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候補者名：Bruce Harrell  

選挙運動名：Bruce for Seattle  

選挙運動のウェブサイト：BruceForSeattle.com  

市議会での地位：市長 

選挙運動の連絡先電話番号：(206) 486-0377 

候補者紹介： 

 

私は、機会、一体性、公平性に対する総合的価値を中心

に据えてシアトル市を統合するために、市長に立候補し

ます。私たちは団結して ホームレス問題に取り組み、シ

アトルの中小企業と家庭に対して強力な経済復興を推進

すると同時に警備制度を変える治安改革をただ実行するのでなく、 すべての家庭の安全を確保

するための大胆な対策を講じます。  

私は労働階級の異人種間の家庭で育ち、生活と仕事の基盤をシアトルに置いています。私はこ

の町を愛しています。この町は私たち自身であり、私たちのあるべき姿です。市議会では、障

害を打破すべく取り組み、職場内差別の防止を目的としたシアトル初の偏見に対する取締法「

ban-the-box」を可決させ、公立学校における BIPOC（黒人、先住民、有色人種）児童のサポー

トを強化しました。 

私は、シアトルで最も差し迫った問題に対処するために実施可能な計画を掲げて選挙運動を開

始しました。今後は、気候危機への対応、銃による暴力の削減、全シアトル市民に対する医療

の拡充、輸送・交通インフラストラクチャーへの投資にも取り組むつもりです。 

光栄なことに、私たちの草の根運動は、黒人と AAPI（アジア・太平洋諸国系アメリカ人）のコ

ミュニティリーダー、Gary Locke元知事、Norm Rice元市長、公民権と警察改革の支持者、シア

トル周辺住民などで構成された最も多様な市長選候補者連合の支持を受けています。皆様のご

支援を賜りますよう何卒宜しくお願い申し上げます。 

 

この候補者は Democracy Voucher Programに参加しています。 
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候補者名：Lorena González 

選挙運動名：Lorena for Seattle 

選挙運動のウェブサイト： www.Lorenaforseattle.com 

市議会での地位：市長 

選挙運動の連絡先電話番号：206.651.5668 

候補者紹介：  

私はワシントン州中部の出稼ぎ農場労働者の家庭で育っ

た米国移民一世です。幼い頃、シアトルは私にとって夢

でした。その夢に打ち込み働きながら大学を卒業し、シ

アトル大学で法律の学位を取得して人権弁護士になりました。そしてこの土地で家庭を

築きました。  

私は市議会議員に立候補し、人々と団結して有給の育児休暇の可決、幼稚園に入る前の

子どもと LGBTQの権利の改善、性的虐待被害者の保護、選挙制度改革、労働者と中小

企業のパンデミック支援に取り組んできました。  

シアトルは重大な岐路に立っています。現状を打開して全員で分かち合えるシアトルの

繁栄を目指して道を切り開くために、今こそ大胆で進歩的な行動を起こすべきです。シ

アトルは、多様性を強みとし、あらゆるビジネスが成長でき、生計を立てられる仕事が

ある場所です。気候保護で世界をリードし、すべての市民に安全で手頃な価格の住宅を

提供し、この公民権の重大性に対応するために刑事司法と公共安全を改革する、それが

シアトルなのです。 

この候補者は Democracy Voucher Programに参加しています。 
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候補者名：Ann Davison 

選挙運動名：Annの隣人（Neighbors for Ann） 

選挙運動のウェブサイト：
https://www.neighborsforann.com/ 

市議会での地位：市検事 

選挙運動の連絡先電話番号：206-775-8838 

候補者紹介： 

   

私がシアトル市検事に立候補したのは、シアトル市が公

衆の健康と安全を守るという基本的な役割を果たすこと

だけでなく、最も弱い立場にある人々のニーズを満たす

こともできていない点を是正しなければならないと考え

たからです。   

 

2008年、ダウンタウンの裁判所に歩いて行くのは安全でした。しかし、2011年に第 2

子を出産した頃には、街が危険な状態になっていました。今では、従業員や陪審員は、

安全ではないので正面玄関を使わないように言われています。同じことが、多くの地域

でも言えます。   

 

私の子供たちは、なぜ内戦から逃れてきた人々と一緒に働いていた国連の難民キャン

プと比較しても人道的ではない状況で、シアトルの車道沿いに人々が住んでいるのか

という疑問を持ち始めました。この街で起きていることが正しいことではないことは

、子供たちでもわかっています。   

 

私は、バランスのとれたリーダーシップを発揮し、犯罪に対してリアクティブ（反応

的）ではなく、プロアクティブ（積極的）に対応します。私は、公共の安全を回復さ
せるために、思いやりを持ち、進歩を求め、市や地域の中で協力的な関係を築く、協
力的なリーダーになります。  

  

この公衆衛生と安全の重要なつながりを修正することで、私たちはこの街の住みやす

さを改善できます。あなたの一票で、すべての人にとって、より安全で思いやりのあ

る街を作ることができます。  

 

この候補者は Democracy Voucher Programに参加しています。 
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候補者名：Nicole Thomas- Kennedy 

選挙運動名：NTK4Justice（正義のための Nicole Thomas- 

Kennedy） 

選挙運動のウェブサイト：https://ntk4justice.com/ 

市議会での地位：市検事 

選挙運動の連絡先電話番号： 

候補者紹介： 

 

貧困や障害による犯罪をやめさせ、すべての人のための健全な

コミュニティに再投資するために、シアトルは新しい司法と公

共安全の計画を立てる準備ができています。私たちには、些細

な犯罪を罰することは、シアトルの不公平さから最も影響を受けている人々を不安定に

するだけだということを理解している市検事が必要なのです。処罰によって地域社会が

安全になるわけではありません。しかし、シアトル市は毎年何百万ドルもかけて、住居

のない人、BIPOC（黒人、先住民、有色人種）、貧困者、障害者などの地域住民を起訴

しています。今こそ変化の時です。 

  

過去 10年間の反応的で懲罰的なモデルから、急激な転換が必要だと思います。私は、

組織的な失敗のために個人を起訴してお金を無駄にするのではなく、シアトルが人々の

健康、安全、環境、一般福祉を保護し、向上させることができるような訴訟に集中しま

す。私は、借家人や労働者の権利、手頃な価格の住宅、そして化石燃料からの別離のた

めに戦います。 

 

掃討作戦や投獄によって最も弱い立場の人を不安定にすることをやめれば、シアトルは

より安全な場所になります。市検事として、機能していないことがわかっているシステ

ムを解体します。大量の投獄をやめ、代わりに人間の基本的なニーズに応えることがで

きます。そうすることで、シアトルのすべての人々に真の正義と真の安全を実現するた

めの重要な基盤を築くことができます。  

 

この候補者は Democracy Voucher Programに参加しています。 
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候補者名：Kenneth Wilson 

選挙運動名：Kenを議会 8に（Ken for Council 8） 

選挙運動のウェブサイト：KenForCouncil8.com 

市議会での地位：シアトル市議会ポジション 8 

選挙運動の連絡先電話番号：206-637-4994 

候補者紹介： 

 

市議会は間違った方向に導いています。現職の政治家は

、ホームレスの増加、道路やインフラの故障、企業の閉

鎖などの解決策を見つけることができていません。私は

、現在の失政に代わる常識的な解決策をもたらすために

、あなたの投票をお願いしています。 

 

私は、ダウンタウンが無法地帯になり、911の応答時間が長くなり、優秀な警察署長が

辞任に追い込まれ、ウェストシアトルが貴重なインフラの維持管理の不備と継続的な誤

りのために市から遮断されるのを、苛立ちを感じながら見ていました。ホームレスの問

題は極端で手に負えないものになり、公園や学校は依存症や精神的問題の聖地になって

しまいました。新たな開発のたびに、重要な林冠や古木が失われ、手頃な価格の賃貸住

宅が、既存の下水道に負担をかける手頃な価格の住宅に 5対 1の割合で取って代わられ

ました。 

 

私は 28年間シアトルに住んでいて、妻と 2人の娘はここで生まれました。私は、橋梁

構造エンジニア（PE SE）の資格を持ち、2005年から小規模な土木事業を運営していま

す。私は、あなたのために働く議員として、分析、エンジニアリング、交通・インフラ

プロジェクトに携わってきた 30年の経験を活かして、合理的な決定と進捗管理を行い

、議会のアクションをフォローしていきます。私には、シアトルを私たちが望む都市に

戻すために必要な専門知識があります。 

 

この候補者は Democracy Voucher Programに参加していません。 
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候補者名：Teresa Mosqueda  

選挙運動名：People for Teresa 

選挙運動のウェブサイト：TeamTeresa.org 

市議会での地位：シアトル市議会ポジション 8 

選挙運動の連絡先電話番号：  

候補者紹介： 

私は、シアトル市が岐路に立たされているため再選に立候

補します。シアトルで働き、シアトルで生活し、シアトル

を訪問する人々には、社会の分裂状況からは考えられない

かもしれませんが、はるかに多くの共通点があります。私は市議会議員在職中に、さ

まざまな連合を取りまとめて影響力の強い政策変更を可決させました。共通のニーズ

に焦点を合わせて意外な支持者を取りまとめることで、家事労働者権利章典の可決か

ら、JumpStart Seattleの進歩的な収益計画まで実現し、共通の価値観が反映されたシア

トルを目指して積極的に取り組んできました。 

 私は、孤立する人や取り残される人がいないようにすることに自身のキャリアを捧げ

てきました。働いている家族、女性、有色人種、移住者、最低賃金労働者を支持し、

シアトルが直面している最も差し迫った問題に確実に取り組んできました。皆様から

の継続的なご支援があれば、私達は COVIDによる公衆衛生危機と経済の減速からの復

興を目指した全住民への支援、ホームレスや手の届く住宅価格の確保問題への対処、

より多くの教育機会と託児機会の設定、豊かな生活のための賃金を提供する職の設定

、および、保健医療、交通、インフラストラクチャへの投資に取り組むことができま

す。Democracy Voucherを寄付する際は、私をご検討いただけますよう、よろしくお願

いいたします。バウチャー単位、人間単位で、より強力なシアトルを構築しましょう

。   

この候補者は Democracy Voucher Programに参加しています。 
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   候補者名：Nikkita Oliver 

（they/them/theirs：ノンバイナリー）  

   選挙運動名：Nikkita for the People  

   選挙運動のウェブサイト：www.nikkita4nine.com  

   市議会での地位：シアトル市議会ポジション 9 

   選挙運動の連絡先電話番号：(206) 712-2778  

   候補者紹介：  

 

    前代未聞の危機により、変革的な対応が求められていま    

    す。 最も変革的な解決策は、私たちが直面している危機 

    によって最も影響を受けた人達からもたらされます。  

 

   私は活動家であり、教育者、アーティスト、地域オーガナイザー、そして弁護士でも

あります。私は賃借物件に住んでいます。私は、大学、ロースクールおよび大学院に通

っている間、働きました。私は住むところがなく、車の中で寝たこともあります。家庭

内暴力のサバイバーとして、悪い環境に留まることがどういうことか知っています。な

ぜなら私には手頃な住宅がありませんでしたし、助けてくれる人もいなかったからです

。私は、最前線でサービスを提供することから開始した非営利団体の最高責任者です。

弁護士として、私は、学校からの除籍、立ち退き、そして差別にまつわる事例で顧客を

サポートしてきました。  

 

わが地域で、改革的かつ回復のための正義（RJ）プログラムの一つである「Creative 

Justice（創造的な正義）」の設立をサポートしました。私は、新しいコミュニティによ

る「Restorative Community Pathways（回復のための地域社会の道）」および「Youth 

Achievement Center with Community Passageways and Africatown Community Land Trust（青

少年自己実現センター（YAC）と地域社会の道およびアフリカタウン地域土地信託）

」など、キング郡内の RJストラテジーの一員でもあります。YACは、シアトル南東部

に住む若者向けに、無償かつ低価格の住宅とサービスを一つの場所で提供する予定です

。 

 

私が行なっている仕事は、私の人生および専門的な経験に基づくものですが、私の最も

重要な仕事は、最も影響を受けた地域社会において、また、地域社会とともに成し遂げ

たものです。 

 

この候補者は Democracy Voucher Programに参加しています。 
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候補者名：Sara Nelson 

選挙運動名：Sara for City Council 

選挙運動のウェブサイト：Saraforcitycouncil.com 

市議会での地位：シアトル市議会ポジション 9 

選挙運動の連絡先電話番号： (206) 910-8762 

候補者紹介： 

シアトルは信じられないほど幸運な街です。私たち

はすばらしい資源と互いを気遣う素敵な隣人に恵ま

れています。しかし、私たちは困難な時期に直面し

ており、市は基本的なサービスさえも提供できない状態です。私が市議会議員に立候補

する理由は、大きな成果を上げられるように団結することでシアトル市民の生活を改善

できると確信しているためです。 

 

COVIDからの復興においては、近隣地域をしっかりと復興させることができるリーダ

ーシップが必要です。私は家族経営の小企業の共同創業者であり、コミュニティの不可

欠な要素をゼロから構築する方法を知っています。Fremont Brewingは、従業員を正当

に評価し、地域社会に還元し、持続可能性の点で業界をリードしています。加えて、お

いしいビールを作っています！ 

 

ホームレス問題や基本サービスに関する発言はたくさん耳にしてきましたが、十分な結

果は得られていません。私は常に物事を成し遂げることを重視しています。市議会の政

策顧問として、シアトルを環境政策の全国的なリーダーにするのに役立つ法案を描き上

げました。私が市議になった暁には、道路と橋の補修、公園の維持管理、ホームレスを

経験する人々の数の軽減、市庁への信頼の回復に取り組みます。 

 

今こそ私たちの街が原点に帰り、約束を果たす時なのです。Sara Nelson市議候補に清

き一票をお願いいたします！ 

 

この候補者は Democracy Voucher Programに参加していません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


