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2023年 近隣協議会候補者届出書 
 

届出書締切日： 

近隣協議会理事会への出馬に興味のあるすべての利害関係者は、近隣協議会投票日の 75 日前に、必要なすべての書

類と併せて届出書を提出しなければなりません。この日時以降に受け取った届出書は処理されません。記入候補者は

いません。候補者届出書の情報の一部は、カリフォルニア州公記録法の要求の対象となる場合があります。 

近隣協議会の情報 

近隣協議会  選挙区名   
 

候補者情報 
 

選挙氏名  希望する代名詞   
 

ファーストネーム (名)  ラストネーム (姓)   
 

生年月日 電話番号  電子メール アドレス  
 

対象住所、該当するすべての項目を記入してください 

 

住 

 

居 

所在地住所 市名 ジップコード(郵便番号)    

この住所に該当する箇所にチェック: 持ち家 賃貸 ホームレス その他:   

 

勤

務

先 

 

団体名     

所在地住所 市名 ジップコード(郵便番号)   

この住所に該当する箇所にチェック:   従業員    経営者  その他:     

所 

 

有 

所在地住所 所在地住所 ジップコード(郵便番号)   

この住所に該当する箇所にチェック: 住宅 商業物件 その他:   

 

地

域

社

会

の

利

益 

地域社会の利益とは、近隣協議会の区域内に実際の住所を１年以上継続的に維持し、近隣に利益をもたらす継

続的かつ検証可能な活動や運営を行っている非営利団体に参加する人物と定義されます。営利団体は、地域機

関としての資格を持たないものとします。 

団体名  

所在地住所 市名 ジップコード(郵便番号)  

 

書証拠類 

すべての候補者は、自分が届け出ている理事会選挙区の利害関係者の地位を証明するための書類を提出する必要が

あります。この届出書と共に提出する書類を下記に列挙してください(候補者または有権者が提出した書類を、市書

記が保持することはありません)。 
 

書類 1 書類 2   

私は、偽証罪の罰則の下で、上記の記述が真実かつ正しいことを宣言します。 
 

 
署名 日付 

すべての申請者は、認定を受ける前に、添付の候補者理事会サービス承認書および確認書に同意する必要があります。

この届出書と認められる書類形式に関する詳細については、clerk.lacity.org/nceleconsにアクセスするか、(213) 978-

0444 にお電話ください。



候補者声明文 

 

すべての候補者は、候補者届出書の一環として候補者声明文を提出することができます。 

どの候補者も、候補者声明文を提出する際に次のガイドラインに従う必要があります： 

• 翻訳を含めて 1,000 字の字数制限を超えてはいけません (注意：コンピュータが特殊文字を認識できないため、   

スペイン語の翻訳のみ提出可能です) 

• 少なくとも 12 ポイント以上ののフォントでなければなりません (タイプ入力する場合) 

• 近隣協議会投票日の 58 日前の午後 11 時 59 分までに声明文を提出する必要があります 

• 他の候補者に対する冒とく的な表現やコメントを書き入れることはできません 
 

 
 
 
 
 
 

候補者は候補者の写真を提出することもできます。候補者の声明文は、clerk.lacity.org/ncelecons 

や投票所でご覧になることができます。声明文はタイプ入力され、当ウェブサイトに掲載されますので、読

みやすい文字でご記入ください。 

 
 

記入済みの届出書と必要な資格書類を次の宛先に送付してください： 

市書記— 選挙課、555 Ramirez Street, Space 300, Los Angeles, CA 90012 

 電子メール: clerk.elecon@lacity.org 

ファックス番号：(213) 978-0376 

https://clerk.lacity.org/elections
https://clerk.lacity.org/elections
電子メール宛先：clerk.electionsnc@lacity.org


近隣協議会理事会メンバー 

選挙候補者 

理事会サービスの証人と確認 

序文 

近隣協議会理事メンバーとしてご奉仕、またはご奉仕継続への興味をお持ちいただきありがとうございま

す。 

あなたは、ロサンゼルス市で最も献身的なコミュニティにおける奉仕者になることを選択しようとしてい

ます。 

コミュニティ支援に専念している他の素晴らしい人々と一緒に働く機会があります。 

あなたの奉仕へのご決断に感謝します。 

 

近隣協議会理事会メンバーであることには多くの側面があります。近隣委員会 (以下、同委員会) は、近隣

協議会システムに関する政策を確立し、規則と規制を公布します。 

 

そのような政策の１つが 

リーダーシップ オリエンテーション政策です。 

[https://empowerla.org/wp-content/uploads/2020/04/NC-Leadership-Orientation-Policy-2 

020-01-30.pdf] こちらは委員会が 2020 年初頭に採択したものです。この政策は以下のことが義務付けられ

ています。 

近隣協議会理事会サービスの候補者は、理事会メンバーの役割と責任を認識しているかについては、近隣

改善部門 (以下、Empower LAまたは同部門) が保証しなければなりません。Empower LA と市書記事務所

は、候補者がこれら責任について知らされ、理解していることを証明しなければなりません。同委員会は

近隣協議会理事会メンバーがリーダーシップの技術を伸ばす必要性があることを認識しています。必須訓

練については、下記のウエブサイトで詳しく学ぶことができます。近隣改善部門ウエブサイト 

[https://empowerla.org/nctrainings/] 

選出された場合、複数分野における必須訓練へのアクセスが可能になり、多くの場合、出席が義務付けら

れています。 

提供される選択訓練には、コミュニケーション、市民教育、議会手続き、連合構築、紛争解決などがあり

ます。その他の訓練として、平等と包括性に満ちた前向きな対人関係を築くためのチーム構築の機会があ

ります。これらの技術と理解を深めることが、理事会メンバーが適切に機能する上で、近隣協議会理事会

の課題を管理するのに役立ちます。 

 

研修とは別に、理事会サービスの候補者は、近隣協議会システム (以下、同システム) に適用されるすべて

の法律、規則、政策、および手続きについて学び、それに従うことを賛同しなければなりません。これに

は近隣委員会、近隣改善部門、市書記事務所の政策が含まれます。これらの各事務所には、同システム内

で個別の役割があります。以下の情報と説明で、同委員会のリーダーシップ オリエンテーション政策と期

待を実施していきます。 

 

 

 
 

https://empowerla.org/wp-content/uploads/2020/04/NC-Leadership-Orientation-Policy-2020-01-30.pdf
https://empowerla.org/wp-content/uploads/2020/04/NC-Leadership-Orientation-Policy-2020-01-30.pdf
https://empowerla.org/wp-content/uploads/2020/04/NC-Leadership-Orientation-Policy-2020-01-30.pdf


価値基準の主張。近隣協議会システムは、ロサンゼルス市のコミュニティを反映するロサンゼルス市政を

調整し、コミュニティの多様性の認識と合理的配慮が市の管理に組み込まれるように取り組んでいます。 

 
 

近隣協議会の役割。より多くの市民が地方自治体へ参加するよう促し、政府が地方のニーズにより早く対

応するようにする。近隣協議会は、コミュニティにおける多くの多様な利益を代弁する者を含むものとし

、近隣に関係する市の問題について助言的な役割を担うものとします。 

 

 

近隣協議会の権利擁護の方法と参考資料。近隣協議会が市議会の政策に影響を与え、地域社会の利益を促

進する方法は数多くあります。たとえば、市議会の代表者に助言したり、コミュニティを代表してコミュ

ニティへの影響報告書を提出したりすることなど。彼らは近隣協議会委員会または近隣委員会で奉仕する

ことができます。また、近隣協議会同盟など、システムでの対話を支持する団体に参加することもできま

す。 

 

 

近隣協議会理事会メンバーになる意義。近隣協議会理事会メンバーは、複数のコンプライアンス要件を検

討する必要があります。理事会のメンバーは公的資金を委託されており、必須訓練授業を修了し、近隣協

議会の条例と現行規則に従い、有意義で、透明性があり、包括的な方法で、一般市民を業務に巻き込まな

ければなりません。必須訓練のテーマには次のものが含まれますが、これらに限定されません。 

 

A. 行動規範 B. 

倫理 

C. 資金に関する訓練 

D. 計画初級編 (計画委員会には必須) 

E. 多様性、平等、多様性の受け入れ、偏見反対訓練 (実施中) 

F. 職場の平等 

G. 暗黙の偏見 ジェンダー表現 性自認 (実施中) 

理事会メンバーは、理事会の前に財務問題についての投票資格を得るために、行動規範、倫理、資金に関

する訓練を修了しなければなりません。理事会で議題に投票する条件に必要な追加の訓練については、近

隣協議会の条例を参照してください。 

 

 

近隣協議会理事会メンバーの責任理事会メンバーはボランティア活動を行い、コミュニティと関わり、さ

まざまな問題に関する専門知識を提供するものとします。 

 

また近隣協議会システムのために月に平均 10～20時間を費やすものとします。さらに、近隣協議会は市

の意思決定者に勧告を行います。近隣協議会は意思決定機関でも立法機関でもないため、 市の部門および

政府機関を管理する関連法に準拠します。 

 

 



近隣改善部門(EmpowerLA) の役割 

Empower LA は、近隣協議会システムのサポートにおいてさまざまな役割を果たしています。 

 Empower LA の中心的な責任は、直接近隣協議会の支援を提供することにあります。 

Empower LA は、近隣協議会の会議と訓練支援を提供するだけでなく、近隣協議会の理事会が、近隣協議

会システムに適用するすべての法律、政策、手順遵守に取り組むことが期待されています。さらに

Empower LA は、市の部門、選出公職、および利害関係者に対して、システムに関する訓練も実施してい

ます。Empower LA は、近隣協議会と市の意思決定機関との間の連絡役なのです。さらに、Empower LA 

は、近隣協議会 (NC) システムの認識、関与、および選挙支援活動を管理し、監督します。 

 

市検事事務所の役割。市検事事務所 近隣協議会助言課 (NCAD) は、同市の近隣協議会システム相談役の機

能を果たし、利益相反に関する法律を含む近隣協議会の運営に影響を与える法律について助言します。 

 

市書記事務所の役割。市書記事務所は、近隣協議会システムの資金に関する規制、政策、ガイドラインを

定め、近隣協議会の選挙を管理します。 

 

 

A. 近隣協議会選挙ハンドブック [ハイパーリンク]: 近隣協議会選挙課のハンドブックとウェブサイ

トは、有権者、候補者、その他の近隣協議会の参加者に、近隣協議会の選挙手続きに関する重要な

政策と情報を提供しています。 

 

B. 近隣協議会の資金プログラム 政策とガイドライン:   

近隣協議会 資金プログラム 

[https://clerk.lacity.org/neighborhood-council-funding/funding-trainings-and-wo 

rkshops] は近隣協議会に提供された資金に関する政策とガイドラインを公示しています。 

  

 

 

規制の枠組み 

近隣協議会システムという旅を始めるにあたり、規制の枠組みを知ることは不可欠です。 

その枠組みの中で運営することになるからです。これらの法律は、ブラウン法、公記録法、米国障害者法

、市行政規範、委員会政策から、近隣協議会の条例および現行規則にまで及びます。 

 

近隣協議会システムを管理する連邦法

https://clerk.lacity.org/clerk-services/nc-funding/nc-policies-and-guidelines
https://clerk.lacity.org/clerk-services/nc-funding/nc-policies-and-guidelines
https://clerk.lacity.org/clerk-services/nc-funding/nc-policies-and-guidelines
https://clerk.lacity.org/neighborhood-council-funding/funding-trainings-and-workshops
https://clerk.lacity.org/neighborhood-council-funding/funding-trainings-and-workshops
https://clerk.lacity.org/neighborhood-council-funding/funding-trainings-and-workshops


A. 米国憲法。アメリカ合衆国憲法修正第１条の言論の自由、設立、および信教の自由条項を含

む米国憲法の規定は、会議やイベントなどの近隣協議会の運営に適用される場合があります。 

 
 
 

B. 米国障害者法。米国障害者法は、障害を持つ個人の権利を保護することを目的とした連邦法
です。 

米国障害者法 (ADA) の第 II 編は、州および地方自治体の運営に適用され、近隣協議会の運営に
も適用される場合があります。 

 

近隣協議会システムを管理する州法 

A. カリフォルニア州憲法。州憲法は個人の権利を保護しており、会議やイベントなどの近隣協
議会の運営に適用される場合があります。 

 その他の関連条項には、第 16 条第６項 (公的資金の贈与の禁止) および第１条第３項 (カリフ
ォルニア州公記録法の制定) が含まれます。 

B. カリフォルニア公記録法。カリフォルニア公記録法は、一般市民が公記録へのアクセスを可
能にした州法です。 

近隣協議会は、記録に対する公記録法 (PRA) の依頼に応じなければなりません。 

 

 

C. 1974 年の政治改革法。政治改革法は、特定の公務員が自身の金銭的利益をもたらす偏見か
ら解放され、公平な方法で行動することを保証することを目的とした州法です。 

 

近隣協議会は、適用される条項を遵守します。 

 

C. ラルフ・M・ブラウン法。ラルフ M. ブラウン法は、開かれた市民集会を要求する州法であ

り、立法機関の法の定義を通じて近隣協議会に適用されています。 

 

 

D. カリフォルニア州法規 § 1090 政府法規 1090 項は、公務員および職員が公的契約において個
人的な金銭的利益を有することを禁止する州法です。 

 

近隣協議会には、市の契約について推奨または助言し、市の資金を使用して購入する限られた
権限が与えられているため、政府法規 1090 項が適用されます。 

 

 

 

E. 連邦雇用慣行法。さらに、近隣協議会は、職場での暴力、セクシャルハラスメント、および
差別を防止する法律および政策を順守します。 

 

 



近隣協議会システムを管理する市の条例 

A. ロサンゼルス市憲章。市憲章が、近隣改善部門、近隣委員会、および近隣協議会の市全
体のシステムを作成しました。 

第９条第 900 項から第 914 項は、近隣協議会制度に関することが書かれています。 

 

B. ロサンゼルス行政規範。行政規範は、行政および手続きに関する市の条例で構成されて
います。第 28 章は、近隣協議会システムに関することが書かれています。 

その他の関連セクションには、セクション 5.517 (近隣改善基金の管理)、スペース)、セク
ション 10.2.1(b) (近隣目的の補助金のための資金提供)、セクション 20.36 (近隣協議会の選
挙)、およびセクション 22.535 (近隣協議会の事務所と会議スペース) が含まれます。 

 

C. ロサンゼルス市条例。市条例には、刑法および規制条例が含まれています。 

市議会は、市条例内の条例を可決しました。これは、とりわけ特定の土地利用の問題に関

する近隣協議会システムへの通知に関連したものが記載されています。一般的な市の契約
規則は、市憲章 (セクション 370 以降) および行政規範 (セクション 10.1 以降) に記載され
ています。 

 

D. ロサンゼルス市の人事政策:多様な個人的背景、考え、才能、経験を持つ個人の労働力が
、各個人で職場に独自の貢献を行い、ロサンゼルスのすべてのコミュニティに優れた公平
なサービスを提供する機会を促進する、ということを市は認識しています。公正雇用住宅
法 (FEHA) で定義されている保護されたカテゴリに基づく嫌がらせや差別、または多様性

、公平、包括的、生産的な職場を維持するという市の目標を妨げる行為は許されません。
市検事事務所 労使関係局は、近隣協議会の理事会または理事会メンバーに関連するこの領
域の疑問を調査するよう求められる場合があります。このようなことが発生した場合、理
事会メンバーは調査に従うことが期待されています。従わなかった場合、市の部門によっ
て、やむを得ず理事会メンバー解任の原因となる場合があります。 

 

E. 資金規範。市の選挙資金条例による制限が、近隣協議会の選挙に適用されることはあり
ません。ただし、候補者が受け取った寄付は贈答品と見なされ、候補者が当選した場合、
寄付を辞退する必要がある場合があります。寄付者が当選決定前の 12 か月間に総額で 

$500 ドル以上の寄付をした場合、寄付者に直接関係する、または寄付者に必然的な影響を
与えるあらゆる問題に対して辞退が要求されます。理事会の候補者が市職員などの開示義

務のある公務員である場合、理事会の候補者が受け取る寄付金には、市および州法の適用
される贈与制限が適用されます。 

 

 

 



近隣委員会 

近隣委員会は、近隣協議会システムに関する政策を確立し、規則と規制を公布します。 

市憲章第 902 項 

に従い、理事会は、契約やリースの承認、近隣協議会システムの規則や規制の公布など、政策の設
定と監督に責任を負います。 

 

 

いくつかの重要な条例、近隣協議会の政策、規則について。 

A. 近隣協議会の市全体のシステムの計画   

この計画には、近隣協議会システムの政策と目的の記述が含まれています。 

B. 近隣協議会条例：近隣協議会の条例は、その特定の近隣協議会の書面による枠組みと組
織構造を提供するために確立されています。条例は、とりわけ組織の管理構造、手順、紛
争解決手続きを規定しています。 

 

C. 近隣協議会の現行規則: 近隣協議会の現行規則は、本近隣協議会の行政規則を詳述して
います。できる限り、現行規則のコピーを近隣協議会のウエブサイトに追加して、一般市
民にアクセスできるようにする必要があります。 

 

D. 議会手続き - ロバート議事規則またはローゼンバーグの議事規則： 

議会手続きは、近隣協議会理事会が会議の効果と生産性を向上させるのに役立つツールで
す。 

近隣協議会の条例には、どの議事規則が適用するかが記載されています。 

 

近隣委員会のリーダーシップ オリエンテーション政策 (2020-1) に従い、選出された理事会メンバ
ーおよび候補者は、前述の情報を受け取ったことを確認し、近隣協議会理事会メンバーの要件と責
任を遵守することに賛同しなければなりません。市の部門は、すべての理事会メンバーおよび候補
者のうち、賛同または賛同しない候補者の公開リストを維持する場合があります。 

 

● 市の部門は、新しく選出された理事会メンバーに、理事会サービス就任前に必須のオリ

エンテーションに参加するよう要求する場合があります。 

理事会サービスを開始する前に、すべての必須訓練を修了しなければなりません。 

 

● 近隣協議会理事会サービスの候補者の詳細についてお知りになりたい場合は、人口統計
情報の提供をお願いする場合があります。 

この情報は、市の部門が近隣協議会に提供する直接の近隣協議会サービスを改善するため
に使用されます。 

 

 

https://empowerla.org/wp-content/uploads/2012/12/Plan_Amended_12-18-131_edit.pdf
https://empowerla.org/wp-content/uploads/2012/12/Plan_Amended_12-18-131_edit.pdf
https://empowerla.org/wp-content/uploads/2012/12/Plan_Amended_12-18-131_edit.pdf


私はここに、上記の「理事会サービス承認候補者確認文書」に詳述されている規則、法律、および
手順を読み、理解し、従うことに賛同し、これを確約します。 
 
 

_______________________________________________ ____________ 
ご署名        日付 
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