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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。 

 

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ＬＧＢＴQ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」が始まりました。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。 

 

本ハンドブックには、性の多様性に関する基礎知識や職場・顧客対応などについて掲載してい

ます。各企業におかれましては、性の多様性への理解を進め、ＬＧＢＴＱを含む、誰もが働きや

すい職場づくりのために、本ハンドブックを活用していただければ幸いです。 

 

 

*「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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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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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、サービスを利用するＬＧＢＴＱ当事者も安心できます。 

 

 

 

【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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Ⅱ 職場（社内）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。 

※「職場（社内）」とは通常の勤務場所に限らず、出張先や他の事業所、顧客宅等、従業員が勤

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

会や歓送迎会等の従業員同士の宴席も、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従業員がいなくても、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。 

    
 

   【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） 

＊1 Ｐ.17参考文献より引用    
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   【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 社内規定や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、従業員にとっての安心感に

つながります。 

 

① 人事・服務上のルール 

   本人の許可なく、性的指向・性自認に関する情報を第三者（同部署や異動先の従業員等）

に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。 

 また、髪型・服装等について不必要な性別分けがないか見直すことも必要です。 
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  対応例 

 ・従業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に相談できる相談窓口を決め、周知する必要があります。相談

を受ける際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.16） 

※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。 

※区のLGBTQ相談は、当事者本人だけではなく、企業の人事担当者・労務担当者の相談も受け

付けています。 

 

③ 採用・募集 

   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・休暇・手当の見直し 

福利厚生制度などの利用に際して、対象が配偶者・親族に限定されているため、適用され

ないという問題があります。すべての人が利用できるよう検討・調整することも、職場内で

できる配慮の一つです。 

 対応例 

 ・子どものいる同性カップルについて、異性カップルと同様に制度が利用できるよう制 

度を見直す。 
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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、従業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。 

 また、健康診断や医師の診断書は、特定の医療機関・医師に限定せず、医療機関・医師の

選択を認めることを検討しましょう。 

 

⑦ 研修の実施 

 偏見や差別をなくし、誰もが働きやすい職場づくりのためには、性的指向・性自認やハラ

スメント等について正しい知識を養うことが重要です。 

 東京都総務局人権部では、人権課題の啓発冊子や映像をホームページで公開しています。

社内研修の際には、是非ご活用ください。  

 

 東京都総務局人権部ホームページ【じんけんのとびら】 

https://www.soumu.metro.tokyo.lg.jp/10jinken/hokanko/index.html  

  

   厚生労働省ホームページ 

「多様な人材が活躍できる職場環境に関する企業の事例集 

～性的マイノリティに関する取組事例～」 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/00000 

88194_00001.html 

 

https://www.soumu.metro.tokyo.lg.jp/10jinken/hokanko/index.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/00000
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千代田区男女共同参画センターＭＩＷとは 

性別による不平等がなく、だれもが自分で生き方を選ぶことができ、その選択

が認められて、参画ができる社会の実現をめざす活動拠点施設です。 

 平成10（1998）年に開設して以降、男女共同参画への意識啓発のための講座

や相談、男女共同参画社会づくりに関する幅広い情報の提供など様々な活動に取

り組んでいます。 

 ＭＩＷでは、ＬＧＢＴＱに関する相談や講座、関連図書の貸出等を行っており

ます。ぜひ、お気軽にお立ち寄りください。 

 

所在地 ：千代田区九段南1-2-1 千代田区役所10階 

開館時間：月曜日～金曜日 午前９時～午後９時 

      土曜日 午前９時～午後５時 

休館日 ：日曜日、祝日、年末年始 

連絡先 ：電話 03-5211-8845 ＦＡＸ 03-5211-8846 

     相談予約受付 03-5211-4316 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ＭＩＷマスコットキャラクター 

みゅうじろう 
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Ⅱ 顧客、取引先等への対応 

 

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。 

   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） 

・受付等で呼び出す場合、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 

サービスの申込時等に、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。     

    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 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
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み行う等） 

顧客や取引先から提出を求める書類（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。 

また、外見容姿・身分証明書等から確認できる性別と、顧客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

提供をしましょう。 

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。 

 

 ４ 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。 

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。 

    

   【ＬＧＢＴＱ当事者が社会で直面する困難】 

◆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。 

◆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。 

◆会員証に性別欄があり、見た目と違うとして、別人と疑われたり、サービスを利用し 

づらいことがあった。 

 

  ※「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 
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Ⅳ 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。 

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出できるように取り組んで

います。 

   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。当制度により、同性カップルなどがより多くのサービスを利用できるよう、各企業の

サービスについて見直し・検討のご協力をよろしくお願いいたします。 

 

【民間企業の利用可能サービス例】 

 ・保険金受取人（指定代理に含む）に同性パートナーも指定可（ソニー生命保険） 

 ・傷害保険、火災保険も同性パートナーを配偶者として保障（損害保険ジャパン） 

 ・パートナーシップ関係の方も「家族」割引等の適用可（ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ） 

 ・物件探しにおけるサポート、物件購入時のペアローン等の手続き対応（ＩＲＩＳ） 

 

●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 
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Ⅴ 相談窓口 

当事者本人だけではなく、ご友人やご家族、会社の上司や同僚、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。 

 

 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/


17 

Ⅵ 参考文献 

●「性自認及び性的指向の困難解決に向けたガイドライン（第２版）」 

   発行：一般社団法人社会的包摂サポートセンター 発行年：平成31（2019）年３月31日 

監修：性的指向及び性自認等により困難を抱えている当事者に対する法整備のための全国 

連合会 

 

 ●「性的指向及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リスト（第２版）」＊1 

 ●「性自認および性的指向の困難解決に向けた支援マニュアルガイドライン」 

発行：性的指向及び性自認等により困難を抱えている当事者に対する法整備のための全国 

連合会 

 

●「企業向け人権啓発紙 ＨＯＷ Vol２」 

発行：葛飾区 発行年：令和４（2022）年11月 

 

●「あなたの身近にも。ＬＧＢＴを知る本」 

   発行：足立区 発行年：令和４（2022）年４月 

 

●「性の多様性に関する企業ガイドライン～誰もが働きやすい職場環境づくりに向けて～」 

発行：静岡市 発行年：令和４（2022）年３月 

 

●「多様な性について知るBOOK」 

   発行：東京都 発行年：令和２（2020）年３月 

 

●「多様性を尊重し合い、より豊かな社会へ にじいろBOOKしずおか」 

発行：静岡市 発行年：令和２（2020）年３月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＬＧＢＴＱに関する事業者向けハンドブック（案） 

 

千代田区 地域振興部 国際平和・男女平等人権課 

〒102-8688 千代田区九段南1-2-1 

（電話）03-5211-4166（FAX）03-3264-1466 

（E-mail）kokusaidanjo@city.chiyoda.lg.jp 

発行日：令和５（2023）年３月 
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