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Child abuse involves the maltreatment, injury

or exploitation of a person under 18 years old in one
of these ways: physically, sexually, emotionally or
through neglect.
Abuse includes willfully endangering a child’s
health or safety. The following constitutes child abuse
under California law:
n Physical abuse is the intentional infliction
of physical injury on a child – including corporal
punishment – that results in a traumatic condition,
such as a bruise, burn, cut, bite mark, abrasion, bone
fracture or internal injury. Willfully causing a child
unjustifiable physical pain is abuse.
n Sexual abuse is the sexual assault or
exploitation of a child under 18. It includes sexual
touching of a child, sexual penetration of any of
a child’s bodily openings and causing or forcing a
child to sexually touch or penetrate the perpetrator’s
body. Demonstrating sexual activity in a child’s
presence also is sexual abuse. Encouraging, coercing
or forcing a child to engage in sexual activity or poses
constitutes sexual abuse, as does photographing a
child engaged in sexual activity or poses.
n Emotional abuse involves conduct – including
excessive verbal assaults, humiliation, threats,
terrorizing and ridicule – that causes emotional injury
to a child, sometimes resulting in psychological,
behavioral and cognitive disorders. Depriving a child
of normal life activities, affection, attention or human
contact also may constitute emotional abuse. Willfully
causing a child unjustifiable mental suffering is
abuse.
n Neglect occurs when a parent, guardian or
other person responsible for a child’s care and welfare
fails to provide adequate food, clothing, shelter,
supervision or medical care, endangering or harming
the child’s health or well-being.

Severe neglect includes situations where a
child develops significant malnutrition or medically
diagnosed failure to thrive because a caretaker does
not provide for the child’s needs, either intentionally
or through negligence.
General neglect occurs when the caretaker fails
to provide adequately for the child’s needs, but no
physical injury to the child has occurred.
Laws prohibiting child abuse and neglect apply
to foster homes, institutions, agencies, schools, camps
and other out-of-home care providers, both publicly
and privately operated.

Key Questions About
Child Abuse
What should you do if you are a victim of child
abuse?
Tell someone. Ask for help from a trusted adult,
such as a teacher, a school counselor, a principal, a
relative, a friend’s parent or the police, or you may call
the Child Protection Hotline at 1-800-540-4000.

What happens when abuse is reported?
The report will be investigated by a law
enforcement agency, a Department of Children and
Family Services caseworker or both, depending on the
circumstances.
What happens after the investigation?
If authorities find that child abuse occurred
or is likely to have occurred, steps will be taken by
the appropriate agency to protect the child from
future harm. This may include providing referrals
and services to the family or conducting additional
investigation.
In some instances, law enforcement may refer
child abuse cases to the District Attorney’s Office for
possible criminal prosecution. The District Attorney’s
Office reviews such cases to determine whether there
is sufficient evidence to file charges.
The District Attorney’s Office has specially trained
prosecutors who are sensitive to the needs of abused
children and dedicated to making these young victims
feel as safe and comfortable as possible throughout
the process.

What should you do if you know or suspect that
a child is being abused?
If the abuse is in progress or you believe the child
is in immediate danger, call 911. You also may call the
Child Protection Hotline at 1-800-540-4000.
Are reports of child abuse and neglect
confidential?
State law provides measures to protect the
confidentiality of persons who report allegations of
child abuse. In some instances, the identity of the
child abuse reporter may be disclosed only to certain
authorized parties, including child protective agencies
and their legal counsel; the prosecutor in a criminal
case; and legal counsel in juvenile dependency
proceedings. If a criminal child abuse case is taken to
trial, the person who reported the allegation may be
required to testify in court.

Victim Services
The District Attorney’s Bureau of Victim Services
is available at courthouses and police stations
throughout Los Angeles County.
Victim services representatives provide help and
resources for victims of violent crimes or threats of
violence, including counseling referrals to address the
trauma of child abuse.
Other services available include: criminal
justice orientation; court support; protective order
assistance; emergency shelter, food and clothing;
restitution assistance; and help in filing for victim
compensation through the California Victim
Compensation Board.
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児童虐待とは何ですか？
児童虐待は、身体的、性的、感情的また
は怠慢のいずれかの方法で、18歳未満の者
の虐待、傷害または搾取を含みます。
虐待には、故意に子供の健康や安全を
危険にさらすことが含まれます。以下は、
カリ
フォルニア州法に基づく児童虐待を構成し
ています。
n 身体的 虐待は、打撲傷、火傷、切傷、か
み傷、擦過傷、骨折または内傷などの外傷性
状態に至る、体罰を含む子供の身体的傷害
の意図的な負担です。故意に子供に不当な
身体的苦痛を引き起こすことは虐待です。
n 性的虐待は、18歳未満の子供の性的暴
行または搾取です。
それは、子供の性的接
触、子供の身体的開口部のいずれかの性的
浸透、子供に性的に加害者の身体に触れた
り侵入させたりすることを含みます。子供の
前で性的活動を証明することも、性的虐待で
す。子供が性行為やポーズを行うことを奨励
したり、強要したり強制したりすることは、性
的活動やポーズに従事する子供を撮影する
のと同様に、性的虐待を構成します。
n 感情的虐待は、過度の言葉による攻撃、
屈辱、脅迫、恐怖、嘲笑などの行動を伴い、子
供に感情的傷害を引き起こし、時には心理
的、行動的および認知障害をもたらします。
通常の生活活動、愛情、注意または人間の
接触の子供を奪うことはまた感情的な虐待
を構成するかもしれません。故意に子供を
不当に引き起こす精神的苦痛は虐待です。
n ネグレクトは、親、保護者、
または子供の
ケアと福祉を担当する他の人が、適切な食
糧、衣服、避難所、監督または医療を提供せ
ず、子供の健康や福祉を危険にさらしたり、
害する場合に発生します。
重大な怠慢には、児童が重大な栄養失
調を発症したり、医師が子供のニーズを意
図的に、
または過失によって提供しないため
に医学的に診断されなかった状況がありま
す。

介護者が子供のニーズに十分に応えるこ
とができないが、子供に身体的傷害が発生し
ていない場合には、一般放課は発生します。
児童虐待や放置を禁止する法律は、公的
にも私的にも運営されている家庭、施設、機
関、学校、キャンプ、その他の在宅ケア提供者
を育てるために適用されます。

児童虐待に関する主な質問

児童虐待の被害者であれば、
どうしたらいいで
すか？
誰かに報告します。教師、学校のカウンセ
ラー、
プリンシパル、親戚、友人の親、警察など
の信頼できる大人の助けを求めるか、児童保
護ホットライン（1-800-540-4000）に電話す
ることができます。

調査後に何が起こるのですか？
当局が児童虐待が発生した、
または発生
しそうであることが判明した場合、将来の被
害から子供を守るための適切な機関によっ
て措置が講じられます。
これには、紹介やサ
ービスを家族に提供したり、追加調査を行う
ことが含まれます。
場合によっては、法執行機関は児童虐
待事件を刑事訴追の可能性について地方
検察庁に照会することがあります。地方検察
庁は、そのような事案を審査して、費用を請
求する十分な証拠があるかどうかを判断し
ます。
地方検察庁には、虐待された子供のニ
ーズに敏感で、
これらの若い犠牲者をその
過程を通してできるだけ安全かつ快適に感
じさせるために特別に訓練された検察官が
います。

犠牲者サービス
地方検察庁の被害者サービス局は、
ロ
サンゼルス郡の裁判所と警察署で利用可
能です。
犠牲者サービス担当者は、暴力犯罪
や暴力の犠牲者に対して、児童虐待のトラ
ウマに対処するためのカウンセリングの紹
介を含む、ヘルプとリソースを提供してい
ます。
利用可能なその他のサービスには、刑
事司法のオリエンテーション、裁判所のサ
ポート。保護秩序支援;緊急避難所、食糧お
よび衣類;返済援助;カリフォルニア犠牲者
補償委員会を通じて犠牲者補償を申請す
る手助けをします。

子供が虐待されていることを知っている、
また
は疑っているなら、
どうしたらいいですか？
虐待が進行中である場合、
または子供が
すぐに危険にさらされていると思われる場合
は、911に電話してください。
また、児童保護ホ
ットライン（1-800-540-4000）に電話すること
もできます。
児童虐待や怠慢の報告は機密扱いですか？
州法は、児童虐待の主張を報告する者の
機密保持を保護するための措置を講じていま
す。場合によっては、児童虐待報告者の身元
は、児童保護代理人およびその弁護士を含む
特定の許可された当事者、少年の扶養手当に
関する法律顧問、刑事事件の検察官にのみ
開示することができます。犯罪児童虐待事件
が裁判にかけられた場合、申し立てを報告し
た者は裁判所で証言を要求されることがあり
ます。
虐待が報告されたらどうなりますか？
この報告書は、状況に応じて、法執行機
関、児童・家族サービス部の職員またはその両
方によって調査されます。
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