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Hate Crimes
California law defines a hate crime as a criminal
act or credible threat of violence against a person or
group of people in which the victims are targeted
because of their actual or perceived race, color,
religion, ancestry, national origin, sexual orientation,
gender or disability.
Hate crimes cause victims and the targeted
community to live in fear and tend to undermine the
foundations of equal justice in our society.
To charge an offender with a hate crime under
California law, there must be evidence that bias,
hatred or prejudice was a substantial motivating
factor in the commission of the crime.
The following acts are examples of hate crimes
under California law if the victim is a member or
perceived to be a member of the legally protected
group:
n Targeting a victim for any crime, including
property crimes such as burglary or vandalism,
because of his/her race, color, religion, ancestry,
national origin, sexual orientation, gender or disability
n Using force or threatening to use force to injure,
intimidate or interfere with a person’s exercise of
constitutionally guaranteed rights and freedoms such
as attending church or school, voting, moving freely in
public places or being secure in one’s home
n Defacing or damaging property to intimidate or
interfere with a person’s exercise of constitutionally
guaranteed rights and freedoms
n Desecrating a religious symbol or displaying a
swastika on another person’s property with the intent
to terrorize
n Vandalizing, burning or bombing a church,
synagogue, mosque or other house of worship with
the intent to terrorize
n Hanging a noose on another person’s property,
knowing it to be a symbol representing a threat to
life and for the purpose of terrorizing the owner of
the property including schools, parks and places of
employment
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Free Speech or
Hate Crime?
In our society, we sometimes encounter hateful
words and behavior in the form of racial or ethnic
slurs, religious insults or anti-gay messages posted on
the Internet, shouted out at political rallies or spoken
in anger during a confrontation on the street, such as
a road-rage dispute. But such slurs, insults or hateful
statements alone are not hate crimes.
Free speech is protected by the First Amendment
of the United States Constitution, even when it may
contain hateful or inflammatory ideas. So, while it
may hurt and frighten people and communities, it
is not a crime to speak or write words that advocate
hate and bigotry. However, speech that includes a
credible threat of violence against an individual or
group is a crime.
Hate incidents are hate-motivated words or
actions that do not rise to the level of a crime but are
still offensive because the targeted person may feel
victimized.

Prosecuting
Hate Crimes
California has a number of laws that specifically
apply to hate crimes. These offenses may be
prosecuted either as misdemeanors or felonies
depending on the severity of the act. Some crimes
that are typically prosecuted as misdemeanors can
be elevated to felonies if they are hate-motivated.
Convictions for felony crimes where hate was a
substantial motivating factor can carry penalty
provisions that add one to four years to the standard
state prison sentence.

Victim Services

Reporting Hate Crimes

The District Attorney’s Bureau of Victim Services
is available in courthouses and police stations
throughout the county to assist crime victims who
suffered injury or were threatened with injury.
Victim services representatives provide assistance
and resources to victims to help keep them safe and
counseling referrals to address the trauma of hate
crime victimization.
In addition to helping victims obtain restitution,
victim services representatives provide crisisintervention services and necessary referrals to
crime victims and their families; assist in requesting
protective orders; guide crime victims through the
court process; help arrange emergency shelter, food
and clothing; and assist in filing for compensation
through the California Victim Compensation Program.
Victims of violence or threats of violence
with police reports on file may be eligible to receive
compensation for qualifying losses and expenses
related to the crime such as loss of wages and
relocation, medical and counseling expenses.
Staff members are available to assist victims in
several languages.

If you are a victim of, or a witness to, a hate
crime, it is important that you report the crime to law
enforcement. Call your local police or sheriff’s station.
If it is an emergency, dial 911.

Los Angeles County
District Attorney’s

Bureau of Victim
Services
1-800-380-3811
http://da.lacounty.gov/victims

Where to Find Help
Los Angeles County Commission
on Human Relations
213-738-2788
Los Angeles City Human Relations Commission
213-978-1660
U.S. Department of Justice
Community Relations Service
213-894-2941
Anti-Defamation League
310-446-2000
Asian Americans Advancing Justice
213-977-7500
Coalition for Humane Immigrant Rights
of Los Angeles
213-353-1333
Los Angeles LGBT Center
1-800-373-2227
Muslim Public Affairs Council
323-258-6722
National Association for the Advancement of
Colored People (NAACP)
310-397-1171
Simon Wiesenthal Center’s Tools for Tolerance
310-772-2505
South Asian Network
1-800-281-8111 or 562-403-0488
Southern Christian Leadership Conference and
the Martin Luther King Legacy Association
213-268-3082

憎悪犯罪 我が国の創業原則を損なう

ジャッキーレイシー
地方検事
ロサンゼルス郡

憎悪犯罪
カリフォルニア州法は、色、宗教、祖
先、国籍、性的指向、性別、
または身体障
害のために、犠牲者が標的とされている
人または人のグループに対する犯罪行
為または信用できる脅威としての憎悪犯
罪を定義します。
憎悪犯罪は、被害者と標的とされたコ
ミュニティを恐怖に陥り、社会の平等な
正義の基盤を損なう傾向があります。
カリフォルニア州法の下で憎悪犯罪
を犯罪者に請求するには、偏見、憎悪ま
たは偏見が犯罪の委任の実質的な動機
付け要因であるという証拠が必要です。
次の行為は、被害者が法的に保護さ
れたグループのメンバーであるか、
また
は被害者であると認められた場合に、
カ
リフォルニア州法に基づく憎悪犯罪の例
です。
n 人種、色、宗教、祖先、国籍、性的指
向、性別または身体障害のために、窃盗
または破壊行為などの財産犯罪を含む
あらゆる犯罪の被害者を対象とする
n 教会や学校への出席、投票、公共の
場所での自由な移動、
自宅での安全確保
など、憲法上保証されている権利と自由
の人の行使を傷つけて、脅迫したり、
n 恐れを抱く意図で、宗教的シンボル
を冒涜したり、他人の財産に卍を表示す
る
n 教会、
シナゴーグ、モスク、
または他
の礼拝堂を破壊する、燃やす、
または爆
破する
n 教会、
シナゴーグ、モスク、
または他
の礼拝堂を破壊する、燃やす、
または爆
破する
n 他の人の財産について、生命に対
する脅威を表すシンボルであることを知
り、学校、公園、雇用場所を含む財産の
所有者を恐れさせる目的で、それを知っ
ている
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フリースピーチまたは憎悪犯罪？

被害者サービス

憎悪犯罪の報告

社会では、私たちは時々インターネッ
ト上に掲示された人種的または民族的な
スラー、宗教的な侮辱または反ゲイのメッ
セージの形で嫌悪な言葉や行動に出くわ
したり、道路紛争のような通り道での対決
中に怒ったり政治集会で叫んだりします。
しかし、そのようなスラー、侮辱、
または憎
しみの声明だけでは、憎悪犯罪ではあり
ません。
フリースピーチは、嫌悪感や炎症性の
アイデアが含まれている場合でも、米国憲
法修正第1条によって保護されています。
したがって、人々や地域社会を傷つけたり
恐れたりするかもしれませんが、憎悪や偏
見を主張する言葉を話すか書くことは犯
罪ではありません。
しかし、個人や団体に
対する暴力の信憑性のある脅威を含む発
言は犯罪です。
憎悪事件は、犯罪のレベルまでは上が
らないが、対象者が犠牲になったと感じる
ことがあるため、依然として不快な嫌悪感
を持った言葉や行動です。

地方検察局の被害者サービス局は、傷
害を負ったまたは傷害を負った犯罪被害
者を支援するため、郡の裁判所および警
察署で利用可能です。被害者サービス担
当者は、被害者とその子供を安全に保ち、
家庭内暴力のトラウマに対処するための
相談の相談に役立つ支援やリソースを提
供しています。
被害者を救済するのに加えて、被害者
サービス担当者は危機管理サービスと、
犯罪被害者とその家族に対する必要な紹
介を提供する。保護命令を求めるのを助
ける。裁判手続きを通じて犯罪被害者を
誘導する。緊急避難所、食糧および衣類の
手配を手伝ってください。
カリフォルニア
州被害者報酬プログラムを通じて報酬の
申請を支援します。
暴力の犠牲者または暴力の脅威
をファイルに記録したファイルは、賃金の
喪失や移転、医療費、
カウンセリング費用
など、犯罪に関連する適格損失および費
用の補償を受ける資格があります。
スタッフは、複数の言語で犠牲者
を支援することができます。

憎悪犯罪の被害者または証人である
場合は、その犯罪を法執行機関に報告す
ることが重要です。地元の警察または保
安官の駅に電話してください。緊急の場
合は、911にダイヤルしてください。

憎悪犯罪の訴追
カリフォルニア州には、特に憎悪犯罪
に適用されるいくつかの法律があります。
これらの犯罪は、行為の重症度に応じて
軽犯罪または重罪として起訴される可能
性があります。軽犯罪として起訴される犯
罪のいくつかは、憎悪に敏感であれば重
罪に昇格することができます。憎悪が実質
的な動機付け要因であった重罪犯罪の有
罪判決は、標準的な州の刑務所の文に1
年から4年を追加する罰則規定を執行す
ることができます。

ロサンゼルス郡
地方弁護士

被害者サービス局
1-800-380-3811
http://da.lacounty.gov/victims

ヘルプの参照先
ロサンゼルス郡人権委員会
213-738-2788
ロサンゼルス市人権委員会
213-978-1660
米農務省
地域社会関係サービス
213-894-2941
名誉毀損防止同盟
310-446-2000
アジア系アメリカ人
213-977-7500
ロサンゼルスの人道的な移民権のため
の連合
213-353-1333
ロサンゼルスLGBTセンター
1-800-373-2227
イスラム教徒公務審議会
323-258-6722
全米有色人地位向上協会（NAACP）
310-397-1171
サイモン・ウィーゼンタール・センターの
ツール公差に対する道具
310-772-2505
南アジアネットワーク
1-800-281-8111または562-403-0488
南キリスト教指導者会議とマーティンル
ーサーキングレガシー協会
213-268-3082

