
1

企業と人権
～差別解消推進三法と企業の課題

友永健三

【企業人権啓発セミナー ２０１９年１月２４、２５日】 １，はじめに
○今日、部落問題や人権問題に取り組む
企業が増えてきたが・・・。

○これは、１９７５年の部落地名総鑑事件

以降のことで、それまでは全くなかった。

○今年で、「地名総鑑」事件から４４年目を
迎えるが、２０１６年には「部落差別解消
推進法」など差別解消推進三法が制定さ
れたし、国際的にも企業と人権が大きな
テーマとなってきている。

○「地名総鑑」事件が発覚するまでは、個々の
企業の差別事件（主として就職差別事件）が
続いていた。

○これらの差別事件に対して、個々に追及
が行われていた。

２、「地名総鑑」が発覚するまで

○この時期の企業の差別体質を象徴するもの
が当時使用されていた「社用紙」である。

○差別につながる社用紙の事例
資料①

○この社用紙の差別性の
ポイントは２点である。

１点目 →家（建物としての）や家族で

判断してはならない。

２点目 →仕事に関わる適正と能力以外

のことで判断してはならない。
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○社用紙→統一応募用紙
への改訂の流れ

・１９７１年（近畿）統一応募用紙→１９７３年（全国）

・１９９６年 改訂 本籍欄削除

家族欄削除

胸囲、色覚異常欄削除

・２００５年 改訂 保護者氏名欄削除

「所属クラブ等」欄

→「校内外の諸活動」欄

【注】今日なおも、違反事例が後を絶たない実情がある。

３，企業が組織的に部落問題
に取り組みを開始

○１９７５年１１月、部落地名総鑑差別事件
が発覚（２０１９年で４４年）

○この事件に対する追及を受け、反省する
ことの中から企業の組織的な部落問題に
対する取り組みが始まった。

○部落地名総鑑

左：第５、右：第１の「部落地名総鑑」

○これまでの取り組みによって、８
種類の部落地名総鑑が作成・販売
されていて、

購入者は２００社（人）を超している
ことが判明したといわれていた
が・・・

資料②一覧表
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○２００５年末から２００６年初めに
かけて大阪の調査会社から３冊の
部落地名総鑑が回収された。

３冊の内、２冊は新たな種類であった。提供：部落解放同盟大阪府連

○電子版の部落地名総鑑が大阪の調査業者
から回収された。（２００６年９月）

提供：部落解放同盟大阪府連

○２０１６年、復刻版「全国部落調査」の販売予告、
インターネット上での「部落地名総鑑」の流布が
問題になっている。

○部落地名総鑑差別事件
がもつ深刻な差別性

・第８番目に判明してきた部落地
名総鑑の序文に示されている。

資料③

○購入企業に対する糾弾会
が開催された。

（１９７６年５月２０日・大阪）
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○購入企業の反省

・個々の企業としての反省を踏まえた取り組みだけ
でなく、東京や大阪など各地で部落問題や人権
問題に取り組む企業の会が結成された。
名 称 結 成 日 加盟企業数

大阪同和・人権問題企業連絡会
京都人権啓発企業連絡会
福岡市企業同和問題推進協議会
東京人権啓発企業連絡会
兵庫人権啓発企業連絡会
愛知人権啓発企業連絡会
同和問題の解決をめざす
広島企業連絡会
千葉県同和問題企業連絡会
香川人権啓発企業連絡会
埼玉人権啓発企業連絡会
滋賀人権啓発企業連絡会
鳥取市人権啓発企業連絡会
長野県同和問題企業連絡会

1978.02.22

1978.03.01

1978.09.28

1979.11.26

1980.12.01

1981.02.24

1981.09.01

1982.06.17

1983.03.10

1987.04.15

1988.09.12

1990.11.19

1992.05.07

142

65

454

124

38

26

120

16

13

47

409

82

18

大阪同和問題企業連絡会結成
（１９７８年２月２２日）

○部落地名総鑑事件に関して
政府に働きかけた。

・１９７７年１２月
企業内同和問題研修推進員制度の設置を
求めた通達

・１９９７年４月

企業内公正採用選考人権啓発推進員制度へ

資料④

・１９７５年１２月 １２省庁事務次官名による経済
６団体宛の要請文

４，企業での取り組みの
到達点

①方針の確立

②推進体制の確立

③研修（階層別、計画的実施）

④採用規定の見直し、積極的雇用

⑤業務の見直し

⑥部落差別撤廃・人権確立を求めた企業の会や
取り組みへの参加

⑦企業の社会的貢献

⑧企業の社会的責任（CSR）の柱に人権を位置

づける。

⑨国連が提唱しているグローバルコンパクト等へ
の参加（詳しくは後述）

13 14

15 16
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５，問題がなくなったわけではない。

①まだまだ取り組んでいない企業が少なくない。

資料⑤

②取り組んでいるところでも、担当者が替わり、
おざなりな取り組みにとどまっているきらいが
ある。

③大競争時代にそれどころでないという意識が
出てきている。

企業に関係した差別事件が続いている現状がある。

○差別身元調査事件（１９９８年６月発覚）

職業安定法の１９９９年６月改定 資料⑥

○近年の企業に関わった差別事件

２００６年４月 T不動産会社店長が荒川区役所を訪問
し、建設予定地が「同和地区かどうか」を問い合わせた
事件 （東京）

２００７年７月 K食品（株）（本社・名古屋）が、
パートやアルバイトに差別につながる「人事登録書」を
提出させていたことが発覚（京都）

２０１０年５月 和歌山県で、大手量販店のパート
職員が「苦情を言うのは部落の人」と差別発言

２０１２年３月 新規高卒採用選考に係る不適正項
目状況：６７社が違反（本籍地２件、家族構成４２件、
家族・保護者の職業３２件、尊敬する人物７件、愛
読書・購読新聞名５件など） 【東京労働局調べ】

○土地差別調査事件が発覚

・２００７年１月 大阪府や大阪府連に情報提供

・東京に本社があるマーケッティングリサーチ会社の大阪
事務所が、不動産の折り込み広告を作る広告代理店や
マンションの開発業者などの依頼を受けて、予定地周辺
の地域評価を含む報告をしていた。

・報告書の「立地特性」などの項目に、「指定地区」、「解放
会館などが目立ち敬遠されるエリア」、「地域の名前だけ
で敬遠する人が多い」、「地域下位地域」、「不人気地域」、
「低位エリア」等と表記されていた。

・１３の不動産会社、１５の広告会社、５社の調査会社が

関係していることが判明

17 18

19 20
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６，「特別措置法」後の、
部落問題解決の基本方向

○１９９６年５月に出された

地域改善対策協議会意見具申

が重要な文書

資料⑦

○基本認識
① 改善にむけて進んでいるものの依然として
重要な課題

② 同和問題をはじめとする人権問題の解決は
国際的責務である。

③ 同和対策審議会答申の基本精神を踏まえる。

④ この問題の解決をあらゆる人権問題の解決
と結びつけていく。

（１「同和問題に関する基本認識」より）

○今後の主な課題
①依然として存在している差別意識の解消→教育・啓発

②人権侵害による被害の救済等→（規制）・救済

③教育、就労、産業等の面での較差→一般施策の活用

④施策の適正化→当事者の自立促進、
行政の主体性の確立、えせ同和行為の排除

（４、「今後の重点施策の方針」より）

○「人権教育・啓発推進法」
（２０００年１２月６日公布・施行） 資料⑧

①部落差別をはじめとする差別と人権侵害
を撤廃するため。

②学校、家庭、地域、職域その他様々な場
で人権教育・啓発を推進

③人権尊重の理念の理解と体得

④国、自治体、国民の責務

⑤基本計画の策定と年次報告の実施など

21 22

23 24
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○「部落差別解消推進法」
（２０１６年１２月１６日公布・施行）

ポイント

第一条：現在もなお部落差別が存在し、許されないもので
あること。部落差別の解消推進、部落差別のない
社会の実現が目的であること。

第二条：部落差別の解消を推進することの必要性に対する
国民一人一人の理解を深めるよう努めること。

第三条：国及び地方公共団体は、連携を図り、部落差別を
解消するため必要な施策を講じること。

資料⑨

第４条：国及び地方公共団体は、相談に的確に応ず
るための体制の充実を図ること。

第５条：国及び地方公共団体は、部落差別を解消す
るために必要な教育及び啓発を行うこと。

第６条：国は、地方公共団体の協力を得て、部落差別
の実態に係る調査を行うこと。

７、「障害者差別解消推進法」
（２０１６年４月１日施行）

○この法律は、障害を理由とする差別の解消の推進に
関する基本的事項を定めている。

○国の行政機関、地方公共団体等及び民間事業者に
おける障害を理由とする差別を解消するための措置
などについて定めている。

○すべての国民が障害の有無によって分け隔てられる
ことなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生
する社会の実現につなげることを目的としている。

資料⑩

８、「ヘイトスピーチ解消推進法」
（２０１６年６月３日公布・施行）

○この法律は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の
解消が喫緊の課題であることを指摘している。

○その解消に向けた取組について、基本理念を定めている。

○国、地方公共団体等の責務を明らかにしている。

○相談、教育・啓発等の基本施策を定め、これを推進しよう
とするもの。

資料⑪

25 26
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９，差別撤廃と人権確立を
求めた国際潮流

○国際人権規約批准（１９７９年６月）

○女性差別撤廃条約批准（１９８５年６月）

○難民条約加入（１９８１年１０月）

○人種差別撤廃条約加入（１９９５年１２月）

○障害者権利条約批准（２０１３年１２月）

○国際的にも日本企業の差別体質
が鋭く問われている。
・米国S商事による性および出身国を理由とする
差別行為に対する連邦最高裁判決（１９８２年）

「米国で現地法人化されている企業は、米国企
業であり、人種、皮膚の色、性別、宗教、出身
地などを理由とした差別を禁止する公民権法
第７編などの雇用差別禁止法が適用される。」

１３人の女性秘書などに対して３億８７００万円の

和解金を支払う。

○国連事務総長：グローバル・コンパクト提唱
（１９９９年）

グローバル・コンパクトの１０原則

原則1：企業は、国際的に宣言されている人権の保護を支持、尊重し、

原則２：自らが人権侵害に間接的に加担することのないように確保す
る。

原則3：企業は、組合結成の自由と団体交渉の権利の実効的な承認
を支持し、

原則4：あらゆる形態の強制労働の撤廃を支持し、
原則５：児童労働の実効的な廃止を支持し、
原則６：雇用と職業における差別の撤廃を支持する。

人権

原則７：企業は、環境問題への予防的な取り組みを支持し、

原則8：自ら率先してより大きな環境上の責任を引く受け、

原則9：環境に優しい技術の開発と普及を奨励する。

原則10：企業は、強要と贈収賄を含むあらゆる形態の腐

敗の防止に取り組む。

○日本での加盟企業等：３００企業・団体

（２０１９年１月８日時点）

環境

腐敗防止

○世界での加盟企業等：１６０国９，９３３企業等

29 30
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○ISO２６０００ー社会的責任

・ISO（国際標準化機構）が作成した、社会的責任の
規格

・２００１年から検討開始、２００５年に企画作成がス
タート。２０１０年１１月発行

・６者のステークホールダー（政府、産業界、労働界、
消費者団体、NGO・NPO、専門家等）の参加で作
り上げられた。

・社会的責任の７要素：環境、人権、労働慣行、組織
統治、公正な事業活動、コミュニティ参画・社会開発、
消費者課題

○ビジネスと人権に関する指導原則
（２０１１年６月、国連人権理事会承認）

基本的な枠組み

�国家は企業による人権侵害から個人を「保護」
する義務がある。
・企業による人権侵害：サプライチェーンの児童労働、強制労働、
環境破壊、性差別やハラスメント、過労死、差別的な採用選考、
プライバシー侵害など

�企業には人権を「尊重」する責任がある。
・具体的には、人権侵害の可能性を防止・軽減するための
デューディリジェンス（相当な注意）の仕組みの構築を求めている。

�国、企業で、人権侵害から「救済」する仕組み
を整備することが必要

最近の注目される取り組み

�２０１３年 国連人権理事会で、「指導原則」を各国で
実施するための行動計画の策定を求めた。

・２０１８年１１月現在、２１か国で策定
・日本政府：、２０２２年の東京オリンピック、パラリンピックまでには
策定

�２０１７年１月 経団連：企業行動憲章改訂

・人権尊重を明記

・パリ協定、ＳＤＧＳ、「指導原則」に関し、具体的に言及

�SDGsとは「Sustainable Development 

Goals（持続可能な開発目標）」の略称。

�2015年9月の国連サミットで採択されたもの、

国連加盟193か国が2016年～2030年の15年

間で達成するために掲げた目標。

�「誰一人置き去りにしない」を合言葉に、17

の大きな目標と、それらを達成するための具

体的な169のターゲットで構成。

資料⑫

持続可能な開発目標（SDGs）の重要性

33 34
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○同一世代内の公正（各国内、世界的）

○将来世代との公正

○他の生物（植物、動物等）との公正

○地球環境（水、空気等）との公正

参考：SDGsの考え方の基本

�国連をはじめとした国際機関、各国、自治体、
企業、民間団体等あらゆる機関、団体等に取り組み
を呼び掛けている。

１０，なぜ、企業が部落問題、
人権問題に取り組むのか？
① 企業は、人で成り立っている。職場の良好
な人間関係の構築に役立つ。

② 顧客あっての企業である。顧客から信頼を
得ることに役立つ。

③商品やサービスの開発に役立つ。人権の視
点に立った開発ができる。

④ 仕事の受注や資金獲得に役立つ。

入札や株式投資に人権基準を入れる動きが強
まっている。

⑤ 企業も社会の一員。企業の社会的責任が求め
られている。（CSR）

⑥ 競争力強化に役立つ。

環境、平和、人権に取り組むことは、２１世紀に
おける企業の競争力になってくる。

１１，おわりに

○企業自身の存立と発展のため、部落
問題と人権問題に取り組むことが求め
られている。

○本日の研修での学びをもとに、長崎
県内の企業での部落問題・人権問題
への新たな取り組み促進を期待したい。

37 38
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