


別紙１ 
 

⑴  日時 令和元年１０月２９日（火） 午前１０時から午前１１時３０分まで  
⑵  対応者  

大阪府市堺市   
 市民人権局 人権企画調整課長  黒田 一未 

同    人権企画調整課主査 鹿野 和良    
堺市議会事務局総務課長     蛭田 良英    
同  事務局         瀧本 卓也 

 ⑶ 調査項目 
  ・制度導入の経緯 
  ・制度の概要 
  ・制度導入による効果 
  ・制度導入に関する議会との協議等について 
  ・制度導入の過程で困難だったことについて 
  ・性的少数者の人権課題に対するその他の取組みについて 
  ・今後の課題について 
 ⑷ 調査の経過 
   堺市役所本館１０階の議会会議室にて、堺市議会事務局蛭田総務課長及び岩田委員

長のあいさつの後、黒田人権企画調整課長及び鹿野主査より堺市のパートナーシップ

宣誓制度について説明を受けた上で質疑応答を行った。その後、議場の見学を行った。 
 ⑸ 調査の結果 
   誰もがありのままに自分らしくくらせるまちをめざす取組みとして、お互いを人生

のパートナーとし、日常生活において相互に協力し合うことを宣誓した性的マイノリ

ティの方に対して、市がパートナーシップ宣誓書受領証を交付する制度を平成３１年

４月１日から開始している。宣誓により、市立病院での面会や手術の同意、家賃補助

制度で夫婦として取扱う等の取組みを併せて行っている。また、職員に向けてガイド

ラインを作成し、全庁的に理解促進にも努めている。９月末時点で９件の宣誓実績。 
    
 
 
 
 
 
 
 
  
    担当者より説明を受ける               議場を見学する 
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市民建設常任委員会視察研修  所感 

 委員名 岩田 秀樹  

 （堺市議会） 
 平成 31 年 4 月 1 日より、「パートナーシップ宣誓制度」を開始した堺市の取り組

みを学び、三豊市が来年から実施しようとする場合の課題について学ぶことを目的と

しています。 
 
 【取組内容は下記の内容である】 
 ○制度の概要、対象者については、三豊市とほぼ同じである。 
 ○宣誓書受領証を活用できる取り組みは、 
・市立医療センターで面会や手術時の同意を患者が求めることができる。 
・泉北ニュータウンでの家賃補助「泉北ニュータウン住まいアシスト補助」を若者夫

婦世帯と同等に扱う。 
・市職員の特別休暇「結婚、介護、介護時間、短期介護、忌引」休暇の取り扱いを配

偶者との関係に準ずる。 
 ○根拠規定 
 ・堺市平和と人権を尊重するまちづくり条例 
 前文形式をとり、基本的人権の由来、人権課題が存在していることを記述 
 市民は人権課題解決のため行動し、発信する「国際平和人権都市・堺」実現に務め

ることを決意し条例を制定とある。 
 ・堺市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱 
 
【感想】 
「堺市」と「三豊市」の条例を比較すると、 
・基本的人権の由来を憲法や世界人権宣言に基づく共通の理念と示している。 
・差別の内容は具体的に示さず、「今なお、私たちの社会においては、人種、民族、

国籍、信条、性別、社会的身分、門地又は障害があること等による人権に関する多く

の課題が存在し、さらに紛争や貧困などにより、子どもや女性をはじめ多くの人々の

生命や身体が危険にさらされ続けている国や地域が地球上には数多く存在してい

る。」と記述している。 
・堺市の条例を参考に「三豊市人権擁護条例（改正案）」ももう少し、理念を示す条

例に見直してほしい。 
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市民建設常任委員会視察研修  所感 

 委員名 三宅 静雄  

堺市パートナーシップ宣誓制度についての説明がありました。 
１ 開始年月日 

平成３１年４月１日 
２ 制度の概要. 

誰もがありのままに自分らしく暮らせるまちをめざす取組として、お互いを人生

のパートナーとし、日常生活において相互に協力し合うことを宣誓した性的マイノ

リテイの方に対して、市が宣誓書受領証を交付する制度。 , 
３ 根拠規定 

堺市平和と人権を尊重するまちづくり条例 
堺市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱 

４ 宣誓の対象者 
・その一方または双方が性的マイノリテイの方 
・ともに成年者であること 
・いずれか一方が堺市内に住所を有するか又は転入予定 
・ともに配偶者がなく、当該当事者以外の人とパートナーシップの関係にないこと 
・婚姻をすることができない近親者（養親子関係を除く）の関係にないこと 

５ 宣誓書受領証を活用できる取組 
・堺市立総合医療センターで、宣誓書受領証を持ったパートナーの面会や手術の同

意を患者が病院に求めることができる。 
・堺市南部に位置する市街地である泉北ニュータウンでの家賃補助「泉北ニュータ

ウン住まいアシスト補助」について、若年夫婦世帯と同等に取り扱う。 
・本市職員の特別休暇制度「結婚休暇、介護休暇、介護時間、短期介護休暇、忌引

休暇」における休暇の取扱いを配偶者との関係に準じたものとする。 
６ 宣誓件数 

９件（令和元年９月末現在） 
 

【所感】 
 宣誓の際には、事前に電話でお互いの合う日時を決めて話が出来る部屋を用意し、

プライバシーに配慮するとのこと。 
説明を受けた限り、その他には懸念するような点はなかったことから、三豊市も現

在の案で進めていけば良いと考える。 
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市民建設常任委員会視察研修  所感 

 委員名 横山 強  

令和元年１０月２９日 市民建設常任委員会視察について 
 
令和元年１０月２９日、市民建設常任委員会全員と、事務局から関副主任、詫間議

長・人権課長他１名で大阪府堺市パートナーシッブ宣誓制度の取り組みを視察した。 
 
堺市の取り組みは、平成３１年４月１日開始したそうである。 
 
取り組みとした経緯は別紙の通り、 

 
（１）バートナ~シップ宣智制度を、堺市の担当者による説明とした取り組みについ

ては、実施後、今現在９組が申請した。 
 
（２）申請する希望者は、全員各組とも別室で相談及び担当者の説明後、堺市パート

ナーシップ宣誓書受領証はＡ４タイプとカードと２種類あり、一切の手続き終了

後に、担当者から受け取り、Ａ４タイプの宣誓書受領証は持ち帰って自室に額に

入れて飾っているとの説明を受けた。 
 
（３）バートナーシップ宣誓書受領証を申請した９組の方は、氏名を公表をしたくな

いそうである。 
 
（４）宣誓書受領証を取得した方に対する、活用できる取り組みは、堺市の職員の扱

いとしているが、堺市と民間との協議事項としてないので有効かどうか疑問点が

伺えた。 
 
（５）今回、三豊市市民建設常任委員会から、視察研修した感想では、堺市が、パー

トナーシッブ宣誓制度は受ける側の自己満足度を示すに過ぎない制度であって

実際に相談数の低さは、今後の三豊市政が取り組むことに意義があるのか？と思

う研修であった。 
 
 

令和元年１０月３１日 
三豊市議会議員 市民建設常任委員会 横山 強 
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市民建設常任委員会視察研修  所感 

 委員名 川北 善伴  

堺市パートナーシップ宣誓制度について 
 
堺市においては、元々「堺市平和と人権を尊重するまちづくり条例」があった。 
その中でお互いを人生のパートナーとし、日常生活において相互に協力し会うこと

を宣誓した性的マイノリティの方に対して市が宣誓書を交付する。また条例を制定す

るのには時間がかかるので要項で定めている。 
平成３１年３月より受付をし、平成３１年４月１日より開始。それまでは声として

なかったが、事前予約とし、別室での対応としてからは９件の申し込みがあった。 
 

宣誓の対象者 
・その一方または双方が性的マイノリティの方 
・ともに成年者であること 
・いずれか一方が堺市内に住所を有するか又は転入予定。（確認はしていない） 
・ともに配偶者がなく、当該当事者以外の人とパートナーシップの関係にないこと 
・婚姻をすることができない近親者（獲親子関係をのぞく）の関係にないこと 
 

宣誓書受領証を活用できる取り組み 
・堺市立総合医療センターで、宣誓書受領証を持ったパートナーの面会や手術の同意

を患者が病院に求めることが出来る。 
・堺市南部に位置する市街地である泉北ニュータウンでの家賃補助「泉北ニュータウ

ン住まいアシスト補助」について、若者夫婦世帯と同等に取り扱う。 
・本市職員の特別休暇制度「結婚休暇、介護休暇、介護時間短期介護休暇、忌引休暇」

における休暇の取り扱いを配偶者との関係に準じたものとする。 
 

今後 
・職員向けのガイドラインを作っている。 
・職員もなかなか理解できていない。 
 

費用 
・カードを作る数万円程度。 
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市民建設常任委員会視察研修  所感 

 委員名 坂口 晃一  

 
堺市パートナーシップ宣誓制度について 

 
（所感） 
 
１．人口８３万人の大都市の人生の多様性の時代、権利と義務は平等である。 
 
１．本人の自由と権利を尊重しつつ、社会、個人、子どもたちの理解を得る責任を持

つべきである。 
 
１．今後拡大する国際化、外国人の受け入れ強化も制度上の問題が複雑化する心配が

ある。 
 
１．行政の対応のむつかしさを感じた。 
  ・特に役所職員の対応 
  ・個人情報等の問題 
  ・今後の希望者の増加は？ 
 
１．社会構造の変化、教育、医療、地区等々の問題点の対応は？ 
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市民建設常任委員会視察研修  所感 

 委員名 田中 達也  

大阪府堺市パートナーシップ宣誓制度 
対応者：市民人権局 人権企画調整課 黒田・鹿野 

 
概要 
前市長のマニフェストにもあり、人権尊重の街を掲げているため、取り組みを開始。 
平成 31 年 4 月 1 日 パートナーシップ宣誓制度 開始 
  
宣誓の対象者 
•一方、又は双方が性的マイノリティ 
•共に成年者 
•いずれか一方が堺市に住所を有するか又は転入予定 
•共に配偶者がなく、当該当事者以外の人とパートナーシップの関係にないこと 
•婚姻をすることができない近親者（養親子関係を除く）の関係にないこと。 
  
宣誓件数 9 件（令和元年 9 月末現在） 
  
手続の概要 
•提出後の処理に約 40 分待ち時間 
•カード型の受領書発行 
•A4 サイズの受領書発行 
  
受領証を活用できる取り組み 
•堺市総合医療センターで面会や手術の同意を求めることができる。 
※民間の病院が同様に取り上げる事例は今のところない 
•泉北ニュータンでの家賃補助を若年夫婦世帯と同等に。 
※市営住宅は制度が活用できるようにはできていない。 
•市職員の特別休暇制度を配偶者との関係に準じたものとする。 
※堺市から民間企業へ、宣誓者を婚姻同様な取り扱いを求める動きは行っていな

い。 
  
制度導入までの流れ 
•平成 29 年度から、他市の情報を収集 
•平成 30 年度から動き始める。（大阪市他、実施中の自治体を視察） 
•要綱を作成することを議会に説明。 
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制度導入過程での困難 
•当事者団体がないため、要望が上がってこず、需要があるかどうかがわからなか

った。 
•反対はなかった。 
  
制度導入による効果 
•性の多様性に対する理解をより深めることができた。 
•実際に宣誓する方がいたことによって、当事者が身近な存在であることが分かり

やすくなった。 
•当事者からのアンケートで、心の支えになったと回答。 
  
性的少数者の人権課題に対するその他の取り組み 
•啓発活動 

o LGBT を題材にした映画上映会 
o 理解促進のためのパネル作成（人権啓発イベントで掲示） 
o カードを作成・配布 

•職員研修 
o 当事者の生の声を聞く機会 
o 性的マイノリティの方に対する職員向けガイドライン（作成中） 

•相談事業 
o 人権相談ダイヤル 
o 毎月第 4 水曜日 弁護士による相談 

•その他 
o 学校図書室に関連図書 
o 採用試験申込書の性別欄廃止 

  
今後の課題 
他に何か取り組めることがないかを検討 
  

質疑応答 
•大阪市は半年早く導入 120 組の宣誓 
•精度を維持する費用（ほとんどかからない） 

o カードを作るのに数万円（初年度に数百枚） 
o リーフレット 数万円 

•理解度（年齢層による）は？  
o 職員の中でも理解が進んでいるとは考えていない。 
o 高齢の方からおかしいんじゃないかという意見が 2 件。 
o 高校生は、グループ研究でテーマを取り上げ、逆になぜ認められないのかを

指摘されるケースも 
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•書類の性別欄 
o 統計上必要な部分もあるため、検討が必要 

•他の人権課題との調整は？ 
o 特に課題は上がってこなかった。 

•事前予約を求めている。 
o 予約時に別室対応を希望される場合は、人目に触れない状況を確保している。 

•要綱とした理由は？ 
o 条例制定は時間を要する。 
o 支援のありようは変化しているため、要綱の方が柔軟性がある。 
o あらゆる人権問題を扱う理念条例が既にあった。 

  
所感 
パートナー制度は、法の後ろ盾がないことから、直接的なメリットを感じにくい。 
そのため、導入している自治体においても、当事者の心の問題に対するフォローと、

マジョリティに対する啓発が成果というところにとどまっているようである。 
メリットが薄いことを理由に導入を疑問視する声もあるが、前述の成果が、大きな

支出を伴わず実施で来ていることは十分に評価できる。 
実質的なメリットは制度実施後、継続して強化を図れば良い。 
以上のことから、三豊市での制度導入についても積極的に進めていくべきと考え

る。 
職員も含め、年齢層が高いほど理解が進まない現実が有ることから、足元を固める

意味での関係者に対する啓発も重要と考える。 
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市民建設常任委員会視察研修  所感 

 委員名 近藤 武  

堺市 LGBT の取り組みについての所感報告 
 
同性パートナーシップについて大阪府堺市に伺った。 
 
面積は約 150 平方キロ、人口 829,000 千人の大都市である、「堺市パートナーシッ

プ」は今年四月一日施行した。職員の黒田氏と鹿野氏に説明をしていただいた。 
 
趣旨は、誰もがありのままに自分らしく暮らせるまちをめざす取組として、お互い

を人生のパートナーとし、日常生活において相互に協力し合うことを宣誓した性的マ

イノリティの方に対して、市が宣誓書受領証を交付する制度 
 
対象者の要件として一方又は双方が性的マイノリティの方で、以下の要件を満たし

ていることが必要 
1.双方が成年者 
2.少なくとも一方が市内在住か転入予定 
3.双方に配偶者や他のパートナーがいない 
4.婚姻をすることができない近親者（養親子関係を除く）でない 
 
パートナーシップの宣誓は、予約した日時にパートナーと二人で来庁し、希望に応

じて個室で対応職員立会いのもと、宣誓書に記入との事 
 
パートナーシップ宣誓制度を活用できる取組 

・泉北ニュータウン住まいアシスト補助、泉北ニュータウン外から泉北ニュータウン

内の賃貸住宅に転入した若年夫婦・子育て世帯を対象に家賃の一部を補助 
・申込者本人とパートナーが堺市パートナーシップ宣誓書受領証を持っている世帯に

ついても、若年夫婦世帯と同様に取り扱い 
・堺市立総合医療センターでは、宣誓書受領証を持ったパートナーの面会や手術同意

を、患者が病院に求めることができる。 
 
要件で、その一方がまたは双方が性的マイノリティの方について、その文言がある

必要性との問いに、片方が普通の方もおられる場合があるとのことや、宣誓を個室で

している事について当事者の希望なのか？について、9 件とも当事者の希望であり宣

誓している事を公にはしたく無い思いがあるとのこと。まだ社会的に誹謗、抽象の目

が気になるのかもしれない。 
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今回の堺市の研修で気付いたことは、性的少数者の方々がまだまだ一般には受け入

れられていない状況も存在するため公にしたくない、できない状況もあるということ

を学んだ。パートナーシップ導入で宣誓された方のある種、心のつっかかりは取れた

と考えるが、一般の方々全てにおいて受け入れられるのはまだまだ課題があることを

学んだ研修であった。 

 


