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平成３０年度 観音寺市人権講演会 

インターネットに潜む危険なワナ 

～加害者や被害者にならないためにすること～ 
日時：平成３０年１２月２２日（土）１３：２０～１５：４５ 

場所：観音寺市民会館 ハイスタッフホール 

内容: 

13:21～13:25 挨拶 人権委員長 久保等         

・同和問題をはじめとする人権問題への取り組みへのご理

解、ご協力いただきありがとうございます。 

・今年は国連で人権宣言が採択されてから７０年となる年、

部落解消、障害者差別解消法、ヘイトスピーチ解消法な

ど人権擁護に向けた取り組みが進展した年。 

・その一方で、女性、障害者など社会的弱者への人権問題

があとをたたなかった年。 

・よりいっそうの人権意識の向上に努めることで「生まれ

て良かった、住んで良かった人権観音寺市」を実現しな

いといけない。 

・本日は、人権啓発に関する最優秀賞の発表と表彰がある。 

・加害者、被害者にならないためにスマイリーさんの講演会。 

・正しく知ること、自分の問題として行動することが大事。人権問題について再度考えていただ

くきっかけになれば幸い。 

・人権尊重の目的が達成できることを祈念し挨拶とする。 

 

13:25～13:29 挨拶 観音寺市長 白川晴司                         

・来週には寒波が押し寄せてくるので健康にご留意ください。 

・今年は世界人権宣言が採択されて７０年、この間、本市においても人権問題の早期解消へ向け

様々な施策に取り組んでいる。 

・最近では子供、ヘイトスピーチ、傷害のある方の人権問題など、大きな社会問題となっている。 

・近年ではインターネットでコミュニケーションが広がる反面、人権を侵害する事件が起きてい

る。明るく住みよい社会を実現しなければならない。 

・参会のみなさまにとって、実りの多いものになることを祈念し挨拶とする。 

 

13:29～13:47 人権擁護の作品 最優秀賞表彰                        

○高室小学校４年 山岡万桜 「お母さん」 

・虐待で亡くなった子ども、香川県で住んでいた子ども。身近な子の事件。 

・私のお母さんは「赤ちゃんをあきらめて腎臓の手術をするように」とお医者さんに言われたけ

れど、私を産んでくれました。 

・お母さんは今でも入退院を繰り返しています。薬の副作用で寝ていることがあります。それで

も、私の食事や送り迎えをしてくれます。 

・お母さんが産んでくれた子の命を、絶対に大切にしたいと思います。 

・自分の子供なのに虐待をするなんて、絶対やめてほしいです。 
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・お母さんが少しでも楽になれるように洗濯や炊事を手伝います。 

 私こそおかあさんにありがとう 

 産んでくれてありがとう 

 私のお母さんでありがとう 

 

○豊浜中学校 3年 川上陽奈 「みんながふつうに暮らせる社会に」 

・大縄跳びの練習をしている時に私は足を骨折してしまった。 

・ギブスを膝下まで巻かれ、松葉杖を渡された。私の松葉杖生活が始まった。松葉杖の生活は想

像以上に大変だった。 

・荷物を持って松葉杖で移動することは出来ないので、リュックサックを背負って歩いた。怖か

ったのは階段の上り下り。 

・学校ではたくさんの友達や先生たちが心配してくれ、助けてくれた。 

・お母さんは車で送ってくれ、荷物を私の歩くペースにあわせて教室まで持ってきてくれた。 

・家では妹が助けてくれた。ほとんどの場面で手助けしてもらわないと生活できないことに気づ

いた。松葉杖を使う人の気持ちが少しはわかった気がする。 

・お年寄りや体の不自由な人のためのバリアフリー施設。 

・車イス利用者のためにスロープ、公衆電話、・・・ 

・学校にエレベーターがないので、２階まで階段で上がらないといけなかった。 

・東京では駅にエレベーターがあるけれど、改札から一番遠いところにあって、時間がかかって

いたよ。 

・使う人、困っている人たちの意見を取り入れることで、世の中は良い方向へ向かうと思う。 

・香川の思いやり駐車場に、車いすマークのない車が止まっていることがある。 

・骨折したときに周りの人がしてくれた親切を私は忘れない。 

・みんなが優しく生きていける社会を作りたい。 

 

13:47～14:00 休憩 

 

14:00～15:40 講演 インターネットに潜む危険なワナ  

  ～加害者や被害者にならないためにすること～   

○講師：スマイリーキクチ 

・北千住生まれで下町育ち。 

・自身のネット誹謗中傷被害の経験を生かし、全国で講演。 

・僕は殺人犯にされた、ネット中傷の１０年間 などの著書。 

 

○はじめに 

・みなさまの周りでトラブルに巻き込まれている人がいたり、事件や事故などの時にみなさんが

アドバイザーになれればとお話しする。 

・ネット誹謗中傷とは 

・デマの危険 

・ネットの炎上事例 

・注意点とトラブル対処法 

・おばあちゃんが「グチも出るけれど、笑いながら言え」と言われ、いつも笑っていた。 
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・そんな笑っている僕を見て「スマイリー キクチ」の名前に。 

 

○高松の駅 

・昔の駅のトイレには落書きがあった。今は全国のトイレの落書きがなくなった。 

・今はトイレの代わりにインターネットに書き込みされるようになったからではないか。 

 

○ネット 

・小学校の子が家にいられない。「じゃあ、うちに泊まりにおいで」と、知らない男性の家に泊ま

りに行ってしまった。 

 

○匿名だから 嫌がらせをしてくる人がいる 

・「低能」とばかり書き込みしてくる人。サイトの管理者に依頼し、すぐにアカウントを停止して

くれた。 

・ネットセキュリティの勉強会を開くと「低能」先生が来ていて、あとをつけてきて、刃物で刺

して殺した。 

・ネットの世界だけに終わらない。 

 

○あおり運転の石橋 

・偶然あおり運転の石橋の住所のそばに住んでいた同姓の石橋さんが、住所、会社名、実父の名

前、家の写真、家族構成まで公表され、ネットリンチに。 

・ネット捜索は難しい。やっと１２人を逮捕することが出来た。 

 

○刃物で人を殺す ネットは言葉で人を殺す 

・被害者の娘さんのお父さんが言っていた言葉。「ネットは言葉で人を殺す」 

・勝手に自分の顔写真を使って出会い系サイトに「私を襲ってください」と書き込みをされ、実

際に襲われた。観音寺でも同じような事件が起きた。 

 

○１９９２年に私は殺人者にされた 

・ガラケーの携帯電話の時代。 

・２ｃｈに「スマイリーキクチは殺人者」と書き込みをされた。 

・２０００年 「犯人一覧」 何の罪もない女子高校生が集団で１ヶ月以上暴行を加えられ殺さ

れ、ドラム缶に入れられた事件。その犯人がスマイリーキクチだとの書き込み。 

 

・事件から１０年後に、「キクチサトシ 足立区に住んでいる」 ← スマイリーキクチの本名だ！ 

・私は言ってもいないのに、「漫談で殺人事件をネタにした」、「居酒屋で殺人事件を話していた」

との書き込み。 

・マネージャーから書き込みのことを言われ、否定しました。 

・すると、「やっていない証拠を出せ」「死んで証明しろ」「殺してやる」「親を殺してやる」・・・ 

・テレビ局に「番組に殺人犯を出すのか」、スポンサーに「殺人犯が出るテレビのスポンサーをす

るのか、不買運動しよう」と。 

・２００１年に警察に行った。半年一生懸命捜査をしてくれたけれど解決とはならずあきらめる。 

・盲導犬のホームページを見ていたら、そこにも「スマイリーキクチ人殺し」との書き込み。ネ
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ットは変な人の集まりだと、ネットをやめた。 

・２００３年 また職場に匿名のクレームが来るようになった。 

・２００８年 あまりにひどいので、自分が殺人犯ではないこと、自分のことを書くようにアメ

ブロを始めた。 

・文句は匿名でしかこない。でも匿名でも応援のメッセージもくる。 → 「匿名」が悪いので

はなく人間性の問題 

・デマの書き込みを消すので腱鞘炎になってしまいました。 

・元警視庁の方がインターネットの書き込みを集めて書いた本に書かれていたデマを、警察のお

墨付きと理解している人がいた。 

・「殺してしまえ」「家族も殺してしまえ」「彼女がいるなら彼女を襲え、そうすれば被害者の気持

ちがわかるだろう」・・・ 

 

○警察に相談すると 

・様子を見ましょう もう９年です。いずれ無くなりますよ・・・ ← なくなりはしない 

・何かあったときに電話をしてください ← 血が出ていない今の段階では何もしてもらえない 

・でも、彼女が襲われたら私が放置していたことが問題となる。 

 

○二つの失敗 事前連絡なし、生活安全課に行ってしまった 

・中野署に事前に電話をしないで相談に行った。 

・受付の人が「刑事課」ではなく「生活安全課」に案内された 

  ↓ 

 こんなことで証拠になると思ってるの。 

 殺害予告？ あなたノイローゼだよ。 

 殺されたら捜査してあげますよ。 

 こんな小さな事件、誰が捜査しますか。 

とその警察は言った。 

 

・弁護士に相談しても 「胸中お察しします。あなたが殺人犯なんて笑い話を信じる人は皆無だ

と思いますよ。」 

 

○刑事告訴 

・「犯人を捕まえてください」との告訴を行った。告訴だと、警察は対応が必要かどうかを捜査し

なければならない。 

・「この事件、私が担当します。なぜ、こんなにやられていて警察こなかったの？」との刑事さん

の言葉に、２階の生活安全課に行った話をしたら「すまなかった」と謝ってくれた。 

・９年間、諦めなくて良かったと思った。 

 

○敬語で否定し、証拠を整理し 

・まずブログで否定しましょう。一つ一つに否定する。これ以上やったら刑事告訴することを注

意書きする。 

・サイト管理者に書き込み削除を依頼しましょう 

・「何バカなこと言ってんだよ」と喧嘩を売ってはいけない。敬語で否定するのみでないと警察は
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対応してくれない。 

・証拠を印刷し整理する。 

 

○匿名は透明人間？ 

・アカウントをとるときには実名で登録している。 

・匿名の書き込みも、個人を特定することが出来る。 

・ブログのコメント本文 

  パンチ食らわす！ ← 脅迫罪 

  クズ野郎！ ← 名誉毀損 

・個人を特定し、やめてくれるように伝え、「もうしません」と言ったその直後に「ヤロー警察に

被害届け出したな。犯罪犯しといておまわりに通報入れるなんて！」 

   ↓ 

 ３人ぐらい摘発して終わろうと考えていた警察が一斉摘発と捜査方針を変更 

・脅迫罪 「教えろや、おまえ狙ってんのたくさんいるぜ」 投稿者は女性 

・殺害予告 「殺す きくち」 投稿者は女性 

・１９人が一斉摘発された 

・加害者の供述 

 みんなもやっている 

  ネットにだまされた 

  本にだまされた 

  デマを書いた奴が悪い 

  私は悪くない 

  自分は被害者だ 

  正義感 

・ネットへの書き込みは悪口だとはまったく思っていない、良いことしていると思いこんでいる。 

 

○言論の自由 

・信じる・信じないは自由だが、人を攻撃したらそれは自由ではない。 

 

○信用を失う 

・ネットの誹謗中傷がその人の信用を奪う。 

・事故や事件が起きたとき、インターネットを検索し、誹謗中傷の記事が出てきたらその人は信

用してもらえない。 

 

○言葉に救われた 

・ネット炎上：外にも出られなくなり 多くの人の言葉に救われた。 

・殺害予告：なめてはいない 慣れてはいる 

・もっと恐ろしい思い：警察も信じてもらえない、誰も信じてもらえない 

 

○不運でしたね いや運がいい方だと思う 

・助けてくれる仲間がいる、助けてくれる仲間に出会えた。 

・仕返ししてやろう → 相手に復習するために、相手より俺が幸せになってやろう 
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・書き込みをしていた人たちは 

 妊娠して辛かった 

 ムシャクシャしていてストレス解消したかった 

  仕事が辛かった 

 

○デマかも？ 

・痴漢：拡散希望 

・ヘイトスピーチ：弁護士の懲戒請求 「懲戒請求者の氏名は伏せられる」というのもデマ ９

６０人がだまされた 請求者の氏名は公表される 

・パリの爆破テロのとき：赤の他人の写真を画像処理してテロ犯人にでっち上げられた。写真を

よく見れば、つじつまが合っていないことがわかる。 

 

○情報リテラシーを高めよう 

・疑う気持ちを忘れない。 

・発信者の過去を確認。 

・確固たる証拠が確認できるまで情報を寝かせる。 

 

○デマは災害が起きたときに起きる 

・熊本地震でも「ライオンが逃げた」とのデマが。 

・２日間で震度７の地震が５回 

・ライオンが怖くて家から出なくて、余震で亡くなる人が出る。 

・真実であると思ってもらえるような情報の伝え方も考えて。 

 助けてください 足の悪い父親がいます、子供がいます 

 ＴＶではなかなか伝わらない情報もＳＮＳでは早く伝わる ← うまく使えば使える 

 

○ネットリンチ 

・保健所などにメールが届き、「○○店をつぶしてください」と。 

・個人の名前、住所、親の名前、職業・・・ 

・彼氏の要求に応じてメールした裸の画像：５０人、６校の学校の生徒に拡散していた。 

  知らない子の画像だったのでばれないだろうと思って拡散した。 

  拡散した１２人と、自撮りした女の子は児童ポルノの製造者として書類送検。 

・学校の先生が小学生を装ってＳＮＳ、小学生の裸の画像を送らせた。 

・死にたい 「俺も死にたいよ」と言ってくれると安心し、その人に会い、連続殺人事件につな

がった。 

 

○親子のルール 

・何でも言うというルール。 

・罰は「勉強する」というルールに。 

・「スマホを取り上げる」という罰では、子供はスマホを取り上げられたくないので親に言えなく

なる。 

・ネット社会から町を守るのは、上から目線ではなく横から目線で、近所さんが見守る。 

・ラインでいじめることもできるが、ラインで一緒に勉強して国家試験に合格する事も出来る。 
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○ＳＮＳを利用する際に気をつけること 

 ルール、モラル、ツール 

 軽い気持ちに重い責任 

 情報を公開する前に、一度止める 

 情報ではなく感情が流れている 

 

○もし被害にあったら 

・インターネット 違法・有害情報相談センター 

・法務省 みんなの人権 110番 0570-003-110 

・インターネットホットライン 

・架空請求 絶対に電話しないでください 

・１８８ 消費者ホットライン 

 

○スマホを片手に、イヤホンで耳をふさぎ、自転車運転 

・おばあさん、３０代の女性の自転車にはねられ死亡

事故。 

・ながらスマホはやめてください。 

・ひったくりや性犯罪にもあうのでやめて。 

・１１０、１１９番 自販機や電柱には番号や住所が

書いてある 位置情報と共に通報して → スマホで助けることが出来る 

 

○ネットをどう使うか、どう使ってはいけないか 

・みなさんが幸せに暮らせるまちにしたい。 

 

15:40～15:45 閉会挨拶 観音寺市教育長 三野正                      

・たった一つの言葉が人の生きる支えになり、明るく暮らす原動力になる。 

・言葉が人を殺すこともある。ネット上の事実無根の言葉が人生を破壊してしまう怖さ、ねじ曲

げられた事実が塗り重ねられるネットの怖さを感じる講演。 

・自分が正義であるという身勝手な気持ち、自分も被害者であるとの意識が、被害者をさらに傷

つけることであることがわかった。 

・被害者になりたくない、しかしその危険性はあらゆるところに潜んでいる。 

・決して加害者になってはいけないと考えさせられる講演でした。安易な同調、より刺激的な情

報を求めてコミュニケーションをする自分に反省させられた講演でした。 

・ますますの活躍を。 

 

－以上－ 


