
１　制度創設の目的 　 【意見件数】342件

番号 主な御意見の概要 県の考え方

1
　制度ができることによって、パートナーとの関係性を周囲に説明しやすくなる当事者が増える。

2

　多くの性的マイノリティにとって、行政から自分たちの存在を認知してもらうことは、制度を利

用するしないに関わらず、社会に認められているという安心を与えられるとともに自己肯定につな

がる。

3
　既に性的マイノリティの人たちは生活を共にしており、制度ができれば、ただ幸せな人が増える

だけだ。

4
　制度を実現し、誰もがありのままで幸せに、誰もが大切な人と支え合っていける世界になるよ

う、辛い思いをしたり、不遇な目に遭ったりしている人たちに、安心と安らぎを与えてほしい。

5
　県域で制度ができることは、性的マイノリティが直面している問題への社会的理解を進める一歩

であり、法的保障のきっかけにつながる大事な一歩だと思う。

6
　制度ができることで理解が進み、「性的マイノリティ」という言葉自体がなくなるくらい当たり

前の存在になっていってほしい。

7
　制度を利用する方にはメリットであり、利用しない方には何のデメリットもない制度である。導

入しない理由がない。

8
　一人ひとりの思い、生き方、人権が尊重され、多様性が受け入れられるあたたかい社会を実現し

てほしい。

　県では、新ビジョン『富国有徳の美しい“ふじのくに”の人づくり・富づくり』後期アクション

プランで、誰もが理解し合える共生社会の実現を目指し、「ジェンダー平等と性の多様性を認め

合う環境づくり」を進めることとしており、その具体的な取組の一つとして本制度を創設しま

す。全ての人が自分らしいあり方を尊重され、安心して暮らせる県となるよう、引き続き様々な

施策に取り組んでまいります。

Ⅲ　意見区分等

Ⅳ　主な御意見の概要及び県の考え方

御意見の記載に当たり、趣旨が同じ御意見はまとめた上で、趣旨を踏まえて要約しています。

静岡県パートナーシップ宣誓制度（骨子案）に対する県民意見提出（パブリックコメント）における御意見及びそれに対する県の考え方等

Ⅰ　意見募集期間　　令和４年５月６日（金）から令和４年６月３日（金）まで

Ⅱ　意見件数等　　　意見提出のあった通数　：　242通

　　　　　　　　　　提出された意見件数　　：　541件　　　※複数項目への意見提出を可とし、項目ごとに１件の御意見として集計しました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　このため、御意見の通数と件数は一致しません。541件

件数 件数

1 制度創設の目的 342 9 交付書類 5

2 制度の基本的考え方 31 10 宣誓手続の流れ 12

3 名称 2 11 再交付等の手続 5

4 実施根拠 0 12 宣誓書受領証等を活用して宣誓者が受けられるサービス・対応 35

5 パートナーシップの定義 2 13 県内市町との連携について 14

6 証明の方法 3 14 様式案 6

7 対象者の要件 10 15 その他の意見 71

8 必要書類 3 541

項目 項目

計
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9
　県が制度を実施すれば、他県から移り住みたい人もいると思う。また、性的マイノリティにとっ

て暮らしやすい県であるとの証明になる。

10
　静岡県で暮らす人々の不安や差別を取り除く一つの要素になる。人権意識が整備され、より良い

社会の実現が維持できる。

11

　性的マイノリティの人々は、その存在を制度的に想定されていないため、様々な生活上の不利益

をこうむっている。行政が主導して県民、学校、企業等への理解を促進し、現状発生している様々

な困難を解消することは、県民全体の利益を実現する地方自治体の責務にも沿うはずだ。

12
　若い世代の性的マイノリティが地元でいきいきと生きていけるような社会の足掛かりになる制度

となるよう、長期的に改善に取り組んでほしい。

13

　性の多様性に対する理解が広がることを期待するが、制度の適用範囲を広げるためには、対象外

の人々にも多様性への理解の促進が不可欠だ。相互理解を深める講座などの機会を増やし、県民の

手や耳に届くようにしていただきたい。

14

　静岡県内の企業への制度周知が必要だ。また、子どもたちやその周囲にいる先生や保護者などに

対する「性の多様性に関する教育」も必要だろう。今後の施策の中で、広く長く丁寧に展開して

いってほしい。

15

　性的マイノリティの子どもたちの世代が良い方向に変わっていってくれるきっかけに感じる。私

たちの世代で、性的マイノリティへの偏見を捨て、一人ひとりをかけがえのない存在として尊重

し、互いに理解し合えるよう、子どもから大人まで学ぶことが大事だ。

16

　社会ではまだまだ理解が進んでおらず、中には心ない言葉をぶつけられる当事者も少なくない。

それにより、自らのセクシュアリティをオープンにできず、悩んでいる性的マイノリティも数多く

存在する。県がパートナーシップ制度を導入すれば、各市町では同様の制度は必要ないのかもしれ

ないが、住民に対する理解促進のための取組は、県だけでなく、基礎自治体である市町がむしろ積

極的に取り組んでいく必要があると考える。

　住民により近い立場にある市町が、積極的に多様な性のあり方についての理解促進に取り組む

ことは重要であると認識しております。今後も引き続き、本制度導入により市町における取組が

進むよう一層の連携を強め、様々な施策に取り組んでまいります。

17

　性的マイノリティが制度を利用することにより新たな差別や偏見を受けることがないよう、利用

できるサービスの提供機関の対応者に対する多様な性のあり方を学習する機会の提供をセットでお

願いしたい。

　本制度の開始に当たっては、積極的な広報に取り組むとともに、性の多様性に関する知識の普

及啓発や適切な情報発信に取り組んでまいります。

18 　性的マイノリティの人権は守るべきだが、公に性の多様性を認めるべきではない。

19
　男性には男性の、女性には女性の生き方や役割がある。それをないがしろにする制度は危険だ。

20
　制度の導入により、日本の伝統的な家族・婚姻制度の崩壊につながる。また、同性婚の法制化に

つながる。

21
　男性と女性が子どもを産み育てるための結婚の意義が疎かになり、少子化の加速や日本の衰退に

つながる恐れがある。

22 　子どもの教育や女性の環境に悪影響を及ぼす可能性がある。

　多様な性のあり方に関しては、様々な御意見がありますが、県は、本制度の創設をはじめ、新

ビジョン『富国有徳の美しい“ふじのくに”の人づくり・富づくり』後期アクションプランに基づ

く取組を進め、県民の皆様の理解を推進することを通じ、性的マイノリティの方々を含め、誰も

が理解し合える共生社会を実現することが重要と考えております。

　県では、新ビジョン『富国有徳の美しい“ふじのくに”の人づくり・富づくり』後期アクション

プランで、誰もが理解し合える共生社会の実現を目指し、「ジェンダー平等と性の多様性を認め

合う環境づくり」を進めることとしており、その具体的な取組の一つとして本制度を創設しま

す。全ての人が自分らしいあり方を尊重され、安心して暮らせる県となるよう、引き続き様々な

施策に取り組んでまいります。

　制度の開始後も、当事者の声を伺いながら必要に応じて制度内容の改善を図ってまいります。

また、県民や企業・団体等に対し、様々な機会を通じて、本制度の周知や多様な性に関する理解

促進に取り組んでまいります。
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23

　性的マイノリティの人々の困難は理解できるが、生活上の困りごとは、新しい制度をつくらなく

ても現行制度の中で十分に解決できていると聞いている。

　社会における多様な性への理解が進みつつある一方で、性的マイノリティの方々からは「大切

なパートナーであると証明できるものがない」、「パートナーが緊急搬送された場合、親族でな

いため家族として病状説明が受けられない可能性がある」など、パートナーシップ関係に係る生

活上の困りごとがあるとの声を伺っております。県は、制度導入により、これらの困りごとの軽

減につながると考えております。

24

　同性カップルの本音は、多少の暮らしにくさはあっても静かにひっそりと暮らしたいというもの

で、制度は不要である。性的マイノリティ当事者で「自分は差別されていない」と感じる人は少な

くないと聞いている。

25
　「パートナーシップ制度が分断を深めてしまう可能性があるので、性急に作るべきではない。」

という声を当事者から聞いている。

26
　制度導入済みの県内外の自治体において制度の利用実績が少なく、当事者から求められていない

のではないか。

27
　性的マイノリティの状況を把握することが大切だ。まずは、当事者の意見や制度を活用している

事例を調査した上で導入すべきではないか。

28 　反対意見の人もいるはずなので、一方の意見だけを聞いて制度を導入するのは良くない。

29
　実際に困っている性的マイノリティの声に耳を傾けてつくられた骨子案だと思う。当事者のこと

を分かってくれている雰囲気を感じてとても嬉しい。

30

　性的マイノリティは、社会的不利益の絶対数から言えば ごく少数でしかない。その少数者のた

めに税金を投入したり、多数派の犠牲を強いるのは、県政の意義に反する。

　県では、SDGsの「誰一人取り残さない」という理念のもと、誰もが理解し合える共生社会の

実現を目指し、「ジェンダー平等と性の多様性を認め合う環境づくり」を進めることとしてお

り、その具体的な取組の一つとして本制度を創設することといたしました。

31
　困っている人の問題を解決するには、制度をつくるよりも、個別に当人の相談に乗るような心の

ケアや解決方法の指導の方が需要が高いのではないか。

32

　制度創設によって性的マイノリティへの理解が深まるかについては甚だ疑問である。まずは県民

に対する啓発から行うべきだ。他の都道府県が導入し始めているからといって、乗り遅れないよう

に十分な議論・検討なしに導入に踏み切るのは拙速である。

33

　性自認が戸籍の性と一致しないことの証明は難しく自己申告となるため、制度が悪用される恐れ

がある。

　本制度は、同性カップルや事実婚カップルなど、戸籍上の性別、性的指向や性自認を問わず、

お互いを人生のパートナーとして認め合った二人が協力して共同生活を行うことを宣誓し、県が

その宣誓書を受領したことを証明する制度であり、個々人の性自認や性的指向を証明するもので

はございません。

　県内には、制度導入済みの市町があるものの、多くの市町では同様の制度を利用できない状況

がある中で、当事者交流会に参加された大多数の方から「本制度の導入に賛成。ぜひ進めてほし

い。」等の御意見をいただくなど、県による制度導入に対する高い期待が寄せられていることか

ら、利用者の多少に関わらず、県内のどの地域にお住まいの方も利用できるよう本制度を創設す

ることといたしました。

　なお、本制度は、制度の利用やカミングアウトを強制するものではなく、あくまで希望する

カップルに宣誓いただくものです。

　本制度の創設に当たっては、当事者交流会への参加者のほか、県内の支援団体や有識者等の意

見、県内市町制度の内容等を取り入れるとともに、本パブリックコメントによりいただいた様々

な御意見を踏まえて案を修正いたしました。制度開始後も、利用者等の意見を踏まえつつ、課題

に応じて制度改善に努めてまいります。

　本制度の対象となる同性カップルや事実婚カップルなどが抱える生活上の困難は、多様な性に

対する無理解や偏見に加え、異性愛を当たり前とする社会のルールや、社会に根強く残る固定的

な性別役割分担意識などから生じています。自身のセクシュアリティに悩み孤立する当事者への

ケアに関しては電話相談や当事者交流会を実施していますが、社会のあり方こそが当事者の困り

ごとをつくりだしている現状に鑑みると、これを解消していくためには制度の創設が必要と考

え、本制度を導入することといたしました。本制度により、当事者の存在が可視化され、ひいて

は県民への理解を促進し、多様な性のあり方を認め合い安心して暮らせる環境づくりにつながる

ものと考えております。

　県は、性の多様性に関する知識を普及し、理解を促進するための施策を実施するなど、本制度

を含め引き続き様々な施策に取り組んでまいります。
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34

　男女共同参画委員におけるパートナーシップや同性婚に対する推進派と慎重派・保守派との割合

が偏っているのではないか。

　県では、静岡県男女共同参画推進条例の規定に基づき、知事が任命する20人以内の委員で構

成する静岡県男女共同参画会議を設置しております。委員は、学識経験者、男女共同参画を推進

する団体の代表者、市町の首長、公募者など、様々な分野や立場の方々から構成され、男女共同

参画や性の多様性の推進に関する事項について審議いただいております。

35

　「生きづらさや困りごと」があるのは、カップルだけではない。制度導入により、カップルに対

するサービスが増えると独身の人との間で不平等となり問題だ。

　本制度は、法的に婚姻が認められていない同性カップルや、様々な事情により婚姻の届出をし

ない、あるいはできないカップルの気持ちを尊重し、カップルが抱える生きづらさや困りごとが

少しでも解消されるよう、誰もが人生のパートナーと協力しながら、安心して暮らせる環境づく

りを目指すものです。

　なお、生きづらさや困りごとは、カップルだけの問題ではないと認識しております。

36

　「個人が望む相手と結婚することは基本的人権。同性婚を認めないのは憲法違反」などという少

し強い言葉などを入れてもいいのではないか。また、憲法24条１項　結婚の自由の不当な侵害など

を盛り込むことはできないか。

　本制度は、婚姻制度とは別のものとして構築しております。

37
　県はパートナーシップ宣誓制度のあり方として、「当事者二人が幸せに暮らす権利を守るための

制度」を思い描いているのだということを全面的に出してほしい。

38

　「生きづらさや困りごと」が具体的に書かれており、イメージしやすかった。制度導入以降、パ

ンフレットなどを出すことがあれば、さらに困りごとの内容を掲載することで、制度の意義や婚姻

制度を使えない不自由な状況に対する理解が広まるのではないか。

39

　性的マイノリティが置かれている状況は様々だ。女性であるがゆえに、レズビアン や、トラン

ス女性が抱える特有の困難もあるということを念頭に、専門家へのヒアリングを行い、正しい認識

のもと、制度導入を進められたい。

　本制度の周知・運用を通じて、多様な性に関する県民の理解促進に向けた啓発等や民間事業者

への働きかけ等により、性的マイノリティの方々が暮らしやすい環境づくりに努めてまいりま

す。

　なお、女性であるがゆえの複合的な差別等についても視野に入れ、正しい理解を広めることに

より、誰もが理解し合える共生社会の実現を目指してまいります。

２　制度の基本的考え方 【意見件数】31件

番号 主な御意見の概要 県の考え方

1 　SDGｓの目標の多くの項目に当てはまる大事な制度だと思う。

2 　SDGｓとの関連で説明しているのが分かりやすい。

3
　「 LGBT」ではなく「SOGI」と表記したり、事実婚のカップルを含めたりするなど、多様性の

幅が広く良いと思う。

4
　性的マイノリティだけでなく事実婚等を対象とすることで、制度利用者＝性的マイノリティとな

らないのが良い。

5
　この制度では、異性カップルも対象となっていることから、全てのセクシュアリティに平等な制

度だと感じられる。

　県では、SDGsの「誰一人取り残さない」という理念のもと、誰もが理解し合える共生社会の

実現を目指し、「ジェンダー平等と性の多様性を認め合う環境づくり」を進めております。同性

カップルや事実婚をはじめ、家族のあり方が多様化している現状を踏まえ、性的マイノリティに

限らず、全ての人のSOGI（性的指向及び性自認）を尊重する立場から、宣誓を希望する二人の

戸籍上の性別、性的指向、性自認を問わない制度といたしました。

　いただいた御意見は、今後の取組の参考とさせていただきます。
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6

　県内の小さい市町が独自に制度を作ることはハードルが高いが、県が制度を導入すれば県内市町

や企業への影響力が大きく、より多くのサービス等を受けられる。

　本制度は、県内市町や当事者の要望を踏まえ、県内のどの地域にお住まいの方でも利用できる

制度といたしました。「県内の転居先での再手続が不要となる」、「受付が近所の役所から離れ

た県の窓口となることで顔見知りに宣誓の事実を知られずに済む」、「病院・企業等の理解促進

が期待される」等、広域的な制度であるメリットを生かし、市町と連携を図りながら、事業者へ

の周知・啓発を図り、一つでも多くのサービスが利用できるよう取り組んでまいります。

7
　「県内のどの地域にお住まいの方でも利用できる制度とします」とあるが、「国籍を問わず、県

内のどの地域にお住まいの方でも…」と追加すると良い。

　本制度の要件を満たしている場合には、国籍は問いません。

8
　「性自認」の注釈に「こころの性」とある。これについて、「自分で自分を捉えるときの性」な

ど、表現を検討してもらいたい。からだの性との二元論を連想されない表現のほうが良い。

 　いただいた御意見を踏まえ、「性自認」の注釈を修正することといたしました。併せて、

「性的指向」についても注釈を整理し、文言の統一を図りました。

9
　SOGIは誰もが持つ属性であることに鑑みると、「SOGIの尊重」というよりも「SOGIの多様性

の尊重」の表現の方がより適していると思う。

　いただいた御意見は、今後の取組の参考とさせていただきます。

10
　性別に「自認」はない。女性か男性かという生物学的事実があるのみだ。性別は２種類しかな

い。

11

　戸籍上男女で通常の婚姻制度が使えるカップルは、そちらを使えば良い。

３　名称 【意見件数】２件

番号 主な御意見の概要 県の考え方

1 　名称が分かりやすい。

2
　希望に応じて子の名前も記載できるので、「ファミリーシップ」という言葉も併記した方が分か

りやすい。

４　実施根拠 【意見件数】０件

５　パートナーシップの定義 【意見件数】２件

番号 主な御意見の概要 県の考え方

1

　「精神的なものでつながった二人」というイメージのカップルも多いため、「共同生活」を別の

言葉に変更するか「共同生活」という言葉を使う場合も「精神的つながり」までイメージできるよ

う解説してほしい。

　いただいた御意見は、今後の取組の参考とさせていただきます。

　性のあり方（セクシュアリティ）は、「生物学的性別（性に関する身体のつくりや身体的・生

物学的特徴など）」、「性自認（自分の性別をどう捉えているか）」、「性的指向（恋愛や性愛

がどの性別に向くか向かないか）」、「性表現（言葉づかい、服装、しぐさ等から見る社会的な

性別をどう表現しているか）」の主に４つの要素の組合せによって形づくられており、この組合

せは多様です。性に多様性があることについての県民の方々の理解を促進し、誰もが理解し合え

る共生社会の実現を目指して、引き続き様々な施策に取り組んでいまいります。

　県では、パートナーシップ関係にある二人の意思を宣誓という形で確認するため、制度名称に

ついては、「静岡県パートナーシップ宣誓制度」といたしました。
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６　証明の方法 【意見件数】３件

番号 主な御意見の概要 県の考え方

1

　法的な効力が生じるものではないが、この制度によりある程度のことが許されるとなると、第三

者の証人がいた方が良いと思う。悪用しようと考えた人がいた場合、多少なりとも抑止力となるの

ではないか。

2
　婚姻届と同様に、必要書類が揃っていれば一人でも手続ができることにしたら良いのではない

か。

７　対象者の要件 【意見件数】10件

番号 主な御意見の概要 県の考え方

1
　子のいる性的マイノリティのカップルに法的な婚姻関係が認められていない中、希望に応じて子

の名前を記載できるのはとても良い。

2
　対象者については性別を問わず、どちらも成人していること、両者がきちんとパートナーシップ

について理解をし、合意していることのみを条件とすればよいのではと思う。

3

　同性カップル以外にも対象を広げて良いのではないか。例えば、身近に親類のいないシェアハウ

ス仲間、独身主義で結婚しない者同士等々、このような相互扶助のシステムはいずれ必要になると

思う。

4

　ポリアモリー当事者も含めるべく「二人」に限らず「複数人」での宣誓を可能とすること、「双

方に配偶者がいないこと」「他の者とパートナーシップ関係にないこと」という要件を削除するこ

とを提案する。

5 　「他の者とパートナーシップの関係にないこと」とあるが、どのように確認するのか。

6
　対象者の中に、「近親者でないこと」とある。同性婚の場合は子どもができないので、趣旨、目

的からすると認めるべきではないか。

7

　婚姻制度には世代をわたって一定の幸福を維持していくために必要な最低限の内容がしっかりと

組み込まれている。しかし、パートナーシップ宣誓制度は世代をわたって一定の幸福を維持してい

こうとする視点がなく、持続可能性がない。パートナーシップ関係にある本人たちは幸せに思えて

も、将来世代や社会全体との兼ね合いを保てないから導入は見送るべきである。

８　必要書類 【意見件数】３件

番号 主な御意見の概要 県の考え方

1
　交付にあたり公正証書の提出は不要とした方が良い。 　当事者の方々の意思を尊重し、宣誓をもって二人の関係を確認し、宣誓書を受領したことを証

明することが適当と考え、公正証書の提出を求めないことといたしました。

　対象者については、様々な御意見を踏まえ、戸籍上の性別、性的指向、性自認を問わず、「お

互いを人生のパートナーとし、相互に責任を持って協力し合うことにより、共同生活を行うこと

を約束した二人」といたしました。宣誓時には「双方に配偶者がいないこと（現に婚姻していな

いこと）」、「双方が宣誓しようとする者以外の者との間にパートナーシップの関係がないこ

と」を申告していただきます。申告の内容に虚偽があった場合は、宣誓書受領証等を返還してい

ただきます。

　また、生計を一にする未成年の子がいる場合、病院での付き添いなど子に関する困りごとの軽

減にもつなげる仕組みとするため、希望に応じて、宣誓書受領証等に子の氏名及び生年月日を記

載できるようにいたします。

　なお、本制度は、婚姻制度とは別のものとして構築しております。

　宣誓に当たっては、要件確認のため戸籍抄本や住民票の写し等の公的証明書等を提出いただく

とともに、身分証明書により本人確認をすることとしております。また、パートナーシップ関係

にあるお二人の意思を確認するため、宣誓するお二人に来所のうえ宣誓いただくこととしており

ます。

　なお、本制度は、婚姻制度とは別のものとして構築しております。
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2

　通称名の使用について、性別に対する違和の有無にかかわらず、全ての人に通称名の使用を認め

ることとし、「性別違和等で特に理由のある場合は」の文言は削除したらどうか。

　いただいた御意見を取り入れ、性別違和等にかかわらず、提出書類により戸籍上の氏名に代わ

るものとして広く通称名を使用していることが確認できた場合には、通称名の使用を認めること

といたします。

3

　「双方又は一方と、子との関係性が確認できる書類」とあるが、普段生活を共にしていることが

分かるような写真を持っている場合、任意で追加提出できるようにすると、より関係性が分かりや

すいのではないかと思う。

　子との関係については、住民票の写し又は住民票記載事項証明書、戸籍抄本等により確認する

こととしております。

９　交付書類 【意見件数】５件

番号 主な御意見の概要 県の考え方

1
　記載される氏名については、戸籍上の氏名とあわせて通称名も記載できるようになると、トラン

スジェンダーにとってはより使いやすくなるので検討してほしい。

　本制度において、宣誓書受領証等への通称名の記載ができることとしております。

2 　宣誓書受領カード(携帯用)は、希望により英語標記のものも交付できるようにしてほしい。 　いただいた御意見は、今後の取組の参考とさせていただきます。

3 　希望者には、宣誓書受領カードを子どもの人数分交付してほしい。 　宣誓書受領証等は、宣誓されたカップルに交付するものです。

4

　希望すればカップルの子どもも含めることができることにより、生活上の困りごとが減少し、生

きやすさにつながると思う。どういう場面に使えるのか、子どもがいるカップルには、具体的に示

すとイメージしやすくなると思う。

　宣誓書受領証等の活用場面等については、利用者の手引き（ガイドブック）で御案内してまい

ります。

5
　宣誓書受領証等を見せることで病院や学校等で家族として扱うことができると考えると、複製の

できるものでは困る。簡単に複製できないようなものにする必要がある。

　宣誓書受領証等の作製に当たっては、容易に偽造できないように留意いたします。

10　宣誓手続の流れ 【意見件数】12件

番号 主な御意見の概要 県の考え方

1
　市の窓口では「身バレ」を気にして申請しづらいかもしれないので、県で申請を受け付けること

は良い。

2
　遠くて行けない場合もあるので、受付場所を県内３か所だけでなく市町と連携して増やしてほし

い。増やした市町でも理解が深まると思う。

3
　事前に予約をしてからでないとパートナーシップ宣誓書は提出できないのでしょうか？婚姻に県

との事前調整が必要ないことを考えるともう少し説明がほしいです。

4
　送付やメールでの手続はできないのか。宣誓者の精神的負担軽減のために今後の課題としてほし

い。

5

　月１、２日程度土日も手続できないでしょうか。平日休めない職場も多いです。この制度は病院

や公的な住宅でも使えるようになると思うので、早く申請したいと思っている人もいるのではない

でしょうか。

　受付場所について、現時点では、個人情報の適切な管理のため、県担当課職員での対応や宣誓

用個室の確保の都合上、静岡・沼津・浜松での手続としております。事前予約制及び平日対応に

ついても、同様の理由によるものです。

　また、パートナーシップ関係にあるお二人の意思を確認するため、お二人揃って来所いただき

宣誓していただくこととしております。

　なお、宣誓手続については、宣誓者の状況等を踏まえ、利用者の負担軽減につながるよう、市

町との連携も視野に入れて、引き続き検討してまいります。
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11　再交付等の手続 【意見件数】５件

番号 主な御意見の概要 県の考え方

1
　パートナーシップを解消したい時の手続がないようだ。解消した時の手続も明確にしておくべき

ではないか。

　本制度では、パートナーシップ関係が解消された場合には宣誓書受領証等を返還いただくこと

としております。

2
　パートナーシップ関係が解消されたときの手続が必要になった場合、本人の申告だけでなく、行

政側でもチェックできる仕組みづくりが必要ではないか。

　県から宣誓者に対し、パートナーシップ関係が解消された場合の手続など、各種届出漏れがな

いように年１回程度メールで御案内します。

3

　不正利用の際の罰則や罰則を規定する法律があるのかなど確認が必要だと思う。 　本制度には罰則を設けておりませんが、刑法上の罪に問われる恐れがあります。宣誓に当たっ

ては、要件確認や本人確認を提出書類により厳格に実施いたします。また、内容に疑義がある場

合は書類の追加提出を求めるなど、確認を適切に行います。

　なお、万が一、宣誓書受領証等の不正利用や変造が認められた場合には、宣誓書受領証等を返

還いただきます。

12　宣誓書受領証等を活用して宣誓者が受けられるサービス・対応 【意見件数】35件

番号 主な御意見の概要 県の考え方

1 　企業への啓蒙を行うとともに、民間サービスの拡大を働きかけてほしい。

2
　パートナーシップ宣誓受領カードがあれば、医療従事者も安心して患者さんの退院後の生活サ

ポートについて、情報を共有し、話し合うことができる。

3

　病院で受診に同行しようとしても、家族として扱ってもらえない。待合室までは付き添えるが、

診察室までは行けない。今後、救急搬送などの際に、パートナーとして付き添える、説明を受ける

ことができるのは、一つの安心となる。

4
　片方が死亡又は病気等により、出店不能となった場合に、営業の継続許可申請が可能になるよう

にしてほしい。

5 　同性カップルの出産を支援するため、体外受精等にかかる費用の補助制度をつくってほしい。

6
　災害等で被災した場合、同性カップルにも罹災証明書を交付し、自治体からの援助が得られるよ

うにしてほしい。

7
　亡くなったパートナー又は委任状を提出できないパートナーの個人情報（介護保険等に関する情

報）の開示請求をすることができるようにしてほしい。

8
　所得課税証明書・納税証明書について、同居親族と同じように申請・交付の手続ができるように

してほしい。

9 　公営住宅の入居申込みに関して、「同居親族要件を満たす」という扱いにしてほしい。

10
　人事異動への配慮や結婚休暇、扶養手当等、法律婚と同等の福利厚生が適用される制度になると

嬉しい。

11
　生活上共同で利用しているサービスの契約状況、住居の賃貸契約等に関しては、家族と見なして

情報を共有できるようにしてほしい。

　宣誓書受領証等を活用して、宣誓者が利用できる県行政サービスの検討・調整を進めてまいり

ます。市町行政サービスでも活用が進むよう、市町との調整を図ってまいります。また、各種

サービスや従業員の福利厚生サービスが進むよう、広く本制度の周知を図るとともに、民間事業

者に働きかけてまいります。
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12
　宣誓カップルに家族割を適用している民間会社を県が助成するなど、サービスを拡大するための

バックアップが欲しい。

　いただいた御意見は、今後の取組の参考とさせていただきます。

13
　サービスの提供ができる企業や病院を「見える化」してほしい。 　宣誓カップルが利用できるサービスについては、ホームページ上でお知らせしていく予定で

す。

14

　公営住宅への入居における同居親族の扱い・公立病院での病状説明等での家族同様の扱いは、新

たな制度を導入せずとも自治体の判断で行えるものであり、民間関係への働きかけも制度がなくて

も可能ではないか。

　性的マイノリティの方々からは、医療や住まいなど、安心・安全な暮らしに不可欠なサービス

利用の場面において、お二人の関係性を理解されにくい状況があるとの声を伺っております。制

度の導入により、サービス利用での対応がスムーズに行われるものと考えております。

15

　利用できるサービスが増えること等で、この制度を悪用する人も出てくるのではと危惧する。 　宣誓に当たっては、要件確認や本人確認を提出書類により厳格に実施いたします。また、内容

に疑義がある場合は書類の追加提出を求めるなど、確認を適切に行います。さらに、宣誓書受領

証等の発行後も、必要な変更等届出の案内をするなど、適切な制度運用に努めます。

　なお、本制度には罰則を設けておりませんが、万が一、宣誓書受領証等の不正利用や変造が認

められた場合には、宣誓書受領証等を返還いただきます。併せて、刑法上の罪に問われる恐れが

あります。

13　県内市町との連携について 【意見件数】14件

番号 主な御意見の概要 県の考え方

1
　今後は連携できる自治体を増やし、他の都道府県、県外市町村へ転居した際にも制度を利用でき

るようにしてほしい。

2
　既に他の自治体で宣誓している方が、本制度を利用する場合、手続を簡素化することが可能か検

討が必要だ。

3

　県内市町との連携が進んだ場合、どのようにそのことを知れば良いか。 　県が提供する行政サービスのほか、県内市町や民間事業者との連携により、制度の相互利用や

宣誓書受領証等の活用機会が拡大された場合には、順次ホームページ上でお知らせしていく予定

です。

14　様式案 【意見件数】６件

番号 主な御意見の概要 県の考え方

1

　証明カード裏面の特記事項に「＊＊は、性自認が女性である」などと書くのが可能であるならば

問題だ。

　御意見の趣旨を踏まえ、「特記事項欄には、再交付をした場合の交付年月日等を記載する。」

と分かりやすく備考欄に記載するよう案を修正いたしました。

　なお、本制度は、お互いを人生のパートナーとして認め合った二人が協力して共同生活を行う

ことを宣誓し、県が受領したことについて証明する制度であり、個人の性自認や性的指向を証明

するものではございません。

　県内外の自治体との相互利用について、導入自治体との検討・調整を行ってまいります。
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2

　ファミリーシップ制度は別途選択制の別制度ではないのか。この書式だと「宣誓書受領書に子の

氏名の記載を希望する」かどうかのみが問われているように見える。宣誓時に選択による影響等に

ついて説明がされた上で、「ファミリーシップ制度」を選択するかどうかを別途考えられる形が望

ましいと思う。

　本制度は、パートナーシップ関係に係る生活上の不便や生きづらさに加え、子育て中のカップ

ルの困りごとの軽減にもつなげるため、希望に応じて、宣誓書受領証等に子の氏名及び生年月日

を記載できるようにしております。御意見の趣旨を踏まえ、別様式により子に関する届出を行う

よう案を修正いたしました。子の取扱いに関しては、別途、利用者の手引き（ガイドブック）で

御案内するとともに宣誓時にも御説明することといたします。

3

　受領証のデザインについて、お祝いの気持ちが伝わるイラストなどが入ったデザインも選べるよ

うにしてはどうか。例えば、県内の学校を通じて、子どもたちにデザインを公募するなどはできな

いか。制度開始時には間に合わないかもしれないが、芸術でコンセプトを表現する受領証はすてき

だと思う。

　いただいた御意見は、今後の参考とさせていただきます。

4 　宣誓書受領証等に、性別や続柄を記載するのか。 　宣誓書受領証等に性別・続柄の欄は設けません。

5

　様式１の裏面に「宣誓の有無等について、利用可能な行政サービスの担当課から問合せがあった

場合の情報提供に同意します。」というチェック項目があるが、これはどのような場合を想定して

いるのか。

　宣誓カップルが利用可能な行政サービスを所管する県の担当課から、証明書受領証等の交付の

事実について照会があった際に情報提供するものです。御意見を踏まえ、より分かりやすい表現

となるよう文言を修正いたしました。

　なお、宣誓についての情報は特に秘匿性の高い個人情報であり、慎重に取り扱う必要があると

の観点から意思を確認させていただくこととしております。

15　その他の意見 【意見件数】71件

番号 主な御意見の概要 県の考え方

1
　同性婚を制度として認めないでほしい。

　弊害のあるLGBT保護法を導入するための布石になるような制度には反対だ。

2
　いつかは同性婚が認められ、異性婚との垣根が取り払われる日が一日も早く訪れることを願って

いる。全ての人に平等な社会になってほしい。

3 　夫婦別姓制度反対。

4
　これは人権の問題だ。同性婚を認めないのは性的指向に基づく差別であるという認識が広がって

いる。

5
　虐待や貧困に苦しむ子どもたち、ひとり親の支援など、パートナーシップ制度よりも優先して取

り組むべき問題が山積している。

　県は、困難な状況にある子どもやひとり親家庭の支援について重要な課題と認識しており、既

に様々な施策を展開しております。

6
　どうしてパブリックコメントに個人情報を記入しなければならないのか分からない。 　お寄せいただいた御意見等について、より詳細な内容を確認させていただくことがあるため、

情報提供事務に係る県の規程に基づき、氏名及び連絡先の記入をお願いしております。

7

　性自認を尊重すると女性のスペースが荒らされるという意見もあるようだ。しかし、多くのトラ

ンスジェンダー当事者は、周囲にトランスであることを悟られぬよう、混乱を招かぬよう、日々注

意を払っている。性自認を尊重することと、性暴力や性犯罪を防ぐことは、別の議論であることを

理解してほしい。

　本制度は、お互いを人生のパートナーとして認め合った二人が協力して共同生活を行うことを

宣誓し、県が受領したことについて証明する制度であり、個人の性自認や性的指向を証明するも

のではございません。

　一方、性自認に関しては、当事者の方々が望む性別で取り扱われないことによりストレスや苦

痛を感じられる等、社会生活の様々な場面で人権に関わる問題に直面している現状があり、県と

しても現状を踏まえながら対応してまいります。

　なお、犯罪行為については容認されるものではございません。

　本制度は、婚姻制度などの法制度とは別のものとして構築しております。
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8
　朱子学を全面的に取り入れた江戸時代、西洋法学を取り入れた明治時代以降の日本の家族制度が

日本の歴史と考えている方が多くて残念だ。

9

　この件を語る際、「差別」という言葉が多用され、理不尽な要求を通すためのツールに「差別」

という言葉が使われることがある。「差別だ」と主張すれば、何でも糾弾、断罪できるかのような

社会を作ってはならない。

10

　同性カップルに関する教育を進めてほしい。

　「カップル」＝「異性間のみ」という考え方は適切でない。県として、小学校低学年から、その

ような教育を広めてほしい。幼い時から「自分の性的対象が同性だ」という子どもに、「異常では

ないよ」というメッセージを送ることができる。

11 　友人が当事者だ。知り合いの自分にもできる活動（啓発活動）があれば知りたい。

12

　性の多様性が尊重される静岡県であるように、今後も継続して、私も自分事として学習などして

いきたい。

13
　普段の生活以上に、緊急時に不安がある。緊急時（災害など）対応マニュアルに、この制度のこ

とを明記して、配慮事項として周知してほしい。

　いただいた御意見を踏まえ、所管課と問題意識を共有し、今後の取組の参考とさせていただき

ます。

14 　同性婚ありきの教育は子どもの健全育成にマイナス面が大きい。

15

　男女平等の名のもとに、男女混合の考え方、例えば、教室で男女一緒に着替え、トイレも一緒と

いう話を聞いた。子どもたちの情を育て、男性と女性の役割をふさわしく担える大人に育てていく

教育が必要だ。

16
　昨年、５年間付き合った恋人とパートナーシップを結んだ。職場にも報告し、祝い金も個々にい

ただき、普通の結婚と同じ扱いをしてくれた。今はとても幸せに暮らしている。

　本制度の創設を通じて、県は、引き続き多様な性のあり方に対する理解を広めることにより、

誰もが理解し合える共生社会の実現を目指してまいります。

17

　先日の新聞に、同性カップルで婚姻関係が認めらないため、外国人のパートナーが一時帰国した

後、日本に帰ってこられないという記事が掲載されていた。このような不公平なことが起こらない

日本にしていきたい。

18
　できるならば社会保険や税制度に関しても、同性カップルを対象として見ていただきたい。配偶

者控除や扶養控除と同等の制度があれば、と常々思っている。

19 　外国人パートナーが配偶者として在留資格を得られないことへの対応をしてほしい。

20 　相続・親権など、民法や戸籍法などの改正をしてほしい。

　本制度は、お互いを人生のパートナーとして認め合った二人が協力して共同生活を行うことを

宣誓し、県が受領したことについて証明する制度であり、法的効果を発生させるものではござい

ません。

　多様な意見があることを踏まえ、様々な機会を捉えて、性の多様性理解促進のための広報等を

通じて、ジェンダー平等と性の多様性を認め合い、誰もが理解し合える共生社会の実現を目指し

てまいります。

　県は、講座やセミナー、居場所づくり（交流会）、相談窓口等、性の多様性に関する様々な取

組について、県内の市町や支援団体などの関係者と連携しながら進めております。これらの取組

については、県ホームページに開設した「ふじのくにレインボーページ」に一元的に掲載してお

りますので参考にしてください。

　多様な性のあり方に関しては様々な御意見がありますが、県は、誰もが理解し合える共生社会

の実現を目指し、引き続き、多様な性を認め合う環境づくりを進めてまいります。
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