プロセス

犯罪者の誘導
ジャスティスシステム

法執行人員は犯罪を調査し、十分な証
拠が見つかった場合は逮捕します。
しかし、
逮捕は刑事司法プロセスの第一歩に過ぎ
ません。
逮捕された後、検察は、費用を請求する
のに十分な証拠があるかどうかを判断しま
す。
そのような証拠が存在する場合、刑事
告発が裁判所に提出される場合もあれば、
検察官が大陪審に証拠を審査し、起訴を求
めることもあります。
刑事事件では、各側は弁護士によって
代表されます。
カリフォルニア州の人々を
表す副地区の弁護士は、刑事事件を起訴
します。被告は、弁護士に代理される憲法
上の権利を有します。被告が弁護士を雇用
することができない場合、被告人は裁判官
によって任命されます。特定の状況下では、
被告人は自分自身を表明することがありま
す。
重罪訴訟が提起されると、その事案は
予備審問で判事に提出されます。
被告が有罪判決を言い渡した場合、
ま
たは裁判で有罪判決を受けた場合、裁判
官は刑務所、刑務所、保護観察、その他の
罰則を受けることになります。
被告人が裁判で無罪にされた場合、彼
は自由になります。

主な法律用語
免罪：検察が被告人を証明しなかったとい
う裁判官または陪審の最終決定は、合理的
な疑いを越えて有罪でした。
ジャッキーレイシー
地方検事
ロサンゼルス郡

(被告人の)罪状認否: 被告が裁判官の前に
持ち込まれ、被告に対して告発された訴え
と、通常は有罪でない訴えが入力された裁
判手続です。

終わりの議論：: すべての証言と証拠が裁
判で提出された後、検察官と弁護人の弁
護士が最終判決を述べます。
苦情：: 検察が1人以上の犯罪を犯したと
非難する書類です。
継続：: 様々な理由により裁判官から命令
された裁判手続の遅れです。
信念：: 被告が犯罪を犯したとの最終決定
です。判決は、裁判官または陪審が被告が
有罪と判明したとき、
または被告が有罪判
決を言い渡したとき、
または争いがないと
きに起こります。
重罪: 刑務所や刑務所での拘禁、罰金に
よる処罰、事務所の没収、殺人その他の
特定の犯罪に対して処罰される重大犯罪
です。
グランドジュリー：: 23人の市民パネル
が、1人以上の人に1つ以上の犯罪を犯し
たことを告訴する書類である、起訴と告発
の証拠を聞く権限を与えられました。
告発：: 郡刑務所で1年以内に罰せられる
犯罪、
または一般的に1,000ドルの罰金に
なります。
モーション：: 弁護士による書面によるま
たは口頭による要求で、判事に判決を求
めるケースがあります。
冒頭陳述：: 証言や証拠が審理の前に提
示される前に、検察官と弁護士の弁護士
はそれぞれ、証言を行い、提示することを
期待する証拠を述べます。
請願: 被告人に対する被告の返答。被告
は、有罪ではなく、有罪でも、競争もないと
主張することができます。
予審: 検察が被告に対して提起された訴
訟を裏付ける証拠を提示しなければな
らない重大な事件で裁判を開始する裁
判所。裁判官は、証拠が十分であるかどう

か、
また裁判に進むべきかどうかを決定し
ます。
イノセンスの推定: 検察官が刑事被告の
罪を証明し、被告が無罪を証明しなけれ
ばならない負担をなくす刑法の原則。
合理的な疑い: 被告が犯罪を犯したこと
を知るためには、それを上回らなければ
ならない証拠の基準。すべての証拠を慎
重かつ公正に考慮した上で理由と常識に
基づく疑い。
払い戻し：: 不法財産、医療費、犯罪に起
因する葬儀費用などの財産的損害を被っ
た被害者に支払われた金銭。
判決：: 裁判官が刑務所、刑務所または保
護観察期間またはその他の条件を含む刑
務所の処罰を設定する裁判手続。
召喚：: 法的拘束力のある召喚状を法廷
に出します。
証言：: 裁判所で誓約している証人が作成
した、
または回答した声明。目撃者は証言
するときに2つの形式の尋問に遭遇するこ
とがあります：
直接検診は、その人物を証人に呼び
寄せた弁護士による証人の最初の尋問で
す。検察官と防衛弁護士の両方が証人に
電話することができます。
相互審査は、その人に証言するよう呼
びかけなかった反対弁護士の証人の質問
です。相互審査は、直接審査中に与えられ
た証言を明確にするか、
または信用を失う
ことを意図しています。
評決：: 被告人が有罪であるか無罪であ
るかを決定する陪審の最終的な全会一
致の決定です。陪審員が満場一致の判決
を下すことができない場合、裁判官はミリ
アリを宣告し、被告は新しい陪審員の前
に新たな裁判に直面する可能性がありま
す。
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裁判所手続に参加する

裁判所での証言

被害者サービス

被害者、その家族や友人、そして一
般市民は、法廷での議論、証言、裁判所
の判決を見るために裁判手続きに参
加することができます。裁判所のエチケ
ットを遵守するには：

検察官または弁護人のいずれかによ
って証言するように求められた証人は：

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。被害者のサービ
ス担当者は、犠牲者の安全を守り、被害者
の外傷に対処するための相談の相談に役
立てるための援助と資源を犠牲者に提供
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
ア州被害者報酬委員会を通じて報酬の申
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。料金や法的居住要
件はありません。

n きちんとしたドレス。
n 被害者を特定するボタンやその
他のアイテムを着用したり、表示したり
しないでください。
n 法廷の外に飲み物、食べ物、
ガム
を残します。
n 執行官または裁判官によって指示
されたときに立ちます。
n 法廷内で話すことをやめてくださ
い。
n 陪審員の近くで話したり、陪審員
と話をしたり通信したりしないでくださ
い。
n
判決が読み込まれているときは、
口頭による発言または他の破壊的な反
応を控えてください。
裁判官は、外乱を引き起こしたり裁
判所の礼儀に従わない者を法廷から
除外することができます。
被害者とその家族や友人は、被告
とその家族との対立と対話を避けなけ
ればなりません。
警察や裁判官に、脅迫、威圧的な
行為、被害者や家族が手続きに参加す
ることを断念しようとする試みを速や
かに通知します。
刑事殺人事件では、被害者のグラ
フィック写真が証拠として提示されるこ
とがあります。特定の家族は、
この証拠
を提示する前に法廷を離れることを検
討することがあります。

n
常に真実を伝えてください。
n 慎重に聞いて、質問された質問にの
み答えます。質問に答える場合は「はい」
または「いいえ」
と答えます。追加情報を
ボランティアしません。
n
混乱しているか分からない場合は、
質問を繰り返してください。彼/彼女が答
えを知らないのかどうかは推測できませ
ん。
n
忍耐強く礼儀正しく答える弁護士の
質問 - 両弁護士は証人に質問することが
できます。
n
スタンドを取る前に、事件に関連す
る事前のステートメント
（警察への陳述な
ど）
を見直すよう頼む。それらについての
質問に答える準備をしてください。
n 弁護士が質問に異議を唱えるとき、
裁判官が質問に答えるように指示するま
で待ってください。
n
大声ではっきりと話してください。
n
きれいにドレスアップしてください。

ロサンゼルス郡
地方検事

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

被害者声明
被告は、被告の判決において、犯罪が
被害者および被害者の家族および友人に
どのような影響を与えたかを説明する声
明を作成する権利を有しています。被害
者が裁判所で話すことができない、
または
嫌がる場合、他の人に声明を読んでもらう
か、記録または書面による陳述書を裁判
官に提出することができます。

払い戻し：:
犯罪被害者は賠償を受ける権利があ
ります。判決裁判官は、犯罪に起因する財
政的損失を支払うために有罪判決を受け
た犯罪者に命令する必要があります。被
害者は、領収書や裏書などの情報を、検
察官、保護観察役員、被害者サービス局
職員に、金額を含む紛失についての情報
を提供する必要があります。
この情報は、
裁判官が発注する賠償額を決定するため
に使用されます。場合によっては、有罪判
決を受けた犯罪者が被害者が損害として
主張しているものに同意しない場合、聴
聞会を行うために文書が必要となること
があります。
刑務所に刑を宣告された有罪判決を
受けた犯罪者は、刑務所の勘定および賃
金から差し引かれます。犯罪者が重罪の
保護観察に置かれた場合、保護観察部は
裁判所の命令された賠償金を回収しま
す。返還命令の実施に関する質問がある
場合は、626-927-2500で返還促進プロ
グラムに電話してください。

パウロのお知らせ
被害者は、すべての仮釈放のヒアリン
グを知らされ、囚人を釈放する決定が下さ
れる前に、検討のための情報を提供する
権利があります。
被害者には、刑期、逃亡、死亡の完了時
の釈放など、囚人の身分の変化について
も通知を受ける権利があります。
通知を確実にするために、被害者はカ
リフォルニア州矯正およびリハビリテーシ
ョン
（CDCR）被害者救済措置要請書 表
1707を記入し、常にCDCRの犠牲者事務
所と被災者権利とサービスに彼/彼女の
現在の住所を知らせなければなりません。
書式および提出指示書を入手するには、
1-877-256-6877 または
www.cdcr.ca.gov/victim_servicesにアク
セスしてください。

