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インターネットと人権
～インターネットの向こう側にも、必ず人がいます～

　インターネットは手軽に利用でき、情報収集やネットショッピング、ＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキング・
サービス）を活用したコミュニケーションなど、私たちの生活と切り離せないものになっています。
　しかし、インターネットの使い方によっては、人の心を傷つけてしまう場合もあります。非常に便利で

用しているインターネット。インターネットと人権用用ししててていいるるイインンタタ ネネッッッットトトト。。。イイイインンタタ ネネッットトとと人人人権権権

スマートフォンは便利！でもトラブルも・・・
　パソコンやスマートフォン、携帯電話などを使って行うイ
ンターネットは、遠くの人と交流できたり、さまざまな情報
を調べることができたりとコミュニケーションの輪が広が
り、生活が便利になります。特にスマートフォンは操作が簡
単で手軽に利用できることから、総務省「平成27年通信
利用動向調査」によると、スマートフォンの世帯保有率は、
上昇し続け過去最多となっています。
　しかし、一方でインターネット上でのトラブルも多発して
おり、他人への中傷、無責任なうわさ、個人情報の無断掲
載、差別的な書き込みなど、人権やプライバシーの侵害に
つながる情報が流れています。
　法務省『平成27年における「人権侵犯事件」の状況につ
いて（概要）』によると、平成27年中に全国で新たに救済手
続きを開始した人権侵犯事件の件数は、20,999件で、対前
年比で3.3％減少しているにも関わらず、インターネットを利
用した人権侵犯事件の件数は1,736件で、対前年比で約
21％も増加しており、過去最高の件数を記録しています。 

スマートフォンの世帯保有率とインター
ネットを利用した人権侵犯事件数の推移

出典：総務省「平成27年通信利用動向調査」、法務省『 平成
27年における「人権侵犯事件」の状況について（概要）』
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こんなこと、していませんか？
●嘘や不確かな情報を書き込んでいませんか?
→嘘の書き込みは、当然許されません。また、不確かな情報も一人歩きをして正しいことのように拡散する
恐れがあります。

●知り合いの写真や情報を無断で掲載していませんか?
→写真は、撮影時の設定によって撮影場所などの情報が含まれている
ことがあります。一緒に写っている人の自宅などが特定され、迷惑行
為や犯罪被害につながる危険があります。 

●匿名性を利用して相手を傷つける書き込みをしていませんか？
→インターネットは匿名で書き込むことができますが、被害者からの
訴えがあれば、発信者が特定され処罰されることもあります。

インターネットで傷つけない、傷つかないためのチェックポイント

相手も自分も守りましょう
　インターネットのおかげで、容易に情報収集
や情報発信を行うことができるようになりまし
たが、その反面、気付かないうちに他者の人権や
自分の人権が侵害されてしまう場合があること
を忘れてはいけません。
　インターネットは早いスピードで進化し、どん
どん使いやすく便利に
なっていますが、使用す
る時には、画面の向こう
側にいる相手の人権を
尊重することを忘れず、
自分も相手も守りなが
ら正しく使いましょう。

子どもたちをとりまくインターネット
　子どもたちの間で友人などとのコミュニケー
ションツールとしてインターネットを使用すること
が多くなっています。しかし、そのやりとりの中で
嫌がらせやいじめも発生し、時には命に関わるほ
どの深刻な事態になることがあります。
　子どもたちのインターネットトラブルを防ぐには、
人権やモラルについて家族で話し合ったり、インター
ネットの利用ルールを決めることなどが大切です。
　また、子どもたちは、インターネットでの嫌がら
せやいじめについて悩んでいるかもしれません。
普段の会話から子どもの置かれた状況を察知で
きることもあります。子どもとの何気ない会話を
大切にしたいものです。

「インターネットと人権～インターネットの向こう側にも、必ず人がいます～」
についてのご意見・ご感想は、人権政策課へ

　382-9011　　382-2214 　　jinkenseisaku@city.suzuka.lg.jp  

相手を傷つけないために
●悪口や差別的な内容は書き込まない
●人を傷つける言葉は使わない
●根拠のないうわさ話を掲載しない
●他の人が写っている写真や動画を勝手に
掲載しない

自分自身を守るために
●安易に自分の写真や個人情報を掲載しない
●不審なサイトを閲覧しない
●規約を理解した上で会員登録をする
●知らない人からのメールや添付ファイルを
開かない
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～これらは人権侵害にあたる場合があります～



2016・12・54

人　権
市内小中学生を対象に募集した

「人権に関する作文」からその代表作品を紹介します。

　同じクラスにA君がいます。A君は時どき言葉づ
かいがあらくなり、友達とけんかになることがありま
す。わたしは、そんなA君を少しらんぼうな子だな・・
と思っていました。
　一学きの終わりにＢさんが転校していくことになり、
お別れ会を開くことが決まりました。お別れ会が
近づいたある日、わたしはA君の家の前を通りました。
そうするとA君が出て来ました。Aくんはわたしに、
「いい物を見せてあげようか。」
と言いました。わたしは何だろうと思いました。A君は、
Bさんとクラスのみんなにプレゼントを作っていま
した。かたいダンボールを人数分はさみで切って、そ
こに一人一人の名前を書いたバッジのような物でした。

それは「クラスの友達のあかし」だと教えてくれました。
　今から色をぬるつもりだと言うので、「てつだお
うか？」と言うと、「うん。」とうれしそうに言ってく
れました。そしてわたしたちは、いっしょにバッジを
完成させました。
　わたしは、A君の心の中にはやさしさがいっぱい
あるとわかりました。わたしは家に帰ってから、自
分もみんなのために何かしたいという気持ちにな
りました。そしており紙でメダルをおりました。クラ
スの人数分おるのはとても大へんでしたが、A君の
ことを思い出してがんばりました。こんな気持ちに
なれたのはA君のおかげです。A君は本当はやさ
しい子だと知ることができてよかったと思います。

　私は、学校の帰り道によく友だちに人の悪口を
言って聞いてもらっていました。それは、人の悪口
を言うとなんか気持ちがスッキリするような気がし
ていたからです。だから、毎日毎日、友だちと人の
悪口を言っていました。
　そんな毎日を送っていたある日、ふと、
「毎日、人の悪口を聞いてもらっていいのか。聞い
ている相手は楽しくないのでは。」
と、思うようになりました。だから、友だちと話してい
る時に悪口が出そうになると話題を変えるようにしま
した。でも、悪口から話題を変えると話すことがなく

私「。たしまき付が気は私でれそ。たしまいましてっな
は、悪口しか話すことがなかったんだ。」と。それで
がっかりするような悲しいような気持ちになりました。
　それからは、人の悪口は家で言うようになりまし
た。でも、また、心の中がもやもやするような変な
気持ちになるようになりました。
　お母さんに、
「そんなに人の悪口ばかり言って楽しい？」
と聞かれて、思い返してみると悪口を言っている時

はスッキリしたような気がしたけれど、そのあと少
しいやな気分になっていたと思います。
　今まで、作り笑いして、心の中で「いややなぁ。」
と思っていたけれど、自分が相手のことを知ろう
とか、分かろうとかしなかったから、相手に対する
悪口になったのかなと思いました。
　次の日、普段あまり仲の良くない子に普通に話し
かけるとそんなに相手をいやじゃなくて楽しくなり、
心から笑えました。こっちの方が人の悪口を言ってい
るよりいいと思いました。
　これからは、相手のいいところを見つけようと思い
ました。お母さんにも悪口より今日あったいいこと
を話すようにし、友だちともおもしろかったことを話
すようになって、下校が楽しくなりました。自分の考
えを少し変えるだけで、こんなに楽しくなるんだな
と思いました。もしも、いやなことがあったり、相手
と違う意見があったりしたら、ハッキリ言おうと思い
ます。そして、もっといろいろな人と出会い、相手の
ことを知って、たくさんの人と仲良くなりたいです。
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中中学学学生を対象に募集した
～子どもたちの作文～
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　私の祖母は、パーキンソン病という重い病気です。
パーキンソン病とは脳の内部の故障による病気で、
前かがみの姿勢で体が震え、手足がこわばり、
動作が不自由になり、よく転びます。そして私の
祖母は心臓付近に手術で機械を入れています。そ
の機械の電源を入れると歩きやすくなり、電源を
切ると歩きにくくなります。また私の祖母は１日に
２～３錠と、毎日たくさんパーキンソン病の症状
をおさえる薬を飲んでいます。しかし私の祖母は
症状が重く、薬だけでは手足の震えはおさまら
ず、歩くことさえ困難な上、物をつかむことも難
しい時があります。でも今は、リハビリやマッ
サージのおかげで長い距離は無理ですが歩ける
ようになりました。私の祖母は買い物が好きで、
歩くことができる日にはよく買い物に行きますが、
買い物先でもやっぱり手は震え、通り過ぎる人た
ちは皆祖母を白い目で見たり、振り返って見たり、
何かひそひそと祖母を見ながら話し、通り過ぎて
いく人が今までに数えきれないほどいました。で
も中には祖母が困っている時に声をかけてくれた
り、助けてくれたりする人もいました。
　ある日、祖母と買い物に行った時のことです。私は
聞きたくない言葉を耳にしてしまいました。『かわ
いそう』私はその言葉を聞いた時、思わず振り
返ってしまい、その言葉を言った人と目があいま
した。するとその人はとっさに目をそらして何事も
なかったかのように去っていきました。
　私はその時私の祖母の何が、どこが、かわいそ
うなのか考えました。
　確かに私の祖母はふつうの人と同じように歩
いたり、暮らしたりすることはできません。しかし
私の祖母は、祖母なりにパーキンソン病と戦い、
毎日毎日を大切にして生きています。そんな祖母を

『かわいそう』と思う人、言う人を私は許せません。
私の祖母のどこがそんなに『かわいそう』なのか
教えてほしいです。
　そして私は『かわいそう』この言葉は立派な
差別だと思います。なぜならば私の祖母は手や
足が勝手に動いてしまうだけで中身はふつうの
人と変わらないからです。人はなぜ見た目で判
断するのかと思います。私も百パーセントこのよ
うな事を言わないとは言い切れません。でも私
も同じような経験をして、差別される側の気持
ちが分かります。
　人間は皆、差別をされると苦しい気持ちになる
と思います。だからこそ人を差別すると差別され
た人が苦しい気持ちになるから差別をしないで
ほしいと思います。そして一人でも多くの人にパー
キンソン病という病気を知ってもらいたいです。
　日本ではたくさんの高齢者がパーキンソン病
にかかっています。そしてその人たちの中にも差
別をされている人がたくさんいると思います。そ
の人たちのためにも自分のためにもパーキンソン
病について理解してほしいです。そして次の二つ
のことを分かってほしいです。
　まず一つめは、人は見た目がすべてではないこと。
見た目で障がい者を差別しないでほしいです。
　もう一つは障がい者の気持ちを理解してほし
いです。私の祖母も動かしたくて手や足を動かし
ているわけではないので、もし障がい者を見かけ
たら、心の中で応援してほしいです。もちろん私
も応援していこうと思います。
　私も障がい者の方、差別されている方の気持
ちをすべて理解できるわけではないですが少し
ずつ理解できるようになっていきたいと思います。

「人権～子どもたちの作文～」についてのご意見・ご感想は、教育支援課へ

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