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説明の構成
新型コロナ差別の現状（県内外の報道から引用）

三重県に関する新型コロナ差別の現状（ヒューリアみえ
調査等）

三重県に関する新型コロナに関するネット上の差別投稿

調査結果を中心としたネットを含む既存差別の現状

差別解消条例にかかせない項目等

※本資料には差別表現が含まれているため、取扱いには

十分にご注意いただきたい
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差別とは何か
～人種差別撤廃条例をベースに～

「差別」とは、人種、皮膚の色、民族、国籍、信条、性
別、性的指向、性自認、障害の有無、疾病、職業、年齢、
被差別部落出身その他経歴等を理由とした不当な区別、排
除、制限又は優先であって、政治的、経済的、社会的、文
化的その他のあらゆる公的生活の分野における平等の立場
での人権及び基本的自由を認識し、享有し又は行使するこ
とを妨げ又は害する目的又は効果を有するもの。

⇒上記の内容より、すべての市民に保障されている権利が

侵害されたり享受されていない結果が人権侵害と解釈
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参考：東洋大学社会学部 北村英哉教授 編著「差別や偏見はなぜ起こる？」

ステレオタイプ：

ある社会集団に属する人々に対して、特定の
性格や資質をみんなが持っているように見えた
り、信じたりする認知的傾向

偏見：

上記のステレオタイプに好感、憧憬、嫌悪、
軽蔑といった感情を伴ったもの
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県民の差別の実態
実態面での加差別の現実

マイノリティの生活実態
実態面での被差別の現実

マイノリティの心の実態
心理面での被差別の現実

県民の差別意識
心理面での加差別の現実

差別事件

差別問題の５領域

奥田均著「差別のカラクリ」から
引用し松村が編集 5



A領域
①県民の差別意識（各セクションで各人権課題に特化）

→従来の課題を克服した教育・啓発等

B領域
①差別行為（不動産、八士業等）

②県民への差別やデマを見聞きした経験と影響

③ネット上の差別投稿

→差別の定義設定と行為規制等

→モニタリングと通報等
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C領域
①法務局、県警、弁護士会、保健所、市町・市町教委、

私学等への差別やデマ被害事例の照会やモニタリング

→調査権限、助言・指導・勧告・公表などの段階的な是正措置

（差別問題解決のゴール設定）

D領域・E領域
①罹患者や家族、医療関係者、運送業者などのエッセンシャル

ワーカー等への差別被害、生活実態

②既存差別の被害実態や生活実態

→マイノリティへの差別被害や生活実態調査

→相談機能の強化と被害救済、権利回復支援等
7



感染者
（回復者を含む）１

２ 感染者の家族等

３ 医療従事者等

４ 運送業者

５ 濃厚接触者や疑いをかけられた人、
他都道府県出身者やみなされた人

６ 感染者が出た職場や
学校等

７ 帰国者

８
中国や海外にルーツ

がある人

新型コロナ差別の主な被害者

Motoki,Matsumura 8



新型コロナ差別の定義
新型コロナウイルスの罹患者への不当な区別、排除、制限
および攻撃、脅迫、侮辱、これらの行為の助長・誘発・扇
動する言動等

直接差別

間接差別

関連差別

経済的・文化的・社会的に不利を日常的に強いられているマイノリ
ティに感染症拡大の影響が集中的に厳しく反映している状態と、画一
的な被害や影響の捉え方による画一的な対策がマイノリティにもたら
すマジョリティとの格差

直接差別が罹患者以外（罹患者の家族や医療従事者、運送
業者などのエッセンシャルワーカー、罹患者が所属する学
校や企業、集団等）に向けられる差別
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感染者（回復者を含む）
➊回復後に「近所を歩いてウイルスをまき散らして

いる」とうわさを流された

➋ウイルス感染判明後に山梨県から東京都に移動し

た人に対し「コロナ女」「テロリスト」「日本か

ら追放」などの投稿がSNSを中心に相次ぐ

➌感染した芸人が「お前は一生コロナ病棟から出る

な」「死ね」などがSNSのDMで送られてきた
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感染者の家族等
➊「お前の子どもはコロナだから出ていけ。

地元で広がったらお前の子どものせい

だ」と嫌がらせ電話があった

➋ガソリンスタンドで給油後、店長から電

話があり「できればこないでほしい」と

言われた
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医療従事者・関係者
➊夜勤後のタクシー利用を拒否された

➋プライベートで子どもを連れて人の少ない公園に行ったと

ころ、「〇〇病院にお勤めの方ですよね。こういう時期な

ので自粛してください」と言われた。

➌引っ越し業社から拒否された

➍地元の住民から「お前のせいで感染が広がるだろう」と言

われた

➎保育園から「敷地内に入らないでください」と言われた
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医療従事者・関係者の家族
➊肺炎で死亡した罹患者の遺族が「お前も感染者か」と聞

かれ、職場で人に避けられた

➋学童へ行くと子どもが他の子とは別の部屋で1人で遊ばさ

れていた

➌子どもが感染しているかもしれないということで保育園

から通園を拒否された。

➍医療関係者の子どもということで、他の子どもからのい

じめにあった

➎パートナーが勤務先の会社から出社を拒否された 13



運送業者
➊長距離運転手が歯科医で診療を拒否された

➋子の通う小学校やパートナーの勤務先から長距離運転手

の家族との接触を避けるよう指示があった

➌パートナーの親から「あんたは（コロナが）危ないから

帰ってこなくていい。しばらくトラックで寝泊まりして

くれ」と言われた

➍配達先でチャイムを鳴らすと、ドアが10センチほど開い

た後、「あんたコロナ大丈夫？汚いからそこ置いとい

て」と言われた 14



感染の疑いをかけられた人
➊子どもの引っ越しの手伝いに行き、万全の対策を

したが、その後、夫は職場で差別や中傷を受け、

退職に追い込まれた

➋北海道出張から戻った社員に、「俺に２週間は近

づくな」と真顔で言ったり、すれ違うときに露骨

に嫌そうな顔をしたりする人がいた

➌他県ナンバーを所有しているという理由で所有者

が怒鳴られた、車を蹴られた 15



感染者が出た職場や学校等
➊学生の感染を公表した大学に「殺す」「火をつける」

といった脅迫まがいの電話があった

➋感染者が出た学校の関係者が「コロナ」と呼ばれた

➌親が感染したことを受け、子が通う塾で他の学校の生

徒から「コロナ小の隣に座りたくない」と言われた

➍感染者が出た地域の小学校に通う子どもが「コロナー

マン」と呼ばれ、「あの地域に住んでいる人とは話し

たらダメ」と言われた
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中国にルーツのある人
➊横浜市にある中華街の複数店に「中国人はゴ
ミだ！細菌だ！悪魔だ！迷惑だ！早く日本か
ら出ていけ」と書かれた手紙が送られた

➋香川県内の小学校に「中国人を親に持つ子ど
もを登校させるな」という内容のはがきが届
いた
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市町・市町教委における新型コロナ感染症
差別への取組に関するアンケート

実施主体：ヒューリアみえ

調査対象：29市町

調査期間：6月2日発送、6月11日締め切り

6月12日に未提出の自治体に督促状発送

回収：29市町28市町（6月17日現在）

回収率96.6％
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問1 新型コロナ差別等の相談窓口の設置
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問2 新型コロナ差別等への取組
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問3 新型コロナ差別等の事例集約
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問4 ネット上の差別投稿対応
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問3 集約事例
➊差別を受けたという相談はないが、差別につながりかねないもの
としては、「感染者の職場や施設、行動履歴を公表してほしい」、
「大型店の駐車場に停めてある潮干狩り用の他府県ナンバーの車の
タイヤの空気を抜くなどの対応をとるべき」といった意見があった。

➋報告のあった例として、市内の学校で中国につながる友だちに対
して「コロナウイルス」と発言した

➌３月末に鈴鹿であった陸上の件について、その様子を当日遠くで
見ていた子どもに対して「濃厚接触の疑いがある」「〇〇選手と握
手した」などのデマが保護者の中で広まった。

➍感染者が出た会社に勤めている方への嫌がらせ。県外ナンバーに
乗っているだけでの嫌がらせがあった。 23



➎松阪市の中華料理店に「従業員が感染してい
る」などのデマがSNS上で広がり経済的損失を
受け、名誉を棄損された

➏感染者が出た会社に勤めている方への嫌がら
せがあった

➐感染者のデマ・誹謗中傷、県外ナンバー車の
所有者への嫌がらせがあった 等

問3 集約事例
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ネット上の差別投稿収集
➊三重県に関するものに明確に限定できるもの

➋特定個人や事業所などに関するデマ、攻撃、

嫌がらせは事例収集の対象外

➌事例収集対象サイト：

SNS、電子掲示板、ニュースサイトのコメント、
Q&Aサイト 等
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差別投稿（行為）の基準（案）
１）差別を助長・扇動、誘発することを目的もしくは結果として差

別を招来する可能性があるかたちをもって、被差別部落の所在
地を公開する、問い合わせる、教示する投稿

２）被差別部落への土地差別や被差別部落関連の物件忌避につなが
る投稿

３）マイノリティの身元調査につながる投稿

４）本人同意なくマイノリティ性をアウティングする投稿

５）マイノリティとの結婚差別・交際時における差別に関する投稿

６）マイノリティへの差別や偏見を助長・扇動する投稿

７）マイノリティへの誹謗中傷や攻撃的な投稿 etc
26



三重県に関する差別投稿
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三重県に関するネット上の差別投稿のモニタリングによる状況

今年度と昨年度の1月～3月までの投稿分類の比較

2020,6 ヒューリアみえ調べ

34件
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三重県に関するネット上の差別投稿のモニタリングによる状況

今年度4月～5月末までの投稿分類

2020,6 ヒューリアみえ調べ

107

件

36



2019（令和元）年度

人権問題に関する三重県民意識調査

実施主体：三重県

調査対象：県内居住の20歳以上

標本3000人を無作為抽出

調査期間：2019（令和元）年9月1日～15日

回収：1146票 有効回答率38.2％

※以下「県民2019」という 37



2018（平成30）年度
第２回宅地建物取引に関する人権問題の

実態調査 報告書

実施主体：三重県

調査対象：県内に事務所を有する全宅建業社

1154社

調査期間：2017（平成29）年11月6日～1月15日

回収：583票 有効回答率50.5％

※以下「宅建2018」という 38



部落問題 県民2019

➊身元調査の肯定 ：４３．９％

➋結婚差別意識 ：２６．４％

➌校区内に地区のある物件忌避：１４．１％

➍地区内物件の忌避 ：２９．８％
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不動産取引 宅建2018

部落問題
➊取引物件の問い合わせ ：２２．６％

➋同和地区等の理由による取引不調 ： ８．１％

➌同和地区を理由とする取引価格への影響あり

：１３．２％

➍契約締結後、同和地区を理由とする解約の申し出

： ２．７％

➎同和地区内外での実勢価格差あり ：２７．３％
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部落差別投稿 2020（令和2）年度

・〇〇〇〇〇宅でエッタ、よつって叫んでやりました。wildだろ？

・おいおい（笑）変に刺激すると部落民の帰れコール炸裂するぞ
（笑）部落民は面倒くさいぞ（笑）頭の中には被害妄想とコンプレッ
クスしかないんだから（笑）

・〇〇市部落民には恥や罪の概念が皆無なんだな。

・エッタ部落民はやる事がエッタやのー当たり前かエッタ部落やから

・同和地区はエッタって言うてな、近所で猫でも引いたら、ん百万も
ボッタくられる所ｗ

・〇〇、〇〇町、〇〇辺りがエッタ町だ。

・ヨツ！エッタ！は優遇され過ぎだ！

・エッタやヨツはゴキブリみたいなもん。

・〇〇町〇〇〇はエタ
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・汚い血が流れてる奴ら

・同和のゴキブリがやりそうな事や

・被差別民は【先天性遺伝子疾患（遺伝性精神病）
を国際医学会が認める】

・ヨツに近寄らないことが最善策

・ヨツの被害にあうと、殺られ損 パクられ損

・どんな感動なのか〇〇市部落民じゃないと理解で
きない

・ここも部落民ホイホイ状態じゃん（笑）

・路駐や他人の土地を勝手に駐車場に使っての見る
と部落出身者かなと疑ってしまう
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2017（平成29）年度
伊賀市同和問題解決に向けた生活実態調査

報告書
調査対象：伊賀市における旧同和対策事業指定地域

（以下「同和地区」という）

対象世帯：2017年1月31日に「同和地区」に常住してい
る

世帯から725世帯を抽出

回収状況：725世帯中、508世帯（1,239人）

有効回答率70.1％

※以下「伊賀2017」という 43



過去５年間の被差別体験 伊賀2017
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被差別体験の場面や場所等 伊賀2017

45
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差別を受けた際の対応 伊賀2017

46
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「障害」者差別 県民2019

➊身元調査の肯定 ：５５．７％

➋結婚差別意識 ：４１．７％

➌施設コンフリクト ：１３．６％

➍入居拒否の肯定 ：１６．６％
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・スレチのイカれたコメが多いのは、ゆとりやガイジが書き込
むからか

・三重県は知的障害物地獄

・皆さま、三重県はねえ、地震という爆弾落とされるの。テレ
ビ局、芸能界、知的障害の集まり殺せ芸能界

・障害者の糞スレです。相手にしないようにお願いします。

・〇板楽しかったのに このガイジのせいで終わった 〇〇板も
〇〇町板も全部 こいつが終わらせた。

・頭の中身も障害だから許して上げて下さいww

・キチガイ登場

・基地外やから仕方ないよ

「障害」者差別投稿 2020年度

48



防災・減災に向けた地域社会との豊かな
関係の構築をめざすアンケート

実施主体：ヒューリアみえ

調査対象：県内特別支援学校に子どもが在籍して

いる保護者 約1600人

調査期間：2013年4月1日～11月31日

回収：981票 被差別体験記載有808票

過去５年以内の被差別体験が72.8％
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差別事例の一例
➀役所で学童保育の手続きをしようとしたら「こういう子
を一人預かるのにどれだけの経費がかかると思うの」と断
られた。

②コンサート会場で車椅子利用スペースがないなか、他の
客に少しスペースをあけてもらうように言うと「車椅子の
人間がくるな」と言われた。

③運動会で、大きな音に敏感な特性があるので、校長先生
にウォークマンを聴かせてよいかを確認したところ、「そ
んな遊び道具は許可できない」と言われた。
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差別事例の一例
④津の公園で楽しく遊び、終わりの時間になったので自転
車を返しにいった時、子どもが「ギャー」と言った際、管
理人が「おたくの子、あれなん？これから断ることがある
から」と言われた。

⑤子どもが不安や緊張、疲れを感じると歯ぎしりをする特
性があるなか保護者も気をつけていますが、電車内で他の
乗客からうるさいと言われ、子どもと席を立ち、降車口で
駅に着くまで立っていました。子どもが歯ぎしりをしない
よう、ほほをずっと手で押さえていた時、涙が出てきまし
た。 51



不動産取引 宅建2017

入居拒否

「障害」者 ：１５．５％
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外国人差別 県民2019

➊身元調査の肯定 ：５６．０％

➋結婚差別意識 ：２５．１％

➌入居拒否の肯定 ：１９．５％

➍外国集住地域近隣の物件忌避：２９．０％
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不動産取引 宅建2017

入居拒否

外国人 ：４６．１％
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外国人差別投稿 2020年度

・お前ところのアホ家族も他所からコロナ持ってくるタイ
プやろな。チョンかお前？

・チョン経営は日本のことなんてどうでもええと思ってる
からゆうこと聞かないよもっと厳しく取り締まるべき

・在日は日本からいらない

・くそ民族朝鮮に帰れ

・オリンピック来るなよ くそちょん"

・糞チョン民は着払いで返品だ(笑)

・くそちょんこ早く帰れ

・在日は朝鮮に帰れ
55



・朝鮮人。国へ帰らんかいチョンコ

・朝鮮人は全員帰れ

・キムチ臭いから帰れ

・コロナ連れて半島に帰らんかいドアホチョンビ。

・チョンコロは祖国に帰れ

・チョンは先祖代々繰り返してきた近親相姦で遺伝
子アウト

・マスクしろやコロナ害人

・そろそろゴミみたいなブラジル人はくたばれや！
ブラジル人の９割はただの豚
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患者やその家族 県民2019

➊友人がHIV感染した場合の友人関係の

持続否定 ： ９．４％

➋身元調査の肯定 ：５５．７％

➌結婚差別意識 ：６７．４％
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既存差別事象については
県当局の関係セクションが把握している

１．過去5年以内で部落差別事象の件数が最も多
い

（結婚差別、差別問い合わせ、差別落書き、差別
封書等）

２．次いで外国人差別事案

３．その他の差別事案は少数の報告 58



人権侵害被害 県民2019

過去5年間に人権侵害を受けた経験＝ある
11.2%

→人権侵害への対応

・国の機関に相談 ： 4.7％

・県の機関に相談 ： 6.3％

・市町の相談窓口 ： 7.0％

・何もせず、がまんした ：46.9％
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課題点
既存差別がベースとなり、関連性をもって新型コロナ差
別が機能している。そのため新型コロナ差別のみへの対
策を講じるだけでは問題の本質が解決されない

過去の教訓が生かされておらず、既存差別問題への取組
が不十分であったが故に招いた問題（人権セクション以
外の取組、市町でもとりわけ町の取組が弱い）

今回も差別の厳しさが差別の現実をねじふせており、被
害事例があがりきっていない、声をあげられていない

既存差別すら自治体等に報告などが上がりにくい現状
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課題点
差別問題等の解決の責任が被害者に押し付けられている

侵害された権利や名誉等を回復するしくみが不十分

「差別はいけない」という認識は一定広がっているが、
差別行為に歯止めをかけるに至っていない

現実把握が不十分であり、それによって啓発や教育の質
と量が早期に差別解消に寄与するほどのものになってい
ない

既存人権条例は差別の未然防止や規制に効果をなし得て
いない
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差別解消条例にかかせない項目
１）差別の禁止と定義規定

２）差別被害相談と救済規定

３）教育・啓発規定

４）実態調査規定（県民人権意識、マイノリティへの被差
別体験や生活面、差別事件調査、ネットモニタリング、
調査権限や段階的な差別是正措置等）

５）推進計画の策定規定

６）審議会等設置規定（例：障害者差別支援地域協議会）

７）県・県民・市町・事業者の責務・連携規定 等
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和歌山県 部落差別解消条例

第３条 何人も、インターネットを通じて、
公衆による閲覧、複写その他の利用をする
ことが可能な情報を提供することにより、
部落差別を行ってはならない。

２ 何人も、結婚及び就職に際しての身元
の調査、並びにその他の行為により部落差
別を行ってはならない。 63



東京都国立市 人権尊重条例

第３条 何人も、人種、皮膚の色、民族、国籍、
信条、性別、性的指向、性自認、しょうがい、
疾病、職業、年齢、被差別部落出身その他経歴
等を理由とした差別（以下「不当な差別」とい
う。）を行ってはならない。

２ 何人も、いかなる暴力（身体に対する不法
な攻撃及びこれに準ずる心身に有害な影響を及
ぼす言動をいう。）も行ってはならない。
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救済規定
ワンストップ相談機能

問題解決のゴール設定と支援

弁護士相談費用（1回目30分無料以降）、裁判費用

被害調査

差別等投稿の削除手続き

発信者情報の開示請求に関する法的・手続き支援

臨床心理士等による精神面サポート 等
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