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企業活動の基本には、
人権があります。
人権とは「人間の権利」Human Rightsのことです。それは、幸せに生きて

いくために、人間一人ひとりに生まれた瞬間からそなわっている権利です。

日本では「人権は難しいもの」と考えられがちですが、人権を尊重すること

は、決して難しいことではありません。それは、性別、年齢、職業、宗教、国籍

などに関係なく、人をわけ隔てなく、平等に、誰にでもやさしく思いやりをも

って接することです。

20世紀は、人々の生活が豊かで快適になった一方、二度にわたる世界大戦を

経験し、多くの人命が失われたことから「戦争の世紀」といわれることがあり

ます。その反省を踏まえ、21世紀は、平和と人権が守られる世紀にという願

いを込めて、「人権の世紀」ともいわれています。

また、21世紀は、科学技術、通信・情報技術、交通手段などが発達し、経済

活動を始めとした人間の活動は、国家、民族、宗教、言語といった枠組みを超

えて地球規模で広がりをみせています。そのため、国家、民族、宗教、言語な

どのさまざまな違いが当然のものとして認められ、すべての人権が尊重される

「共生の社会」の実現が求められています。そして、この「共生の社会」を実現

することは、社会を構成する一員である企業にも求められているのです。
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企業活動のすべてにおいて

たとえば、あなたの企業の理念や社是などに「お客

様を大切にする」といった言葉は入っていませんか。

これは、お客様一人ひとりの幸せや尊厳に配慮する

ことです。

あるいは、「明るい職場づくり」を掲げることは、社

員一人ひとりへの配慮であり、「地域社会に貢献する」

とは、地域の人々に配慮することです。

このように、企業活動のいろいろな場面で人に対

する配慮が求められています。

お客様への配慮

たとえば、安全な商品やサービスを提供したり、環

境にやさしい商品を開発することは、お客様への配慮

です。また、どのようなお客様に対しても、「同じ」商

品やサービスを提供すること、さらに、お客様に関す

る「顧客データ」

を保護し、プライ

バシーを守ること

も、企業に求めら

れているのはいうま

でもありません。

社員への配慮

企業活動を支える社員が安心して働くことのでき

る環境。それを整えることが大切です。たとえば、

昇進や昇給、人事評価において公平性や機会均等を

保障すること、セクシュアル・ハラスメントの防止

を徹底すること、雇用を安定させること……。明る

く安全な職場環境が備わっていると、企業には活力

があふれ、生産性の向上にもつながっていくのです。

地域への配慮

企業は地域社会の中で活動していますが、工場火

災などの事故や災害を引き起こさないように、安全

を確保することは、企業の務めです。また、騒音の

防止・排水による汚濁防止など、環境への配慮も必

要です。

さらに、地域の行事などには、参加・協力するだ

けでなく、積極的にイベントを企画したり、自社の

施設や店舗を一部開放したり、地域貢献活動を実施

することも配慮の表れです。また、雇用を創出して

いくことは、地域の活性化につながります。

企業は社会を構成する一員です。
企業活動と社会的責任

企
業
活
動
と
社
会
的
責
任

企業の社会的責任

企業と社会は密接にかかわっており、共存共栄の

関係にあるともいえるでしょう。社会に対する企業

の影響はますます大きくなっているため、社会の安

定を脅かしたり、あるいは、社会の発展に寄与する

こともできることから、近年、企業の社会的責任が

ますます求められてきています。

法令遵守（コンプライアンス）や透明性、説明責任

（アカウンタビリティ）といった言葉で企業の社会的

責任は取り上げられますが、その基本は、環境や人

権に配慮することです。環境や人権の視点で企業活

動を行っていくことが、企業の社会的責任として求

められています。

●グローバル・コンパクトの10原則
※2004（平成16）年6月に腐敗防止に関する原則が追加されました。

〔人権〕
1. 企業はその影響の及ぶ範囲内で国際的に宣言されている人権の擁
護を支持し、尊重する。

2. 人権侵害に加担しない。
〔労働〕
3. 組合結成の自由と団体交渉の権利を実効あるものにする。
4. あらゆる形態の強制労働を排除する。
5. 児童労働を実効的に廃止する。
6. 雇用と職業に関する差別を撤廃する。

〔環境〕
7. 環境問題の予防的なアプローチを支持する。
8. 環境に関して一層の責任を担うためのイニシアチブをとる。
9. 環境にやさしい技術の開発と普及を促進する。

〔腐敗防止〕
10. 強要と賄賂を含むあらゆる形態の腐敗を防止するために取り組む。

世界・日本の動き

国際化する21世紀の社会では、企業は社会的責任

を達成することが求められています。そのために、

世界では、いろいろな「基準」が提案されています。

たとえば、1999（平成11）年に国連のアナン事務

総長が提唱した「グローバル・コンパクト」もその

一つで、「人権・労働基準・環境」に関する9つの原

則が示されました。また、国際標準化機構（ISO）の環

境管理に関するISO14000の規格もその一つです。

さらにISOは、社会的責任の規格化を現在進めてい

ます。

そして日本でも、経済団体や民間の研究機関など

が企業の行動基準を発表したり、国のさまざまな省

庁での社会的責任に対する議論や報告書などがあり

ます。

企業を積極的に評価

社会的責任の達成は、世界の、企業に対する要請

です。最近では、さらに企業の社会的責任を自覚し、

環境や人権に配慮する企業を積極的に評価して投資

する「社会的責任投資」（SRI）が、アメリカやヨーロ

ッパだけでなく日本でもみられるようになりつつあ

ります。

「社会的責任投資」とは、企業の財務業績や、倫理

的、社会的、環境的な実績を考慮して行う投資方法

のひとつで、市場での企業の社会的責任達成に対す

る評価のあらわれともいえます。

社会的責任を果たしている企業が、社会に評価さ

れる時代となっているのです。



さまざまな人々について考える。
ここから、はじめましょう。

相手の立場に 立って考える

6

企業は、社員、株主、取引先、お客様など多くの人々とかかわって活動を

しています。これらの人々は、性別や年齢もさまざまで、障害のある人であ

ったり、外国人であったり‥‥と多様です。さらに、企業の

活動が広がり、取り巻く状況が変化していくにしたが

い、企業のかかわる人々も変化していきます。

これらの人々に対して、いつも、対等に、平等

に、公正に接することから、「明日のあなたの企

業活動」をはじめてみてはいかがでしょうか。

「相手の立場に立って、ものごとを考えてみる」ことは大切なことです。

お客様に対しても、取引先に対しても、会社の中でも、そして、いつでも、

この視点を持って考えることが必要です。

次にさまざまな人権の

テーマを載せてみまし

た。一緒に考えてみま

しょう。

7

相
手
の
立
場
に
立
っ
て
考
え
る
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環
境
と
安
全
性

容器包装 
リサイクル法 

家電 
リサイクル法 

食品 
リサイクル法 

建設 
リサイクル法 

自動車 
リサイクル法 

グリーン購入法 

環境省の資料に基づき作成 

循環型社会形成のための法体系 

廃棄物処理法 資源有効利用促進法 

環境基本法 

循環型社会形成推進基本法 

個別物品の特性に応じた規制 

環境基本計画 

循環型社会形成推進基本計画 

負荷をかけないようにすることが、

企業と地域、地球の共生の第一歩で

す。

自然環境を守る企業活動

一方、企業はその商品とサービス

の提供を通じて環境を守ることもで

きます。商品の開発にあたって、

「PL法」（＊1）を遵守することはもと

より、「グリーン購入法」（＊2）に合っ

た環境負荷の少ない原材料を用いる

ことなどの配慮が求められています。

企業はその経済活動を通じて環境

を守ることができるのです。また、

企業姿勢としての環境への配慮や、

環境を守ることにコストをかけるこ

とが評価されるようになってきてい

ます。環境への配慮は、これからの

企業にとって利益を生み出していく

源泉になるのではないでしょうか。

また、各種のリサイクル法の制定

を通して推進されている「循環型社

会」（＊3）の形成へと進もうとする日

本にとって、企業の果たす役割は大

きなものがあります。

国際標準化機構（ISO）の環境管理

システム14000シリーズ規格の認

証を取得する企業も増えています。

安全性への配慮

最近、企業の安全性への配慮が欠

けている、といわれた各種の不祥事

が多発しています。お客様への配慮

があれば、こういった不祥事は未然

に防がれたのではないでしょうか。

安全性が確保されないと、生命が

脅かされ、安心して暮らすことがで

きません。商品やサービスの提供を

はじめとした企業活動は、人々の暮

らしに大きな影響を与えています。

その企業活動に安全性を配慮する視

点が、今強く求められています。

＊1  PL法
正式名称は「製造物責任法」。1995（平成7）年施行。製
造物の欠陥による身体等への被害に対し、製造業者等の
損害賠償の責任について定めたもの。

＊2  グリーン購入法
正式名称は「国等による環境物品等の調達の推進等に
関する法律」。2000（平成12）年施行。国、独立法人およ
び地方公共団体に、環境への負荷低減に配慮した製品や
サービスを優先的に購入することを義務づけたもの。

＊3  循環型社会
廃棄物のリサイクルを進めることによって、天然資源
の消費を抑え、環境への負荷をできるだけ少なくする社
会のこと。「循環型社会形成推進基本法」などにより推進
されている。

お客様の生活、あらゆる人々の
生命を守るために

安全な商品を提供すること、みん

なが暮らす環境を汚さないことは、

企業の社会的責任です。さらに企業

はその技術や活動で積極的に安全性

や環境を守っていくこともできます。

21世紀は企業のこうした活動が

より評価される時代になってきたと

いえます。

自然環境にやさしい企業

企業にとって環境とは、まず、企

業が立地する空間、地域社会です。

企業は地域の中にあり、地域住民と

共にあります。この地域の環境を汚

染するような排水や排煙は、細心の

注意を払って発生を防がねばなりま

せん。

企業の活動が、環境にできるだけ
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●パソコン普及率の推移（国内） 

内閣府経済社会総合研究所「消費動向調査」より 
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●インターネット普及率の推移（国内） 

総務省「通信利用動向調査」 

※1  事業所は全国の（郵便業及び通信業を除く）従業者数5人以上の事業所 
※2  「企業普及率」は全国の（農業、林業、漁業及び工業を除く）従業者数300人以上の企業 

（％） 
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また、これら情報は、それを利用

する人間を問いませんから、どのよ

うにでも使われてしまう危険性があ

ります。たとえば、コピーしてばら

まかれることもあるのです。

「ついうっかり」漏れた情報は、

プライバシーにかかわってくるのだ

という意識を常にもっておく必要が

あります。

情報管理は慎重に

あなたが営業担当であれば、「ど

うやったらよく売れるか」、いろい

ろな角度から分析するために、日々、

多様な情報を集めていることでしょ

う。

一方で、企業は、顧客データを扱

っています。また人事担当であれ

ば、採用や雇用に関して多くの人々

の個人情報を管理していることでし

ょう。顧客データや社員に関する人

事記録などは、企業にとって最も大

切な情報のひとつですが、それは同

時に個人情報でもあり、プライバシ

ーと大きくかかわっています。情報

の管理と利用には、慎重の上にも慎

重を期することが厳しく求められて

います。

特に最近では、個人情報の適正な

取扱いを定めた「個人情報保護法」

も制定され、個人情報については従

来以上に厳重な取扱いが求められて

います。

インターネットは便利だけど…

インターネットには、膨大な量の

情報が発信されていて、いつでも、

誰でも利用できます。

また、Eメールを使えば、不特定

多数の人にあてて、送りたい情報を

瞬時にして送ることができます。誰

でも簡単に多くの情報を入手し、ま

た発信できる便利なインターネット

ですが、大切なお客様に関する「顧

客データ」などが、ちょっとした不

注意から漏洩してしまったなどの不

祥事が相次いでおり、企業の信用問

題となっています。

インターネットだけでなく、日々

の業務の中でも配慮すべきことがあ

ります。昼食時やトイレに立ったほ

んの少しの間に、机の上の顧客の書

類や画面上の個人情報などを、誰も

が見られるような状態にしているこ

とはありませんか。

プライバシーの侵害

インターネットの特徴は、匿名の

まま情報発信を行えることです。匿

名であるため、無責任に他人を誹謗

中傷・差別する表現、また個人や集

団を害するような情報が、いとも簡

単に発信されているのです。



1312

女
性
の
人
権

＊1 性別役割分担意識
「男は仕事、女は家庭」といったように、性別により、
社会や家庭における役割が決められているとする意識。

＊2 ポジティブ・アクション
実質的な機会均等の実現をめざした積極的差別是正措
置。たとえば、企業内の女性従業員や管理職を増やすた
め数値目標を設定し、実現に努力するなど。

＊3 女性差別撤廃条約
正式名称は「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に
関する条約」。1979（昭和54）年国連で採択。日本は1985
（昭和60）年に批准。

＊4 男女共同参画社会
男女が社会の対等なパートナーとして、あらゆる分野に
共に参画する社会。1999（平成11）年施行の「男女共同参
画社会基本法」により推進。

●どのような行為を受けた場合にセクシュアル・ハラスメントと思うか 

性的関係の強要 

性的な内容の電話・手紙等 

わざとさわる 

性的魅力をアピールする服装、ふるまい 

性的なからかい・冗談等 

女性（男性）ということでお酌を強要 
女性（男性）らしくということで 
服装・髪型・化粧等で注意・批判 
女性（男性）ということで 
お茶くみ・後片付け・私用等を強要 

他人がセクハラを受けるのを見て不快 

裸・水着のポスターの掲示 

性的な噂を流す 

容姿・年齢・結婚等を話題 

食事などへの執拗な誘い 

カラオケでデュエットの強要 

「女の子」「男の子」と呼ぶ 

人事院「国家公務員セクシュアルハラスメント調査」（平成10年） 

0102030405060708090100（％） 
96.5
94.0
93.2
91.0
90.7
86.4

53.9
32.8

75.5
63.8

49.1
35.1
36.9

16.8
50.8

30.9
75.4
69.6

50.2
36.1

90.0
81.3

51.2
30.0

52.5
40.3
35.9

28.3
22.6

10.0

女性 
男性 
（複数回答）（％） 

ジェンダーって何

女性の雇用者数はおよそ2229

万人、総雇用者数5393万人の約

41％です。（総務省「労働力調査」平成17年

平均）

このように、男性と女性がともに

働く社会となっているにもかかわら

ず、一日の家事労働時間は、男性が

33分、女性で3時間45分という

調査結果もあります。（総務省「平成13年

度社会生活基本調査」）これは、「男は仕事、

女は家庭」という意識が根強く残っ

ていることの表れではないでしょう

か。こんな考え方のもとにあるのが

「ジェンダー」です。「ジェンダー」

は、生物学的な性ではなく、文化

的・社会的につくられた役割として

の性別・性差のことです。

ジェンダーにもとづく「性別役割

分担意識」（＊1）から、企業内でも、

偏見や差別が生まれていることもあ

ります。「女性だから早く出社して

お掃除やお茶の準備を」なんて、お

かしいと思いませんか。

セクハラ（セクシュアル・ハラスメント）

1999（平成11）年4月に施行さ

れた改正「男女雇用機会均等法」で

は、事業主に対して、セクハラ防止

への配慮を義務付けています。

この法律では、セクハラを「対価

型」と「環境型」に分類しています。

対価型は、たとえば男性の上司が立

場を利用して女性社員に性的関係を

せまり、拒否すると降格や解雇、減

給などの不当な扱いをすることなど

です。

環境型は、たとえば職場で女性の

身体にわざとさわる、性的な噂を流

す、性的なからかいなど、女性の意

に反する性的な言動により、就業に

悪影響を及ぼすものです。

男性が女性を対等なパートナーと

して認めず、性的な関心・欲求の対

象とみなして、女性の意に反する言

動をすると、いわゆるセクハラとな

ります。

セクハラは、働く女性の職業能力

の発揮を妨げ、職場環境を著しく悪

化させるなど、企業の生産性や社会

的評価にも影響する重大な問題で

す。

近年は、男性が女性に対して行う

ものだけでなく、女性が男性に、あ

るいは同性間で行うものでもセクハ

ラであるとの考え方が広がってきて

います。

また、セクハラとは異なります

が、例えば上司からの「パワー・ハ

ラスメント」といったような行為も

表面化してきています。

ジェンダーにとらわれず

改正「男女雇用機会均等法」では、

ポジティブ・アクション（＊2）が盛り込

まれ、女性を積極的に登用しようと

しています。この法律の生まれた背

景には、1985（昭和60）年の「女

性差別撤廃条約」（＊3）の批准があり

ます。

職場でもどこでも、女性と男性が

対等なパートナーとなる「男女共同

参画社会」（＊4）を実現するために、

性別固定役割にとらわれない社会が

求められています。

仕事を進めていく上で、個 人々の能

力と適性に合わせ、持てる力を十分

に発揮できる環境にしたいものです。

そのためには男性も女性も男性中

心の発想から抜け出すとともに、互

いに対等なパートナーであるという

意識を持つことが大切です。



「子どもの権利」？

子どもに権利はあるのでしょう

か。もちろん、子どもには大人と同

様に一人の人間として、基本的人権

が保障されています。

現在、新聞やテレビで報道されて

いるように、いじめや体罰、不登

校、虐待など、子どもに関係するさ

まざまな人権問題が起きています。

また、「児童ポルノ・児童買春」な

どの「子どもの商業的性的搾取」

は、国際的な問題です。

子どもは大人よりも人権が侵害さ

れやすいために、特に注意しなけれ

ばいけないとして、国連は1989

（平成元）年「子どもの権利条約」（＊）

を採択しました。日本も1994（平

成6）年に批准したこの条約は、子

どもが権利の主体であることを表明

しています。

条約では、子どもが「生き」、「守

られ」、「育つ」権利を持つととも

に、「自分の意見を表明して社会に

参加する」権利を持っているとして

います。

働かされる子どもたち

海外と取引をもったり、海外に進

出する企業にとっては、借金の抵当

として強制的に子どもが働かされる

といった、いわゆる「児童労働」も

大きな問題です。世界には、「児童

労働」をさせられている子どもは2億

1千800万人いるともいわれてい

ます。「児童労働」が、自社の製品

の製造過程で関与していないか、十

分配慮しなければならない問題で

す。

●育児休業取得率（％） 

女　性 男　性 

平成11年 56.4 0.42

平成14年 64.0 0.33

平成16年 70.6 0.56

平成17年 72.3 0.50
厚生労働省「平成17年度女性雇用管理基本調査」結果概要 

（平成18年8月）他による 

●高齢者（65歳以上）の労働力状態 
（労働力人口比率） 

 労働力人口比率＝人口に占める労働力人口の比率で算出 
総務省「労働力調査」（平成17年度平均） 

19.8

29.4

12.7
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女 男 男女合計 

高齢者がごく身近に

2006（平成18）年7月1日現在の

日本の高齢化率（65歳以上の割合）

は20.5％。2015（平成27）年には

26.0％の高齢化率になるとする予

測もあります。総人口の4人に1人が

高齢者の時代が遠からず到来しま

す。
（総務省「人口推計月報 平成18年7月確定値」、国立社会保障･人口問

題研究所「日本の将来推計人口ー平成14年1月推計」）
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権このようなことから、政府は、

2001（平成13）年の「高齢社会対

策大綱」で、高齢社会に対応する施

策の基本的枠組みを定め、さまざま

な取り組みを行っています。高齢者

がごく身近にいる社会では、これま

での画一的な高齢者像を見直し、社

会の一員である高齢者の多様なライ

フスタイルを支援していくことが必

要です。

また、高齢者の人権に関する課題

として、介護を必要とする高齢者へ

の虐待防止、悪徳商法による被害防

止などの強化も求められています。

高齢者と企業

高齢社会では、労働環境も大きく

変化しています。平均寿命が伸び、

高齢でも働きたいという人々が増え

ています。総務省の「労働力調査」

（平成17年度平均）によれば、65歳

以上の労働力人口比率（＊）は、19.8％。

つまり、働きたい又は働いている高

齢者は5人に1人となります。

＊ 子どもの権利条約（児童の権利に関する条約）
1989（平成元）年に国連で採択され、日本は1994（平成
6）年に批准。

男性にもとりやすく
－育児・介護休業法－

子ども、高齢者、そして女性の人

権などにかかわる法律として、「育

児・介護休業法」（正式名称「育児休

業、介護休業等育児又は家族介護を

行う労働者の福祉に関する法律」

2005（平成17）年4月改正）があります。

今の日本では、仕事をもっている

となかなか育児や介護にかかわるこ

とができないのが現実です。国では、

「育児・介護休業法」を定めて、仕事

と家庭の両立を支援しています。

この法律は、企業に対して働きな

がら育児・介護ができるように職場

環境を整えることを求めています。

たとえば、育児・介護休業を希望す

る従業員の申し出を拒否できない、

また育児・介護休業の取得を理由に

解雇してはいけないなどです。

法律に従い、社内の規則等の整備

を行うことも大切ですが、同時に女

性だけでなく男性の従業員が育児・

介護休業をとりやすい企業風土を作

っていくことも大切です。

＊ 労働力人口比率
労働力人口（15歳以上の就業者と完全失業者）÷15歳
以上人口

2004（平成16）年に改正された

「高年齢者等の雇用の安定等に関す

る法律」では、定年の65歳への引

上げや再就職の支援などの促進がう

たわれています。

高齢者の意欲や希望に応じて多様

な雇用形態（隔日や半日勤務など）を

創造するなど、高齢者がこれまで培

ってきた貴重な技術やノウハウを生

かす雇用システムが必要ではないで

しょうか。

同じ職場で多様な年齢の人々が共

に働く機会が増えてきます。高齢者

だから「そんなに頑張らなくても…」

などという気持ちは、相手の意思に

反するかもしれません。これから

は、年齢にかかわらず、意欲と能力

がある限り働きつづけられる職場が

求められています。そのためにも、

お互いの人権を尊重しながら協力し

ていきたいものです。
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●企業規模別実雇用率（％） 

全　国 
平成 16年 

56～99人 
100～299人 
300～499人 
500～999人 
1,000人以上 

全体 

1.44
1.25
1.44
1.46
1.60

14年 
1.52
1.31
1.46
1.43
1.56
1.47 1.46

17年 
1.46
1.24
1.46
1.48
1.65
1.49

15年 
1.47
1.29
1.48
1.47
1.58
1.48
 厚生労働省職業安定局集計 

＊1 欠格条項
障害があるという理由で免許や資格の取得を制限・禁
止する条文など。

＊2 建物や公共交通機関のバリアフリー化を進
める代表的法律として以下の2つがある。

ハートビル法
正式名称は「高齢者、身体障害者等が円滑に利用で

きる特定建築物の建築の促進に関する法律」。1994（平
成6）年施行。

交通バリアフリー法
正式名称は「高齢者、身体障害者等の公共交通機関
を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」。2000
（平成12）年施行。

＊3 法定雇用率 1.8％
一般民間企業1.8％、特殊法人と国・地方公共団体2.1％。

バリアフリーの社会に

「バリア」とは、「障壁」の意味

で、これをなくすことを「バリアフ

リー」といいます。たとえば、障害

のない人にとっては気にならないけ

れど、車椅子で乗り越えられない段

差は、障害のある人にとっての物理

的なバリアです。また、「障害のあ

る人だから…」という、先入観で相

手に対する態度を変えてしまうこと

は心理的なバリアになります。この

他、免許・資格を取る際の「欠格条

項」（＊1）といった制度的バリア、身

体障害者補助犬への理解不足といっ

た文化・情報のバリアがあります。

このような物理的や心理的、制度

的、文化・情報にかかわるバリアを

なくすことが「バリアフリー」です。

現在では、建物や公共交通機関の

バリアフリー化が進んでいますが（＊

2）、どうしても困った時には手助け

が必要です。それが気軽にできる社

会の雰囲気も大切です。

また、障害に配慮してコミュニケ

ーションの方法に考慮することは大

切ですが、先入観によるこだわりを

なくし、相手の人格を尊重すること

がバリアフリー社会への第一歩です。

障害のある人もない人も一緒に働

き、生活していくのがあたりまえで

す。共に協力しあい、バリアフリー

の社会を実現したいものです。

だれもが使える
商品・サービスを

商品やサービスにもバリアフリー

の考え方が浸透してきました。大き

なボタンの電気製品、大活字の新

聞、シャンプー容器についているぎ

ざぎざ、段差のない店舗や手話や筆

談のできる従業員など。これらは、

「バリアフリーデザイン」「共用品」

「ユニバーサルデザイン」などとい

った考え方のもと、すでに広く実践

されています。

ちょっとした工夫で、より多くの

人々に使いやすい商品やサービスが

提供でき、市場を広げる可能性があ

ります。あなたの仕事の中ではもう

考えられていますか？

あなたの会社は守っていますか？
法定雇用率1.8％（＊3）

企業と障害のある人とのかかわり

で重要なもののひとつが、障害のあ

る人の雇用です。障害のある人が経

済的に自立し、地域で生活していく

には、仕事をもつことが必要です。

「障害者の雇用の促進等に関する

法律」は、一定規模以上の企業に、

従業員数の1.8％の障害者の雇用を

義務づけています。しかしこの雇用

率1.8％は、なかなか達成できてい

ません。

法定雇用率を満たしていない企業

はその名前が公表されることがあり

ます。さらに、地方公共団体等で

は、一定の障害者雇用率をもつ企業

に対し、入札などで優先的に取り扱

うといった動きもでてきているよう

です。

障害のある人もない人も一緒に働

ける職場をつくることは、あらゆる

人々が共生する社会のために企業が

果たすべき社会的責任です。あなた

の会社ではいかがでしょうか？
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「同和問題」とは

人は生まれる場所を自分の意志で

選択できません。しかし、日本に

は、ある場所に生まれたことなどを

理由に差別されるという、大きな人

権問題があります。

同和対策審議会答申（1965（昭

和40）年）によると、同和問題は、

歴史的発展の過程でつくられた身分

的な階層構造にもとづく差別によ

り、国民の一部の人々が経済的、社

会的、文化的に低位な状態を強いら

れ、今でも日常生活の上でいろいろ

な差別を受けるなどの日本固有の人

権問題です。

この問題の解決のために、国は三

度にわたり特別措置法を定め地方公

共団体とともに、さまざまな事業を

行った結果、生活環境などの面でか

なりの成果をあげました。これまで

の特別措置法による対策は2002

（平成14）年3月に終了しましたが、

就職や結婚を妨げられるといった差

別は残っており、今後も同和問題解

決のための努力が必要です。

「出身地」は、本人の能力とは
無関係

1975（昭和50）年頃には、全国

の被差別部落（同和地区）の地名・戸

数・人口などを記載した図書等が販

売され、相当数の企業に購入される

といういわゆる「部落地名総鑑事

件」が起こりました。

このような図書が、企業での採用

に利用されれば、本人の能力や適性

に関係なく、その出身だけで採否が

決められてしまうという、重大な人

権侵害となります。

現在では、一定規模以上（地域に

よって異なるがおおむね100名以

上）の企業では「公正採用選考人権

同
和
問
題
／
ア
イ
ヌ
の
人
々
の
人
権

＊　アイヌ文化振興法
正式名称は「アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に
関する知識の普及及び啓発に関する法律」。

●アイヌの人々への差別の状況 
どのような場面で差別を受けましたか。（複数回答） 
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北海道環境生活部「北海道ウタリ生活実態調査」（平成11年）による 

7.5
9.5

25.4

46.3

9.5

1.5

15.9

「同化」ではなく、「民族固有の
文化・伝統の尊重」へ

アイヌの人たちの日本国民への同

化を求めた1899（明治32）年の

「北海道旧土人保護法」は廃止され、

1997（平成9）年には、「アイヌ文

化振興法」（＊）が成立しました。この

法律の附帯決議では、アイヌ民族の

先住性を認めています。

民族としての歴史や文化、伝統な

どへの理解を深めることが、アイヌ

の人々の人権を尊重することにつな

がります。現在では、アイヌ民族固

有の文化の振興、伝統の普及を目的

として、アイヌ語教室の開催や伝統

文化・伝統行事の復活などが試みら

れています。

「アイヌ」は独自の民族

アイヌの人々は、中世末期以降に

は、当時の「和人」との関係において

北海道などに先住していた民族で、

独自の文化や伝統をもつ民族です。

「アイヌ」という言葉は、アイヌ語

で「カムイ（神）」に対する「人間」と

いう意味で、民族の呼称です。「ア

イヌ」という言葉は、歴史的に侮辱

的な意味で使われてきたことから、

「ウタリ（同胞）」という言葉も使わ

れてきましたが、最近では、アイヌ

の人々が再び「アイヌ」という言葉に

誇りをもつようになっています。

民族の失われた固有性

アイヌの人々は、江戸時代の松前

藩による支配や、明治維新後の「北

海道開拓」の過程で、日本語の使用

や、風習の禁止などを強制されまし

た。このような同化政策のため、独

自の民族文化、伝統的な生活手段を

失い、苦しい生活を強いられてきま

した。

現在でも、アイヌの人々への理解

は十分ではなく、学校や職場、就

職、結婚などで差別や偏見が依然と

して残されています。

啓発推進員」を設置し、公正な採用

を確保することになっています。

就職は、生活の安定や社会参加な

ど、人が幸せに生きていくための基

本となるものです。企業規模にかか

わらず、公正な採用のための配慮が

求められています。

不当な「えせ同和行為」

「えせ同和行為」とは、あたかも

「同和問題の解決」に努力している

ように装って、不当に寄附を募った

り、高額な書籍などを強引に売りつ

けたりする行為です。同和問題への

無理解につけ入る「えせ同和行為」

は、犯罪的行為でもあり、同和問題

の解決を阻害するものです。

「えせ同和行為」に対処するため

にも、「同和問題」についての正し

い知識を身につけることが大切です。

対応は、毅然とした態度で臨み、不

当な要求は断固拒否し、必ず法務局

や警察と相談・協力して「えせ同和

行為」を排除しましょう。

●えせ同和行為の実態（要求件数と事業所数） 

1事業所当たり 
の要求件数 

要求の総件数 

要求を受けた 
事業所数 

平成9年 平成12年 平成15年 

※「要求を受けた事業所数」を「回答事業所総数」で除した比率 
 
 

1,679 1,469 1,294

739 700 542

2.3 2.1 2.4 
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被害率（※） 25（%） 

法務省「平成15年中におけるえせ同和行為実態把握のためのアンケー 
ト調査」 
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●外国人登録者数の推移 

「平成17年末現在における外国人登録者統計について」 
法務省入国管理局 
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総人口の1.57％

国際化時代を反映し、日本の外国

人登録者数は、2005（平成17）年

末で約201万人となり、近年増加

しています。（法務省入国管理局）これは、日

本の総人口の1.57％です。

外国人が日本で生活する際、文化

や生活習慣などの違いから生じる誤

解や偏見によるトラブルが起きてい

ます。たとえば、「外国人お断り」

などとして、入居や入店拒否をする

問題や、身元確認のために外国人に

はない「住民票」の提出を求めるこ

とから生ずるトラブルなどがありま

す。また、外国人だからという理由

だけで採用しない、退職金を出さな

いなどの差別的な扱いをすることも

起こっています。日本の労働関係法

令では、労働条件面などでの国籍に

よる差別は禁止されています。

国際化する職場で

あなたの同僚や部下、上司にも外

国人がいませんか。今はいなくと

も、今後、共に働くパートナーとな

ることもあるでしょう。

外国人と共に仕事をする上で、国

や文化の違いは大きな問題でしょう

か。むしろ異文化を理解する中で視

野が広がり、より国際化社会に対応

した仕事ができるということもある

のではないでしょうか。日本のやり

方を彼らに押し付けるのでなく、ま

た外国人の同僚のやり方を頭ごなし

に否定することなく、共に働く姿勢

が求められています。
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また、企業の海外進出が増加して

いますが、現地での企業活動を円滑

に行うためにも、当該国の法令を遵

守することはもちろん、日本と異な

る文化や習慣を理解し、尊重する必

要があります。

在日韓国・朝鮮人の人々とともに

1910（明治43）年の「韓国併

合」など、植民地化を目的とした政

策の結果、日本に住むようになった

多くの朝鮮人の人々がいます。第二

次世界大戦後、大半の人々は帰国し

ましたが、約70万人の人が日本に

残りました。この人々とその子孫が

在日韓国・朝鮮人です。

最近でも、在日韓国・朝鮮人の子

どもたちへの暴力や嫌がらせなどが

起こっています。また、在日韓国・

朝鮮人の人々は、本名で働けない、

通名（日本名）でなければ、就職の採

用選考で落とされるといった差別を

受けています。

こうした差別をなくすためには、

在日韓国・朝鮮人の人々の歴史的経

緯を十分に認識し、理解を深める必

要があります。

社会でも仕事でもパートナー

日本人は、外国人を「特別扱い」

したり、異質なものとして排除しよ

うとする傾向があるようです。しか

し、現在日本に暮らす外国人の人々

は、出身国や文化もさまざまです

が、いろいろな仕事に就き、社会の

一員として幅広く活躍しています。

国籍などだけで判断するのではな

く、外国の文化や習慣、言語や宗教

などへの理解を深めるとともに、相

手の価値観を尊重しながら、共に社

会の一員として暮らしていこうとい

う姿勢が求められます。
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犯罪被害者とその家族は、事件の

直接的な被害だけでなく、捜査や裁

判の段階での精神的・時間的な負担

や、過剰な取材や報道といった二次

的・精神的苦痛にさらされがちで

す。誰でも犯罪被害者になる可能性

があります。犯罪被害者やその家族

の苦しみを理解し、配慮することが

大切です。

同僚や取引先、お客様や地域の人々。企業には本当にさまざまな人々
がかかわっています。企業は、そんな多様な人々に支えられているといっ
てもいいでしょう。 
また、21世紀には、DNA解明やIT技術の発展から、新たな人権の問
題が生じる可能性もあります。これからの企業活動には、時代の変化を敏
感にとらえ、人権に配慮し、社会的責任を果たしていくことが求められます。 
会社の中でも外でも、仕事でもプライベートでも、いろいろな場面で、多
様な人々と共生するために、身近な人権について、もう一度考えることか
らはじめてみましょう。 

犯罪被害者 犯罪被害者 

平

穏な
生活の保障を

刑を終えて 
出所した人 
刑を終えて 
出所した人 

真
の

社会
復帰のため

に

性的 
マイノリティ 
性的 

マイノリティ 

多様な性

刑を終えて出所し、社会復帰した

人やその家族に対する偏見は、根強

いものがあります。社会で温かく迎

えるためにも、周囲の理解と協力が

必要です。企業への就職・復職にあ

たっては、公正な採用選考に努めま

しょう。

人間の性的指向については、いろ

いろな形があります。異性を愛する

人だけでなく、同性愛や両性愛の人

もいます。

また、性ということに関しては、

自分が思う性別と身体的性別が違う

と感じてさまざまな葛藤が生じる性

同一性障害、そして、生殖器の両性

具有の人々などもいます。

人間の多様な性のありかたについ

ても理解を深め、それぞれの人の生

き方を尊重することが大切です。

＊1 エイズ（AIDS）
Acquired Immune Deficiency Syndrome の頭文字を

組み合わせたもの。日本語訳は「後天性免疫不全症候群」。

＊2 HIV
Human Immunodeficiency Virus の頭文字を組み合わ
せたもの。日本語訳は「ヒト免疫不全ウィルス」。

解雇の理由になりません
－HIV/エイズ－

2005（平成17）年末現在、世界の

HIV感染者とエイズ患者は、4030

万人。（国連エイズ合同計画（UNAIDS）推計）これは、

世界人口65億人の約0.62％とな

ります。

●HIV／エイズと共に生きる人々の推計 
（世界地域別・2005年末現在） 

 国連エイズ合同計画（UNAIDS）／世界保健機関（WHO）報告書 
（（財）エイズ予防財団　エイズ予防情報センター参照） 

北アメリカ 
120万人 

北アフリカ・ 
中東 
51万人 

西・中央 
ヨーロッパ 
72万人 

東ヨーロッパ・ 
中央アジア 
160万人 東アジア 

87万人 

南・東南アジア 
740万人 

オセアニア 
7.4万人 

サハラ以南アフリカ 
2,580万人 

カリブ海沿岸 
30万人 

ラテンアメリカ 
180万人 

合計4,030万人 

では治療方法が確立しています。

ハンセン病患者を隔離する必要は

まったくありませんが、発病した患

者の外見上の特徴などから「特別な

病気」として扱われ、長い間、隔離

政策がとられました。

1996（平成8）年、「らい予防法」

は廃止され、隔離政策はなくなりま

したが、施設入所者の高齢化、長期

入所による家族・親族との疎遠など

の問題があります。また、永年にわ

たる病気への偏見は容易にはなくな

らず、日常生活での差別や嫌がらせ

などの問題も残っています。

2001（平成13）年5月、ハンセ

ン病国家賠償請求訴訟でハンセン病

元患者の勝訴が確定し、国による損

失補償や名誉回復が図られています。

共に生きる

その他O157やＣ型肝炎など、感

染者やその家族は、感染症に対する

誤解や誤った知識から起こる差別や

偏見で苦しんでいます。これらの感

染症は、職場での正しい理解と適切

な環境があれば、本人の健康状態に

配慮しながら共に働くことが十分に

可能です。また、病気への感染は、

仕事の適性や能力には一般的に無関

係であることから、感染を理由とし

て採用や昇給昇格、配置転換などで

差別的な処遇をすることは許されま

せん。

感染症は自分には関係がないとし

て、無理解・無関心のままでいるの

ではなく、正しい知識と、感染者へ

の配慮、そして共に生きる姿勢を何

よりも身につけたいものです。

エイズ（＊1）は、HIV（＊2）によって感

染し、発症するとエイズと呼ばれま

す。感染経路は限られており、また

感染力も弱いため、職場や家庭など

での日常生活では感染しません。

職場での健康診断などでHIV検査

も行う場合は、本人の自発的な同意

が必要です。厚生労働省の「職場に

おけるエイズ問題に関するガイドラ

イン」（1995（平成7）年）によると、

日常の職場生活ではHIVに感染する

ことはなく、労働衛生管理上の検査

の必要性は低いとされています。本

人の同意なしに行われるHIV検査は

プライバシーの侵害となります。ま

た、HIV感染は、仕事への適性に影

響するものではないので、HIV感染

自体は解雇の理由となりません。

うつりにくい、遺伝しない
―ハンセン病―

ハンセン病は、完全に治る病気

で、感染力も弱く、遺伝もしません。

日本では1947（昭和22）年に治療

薬プロミンの使用が開始され、現在


