
コロナ差別！！
なく そう！！

新型コロナウイルス
感染症がなかなか収
束しないね… 。

私は感染対策として、 出か
けると き にはマスク をし
て、 人混みはなるべく 避け
るよう にしているし、 帰っ
たら必ず手洗いとう がいを
するよう にしているよ。

自分のためだけ
じゃなく 、 周りの
人のためにも感染
対策はしっかりし
たいよね！

でもやっぱり怖いよ、 誰が感染
しているかわからないし… 。

できれば、 感染が疑

われるような人には

近く にいてほしく な

いなぁ… 。

新型コロナウイルスについて

は、まだわからないことが多く

あるので、感染するかもしれな

いって思うと怖いですよね。

でも、そういった不安や恐れが
差別や偏見につながる場合が
あります。

感染者を責めてしまう 風潮があるから、

「 コロナそのものより も、 差別や
偏見の方が恐ろしい」 と感じている

人もいるんですよ。

不安や恐れが差別や偏見につながるってどういう こと？

新型コロナウイルス感染症はウイルスが人から人へ感染していく 病

気ですので、 本来恐れるべきはウイルスです。 しかし、 ウイルスは

極小のため、 肉眼では見ることができません。 そこで、 自分が感染

するかもしれないという不安や恐れを取り除く ために、 感染した人

や感染リスクが高いと思われる人などを見える敵とみなして、 差別

し、 遠ざけるということが起こってしまったのです。

どう すれば差別や偏見をなく せるのかな？どう すれば差別や偏見をなく せるのかな？

新型コロナウイルス感染症は
誰もが感染しう る病気。 感染
者が「 出た」「 出ない」 という
ことよりも、 その後どう する
かっていう ことが大事だよね。

鳥取市 新型コロナウイルス感染症関連情報 https://www.city.tottori.lg.jp

誰かが感染しても責めない、
治療して回復して帰ってき
たら温かく 迎え入れられる、
そんな地域でありたいなぁ。

怖いなぁ …

う つったら

いやだなぁ

実際にどんな差別が
起こったの？

感染するかも…、と思うと怖いですよね。感染を恐れることは決して悪いことではなく 、

それが差別や偏見につながるわけではありません。

確かな情報で正しい感染対策を！

新型コロナウイルス感染症の情報はこちらへ▶▶▶▶
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差別や偏見につながるから感染に対して恐れることは悪いことなのかな？差別や偏見につながるから感染に対して恐れることは悪いことなのかな？

病気

しかし、 人々の不安と恐怖が大きく なることで、 特定の人

を差別し、 遠ざけるといったことが起こります。 ウイルス

と同じく 、 差別や偏見も人々の間で感染してしまいます。

こうして差別や偏見がまん延した社会では、 人々は「 自分

がもし陽性だったら… 」 と、差別されることへ恐怖を感じ、

熱やせきがあっても病院で受診しないといった行動につな

がります。 結果として病気の感染を広げてしまう負のスパ

イラルが生まれてしまいます。

新型コロナウイルスに限らず、感染症は誰もがかかる可能性があります。

感染した人が悪いわけではありません。 差別的な言動に同調しないよう

にしましょう 。 日本では、 ハンセン病やエイズなどの差別の歴史への反

省から、 1999 年に感染症法が施行されました。 その前文には、 感染症患者らへの差別や偏見が存在してい

た事実を受け止めて教訓とすることや、 感染症患者等の人権を尊重することなどが書き込まれています。 差

別や偏見は許されるものではありません。 歴史から得られた教訓をどのよう に活かしていく のか、 私たちに

何ができるのか、 みんなで考えていきましょう 。

今日の新規感染者数は…
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では、実際にどんな差別が起こったのか見ていきましょう 。では、実際にどんな差別が起こったのか見ていきましょう 。

感染者やその家族に対して…感染者やその家族に対して…

どうして SNSなどインターネット 上で誹謗中傷や差別が起こるんだろう ？

インターネット 上で他人を中傷する書き込みをした人は、 当時を振り返って

｢自分の中の正義が暴走してしまった｣「 直感的に勢いで書いてしまった」 と

言っています。 SNS などインターネット 上では匿名で投稿でき、 相手の顔も

見えないため攻撃的になりがちです。 また、 同じよう な考えをもった人が集

まりやすいという 傾向があるため、 偏った考えでも一般的な考えだと勘違い

してしまったり、 不確かな情報を確かな情報だと思って拡散してしまう とい

う ことがあります。

こう した投稿は内容によっては、 名誉棄損罪や侮辱罪、 信用棄損罪等に問わ

れる可能性があるほか、 民事訴訟でも慰謝料を請求される場合があります。

鳥取市では、 誤った認識に基づく 誹謗中傷や差別的な投稿をしないよう ホー

ムページなどで呼びかけるとともに、 SNS などインターネット 上のモニタリ

ングを行い、 悪質な投稿については、 適宜削除依頼を行っています。

エッセンシャルワーカーに対して…エッセンシャルワーカーに対して…

「 マスク警察」 や「 自粛警察」 も…「 マスク警察」 や「 自粛警察」 も…

ウイルスに感染しないためにも、 う つさないためにも、 みんながマスクを
するっていう ことは必要なことなんじゃないかな？

そう ですね、 東京大学医科学研究所などのグループは、 マスクを

着用するとウイルスの拡散を抑える効果と吸い込むウイルスを減

らす効果の両方の効果があることを実験で確認しており、 感染予

防には効果的と言えます。

ただし、 私たちの社会には、 マスクを付けることが難しい人たちもいます。 例えば、 感覚過敏を伴う一部の発

達障がいがある人はマスクを付けることが困難と感じており、 世界保健機関（ ＷＨＯ） などは、 発達障がいが

ある子どもは年齢を問わずマスク着用を強制しないよう推奨しています。 感覚が過敏になる症例は、 認知症や

うつなどでも報告されています。 マスクが付けられないのは刺激に対する脳の働きと考えられ、 わがままや我

慢不足ではありません。 また、気温が高いときには、マスクを付けていることで熱中症のリスクが高まります。

SNS（ ソーシャルネット ワーキングサービス）など

インターネット 上では…
SNS（ ソーシャルネット ワーキングサービス）など

インターネット 上では…

ひどいよね… 。
本人やその家族が
見たら どう 思う ん
だろう ？

※エッセンシャルワーカーとは…
医療や福祉、 小売り ・ 販売、 公共交通機関など、 社会生活を支える仕事をしている人たちのことを言います。

このほかにも、「 あそこで感染者が出た！」 と
いう 間違ったう わさが拡散し、
無関係の商店の売り上げが激減したなどという
ことも起こりました。

●自宅に

「 お前の子どもはコロナだから出ていけ！」

と嫌がらせの電話があった。

●家に石が投げ込まれ、壁に落書きをされた。

●感染したことで、勤め先から始末書を書かせられた。

●「 どこに住んでいるか」「 どこに勤めているのか」など

感染者探しが行われた。

さら

●個人名や住所、SNSのアカウント 名を投稿するなど

感染者の個人情報がネット 上に晒された。

●「 死ねばいーのに」「 故意のバイオテロリスト だわ」

など感染者を誹謗中傷する投稿が行われた。

●医療従事者の子どもが保育園への

登園を拒否された。

●配達員が配達先でチャイムを鳴らすと、ド ア

ごし に、「 あんたコロナ大丈夫？汚いからそ

こに置いといて」 と言われた。

●スーパーでレジ打ちを担当しているときに、

客からばい菌扱いされた。

●自粛要請に従って時短営業していたにもかかわらず、「 営業を自粛してく ださい。次発見

すれば警察を呼びます」 などの貼り紙がされた。

●県外ナンバーの車に対して、無理な割り込みや幅寄せなどの嫌がらせが行われた。

●バスで通学中の子どもたちが同乗した乗客から、「 マスクをしていない」 と

どなられた。

自分はきちんと感染対策を

しているから、 感染する人

はそう じゃないと感じるの

かなぁ。

そのこと が、 感染したらその人の
責任であるという 考えにつながり、
自分以外の他の人にも過剰に感染
予防や自粛を押し付けるよう な風
潮につながっているのかな。

私たちの生活を
支えてく れている。
感謝と敬意の心を
持ちたいよね！

一律にマスクの着用を強要するのではなく 、 それぞれの事情を考えられる社会でありたいですね。

感染した人は悪く ない！
気を付けていても誰もが
かかるかもしれない病気
なのに！！

……

……

……

……

……

……

……

TAXI

??

Delete

Delete

モニタリ ング中

……

……


