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はじめに 

 

オリンピック憲章のオリンピズムの根本原則には、このオリンピック憲章に定める権利および

自由は、「性的指向」などの理由による「いかなる種類の差別も受けることなく、確実に享受さ

れなければならない。」と明記され、国際的に性の多様性についての理解や制度整備が進められ

ています。 

しかし、依然として、ＬＧＢＴＱの多くが、悩みや生きづらさを抱え、自殺の危険性が高い状

況にあるのが現状です。 

民間リサーチ会社の令和２（2020）年12月の調査によると、自らの性に違和感がある、同性に

対して愛情を感じる等と回答した人は8.9％と報告されています。これは左利きやＡＢ型の割合

とほぼ同じであり、周りに公言していないだけでＬＧＢＴＱは身近にいるといえます。私たち職

員及び教職員等は、相手がＬＧＢＴＱかもしれない前提で区民等と接する必要があります。 

 

東京都は、いかなる種類の差別も許されないという、オリンピック憲章にうたわれる人権尊重

の理念が広く都民等に一層浸透した都市となることを目的として、平成30（2018）年10月に「東

京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例」を制定しました。この

条例の理念を踏まえて、令和４（2022）年６月に条例改正により、「東京都パートナーシップ宣

誓制度」の実施を定めました。 

 

千代田区では、令和４（2022）年３月に策定した「第６次千代田区ジェンダー平等推進行動計

画」に「ＬＧＢＴｓに対する施策*」を課題の一つとして加えています。 

令和４（2022）年11月には多様な性に関する都民の理解を推進するとともに、人生のパートナ

ーとして歩むＬＧＢＴ等の二人の生活上の困りごとを軽減するなど、暮らしやすい環境づくりに

つなげるため「東京都パートナーシップ宣誓制度」の運用が開始されました。千代田区でも、サ

ービス事業等に都制度の受理証明書等を利用できるように取り組んでいます。 

 

こうした背景を踏まえ、本区の職員及び教職員等がＬＧＢＴＱについて正しく理解し、ＬＧＢ

ＴＱであることによって生ずる困りごとの解消や軽減に向けて必要な対応を行うために「職員ハ

ンドブック」を作成しました。 

なお、ハンドブックの内容は、社会状況の変化等を踏まえて適宜見直しを行う予定です。 
 

より良い公共サービスの提供やまちづくりのために、是非、本ハンドブックをご活用ください。 

 

 

 

 
*「第６次千代田区ジェンダー平等推進行動計画」内では「ＬＧＢＴｓ」という総称を使用していますが、

昨今の社会的な認知度を踏まえ、当ハンドブックでは「ＬＧＢＴＱ」に統一しています。 
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１．正しい知識を身に付ける 

   性のあり方は多様であり、一人ひとりの人権に関わることです。正しい知識を持ち、ＬＧＢ

ＴＱ当事者の存在や悩みに気づくこと、理解を深めることが大切です。本ハンドブックをＬ

ＧＢＴＱについて知るきっかけとしてください。 

 

２．性のあり方は多様であることに配慮した言動をする 

   ＬＧＢＴＱ当事者は「いない」のではなく、「本人が言えない・言わない」「見えていない」

だけかもしれません。性自認や性的指向等について面白がって話すようなことをしない、性

別を決めつけない等、性のあり方が多様であることに配慮した言動をしましょう。 

 

３．カミングアウトや相談を受けた場合は、真摯に受け止め、アウティン

グ（暴露）は絶対にしない 

   カミングアウトや相談を受けた場合は、からかったり、ごまかしたり、無視したりせず、相

手の気持ちに寄り添って話を聞き、本人の思いを受け止めることが大切です。また、プライ

バシーに配慮するとともに、周囲との情報共有が必要な場合は必ず本人の同意を取りましょ

う。本人の了承なく周囲に伝えること（アウティング）は絶対にしてはいけません。 

 

４．担当業務において、ＬＧＢＴＱ当事者が困難を感じることはないか、

どのような配慮や対応ができるか考える 

   日常の業務や、災害時対応等、ＬＧＢＴＱ当事者が困難や不都合を感じることはないか、

それらにどう対応できるか、各自が担当する業務について考え、情報を共有しましょう。 

   例えば、窓口等にレインボーグッズを設置して、視覚的にＬＧＢＴＱ当事者への理解があ

ることを示すと来庁するＬＧＢＴＱ当事者も安心できます。 

  

ＬＧＢＴＱについて知り、行動するための 

職員としての心得 
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Ⅰ 基 礎 知 識 
 

１ 性を構成する要素 

性のあり方（セクシュアリティ、もしくはジェンダー・セクシュアリティ）は、

主に５つの要素で成り立っています。各要素自体が多様であり、その組み合わせ

も多様であるため、一人ひとりの性のあり方はグラデーションといわれています。 

 

  ① 性自認（こころの性） 

性自認は、自らをどのような性として認識するのか・しないのか、いわゆる「ここ

ろの性」を言います。生まれた時に割り当てられた性（戸籍上の性）に違和感をもつ

人もいますが、違和感をもったとしても戸籍変更や医療を必要とするかは人それぞれ

です。 

 

  ② 性的指向（好きになる性） 

性的指向は、どのような性を恋愛や性愛の対象とするか・しないのか、いわゆる「好

きになる性」を言います。同性、異性、女性・男性両方、いずれの性にも向かない場合

などがあります。 性的指向は生来備わっているものであり、後に形成される性的嗜好

とは別のものです。 

 

  ③ 性表現（表現する性） 

言葉遣い・服装・振る舞いなど、外部に表現する自分の性を「性表現（表現する性）」

と言います。性自認と混同されがちですが、必ずしも性自認と性表現が一致するとは

限りません。 

 

   ④ からだの性（身体的性別） 

からだの性は、身体的特徴からある程度客観的に判断される性別を言います。多く

の場合は戸籍上の性と一致しますが、一致しない場合もあります。 
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  ⑤ 戸籍上の性（法的性別） 

戸籍または住民票に記載されている性別を言います。現在では一定の要件を満たせ

ば変更できます。 

 

 

 

◆下の４項目のライン、それぞれどの位置に○をつけるか考えてみてください。 

 

 

①性自認（こころの性） 

女                                   男 

 

②性的指向（好きになる性） 

女                                   男  

 

③性表現（表現する性） 

女                                  男 

 

④からだの性（身体的性別） 

女                                  男 

 

 

 

 

人によって○をつける位置には差があります。その個々の差が「性の多様性」であ

り、本来誰もが「多様な性」を生きています。 
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２ ＬＧＢＴＱとは 

    性のあり方（セクシュアリティ）は多様で一人ひとりが持つものですが、代表

的な性のあり方が非典型な方の頭文字をとった、「ＬＧＢＴ」あるいは「ＬＧＢ

ＴＱ」という言葉が、総称としてよく使用されています。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ＬＧＢＴＱは「病気」や「障害」ではありません。ＷＨＯ（世界保健機関）や日本精神

神経学会は、同性愛を治療対象から除外しています。性同一性障害*についても、ＷＨＯ

で「精神障害」の分類から除外されました。 

  *性同一性障害とは：「からだの性」と「こころの性」に不一致を感じ、社会生活を送ることに

大きな苦痛や困難が生じている状態の人たちにつけられる医学的診断名です。 

 

このような呼称は、性の多様性への理解を深め、困難を抱える当事者たちの支援だけで

なく、社会の仕組みを見直すために必要な場合があります。ただし、本人が自身の「性の

あり方」についてどう感じているかが大事であり、一人ひとりの「性のあり方」を尊重す

ることが重要です。 

L esbian（レズビアン）   

G ay（ゲイ）   

B isexual（バイセクシュアル）   

T ransgender（トランスジェンダー） 

女性として、女性を 

恋愛・性愛の対象とする人 

 

男性として、男性を 

恋愛・性愛の対象とする人 

恋愛・性愛の対象を、 

男性・女性両方とする人 

出生時に割り当てられた性別と 

自身の認識する性が異なる人 

Ｑuestioning（クエスチョニング） 
性自認や性的指向が定まって 

いない、あるいは意図的に 

決めていない人 

性的指向 

性自認 

性自認 

性的指向 

Ｑueer（クィア） 
性のあり方がどの属性にも属しない、

または包括的なものと考える人 
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３ ＳＯＧＩ（ソジ・ソギ）とは 

     性的指向（Sexual Orientation）と性自認（Gender Identity）の頭文字をとった言

葉です。ＳＯＧＩはＬＧＢＴＱ当事者だけでなく、「どの性別を好きになるのか／なら

ないのか」「自分自身をどういう性と認識しているのか／いないのか」という、すべて

の人が持つ性的属性を指しています。 

  

  

 ４ カミングアウトとアウティング 

① カミングアウト 

自分のセクシュアリティを人に話すことを「カミングアウト」と言います。ＬＧＢＴＱ

当事者であれば全員がカミングアウトしたい・しなければならない、ということはありま

せん。カミングアウトに伴うメリット・デメリットを比較し、カミングアウトしないとい

う決断をする人もいます。カミングアウトをするかどうかは、本人次第です。カミングア

ウトの範囲は「親しい人にだけ話している」「職場では話していない」「社会生活上はオ

ープンにしているが、家族には話していない」など一人ひとり違います。「どの範囲の人

にまでカミングアウトをするか」という線引きのことをゾーニングといい、当事者は自身

の中でゾーニングをしながらカミングアウトの範囲をコントロールしています。 

カミングアウトを受けた場合、笑ったり、ちゃかしたり、無視したりせず、相手の気持

ちに寄り添って話を聞いてください。そして、本人が困っていることや気を使って欲しい

ことがあるかどうかを確認することも大切です。 

  

② アウティング 

当事者本人の了承を得ずに、第三者にその人の性的指向や性自認等の秘密を暴露するこ

とをアウティングといいます。セクシュアリティは大切な個人情報であり、アウティング

はプライバシーの侵害です。たとえ善意であったとしても、本人の同意なく第三者に伝え

ることは絶対にやめましょう。 

 また、令和２（2020）年６月１日（中小企業は令和４（2022）年４月１日より適用）

に施行された改正労働施策総合推進法（パワハラ防止法）では、「アウティング」を社内

規定で禁止することが義務付けられています。 
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性自認・性的指向に関するいじめの標的は、「男らしさ」「女らしさ」等の「らしさ」

のものさしによって決められ、見かけや憶測に基づいて起こることが少なくありま

せん。 

「ランドセルの色」や「授業科目の振り分け」がはっきりと「男女」で分かれてい

た時代に比べれば、性別に関係なく色々な物を選択できる世の中になってきていま

す。しかし「意識」はどうでしょうか。 

例えば「女子力」といった言葉の中には「女性は家事や気遣いができなくては」と

いった「女らしさ」のイメージが含まれています。「男性は重い荷物を持てて当然」

といった「男らしさ」のイメージもあります。 

社会の中に根付いている「性別による固定的な役割意識」に気づき、それに苦しむ

人がいることを知る必要があります。 

性別による「役割」ではなく「その人らしさ」「その人が出来る事・やりたい事」

を大切にしていくことが、ＬＧＢＴＱのみならず、誰もが自分らしく生きることがで

きる社会につながります。 

コラム：性別による固定的な役割意識 

 ５ ＬＧＢＴＱ当事者に関する理解・支援の可視化  

～Ａｌｌｙ（アライ）～ 

     ＬＧＢＴＱ当事者が見えにくいように、理解・支援する存在も見えにくいもので

す。ＬＧＢＴＱ当事者が、少しでも安心して相談・利用できる存在・場所であるこ

とを可視化することが重要です。 

    「Ａｌｌｙ（アライ＝支援者）」とは、ＬＧＢＴＱ当事者も生きやすい社会を望む人の

ことであり、６色の虹（レインボー）は性のグラデーションを示す世界共通のＬＧＢＴ

モチーフです。レインボーグッズを身に付けたり、窓口等に設置することにより、アラ

イであることを表明すると、来庁するＬＧＢＴＱ当事者も安心できます。 
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【参考】性のあり方を表す用語等 

ＬＧＢＴは性自認や性的指向の一部であり、実際はこの言葉に集約できないほど、性のあ

り方は多様です。ＬＧＢＴＱやＳＯＧＩ以外にも様々な性のあり方を表す言葉があります。 

用 語 意 味 

ヘテロセクシュアル 異性愛者（女性として男性を恋愛・性愛の対象とする人，男

性として女性を恋愛・性愛の対象とする人） 

「ヘテロ」と略して、使用されることがある。 

パンセクシュアル 性的関心・恋愛感情が性別を問わず向く人 

アセクシュアル／ 

アロマンティック 
性的関心・恋愛感情が誰にも向かない人 

エックスジェンダー／

ノンバイナリー 

自分の性を、女性・男性いずれか一方の枠にあてはめづらい

人 

シスジェンダー からだの性が自認する性と同じ人 

トランス男性 からだの性が女性で、こころの性が男性の人 

ＦｔＭ
エフティーエム

（Female to Male）とも言う。 

トランス女性 からだの性が男性で、こころの性が女性の人 

ＭｔＦ
エムティーエフ

（Male to Female）とも言う。 
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 ６ ＬＧＢＴＱ当事者が社会で直面する困難 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校 
◆小学校の教室内で、ホモやオカマという言葉が日常的に笑いの対象になっ

ており、自分のセクシュアリティがバレたら生きていけないと思った。 

◆性的指向について、教員や同級生がおかしいものと話したり、「うちの学校

にはいない」と言われたりして、何も言い返すことができなかった。 

◆他の人に身体を見られる心配や、他の人の身体が目に入る罪悪感から、学

校の更衣室やトイレが使いづらかった。 

◆親から「一時の気の迷いだから精神科へ行け」「同性愛は治療できる」と

いわれ、病院に強制的に入院させられた。 

◆カミングアウトをしたところ、家族の中で自分の存在を無視された。 

◆家族の中で「異性愛以外は認めない」「不自然」「気持ち悪い」「うちの家族

にはいない」などの差別的発言が繰り返されたため、メンタルヘルスを悪

化させてしまった。 

家 

就職・ 

仕事場 

◆トランスジェンダーであることを伝えたら内定を取り消された。 

◆子どもの性的指向や性自認のあり方が職場に広まり、「育て方が悪い」「親

の人間性を疑う」「親も当事者では」などあらぬ噂が広がり、ハラスメン

トとして申し立てたが取り扱ってもらえなかった。 

◆取引先との商談や飲み会の席で、信頼して打ち明けていた上司に「こいつ

ゲイなんですよ」とアウティングされた。 
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※「一般社団法人 性的指向及び性自認等により困難を抱えている当事者等に対する法整備のため

の全国連合会」による「性的指向および性自認を理由とするわたしたちが社会で直面する困難

の リスト（第３版）」より抜粋 

医療 
◆婦人科など性別に特化した病院を利用しようと思ったが、戸籍の性別が異

なるため、受診がためらわれた。 

◆救急車を呼んだ時に性同一性障害であること理由に「どう対応したらいい

かわからない」と言われ、搬送されるまでに時間がかかってしまった。 

◆認知症・意識不明状態のパートナーが入院したが、病院・医師から安否情

報の提供や治療内容の説明を受けられず、面会もできなかった。 

不動産 
◆パートナーと二人の名義で住居を借りようとしたところ、ルームシェアが

可能な物件にしか入居できなかった。 

◆住居を借りる際、住民票の性別記載が外見と異なることを理由に、大家か

ら断られた。 

地域 
◆子どもが性自認や性的指向の困難を周囲に嘲笑され、本人だけでなく家族

全体が居住している地域から孤立してしまった。 

◆避難所に届いた支援物資が、登録されている性別ごとに配付されたため、

性自認にもとづく肌着や衣服などを入手することができなかった。 
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Ⅱ 区民に対する配慮・対応 

職員一人ひとりが公務に従事する際には、ジェンダー平等や人権尊重の観点から「性の多

様性への配慮」が求められます。当事者ごとに自身の性に対する思いの強さや悩みは様々で

あり、対応方法は１つではないことから、事務を行う際には、相手の意向を汲むコミュニケ

ーションが大切です。 

区職員として、普段からＬＧＢＴＱに関して理解を深め、どのような対応が求められるか、

所管事業においてどのような配慮や対応ができるかを考えましょう。 

また、指定管理者や委託事業者等、行政サービスに関与する者に対しても、ＬＧＢＴＱに

関する知識を持ち、人権侵害となるような行動をとらないよう周知や指導に努めましょう。 

 

１ 窓口業務や相談サービス等における配慮・対応 

 ① 本人確認 

身分証明書（保険証、免許証、住民票や戸籍又は全部（個人）事項証明、マイナンバーカー

ド等）をもとに本人確認を行う場合、「必要以上に書類と本人を見比べる」「性別に固執し

た確認をする」などは避けましょう。また、一連の手続きで他の窓口につなぐ場合は、多重

確認をしないように工夫しましょう。 

   専門的な相談が必要な場合は、相談先につないでください。（相談先一覧 P.28） 

   対応例 

   ・書類の確認は、性別が周りにわからないよう氏名は口にせずに、書類の指差し等で行う。

（「この書類でお間違いはありませんか」「こちらでよろしいですか」等） 

・窓口で呼び出す場合、番号等で対応することが望ましいが、やむを得ず氏名を呼ぶ場合

には、名字だけにする等周囲に性別が判明しないよう注意する。多くある名字の場合は、

フルネームで呼ぶことにあらかじめ了承を取る、どのように呼ぶか確認しておく等の工

夫が必要。 

・性別の確認に固執することなく、生年月日や住所等、他の方法で確認する。 

   ・電話対応時は、性別が相手の周りにいる人に伝わることのないよう注意する。 

 

 ２ 家族や同伴者の呼び方 

サービスの申請時等に、生活状況や家庭環境等についてたずねるときは、パートナーが

異性であるとは限らないことを踏まえて質問します。サービスの提供に必要な範囲を超え

て詮索することは、プライバシーの侵害となる可能性がありますので、注意する必要があ

ります。 
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    言い換えの例 

・夫、妻、ご主人、旦那様、奥様 ⇒ 配偶者、パートナー、お連れ合い 

・お父さん、お母さん ⇒ 保護者、ご家族 

・ご友人 ⇒ （同性パートナー等の可能性があるため）ご同伴の方、お連れ様 

※異性のパートナーであることが分かっている場合は、「夫」「妻」の使用は問題ありません

が、ジェンダー平等の視点から「旦那様」「奥様」は、対等関係ではない言葉であるため使

用しないようにしましょう。 

 

 ３ 区民に関わる書類等の性別欄について 

区では、平成15（2003）年より申請書類等の性別欄についての見直しを行い、必要の

ない性別欄については削除しています。提出を求める書類（申請書、アンケート、入力フ

ォームなど）についても、性別欄の必要性について検討し、不必要な場合は性別欄の廃止

や、自由記載形式にする等見直しをしましょう。 

ただし、統計や政策立案、業務遂行上、性別のデータが必要な場合もあります。むやみ

に性別欄を削除しないよう、注意をしてください。 

なお、「性別を答えない」との回答であっても要配慮個人情報に該当します。 

      

 ４ 性別・性役割を問わないサービスの提供 

性的指向・性自認に関わらず、性別役割分担意識に基づいた対応は避けましょう。（子

どもに関する話は女性・母親にのみ行う、家族における意思決定の確認は男性・父親にの

み行う、ＤＶの相談を最初から男女間と想定する等） 

また、外見容姿・身分証明書等から確認できる性別と、本人の自認する性別に齟齬が生

じた場合に、サービス提供を拒否することがないよう、自認する性別を尊重したサービス

提供について検討しましょう。 

あわせて、夫婦や親族だけでなく、同性カップル等も利用できるようサービスの提供要

件を見直すことも必要です。 

 

 ５ 施設・設備の利用 

トイレ・更衣室など、戸籍の性別と異なる設備の使用を希望する申出があった場合、本

人の意思をなるべく尊重し、どのような対応が可能か、また他の利用者との調整も含めて、

必要な調整や話し合いを行います。 
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なお、多目的トイレの設置・活用は有効ですが、その利用をすすめる場合は、本人の意

思を確認しましょう。 

施設・設備の更新時に、どのような性別でも利用可能な個室等の設置についても検討し

ましょう。 

    対応例 

・職員が付き添って性自認に応じたトイレ利用を案内する、他の利用者がいる場合は理

解を求める等の対応を行う。（区委託事業者において対応事例あり） 

・スポーツ大会等の催し物等で多くの人が一斉に更衣室を利用する場合は、使用時間を

ずらす、別のスペースを確保する等、使用者や施設の状況等によって、個別の検討を

行う。 

 

６ 福祉サービスにおける配慮・対応 

高齢者や障害のある方の中にも、ＬＧＢＴＱ当事者はいます。当事者区民が安心して福

祉サービスを利用できるようにするために、福祉サービスを提供する事業者へＬＧＢＴＱ

に関する知識等の情報を提供し、理解促進を図る必要があります。 

また、相談等の現場では、被介護者の家族等を性別で区別することがないように、発言

や対応への配慮が必要です。 

 

７ 災害時における配慮・対応 

ＬＧＢＴＱ当事者がいることを前提に災害時に想定される課題を整理し、地域防災計 

画の見直しや避難所運営マニュアルの作成の際等に、専門的知識を持つ団体やＬＧＢＴＱ

当事者の意見を聴くことも大切です。 

また、防災訓練は、ＬＧＢＴＱ当事者がいることを考慮して行う必要があります。 

 

 

 

 

 

職員一人ひとりの行動・発言が、「千代田区役所」としての対応になることを 

忘れてはならない。 
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Ⅲ 職場*における対応 

誰もが働きやすい職場を実現するためには、差別やいじめ、ハラスメントが起こらないよ

うにすることが大切です。ＬＧＢＴＱの問題に関わらず、行為者側が意図しない態度や言葉

でも、相手にとってはハラスメントとなりうることがあります。 

ＬＧＢＴＱやハラスメント等に関する研修等を実施し、職員の理解を深めていく必要があ

ります。 

 

*通常の勤務場所に限らず、出張先や他の事業所、区民宅等、職員が勤務命令に従って職務を遂行

する全ての場所を指します。なお本ハンドブックにおいては、新年会や歓送迎会等の職員同士の

宴席も、広義な「職場」と考えます。 

 

 

 

１ ＳＯＧＩ（ソジ・ソギ）ハラスメント 

   性的指向（Sexual Orientation）や性自認（Gender Identity）に関連した差別的な言動

や嘲笑、いじめや暴力を「ＳＯＧＩハラスメント」と言います。 

令和２（2020）年６月１日に、改正労働施策総合推進法（パワハラ防止法）が施行さ

れ、性的指向や性自認に関する企業の対応が義務となりました。同法ではＳＯＧＩハラス

メントやアウティングを含めたパワハラ対策が義務付けられています。 

※中小企業は令和４（2022）年４月１日からの適用 

厚生労働省HP【職場におけるハラスメントの防止のために】 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/index.html 

 

 

２ 日常的な言動における取り組み 

① 差別的言動に注意 

カミングアウトしている職員がいなくても、ＬＧＢＴＱ当事者がいないとは限りません。

差別やハラスメントはどのような場面であってもやめましょう。性的指向や性自認は個人の

特性であり、差別的言動は重大な人権侵害であること、当事者や当事者を親族、友人等に持

つ人に精神的苦痛を与えることを忘れてはいけません。 
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   【ＬＧＢＴＱ当事者が精神的苦痛を感じる言葉】 

     ホモ、レズ（※）、おかま、おなべ、オネエ、ノーマル・アブノーマル、 

あっち系・そっち系、性別に関する言葉（男らしい、女らしい） 

 Ｐ.29参考文献＊1より引用    

    

 

   【差別的言動の具体例】 

    ・「○○部の○○は絶対ホモ」と同僚が噂する。 

・「そういう普通じゃない人に仕事は任せられないな。」と上司が発言する。 

・「あの人、レズ（※）／ホモなんじゃない？」と笑いのネタにする。 

 

     ※女性同性愛者は「レズビアン」と呼びます。「レズ」は侮蔑的表現として使用されて 

きた過去があるため、一般的には差別表現に当たります。 

 

② 日常会話での注意 

結婚や出産、性別役割分担意識に基づいた会話は、セクシュアリティに関わらず、ジェン

ダー平等の視点から見直す必要があります。 

 

【見直しが求められる言葉の例】 

    ・「あの人早く結婚すればいいのに」・「子どもはいないの？」 

・「もっと可愛らしい服装すればいいのに」 

・「男性なら／女性ならこれくらいできないと」 

 

 

３ 職場環境における取り組み 

性的指向・性自認に関する差別を含め、どのような差別やハラスメントも許さない姿勢を

示すことは、誰もが働きやすい職場づくりにおいて重要であり、職員にとっての安心感につ

ながります。 

 

① 職場でのルール 

   本人の許可なく、性的指向・性自認に関する情報を第三者（同部署や異動先の職員等）に
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話すことはアウティングにつながります。手続き時に意図しないカミングアウトが発生しな

いように注意し、職場内で情報共有が必要な時は必ず本人に説明し、了承を得る必要があり

ます。 

  対応例 

 ・職員のマイナンバーの収集に際しては、「性別記載のない住民票記載事項証明書」等の

手段もあることを伝える。 

 

② 相談しやすい環境づくり 

   職場内で当事者が悩んだ時は、「ハラスメント相談窓口」等において相談することができ

ます。職員同士で相談を受けた場合は、プライバシーに配慮し、本人の話を真摯に受け止め、

どうしてほしいか、上司や人事担当部署に相談してもよいか確認してください。対応に悩む

場合には、専門相談機関の利用も検討してください。（相談窓口 P.28） 

※守秘義務の課されている専門相談窓口に相談することは、アウティングにあたりません。 

※専門相談は当事者本人のほか、当事者家族や同僚、人事担当者の相談も受け付けています。 

 

③ 採用・募集（会計年度任用職員、臨時的任用職員等を含む） 

   採用可否は、仕事の適性や執務上の能力で判断するべきであり、性的指向・性自認が採否

判定に影響することがあってはいけません。面接時には、女（男）らしさ、外見容姿、性別

と一致しない服装等、職務上の能力に関係ないことについて特別に取り上げたり、差別的言

動や相手を傷つける行動をとったりしてはいけません。 

また、厚生労働省は令和３（2021）年４月に性別欄を任意記載とした履歴書の様式例を発

表しました。採用試験や募集に関する書類等については、必要がある場合を除き、性別欄を

削除するよう調整してください。必要がある場合は、自由記載にする、選択肢を追加する等

の見直しが必要です。 

 

④ 福利厚生制度の見直し 

区では、平成30（2018）年４月から、職員互助会においてパートナーシップの申立てを

した者にも結婚祝金、弔慰金を認めています。また、令和４（2022）年11月から運用開始

した「東京都パートナーシップ宣誓制度」を受け、パートナーシップ関係にあることを宣誓・

届出をしたカップルは職員住宅への申込ができるようになりました。 

休暇や給付等の福利厚生制度については、対象とする制度や利用に当たっての要件確認の

方法等について、関係法令及び国や他団体における対応状況等を踏まえながら、引き続き検
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討していく必要があります。  

 

⑤ 業務上必要な施設利用等への配慮 

トイレ・更衣室など、戸籍の性別と異なる設備の使用を希望する申し出があった場合、本

人の意思をなるべく尊重し、どのような対応が可能か、また他の利用者との調整も含めて、

必要な調整や話し合いを行います。 

なお、多目的トイレの設置・活用は有効ですが、その利用をすすめる場合は、本人の意思

を確認しましょう。 

対応例 

 ・多目的トイレの利用、時間帯やフロアを区分した利用の検討。 

 ・宿泊を伴う出張は、部屋割りや入浴時間などを調整する。 

 ・施設改修などの際に、多目的トイレや個室の更衣室、オールジェンダートイレの設置

等の検討を行う。 

 

⑥ 安全衛生 

産業医等にも、ＬＧＢＴＱに関する知識や理解をさらに深め、職員等からの相談により的

確に対応していくことが求められます。 

  

 

参考 

「人事院規則10-10（セクシュアル・ハラスメントの防止等）の運用について」 

（平成28（2016）年12月１日改正） 

 

「千代田区職員セクシュアル・ハラスメント防止マニュアル」 

（平成30（2018）年９月27日全部改正） 

セクシュアル・ハラスメントの具体例に「性的指向や性自認をからかいやいじめの 

対象とすること」と明記 

 

  「千代田区職員パワー・ハラスメント防止マニュアル」 

（平成 30（2018）年９月 27 日全部改正） 

   パワー・ハラスメントの具体例に「性的指向や性自認を起因として「仕事を任せられ 

ない」などと言う。」と明記 
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Ⅳ 幼児・児童・生徒（子ども）に対する配慮・対応 

平成28（2016）年４月に、文部科学省は「性同一性障害や性的指向・性自認に係る、児

童生徒に対するきめ細かな対応等の実施について（教職員向け）」を発出し、教職員の理解

を促進する方針を示しています。 

平成29（2017）年３月には、いじめ防止対策推進法（平成25年法律第71号）に基づく「い

じめの防止等のための基本的な方針」（平成25（2013）年10月11日文部科学大臣決定）が

改定され、「性同一性障害や性的指向・性自認について、教職員への正しい理解の促進や、

学校として必要な対応について周知する」ことが追記されました。 

令和４（2022）年10月14日に閣議決定された「自殺総合対策大綱～誰も自殺に追い込ま

れることのない社会の実現を目指して～」には、自殺念慮の割合等が高いことが指摘されて

いる性的マイノリティについて、「無理解や偏見等がその背景にある社会的要因の一つであ

ると捉えて、理解促進の取組を推進する」と示されています。 

令和４（2022）年12月には、文部科学省「生徒指導提要」が改定され、第12章「性に関

する課題」において「性的マイノリティ」に関する課題と対応が示されました。教職員の理

解を深め、生徒指導の観点からも、子どもに対して日常の教育活動を通じて人権意識の醸成

を図ることが求められています。 

ＬＧＢＴQに関しては、当事者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

感じたり、少数派であるために興味本位で見られたり、偏見や差別により、社会生活の様々

な場面に関わる問題に直面しているなどの現状があります。 

教職員は、全ての子どもの人格を尊重し、それぞれがもつ個性を伸長するとともに、一人

ひとりがかけがえのない存在であり、互いに尊重し合って生活することを指導する必要があ

ります。 

 

 

１ 学校・園内の体制 

① 全ての教職員がＬＧＢＴQについての理解と認識を深める 

子どもが自分らしさを発揮し、生き生きと学校（園）生活を送ることができるようにする

ためには、教職員がＬＧＢＴQに対する正しい理解と認識を深めることが大切です。各学校

（園）では、人権教育の年間指導（研修）計画を作成し、それに基づいた効果的な研修を実

施することでＬＧＢＴQについて理解と認識を深めましょう。 
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② 組織的な対応を進める 

当該の子どもに対する支援は、最初に相談（入学等に当たって当該の保護者からなされた

相談を含む。）を受けた者だけで抱え込むことなく、組織的に取り組むことが重要です。学

校（園）内外の連携に基づく「サポートチーム」をつくり、「支援委員会」（校内）やケー

ス会議（校外）などを適宜開催しながら対応を進める必要があります。 

 

③ 情報共有し組織で対応する 

教職員間の情報共有に当たっては、子どもが可能な限り秘匿しておきたい場合があること

などに留意は必要です。一方で、学校（園）として効果的な対応を進めるためには、教職員

間で情報共有し組織で対応することは欠かせないことから、当事者である子どもやその保護

者に対し、情報を共有する意図を十分に説明・相談し理解を得つつ、対応を進めることが重

要です。 

 

④ 学校（園）生活での各場面における支援の一例 ※表１（参考） 

   学校（園）においては、性同一性障害に係る子どもへの配慮と、他の子どもへの配慮との

均衡を取りながら支援を進めることが重要です。 

性同一性障害に係る子どもが求める支援は、当該の子どもが有する違和感の強弱などに応

じて様々です。また、こうした違和感は、成長に従い減ずることも含めて変動があり得るも

のとされているため、学校（園）として、先入観をもたず、その時々の子どもの状況などに

応じた支援を行う必要があります。 

さらに、他の子どもや保護者との情報の共有は、当事者である子どもや保護者の意向など

を踏まえ、個別の事情に応じて進めることが重要です。 

医療機関を受診して性同一性障害の診断がなされなかった場合であっても、医療機関との

相談の状況、子どもや保護者の意向などを踏まえつつ、子どもの悩みや不安に寄り添い、支

援を行いましょう。 

 

表１ 性同一性障害に係る子どもに対する学校（園）における支援の事例 

項目 学校（園）における支援の事例 

服装 自認する性別の制服・衣服や、体操着の着用を認める 

髪型 標準より長い髪型を一定の範囲で認める（戸籍上男性） 

更衣室 保健室・多目的トイレ等の利用を認める 

トイレ 職員トイレ・多目的トイレの利用を認める 
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項目 学校（園）における支援の事例 

呼称の工夫 校内文書（通知表を含む）を子どもが希望する呼称で記す 

自認する性別として名簿上扱う 

授業 体育又は保健体育において別メニューを設定する 

水泳 上半身が隠れる水着の着用を認める（戸籍上男性） 

補習として別日に実施、又はレポート提出で代替とする 

運動部の活動 自認する性別にかかわる活動への参加を認める 

修学旅行等 １人部屋の使用を認める・入浴時間をずらす 

（参考）「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」平成27（2015）年4月30日 

児童生徒課長通知の別紙より 

 

⑤ 指導要録、卒業証明書の対応 

   指導要録の記載については、学齢簿の記載に基づき行い、卒業後に法に基づく戸籍上の性

別の変更などを行った者から卒業証明書などの発行を求められた場合は、戸籍を確認した上

で、当該者が不利益を被らないよう適切に対応します。 

 

⑥ 偏見や差別、いじめを見逃さない 

   一人ひとりの教職員の鋭敏な感覚により、どんな軽微な偏見や差別、いじめも見逃さず、

これを的確に指導します。全ての子どもに対して、偏見や差別、いじめは絶対に許されない

行為であることを十分に理解させることが重要です。 

 

⑦ 相談しやすい環境を整える 

   子どもの悩みや不安、訴えを確実に受け止め、相談した子どもが安心して学校（園）生活

を送ることができるようにするため、日常から子どもの不安や悩みに対して、スクールカウ

ンセラー等を含むすべての教職員が、いつでも相談に応じる体制を整備します。 
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２ 学校・園外における連携・協働 

① 当事者である子どもの保護者との関係について 

   保護者が子どもの性同一性に関する悩みや不安などを受容している場合は、学校（園）と

保護者とが緊密に連携しながら支援を進めることが必要です。保護者が受容していない場合

にも、学校（園）における子どもの悩みや不安を軽減し、問題行動の未然防止などを進める

ことを目的として、保護者と十分に話し合い、支援を行っていくことが重要です。 

 

② 教育委員会等による支援について 

   教職員の資質向上の取組としては、人権教育担当者や生活指導担当者、養護教諭等を対象

とした研修などが考えらます。また、学校（園）管理職についても研修などを通じ適切な理

解を図るとともに、学校（園）医やスクールカウンセラーを講師とした研修などで、性の多

様性に関する課題を取り上げることも重要です。 

子どもやその保護者から学校（園）に対して性の多様性に関する相談があった際は、教育

委員会として、例えば、学校（園）における体制整備や支援の状況を聞き取り、必要に応じ

医療機関等とも相談しつつ、「サポートチーム」の設置など適切な助言を行います。 

 

③ 医療機関との連携 

   医療機関による診断や助言は学校（園）が専門的知見を得る重要な機会となるとともに教

職員や他の子ども・保護者などに対する説明のための情報にもなります。また、子どもが性

に違和感をもつことを打ち明けた場合であっても、当該の子どもが適切な知識をもっている

とは限らず、そもそも性同一性障害なのか、その他の傾向があるのかも判然としていない場

合もあることなどを踏まえ、学校（園）が支援を行うに当たっては、医療機関との連携を図

る必要があります。 

   医療機関との連携に当たっては、当事者である子どもや保護者の意向を踏まえることが原

則ですが、当事者である子どもや保護者の同意が得られない場合でも、具体的な個人情報に

関連しない範囲で一般的な助言を受けることはその後の有効な支援に結び付きます。 

 

④ 地域、関係諸機関との日常からの連携 

学校（園）は、日常から、地域や関係諸機関とＬＧＢＴQの対応や、学校（園）の取組の

現状、課題等について情報共有をします。放課後子ども教室、児童館、学童クラブ、アフタ

ースクール、図書館等、区の施設の職員や、民生委員・児童委員、ＰＴＡの役員等、子ども

たちに接する全ての行政サービスに関係する方々にも、ＬＧＢＴQに係る対応等について周

知し、理解を促進していく必要があります。 
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・「人権教育プログラム(学校教育編)」東京都教育委員会（令和4（2022）年3月） 

・「いじめ総合対策【第2次・一部改訂】上巻[学校の取組編]」 
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・「性同一性障害や性的指向・性自認に係る、児童生徒に対するきめ細かな対応等の実施 

について(教職員向け)」文部科学省（平成28（2016）年8月） 
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Ⅴ 東京都パートナーシップ宣誓制度 

東京都では、令和４（2022）年11月１日から、多様な性に関する都民の理解を推進する

とともに、人生のパートナーとして歩むＬＧＢＴ等の二人の生活上の困りごとを軽減するな

ど、暮らしやすい環境づくりにつなげるため、「東京都パートナーシップ宣誓制度」の運用

が開始されました。この制度は、双方又はいずれか一方が性的マイノリティであるお二人か

らパートナーシップ関係にあることの宣誓・届出があったことを東京都知事が証明（受理証

明書を交付）するものです。受理証明書には、ご本人が希望すれば特記事項として、通称名

や子の名前も記載されます。 

民間企業においても、受理証明書等により保険金の受取人に同性パートナーを指定するこ

とや、携帯電話のファミリー割引の適用が可能になるなど、多様な性への配慮の観点からパ

ートナーシップ関係にある二人にも、カップル等を対象としたサービスの提供が広がってい

ます。 

 

パートナーシップ宣誓制度は、法律行為である婚姻とは異なり、法律上の効果を生じさせ

るものではありませんが、本区においても、「第６次千代田区ジェンダー平等推進行動計画」

に基づき、性別や性的指向、性自認にかかわらず誰もが尊重される社会をめざすＬＧＢＴＱ

施策の一つとして、区のサービス事業等（区営住宅・区民住宅の入居申し込み、保健福祉オ

ンブズパーソンへの申立て等）にも都制度の受理証明書等を利用できるように取り組んでい

ます。 

引き続き、都制度の受理証明書等の利用について行政サービスの要件の見直し・検討をお

願いします。（年に１度、調査を実施する予定です。） 

都制度の詳細等につきましては、下記ホームページをご参考ください。 

 

 

●千代田区ホームページ「ＬＧＢＴＱの方への支援」 

https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/kurashi/danjo/lgbts.html 

 

 ●東京都ホームページ「東京都パートナーシップ宣誓制度」 

   https://www.soumu.metro.tokyo.lg.jp/10jinken/sesaku/sonchou/partnership.html 

 

 

 

  

https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/kurashi/danjo/lgbts.html
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Ⅵ 巻末資料 

１ これまでの取り組み 

（１）国の取り組み 

日本は、国連による多様な性自認・性的指向の人々の権利保障と人権尊重を促進する様々な

取組みに積極的に関わってきている。平成20（2008）年、第63回国連総会に提出された『性的

指向と性自認に関する宣言※(1)』に署名し、性自認や性的指向による差別をなくし、全ての人

の人権を保護する声明に賛同した。また、国連ＬＧＢＴのコア・グループに参加して、様々な

人権施策の推進に尽力してきた。 

国内では、平成16（2004）年７月、『性同一性障害者の性別取扱いの特例に関する法律』が

施行され、一定の要件を満たした人が戸籍上の性別を変更できるようになった。性別取扱いの

変更要件に関して、現在も様々な議論がなされている※(2)が、心と体の性別の不一致に悩む

当事者にとっては、自分が望む性で生きることができるようになり、大きな前進となった。 

平成27（2015）年に施行された『第４次男女共同参画基本計画』（内閣府）においても、第３

次計画に引き続き、多様な性自認・性的指向の人々の人権を尊重し、安心して暮らせる環境を

整備することの重要性が示された。『経済財政運営と改革の基本方針2016 ～600兆円経済への

道筋～』においては、多様な性自認・性的指向への理解促進、社会全体で多様性を受け入れる

環境づくりを進めることが記載された。また、男女雇用機会均等法の改正に伴い、「セクハラ指

針（事業主が職場における性的言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置について

の指針）」に、当事者に対する性的・差別的な言動についても、セクシュアルハラスメントに該

当することが明記された。同年12月、人事院が通知「人事院規則10−10（セクシュアル・ハラス

メントの防止等の運用について）』を改め、違反すれば処分の対象となる言動に、性自認や性的

指向に関する偏見に基づく言動やからかいも含まれることを明記した。 

また、『事業主啓発用ガイドブック：公正な採用選考をめざして（平成29年度版）』（厚生

労働省）の中に、採用選考の際、応募者の性自認や性的指向を理由として不適切な対応を行わ

ないこと、応募者の性自認・性的指向に関係なく、本人の人格や職務に対する適性等に基づい

て選考すること、採用担当者が多様な性自認・性的指向に対する理解を深め、公正な選考を行

うこと等が盛り込まれた。 

平成28（2016）年12月には、総務省から住民基本台帳制度関連の通知が出され、当事者に配

慮し、性別表記のない「住民票記載事項証明書」や「印鑑登録証明書」の発行が可能になった。 

 

 

※(1) 多様な性自認・性的指向の人々の人権保護の促進を求める声明。 

※(2) 性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律（平成15（2003）年制定、平成18

（2006）年改正）第３条で、性別取扱いの変更要件について、次の５つを挙げている。①

20歳以上であること、②現に婚姻をしていないこと、③現に未成年の子がいないこと、④

生殖腺がない、または生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること、⑤その身体について、

他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観をそなえていること。要件③につい

ては、法律制定後から批判が強く、平成18（2006）年４月に「現に子がいないこと」から

「現に未成年の子がいないこと」に緩和された。 

 

（２）地方公共団体の取り組み 

地方公共団体は、各々の人権施策や男女共同参画の基本方針・計画等の中で、多様な性自 

認・性的指向の人々に対する理解を深め、差別や偏見をなくす重要性を謳い、主に人権尊重の

観点から、関連施策を進めてきた。 

平成25（2013）年９月、大阪市淀川区が行政機関で初めて『ＬＧＢＴ支援宣言』※(3)を行い、
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多様な性自認・性的指向の人々に関する正しい知識と理解を深め、当事者の人権を尊重し、生

き生きと暮らせるまちの実現に向けて取り組んでいく旨を発表した。また同年、東京都文京区

の『男女共同参画推進条例』に、性自認や性的指向に基づく差別や暴力、セクシュアルハラス

メント等、あらゆる人権侵害を禁止することが盛り込まれた。平成26（2014）年には、岐阜県

関市が『ＬＧＢＴフレンドリー宣言』を行い、当事者に対する配慮に向けた取り組みを開始す

ることが宣言された。 

平成27（2015）年、東京都渋谷区において『渋谷区男女平等及び多様性を尊重する社会を推

進する条例』が施行され、同性カップルを法律上の婚姻関係に相当するものとして認める「同

性パートナーシップ証明書」の発行が開始された。また同年、東京都世田谷区でも『世田谷区

パートナーシップの宣誓の取り扱いに関する要綱』が施行され、お互いを人生のパートナーと

して生活を共にしている、あるいは共にしていく関係であるという両者の気持ちを区が受け止

めた証明として「パートナーシップ宣誓書受領証」が発行されるようになった。その後、同様

の受領証を発行する自治体は徐々に増えている。 

地方公共団体の職員に対する福利厚生制度についても、当事者に配慮し、徐々に整備され 

つつある。例えば、渋谷区、世田谷区等において、同性カップルに対して結婚祝金の支給が始

まり、千葉県千葉市では、パートナーシップを形成した職員のための休暇制度（パートナー休

暇、短期介護休暇、介護休暇）が導入された。 

 また、理解促進のために性自認及び性的指向に関する対応指針を定める動きもある。平成29

（2017）年に文京区が「性自認及び性的指向に関する対応指針～文京区職員・教職員のために

～」を定めて以来、千葉市、豊島区等が対応指針を定め理解促進に取り組んでいる。 

 平成30（2018）年９月には、東京都が多様な性の理解促進と性自認及び性的指向を理由とす

る不当な差別の解消を明確に規定した『オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現

を目指す条例』を公布・施行した。同条例の第５条は、都が基本計画を策定し、必要な取り組

みを推進することを規定している。令和４（2022）年11月１日からは、多様な性に関する都民

の理解を推進するとともに、人生のパートナーとして歩むＬＧＢＴ等の二人の生活上の困りご

とを軽減するなど、暮らしやすい環境づくりにつなげるため、「東京都パートナーシップ宣誓

制度」の運用が開始された。 

 

 

※(3) 具体的な取り組みとして、職員人権研修の実施、多様な性自認・性的指向に関する正

しい情報の発信、当事者の人々の活動に対する支援、当事者の声（相談）を聴く旨が公表

されている。 

 

（３）民間企業等の取り組み 

民間企業や大学等においても独自の取組みが行われている。 

民間企業では採用希望者の性自認や性的指向を尊重し、社員やそのパートナーに配慮する制

度を導入する等、多様な性自認・性的指向の人々に理解のある企業が増えている。例えば、同

性パートナーを配偶者とみなす社内制度を整え、結婚祝金の給付や各種休暇制度を同性カップ

ルに適用している企業、社内規定に多様な性自認・性的指向に関する対応を明文化し、当事者

が相談できる相談窓口の設置、社員向けの研修が実施されている企業がある。 

また、同性カップルを対象に企業が提供するサービスも増えてきている。 

大学では、平成15（2003）年に国際基督教大学（ＩＣＵ）が戸籍と異なる性別・名前の学内

での使用を認め、平成27（2015）年には学生寮に性別を問わないフロアを設ける等の取組みを

行っている。平成29（2017）年には早稲田大学が「性的マイノリティ学生が安心して過ごせる

場所を！」という学生の声を元に、国内大学としては初となる、性的マイノリティ学生とジェ

ンダー・セクシュアリティについて関心のある学生のためのリソースセンター「早稲田大学Ｇ

Ｓセンター」を開設した。令和2（2020）年には中央大学でダイバーシティセンター、明治大学
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でレインボーサポートセンターが開設され、支援体制が広がっている。お茶の水女子大学と奈

良女子大学は令和２（2020）年度の学部および大学院の入学者からトランスジェンダー女性（戸

籍上の性が男性で性自認が女性）の受入れを開始し、受入れの方針を表明する女子大学が続い

ている。その他、「ダイバーシティ推進室」等を設けている大学や、ＬＧＢＴガイドラインを

作成している大学も多く、性別やＬＧＢＴを含めた多様な価値観を尊重しようという取り組み

が広がっている。 

（１）～（３）で紹介した数々の取組みは、ＬＧＢＴＱを理解し受容する環境があって初め

て活かされる。ＬＧＢＴＱ当事者に対する取組みと、ＬＧＢＴＱへの理解がある社会をつくる

取組みを、両輪で進めていくことが重要である。 
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２ 相談窓口 

  当事者本人だけではなく、ご友人やご家族、職場の上司や同僚、カミングアウトや当事者

本人から相談を受けた人など、周りの方からのご相談もお受けします。一人で抱え込まずに、

相談窓口にご連絡ください。 

   また、男女共同参画センターＭＩＷ（区役所10階）ではＬＧＢＴＱに関する専門書、児童

書、絵本、コミック等を閲覧・貸出しております。ぜひ、ご活用ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 窓 口 相談先・電話番号 対応日時 

千
代
田
区 

ＬＧＢＴＱ相談 男女共同参画センターＭＩＷ 

03-5211-4316（予約制） 

毎月第２・４木曜日 

午後４時30分～７時

30分 

東
京
都 

～Ｔｏｋｙｏ ＬＧＢＴ

相談～ 

東京都性自認及び性的指

向に関する専門電話相談 

050-3647-1448 

ＬＩＮＥ公式アカウント 

ＬＧＢＴ相談＠東京 

電話相談：毎週火・金

曜日 午後６時～10時 

ＬＩＮＥ相談：毎週

月・水・木曜日 午後

５時～10時（受付は

午後9時30分まで） 

国 みんなの人権110番 0570-003-110 毎週月～金曜日 

午前８時30分～午後

５時15分 

そ
の
他 

よりそい 

ホットライン 

一般社団法人 社会的包摂サポー

トセンター 

http://279338.jp/yorisoi/#tel 

0120-279-338 

24時間対応 

セクシュアル・マイノリ

ティ電話法律相談 

東京弁護士会 

https://www.toben.or.jp/ 

03-3581-5515 

毎月第２・４木曜日

（祝日の場合は翌金曜

日）午後５時～７時 

http://279338.jp/yorisoi/#tel
https://www.toben.or.jp/
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