COVID-19 の間の借家人の
保護お知らせ
今のCOVID-19
COVID-19pandemic
パンデミックは健康危機だけじゃなくて、経済危機もある.
ワシントン州では解雇
The
isn't solely a health crisis, but an economic one as well. Thousands
of Washingtonians
have
been laid off or had their hours cut back at work, threatening their ability to pay rent 人を留めておくた
and meet other basic
された人がたくさんいて、そうして彼らは生活費（家賃など）を払えない。
needs. In order to keep people safely home, state and local lawmakers have instated increased protections for
renters
during this crisis.
めに, パンデミックの間に州議会議員と地方議員が特別な法律を作成した。

Eviction Moratorium
立ち退かせるのモラトリアムについて
Governor Inslee has instated a statewide moratorium on residential evictions, which will last until June 4, 2020.
５月４日まで、インスリー知事さんが 州全体で、大家さんは住宅立ち退きしてはいけないの法律ができ
How does this protect renters?
た。
From now until June 4, 2020, renters in Washington State cannot be evicted from their homes.
The moratorium ensures that:
この法律はどうやって借家人を保護する?
-All types of evictions are banned, unless it is in response to a significant and immediate threat to health or
safety (this does NOT apply to tenants sick with COVID-19, who are protected by this moratorium.
今から５月４日まで、この法律で大家さんは借家人に立ち退きすることできない.
法律によると:

- 差し迫った脅威がない限り、立ち退きは禁止されている。しかし、感染者は立ち退きさせられない。
-People
living in residential and commercial units, transient housing (AirBnBs, hotels, motels), motor homes, and
public campgrounds are all protected by this act.
- 住宅か商業住宅か一時的な住宅（AirBnb など）に住んでいるのみなさんがこの法律によって保護されて
-Lease
terminations, rent or deposit increases, and late fees are banned during this time.
いる。
-All
eviction court proceedings (including those that are already existing) are banned. Threatening to seek or
- この時リース終了、家賃像などは禁止されている。
enforce an eviction is also banned.
- 立ち退きの裁判もされている。
-Rent cannot be charged for housing in situations where a tenant's access is prevented due to COVID-19.
- COVID-19 で働けないの借家人に払わせるのは禁止されている。
-Landlords cannot require a tenant to move to a lesser unit if they haven't paid rent.
- 大家さんは払えない借家人に新しい家に引っ越させるのは禁止されている。
-Unpaid
rent and corresponding fees are no longer an enforceable debt, unless the landlord can prove refusal of
- 家主が合理的な支払いの拒否を証明できる場合を除き、未払いの家賃と手数料は強制力のある債務とは
reasonable payment.
見なされない。
What will happen when the moratorium ends?

モラトリアム終わってからどうする?
Tenants
will be expected to pay the rent that is owed. Housing advocates encourage renters to use this
moratorium as a time to discuss a payment plan with your landlord.
モラトリアムの間に大家さんと計画を作るのオススメ、モラトリアムの後は家賃払わないといけないん
Ifだから。
the tenant does not pay the rent that is due, the landlord may serve a 14-day notice, after which eviction
proceedings will proceed as illustrated by the timeline below. No eviction court cases due to non-payment of
借家人は払わないと、多分大家さんが二週間の警報をポストして、そうして裁判が始まる。
５月１１日
rent
will be allowed to take place until after June 11. Tenants cannot be evicted without a court hearing.
の前に家賃の滞納の裁判してはいけない。裁判がないと、大家さんに立ち退きされられない。
What tips are there for speaking with my landlord?
Landlords
cannot terminate a lease prematurely for non-payment of rent, but they may not renew it.
家主と話すためのヒント。
If you fear retaliation from your landlord due to non-payment of rent, call 211 for tenant protection hotlines.
Remember
to always
put all communication to and from your landlord in writing.
家賃不払いで,
家主は早くリースを終了できないけどまたリースを更新しないかもしれません。家賃不払
いで、家主に報復されるのは悩みだったら,
借家人のプロテックションホットラインと話すために２１１
What if the property I live in is being foreclosed?
を電話してください。 家主と通信を書いて、書類を全部保つ。
If your landlord is unable to pay the housing costs they owe on the property you live in, the property may be
subject to foreclosure. If this happens, you will either be allowed to finish your lease or be given a 90-day notice.
If私の家は差し押さえられる。どうする?
your landlord chooses to sell before your lease is up, the lease agreement will continue with the new owner.

家が差しさえたら、リース終わってから, 同じ家に住めることか９０日の通知をもらえる。. 家主が家を
売ることを決めたら、新しい家主の下に住める。

Eviction Process Post-Moratorium

テナントを復元するために必要な金額

判決後 5 日
判決入り
訴訟は裁判所に
提起されている
後１４日
１４日のサービス
最大７５ドルの家
賃および延滞料（
リースで提供され
ている場合

最大７５ドルの家
賃および延滞料（
リースで提供され
ている場合 + 延滞
費用が発生する

最大７５ドルの家賃お
よび延滞料（リースで
提供されている場合 +
延滞費用が発生する +
授与された弁護士費用

借家人を復元す
るには家賃のみ
を支払う必要が
Tools and information for tenants
あります

立ち退きプロセスを開始してからの時間

モラトリアム終わってからまだやちん払えない。どうする？
What if I can't pay my rent when the moratorium is over?
家賃を払えなかったら、もっとオップションがある：
If you cannot pay your rent, remember that you have options.
- Start
家主と計画を作る。
by speaking with 家主に家賃放棄されたら、証拠を保ってください。
your landlord and negotiating a payment plan. If your landlord waives rent, be sure to
this documented in writing.
- get
非営利団体への紹介については、211
までお電話ください。
For referrals to non-profits who offer rental
assistance in your area, call 211.
strikes should only be considered
as a last resort, as it could end
in eviction. If you do decide to strike,
- Rent
ストライキするのを決めたら,
ビルのみなさんでした方がいい,
特別な目的を決めて。
be sure you get participation from your entire building, and strike with a specific grievance in mind.
the following resources for more in-depth information:
- Visit
もっと情報を習うために、これ調べてみてください：

-WA Emergency Housing Protections (spreadsheet)
-WA Law Help
-King County Housing Justice Project
-Northwest Justice Project

