
ンターネットは、情報の収集や発信、

コミュニケーションの手段として、

私たちの生活を便利にしてくれます。

しかし、インターネット掲示板への個人情報

の書き込みによるプライバシーの侵害、特

定の個人を対象とした誹謗中傷や差別、い

じめなど、人権に関わるさまざまな問題も

発生しています。

　インターネット上では、匿名で書き込みが

できるため、内容が悪質になったり、根拠の

ない情報が流れやすくなったりする恐れがあ

ります。さらに、その情報は一瞬にして多くの

人に伝わるだけでなく、一度公開された情報

を完全に消すことは容易ではありません。

　現在、新型コロナウイルス感染症を理由と

したデマや誹謗中傷がインターネット上に書

き込まれ、重大な人権侵害が起こっています。

　インターネットを利用するときは、一人一人

がルールやモラルを守り、相手の人権を尊重

することが大切です。たとえ、顔が見えなく

ても、つながった先には心を持った人がいる

ことを忘れないでください。

イ

　現代社会では切り離せない存在となったイ

ンターネット。SNS（ソーシャル・ネットワー

キング・サービス）など、人と人とがすぐにつ

ながることができ、便利になった一方で、何気

ない書き込みによって相手を傷つけたり、自分

が思わぬトラブルに巻き込まれたりすること

が起こっています。今回の特集ではインターネ

ットと人権について考えます。

インターネット上の被害って
どれくらい起こっているの？

インターネット上の人権侵害って
なに？

　令和元年（平成 31年）中に起こった人権侵犯事

件件数は1万 5,420 件。そのうち、法務局・地方

法務局において新たに救済手続きを開始したイン

ターネット上の人権侵害情報に関する人権侵犯事

件の件数は、1,985 件（前年より3.9％増加）。平成

29 年に次いで、過去2番目に多い件数でした。　

　人権侵犯事件の内訳の上位はプライバシー侵害

事案が1,045 件、名誉毀損事案が517件となって

おり、この両事案で78.7％を占めています。

インターネット上の人権侵害情報に関する

人権侵犯事件件数推移　

出典：平成31年及び令和元年における「人権侵犯事件」の状況について（法務省）
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このようなものが

人権侵害に当たります。

　なりすましアカウントに

より、氏名・住所・電話番

号・学校名・顔写真などの

個人情報をSNSへ掲載

　インターネット上

での動画投稿サイト

に、無断で撮影した

動画を掲載

人権侵害により、日常生活が

脅かされる被害も出ています。

　勝手に書き込

まれた個人情報

が原因で、見ず

知らずの人から

電話が頻繁にか

かってきた。

被害例1

　事実とは関係な

い誹謗中傷により、

精神的に深く傷つ

き、体調の不調が

現れ、職場や学校

に行けなくなった。

被害例2

　なりすましで

身勝手な発言や

行為をされ、周囲

の人から信頼を

失った。

被害例3

人権を侵害しない、されないために

相手を傷つけないために

自分自身を守るために

インターネット上に書き込む内容は、

世界中の人から見られているというこ

とを認識する

悪口や差別的な内容は書き込まない

他人の書き込みに便乗しない

うわさ話は書き込まない・拡散しない

他人の個人情報を勝手に書き込まない

自分の個人情報を安易に書き込まない

怪しいサイトには近づかない

IDやパスワードは書き込まない

インターネット上の情報は全てが

正しいとは限らないと心得る



年に入り、新型コロナウイルス感染

症の感染者、その家族や勤務先、

医療従事者、日本在住の外国人な

どに対して、差別や誹謗中傷が全国各地で発

生しています。

　現在のコロナ禍での差別について、「公益財

団法人　反差別・人権研究所みえ」常務理事兼

事務局長の松村さんにお話をお伺いしました。

※1 マイノリティ：「マジョリティ（多数者）」に対する「少数者」

※2 コロナ禍：新型コロナウイルスが招いた災難や危機的状況

コロナ禍で起こる差別が深刻に

　新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、

罹患者や家族、医療従事者や運送業者など

のエッセンシャルワーカー（※3）への深刻な差

別が各地で起きています。

　罹患者宅への投石や壁への落書き、「罹患

者は間接的に人を殺傷するモンスター」など

のSNSへの投稿、「お前の子どもがコロナに

感染したんだろ。出て行け」という自宅への電

話、罹患者の子どもへのいじめ、罹患者の

パートナーへの出社拒否、医療従事者や家族

へのタクシーの乗車拒否、医療従事者の子

どもであることを理由に引っ越しや託児など

の業者が拒否、他府県ナンバー車両への嫌

がらせや暴言・・・。これらは、実際にあった

事例です。

今こそ、差別解消のチャンスに

　差別が深刻な状況にありますが、今まさに、

差別の解消に近づけるチャンスです。これまで

自分や家族が差別を受けるなど考えもしな

かった人たちの中から、新型コロナウイルスに

罹患すると差別を受けるかもしれないと不安

を抱く人たちが出てきています。差別を自らの

問題として捉え、具体的に取り組むことで差別

の解消に拍車をかけることにつながります。

一人一人が行動しよう

　新型コロナウイルス感染症対策のために求め

られる行動に、差別は位置づけら

れていません。差別が起こること

で被害を恐れ、安心して医者にか

かれず、事態を悪化させることが

危惧されます。自身や家族が罹

患しても安心して戻れる学

校、職場、地域とするため

に、また、何よりもコロ

ナ禍を脱するために、

今こそ私たち一人一

人の差別をなくす

行動が問われて

います。

今

学生のころから自分

のスマートフォンを

持ったり、授業でパソ

コンを使ったり、子どもたちが

インターネットを利用する機会

が増えています。

小

誰もがマイノリティに

なり得るコロナ禍を

誰もがマイノリティに

なり得るコロナ禍を

差別解消の

学校での取り組みを紹介します

-出前講座-

　本市では、子どもたちがイ

ンターネットを通じた人権侵

犯事件などに巻き込まれな

いようにするために、市立

小・中学校を対象に「出前講座」として、イン

ターネット利用時の危険性と正しく安全な使

い方を教えています。

※3 エッセンシャルワーカー：生活維持に欠かせない職業に就いている方

公益財団法人 反差別・人権研究所みえ　公益財団法人 反差別・人権研究所みえ　

常務理事兼事務局長　松村元樹さん常務理事兼事務局長　松村元樹さん

　この出前講座は、子どもたちに、インター

ネット世界にひそむ危険性やインターネッ

トの正しい使い方・知識を学んでもらうこ

とを目的として実施しています。

　最近では、ネット上で他者と戦うゲーム

で、子どもが暴言を吐いたり、親の知らな

いところで課金をしたりすることが問題に

なっていますが、これらのトラブルを防止す

るためにも、インターネット世界との正しい

関わり方を学ぶことが不可欠になっています。

　保護者の皆さんには、子どもたちが携

帯電話などで何をしているかの管理をお

願いします。そのためにも、日頃

から子どもとの関わりを大

切にし、よく話し合っていた

だきたいと思います。

　また、家庭

内での携帯

電話使用の

ルール作りな

どを行って

いただきたいですね。

教育支援課 天野良平
りょうへい

地域振興部長 古市素朗
もと　お

　インターネットの急速な普及は、利便

性をもたらす反面、新型コロナウイルス

感染を理由とした偏見や差別の書き込

みにつながるなど、発信者の匿名性、情

報発信の容易さから、人権に関わるさま

ざまな問題が発生しています。

　本市では、悪質な書き込みに対し、早

期発見および拡散防止を図ることを目的

に、8月からモニタリング（監視）事業を

実施しています。

　市民の皆さんにお願いがありま

す。インターネットを利用するとき

には、誹謗中傷、差別や偏見につ

ながる書き込みは絶対に行

わないでください。また、お

互いを思いやり、人権を尊

重した行動をとってくださ

い。一緒に差別のないま

ちをつくっていきましょう。

授業を受けた子どもたちの声

　昨年と今年に出前講座を受けた児童・

生徒の皆さんの感想を紹介します。

　インターネットの正しい使い方を知

ることができてよかった。勝手に友達

の写真は送ってはダメとわかった。

小学校4年生

　スマホは時間を決めて使うことが

大切。また、SNSに個人情報を載せな

いように気をつけたい。

小学校5年生

　なりすましなどで犯罪に巻き込ま

れないよう自分でできる対策をしてい

きたい。何かあったら、周りの人に相談

したいと思う。

中学校1年生

り かん

※1

※2

今回の特集に関するご意見・ご感想は人権政策課

 　382-9011 　 382-2214

　 jinkenseisaku@city.suzuka.lg.jp

チャンスに

人権についてご相談があれば・・・

　法務省の人権擁護機関では、新型コロナ

ウイルス感染症に関する不当な偏見、差別、

いじめなどの被害に遭った方からの人権相

談を受け付けています。

●みんなの人権110番（全国共通人権相談ダイヤル）　

　0570-003-110（平日8時30分～17時15分）

●法務省インターネット人権相談受付窓口

　　https://www.jinken.go.jp/
●子どもの人権110番　

　　0120-007-110（平日8時30分～17時15分）

●外国語人権相談ダイヤル　

　　0570-090911（平日9時～17時）

※対応言語：英語・中国語・韓国語・フィリピノ語・ポルトガル語・

ベトナム語・ネパール語・スペイン語・インドネシア語・タイ語

人権イメージキャラクター

人KENまもる君 人KENあゆみちゃん

不安なことがあればご相談ください！

市でも人権相談を受け付けています。

問合せ　人権政策課　382-9011



今回の作文に関するご意見・ご感想は教育支援課

 　382-9055 　 382-9053
　 kyoikushien@city.suzuka.lg.jp

市内小・中学生を対象に募集した

「人権に関する作文」から3つの

作文を紹介します。

　わたしは、おじいちゃんが大すきです。いつも

「じい」とよんでいます。じいは、わたしがこまって

いるとき、え顔になれるおまじないをかけてくれ

ます。そして、そのおまじないは、わたしや弟をい

つも元気にしてくれます。

　じいは、びょう気で足に力が入らないためこ

けそうになってしまうことがあります。いつも

じいが歩くときや、かいだんを下りるときに、わ

たしと弟が手つだっています。じいの持ってい

るものを持ってあげたり、わたしと弟が前と後

ろに立って、

「気をつけてよ。」

と、声をかけます。そうするといつもじいは、

「わかっとるぞ！。」

と、返事をしてくれます。そう言ってもらえると安

心します。じいの気持ちも、安心するだろうし、よ

り気をつけてくれると思います。じいが安心した

り、よろこんでくれると、「じいの助けができてよ

かった。」と、わたしもうれしくなります。

　じいには、びょう気にまけないでずっと元気で

いてほしいと思います。

そしてこれからも家族

みんなでじいを

助けてあげようと

思います。

　「私は日系ブラジル人です。」

このように言うと、多くの人に驚かれます。

おそらく、私の顔は外国の人のようには見え

ないだろうし、日本語でコミュニケーション

できるからだと思います。だからこそ、

「結局何人なん。」

と、聞かれることがよくあります。しかし、私は

その質問に、はっきり答えることはしません。

　まだ小さかったころ、

「ブラジル人やで。」

と、はっきり答えたら、相手にあからさまに

いやな顔をされ、その後いやなことをされた

からです。それからは、別に悪いことをした

わけではないけれど、なんとなく悪いことの

ようにうやむやにして、あいまいな答え方を

するようになりました。周りの人たちのなに

げない「何人なの。」という問いかけは、私に

とってはとても重たいものでした。

　ある日、ニュースを見ていると、アメリカで

のデモの様子が流れてきました。アメリカで

白人の警察官が、黒人の男性を死なせてし

まったことで起こったデモでした。私はその

ニュースを見ながら、きっと亡くなった人が警

察官と同じ肌の色だったら、この警察官は同

じ行動をとらなかったのではないか、と感じ

ました。そして同時に、同じ人間なのにどうし

て差別をするのだろう、肌の色や言語、国籍

が違うことが、どうしてそのような差別の原

因になるのだろう、とも思いました。

　その後、そのデモについてのニュースやアメ

リカで起こっている人種差別についての情報

は、私がよく使う携帯でも目にするようにな

りました。テレビのニュースだけでなく、携帯

でも見かけるようになったことで、今まであま

り深く考えることをしなかった「人種差別」が

とても身近なものに感じました。そして、「結

局何人なの。」という、あの問いかけがよみ

がえりました。

「ブラジル人やで。」

と答えたときの相手の

反応や行動で、私はずっと

自分が日本人でないことが、なにか悪いこと

のように感じ、自分のルーツをうやむやにし

て隠してきました。でも、このアメリカで起

こった人種差別に対するニュースを知って、

なぜそのように自分のルーツを隠さなけれ

ばならないのか、という強い思いが生まれま

した。周りにいる人と、何かがちがうというだ

けで、なぜ悪いことのように隠してきたのか、

これからも一生隠していくのか。今までうや

むやにしてきたことをたくさん考えました。

　肌の色がちがう。これは別に悪いことで

も、恥ずかしいことでもありません。それと同じ

ように、私は自分が日本人ではないことは、悪い

ことでも恥ずかしいことでもないことだと気づ

きました。もし、私が日本人でないことを知っ

て、いやなことをする人がいたとしても、そ

れは私が悪いことをしているわけではない。

そう思ったら、それまでよりも自分に自信が

持てるようになりました。

　そもそもなぜ、人は差別をしてしまうので

しょう。

　私は、自分と相手がちがうことに対して、

嫌悪感を抱いてしまうからだと思います。

これは、人種差別だけではなく、性に関する

差別や障がい者差別などにも成り立つこと

だと思います。見た目など何かが少しでもち

がうと嫌悪感を抱いてしまう。その結果、差

別をしてしまうのだと思います。

　残念ながら日本にも差別はあり、差別が

なくなるのはまだ遠い未来かもしれませんが、

みんながお互い認め合い、個性を尊重する

ことができれば、近い未来に差別がなくなる

かもしれません。

　ぼくには、一年生の弟がいます。でも、この

玉垣小学校にはいません。弟は自閉症という

発達しょうがいの病気だからです。弟は、せ

い母の家学園に通っていて、放課後になるとデ

イサービスに行っています。

　まだ入学して半年ですが、今までオウム返し

だった言葉が、

「ゲームいっしょにする？。」

と聞くと、

「ゲームやる！。」

と言えるようになり、ずい分成長したなと実感

しました。

　弟は、大きな声や物音、赤ちゃんの泣き声など、

きらいな音が多いので、外出する時は防音性の高

いヘッドホンのような物をつけています。弟といっ

しょにいる時に友達が遊びにくると、

「ヘッドホンで音楽きいとんの？。」

とよくかんちがいされるので、自閉症のこと

を説明します。友達はすぐに理解してくれる

ので、心の中で少し安心します。

　そんな弟にも一年生っぽい所があります。そ

れはだだをこねることです。コロナ感せん症

が、はやっている中、

「ドクターイエロー買って。トンデミ行きたい。」

と言って泣きわめいて、おこってくるので困ります。

そういう時は、ゆっくりと真面目な顔で

「トンデミ行きません。」

と言うと、気分が変わってさっきの行動がうそ

のように笑う時があります。でもそんなにうまく

いく時ばかりではなく、うまくいかない時は、パ

パに助けを求めます。

　弟は自閉症ですが病気を持っていない子と百

パーセントちがうわけではありません。人と関わ

ることもできるし、簡単な足し算の計算やひらが

な、漢字を書くこともできます。おしゃべりだって

できます。ありとあらゆる事を人一倍がんばって

います。覚えることが苦手なので同じような勉強

を毎日くり返します。以前ならずっとやりたくてか

わってくれなかったゲームを今はがまんして、少し

だけしたらかわってくれるようになりました。とて

もゆっくりですが、弟は成長しています。

　差別やいじめは、自分とはちがうと勝手に思い

こんだ時に起こります。

いろいろな個性をもつ

仲間を大切にして

いきたいです。

　今、一年生の弟は、ぼくに

とって最高の弟です。

「じい」「じい」
濱野 苺花さん濱野 苺花さん

栄小学校3年生栄小学校3年生

「隠さなく
　てもいい」

「隠さなく
　てもいい」 安慶名 あみさん安慶名 あみさん

神戸中学校2年生神戸中学校2年生

「ぼくの弟」「ぼくの弟」
松浦　友さん松浦　友さん

玉垣小学校5年生玉垣小学校5年生

いち  か

あ 　 げ 　 な

ゆう

※ドクターイエロー：点検を行う黄色い車体の新幹線で、

　ここではそのおもちゃを差します。

※トンデミ：アスレチック施設の名称

子どもたちの

人権作文


