
- 101 - 
 

日 韓 友 好 神 戸 市 会 議 員 連 盟 

第１回 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 

 

日 時 ： 平成２９年５月１５日（月）１５時～１６時３０分 

場 所 ： 神戸市役所 １号館 ２６階 委員会室 

テーマ ： ヘイトスピーチ解消法と条例 

講 師 ： 遠藤比呂通 弁護士  

 

○司会 定刻が参りましたので、始めさせていただきたいと思います。 

 日韓友好神戸市会議員連盟の中できょうのテーマの検討を始めさせていただいておりま

すが、実は中身は何もございません。本来は役員の間でお話を聞こうかということだった

んですが、せっかくの機会ですので皆さんにもご案内をしてということで、たしか 46 名と

いう大変たくさんの先生方にお越しをいただきまして、改めて御礼を申し上げたいと思い

ます。どうもありがとうございます。 

 早速でございますけれども、きょうの講師の先生は、プロフィールをお手元にお配りさ

せていただいておりますが、遠藤比呂通先生でございます。現在は大阪の弁護士会所属の

弁護士さんです。1960 年山梨県生まれということで、私よりももう少し前にお生まれにな

っていたんじゃないかという気がしていたんですが、私のほうが年上でございまして、勉

強している人間としていない人間はこうも違うものかと思いましたが、東京大学法学部を

ご卒業されまして、東北大学法学部の憲法の助教授をお務めでございました。1997 年に弁

護士登録されまして、現在大阪の西成区で西成法律事務所を開業していらっしゃいます。 

 ご著書はそこに書いてあるとおりでございます。今回、私どもが平素お世話になってい

る弁護士の戎先生、きょうもお越しいただいておりますが、私個人的に長いおつき合いな

んですけれども、ご相談しましたら、このテーマにぴったりの先生がいらっしゃるという

ことで、遠藤先生をご紹介いただきました。あらかじめ役員の皆様には遠藤先生の論文を

お配りしておりますけれども、ヘイトスピーチに関しての論文もございまして、これまで

にもそういったことをお取り組みされたり、ご活躍をしていらっしゃる先生でございます

し、憲法学者でもいらっしゃるので、きょうはそういった観点からいろいろとお話をいた

だいて、第１回目の勉強会としてご指導をいただきたいと思っております。 

 遠藤先生、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

  

○司会 ご紹介にあずかりました遠藤と申します。今ご紹介にあったように、私、学者だ

ったものですから、大学の教壇で 90 分から 100 分ぐらいお話をします。大体学者の仲間を

見ていると、だらだら話す人が多くて、本題は最後のほうに出てきて、そのころはもう眠

くなっているというようなことで、連れ合いにきょう議員の先生の前でお話をすると言っ

たら、とにかく本題からお話をして、あとは寝ていただいても、最初の 20 分で言うべきこ

とはちゃんと言わなきゃだめよと言われております。ですから、まず 20 分間、遠藤という

弁護士であり憲法学者だった人間がヘイトスピーチの規制の問題で、今何が一番必要で、

例えば神戸市がヘイトスピーチの対処に関する条例等を制定するときに、逆に市民として

はどんな請願をするかということを皆さんに聞いていただきたいと思います。要点を書い
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たのが「法学教室」の１月号に書いた私の論文ですが、それは学者的な余計なもの、猥雑

物がたくさん入っております。読んでいただいた方には恐縮ですが、その中のエッセンス

を５ページのレジュメにまとめておりますので、論文を読んでいただく必要は全くなくて、

レジュメをお読みください。 

 そこに書いてあることは３つのことです。１つは、ヘイトスピーチ解消法ができて、そ

の前に大阪市には条例がありましたけれども、何ができたかというと、ヘイトスピーチの

定義ができたと。保護される対象が決まった。じゃあ何をするために定義が決まって、法

律をつくったかというと、解釈指針をつくるためです。既存の法律をヘイトスピーチをな

くさせるほうへ解釈していく。あるいは、解消するための努力というふうに法律は呼んで

いますけれども、これがこの法律の意味です。 

 ２つ目は、こういうことは本当は憲法がやっていること、憲法に書いてあるべきことな

ので、実質的に憲法と同じ意味を持つ非常に重要な法律だと。しかも、立法の議員、公明、

自民が中心になって、全会派が共同しながらつくった法律だと。ハングル、中国語、英語

の仮訳が出て、法務省がすぐホームページに載せた。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事な法律です。 

 ３つ目は、解釈指針としては、例えば神戸市で言えばどういう法律の解釈指針とすべき

なのか。それは神戸市にある今までの条例を活用して、相談体制をしっかり固めればでき

ることなのか。これが最初の 20 分の一番重要なことなんですが、できることとできないこ

とがあると。それができたとき一番かかわっていたのは、川崎市桜本の問題です。在日の

いろんな組織がある場所ですが、桜本のデモをとめるためにつくった法律という側面を持

っていた。裁判所に仮処分の申し立てが行われて、半径何百メートル以内にそのデモが来

てはいけない。街宣活動みたいなことをしてはいけないという仮処分が、法の制定後施行

を待たずに出て、川崎市は自分が管理する公園を公園条例に基づいてヘイトスピーチの目

的のためには使わせないということをやった。１ページにチェ・カンイジャさん──崔江

以子と書きますけれども、彼女の参議院での証言が引用してありますけれども、チェさん

が子供と一緒に一番主張したかったのは、あのデモを桜本に来させないでくださいと。確

かに桜本には来なかったけれども、ほぼ同じ内容のデモが違う場所で許可されて、公安委

員会によってお墨つきを与えられた上で行われたと。 

 桜本のデモは、皆さん報道等でご存じのように、警察の態度がころっと変わったために

デモ中止に追い込まれた。どう変わったかというと、今までは先導車をつけて、ヘイトス

ピーチをする、デモ行進する団体を取り囲んでいわば保護するかのように行進をしていた

のが、先導車をつけるのをやめてしまった。そうすると、カウンターデモという反対派、

そういうことをやめろと言っている人たちがたくさん前にいて、前に進めないという事態

になって、一歩も前に行けないので、デモを中止しますということでやめたと。これはよ

かったか悪かったか、評価が分かれるところですが、本当にそれでいいんですかと。 

 デモというのは最初からとめなければならない。例外的に公安委員会が伝家の宝刀とし

てデモを不許可にすることができると。戦後、日本社会において、各地の公安条例、神戸

市にも公安条例がありますけれども──に基づいて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

条例というのは最も評判の悪い条例です。ただ、一方の考え方をするならば、公安条例に
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は公安委員会がデモを不許可にするという道がある。ある手続的な要件をきちっと定めて、

公安条例に基づいてデモを不許可にするという道が開けたのではないだろうか。その可能

性を探っていくのが各自治体の責務なのではないでしょうかということを私は論文に書き

ました。そこがきょうの本題なんです。 

 公安条例について、余りにも危険で、乱用される可能性があるのだったら、どんな条例

とか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をぜひ皆さんに考えていただきたい。遠藤がこういう

条例をつくればいいですよと、学者とか弁護士として言うのは私の仕事ではありません。

つくってほしいというのが私の仕事です。ただ、今までの乱用された事例も含めて、現行

こういう条件を満たしていただければありがたいという請願を市民としてしたいと思いま

す。戎先生は、私がやった憲法訴訟の相手方というよりも敵方の弁護士ですが、その先生

にご紹介いただいて、こんなふうに皆さんに時間をいただいて、一番ありがたいのは私で

す。いつもお願いに行っているわけですけれども、上から陳情ができる機会を設けていた

だいてありがとうございます。 

 というのは、私は西成の釜ケ崎の弁護士として、この 10 年来住民票が消除されて選挙が

できないというホームレスの方々の問題をやっています。大阪市はちゃんと住民票が置け

るようにしてくださいと、公明党、民進党、自民党、いろんな会派を回って、総務財政委

員会の先生に陳情に行くのにつき添っております。ある意味で陳情を弁護士としての一つ

の仕事にしておりまして、きょうも、だまされたとお考えかもしれませんけれども、私と

しては陳情したいと思っております。こういう条例をつくってくださいと。しかし、先ほ

ど紹介していただいたように、私は一応憲法の専門家ということになっておりますので、

希望だけ述べて終わりというわけにいきません。なぜ今まで公安条例が使われなかったの

か、解消法が制定されたことによって、なぜ公安条例で道が開けたのか、遠藤が考えると

ころを若干詳しくお話をしたいと思っております。 

 皆さんの議論の中で、公安条例でも何でもいいですが、ヘイトスピーチみたいなことの

イメージとして、実際ヘイトスピーチデモに参加したり、あるいは遭遇したり、あるいは

カウンターデモにお出になった方がいらっしゃると思いますけれども、その経験があるか

ないかは１つ大きなことです。そして、ヘイトスピーチの根幹にあることは、ヘイトスピ

ーチの対象になっている、本邦外出身者という言葉を法律は使いましたけれども、念頭に

置かれているのは在日韓国朝鮮と言われている人々であることは国会で確認されています

が、ヘイトスピーチの言葉を聞いて、恐怖によって二度とその場所に足が向かない、買い

物に行けない、子供を連れていけないという思いをしている人と、うるさい、嫌だなあ、

ああいうことを言うのはうっとうしいなと思う程度の人と全く違う問題として存在してい

ると。今回、そういう被害を受けている人たちが法の保護対象となって、そのためにいろ

んな努力を国民全体がしなければいけない義務を負うと。具体的には政府と各地方自治体

が、市会議員等を含めてその責務を果たさなければならないという法律ができた。しかし

一方で、なぜ桜本のデモがとめられなかったかという問題から話をしたいと思います。こ

こから先はやや憲法学者の話になりますが、この機会に皆さんに２つの言葉を覚えていた

だきたいと思います。 

 １つは、Public Forum──パブリックフォーラムという言葉です。なぜ公安条例を使っ
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てデモが禁止できないか。公安条例ができたのは、1948 年、昭和 23 年から 1950 年、昭和

25 年の期間にほぼ入っております。神戸市条例ができたのは 1950 年です。最初は大都市

だけだと言われていたんですが、全国各地にできるようになった。なぜこの期間に集中し

ているか。ご存じかもしれませんけれども、占領軍がモデル条例をつくって、各地方自治

体にこれをつくれと指示をしたからです。なぜそんな指示をしたかというと、占領法規に

反対していろんな労働運動が起こった。例えば、そのきっかけとなったのは、今でもあり

ます大阪のクボタという会社の労働争議ですけれども、そういうストライキで、進駐軍で

あったアメリカ軍の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てしまう。

それだったら間接統治という占領政策と真っ向から反対しますから釈放になるということ

で、国の法律が通らないので、各自治体でモデル条例をつくった。１号は 1948 年に大阪で

でき上がって、各自治体でどんどんできていった。1950 年、昭和 25 年２月 22 日には神戸

市条例ができておりまして、そのときの議会でいろいろやりとりが行われています。 

 そういう条例は治安立法です。労働運動とか安保反対運動、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条例であるという意味で評判が悪いんです。その評判

の悪い条例が、1960 年の段階で評判の悪さのピークに達します。例の安保条約の岸首相に

よる強行採決と自動承認です。あの時代に安保を採決するのをとめるという運動が全国で

盛り上がっていきますけれども、そのときに公安条例が使われたわけです。しかし、裁判

所はたくさんの無罪判決を出します。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。正面から憲法違反にしなかったとしても、条例には人権に対して

ちゃんとした保護をするようなシステムが整っていないということで、無罪判決をどんど

ん出していく。 

 じゃあ取り締まり当局はどうしたかというと、公安委員会が許可不許可の権限を持って

いるわけですけれども、公安委員会が事務取扱規則というのをつくって、神戸市だったら、

デモの 24 時間前までに許可不許可を返事しなければだめだよとか、警察署長に公安委員会

から権限を委ねているけれども、警察署長だけで不許可にできない、不許可にしたいんだ

ったら進達伺いを出して、公安委員会に相談しなさいと。結局、公安委員が集まって自分

たちが決めなさいということで、いろんな手続規定を整備します。公安委員会の公安条例

に関する条項は、昭和 35 年、1960 年のいろんな争いの後、東京都がまずつくって、神戸

市も昭和 36 年、1961 年に事務取扱規則ができています。そういう歴史があります。 

 ですから、私は憲法学者として、公安条例というのは一番危険なものであって、公安条

例を使ってデモをとめたらどうですかという陳情をする日が来るなんて想像だにしていま

せんでした。こんな危ない条例はやめておいたほうが身のためだと。しかし、今使われて

いないかというと、使われています。大阪の西成で、警察官に暴行を受けたといった相談

をよく受けますけれども、私のところに相談に来るだけではなくて、いろいろな活動家、

労働組合とかに行くと、警察の前で抗議活動を始める。そうすると、何百人、何千人の人

が集まってきます。2008 年の釜ケ崎暴動と言われている私が担当した暴行事件も、私は抗

議活動には参加していませんけれども、たくさんの人が集まってきて、機動隊が出動し、

大変なことになるから、絶対に不許可だと。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ります。公安条例で不許可になるデモは、安保時代以降存在してい
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ないかというと、存在しています。 

 パブリックフォーラムという言葉を皆さん理解してお帰りいただいたなら、私、きょう

来たかいがありますが、もう１つ知っておいていただきたいことがあります。1960 年の安

保承認以降、最高裁は公安条例は憲法に違反しないというお墨つきを与えます。デモなど

いつ暴徒化するかわからないようなものは規制してもいいんだという乱暴な議論を使いま

す。評判どおりの最高裁判決です。しかし、それで決着しませんでした。また無罪判決が

たくさん出る。大阪の日本橋、東京の羽田空港、安保条約、日本の防衛政策にかかわるい

ろんな無許可、無届けデモを公安条例に基づいて逮捕すると、どんどん無罪になってしま

う。そこで、最高裁は判例集を自分でつくるんです。団藤重光という刑事訴訟法、刑法の

有名な先生が最高裁入りしまして、その人が中心となって、全国の無罪判決を集めて、公

安条例判例集というのをつくります。最高裁として何とかしなきゃいかん、このままだっ

たら、公安条例で起訴してもどんどん無罪になって、治安維持ができないと。そして、1975

年、昭和 50 年に徳島市公安条例判決というのが出ますが、これで公安条例にかかわる議論

が鎮静化します。 

 どんな事件だったかというと、デモをすると危険で、暴動が起こるからデモを規制する

といった危なっかしいことを正面から言うのはやめましょうと。時代が落ちついてきたせ

いもあるんですけれども、交通秩序の維持の話にしてしまいましょうと。デモであれば、

交通秩序が多少維持されないこともあるかもしれないけれども、安保で一番はやっていた

渦巻き行進とか蛇行進、今でもパリのシャンゼリデ通りで行われている端から端まで手を

つないで仲よく行進する、これは平和のデモですけれども、交通は全く寸断されますから、

そういう形をしたデモはだめだと。そういう形で規制すれば、デモのインパクトを著しく

奪うわけです。安保反対とか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す。これは非

常に評判がいい判決だったわけです。デモによって暴動が起きるとか治安が悪くなるとか、

治安の問題、公安の問題はすっ飛ばしておいて、交通秩序の話にしましょうと言ったのが

徳島市公安条例判決です。 

 今、在特会とかヘイトスピーチをぜひやりたいという団体が桜本でデモをすると、許可

はしておこうと。それで交通秩序を守るように条件をつける。これこれこういうコースを

歩んでいって、道からはみ出るなと。でも、あなたたちははみ出るでしょうから、条件を

つけたのを見張るために機動隊と警察が周りを囲んで交通秩序の維持を守らせると。例え

ば、私がいた東北大学では、中核派とか革マル派の諸君が 20 人ぐらいで東北大から市役所

に対してデモをすると、公安警察を含めて 100 人くらいの警察官がやってきて、周りを取

り囲む。デモのインパクトは著しく小さくなるけれども、内容について規制はしていない

から、表現の自由への配慮もしているというのが日本の公安条例です。徳島市公安条例は、

最高裁が全国の判例を集めてつくり上げた知恵です。当時たくさんあった無罪判決は、昭

和 50 年のこの判決によってひっくり返ってしまう。例えば、日本橋の無罪判決は、あなた

は日本橋で渦巻き行進をしましたねということで有罪になった。無罪判決は一個もなくな

ったけれども、表現の自由から見れば、あなたは危険思想だからとか、安保反対だから大

騒ぎになるとかいうことで規制はしません。交通秩序だけです。 

 公安条例というのが日本に全くないのだったら、使えとは言いません。あるんです。動
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いているんです。そして、桜本で起こったんです。京都で起こっているんです。神戸市で

起こっているんです。これを在特会とかヘイトスピーチの問題に当てはめたらどう見えま

すか。１ページにチェさんの叫びを書いておきました。警察が守ってヘイトスピーチをや

っている団体を桜本に入れるのかと。そう見えるじゃないですか。警察はそんなことは言

っていません。私たちは別にこの人たちに賛成したんじゃないと。でも、安保反対を抑え

るためにつくったこの条例を在特会やヘイトスピーチをやりたい団体にそのまま使ったら

えらいことになるよということを桜本の例は示しているわけです。 

 前置きが長くなりましたけれども、やっとパブリックフォーラムの話になります。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 100％保障しましょ

うと。道路というのは、集会やデモをするためにあるものではありません。人が歩いて、

道路として、車や自転車がそこを行くところです。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ありません。市民会館は、集会のためにあるわけですけれども、会議

室は集会だけのために存在しているわけではありません。特に道路が典型的ですけれども、

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。 

 そこで、このパブリックフォーラムをどう使うか。イメージしているのは、神戸市や兵

庫県が管理している道路、市民会館、公園において、どんな表現の自由の規制ができるか

できないか。それがアメリカの憲法における表現の自由というものをつくってきた。その

言葉は 1964 年に一人の憲法学者がお考えになった言葉です。Harry Carven──ハリー・カ

ルベンというシカゴ大学のロースクールの先生ですけれども、その人が 1964 年にある論文

を出して、パブリックフォーラムにおいてこういうふうに表現の自由が規制され、あるい

は守られるべきだという考えを打ち出します。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。ただ、アメリカが行ったことのいわばコンテキスト、機能を抜き

にして日本に紹介されるということがある。例えば、ヘイトスピーチ解消法の国会でアメ

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。例えば、ヘイトスピーチは、ヘイトスピーチ

という内容に着目して規制しているから、これを規制するの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とかで人権侵害をしないように

する。これがアメリカから日本に伝わってきた表現の自由の考えであり、パブリックフォ

ーラムの考え方だということをご紹介します。このオリジン、起源は、1964 年の論文にあ

るんです。 

 この 1964 年の論文のコンテキストを抜きにしてという話をしましたけれども、この論文

がおさめられた 66 年の本があります。タイトルが「The Negro and the First amendment」

と言います。ザ・ニグロというのは今は差別語として使われません。ブラックも使われま

せん。アフロアメリカン、アフリカ系アメリカ人です。60 年代の時代は、ザ・ニグロと言

われてさげすまれた人たちです。ザ・ファースト・アメンドメント──第１修正という意

味ですけれども、アメリカ憲法の第１修正が表現の自由を規定している。信仰の自由も政

教分離も、１条での第１修正を 1960 年代に形づくり、そして今のアメリカの表現の自由を

つくったのはザ・ニグロ、黒人としてさげすまれてきた人たちなんです。そのコンテキス

トを離れて、日本で表現の自由の内容を規制したのは問題ですというのは、ふざけるなと
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いうのが私の意見です。 

 ただ、私は、学者の時代からそう思っていたかというと、2009 年に在特会が朝鮮小中学

校を襲って、３回も来て、そのうち１回は私校庭の中にいましたけれども、そういった事

件で、刑事事件なり民事事件として弁護士として実際にヘイトスピーチと対決するように

なってから本格的に表現の自由を勉強するようになった。せざるを得ないようになった。

というのは、表現の自由で有名な奥平康弘という学者がいますけれども、奥平康弘さんた

ちが余りにもカルベンの論文を引用して、日本で言うと判で押したように、議会が神戸大

学なりどこかの憲法学者の先生を呼べば、表現の自由についての内容規制については慎重

であるべきだと。 

 ではかわりに何をやっていいかというと、表現の時、ところ、場所について規制する。

例えば、時間帯とか、音量とか、さっき言った交通秩序に規制をつける。そういう表現の

規制についてはオーケーだと。徳島市公安条例はすばらしいけれども、治安対策とか、あ

るいはヘイトスピーチでも、よくないし、聞きたくないし、絶対やめるべきだと思うけれ

ども、表現の自由の観点から言えば、守ってあげなきゃいけないものだという話になるん

です。その根拠は、パブリックフォーラムという言葉を初めて使ったハリー・カルベンの

論文、そしてそれを日本に紹介した奥平という人のコンテキストを抜きにした紹介です。

じゃあ、遠藤、おまえはそんなに偉いのかというと、偉くも何ともないですから、後で議

論していただきたいんですが、肝心なことがある。パブリックフォーラムという言葉を使

うとき──英語で言うと学者ぶって説明したみたいな感じになるので余り使いたくなかっ

たんですが、よく使われるようになったので使いましたが、何をイメージしていると思い

ますか。道路、公園、市民会館といったものがパブリックフォーラムだと。じゃああの花

時計の前はパブリックフォーラムですねということで、遠藤がきょう帰りにあそこで演説

をする。人がたくさん集まってきて、拡声器を使ったら、道路交通法違反、公安委員会規

則に違反だと言って逮捕される。私が無罪を主張するとき、パブリックフォーラムでは表

現の自由が規制されるべきだから、これについては道路交通法は適用するべきでないとい

うような議論をするでしょうが、ハリー・カルベンやアメリカでパブリックフォーラムが

生み出されたときに何を頭の中に置いていたのかということをぜひ知っていただきたい。 

 それは簡単なんです。最近過疎が進んで、議会をやめてタウンミーティングをしません

かと。全体集会、村民集会にしてしまう。余計な選挙をしないで済むしというようなこと

が新聞に載って、過疎が深刻になっている村があります。日本の地方自治も、変えればタ

ウンミーティング、全員集会というのができるわけです。神戸市では物理上不可能ですけ

れども。アメリカも、開拓者たちが入っていった町、アリゾナを中心にヨーロッパから渡

ってきた人たちがつくった一つ一つの町、マサチューセッツの何とかタウンとか、ジェー

ムズタウンみたいなところで、全員で集会を開いて、ヘイトスピーチについてどう対処し

ましょうという話をしたときに、どんな反対論が出ても、そこを議員同士の話、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。だけど、絶対ルールは必要じゃない

ですかと。これはアメリカの議員さんの名前をつけて、Robert's Rules of Order、ロバー

ツさんの秩序に関するルールというのがあります。 

 これは皆さんがプロですが、市議会で質問をして、どういう人がどういうふうなことを

進行して、議長が何をして、発言に対してヤジが飛んだらどうとか、議事進行規則という
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のが物すごいらしい。私の知っている戸田という門真の議員は、ひげとかばんを持って入

るなというルールをつくられていじめられましたけれども、それはともかく、アメリカだ

ったらそれを制限できないから、ずっと憲法を読んでいたという「スミス都へ行く」とい

う映画がありますけれども、議事進行規則がイメージなんです。例えば、市議会なり村民

集会で、議事進行規則は絶対必要です。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す。ほかの人がしゃべっているときにこっちがしゃべり出したら、議

会にならない。だから、こっちの人が道路を使うときはこっちの人は遠慮してね、こっち

の人が公園を使うときはこっちの人は遠慮してねというルールが頭の中にあります。それ

に比べて、いやしくもちゃんとした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は言えない。 

 それをモデルに、パブリックフォーラムという言葉を使って、1930 年代、40 年代はエホ

バの証人の一軒一軒歩いて、あるいはデモ行進をして、サウンドトラックで行って、大き

なスピーカーを使って、あなたたち、きょう悔い改めなければ、本当に大変なことになり

ますよというあの熱心な活動を規制するため、いろんな条例や法律ができます。30 年代、

40 年代は、アメリカの憲法判例はエホバの証人の方々の事件です。50 年代はコミュニスト、

共産主義、60 年代、70 年代初頭にかけては、表現の自由をつくったのは、少しの例外を除

けばザ・ニグロ、黒人としてニグロとしてさげすまれた人たちが街でデモ行進し、市議会

を取り囲み、ある場合は裁判所の前で抗議活動を行う。しかし、特徴は、在特会と全く違

って、教会でマルチン・ルーサ・キングのような牧師がお祈りして、平和裏に二列縦隊で

行きましょうね、15 人一固まりで行きますよと、市議会の前に行って、例えばニューハン

プシャーにある黒人を差別するいろんな法律、バスを分けるとか、学校を分けるとかいう

のを廃止してくださいということをやる。そういうデモをどこまで規制できるかという問

題の中でパブリックフォーラムが起こってきたわけです。 

 アメリカにもヘイトスピーチ規制法がありました。1952 年に合憲判決を受けています。

でも、アメリカでは表現の自由の内容規制はできない。ヘイトスピーチ規制みたいなこと

はできないんだと紹介されることがあります。これも皆さんよく聞かれるかもしれません。

でも、それは間違いです。どう間違いかというと、1952 年にユダヤ人の裁判官、フランク・

ファーターという人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ます。当時

ヘイトスピーチという言葉は使いませんでした。グループライベルという言葉を使った。

グループというのは集団、ライベルというのは誹謗中傷です。誹謗中傷罪、文書誹謗罪、

いろんな言葉を使いますけれども、人に悪口を言うものです。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。でも、アメリカではその後できなくなった。なぜ

か。憲法に違反すると判断されたからではありません。当事者たちが望まなかったからで

す。 

 さっき紹介したハリー・カルベンの 1964 年の論文をおさめた本の一番のポイントは、ユ

ダヤ人の人たちはそういう集団的に誹謗されることに対して非常に繊細だったけれども、

アメリカのニグロ、黒人と言われてきた人たちは、制度的にずっと奴隷にされてきた。制

度的に結婚できない。制度的に学校が違う。制度的なバッシング、一番ひどいのは、ドラ

ッグストアという日本の今のコンビニみたいなところに行って、ランチカウンター、今日
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本でもカップラーメンやおにぎりを食べられますけれども、そういうところは白人専用で、

白人はどこでも座っていいけれども、黒人はここに入っちゃいけないというので、座り込

んで逮捕されると。公民権運動の行き着いた先ですが、そういうことをやっている人にと

って、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、公民権運動を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

分たちがやりたいのは、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。それが公民権運動だった。 

 実際、1964 年のニューヨークタイムズとサリバン事件というのがありました。公民権運

動がコマーシャルを出して、それが南部のアラバマ州の公安委員長とか警察署長を名誉棄

損したといって、ニューヨークタイムズは 50 万ドルの罰金を払えと。広告を載せただけで

すけれども、それが何件か起こると、南部の陪審員は全部ニューヨークタイムズに不利に

判断するだろうと。ニューヨークタイムズはつぶれてしまう。 

 そういうふうに公民権運動を後押ししていた、今トランプと闘っているようなメディア、

特にニューヨークタイムズみたいな良心的と言われていたメディアをまさにライベル、誹

謗罪を使ってつぶそうとしていた時代に、それはよくないよ、自由にやりましょうという

判決を出させた。パブリックフォーラムの議論の中で、それを一番大事な事実として皆さ

んに知っておいていただきたい。日本の中のマスコミにおいて、メモをとって、指紋押捺

をこんなふうにされましたと朝日新聞の記者が書いたら、それが新聞に載った半年後にそ

の記者のいる場所が襲撃されて殺されてしまう。そういう状況がなかったのであれば、日

本の中で、グループライベルではなくて、両方とも自由にしましょうということはあり得

ると思うんですけれども、日本の社会の中でそのようにはなっていない。公民権運動が勝

ち取ったモデルは、公民権運動のほうで要らんと言った。実際 1952 年にボハネ判決という

ので合憲となったアメリカのヘイトスピーチ法は、せっかく連邦最高裁が合憲としたのに、

1961 年の時点でなくなっています。 

 そういう意味では、私たちはアメリカが歩んできた事例から学ぶことも大事ですし、パ

ブリックフォーラムという概念を知っていることも大事ですけれども、そこから公安条例

を使えるとか使えないとかいう結論を言う人がいたら、ちょっと待ってと思ったほうがい

い。なぜなら違いますもの。同じアメリカでも、ユダヤ系の人と黒人と言われている人た

ちは、ヘイトスピーチ論は全然違います。 

 今の状況について話をすると、またアメリカの話になってしまいますので、アメリカの

話はこの程度でやめておいて、あとの 15 分ぐらいでお話をしたいのは、日本のさっき言っ

た公安条例は、最初占領軍、進駐軍と言われていた人たちが、国の法律としてつくれない

から、モデル条例までつくって、治安立法として各都道府県、特に大都市につくらせた。

それは占領に対する批判を封じ込めるために使われ、労働運動を抑圧し、在日韓国朝鮮の

方々の人権運動を抑圧してきた歴史がある。釜ケ崎ではそれが今も相変わらず続いていて、

非常に慎重にすべき事柄であるということを日々実感している遠藤にもかかわらず、1975

年、昭和 50 年の徳島市公安条例以降、交通秩序を維持するという形で、警察、機動隊がつ

き添いながらデモを保護していく、あるいはデモを押し込めていくという実態の中で、そ

のままの姿を我々は在特会やヘイトスピーチの問題に当てはめていいのだろうかと。アメ
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リカで黒人の運動をやっている方々は要らないと言った問題を、日本の人権をやってこら

れた団体が要らないと言っているか、ぜひ必要だと言っているか、そこが一番大事なこと

なんじゃないか。それは誰にも決められない。そういう被害の対象となっている人たちが、

私たちが元町で買い物をするときにこれは絶対必要なんだ、子供をそこに連れていけない

じゃないかと言っているのか、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んだ、公安条例の廃止運動のほうにいきましょうと言うのであれば、

それはそれで違います。一応私が前提としているのは、私がかかわった事件も、解消法の

ときの桜本も、私が聞いている限り神戸も、そういった規制をする法律を必要とすると。 

 ただ、フグの毒じゃないけれども、一番危険なところがおいしいみたいな公安条例につ

いてのふざけた話をして終わりではなくて、では何をしなきゃいけないのか。公安条例は

使うためには条件が必要と。もちろん、集会にかかわる条例とか、市民会館をどう使わせ

るとか、公園をどう使わせるとかという神戸市プロパーの問題がある。管理権を持ってい

るのは神戸市ですから、むしろ神戸市議会としてはそっちのほうに連動していますが、こ

ういった場合、市の公園条例だけでは足りないから、許可不許可を決めるときにはこうい

うふうな資料を出させて、誰からどういうふうにして、どういうシステムで判断するかと

いうようなことをつくらないと、相談体制をつくっても、相談に来る内容は、関係機関に

こういう連絡をしておきますからと言えないと困るわけです。関係機関も、連絡をされて

も、最終的に不許可にしたいのなら、こういう申し立てをしてくださいというような関与

させるシステムをつくっておかないと、相談だけ受け付けても、道占を出すだけのような

ことになるわけです。 

 公安条例について言えば、さっき言った事務取扱規則が昭和 36 年に神戸市にもできてい

ます。生田警察なら生田警察が許可申請を受け付けます。不許可にするような疑いのある

場合は、公安委員会に進達を出して、その中で決定されていく。ですから、不許可にでき

るのは、ふだんから公安警察等が情報を持っていて、遠藤とその周りのやからは危険だか

ら、あいつらの申請については絶対許可するなというような場合で、そうでない限り不許

可にできるシステムはでき上がっていない。日常的に公安に見張られているような人たち

だけが不許可になるのはおかしいというのが、このシステムの一番おかしなところです。

であるならば、何をしなければいけないかというのは見えてくるわけです。事務取扱規則

に基づいて不許可にするという進達が出てきたとき、公安委員会が判断材料となるような

事柄を、神戸市議会が設けた、別に審議会をつくる必要はないと思いますけれども、機関

が相談に応じて、過去の事例から見ると、こういう団体が申請してきた場合は、こういう

資料に基づいて被害届けが出ているとかを公務所同士で報告しておく。機関連絡をしてい

くようなシステムをつくり上げて網の目を張っておくことがぜひ必要になってくるだろう

と思います。 

 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とめるというのは、

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があり、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るシステムができ上が

って、それを神戸市の担当部局が調べ上げて、調査した上で審議会をつくって公表すると

いうのが大阪市のシステムですけれども、非常に例外的にデモそのものをとめるというこ

とが予測される場合は、そのための資料を事前に公安委員会に進達ではなくて通達してお
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く。そういう行政連絡がスキームとして非常に大きな意味を持ってくると思います。 

 それは何を意味するかを日本の判例の中からご紹介します。遠藤が何を言いたいかはわ

かっていただけたと思うんですが、日本のシステムがどんなふうになっているか。もちろ

ん私は、神戸市の市議会、神戸市の市役所の中のシステムを知っているわけではありませ

んので、遠藤が言うシステムは、最高裁判所を中心としたものです。さっき言ったデモの

実態を見るためには、徳島市公安条例判決を知っていたらよく理解できるし、そうでなか

ったら、なぜあんなことになるのかよくわからないように、今言ったシステムをつくり上

げるときに必要な最高裁判決の知識を若干紹介して、きょうの私の話を終わりたいと思い

ます。 

 さっき２つ覚えてほしい言葉がありました。１つはパブリックフォーラムです。パブリ

ックフォーラムは公園みたいなところだけれども、もともとは議会、タウンミーティング

がなっていて、それをそのまま内容と場所を分けて、内容は危険だという話をするのは、

アメリカの公民権運動というコンテキストを抜きにして、余りにも大ざっぱな話ではない

でしょうかという話をしました。もう１つ、日本の最高裁判所のスキーム、システムをご

紹介します。ちなみに、私、兵庫県も含めて自治体みたいなところと交渉したり、裁判を

したり、ともに闘ったりすることが結構あるんですが、どんなところから情報を得ている

かというと、私には裏情報というのはないです。実は、東北大学で９年間憲法を教えてい

たという履歴を紹介していただきましたけれども、東北大学の法学部の卒業生の一番多い

職業が地方公共団体の職員です。私は 27 から 36 までいたわけですけれども、一番最初に

ゼミを持った卒業生たちは、50 を過ぎて、総務課長さんとか大事な実務を現場で担ってい

る。そうすると、法律相談とかで、こういうときどうしたらいいのかなというとき、法律

家が裏わざと言ったらいけないんですけれども、福祉に関する事務とか建設とか都市計画

とか、システムとして知らないことがいっぱいあるので、自治体職員で、その問題にぶち

あたって、市民のために悩んでくれた職員に聞かないとわからない。そういうところから

情報を得ているわけです。 

 先ほど少し吉田議員と話をしていたんですが、相談体制をつくっても、あるいは審議会

をつくっても、相談されたら、どこへ持っていったらいいのか、どう解決していいのかわ

からない。ただの窓口を開いておいても、自治体職員をサンドバックにするということに

なりかねないし、そういう例をいっぱい聞いております。そこで今私がシステムとして考

えているのは、横の連携というのはたらい回しにするというのではなくて、例えば道路だ

ったら公安委員会という局権限が決まっていますし、広場だったり公園だったら神戸市長

という権限が決まっていて、条例もつくり上げられているわけです。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という問題です。そのモデルに

なるのが３つあります。 

 １つは、泉佐野市の市民会館にかかわる最高裁判決があります。例えば、吹田市とか茨

木市とか大阪の北のほうの都市で、在日に対して非常に差別的な発言を繰り返す団体が市

民会館を使用するのをやめさせようという市民運動が起こると、大阪弁護士会の先生方で、

表現の自由に非常に詳しい方が、泉佐野市の市民会館に関する最高裁判決があるので、不

許可にするのは問題だというようなことを言う。それはそれで一つの見識で、どっちが正

しいと言うつもりはないんですけれども、私はそれを聞いて、非常に違和感を持っている
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人間です。泉佐野というのは、関西空港の建設反対で、要するに新左翼の運動です。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血の雨が降る可能性があるから、

使わせないと。暴力団だったら使わせないけれども、日教組は暴力団が来るから使わせな

いとは言えない。日教組のほうで暴力団を殴ったことはないだろうと。だから、警備しな

さいと。ただ、自分のほうで危険を招いた新左翼の団体に対しては貸さないと。そういう

ルールを決めた判決です。 

 そ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危険ではなくて、地方自治法 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、それはまさに使わせることによってそこで血の

雨が降るかどうかという問題です。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けれども、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です。その問題については最高裁判決はありません。 

 もう１つは、広場と書きました。日本で、内容規制がパブリックフォーラムで慎重だと。

さっきアメリカをそのまま使うのはおかしいじゃないかという話をしましたけれども、も

う１つ言うならば、日本には内容規制があります。広島市暴走族追加条例というのがあっ

て、暴走族だけ選んで、暴走族の人たちは広場を使わせないと。広島市のお好み焼きで有

名な広場を使って、お好み焼き屋さんがいっぱいあるところで、夜派手なのぼりを立てて

引退式なんかをされたらたまらんよというので、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

はつくりました。暴走族だけ選ぶというのは内容規制じゃないかというので、暴走族に限

られないということが一審、二審で問題になったんですけれども、最高裁判所は、内容規

制とかいった問題は一切言わずに、これは社会通念で考えて、暴走族と言われる団体に限

定されているからいいんだという判決を出します。それが在特会であるという判決はあり

ませんけれども、日本の最高裁判所は、暴走族という表現の内容とかやっていることに着

目してやることに対して全く歯どめをかけていないというので批判されるのか。それはそ

れでいいのか。日本はコンテキストが違いますから、私はそれ自身間違っているとも思い

ませんけれども、そういうスキームが日本に存在していることはご承知おきください。 

 最後に原子力と書きました。原子力規制委員会というのがあります。2011 年、平成 23

年の東北大震災以降特に大きな問題となっている原子炉の許認可、これは主務大臣は内閣

総理大臣ですが、そのときに、最終処分、最終処理が決まっていないじゃないかというの

は何十年前から争われてきた問題ですけれども、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んで

す。それで、人類は一体年間どの程度の被爆を許容できるか。がんとか甲状腺がんになら

ない範囲というのはどうなんだと。これは実験してみないとわからない。チェルノブイリ

のデータとかは最初はなかった。チェルノブイリのデータもどこまで日本に当てはまるか

わかりませんけれども、万が一に備えて、あるいは日常的な被爆量の限界はどこなのかと

いうことを本当は議会、特に国会等でその安全について議論した上で、年間 20 ミリシーベ

ルトとか、子供は５ミリシーベルトとかを決めるべきだと思うんです。法律で決めなけれ

ばならないことがあるとすれば、まさにそのことです。もちろん決まっていませんでした。
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今でも決まっていません。 

 伊方原発訴訟は 1992 年に最高裁判決が出ます。二十何年前の最高裁判決はこの問題をど

う考えているか。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──当時違う単位が使われていましたけれども、今の言葉で言えば 20 ミリシー

ベルトというのは、科学技術庁長官告示があるだけで、何の法的根拠もない。おかしいじ

ゃないかといって、大阪弁護士会の弁護士先生たちは争い、最高裁はそれについてどう判

断したか。答えは、どうも判断しなかった。どうしてそんなことができたか。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ようなことがあったら、その法律の根拠が絶対必要という

議論が勝ったと思うんですけれども、伊方原発訴訟の最高裁判決はこう言ったんです。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ちゃんとあって、

原子力規制委員会に諮問をすると。そして、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。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。そこを重視したんです。吉田議員がちょっと困った顔をされていますけれども、

きょう審議会を立ち上げるみたいな話をするなとさっき言われたんですが、これをつくれ

と言っているんじゃなくて、日本のスキームを知っていただきたいために紹介しているん

です。原子力規制委員会の専門技術として 20 ミリシーベルトというのを科学技術庁が使っ

ていて、内閣総理大臣が基準にしているわけではない。だから、法的根拠はないと。 

 事実上、キャッチボールしている間に、基準どうなっちゃったのというマジックみたい

な話で、私はこの判決に極めて批判的なんですが、こういうシステムを日本はとっている。

これは典型的なシステムです。公安委員会というのは、もともとは警察を管理するために

できたんですけれども、今や公安委員会が自分で規則をつくって、許認可するときは警察

署長の進達に基づいて自分でやらなければならなくなっていると。ヘイトスピーチを規制

するかという問題で、解釈指針としての解消法ができたと遠藤は言うけれども、おれたち

にやれ、私たちにやれと言われても困るよと。でも、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、解消法に基づいてヘイトスピー

チに関する条例が兵庫県なり神戸市でできて、あるいは姫路市でできていて、姫路市が審

議会とは言わないまでも、姫路市の担当部局が市民の苦情窓口に基づいて調査した結果に

ついて、関係各機関、特に公安委員会に調査報告を出しておく。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。それを非

常によく運用していかなければならないという指針を解消法に基づいて神戸市が立ち上げ

ることによって、全国で初めてヘイトスピーチ規制に対する条例をもとに、公安委員会条

例に基づく不許可処分という、川崎市ではできなかった、川崎市では起こらなかったこと

が起こったときに、そんなことは起こってほしくない、そういうデモが下火になっている

まま終わってほしいわけですけれども、その不許可処分について憲法訴訟が起こったとき

に、遠藤、こっちで合憲だと闘って勝てるか、あるいは闘うのかというと、それはまた別

の話ですけれども、そういったスキームをお立ち上げになっていただけたら、これにまさ

る光栄、喜びはないということで、私の話は一応ここで切らせていただきます。 
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○司会 ありがとうございました。あと 20 分少々時間を残していただきました。ご質問の

ある方は挙手をいただきまして、自由にお聞きいただければと思いますけれども、いかが

でございましょうか。 

 

○議員 どうもありがとうございます。藤本といいます。 

 私は、きょう全然調べたり勉強せずに参加したんですが、ヘイトスピーチを初めて見た

のはアイフォンで話題になったときですが、よくこんな過激なというか、美しくないとい

うか、言葉で人をさげすんだようなことを言えるなと思ってびっくりしました。誰でも普

通の常識のある方であれば、こんなんだめじゃないのと思うと思うんです。あとは、自分

たちがそういうことを言われたらどうかなということも初めて見たときは思いました。 

 今先生のお話の中で、公民権運動とか、これはマーチン・ルーサ・キングとかローザ・

パークスという人が有名ですけれども、それは誰が見てもだめなんじゃないのと思うんで

すが、これからもしヘイトスピーチの条例ができるとすれば、私、ちょっと気になるのは、

憲法の 21 条で保障する集会の自由というのがありますね。私、勉強していきたいのは、ヘ

イトスピーチはどういう形で縛れるのか。なぜかというと、暴力であれば縛れますけれど

も、言葉ですから、法的にどういう形で縛れるのかなと。憲法に認められている部分を含

めながら、こういう方たちは近づいたらだめですよとかいうものをつくらないとだめでし

ょう。そういった形で、先生のお考えをお聞きしたいなと。先生は頭の中にいっぱい詰ま

っておられるから、あっちからこっちからすごい話がいっぱい出てくるんですけれども、

現につくるとすれば、私が今言った形で、憲法に保障されている部分を踏まえながら、ど

ういった形でできつつあるのか、また縛ろうとされているのか、お聞きしたいと思います。 

 

○遠藤 本当は私がしゃべらなければならない核心的な部分をお尋ねいただき、ありがと

うございます。ご明察のとおり、頭がごちゃごちゃしておりまして、済みませんでした。 

 まず、公安条例の話をしました。公安条例自身に大きな歯どめがあります。ただ、公安

条例自身の歯どめは、ヘイトスピーチには役に立たんだろうと。役に立たんから、手続的

に公安委員会に対して情報提供する、あるいは報告をするといういわば原子力規制委員会

方式をとれないものだろうかという提案をさせていただいたんですが、さっき公安条例が

できたのは 1950 年だという話をしました。そのころ、パブリックフォーラムという言葉は

アメリカにも日本にもありませんでした。じゃあ何があったかというと、明白かつ現在の

危険という言葉があったんです。明白かつ現在の危険というのは、神戸市条例の言葉で言

うと公共の安寧に明らかな危険が及ぶような場合ということで、その場合は不許可にでき

るという規定です。それ以外は許可しなければならないと。 

 最初モデル条例をつくる前にそういう歯どめが何もない公安条例をつくりました。それ

は大阪市も撤回して、モデル条例のときは、いろいろ話し合って、ちゃんとアメリカの憲

法判例理論にある明白かつ現在の危険という、例えば反戦運動をするときにビラを配って

も、そこですぐ徴兵とか軍需工場に対するサボタージュとかが起こる危険がなければ、そ

ういうのは自由にばらまいてもいいんじゃないかと。そういうのを明白かつ現在の危険が

あるとかないとかいう言葉で使った。 

 公安条例がつくっているのは、先生のお尋ねになったのは公共の安寧の明らかな危険と
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いう、ヘイトスピーチの場合は、鶴橋大虐殺だといったとき、鶴橋大虐殺が本当に起きる

危険があるかどうかということを問題にしているんだったら、それは歯どめなんですけれ

ども、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んだということがヘイ

トスピーチ解消法が提示した意味なんです。言ったことが本当に今起こるということを私

たちは問題にしているわけではない。だから、公安条例が定めているそのものの歯どめが

役に立たないという面があります。公共の安寧に明らかな危険を及ぼすという言葉は変え

られないし、変えないでいいと思うんですが、この場合がどんな場合に当たるのか。イメ

ージに置かれているのは、治安立法みたいなイメージではなくて、先生が言った、アイフ

ォンで知った、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。具体的な調査報告が大事なのは、公共

の安寧というのは未来に対する予測なんですけれども、過去に行われてきた神戸市におけ

る一つ一つの事実をきっちり被害者、あるいは加害者と言われている人たちが反論する機

会も含めて、しっかり相談なり調査した上で、それが危険を及ぼすかどうかということを

判断する。公安条例には必ずしもついていない歯どめを、手続的に被害者からの相談を中

心にして築き上げていくというのが、今示された少なくとも私が見える道なんだと。それ

以上いい知恵があるかというと、残念ながら今のところはこの程度しかお答えできないと

いうことでございます。 

 

○議員 粟原です。きょうは、ちょっとびっくりして話を聞いていたんですが、私、過去

をたどれば、公安条例で苦労してきたほうなんです。集会とかデモを学生時代もよくやっ

て、渦巻きデモなんかやったらすぐ規制された。これは公安条例に基づくものだというの

は常に警察からも言われた。そういう過去の歴史がありますので、今の話は非常によくわ

かるんですが、今度はそれを利用してヘイトスピーチをどうやって規制するかというのを

自治体の条例としてどうつくるかと。まさかこんな議論に参加するようになるとは夢にも

思いませんでしたけれども、多分先生も同じような立場になっているのかなという気がし

ます。 

 ただ、それほどヘイトスピーチはひどいと思います。私も、センター街でやっているの

を聞いたり、市役所前で彼らが叫んでいる姿を見たり、最近ではカウンターのほうが数が

多くなってきて、逆にヘイトスピーチをしている人たちのほうが警察によって守られてデ

モをしていくと。あれを子供が見たらどう思うか。彼らの言っていることのほうが国家を

守っているんじゃないかと見てしまうような形に今なっていて、それは絶対いかんなとい

う思いは、きょうのレジュメに書かれている人と同じ思いです。一般の市民の中でも、な

ぜ彼らのほうに警察がついているんだ、どっちを向いているんだという声もたくさん聞く

んです。 

 ちょっと質問したいのは、表現の自由の問題と集会結社の自由というところとヘイトス

ピーチ、左翼の問題も一方であると思うんですけれども、その辺が同列で規制されてしま

うという怖さもみんな持っている。そういう中で、憲法で言うところの公共の福祉、先ほ

ど安寧と言われたんですけれども、基本的には公共の福祉という考え方があって、先生も

ここにちょっと書かれているんですけれども、例えば子供の前で侮辱されない権利という
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のは、僕なんかはまさに公共の福祉という観点から整理されてくるのではないかと。それ

を整理するためには、先生が言われたように過去に団体なりその人たちが具体的にどんな

ことを発言し、どんなことをしてきたかという蓄積がないと、法廷闘争になった場合にな

かなか勝てないんじゃないかという考え方、観点もあると思うんですが、公共の福祉とい

う視点でもう少し整理していけば、そこまで資料を集めなくても対抗できるという部分は

ないんでしょうか。 

 

○遠藤 またまた私が話すべきだったことを適切に質問していただきました。粟原先生が

お尋ねくださったことが、きょう本当は私が話さなければいけなかったことだと思うんで

すが、公安条例が危険なものであり、先生のご経験にもかかわらず、公安条例そのものを

市議会がつくるわけではありませんので、むしろ廃止派なのかもしれませんけれども、ヘ

イトスピーチというのは、抽象的に考えれば、まあしようがないよね、公安条例で規制す

るよりは自由にしておいたほうがいいよねという程度の議論でつぶしてしまうには余りに

もほっとけないものであると。そこから出発して、私が被害者の実態とか、かかわった事

件から学んだこと以外に、今先生がおっしゃったヘイトスピーチの害悪は、やられた人に

はわかるけれども、そうじゃない人にはわからないみたいなところから一歩進んで、議会

ですから、あるいは憲法の議論ですから、みんなで考えて、それは一見在日なり部落なり

釜ケ先なりというレッテルでくくられることになった、あるいはみずから進んでそこの道

を歩んでいるという選択、あるいは選択できなかった問題があると思うんですけれども、

そういう市民の一部にかかわる問題ではなくて、実は公共の福祉という言葉、あるいは市

民全体の問題なんだと。あるいは、社会がどういう社会であるという姿かたちを決める問

題なんだということを勉強しました。 

 それは、さっきアメリカの判例を紹介しましたけれども、多分アメリカの学者の議論を

100 年読んでいてもわからない。にもかかわらず、ニュージーランドで生まれて、イギリ

スで高校に行き、大学を卒業して、アメリカに渡って、アメリカの有名な法哲学者になっ

たウォルドロンという人は、幼児体験として、ニュージーランドでヘイトスピーチ規制が

当然だと思っていた。イギリスでも、彼が高校生、18 歳のとき、ヘイトスピーチ規制がで

きて、黒人をサルになぞらえたポスターを貼った人に老裁判官が判決を言い渡すときに、

こんな老裁判官だったら、古い人だから甘い判決を下すんじゃないかと思って見ていたら、

非常に厳しく被告人を教え諭して、こんなことをやって、あなたたちは私たちの社会をつ

ぶすつもりですかとどなりかねないような怒りとともに有罪判決を下したと。そういう体

験をして、アメリカに行ったら、アメリカでそんな話をすると、表現の自由で、おかしい

んじゃないかと言われて、そういう書評論文を書いて、アメリカは表現の自由について、

ヘイトスピーチについて規制がないのはおかしいでしょうというようなことを書くと、読

者から脅迫状みたいなのがいっぱい来て、おまえはアメリカをつぶす気かと。アメリカに

はそういうアレルギーがあると。 

 そのウォルドロンという人が、アメリカのことをよく知りながら、にもかかわらずヨー

ロッパやニュージーランド、オーストラリアにあるヘイトスピーチ規制、なぜ規制しなけ

ればいけないか、ヘイトスピーチの害悪とは何だろうということを説明した本があります。

みすずから翻訳が出ている「ヘイト・スピーチという危害」という、まさにそのもののタ
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イトルです。そこで言われていることは非常に簡単なことですが、２つある。１つは、こ

れは感情とか憎悪というものではない。ヘイトスピーチは、ナチスのユダヤ人虐殺がその

モデルなわけですけれども、計算された構造的、組織的なキャンペーンなんだと。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。きょう鶴橋とかセンター街

に買い物に行って、キムチを買うのかお新香を買うのか知りませんけれども、とにかく子

供を連れて安心してそこに行ける。外出を控えなくて済む権利と。それは公共の福祉とい

う言葉で言われて、具体的な権利じゃないと言われているけれども、それが市民である一

人一人の一番大事な権利なんだと。市民という地位、リーガルステータス、法的な市民で

あるという資格なんだと。誰も子供の前で侮辱されない権利というのを使ったのは、リン

ドン・ジョンソンというアメリカの大統領で、公民権運動の法案を通すときに使った言葉

だそうですけれども、これがチェさんの権利であり、我々一人一人の権利なんだというこ

とをウォルドロンは言いました。 

 もう１つは、表現の自由は話せばわかるというけれども、話してもわからない人たちも

いるわけです。先生がおっしゃったように、議論というのは人間同士がすることなんです。

約束というのは人間同士がすることなんです。朝鮮人は約束できないんですよというのが

第一初級での在特会の言葉です。これをどうやって議論しますか。侮辱を受けた人間とい

うのは自分を守れない。弁護士でも、代理人になっているけれども、自分が侮辱されたと

きはどうしようもないです。そういった意味で、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、パブリックグッズと

いう英語の翻訳ですけれども、電気や水や電信柱、あるいはインターネットの中継局をみ

んなでつくって、神戸市や兵庫県、あるいは企業も公共的な企業がありますけれども、そ

ういうものが提供しなければならない。１人でもむちゃくちゃやって、センター街で叫ぶ

やつがいれば、１人どころか何千、何百の人がトラウマでそこに行けなくなるようなこと

が起こり得るわけだから、電気を供給しなければならないのと同じだけれども、それは一

人一人が守れないし、かといって１人でもそれをやったらだめと。やろうとした人たちは、

自分の家の中とか仲間の中でやるのはともかくとして、集会を開いて、フジテレビがそれ

を流すということについて、どう思うか。フジテレビに限りませんけれども、テレビ局、

ラジオが流すというようなことについての問題はともかくとして、少なくともセンター街

でそういうデモをして、大声で渡り歩いて、警察に保護されてやるというようなことはや

めましょうというのは、市民としての基本的な地位であり、侮辱されない権利です。もう

１つ、１人の市民が弁護士を立てて、戎先生が代理人となって裁判を起こして、仮処分と

いう道もありますけれども、電気と違って、それでは供給できないものなんです。 

 そういう意味で、ヘイトスピーチ規制というのは、ニュージーランドやオーストラリア、

ヨーロッパではイギリスを含めて常識なんですけれども、アメリカでは公民権運動の歴史

もあって、さっき言ったように、むしろ自由にしておくほうが最終的には人権はうまくい

くという信仰みたいなものができてしまった。我々が被害実態を見るときに、ただ苦しん

でいるというのではなくて、それは我々共通の市民的な最低限の資格で、それが侵害され

ているんじゃないかと。それは痛めつけられている人が立ち上がって運動する、カウンタ

ーデモもありますけれども、それだけでは決して社会に供給したり守ったりすることがで

きない壊れやすい財産なのであるということをわかるべきだというのが私が経験的に学ん
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だことでありますし、ウォルドロンという法哲学者が１冊の本で書いているのは大体以上

のことであります。 

 

○議員 壬生と申します。やや情緒的になるかもわかりませんけれども、表現の自由につ

いてですが、公民権運動等でみずからの権利を主張する。本来あるべき権利を主張するこ

とについて、表現の自由があるというのはよくわかるんですけれども、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、表現の自由で野放図にいいんだと言ってしまうことについて、私は

やはり何らかの規制が要るのではないかという立場でございます。基本的に最小限のマナ

ーといいますか、表現の仕方は違いますけれども、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といいますか、そういったものに反するよう

なことについては、社会にとってよくないということで、何らか規制していく。そういう

ものなんだということを醸成していきましょうということが今求められているのではない

か。特に日本の場合、個々に自分の言いたいことを言っていいんだみたいな個人主義をど

こか違うように捉えている向きがあるのではないかと思うんですけれども、その辺はいか

がでしょうか。 

 

○遠藤 またまた同じ答えで恐縮なんですけれども、私が本当は言わなきゃならないこと

で、混乱して言えなかったことを聞いていただいて、ありがとうございます。 

 先ほどちょっと紹介したアメリカの文脈の中で、ヘイトスピーチ規制みたいに、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けれども、黒人と言われ

ている人たちの公民権運動はそれを使わなかった。それで、議会が自分たちで廃止してし

まった。そういう流れなんだけれども、フランク・ファーターというユダヤ系の裁判官が

言ったことは今議員がおっしゃったことなんです。人種的な誹謗をする、黒人がみんな強

姦犯だみたいな言い方をするのは、表現の自由の範囲外だと。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判決なんで

す。 

 さっき言ったウォルドロンの判決も、いまだに評価しているんですけれども、そういう

考え方は日本にももちろんありまして、例えばＮＨＫの政見放送事件というのがあります。

雑民党の東郷健さんという人が、ＮＨＫの政見放送で、私は同性愛でいろんな人に差別さ

れてきたと。コンサートを開いても、誰も切符を買ってくれなかった。死んだお母さんが

夢枕にあらわれて、あんたみたいな子を産んだ覚えはないと言われたと。そこでこういう

発言をしたんです。ちょっと申し上げにくいんですけれども、そのまま言わせていただく

と、「メカンチ、チンバ、オカマの切符なんか買うかいな」と言われたと。それをＮＨＫの

政見放送で流そうとした。ＮＨＫはそれを削った。頭にきた東郷健さんは、表現の自由の

中で、議員の候補者として削られてたまるかと言って、裁判を起こしていったんです。最

高裁は何を言ったかというと、先生のおっしゃったことで、あんたのこの表現は法的に保

護するに値しない表現だから、こんなのは削っても全然問題ありませんという判決だった。

それはある意味では極端なケースですが、私はそれに対して、ＮＨＫの最高裁判決は遺憾

というのを書いたことがあります。今は立場が違いますけれども。 
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 だから、アメリカでも、日本の考え方の中でも、およそヘイトスピーチというものにつ

いては、表現の自由の議論なんかしなくてもいいんだ、表現の自由の保障が及ばないんだ

という議論もありますし、私はそれも一つの見識だと思います。ただ、私自身は、きょう

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、す

ぐ簡単に、おまえら、この前こういうことを言っただろうと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だろうということで、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公共の安寧に明らかに危険が及ぶ場合というの

を治安的な言葉ではなくて、子供の前で侮辱されない権利、子供がいない方もいますけれ

ども、要するに親しい者の前で侮辱されない権利というものとして、そういうふうに運用

していくようなスキーム、システムをつくるという、先生の立場からするとやや弱腰なご

提案をさせていただきました。 

 

○司会 まだご質問があろうかと思いますが、一応予定の時間が経過いたしましたので、

大変恐縮ですが、これをもちまして先生のご講演、質疑を終えたいと思います。先生、大

変ありがとうございました。（拍手） 

 種々議論がございましたけれども、先生のお話なり皆さんのご質問等々を参考にさせて

いただいて、今回だけではなくて、いろんな方にご意見を伺いながら案をまとめていきた

いと思っておりますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 

� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 120 - 
 

 

 

 



- 121 - 
 

 



- 122 - 
 

 



- 123 - 
 

 



- 124 - 
 

 



125 
 

日 韓 友 好 神 戸 市 会 議 員 連 盟 

第２回 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 

 

日 時 ： 平成２９年１０月４日（水）１４時～１５時１５分 

場 所 ： 神戸市役所 １号館 ２６階 委員会室 

テーマ ： 多文化共生のまち神戸を目指して 

講 師 ： 民団のイ・キュソプ団長、神戸華僑総会の陳明徳会長、ＮＰＯ関西ブラジ

ル人コミュニティＣＢＫ松原マリナ理事長 

 

○司会 皆さんこんにちは。きょうは、日韓友好神戸市会議員連盟の勉強会ということで

ご案内をさせていただきました。「多文化共生のまち神戸を目指して」というタイトルで、

お越しいただいております方々にお話をいただきます。お話をしていただく順番にご紹介

しますと、皆さんご存じの民団のイ・キュソプ団長さんでございます。それから、皆さん

から向かって左手の方が、これもよくご存じだと思いますけれども、神戸華僑総会の陳明

徳会長さんでございます。それから、皆様から向かって右がＮＰＯ関西ブラジル人コミュ

ニティＣＢＫ理事長の松原マリナさんでございます。 

 きょうの勉強会の趣旨は、前回大阪の弁護士会の遠藤先生には遠藤先生がごらんになる

在日、法律では本邦外出身者となっておりますけれども、その法律の趣旨と活動として取

り組んでおられる状況についてお伺いしようと思っていたんですが、遠藤先生は法律家と

していかにヘイトスピーチを規制するかというところにウエイトがかかってしまって、私

がお願いしていた趣旨から少しく外れてしまいましたので、きょう改めて、我々日本人と

してなかなか気がつかないこと、同じように神戸の市内で神戸市民として暮らしているん

だけれども、外国籍であったり、あるいは国籍は日本だけれども、日本以外のご出身であ

ったりという方々がどういうようなお気持ちなり感覚で過ごしていらっしゃるのかという

お話をお伺いして、ヘイトスピーチを考える一助にしたいと思っております。 

 大変お忙しいお三方にお越しいただきましたが、今から３時ぐらいまでの時間で、まず

ご講和をいただいて、その後質疑応答で、おおむね３時には終えたいと思っております。

先生方におかれましては、議会開会中、また選挙のさなかで、大変お忙しい中お時間をい

ただきまして、改めて感謝申し上げます。 

 ご紹介を忘れましたけれども、民団の事務局長のキムさんにもきょうお越しいただいて

おります。華僑総会さんのほうは関事務局長さんでございます。どうぞよろしくお願いい

たします。 

 それでは、早速始めさせていただきます。 

 

○イ団長 改めまして兵庫県の韓国民団の団長を務めておりますイ・キュソプと申します。

本日は、先生方、本当にお忙しい中、このように我々に発言の機会を与えていただきまし

て、まず感謝申し上げたいと思います。また、平素より、先生方におかれましては、神戸

市民の福利向上、そして神戸市の発展のために大変貢献されていることに対しまして、外

国人市民の一人として心から敬意を込めて感謝を申し上げたいと思います。 
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 本日の議題については、ご承知のとおりいわゆるヘイトスピーチ禁止の基本法が昨年の

６月に施行されまして、１年過ぎたわけです。当初は、理念法ということで罰則もないよ

うなことで、我々の内部でも随分反対の声があったわけです。ところが、いろんな先生方

のお力添えでもってほぼ超党派でこれが議決をされたということは、大いに歓迎すべきだ

ということになりました。経緯を見てみますと、数字も出ておりますけれども、ヘイトス

ピーチの数が半分以下、場合によっては３分の１ぐらいに減ってきたということになって

おります。また、大阪市、川崎市、名古屋市を初め、ヘイトスピーチにかかわるような団

体には会場を貸さないとか、ここの公園は使ってはだめとか、ヘイトスピーチを根絶する

ための地方行政としてのいろんな取り組みがありまして、相乗的な効果を発揮していると

いう状況でございます。私どもとしましても、神戸市さんを初めとしまして、もうちょっ

と有効性のあるものに条例をフォローしていただきたいなという強い思いがございます。 

 若干経過をたどらせていただきましたら、私たちの主催でヘイトスピーチのビデオを先

生方も含めて市民の方に一度ごらんをいただいたことがあります。といいますのも、何人

かの先生にお聞きしましたら、日本でそんなことあるかいなというお話があったり、そん

なひどいことないでしょうというお話があったりしたものですから、僕も２回ほどヘイト

スピーチの現場に立ち会うことがありましたが、本当にひどい。僕は、1947 年生まれです

ので、割合露骨な差別のあった時期に青春を過ごした人間です。ここに傷があるのは、全

部いじめられてやったものです。だけど、割合あっけらかんとしていた。この朝鮮やろう

というのでけんかをしましたけれども、今のようなひどいものではなかったなと実感して

おります。 

 そういうこともありまして、先生方に見ていただきましたら、うら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ということも含めて聞くにたえないようなこ

とを公衆の面前で堂々と、さも立派なことをやっているようなことでやっておられるわけ

です。これをごらんになった方々は絶句をされていました。団長、ほんまに日本でこんな

ことやっているのかと言うから、そのままのビデオですと。こういうことが元町も含めて

神戸でもありますし、大阪、東京はひどい状況になっていますということを申し上げまし

た。それまでは何人かの先生のお話でも、李君の話もわかるけれども、日本には表現の自

由というものがあるんだと。それを阻害するようなことはなかなか難しいよというお話も

随分お聞きしていましたし、私もまさしくそのとおりだなと。表現の自由というのは、か

えがたい権利でございます。だけど、そのビデオを見た途端に、そういうことをおっしゃ

っていた先生も、これは表現の自由の枠とは全然関係ないなということで、先ほども申し

ましたように絶句をされておりました。そういう経過を経まして、これはだめだとお考え

になって、超党派的にああいう法律ができたと私としては理解しております。 

 また、兵庫県、神戸市の話を申し上げますと、22 年前の阪神・淡路大震災のときに、現

在の井戸知事さんが初めて外国籍県民という表現を使われまして、我々韓国人も 107 人ほ

ど死亡したこともあって、被害に遭うのは一緒じゃないかと。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なんだ

というお話をいただきまして、聞くほうとしては大変感動しまして、力強い思いをしたこ

とがございます。先ほど申し上げましたように、私、生まれは下町でしたので、いいも悪
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いも露骨なことが多かったので、そういうひどい経験をした者としては、知事から発せら

れたまちづくりのパートナーだ、あなたたちも外国籍だけれども、同じ県民、市民なんだ

というお話を聞いたときは、多分言われた井戸知事もそういう人に感動を与えるような深

い言葉とは思われなかったと思うんですけれども、我々としては非常に感銘を受けました。

神戸市長さんも、あなたたちはまちづくりのパートナーなんだというお話をよくされてお

りまして、我々韓国民団も、今全国で 38 万人、神戸では２万人ということになっておりま

すけれども、市民の一員なんだという考えで、地域のまちづくりに日本の方々とともに歩

んでいくと。 

 私は、在日韓国人２世ですけれども、私の兄はもうひ孫がおりますので、５世までがい

ると。華僑の方が落地生根という言葉をよく使われますけれども、ここに種を落として、

根を張って生きていくんだという考えは、我々韓国人も全く同じだと思っております。一

方で、我々親戚が集まりましたら、10 人のうちほぼ８人が日本国籍を持っているという状

況でございます。そういう意味を含めまして、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んだというのが我々の立場であることも、当然

のこととしてご理解いただきたいと思っています。 

 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じゃないかとい

うことではないと私は思っております。先生方とお話をしていても、そんなレベルの問題

じゃないんだと。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お話をいただきまして、まさしくそのとおりだと私

も感じております。神戸が開港 150 年を迎えていまして、私なりに考えましたら、神戸と

いうのは進取、新しいものを取り入れる、いろんな文化を取り入れる全国でもハイカラな

町、進取性のある町として評価されているのは、そこに基盤があるんじゃないかと。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かと思いますけれども、決してそういうものではない

ということをあわせてご理解いただければありがたいと思っております。 

 私だけ時間を使ってもあれなので、一旦はこういう形で私の考えを先生方にお聞きいた

だきました。ありがとうございました。 

○司会 どうもありがとうございます。続いて、陳会長からお話をいただければと思いま

す。 

 

○陳会長 先ほどご紹介にあずかりました神戸華僑総会の陳です。よろしくお願いします。 

 本日は、ヘイトスピーチに関することですけれども、とりあえず神戸華僑の現状を少し

述べたいと思います。私たち神戸華僑というのは、神戸港開港からちょうど 150 年と言わ

れていますけれども、そ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 年ということになっております。当初はそれぐらいの人数だったんですけれ

ども、特に中国と日本が国交正常化されて以降急激にふえまして、今兵庫県で中国系市民、

あるいは中国系の人たちが大体２万 5,000 人、神戸市内に限りますと約１万 5,000 人が神

戸の地で生活しております。神戸の華僑の中には、幼稚園、中華同文学校、さらに広東省

とか福建省とかいう同郷会があります。それ以外には中華義荘という中国人の墓地も有馬
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の近辺にございまして、私たちはその中で生活しております。 

 今回のテーマのヘイトスピーチの件は、僕より１世代前、うちの父親とかが生きてきた

ころは、日中戦争とかいろんな経緯もあって、父親から聞く範囲ではいじめられたとか言

葉で攻撃されたということはありましたけれども、私の時代になってくると、具体的にど

うこうというのはないです。ただ、就職とか結婚とかというところで、中国人だとか、あ

んた日本人じゃないじゃないかとか、差別まではいかないかもわかりませんけれども、そ

ういうようなことがあったと言います。さらに、中国と日本に限っては、５年前に日本で

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ような事件が起きました。さらに、中華同文に通っている子供たち

をつかまえて、あんた同文学校の生徒やろう、中国へ帰れみたいな表現もされたというこ

とは、私直接は聞いていないですけれども、そういったことも受けております。ただ、正

直言いますと、全般を通しては神戸は非常に住みやすい町で、私も神戸で生まれて、ずっ

とこの状態で育っております。 

 ただ、さっき韓国民団の団長が言われたように、ヘイトスピーチに関しては、今はどち

らかと言えば韓国・朝鮮という方にかけられていますけれども、ちょっと立場を変えて、

例えば中国と日本の情勢が悪くなれば、すぐ私たちのほうに向けられてくるだろうという

心配もしております。ただ、少なくとも私たちの周りでは、非常に理解ある方がたくさん

いらっしゃって、そういうことはなくていけるようには思っております。特に具体的にど

うこうということはないんですけれども、できることをしていただければいいのかなと感

じております。 

○司会 どうもありがとうございます。それでは、松原さんからお願いいたします。 

 

○松原理事長 私たちはニューカマーなので、ちょっとメモしてきましたので、それを発

言したいと思います。 

 現在、神戸市にはオールドカマーの仲間と我々ニューカマーを含めて、多くの外国人が

暮らしています。私は、1999 年から神戸市を拠点に関西に住むブラジル人が日本の社会、

日本人とともに暮らしやすい社会をつくるために、ＮＰＯ法人関西ブラジル人コミュニテ

ィＣＢＫをという団体を運営しています。入管法が改正されてから、多くの日系人がブラ

ジルから来日しました。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ません。しかし、彼らには家族が

いて、これから生きていく子供がいたのです。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ました。その

中で、私自身の経験を糧に、彼らの教育課題を解決するべくこの活動を続けています。 

 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、残念なが

らほとんど変わっていません。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、否定的に考えたりしま

す。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のです。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りません。 
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 しかし、本来は、いろんな可能性を持っている子供たちには、伸び伸びと学習や優しい

環境、生きやすい社会で成長していく権利があるはずです。そのためにも、私たちの団体

では、ブラジルにルーツがある子供たちが少しでも自分の国や文化、言語を知るため、20

年にわたって母語文化教室活動をしています。そこに通う子供たちにはどんな変化が起き

ると思いますか。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

いるかを知ります。そして、親、祖父母を尊重し、感謝する心を持つようになる子供も少

なくありません。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、生きる上の自信を

つけていくのです。誇りを持つようになります。 

 この活動を続けてきて、多くのブラジルにルーツを持つ子供たちの成長や変化を見てき

て、とても強く思うことがあります。外国にルーツを持つ子供たちにとって、日本はとて

も生きにくい社会です。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なのです。なぜなら、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のです。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

とができます。それはいわば原石なのです。その原石を日本の学校、そして彼らのルーツ

を尊重した教育環境の中で育てていくことで、きれいに光る宝石のような財産となること

と思います。 

 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が当

たり前で、とても偏っているように思います。確かに、英語を話すことができれば、世界

じゅうの人と会話をすることができるでしょう。しかし、言語は単なるツールにすぎませ

ん。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のではないでしょうか。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のは我々大人、さらにはこの社会を変えていく皆さ

んではないでしょうか。 

 最後に、本日は、ヘイトスピーチ解消のための条例案に賛成して、この場をおかりして

お話しさせていただいております。メディアで取り上げられるヘイトスピーチ、またＳＮ

Ｓ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

んな思いになるのでしょうか。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ません。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

していくために皆様にも一緒に考えていただきたいです。 

 以上です。 

○司会 どうもありがとうございました。次にキムさんから報告をいただいて、全体につ

いてご質問をいただきたいと思います。 
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○キム事務局長 お手元にお配りしている資料は、62 ページと分量が多いんですが、中心

部分に下線を引いておりますので、その部分を中心に、きょう第２回目の日韓友好神戸市

議連の勉強会が行われるのも、去年６月にヘイトスピーチについての対策法、解消法とも

言うんですが、そういうものができたことが一つのきっかけになっていると思いますので、

ヘイトスピーチの対策法、解消法が施行された後の動向について、全国でいろんな自治体

が試行錯誤をされているいろんな例を挙げながら報告をしたいと思います。 

 まず１ページ、大もとの法律の骨子ですけれども、これは先生方も重々ご承知だと思い

ますが、法律の前文としましては、我が国においては、近年、本邦の域外にある国又は地

域の出身であることを理由に、我が国の地域社会から排除することを煽動する不当な差別

的言動が行われ、その出身者又はその子孫が多大な苦痛を強いられるとともに、当該地域

社会に深刻な亀裂を生じさせている。このような不当な差別的言動は許されないことを宣

言して、その上で解消に向けた取り組みを推進することがこの法律の趣旨なんだというこ

とが最初に記されております。 

 本邦外出身者に対する不当な差別的言動とは何かということがその後に少し解説されて

います。差別的意識を助長し又は誘発する目的で公然とその生命、身体、自由、名誉若し

くは財産に危害を加える旨を告知し又は本邦外出身者を著しく侮辱するなど、本邦外出身

者を地域社会から排除することを煽動する不当な差別的言動を言うんだということで、こ

れを解消するために地域公共団体、国が連携して具体的な対策に取り組まなければならな

いというのがこの法律の趣旨です。 

 以下２ページにわたって、地方公共団体は、紛争の解決ができるよう体制の整備に努め

る、もしくは、差別的言動を解消するための教育活動を実施する。他の啓発活動を実施す

る。特にインターネットを通じて行われる本邦外出身者に対する不当な差別的言動を助長

し、又は誘発する行為の解消に向けた取組に関する施策を実施することということで、ヘ

イトスピーチの差別的言動を許さない。それを解消するために国と自治体が協力してその

施策に努めるようにするということがこの法律の趣旨です。しかし一方で、この法律は理

念法と言われておりまして、具体的に国、各自治体がどのような施策をするのかというこ

とについては記載はされていない。そうなると、ある意味地方自治体に丸投げされた状態

だとおっしゃる方もいます。 

 その結果、もう少し具体的な指針になるガイドラインを国のほうでつくってくれという

ことで、５ページ、資料１に挙げておりますが、ヘイトスピーチの対策法の実施のための

要望が６つの自治体の部署、部局から上げられています。それと前後して、23 都道府県、

70 自治体から同じような声が法務省人権擁護局に届けられております。 

 具体的に見てみますと、下線を引いているところですが、定義の関連については、本邦

外出身者に対する不当な差別的言動について、法の条文による定義に加えて、どのような

差別的言動が該当するのか、インターネット上に掲載された情報等、どのようなものが差

別的言動に該当するのかを具体事例を国のほうで挙げてほしいということであったり、ヘ

イトスピーチは全国一律で対応すべき課題であるので、まず国が対策全体のフレームを示

して、その上で地方公共団体の意見を踏まえた上で具体的に示してほしいということであ

ったり、６ページでは、法にはヘイトスピーチを禁止する規定はないが、地方では公の施
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設に係る使用許可の判断について大変苦慮している。ヘイトスピーチデモや集会等に係る

公園、集会施設などの使用許可等に関する法解釈や運用の基準をまず国が具体的に示して

ほしいと。インターネットを通じて行われる本邦外出身者等に対する不当な差別的言動を

助長し、又は誘発する行為の解消に向けた取組に関する施策を実施してほしいと。つまり、

この法律を受けて地方公共団体は苦慮していて、あしたからどういうことをしていくのか

という指針を国のほうでつくってほしいと。地方公共団体も、法律を受けて、解消に向け

てどのようにしたらいいのかという試行錯誤が始まっていますし、同時に国に対してそれ

をもっと進めやすいようにしてほしいという要望が届きました。 

 国は、法律が策定された後、特に大きな動きはなくて、地方自治体に任せ切り的なとこ

ろがありますが、その要望を受けて、まずしたのが、こういうのがヘイトスピーチに当た

りますよという具体例を法務省が示しました。それが７から９ページの記事です。23 都道

府県の約 70 自治体に伝えましたということで、同法は命や身体、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

して挙げていると。９ページを見ていただくと、先ほど華僑総会の陳会長から昔はよく中

国へ帰れというような言葉を投げかけられたということがありましたが、脅迫的言動は、

殺せだの、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、民族なりその集団を表現する言葉、もう１つは、地域社会か

ら排除するということで、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

ーチに当たりますと。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っ

てほしいということを法務省が発表しました。 

 10 ページ、その後、法務省は、外国人住民調査報告書というのを策定しました。ここに

載せているのは抜粋で、全文はもう少し長いものですが、調査の目的は、近年、日本に入

国する外国人の数は増加の一途をたどっていて、過去最高となっている。また、在留する

外国人も過去最高となるけれども、言語、文化等の違いから、外国人をめぐってさまざま

な人権問題が発生しているということで、あとがきにも、ヘイトスピーチ解消法が施行さ

れて、差別、人権をもっと意識できる日本社会になるため、その流れを進めるためにこの

意識調査をしたんだということになっております。11 ページのところで、調査対象者は、

日本の 37 市区に在留する 18 歳以上の外国人で、13 ページ、調査対象１万 8,500 人中、調

査票が回収できたのは 4,252 人、23％の回収率ということで、こういうアンケートの中で

は比較的高い回収率だと言えると思います。15ページ、性別は男性が 41.7％、女性が 57.1％

です。ほかの細かい資料は割愛しまして、16 ページ、回答者の国籍、出身地別を見ると、

中国 32.5％、韓国 22.1％、フィリピン 6.7％、ブラジル 5.2％で、ロシアまで入れて 16

の国、地域の中でそれぞれ回答が寄せられたということになっております。 

 具体的にどういう内容かといいますと、18 ページ、過去５年間に日本で住む家を探した

経験がある人に入居差別があったのかどうかということを聞いております。その答えは、

過去５年間に日本で住む家を探した経験のある人 2,044 人のうち、外国人であることを理

由に入居を断られた経験のある人は 39.3％、日本人の保証人がいないことを理由に入居を

断られた経験のある人は 41.2％、「外国人お断り」と書かれた物件を見たので諦めたとい

う人が実に 26.8％いたということで、19 ページを見てもらうと、外国人であることを理由
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に入居を断られたと答えた人について、日本語でどの程度会話できるか、つまり、入り口

であなたには部屋を貸せないとか話もできないということではなくて、そういう因果関係

があるのかを調査したところ、入居の差別を経験した人の中で、仕事、学業に差し支えな

い程度に会話できる人が 36％、日常生活に困らない程度に会話できる人が 30％、日本人と

同程度に会話できる人が 24％、ほとんど会話できない人は 7.9％でしたので、いわゆる言

語の意志疎通によって生じた差別ではないということがこの結果にあらわされています。 

 その上で、20 ページ、外国人であることを理由に入居を断られたことがあるという人を

見てみると、上位三カ国がタイ、中国、朝鮮ということで、タイが１位に来ているところ

が新しいと言えば新しいんですが、いわゆるヘイトスピーチと言われている中国、朝鮮、

韓国あたりは差別と連動しているということが言えるかと思います。 

 23 ページ、アンケートに答えてくれた人の具体的な意見ですけれども、まず外国人とわ

かっただけで不動産屋さんの態度が変わりましたと。さらに、夫婦ともフィリピン人であ

ると伝えたところ、さらに厳しい対応をされましたと。大家さんから外国人には貸さない

と言われました。夫婦とも永住ビザを持っていますと言ったのですが、条件に満たないた

め無理と断られましたと。また、この前、友人がマンションを購入しようとしたが、価格

の交渉が全て終わった後に、不動産屋さんから家主が外国人に売らないという返答を聞い

たと。一括払いの予定であったのに理解できなかったと。不動産屋自身、家主自身が外国

人お断りという入居差別をしている事例がまだこれだけあるということがこのアンケート

調査の結果わかったということです。 

 24 ページを見ると、過去５年の間に、日本でお店やレストランなどへの入店やサービス

の提供を断られた経験がある人は 265 人で、回答者の 6.2％を占めたと。これは入居差別

に比べるとパーセンテージは低いですが、6.2％の人がまちのレストランなどへの入店を断

られたというのは大変な数字ではないかと思います。25 ページを見ると、あるとき、原宿

で小さな店に入ろうとしたときに、店のスタッフの若者に遮られ、ここは日本人専用の場

所と言われたと。頻繁にはないが、時々あると。一度は北海道のホテルで断られた。外国

人の宿泊はできなかったと回答しています。 

 26 ページは、もう少し大きな範囲になりまして、外国人であることを理由に侮辱される

など差別的なことを言われた経験がありますかという質問ですが、過去５年間に、日本で

外国人であることを理由に侮辱されるなど差別的なことを言われた経験のある人は、よく

あるが 2.7％、たまにあるが 27.1％、合わせて 29.8％あったと。要は、30％が外国人であ

ることによって侮辱された経験があるということです。複数回答で聞いたところ、見知ら

ぬ人が半数以上で最も多かった。あとは、職場の上司や同僚、部下が 38％、近所の住民と

いうことで、見知らぬ人から外国人であることを理由に侮辱的な言葉を浴びせかけられる

というのが、日本社会の一断面として非常に憂慮すべき結果ではないかと思います。 

 それを受けて、32 ページ、外国人に対する差別的な表現ということで、日本に住む外国

人を排除するなど差別的なデモ、街頭宣伝をしているのを見たり聞いたりした経験がある

かどうかですけれども、直接見たが 20.3％、テレビや新聞等のメディアを通じて見たが

42.9％、インターネットで見たが 33.3％で、外国人でヘイトスピーチと言われている部分

のデモというのは自分の身近に降りかかるものとして非常に敏感になっていることがこの
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数字にあらわされているのではないかと思います。もちろん、不快に感じた人は 64％、日

本社会に対する見方が悪くなった人が 26％、日本で生活することに不安や恐怖を感じた人

が 22％、怒りを感じた人が 18.9％で、日本社会について自分の中で見方が変わった人と生

活に不安を感じた人を合わせると半数近いということで、ヘイトスピーチデモがいろんな

形で影響を及ぼしているということが見てとれるかと思います。 

 35 ページ、インターネットの利用について、差別事例をよく見た、たまにあるというの

を入れると 41.6％ということで、後ほどの報告でも少し触れますが、インターネットをわ

ざと見ないようにしているといった回答も出てきています。それぐらいインターネットの

世界でも差別、弊害というのは相当ひどい状態になっていることがこの結果でわかると思

います。 

 以上、法務省が外部団体に委託してやった外国人の住民調査報告書でも、日本社会の中

でこういう形で差別があるということで、それがエスカレートしてヘイトスピーチという

形であらわれるということから考えると、この差別をなくしていくのにどうしていくかと

いうのがヘイトスピーチの条例なりいろんなところに含み込まれないといけないと言える

と思います。 

 ３ページに戻っていただいて、４番として、大阪市が日本全国で唯一ヘイトスピーチに

ついての条例を施行している自治体になりますが、大阪市の条例は、ヘイトスピーチに対

処するため本市がとる措置等に関し必要な事項を定めることによって、市民等の人権を擁

護するとともにヘイトスピーチの抑止を図ることを目的とするということが冒頭にうたわ

れております。具体的には、誹謗中傷するものであったり、特定人の個人に脅威を与える

ものであったり、インターネットを利用してやることであったりについては、４つ目の四

角で、市長は、表現活動がヘイトスピーチに該当すると認めるときには、表現の内容の拡

散を防止するために必要な措置をとるとともに、拡散を防止するためにとった措置及び当

該表現活動を行ったものの氏名又は名称を公表するものとするということで、39 ページ、

40 ページに新聞記事を掲載しています。ことしの３月 31 日、この条例のもと、大阪市で

ヘイトスピーチ３件を初認定して、40 ページ、へイトスピーチ動画３本のハンドルネーム

を公表したということです。 

 もう一度３ページに戻っていただいて、兵庫県の中で、先行例としてネットのモニタリ

ングを全国的にもきちっとやっているのは尼崎市です。兵庫県内のモニタリングの実施は、

尼崎市が 2010 年から始まって、伊丹、加東、姫路、あと、宝塚、西宮と複数自治体あって、

神戸市もモニタリングは実施していますが、これは教育委員会という枠の中で、学校の児

童の安全とかにかかわる学校ネットパトロールというところで外部委託として行っている

ということで、今のところ広い意味で差別や人権やヘイトスピーチということにはなって

いない。尼崎市は、最初に始めたということもありますし、内容も相当密にやっておられ

るということで、全国でも先駆的なケースとして見ることができます。 

 ４ページを見ていただきたいのですが、尼崎市の場合は 2010 年から始めて、毎週月曜日、

金曜日の一、二時間程度インターネットにおける掲示板、動画を全部チェックすると。キ

ーワード、例えば尼崎朝鮮とかいうのを打って、そこで出てくる情報の中でモニタリング

をずっとしているということです。これは尼崎に限定していますが、削除要請件数は 2010
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年度で２件、2017 年度、ことしは７月現在既に２件あるということですので、大阪市が条

例で初めて３件を削除要請したことから比べると、尼崎市の地域の中で８年間にわたって

こういう形でずっとやっているというのは非常に大きいことではないかと思います。 

 41 ページの資料５が神戸新聞に掲載された尼崎市のことになっています。その前文とし

まして、法務省によると、昨年１年間、2016 年ですけれども、ネット上の人権侵犯は、調

査を始めた 2001 年以降過去最高を記録したと。ことしは、さらにそれを上回る勢いですけ

れども、ネットではいろんな人権侵害、誹謗中傷、ヘイトが拡散しているということがこ

のデータによって裏打ちされていると思います。記事の真ん中には、在日コリアンが多く

暮らす尼崎市は、ダイバーシティ推進課がネット上の差別表現を監視しているということ

で、それが紹介されています。42 ページ、43 ページには、尼崎市がモニタリングをしたと

きにヒットして、チェックした内容をアトランダムに一部載せていますので、これも事実

として認識していただければと思います。 

 42 ページ、治安が悪い町ランキングということで、Ｓクラス、Ａクラス、Ｂクラス、Ｃ

クラス、要は外国人が多数住んでいることが大きな基準となっておりまして、下線を引い

ているのが兵庫県内です。尼崎市がＳクラス、Ａクラスが姫路市、Ｂクラスが神戸市長田

区ということで、在日韓国、朝鮮の方がたくさん住んでいるところを挙げているというこ

とです。 

 42 ページの下には、尼崎は日本じゃないよ、チョンとキチガイの巣窟だと。先ほど華僑

総会の陳会長が、日中の間で尖閣諸島の問題が起こったときに、その矛先、ターゲットが

同文学校の生徒さんに来た。同文学校に石を投げられたということを言われましたが、朝

鮮学校のチマチョゴリがカッターで切られたりということは昔からありましたし、今アメ

リカと北朝鮮が緊張関係にあることを受けて、トランプ大統領が北朝鮮との戦争辞さぬ構

えというのに反応して、43 ページ、戦争が始まったら殺すべき在日のリストがほしい、反

日やってるやつは、片っ端から殺していいよなといった書き込みがあると。また、都内の

米軍施設でテロ対処訓練をやるというニュースに対して、在日撃ち殺す訓練でもしとけと

いうようなことがあったり、先ほどのトランプ大統領、北朝鮮との戦争辞さぬ構えという

ことでは、戦争始まったら在日男は虐殺して女は犯して殺すけどいいのか？そこんとこよ

く考えて早く始めてください、そのときは在日ぶち殺すわ、北も南も区別しないからよろ

しくということで、これは尼崎市から発信されたものを検索した一部ですので、全国でい

くとこういうものがネットで氾濫しているということを理解していただければと思います。 

 別の角度でいくと、44 ページからの資料ですけれども、法律制定直後に地方自治体が公

共施設の利用については、悩ましいし、苦労しているということで、国がガイドラインを

出してほしいという要望書を出したという資料を先ほど紹介しましたが、公共施設の利用

制限ということで、東京都の江戸川区が公園の使用施設の許可条件の 10 番目に、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という一文を挿入

したり、46 ページでは、愛知県が県の方針として、県施設の使用の規則について見直しな

さいという知事の指示があって、それを受けて３カ所の公共施設が行っているというのを

紹介しています。48 ページ、愛知芸術文化センターというところが、ご利用いただけない

場合の５番目にこの項目を挿入したり、50 ページ、愛知県産業労働センターが、ご利用の
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不許可および、許可の取消についてその一文を加えたり、52 ページ、愛知県立大学の体育

施設の使用について、使用者の資格として、下線を引いているような場合は使用できませ

んということが入ったと。そういう動きが全国の自治体の中でも少しずつ出てきていると

いうことをご紹介したいと思います。 

 今全国で、大阪市に続いて神戸市、川崎市、名古屋市などが条例を策定する動きがあり

ますが、川崎市は、ヘイトスピーチ条例と並行して、公共施設の事前規制のガイドライン

というのをこのたび打ち出しました。それが 55 ページからの紹介になっています。56 ペ

ージの下線を引いたところを見ていただきたいのですが、もともと地方自治法 244 条で原

則として許可しないといけないと。もちろん言論の自由もあると。そのことを酌み取った

上でヘイトスピーチについて市がどういう判断を下すのか。表現の自由と地方自治法に配

慮しながら、川崎市ができることということで、公共施設についてのいろんなルールを決

めておられることをこの中で書いておりますので、また見ていただきたいと思います。ち

なみに、川崎市は、市民の意見を募った上で、11 月に策定して、来年３月に施行予定にな

っているようです。 

 今紹介した事例は、この法律ができて、全国の地方自治体が試行錯誤している事例の一

部です。私たちは、神戸市会がきょう２回目の学習会を持って、ヘイトスピーチの対策条

例について準備を始めておられることについて歓迎しますし、期待もします。ぜひ国際都

市神戸として、先頭に立って差別そのものをノーと言い、多文化共生社会を実現するため

の一助になる条例づくりをお願いして、私からの報告にかえたいと思います。 

 時間をオーバーして済みません。ありがとうございました。 

○司会 もう数分しか時間がございませんが、皆さんからご質問がございましたら。 

 

○議員 きょうは自民党の会派からも何名か出席させてもらっているんですが、先般の理

事会では、きょう、各コミュニティーの代表の方から 15 分間ぐらいのお話をお聞きして、

皆様にご質問をするという趣旨だったと思いますけれども、民団さんが結局 45 分されてい

るので、最初の話とちょっと違う。内容が悪いという意味ではないんですけれども、理事

会でそういう話をしたように私は記憶しているんですが、あと１分でどうやって質問をす

るのかと思うので、方法をちょっとお考えいただきたいのと、この資料は民団さんがおつ

くりになった資料ですか。 

○キム事務局長 そうです。 

○議員 地方公共団体も、特にヘイトスピーチに関連して、公共施設の使用許可について

いろいろと迷っているということを書いていますけれども、きょうも後ろに当局の方がい

らっしゃいますが、それはどちらかというとそういう方に質問したいと思う内容です。こ

れは全国的に同じようにお配りになってご説明をしているんでしょうか。 

○キム事務局長 これ自体は全国で既に事実として積み重ねていることですので、参考資

料として事あるごとにお話をする機会はあります。 

○議員 先ほど神戸華僑総会の陳会長が、できることをしていただければよいと思ってお

りますと言われたのは、具体的にはどういうことなんでしょうか。 

○陳会長 基本的には、差別という問題を論議する場合に、される側とする側という場面
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がありますね。私たちとしては、差別がなくなれば、それにこしたことはないです。ただ、

現実問題として、日本の社会に限って言えば、僕らは受けるほうということになるので、

そちらで検討されて、できる限りそういうことがないようなものづくりをしていただきた

いという意味です。 

○議員 今聞いていて、民団さんのほうは非常に具体的な形で、全部が提言書ではありま

せんけれども、出されているんですけれども、何か具体的なことはないんですか。 

○陳会長 うちのほうは、何か問題が起きたときは、どちらかと言えば黙っているという

のが実態なんです。言い方は悪いかもしれませんけれども、嵐が過ぎるのを待とうという

ような感覚です。だから、特に神戸華僑総会として、あるいは神戸華僑としてこういうこ

とをしてほしいとか、こういう形にやってほしいという具体的なものはないです。 

○議員 お三方からご報告をいただいて、事務局長から全国的な動向も含めて話があった

んですけれども、在日外国人の皆さんに対する差別というのは、僕自身もいろんなところ

で聞いたり見たりかかわったりということがありますし、昔からずっとあると思うんです。

それを解消していくのは、いろんな意味でまだまだ課題があると思いますが、今問題にな

っているヘイトスピーチというのは、この法律にもありますけれども、それを政治的に煽

動したり、行動に移したり、しかも１人だけではなくて大多数でもって公然と表に出して

くると。そのことに対しては、単に内在する差別というだけではなくて、それがもとには

なっているかもしれないけれども、やはりきちんと国の責任として、また自治体の責任と

して、少なくとも民主主義ということを考えている私たちとして抑えていかないといけな

いということで、今あえて焦点になっていると思うので、その辺を捉えて議論しないと、

差別の問題だけの議論ではわかりにくいところがあるのかなと思います。 

 今のヘイトスピーチを聞いていて、例えば今中国を対象にしているわけではない部分も

ありますけれども、在日だけではなくて、外国人全体に対する煽動になったり、１つ考え

ているのは、日本でも部落の差別の問題があって、幾つかのところではそれもヘイトスピ

ーチの対象になっているわけですが、そういう問題も含めて、今問題になっている煽動と

いうことに対して、皆さんの中でどういうふうに感じているのかをお聞きしたいと思いま

す。 

○司会 それぞれお答えいただけますか。 

○イ団長 率直に思いますのは、こういうことをやって何がうれしいのか、何の利益があ

ってこんなことをやるのか、いまだに釈然としない。理解ができないということです。た

だ、はっきりしているのは、人の心をすごく傷つける。プライドを傷つけるということだ

けは間違いないことだし、相手を傷つけると同時に、そういうふうに差別をしている人た

ちも、知らないうちに傷がついている。人格が劣化しているということですので、制度的

にも程度を超えたものに対してはストップがかかるような形をつくっていただきたいと強

く思います。 

○陳会長 正直言いますと、極力見ないようにしています。特にインターネットの書き込

みとかは、例えば中国の人が何か事件を起こしたというような記事が出たら、その下のコ

メント欄にいろいろ書いていますわね。そういうものを見ると、情けないというか、何と

も言えない気持ちになります。 
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○松原理事長 私、日系２世で、ブラジル育ち、ブラジルで生まれました。ブラジルでも

偏見というか、ジャポネースガランチードと子供同士、大人たちにもからかわれたんです。

そのときは、自分もすごい腹が立って、何をしていいかわからないということだったんで

すけれども、日本人の方たちはすごく根性があって、今ブラジルがどうしてこんなになっ

たかというと、やっぱり日本人の方たちの農業の力がすごく大きかったんです。もう１つ

は、日本人の子孫の子供たちを教育を受けさせるということが、気持ちとしてどんなに言

われても返さないで、自分の力、自分ができること、自分の知識を生かしたと思います。 

 ブラジルでは、ジャポネースガランチードと言われていて、日本に来たらブラジル人と

言われる。なぜだろうかと。私は日本人、ただブラジルで生まれて、国籍はブラジルなん

ですけれども、なぜ日本に来たら、日本の方たちはそんな発言をするんでしょうかと思っ

たんです。外国にいた日本人の人たちは知らないことが多いと思うんです。当然移民の人

たち、外国で暮らして、経験をして、日本に来たら、絶対差別ということはしないと思い

ます。日本にいる方たち、いろんな国の方たちがいます。それぞれ日本に来た理由もある。

それを受け入れ、幸せにというか、社会をもっと優しくするべきじゃないでしょうかと思

う。 

 特に今からの私の発言の中では、子供たちがすごい大事なんです。その子が大きくなっ

て大人になって、子供のときいじめがあれば、また同じことになるんですよ。そこを子供

のときからなくす。大人になったら、それがだんだん薄くなっていくということが大事じ

ゃないでしょうかと思います。 

○議員 質問するということではないんですけれども、根本的に差別をなくしていくため

に多文化共生のさまざまな取り組みを、私たちは議員ですから、自治体としてもいろんな

場でつくり上げていくというのが原点として一番大事だなと思っています。ただ、今問題

になっているのは、外国人に対する差別というだけではなくて、憎しみとか、帰れとか、

普通日本人同士の会話であれば警察沙汰になるような、おまえを殺したるぞということを

平気で外国籍を言いながらマイクでもって宣伝しながら歩いていく。しかも、それが１人

ではなくて、私が見たのは、センター街の入り口から元町のほうにデモしていって、韓国

の領事館前でシュプレヒコールをやっていると。殺したるぞとか、帰れというふうなレベ

ルをはるかに超えた内容の言葉を吐き捨てると。周りで見ていた日本の人たちもびっくり

して、こんな言葉が平然と公の場で言えるのかと。そういう言葉をがんがん吐いていく。

これは完全に異常ですし、絶対に取り締まらないといけないなとそれを聞いたときに僕は

思いました。 

 ネット上では、同じ言葉が氾濫しています。それも大きな問題ですが、それを公の場で

言うということは、外国人どうのこうのじゃなくて、私たちの問題として、同じ人間同士

認め合っていこうよという原点から言っても、度を超しているということになって、こう

いう法律、制度をつくっていこうという方向になっていっているんだろうと思います。 

 ただ、地方自治体として具体的にどうしたらいいのか、そこら辺の判断基準をどういう

線引きをしたらいいのか、一般的な差別の問題と表現の問題と取り締まる対象にすべき線

引きをどうしたらいいのかという議論のところで、なかなか難しい部分があって、きょう

のように具体的な事例を聞かせていただいて、私たちの共通認識にしていく必要性がある
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のかなと。私のようにその場に何回か遭遇した人とそうでない人と、議員の中でも意識の

違いみたいなものがあると思うので、その辺の共通認識をどうやってつくっていくかとい

うことで、もう少し交流し合っていくことが大事なのではないかと思いますので、今後と

もよろしくお願いいたします。 

○司会 時間が大分経過しておりますので、ほかになければ、これで終わりたいと思いま

すが、よろしいですか。 

 それでは、これをもちまして勉強会を終わりたいと思います。お話しいただいた皆さん、

きょうはどうもありがとうございました。 
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