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参考動画のご案内
本資料に併せて，次の動画をご覧ください。
動画のタイトルにカーソルを合わせ，Ctrlキーを押しながらクリックするとリンク先が表示されます。

人権啓発ビデオ 人権アーカイブシリーズ「同和問題 未来に向けて」 - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=TqRMVdVtoss&t=8s

１ 同和問題

２ 国籍差別（外国人差別）

３ LGBT(LGBTQ)等の性的マイノイリティに対する偏見や差別

人権啓発ビデオ 「外国人と人権 ～違いを認め，共に生きる～」（3/5）【ドラマ 職場で見
られる偏見や差別】（字幕あり） - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=GijRzOyh1U4

人権啓発ビデオ 「企業と人権 職場からつくる人権尊重社会」（3/7）【LGBT（性的少
数者）に対する差別・偏見】（字幕あり） - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=PGt4tUQy2u8&t=48s
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１ 法務省の人権擁護機関とは
国の機関として人権擁護に取り組んでいる法務省人

権擁護局､その地方支分部局である法務局､地方法務
局及び支局と､法務大臣が委嘱する人権擁護委員とを
合わせて､「法務省の人権擁護機関」と呼んでいます。

２ 人権擁護委員とは
人権擁護委員は､人権擁護委員法に基づいて､人権

相談を受けたり人権の考えを広めたりする活動をしてい
る民間人です。人権擁護委員制度は､様々な分野の
人たちが人権思想を広め､地域の中で人権が侵害され
ないように配慮して人権を擁護していくことが望ましいとい
う考えから設けられたもので､諸外国に例を見ない制度と
して発足しました。人権擁護委員は無報酬ですが､現在､
全国で約１４､０００人､栃木県で約２５０人が法
務大臣から委嘱され､全国の各市町村に配置されて､
積極的な人権擁護活動を行っています。

３ ビジネスと人権に関する我が国の取組
企業が人権を尊重した行動をとることは「持続可能な開

発目標（SDGs（Sustainable Development 
Goals））」 の実現のためにも重要であり､投資家､市
民社会､消費者においても､企業に人権尊重を求める意
識が高まってきています。

国内外において「ビジネスと人権」に対する関心が高ま
る中､政府は「指導原則」の着実な履行の一つとして､
「ビジネスと人権」に関する行動計画を策定することを決
定しました。そして､企業活動に関連する我が国の法制度
や施策等の現状把握､経済界や労働界等との意見交換
及び議論等を経て､令和２年10月､「『ビジネスと人 権』
に関する行動計画」が策定されました。

行動計画では､「ビジネスと人権」に関して､今後政府
が取り組む施策が記載されているほか､企業に対し､人権
デュー・ディリジェンス（企業活動における人権への影響の
特定､予防・軽減､対処､情報提供を行うこと）導入促
進への期待が表明されています。 また､行動計画の周知､
人権デュー・ディリジェンスに関する啓発については､全府
省庁で実施していくこととされています。

第１ はじめに



５ ＣＳＲ(Corporate Social Responsibility)=企業の社会的責任
企業は社会を構成する「企業市民（Corporate Citizen）」であり､社会を構成する一員としての社会的役割と

責任がある､という考え方。具体的な企業の取組みとしては､人権尊重､法令遵守､情報開示､環境への配慮､社会
貢献活動などが挙げられている。

働きやすい
環境

従業員

取引先消費者

地域社会
株主・
投資家

４ 企業にとって人権とは

企業活動は､従業員､消費者､取引先､株主・投資家､

地域社会など､様々なステークホルダー（利害関係者）と

関わりあっており､企業活動を行う際には､これら全ての人の

人権に配慮することが求められると同時に､人権にいかに配

慮しているかが､社会が企業を評価する上で大きな要素と

なっている。
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１ 同和問題とは
同和問題は､日本社会の歴史的過程で形作られた身分差別により､日本国民の一部の人々が､長い間､経

済的､社会的､文化的に低い状態に置かれることを強いられ､同和地区と呼ばれる地域の出身者であることなどを
理由に結婚を反対されたり､就職などの日常生活の上で差別を受けたりするなどしている､我が国固有の人権問
題である。

• 「解放令」の交付
明治４年､いわゆる「解放令」(太政官布告)が発布された。これにより､法令上､差別的な身分は廃止された。

• 「同和対策事業特別措置法」の施行
昭和４４年から３３年間､特別措置法に基づき､地域改善対策を行ってきた。その結果､同和地区の劣悪な

環境に対する物的な基盤整備は着実に成果を上げ､一般地区との格差は大きく改善された。

• 「部落差別の解消の推進に関する法律」の施行
平成２８年､部落差別解消を目指し､教育・啓発の推進を柱とした「部落差別の解消の推進に関する法律」

が成立・施行された。

第２ 同和問題
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法務省人権擁護局「部落差別の実態に係る
調査結果報告書」（令和２年６月）から

２ 部落差別の実態に係る調査結果
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部落差別は不当な差別ではない
知っている 知らない 無回答

総数 (6,216人) 85.8 10.8 1.3
2.2

［性別］
男性 (3,023人) 85.6 10.3 1.0

3.1
女性 (3,187人) 86.0 11.2 1.5

1.3
その他 (6人) 100.0 -

［年齢別］
18∼29歳 (653人) 92.0 7.0 0.3

0.6
30∼39歳 (814人) 88.2 9.7 0.4

1.6
40∼49歳 (1,153人) 86.7 11.1 0.5

1.7
50∼59歳 (1,127人) 88.9 8.2 1.2

1.7
60∼69歳 (1,184人) 85.5 11.5 1.3

1.8
70∼79歳 (987人） 79.6 13.5 2.6

4.4
80歳以上 (298人) 76.1 16.2 3.6

4.1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100(%)

同和問題が不当な差別であることを知っているか

0 10 20 30 40 50 60 70 （複数回答）

58.0

34.2

26.8

21.3

8.2

8.1

5.9

10.7

2.1

0.5 回答者数728人

(部落差別の被害又は加害経験（親族・知人を含む。）があると答えた人が経験した，その部落
差別の内容)

インターネット上の書き込み

落 書 き ， 貼 り 紙

そ の 他

覚 え て い な い

無 回 答

部落差別の内容

結 婚 や 交 際

悪 口

就 職 や 職 場

旧 同 和 地 区 名 の 公 表

戸 籍

【表１】 【表２】



法務省人権擁護局「部落差別の実態に係る
調査結果報告書」（令和２年６月）から
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気になる 気にならない わからない 無回答

総数 (4,157人) 15.8 57.7 25.4 1.1

［性別］
男性 (2,058人) 13.6 57.7 25.4 0.8

女性 (2,097人) 18.1 65.1 30.1 1.4

その他 (2人) 50.0 50.0 -

［年齢別］
18∼29歳 (327人) 8.3 77.4 13.8 0.6

30∼39歳 (493人) 10.8 70.0 18.9 0.4

40∼49歳 (758人) 13.5 61.1 24.5 0.9

50∼59歳 (822人) 18.0 56.8 24.8 0.4

60∼69歳 (855人) 18.2 52.3 28.3 1.2

70∼79歳 (705人） 17.7 48.7 31.5 2.1

80歳以上 (197人) 23.9 41.6 31.5 3.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100(%)

旧同和地区出身を気にするかどうか（交際相手・結婚相手）�

気になる 気にならない わからない 無回答

総数 (4,157人) 4.7 81.0 13.2 1.0

［性別］
男性 (2,058人) 5.5 82.5 11.3 0.8

女性 (2,097人) 3.9 79.7 15.2 1.3

その他 (2人) 50.0 50.0 -

［年齢別］
18∼29歳 (327人) 3.4 90.5 5.5 0.6

30∼39歳 (493人) 2.4 87.8 9.3 0.4

40∼49歳 (758人) 4.0 83.2 11.9 0.9

50∼59歳 (822人) 5.1 80.9 13.6 0.4

60∼69歳 (855人) 5.0 80.2 13.7 1.1

70∼79歳 (705人） 5.8 73.2 18.9 2.1

80歳以上 (197人) 8.1 72.1 17.3 2.5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100(%)

旧同和地区出身を気にするかどうか（求人の応募者・職場の同僚）

【表３】 【表４】



３ 同和問題解決のために
• 同和問題は過去のことではなく､現在も残っている人権問題であることを認識

同和問題は過去のことではなく､現在も残っている人権問題であることを認識する。
世の中の差別を黙認することは差別を助長する､ということをしっかり意識する。

• 同和問題に対する正しい理解
頭の中では分かっていても､いざ身近なこととなると､世間体などを理由にして正しい判断ができなくなるのでは､本当

の意味での人権意識が身についているとはいえない。
• 一人ひとりの課題として､自らの意識を見つめ直す

差別がどんなに不合理なことであるかを自らに問いかけ､自らの意識を見つめ直す､そして､日常生活における周囲
の人々との関わりの中で､人権尊重の輪を広げていく。

４ 同和問題のまとめ
性別､年齢､障害の有無､国籍など､私たちの日常生活の中にはさまざまな差別があります。その要因としては､人々

の中に同質性､均一性を重視しがちな傾向や非合理的な因習的意識等があることや､国民一人ひとりの中に､人権
問題に関して正しく理解し､物事を合理的に判断して行動する心構えがまだ十分に身についていないことが指摘され
ています。
同和問題をはじめとするさまざまな人権問題について､他人事ではなく､私たち一人ひとりが「人権尊重の理念」につい

て正しく理解することが大切です。
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●内閣府「人権擁護に関する世論調査」 （平成29年）から
日本に居住している外国人に関し､ 現在､ どのような人権問題が起きてい
ると思いますか？ 複数回答（％）

0

風習や習慣等の違いが受け入れられないこと【41.3％】

就職・職場で不利な扱いを受けること【30.9％】

アパート等への入居を拒否されること【24.6％】

職場 , 学校等で嫌がらせやいじめを受けること【20.6％】

じろじろ見られたり, 避けられたりすること【17.5％】

結婚問題で周囲の反対を受けること【14.7％】

宿泊施設 , 店舗等への入店や施設利用を拒否されること【7.9％】

特にない・わからない【26.3％】

10 20 30 40 50

第３ 国籍差別（外国人差別）

ある ない 無回答 複数回答（％）

【25.0％】
外国人であることを理由に就職を断られた 【65.6％】

【9.4％】

【19.6％】
同じ仕事をしているのに賃金が日本人より低かった 【69.1％】

【11.3％】

【12.8％】
勤務時間や休暇日数などの労働条件が日本人より悪かった 【74.5％】

【12.8％】

【17.1％】
 外国人であることを理由に昇進できないという不利益を受けた 【68.8％】

【14.1％】

【4.4％】
 外国人であることを理由に解雇された 【80.7％】

【14.9％】

【3.1％】
 上司から外国人であることを隠すよう指示された 【81.3％】

【15.6％】

70 80 9010 20 30 40 50 60

●法務省「外国人住民調査報告書 」 （平成28年調査）から
日本で仕事を探したり、働いたりしたときに差別や偏見を感じたことがありま
すか？

【表５】 【表６】

１ 外国人に対する差別等の調査
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• 「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」が平成２８年６月３日
に施行

２ 外国人に関する人権問題が起こる要因

３ 外国人に関する人権問題を解決するために必要なのは

４ いわゆるヘイトスピーチへの取組

• 自国の文化中心主義的な見方

• 同質性を重んじ､異質なものを排除する意識

• 外国人に関する人権問題を解決するために必要なのは､言語､宗教､習慣等の違いを超え､外国人が有する文化
や生活習慣を尊重し､多様性を認め合う
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●内閣府「人権擁護に関する世論調査」 （平成29年）から
障害者に関し､ 現在､ どのような 人権問題が起きていると思いますか？

第４ 障害のある人に対する偏見や差別

【表7】
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１ 障害者に対する差別等の調査

２ 政府の取組

３ 障害のある人を含む全ての人々にとって住
みよい平等な社会づくりを進めていくために

複数回答（％）
0

就職・職場で不利な扱いを受けること【49.9％】

差別的な言動をされること【48.7％】

じろじろ見られたり、避けられたりすること【47.6％】

職場 , 学校等で嫌がらせやいじめを受けること【45.6％】

結婚問題で周囲の反対を受けること【26.7％】

アパート等への入居を拒否されること【20.5％】

宿泊施設や公共交通機関の利用、店舗等への入店を拒否されること【16.4％】

 スポーツ・文化活動・地域活動に気軽に参加できないこと【15.7％】

悪徳商法の被害が多いこと【14.1％】

特にない・わからない【12.0％】

10 20 30 40 50

障害のある人に対する虐待を防止すること等を目的として､平成
２４年１０月に「障害者虐待の防止､障害者の養護者に対す
る支援等に関する法律」が施行された。平成２８年４月には､
障害のある人に対する不当な差別的取扱いを禁止し､合理的
配慮の提供を求める「障害を理由とする差別の解消の推進に関
する法律」が施行された。

国や 地方公共団体が障害のあ る人に対する各種施策を 実
施していくだけでな く､社会の全ての人々が障害のある人につい
て十分に理解し､必要な配慮をしていくことが求められています。



第５ ＬＧＢＴ等の性的マイノリティに対する偏見や差別
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【表９】【表８】

●内閣府「人権擁護に関する世論調査」 （平成29年）から
性的指向に関し､ 現在､ どのような 人権問題が起きていると思いますか？ 性同一性障害者に関し､ 現在､ どのような 人権問題が起きていると思い

ますか？

１ 性的指向性､性同一性障害者に対する差別等の調査

複数回答（％）
0

差別的な言動をされること【49.0％】

職場 , 学校等で嫌がらせやいじめを受けること【35.0％】

じろじろ見られたり、避けられたりすること【31.7％】

就職・職場で不利な扱いを受けること【29.1％】

アパート等への入居を拒否されること【9.7％】

宿泊施設や公共交通機関の利用、店舗等への入店を拒否されること【6.2％】

特にない・わからない【28.6％】

10 20 30 40 50
複数回答（％）

0

差別的な言動をされること【49.8％】

職場 , 学校等で嫌がらせやいじめを受けること【45.7％】

就職・職場で不利な扱いを受けること【35.0％】

じろじろ見られたり、避けられたりすること【31.8％】

アパート等への入居を拒否されること【7.8％】

宿泊施設や公共交通機関の利用、店舗等への入店を拒否されること【7.1％】

特にない・わからない【26.2％】

10 20 30 40 50



性同一性障害者性別特例法（平成16年7月施行）

労働施策総合推進法の改正（令和2年6月施行）

２ アウティングとカミングアウト

３ 性同一性障害者に関する法律の施行

アウティングとは
セクシュアルマイノリティにおけるアウティングとは、「セクシュアル

マイノリティを第三者が勝手に他人に言いふらす」という意味で
使われている言葉です。

カミングアウトとは
セクシュアルマイノリティにおけるカミングアウトは、「第三者に自

らの意思でセクシュアルマイノリティであることを伝える」という行
為をいいます。

Ａさん Ｂさん

ＣさやＤさんなどの
第三者

カミングアウト アウティング
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第６ 新型コロナウイルス感染症に関する偏見や差別

１ 相談事例
勤務先から従業員全員にワクチン接種を促すメールがあり､その後も､

ワクチン接種の強要ともいえるような圧力がかかっている。
相談者は､ワクチン接種に消極的な意見を持っているが､今後､勤務

先で孤立させられたり､解雇されたりなど､不当な差別を受けかねない。ど
うしたらよいか。

２ 新型コロナウイルス感染症を理由とした人権侵
害を行わないために

•情報を正しく知る

•新型コロナウイルスに関する人権侵害について知る

今こそすべての人にやさしさと思いやりの心を向け、
人権を守り、たがいに助け合いましょう。
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第７ 終わりに

企業の人権への取組

Ｍｙじんけん宣言
https://www.jinken-library.jp/my-jinken

企業トップ・
幹部のコ
ミットメント

人権方針
の策定

人権デュー・
ディリジェンス
の実施

是正措置
(救済措置)

「Ｍｙじんけん宣言」
15

１ Ｍｙじんけん宣言

● 「Myじんけん宣言」とは？
「Myじんけん宣言」とは、企業、団体及び個人が、人権を尊重する行動をとることを宣

言することによって、誰もが人権を尊重し合う社会の実現を目指す取組です。
● 企業・団体の「Myじんけん宣言」とは？
企業・団体のトップや幹部の方が、人権に関する取組を行うとの決意を示すことによっ

て、企業・団体の人権に関する取組を促すものです。
宣言の内容は自由ですが、世界人権宣言や、「ビジネスと人権」に関する国内行動

計画を参考に、宣言を投稿してください。
投稿された宣言は、後日、右下に表示したウェブサイトで公表します。 また、人権方

針等を策定している企業・団体は、そのURLを投稿していただければ、これも併せて掲
載します。



２ 相談窓口

16

●みんなの人権１１０番（全国共通ナビダイヤル）
ゼロゼロみんなのひゃくとおばん

電話番号 0570－003－110
平日午前８時３０分から午後５時１５分まで

●女性の人権ホットライン（全国共通ナビダイヤル）
電話番号 0570－070－810
平日午前８時３０分から午後５時１５分まで

●外国人人権相談ダイヤル（全国共通ナビダイヤル）
電話番号 0570－0９0９１１
平日午前９時００分から午後５時００分まで

●インターネット人権相談受付窓口

２４時間３６５日相談を受け付けています。


