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全国高等学校統一用紙ができるまで

　以前の履歴書(社用紙といわれる)に記入
させられていた項目

採用の条件として家庭環境や資産等も問われていました。

● 家族にかかわること
　・ 個々の最終学歴、職業と勤務先、扶養者と被扶養者
　・ 家族の収入
　・ 別居の兄弟･嫁いだ姉妹も記入

● 家庭環境等
　・ 住居付近の略図
　・ 住居が自己所有・借家かどうか、その家賃
　・ 所有する宅地、山林、田畑の広さ、預貯金などの資産

● 本人にかかわること
　・ 尊敬する人物、愛読書、既往症名とその時期など
　※ 数種類の社用紙より内容を抜粋

　全国各地で頻発した就職差別事件に対する差別撤廃運動の中から、
1973（S48）年に全国高等学校統一用紙が初めて制定されました。

書きたく
ない項目

を消して
いったら

、

何が残る
かしら…

　部落差別撤廃の運動とともに全国高等学校統一用紙制定の歩みがありま

した。「全国高等学校統一用紙」は、部落差別をはじめあらゆる差別の解消に

向けた取り組みの一つであり、子どもたちの明るい未来を保障するものです。

差別のない明るい社会を作ろう

　この法律は、現在もなお部落差別が存在するとともに、情報化の進展に伴って部落差別に関する状況の
変化が生じていることを踏まえ、全ての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法の理念にのっと
り、部落差別は許されないものであるとの認識の下にこれを解消することが重要な課題であることに鑑み、
部落差別の解消に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、相談
体制の充実等について定めることにより、部落差別の解消を推進し、もって部落差別のない社会を実現す
ることを目的とする。

　国において2016（H２８)年４月に障害者差別解消法、６月にヘイトスピーチ解消法、

１２月に部落差別解消推進法と個別の差別解消に向けた三法が施行されました。

「部落差別解消推進法」

第一条（目的）

　部落差別の解消に関する施策は、全ての国民が等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として
尊重されるものであるとの理念にのっとり、部落差別を解消する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により、部落差別のない社会を実現することを旨として、行われなければならない。

第二条（基本理念）

　国は、部落差別に関する相談に的確に応ずるための体制の充実を図るものとする。

２ 地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、その地域の実情に応じ、部落差別に関する相談に
的確に応ずるための体制の充実を図るよう努めるものとする。

第四条（相談体制の充実）

　国は、部落差別を解消するため、必要な教育及び啓発を行うものとする。

２ 地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、その地域の実情に応じ、部落差別を解消するため、
必要な教育及び啓発を行うよう努めるものとする。

第五条（教育及び啓発） 

　国は、部落差別の解消に関する施策の実施に資するため、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ものとする。

第六条（部落差別の実態に係る調査）

　国は、前条の基本理念にのっとり、部落差別の解消に関する施策を講ずるとともに、地方公共団体が講ず
る部落差別の解消に関する施策を推進するために必要な情報の提供、指導及び助言を行う責務を有する。

２ 地方公共団体は、前条の基本理念にのっとり、部落差別の解消に関し、国との適切な役割分担を踏まえ
て、国及び他の地方公共団体との連携を図りつつ、その地域の実情に応じた施策を講ずるよう努めるもの
とする。

第三条（国及び地方公共団体の責務）
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　1975(S50)年に発覚した「部落地名総鑑」事件は、被差別部落に係る情報

が記載された差別図書を社員の採用に当たっての身元調査に利用した、大変

悪質なものでした。 さ　   べつぶ　   らく かい   しょう   すい     しん    ほう


