
１．　意見募集の方法

募集期間：令和３年３月１日（月）～３月14日（日）

提出者数：５名

件数：19件

２．　（仮称）大井町パートナーシップ宣誓制度の創設に対するご意見の概要と町の考え方

No. 箇　所 ご意見の概要 町の考え方

1 定義・対象者

パートナーシップ宣誓制度の導入に賛成します。
制度を導入している多くの先進自治体が、対象を「双方
又はいずれか片方が性的マイノリティであること」と
し、事実婚カップルを排除していながら、制度導入の理
念の中に、「多様性」や「すべての人」等の言葉を用い
ていることに疑問を感じていました。生きづらさを抱え
るのは、性的マイノリティだけではありません。貴町の
場合は、事実婚カップルも対象に含まれている点が、素
晴らしいと思います。
ただ、これから制度を導入しようとしている自治体の中
には、例えば、「2者」という文言も削除し、ポリアモ
リー(複数愛)も対象とすべきではないか、あるいは、東
日本大震災被災者の方々で、大切な家族を亡くされた
方々も対象とすべきではないか等の議論をする自治体も
見られます。
制度導入をし、証明書を発行して終わりではなく、制度
導入後も、制度の狭間で生きづらさを抱える人はいない
かどうか、町民の皆様に寄り添い続け、問題があれば制
度を改善することが、この制度を導入する上で大切なこ
とだと思います。制度を利用したいが、対象とならな
かったことにより、生きづらさを深めてしまう人が生ま
れることは、あってはなりません。

2 定義・対象者

そもそもスタートの時点で、同性・異性などを問う必要
がないと言う意味で、性別には言及せずに「２人の関
係」とされているという理解で良いのでしょうか。
「パートナー」という言葉にもいろいろな意味があると
思いますが、このような「多様性」という視点からする
と、「３人以上の複数者」による関係性などもないとは
言い切れないと思いますが、そのような場合はどうなる
のでしょうか。

3 対象者

制度の創設には賛成です。
大井町でこのような制度が創設されることに大きな意義
があると期待しています。
しかしながら、資料の下記箇所について違和感を覚えま
した。
【対象者】
(2) （中略）一方が町内に住所を有し、他方が３か月以
内に町内への転入を予定していること。

男女のカップルの場合は必ずしも同居が条件とはなって
いません。例えば一人が単身赴任などの場合でも、夫婦
関係は継続されます。今回の宣言でも、同様にしない理
由は何でしょうか。

4 対象者

他市町の制度を見てみますと、同町内に住むことを条件
としているところは多くありましたが、同居まで書かれ
ているところは珍しいように感じました。通念として、
結婚している人たちの多くは同居していますが、中には
別々の場所で暮らしていたり、単身赴任で他県へ行って
いたりと、あり方はさまざまだと思います。性的マイノ
リティの方であれば、関係性を隠すためなどの理由で同
居に踏み切れない場合も考えられるため、同居要件を設
けることで利用しづらいと感じる方も出るのではないか
と思いました。

5 対象者

法的な婚姻関係の場合、夫婦の一方が仕事の都合で単身
赴任という場合もあります。この場合、住民登録と婚姻
関係は別に考えられますが、パートナーシップ宣誓制度
の場合は、制度上一旦解消する形になるのでしょうか。

6 対象者

家族のあり方が変化してきている中で、同じ町内に住ま
ないカップルも存在するのではないかと思います。全国
的にも課題として挙がってきているようなので、これか
ら制度を導入する大井町は内容的にもより先進的な方向
に、思い切って踏み出してはどうかと思います。

本制度は、町の内部規定である要綱により規定すること
から、多くの先進自治体と同様に、対象者は住民に限定
するものとしております。
なお、本制度の内容については、創設後も、社会情勢の
変化や運用における課題などに対応し、より当事者の実
情に即した制度となるよう検討していきたいと考えてお
ります。

（仮称）大井町パートナーシップ宣誓制度の創設に対するご意見の概要と町の考え方

本制度では、パートナーシップを「互いを人生のパート
ナーとして、同居し、共同生活において経済的、物理的
かつ精神的に相互に協力し合うことを約した対等な２人
の関係」と定義しており、性的マイノリティの方に限ら
ず、様々な事情により、婚姻制度を利用できずに、悩み
や生きづらさを抱えているカップルを対象としておりま
す。
事実婚についても、性的マイノリティの方と同様に、周
囲からの理解が得られないことなどによる生きづらさを
抱えており、公的に認められることで社会的承認が得ら
れやすくなるというメリットが期待されます。
本制度の創設により、一人ひとりの町民がお互いに人権
を尊重し、多様性を認め合い、誰もがその人らしく暮ら
すことのできる地域社会の実現をめざしていきます。
なお、現状において、生きづらさを抱えながらも、その
存在について社会的な認知を得つつある性的マイノリ
ティや事実婚の方を対象とした２者間のパートナーシッ
プを本制度における定義とし、ポリアモリー（複数愛）
については対象外としております。しかし、定義や対象
者の範囲を含め、本制度の内容については、ご意見のと
おり、創設後も、社会情勢の変化や運用における課題な
どに対応し、より当事者の実情に即した制度となるよう
検討していきたいと考えております。

同居を要件としていない自治体においても、多くはパー
トナーシップを「共同生活において経済的、物理的かつ
精神的に相互に協力し合うことを約した２人の関係」の
ように定義しております。本町では、この関係性を確認
するために、同居しているか、同居の約束をしているこ
とを要件に追加しております。
また、本制度において、パートナーシップを夫婦と同等
の関係として捉えており、婚姻制度を利用できる男女の
カップルの場合でも、民法第752条により「夫婦は同居
し、互いに協力し扶助しなければならない。」と規定さ
れていることからも、同居要件を設けることは、特段の
制限を課すものではないと考えております。
なお、ご意見のありました、パートナーシップを継続し
ており、一方が転勤、親族の看護・介護その他やむを得
ない事情により、一時的に町外に異動する場合について
は、例外として対象者に含めるものとし、受領証等の返
還も求めないものと考えております。
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No. 箇　所 ご意見の概要 町の考え方

7 対象者
「宣誓をしようとする者以外の者とのパートナーシップ
がないこと」とは、どうやって確認できるのでしょう
か。本人申請が判断基準となるのでしょうか。

「宣誓をしようとする者以外の者とパートナーシップに
ないこと」は、本人の申し出により判断することになり
ます。
なお、「現に婚姻していないこと」は、戸籍抄本または
独身証明書を提出していただき、判断することになりま
す。

8 受領証の返還

「町長は、受領証等が返還されたとき、または返還され
たとみなしたときは、受領証等の交付番号（受領証ごと
に付与された番号をいう。）を公表することがありま
す。」とあるが、この一文の意味が掴めませんでした。
公表するとは、どういうことなのか。

制度利用者から受領証等の提示を受けた方が、その有効
性を容易に確認できるようにすること、また自主的に返
還しなかった方による不適切な利用を妨げることを目的
に、町ホームページ上に、返還されたまたは返還された
とみなした受領証等の交付番号を公表するものです。
本制度では宣誓した時点で受領証等を交付することか
ら、特に宣誓から時間が経過した場合には、現状の有効
性に疑義が生じる可能性があるため、交付番号の公表
は、制度利用者の利便性の向上につながるものと考えて
おります。

9
期待される効
果

「法的な権利や義務の付与はありませんが、制度の導入
によって差別や偏見の解消、生きづらさや困りごとを軽
減し、暮らしやすさの保障につながります。」とある
が、保障につながります。と、断定する表現ではなく、
期待できるとしたほうがよいのではないでしょうか。

ご指摘の箇所については、語尾が「～期待できる」と
なっていないものの、「期待される効果」の項目である
ことから、断定する意図はありません。
なお、本資料は、制度の創設に係る意見募集のための資
料であることから、修正はいたしませんが、表現の方法
については、今後の参考とさせていただきます。

10
期待される効
果

新聞の記事には、「公営住宅への入居も可能となる 」
と書かれています。
創設についてには、期待される効果は明記されています
が、宣誓することによって可能になることがもう少し分
かるとこれなら申請してみようと思われる方が増えるの
ではと思いました。

パートナーシップ宣誓制度を創設している多くの自治体
において、制度利用者を公営住宅の入居対象としてお
り、また県営住宅においても所在する自治体に制度があ
れば入居対象となることから、ご指摘の新聞記事は、一
般的な制度説明として記載されたものと認識しておりま
す。
なお、町営住宅の入居要件については、現在、検討中と
なっておりますが、今後、制度利用の手引き等を作成
し、利用可能な行政サービスがあれば、掲載したいと考
えております。

11
その他
(通称名の使
用)

「通称名を使用する場合は、宣誓時に通称名を日常的に
使用していることが分かる書類（社員証等）の写しをご
提出ください。」とあるが、書類の例えが、もう少し詳
細にあると良いのではと思います。宅配伝票、手紙、Ｔ
カード等々。

ご意見を参考に、本制度の創設にあたっては、制度利用
の手引き等を作成し、社員証以外の具体例も示していき
ます。

12
その他
(通称名の使
用)

「通称名」のイメージがわきません。「通称名」という
と、住民基本台帳法施行令の規定による外国人住民が使
用する「通称名」を思い浮かべます。それとは異なるの
だろうとは思うのですが、「通称名」の範囲についてど
こまでを想定されているのでしょうか。

ご意見のとおり、本制度における通称名は、住民基本台
帳法施行令で規定される通称名とは異なり、性別違和や
性同一性障害により、身体的な性と性自認が一致してい
ない方が、戸籍上の名前と異なる名前（＝通称名）を使
用する場合を想定しております。
近年では、通称名の使用を認めている大学や企業も増え
ていることから、社会生活上日常的に通称名を使用して
いることが客観的に明らかになる資料を提出する場合に
は、宣誓書受領証等の表面に通称名を、裏面に戸籍上の
氏名を記載するものとします。

13
その他
（啓発活動）

こうした制度がある町だから、移り住もう。そんな風に
思ってもらえることも、この先あると思います。そんな
とき、町に理解が広まって、当事者の方を温かく迎えて
あげられたらと願います。そのためには、制度導入後の
啓発活動は欠かせないものと思います。
啓発活動として、講演会と上映会を行う自治体があると
聞きました。講演会は、よくあることですし、なかなか
一般の興味のない方に足を運んでもらうのは難しい側面
があるように思います。上映会は、多くの方の入り口に
なりやすいものと考えます。南足柄市と合同の記念上映
会などを企画するのはいかがでしょうか。
このような方々の生き方は、本当に多様であり、気にか
けて日々活動している者でも想像も及ばない生き方をさ
れている方もおられます。知っていることと、知らない
でいることでは、天と地ほどの差があるように感じま
す。私たちの無知が、当事者を知らず知らずのうちに排
除に向かわせている場合があります。そういう意味で
も、興味をお持ちでない方にも、広くこの制度を届ける
ための啓発が必要ではないでしょうか。

ご意見のとおり、多くの方に性的マイノリティの方々に
ついての理解を深めていただくことが、本制度の普及や
誰もがその人らしく暮らすことのできる地域社会の実現
に向けて重要であります。
このため、本町では令和３年度に講演会の開催を検討し
ています。なお、予算には限りがあることから、同じ
テーマについての講演会等を複数回開催することは困難
であるため、上映会については令和４年度以降の検討課
題とさせていただきます。
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No. 箇　所 ご意見の概要 町の考え方

14
その他
（啓発活動）

制度導入の年だけでなく、講演会・映画・パネルディス
カッション・展示会・広報など、さまざまな啓発活動が
継続して行われると良いのではないかと思います。また
学校教育の中でも取り上げられるよう、ぜひ教育総務課
とも連携して頂きたいです。

15
その他
（啓発活動）

「制度の導入によって差別や偏見の解消、生きづらさや
困りごとを軽減し、暮らしやすさの保障につながりま
す。」とありますが、マジョリティへの十分な周知・理
解があってこその部分もあります。正直、性的マイノリ
ティも含め、比較的高齢の方には理解が進みにくいので
はないかとの思いもあります。そこで、啓発の面から、
「人権施策推進指針」を策定する必要があると思いま
す。
また、「人口の３〜５％は性的マイノリティであると推
定」とのことから、「差別や偏見の解消」の観点から、
教育現場（小学校・中学校）において、具体的にどのよ
うに周知・啓発を行う考えでしょうか。

16
その他
（啓発活動）

庁舎にレインボーフラッグを置くことで、色鮮やかな旗
は飾るだけで目を引くので、これは何？と町民が関心を
持つきっかけになるのではないかと思います。

レインボーフラッグは、性的マイノリティの尊厳と社会
運動のシンボルとして使用されており、他自治体におい
て性の多様性を尊重していることを示す手段として掲示
されてる例があると承知しております。大井町において
も、今後、担当課の窓口に掲示することを検討いたしま
す。

17
その他
（自治体間連
携）

南足柄市との連携、大変すばらしいと思います。今後は
近隣自治体や県内の自治体とも連携・相互利用が進むよ
う、期待しております。また連携自治体の一覧も、今後
できてくると良いなと思いました。

自治体間連携は利用者の負担軽減につながることから、
制度創設後も、近隣自治体等の動向を注視し、連携の拡
大を図っていきたいと考えております。

18
その他
（制度の導
入）

足柄上郡地区では初の取組で、町としては県内２例目と
のことであり、町長公約にもなかったように思えます
が、急遽、制度創設に至った背景は何ですか。
対象人数の多寡で図るものではありませんが、自治会、
担い手不足、協働など、町民全般に関わる課題が山積す
る中で、個別課題への対処が先行する切迫した理由がわ
かりません。
性的マイノリティやLGBTQ＋にもつながってくる記述も
ありますが、少子高齢化社会を迎え、高齢者の人権、障
がい者の人権、子どもの人権など、人権全般についての
町民理解、周知啓発が必要不可欠だと思います。
もっと根幹たる「人権」について、全体的・体系的なも
のとして「人権施策推進指針」を策定されていない場合
は、早急に策定する必要があると思います。

本町では、公約に関わらず、総合計画に基づき、町民一
人ひとりの人権が尊重される「平等な社会の形成」に向
けて、事業に取り組んでおります。
その一環として、性的マイノリティの方々をはじめ、
様々な事情により、婚姻制度を利用できずに、悩みや生
きづらさを抱えているカップルの関係性を公に認める
「パートナーシップ宣誓制度」を創設し、多様性を認
め、誰もがその人らしく暮らすことのできる地域社会の
実現をめざしていきます。
なお、本町では、人権施策推進指針を策定しておりませ
んが、総合計画の中で平等な社会の形成や共生社会の実
現に向けた方針を示しており、それぞれの分野で人権施
策に取り組んでおります。

19
その他
（SDGsの理解
促進）

第６次総合計画もそうですが、この（仮称）大井町パー
トナーシップ宣誓制度についてもSDGｓとの関係を掲げ
られています。しかしながら、住民全体としてSDGｓの
十分な理解がされているとは言えない状況にあるように
思います。人権施策推進指針もそうですが、まずはベー
スとなる部分をしっかりと固めた上で個別施策を展開し
てほしいと思います。SDGｓについては、町広報では、
一時、特集もありましたが、広報紙は一過性の要素も強
いと思いますので、町ホームページにSDGsのページを設
けていただけないでしょうか。

ご意見のとおり、町ホームページ上でSDGsのページを作
成して周知する方法もありますが、SDGsは、複雑化・多
様化する社会的課題の解決に向けた包括的な取組である
ため、具体的な活動内容や自分事としてのイメージが湧
きにくいことから、町では、第６次総合計画や個別事業
において、事業とSDGｓの関連付けを行うことで、SDGｓ
につながる行動の促進に取り組んでいます。
今後も、それぞれの事業を通して、SDGsの理解促進に取
り組んでまいります。

※「(仮称)大井町パートナーシップ宣誓制度の創設について」における該当箇所については、ご意見の内容に応じて記載しています。

ご意見のとおり、多くの方に性的マイノリティについて
の理解を深めていただくことが、本制度の普及にあたっ
て重要であります。令和４年度以降も、教育委員会との
連携を含め、様々な方法を検討し、継続して啓発活動に
取り組むことで、多様性を認め、誰もがその人らしく暮
らすことのできる地域社会の実現をめざしていきます。
なお、本町では、人権施策推進指針を策定しておりませ
んが、総合計画の施策別計画に「平等な社会の形成」を
掲げ、町民一人ひとりの人権が尊重される差別を許さな
い社会に向けて事業を実施しており、また、男女が互い
にその人権を尊重し、性別にかかわりなく個性と能力を
発揮することができる社会を実現するため、男女共同参
画プランを策定しております。
性的マイノリティの人権尊重については、現状として明
確に位置づけていないことから、令和３年度に見直し予
定の男女共同参画プランに項目を設け、周知に取り組ん
でいきたいと考えております。
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