ヘイト勢力による暴力被害者に酷薄な感情しか持たな
ず、自ブログで貶めている者が静岡市の児童相談所職員
をしている件について、人事配置の検討を求めます。
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突然の申し入れ、まことに恐縮ですが、どうぞ耳を傾けて下さい。
私は大阪府門真（かどま）市の市議であり、在特会などのヘイトスピーチ勢力と身を挺して闘い、自市行政に
に対してこの２年半の議会質問等を通じて「反ヘイトスピーチ勢力の先進施策」を採らせて来ている者です。
同時に私は、
「公務員であっても、個人として右でも左でも思想の自由を持ち、勤務時間外の行動は自由である」
との信条を人一倍持っている者でもあります。
しかしながら、個人としての思想信条の自由や行動の自由があるとはいえ、一定の研修を経てもなお差別意識を
持つ者や差別・人権侵害問題に対して酷薄な感情しか持たない者、子どもや社会的弱者に寄り添う気持ちが持てな
い者については、子どもや障がい者、生活弱者に接する職務に就ける事は避けるべきと考えざるを得ません。
実は、貴市の児童相談所の職員をしている「野下●」氏がまさにそのような性向の人物である事が、私が得た各
種情報から判明いたしました。
野下氏は、数年以上前、
「ネットウヨク」が発生したあたりから「凪論」
（なぎろん）というブログ
http://blog.livedoor.jp/patriotism_japan/ を開設し、今も継続していますが、そこでは、自分が法律問題の専
門家であるかのような高見に立って、在特会などのヘイト勢力が引き起こす騒動や襲撃事件、それへの反対闘争な
どを論評したり「現場報告」などを行なって来ました。
また、仕事が 24 時間運営の子ども施設で４勤交代制であることを利用してか、関東、関西、四国など全国各地で
のヘイト事件裁判の傍聴に通って報告記事を書いてきました。
しかしそれら記事から判明するのは、夜郎自大な法律論を振りかざしながらヘイト暴力の被害者を揶揄する姿勢
であり、いたいけな小学生達が学校のフェンス越しに暴漢達によって朝鮮人差別の怒号罵声を浴びせられた「京都
朝鮮学校襲撃事件」についてさえ、児童達が受けた恐怖や屈辱、保護者教員達が受けた恐怖や屈辱に思いを馳せた
り気の毒に思ったりという、まともな人間なら当然持つはずの思いを、野下氏は全く持たない、極めて酷薄な人格
の人間であるという事です。
徳島県教組事務所襲撃事件での裁判傍聴では、事務所にいて突然暴漢に乱入されて罵声や吊し上げを喰らった女
性書記の証言を「いささか芝居がかっている気がする」と突き放すような冷血ぶりです。
私自身は暴力襲撃の加害者に賠償請求提訴をした事を
「議員の地位を使ったスラップ訴訟だ」
と中傷されました。
野下氏の記述には、
「他人の恐怖や苦しみを感じ取れない」人格障害さえ感じざるを得ません。
その上野下氏は、別紙資料にもある通り、京都朝鮮学校裁判に関わって、
「韓国人は、日本を憎むことでしかアイ
デンティティを保つことができない気質だ」と、ブログで民族差別暴言をも書いています。
こういう民族差別感情や「他人の恐怖や苦しみを感じ取れない」酷薄な性向を持つ野下氏が、よりによって、か
弱き子ども達や立場の弱い女性達を親身になって救済援助すべき児童相談所の管理的職員になっているとは、まさ
に「背筋が寒くなる」ような話です。
児童相談所に駆け込んで来る人達、児童相談所に世話にならざるを得ない人達が、野下氏のブログ言動を知った
らどう思うか、社会的弱者が抱える様々な問題に野下氏が人権をしっかり守る立場で対処していけるのか、答えは
自ずから明らかだろうと思います。
静岡市長や児童相談所所長におかれましては、どうか以上の事に基づいて、野下氏の人事配置について適切な検
討をしていただきますよう、伏してお願い申し上げます。
了
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＜野下●氏＝凪（なぎ）についての情報＞
【 １ 】 某氏から 2014 年３月に寄せられた情報
「凪論」の野下氏について
静岡市児童相談所 静岡市葵区堤町 914-417 TEL 054-275-●●●●
役職と肩書は総務担当副主幹です。
メアドは noshita●●@city.shizuoka.lg.jp

【 ２ 】ブログ「ここが変だよ在特会」から
63.凪論は読むに値せず(笑)
http://ameblo.jp/korea-one/entry-11215468808.html#cbox
>bubka さん
在特会系全盛期にはアンチブロがーとして急先鋒の評価を受けていた『凪論』ですが、その後は同型ブロガーの
より秀逸な人間の登場、併せて安田浩一氏という本物ジャーナリストの出現により、大げさにいえば歴史的使命は
とうに終えました。
本人どうやらその自覚があるらしく、近頃やたらにアンチ在特会系有名人にケチをつけていますね。
ツイッターでも有力アンチブロがーに無意味にいちゃもんつける姿は、実にみっともない姿です。
私へのいちゃもん、罵詈雑言も何度かしてきていますが
要するに情報収集力が無く、単なる個人的憶測感情のみでブログを展開している様子を、多くの人間から疎まれ
たのでしょう。
個人的感情ですが、
『凪論』は面白くありません(笑)
横拳 2012-04-10 19:54:32 >>このコメントに返信
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
【 ３ 】京都朝鮮学校支援ブログ：
「はやく仕事しろ＞俺」から
2012-03-13
ここが変だよ凪論（仮）
http://d.hatena.ne.jp/arama000/20120313/1331610694
本来は、このようなエントリーを掲載するのは品位に欠けるし、書きたくはなかったのだが、あまりにもあほな
事をいうのでほっといたのだが、ますます妄想を繰り返すので、一度は止めてあげねばという事でこのエントリー
となった。
これを読んでわからなければ処置なしである。
（中略）
さて、以上。事実に即した解説をおこなった上で凪論というブログの以下を読んでほしい。
京都朝鮮第一初級学校街宣名誉毀損裁判傍観記
http://megalodon.jp/2012-0312-0109-13/blog.livedoor.jp/patriotism_japan/archives/51812847.html
（中略）
あと、これ。
「西村斉氏の父親＝エロ仙人氏」という誤りはなぜ発生したか
２ ～在日特権を許さない市民の会と体質が変わらない京都朝鮮学園と原告弁護団～
http://megalodon.jp/2012-0308-0922-02/blog.livedoor.jp/patriotism_japan/archives/51819451.html
「
「在日特権を許さない市民の会などの連中に対しては何をしてもいい。
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在日特権を許さない市民の会などの街頭宣伝活動を「嫌がらせ」であるとして立ち向かい、児童の学ぶ場を守る
ために民事訴訟を提起した京都朝鮮学園、
それに 呼応して集まった遠藤弁護士をはじめとする９６人の弁護団であ
るが、このような無理筋の請求の原因で民事訴訟の被告席にＹ氏を引きずり出すのは、訴訟を利用した嫌がらせで
あると批判されてもやむを得ないであろう。
彼らは、
在日特権を許さない市民の会などに対する怒りや憎悪の果てに自らもまた同じダークサイ ドに陥ったと
言えよう。
しかも原告は学問を通して人間を育てる教育者であり、それを補佐するのは人権派の弁護士が終結した弁護団で
ある。これが皮肉でなくて何が皮肉であろうか。私は、このような者にヘイトクライムに立ち向かうとか、人権を
守るなどの言葉を吐いてほしくないし、教育者としても大きな疑問符がつく行為であると思う」
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
あいた口がふさがないほど明後日の方向に向かっていますよ。
「単なる親子の車の貸し借り」を「無理筋の請求」と決めつけ、学校弁護団に対する誹謗中傷を行っているが、
これが根本的に間違っている事は先に説明したように判ると思う。
西村父氏を被告においたのは、単に「街宣車」の名義人であったためであり嫌がらせでもなんでもない。だから
「車を貸すな」なのだ。
（中略）
この裁判の目的は被害賠償を求めていると同時に、学校周辺において、被告らによる嫌がらせ活動の差止めを要
求している。被告らが嫌がらせ活動を行うための、人、武器を封じるのは当たり前の話ではないか。
そもそも、被告側も抗弁しない「無理筋の請求」とは何だ？
この裁判に関わる人らは原告被告双方とも、みんな、あの車が大音量を撒き散らす街宣車だと認識している。原
告も被告も裁判所も誰も問題としていない事を、外野でただ一人だけ「無理筋の請求」だと妄想をふくらませ人様
を中傷しているという、傍目で見れば、何、この変な人？大丈夫？という感じになるだろうか。
つうか、ろくに調べず、事実を見ずに学校弁護団を中傷するのは名誉毀損ものだと思わないのかね？
（中略）
坊主憎けりゃ袈裟まで憎いのかどうかわからないが、最後にこの凪論には以下の個所がある。
李明博韓国大統領がいわゆる「従軍慰安婦」問題の解決を要求
～また始まった韓国の反日カードの時代～
http://megalodon.jp/2012-0303-2114-07/blog.livedoor.jp/patriotism_japan/archives/51818478.html

「日本を
日本を憎むことでしかアイデンティティ
むことでしかアイデンティティを
アイデンティティを保つことができない韓国人
つことができない韓国人の
韓国人の気質を
気質を体現しているものであると
言える」
える」
論評するのも糞な文である。この言動は保守でもなんでもない。
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
【 ４】これも 京都朝鮮学校支援ブログ：
「はやく仕事しろ＞俺」から
2012-03-14
ここが変だよ凪論（仮）２
http://d.hatena.ne.jp/arama000/20120314/1331695641
昨日のエントリーに対する反論？らしきものが上がっていた。
「西村斉氏の父親＝エロ仙人氏」という誤りはなぜ発生したか 番外編
aramasan 氏は何を隠蔽しようとしているのか
http://megalodon.jp/2012-0314-0923-40/blog.livedoor.jp/patriotism_japan/archives/51820683.html
まあ、この程度という事なんだろう。
つらつら書いてはいるが、結局、彼が弁護団を落としこめる妄想の前提である
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① 「たかだか親子の車の貸し借り」という抗弁が、何故ないのか。
② 車というのは街宣車という武器であった。
との反論がなく、妄想の前提条件が崩れた事で、凪論の出鱈目ぶりが立証できれば筆者としては充分である。
（中略）
・・原告被告双方、裁判所が問題としてない事柄を、一人だけで「無理筋の請求」と足掻いて恥の上塗りをしてい
ると気がつかないのだろうか。
（中略）
再び言うが、原告、被告、裁判所も含めて誰も争っていない事柄を一人おかしいと言う事のなんと滑稽極まりない
事か。
（中略）
では、最後に、昨夜、凪氏はこのようなツイートをしていたので返答しよう。
凪 @patriot_japan
「あれあれ、印象操作しかできないんだ。原告弁護団の誰に確認したとか、事実関係について反論すると思ったら、
こんな姑息な手法を使うのか」
https://twitter.com/#!/patriot_japan/status/179593493788893184
筆者は、凪氏のように私信メールを公開するという信義にももとる行為は発想もできません。別にジャーナリス
トと言う訳ではないが、取材元の秘匿は、当然の事だが最も守らねばいけない事と考えている。それはネット上に
おける責任の取り方とはまた別次元の話だ。
そして「在日特権を許さない市民の会などの連中に対しては何をしてもいい」のかとして学校弁護団の倫理を誹
謗中傷をするが、自分のやっている事はなんなのだ。
さらに言うと、仮に今、非公開の場で凪氏とやりとりする人がいるとするならば、この私信メールの暴露という
行為を見て、その人らが、今どのような目で凪氏を見ているかを、凪氏は想像すべきだ。
以上、読者には、この程度のものだとお判りになったと思うので、今後は相手にする必要がないと判断できます。
＜コメント＞
rawan60 2012/03/14 18:35
朝鮮学校や原告団への的外れな言いがかりをつけておいて、
「それは違うだろう」と指摘されれば、今度は個人攻撃
で憂さ晴らしに走るという……
まあ、
「自己愛によるの妄想」だけでしかものが言えない連中は総じて似たりよったり、ということがよく分かり
ますな。
arama000 2012/03/15 09:22
どうもです。まあ、ご覧のとおりです。
彼は街宣車の差止め請求を必要ないと言い張りますが、
そんな事は誰も問題にしてないわけで、
さらに言うなら、
それを何で裁判も２年以上経過した今になっていうのか？というある意味その性根が判りやすい事をしているわけ
です。
人格攻撃は意味不明でもう鼻で笑うしかないんですが、学校弁護団に対する誹謗中傷を絡めたものになると、エ
ントリーにせざるえないものでこうなりました。
まあ、しかし酷いものです。
りょうた 2012/03/16 17:49
凪氏の記事は、3 つ目になりましたね。要するに、
「amrasan 氏はまだ裁判や法律の勉強が足りないようである」と
かこつけて凪論の優位性をアピールしたいようですが、傍から見れば、ブーメランを飛ばしているようにしか見え
ませんね。
これでは、裁判傍聴記はプロの法律家並の知識がないと書いてはならぬと読者に印象を与える上に、凪氏はお高
くとまる方だなぁと思えてきます。
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arama000 2012/03/16 23:00
どもです。まあ、そういう事ですよね。
ご覧になればわかるように、要するに凪氏のやっている事は、確かめもしないで、法律知識を使い、ただ、学校弁
護団を貶めるためだけの方向で決めつけを行っているにすぎません。しかも愚にもつかないいちゃもんレベルで。
土台、私信の暴露を行う人物が「在特会なら何をやっていいのか」と言える、
二枚舌は既に明らかになっているので、それで充分だと思っております。
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
【 ５ 】～反ザイトクで有名なブログ：
「ここが変だよ在特会」から
凪… 2012-05-18 08:27:56
http://ameblo.jp/korea-one/archive5-201205.html
全く意味が分かりません
何で俺が凪なる人物にこれほど敵視されなければならないのか…
凪についてはノーコメントでいようと思ってましたが、これだけ一方的に攻められると正直こっちも腹立ちます
から、俺も言いたいことを言わせていただきますわ。
俺がなぎについて初めてブログで触れたのは 5 月 13 日の記事↓でした。
ここが変だよ在特会(仮)：ネット右翼ｖｓ安田浩一
http://ameblo.jp/korea-one/entry-11249722293.html
それと残念な件をもうひとつ。
「横拳@dandyyokoken とブブカ@bubka0401 は隣り合わせに座る。どちらも声だけは大きいが、言っている
ことはグダグダ。もう少し建設的な質問しろよ。
」
とツイートしてた@patriot_japan こと凪さん。
https://twitter.com/#!/patriot_japan/status/201293155499376641
凪さん、俺と横拳さんが一緒に座ってたって知ってるってことは会場にいらしたんですよね。
影でコソコソと下らないツイートしてないで声でもかけてくださればよかったのに。
情け無い人ですね(嘲笑)
そういった意味でも残念な人ですね。凪さんって(爆)
（中略）
それから親しくも無い人間「君」付けで呼ぶ無礼って・・・
ただのイチャモンじゃねーか(笑)
はっきり言って当日の会場は敵だらけ。
登壇した西村修平、金友隆幸は勿論、槙やすともやカトテツ、グラサンポニ・・・その他にもネットで見かける
有名無名の界隈の連中。
「朝鮮人は日本から出て行け！」
「○○をキムチの臭いに塗れさせてはならない！」
「ゴキブリ朝鮮人！」
・
・
・等々、
自分で書いててもムカッ腹が立ってくるような罵詈雑言を平気で喚き散らす連中が目の前にいるわけですから自分
の感情抑えるだけでも大変です。
こっちの我慢も理解できずに武道がウンチャラ心がカンチャラぬかして人格攻撃してくる凪とは一体何様なんで
しょうか？
凪のブログでも明らかなように当日の会場に凪もいたようです。
凪は何をしていたんでしょうか？
他人の質問を意味の無い質問とバッサリ切るのですから自分は何か意味のある質問でもしたのでしょうか？
何か行動したのでしょうか？
動画を見直してみるまでもなく、凪は何もしていません。
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何もしてないくせに語るな！とは言いませんが・・・正直腹立ちます。

コメント 15. このおっさんは典型的なネット弁慶ですわ。
大方、このおっさんってパッチギとかの時代に中高生をやってて、朝鮮学校か在日のヤンキーに〆られて根に持
ってるだけじゃないですかね？
相変わらず根性が腐った学級委員みたいな事ぬかしてますな w
結局、自分だけが一番賢くて、正しいと思いたいだけでしょう？
つーか、武道の心云々と言うならば、正々堂々bubka さんや横拳さんに文句言えばいいだけでしょうに！
後、これは俺も問題と思ったけど、修平がネトウヨを発達障害と言った件で凪がブログで吼えてますけどね。
さも、ボランティアで発達障害について理解があるかのような視点で批判してますが、そんな人間が在日がどう
こうとか韓国がどうとか言いますかね？
場当たり的にその都度、自分が気に入らない人間や事象に噛み付いて溜飲を下げてるようにしか見えないんです
わ。
性格が滅茶苦茶悪い高校生がそのまんま大人になったみたいな感じですね w
最近は優秀な後発ヲチャが出てきてるんで、埋没しそうになって焦ってるのは分かるけど、もっと余裕を持てや
と言いたいですね。
結局、自分の自意識だけで愛国者ぶってるだけなんですよ。
こういうのを愛僕者と言うはずなんですがね www
このおっさんも所詮は高齢ネトウヨだったという事なんでしょうよ。
バサラ 2012-05-18 20:10:58 >>このコメントに返信
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
【 ６ 】門真市議の戸田の掲示板から
◎いよいよ 3/28 判決！◆下司オタク凪（なぎ）＝野下は 08 年に戸田を警察通報！糾弾やな
戸田 - 14/3/27(木)
http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=7388;id=01#7388
（前略）
さて、ザイトク問題取り上げるオタク的ブログとして
「凪論」
（なぎろん）http://blog.livedoor.jp/patriotism_japan/ というブログがあるが、
この「凪」
（なぎ）というヤツ、
「法律専門家」気取りで各地のザイトク関係裁判を傍聴して報告記を書いたり、
論評したりしているが、その実態は「反ザイトク側をもっぱら非難攻撃する」という「ザイトク別働隊・裁判オタ
ク」と考えてよい。
具体例をちょっと挙げるだけでも、
・徳島県教組の民事賠償訴訟に対して「時効なのに不当に提訴した」と粘着的に非難したり、
・京都朝鮮学校裁判の原告側にケチ付けしたり
・戸田の裁判に対しては「議員という権力者による不当なスラップ訴訟だ」とケチ付けしたり、
「戸田がＨＰで宮井の住所を晒したのは不当だから、宮井は戸田を提訴すべきだ」
、としてわざわざ「100 万円の
民事賠償請求の訴状案」を書いて宮井を焚き付けたり、
と非常に悪質である。
■この凪（なぎ）は、実は 2008 年に橋本が大阪府知事選に出て、戸田が大々的に反対運動をやり、対立候補の民主
党の熊谷さんを応援していた時に、
「戸田がＨＰで橋本落選運動をしているのは違法の疑いがある」
、
とわざわざ大阪府警に通報して戸田を弾圧させようとした前歴がある、
「札付きの権力 弾圧促進分子」
なのだ！
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▲実は、この件で戸田は 2012 年８月に差し出し人無し郵便で情報を得ていた。
戸田の宛名の下に「通報者に関する情報提供」と書かれていて、封筒の中にはＡ４の紙が１枚。
紙には差出人からのコメントは全くなく、以下の情報だけが書かれていた。
↓↓↓ ※「●」部分は戸田判断として掲示板では伏せる
「凪」
（patrio_japan） 本名 野下●
https://twitter.com/#!/patrio_japan
https://twitter.com/patrio_japan/status/211056376397561857
（4:25 - 2012 年 6 月 8 日のツイッター記事貼り付け）
文章：凪 @bubka0401
自分のやったことを誇るのは嫌いですが、戸田久和門真市議が選挙期
間に府知事選で橋下の落選運動をネットで始め、公職選挙法違反の疑い
があるとして府警が戸田に問い合わせたことがありましたが、その通報
を行ったのは私です。
4:25 - 2012 年 6 月 8 日
住所
〒422-8021 静岡県静岡市駿河区小鹿●●●●ー●●●
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
☆そうか、2008 年府知事選の時に大阪府警から戸田にＨＰ記事削除の警告電話がかかって
きたのは、凪＝野下のせいだったのか！
◎１．２６夜、大阪府警２課からの戸田への警告電話 .（音声動画）
https://www.youtube.com/watch?gl=JP&hl=ja&v=q6S_jgY4Qwg
橋本特集
http://www.hige-toda.com/_mado04/oosakafutijisen/hasimototo-ru.htm
のかなり初期（下段）の部分
↓↓↓
▲大阪腐警捜査２課の「津田部長」との「楽しい対決会話」全文を公表します！
戸田 - 08/1/28
http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=2744;id=01
◇なんと凪＝野下は、戸田がＨＰで「選挙でＨＰ活用するのは全く合法！」という論をバ
リバリ展開していたのに、
↓↓↓
★諸野脇先生へ 1/27 公開メール：戸田に府警から「警告」来たる、先生出番です！
戸田 - 08/1/27
http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=3041;id=
これに全く反論も批判も出来ないくせに（
「法律専門家」を気取っていながら！）
、
わざわざ静岡から大阪府警にたれ込み・弾圧要請の電話をかけたのだ！
全くとんでもないゲス野郎である！
そして 2008 年にやったその行為を、2012 年６月になって公表した。
・・・・これって、ザイトク側に「私は戸田弾圧で役に立つ人間ですよ」とアピールするためか？
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
△で、このゲス野郎が、2/14 の宮井裁判控訴審に傍聴に来ていて、戸田への誹謗中傷に満ちた傍聴記を「凪論」に
書いている。 http://blog.livedoor.jp/patriotism_japan/archives/51930707.html
「スラップ訴訟そのものの戸田久和門真市議会議員の控訴」って、馬鹿かお前は！
実際馬鹿なんだけど。
そう言えば、2/14 法廷の傍聴席に、戸田支援でもない、ザイトク側でもなさそうな、さえない中年男がじっと
座っていたが、あれが凪＝野下だったのか！
いずれにしても、凪＝野下は、宮井裁判を傍聴するために、わざわざ静岡市からやって来たのだ。
平日日中動けるって、どういう仕事をしている人間なのか？
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