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第１章 ヘイトスピーチ解消法と条例 
平成 29 年 5月 15 日「神戸市ヘイトスピーチ対処の条例の策定検討に向けての勉強会」より 

 
１．ヘイトスピーチ解消法成立の意義 

 
（１）解釈指針 

ヘイトスピーチ解消法が成立したことの意義のひとつとして、他の法令の

解釈指針が与えられたことを挙げることができる。 
発議者のひとり西田昌司議員は、第 190 国会参議院法務委員会において、

次のように発言している。 

 
□ 要するに、事前にこの表現内容、デモ内容にチェックして道路使用許可を与えるか

どうかという仕組みには今なっておりません。 しかし、大事なのはそこから先でして、

我々はヘイトスピーチを公然とやっていることを許すことはできないという、このこ

とを宣言することによって、様々な法律の解釈の指針も、また我々は指針を与えるこ

とになると思っています。   （西田昌司議員・第 190 国会参議院法務委員会議事録第

８号） 

 
しかし、2016 年 6 月 3 日に、行動する保守の会が申請していた街頭デモは、

許可されている。このヘイトデモの申請について、神奈川県公安委員会が道

路使用を許可したのは、神奈川県公安条例に基づいている。 
同条例は、「集会、集団行進又は集団示威運動の実施が公共の安寧を保持す

る上に直接危険を及ぼすと明らかに認められる場合の外は、これを許可しな

ければならない」と規定しており、公安委員会は不許可の基準に該当しない

とした。 
ヘイトスピーチ解消法は、公安条例とは異なり、危害の発生の危険性、蓋

然性を問題にしていない。直接的な暴力の煽動や国家転覆の煽動と違って、

ヘイトスピーチが与える危害は、例えば「子供の前で侮辱されない権利」と

いう意味でのマイノリティ市民の地位の侵害であり、人間の尊厳の侵害であ

る。ヘイトスピーチが告知する害悪が実際に発生するかが問題ではなく、ヘ

イトスピーチ自身が害悪とみなされなければならない。ヘイトスピーチ解消

法の趣旨に照らせば、不許可とすることも十分に可能であったと考えられる。 
ヘイトスピーチ解消法により、ヘイトスピーチの定義ができ、保護される

対象が決まった。既存の法律について、ヘイトスピーチを解消するための努

力をしていく（ヘイトスピーチをなくさせるほうへ解釈していく）ことがで

きるようになったことが、この法律の意味である。 
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（２）国際規約、条約の義務の履行 

ヘイトスピーチ解消法が成立したことの２つ目の意義として、この法律の

内容は、本来憲法に書いてあるべきであり、それゆえ実質的に憲法と同じ意

味を持つ非常に重要な法律であり、しかも、立法の議員の全会派が共同しな

がらつくった法律であって、日本政府がずっと怠ってきた人権に関する国際

規約、条約の義務を履行するという意味でも大切な法律であるといえる。 

 
２．日本やアメリカにおけるデモや集会に係る歴史 

 
（１）日本におけるデモの規制（公安条例）の歴史 

戦後、日本社会において、各地に公安条例に基づいて様々なデモが不許可

になってきた。あるいは、無届けデモが行われて、逮捕された。いわば民主

主義的、人権擁護的から考えれば、公安条例は最も評判の悪い条例である。 
日本におけるデモの規制（公安条例）の歴史は、次の通りである。 

ア．1948 年頃～1960 年頃 
全国で公安条例が作られたのは、概ね 1948 年（昭和 23 年）から 1950

年（昭和 25 年）の期間で、神戸市の公安条例（＝「集会，集団行進及び集

団示威運動に関する条例」）ができたのは 1950 年である。なぜこの期間に

集中しているかというと、当時、占領法規に反対していろんな労働運動が

起こった（そのきっかけとなったのは、大阪のクボタのストライキで、ア

メリカ軍のＭＰが指導者たちを全員逮捕して軍事法廷にかけて有罪にした）

が、そのような運動を規制するため、各自治体でモデル条例をつくった。 
この条例はいわば治安立法である。労働運動や安保反対運動、在日韓国

朝鮮の人々の人権を擁護する、あるいは不当な逮捕が行われた場合に警察

に抗議するといったことを取り締まるために治安当局が乱用してきた。特

に 1960 年には、安保条約の反対運動が全国で盛り上がっていったときに公

安条例が使われ、デモが規制された。 
しかし、裁判所は多くの無罪判決を出している。これは憲法 21 条に保障

された集会、集団行進、結社の自由等に違反すると判断したからである。

正面から憲法違反とはしなかったが、条例には人権を保護するようシステ

ムが整っていないということで、無罪判決となったものである。 
一方、昭和 29 年 11 月 24 日の新潟県公安条例事件では、最高裁は、「単

なる届出制を定めることは格別、一般的な許可制により事前に抑制するこ

とは違憲」としたが、「特定の場所または方法について、合理的かつ明確な

基準を定め許可制を取ること、または、禁止することは違憲ではない。公
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共の安全に対して明白かつ差し迫った危険を及ぼすことが予見されるとき

は、集団行動を不許可または禁止することも許される」とした。 
イ．1960 年頃～1974 年頃 

昭和 35 年 7 月 20 日東京都公安条例事件では、東京都公安条例に基づく

デモの許可制は、憲法 21 条「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現

の自由は、これを保障する。」に違反するものとして争われた。 
一審は、許可制により一般的制限を課し、その基準も不明確であるとい

う理由で、本条例は憲法 21 条に違反するとした。 
一方、最高裁は、「集団行動は、一瞬にして暴徒と化す危険があるので、

地方公共団体が公安条例をもって、不測の事態に備え、法と秩序を維持す

るに必要かつ最低限度の措置を講ずることはやむを得ない」「『許可』か『届

出』かは、概念ないし用語のみからではなく、条例全体の精神を実質的か

つ有機的に考察すべき」「東京都公安条例は、規定の文面上、許可制を採用

しているが、実質は届出制と異ならない」「集団行動が行われる場所につい

て、ある程度包括的一般制限をしてもやむを得ない」として、原判決を破

棄した。 
ウ．1975 年～現在 

1975 年（昭和 50 年）に徳島市公安条例判決が出て、これにより公安条

例にかかわる議論が鎮静化していくことになる。 
どのような判決だったかというと、デモを行うと危険で、暴動が起こる

からデモを規制するということではなく、交通秩序の維持の問題にしてし

まうという判決であった。当時流行していた渦巻き行進や蛇行進、通りの

端から端まで手をつないで仲よく行進することは、交通が全く寸断される

ため、そういう形をしたデモは不可ということにした。そういう形で規制

することにより、デモのインパクトを著しく奪う効果があった。安保反対

や日本の防衛政策に反対するようなデモの規制にとっては、交通秩序の維

持ということでデモを規制してしまえば、それで事足りたわけである。 
これ以降、表現の自由から、デモの内容では規制しないが、交通秩序の

維持という観点のみで規制されることとなった。 
ただ、すべてのデモに公安条例が適用されていないかというと、使われ

ている事例がある。2008 年釜ケ崎暴動というわれるもので、大阪の西成で、

日雇い労働者が警察官に暴行を受けたということで、いろいろな活動家や

労働組合の人たちが、何百人、何千人と集まり、警察の前で抗議活動を始

めた。たくさんの人が集まり、暴動事件に発展、機動隊が出動する事態と

なった。このことから、いまだに釜ケ崎では公安条例に基づいて許可申請

すれば不許可になってしまう。 
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（２）アメリカのパブリックフォーラム論や公民権運動 

ア．パブリックフォーラム論 
市民会館、道路、公園といったパブリックフォーラムでは、表現の自由

を原則 100％保障しましょうというのが、パブリックフォーラム論である。

道路というのは、集会やデモをするためにあるものではなく、人が歩き、

車や自転車が行き来するところである。公園も、少なくとも集会やデモを

するためにあるわけではない。市民会館は、目的のひとつとして集会があ

るが、そのためだけに存在しているわけではない。特に道路が典型的であ

るが、本来ほかの目的のためにある公共施設が、表現の自由の公共的な場

所として非常に重要だということも事実である。 

  
パブリックフォーラム論[出典：ウィキペディア] 

公園、広場、公会堂、道路などの公の施設は、それぞれ本来の目的をもっているが、

同時に集会により一定の表現を行う場所としても有用である。これらを「パブリック

フォーラム」と呼ぶ。 

「パブリックフォーラム論」とは、パブリックフォーラムにおいては、所有権やそ

の本来の利用目的のための管理権に基づく制限を受けざるを得ないとしても、憲法 21

条の保障する集会の自由に可能な限り配慮する必要があるとする理論である。 

 
パブリックフォーラムは、アメリカの憲法学者のひとりである Harry 

Carven（ハリー・カルベン）が 1964 年に出した論文で提唱した考え方で

ある。それがアメリカの憲法判例に確固とした地位を得るようになった。 
ハリー・カルベンやアメリカでパブリックフォーラムという言葉を使う

とき何をイメージしているかというと、ごく簡単なことである。 
マサチューセッツのジェームズタウンのような小さな村で、全員で集会

を開いて、ヘイトスピーチについてどう対処するかという話をしたときに、

どんな反対論が出ても、そこは議員同士の話、あるいは村民同士の話とし

てお互い譲り合おうじゃないかということになる。しかし、その場合でも

ルールは必要である（Robert's Rules of Order＝ロバーツの秩序に関するル

ール）。日本の議会では、議事進行規則である。それが表現の自由で唯一制

限される時、ところ、場所に対する方法である。ほかの人が話していると

きに別の人が話出したら、議会にならない。議案に関係するものであれば、

それがどんな立場であろうと、その議事の進行にとって時間的にどんなに

妨げになろうと、それが秩序を乱すものでなければ、その内容に着目して

黙っておけと言うことはできない。 
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イ．アメリカにおける公民権運動 
アメリカにもヘイトスピーチ規制法があり、1952 年に合憲判決を受けて

いる。しかし、アメリカでは表現の自由の内容規制はできないと紹介され

ることがあるが、それは間違いである。 
1952 年の裁判では、ユダヤ人の裁判官、フランク・ファーターがイリノ

イ州のヘイトスピーチ法に対して合憲判決を出した。当時ヘイトスピーチ

ではなく、グループライベルという言葉を使ったが、グループというのは

集団、ライベルというのは誹謗中傷という意味である。つまりグループ、

集団に対するライベルを規制する法律が合憲とされたのである。 
しかし、アメリカではその後規制はできなくなっていく。なぜなら、当

事者たちが望まなかったからである。 
 前述のハリー・カルベンの 1964 年の論文によると、ユダヤ人たちは集団

的に誹謗されることに対して非常に繊細であったが、制度的にずっと奴隷

にされてきたアメリカのニグロ、黒人と言われてきた人たちは、黒人は強

姦犯だ、殺人者だということを面と向かって言われることを規制すること

よりも、そういうことを自分たちが自由に話をして、メディアに乗せて警

察署長やそういう人たちを批判するとき、文書誹謗罪、ライベルにならな

い道を選んだ。自分たちがやりたいことは、ヘイトスピーチを規制するこ

とではなくて、言論を自由にさせれば自分たちが勝つと考えたのである。

それがアメリカの公民権運動であった。 
ウ．アメリカのパブリックフォーラム論や公民権運動に対する誤った認識 

例えば、ヘイトスピーチの規制に関して、国会でアメリカの弁護士が証

言する、あるいは日本の憲法学者が証言する場合、「表現の自由について、

内容に着目して規制することは許されない。ヘイトスピーチの規制におい

ても、ヘイトスピーチという内容に着目して規制することは慎重でなけれ

ばならない。したがって、直接デモを禁止するとか、公園を使わせないと

か、市民会館を使わせないのではなくて、使わせておいて、それに対して

教育啓蒙活動などで人権侵害をしないようにするべきである。」となる。 
アメリカのパブリックフォーラム論や公民権運動が、前述のコンテキス

ト、機能を抜きにして日本に紹介されるということがあるため、日本では、

これらの問題に対して偏った認識をもたれている可能性がある。 
アメリカで黒人の運動をやっている人々は要らないと言った問題を、日

本の人権に関わる問題を扱う団体などが要らないと言っているのか、ぜひ

必要だと言っているのか。 
被害の対象となっている人たちが、ヘイトスピーチにより私たちは町で

買い物をするときに子供をそこに連れていくこともできないと言っている
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のか。それとも、そんなものは我々の運動からすれば、むしろ全部自由に

しておいたほうがいいと言っているのか。 
これが一番大切なことである。 

 
３．表現の自由・集会の自由とヘイトスピーチ規制 

 
（１）ヘイトスピーチの危害と公共の福祉 

ヘイトスピーチという危害には、２つあると考えられる。 
１つは、これは感情や憎悪というものではなく、ナチスのユダヤ人虐殺同

様、計算された構造的、組織的なキャンペーンであるということである。そ

れによって何が侵されるかというと、社会の中で安心して生きる、きょう鶴

橋や三宮センター街に買い物に行って、子供を連れて安心してそこに行ける

権利である。それが市民である一人一人の一番大事な権利である。市民とい

う地位、リーガルステータス、法的な市民であるという資格である。 
もう１つは、市民としての基本的な地位であり、侮辱されない権利である。

表現の自由は話せばわかるというが、話してもわからない人たちもいるわけ

であり、一番基本的な市民としての権利が守られない状況は、一人一人が闘

えば済むものではなくて、社会の公共財が提供されなければならない。 
ヘイトスピーチの危害は、それは一見在日なり部落なり釜ヶ崎なりという

市民の一部にかかわる問題に見えるが、実は公共の福祉という問題、あるい

は市民全体の問題であるということを認識しなければならない。 

 
（２）集会の自由の保証との関係 

憲法 21 条で保障する集会の自由をどう踏まえる必要があるのか。 
例えば、公安条例を例にとると、公安条例自身に大きな歯止めがある。「明

白かつ現在の危険がある場合」（神戸市条例の場合は、「公共の安寧に明らか

な危険が及ぶような場合」）不許可にできるが、それ以外は許可しなければな

らないとなっている。ヘイトスピーチで「鶴橋大虐殺だ」と言ったとき、言

ったことが本当に今起こるということを問題にしているのが公安条例の定め

ているものであり、その言葉自体が害悪で、その言葉自体が危険を及ぼして

いるということにより不許可とすることはできない。 
しかし、こういうものはひどいなという被害実態に基づいた被害者の人た

ち、団体からの実態報告調査、あるいは具体的なこういうことがあったとい

うような調査に基づいて、こういう危険がもう生じているではないかと判断

することは可能ではなかろうか。 
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（３）表現の自由の保証との関係 

ヘイトスピーチのように他人の幸福になる権利を棄損したり、あるいは名

誉を棄損したり、人権を侵害するようなものに対して、表現の自由が保障さ

れるのか、何らかの規制が必要なのか。最小限のマナー、他人の不幸の上に

みずからの幸福を築かない、人間として生きていく上での生き方に反するよ

うなことについては、何らかの規制をしていくことが必要ではないか。そう

いう意識を市民の意識として醸成していくことが今求められているのではな

いか。 
前述のアメリカのヘイトスピーチ規制法のように、1952 年にユダヤ系アメ

リカ人の裁判官によって、それは合憲だとされた時の判決の内容は、人種的

な誹謗をする、黒人がみんな強姦犯であるという言い方をするのは、表現の

自由の範囲外であり、個人の名誉棄損が規制できるように、グループ、集団

に対する名誉棄損的な行為も当然規制できるという内容であった。 
アメリカでも、日本でも、ヘイトスピーチというものについては、表現の

自由の保障が及ばないという議論があるし、それも一つの見識だと思われる。

ただ、現在は、集会結社の自由で、どんな団体のどんなむちゃくちゃなデモ

でも一応保護されている。もし、すぐ簡単にこの前こういうことを言っただ

ろうということで不許可にしていいというシステムをつくったら、それこそ

必ず乱用されるおそれが生じる。 

 
４．子どもの前で侮辱されない権利を保障していくシステムづくり 

 
ヘイトスピーチ規制を考えるとき、一応表現の自由の範囲内にあるけれども、

公安条例が定めているような公共の安寧に明らかに危険が及ぶ場合というよう

な治安的な言葉ではなくて、子供の前で侮辱されない権利、親しい者の前で侮

辱されない権利というものとして運用していくようなスキーム、システムをつ

くっていくことが重要ではないかと考えられる。 
そのスキーム、システムを前提にして、それをどういうふうに動かしていく

か、その参考となる最高裁判決の事例を以下に示す。 

 
（１）泉佐野市の市民会館にかかわる最高裁判決 

泉佐野の事件は、関西空港の建設反対で、いわゆる新左翼の運動である。 
市民会館をＡが使うと、Ｂの団体が来て、市民が巻き込まれてけが人がで

る可能性があるから使わせないとした。 
ここで問題となっているのは、ヘイトスピーチが行われる危険、それがイ

ンターネットを通じて社会に拡散していくというような危険ではなくて、地
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方自治法 244 条に原則として使わせてあげないといけないという条文がある

ので、使わせることによってそこでけが人が出るかどうかということである。 
確かに、ヘイトスピーチの問題でも、カウンターが来て、そこでけんかに

なるということが関係ないわけではないが、市民団体が使わせるなと言った

のは、そういう問題ではなくて、中身そのものが、市民会館でそんなことを

されたら困るからというものあったが、その点については、最高裁判決では

何も触れられていないのである。 

 
■泉佐野市民会館事件（最高裁 1995 年（平成 7 年）3 月 7 日第三小法廷判決） 

関西国際空港建設に反対する中核派系の組織の影響を受けた「全関西実行委員会」が、

泉佐野市民会館で「関西新空港反対全国総決起集会」を開催しようとしたところ、泉佐

野市長が会館使用申請に対し不許可としたことから、会館使用不許可処分の取消しと国

家賠償法に基づく損害賠償を請求したところ、最高裁は、1995 年（平成 7 年）3 月 7 日、

本件不許可処分は合憲適法であるとして、原告の請求を棄却した。 

本件は、集会の自由と会館利用の使用の関係を判示するとともに、一定の条件のもと

で、差し迫った危険がある場合が具体的に予想できる場合に、集会の使用不許可をする

ことができると判示したものである。たとえ主催者が集会を平穏に行おうとしていると

主張しても、その集会の目的や主催者の思想、信条に反対する他のグループ等がこれを

実力で阻止し、妨害しようとして紛争を起こすおそれがあることを理由に公の施設の利

用を拒むことは憲法 21 条の趣旨には反しないとしている。[出典：ウィキペディア] 

 
（２）広島市暴走族追放条例にかかわる最高裁判決 

日本では、内容規制がパブリックフォーラム論のため慎重であることは、

前述のとおりであるが、内容規制が争われた事例がある。 
広島市暴走族追加条例があり、暴走族だけ選んで、暴走族の人たちには広

場を使わせないとした。広島市のお好み焼きで有名な広場を使って、お好み

焼き屋がたくさんあるところで、夜に派手なのぼりを立てて引退式をされた

ら困るということで、追放条例をつくって、市の職員が、集会を中止しなさ

い、解散しなさいと言って聞かない場合は逮捕するというシステムを広島市

はつくった。 
暴走族だけ選ぶというのは内容規制ではないかということで、一審、二審

で問題になったが、最高裁判所は、内容規制という問題には一切触れず、こ

れは社会通念上、暴走族と言われる団体に限定されているからいいという判

決を出した。 
暴走族ではなく、ヘイトスピーチを行う団体に対しての判決はないが、表

現の内容や行動に着目して、その行動に対して歯止めをかけるというスキー
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ムが日本に存在していることは念頭におくべき事項である。 

 
■広島市暴走族追放条例事件（2007 年（平成 19 年）9 月 18 日最高裁第三小法廷判決）

広島市暴走族追放条例の規定が何人にも適用されるかのように規定されていたが、こ

れを限定解釈して暴走族またはこれに類する集団についてのみ適用されるとして合憲限

定解釈をして、憲法 21 条 1 項、31 条に反しないとした判例である。特に、この判決で

は集会の自由と合憲限定解釈に関する詳細な個別意見が付されている。 

被告人は、観音連合などの暴走族構成員約 40 名と共謀の上、2002 年 11 月 23 日午後

10 時 31 分ころから、広島市が管理する公共の場所である広島市中区所在の「広島市西

新天地公共広場」（通称：アリスガーデン）において、広島市長の許可を得ないで、所属

する暴走族のグループ名を刺しゅうした「特攻服」と呼ばれる服を着用し、顔面の全部

若しくは一部を覆い隠し、円陣を組み、旗を立てる等威勢を示して、公衆に不安又は恐

怖を覚えさせるような集会を行い、同日午後 10 時 35 分ころ、同所において、本条例に

よる広島市長の権限を代行する広島市職員から、上記集会を中止して上記広場から退去

するよう命令を受けたが、これに従わず、引き続き同所において、同日午後 10 時 41 分

ころまで本件集会を継続し、もって、上記命令に違反し広島市暴走族追放条例 19 条違反

とされた。 

上記観音連合など本件集会参加者が所属する暴走族は、いずれも暴走行為をすること

を目的として結成された集団、すなわち社会通念上の暴走族にほかならず、暴力団の準

構成員である被告人は、これら暴走族の後ろ盾となることにより事実上これを支配する

「面倒見」と呼ばれる地位にあって、本件集会を主宰し、これを指揮していたものと認

められるものであった。 

そこで、第 1 審、控訴審とも被告人を有罪としたが、本件条例の規定が表現の自由を

定めた憲法 21 条 1 項に違反し、また、処罰対象が広範であるとして憲法 31 条に違反す

るとして上告したのが本件である。[出典：ウィキペディア] 

 
（３）伊方原発訴訟にかかわる最高裁判決 

四国電力の伊方原発訴訟で問題となったのは、日常的に事故が起こらなく

ても、職員も含めて周りに住んでいる人は被爆することから、人間は一体年

間どの程度の被爆を許容できるのか、甲状腺がん等にならない範囲というの

はどうなのか、それに対する法律上の根拠が必要かどうかで争われた裁判で

ある。 
伊方原発訴訟は 1992 年に最高裁判決が出された。このとき、国民の健康、

市民の安全に一番大事な年間で許容できる被爆量が20ミリシーベルトと定め

られていたが、科学技術庁長官告示があるだけで、何の法的根拠もないのは

おかしいとして、周辺住民とともに大阪弁護士会が争ったものである。 
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最高裁はそれについてどう判断したかというと、何も判断しなかった。原

子炉を許可するかどうかについて、内閣総理大臣が許認可をするときに、そ

の基準として20ミリシーベルトで設計しなさいという基準があったとしたら、

その法律の根拠が絶対必要という議論が勝ったと思われるが、最高裁判決で

は、内閣総理大臣が原子炉を許可するときに、原子力規制委員会に関する法

律があり、原子力規制委員会に諮問をし、原子力規制委員会が専門技術的な

裁量に基づいて判断するとなっており、その諮問を内閣総理大臣は尊重しな

ければいけないというシステムになっているとした。 
原子力規制委員会の専門技術として20ミリシーベルトを科学技術庁が使っ

ていているが、内閣総理大臣が基準にしているわけではない。ゆえに、法的

根拠はなくてもいいとしたのである。 
良くも悪くも、こういう曖昧なシステムを日本はとっていることも事実で

ある。 

 
■伊方発電所原子炉設置許可処分取消（1992 年（平成 4 年 10 月 29 日）最高裁第一小法

廷判決） 

伊方原発訴訟とは、1973 年から 2000 年にかけて、四国電力伊方発電所（伊方原子力

発電所。以下「伊方原発」と表記）の安全性をめぐって争われ、建設に反対する住民側

の敗訴に終わった行政訴訟である。 

1973 年（昭和 48 年）8 月、伊方原発 1 号機の周辺住民 35 人が、設置許可処分の取り

消しを求めて松山地方裁判所に訴えを提起（1 号機訴訟）し、設置許可の際、原子炉等規

制法に基づいて行われた国の安全審査が不十分だと訴えた。 

裁判要旨は次の通りである。 

①右の原子炉施設の安全性に関する判断の適否が争われる原子炉設置許可処分の取消訴

訟における裁判所の審理、判断は、原子力委員会若しくは原子炉安全専門審査会の専

門技術的な調査審議及び判断を基にしてされた被告行政庁の判断に不合理な点がある

か否かという観点から行われるべきであって、現在の科学技術水準に照らし、右調査

審議において用いられた具体的審査基準に不合理な点があり、あるいは当該原子炉施

設が右の具体的審査基準に適合するとした原子力委員会若しくは原子炉安全専門審査

会の調査審議及び判断の過程に看過し難い過誤、欠落があり、被告行政庁の判断がこ

れに依拠してされたと認められる場合には、被告行政庁の右判断に不合理な点がある

ものとして、右判断に基づく原子炉設置許可処分は違法と解すべきである。 

②原子炉設置許可処分についての右取消訴訟においては、右処分が前記のような性質を

有することにかんがみると、被告行政庁がした右判断に不合理な点があることの主張、

立証責任は、本来、原告が負うべきものと解されるが、当該原子炉施設の安全審査に

関する資料をすべて被告行政庁の側が保持していることなどの点を考慮すると、被告
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行政庁の側において、まず、その依拠した前記の具体的審査基準並びに調査審議及び

判断の過程等、被告行政庁の判断に不合理な点のないことを相当の根拠、資料に基づ

き主張、立証する必要があり、被告行政庁が右主張、立証を尽くさない場合には、被

告行政庁がした右判断に不合理な点があることが事実上推認されるものというべきで

ある。 

以上と同旨の見地に立って、本件原子炉設置許可処分の適否を判断した原判決は正当

であり、原判決に所論の違法はない。論旨は、違憲をもいうが、その実質は、単なる法

令違背をいうものにすぎず、原判決に法令違背のないことは右に述べたとおりである。

論旨は、いずれも採用することができない。 [出典：ウィキペディア及び判決文] 

 
（４）相談体制の確立と公共の安寧を維持するシステムづくり 

他の法律や条例の解釈指針となるヘイトスピーチ解消法が制定されたこと

によって、どのような変化が考えられるのか。 
既存の法律や条例を利用した規制には、公安条例の適用の可能性が考えら

れるが、これまでヘイトスピーチデモそのものを規制された事例（交通秩序

の維持は除く）はなく、今までなぜ公安条例が使われなかったのかは、前述

のとおりである。 
警察と公安委員会だけで考えて、ヘイトスピーチをやりそうだから規制す

るということは、市民にとっても必ずしもいいことではない。 
市民の中から申し立て、苦情が出てきて、ヘイトスピーチが行われている

ことについての証拠が集められ、それを市の担当部局が調査し、情報を整理

保存し、関係機関と共有しておく。非常に例外的にデモそのものをとめる必

要があるということが予測される場合は、その共有された情報を判断材料と

して不許可とするようなシステムは考えられるのではないか。（なお、市民か

らの申し立てを調査した上で審議会をつくり公表するというのが大阪市のシ

ステム「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」であるが、ヘイトス

ピーチそのものを規制するまでには至っていない。） 
不許可の申請が上がってきたとき、あるいはそういうことについて伺いを

立てられたときに、ヘイトスピーチ解消法に基づくヘイトスピーチに関する

条例があり、担当部局（あるいは審議会）が市民の申請に基づいて（加害者

と言われている人たちが反論する機会も含めて）調査した結果について、関

係各機関と情報共有しておく。それを一つの裁量判断の基準として不許可に

するシステムをつくり上げる。それが、その中でどういうふうに安全を確保

するかという問題も含めて、よくも悪くも曖昧な日本の法システムだと思わ

れる。 
公安条例については、余りにも危険で、乱用される可能性があるという意
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見もある。それでは、どんな条例、システムを築き上げておけば、一方で相

談体制をしっかりした上で正常な運用ができるようになるのだろうかという

こと今後検討していかなければならない。 
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資料 （神奈川県）集会，集団行進及び集団示威運動に関する条例 

昭和 25 年 11 月１日 条例第 69 号 

改正  平成 4 年 3 月 31 日条例第 15 号   平成 18 年 11 月 21 日条例第 62 号 

平成 20 年７月 22 日条例第 40 号   平成 22 年８月３日条例第 48 号 

 

集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例をここに公布する。 

集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例 

（集会若しくは集団示威運動等の許可） 

第１条 道路その他公共の場所で集会若しくは集団行進を行おうとするとき又は場所の如

何を問わず集団示威運動を行おうとするときは、その地域を管轄する公安委員会の許可

を受けなければならない。但し、次の各号の一に該当する場合は、この限りでない。 

 (１) 学生、生徒、その他の遠足、修学旅行、体育、競技 

 (２) 通常の冠婚、葬祭等慣例による行事 

（許可の申請） 

第２条 前条の規定による許可の申請は、主催者である個人又は団体の代表者（以下主催

者という。）から集会、集団行進又は集団示威運動を行う日時の 72 時間前までに、次の

事項を記載した許可申請書を３通を開催地を管轄する警察署を経由して提出しなければ

ならない。 

 (１) 主催者の住所、氏名 

 (２) 前号の主催者が開催地の市町村以外に居住するときは、その市町村内の連絡責任者

の住所、氏名 

 (３) 集会、集団行進又は集団示威運動の日時 

 (４) 集会、集団行進又は集団示威運動の進路、場所及びその略図 

 (５) 参加予定団体名及びその代表者の住所、氏名 

 (６) 参加予定人員 

 (７) 集会、集団行進又は示威運動の目的及び名称 

（許可及び取消） 

第３条 公安委員会は、前条の規定による申請があつたときは、集会、集団行進又は集団

示威運動の実施が公共の安寧を保持する上に直接危険を及ぼすと明らかに認められる場

合の外は、これを許可しなければならない。但し、次の各号に関し必要な条件をつける

ことができる。 

 (１) 官公庁の事務の妨害防止に関する事項 

 (２) じゆう器、きよう器、その他の危険物携帯の制限等危害防止に関する事項 

 (３) 交通秩序維持に関する事項 

 (４) 集会、集団行進又は集団示威運動秩序保持に関する事項 

 (５) 夜間の静ひつ保持に関する事項 
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 (６) 公共の秩序又は公衆の衛生を保持するため、やむを得ない場合の進路、場所又は日

時の変更に関する事項 

２ 公安委員会は、前項の許可をしたときは、申請書の１通にその旨を記入し、特別の事

由のない限り集会、集団示威運動を行う日時の 24 時間前までに主催者又は連絡責任者に

交付しなければならない。 

３ 公安委員会は、前２項の規定にかかわらず公共の安寧を保持するため緊急の必要があ

ると明らかに認められるに至つたときは、その許可を取消し又は条件を変更することが

できる。 

４ 公安委員会は、第１項の規定により不許可の処分をしたとき又は前項の規定により許

可を取り消したときは、その旨を詳細な理由をつけて、すみやかにその公安委員会の属

する地の議会に報告しなければならない。 

（違反行為に対する措置） 

第４条 公安委員会は、警察長に第１条の規定、第２条の規定による記載事項、前条第１

項但書の規定による条件又は同条第３項の規定に違反して行われた集会、集団行進又は

集団示威運動の参加者に対して公共の秩序を保持するための警告を発し、その行為を制

止し、その他その違反行為を是正するに必要な限度において所要の措置をとらせること

ができる。 

（罰則） 

第５条 第２条の規定による許可申請書に虚偽の事実を記載してこれを提出した主催者及

び第１条の規定、第２条の規定による記載事項、第３条第１項ただし書の規定による条

件又は同条第３項の規定に違反して行われた集会、集団行進又は集団示威運動の主催者、

指導者又はせん動者は、これを１年以下の懲役若しくは禁錮こ又は 30 万円以下の罰金に

処する。 

 一部改正〔平成４年条例 15 号〕 

（解釈規定） 

第６条 この条例の各規定は、第１条に定めた集会、集団行進又は集団示威運動のほかに、

集会を行う権利を禁止し若しくは制限し又は集会政治運動を監督し若しくはプラカード、

出版物その他の文書の図画を検閲する権限を公安委員会、警察職員又はその他の県職員

若しくは市町村の職員に与えるものと解釈してはならない。 

一部改正〔平成 18 年条例 62 号〕 

第７条 この条例の各規定は、公務員の選挙に関する法律に矛盾し又は選挙運動中におけ

る政治集会若しくは演説の事前の届出を必要ならしめるものと解釈してはならない。 

附 則 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

一部改正〔平成 20 年条例 40 号〕 

２ 知事は、平成 21 年４月１日から起算して５年を経過するごとに、この条例の施行の状
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況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

全部改正〔平成 22 年条例 48 号〕 

附 則（平成４年３月 31 日条例第 15 号） 

この条例は、平成４年５月１日から施行する。 

附 則（平成 18 年 11 月 21 日条例第 62 号） 

この条例は、平成 19 年４月１日から施行する。 

附 則（平成 20 年７月 22 日条例第 40 号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成 22 年８月３日条例第 48 号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 
 
  



16 
 

資料 （東京都）集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例 

昭和二五年七月三日 

条例第四四号 

東京都議会の議決を経て、昭和二十四年十月東京都条例第百十一号集団行進及び集団示

威運動に関する条例を次のように改める。 

 

集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例 

     

第一条 道路その他公共の場所で集会若しくは集団行進を行おうとするとき、又は場所の

いかんを問わず集団示威運動を行おうとするときは、東京都公安委員会(以下「公安委員

会」という。)の許可を受けなければならない。但し、次の各号に該当する場合はこの限

りでない。 

一 学生、生徒その他の遠足、修学旅行、体育、競技 

二 通常の冠婚葬祭等慣例による行事 

   

(昭二九条例五五・一部改正) 

第二条 前条の規定による許可の申請は、主催者である個人又は団体の代表者(以下主催者

という。)から、集会、集団行進又は集団示威運動を行う日時の七十二時間前までに次の

事項を記載した許可申請書三通を開催地を管轄する警察署を経由して提出しなければな

らない。 

一 主催者の住所、氏名 

二 前号の主催者が開催地の区(特別区の全域を一地域とみなしてその地域)、市、町、村以

外に居住するときは、その区、市、町、村内の連絡責任者の住所、氏名 

三 集会、集団行進又は集団示威運動の日時 

四 集会、集団行進又は集団示威運動の進路、場所及びその略図 

五 参加予定団体名及びその代表者の住所、氏名 

六 参加予定人員 

七 集会、集団行進又は集団示威運動の目的及び名称 

 

第三条 公安委員会は、前条の規定による申請があつたときは、集会、集団行進又は集団

示威運動の実施が公共の安寧を保持する上に直接危険を及ぼすと明らかに認められる場

合の外は、これを許可しなければならない。但し、次の各号に関し必要な条件をつける

ことができる。 

一 官公庁の事務の妨害防止に関する事項 

二 じゆう器、きよう器その他の危険物携帯の制限等危害防止に関する事項 

三 交通秩序維持に関する事項 
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四 集会、集団行進又は集団示威運動の秩序保持に関する事項 

五 夜間の静ひつ保持に関する事項 

六 公共の秩序又は公衆の衛生を保持するためやむを得ない場合の進路、場所又は日時の

変更に関する事項 

公安委員会は、前項の許可をしたときは、申請書の一通にその旨を記入し、特別の事由

のない限り集会、集団行進又は集団示威運動を行う日時の二十四時間前までに、主催者又

は連絡責任者に交付しなければならない。 

公安委員会は、前二項の規定にかかわらず、公共の安寧を保持するため緊急の必要があ

ると明らかに認められるに至つたときは、その許可を取り消し又は条件を変更することが

できる。 

公安委員会は、第一項の規定により不許可の処分をしたとき、又は前項の規定により許

可を取り消したときは、その旨を詳細な理由をつけて、すみやかに東京都議会に報告しな

ければならない。 

   

(昭二九条例五五・一部改正) 

第四条 警視総監は、第一条の規定、第二条の規定による記載事項、前条第一項但し書の

規定による条件又は同条第三項の規定に違反して行われた集会、集団行進又は集団示威

運動の参加者に対して、公共の秩序を保持するため、警告を発しその行為を制止しその

他その違反行為を是正するにつき必要な限度において所要の措置をとることができる。 

  

(昭二九条例五五・一部改正) 

第五条 第二条の規定による許可申請書に虚偽の事実を記載してこれを提出した主催者及

び第一条の規定、第二条の規定による記載事項、第三条第一項ただし書の規定による条

件又は同条第三項の規定に違反して行われた集会、集団行進又は集団示威運動の主催者、

指導者又は煽せん動者は、これを一年以下の懲役若しくは禁錮こ又は三十万円以下の罰

金に処する。 

 

(平三条例八二・一部改正) 

第六条 この条例の各規定は、第一条に定める集会、集団行進又は集団示威運動以外に集

会を行う権利を禁止し、若しくは制限し、又は集会、政治運動を監督し若しくはプラカ

ード、出版物その他の文書図画を検閲する権限を公安委員会、警察職員又はその他の都

吏員、区、市、町、村の吏員若しくは職員に与えるものと解釈してはならない。 

  

(昭二九条例五五・一部改正) 

第七条 この条例の各規定は、公務員の選挙に関する法律に矛盾し、又は選挙運動中にお

ける政治集会若しくは演説の事前の届出を必要ならしめるものと解釈してはならない。 
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附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則(昭和二九年条例第五五号) 

1 この条例は、昭和二十九年七月一日から施行する。 

2 この条例の施行の際、改正前の東京都水上取締条例、旅客軽車両従業者条例又は集会、

集団行進及び集団示威運動に関する条例の規定により東京都公安委員会、特別区公安委

員会又は市町村公安委員会の行つた許可、免許、取消、停止、その他の処分で現にその

効力を有するものは、改正後の相当規定によつて東京都公安委員会のした処分とみなす。

但し、当該処分に期限が附されている場合においては、当該処分の期限は、改正前のこ

れらの条例の規定により処分がなされた日から起算するものとする。 

3 この条例の施行の際、前項に掲げる条例の規定により東京都公安委員会、特別区公安委

員会又は市町村公安委員会に対してなされた許可、免許その他の処分の申請、届出その

他の手続は、改正後の相当規定によりなされたものとみなす。但し、申請の際すでに納

付された手数料については、なお従前の例による。 

附 則(平成三年条例第八二号) 

1 この条例は、平成三年十一月一日から施行する。 

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 
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資料 （神戸市）集会，集団行進及び集団示威運動に関する条例 

昭和 25 年 12 月 8 日 条例第 217 号 

 

第 1 条 道路その他公共の場所で集会若しくは集団行進を行おうとするとき，又は場所の

いかんを問わず集団示威運動を行おうとするときは，公安委員会の許可を受けなければ

ならない。但し，次の各号に該当するような公共の安寧秩序を維持する上に直接危険を

及ぼさないことの明らかに認められる場合は，この限りでない。 

(1) 学生，生徒その他の遠足，修学旅行，体育，競技 

(2) 通常の冠婚，葬祭等慣例による行事 

 

第 2 条 前条の規定による許可の申請は，主催者である個人又は団体の代表者(以下主催者

という。)から集会，集団行進又は集団示威運動を行う日時の 72 時間前までに次の事項を

記載した許可申請書 3 通を開催地を管轄する警察署を経由して提出しなければならない。 

(1) 主催者の住所，氏名，年齢，電話番号 

(2) 前号の主催者が神戸市以外に居住するときは，神戸市内における連絡責任者の住所，

氏名，年齢，電話番号 

(3) 集会，集団行進又は集団示威運動の日時 

(4) 集会，集団行進又は集団示威運動の進路，場所及びその略図 

(5) 参加予定団体名及びその代表者の住所，氏名，年齢 

(6) 参加予定人員 

(7) 集会，集団行進又は集団示威運動の目的及び名称 

 

第 3 条 公安委員会は，前条の規定による申請があつたときは，集会，集団行進又は集団

示威運動の実施が公共の安寧を保持する上に直接危険を及ぼすと明らかに認められる場

合の外は，これを許可しなければならない。但し，次の各号に関し必要な条件をつける

ことができる。 

(1) 官公庁の事務妨害防止に関すること。 

(2) じゆう器，きよう器その他の危険物携帯の制限等危害防止に関すること。 

(3) 交通秩序維持に関すること。 

(4) 集会，集団行進又は集団示威運動の秩序保持に関すること。 

(5) 夜間の静ひつ保持に関すること。 

(6) 公共の秩序又は公衆の衛生を保持するためやむを得ない場合の進路，場所又は日時

の変更に関すること。 

2 公安委員会は，前項の許可をしたときは，申請書の 1 通にその旨を記入し，特別の事由

のない限り，集会，集団行進又は集団示威運動を行う日時の 24 時間前までに，主催者又

は連絡責任者に交付しなければならない。 
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3 公安委員会は，前 2 項の規定にかかわらず，公共の安寧を保持するため緊急の必要があ

ると明らかに認められるに至つたときは，その許可を取り消し又は条件を変更すること

ができる。 

4 公安委員会は，第 1 項の規定により不許可の処分をしたとき，又は前項の規定により許

可を取り消したときは，その旨を詳細な理由をつけて，すみやかに市議会に報告しなけ

ればならない。 

 

第 4 条 公安委員会は，警察本部長に第 1 条の規定，第 2 条の規定による記載事項，前条

第 1 項但書の規定による条件又は同条第 3 項に基く処分に違反して行われた集会，集団

行進又は集団示威運動の参加者に対して，公共の秩序を保持するため，警告を発しその

行動を制止し，その他違反行為を是正するにつき必要な限度において所要の措置をとら

せることができる。 

 

第 5 条 第 2 条の規定による許可申請書に虚偽の事実を記載して提出した主催者，及び第 1

条の規定，第 2 条の規定による記載事項，第 3 条第 1 項但し書の規定による条件又は同

条第 3 項に基く処分に違反して行われた集会，集団行進又は集団示威運動の主催者，指

導者又は煽動者は，これを 1 年以下の懲役若しくは禁錮又は 5 万円以下の罰金に処する。 

 

第 6 条 この条例の各規定は，第 1 条に定めた集会，集団行進又は集団示威運動以外に集

会等を行う権利を禁止し，若しくは制限し，又は集会，政治運動を監督し若しくはプラ

カード，出版物その他の文書，図画を検閲する権限を公安委員会，警察職員又はその他

の市の職員に与えるものと解釈してはならない。 

 

第 7 条 この条例の各規定は，公務員の選挙に関する法律に矛盾し，又は選挙運動中にお

ける政治集会若しくは演説の事前の届出を必要ならしめるものと解釈してはならない。 

 

第 8 条 この条例の施行について必要な事項は，公安委員会が定める。 

 

附 則 

この条例は，公布の日から施行する。 

附 則(昭和 29 年 6 月 30 日条例第 32 号) 

この条例は，昭和 29 年 7 月 1 日から施行する。 
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資料 （神戸市）集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例の事務取扱規程 

昭和 36 年２月 22 日 

公安委員会訓令第３号 

（趣旨） 

第１条 この規程は、神戸市、姫路市及び洲本市の集会、集団行進及び集団示威運動に関

する条例（昭和 25 年神戸市条例第 217 号、昭和 26 年姫路市条例第１号及び昭和 25 年

洲本市条例第 177 号。以下「公安条例」という。）の事務取扱いに関して必要な事項を定

めるものとする。 

（事務処理の根拠） 

第２条 公安条例に関する事務は、警察法施行令（昭和 29 年政令第 151 号）附則第 19 項

及び市警察の廃止に伴う経過措置に関する政令（昭和 30 年政令第 79 号）第 10 条の規定

により、兵庫県警察の機関又は職員の事務として兵庫県公安委員会（以下「公安委員会」

という。）又は兵庫県警察職員が行うものとする。 

（事務の代行） 

第３条 兵庫県警察本部長（以下「本部長」という。）及び公安条例の施行地を管轄する警

察署長（以下「所轄警察署長」という。）は、集会、集団行進及び集団示威運動（以下「集

会等」という。）の許可（必要な条件を付け、又は条件を変更することを含む。）を公安

委員会の名において代行することができる。 

（事務処理の要領） 

第４条 所轄警察署長は、集会等の許可申請を受理した場合は、次の各号により処理しな

ければならない。 

(1) 集会等が当該申請を受理した警察署の管轄区域内のみで行われるもので、かつ、当該集

会等の実施が公共の安寧を保持するうえに直接危険を及ぼすと明らかに認められる場合

のほかは、速やかに許可すること。 

(2) 集会等が２以上の警察署の管轄区域にわたって行われるものであるときは、次によるも

のとする。 

ア 神戸市内各警察署にあっては、許可申請書に集会等許可進達書（様式第１号）を添

付し、速やかに本部長に報告すること。 

イ 姫路市内各警察署にあっては、集会等の主たる開催地を管轄する警察署長が、その

集会等の実施される地域を管轄する他の警察署長の意見を聞き、その集会等の実施が

公共の安寧を保持するうえに直接危険を及ぼすと明らかに認められる場合のほかは、

速やかに許可すること。 

(3) 集会等の実施が公共の安寧を保持するうえに直接危険を及ぼすと明らかに認められ、不

許可にすることを必要と認めるときは、許可申請書に集会等不許可処分進達書（様式第

２号）を添付し、速やかに公安委員会に報告すること。 

（本部長の事務処理） 
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第５条 本部長は、前条第２号アに規定する報告を受理したときは、その集会等が行われ

る地域を管轄する警察署長の意見を聞き、その集会等の実施が公共の安寧を保持するう

えに直接危険を及ぼすと明らかに認められる場合のほかは、速やかに許可をしなければ

ならない。 

２ 本部長は、前条第２号アに規定する報告を受理した場合において、その集会等の実施

が公共の安寧を保持するうえに直接危険を及ぼすと明らかに認められ、不許可にするこ

とを必要と認めるときは、許可申請書に集会等不許可処分進達書を添付し、速やかに公

安委員会に報告しなければならない。 

（許可等の記載様式） 

第６条 本部長及び所轄警察署長は、集会等を許可したときは、その旨を許可等の記載様

式（様式第３号）により、許可申請書の余白に記載し、その集会等が実施される日時の

24 時間前までに主催者又は連絡責任者に交付しなければならない。 

２ 集会等を不許可したときは、その旨を許可等の記載様式の３により、許可申請書の余

白に記載し、その集会等が実施される日時の 24 時間前までに主催者又は連絡責任者に交

付するものとする。 

（条件） 

第７条 本部長及び所轄警察署長は、集会等を許可する場合において、公共の安寧を保持

するため必要があると認め条件を付けるときは、許可書（許可する旨記載した許可申請

書をいう。以下同じ。）に条件書（様式第４号）を添付して主催者又は連絡責任者に交付

しなければならない。 

２ 本部長及び所轄警察署長は、集会等の許可に条件を付けた場合において、公共の安寧

を保持するため緊急の必要があると明らかに認められ、条件を変更するときは、条件変

更通知書（様式第５号）により、直ちに主催者又は連絡責任者に通知しなければならな

い。 

（報告） 

第８条 本部長及び所轄警察署長は、第３条から第５条までの規定により集会等の許可を

した場合は、集会等許可取扱報告書（様式第６号）により、速やかに公安委員会に報告

しなければならない。 

（許可の取消し） 

第９条 本部長及び所轄警察署長は、許可した集会等の実施が公共の安寧を保持するため

緊急の必要があると明らかに認められ、その集会等の許可を取り消す必要があると認め

られるに至ったときは、その理由を直ちに公安委員会に報告しなければならない。 

（許可の取消しの通知） 

第 10 条 集会等の許可を取り消した場合は、その主催者又は連絡責任者に対し許可取消通

知書（様式第７号）を交付して、通知するものとする。 

（市議会に対する報告） 
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第 11 条 集会等を不許可にし、又は許可を取り消した場合における神戸市、姫路市又は洲

本市の議会に対する報告は、集会等不許可（許可取消）処分報告書（様式第８号）によ

り、速やかに当該市の議会に報告するものとする。 

（受領書） 

第 12 条 本部長又は所轄警察署長は、集会等の主催者又は連絡責任者に許可書、条件変更

通知書、不許可通知書（許可しない旨記載した許可申請書をいう。）、許可取消通知書等

を交付するときは、受領書（様式第９号）を徴収し、許可申請書とともに保管しなけれ

ばならない。 

（取扱簿） 

第 13 条 本部長又は所轄警察署長は、集会等許可申請取扱簿（様式第 10 号）を備え付け、

許可申請の取扱い状況を明らかにしなければならない。 

附則 

（施行期日） 

１ この規程は、昭和 36 年３月１日から施行する。 

（神戸市公安条例に関する事務取扱要領等の廃止） 

２ 神戸市公安条例に関する事務取扱要領（昭和 30 年兵庫県公安委員会訓令第 11 号）及

び市町村公安条例に関する事務取扱要領（昭和 29 年兵庫県公安委員会訓令第 12 号）は、

廃止する。 

附則 平成６年３月 31 日 

公安委員会訓令第１号 

１ この訓令は、平成６年４月１日から施行する。 

２ この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式による用紙については、当

分の間、これを使用することができる。 
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資料 昭和 29 年 11 月 24 日新潟県公安条例事件 要旨 

 

事件番号     昭和 26(あ)3188  

事件名      昭和二四年新潟県条令第四号違反  

裁判年月日    昭和 29 年 11 月 24 日  

法廷名      最高裁判所大法廷  

裁判種別     判決  

結果       棄却  

原審裁判所名   東京高等裁判所  

原審事件番号 

原審裁判年月日  昭和 25 年 10 月 26 日  

 

判示事項 

 一 いわゆる公安条例の合憲性の限界 

二 昭和二四年新潟県条例第四号許可制の公安条例の合憲性 

三 適用条例の公布並びに施行日時を審理し、判示することの要否 

四 条例の土地に関する効力 

五 昭和二四年新潟県条例第四号（公安条例）の属地的効力  

 

裁判要旨 

 一 地方公共団体の制定する公安条例が、行列進行または公衆の集団示威運動につき、単

なる届出制を定めることは格別、一般的な許可制を定めてこれを事前に抑制することは、

憲法の趣旨に反するが、公共の秩序を保持し、または公共の福祉が著しく侵されること

を防止するため、特定の場所または方法につき、合理的かつ明確な基準の下に、これら

の行動をなすにつき予じめ許可を受けしめ、又は届出をなさしめて、このような場合に

はこれを禁止することができる旨の規定を設け、さらにまた、これらの行動について公

共の安全に対し明らかな差迫つた危険を及ぼすことが予見されるときは、これを許可せ

ずまたは禁止することができる旨の規定を設けても、これをもつて直ちに憲法の保障す

る国民の自由を不当に制限するものということはできない。 

二 昭和二四年新潟県条例第四号は憲法第一二条、第二一条、第二八条および第九八条に

違反しない。 

三 裁判所が裁判するにあたり適用すべき条例の公布並びに施行日時については、特に必

要ある場合のほかは、これを審理し、またはこれに対する判断を判示する必要はない。 

四 地方公共団体の制定する条例の効力は、法令または条例に別段の定めある場合、若し

くは条例の性質上、住民のみを対象とすること明らかな場合を除き、法律の範囲内にお

いて原則として属地的に生ずるものと解すべきである。 
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五 昭和二四年新潟県条例第四号（公安条例）は、新潟県の地域内においては、この地域

に来れる何人に対してもその効力を及ぼすものであつて、他県の在住者といえども、同

県内において右条例の罰則にあたる行為をした以上、その罪責を免れるものではない。 

 

 
 
  



26 
 

資料 昭和 35 年 7 月 20 日東京都公安条例事件 要旨 

 

事件番号     昭和 35(あ)112  

事件名      昭和二五年東京都条例第四四号集会、集団行進及び集団示威運動に関す

る条例違反  

裁判年月日    昭和 35 年 7 月 20 日  

法廷名      最高裁判所大法廷  

裁判種別     判決  

結果       破棄差戻  

 

判示事項 

 昭和二五年東京都条例第四四号集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例の合憲性。  

 

裁判要旨 

 昭和二五年東京都条例第四四号集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例は憲法第二

一条に違反しない。  

 

判決理由 

そもそも憲法二一条の規定する集会、結社および言論、出版その他一切の表現の自由が、

侵すことのできない永久の権利すなわち基本的人権に属し、その完全なる保障が民主政治

の基本原則の一つであること、とくにこれが民主主義を全体主義から区別する最も重要な

一特徴をなすことは、多言を要しない。しかし国民がこの種の自由を濫用することを得ず、

つねに公共の福祉のためにこれを利用する責任を負うことも、他の種類の基本的人権とこ

となるところはない（憲法一二条参照）。この故に日本国憲法の下において、裁判所は、個々

の具体的事件に関し、表現の自由を擁護するとともに、その濫用を防止し、これと公共の

福祉との調和をはかり、自由と公共の福祉との間に正当な限界を劃することを任務として

いるのである。 

本件において争われている昭和二五年東京都条例第四四号集会、集団行進及び集団示威

運動に関する条例（以下「本条例」と称する）が憲法に適合するや否やの問題の解決も、

結局、本条例によつて憲法の保障する表現の自由が、憲法の定める濫用の禁止と公共の福

祉の保持の要請を越えて不当に制限されているかどうかの判断に帰着するのである。 

本条例の規制の対象となつているものは、道路その他公共の場所における集会若しくは

集団行進、および場所のいかんにかかわりない集団示威運動（以下「集団行動」という）

である。かような集団行動が全くの自由に放任さるべきものであるか、それとも公共の福

祉――本件に関しては公共の安寧の保持――のためにこれについて何等かの法的規制をな

し得るかどうかがまず問題となる。 
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およそ集団行動は、学生、生徒等の遠足、修学旅行等および、冠婚葬祭等の行事をのぞ

いては、通常一般大衆に訴えんとする、政治、経済、労働、世界観等に関する何等かの思

想、主張、感情等の表現を内包するものである。この点において集団行動には、表現の自

由として憲法によつて保障さるべき要素が存在することはもちろんである。ところでかよ

うな集団行動による思想等の表現は、単なる言論、出版等によるものとはことなつて、現

在する多数人の集合体自体の力、つまり潜在する一種の物理的力によつて支持されている

ことを特徴とする。かような潜在的な力は、あるいは予定された計画に従い、あるいは突

発的に内外からの刺激、せん動等によつてきわめて容易に動員され得る性質のものである。

この場合に平穏静粛な集団であつても、時に昂奮、激昂の渦中に巻きこまれ、甚だしい場

合には一瞬にして暴徒と化し、勢いの赴くところ実力によつて法と秩序を蹂躪し、集団行

動の指揮者はもちろん警察力を以てしても如何ともし得ないような事態に発展する危険が

存在すること、群集心理の法則と現実の経験に徴して明らかである。従つて地方公共団体

が、純粋な意味における表現といえる出版等についての事前規制である検閲が憲法二一条

二項によつて禁止されているにかかわらず、集団行動による表現の自由に関するかぎり、

いわゆる「公安条例」を以て、地方的情況その他諸般の事情を十分考慮に入れ、不測の事

態に備え、法と秩序を維持するに必要かつ最小限度の措置を事前に講ずることは、けだし

止むを得ない次第である。 

しからば如何なる程度の措置が必要かつ最小限度のものとして是認できるであろうか。

これについては、公安条例の定める集団行動に関して要求される条件が「許可」を得るこ

とまたは「届出」をすることのいずれであるかというような、概念乃至用語のみによつて

判断すべきでない。またこれが判断にあたつては条例の立法技術上のいくらかの欠陥にも

拘泥してはならない。我々はそのためにすべからく条例全体の精神を実質的かつ有機的に

考察しなければならない。 

今本条例を検討するに、集団行動に関しては、公安委員会の許可が要求されている（一

条）。しかし公安委員会は集団行動の実施が「公共の安寧を保持する上に直接危険を及ぼす

と明らかに認められる場合」の外はこれを許可しなければならない（三条）。すなわち許可

が義務づけられており、不許可の場合が厳格に制限されている。従つて本条例は規定の文

面上では許可制を採用しているが、この許可制はその実質において届出制とことなるとこ

ろがない。集団行動の条件が許可であれ届出であれ、要はそれによつて表現の自由が不当

に制限されることにならなければ差支えないのである。もちろん「公共の安寧を保持する

上に直接危険を及ぼすと明らかに認められる場合」には、許可が与えられないことになる。

しかしこのことは法と秩序の維持について地方公共団体が住民に対し責任を負担すること

からして止むを得ない次第である。許可または不許可の処分をするについて、かような場

合に該当する事情が存するかどうかの認定が公安委員会の裁量に属することは、それが諸

般の情況を具体的に検討、考量して判断すべき性質の事項であることから見て当然である。

我々は、とくに不許可の処分が不当である場合を想定し、または許否の決定が保留された
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まま行動実施予定日が到来した場合の救済手段が定められていないことを理由としてただ

ちに本条例を違憲、無効と認めることはできない。本条例中には、公安委員会が集団行動

開始日時の一定時間前までに不許可の意思表示をしない場合に、許可があつたものとして

行動することができる旨の規定が存在しない。このことからして原判決は、この場合に行

動の実施が禁止され、これを強行すれば主催者等は処罰されるものと解釈し、本条例が集

団行動を一般的に禁止するものと推論し、以て本条例を違憲と断定する。しかしかような

規定の不存在を理由にして本条例の趣旨が、許可制を以て表現の自由を制限するに存する

もののごとく考え、本条例全体を違憲とする原判決の結論は、本末を顛倒するものであり、

決して当を得た判断とはいえない。 

次に規制の対象となる集団行動が行われる場所に関し、原判決は、本条例が集会若しく

は集団行進については「道路その他公共の場所」、集団示威運動については「場所のいかん

を問わず」というふうに、一般的にまたは一般的に近い制限をなしているから、制限が具

体性を欠き不明確であると批判する。しかしいやしくも集団行動を法的に規制する必要が

あるとするなら、集団行動が行われ得るような場所をある程度包括的にかかげ、またはそ

の行われる場所の如何を問わないものとすることは止むを得ない次第であり、他の条例に

おいて見受けられるような、本条例よりも幾分詳細な規準（例えば「道路公園その他公衆

の自由に交通することができる場所」というごとき）を示していないからといつて、これ

を以て本条例が違憲、無効である理由とすることはできない。なお集団的示威運動が「場

所のいかんを問わず」として一般的に制限されているにしても、かような運動が公衆の利

用と全く無関係な場所において行われることは、運動の性質上想像できないところであり、

これを論議することは全く実益がない。 

要するに本条例の対象とする集団行動、とくに集団示威運動は、本来平穏に、秩序を重

んじてなさるべき純粋なる表現の自由の行使の範囲を逸脱し、静ひつを乱し、暴力に発展

する危険性のある物理的力を内包しているものであり、従つてこれに関するある程度の法

的規制は必要でないとはいえない。国家、社会は表現の自由を最大限度に尊重しなければ

ならないこともちろんであるが、表現の自由を口実にして集団行動により平和と秩序を破

壊するような行動またはさような傾向を帯びた行動を事前に予知し、不慮の事態に備え、

適切な措置を講じ得るようにすることはけだし止むを得ないものと認めなければならない。

もつとも本条例といえども、その運用の如何によつては憲法二一条の保障する表現の自由

の保障を侵す危険を絶対に包蔵しないとはいえない。条例の運用にあたる公安委員会が権

限を濫用し、公共の安寧の保持を口実にして、平穏で秩序ある集団行動まで抑圧すること

のないよう極力戒心すべきこともちろんである。しかし濫用の虞れがあり得るからといつ

て、本条例を違憲とすることは失当である。以上の理由によつて、上告人の主張は結局正

当なるに帰し、本条例を違憲、無効とする原判決は破棄を免れない。 
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資料 主要国の憲法等における「表現の自由」の規定 
（出典：「公共の福祉（特に、表現の自由や学問の自由との調整）に関する基礎的資料」 

基本的人権の保障に関する調査小委員会 平成 16 年 4 月 1日参考資料、衆議院憲法調査

会事務局） 

 

フランス人権宣言（1789 年制定） 

第 11 条〔言論・出版の自由〕 

思想および意見の自由な伝達は、人のもっとも貴重な権利の一つである。したがってす

べての市民は、法律により定められた場合にこの自由の濫用について責任を負うことを除

き、自由に発言し、記述し、出版することができる。 

基本的人権の保障に関する調査小委員会 

 

アメリカ合衆国憲法（1787 年制定） 

修正第 1 条〔政教分離、信教の自由、言論の自由、請願権〕（1791 年確定） 

連邦議会は、国教を樹立し、または宗教上の自由な行為を禁止する法律を制定してはな

らない。また、言論もしくは出版の自由を制限する法律、または人民が平穏に集会し、も

しくは苦痛の救済を政府に請願する権利を制限する法律を制定してはならない。 

 

イタリア共和国憲法（1947 年制定） 

第 15 条〔通信の秘密の不可侵〕 

1 信書およびその他のあらゆる形式の通信の自由および秘密は、不可侵である。 

2 その制限は、法律の定める保障をともない、司法官憲の理由を付した令状によってのみ、

これを行うことができる。 

第 17 条〔集会の権利〕 

1 市民は、平穏に、かつ武器を持たずに、集会する権利を有する。 

2 集会は、公開の場所におけるものであっても、事前の届出を必要としない。 

3 公共の場所における集会は、当局に事前の届出をしなければならず、当局は、治安また

は公共の安全に関する明白な理由によってのみ、それを禁止することができる。 

第 18 条〔結社の自由〕 

1 市民は、刑法によって個人に禁止されていない目的のために、許可なくして、自由に結

社をつくる権利を有する。 

2 秘密結社および軍事的性格を有する組織の下に、間接的にでも、政治目的を追求する結

社は、これを禁止する。 

第 21 条〔表現の自由〕 

1 何人も、自己の意見を、言語、文書その他のあらゆる流布の手段により、自由に表現す

る権利を有する。 

2 出版は、認可または検閲に服させられない。 
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以下 略 

 

ドイツ連邦共和国基本法（1949 年制定） 

第 5 条〔表現の自由〕 

1 何人も、言語、文書および図画をもって、その意見を自由に発表し、および流布し、な

らびに一般に入手できる情報源から妨げられることなく知る権利を有する。出版の自由

ならびに放送および放映の自由は、保障する。検閲は、行わない。 

2 これらの権利は、一般法律の規定、少年保護のための法律上の規定および個人的名誉権

によって、制限される。 

3 芸術および学問ならびに研究および教授は、自由である。教授の自由は、憲法に対する

忠誠を免除しない。 

第 8 条〔集会の自由〕 

1 すべてのドイツ人は、届出または許可なしに、平穏かつ武器を持たないで集会する権利

を有する。 

2 屋外の集会については、法律によって、または法律の根拠に基づいて、これを制限する

ことができる。 

第 9 条〔結社の自由〕 

1 すべてのドイツ人は、団体および組合を結成する権利を有する。 

2 目的または活動において刑法律に違反している結社、または憲法的秩序もしくは国際協

調の思想に反する結社は、禁止される。 

3 略 

第 10 条〔通信の秘密〕 

1 信書の秘密ならびに郵便および電気通信の秘密は、不可侵である。 

2 制限は、法律に基づいてのみ行うことができる。その制限が、自由で民主的な基本秩序

の擁護、または連邦および州の存立もしくは安全の擁護のためのものであるときは、法

律により、その制限が当事者に通知されないこと、および裁判上の方法に代えて、議会

の選任した機関および補助機関によって事後審査を行うことを定めることができる。 

 

 
 
 
 



31 
 

第２章 多文化共生のまち神戸を目指して 
平成 29 年 10 月 4 日「神戸市ヘイトスピーチ対処の条例の策定検討に向けての勉強会」より 

 
１．神戸市民として暮らしている本邦外出身者等の思い 

 
（１）在日韓国人の人々の思い 

在日本大韓民国民団によると、ヘイトスピーチ解消法に対する意見や神戸

市ヘイトスピーチ対処の条例への期待、神戸市民として暮らしていくという

思い等は、次のとおりである。 

 
ア．ヘイトスピーチ解消法に対する意見 

ヘイトスピーチ解消法が昨年の６月に施行され１年を経過している。当

初は理念法、罰則もないということで、かなりの反対の声があった。しか

し、ほぼ超党派でこれが議決されたということは、大いに歓迎すべきだと

いうことになった。実際、解消法成立後のヘイトスピーチの状況は、ヘイ

トスピーチが行われた数が法成立以前の半分以下、場合によっては３分の

１ぐらいに減ってきている。 
大阪市、川崎市、名古屋市を初め、ヘイトスピーチに関わるような団体

には会場や公園の使用は不許可にするなど、ヘイトスピーチを根絶するた

め、地方行政としてのいろいろな取り組みがあり、相乗的な効果を発揮し

ているという状況である。 
イ．神戸市ヘイトスピーチ対処の条例への期待 

神戸市においても、ヘイトスピーチ解消法をフォローし、もう少し有効

性のあるものにするために、神戸市ヘイトスピーチ対処の条例が策定され

ることが望まれている。 
これまで、民団主催で議員や市民を対象にヘイトスピーチのビデオ上映

を行われたことがあるが、日本でこのようなヘイトスピーチが行われてい

ることに対する驚きや信じられないという声があった。 
以前（昭和 30 年代頃）には在日韓国人に対する露骨な差別のあった時期

もあったが、それでも今のようなひどいものではなかった。今は、若い女

子高校生が「朝鮮人、韓国人はガス室に送って皆殺しにせえ」など聞くに

堪えないことを公衆の面前で堂々と、さも立派なことをしているというよ

うに行っている。 
日本には表現の自由があり、何物にもかえがたい権利であるが、現在行

われているヘイトスピーチは表現の自由の枠とは全然関係ないという意見

も、ビデオ上映会において出されていた。 
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また、ヘイトスピーチ根絶の問題は、いじめられている韓国人を救って

やろうというようなレベルの問題ではなく、日本そのものが多文化共生に

支えられた豊かな社会をつくっていく上で考えなくてはいけない問題だと

いう意見も出されていた。 
ヘイトスピーチ根絶の運動が、ややもすれば政治運動であったり、自分

たちの権利だけを言っているように誤解されることがあるが、決してそう

いうものではない。 
ウ．神戸市民として暮らしていくという思い 

22 年前の阪神・淡路大震災のときに、県知事が初めて外国籍県民という

表現を使った。韓国人も 107 人ほど死亡したこともあって、被害に遭うの

は同じで、これから兵庫県、神戸市を復興していくのに、市民として県民

として一緒に手を組んでやっていくパートナーだとした。これには大変感

動し、力強い思いをしたのである。 
神戸市長も、「あなたたちはまちづくりのパートナーだ」という話をよく

するが、在日本大韓民国民団（全国 38 万人、神戸２万人）においても、市

民の一員であり、地域のまちづくりに日本人とともに歩んでいくという考

えである。在日韓国人は、10 人のうちほぼ８人が日本国籍を持っていると

いう状況となっているが、これからも日本、兵庫県、神戸市にしっかり根

をおろして、市民として暮らしていくという立場である。 

 
（２）華僑の人々の思い 

神戸華僑総会によると、神戸華僑の現状や華僑に対するヘイトスピーチの

状況、ヘイトスピーチへの意見等は、次のとおりである。 

 
ア．神戸華僑の現状 

神戸華僑は、神戸港開港のころ十数名が日本の各地、あるいは中国から

神戸に移り住んで、それから 150 年が経っているということになる。当初

はそれぐらいの人数であったが、特に中国と日本が国交正常化されて以降

急激に増え、今兵庫県で中国系市民、あるいは中国系の人たちは大体２万 5
千人、神戸市内に限ると約１万 5 千人が生活している。神戸の華僑の中に

は、幼稚園、中華同文学校、さらに広東省や福建省という同郷会がある。

それ以外には中華義荘という中国人の墓地も有馬の近辺にある。 
イ．華僑に対するヘイトスピーチの状況 

ヘイトスピーチは、日中戦争などの時にいじめられたとか言葉で攻撃さ

れたということはあった。その後は特に目立ったものはないという状況で

あるが、就職や結婚のときに、中国人だとか日本人じゃないというような
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ことはあった。 
５年前の日本でいう尖閣列島、中国では魚釣島の問題が起きた後、中華

同文学校の校舎に石を投げられてガラスが割れるという事件や中華同文に

通っている子供たちに対し、中国へ帰れというような表現もされたことは

あった。ただ、全般を通して神戸は非常に住みやすい町であると考えられ

ている。 
ウ．ヘイトスピーチへの意見 

ヘイトスピーチに関しては、今はどちらかと言えば韓国・朝鮮人に対し

て行われているが、少し立場を変えて、例えば中国と日本の情勢が悪くな

れば、すぐ華僑のほうに向けられてくるだろうという懸念はある。 
ただ、少なくとも今は華僑たちに対して非常に理解がある人が多く、ヘ

イトスピーチに合うようなことはないのでは考えられている。 

 
（３）在日ブラジル人の人々の思い 

ＮＰＯ関西ブラジル人コミュニティＣＢＫによると、在日ブラジル人の現

状やヘイトスピーチへの意見等は、次のとおりである。 

 
ア．在日ブラジル人の現状 

現在、神戸市にはオールドカマーの人たちとニューカマーの人たちを含

めて、多くの外国人が暮らしている。 
入管法が改正されて以降、多くの日系人がブラジルから来日した。労働

力を必要としていた日本にとっては、来日したブラジル人や難民で来たベ

トナム人は労働者でしかなかったかもしれないが、彼らには家族がおり、

これから生きていく子供たちがいた。当時の学校現場では、そういった外

国にルーツを持つ子供たちの学力問題、教室での問題行動が大きな課題と

なっていた。 
約20年前の神戸市内や周辺地域のブラジル人を取り巻く環境と現在の状

態は、あまり変わっていない。子供たちは、なれない日本の学校の中で、

いじめや偏見の悩み、自分がブラジル人、外国人であるということを隠そ

うとし、否定的に考えたりする。自分が生まれた国、また自分の親、祖父

母が愛する国を恥ずかしがり、毛嫌いし、日本人になりたいと言う。周り

から差別しようとする目やかわいそうな子と見られる目、時にはいじめと

いう攻撃から逃げるように人の目を気にして生きなければならない。 
イ．生まれながらにしてのグローバルな人材（子供たち）の可能性 

外国にルーツを持つ子供たちは、自分また親の国や歴史を学ぶことで、

自分がなぜ今ここにいるかを知り、そして、親、祖父母を尊重し、感謝す
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る心を持つようになる。そして、それまでブラジル人であること、外国人

であることを否定的に考え、隠そうとした気持ちから、ブラジルを知り、

言葉を学ぶことで、生きる上の自信、誇りを持つようになる。 
外国にルーツを持つ子供たちは、生まれながらにしてグローバル人材に

なる可能性を秘めている。彼らは、外国にルーツを持ち、その影響を受け

ることで、日本で育ちながらも２カ国語以上の文化を学ぶことができる。 
彼らが生きやすい社会にするためにも、彼ら自身が日本語の勉強、学校

の教科、学習を習得するのと同時に、自分の国の文化に触れたり、言語を

学んだりすることができる環境がとても必要である。 
現在の日本では、グローバル人材というと英語を話せる人、留学経験の

ある人などということになるが、言語は単なるツールにすぎない。そのツ

ールを手にする人間に日本と外国をつなぐ文化的な素養がない限り、それ

は日本にとってメリットのあるグローバル人材とは言いがたい。外国にル

ーツを持つ子供たちも、日本人と同様に多くの可能性を秘める人材である

ということ、そしてその子供たちの可能性を広げることで、この社会を変

えていくことになるのではないか。 
ウ．ヘイトスピーチへの意見 

神戸市ヘイトスピーチ対処の条例の策定には賛成の立場である。 
メディアで取り上げられるヘイトスピーチ、またはＳＮＳなどに書かれ

ている差別的な発言、それらを目にする外国にルーツを持つ子供たちはど

のような思いになるか。彼らが自分の可能性にも気づかず、ルーツを否定

して隠したくなるような社会ではいけない。子供たちの未来とその子供た

ちが暮らす日本社会の未来のためにも、神戸市から外国人が住みやすい、

日本人とともに生きやすい社会を形成していく必要がある。 
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２．ヘイトスピーチ解消法施行後の動向 

 
（１）法務省によるヘイトスピーチ定義の発表 

2017 年 6 月、ヘイトスピーチに当たる具体例を法務省が示した。生命や身

体、財産に危害を加えるように告げる、著しく侮辱する、地域社会からの排

除をあおることなどを不当な差別的言動として挙げている。 
脅迫的言動とは、「殺せ」「海へ投げ入れろ」という直接死につながる言動、

侮辱する言動や、「ゴキブリ」など害虫や昆虫と重ね合わせて、民族あるいは

その集団を表現する言葉、もう１つは、地域社会から排除するという言動で、

「この町から出ていけ」「祖国へ帰れ」ということも当然ヘイトスピーチに当

たるとした。 
23 都道府県の約 70 自治体に伝えられ、各自治体はこれを参考にヘイトス

ピーチについての取り組みを行うよう法務省が発表した。 

 
【典型的なヘイトスピーチ】 ※法務省作成 
① 脅迫的言動 
「〇〇人は殺せ」 
「〇〇人を海に投げ入れろ」 

② 著しく侮蔑する言動 
特定の国、地域の出身者について「ゴキブリ 」などの昆虫、動物、物

に例える。このほか、隠語や略語が用いられたり、一部を伏せ字にした

りするケースもある 
③地域社会から排除することを扇動する言動 
「〇〇人はこの町から出て行け」 
「〇〇人は祖国へ婦れ」 
「〇〇人は強制送還すべきだ」 
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（２）インターネット上のヘイトスピーチ対策の状況 

ア．大阪市における対策状況 
平成 29 年 6 月、大阪市では、「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条

例」（2016 年 1 月 18 日一部施行、同年 7 月１日全面施行）に基づき、インタ

ーネット上の動画４件をヘイトスピーチと認定し、大阪市長が動画サイトに

対して削除要請を行うとともに、ハンドルネーム等の公表を行った。 

 
【大阪市がヘイトスピーチと認定した動画】（公表内容は資料編に掲載） 
① 平成 25 年 2 月 24 日に大阪市天王寺区、生野区、東成区内で行われた

「2013 年２月 24 日 日韓国交断絶国民大行進 大阪鶴橋デモ」と称され

るデモ活動を記録した一連の動画 
② 平成 25 年２月 24 日に大阪市天王寺区、生野区、東成区内で行われた

「２月 24 日 日韓国交断絶国民大行進 in 鶴橋」と称されるデモ活動を

記録した一連の動画 
③ 平成 25 年 2 月 24 日に大阪市東成区内のＪＲ鶴橋駅高架下で行われた

「【日韓断交】2/24 鶴橋の中心でﾁｮﾝｺと叫ぶ＠大阪」と称される街宣活動

を記録した一連の動画 
④ 平成 25 年 3 月 31 日に大阪市東成区内のＪＲ鶴橋駅高架下で行われた

「3 月 31 日特亜殲滅カーニバル in 大阪街宣」と称される街宣活動を記録

した一連の動画 

 
イ．尼崎市「インターネットによる差別書込みモニタリング事業」 

尼崎市では、平成 22 年 6 月 25 日から、インターネット掲示板（2 ちゃ

んねるなど）に書き込まれている書込みに対しモニタリングを開始し、悪

質な差別書込みの早期発見に努めるとしている。重大な人権侵害にあたる

書込みや差別を助長するような書込みについては、関係機関と連携を図り

ながらプロバイダ等に対し削除要請を行うこととなっている。 
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尼崎市「インターネットによる差別書込みモニタリング事業」の概要 

 概   要 

実施年 2010 年～現在 

実施日 毎週月曜日・金曜日 １～２時間程度 

目 的 
インターネットにおける掲示板への悪質な差別書き込みをモニタリ

ングすることにより、人権啓発と早期発見及び拡散防止等を図り、「人

権文化の息づくまち・あまがさきの実現を目指す」 

対 応 

・差別性のある書き込みは、印刷物とデータで保存。 
・重大な人権侵害や差別を助長する書き込みは、 関係機関と連携を図

りながら、プロバイダー等に対して削除要請をする。 
・犯罪性を有するものは警察へ通報する。 

（出典）在日本大韓民国民団 事務局資料

※ただし、モニタリングの対象は、ヘイトスピーチに限定したものではない。 

 
参考資料 「外国人住民調査結果」（法務省） 

 

法務省では、平成 28 年 11 月~12 月に 37 市区に在留する 18 歳以上の外国人に対

して、外国人の人権に関し、法務省の人権擁護機関の取組みを今後どのように充実さ

せ、推進していくか等を検討するための基礎資料を得ることを目的とした調査を行っ

ている。 

この調査の中で、「外国人に対する差別的な表現について」として、日本に住む外

国人を排除するなどの差別的なデモ、街頭宣伝活動をしているのを、見たり、聞いた

りした経験について、「よくある」、「たまにある」を合わせると、「直接みた」が 20.3％

であり、「テレビ、新聞、雑誌等のメディアを通じて見聞きした」が 42.9％、「イン

ターネットで見た」が 33.3％という結果になっている。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：平成 28 年度 法務省委託調査研究事業 外国人住民調査報告書
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（３）公共施設の使用許可に対する地方公共団体の対応 

ヘイトスピーチ解消法制定後、地方自治体が公共施設の利用制限を設ける

動きが広がっている。以下に、愛知県、東京都江戸川区、川崎市の事例を紹

介する。 

 
ア．愛知県施設利用の審査基準における不許可条項 

朝日新聞（2017 年 5 月 30 日）によると、愛知県は、県施設利用の審査

基準に、特定の人種や民族への差別をあおるヘイトスピーチのおそれがあ

る集会などを不許可にする条項を設けた。第三者機関による審査などの仕

組みはなく、各施設が個別に判断することとなっている。 

 
【愛知県施設利用審査基準の例】 

手続案内（申請に対する処分）：文化芸術課 

局名 所属名 

県民生活部  文化芸術課  

手続名 

愛知県文化情報センター催事室の利用許可 

概要 

愛知県文化情報センター催事室を利用する場合の手続 

根拠法令 

愛知芸術文化センター条例 

条項 

第５条第３項 

手続対象者 

愛知県文化情報センター催事室を利用しようとする方 

提出先 

愛知芸術文化センター 地下２階アートプラザ内 施設利用受付窓口 

提出時期 

利用内容により異なります。愛知芸術文化センターＷｅｂサイトをご覧ください。 

提出方法 

 

手数料 

無料  

申請書様式・添付書類様式 

催事室利用許可申請書  

添付書類・部数 

なし 

受付時間 

午前１０時から午後６時まで（土曜日及び日曜日にあっては、午後５時まで） 

相談窓口 

  愛知芸術文化センター 愛知県芸術劇場 

  （指定管理者）公益財団法人愛知県文化振興事業団 

  TEL：052-971-5516  FAX：052-971-5646 

審査基準 
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(利用を許可する催物の範囲) 

催事室の利用を許可するものは、次の各号のいずれかに該当する催物とする。 

 (1) 美術、音楽、演劇、舞踊、映像、芸能、文芸等の芸術文化の振興及び普及に寄

与するもの 

 (2) 学術の振興及び行政の推進に寄与するもの 

 (3) その他愛知県芸術劇場館長(以下「劇場館長」という。)が適当と認めるもの 

(利用を許可しない催物の範囲) 

催物の内容が次の各号のいずれかに該当するものについては、催事室の利用を許可し

ない。 

 (1) 専ら商品の展示、販売及び商品の販売の促進を目的とするもの 

 (2) 公安又は風俗を害するおそれがあるもの 

 (3) 施設の構造上又は管理上支障のあるもの 

 (4) 暴力団の利益になると認められるもの 

 (5) 本邦外出身者に対する不当な差別的言動が行われるおそれがあるもの 

標準処理期間  

標準処理期間（詳細）  

備考  

出典：愛知県行政手続情報案内システム 

 
イ．東京都江戸川区の文化・地域施設利用の不承認規約 

東京都江戸川区では、「江戸川区施設予約システム えどねっと利用者規

約」において、文化・地域施設の利用の不承認の規約として、「本邦外出身

者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律（ヘ

イトスピーチ対策法）第２条に規定する「本邦外出身者に対する不当な差

別的言動」を行う場合。」を盛り込んでいる。 

 
江戸川区施設予約システム えどねっと利用者規約（抜粋） 

第２章 文化・地域施設 

（利用の不承認） 

第 44 条 条例の規定により次の各号に該当する場合は、利用を承認しないこと

とし、必要に応じて予約を取り消すことができることとします。ただし行政

目的等により事前に承認を受けた場合はこの限りではありません。 

(1) 悪臭や騒音を発するもの又は煙の出る物を持ち込む場合。 

(2) 消防法で規定する危険物を持ち込む場合。 

(3) 凶器となりうる物品を持ち込む場合。 

(4) 飲酒を主たる目的とした利用の場合。ただし、祝賀会・記念会等の目的で、

事前の承認を得た場合はこの限りではありません。 

(5) 営利を目的として物品の展示販売（勧誘、斡旋を含む）等を行う場合。 

(6) 営利を目的として、継続的に団体の活動を行う場合。（個人、団体又はその

構成員が財産上の利益を得ることが主たる目的である場合を含む。） 

(7) 部屋に施錠をして利用する場合。 
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(8) 無断で部屋を暗く して利用する場合。 

(9) 館の内外に旗竿、プラカード、ビラ、看板等を持ち込む場合。 

(10) 定員を超えて利用する場合。 

(11) 所定の場所以外で火気を使用する場合。 

(12) 目的外の使用及び他者への譲渡利用が明らかな場合。 

(13) 高校生以下の利用者のみで部屋を利用する場合。 

(14) 施設の利用が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとな

ると認められる場合。 

(15) 本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関

する法律（ヘイトスピーチ対策法）第２条に規定する「本邦外出身者に対す

る不当な差別的言動」を行う場合。 

(16) 条例、規則、要綱、本規約並びに係員の指示を遵守する意思の認められな

い場合。 

２ 既に利用が承認されている場合でも、後から前項に該当すると認められた

場合は、条例に基づき承認を取り消すこととします。 

 
ウ．川崎市「公の施設」利用許可に関するガイドライン 

川崎市は、2016 年 12 月に出された「ヘイトスピーチ対策に関する提

言」（川崎市人権施策推進協議会）に基づき、「本邦外出身者に対する不

当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律に基づく「公の

施設」利用許可に関するガイドライン（案）」を策定した（2017 年 6 月）。 

 
【ガイドラインの基本的な考え方】 
① 憲法及び法令を尊重遵守しなければならない。表現の自由等の人権に

ついてその安易な規制は避けなければならない。 
② 川崎市人権施策推進基本計画（平成 19 年 2 月策定、平成 27 年 3 月改

定）において、その基本理念の一つとして「あらゆる差別の撤廃と人権

侵害の防止」を掲げている。 
③ 川崎市人権施策推進協議会からの提言（平成 28 年 12 月 27 日） 
④ 憲法適合性という観点から、 高裁判例（泉佐野市民会館事件・平成 7
年 3 月 7 日第 3 小法廷判決）を踏まえる必要がある。 

【ガイドラインで定める内容】 
本ガイドラインは、各施設の所管組織が、各施設の設置・管理条例にお

ける利用制限の検討・判断を行う際に拠るべき基準とする。 
【手続き等の概要】 
① 利用制限の種類 
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利用許可の申請があった場合に「不当な差別的言動の行われるおそれ

が客観的な事実に照らして具体的に認められる場合（言動要件）」は、当

該公の施設の利用等につき、「警告」「条件付き許可」「不許可」「許可の

取消し」といった利用制限を行うことができることとする。 
② 「不許可」「許可の取消し」の要件 

利用制限のうち、「不許可」「許可の取消し」については、「不当な差別

的言動の行われるおそれが客観的な事実に照らして具体的に認められる

場合（言動要件）」であり、かつ「その者等に施設を利用させると他の利

用者に著しく迷惑を及ぼす危険のあることが客観的な事実に照らして明

白な場合（迷惑要件）」と判断されるときに限って行うことができること

とする。 
③ 第三者機関 
「不許可」「許可の取消し」とする場合、判断及び手続の公正性・公平性・

透明性を担保するため、第三者機関から事前に意見聴取を行うこととす

る。 
④ 許可後の対応 

許可後に「不当な差別的言動の行われるおそれが客観的な事実に照ら

して具体的に認められる場合（言動要件）」と判断されることとなったと

きは、アからウに準じた対応を行うこととする。 
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（４）ヘイトスピーチに関する相談体制の整備 

ア．京都府「差別などの人権侵害に関する特設法律相談」の開始 
ヘイトスピーチ解消法及び部落差別解消法（「部落差別の解消の推進に関

する法律」（平成 28 年 12 月 16 日施行））において、地方公共団体では不当

な差別的言動や部落差別を解消するため、相談体制の整備・充実に努める

こととされているため、京都府では、共生社会実現の基盤ともなる人権相

談体制の強化を図るため、ヘイトスピーチや部落差別等の深刻な人権侵害

について、弁護士が裁判による法的な解決を含めてアドバイスする「差別

などの人権侵害に関する特設法律相談」を平成 29 年 7 月 4 日（火）から府

内３箇所で開始した。 
また、人権情報ポータルサイト「京都人権ナビ」において、相談窓口の

情報のほか人権に関する知識や研修に役立つ情報などの提供を行っている。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（出典）「京都人権ナビ」HP 
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（５）教育活動の実施事例 

文部科学省においては、「ヘイトスピーチ解消法」（第６条２ 地方公共団

体は、国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の実情に応じ、本邦外出

身者に対する不当な差別的言動を解消するための教育活動を実施するととも

に、そのために必要な取組を行うよう努めるものとする。）が施行されたこと

を踏まえ、学校における人権教育の一層の推進に資するため、外国人の人権

尊重に関する実践事例をウェブサイトにて紹介することを目的に、平成 28 年

度に各都道府県教育委員会に対して、学校における外国人の人権尊重に関す

る実践事例の提供を依頼し、学校の執筆による事例を収集した。 

 
外国人の人権尊重に関する実践事例について（H29.3、文部科学省） 

 
都道府

県名 
学校名等 人権教育に係る取組一口メモ 

1 北海道 北海道羽幌

高等学校 

韓国の素明女子高等学校との間で毎年実施される交流事業を通して、互

いの国の文化や歴史、教育、生活などについて理解を深めるとともに、

グロｰバルな視野や国際親善に努める態度を育成する。 

2 岩手県 盛岡市立上

田小学校 

国際理解教育を推進する中で、｢総合的な学習の時間｣を中核として、広

い視野に立って多文化を理解・尊重し、多文化共生のために自分の考え

や意思をもって具体的に行動できる子供を育成する取組を通して、人権

感覚を養っている。 

3 秋田県 秋田県立能

代松陽高等

学校 

外国人に対して偏見を持ったり差別をしたりしないように、学校行事を

通して異文化と触れ合う機会を増やし、異文化を受け入れる素地を養う。

4 福島県 玉井小学校 ｢よい村はよい学校をつくる、よい学校はよい村をつくる｣の理念の下、

おおたま学園（2 園、3 校）が連携し,学校・保護者・地域が一体となっ

て人権教育を進めていく。 

5 茨城県 つくば市立

並木小学校 

他者との関わり合いや認め合いを重視した教育活動を行うことで,互い

を尊重し合い,共に協力し磨き合っていける児童の育成 

6 栃木県 高等学校 総合的な学習の時間や LHR における参加体験型学習を通して、自他の人

権を尊重する意識・意欲・態度を養う。 

7 群馬県 桐生市立黒

保根小学校 

日常の教育活動とともに、西町 IS（インタｰナショナルスクｰル）との交

流を通して、他国の人々の文化や多様性を体験を通して理解できるよう

に、作業や活動内容を工夫している。 

8 埼玉県 熊谷市立石

原小学校 

授業や体験的学習を通して、共生の心をもち、人権感覚を働かせること

のできる児童を育てる。 

9 埼玉県 学校法人明

星学園 浦和

学院高等学

校 

国際教養の浦学として国連が承認する NPO 団体等と連携して国際的な基

準での人権教育を教科指導及び生徒指導において展開している。 

10 千葉県 千葉県立関

宿高等学校 

生徒の発達段階・地域の課題・当事者からの発信を生かした教育活動を

実践することによって、｢心に響く人権・同和教育｣を実現する。 

11 東京都 東京都教育

委員会 

外国人に対する偏見や差別の現状を理解し、偏見や差別意識をもつこと

なく、共に生きていこうとする態度を育てる実践事例である。 

12 新潟県 五泉市立橋

田小学校 

老人ホｰム訪問や特別支援学校との交流活動を通じて,様々な立場の人を

尊敬する態度を養う。 

13 富山県 射水市立東

明小学校 

学校における人権教育の柱を国際理解と交流活動とし、互いの違いを認

め合うことで、共に生きようとする児童の育成に努めている。 

14 石川県 小松市立第

一小学校 

個々の児童のきめ細かな理解と的確な支援、とりわけ、特別支援教育及

び外国につながる児童支援の更なる推進を目指す。 



49 
 

15 福井県 小学校 県内の外国籍児童生徒在籍の割合が約 50％以上を占める市である。この

市内にある本校の児童の実態は、以下の様子である。 

16 山梨県 中央市立田

富南小学校 

めざす子ども像（みなみっこ）より 

（み）みんなではげましあい 助け合える子 

（な）なにごとにもたえられる たくましい心と体をつくる子 

（み）みずから気づき 考え 正しく行動する子 

（つ）つねに自分から学び 基礎学力や学び方を身につける子 

（こ）こくさい感覚を身につけ、自分の考えをのびのびと主張できる子 

17 長野県 松本市立山

辺中学校 

｢山辺ドリｰム大学｣（総合的な学習の時間）を通じて、体験、交流を基盤

にして自分の生き方を考え、よりよい人間関係を築きながら共に課題を

解決する意欲と態度を育成する。 

18 岐阜県 養老町立高

田中学校 

確かな人権感覚を身に付け、様々な人権問題について、仲間とともに解

決に向けて行動できる生徒を育成する。 

19 三重県 亀山市立井

田川小学校 

道徳や総合的な学習の時間、教科学習を通じて、部落差別をはじめとす

る様々な差別に気づき行動する実践力を養う。 

20 滋賀県 滋賀県立米

原高等学校 

学期ごとの LHR を中心に、人権学習を系統的に推進している。その際、

HR 討論等生徒の自主的な取組を重視している。 

21 京都府 宇治市立南

宇治中学校 

本校には｢中国残留日本人孤児｣をルｰツにもつ中国帰国生徒が約 1 割在

籍。帰国生徒理解、障害理解、国際理解教育の視点から、人権教育を推

進している。 

22 大阪府 大阪府立成

美高等学校 

総合的な学習の時間やホｰムルｰム活動・教科学習を通じて、自己肯定感

を高めるとともに、多様性を認め尊重する態度を養う。 

23 奈良県 川西町立川

西小学校 

文化や言葉の違いを知り、それを尊重しながら生活していこうとする態

度を育てる。 

24 和歌山

県 

和歌山市立

宮前小学校 

同和教育を基に、私たち及び子供たちの人権意識を高め、保護者や地域

の方々への啓発活動に取り組む。 

25 鳥取県 高等学校 部落差別を始めあらゆる差別の解決について考えることを通して、生徒

自身の生き方や在り方を振り返り、人権尊重社会の担い手としての自覚

を深める取組。 

26 広島県 広島県立庄

原特別支援

学校 

日本とシンガポｰル両国の特別支援学校間で国際交流に継続的に取り組

み,異文化を理解し,多様性を受け入れようとする態度を育てる教育活動

を学校全体で組織的に進めている。 

27 徳島県 小松島市新

開小学校 

自他の大切さを認め合い、共に生きる児童の育成をめざした人権教育の

創造  

～人権尊重の視点に立った学校づくりをめざして～ 

28 香川県 丸亀市立城

乾小学校 

多文化共生に基づく人間関係を構築するために｢ワｰルドフェスタ｣（学校

行事）を開催する。 

29 愛媛県 西予市立多

田小学校 

自己実現への支援と児童相互の高め合いを通じて、人権尊重を基盤とし

た生活態度と様々な人権問題解決への実践力を育成する。 

30 福岡県 大牟田市立

中友小学校 

学校での検討内容をふまえ、教職員や児童が｢外国人の人権｣への理解を

深めるための授業モデルの改善や外国籍児童とその保護者の自尊感情を

高める取組、及び｢外国人の人権｣の理解のための当該児童を取り巻く

様々な環境を整備する取組。 

31 佐賀県 嬉野市立大

野原中学校 

学校全体として、子供たちの思いをつかむ取組（日記・生活アンケｰト・

教育相談など）を学校の教育活動の中に位置づけ、グルｰプワｰクトレｰニ

ング・構成的グルｰプエンカウンタｰなどの体験的参加型学習や Q-U アン

ケｰト等を活用しながら学級の人間関係づくり・集団づくりを行ってい

る。 

32 長崎県 長崎市立江

平中学校 

各教科、道徳、総合的な学習の時間、特別活動を通して、個を生かした

人間的ふれあいのある学級集団づくりと個の成長を目指す授業実践を行

う。 

33 宮崎県 宮崎県立都

農高等学校 

日常的に望ましい人間関係の醸成を図り、人権教育、同和教育をこころ

の教育と関連付けて指導し、差別をしない、差別を許さない態度を育て

る。 
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３．その他の参考となる事項 

 
（１）欧州委員会と IT 企業によるネット上のヘイトスピーチに対する行動規範 

駐日欧州連合代表部によると、欧州委員会は、2016年5月31日、Facebook、
Twitter、YouTube、Microsoft といった IT 企業とともに、欧州において、イ

ンターネット上でのヘイトスピーチの拡散を防止するための一連の対応策を

含む、行動規範を発表した。 
上記の IT 企業は、ネット上で違法なヘイトスピーチが拡散する機会が提供

されないようにするという課題に対応するための、欧州委員会と欧州連合

（EU）加盟国の取り組みを支援するとしている。 
同４社は、他のプラットフォームやソーシャルメディア企業と共に、ネッ

トの世界において、広く表現の自由を促進するという責任と自負を共有して

いる。しかしながら、欧州委員会と同４社は、違法なヘイトスピーチがネッ

ト上で広がることは、攻撃の対象となる団体もしくは個人のみならず、我々

の開かれた社会における自由と寛容と無差別を提唱して声を上げる人々にも、

負の影響をもたらすものであるとともに、ネット上での民主的な発言を萎縮

させてしまうと考えるとしている。 
そのため、通知を受けた場合にその内容を 24 時間以内に確認し、必要なら

速やかに削除するとしている。  

 
行動規範（和訳） 

欧州委員会 - プレスリリース 
欧州委員会と IT 企業は、嫌悪感を表明する行動規範を発表 
ブリュッセル、2016 年 5 月 31 日 
 
欧州委員会は、Facebook、Twitter、YouTube、Microsoft（以下「IT 企業」）と共同で、

欧州での違法憎悪発言の広がりと戦うための一連の約束を含む行動規範を本日発表した。 
IT 企業は、オンラインプラットフォームが違法なオンライン憎悪の発言がウイルスのよ

うに広がる機会を提供しないようにするという課題に対応しようと、欧州委員会と EU 加

盟国を支援している。彼らは、他のプラットフォームやソーシャルメディア企業と共同し

て、オンライン世界全体の表現の自由を促進する共同責任と誇りを共有している。しかし、

欧州委員会と IT 企業は、違法な憎悪発言をオンラインで広めることは、それが対象とする

団体や個人に悪影響を与えるだけでなく、オープンな社会で自由、寛容、差別のない人々

に悪影響を及ぼし、オンラインプラットフォームにおける民主的な談話への不毛な影響を

与えると考えている。 
（中略） 

この行動規範に署名することにより、IT 企業は違法な嫌がらせ行為をオンラインで処理

するための措置を継続することを約束する。 
これには、24 時間以内に違法な発言を削除するための有効な通知の大部分を検証し、必

要に応じてそのようなコンテンツへのアクセスを削除または無効にすることを保証するた

めの内部手続きとスタッフトレーニングの継続的な開発が含まれる。 
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IT 企業は、暴力行為や憎悪行為への扇動を促す内容のコンテンツに警告を行う市民団体

との協力関係を強化するよう努める。IT 企業と欧州委員会は、自主的な「カウンターナラ

ティブ※」、新しいアイデアや構想、批判的思考を促す教育プログラムを支援する。 
IT 企業は、現在の行動規範が他のインターネット企業、プラットフォーム、ソーシャル

メディア事業者と 善の措置を共有するだけでなく、指針としても重要であることを強調

している。 
行動規範には以下の公約が含まれる。 
 

・IT 企業は、違法な嫌がらせ行為の広がりに対抗するためにオンラインで主導し、以下の

公約を設定する行動規範について欧州委員会と合意する。 
・IT 企業は、サービスに対する違法な嫌がらせ発言に関する通知を検証するための明確で

効果的なプロセスを実施し、そのようなコンテンツへのアクセスを削除または無効にす

ることができるよう、暴力行為や憎悪行為への扇動を禁じることを明確にしたルールや

コミュニティガイドラインを整備する。 
・有効な削除通知を受信すると、IT 企業は、ルールやコミュニティガイドライン、必要に

応じて、フレームワーク決定 2008/913/JHA を置き換えた国内法、要求を審査する専任

チームの意見を検討する。 
・IT 企業は、違法な嫌がらせの発言を 24 時間以内に除去するための有効な通知の大半を

検証し、必要に応じてそのようなコンテンツへのアクセスを削除または無効にする。 
・上記に加えて、IT 企業は、ルールやコミュニティガイドラインで許可されていないコン

テンツの種類について、ユーザーに教育し、意識を高める。そのためのツールとして通

知システムを使用するものとする。 
・IT 企業は、加盟国当局と IT 企業との間のコミュニケーションのスピードと有効性を向上

させるため、特にオンラインでの違法嫌がらせ行為へのアクセスを妨げたり、アクセス

を無効にしたりするために、通知を提出する手続きに関する情報を提供する。この情報

は、IT 企業および加盟国によってそれぞれ指定された全国的なコンタクトポイントを通

して送られる。これにより、加盟国、特に法執行機関は、違法嫌がらせ行為をオンライ

ンで企業に通知することが可能になる。 
・IT 企業は、個々の企業のルールやコミュニティガイドライン、報告と通知のプロセスに

関する明確な情報を提供することにより、特に CSO（ 高サステナビリティ責任者）と

のパートナーシップを通じた専門家による暴力や憎悪行為への扇動を促進するコンテン

ツの通知と警告を奨励する。IT 企業は、CSO とのパートナーシップを強化するよう努め、

適切な場合には、CSO パートナーが「信頼できるレポーター」の役割を果たすためのサ

ポートとトレーニングを提供する。 
・IT 企業は、すべての加盟国における CSO パートナーの代表的なネットワークと「信頼

できるレポーター」へのアクセスを確保するために、加盟国と欧州委員会の協力のもと、

質の高い通知が提供されることを支援する。IT 企業は、「信頼できるレポーター」に関す

る情報を自分のウェブサイトで利用できるようにする。 
・IT 企業は、現在の社会発展についてスタッフに定期的に研修を提供し、さらなる改善の

可能性について意見交換を行う。 
・IT 企業は、 善の方法の共有を強化するために、他のプラットフォームやソーシャルメ

ディア企業との協力を強化する必要がある。 
・IT 企業と欧州委員会は、独立した反論の価値を認識し、自主的な「カウンターナラティ

ブ」、新たなアイデアや構想、批判的思考を奨励する教育プログラムを支援することを目

指す。 
・IT 企業は、 善の方法の訓練を提供するために、CSO との協力を強化し、効果的な対話

キャンペーンを実施するのに役立つよう CSO への積極的な活動の規模を拡大する。欧州

委員会は、加盟国と協力して、この点で CSO の具体的なニーズと要求を策定する措置を
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講じることにより、この努力に貢献する。 
・欧州委員会は、他の関連するプラットフォームやソーシャルメディア企業に対してもこ

の行動規範に定められた約束を遵守するよう、加盟国と調整する。 
 

IT 企業と欧州委員会は、この行動規範における公約を、その影響を含めて定期的に評価

することに同意する。 また、透明性を促進し、反対派と代替闘争を促進する方法について、

さらに議論することに同意する。 
この目的のために、定期的な会合が開催され、2016 年末までに人種差別、外国法違反、

およびすべての形の不寛容に対抗するためのハイレベルなグループに報告される。 
 

※「カウンターナラティブ」 
非営利団体アマデウ・アントニオ財団のチームによるプロパガンダに対抗するストーリーであるイ

ンターネットアートで、この基本的なアイデアは、過激思想家が使うのと同じオンラインツールを活

用し、彼らの憎悪に満ちたメッセージを弱めることを目的とする。 
例えば、満員の地下鉄など日常生活のありふれた不満をマイノリティーのせいにする人々をさりげ

なく冷笑するインターネット・ミーム（拡散）を考案した。 
その他、ヘアスタイルがきまらない日やスクリーン画面が割れた「iPhone」など、日常の失敗に

関する画像を公開し、ドイツ語で「人種差別主義者になる理由はない」というフレーズを添えた。す

ると間もなく、ネットユーザーからの写真が投稿されるようになり、そのハッシュタグはフェイスブ

ックやインスタグラム、ツイッターでトレンドになり始めた。これはネットで情報を拡散させたと非

難されがちなフェイスブックが、ＳＮＳで過激表現に対抗できると考える良い実例となっている。 

 
（２）日弁連によるヘイトスピーチに対する取組に関する照会 

日本弁護士連合会では、「ヘイトスピーチ解消法」の施行を受け、都道府県・

市町村や関係各機関が、どのような施策を進めようとしているのかを早期に

把握するため、2016 年（平成 28 年）年 10 月 12 日、地方自治体や関係機関

にヘイトスピーチに対する取組に関する照会を行った。 
照会結果の概要は、以下のとおりである。 

 
ア．都道府県庁、市区役所宛て照会結果 
① 相談体制、紛争・解決機関の設置 

ヘイトスピーチ解消法第５条第２項で自治体の努力義務とされている

「ヘイトスピーチに関する相談受付、紛争防止・解決のための体制整備」

については、解消法の施行を受けて新たな体制の整備を検討していると回

答した自治体は 12（照会対象は 47 都道府県及び 46 市区。以下同様。）で

あった（うち京都府については設置済み。2.(4)の項を参照）。ただし、いず

れも同条項においては「国との適切や役割分担を踏まえて」とあることか

ら、「国の具体的な方針が必要」「国の方針を踏まえて検討する」「国に方針

を示すよう要請している」といった趣旨の回答をしている。 
その他の自治体については、既存の相談窓口や紛争防止・解決機関（自

治体内部の人権相談窓口や地方法務局の人権相談など）を活用するとの回

答が多いという結果であった。 
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② 啓発活動 
ヘイトスピーチ解消法第７条第２項で自治体の努力義務とされている

「啓発活動」については、多くの自治体が何らかの形で法務省作成の「ヘ

イトスピーチ、許さない」のポスターやリーフレットを活用すると回答し

ている。 
これに加えて、自治体独自の特徴的な取組としては、「プロスポーツチー

ム・県内スポーツ組織等と連携して試合会場での広報活動」「住民向け講演

会や職員向け研修のテーマとしてヘイトスピーチを取り上げる」「公共の掲

示板やスクリーンで法務省作成コンテンツを放映する」「公共交通機関でス

ポット動画や車内吊り広告を掲載する」といったものが見られた。 
③ 公共施設の利用許可 

運用を「変更した」と回答した自治体は３都県、４市区である。「利用許

可書を交付する時に法務省チラシを添付する」というものもあったが、愛

知県、新宿区、渋谷区、横浜市、川崎市については、より積極的な運用に

変更している。 

【公共施設の利用許可の運用を変更した主な自治体】 

愛知県：ヘイトスピーチを目的として本県施設が利用されるおそれがある場合に

ついては、その利用を許可しない。 

新宿区：公園等の使用許可書に許可取消の可能性を追記する。 

渋谷区：公園の使用申請の際、ヘイトスピーチの集会ではない旨を確認する。過

去にヘイトスピーチを行ったことのある団体には厳重に注意する。 

横浜市：公共施設の使用申請に際し、ヘイトスピーチが疑われる場合には、施設

所管課が市民局人権課などと連携して個別に検討する。 

川崎市：都市公園について申請書の目的欄に「集会」とあった場合には内容を聞

き、関係課で情報共有する。 

 
また、「変更を検討している」とした自治体のうち、京都府、鳥取県、港

区において積極的に検討するとしている。 

【公共施設の利用許可の運用を変更の検討に積極的な自治体】 

京都府：国との連携のもと、学識経験者からも意見を聴取して検討することとし

ている。 

鳥取県：実際の利用形態による許可取消等の運用については、検討を続ける予定。

港区：公園の使用については、他自治体の事例も踏まえた上で条例等の見直しを

含め検討する。 
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一方、既存の条例で利用不許可とすることが可能と回答した自治体（鳥

取県、香川県、豊島区、川口市、京都市、草津市、下関市など）もあった。 

【既存の条例で利用不許可とすることが可能とした自治体】 

島根県：公共施設の使用許可については、それぞれの管理規定において、公の秩

序又は善良の風俗に反する場合や暴力団関係者などの不許可を規定して

おり、申込書等に記載された利用目的により判断をしていく。 

香川県：施設の利用許可については、施設設置条例やそれに基づく規則で、例え

ば、「公の秩序を乱し、又は公益を害するおそれや、施設等を損傷するお

それなどがあると認められるときには、利用許可しないことができる」

などと規定しているところであり、施設管理者が申請内容等を総合的に

判断して適切に対応するものと考えている。 

その他、豊島区、川口市、京都市、草津市、下関市など 

 
イ．教育委員会宛て照会結果 

ヘイトスピーチ解消法第６条第２項で自治体の努力義務とされている、

ヘイトスピーチ解消のための教育の実施については、各教育委員会が独自

に行っており、各自治体によりその内容・程度にかなりのばらつきが認め

られる。新たな啓発資料の作成、教員向け研修の実施のほか、弁護士を講

師とする授業の実施、民族学校との交流などの取組を行っている教育委員

会もあった。 
ウ．市区議会宛て照会結果 

ヘイトスピーチ解消を目的とする条例が既に制定されているのは大阪市

のみであり、照会時点で、条例案の提出やこれに向けた動きがあると答え

た市区議会はなかった。 
エ．都道府県警宛て照会 

警察の取組の回答内容は、①警察職員に対する教養の推進、②デモ取締

りの強化、③道路使用許可に際する事前指導、の３点でほぼ共通している。 
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資料 大阪市におけるヘイトスピーチの公表 
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資料 川崎市「公の施設」利用許可に関するガイドライン（案） 
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資料 欧州委員会と IT 企業によるネット上のヘイトスピーチに対する行動規範 
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資料 ヘイトスピーチに対する取組に関する照会結果報告（日本弁護士連合会） 
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