022年 11月TXT1-3-JA
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p.  市で最も高い不動産にかかる不動産譲渡税が値上がりすることは、継続的
な市の収入源となり、市がテナントのために力強く安定した方針を立て実践す
る助けとなる。そして市は積極的に、弱者が家をなくすことがないよう保護し、
低所得世帯が支払える住宅を多く建設し、しいては市内のホームレスを直接防
いで減らし、市の住宅コストを下げることにつながる。  

q.  こうした基金は、低所得世帯の高齢者や障害者といった賃借人をホームレ
スや立ち退きから守る。(a) 短期間の緊急基金を支給することで、賃借人世帯
をホームレスの危機から救う; (b) 家賃負担のかかる高齢者や障害者に支援金
を渡す; (c) 賃借人に対外活動、教育、案内サービスを供給する; (d) 立ち退きを
迫られている低所得世帯の賃借人に法的サービスを提供する; (e) 賃借人への
ハラスメントを監視し、市の保護活動を強化し広く知らせる。

r.  こうした基金は、更なる低所得世帯の人々にも手が届く支払い可能な住宅
の開発、保護を促進する。(a) 手頃な2世帯以上の住宅の新・旧モデル開発に投
資できる; (b) 公共またはコミュニティーのための賃貸住宅の取得を実施し、恒
久的に支払い可能な住宅を供給、コミュニティーおよび/または公共の所有権
を許可する; (c) 恒久的に利用可能な住宅にフォーカスし、新たな基金戦略を利
用し、所有権を広げ、最先端の建設テクノロジーを用いた、住宅建設方法を発
展させる; (d) 極度な低所得世帯に支払い可能な住宅オプションを提供するた
め、発展に基づく家賃補助金の資金を使う; (e) プログラム基金が支払い可能な
住宅の開発だけでなく、建設の創造性と長期の目標設定を育成する資金に投
入されるようにする。

s.  この基金を通して資金投入されるプログラムと政策は、人種分離問題に取
り組み、人種的に排他的な行為をなくし、住宅、教育、経済の機会の人種的平等
を促進する方法で実施される。

t.  California州憲法の第XXXIV条項（「第XXXIV条項」）により、市、町、郡の資格を
有する有権者の大多数が、開発し、建設し、取得の目的の提案において、総、
又は特別選挙で投票しプロジェクトを承認するまで、どんな公共機関であって
も、低家賃住宅プロジェクトを開発し、建設し、取得することはない。

u.  Los Angeles市とその市民は、低所得家族や世帯のために追加された住宅の
開発、建設、取得、運営から直接恩恵を受ける。

v.  ホームレスと住宅の解決税からの税金を確実にLA住宅プログラムに使う
ための発案を採択することは、有権者の意図である。  

従って、これらの事実に基づき、市民はここにLos Angles市がテナントを守り、支
払い可能な住宅を保護し、ホームレスを防ぐ法律を採択することを宣言する。

第2項:  Los Angeles市法規第II章、第1.9条項は、次のように修正する（線を引いたテ
キストは削除、下線は新しいテキストを意味する）:

2022年 11月TXT1-4-JA
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第21.9.2項。  課される税金。 

(a)  各証書、法律文書、または文面において、以下の課税を行う。Los Angeles市
内で、売り手の意思で、買い手などに売られたあらゆる土地、住居、その他の
不動産は、承認、割り当て、譲渡またはその他の方法で移転され、付与された
際、利子、渡された不動産の対価、価値が（売却時、抵当権や債務の残金を除
く）100ドルを越えた場合、500ドルまたはその端数につき2.25ドルの割合で課
税される。

(b)   本項の副項 (a) に課せられた税金に加え、またそれとは別に、2023年4月1
日より「ホームレスと住宅解決税」として知られる税を各証書、法律文書、また
は文面ごとに課す。これは、Los Angeles市内で、売り手の意思により、買い手な
どに売られたあらゆる土地、住居、その他の不動産は、承認、割り当て、譲渡ま
たはその他の方法で移転され、付与された際、利子、渡された不動産の対価、価
値が（売却時、抵当権や債務の残金を除く）次を越える場合である:

(1)  5百万ドル以上、1千万ドル未満の場合、対価または価値の4%を課税; ま
たは

(2)  1千万ドル以上の場合、対価または価値の5.5%を課税。

(c)  Los Angeles市の財務局長は、労働統計局消費者物価指数（Chained Consumer 
Price Index, C-CPI-U）に基づき、本規約第21.9.11項の副項 (c) に関するガイドライ
ンと手続きにおいて、毎年本項副項 (b) の対価または価値の範囲を調整する。

第21.9.11項 書記官の義務。

(a)  Los Angeles市の税徴収者である財務局長は、本条項で課される税の管理を
目的として、市の幹部として、Los Angeles郡と連携を維持し、徴収された基金の
受け取りと会計業務を担当する義務を負う。

(b)   Los Angeles郡が本項にかかる税またはその一部を徴収しない場合、財務	
局長は本条項にある規定を強制執行する権限と義務を持つ。そのような場合、	
市税は、Los Angeles郡との税の証書に基づく調整の前に支払う義務が生じ、財
務局長は、本規約第21.16項にある方法で支払われていない税の査定を行い、
本規約の第22.13項にあるように返金を行う。

(c)  適用法と本条項の目的に従い、財務局長は、本条項を施行し監督するのに
必要な規則と制約を発する権限を有す。規則や制約とは、本条項第21.9．2項に
ある「売られた不動産」の定義に関する規約、本条項の課税への免税を監督す
る手続き設定なども含む。本項に関連し公布される規則や制約は、発行日前に
適切な通知で、財務局長が通知することとする。

2022年 11月TXT1-5-JA
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第21.9.14項 免税 - 資格を有する支払い可能な住宅組織

本規約の第21.9.2項の副項(b)で課されるホームレスと住宅解決税について
は、Los Angeles市内で、売り手の意思により、買い手などに売られたあらゆる土
地、住居、その他の不動産が、承認、割り当て、譲渡、またはその他の方法で移転
され、付与された際に作られた各証書、法律文書、または文面について、付与され
た者が次の場合は、適用されない: (1) 国税局法規第501(c)(3)項の非営利団体で
ある場合;  (2) Los Angeles管理条例の第22.618.2項に定義されるコミュニティー土
地信託である場合; (3) California民法第817項に定義されるエクイティー制限住宅
協同組合の場合; (4) 有限責任パートナーシップ、有限会社であり、その中で、正式
に非営利団体、コミュニティー土地信託、および/またはエクイティー制限住宅協
同組合が、無限責任を負うパートナーまたは管理メンバーである場合。本項で免
税対象となるには、譲渡を受ける者、またはそのパートナーやメンバーの1人が、
Los Angeles住宅部門またはその後任機関によって公布された手続きに沿って、
定義されたとおり、支払い可能な住宅の開発、および/またはその住宅管理経験の
履歴を証明しなければならない。コミュニティー土地信託とエクイティー制限住
宅協同組合は、支払い可能な住宅の開発または/および管理経験を証明しなくと
も、以下の場合は、免税の資格を持つ。(a) Los Angeles管理条例の第9条項、第24
章、第22部門の目的に合わせて住宅部門またはその後任機関によって定義され
る、経験がある非営利団体とパートナーシップを持つ場合; または(b) Los Angeles
管理条例の第22.618.3(d)(1)(i).b項に従って取得する際、支払い可能な住宅規約を
記録している場合。

第21.9.15項その他の免税

本規約の第21.9.2項の副項 (b)で課されるホームレスと住宅解決税は、
Los Angeles市内で、売り手の意思により、買い手などに売られたあらゆる土地、住
居、その他の不動産が、承認、割り当て、譲渡またはその他の方法で移転され、付
与された際に作られた各証書、法律文書、または文面について、付与された者が
次の場合、適用されない: 

(a) 国税局法規第501(c)(3)項の非営利団体であり、購入の少なくとも10年前に
国税局から決定通知を受け取り、10億ドルの資産を越えない団体; 

(b) 米国やその政府機関、州または領土、政治的分譲地、その他連邦、州、地方
自治体の公的機関や公的組織; または

(c) 州や連邦の憲法下で、市の課税権限が免税されているその他の譲受人。  

2022年 11月TXT1-6-JA
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第21.9.16項 追加免税 - 市議会承認

Los Angeles市民は、有権者の承認なく市議会が、本項の第21.9.2項の副項(b)
に課せられたホームレスと住宅解決税を、低所得者用支払い可能な住宅を建て
るために適切に取得された非営利団体に対して免税する権限を与える。市議会
は、Los Angeles管理条例の第9条項、第24章、第22部門の目的に合わせ、その定義
を行うことができる。

第3項: Los Angeles管理条例の第5部門に、新たな第192章を加える:

第5.598.1項  LA住宅基金

(a) Los Angeles市財務局に、Los Angeles市規約第21.9.2項副項(b)で徴収したすべ
ての税を預金、使用するため、LA住宅基金と呼ばれる特別信託基金をここに
設立する。LA住宅基金の資金は、Los Angeles管理条例の第9条項、第24章、第
22部門にあるプログラム（ホームレスを防ぎ、支払い可能な住宅を財政支援す
るプログラム「LA住宅プログラム」）に特化して使われる。

(b)  LA住宅基金の資金に発生した利子収入はすべてLA住宅基金の目的に合わ
せて使われる。その会計年度にLA住宅基金から出されて使われなかった資金
は、積立金に戻すのではなく、そのままLA住宅基金に残される。

(c)  ローンの返済金やLA住宅基金によって生まれた資金の返金など、LA住宅プ
ログラムを通して得られた収入は、LA住宅基金に再預金され、市のその他の基
金や、Los Angeles管理条例の第9条項、第24章、第22部門にある目的以外で使
われてはならない。 

(d) LA住宅基金は、Los Angeles管理条例の第9条項、第24章、第22部門にある目
的に厳密に従い、Los Angeles住宅部門の住宅部長、その後任機関（「部門」）、部
長の被指名者によって管理される。

(e) 市議会は、条例により、基金の中に、本規約の第22.618.3項に記載のあるよう
に、基金の収入支出のために必要な、追加の基金または口座を設立することが
できる。

第4項: Los Angeles管理条例の第24章、第22部門には、次のような新たな第9条項を
加える。

第22.618.1項  目的。

LA住宅の目標:

(a)  更なる低所得世帯の高齢者、元ホームレス、障害者、退役軍人、片親世帯、
過渡期にある若者、家庭内暴力の生存者などの弱者が、恒久的に支払い可能
な住宅にアクセスできるように改善する。
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(b)  各市議会区に支払い可能な住宅とテナント保護、積極的で公平な住宅の
促進、住宅構成要素、地域の住宅ニーズ評価、支払い可能な住宅の配分といっ
た市民のニーズに応える。

(c)  極端な低所得世帯、極度な低所得世帯、超低所得世帯、低所得世帯のカテ
ゴリーに分け、住宅建設費の優先順位を決める。また極端な低所得世帯、極度
な低所得世帯のカテゴリーで、賃貸住宅の補助費の優先順位を決める。

(d)  不利な立場にあるコミュニティと/又は構成員にサービスを提供する職場
のある組織の能力を強化し、LA住宅の実施に組織が優先的に参加できるよう
にするための計画を策定、見直し、改訂する。

(e) 交通の要所に支払い可能な住宅供給を増やし、そのコミュニティーに住宅
安定性とテナント保護を徹底する。

(f)  このイニシアチブを通じて資金提供されたプログラムと政策で、人種的分
離問題に取り組み、人種による排他的行為を取り除き、住宅、教育、経済の機会
における人種的平等を進める。

(g)  Los Angeles市、コミュニティーカレッジ区、統一学区、郡都市部交通局、その
他政府の機関などが所有し、あまり使っていない土地を含むがこれらに限定さ
れないこのプラグラムを通じて支払い可能な住宅の建設に使う。

(h)  3年ごとに目標を見直し、本規約の第22.618.6(c)(1)項を採択したプログラム
ガイドラインに対して必要に応じて調整を加える市民監視委員会を、設立し支
援する。     

(i)  既存の市の基金とプログラムを補強する、支払い可能な住宅の建設、	
保護、取得とホームレス防止のための新たな基金とプログラムを設立する。 

(j)  第22.618.7項にある労働基準のもと、建設および修復作業が確実に行われ
るようにする。

第22.618.2項  定義。

「極端な低所得世帯」はCalifornia州健康と安全規約第50063.5項にある意味と
同じである。

「極度な低所得世帯」はCalifornia州健康と安全規約第50106項にある意味と同
じである。

「超低所得世帯」はCalifornia州健康と安全規約第50105項にある意味と同じで
ある。
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「低所得世帯」は「超低所得世帯」の総収入が超低所得世帯の上限を超える低
所得世帯を指す。

「更なる低所得世帯」はCalifornia州健康と安全規約第50079.5項にある意味と
同じである。

「普通の所得世帯」とはCalifornia州健康と安全規約第50093(b)項に定義される	
「普通の所得の人や家族」と同じである。

「積極的で公平な住宅の促進」とは、California州政府規約の第8899.50項と同
じ意味である。 

「コミュニティー土地信託」とは、国税庁規約第501(c)(3)項の中の非営利団体を
指し、次のことを満たす団体である。(l) 恒久的支払い可能な単身、または2世
帯以上の住宅を作り維持することを主な目的とする; (ll) 非営利団体によって所
有される土地にある住宅とユニットが、有資格の所有者に主な住居として売ら
れ占有され、または更なる低所得者世帯または普通の所得世帯または非営利
団体に同じ目的で占有されている; (lll) 非営利団体所有の土地にある住宅やユ
ニットが、有資格の所有者に売られる際、土地は非営利団体によって、有資格の
収入世帯に占有され、更新期間が99年あるという条件に基づきリースされる。

「不利な立場にあるコミュニティー」とは、California州規約第65302(h)(4)(A)項で
定義されている。

「エクイティー制限住宅協同組合」とは、California民法規約第817項と同じ意味
である。

「住居ホテル」とは、California州健康と安全規約の第50519(b)(1)項と同じ意味
である。

第22.618.3項  LA住宅プログラム

(a)  Loa Angeles 市憲章の予算財政規約に従って、本規約の第192章第5部門にあ
るとおり、LA住宅基金は、本規約の第22.618.4項にある手続きを踏んで、年間ま
たは補助的に適正審査され、本規約（LA住宅プログラム）に従い、費やされる。 

(b)  LA住宅基金の管理。年間LA住宅基金に預金された資金の 8% を超えない範
囲で、次に記載される目的の追従、施行、管理に使われる（「LA基金管理」）。目
的とは、LA住宅プログラムプロジェクトに沿って、財務局長とその他の市の部
局と協調しながら、Los Angeles市規約第21.9.2項副項(b)にある課税の徴収、そ
の税の払い過ぎによる返金を行う。年間LA住宅基金管理に配分される資金の	
3％以上は、本規約の第22.618.6項にあるLA住宅市民監視委員会のスタッフ配
属やその他の費用に使われる。それに加え、本規約の第22.618.3(d)(2)(ii).d項のテ
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ナント評議会に配分される人件費、経費、謝礼金は、LA住宅基金管理局から支
払われる。さらに、部門は、プロジェクトの労働協定にかかるプロセスと手続き
のトレーニングに費用を割き、契約者にプロジェクトの労働協定管理サービス
を提供できる。副部門の目的でいう「プロジェクト労働協定」とは、California公
共契約規約の第2500(b)(1)項と同じ。

(c)  透明性と説明責任を徹底させるため、LA住宅基金管理資金は、追跡でき
るよう配分され、公開され、プログラムの実施が報告される。限定されないが、
内容としては以下のとおり: 1) 年間、その後、総計、プロジェクトごと、住宅ユニ
ットごとの住宅の建設と保護にかかる費用。郵便番号と市議会区によって、プロ
グラムの施行状況を単発で評価; 2) 年間、その後、総計で、世帯の人数の報告。
変化があれば、それぞれのプロジェクトごと、ユニットごと、そして構成要素に分
けて検索しやすいように、人種、家族構成、性的指向、年齢、能力、性別、地域、収
入レベル。3) 年間、その後、総計でのホームレス防止プログラムに支援された
市民に関する報告。変更があれば、市議会区ごと、人種、家族構成、性的指向、
年齢、能力、性別ごとに検索しやすいようにする。市の部署は、LA住宅の受託構
成要素の実施、地域の住宅配分評価ニーズ、積極的で公平な住宅の促進につ
いてどう進展しているかについての情報を公表し、監視委員会に提供する。

(d)  LA住宅基金プログラム。本項の副項(b)(c)にあるもの以外で年間LA住宅基
金に預金されるすべての資金（92％以上の基金）は、第22.618.3(d)(1)項にある	
「支払い可能な住宅プログラム」と第22.618.3(d)(2)項にある「ホームレス防止プ
ログラム」に記載されており、総括して「LA住宅基金プログラム」のために使われ
る。LA住宅基金プログラムは次のように配分される:

(1) 支払い可能な住宅プログラム。LA住宅基金プログラムの70%は、この
副部門の支払い可能な格住宅プログラムで説明されているように、
各市議会区の支払い可能な格住宅ニーズに取り組むために、本規約
の第22.618.4項で採択された費用計画に従い使われる。  

(i) 支払い可能な住宅プログラムのための基金の利用は、最
大限、連邦と州の法律に従い、基金プロジェクトの次の要件
に準拠することを要求する。 

a. 手頃な価格。基金プロジェクトのすべてのユニ
ットは、本規約の第22.618.3(d)(1)(ii).b.4と22.618.3(d)
(1)(ii).c.4項で承認されない限り、極端な低所得世
帯、極度な低所得世帯、超低所得世帯、または低所
得世帯が支払えるもので、彼らによって占有されな
ければならない。部門は、当初は有資格で、その後
収入が制限を超える世帯の立ち退きを防ぐ方針を
採択する。そのような世帯は、現在の収入レベルに
合った賃借料を徴収される。 
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b. 約款。 本規約の第22.618.3(d)(1)(ii).a.-c項のプ
ログラムに記載されている、2世帯以上の支払い
可能な住宅プログラム、恒久的な代替モデルの支
払い可能な住宅プログラム、支払い可能な住宅プ
ログラムの取得と復活を含むこの条例の目的は、
特定の収入レベル（例、極端な低所得世帯、極度な
低所得世帯、超低所得世帯、または低所得世帯）
に支払い可能な住宅を提供するもので、所有者、
占有者、テナントが誰か、その住宅コストや賃料が
支払い可能な住宅コストを越えるか、そうした収入
レベルの世帯が支払える賃料か、ということは別に
して、彼らがそれらの住宅ユニットを占有する。本
規約の第22.618.3(d)(1)(ii).a.-c項で資金提供された各
不動産、各支払い可能な住宅ユニットは、部門に適
応される約款に応じ、Los Angeles郡記録に記録さ
れ、次のそれぞれの要件を満たす:

1. プロジェクトの各住宅ユニットは、特
定の収入レベルの世帯の住居に限って使
われる。

2. そのような住宅ユニットの住宅コスト
や賃料は、特定の収入レベルの支払えるコ
ストや賃料を越えない。

3. 住宅ユニットは、ユニットが作られた目
的に見合う収入レベルの世帯にリース、サ
ブリースされる。

4. この基金で入手された不動産の再販
は、支払い可能な住宅企業やコミュニティ
ー土地信託などの非営利団体またはエク
イティー制限住宅協同組合に限られ、本項
にある支払い可能な住宅としての住宅と
して使われ続けるようにする。  

5. 所有者占有住宅ユニットについては、
最初の販売とすべての再販は、世帯収入が
この住宅の目的にある収入レベルを越え
ず、収入レベルの支払い可能な住宅コスト
を超えない範囲の買い手、またはエクイテ
ィー制限住宅協同組合、または低所得世
帯に支払える住居を提供し、自由市場の割
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合の20％を越えないユニットの所有・占有
を許す、類似の組織に限られる。自由市場
のレートは、プロジェクトのユニットの支払
える額の平均を計算するのに用いない。

6. 約款にある手頃な価格の額の制限
は、恒久的な拘束性を持ち、期限の最大年
数は適用法によって許容される。期限に	
ついて、その他の基金源の要件に見合う	
よう、55年以上とすることは許容範囲と	
する。

7. 支払い可能額の制限は、不動産への
抵当権、信託信託証書、条件、制限に縛ら
れることはない。支払い可能額の制限に照
らし、不動産権利を、担保権執行や抵当権
による担保権執行で、住宅ユニットに移す
など、土地の使用に関わる約款の遂行に
ついてはこの限りではない。

c. 置き換え、転出、拒否する権利。支払い可能な
住宅プログラムに使われる基金は、次の条件を満
たすものとする。

1. 現在居住に使われている、基金が使わ
れる前の5年間居住目的で使われていて空
き家になったか解体された、約款・条例・
法律で低所得者世帯に支払い可能な価格
の額で賃貸する制約がある、公共の機関か
らの有効な行使力で警察が介入し賃料や
価格のコントロールがかかっている、更な
る低所得者世帯が住んでいるなど、こうし
た土地を含めた不動産に対し、基金で開
発する場合は、California州規約第65915(c)
(3)項の要件に従う。しかしながら、公共の
機関からの有効な行使力で警察が介入し
賃料や価格がコントロールされ、なおかつ
低所得以上の収入がある世帯によって占
有されていた、またはされている住宅ユニ
ットは、更なる低所得世帯が占有し賃料
を支払うことのできる住宅ユニットに置き
換えられる。さらに、交換ユニットは、支払
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い可能な賃料、住宅コストで使えるように
しなければならず、占有している世帯と同
じまたは低い収入カテゴリーの人や家族
に、もしくはユニットが空き家または解体
されていたのなら、極端な低所得世帯、極
度な低所得世帯、超低所得世帯、低所得世
帯に占有されなければならない。占有され
ている、もしくは占有されていた世帯収入
がわからない場合は、次のように反論的に
想定する。(a) 米国住宅都市開発省の包
括的低価格住宅供給戦略データベースか
ら入手可能な最新データにより、市内の全
賃貸人世帯に対する極度な低所得世帯、
超低所得世帯、低所得世帯の割合と同じ
割合で、これらの世帯が入居している。また 
(b) 極端な低所得世帯は、極度な低所得世
帯の半分である。 

2. 既存の占有者が転居しなければなら
ない場合、いかなる期間でも、開発者は、
憲章第16章（第7260項より）第7部門、第1編
と、Los Angeles市法規第XV章を鑑み、転居
に対する援助を与えなければならない。
政府規約の憲章第16章第7部門第1編の法
規を効果的に施行するため、転居の義務
に加え、開発者は転居計画を用意し、部局
は提供時に利用可能な同等の交換住宅の
オプションを占有者に提示する。提示物件
は、その世帯が資格を有し、適切で、支払い
可能な価格のものとする。

3. 上記に説明した転居のメリットに加
え、開発者は新しいまたは修復させた住宅
開発で、同等の利用可能なユニットを、転
居者に対して、最初に拒否する権利を与え
ることとする。更なる低所得世帯に対して
は、ユニットは支払い可能な賃料、支払い
可能な住宅コストでなければならない。
そのような占有者が、新しいまたは修復さ
れた住宅開発の複数の資金源の有資格要
件に合わない場合、またはその他の理由
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で新しいまたは修復された住宅開発のユ
ニットを占有しない場合、占有者は支払い
可能な住宅プログラムによる資金で建てら
れたその他の開発の住宅を借りるか買う
かという優先権を与えられることとする。
部門は開発によって立ち退きを迫られた占
有者のリストを保管し、これらのリストの優
先権の順序を決める合理的ルールを設け
なければならない。

4. 本項は、ユニットの交換要件、転居支
援要件、または立ち退きされた占有者に
とって、本項の必要条件より保護があつい
要件を、最初に拒否する権利について、
市議会が採択することを禁じるものでは
ない。第22.618.3(d)(1)(i).c項の統治置き換
え目的のみ、転居、最初に拒否する権利に
関して、「支払い可能な賃料」は、California
州の健康と安全規約の第50053項の定義
と同様で、「支払い可能な住宅コスト」
は、Cal i fornia州の健康と安全規約の第
50052.5項の定義と同様である。

d. 支払い可能な住宅プログラムからの資金提供
を受ける資格を有するには、申請者は支払い可能
な住宅開発および/または不動産管理経験の履歴
を証明しなければならない。これは部門が本条項
の目的に定義してあるとおりである。コミュニティー
土地信託とエクイティー制限住宅協同組合は、支
払い可能な住宅の開発および/または不動産管理
経験の履歴を示さずとも、(a) 経験ある非営利団体
とパートナーを組む、または(b) スタッフの支払い可
能な住宅プロジェクトを管理する適性能力を見せ
ることで、この施策からの資金提供を受ける資格を
有する。これは部門が本条項の目的に定義してあ
るとおりである。  

(ii) 本規約の第22.618.4項で採択された経費計画に従い、支
払い可能な住宅プログラム基金は次のカテゴリーに配分さ
れる:
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a. 2世帯以上の支払い可能な住宅: LA住宅基金プ
ログラムの22.5％は、連邦や州の低所得住宅税額
控除といった連邦、州、地方の支払い可能な住宅
資金源とともに、支援のある、および/または、40以
上のユニットの支払い可能な住宅プロジェクト又
は、より大きな所得資格のある人口を合わせた開
発に毎年配分され、この目的のために発生した元
金と利子を支払うのに使われる。この割合は、本規
約の第22.618.3(d)(1)(ii).e項のプログラム安定基金か
らの余剰収入を使い、毎年、LA住宅基金プログラ
ムの最高25％まで増やすことができる。すべてのユ
ニットは、第22.618.3(d)(1)(i).b項の要件を満たす約款
の対象となる。

b. 恒久的支払い可能な住宅の代替モデル: LA住宅
基金プログラムの22.5％は、新たな支援のある、	
40以上の支払い可能な賃貸または賃貸と住宅所有
者の両方が含まれるプロジェクトの建設に配分さ
れ、またはこの目的のために発生した元金と利子
を支払うのに使われる。これらの基金はまた、あら
ゆる規模の、支援的および/または支払い可能、あ
るいは賃貸/住宅所有者の両方を含むプロジェクト
の取得、復元、適応可能な再使用、リース、保護、運
営に使われ、またはこの目的のために発生した元
金と利子を支払うために使うことができる。 この
割合は、本規約の第22.618.3(d)(1)(ii).e項のプログラ
ム安定基金からの余剰収入を使い、毎年、LA住宅
基金プログラムの最高25％まで増やすことができ
る。この基金は次の要件を満たす必要がある:

1. 住宅ユニットは本規約の第22.618.3(d)
(1)(i).d項の資金に資格を持つ組織によって
開発される。 住宅ユニットは、公共の組
織、地域の住宅機関、コミュニティー土地
信託、エクイティー制限住宅協同組合、ま
たは国税庁規約第501(c)(3)項にある非営
利団体によって所有および/または管理さ
れる。これらの組織は、部門が定義するプ
ロセスを通して、支払い可能な住宅開発お
よび/または不動産管理経験の履歴を示す
必要がある。支払い可能な住宅開発およ
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び/または不動産管理経験の履歴を示すこ
とができないコミュニティー土地信託、ま
たはエクイティー制限住宅協同組合は、次
の副項により、資金提供を受ける資格を得
る。(a) 部門が本項の目的に定義してある
とおり、経験のある非営利団体とパートナ
ーを組むこと、または (b) 部門が本項の目
的に定義してあるとおり、スタッフの支払い
可能な住宅プロジェクトを管理監督する
適性能力を見せることである。

2. プロジェクトは、極端な低所得世帯、
極度な低所得世帯、超低所得世帯、低所得
世帯などを合わせた、さまざまな所得世帯
に住居を提供する。

3. プロジェクトの住宅ユニットの最低	
20％は、極端な低所得世帯、および/または
極度な低所得世帯のために用意する。 

4. すべてのユニットは、第22.618.3(d)(1)(i).
b項の要件を満たす約款の対象となる。例
外は、本条項の目的に合わせ、部門が設け
た基準に従い、極端な低所得世帯、極度な
低所得世帯、超低所得世帯のユニットを増
やす目的のみのために作られるユニットの
20％までのみで、これは収入や賃料レベル
に関する制限がない。

5. 居住者は、プロジェクトの運営と管理
に関する意思決定に直接または有意義な
方法で参加する権利を有する。

6. 実現可能で望まれる場合、プロジェ
クトはエクイティー制限住宅協同組合の
みに限定されず居住者の所有権が含ま	
れる。

7. 実現可能で望まれる場合、プロジェク
トは公共の土地を使う。

c. 支払い可能な住宅の取得と修復: LA住宅基金プ
ログラムの10％は、限定はされないが、賃料コン
トロール不動産、住居用ホテル、補助住宅ユニッ
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ト、ジュニア補助住宅ユニットなどの既存住宅の取
得、保存、修復、リース、または運営に使われる。こ
れらの住宅は支払い可能という要件を求める約款
がないものも、プロジェクト開始から10年以内に失
効するが約款があるものもあり、その期間は本条項
の目的と一貫して部門が定義するとおりで、この目
的のために発生した債務への元金と利子の支払い
に使われ、次の要件の対象となる。

1. 取得時に、物件のユニットの過半数が
低所得者世帯に使用されていなければな
らない。これは、部門が定める方法で、テナ
ントの過半数が低所得者レベル以下であ
ることを証明する書類を提出した場合に
想定される。 上記にかかわらず、基金は
申請前の5年間に住居用ホテルとして使わ
れた住居の取得と修復に使われる。  

2. 住宅ユニットは公共の機関、地域の住
宅機関、コミュニティー土地信託、エクイ
ティー制限住宅協同組合、または国税庁
規約第501(c)(3)項の非営利団体によって取
得、管理される。これらの機関は、部門が定
めるプロセスにより、支払い可能な住宅開
発、および/または支払い可能な住宅管理
経験を示す必要がある。  コミュニティー
土地信託またはエクイティー制限住宅協
同組合は、(a) 部門が定義するところの、
経験のある非営利組織とパートナーを組
むこと、または (b) 部門が定めるプロセス
を通じて、支払い可能な住宅プロジェクト
を管理・運営するのに十分なスタッフの能
力を証明することにより、資金提供の資格
を得ることができる。 

3. すべてのユニットは、第22.618.3(d)(1)(i).
b項の要件を満たす約款の対象となる。

4.  第22.618.3 (d)(1)(i).a項 および 第
22.618.3 (d)(1)(i).b項に記載されている支払
い可能な価格規定にかかわらず、この支払
い可能な住宅の取得と修復プログラムに
準じて取得した物件の現在の住民は、収入
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が更なる低所得世帯制限、あるいは住戸
に対して定められた低所得制限を超えて
も永久に退去させられることはないもの
とする。プロジェクトは、長期に渡り、更な
る低所得者世帯（もしくはプロジェクトで
定めた低所得制限）で100％占有されるこ
とを目指す。

5. 部門が定めるプロセスを通し、不動産
を取得する機関は、居住者をビルの管理と
運営に関与させる計画を提出し、その計画
にエクイティー制限住宅協同組合などの
テナント所有権を含めることもできる。部
門は、テナント所有権の計画に協力し促進
させ、そのような所有権の変更を禁じる要
件を不合理に課すことはない。 

6. プロジェクト基金は助成金またはロ
ーンの形をとるが、追加の資金を求めるこ
とはない。ただし、そのような追加基金が
この副項に定められた規約を実現不可能
にする、または基金が不動産をテナント所
有権の変更を不可能にする場合はその限
りでない。

7. 基金は、補助住宅ユニット（「ADU」）や
ジュニア補助住宅ユニット（「JDU」）の住宅
が支払い可能な賃貸住宅または支払い可
能な所有権に使われる限り、それらの住宅
の取得、設置、建設、修復に費やされる。部
門は時折、本条項にかかるADUsとJDUsの
使用を確認する。

8. 部門は、法によって設けられた期限内
に、California州規約第65863.11項に従い、
有資格の機関に購買の機会を与えなけれ
ばならない補助住宅を購入する申し出を
行い、支払い可能な住宅の取得と修復プ
ログラムからの基金を効果的に使うよう支
援する。

d.  住宅所有権の機会、能力構築と運営支援:LA住
宅基金プログラムの10%は、年度ごと、次へ配分さ

2022年 11月TXT1-18-JA
*JA56*



TXT1-57-JA

JA281602  City of LA   Proof #9       5 3/8” x 8 3/8”

57

れる: (1) 前金支払い支援、共有エクイティー住宅
所有権、住宅建設に関する事前開発基金などの、
協力的住宅所有権の機会と単一家族を支援; (2) 不
利な立場にあるコミュニティーを代表してリーダー
シップを取り、テナント所有権を支援するコミュニテ
ィー土地信託やその他の機関に能力構築基金を提
供する; (3) 新しい建設、取得、および/または既存の
住宅の修復を、プロジェクトに基づき、数年の賃貸
補助金、運営補助金、サービス補助金という形で支
える長期運営支援を行う。 運営支援は、極端な低
所得世帯、および/または極度な低所得世帯に住宅
を供給するプロジェクト、および非営利の所有権、
コミュニティ土地信託のスチュワードシップ、およ
び/または共有エクイティによるテナント所有権を維
持するプロジェクトに優先的に適用される。 プロ
ジェクトベースの運営支援資金が、住宅所有の機
会、能力構築支援、運営支援の配分額の50％を下
回ることはなく、能力構築支援資金が住宅所有の
機会、能力構築支援、運営支援の配分額の10％を
下回ることはない。

e.プログラム安定化基金: 一貫した収入源が必要
な、支払い可能なLA住宅とホームレス防止プログ
ラムの収入不足に対応するため、また本項にある
とおり、プロジェクトに基づく運営支援、賃料負担が
高く生活が不安定な高齢者と障害者の支援、立ち
退き防止、テナントの対外活動と教育プログラムを
組み込むため、部門と監視委員会の提言に従い、市
議会の承認を受け、LA住宅基金プログラムの5％
は、年度ごとにこれらの事案に配分される。プログ
ラム安定化基金が2億ドルに達した場合、余剰収入
は、本規約の第22.618.3(d)(1)(ii).a項の2世帯以上の
支払い可能な住宅プログラムと、第22.618.3(d)(1)(ii).b
項の永続する支払い可能な住宅プログラムの代替
モデルに均等に分けられ支援する。プログラム安定
化基金が2億ドル以下に落ち込んだ場合、その基金
はこれら2つの支払い可能な住宅プログラムへの
支援が始まる前に、その額を返金する。

(iii) LA住宅基金が、公共機関による市内の低賃料住宅プロ
ジェクトの開発、建設、取得に使われることに関し、こうし
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た開発、建設、取得はLos Angeles市民によって承認され、
市の大多数の有資格選挙民によって承認され、この承認は
California州憲法の第XXXIV条項に必要とされる承認を満た
したとする。本項で承認された低賃料住宅ユニット開発、建
設、および/または取得は、そうした住宅のその他の開発、建
設、および/または取得に加え、市の有権者によって、本項採
択の前後に加えられたとみなす。本項は、第XXXIV条項の対
象にならない市の住宅の開発や支援を、市が権限を持って
行うことを妨げるものではない。本項第22.618.3(d)(1)(iii)は、
支払い可能な住宅の建設と取得を最大限に増やすのが目
的と解釈される。第22.618.3(d)(1)(iii)項で使用されたように、
「公共機関」「開発」「建設」「取得」「低賃料住宅プロジェク
ト」という用語は、California州憲法第XXXIV条項、California
州健康と安全規定の第37000項、それにとってかわる法に従
って解釈されるべきである。

(iv) 部門は、市議会の審議なしに、適格で支払い可能な住宅
プログラムプロジェクトに使われるLA住宅基金プログラム
からの基金（5千万ドル）以下を承認する権限を持つ。そのよ
うな部門の承認は、本規約の第22.618.6(c)(1)項に採択され
たガイドラインに従う。5千万ドルを超える特定の支払い可
能な住宅プログラムプロジェクトに関する基金は、市議会の
審議と承認を必要とする。

(2)ホームレス防止プログラム。LA住宅基金プログラムの30％は、この副
部門と本規約第22.618.4項で採択された費用計画にあるように、ホー
ムレス防止プログラムのために使われる。

(i)   弱い立場にあるテナントの短期賃貸と所得支援。

a.短期緊急支援。  LA住宅基金プログラムの5％
は、年度ごと、ホームレスの危機にあるテナント世
帯へ短期緊急基金として配分される。基金は、一度
の経済ショックで家を失うリスクを抱える低収入テ
ナントを安定化させ、6か月までの短期間、賃料の
支払い全額を保証するものである。更なる低所得
世帯を優先する。

b. 賃料負担が重く財政の危機にある高齢者と障害
者に対する所得支援。  LA住宅基金プログラムの 
10％は、毎年、ホームレスになる恐れのある高齢者
（65 歳以上）や障害者を含む、家賃負担の重い、極
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端な低所得世帯、極度な低所得世帯、超低所得世
帯に、自宅からの退去を避けるための所得支援を
提供するために配分されるものとする。

(ii) テナント権利教育、テナント議会、案内サービス、立ち退
き防止。

a.立ち退き防御/防止。LA住宅基金プログラムの	
10％は、年度ごと、立ち退きを迫られている更なる
低所得世帯に、住宅に関する法的サービスを提供
する弁護士プログラムに配分される。

b. テナント対外活動と教育。 LA住宅基金プログ
ラムの2％は、年度ごと、テナントの権利とホームレ
ス防止プログラムなどのテナント対外活動、教育、
案内サービスのために配分される。 対外活動、教
育、案内サービスとは、大量メール送信、目的を絞
ったマーケティング、データ可視化、公共ウェブサイ
トなどを含む。

c.テナントハラスメントからの保護。  LA住宅基金
プログラムの3％は、年度ごと、非営利団体と市のサ
ービスに配分され、テナントハラスメントやその他
のテナントの権利を監視して保護し、テナントに保
護や権利の行使について通知する。テナントハラス
メント保護費の少なくとも30％は、非営利団体によ
るプログラムが主導するプログラムに資金提供さ
れる。 

d. テナント議会。部門は、テナント議会を設置し、少
なくとも4半期ごとに集まる。ここで、テナント保護
の実施に関して監視を行い、部門にアドバイスし、
連邦、州、地方自治体の法のもと、公平な住宅に関
する法令への違反やテナントの権利への違反に取
り組む戦略を策定する。テナント議会は、テナント、
または市に住む現在ホームレスの個人で構成さ
れる。議会は、それぞれの市議会区における1人の
テナントまたは現在ホームレスの個人で構成され
る。 テナント議会への指名は、本規約の第22.618.6
項にある、監視委員会への指名のプロセスと同様
に行う。市議会は、収入レベル、住居状態、人種、性
別、性的指向、出身地、移民ステータス、収入源、宗
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教、年齢、障害の有無、家族状況、主言語の面で、様
々な代表者をテナント議会に選ぶよう努める。 テ
ナント議会は、賃料軽減プログラムの実施、賃貸支
援プログラムからの家主の脱退、テナントハラスメ
ントと立ち退きデータに関するリポートを受け取る
権限を持ち、立ち退きや転居を減らし法的サービス
へのアクセスを増やすよう、監視委員会、部門、市議
会へ進言を行うことができる。テナント議会のメン
バーは、各会合に出席するたびに150ドル以上を受
け取るものとする。メンバーは報酬を放棄できる。

第22.618.4項 費用計画

(a)  LA住宅基金プログラムの年度は、市の会計年度に合わせ、7月1日から6月
30日とする。  

(b)  2023年1月1日から2023年6月30日の間、最初の費用計画作成の前は、
部門が、基金の5千万ドルまで費用を出し、2023年から2024年の会計年度の費
用計画を通して返金する。費用計画とは、第22.618.6項にある監視委員会、第
22.618.3(d)(2)(ii).d項にあるテナント議会、LA住宅基金プログラムを含む、LA住
宅基金プログラムを設置するための費用計画である。

(c)   2023年7月1日までに、そしてその後毎年7月1日までに、部門は、監視委員会
と市議会に、費用カテゴリー別に前年度徴収されたLA住宅プログラムの会計報
告をする。部門は、翌年度の支出計画を監視委員会と市議会に提出する。この
支出計画は、本規約第22.618.6(c)項に従って作成されたプログラムガイドライン
に、可能な限り準拠するものでなければならない。費用計画は、法に従い、本条
項の意図に合った形で承認される。

(d)  本項の副項(c)によって部門が用意する毎年度の費用計画は、少なくとも3
年間の収入と支出を予測する。 本規約の第22.618.3(d)(1)(ii).e項に基づくプログ
ラム安定化基金を除いて、本項に基づいて設立された各基金 の資金は、受領後 
3 年以内に投入し、5 年以内に支出しなければならない。ただし、 第22.618.3(d)
(1)(ii).b項に基づく恒久的支払い可能な住宅のための代替モデルに対する資金 
は 5 年以内、受領後 7 年以内に使用するものとする。

第22.618.5項 基金の再配分

基金は定期的に変化のニーズや機会に応じて、次のように再配分できる: 

(a) 第22.618.3(d)項にある基金の10％までは、同じ会計年度内に、異なる費用カ
テゴリーへ配分することができる。
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(b)  2033年7月1日から、10年ごとに、LA市民監視委員会は、第22.618.3(d)項に
ある費用カテゴリーへの恒久的変更について進言し、市議会はそれを承認す
る。ただしそれぞれの費用カテゴリーは、10年前の基金の75％以上を受け取る
ことを条件とする。

(c)  本項の副項(a)(b)の再配分は、LA住宅市民監視委員会に進言され、市議会
に承認されなければならない。

(d)  市議会は、LA住宅市民監視委員会からの進言を拒否したり、監視委員会
が勧める以外のカテゴリーに再配分することができる。ただしこれは、本条項の
目的を達成するのに必要な行動であると、正式な公聴会で認められ文書化さ
れた場合に限る。

第22.618.6項  市民監視委員会。

(a) LA住宅市民監視委員会（「監視委員会」）はここに設立を宣言する。 2023年
2月28日までに、本項第22.618.6に基づき、15人の監視委員会の初回メンバーの
グループを指名する。

(b) 監視委員会は、LA住宅基金と本条項が、文書のとおり、本条項の意図に沿
って市民に透明性と説明責任をもって施行されるよう、支援するものとする。 
監視委員会は、基金を監視し監査を行う; 本項の副部門(c)(1)で承認された優先
順位とプログラムガイドラインについて市長、部門、市議会に助言する; 歳出予
算、費用計画、LA住宅基金の監督、LA住宅プログラムの施行について、部門、
市長、市議会に進言を行う。

(c)  監視委員会は次の権限を持つ:

(1) LA住宅基金（「プログラムガイドライン」）の優先順位に関するガイドラ
インを策定する。進言から120日以内に、市議会は、監視委員会の進める
ガイドラインを受理する、または本条項の目的に沿って修正する。市議会
が期限内に行動を起こさない場合、そのガイドラインは承認されたと見
なす;

(2) 2023年12月31日まで、およびその後3年ごと、あるいは監視委員会が必
要と判断した場合はより頻繁に、ホームレス、住宅価格、入居者保護、脆
弱な人々の住宅ニーズに関するニーズ評価を実施するが、現在ホームレ
ス、低所得世帯の高齢者、元ホームレス、障害者、退役軍人、片親世帯、移
行期の若者、DV被害者、低所得世帯のみに限定されない。必要な評価
は、本副項に従って行われ、データが入手可能な限り、人種、家族構成、
性的指向、年齢、障害の有無、性別に再分類化されたデータを含めて評
価される。 
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(3) 第3者の評価人またはコンサルタントと契約し、住宅ニーズ評価を支
援する、基金の出費の成功例と欠陥を測る、LA住宅基金の収益と支出
の年間外部監査を監督する;

(4)  LA住宅基金プログラムの管理について透明性を促進、支援し、積極的
で公平に住宅促進することを保証する。  これは報告書の監督と審査を
監視委員会が本条項で必要と判断した場合、年間、もしくはさらに頻繁
にそれを行うことも含む。 監視委員会は、LA住宅プログラムの実施状
況を監視し、および/または監査する。それには制限されないが、次のこと
が含まれる:  (A) 住宅の建設と維持にかかった、1年間、その後の年度ご
と、総計、プロジェクトごと、住宅ユニットごと、郵便番号ごと、市議会区ご
との費用; (B) 変更が生じるたびに、1年間、その後の年度ごと、プロジェ
クトごと、ユニットごと、また人種や家族構成、性的指向、年齢、能力、性別
で細分化され調べることができ、場所ごと、収入レベルごと（極端な低所
得層、極度な低所得層、超低所得層、低所得層、普通の収入世帯）に分け
た、世帯数; (C) 1年間、その後、総計、そして変更ごとに市議会区ごと、そし
て人種、家族構成、性的指向、年齢、能力、性別で細分化され調べること
のできる、ホームレス防止プログラムに支援される居住者数。

(5) 監視委員会は、調査を行い、公聴会を開き、一般市民と結果を共有す
る権限を持つ。 

(6) 監視委員会は、市の部長を含むがこれに限定されない、住宅委員会
などの部門を含むがこれに限定されない市議会委員会の議長から、報
告書を求めることができる。 監視委員会は、その仕事に関するすべての
情報にアクセスすることができ、住宅要素やその施行、地域住宅二ーズ評
価配分への進行状況、積極的で公平な住宅の促進への進捗状況など、
本条項で求められているように、市の他の組織から関連する情報を受け
取る権限を持つ。 

(7) 監視委員会は、基金の配分と施行において考えられる利害相反を見
つけ調査し、結果を市民に公表する権限を持つ。

(8) 透明性と説明責任を促進するため、監視委員会は年ごとのタウンミー
ティングを開き、LA住宅基金プログラムの進展と欠陥について報告し、
一般市民の意見を聞く。これは本条項に求められるその他の公共の会合
に加えて行われるか、または監視委員会が必要とみなした場合に開かれ
る。

(9)  LAプログラム基金によって支援される、文化的に敏感な問題を抱える
プログラムの実現を遂行する。  

(10)  人種平等の目標達成、排他的活動の解消、支払い可能な住宅をすべ
ての市議会区へ拡大しニーズを満たして分離をなくすこと、極端な低所
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得世帯、極度な低所得世帯、超低所得世帯、低所得世帯を焦点にしたプ
ログラムへの基金を優先させること、極端な低所得世帯、極度な低所得
世帯への賃貸補助金を優先させることなど、この条項の目標をより良く
達成するために、住宅ニーズ評価の結果に基づき、住宅要素、地域住宅ニ
ーズ評価配分への進展状況、積極的で公平な住宅の促進への進捗状況
を遵守し、監視委員会はプログラムと支出を見直し、本項の副部門(c)(1)
にあるプログラムガイドラインを調整する。

(d) 監視委員会のメンバー。

(1) 若者のリーダーシップを育てるため、監視委員会は、（13）人の投票メ
ンバーと （2）人の顧問メンバーを置く。

(2) メンバーシップのカテゴリーは次のとおり:

(i) 住宅開発、保護、資金管理。

a. 議席番号1:  非営利の支払い可能な住宅開発と
保護に関して、少なくとも5年以上の上級管理者レ
ベル意思決定の経験を持つ者。

b. 議席番号2:  非営利の資産と不動産管理と運営
の経験を少なくとも5年以上持つ者。特にテナント
が関わる管理施行または居住者所有権の経験を
持つ者がふさわしい。

c. 議席番号3:  住宅関連の財務（免税公債、税金、
基金団体の仕事など）に少なくとも5年以上の経験
を持つ者。

d. 議席番号4:  労働力開発、見習い実習プログラ
ム、大規模な住宅プロジェクトでプロジェクト労働
協定の交渉に建設労働組合のメンバーとして関わ
った経験が少なくとも5年以上ある者。

e. 議席番号5:  非営利のコミュニティー土地信託、ま
たはコミュニティー開発企業に少なくとも5年以上
の経験を持つ者。    

f. 議席番号6:  交通要所開発の経験が少なくとも5年
以上ある者。

(ii) 賃借人の保護と支援

a. 議席番号7:  テナントの権利の組織者またはコミ
ュニティーベースの機関で更なる低所得世帯のテ
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ナントに代わって、調停者として少なくとも5年以上
働いたことのある者。    

b. 議席番号8:   コミュニティーベース  の機関で、組
織者または調停者として、高齢者および/または障
害者の住宅ニーズに取り組むため、少なくとも5年
以上働いたことのある者。

c. 議席番号9:  テナントのために代理や弁護を引き
受け、テナント権利または公平な住宅の司法専門
家として又は、調停者として少なくとも5年以上経
験のある者。

(iii) 住居の経験と専門知識。

a. 議席番号10:  更なる低所得世帯のテナントとして
少なくとも5年以上の経験があり、および/またはホ
ームレスを少なくとも1年以上経験している者。

b. 議席番号11:  更なる低所得世帯のテナントとして
少なくとも5年以上の経験があり、および/またはホ
ームレスを少なくとも1年以上経験している者。 

c. 議席番号12:  住宅コストに苦しんだメンバーな
ど、公共機関の労働またはサービス組合の代表者
として、少なくとも5年以上の経験がある者。 

d. 議席番号13:  支払い可能な住宅や仕事の中心地
の近くに高品質の交通機関を提唱し、支払い可能
な住宅の生産に関連する移動手段を特定するため
のコミュニティのリーダーまたは組織者として少な
くとも5年の経験を持つ個人。

(iv) 若者。 議席番号14、15:  16歳から21歳の個人で、監視委
員会投票権を持たないメンバー2人の顧問。

(3) 資格。

(i) 監視委員会のメンバーはLos Angeles市に住んでいなけれ
ばならない。

(ii) 現在、選出の市・郡・特別区・州・連邦公務員として働いて
いる場合、委員会のメンバーにはなれない。

(iii) 政治改革法にある、市の利害関係衝突に関する規約
は、監視委員会のメンバーに、財務上の利益について年度
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報告書をまとめさせ、およびそうでなければ、法の倫理と利
害相反の規約に取り組ませるよう、修正する。

(4) 任命。

(i) 最初の任命:  部門の職員は、メンバーシップの各カテゴリ
ーで少なくとも3人の資格者を選び、市長に提出する。市長
は、本項の副部門(d)(2)にリストされている各カテゴリーのメ
ンバーを任命し、市議会の承認を得る必要がある。 

(ii) 監視委員会のメンバーの任期は5年間 である。しかしな
がら、議席番号1、2、7、10、11番は最初の任期が3年; 議
員番号3、4、8、12、14番については最初の任期が2年; ま
た議員番号5、6、9、13、15番については最初の任期が1
年となる。 メンバーは、市長の判断により、無期限で、再任
命される。

(iii) 後続の任命。監視委員会のスタッフが雇用された後、ス
タッフは市長に、委員会のそれぞれの空き議席に資格を持
つ、少なくとも3人を提示する。市長は、メンバーを任命し、市
議会から承認を得る。 

(5) 辞任; 失格。監視委員会のメンバーは、いつでも、委員会と市長に書面
で通知し、委員会を退会することができる。公職を失格した監視委員会の
メンバー、またはそうしたCalifornia州規約第85200項の立候補宣言を含む
公職を探し登録する委員会委員は、市外に転出した監視委員会のメンバ
ーは、部門が監視委員会にその旨を通知した時点で、監視委員会のメン
バーとしての資格を失う。

(6) 免職/失職の理由。監視委員会メンバーは、理由がある場合にのみ満
期前に免職となる。 免職の理由とは: (i) 委員会からの免責なしに、12
カ月の間に委員会の会合を2回以上欠席した場合; (ii) 委員会からの免責
があったとしても、12カ月の間に委員会の会合を3回以上欠席した場合; 
(iii) 積極的に会合、委員会、小委員会、監視委員会プロジェクトや責任に
参加しなかった場合; (iv) 支払い可能な住宅の建設や保護に反対するな
ど、本条例で採択された法案の意図や規約に衝突する行為を行った場
合; (v) 監視委員会の会合や仕事を妨害したり、受理された行動規範に従
えない場合; (vi) 委員会で保留の決定に関し、利害相反について明らかに
するのを怠った場合; (vii) 1975年の政治改革法やRalph M. Brown法など、監
視委員会の規範を決める法律に違反した場合。
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(7) 開示と不関与。監視委員会のメンバーは、倫理員会に定められた通
り、実際または明白な利害相反についての情報を開示しなければなら
ない。監視委員会のメンバーに、直接または間接的な経済的利益が、監
視委員会の決定に対してある場合、その事案に関与してはならず、倫理
委員会へ51フォーム（不関与通知書）またはそれに代わるフォームを提
出しなければならない。監視委員会のメンバーまたは市のスタッフに利
益相反があると申し立てられた場合、その事案は本項の副部門(g)(2)に
ある監察長官に報告され、必要があれば、調査されて監視委員会に再
報告される。本項が、市の倫理委員会の権限を変えたり狭めたりするこ
とはない。

(8) 委員長と副委員長。 監視委員会はメンバーの中から、会計年度ごと
に委員長と副委員長を選任する。 メンバーは委員長、副委員長を3年間
連続して続けることができる。

(e) 委員会メンバーの報酬。監視委員会のメンバーは、1回の会合に参加するた
びに、150ドル以上の報酬を受け取る。メンバーは報酬を放棄できる。

(f) 会合。 監視委員会は、少なくとも2回会合がある2022年から2023年の会計年
度を除いて、年間少なくとも6回の会合に参加する。小委員会は、監視委員会が
必要とみなした場合に会合を開く。

(g) スタッフの配属。 市は、監視委員会に適切な専任のスタッフを配属させる。 

(1) 監視委員会は、本条項の第22.618.3項の副項(b)にあるLA住宅基金管
理の制限内で、スタッフの配属とリソースの必要性を決定する。

(2) 監視委員会は、監視委員会のために働くリードスタッフとして、監察
長官を雇う。 監察長官は、市憲章の第1016項に基づき、解雇に十分たる
理由があれば市議会によって免職となる。 監察長官は、必要に応じ、追
加スタッフを雇ったり免職にしたり、予算で割り当てられたリソースを拡
大する権限を持つ。監視委員会は、監察総監の予算を審査し、承認する。  

(h) 小委員会。 

(1) 監視委員会は、仕事を支援するために、小委員会または顧問委員会
を設置することができる。      

(i) 本項は、市長と市議会が、市憲章に基づき、本条項で求められている配分に
従って、予算を提案、修正、採択の権限は、制限されず、その予算が、本条項で、
要求される分配を尊重することを条件とする。
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第22.618.7項  建設作業。

(a)  基金を受け取って、またはこの法案に基づいて資金投入された、あらゆる
建設または修復プロジェクトは、労働規約の法規第1章（第1720項から始まる）
第7部2部門の目的で決まった賃金が支払われる公共事業である。 

(b)  この法案で基金を受け取る、または資金投入される、40以上のユニットの
建設と修復プロジェクトは、Los Angeles市の公共事業プロジェクトの労働協定
の対象となる本副部門において、ユニット数とは、建設が段階的に進むか、所有
権が分割されるかにかかわらず、開発プロジェクトに対して土地使用許可当局
が与えた資格で認められた最大数のユニットを意味する。   

(c)  Los Angeles/Orange Counties建物建設取引協議会とSouthern California非営利
住宅組合 (SCANPH) の間の相互協定で特定の広域測定プロジェクト労働協定 
(PLA) が交渉され、Los Angeles市議会で承認された場合、基金を受け取る、ま
たはこの法案から資金投入されるプロジェクトで建設修復作業を行う契約者
は、公共事業PLAの部門よりも、特定の広域測定PLAに従う必要がある。 

(d)  この副部門の目的でいう「プロジェクト労働協定」とは、公共契約規約の第
2500項、副部門(b)、第(1)項と同じ。

第22.618.8項  市議会の修正権限 

(a)  市議会は本条項やその他の採択された条項の新法案を修正できる。しかし
ながら以下の制約がある:

(1) 修正案は、本条項の第22.618.1項にある目的をさらに支援し、LA住
宅基金の資金は本項の第22.618.3項に従って使われるものでなければな
らない;

(2) 修正案は、California州憲法の第XIII条項で求められる有権者の承
認なしに、California州規約第53750(h)項で意味するところの市の規約第
21.9.2項副項(b)にある課税を増税するものであってはならない。 

(3) 修正案は、第22.618.7項の要件を損なうものであってはならない。

(b)監視委員会は、市議会が修正案を採択する前に、本条項またはそれを採択し
たイニシアチブ法案の他の条項の修正案を検討し、その修正案が第22.618.1項
に記載の目的を促進し、本条項の第22.618.3項の支出カテゴリーと一致してい
るかどうかについて意見を表明できるものとする。監視委員会が、提案された
修正案がこれらの目的に合致していないと意見した場合、市議会は、その反対
意見にもかかわらず修正案を進めることを正当化するために、記録上の実質的
証拠に裏付けられた書面の調査結果を提出する。

2022年 11月TXT1-29-JA
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第5項: 法案の期間

採択にあたり、このホームレスを防止するLos Angelesプログラム支払い可能な
住宅を資金援助する条例は、2023年1月1日より発効し、市民によって取り消さ
れるまで、有効とする。

第6項: 歳出予算制限の増加

California州憲法第XIIIB条項と適用法に従い、2022年11月3日から4年間、市の歳
出予算は、市の規約第21.9.2項副項(b)のもと課税された税金の総計額により増
額される。 

第7項: 可分性

この法令は、すべての連邦や州法、地方自治体法、規約、規則に従って解釈され
る。 この新法案のあらゆる項、副項、副部門、条項、文章、句、部分が管轄裁判
所によって憲法違反、または無効と宣言された場合、残りの項、副項、副部門、
条項、文章、句、部分は効力を持ち、この新法案の法令は分離可能であると考え
る。 有権者は、この新法案の全ての項、副項、副部門、条項、文章、句、部分を憲
法違反または無効とされた項、副項、副部門、条項、文章、句、部分なしで可決し
たことをここに宣言する。 

2022年 11月TXT1-30-JA
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あなたには以下の権利があります
1.  登録済み有権者であれば、投票する権利があります。以下の方には投票資格があり
ます。
� カリフォルニアに居住する米
国市民

� 18歳以上の方
� 現在お住いの地域で有権者登録な
さっている方

� 現在、重罪の有罪判決による州ま
たは連邦の刑務所で禁固刑受刑者
でない事、および

� 現在、裁判所によって精神的に投
票する能力がないと判断されてい
ない方

2.  お名前が選挙人名簿に載っていない場合でも、登録済み有権者であれば、投票する
権利があります。
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
挙管理人が判定した場合、あなたの票は計上されます。

3.  投票所が閉まっても、列にまだ並んでいれば、投票する権利があります。
4.  誰からも迷惑を掛けられず、またどのように投票するかを指示されずに、秘密投票
様式で投票する権利があります。

5.  書き損じた場合、まだ投票をお済みでない限り、新しい投票用紙を得る権利があり
ます。あなたは、
新しい投票用紙を投票所で選挙管理人に請求できます。
選挙事務所もしくはあなたの投票所で、新しい郵便投票用紙と交換してもらえま
す。または
暫定投票用紙を使用して投票できます。

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、あなたの投票の手助けを受ける権利があります。

7.  カリフォルニア州内にある任意の投票所で、記入済みの郵便投票用紙を提出する権
利があります。

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
類を得る権利があります。

9.  選挙手順について選挙管理人に質問し、選挙過程を見学する権利があります。質問し
た相手がその質問に答えられない場合、回答できる適切な人に対応させます。あなた
が規律を乱すような場合は、あなたの質問の回答を止めさせて頂く事があります。

10.  違法または不正な選挙活動があれば、それを選挙管理人または州務長官に報告する
権利があります。

有権者の権利章典

これらのいずれかの権利が拒否
されたと思われる方は、秘密扱
いとされる州務長官の有権者ホ
ットライン、フリーダイヤル	
(800)339-2865 迄お電話下さい。

ウェブサイトからのご報告 
www.sos.ca.gov

電話でのご報告 (800) 339-2865

Eメールでのご報告 elections@sos.ca.gov

FP-VBR-JA
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オーディオ録音  (213) 978-0444
すべての投票センターでは、有権者を補助するためのオーディオ設備
をご利用いただけます。

th Street
Central Library
630 West 5
Los Angeles, CA 90071
(213) 228-7000 

特別補助が必要な有権者への情報

LA郡投票センターは、車いすでのアクセス、および/または場外投票が可能です。
投票センター内には、投票を補助するサービスがあります。

本冊子に含まれる法案の音声録音は、英語、アルメニア語、中国語
（北京語と広東語）、ペルシア語、ヒンディー語、日本語、クメー
ル語、韓国語、ロシア語、スペイン語、タガログ語、タイ語、ベト
ナム語でご利用いただけます。 これらの録音はウェブサイトでお聞
きいただけます: 
clerk.lacity.org/clerk-services/elections/municipal-elections
「Measure(s) on the Ballot」のボックスをクリックしてください。
また次の場所でもお聞きいただけます:

聴覚障害のある有権者は、TTY電話番号をご利用ください。

言語補助(800) 994-8683

TTY 電話番号(213) 473-3231

FP-INS-JA

車いすのアクセスとその他の補助機器
800-815-2666、オプション 7 (LA 郡 ホットライン)

2022年11月

Braille Institute Library
741 North Vermont Avenue
Los Angeles, CA  90029
(323) 660-3880

有権者は、オーディオ録音のコピーを当局にリクエストしていただく
こともできます。

Office of the City Clerk-Election Division
Attn: Audio Recordings
555 Ramirez Street, Space 300
Los Angeles, CA 90012

また市では、投票に関する資料を、アルメニア語、中国語、ペルシ
ア語、ヒンディー語、日本語、クメール語、韓国語、ロシア語、ス
ペイン語、タガログ語、タイ語、ベトナム語でもご提供させていた
だきます。
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選挙日は11月8日火曜日です

投票所の開館時間は、午前�時から午後8時まで

FP-CAL-JA

日 月 火 水 木 金 土

2022年11月

選挙日をお忘れなく

11月

71
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有権者のメモ

FP-NTS-JA

選挙日は11月8日火曜日です。

このページは印刷レイアウトのため必要です。

2022年11月72
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For Election Information, 
please call 1-888-873-1000

The City of Los Angeles provides voter information  
in English as well as in the following languages:

Для получения копии данной брошюры на русском 
языке позвоните по номеру 1-800-994-VOTE (8683). 

Այս բրոշյուրի հայերեն օրինակն ստանալու համար 
զանգահարեք 1-800-994-VOTE (8683) հեռախոսահամարով։

選挙に関する情報は1-888-873-1000 
まで お問い合わせください。

Los Angeles市では投票情報を英語の他に  
以下の言語で提供しています:



市会総選挙
2022年11月8日 火曜日
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