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2018年 9月の事案について 

 

 私が、湖南市国際協会に関係して 2018 年 9 月に経験した事案について、以下で説明し、

また、私の考えなどを述べます。これは、私と国際協会を当事者とする訴訟での、訴訟上の

和解がなされたことを受けたものです。 

以下の記述が、同種事案の再発防止に役立つことを願っています。 

 国際協会と私との間に認識・考えの相違がありますが、これについては後述します。 

なお、本件に関する湖南市国際協会のウェブサイトでの説明で「A」と称されているのは

私です。 

 

 

1. 私が認識している事実 

 

(1) B さんの言動と、それに関する C さんの言動 

2018年 9月 27日の 16時から 18時ごろ（ただし、国際協会の認識では 11時から 12時ご

ろ）に、湖南市住民である私は、湖南市の中央まちづくりセンター（当時）内にあった国際

協会の部屋を訪れました。私は国際協会のボランティア募集のチラシについて説明を受け

ました（このボランティアとは、日本語教室のボランティアを指します）。その際、私は「求

職中です。昨日も面接を受けてきました」「その仕事は外国人の方を案内したりもする仕事

で、それを考えていたら外国人の方に関わることをしたくなった」などと述べていました。 

その場にいた、国際協会でグループ活動などに関わっていた B さんは、私に、求職中の

人間は海外旅行に行ってはいけないという旨の差別的発言をしました。具体的には、私が

「最近、ベトナムとインドネシアに行きました」と述べたところ、Bさんは「プー（職のな

い人間）なのにそんなに行っていいの？」などと述べました。Bさんはその直後に去りまし

た。 

私が、国際協会事務局の Cさんに、上記の Bさんの発言について、「求職中の人間は『こ

れをしてよい』とか『あれはしてはダメ』という発言で、差別ではないですか」という旨を

述べたのに対し、C さんは「そんなことを気にしていては生きていけない」と述べました。

これに対して、私は「だから私は死にかけています」と述べましたが、Cさんは「生きてい

けない」という発言は撤回しませんでした。さらに Cさんは、「人（他人）の意識や行動は

変えられない、自分がどう思うかだ」などと述べていました。また、C さんは「私なんか、

刃物を向けられたことがある」などとも述べていました。 

私が Cさんに、上記の Bさんの発言について、「何も対処しないんですか」と尋ねたとこ
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ろ、Cさんは Bさんを「市が認めている」ので、上記発言について「注意をしない」と述べ

ました。 

私が Cさんに、「就業上のステータスによる差別も外国人差別と同様のものだ」という旨

を述べた上で、「もしあの人（Bさん）が、『中国人は最悪な奴らだ』と言っていたら、それ

でいいんですか」と尋ねたところ、C さんは「それはおかしいね」と述べました。しかし、

私が「では、その場合、あの人（Bさん）に注意しますか」と尋ねると、Cさんは「私から

はしない」と述べていました（ただし、国際協会は「そのような発言はしていないので答え

る義務はないし、注意もしない」と述べたと主張されています）。 

私が、「このことを人権擁護局に相談したいと思いますが、あなたは何か対処をしますか」

と尋ねたところ、Cさんは「自分は何もしない」と述べました。 

私は、Cさんも差別を放置する意図が明確だと認識し、私は法務省人権擁護局に相談する

ことにして、「わかりました。失礼します」と述べて、その場を去りました。 

 同日、私は上記の内容を以下の箇所に知らせました。 

  法務省人権擁護局、湖南市人権擁護課、湖南市財政課、湖南市中央まちづくりセンター、 

湖南市長（当時、個人ウェブサイト経由） 

同時に、私はこの件を何人かの湖南市議（当時）に伝えました。 

 なお、後日私が法務省人権擁護局から受け取った返信によると、上記の経緯にある B さ

んと Cさんの言動に、不適切な部分があった可能性があるとの旨が述べられていました。 

 

(2) D さんの言動と、それに関する C さんの言動 

 翌日、すなわち 2018 年 9 月 28 日の午前に、私は再度、国際協会を訪れました。このと

き、湖南市人権擁護課の職員が調査をしに来ていたので、Cさんも私も聞き取りを受けまし

た。 

 同日の午後に、私は再度、国際協会を訪れました。14時から Dさんという日本語指導員

が日本語の指導をするところを見学できると、私は聞いていたので、14 時前に国際協会に

訪れました。私が来たとき、Cさんが Dさんとテーブルで話していました。Cさんが Dさ

んに、「彼（私を指す）は今日見学したがっている」という旨を伝えました。 

Dさんは私に、「日本人？」「純ジャパ？」などと訊きました。私は偏見を持たれたくなか

ったので答えに少し躊躇して、「日本文化に生きていない日本人です」と述べました。Dさ

んは私に「学生？」と訊きました。私は、前日に自分の身分（求職者）をその場で伝えたこ

とで不快な思いをしたので、自分の身分を答えたがっていませんでした。私は「答えなけれ

ばいけませんか？」または「答える義務はありますか？」という旨を尋ねました。Dさんは

「それは言うのが普通だろう」と述べました。私は「あなたの『普通』に合わせなければな

らないですか？」と尋ねました。Dさんは、「それは、これから私の授業を見たいっていう
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んだから、どういう人か知っておく、というのが当たり前だろ」と述べました。私はこの時

点で初めて、Dさんが「授業」をする人なのだと理解しました。 

私は C さんに向かって「この組織では人権侵害が横行してるんですよ」と述べました。

私はこの言葉を Cさんに向かって言ったのですが、Cさんが反応する前に Dさんが反応し

ました。Dさんは「人権侵害とは何だ。もうやろう（私に見学させないで『授業』をやる、

との意）」と怒鳴りながら立ち上がって、その場（事務局）から出て行きました。C さんは

その間、「今日は（見学は）やめましょう」という旨を、私に向かって言っていました。 

Dさんが去ったあとで、Cさんは私に、「あれはあちらが正しい」と述べていました。「彼

（Dさん）は指導歴が長いから」「私と同じような世代だから」といった旨を述べました。

私は「世代は（正当化できる）理由にならないですよ」「昨日は自分の身分を言って嫌な思

いをしたから今日は言わなかったんですよ。それでもこうなる」ということを述べました。 

Cさんは「私もあなたの名前知らないし」という旨も述べました。 

Cさんは、Cさん自身や Dさんの言動を正当化することを述べていましたが、私は「昨日

あなたが言ったことは、人（他人）は言っても変えられないということでした。そうである

限り、あなたが何を言っても僕の考えは変えられないし、僕が何を言ってもあなたの考えを

変えられないから、あなたと話すことが無駄なんですよ」と述べました。そのすぐあとで私

はその部屋を出ました。そして私は湖南市の西庁舎に向かい、湖南市人権擁護課に上記の事

実を伝えました。 

 

 なお、上記の(1)(2)の経緯のどの場面においても、Bさん、Cさん、及び Dさんの、いず

れも、私に対して自分で名乗るということはしていませんでした。 

 

 

2. 言動の不適切性 

 

 上記の事実の中で、以下の言動が不適切です。 

 2018年 9月 27日の、Bさんの私に対する「プーなのにそんなに行っていいの？」などと

いう発言は、私が求職中の人間であることを理由として、不当に自由を制限するようなもの

であり、身分による差別にあたる発言であって、不適切でした。 

 同日、Cさんは、Bさんの発言について放置する旨を述べました。さらに Cさんは、外国

人差別も放置する旨の発言をしました。これらは、人権擁護を推進すべき国際協会の一員と

して不適切な発言でした。 

また同日、C さんは、「他人の意識や行動は変えられない」という態度をとりました。こ

の考え方によると、国際交流に関する人々の意識や行動も変えられないことになり、国際交
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流イベントに人を集める（行動を促す）ことや、外国人と共生できるような環境をつくる（意

識や行動を変える）ことをも否定しており、そもそも国際交流の組織の存在意義を否定して

しまうものでした。Cさんの「他人の意識や行動は変えられない」という態度は不適切でし

た。 

 さらに、同日の、Cさんの「そんなことを気にしていたら生きていけない」という発言は、

思想・信条・宗教上の理由で「気になる」ことがある人間に対して、「死ね」と言っている

ようなものであり、不適切でした。 

 2018年 9月 28日に、Dさんが私に対して、「普通」「当たり前」などという言葉で一定の

行動を要求したことは、私に不当に行動を強要しようとするものであり、不適切でした。 

 同日、私が Dさんの日本語指導の見学の機会を得られなかったことは、「公的組織でボラ

ンティア活動を見学するという権利」が、関係のないやりとりによって侵害されたことを意

味しており、不適切でした。 

 同日、C さんは私が見学の機会を得られるよう D さんに適切に指導等するべきであった

ところ、それができませんでした。これは不適切でした。 

 同日、Cさんは、私が自己紹介を十分にしていないという旨を暗に批判していました。し

かし Bさん、Cさん、Dさんのいずれも私に自己紹介していなかったのであり、また、私が

就業上のステータスを述べたのに対して B さんが差別的言動をとったためにより一層私が

自己紹介をすることをためらうようになったのであって、特段に私に落ち度があるとは言

えません。C さんが、私が自己紹介を十分にしていないという旨を暗に批判していたのは、

不適切でした。 

 

 以上の事案における問題点を一般論として表現すると、以下のようになると、私は考えま

す。（これらについて、和解に至る過程の中で、事実関係を棚上げしつつ一般論として、国

際協会にも同意していただくよう和解案に記しましたが、最終的な和解での国際協会側の

表明内容には反映されませんでした。） 

・就業上のステータスなどによる差別的な言動をとること。 

・差別がなされたという指摘に対し、「気にするな」などと突き放すこと。 

・価値観の多様性や、差別だと感じる事項が人によって異なることを、考慮しない態度を

とること。 

・相手が話したがらないことを、正当な理由を伝えないまま、無理に聞き出そうとするこ

と。 

・ボランティア活動の見学など、国際協会の活動に参加する機会を、正当な理由なく奪う

こと。 

・好ましくない言動があった場合に、国際協会が組織として注意・指導等するのを怠るこ
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と。 

 

 

3. 求められる再発防止の方針 

 

 上記事案を受けて、私は、国際協会が以下の方針にもとづいて必要なルールを定めるなど

して、再発防止を図ることを求めます。 

 

(1) 公開性 

 今後も、本件のような事案について、それがそもそもどのような事案であったのかを広く

共有することで、これを教訓として再発防止の責任を明確にしていくことを求めます。「内

輪」で片づけてしまうと教訓が生かされない可能性が高まるからです。 

 本件は、事案発生から少なくとも 2022年まで、国際協会の理事にも伝えられていません

でした。理事が総会審議事項を審議するので、総会でも取り上げられていませんでした。こ

のような狭い共有の仕方をしてきたことには問題があります。今回のように、問題のある事

案について公開することが求められます。 

 なお、「問題の事案について公表すると国際協会の評判が落ちる」との考え方は適当では

なく、むしろ、「たとえささいな問題でも隠蔽せず公表するという透明な国際協会のあり方

こそが評価されるあり方であり、これを実行することにプライドを持つ」という考え方を、

協会内で共有することが、求められます。 

 

(2) 組織の責任の明確化 

国際協会の中で、国際協会の職務を遂行している者（またはそのように見える者）につい

て、国際協会が使用者責任を負うことで、それらの者や来訪者のリスクを低減することを求

めます。 

本件事案を例にとるならば、私に対する Bさんと Dさんの言動について、国際協会がど

のような責任を負うのかは、従前は国際協会内で曖昧にされていました。これは、私のよう

な来訪者がどのようなリスクを引き受けるべきかが不明確であったことを意味します。ま

た、B さんや D さんのような、国際協会の活動に協力する方々にとっても、国際協会との

責任の分担が不明確で、これらの方々が知らないうちに重い法的責任を負いかねない状況

でした。 

そこで、これらについて責任を明確化する必要があります。具体的には、国際協会の事業

に協力する者（ボランティアなど）にどのような義務を課すのか、義務違反があった場合（ま

たはそれに準ずる場合）に国際協会としてどう指導・注意等を与えるのかを明確化すべきで
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す。また、それらを前提に、新規に国際協会を来訪する方々がどのような「自己責任」を負

うことになるのか（例えば、差別的発言があっても国際協会は責任をとらないのか等）を、

明らかにして、公表していくことが求められます。 

 

(3) 不当な権力関係の解消 

 本案件において、C さんは D さんに注意を与えることができませんでしたが、それは C

さんが Dさんに「逆ギレされる」ことを恐れたからです。また、Cさんは Bさんにも注意

を与えようとしませんでしたが、Bさんは国際協会で「一目置かれている」存在です。 

 しかしながら、本来は、逆ギレする人物であろうと、一目置かれている人物であろうと、

組織として、相手に注意をする必要があれば注意しなければなりません。それが従前できな

かったのは、ある種の不当な権力関係が存在することを意味していました。国際協会では、

「逆ギレしたもの勝ち」であってはなりません。また一目置かれている人物が何をやっても

よいわけでもありません。 

なお、「相手に遠慮して注意しない」ということは、相手にとってみれば、「注意してもら

う権利が奪われる」ということでもあります。 

今後、国際協会は、「力関係」の如何によらず、組織として、関係する人々に適切に注意・

指導等をしていく必要があります。 

 

(4) 文化的多様性の尊重 

前項とも関係しますが、従前、国際協会には、「年功序列」「先輩後輩」「目上目下」とい

った、序列の意識が存在していたと思われます。今後は、国際協会が、真の意味で、文化的

に多様な背景を持つ人々が対等な関係で協働できる場となることを目指すべきです。これ

は、公的な補助金を得て活動する団体としての責務でもあります。 

 

（次ページにつづく） 
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4. 国際協会の主張等について 

 

 国際協会の主張等の一部は私には受け入れられないものとなっています。これについて

以下で説明します。 

 

(1) 事実に関する国際協会の主張 

 国際協会と私との訴訟において、私が主張した主要な事実について、国際協会は以下のよ

うに主張しました。 

 

 まず、下記の事実について国際協会は否認しました。 

 B さんから、求職中の人間は海外旅行に行ってはいけないという旨の差別的発言を

されました。具体的には、私が「最近、ベトナムとインドネシアに行きました」と述

べたところ、「プー（職のない人間）なのにそんなに行っていいの？」などと言われ

ました。Bさんはその直後に去りました。 

  

 次に、下記の事実について国際協会は認めました。 

 私が、Cさんに、上記の Bさんの発言について、「求職中の人間は『これをしてよい』

とか『あれはしてはダメ』という発言で、差別ではないですか」という旨を述べたの

に対し、Cさんは「そんなことを気にしていては生きていけない」と述べました。私

が「だから私は死にかけています」と述べたが、Cさんは「生きていけない」という

発言は撤回しませんでした。Cさんは、「人（他人）の意識や行動は変えられない、

自分がどう思うかだ」などを述べていました。また、「私なんか、刃物を向けられた

ことがある」などとも述べていました。 

  

 さらに、下記の事実についても国際協会は認めました。 

 Dさんは私に「学生？」と訊いてきました。私は、前日に自分の身分（求職者）をそ

の場で伝えたことで不快な思いをしたので、自分の身分を答えたくありませんでし

た。私は「答えなければいけませんか？」または「答える義務はありますか？」とい

う旨を尋ねました（おそらくいずれかの言い方をしました）。Dさんは「それは言う

のが普通だろう」と述べました。 

私は「あなたの『普通』に合わせなければならないですか？」と尋ねました。Dさん

は、「それは、これから私の授業を見たいっていうんだから、どういう人か知ってお
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く、というのが当たり前だろ」と述べました。 

  

 すなわち、Bさんの言動が事実であったのかに争いがありました。 

 

(2) 事実に関する反論 

 上記のように、国際協会は B さんの言動が事実ではないと争っていました。私は、客観

的な証拠から、Bさんの言動も事実だと認められると主張しています。客観的な証拠とは以

下のようなものです。 

 私は 2018年 9月 27日に湖南市人権擁護課にメールを送付しました。この中で、Bさんの

言動（「プー（職のない人間）なのにそんなに行っていいの？」などと言われた旨）につい

て記しました。これについて同課が 9 月 28 日に実施した事実確認の結果は、「メールにあ

る出来事が事実であることを確認」したというものでした。これは湖南市の公文書に記載さ

れています。さらに 2018年 11月 13日に私が同課から受領したメールにも、私が述べた内

容が事実だと確認されたことが記され、また、国際協会内で B さんに注意がなされたこと

も記されていました。（以上は訴訟内の甲 1号証と甲 8号証が示すものです。） 

 これらのメールと公文書は、Bさんの言動が実際に生じたものだということを示す客観的

な証拠になっています。 

 

(3) 言動の適切性に関する国際協会の主張と、それへの反論 

 国際協会は訴訟において、上記の事実のうち D さんにかかるもの（上の 1.私が認識して

いる事実の(2)）について、トラブルになったのは私が D さんに自分の名前を言わなかった

からだ、と主張しました。 

 これに対して私は以下のように主張します。上述のとおり、上の 1.私が認識している事実

の(1)(2)の経緯のどの場面においても、Bさん、Cさん、及び Dさんの、いずれも、私に対

して自分で名乗るということはしていませんでした。そうであるにも関わらず、私にだけ

「名乗り」を義務付ける正当な理由があるとは考えられません。単に「上下関係」「序列」

の意識から、国際協会は私に先に名乗るべしという主張をしているのみだと考えられます。 

 よって、ここでの国際協会の主張は、適切な抗弁になっていません。 

 

(4) 国際協会のウェブサイトにある見解について 

 国際協会はウェブサイトで以下のように述べています。 

 「上記事案については、事実認識について国際協会と異なる点が多々あるものの、Aさん

に不快な思いをさせたこと自体を重く受けとめ、国際協会では次のことを実施し、再発防止

に取り組みます。」 
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 この表現について、事実認識に相違があるにしても、結局のところどのような事案の「再

発防止」に取り組むのかが不明確です。「Aさんに不快な思いをさせたこと」と記されてい

ますが、国際協会に関わった誰かが「不快な思い」をすることをすべて防止するというわけ

ではないと思われます。例えばその「不快な思い」が、当人の身勝手な欲求が叶わなかった

ことに起因するのならば、国際協会がわざわざその「再発防止」をすべきだとは思われませ

ん。 

国際協会はこの一連の事案について、不適切な行為があったとは認めていません。事実認

識の相違を棚上げしたとしても、どういう行為を防止するのかを国際協会は明確にすれば

よいところ、それをしていません。ですから、方策の方向性を示していても、「アリバイ」

のように示しているだけに見えてしまいます。さらに言えば、国際協会が現在表明している

文面からは、「いちゃもんをつけて訴訟を起こした人がいるので、そういう訴訟を起こされ

ないようにする」という理解も可能になってしまいます。これは私としては本意ではありま

せん。 

 和解案の作成において、私は、国際協会と私とで事実認識が異なっていても、それを棚上

げして、一般論として次のような行為を防止する旨について同意して国際協会にも表明し

ていただこうとしました。 

 

・就業上のステータスなどによる差別的な言動をとること。 

・差別がなされたという指摘に対し、「気にするな」などと突き放すこと。 

・価値観の多様性や、差別だと感じる事項が人によって異なることを、考慮しない態度を

とること。 

・相手が話したがらないことを、正当な理由を伝えないまま、無理に聞き出そうとするこ

と。 

・ボランティア活動の見学など、国際協会の活動に参加する機会を、正当な理由なく奪う

こと。 

・好ましくない言動があった場合に、国際協会が組織として注意・指導等するのを怠るこ

と。 

 

しかし、これらは最終的な和解での国際協会側の表明内容には反映されませんでした。 

以上の経緯から、真に私が望む「不適切な事案の発生の防止」に、国際協会が取り組んで

くださるのか、不安を抱いています。そこでこれをご覧の皆様にも、国際協会の今後の取り

組みに注目していただければ幸いです。 

 

以上  


