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多様性を尊重するまちづくり 

性的マイノリティについて 
 

 

 

性のあり方が、多くの人に比べて少数派の人達のことを性的マイノリティといいます。 

性には「生物学的性」「性自認」「性的指向」の要素があり、それぞれの要素が複雑に

関係し、同性愛者（レズビアン、ゲイ）、両性愛者（バイセクシュアル）、性別越境者

（トランスジェンダー、性同一性障害、性別違和）など多様な性のあり方があります。 

性的マイノリティは、レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダーの頭

文字をとって、LGBT と言われることがあります。 

 

 

 

 性的マイノリティというものの、実は希少ではなく、社会の総人口の 5％

程度、日本では 200万人～500万人が該当すると言われています。 

2015年電通ダイバーシティラボが行った調査では 7.6%が LGBT にあ

たり、これは 13人に 1人が当事者であるということになります。 

伊賀市にあてはめてみると、5,000～7,000 人の市民が当事者

ではないかと考えられます。 

 

 

 

性的指向とは、恋愛感情や性的関心が主にどの性別に向いているかを示すもので、

自分で選択するものではありません。同性愛は治療すべき疾病でも、精神疾患で

もありません。 

性自認とは、「自分は女である」「自分は男である」など、その人が自らをどの性別であ

ると認識しているかを示すもので、生物学的性と性自認が異なる場合に「性別違和」と

なります。性自認が男でも女でもない場合、両方である場合などもあります。精神医学

において、性別違和そのものは精神疾患ではないとされています。また、医学的に

も性自認は治療によって変更可能なものではありません。 

  

 

 

当事者は、社会の中での偏見や無理解から差別を受け、また、受けること

を恐れて自らが性的マイノリティであるとカミングアウトができない状況です。 

実生活の面でも、婚姻、雇用、住宅入居、社会保障、教育などに関して、多

くの困難や問題を抱えています。そのため、当事者の自傷行為や自殺願望

の割合は非常に高いものとなっています。 

今、まさに、性の多様性に関する理解の促進が求められています。 

ＬＧＢＴって？ 

ＬＧＢＴの人はどのくらいいるの？ 

ＬＧＢＴは治療できないの？ 

ＬＧＢＴ当事者の抱える不安や生きづらさ 
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国際的な人権保障の流れとしては、1980 年代以降に、性的マイノリティに関する議論が

行われてきました。欧州や米国など数多くの国では、同性婚や同性パートナーシップ制

度が導入されています。 

2008 年には、国連自由権規約人権委員会から日本政府に対して、「差別を禁止する

事由に性的指向が含まれるように法律を改正することを検討し、未婚の異性の同棲カップル

と同性の同棲カップルが平等に扱われることを確保すべきである。」等の勧告がなされました。 

 国内では自治体単位の動きとして、大阪市淀川区の「ＬＧＢＴ支援宣言」や、渋谷

区の「パートナーシップ証明書交付」など、徐々にＬＧＢＴ支援が広がっています。 

 

■国の動き 

・性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律（Ｈ15法務省） 

・性同一性障害に係る児童生徒に対するきめ細かな対応の実施等について（Ｈ27文科省） 

・自殺総合対策大綱の見直し（Ｈ24内閣府） 

・人権に関する法律（法務省、厚労省） 

人権教育及び人権啓発の推進に関する法律（Ｈ12） 

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（Ｈ25） 

■本市のこれまでの取り組み 

・人権啓発パネル作成・展示（Ｈ26年度） 

・市民講演会開催（Ｈ27.12.6） 

・性的マイノリティ当事者ヒアリング（Ｈ26～27年度） 

 

 

 

すべての人が個人として、性別にとらわれず、性の多様性が認められ、自分らしく生き生きと豊かで充実し

た生活をおくることができるまちづくりに向け、性的マイノリティ支援検討プロジェクトチームにおいて、性

的マイノリティ支援施策・事業等の具体的な取り組みを進めています。 

 

当事者ヒアリング等による課題の抽出と取組の方向 ※現行法制度の中で、市裁量で可能な取組を検討 

・生活の場における課題 ··········· 住まいの確保、地域の中での理解 

・雇用・就労の場における課題 ···· 採用に至らないケース→貧困、労働条件 

・健康・医療における課題 ········· 医療・福祉関係者の理解 

・教育の場における課題 ··········· 教育関係者の理解、子ども（本人・親・友人等）の理解 

・社会保障における課題 ·········· 遺族年金の受給資格等 

 

同性カップルのパートナーシップ宣誓書の受領  

・Ｈ28.4.1から宣誓書の受領証を交付 

・当事者の「認知してほしい」「理解してほしい」という思いを受け止める 

・受領証の活用方法を検討 

現在のＬＧＢＴ支援の流れ 

本市のＬＧＢＴ支援の今後の方向性 

受領証 
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多様性を尊重するまちづくり 

性的マイノリティに係る課題と具体的取り組みについて 
 

性的マイノリティをとりまくこのような状況を踏まえ、市として早急に取組むべき

人権課題であると認識し、これまでも当事者からのヒアリングや啓発講演会

を実施してきました。また、庁内会議において、生活、雇用、福祉、医療、教育など様々な場面で問題を抽

出し、現在の法制度のもとで実施可能な課題解決のための施策を検討し、総合政策会議を経て取組みの

内容をまとめました。 

 
 
 

■行政職員の理解 

 □認知してほしい □申請書類の性別欄 □公共施設のトイレ表示 

■地域活動関係者の理解 

 □住んでいる地域での目 

■住まいの確保 

 □公営住宅の入居資格 □民間住宅入居制限 

■当事者の自己否定 

 □自傷行為 □自殺願望が高い 

 

取組方法 取組の目標及び内容 時 期 担当課 

啓 発 

■行政職員研修■ 

各所属 2名（所属長含む）を対象に LGBT研修会を実施（「差

別解消法」研修と同時開催） 

2月 人権政策・男女共同参画課 

※障がい福祉課と共催 

■啓発ツール作成■ 

ALLY周知用レインボーシール・フラッグ等を市役所窓口に設置 

～4月 人権政策・男女共同参画課 

■職員研修■ 

研修会開催、GW を使った職員向け啓発 

4月～ 人権政策・男女共同参画課 

人事課 

■市民向け啓発■ 

一般市民・自治協・市民活動者等を対象に講演会・研修会を開

催、広報「いが市」・パンフレット等で発信 

4月～ 人権政策・男女共同参画課 

 

課題への

対応 

■パートナーシップ宣誓に係る制度施行■ 

4月 1日号広報「いが市」に制度スタートの記事掲載 

宣誓書受取・受領書交付の受付開始 

4月 1日 人権政策・男女共同参画課 

 

■相談事業の実施、窓口の設置■ 

相談は人権政策・男女共同参画課 

専門機関との連携を検討 

4月～ 人権政策・男女共同参画課 

市民生活課 

地域包括支援センター 

■性別欄廃止の検討■ 

各種申請書類、アンケート等に不要な性別欄がないか精査し、廃

止を検討 

4月～ 住民課 ほか 

■トイレ等の表示の工夫■ 

公共施設のトイレ表示（みんなのトイレ等）の工夫 

4月～ 管財課 

資料 3-1 

課題の発生場面 生活の場 

取り組みの趣旨 
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■市営住宅入居条件運用■ 

入居資格の親族要件の運用に、パートナーシップ受領書を活用する 

4月１日 建築住宅課 

■宅建業界への理解促進■ 

民間賃貸住宅の入居について、宅建業界の理解促進 

4月～ 都市計画課 

■自殺・自傷行為防止■ 

自殺・自傷行為防止の啓発活動の取り組み対象の中に、性的マイ

ノリティを追加 

4月～ 健康推進課 

 
 
 

■採用・労働条件における不平等 

 □採用試験で落とされる 

■就労場面における上司・仲間の理解 

 □トイレ・更衣室などの配慮 

 □偏見によるハラスメント 

 

取組方法 取組の目標及び内容 時 期 担当課 

啓 発 

■一般企業事業主・社員等への啓発■ 

伊賀市人権学習企業等連絡会での情報共有、啓発 

2月 

 

商工労働課 

■一般企業事業主・社員等への啓発■ 4月～ 商工労働課 

 

■医療・福祉関係者の理解・対応 

 □手術同意書へサイン 

 □病状説明 

 □病室の意向 

■治療（ホルモン注射等）の対応 

 □地元に対応してくれる医療機関を 

  

取組方法 取組の目標及び内容 時 期 担当課 

啓 発 

■研修・啓発■ 

医療機関従事者、福祉関係機関従事者、民生児童委員等を対

象に講演会・研修会実施、広報・啓発ツールでの発信 

4月～ 人権政策・男女共同参画課 

 

課題への

対応 

■市民病院の手続き運用■ 

手術の同意・病状説明時の運用に、パートナーシップ受領書を活用

する 

4月１日 上野総合市民病院 

医療事務課 

■治療（ホルモン注射等）の対応■ 

専門部署で導入に関する検討をする 

4月～ 上野総合市民病院 

■民間病院の手続き運用の検討依頼■ 

手術同意・病状説明の手続き運用について、医師会等へ検討を依

頼する 

4月～ 医療福祉政策課 

課題の発生場面 雇用・就労 

課題の発生場面 健康・医療 
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■教育関係者の理解 

 □当事者から相談されたときの先生の対応 

 □授業内容 

 □制服の強制 

 □トイレ・更衣室などの配慮 

■児童・生徒の理解 

 □いじめられる 

 □差別的な発言 

■当事者の自己否定 

 □自傷行為 

 □自殺願望が高い 

  

取組方法 取組の目標及び内容 時 期 担当課 

啓 発 

■教員への啓発■ 

啓発リーフレット（県人権センター作成）の活用 

3月 学校教育課 

■啓発・研修■ 

教員向け研修会開催（8/5 に実施予定） 

授業用副読本の作成・活用 

４月～ 学校教育課 

課題への

対応 

■相談窓口■ 4月～ 学校教育課 

■トイレ等の表示の工夫■ 

学校のトイレ・更衣室などの表示（みんなのトイレ等）の工夫 

4月～ 学校教育課 

教育総務課 

■自殺・自傷行為防止■ 

自殺・自傷行為防止の啓発活動の取り組み対象の中に、性的マイ

ノリティを追加 

4月～ 学校教育課 

 

■国民年金制度における被保険者の資格 

■遺族年金の受給権 

■生命保険金の受取条件 

 □連帯保証人、保険金の受取人になれない 

  

取組方法 取組の目標及び内容 時 期 担当課 

※国や民間による制度のため、中・長期的に取り組む 

 

課題の発生場面 教育の場 

課題の発生場面 社会保障・金融 



伊賀市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱（案） 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、伊賀市総合計画に掲げる「あらゆる差別を許さず、互いの人権を尊重するまち

づくり」をめざし、市民一人ひとりの人権が大切にされ、多様性を認め合い、誰もが自分らしく暮

らせる社会をめざし、同性カップルがその自由な意思により行うパートナーシップの宣誓の取扱い

について必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において「同性カップル」とは、互いをその人生のパートナーとして、生活を共に

している、又は共にすることを約した同性の２人の者をいう。 

２  この要綱において「パートナーシップの宣誓」とは、同性カップルであることを市長に対して宣

誓することをいう。 

（パートナーシップの宣誓をしようとする同性カップルの要件） 

第３条 パートナーシップの宣誓（以下「宣誓」という。）をしようとする同性カップルは、次の各号

のいずれにも該当するものとする。 

 ⑴ 双方が２０歳以上かつ独身であること。 

 ⑵ 双方が市内に住所を有している、又は一方が市内に住所を有し、かつ、他の一方が市内への転

入を予定していること。 

 （宣誓の方法） 

第４条 宣誓は、宣誓をしようとする同性カップルが、市職員の面前においてパートナーシップ宣誓

書（様式第１号。以下「宣誓書」という。）に自ら記入し、当該市職員に提出することにより行うも

のとする。 

２ 宣誓書には、同性カップルの住民票及び独身証明書を添付しなければならない。 

３ 宣誓しようとする同性カップルは、宣誓する日程等について事前に市と調整するものとする。 

４ 宣誓書の受領は、市長が指定する場所において行うものとする。 

５ 同性カップルの一方又は双方が宣誓書に自ら記入することができないときは、当該同性カップル

の立会いのもとで、他の者に代書させることができるものとする。 

 （受領証等の交付） 

第５条 市長は、受領した宣誓書、添付書類等を確認し、適切であると認められるときは、当該同性

カップルに対し、パートナーシップ宣誓書受領証（様式第２号）に宣誓書の写しを添えて交付する

ものとする。 

 （同性カップルの解消） 

第６条 宣誓をした同性カップルの一方又は双方が市外に転出したとき、若しくは同性カップルが解

消されたときは、当事者の一方又は双方は、パートナーシップ解消届（様式第３号）にパートナー

シップ宣誓書受領証を添付し市長に提出しなければならない。 

（委任） 

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この告示は、平成２８年４月１日から施行する。 

資料2 



様式第１号（第４条関係） 

 

 

 

パートナーシップ宣誓書 

 

 

 

私たち       と       は、「伊賀市パートナーシ

ップの宣誓の取扱いに関する要綱」に基づき、互いをその人生

のパートナーとすることを宣誓し、署名いたします。 
 

 

 

 

 

年  月  日 
 

 
 

 
  

(住所)  

(氏名)  

(住所)  

(氏名)  

収受印 



様式第２号（第５条関係） 

 

 

パートナーシップ宣誓書受領証 

 

ここにおふたりが、「伊賀市パートナーシップの宣誓の取扱い

に関する要綱」に基づき、｢パートナーシップの宣誓｣をされた

ことを証します。 

これからの人生をお互いに支えあい歩まれる、おふたりのご

多幸を願います。 

 

市は、伊賀市総合計画の基本構想のなかで、3つの基本政策の

ひとつに「人・地域づくり」を掲げ、あらゆる差別を許さず、

互いの人権を尊重するまちづくりを目指しています。 

 

また、伊賀市人権施策総合計画では、性的マイノリティの人

びとに対する偏見や差別意識をなくしていくよう、人権課題と

して認識を深め、対応していくことをうたっています。 

 

今後とも、おふたりが伊賀市でいきいきと活躍されることを

期待いたします。 

 

           様 

 

           様 

 

 

年   月   日 

 

伊賀市長   岡 本   栄  （ 署 名 ） 
 
 



様式第３号（第６条関係） 

 

 

パートナーシップ解消届 

 

 

 

平成  年  月  日付けで行いましたパートナーシ

ップの宣誓について、パートナーシップ解消届を提出しま

す。 

 

解消理由 

 

１ 伊賀市から転出 

２ パートナーシップの解消 

 

 
 

年  月  日 
 

 
 

 
 

 

 

(住所)  

(氏名)  

(住所)  

(氏名)  

収受印 



会長 人権生活環境部長 大橋　久和

副会長 健康福祉部次長兼こども家庭課長 田中　満

総務部 人事課長 入本　理

企画振興部 総合政策課長 風隼　徳彰

健康福祉部 地域包括支援センター 横尾　智子

健康福祉部 健康推進課長 中井　芳子

産業振興部 商工労働課長 東　弘久

建設部 建築住宅課長 川瀬　正司

上野総合市民病院 医療事務課長 中出　光美

教育委員会事務局 校区再編推進監兼教育総務課長 宮崎　寿

教育委員会事務局 学校教育課長 中浦　基之

人権生活環境部 住民課長 南　朋子

人権生活環境部 市民生活課長 月井　敦子

（事務局）

　人権政策・男女共同参画課長 田中　克典

人権政策・男女共同参画課副参事 岡澤　勝彦

人権政策・男女共同参画課主幹 岩野　敬子

人権政策・男女共同参画課主任 西村　澄子

性的マイノリティ支援検討プロジェクトチーム名簿


