反訳書
令和元年１２月１９日
乙５７５の１ 朝日町保健福祉センター 2019 年 11 月 9 日午後２時ごろの反訳
司会男性 携帯電話、スマートフォン等の電源をお切りいただくかマナーモードに設定して頂くよう
お願いします。なお場内の飲食は禁止となっていますので
さてここで少しお時間を頂きまして平成２８年に施行されました差別を解消するための法律につい
て紹介させて頂きます。平成２８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が施行されました。これら差別解消にむけたこれら法律や人権条例等を行
いまして人権啓発や人権教育、人権相談等に取り組んでいきます。みなさんにおかれましても今
後、ご協力をお願いします。
58 秒 本日受付でお配りを致しました資料の中にご説明しました法律に関する資料がありますの
でお時間があるときにご覧いただければ幸いに存じます。次に入場の際にお配りを致しましたクリ
アファイルの中にアンケート用紙が入っていますので、お帰りの際に受付の回収箱に入れて頂くよ
うご協力をお願い致します。
1 分 25 秒 最後に総合評価方式における人権研修の受講実施日の評価をご希望される方は企業
者の方にお知らせします。
1 分３５秒 本日の受講実績は総合評価方式で行います建設工事測量設計業務及び清掃警備等
の入札における評価の対象になっております。つきましては本講演の受講確認が必要な方は講演
開始までに受付に申請書を提出し、免許証など写真付きのもので本人確認を行った上で受付表
を受け取って頂くようお願い致します。
2 分 10 秒 受付表には講演終了後、お手元の受付表と引き換えに申請書に受付印を押した確認
証をお渡しさせて頂きます。受付表がない場合は確認証をお渡しできませんのでなくさないようご
注意ください。
2 分 32 秒 また講演終了後、申請書がお渡しされた場合は受講確認は行いませんので申請され
ていない方は今すぐ受付に申請書を提出して頂くようお願い致します。講演の途中に行われた場
合は受講確認を行いませんのでご注意ください。
確認書は忘れずにお持ち帰り頂くようお願いします。みなさまにはいろいろ●●ございます。
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３分９秒 それでは講演に入ります前に朝日町、矢野町長さんにお越しいただいていますのでご挨
拶を頂戴したいと思います。それでは矢野町長さんお願いします。
３分３６秒 みなさんこんにちは
（一同 こんにちは）
３分３８秒 ご紹介頂きました町長の矢野でございます。この６月から就任しておりますのでまだ５か
月ほどですから新米の町長ですので私自身もこういった人権に関する講演会あるいは勉強会に町
の行事としても参加させて頂いております。えーまー失礼しました。
本日は三重県主催の講演会ということで開催町の町長であるということで●●させて頂きます。―
―――大変光栄なことでございます。こういったことに関して関心をもっていただけることは町長とし
てもありがたく感謝申し上げているところでございます。ご承知のように近年は社会の変化、著しく
スピードアップしていることはご承知の通りでございますけれど、いろんなことが起こっております。
特に特定の外国人を相手にしようとする言動、人権無視のヘイトスピーチ、あるいは女性蔑視の発
言、また高齢者に対する虐待、学校・職場等でのいじめ、克服しなければならないような難しいテ
ーマがたくさん世の中には発生しているところでございます。こういった人権問題、人権にかかわる
問題、私たちの努力によって克服して解決していくことが非常に重要になるんではないかと思いま
す。本日は講師として近畿大学の人権問題研究所の主任教授でいらっしゃる北口末廣先生にお
越し頂いて「差別につながる身元調査をなくすために」ということをお題目にご講演頂きます。講演
を通して本日お越しの皆さまに差別というのは他人事ではないと当事者になりうるんだ、身近な問
題なのだと意識をもって頂いて一人一人が重要な課題、関心ごとなんだと思って頂ければ幸いで
ございます。さきほどちょっと触れましたけど、当町におきましても町職員、教職員を対象とした人
権学習会を開催してきております。
6 分 26 秒 そういった中で人権教育、同和教育の推進と発展、今日の講演もまた機会にレベルア
ップをしていきたいと考えております。みなさんにおかれましても差別やいじめがなくなる社会、今
後ともご理解、ご協力を頂けますようお願いしたいと思います。簡単ではございますが、私からのご
挨拶とさせて頂きます。本日はご来場ありがとうございました。
司会 ありがとうございました。それではただいまから講演に入りたいと思います。本日は近畿大学
教授の北口末廣先生をお招きして「差別につながる身元調査をなくすために」
と題しまして講演を頂きます。それでは北口先生よろしくお願い致します。
北口末廣（7 分 33 秒） どなた様も改めましてこんにちは。非常に限られた時間ですのでさっそく本
題に入ってまいりたいと思います。レジメを開けてもらって５ページを見てください、５ページにプロ
フィールの下の方に●●時間が限られているということで下の方にネット●●部落差別
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北口末廣（8 分 25 秒）さきほど紹介がありました部落差別解消推進法、本来の身元調査の問題も
差別の状況がネット上で大きく変わっていると申し上げています。要するにデジタル差別身元調査
が可能になりました。ネットで調べればその人の属性が分かってしまうそういう状況になっています。
北口末廣（9 分 17 秒）その下から二行目、科学技術の進歩と人権、ＩＴ革命、こういうところにも書い
ています。そこで１ページ見てください。具体的にお話をしたいと思っております。２つ事例を出し
ていきます。
北口末廣（9 分 47 秒）一つは私自身が実際に相談に乗った事例、相談に乗るということはそういう
名前とかいつ相談したとか伏せます。現実を踏まえた相談内容です。外部から自分の研究室に
2010 年に今から 9 年前、実際に相談にきました。2010 年 2 月にですね私のところに外部から電話
がかかってきて、ある女性からその女性は「私、同和問題について先生にお伺いしたいことがある
んですよ」。私たちができることならといって電話で応答した「どんなことでしょうか」と聞いたら、誰も
喋らない聞きにくいことかと繰り返して聞いた。失礼ですがおいくつですか。22 歳といいます。私の
講義を受けている大学生と思って、「あなた私の講義を受けている学生ですか」という風に聞いたら
この女性はですね。
「いえ私は先生の講義は聴いたことはありません」といいます。私の授業をとっていない近畿大学の
学生だと思って聞いていた。それで私に聞きたいことはなんですか、とお聞きしたんです。そうする
と突然、三重県のまるまるに、まるまる町まるまる２７（＊実際にまるまるといっている）はここが同和
地区であるかどうか知りたいですよ。
という問い合わせの電話。まさか私のところにかかってくるとは思わなかった。
北口末廣（13 分 10 秒）それで私はその女性に同和地区かどうか知りませんけど、もし私が同和地
区かどうか知っていたとしても「そこが同和地区です」とか「同和地区ではありません」とかいうのは
それはおかしい。それで私は、もし私があなたが示した住所が同和地区かどうか知っていたとして
もそこが同和地区ですとか、同和地区ではありませんとかお伝えできませんと。こういうこといった。
さらに私は勝手に最後にもし彼がいて、あなた自身がその相手の住所を身元を同和地区かどうか
調べているとしたらそれは明確に部落差別です。そういうのはやめてくださいといったんです。
北口末廣（14 分 17 秒）そしたら彼がいますと。まだ話の途中なんですけど、31 歳の歯科医の彼。
歯科医。それを調べる？ さきほど示した住所は彼の住所ではありません。もう一人彼がいます。
（一同 笑い）
北口末廣（14 分 49 秒）どのようなことを調べていますか。私のことです。自分のことを調べていると
いう人はまずいないけどときたまいるんです。ある企業に務めている人、この人と違う人になりすまし
て興信所にいって、●●会社に●●という人がいてこの人が将来出世できるかどうか調べてほしい。
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自分が会社でどのように思われているか。―――私それ前出身地です。こういうんです。それでこ
の人自身が悩んでいるんだって、もしあなた自身が同和問題、部落差別の問題に悩んでいるだと
したら私はいつでも相談に乗りますよ。
そう聞いたんです。そしたら彼女、今からでもよろしいですか。私にも予定があるからというと、先生
はいつでもいいとさきほどいったというから行ったんです。

北口末廣（16 分 28 秒）なぜその時に躊躇したかと言えば大阪市教育委員会のある課長が大学に
訪ねてくるというから、課長に電話したらもういないという。ちょっと時間をずらしてもらって彼女に会
ったんです。1 時間ほどしてきました。まさに 22 歳の顔立ちで言うと
女優で言うと小西真奈美さん、そういう顔立ちをしていました。その人になんでこういうことになった
んですか、と聞いたんです。
北口末廣（17 分 15 秒）2008 年の 10 月、この彼と交際をしています。2009 年の 1 年間は順調に交
際していた。2009 年のずっと交際をしていてある時に彼のお母さんがいつも要するに優しいのにあ
るときにお母さんの態度が手のひらを返したように違った。それでその時に 2010 年のある時に手の
ひらのを返したように違うから、彼に聞いてみると最近、君との交際を反対している。なんで反対し
ているのと聞くとそしたら彼がうちとは釣り合いが取れてない。彼女は高校を卒業しただけ。この彼
は資産家です。大学の歯学部を受けているくらいだからお金は――。それで反対しているんだと。
2010 年の 5 月に結婚の約束をした。自分の親に話したら反対。親に勘当されるんです。2010 年の
11 月に最後の手段と思って、彼が借りたマンションに半同棲みたいな感じですむ。できる限り彼の
両親を説得する。2010 年 12 月になるとホテルの結婚式場をキャンセルできないかと言い出した。
説得できなかったんで、勘当すると言い出した。そうやって彼は悩むんです。歯科医院の椅子はい
くらすると思いますか？ 中古で６００万円かかるんです。親は金持ちです。予約したホテルの式場
をキャンセルして彼がいったことを信じている。キャンセルして一か月であなたのご両親は私たちの
結婚をどのように思っているか聞いても変わらないという。あなたの両親はなぜ経歴にこだわるのか、
と聞いた。すると彼の親は経歴が問題ではない、と。これは言うなと言われたがキミが同和地区出
身だからと言われた。
彼女は同和地区で生まれたことも育ったこともない。彼女自身はえ？ なんで私が？ そして彼女
は彼にこういった。彼女の中にも差別心がある。私に対して同和地区出身というのは心外だ、と。私
自身は彼女の「心外」という言葉は「心外」ですね。――――――それで結局、いくらいってもダメ
なので、彼と結婚するためには同和地区出身でないと証明しなければならない。そして実家にかえ
って父親に私の家は同和とか同和地区と関係ないかと聞いたんです。すると父親は誰がいったん
だ。違う。と怒った。するとあくる日、父親が寝込んだ。彼女曰く、父親が寝込んだこともなかったの
に寝込んだということは昨日、同和地区かと聞いた云々のことはお父さんには精神的なプレッシャ
ーを与えたと勝手に思った。父親はうそをついていると思っている。両親に聞いても正直に言って
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もらえないという風に思い込んだ。そこで彼女はなにをしたかといったら自分で過去を調べる、うそ
の理由をいって役所に調べる。だいたい本籍地変わっているけど、三重県庁に●●●は同和地区
でしょうかと聞いたんですね。それで三重県庁の答えは正しかった。あなたはなぜそういうことを聞
いているんですか。差別につながる。彼女は他人のことを調べるならおかしいが自分のことなら
（激しい雑音）。
北口末廣（28 分 26 秒）全部同和地区ではないと分かる。友達に相談した。その友達が偶然近畿
大学の学生です。その学生に聞いたらそういう問題に詳しい北口先生がいる。北口先生に聞いた
らいい。私、興信所か何かと間違われている。短くしていますが、それがほぼ真実なんです。相談
を聞いて私の将来に関わることだとぼわ――と泣いたんです。私もここのまま気になると思ってキミ
自身も、私も二、三日、考えてみたい。二、三日考えてここが同和地区かどうか答えられるかどうか
考えてみる。二、三日後にもう一度電話をしてほしい。その後、彼女は胃潰瘍になって病院に行く
という。それで私はキミの要望に応えられるかについて返事する。そうして返す。泣いている女性を
前にして私が悪いことをしたみたいで。その後、●●センターに集まってもらって実はこういう相談
がある。私は異例のことやけど、彼のお母さんお父さんが本当に身元調査をしてそういうことを言っ
ている、全く違かったらなんでもかんでも――――。
北口末廣（30 分 50 秒）同和地区なのか調べる、といって三重県で部落差別をなくすために運動を
している●●さんにその町で部落差別をなくすために頑張っている人に電話した。いって折り返し
て電話します、ときった。15 分ぐらいして電話があった。現地の同和地区でない人に聞いたけど、
そういうとこや。―――そういう話を相談するのは異例ですけど。
（ざわざわ）私も推測上、―――私は答えは二者択一。
北口末廣（31 分 03 秒）三重県でそういう問題で●●２７は現地の人に聞いたら町の――住所レベ
ルで詳しく言いすぎたらあかん。●●２７の範囲をこえる？ 三分の一は同和地区で、三分の二は
同和地区でない。だから名字が分かったら分かるかもわからん。現地にいって名字をいって――。
実はこういう状況だと。私自身も部落差別を無くす運動に関わっていて研究もしています。―――
もともと彼女に調べたことを報告しないということを前提にしていた。結果、こうだった。彼女に知ら
せる必要がある。三分の一が同和地区で、三分の二が同和地区ではない。と知らせたうえで事情
を聴きたい。――しかしこの時は違いました。大学に来てほしいといって彼女に●●２７を調べさせ
てもらった。●●２７は三分の一が同和地区で、三分の二が同和地区。
北口末廣（34 分 40 秒）三分の一が同和地区で、三分の二が同和地区キミの先祖が三分の一の同
和地区だったのか、三分の二の同和地区ではなかったのか私には分からない。きわめて正確な興
信所です。それで私はなぜこんなことを教えたかといったら、プロに調べられたら興信所や探偵社
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に調べられたとしたら同和地区出身と報告される可能性は高い。キミ、調べられた覚えがあるかな
いか、聞いた。いいえ知りません。先生、さきほど調べられたような覚えということですが、もし調べら
れたとするならあの時しかありません。どういうことですかと聞いたら
北口末廣（35 分 25 秒）2010 年 2 月、彼のお母さんの態度が手のひらをかえたように変わった時に
あの時に身元調査をされていたならあの時しかありません。戸籍をとっている人、戸籍を取っている
人物が特定できたら、間違いなく興信所や探偵が関わっていることが分かります。それで直前とい
うから 2010 年の２月、1 月、彼女の戸籍がとられていました。ある弁護士。戸籍法という法律がある
んです、戸籍法という法律のもとで施行規則第１１条に「こういう資格を有する人は職務上、他人の
戸籍謄本をとることができる」弁護士もそう、司法書士もそう、税理士もそう、社会労務士もそう、そ
れで弁護士は資格をとって職務上、請求を取れるということなんです。
北口末廣（37 分 30 秒）その弁護士を懲戒委員会にかけようと思ってやった。そしたら彼女、この２
月、３月末の間に３、４回会いました。彼女の私に相談に来る先生は絶対、私に電話をしないでくだ
さい、というんです、それを守って彼女からかかってくるのを待つ。その弁護士を紹介するのは――
―。彼女にいったんです。３月。これが最後。私はキミと彼女（彼）が結婚できればいいと思う。私は
しかしこんな男とは結婚しない方がいいと思いました。しかし結婚できないのはたくさんの経験から
すると彼はキミから別れる準備をしている。なんで離れていくのか全然わかっていない。
北口末廣（39 分 01 秒）私は全然わかっていないと思ったんで私は率直にこいつは急に――― 泣
きだされたのは女性に（聞き取れない）。それで彼はまだ未練がある。キミがその弁護士にキミは―
―― 君が同和地区出身であったとしたら何が変わるか。逆に同和地区でなかったとしたらキミが
何が変わるのか。キミは同和地区出身でなかったとほしい願いをこめてきている。キミは同和地区
でなくてよかったと思うのは違う。その時、はじめて私は大阪市内の同和地区、被差別部落出身と
いうことを話した。私はしかし差別問題に取り組んでいる、頑張っていると、同和地区かどうか分か
らないというキミ自身が同和地区出身である私のところに悩んで相談にくるというのはある意味、お
かしいとは思わないか。といったんです。おかしいと思います、といった。先生にしていることは誰に
も言っていません。しばらくして電話がこなくなった。一切こなくなった。これから三年後、全く同じよ
うな相談をある大手企業の内部で受けることになった。この二人の男女はある国立大学を卒業して、
女性、男性、男性のお父さんは地方公務員だった。地方公務員のお父さんが彼女のことを調べた。
そしたら三重県の同和地区出身であることが分かった。それで父親が反対した。ということで
北口末廣（42 分 35 秒）その企業の人事を担当している人から相談を受けて。親の反対があっても
結婚しました。そのとき私はこのときのことを思い出した、あれから電話がない。考えられることは結
婚してハッピー、今でも結婚できない、別の人と結婚した。もう 3 年もたったから。どれだと思います
か。
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（笑いが起きる）
北口末廣（43 分 40 秒）彼と結婚してハッピーエンドになったと思う人？

いまだ独身だ

と思う人。ところがなんのためにこんな話をしたのか、彼女ね同和地区出身であるかどうか分からな
いことが―― 彼女は同和地区出身ではない、と興信所に間違えて報告された。
そういうこといって―――
北口末廣（44 分 40 秒）もう一つ、同和地区出身であるかどう分からない。はっきりしていることがあ
る。もう一つはっきりしていることは明確に部落差別に触れた。彼女にですね最後に会った時にこ
の事例を話していいか、と許可をもらった。しかしずっと途中で終わってしまったので私の中で大き
い。彼女の友達が私の教え子なんです。聞いてみるとまだ独身だという。身元調査をデジタル身元
調査が可能です。今やインターネット上に秋田県から鹿児島県までの同和地区がのっています。
誰でも見れます。見たらこの人のスマホや、パソコンから。年賀状の住所と照らし合わせれば簡単
に誰でもスマホさえあればネットにつなげば誰でも可能。
北口末廣（46 分 28 秒）身元調査を無くすために身元調査の理不尽さを知ってほしい、というふうに
いっています。もう一ついっています。法律の改正までいった大きな事案です。
随分前の話です。１９９８年、今から 21 年前、就職差別の身元調査、日本アイビー株式会社（親会
社）とリック株式会社（子会社）、経営コンサルタントを名乗っていて、リックは身元調査をする会社
でした。つまり応募者が企業に出す履歴書で内定を出すときに履歴書のコピーを日本アイビーに
渡してリックに身元調査を実施することをやっていた。レジメの一番最後、最後から二枚目の――
――― リックは女性の同和地区の会館、リックという会社が同和地区出身と分かった時に米印を。
―――――――――
北口末廣（50 分）この人自身は全く分からない。内定通知はこなかった。あなたは同和地区だから
採用しませんとは書きません。住所の下に米印がついている。同和地区に住んでいる。この彼女は
両親が同和地区出身、学歴が大阪市立●●小学校、中学高校の極めてレベルの高い進学校。あ
る大学の学科を卒業したと書いている。日本アイビーという会社のお客さん、どこの企業か分かる。
その彼女は内定通知が出る。内定直前で調べているから FAX でこの彼女の報告書を渡す。この
企業がいわゆる電話連絡をする、なぜ同和地区出身であるか。照会と書いてあってまた消していま
す。マジックで消して普通読めないと思いますが、鑑定。ちょっと考えてください。常務取締役。そ
の銀行に社員研修、人事などですね、先生、うちの銀行は――――――――――― これぐらい
影響力があった人はまだ銀行にいる。
北口末廣（54 分 10 秒）お父さんが労働組合の幹部をしていることで切られる人もいました。なぜ私
がこういうのをもっているかというとリックという会社に元社員、この内部にあった証拠になったデー
タをこんな差別は許せないと言って持ち出した。同和地区とは関係ない。暴力団と手を組んで、こう
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いうデータをばらされたくなかったら金を出せ。その支払う金をだせ。差別調査をしているデータを
返してもらう。―――――――――大阪地検、東京地検にいた弁護士。暴力団に強い弁護士に相
談をしながら解決できなかった。この弁護士に相談が解決できなかった。この知人が同和地区出
身者。この人が私の知人で私のところに持ってきた。北口さんは部落差別を無くす運動に関わって
――――――――――――――――。
北口末廣（58 分 50 秒）私のプロフィールに戻ってください。そのプロフィールに上から 8 行名、「必
携エセ同和行為にどう対応するか」（大阪企業人権協議会）。エセ同和行為を無くす本です。差別
身元調査という問題を是正して参りましょう。両社長が北口先生に会いたいといってきた。―――
――――――――――――
北口末廣（1:00：00）自ら差別をしていたことを公表すること。大阪府の調査などの条例違反になる、
すべてを正直に言えたら・・ 株式会社リックの経営は難しい。この連中には―――
北口末廣（1:01：40）社員の中に一人一人の事情聴取をできないかといった。社員から。質問を作
ってそしたら
北口末廣（1:02：40）社長が独身の 30 過ぎの社員が―――。彼の自宅にいって家はもぬけの殻。
こういう連中はえせ同和、えせ人権。
北口末廣（1:04：00）捨て台詞をはく前に私になんといったと思います？ 彼らのおかげで一緒に
ー―――――― この暴力団の連中はどういうことをやったのか。ちょっと相談してください。
北口末廣（1:0４：38）弁護士登録しないと。企業です。あなたがひょっとして日本アイビーという会社
に採用依頼をしていませんか。顧客企業が流れた。―――――――― こういう連中に脅されて
金を払わないためには要するに暴力団と 1400 社。外郭団体の 大阪の外郭団体。1400 社のうち
部落差別調査をしている 個人情報保護条例、事業主が個人情報について不適切な取扱いをし
ている疑いがある場合、事情の説明ができる。応募者の履歴書のコピーを第三者に回すのは不適
切な扱い。
北口末廣（1:06：00）私は同和対策審議会の委員、そのとき個人情報答申会、――――それで事
情聴取のチームを２０チームを作って８６１社が身元調査を行っていた。これで就職差別を無くして
いくためにはこういう事件がおきたら何が大事か。事実認定をきっちりやる。この事実の中にどういう
差別性、どういう問題があるのか、どういう違法性があるのか、これをきっちり整理していくことが大
事。課題の整理をするだけではだめで、政策と方針が必要、そして実践していく。
北口末廣（1:09：25）採用前、採用時、そして採用後、採用前は職業安定所、職安も。そして採用
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後は労働基準法で、しかしこの問題は採用時。男女雇用機会均等法、採用時に就職差別規制法、
課題としてそういう法律を作ろう。その時に採用時に個別の法律を作る、職安法を採用時にする、１
９９８年の事件以降、職業安定法の改正に便乗する形で見事に成功。１９９９年 6 月国会通過、12
月に施行される。
北口末廣（1:11：53）公共の福祉に反しない限り、職業を自由に選択することができる、社会的身分、
門地、職業紹介。職安法を次に変えられないか、その上に求職者の個人情報の取り扱い、―――
―――――――――――――――
北口末廣（1:14：18）公共職業安定所等はその業務の目的の達成のために必要な部分だけ収集
できる。ここからは指針、求職者等の個人情報の収集、取り扱い、職業紹介事業者などは次に掲
げる個人情報を収集してはならない。イ 人種、身分、社会的身分、門地、本籍、出生地、その他
（社会的差別の原因になる事項）を収取してはならない ハ 労組・・
北口末廣（1:17：00）職業紹介事業者等とは等に何が含まれるのか。――――――――― この
北口末廣（1:18：40）私自身が部落差別をなくす、1975 年に部落地名総鑑購入事件が起きて、部
落名総鑑を買うおそらく８万円ぐらいでかっていた。企業の取締役人事部長と話し合いが持たれま
した。なぜこんな同和地区の住所しか書いてないものを買ったんですか？ ときいたんです。私は
当時２１歳。ええと思ったんです。その時に私はこういう風に思ったんです。たくさんの同和問題の
歴史、課題が書いた本はありますが、そういうものは買っていませんという。同和地区に関する研究
が書いた本は買わないで８万円の本をなぜかったんですか？ その時に同和地区出身者を排除
すると答えた。
北口末廣（1:22：12）和歌山県の同和地区出身、本人の本籍。内定通知を来なかった。しかし会社
側は把握している。ずーと封印してきた。部落差別なくす運動にかかわった同和人権問題に関わ
って、部落地名総鑑にかかわった企業 私は企業と会合があってパーティーがあった。私はそのと
き３０ぐらいだった。私の顔を覚えていて、大学で教えだしたのは 28 歳ぐらい。
北口末廣（1:24：40）実は私と同じ大学で同じ学部を卒業見込みだった。自分が排除した人が同和
地区出身だから排除した。自分の後輩を排除したから。
北口末廣（1:26：00）4 ページ。時間がないから参考資料をみてください。まず被差別部落出身、ふ
るさとを書くことを
北口末廣（1:27：40）ふるさとを告白し、そしたら被差別部落出身者からの戸籍不正入手事件も根
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絶できない。わが多くの差別に悩む被差別部落出身は大きな精神的苦痛を感じず部落出身であ
ることを告白する―― 差別を無くした時に告白できな―――――社会的に影響力がある仕事に
活発に活動している人が多数いる。
北口末廣（1:28：11）こんにちのカミングアウトがあったとしても部落解放運動は本人の意思を尊重
して公表しない。自らのカミングアウトと他人に勝手にされるアウティング、性的マイノリティの問題で
はアウティング、深刻な問題が発生している。一橋大学のロースクールである男性が友達に相談し
たら公表してしまった。
北口末廣（1:29：00）そこで 3 ページ。デジタル差別調査が可能な時代。今や Facebook のユーザ
ーになるとブラウザにトラッキングが、その人にどんな才能があるか追跡する、みなさんのスマホ、パ
ソコンで。いいねをしているか。いいねボタンも。一人で６８個を分析するとだいたい趣味嗜好、思
想信条が分かる。マサチューセッツ工科大学のアメリカの大学の研究データがツイッターの協力で
やったらそういうデータが出た。あるいは同じ表な研究をイギリスのケンブリッジ大学もやったら本人
は自分の趣味嗜好、思想信条を――――。大阪の御堂筋の本町に―――――――――― 会
員になると本町はもともとビジネス街だから住んでいる人は少ない。このフィットネスクラブはだいた
いその人たちはひと汗流して帰る。なぜ本町周辺であると分かるのか。スポーツや健康、ダイエット
に関心がある人にバナー広告をだす。
北口末廣（1:33：00）これを全部分析していくとデジタル身元調査は可能になる。いいねボタン、個
人データの収集、個人情報を知りたがる――――求人活動でも悪用される。内定を辞退する率は
何パーセント、――――――――――――
北口末廣（1:34：40）就職差別でも結構調査でも利用される可能性がある。個人データの集めれば
個人が特定できる時代。不特定多数の個人情報を重ねて特定―――――――――――。
北口末廣（1:35：30）ネット上の個人データで差別をする。どういう個人データを―― 一つの化学
物質では問題は発生しないが、交わることで有毒化する。一つ一つは問題があるけどだ――んと
破って。個人データを住所だけなら問題はない。そこに被差別部落一覧がでると。
北口末廣（1:37：00）三重県朝日町とやるだけで部落差別と――可能である時代。情報がつながる
ことで人権侵害につながる時代。ネット情報で機微情報が労働組合の加盟や本籍地、犯罪歴、こ
れらが社会差別、安易にネット上では―――同和地区出身者にとって個人情報の信頼、アウティ
ングされる―― 最後になりますけど単に身元調査は部落差別だけではなくてすべての人の問題
であるということを認識をもって頂くこと、もう少し知りたい人はレジメを読んでもらって長時間、ご清
聴ありがとうございました。
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