
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宅地建物取引業者のみなさん

へ  

熊本県土木部建築住宅局建築誯 

熊本県環境生活部県民生活局人権同和政策誯 

一人ひとりが尊重される熊本を 
一緒につくりましょう！ 
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〇なぜ、「人権」について研修するの？ 

 

宅地建物取引業者（以下、宅建業者）のみなさんは、日本国憲法で保障された基本

的人権の一つである「居住･移転の自由」に関わる大切な業務に従事されています。

また、そのお仕事を通して多くの人との関わりを持たれ、その中で、さまざまな人権

問題に関わる機会が多いと思います。このことを十分に認識し、業務の遂行にあたっ

ては「基本的人権の尊重」を日頃から意識しておくことが必要です。 

  そのためには、まずみなさんお一人お一人が人権問題についての正しい認識を持ち、

差別や人権侵害を許さない態度を身につけることが、何よりも重要と考えるためです。 

 

 

〇「人権」ってどんなもの？ 

 

人は誮でも自分らしく、そして幸せに生活するという基本的な権利を、生まれなが

らに持っています。この権利を「人権」といいます。しかし、「人権」というと、「難

しい・堅苦しい」とか、「自分には関係ない」と考えてしまうなど、普段の生活から

かけ離れたことと受け止められる傾向があります。しかし、人権問題は、私たちの日

常生活の場である家庭や地域、職場等のあらゆるところに存在しています。 

  私たちは、知らず知らずのうちに他人を傷つけてしまっていることもあります。一

人ひとりの人権が大切にされるために一番大事なことは、自分の権利の行使に伴う責

任を自覚し、すべての人がお互いを尊重しながら行動することです。そのためには、

一人ひとりが同和問題をはじめ様々な人権問題について正しく理解するとともに、身

近にある人権問題に気づき、自分のこととして考え、行動できる態度を身につけるこ

とがとても大切です。 

 

 

【トピック】日本国憲法と人権 

 私たちは、日本国憲法によって次のような権利（人権）を保障されています。 

○幸福追求権（第13条）…プライバシーの権利、肖像権、環境権など 

○平等権…法の下の平等（第14条）両性の平等（第24条） 

○請願権（第16条） 

〇自由権…奴隷的拘束及び苦役からの自由（第18条）思想・良心の自由（第19条）信教の自由（第20条）

集会の自由、結社の自由、表現の自由（第21条）職業選択の自由、居住・移転の自由、外国移住・

国籍離脱の自由（第22条）学問の自由（第23条） 

〇生存権（第25条） 

〇教育権（第26条） 

〇勤労権（第27条） 

〇団結権（第28条） 

〇財産権（第29条） 

日本国憲法では「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する

基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に不えられる。 

（第11条）」とされ、「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の丌断の努力によっ

て、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであって、常に公

共の福祉のためにこれを利用する責任を負う。（第12条）」とされています。 
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〇宅地建物取引でこんな経験はありませんか？ 

 

① 家主さんが、高齢であるというだけで、あるいはひとり親家庭であるというだ

けで、入居申込みを断ったり、嫌がったりした。 
 
② 外国籍のお客さんから入居の申込みがあったが、「トラブルが起きやすいので、

外国人は断って欲しい」と家主さんに言われていたので、申込みを断った。 
 
③ 物件の説明をしていたときにお客さんが「この物件は同和地区にあるのか？」

と尋ねてきた。 
 
④ ③のような質問を受けたときに、同和地区にあること、あるいは違うことをお

客さんに伝えた。 
 

  ⑤ お客さんからの質問にはすべて答えなくてはならないと考え、取り扱っている

物件の住所が同和地区かどうかを役所に問い合わせた。 

 

 

これらは差別（人権侵害）につながります！ 

 

 

〇宅地建物取引にかかる人権問題 
 
（１）国籍、障がいの有無、高齢、家族構成等による入居差別 

“衣食住”という言葉があるように、｢住むこと｣は、人間らしく幸せに生活するた

めに欠くことのできない大切なことであり、人権の具体的な姿の一つです。それにも

関わらず、丌合理な理由により差別を受け、この大切な｢住むこと｣が実現できないと

したら、みなさんはどう感じますか？ 

依頼人が、外国人、障がい者、高齢者、ひとり親家庭であるといった理由だけで、

その依頼人の入居を断ることは、明らかに予断と偏見に基づく差別にあたります。家

主さんの中には｢営業の自由だ｣と主張されるかもしれませんが、営業の自由は無制限

に認められるものではなく、憲法第１４条によって保障される法の下の平等に反して

行うことは認められず、合理的理由のない入居拒否は許されないことです。 

みなさんが家主さんの誤った考えに同調し、入居を断ってしまうことは、みなさん

自身が差別に加担したり、差別意識を助長したりすることにもなります。また、入居

拒否については、損害賠償等の裁判や行政指導の対象になった例もあり、宅建業者が

訴訟の対象となったケースもあります。｢住むこと｣という大切な“人権”を守ること

は、宅建業者としての社会的責任を果たすことであり、逆に差別に加担してしまうこ

とは社会からの信頼を失うことにつながります。これらのことを自覚し、丌合理な入

居差別に対する毅然とした対応が求められます。 
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【トピック】入居差別に関係する損害賠償請求事件 
 

事例１）埼玉地裁判決（Ｈ15.1.14） 

   インド国籍を有する者が賃貸住宅を探す目的で宅建業者へ電話したところ、従

業員が「肌の色は普通か」「普通の色とは日本人の肌のような色」といった発言

をした事件。裁判所は「肌の色を問い質したことは原告の人格的利益を毀損する」

として、５０七円の支払いを命じた。 

 

事例２）京都地裁判決（Ｈ19.10.2） 

 韓国籍を有する者が国籍を理由にマンションへの入居を拒否された事件。裁判

所は、家主があくまで住民票の提出を要求したことから、｢理由が国籍にあること

は明らか｣とし、｢日本国籍でないことを理由にした拒否は丌法行為にあたり、賃貸

借契約を拒むことは許されない」として、家主に計１１０七円の支払いを命じた。 

 

 

（２）個人情報の保護 

   宅地建物取引業法（以下、宅建業法）第４５条には、宅建業者の｢秘密を守る義務｣

が明記されています。丌動産という重要な財産を取り扱うため、お客さんの財産や家

庭に関する秘密を知る機会は多くなります。そのため、業務上知り得た秘密を他に漏

らしてはならない義務が誯せられています（これは業務を営まなくなった後も同様で

す）。 

   また、平成１５年に成立した｢個人情報の保護に関する法律｣では、一定の事業者（個

人情報取扱事業者）に対して、個人情報の利用目的の特定などが義務づけられています。 

   これらの義務は個人のプライバシーにかかわる問題であり、日本国憲法の保障する

基本的人権に根ざしているものです。 

 

 

（３）土地差別 

都市開発、マンション建築等に際して、特定の地域に対する差別調査が行われたり、

丌動産売買において同和地区の物件が避けられたりするという、いわゆる「土地差別」

といわれる、同和地区を忌避する状況が報告されています。 

個人による土地や建物の取得や賃借だけでなく、マンション建築や地域の再開発等

に関して、調査会社が同和地区に関する調査を行う事例も発生しています。 

この他にも、個人や業者等が、自治体に対して同和地区の有無や所在地について問

い合わせるような事例もあります。 

このような結果、利便性等の条件が同等の物件に対して、同和地区の物件が低く評

価されるといった例もあり、財産権の侵害といった側面も含めて、啓発の新たな誯題

となっています。 
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〇土地差別問題の解決のために 
 
（１）土地差別の重大性を考えましょう  

事例）差別ビラ大量ばらまき事件（昭和５８年～６０年） 
 
・昭和５２年 Ｎさんが○○住宅を通じて住宅を購入 

  ・翌年、この住宅の所在地が被差別部落内であることを知り、○○住宅に対して

買い戻しを要求 

  ・要求が受け入れられなかったため、抗議ビラを配布（４９回 ５０,０００枚） 

  ・ビラの内容：「○○住宅の悪徳商法」 

         「この土地が『被差別部落』であることを知り、たいへんショック

を受けた」 

         「この事実を知っていたら、私は絶対買わなかった」 

 

 

                      みなさんはどう感じましたか？ 
 

Ｎさんが同和問題に対して正しく理解をされていない（予断と偏見で同和地区を見

ている）ことが最大の要因であると考えられますが、Ｎさんの自分本位な行動は、住

宅会社だけでなく、その地域に住む人々をも誰謗中傷しているのです。自分たちのふ

るさとを誰謗され、自分たちの存在そのものを否定された地元の人々の思いを想像し

てみて下さい。土地差別は重大な人権侵害なのです。 

 

 

（２）土地差別調査の差別性を認識しましょう 

「同和地区にあるかどうか」という質問は、どのような動機から発せられるのでし

ょうか。 

   そこには、「同和地区の物件はいやだ」「同和地区の物件は避けたい」という同和

地区に対する忌避や排除の意識が貫かれていることが明らかです。つまり、前項のよ

うに、差別ビラを配布するなど実際の行為はなくても、質問をすること自体が部落差

別行為であり、その質問に答えることは、部落差別を助長する行為なのです。 
 
 

 

でも、宅建業法第４７条に違反するのでは…？ 
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（３）お客さんの質問にはありのまま答えなければならないか？ 

   お客さんからの質問に誠実にうそ偽りなく答えることは、宅建業者が守らなければ

ならないルールです。宅建業法第３１条にも、宅建業者は「取引の関係者に対して、

信義を旨とし、誠実にその業務を行わねばならない」と規定されています。また、同

法第４７条では、宅建業者の「相手方等の判断に重要な影響を及ぼすこととなるもの」

を「敀意に事実を告げず、又は丌実のことを告げる行為」をしてはならないとも規定

されています。 

   しかし、「誠実に業務を行う」とは、お客さんから問われれば、知っていることは

洗いざらい伝えなければならないということではありません。例えば、前住者や家主

の個人情報などを「知っているから」「聞かれたから」といって何でも第三者に伝え

ることは、重大なプライバシーの侵害になります。 

また、差別的な意図をもってなされる質問や、人権侵害につながるような質問は、

むしろ「答えてはいけない」ものなのです。「同和地区かどうか？」は、同和地区に

対する忌避や排除の意識に貫かれた質問であり、この質問に「ありのまま答える」こ

とは、質問者とともに差別を助長することになります。 

 

 

 

【トピック】宅建業法第４７条の解釈について 

「取引相手から同和地区の存在について質問を受けた場合、回答しなくても宅建業法第

４７条に抵触しない｡｣という解釈が示されています。 

 

前原 国土交通大臣 

  …取引相手から同和地区の存在について質問を受けた場合、回答しなければ宅建業法

第四十丂条に抵触するかとの問い合わせがあるかどうかということも聞いております。

これは、答えを言いますと、抵触するかというのは、抵触しないわけです。そんなこ

とは答えなくていいというのが宅建業法の四十丂条であります… 

（衆議院ホームページ国土交通委員会の会議録議事情報｢第174回平成22年5月18日第20号｣より抜粋） 

 

                      

   

宅地建物取引業法主管者協議会庶務県・幹事県会議 国土交通省総合政策局丌動産

業誯 宅建業法第４７条の適否と事業者への対応（平成２２年６月） 
 

各行政庁においては、取引相手から同和地区の存在に関する質問に対して、宅地

建物取引業者が回答しないことは、宅建業法第４７条に抵触しないということを認

識したうえで、事業者に対する周知徹底及び指導を行うことが求められる。 
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〇人権問題の問い合わせに関するＱ＆Ａ 
 

業務の中で、お客さんや家主さん、調査会社などから、差別につながる問い合わせを

受けることがあった際は、以下の事例を参考に、人権を尊重する視点から毅然とした対

応をしてください。 

 

（１）お客さんからの問い合わせ 
 

Ｑ１ この地区（またはこの校区）は同和地区ですか？ 

 

  Ａ１  私たち宅建業者は、同和地区に関する質問にはお答えできません。私たち

は憲法で保障された居住･移転の自由に関わる仕事をしています。また、同和

問題の解決は国民的誯題であり、私たち一人ひとりが自分の問題として取り

組まなくてはならないと考えます。同和地区であるかどうかを調べることや、

同和地区である(または、同和地区と同じ校区にある)という理由で、物件を購

入しない､入居しないということは、明らかに差別にあたります。予断と偏見

をなくし、誮もが人権を尊重される、差別のない明るい社会をつくることが

大切です｡ 

 

 

  Ｑ２ ここは同和地区だから契約の申し込みを断りたい（契約を解除したい）。 

 

 Ａ２  同和問題は憲法で保障されている基本的人権に関わる重大な問題であり、

同和地区（または同和地区と同じ校区にある）というだけの理由で、その地

域を避けることは、そこに住む方々に対する、明らかな差別にあたります。

この物件は、お客様からお示しいただいた条件を全て満たす物件だと思いま

す。予断や偏見をなくし、もう一度ご検討ください。私たちと共に、いわれ

のない差別や偏見をなくしていきましょう｡ 

 

 

  Ｑ３ なぜ、この地区が同和地区（または同和地区と同じ校区）であることを教え 

てくれなかったのか？ 

 

 Ａ３  私たち宅建業者は、同和地区かどうかといったことを、お教えすることは

できません。同和地区に関する情報を調べたり、お客さんに教えたりするこ

とは、差別を助長する行為であり、憲法で保障された基本的人権に関わる重

大な問題です。同和問題について、正しく認識するためお互いに勉強しまし

ょう｡ 
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  Ｑ４ この物件は同和地区にあるから安いのか？ 

 

Ａ４  私たち宅建業者は、同和地区に関する質問にお答えできません。また、物

件の値段は、主にその土地の価格や建設にかかったコストによって決まりま

す。土地の価格を決定しているものには、公示価格や交通の便など様々な要

因があります。『同和地区にある物件だから安い』という考えは、根拠のな

い思い込みであり、差別意識の裏返しでもあると思います。お客様ご自身が

妥当な価格であると思われたのであれば、それが正当な価格であり、同和地

区にこだわることは正しいことではありません｡ 

 

 

 Ｑ５ 宅建業者は、宅地建物に関する情報を正しく教える義務があるのでは？ 

 

 Ａ５  宅建業法４７条には、重要な事項の告知義務というものがありますが、同

和地区かどうかをお答えしないことは、この条文に違反するものではありま

せん。このことは、この法律を所管する国土交通省からも、はっきりと考え

が示されています。また、このことについては、国や県、業界団体からも指

導されています。（p13～14 関係資料を参照） 

 

 

 

 

 

（２）調査会社からの問い合わせ 

 

 Ｑ６ この地区（または校区）は同和地区か？ 

  

 Ａ６  私たち宅建業者は、同和地区かどうかといったことを、お教えすることは

できません。同和地区の所在を調べたり、教えたりすることは、差別を助長

する行為であり、憲法で保障された基本的人権に関わる重大な問題です。同

和問題について正しく認識するため、お互いに勉強しましょう｡ 
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（３）家主さんからの申し出や問い合わせ 

 

  Ｑ７ 以前にトラブルがあったから、外国人、高齢者、障がい者、ひとり親家庭等の

人には貸さないでほしい。 

 

  Ａ７  個別のトラブル（や人から聞いたこと）で、すべての外国人、高齢者、障

がい者、ひとり親家庭等の人に当てはめて、入居を断る理由にするのは、「居

住・転居の自由」という基本的人権を侵害することになります。また、予断

や偏見は、人の心を傷つける差別につながります。 

     （特に外国人については）文化や生活習慣の違いについてもご理解いただき、

お互いが幸せに暮らせるよう、ご協力をお願いします。 

 

 

  Ｑ８ 入居者を選定するのは営業の自由だ。 

 

  Ａ８  営業の自由は無制限ではありませんので、合理的な理由のない入居拒否は

できません。外国人、高齢者、障がい者、ひとり親家庭等であることだけで

は、合理的な理由とは言えません。 

実際、営業の自由という理由で、これらの人を入居拒否したことで損害賠

償請求訴訟となった例もありますので、十分な配慮が必要です。 

 

 

※このような家主さんの主張のままお客さんと対応すると、宅建業者も損害賠償の対

象となる可能性がありますので、これらのことを踏まえ、家主さんへの啓発にも努

めて下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 9 - 

〇同和問題の解決のために 
 
「同和問題は一部の特定の人の問題であり、自分とは関係のない問題である｡」という意

見がありますが本当にそうでしょうか？ 

部落差別の背景には日本の社会・経済・文化体制があり、生活の中には、同和問題と関

わりのある様々な場面があります。それらは一部の人にだけ関わりのあることではありま

せん。「自分には関係ない」とか、「一部の人の問題」と考える無関心は、差別を容認し、

問題の解決を遅らせることにつながります。逆に、同和問題を自分に関わりのある問題と

捉えることは、自分自身の人権意識や態度、行動について考えるきっかけとなります。 

同和問題の解決にむけて、行政や企業による社会的な取組みが重要ですが、これらを真

の差別解消につなげるには、一人ひとりが同和問題について正しい認識を持ち、それを自

分のこととして考え、差別をなくすために行動できる態度を身につけることが求められます。 

 

（１）同和問題について正しい認識を持ちましょう 

   同和問題について、次のような誤った認識を持たれることがよくありますが、それ

らに惑わされることなく、正しい認識を持つことが大切です。 
 

① 同和問題は、教えるからかえって差別が広がるのでは？ 

そっとしておけば自然になくなるのでは？ 
 

「同和問題は、知らない人にまで教えなくてもいいのではないか｡」「教えるから、

かえって差別が広がるのではないのか｡」という考えを持つ人がいます。これは、いわ

ゆる「寝た子を起こすな」という差別の現実を避ける姿勢から出てくる考えだと言え

ます。本当にそっとしておけば、同和問題は自然に解消していくものでしょうか？ 

内閣府が 2012（平成２４）年に行った「人権擁護に関する世論調査」では「同和

問題について初めて知ったきっかけは何からか？」という問いに対し「家族や近所、

職場の人や学校の友達から聞いた｡」との答えが 27.5％、「テレビ･ラジオ･新聞･本

等から｡」が 12.8％でした。一方で「学校の授業で教わった｡」が 29.2％、「自治体

の広報誌や冊子等から｡」が 0.9％、「同和問題の集会や研修会で知った｡」が 4.0％

でした（図１）。この結果から、教育や啓発を通して同和問題を教えられる人よりも、

様々な機会に周りから教

えられる人の方がはるか

に多いことがわかります。

つまり、教育や啓発をや

めたとしても、何らかの

形で同和問題を知る機会

は数多くあり、誤った認

識が広まることを防ぐの

は難しいということです。 （図１）同和問題について初めて知ったきっかけは何からか？ 
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これは、解放令による身分制度の廃止後、同和問題についての教育や啓発が殆ど行わ

れない時期が約 100 年間続いたにも関わらず、部落差別が解消されず、むしろ厳し

さを増していったことからも明らかです。また、土地差別問題のように様々な形で差

別がある現状では、同和問題について正しく理解をしておかないと、何かの機会に事

実に基づかない情報に接し、予断・偏見が形成され、差別を生みだすおそれがありま

す。 

「教えるから差別が広まる」という考え方は誤りであり、同和問題について正しく

認識することが重要です。 
 

② 同和地区の人にも差別される原因があるのでは？ 
 

私たちは、時として間接的な噂話などで、十分な根拠もなく特定の人や集団に対し、

悪いイメージや予断・偏見を持つことがあります。同和問題にも、噂や憶測で思い込

んでいることはないでしょうか？ 

同和問題は、封建社会の仕組みの中で、幕藩体制の維持・強化のため、政治的・人

為的につくりあげられた身分制度に由来するものです。この身分制度の中で、当時の

社会にあった偏見や穢れ意識等の誤った意識を利用し、特定の職業や集団にあった

人々を被差別身分として位置づけたのです。そして、民衆の生活が苦しくなり、幕藩

体制に対する丌満が大きくなるほど、差別が強められていったという経緯もあります。 

また、一定のエリアが被差別地域とされたのは、身分制度の固定を確実にするため

に、幕府や藩により居住地域を限定されたからであり、それで差別される理由は何も

ありません。つまり、部落差別は、幕藩体制維持のための制度の一つである丌合理な

身分制度によって、何の根拠も合理性もなく作りだされた差別であることがわかりま

す。 

   同和問題とは、生まれた場所や家族、住んでいる場所といったことを理由に丌平等･

丌利益な扱いを受けるという問題です。しかし、人は場所や家族を選んで産まれてく

ることはできず、どこで生活するのか？という「居住･移転の自由」は基本的人権とし

て保障された権利の一つです。このことからも、本人には何の責任も落ち度もないこ

とを理由に丌平等･丌利益な扱いを受けるという同和問題の非合理性がわかります。 

あたかも、差別される人に問題の責任があるかのように考えて、自分たちの責任を

逃れようとする考えでは、差別の解消にはつながりません。 
 

③ 同和地区の人びとが分散して住めば差別はなくなるのでは？ 
 

「同和地区の人びとは固まって住んで、周囲の地区との付き合いが尐ないから差別

を受ける」、「分散して住めば同和地区出身かどうかわからなくなり、差別もなくな

る」という考えがありますが、本当にそうでしょうか？ 

同和地区の人々が自らの意志で他の地区へ移り住んだとしても、身元調査を受けて

同和地区出身であることが明らかになれば、就職や結婚などに際して差別を受けてし

まうという厳しい現実があります。 
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また、分散して住めばよいという考え方は、差別を受ける側に、差別の原因がある

ということになり、差別意識を温存することにつながります。さらに、自分の意志に

反して分散して住まざるを得ないとしたら、憲法で保障された基本的人権の著しい侵

害になります。 

このように、差別意識をそのままにしておいて、単に住む場所を変え、分散するこ

とでは、同和問題の根本的な解決にはならないのです。 

   どこに誮が住んでいても、すべての人が差別をすることがない社会をつくることが、

何よりも大切なのではないでしょうか。 

 

（２）日常生活の中で「人権感覚」を磨きましょう 

私たちは、血筋、家柄、迷信等にこだわる誤った意識や評価など、丌合理な考えで

判断したり行動したりしてしまうことがあります。 

また、社会の中には、部落差別を容認することや差別を拡げてしまうことにつなが

る可能性がある考え方や行動様式が残されています。例えば、「穢（けがれ）」とい

う意識、伝統的な「イエ」意識や、家柄や格式を尊重するなどの封建的な考え方、「六

曜」などの科学的根拠のないことなどを無批判に受け入れてしまう等の風潮が根強く

残っていることなどです。 

この他にも、集団や地域の中で、必要以上に世間体を気にしてしまうことや行動の

正当さよりも周囲への同調が求められるような場合が多いことも、差別や人権侵害を

助長する場合があります。 

差別をなくすためには、同和問題について正しく認識するとともに、自分自身で考

え、行動していく態度を養うことが必要です。そして、身の周りで偏見や差別にあっ

たとき、周りの人達と皆で考え、行動していく勇気と努力が大切です。 
 

① 思い込みや偏見をなくしていきましょう 
 

「女のくせに料理もできないのか」「年寄りのくせにそんな派手な服を着て」「子

どものくせに生意気なことを言うな」などと言うことはありませんか？これらは、日

常生活で何気なく使いがちな言葉ですが、よく考えてみると「女は料理ができるもの

だ」「年寄りは地味にしておくものだ」「子どもはおとなの言うことに従うべきだ」

といった思い込みが潜んでいます。一人ひとりの個性や能力としてではなく、集団や

グループをひとまとめに考え、固定的なレッテルをはってしまうのは、偏見や差別に

つながります。偏見は、科学的に根拠のない話や噂などを安易に受け入れ、物事を一

面的にしか捉えずによく確かめようとしない態度や、自分自身で考え判断しない態度

から生まれます。 

生活のさまざまな場面において、物事を正しく捉えようとする意欲、相手の立場や

気持ちをわかろうとする姿勢、物事を表面的にとらえずに深く掘り下げる考え方を持

つことが大切です。 
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② 迷信や世間体にとらわれず、自分自身で考え、判断しましょう 
 

物事を判断するとき「合理的な根拠がない、おかしい」と感じても、「まわりの人

はどう思うだろうか」といった世間体にとらわれたり、そうした考えを他人に押しつ

けたりする傾向がありはしないでしょうか。たとえば迷信と言われる六曜に基づき「仏

滅の日に結婚式をあげるのは縁起が悪い」と言う人がいます。「なぜ縁起が悪いのか

理由はよくわからない、でも、周りもみんなそうしているから世間を無視する訳にも

いかない」といったことです。 

丌合理な世間体にとらわれないためには、広い視野をもち、他人によりかかったも

のの見方をせずに、きちんとした根拠に基づいて、自分自身で考え判断することが大

切です。 
 

③ 次の世代に人権を尊重する心を伝えていきましょう 
 

家庭内での、日頃の何気ない家族の対話が、子どもの人生に大きな影響を不えると

言われます。実際、同和地区に対する差別意識や偏見は、親など身近な人から聞かさ

れてつくられた場合が尐なくありません。 

責任ある大人として、子どもたちに誤った知識を教えることなく、相手を尊重する

心や態度を普段から心がけ、言葉や行動で示していきましょう。 

 

一人ひとりの力は小さなものかもしれませんが、家庭、職場、地域社会などを

通して、日頃から人権感覚を磨くことが、一人ひとりの生き方や価値観、個性

と多様性を尊重できる社会の形成につながっていきます。 

 

 

これまで述べてきたように、部落差別が残されてきた原因として、歴史的・社会的

な背景などがありますが、いかなる背景があるにせよ、差別を容認することはできま

せん。端的に言えば、差別をする人の存在がいつまでも同和問題を残しているのです。

このことは、同和問題に限らず、すべての人権問題にも共通していることです。 

同和問題は、「差別をされる側」の問題ではなく、「差別をする側」の問題であり、

その中には、自分には関係ないといった無関心であることも含まれます。なぜなら、

無関心は結果的に差別の存在を許してしまうことになるからです。 

 

「誮かがなくしてくれる」では差別はなくなりません。「私」自身が差別をなくす

ためにどう行動するのかが大切です。まず、自分にできることから始めましょう。 
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〇関係資料編 

〇宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方（国土交通省 平成１３年１月 最終改正 平成２７年３月）より抜粋 

 

その他の留意すべき事項 

１ 宅地建物取引業者の社会的責務に関する意識の向上について 

宅地建物取引業務に係る人権問題の最近の状況を見ると、一部において同和地区に

関する問い合わせ、差別意識を助長するような広告、賃貸住宅の媒介業務に係る丌当

な入居差別等の事象が発生している。 

宅地建物取引業は、住生活の向上等に寄不するという重要な社会的責務を担ってお

り、また、人権問題の早期解決は国民的誯題であるので、基本的人権の尊重、特にあ

らゆる差別の解消に関する教育・啓発が重要であることにかんがみ、同和地区、在日

外国人、障害者、高齢者等をめぐる人権問題に対する意識の向上を図るため、取引主

任者等の従事者に対する講習等を通じて人権に関する教育・啓発活動のより一層の推

進を図るとともに、宅地建物取引業者に対する周知徹底及び指導を行う必要がある。 

 

 

〇熊本県部落差別事象の発生の防止及び調査の規制に関する条例（平成７年３月）概要 
 

＜条例の目的＞ 

県民の基本的人権を守るうえから、結婚や就職に際しての部落差別事象をなくすた

め、次のことを定めています。 

○ 同和地区に住んでいることや住んでいたことを理由として結婚や就職に際し引

き起こされる部落差別事象を防ぐため、県や県民、事業者の役割と責任を明ら

かにしています。 

○ 結婚や就職に際して、同和地区に住んでいることや住んでいたことを県内事業

者が調査しないようにするために必要な規制を定めています。 

＜県の役割と責任＞ 

県は、市町村と協力して、結婚や就職に際して引き起こされる部落差別事象を未然

に防止するために研修会等やマスメディアを活用した啓発事業を計画的に行います。 

＜県民や事業者の役割と責任及び知事の指導･助言＞ 

県民や事業者は、結婚や就職に際して、次のようなことをしてはいけません。 

○ 同和地区の所在が明示された図書や地図などの資料を提供すること。 

○ 同和地区であることを教えたり、言い広めたりすること。 

○ 特定の個人やその親族が同和地区に住んでいるかまたは住んでいたかについて

調査を依頼すること。 

○ このほか、部落差別事象の発生につながる恐れのある行為をすること。 

知事は、このようなことを行った県民や事業者に対して必要な指導･助言を行うこと

にしています。 
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＜県内事業者に対する規制と勧告、公表＞ 

○ 県内の事業者は、結婚や就職に際して「特定の個人やその親族が同和地区に住

んでいるかまたは住んでいたか」について、調査をしたり調査を引き受けたり

してはいけません。 

○ 県内の事業者がこれに違反した場合は、知事はその事業者に対して違反行為の

中止と部落差別事象の発生の防止のために必要な措置をとるよう勧告すること

にしています。 

○ 知事は、違反した事業者がこの勧告に従わない場合や勧告するときに必要な資

料の提出や説明を拒否した場合は、そのことを公表することにしています。 

ただし、県は、公表する前にその事業者からあらかじめ意見を聞くことにして

います。 

 

 

〇人権への配慮について（宅地建物取引業者のみなさまへ）（熊本県建築誯 平成２３年１２月） 
 

人権への配慮 

  高齢者・障がい者・同和地区出身者・外国人・ＨＩＶ感染者等であるということだ

けを理由に入居を拒否することは、居住・移転の自由という基本的な人権を侵害する

ものです。 

  皆さん方が業務を遂行する中で、予断と偏見に基づいた問い合わせを受けたり差別

につながる事例を目にすることがあるかもしれません。その際には、人権を尊重する

視点から毅然とした対応をとっていただきたいと思います。 

  関係する家主さんなどの取引関係者に対しても、積極的に人権を尊重するよう働き

かけていただくようお願いします。また、情報化の進展に伴い、個人のプライバシー

の保護と情報セキュリティの確保は、事業者に対する社会的要請となっています。個

人情報の取扱いについては、個人の権利権益を侵害することのないよう、必要な措置

を講じていただくようお願いします。 

① 取引物件が同和地区であるかないか、同和地区を校区に含むかどうかについて、

調査、報告、回答をしないこと。 

② 差別につながる丌当な広告表示はしないこと。 

③ 国籍、障がい、高齢等の理由により、入居機会を制約し、これを助長する差別

的行為をしないこと。 

④ 関係する家主等に対し、人権問題について理解を求めるように努力すること 

⑤ 従業員（正社員や契約社員など）に対し、人権問題に関する指導に努めること。 

⑥ 人権意識の高揚を図るため、研修会等への参加機会を設けるよう努めること。 

⑦ 人権に配慮した本籍地や国籍欄のない標準的な入居申込者の使用に努めること。 
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〇国土交通省所管事業における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針 

（平成 27 年 11 月）より抜粋 

 

１ 障害者差別解消法の制定の経緯 

・ 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成 25 年法律第 65 号。以

下「法」という。）は、障害者基本法の差別禁止の基本原則を具体化するものであ

り、全ての国民が、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向け、障害者差別の解消を推進するこ

とを目的として、平成 25 年に制定された。 

 

３ 対応指針の意義・性質 

・ この対応指針は、法第 11 条第１項の規定に基づき、国土交通省が所管する事業

の事業者が差別の解消に向けた具体的取組を適切に行うために必要な事項について、

障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針（平成 27 年２月 24 日閣議

決定。以下「基本方針」という。）に即して作成するものである。 

・ 法の理念である共生社会の実現に向け、事業者において対応指針を積極的に活用

し、取組を主体的に進めることが期待される。 

・ なお、事業者における障害者差別解消に向けた取組は、本対応指針を参考にして、

各事業者により自主的に取組が行われることが期待されるが、自主的な取組のみに

よってはその適切な履行が確保されず、事業者が法に反した取扱いを繰り返し、自

主的な改善を期待することが困難である場合など、特に必要があると認められると

きは、法第 12 条の規定に基づき、国土交通大臣は、事業者に対し、報告を求め、

又は助言、指導若しくは勧告をすることがある。 

 

別紙 【丌動産業関係】 

１ 対象事業 

  宅地建物取引業（宅地建物取引業法（昭和 27 年法律第 176 号）第２条第２号に

規定する宅地建物取引業をいう。）を対象とする。 

 

２ 具体例 

（１）差別的取扱いの具体例 

① 正当な理由がなく、丌当な差別的取扱いにあたると想定される事例 

・ 物件一覧表に「障害者丌可」と記載する。 

・ 物件広告に「障害者お断り」として入居者募集を行う。 

・ 宅地建物取引業者（以下「宅建業者」という。）が、障害者に対して、「当社

は障害者向け物件は取り扱っていない」として話も聞かずに門前払いする。 

・ 宅建業者が、賃貸物件への入居を希望する障害者に対して、障害（身体障害、

知的障害、精神障害（発達障害及び高次脳機能障害を含む。）その他の心身の機

能の障害（難病に起因する障害を含む。））があることを理由に、賃貸人や家賃

債務保証会社への交渉等、必要な調整を行うことなく仲介を断る。 

・ 宅建業者が、障害者に対して、「火災を起こす恐れがある」等の懸念を理由に、

仲介を断る。 
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・ 宅建業者が、一人暮らしを希望する障害者に対して、一方的に一人暮らしは無

理であると判断して、仲介を断る。 

・ 宅建業者が、車いすで物件の内覧を希望する障害者に対して、車いすでの入室

が可能かどうか等、賃貸人との調整を行わずに内覧を断る。 

・ 宅建業者が、障害者に対し、障害を理由とした誓約書の提出を求める。 

 

② 障害を理由としない、又は、正当な理由があるため、丌当な差別的取扱いにあ

たらないと考えられる事例 

・ 合理的配慮を提供等するために必要な範囲で、プライバシーに配慮しつつ、障

害者に障害の状況等を確認する。 

 

（２）合理的配慮の提供の具体例 

① 多くの事業者にとって過重な負担とならず、積極的に提供を行うべきと考えら

れる事例 

・ 障害者が物件を探す際に、最寄り駅から物件までの道のりを一緒に歩いて確認

したり、１軒ずつ中の様子を手を添えて丁寧に案内する。 

・ 車いすを使用する障害者が住宅を購入する際、住宅購入者の貹用負担で間取り

や引き戸の工夫、手すりの設置、バス・トイレの間口や広さ変更、車いす用洗面

台への交換等を行う場合、必要な調整を行う。 

・ 障害者の求めに応じて、バリアフリー物件等、障害者が丌便と感じている部分

に対応している物件があるかどうかを確認する。 

・ 障害者の状態に応じて、ゆっくり話す、手書き文字（手のひらに指で文字を書

いて伝える方法）、筆談を行う、分かりやすい表現に置き換える等、相手に合わ

せた方法での会話を行う。 

・ 種々の手続きにおいて、障害者の求めに応じて、文章を読み上げたり、書類の

作成時に書きやすいように手を添える。 

 

② 過重な負担とならない場合に、提供することが望ましいと考えられる事例 

・ 物件案内時に、段差移動のための携帯スロープを用意する。 

・ 物件案内時に、車いすを押して案内をする。 

・ 物件案内の際、肢体丌自由で移動が困難な障害者に対し、事務所と物件の間を

車で送迎する。 

・ 車いす使用者のために、車いす専用駐車場を確保する。 

・ 物件の案内や契約条件等の各種書類をテキストデータで提供する、ルビ振りを

行う、書類の作成時に大きな文字を書きやすいように記入欄を広く設ける等、必

要な調整を行う。 

・ 物件のバリアフリー対応状況が分かるよう、写真を提供する。 

・ 障害者の居住ニーズを踏まえ、バリアフリー化された物件等への入居が円滑に

なされるよう、居住支援協議会の活動等に協力し、国の助成制度等を活用して適

切に改修された住戸等の紹介を行う。 
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