
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、ＳＮ

Ｓ（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。非常に便利で何

気なく使用しているインターネット。

インターネットと人権について考え

ます

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。スマートフォンは便利！でもトラブルも・・・
携帯電話などを使って行うイ
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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。

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
迷惑行

被害者からの

～これらは人権侵害にあたる場合があります～

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

相手も自分も守りましょう

　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

使用す
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。

を

　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



人　権
～子どもたちの作文～

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。

見た目だけじゃ分からない

清和小学校　３年生　宮城奈々香さん

悪　口

稲生小学校　5年生　上野 誠子さん

祖母の姿

白鳥中学校　1年生　加藤 実さん

　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なってし

まいました。それで私は気が付き

ました。「私は、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。

。

。

　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。


