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第14期第３回かながわ人権政策推進懇話会会議記録 

 

日時：令和元年11月13日（水）10時00分～12時00分 

場所：横浜情報文化センター７階 大会議室     

 

【議題】   

１ テーマ「ともに生きる社会かながわの実現をめざして」⑦ 

（１） 本県のヘイトスピーチ対策について 

（２） 平成 30 年度かながわ人権施策推進指針取組状況報告について 

（３） 令和元年度の人権啓発事業等の方向性について 

２ その他 

 

【議事録】 

（座長） 

本懇話会ではともに生きる社会かながわの実現を目指してという大きなテーマのもと、

議論を行っていますが、事務局からの提案もあって、昨年度の第 13期第 4回、平成 30年 8

月からは、本県へのヘイトスピーチ対策をテーマに議論を行うこととなります。 

本日はまず、事務局から前回懇話会以降のヘイトスピーチに係る情勢をご説明いただき、

県でのヘイトスピーチ対策にかかる検討状況についても整理してもらっていますので、こ

れについてご報告説明をお願いいたします。 

 

（事務局より説明） 

 

（阿部委員） 

阿部と申します。ご報告ありがとうございました。 

質問なのですけれども、資料２の「本県のヘイトスピーチ対策に係る検討状況」の２（１）

個別対策の中に、相談体制の整備とありまして、現在神奈川弁護士会と実施に向けて調整し

ているということですが、これはどういうイメージなのでしょうか。例えば一人一人相談を

受けるとか、法的な対処をするとか、イメージのようなものを教えていただければと思いま

す。 

 

（事務局） 

今現在、直接ヘイトスピーチに困られている方の相談を、神奈川県弁護士会の御協力をい

ただいて、弁護士の先生から相談員として対応していただくことを考えまして、ご相談して

いる状況です。実際には、法的な措置等につきましては、その先につなげていくようなかた

ちになるかとは思いますけれども、基本的には弁護士の先生が相談員ということでもあり

ますので、そういった法的な解決に向けたご助言をいただくことで考えているところです。 
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（阿部委員） 

以前個別に弁護士の先生が、ネット上で攻撃に晒されて、大変酷い被害を受けたというお

話を聞きました。その弁護士の方は匿名のネット上の攻撃者に対して、きちんと遡って、攻

撃した方をつきとめて、それに対して損害賠償請求をすることを非常に丁寧に個々に取り

組まれたというように聞いています。 

逆にいうと、匿名という中で行われるネット上のバッシングというのは、非常に無責任に、

かつ辛辣に行われる傾向にあると思うのですけれども、被害者が望めば、そういうことも見

据えたかたちの個別相談を考えておられるのでしょうか。 

 

（事務局） 

当然ヘイトスピーチで困られて、それをやめてもらいたいといったことで、法的な手段を

含めてやり方が分からないというところもあるかと思いますので、そういった方法を弁護

士の方に相談員となっていただき、それを含めてご助言をいただいて、実際に対処すると。 

その先生に弁護を依頼するのは難しいかもしれませんけれど、次のことを御紹介いただ

くということで、あくまでも個人の方が、悩まれていて、何か対応する仕方が分からないと

いうことについて受け止めまして、具体的に相談にのっていただくというように、被害を受

けている方についての個人の相談ということで考えています。 

 

（鶴田委員） 

県民ニーズ調査が前年度より下がっていますよね。自治体の姿勢というのも、影響がある

のかなと思います。啓蒙活動ができていないし、県が各自治体への啓蒙活動をしないと、３

番目の「ネット上での差別的な書き込みの把握についても、確認していない自治体が多数」

の数があまりにも多いことが、ニーズ調査が下がっているのに繋がっているのかなという

気がしました。 

資料１で、今年になってと下線を引かれている部分については、皆条例が制定されている

ところですよね。ヘイトスピーチが認定されるというのは、川崎もその方向にある、それか

ら大阪市、東京都、大阪府が新たにそういった条例を施行するようになったということで、

そこで、ヘイトスピーチと認定されていることは、そういう目でみているから認定できるの

であって、神奈川県内の他の自治体のように、そういう条例が目に入らないということに繋

がってしまうのではないでしょうか。 

 

（座長） 

そうですね。人間の心理として問題意識がないと、言えない訳ですね。 

 

（尹委員） 

資料２の県内市町村の取組のところで、「自らの地域でデモなどが行われているかどうか
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は、行われていない自治体がほとんど（31）」というのは、つまり条例制定を予定している

川崎市や相模原市以外のところだと思うのですけれど、私が勤務している鶴見区でも、ＪＲ

鶴見駅でヘイトスピーチがあったと聞いています。ということは横浜市でもヘイトスピー

チがあったけれども、市は把握していないということになります。 

「把握していない」自治体では、「ヘイトスピーチが行われていなかった」というような

ことを事務局の方はおっしゃるのですけれども、それは事実と違います。横浜市鶴見区では、

申し上げたように、ヘイトスピーチがありました。横浜市は自分たちの取組むものではない

と、実際に横浜市はそこまでおっしゃっているのでしょうか。 

「把握していないから行われていない」ということではなくて、ヘイトスピーチがあって

も市や町として実態を受け止めていないということだと思いますし、「把握していない」と

いう情報を受け取った県が、「ヘイトスピーチがなかったからですね」というようなことを

言うのでは、本当に起きている事柄、現に人々が傷つけられて傷んでいる現状を全然見てい

ない、見ようとしていないということなのではないですか。 

そして、啓発活動と言うけれども、把握をしていないところで啓発活動をしているという

のは、「ヘイトスピーチがない」とおっしゃりたいのかと思えてきます。 

県としては、各市町にどのように啓発されていますか。そこを教えていただきたい。 

 

（事務局） 

県としてのヘイトスピーチの状況、デモや街頭宣伝活動について少し申し上げましたけ

れども、私どもも現場に行けているものもあればそうでないものもあります。 

懸念される団体の多くや、逆の側でも皆さんの活動としてネット上で発信をされていま

すので、そういったところを中心に確認をしているというのが現状でございます。 

おそらく他の自治体でも、県内の市町村においても、正直把握しきれるのかというところ

もあるので、そういう方法での情報収集に努めているところが多いのではないかなと思っ

ています。どういうことが行われて今どういう状況かというのは、我々としても大事だと思

いますので、そういう意味でも、確認はしているところではございます。 

ですが一方で、ヘイトスピーチそのものというのは、勿論それを攻撃する方を含めて、人

権の意識の醸成として、ヘイトスピーチを許さないということを、非常に傷ついて悲惨な思

いをしているということを理解していただくことが重要かと思っておりますので、啓発は

しっかりやっていきたいと考えています。 

委員の先生方からも、そういう言葉に触れられていないような、職域、要するに企業や教

育の現場でも必要ですし、様々な御意見をいただきましたので、できる限り手が届くような

視点を持って、啓発も実施しています。 

今インターネット上のターゲット広告を準備していますと申し上げましたのは、ネット

上で、差別的なことに興味を持っている人に対して具体的に広告が届くようにしたいとい

うように考えて、新たな取組をしていこうとしているものです。どのようなやり方がいいの
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かというのは、我々としても暗中模索の部分がありますが、当然ながら予算もございますの

で、その中で何かできるかというのを色々と考えながらやっているところです。それについ

ては、またこういった場で御意見を頂戴しながら、やれるところをやっていきたいと思って

いるところです。 

やはり啓発自身も大事だと思いますし、今取り組もうとしている相談、実際に困られてい

る方に直接届くように、その辺も含めてやっていきたいというように考えているところで

す。 

 

（坂田委員） 

ヘイトスピーチも含めて、神奈川県下の啓発活動については色々と議論があります。本当

に啓発活動が有効なのかどうかというところですね。 

推進会議なんかでも触れてはいるのですけれども、市町村ってまとめてやるというのは

難しくて、法務局も支局を通してやっているのですが、これから出てくるとは思いますが、

神奈川県下におけるヘイトスピーチを含めてね、人権啓発活動というのをどうやって有効

的な活動にしたらいいのかというのは、数年来一つの課題になっています。 

むしろ私は県の各地方事務局とか市町村とか法務局の支部とか、そういう間接機関を通

してやるというのが必要なので、県でも人権メッセージ展というのをやっているのですけ

れども、こういうものを県下でどういう風にやることができるのかということも含めて、検

討する必要があるのかなということです。 

だから啓発活動というのは案外難しいのですけれども、そういう風な姿勢は見せる必要

があるのではないかと思います。 

 

（岩船委員） 

先ほどターゲティング広告の話があったのですけれども、そういう傾向のものを見たり、

書き込んでいる人に対して、広告が表示されるという理解でよいのでしょうか。 

 

（事務局） 

はい、基本的にはそういうことでやってまいりたいと思います。 

 

（岩船委員） 

それは有料で広告を出すと言うことですか。 

 

（事務局） 

はい。 
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（岩船委員） 

どういうものになるかは分からないですけれども、意図的にそういうものを見たり書い

たりしている人に対して、「それはやめましょう」と言う広告が、果たして効果があるのか

と思いました。 

そういう意識啓発的なもので、効果が出ている前例があれば教えていただければと存じ

ます。 

 

（事務局） 

正直申し上げまして、他の自治体にも啓発の方法をお聞きしたところ、皆さん苦慮されて

いまして、なかなかこれだという方法もなく、悩ましいところです。 

今岩船先生がおっしゃられたようにですね、ターゲティング広告というのはよそではや

っていないので、我々が初めてかと思いますけれども、正直に申し上げまして、その程度か

というご心配のところもあろうかと思います。 

ただ確かに意図的に書き込んでいる人もいるとは思うのですが、面白半分に結果につい

て分かっていなくて便乗する若者とかもいるのでないかと思いまして、ただ一般的に皆様

の目に触れるようなものを今までやってきたし、今後もやっていきたいと思うのですけれ

ども、それ以外にその辺の興味を持っているけれども、それは大変な人権侵害なのだよとい

うことを届けたいなと思いまして、何か手段がないかと思い、今回ちょっとやってみようか

と今準備しているところです。 

状況については初めてのことなので、不明のことを確認しながらやっていきたいとは思

います。 

 

（尹委員） 

さっきから本当に温度差があると感じています。申し訳ないですけれども、当事者として

は、「ちょっとやってみようかな」とかそういう次元ではなくて、日 「々心が殺されている」

現実があるわけです。何回も何回もヘイトスピーチについてこの懇話会で議論しているの

ですけれども、施策につながっていかない。 

条例はどうするのか。 

憲法学者もいらして、弁護士の方もいらして、専門家の方もいらっしゃいます。「当事者

の声が必要」とのことですが、現に傷ついた当事者が声を上げ、裁判もしているではないで

すか。また、私も、非力ながら、この場で、当事者として声を上げているつもりです。 

ちょっとやってみようとか、そんな気はないけど若者たちがとか、なんで若者のせいにす

るのですか。現にヘイトスピーチにかかわっているのは若者だけではありません。ヘイトス

ピーチが怖いのは、少数の人がやっていることだなどと軽く見ているうちに、「そこまでや

ってもいいんだ」という感覚が、ネットを含め、社会のなかにいつの間にかつくられてしま

うことだと思います。事務局の見解を聞いていると、「そこまでやっていいんだ」という雰
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囲気がつくられていることに対する危機感が薄すぎると思います。すごく温度差がありま

す。 

 

（事務局） 

申し訳ありません。 

 

（尹委員） 

ヘイトスピーチに対するあなた個人というよりも、神奈川県がヘイトスピーチに対して

本気で取り組もうとしているのかというのが全然見えてこない。何故私を呼ぶんですか。何

故ここに皆集まっているんですか。 

 

（事務局） 

これまでヘイトスピーチについて３回御意見を頂いて、正直に申し上げて、その間県が何

をやってきたのというと、普及啓発とかその程度だったかと思います。 

ここでボールをこちらに渡されたという中で、じゃあ今までの状況をおさらいして、県内

の状況をもう一度確認して、どこに穴があるのかというのを、この７月からずっと作業して

きております。 

先程 33 市町村中 31 がやっていないという話を、例えばメッセージ展を市と連携してや

るといった具体的なお話もいただきましたが、まだそれぞれ実際の当事者として、直接やっ

ているところ以外の関心という差は正直感じます。 

どうやって答えていくかというか、市町村がどうやって普及啓発して、皆さんにこの問題

を真剣に捉えていただくか、あるいはターゲティング広告についても、全員に響くとは思っ

ていない。ちょっとしたことで書きこんでしまうことが拡散するおそれがある中で、入口で

気が付いてもらおうということで始めたものですので、試しに始めたとかそういうもので

はなくて、どこから芽が広がっていくかというのを幅広くやっていく必要があるのかなと

いうところで我々考えております。 

ただ先程の市町村の話もそうですが、穴はいっぱいあります。 

これをどのように効果的な施策をやっていったらいいのかというのは、是非皆様に課題

提起していただいて、次の施策に反映していきたいと思っています。 

普及啓発も、なかなか自分事として受け止めていただけないというのを感じていますの

で、どうしたら感じていただけるのかというところは我々も考えています。 

 

（尹委員） 

だからもう何回も言っています。条例を制定しましょうって。条例を作らないとこれは止

められない。啓発でできないなら条例を作らないと。禁止や罰則つきの内容で。川崎市がこ

こまでやっているのに、神奈川県がどうするのか。 
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もうこれで何回目ですか。初めていらっしゃったから分からないかもしれませんが、そう

だとしたら、条例を準備している川崎市にヒアリングに行かれてはいかがでしょうか。県が

施策をつくるということは、大きな象徴的な意味があります。「ここまでやっていいんだ」

という雰囲気を防ぐ大きな効果があると思います。 

 

（事務局） 

６月の県議会でも、「条例を含めてこれから効果的な対策を検討していく」と。 

条例になりますと、法律になるのですね。それだけ広域自治体としてやるようなところの

調査については相当必要なのですね。県内でどのような立法事実があるのかというところ

を調査しています。 

本当に条例が、基礎自治体ではなく広域自治体でやることの効果があるのかというとこ

ろを考えています。今東京、大阪でやっていますけれども、大阪は理念でしょというような

中でまだ結論が出ていない。 

 

（鶴田委員） 

このヘイトスピーチについて始める 2回目か、最初でしたっけ、知事から条例について話

し合ってほしいということがあって、話し合いが始まったような気がするのですが、違いま

したか。その前にも話していましたが、そういう具体的なことがありましたよね。 

それで、神奈川県も条例の策定の方向に向かっているのだとそのような雰囲気になりま

した。じゃあその後どうなっているの、という感じが今おっしゃった気持ちに繋がっている

と思うのですね。 

勿論他市の状況、他県の状況、調べながら神奈川県はどうしていくのかというのを、行政

としてはやっていらっしゃるのかと思うのですけれども、今現実に困っている人がいて、今

被害に遭っている人がいて、神奈川県内で市町村ごとに見れば違いがあるかもしれません

が、県内でそういうヘイトスピーチが横行しているのだという事実がある訳ですよね。 

それで知事がそのような指示を出したのだな、と希望を持って私たちは話し合ったので

すが、具体的には何も進んでいないのではないか、という気がして残念です。 

 

（榎委員） 

スピード感を持って、県が目に見える施策を行っていないのではないかというご指摘だ

と思います。 

それは色んな感じ方があると思うのですけれども、将来ヘイトスピーチに特化した条例

を作るのか、あるいは人権全般にわたる条例を制定する中でヘイトスピーチ対策を盛り込

むのか、どちらかわかりませんけれども、何かしらの条例制定を考える上では、やはり条例

だと事務局から説明があったように法レベルになるので、地方公共団体としては取り組む

べき、検討すべき点があるのだろうと。 
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今日資料２で「本県のヘイトスピーチに対する検討状況」というのが出てきたのは、条例

の制定の動きについて私が答える立場ではありませんが、制定をする上で検討すべき点を

他の事例等々を参考にしながらまとめたというのは意味があるのではないかと思って、今

日は見ていたのですけれども。一つのこれまでの成果なのかなと。 

私は 14期からしか参加していませんけれども、一応一つの形になって、これからなのか

なと感じています。弁護している訳ではないですが。 

 

（阿部委員） 

資料２の１ページにネット対策で、インターネットモニタリング等について記載がある

が、インターネットを覗いてみると本当にひどいですね。 

差別、ヘイトスピーチが、繰り返し、これでもかという内容が結構載っているのですけれ

ども、地方法務局にプロバイダに関する削除要請をした、その結果削除されたというのがど

のようなかたちで確認できるのか。 

要は削除の要請をして、削除されたら効果は上がるけれども、全く削除されずにそのまま

垂れ流しになっているのであれば全く効果がないと思うのですが、その辺はどうなのです

か。 

 

（事務局） 

削除要請は実際には、法務局がその内容をまた審査をいたします。 

我々でこのサイトのこの部分が問題だということをチェックして法務局に提出しまして、

それで法務局が審査をしまして、それで削除するかどうかという判断になるのですけれど

も、それについて審査の結果というのは、残念ながら我々が当事者ではないので、情報提供

が受けられないのですね。何度も法務局にはお願いしているのですけれども、それはどこの

自治体でも同じ状況です。 

当事者が訴えた場合には当然当事者に対して審査した結果が伝えられるのですけれども、 

自治体は第三者ということで、それについては結果が頂けないので、実際にそのサイトを見

て確認するしかないということになります。 

ただ審査にはやはり相当時間がかかるそうで、法務省が考えている削除の基準というの

が、相当具体的に、例えば地域が特定されていて、被害を受けている方がある程度特定され

ているとか、前後の文脈の内容とかですね、細かく色々とあるとは少しお聞きしています。 

そういった審査をされた上で判断をされて、プロバイダに対する法務省からの要請とな

りますが、法的には権限がなくて、あくまでも要請なのですね。そこに法律上の制約があり

まして、それを受けて、プロバイダがそれに応じるかどうかというのも強制力がないもので

すから、その観点もございます。我々もその点をクリアしないといけないと思いましたので、

法改正も求めているところですが、いくつか課題があるところでございます。 

ただネットモニタリングをすることで、状況として相当酷い書き込みがありますので、そ
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れを見つけていって、国に訴えていくということは必要だと思いますので、やってまいりた

いと思っております。 

また、削除されるように国に強く言っていきたいと思っております。 

 

（阿部委員） 

ありがとうございます。 

今のように法務局が、第三者とはいえ自治体の要請に対して開示しないというのはある

意味でこの制度の形骸化を意味する側面を持つと思うのですね。 

そういう意味では引き続き法務局に対して、自治体として責任を持った要請に対して結

果を開示すべきという働きかけは是非していただきたいです。 

全体として法律が理念法だということで、役に立たないのではなく、実を入れていくこと

が必要だと思うのですよ。実を入れていく取組が必要だと思うので、一つ一つの取組につい

ては粘り強く、是非取り組んでいただきたいと思うのです。 

やはりこの懇話会の方向が、有効な条例策定の方向へ向かっていると思いたいので、その

辺も事務局も色々と大変でしょうけれども、そういう方向を共に向かっていただきたいな

というふうに思います。 

 

（事務局） 

先程の国に具体的に訴えていくという話につきましては、実は法務省、あるいはプロバイ

ダ責任法を所管する総務省等他の官庁と、ヘイトスピーチ対策について自治体が一緒の会

議の場があります。 

会議には他県からも出席していまして、同じモニタリング、あるいはプロバイダに対する

自治体の関わり方の法の制限があって、情報共有が得られないという辺りについて、強く訴

えております。引き続きしっかりとやっていきたいと思います。 

 

（佐藤委員） 

広報活動ということで広く県民の方にされることも勿論ですが、やはり教育活動、集中的

に教育で人権侵害ということで根付かせていくためにということで、教育活動は非常に大

事なのかなと思って伺っておりました。 

その中で資料３の「『外国籍県民の人権』に関する研修講座の受講者の感想」について、

先生方の御意見として拝見していました。 

この研修に集われる先生は、人権啓発の担当の先生方と理解していたのですが、それでよ

ろしいでしょうか。 

また、人権教育担当の先生方でさえ、ここまでわかってらっしゃらないのだというのを改

めて知って、正直驚いたものではあります。 

人権教育担当の先生方ですら知らなければ、教育活動というのが本当に根付いていかな
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いのではないのかなと。 

非常に人権侵害に対して軽々しく考えているというのが、大きな問題なのです。 

それを皆さんたちそれぞれに人権が与えられているのだということを考えていただきた

いのが想いとしてあるので、人権教育担当の先生方に集中投下で色々状況を知っていただ

くということも勿論必要でしょうし、あるいは普通教科の担当の先生も含めて、どういった

教育活動というものを、教育の中での広報活動ということを、是非県としてお考えいただき

たいと感じています。 

ぜひどういう先生がお集まりになっているか教えていただきたいと思います。 

 

（教育局行政課） 

まず資料３の１「指導者養成研修講座」ですが、これは人権教育研究指定校でまとめ役の

先生方とかあるいは各自治体の教育指導主事の方々などが、初めてなられた時に参加して

いただきます。正直に言えば人権の初心者マークがついた状態でやってきて、ここで１年を

通して学んでもらう期間として、この外国につながりのある生徒のことも行っていただく

という状況です。 

２「スキルアップ研修講座」については、これも各県立学校から来ていただく人権教育の

担当の方なのですが、正直なことを言うと、どのように選ばれてきているのかというと、学

校の都合で選ばれている先生方です。ですからものすごく熱心の方もいればそうでない先

生もいると思われますが、その中で自分たちがこの講座で行ったことを、最終的にはそれを

校内の先生方にミニ研修を実施するというかたちで行っております。 

今年度報告書が上がってくることとなっておりますので、その実践を通して、どのような

かたちになっているのかを一度見極めたいと思っております。 

ミニ研修の制度は今年度から取り入れていますので、状況としてはまだつかめていない

のが正直なところです。 

３「県立学校人権教育研修講座」ですが、これも学校における人権、県立学校の人権教育

担当者、あるいは副校長、教頭等の管理職も参加した研修でございます。かなり知識として

はあるようなので、感想がさらっと書いてある傾向がありました。実際には全学校参加の研

修ですので、必ず学校に持ち帰ってもらうようにしております。ですので、必ずそこでは復

命が行われ、伝達講習というかたちで、職員会議の前後などで必ず報告するかたちで学校で

は行われています。 

ただ人権教育担当者の、正直なところ、我々のところでこういった形で、ちゃんと伝達講

習も含めてできるような体制を、先程のミニ研修も含めて作り始めたばかりですので、申し

訳ありませんが、少しだけ効果が現れるのを待っていただけないかと思っております。 

 

 

（櫻井委員） 
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いくつか質問させていただきたいのですが、まずネット対策でモニタリングを行ってい

るというのは、どれくらいの時間どれくらいの人数でなさっているのか、その辺りをお聞き

したいと思います。 

また、啓発活動なんですけれども、私は神奈川県に住んでいて職場もこの辺りなのですが、

あんまり啓発のポスターなり広告なりをお見掛けしないように思うのですね。 

この資料で見ていましても、チラシを関連イベント、講演会、研修会で配布しているとあ

るのですけれども、そういうところに来られる方だけに配布されても、行きとどかないと思

いますし、この短い６日間の期間だけＦＭ横浜でラジオ広告しても、どこまでだろうと。ち

ゃんと広く行うべきではないでしょうか。 

私は法務省の「ヘイトスピーチ、許さない」のポスターはたまに見かけることがあります。

でも神奈川県の「ヘイトスピーチ、許さない」のポスターは見かけたことはありません。 

周知や広報が、全く実効性を伴ったかたちではなされていないのではと思いまして、その

辺も工夫をしていただきたいなと思いました。 

 

（坂田委員） 

実は横浜市営地下鉄あるいはＪＲでは人権のポスターをなかなか貼らせてくれません。

私たちは努力しているんですが、なかなか貼らせてくれません。聞いたら市営地下鉄は横浜

市交通局が行っているが、運行している地下鉄の判断だということです。 

例えば私は青葉区に住んでいますが、あざみ野駅でも貼らせてくれる場合と貼らせてく

れない場合がある。関内もそうです。桜木町の駅長は非常に理解があって、人権に関するこ

とはどんなことを頼んでも対応してくれるのですけれども、ＪＲ東日本の横浜支店の幹部

の方たちが、非常に理解があるのではと私は思っています。 

結局担当する人たちの理解度とか認識によって、相当違っていきます。 

 

（櫻井委員） 

そういったことを言っている場合ではないと思います。そうであれば、県の人が然るべき

対応して、広告扱いであるならば、お金を払って広告として貼らせてもらうとか分かりませ

んけれども、そういったことを言っている場合ではないのですか。 

 

（座長） 

無料で貼らせてもらっているということですか。 

 

（坂田委員） 

そうです。お金がないので、無料で。 

 

（櫻井委員） 
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県は県でお金がある訳ですから。 

 

（事務局） 

今話題になりました啓発関係は、ポスターそのものは、デザインは法務省の作成した黄色

いものを使っていることが多いです。県オリジナルのものは、車内のポスターを、車内広告

をしたときにオリジナルの図柄を作りまして、お写真が、資料４Ｐ11にございます。 

常に目につくようなところにないということで、我々も様々にやってはいるのですけれ

ども、ホームページもそれ専用には作っておりますが、なかなかお目に触れていないことは

反省点かと思っています。チラシそのものは国のデザインで作成して、お配りしています。 

モニタリングについての質問の回答ですが、現在のモニタリングは、週２回、１回にあた

り 3.5 時間というやり方で、人権の関係で活動されている団体に委託をするかたちで実施

をしてございます。１台のパソコンで、半日（3.5時間）週２回ということで契約していま

す。 

毎月委託している団体と我々で会議を設けまして、その内容の報告を受けながら確認を

して、我々の目でも確認をした上で、国に対して一定程度まとめまして、要請をしていると

いうそういう流れになってございます。 

実際にやっていく上で、検索ワードで変わっていきますので、５月から始めまして、状況

によって増やしていきながら、差別的な書き込みを確認するようなかたちで、そこは実際に

委託している人権団体で工夫をしながらやっていて、その内容を我々と一緒に確認をしな

がら考えていっているという状況でございます。 

 

（座長） 

中村さんは何かございますか。 

 

（中村委員） 

はい、委託の方より私の方が詳しいと思います。 

５か月で 135 件というのはあまりにも少ないのかなと。これは多分具体的に Twitter と

かの SNS を見ていくと、１時間に 135 件以上は差別的な投稿はされているのではと体感的

に感じます。もう少しモニタリングの精度を上げた方が良いと思います。 

また、プロバイダに対する削除というのも一昔前のやり方で、今というのはいわゆるクロ

ーズドな SNS のサイト、Twitterとかもそうですけれども、プロバイダに言ったところにも

何も意味がないというか。 

SNS だと書き込みを見た人が、「この書き込みは良くないです、削除をしましょう」みた

いなことを通報できるのですね。どちらかというとそういうことができるということを啓

発して、良識ある人たちによくない書き込みを見たら通報しましょうというかたちで誘導

した方が全体的には効果が出るのかなと思ったのが一つです。 
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もう一つは、検索ワード、検索ワードとおっしゃっているのですが、今のトレンドは写真

や画像に文字を入れ込んで、所謂差別的なことや悪いことを書いたのを貼り付けて色々な

ことを拡散しているケースが多いので、単語とか文字で検索しても、そういうものはひっか

からないです。 

多分高度な AI技術等を駆使すれば、そういったところから文字を拾って検索するという

ことができるが、おそらくそういうことをするにはすごいお金がかかるので、検索ワードを

多様化してもあまり意味はないと思います。今画像や短い動画、２分間の動画で悪いことを

書いているのが、文字を伴わないものでのヘイトがトレンドになっていると思います。 

あとクローズド、所謂会員しか見ることができないサイトだと、我々が外部から検索した

ところで全く追いきれないのですけれども、所謂ヘイト的な感情というのはそういうクロ

ーズドな環境で燃えあがるところがあると思うので、そういったところにうまく介入する

方法を、どうにかして考えていくといいのかなと思いました。 

簡単にまとめると以上です。 

 

（座長） 

ありがとうございます。大変参考になる御意見ではないかと思います。 

最近はやはりネットは写真の方が効果的で写真が主流になっているとのことで、写真に

よるヘイトスピーチは新しい方法だと思いますので、やはりそれについても取り組まなけ

ればいけないのかなと思います。 

座長としてではなく個人的な意見を言わせていただきますと、まず神奈川県というのは

長年各県の中でも積極的に取り組んできた県だと私は認識しております。例えばこれから

ご説明のある人権施策推進指針というのは、これは全国でも早くに取り入れられて、たぶん

トップに近かったのではと思います。 

それから当時は、平成 5,6年には人権担当部長という大変ランクの高い方を置かれて、人

権について積極的に取り組まれてきた県だと認識しています。 

一方ですね、神奈川県は大変大きな人権問題、全国的な人権問題、川崎市を中心に行われ

ているヘイトスピーチが代表的ですが、人権侵害が県に起きていると。 

全国の中でも被害の大きいヘイトスピーチが行われているところだと思います。 

またご説明にありましたように、相模原市の津久井やまゆり園の事件、ああいうまさに人

権侵害の最たる事件を神奈川県は経験をしていらっしゃるのですから、私は全国に先駆け

てですね、人権の被害が大変酷い県で、またこれまでの伝統があるのですから、全国の模範

となるような、各県がこうしているというよりもむしろそれの上に行くような人権施策を

正面に出していただく必要があるのではないかと思っております。 

たまたま昨日私は東京都の検討会に出席しました。東京都は既にヘイトスピーチを含め

た人権条例を作られています。昨日の検討会は 17 時からはじまりまして、なぜ 17 時かと

いうと小池都知事がその時間であれば出席できるということでして、都知事は最初から最
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後まで私たちの話を聞かれていました。 

検討会で何をやったかというと、東京都の、社会で孤立している人とか、生活で困窮して

いる人に対して、ダイバーシティとインクルージョンを高めるための検討会なのですが、都

知事は最初から最後まで熱心に聞かれていてですね、最後に「私は来月条例を提出します」

と言われた。 

東京都の場合はヘイトスピーチ条例とともに、ダイバーシティとインクルージョンを東

京都で定着するための条例を来月都議会に提案されるということです。非常に熱心に取り

組まれていると思いました。 

神奈川県も大変大きな問題を抱えているわけですから、全国のモデルになるようにやっ

ていただければと期待をしております。それは神奈川県の本来の伝統であったのではない

かと思います。 

それからもう一つはですね、私自身５月にオランダに行ってきました。 

オランダの状況を視察してきたのですけれども、オランダはご存知のように 20％が外国

出身なのですね。ですからダイバーシティを尊重し、このような人たちと一緒になって生活

をしない限り、オランダという国は成り立たない。生活の中でお互い助け合いながら生きて

いる。オランダは常に、安楽死の問題や LGBT の問題だとかに積極的に取り組んでいて、世

界のトップにいる国だということで行ったのですが、そういうことを目のあたりにしまし

た。 

実際、オランダはそれが故に国家が繁栄しているのですね。経済面もダイバーシティを重

んじているから、外国人出身の人と一緒にやっているから伸びている。経済競争力もオラン

ダは世界４位で、日本より上です。それから一人当たりの GDPも日本より３割以上高いです

ね。そういうものの原動力というのは、このように多様性のある人が一緒になって生活をし、

働いているからだと思います。 

そういう面で多様性を求めることになれば、決して鉄道会社がなかなか協力してくれな

いということはなく、むしろ鉄道会社は協力した方が、客が集まるのではないかと思います。 

経済力、社会の活力は、多様性を高めるからこそでるので、神奈川県もこのようにやって

いただくと元気の出る県になるのではないかと思います。 

最後に３点目、啓発活動、活発にやっていらっしゃるということは分かるのですけれども、

私はそれとともに今知識の段階で留まっていては、不十分でないかと思います。 

私は人権問題については、次の行動といいますか、特に小さい、幼稚園とか保育園とか低

学年の学生の時に障がい者のお子さんと接するとか、そういうように実際に活動をすると

いうところが、先程のご説明だとなかなかそういうところが読み切れないですけれども、こ

れはやはり小さい子の方のが、効果があるというように感じています。 

啓発活動の中に座学だけではなく、こういう障がい者との交流ですとかそういうものが

ないと分からないですよね。私自身はこういう分野に 54年間に浸かっておりますので、精

神障がい者の人や発達障がい者、元受刑者の人と接していて、今ではわだかまりなく接して
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いますけれども、やはり初めての人は元受刑者の人だと構えたりするわけですね。 

実際の活動というか行動ということは知識とともに重要ではないかなと思っております。 

以上私の個人的な意見です。皆様の意見を総括したものではありません。 

他に御意見がありましたらお願いします。 

 

（尹委員） 

資料２の統計の中で、外国籍の人数が出てきました。一時に比べれば韓国籍の数は減少し

ています。しかし、内実は、国際結婚により外国人につながる人が増えている。日本籍だけ

れどもおうちの中ではおじいちゃんが韓国人だとか、お母さんがオランダ人だとかそうい

うかたちで、外国籍県民とよく言うけれども、家の中が今多様化しているのが現状で、国籍

だけでは見えない現状があります。だから県内の教育現場でもかなり前から「外国につなが

る子どもたち」という概念で取り組みを進めてきていると思います。 

ヘイトスピーチの問題についても、「外国籍」の人が痛い思いをしているだけではなくて、

もっと見えないかたちで、家の中で傷ついている子どもがたくさんいます。自分のお母さん

を誇れないとか、自分の韓国人のお母さんを好きになれないという、そういうような状況が

ある。ヘイトスピーチを受けるのは「日本人」でもあるのです。 

マイノリティの人を助けるのではなくて、マイノリティとマジョリティの境目はそれほ

ど明確ではないということを受け止めて、まさに自分事として、県民全体として取り組まな

ければいけないのではないかなと思います。 

 

（座長） 

本日は事務局が規制を伴う対策については、様々な課題が提示されましたし、また、皆様

から条例についても積極的に検討してほしい、取り組んでほしいという御意見など大変参

考になる御意見もいただいたと思います。 

事務局には今回多くの意見が出て、整理するのが大変だとは思いますけれども、委員の意

見を参考に今後取りうる対策を考えていただき、実施する運びとなった際は、またこの懇話

会で報告していただければと思いますが、よろしいですか。 

 

（事務局） 

承知しました。 

 

（座長） 

よろしくお願いします。 

それでは、議題２「平成 30年度かながわ人権施策推進指針取組状況報告について」事務

局より報告をお願いします。 
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（事務局より説明） 

 

（座長） 

続いて、議題３「令和元年度の人権啓発事業等の方向性について」、事務局より説明して

ください。 

 

（事務局より説明） 

 

（座長） 

ただ今の、議題２の報告内容及び議題３の説明内容について、限られた時間しかありませ

んけれども、ご質問やご意見があればお願いいたします。 

 

（阿部委員） 

本日は神奈川県の教育委員会の方もおられますが、実は子どもたちに対する性教育をき

ちんと復活させていただきたい。 

というのは、児童生徒に対するですね、セクシャルハラスメントだけではなく、性暴

力、強制わいせつ、強制性交罪に該当するような被害がかなり散見されるようになってき

ています。 

この間、昨年の10月から私も支援していた被害ケースが、加害者が強制性交罪で4年の

実刑が、それで控訴しないということで確定しました。 

それはいわゆるセクシャルハラスメント、さわるとか、様子を見るとか近づくというこ

とから、強制わいせつに進み強制性交に発展していくという。それで子どもたちは自分が

何をされたか、言語化できないんです。 

自分のいわゆる水着を着たときのプライベートゾーンについて、プライベートゾーンは

大切だから人に覗かれたりさわらせたりしていけないよという最低限のことでもいいか

ら、自分を守ること、自分のプライベートな体のことを言語化できることを学んでいかな

いとですね、ここ10年15年性教育が頭からばっさり禁止されていますから、子どもたちが

嫌と言えない、何が嫌かも表現できないというような状況がきています。 

県教委が毎年高校生13万に対するセクシャルハラスメントのアンケートを行っているこ

とは大変評価しています。先生に触られた。それから先生から冗談や性的なからかいがあ

ったということがありますけれども、スクールセクハラのこのパンフレットは平成23年で

ストップしています。これもぜひ最新のものに書き換えていただきたい。 

また、やっぱり県が音頭とって横浜川崎相模原といった県内の自治体の教育委員会に、

どういう性被害が、児童、生徒も含めてどういう問題があるのかというのを集約して一緒

に対策を立てるということをぜひやっていただきたい。 

これは本当に子どもの人権問題として、子どもの一生に大きな傷を残しかねない問題だ
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と思いますので、ご検討をお願いしたい。 

 

（座長） 

事務局から何かございますか。 

 

（教育局行政課） 

確かにリーフレットという形ではないのですけど、今、毎年４月に相談窓口含めた形で

啓発資料を全生徒に配付して、行っております。それは阿部さんもご存知かと思うのです

が、立派な冊子ではないのですけど、生徒が直接どこに相談したらいいのか、あるいはこ

んなことは駄目だよねっていうものを書いたものを４月に、それからアンケートを実施す

る、12月から１月にかけてそこも合わせてもう１回出しています。 

そういった形で今やっていて、今、生徒のセクハラに対する認識はかなり上昇していま

す。だから、皆さま方の中には、こんなこともセクハラってものも生徒は受け取っている

ようなことが起きていて、例えば、先生が机間指導で生徒が行っている様子を覗くのも不

快だったということを回答に寄せたりとか、あるいは、男の子が男の子の生徒に触られ

て、自分は不快だったとか、そういった回答も出てきたりしています。 

生徒の感覚がものすごく鋭敏になっているのに対して、教員の側の意識向上が、ちょっ

と遅れている、追いついていっていないのが今の現状ということはあります。 

ですから、私たち教育委員会が考えているのは、むしろ教職員の方の意識向上の方がま

ず、すごく大事であって、生徒の方はその辺については理解していて、相談窓口について

も今年は、民間団体でありますが、BONDプロジェクトというところにお願いして、ライン

相談をできるような形にしたりとか、そういった工夫をさせていただいておりますので、

生徒は相談できる状況にはなっているとは思っております。 

 

（櫻井委員） 

すみません。県民ニーズ調査のことなのですけど、やっぱり何人ぐらいに調査をしてい

るのかというのを知りたいです。 

先ほど質問項目を４つ教えていただいたのですけれども、なんか同和地区に関する質問

が２つあったりして、質問項目の精査があってもいいのかなと思いました。 

というのも例えば、「自分が差別されたり、人権侵害を受けたことがありますか」、ある

いは「差別を見聞きしたことがありますか」とか、そういう質問項目があってもいいのか

なと思いまして、せっかく行っているニーズ調査なので、内容を充実させていただけたら

なと思いました。 

それから、これはこの人権の課題として、子ども、女性と始まって、10個あるわけなの

ですけれど、この中に、労働者の人権というものがないというのがちょっと気になりまし

た。やはり今ブラック企業とか働き方の問題で人権侵害というものが非常に大きな問題と
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なっていると思いますので、そういうことも人権の課題として取り上げていただいた方が

いいのかなと思います。 

 

（事務局） 

県民ニーズ調査は、対象は3,000人で実施しています。 

内容につきましては、例えば全体でいろんな県の各課題について調査しますので、なか

なか人権としての項目設定に限界があるところなのですけれど、より充実できるような形

で、次回も対応していきたいと思っております。 

今の労働者の関係については、やはり指針の組み立てで今ご報告申し上げていますの

で、またこの人権指針そのものの改定の際にご議論をいただきながらやっていく必要があ

るかなというふうに思いますので、またよろしくお願いします。ありがとうございます。 

 

（佐藤委員） 

12ページのかなライン、いわゆる性暴力性被害の方たちのワンストップ相談という非常

に先進的な取り組みをされているところの昨年度の相談件数だと思いますけれども、これ

は前年度よりも増加しているという理解でよろしいでしょうか。 

実は増加していて、相談を、申し訳ないですけれどもお断りもしなければいけないよう

な状態になっているということを聞いているのですね。 

阿部委員がおっしゃっていることに本当に共感するのですけれども、社会的な背景とし

てMeToo運動に始まり性暴力に対する意識が高まっている反面、実は大学生自体も性暴力

は何なのかっていうのを知らなかったりしていて、性教育は本当にどういう風に行われて

きているのだろうと。 

今どきの大学生ですらやはり知らないことが多すぎるというふうに思いますので、これ

もまた改めてなんですけれど、教育活動の性教育ということが、生殖活動に対しては性教

育がなされているけれども、性暴力、性被害ってことに対しての教育活動はなされていな

いってことを大学生から聞いているので、やっぱりそこに特化していくってことはとても

大事なのかなと。 

その入口としてかなラインのあり方っていうのは、相談が増加傾向にあるということ

は、ここがかなり周知されていて、相談しやすい一番の窓口なのだということが、そんな

に相談が増えているってことも含めてお聞きいただければいいかなと思いました。 

以上です。 

 

 

（座長） 

ありがとうございます。それではまたご意見もいろいろあろうかと思いますけれども、

予定した時間が参ったようです。 
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資料4の48枚目のスライドには、懇話会としての意見を書く必要があるということにな

っております。既に数項目出ているわけですが、今日のご議論を踏まえてこれも加えたい

なということがあるのではないかと思います。それについてはできるだけ早急に事務局に

追加的にお寄せいただければよろしいのではと思います。 

そして、出た意見につきましてはまとめなければいけませんけれども、まとめに関しまし

ては、恐縮ですけれども、座長に一任していただいてよいでしょうか。 

 

（一同了承） 

 

それではそのようにさせていただきます。 

本日は大変充実した内容になったと思います。 

最後に事務局から連絡事項等がありましたらお願いします。 

 

（事務局） 

本日は様々な貴重なご意見いただきましてどうもありがとうございました。 

次回の開催につきましては、事務局で調整の上、日程等について改めてこちらからご紹

介させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

以上でございます。 

 

（座長） 

それでは本日の会議はこれで終了させていただきたいと思います。 

お疲れ様でございました。 


