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本ハンドブックにおける 

性自認・性的指向が非典型である方を表す用語について 

 

 今日、多様な性自認・性的指向の人々については、「性的マイノリティ（セクシュアル・マ

イノリティ、性的少数者）」や「ＬＧＢＴ（Lesbian／レズビアン、Gay／ゲイ、Bisexual／バ

イセクシュアル、Transgender／トランスジェンダー）で表現することが一般的である。一方、

国連の諸機関においては、より広義な「ＳＯＧＩ（Sexual Orientation and Gender Identity

／ソジ・ソギ）という言葉が用いられている。 

本ハンドブックでは、当事者の人々を表す用語に「ＬＧＢＴｓ（エルジービーティーズ）」

を用いている。「ＬＧＢＴ」だけでこれらのカテゴリーに限定しない多様な性自認・性的指向

の在り方を表すこともあるが、多様性を見える化するため「ｓ（複数）」を加えている。 

ＬＧＢＴ以外には「性的マイノリティ（少数者）」と言う言葉が一般的だが、「マイノリテ

ィ（少数者）」という言葉が差別的なニュアンスを含むという考え方があるため、「ＬＧＢＴ

ｓ」を用いることとした。なお、文脈により、「性自認や性的指向」「非典型である方」等と

記載している箇所もある。 
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はじめに 

 

平成26年12月に改正されたオリンピック憲章のオリンピリズムの根本原則には、「いかなる

差別も受けることなく」とされる中に「性的指向」が明記され、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る。 

しかし、依然として、ＬＧＢＴｓ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ある。 

民間リサーチ会社の平成30年10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％と報告されている。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ＬＧＢＴｓは身近にいるといえる。私たち職員及び教

職員等は、相手がＬＧＢＴｓかもしれない前提で区民等と接する必要がある。 

 

千代田区では、平成28年３月に策定した「第５次千代田区男女平等推進行動計画」に「性的

マイノリティへの配慮」を新たな視点の一つとして加えている。この計画期間中に開催される

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会は、ＬＧＢＴｓであることを理由とした差別

の解消を図り、多様性を認めあい尊重しあう共生社会の実現を目指すうえで大きな契機であ

る。 

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

ＢＴｓ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ある。 

 

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、本ハンドブックを活用していた

だきたい。 
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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ある。正しい知識を持ち、ＬＧ

ＢＴｓ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ある。本ハンドブック

をＬＧＢＴｓを知るきっかけとしてほしい。 

 

２．性のあり方は多様であることに配慮した言動をする 

   ＬＧＢＴｓ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」

だけかもしれない。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する。 

 

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、「打ちあけてくれてありがとう」と伝える等本人の

思いを受け止めることが大切である。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る。本人の了承なく周囲に伝えること（アウティ

ング）は絶対にしない。 

 

４．担当業務において、ＬＧＢＴｓ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、ＬＧＢＴｓ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、情報を共有する。 

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

ることを示すと来庁するＬＧＢＴｓ当事者も安心できる。 

 

ＬＧＢＴｓ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 「ＬＧＢＴｓ」に関する基礎知識 

   「ＬＧＢＴ」という言葉を聞いて「自分の周りにはいない」と言う人も多い。しか 

し、「いない」のでなく「本人が言えない・言わない」「見えていない」だけかもしれな

い。 

本ハンドブックを「見えないマイノリティ」とも言われるＬＧＢＴｓについて、正し

く知るきっかけにしてほしい。そして、公務に従事するにあたっては、ＬＧＢＴｓ当事者

が身の回りに「いない」ではなく「いる」ことを前提とする必要がある。 

 

１ ＬＧＢＴとは 

   ＬＧＢＴとは、レズビアン・ゲイ・バイセクシュアル・トランスジェンダーの頭文字を

とった言葉で性的少数者の総称の一つである。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆同性愛は生物学的な異常ではない 

生物学上、同性愛行動をとる動物は人間以外にも人間に近い類人猿（ボノボやゴリ

ラ等）を含め多く（約1500種）観察されている。生殖に結びつく性行動や関係性のみ

が動物として正しいという考え方は、生物学的には誤りと言える。 

 

 ◆同性愛は病気ではない 

   1973（昭和48）年、アメリカ精神医学会が発行している『精神障害の診断と統計マ

ニュアル』から同性愛の項目が削除される。 

   1990（平成２）年、世界保健機関（ＷＨＯ）の『疾病及び関連保健問題の国際統計

分類（以下ＩＣＤ）』から同性愛の項目を削除し、あわせて「同性愛は治療の対象に

はならない」と付記した。 

   日本では、1994（平成６）年に厚生省が『ＩＣＤ』を公式な基準として採用し、

1995（平成７）年に日本精神神経医学会が『ＩＣＤ』を尊重するという見解を出し

た。したがって、日本国内でも同性愛が病気であるという認識は医学上否定されてい

る。 

 

   ◆性自認を自分の意志で変えることは困難 

     性自認とはその人が好んで選択するわけではなく、身体の性別に違和感を持つこと

自体は精神疾患ではないとされている。また、医学的にも性自認は治療によって変え

ることはできない。 

 

◆トランスジェンダーの方に起こり得る精神的・身体的な影響 

生物学的な性と性自認が一致していないトランスジェンダーは、300 人に 1 人の割合

でいると言われている。また、自認する性別と身体のギャップに悩む中で、自殺の危険

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） 

同性を好きになる女性 

同性を好きになる男性 

同性も異性も好きになる人 

こころと身体の性が一致 

しない人達 

性
的
指
向 

性
自
認 
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性が高いことが指摘されている。 

 

２ 性を構成する要素  

   性自認や性的指向のあり方は、大きく分けて４つの要素から成り立っている。それぞれ

の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、性はグラデーションといわ

れている。 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 多様な性 セクシュアリティとは 

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よう。 

 

①身体の性 

女                                   男 

 

②こころの性 

女                                   男  

 

③好きになる性 

女                                  男 

 

④表現する性 

女                                  男 

 

 

人によって○をつける位置には差がある。その個々の差が「性の多様性」であり、本来

誰もが「多様な性」を生きている。ＬＧＢＴｓという「性」のあり方も、当たり前に存在

する様々な「多様さ」の一つである。 

１．身体の性 

戸籍に記載されている性別を指すが 

性分化疾患等もあり、実際の体の 

性のありようは、単純に男女には二分

できない 

２．心の性【性自認】 

性自認とは「自分をどんな性別だと思

うか」 体の心の性が一致しない人（ト

ランスジェンダー）や、男女のどちら

でもないと思う人もいる。 

３．好きになる性【性的指向】 

性的指向とは、「どの性別が恋愛対象

になるか」同性を好きになる人（ゲイ、

レズビアン）、男女の両方を好きにな

る人（バイセクシュアル）等が含まれ

る。 

４．表現する性 

服装やしぐさ、言葉づかい等。外部

に向けて自分の性をどのように表現

しているか、人によってそれぞれで

ある。 

T 

ＬＧＢ 
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４ 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

あり方は多様である。 

   ＬＧＢＴ以外にも様々なセクシュアリティに関する言葉がある。 

 

用 語 意 味 

ＳＯＧＩ 

（ソジ・ソギ） 

性的指向（Sexual Orientation）と性自認（GenderIdentity）

の頭文字をとった総称。SOGIは、2006（平成18）年のジョグ

ジャカルタ宣言※(1)以降、国連の諸機関で広く用いられてお

り、全ての人に関わる、ＬＧＢＴよりも広い概念。 

エックスジェンダー 性自認が中性である又は性別を決めたくない人 

アセクシュアル 他人に恋愛感情を抱かない人 

クエスチョニング 性自認や性的指向が明確ではない人 

クィア 「奇妙な、独特の」という意味の言葉で、性的少数者の総称の

一つ 

インターセックス 生物学上の性発達が非典型な場合を指す。医学的にはDSD

（Disorders of Sex Development）と呼ばれ、性自認や性的

指向の悩みとは異なる。 

ＬＧＢＴＱ 

ＬＧＢＴＩ 

ＬＧＢＴＩＱ 

ＬＧＢＴに「Q（クエスチョニング（Questioning）又はクィア

（Queer）、I（インターセックス（Intersex））の頭文字を加

えた言葉。 

ヘテロセクシュアル 異性愛者（心の性が女性で男性を好きになる人、心の性が男性

で女性を好きになる人）。「ヘテロ」と略して、使用されるこ

とがある。 

シスジェンダー 生まれた時の身体に割り当てられた性と心の性が同じ人 

   

※(1)ジョグジャカルタ宣言とは 

 2006年11月６日から９日にかけてインドネシアのジョグジャカルタ市で開催された国際

会議にて、国際法律家委員会や元国際連合人権委員会構成員、及び有識者によって「性的

指向並びに性自認に関連した国際人権法の適応に関するジョグジャカルタ原則（ジョグジ

ャカルタ原則）」が採択されたことを指す。「ジョグジャカルタ原則」とは、2007年３月

26日にジュネーヴの国際連合人権理事会で承認された前文と29項目の原則並びに付加勧告

からなるものである。 
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５ ＬＧＢＴｓ当事者の困りごと・不利益 

○自分の性自認あるいは性的指向を打ち明ける（カミングアウトする）ことで相手との関

係が壊れるのではないかという不安を感じている。 

 

  ○自分がＬＧＢＴｓであることを職場で明かした（あるいは明かされた）ことによってい

じめやハラスメントに遭い、働きづらくなった。 

 

 ○自分の性的指向を偽って生活することにストレスを感じている。 

 

○自分の性別に違和感を覚え、自分が異常であると感じ悩んでいる。 

   

  ○公的な書類上の性別と見た目の性別とのずれにより、役所や医療機関等の窓口で驚き 

や疑いの目を向けられる。 

 

  ○本人確認上のトラブルにより必要なサービスが利用できず、日常生活に支障をきたすこ 

とがある。  
                              ＊１ Ｐ.25参考文献より引用 

 

 

６ カミングアウト（公言）とアウティング（暴露） 

  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」と言う。「カミングアウ

ト」する理由には「自分を偽りたくない」「自分を知ってほしい」等が挙げられる。 

ＬＧＢＴｓであれば全員がカミングアウトしなければならない、ということはない。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

する人もいる。 

ＬＧＢＴｓにとって自分らしさをオープンにして生きるのがまだ容易ではないこと、人

間にはそれぞれの多様な生き方があるという当たり前のことを踏まえ、ＬＧＢＴｓ当事者

の自己決定と情報のコントロールが第一に尊重されることが何より大切である。 

また、ある人のセクシュアリティについて、本人の承諾がないまま、第三者に暴露する

行為を「アウティング」と言う。 

カミングアウトされた場合や、善意であっても本人の了承なく第三者に話すことは「ア

ウティング」となるため、必ずＬＧＢＴｓ当事者の意思を確認しなければならない。 
 

 

７ 性別による固定的な役割意識 

  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ない。 

  「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る。しかし「意

識」はどうだろうか。 

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る。「男性は重い荷物を持てて当然」といった「男

らしさ」のイメージもある。 

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る。 

   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、ＬＧＢＴｓ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
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つながる。 

 

 

８ ＬＧＢＴｓ当事者に関する理解・支援の可視化 ～Ａｌｌｙ（アライ）～ 

   ＬＧＢＴｓ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。 

ＬＧＢＴｓ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ある。 

   「Ａｌｌｙ（アライ＝支援者）」とは、ＬＧＢＴｓ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

チーフである。 

   ここからが赤、ここからは黄色、というようにはっきり線引きするのではなく、緩やか

に色が変わっていく虹と同じように、性もまたグラデーションといえる。 

   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ＬＧＢＴｓ当事者も安心できる。 

 

 

９ ダイバーシティとインクルージョン 

  ダイバーシティとは、多様性のことである。多様性とは、人種、性別、年齢、障害等、

ＬＧＢＴｓを含むあらゆる人のあり方を認め合うことである。 

また、インクルージョンとは、社会的包摂、包含のことである。社会的包摂、包含とは

「共助」や「持続可能」な視点を通じて、多様性を尊重し合うことである。 

「ダイバーシティ」という言葉を最近よく耳にするが、共生社会は「ダイバーシティ」だ

けではなく「インクルージョン」との二段構えの構造で成り立つものである。 
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Ⅱ 区民に対する配慮・対応 

ＬＧＢＴｓに関して必要な配慮は、男女平等や人権尊重の観点からも求められる。性自

認や性的指向の思いの強さや受容の程度は人それぞれであり、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ある。 

区職員として、普段からＬＧＢＴｓ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てほしい。 

 

千代田区では、平成15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る。区の事業の中では、性自認に応じたトイレ利用につい

て、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っている例もある。 
 

 

１ 窓口業務や相談サービス等における配慮・対応 

   トランスジェンダーが、自身の保険証、住民票や戸籍又は全部（個人）事項証明、マイナ

ンバーカード等を提示する際には、書類上の性別と本人の外見等の性別が一致しないから

と、必要以上に見比べたり、聞き直したりすることは避ける。 

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、ＬＧＢＴｓ

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る。 
   

◆固定観念や先入観、偏見をもたない 

性別や関係性を決めつけるような表現は相手に苦痛をもたらす場合があるため、

〈例〉のような表現が望ましい。 

〈例〉旦那様、奥様→パートナー 

男らしい、女らしい→○○さんらしい 

お父さん、お母さん→保護者の方、ご家族の方 

 

 

◆パートナーが異性とは限らない 

行政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する。行政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である。 

 

 

（１）本人確認を行う場合（戸籍上の性別と外見が異なる場合） 

氏名による確認は、氏名から推定される性別と外見の性別が異なり、名乗ることを躊躇 

する場合があり、以下の配慮が必要である。 

 

○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配慮する。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

の工夫をする。 
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○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々に判明しないよう配慮する。 

   コミュニケーションをとるために「～をお聞きしていいですか」、「～の理解でいいで

すか」、「答えにくいことは言わなくて大丈夫です」等の言葉を用い、相手の意向を確

認しながら会話を進めていく。 

また、声質で相手の性別を決めつけない。 
 

 

（２）ＬＧＢＴｓ当事者から相談を受けた場合 

○窓口でのプライバシーの確保に特に留意する。声の大きさや一部に筆談を交える等、別の 

来庁者に配慮し、できるだけ相手の意向に沿うことを基本に対応する。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する。 

 

○性別を決めつけず、相手の話をよく聴くことが大切である。例えば、ＤＶは同性間でも起

こり、子育て家庭の親が同性カップルであることも想定される。 

   

○専門的な相談が必要な場合は、相談先につなぐ。《 相談先一覧参照P.20 》 

 

 

 

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。 

  

 

 

２ 区民に関わる書類等の性別欄について 

○区が裁量権をもつ書類における性別欄については、合理的必要性を十分検討し、必要の 

ない性別欄は削除する。 

 

○性別欄を設ける場合は、可能な限りその必要性について記載することや、性別を男女の

二択ではなく、自認する性を記入できる形式にする等、書類の目的に応じた配慮を行う

（例：男女の他に「答えない」「その他」の項目を設ける等）。 

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する。 

 

 

３ 公共施設における配慮・対応   

トイレ・更衣室等の設備利用をめぐっては、本人の意思をなるべく尊重した対応が望まし 

いが、他の利用者との調整も必要となる。 

 

○多目的トイレの活用は有効だが、はじめからその利用のみを強制し、本人の性自認に適

合したトイレの利用を認めないことは、相手に精神的苦痛を与える場合があるため、配

慮する。 
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○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。 

 

【区男女共同参画センターＭＩＷの対応事例】 

   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っている。 

【海外の事例】 

性別による区別の無い個室トイレがある。入口を性別で分けず、個室トイレを並べ

て設置している。防犯のためドアの下が大きく開いているところもある。ニュージー

ランド、アメリカ、ドイツ、スウェーデン等でも同様のトイレがある。 

 

 

 

４ 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、ＬＧＢＴｓ当事者がいる。ＬＧＢＴｓ当事者の区民が

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ＬＧＢＴｓに関する知識等の情報を提供し、理解促進を図る。 

    

○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

応に配慮する。 

 

 

５ 災害時における配慮・対応 

  ○ＬＧＢＴｓ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ＬＧＢＴ

ｓ当事者の意見も聴く。 

 

○防災訓練は、ＬＧＢＴｓ当事者がいることを考慮して行う。 
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Ⅲ 職場※(1)における配慮・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、ハラスメントがないことが

大切である。ＬＧＢＴｓ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に十分注意する。 

ＬＧＢＴｓ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る。 

 

※(1)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」と考える。 

 

 

１ 職場での対応 

（１）ＬＧＢＴｓに関する差別的言動に注意 

カミングアウトしている職員がいなくても、ＬＧＢＴｓ当事者がいないとは限らない。

性自認や性的指向は個人の特性である。差別的言動は重大な人権侵害であり、ＬＧＢＴｓ

当事者やＬＧＢＴｓ当事者を親族に持つ人に精神的苦痛を与えることを忘れてはいけな

い。 
    

   【ＬＧＢＴｓ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） 
＊2 Ｐ.24参考文献より引用    

   【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。 

     

       

（２）執務上必要な施設利用等への配慮 

○トランスジェンダーである職員及び教職員が、自認する性別の設備（トイレや更衣

室）の使用を希望する申し出があった場合、本人の意向を尊重したうえで、他の利用

者へも配慮しながら対応を話し合う。 

 

○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。 

 

（３）ハラスメントに係る相談体制 

○「ハラスメント相談窓口」等において、ＬＧＢＴｓであることに起因するハラスメン

トの相談にも応じる。 

 

○職員同士で相談を受けた場合は、本人の話を真摯に受け止めたうえで、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をきく。なお、本人の了承を得ずに他

人に話をすることは、たとえ善意であってもアウティング（暴露）となるため絶対に

行ってはならない。 
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２ 採用時の対応（非常勤職員、臨時職員等を含む） 

○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、ＬＧＢＴｓであること

による採否判定を行ってはならない。 

 

○面接時には、男又は女らしい、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評価したり、差別的言動や相手を傷つける行動をとってはならな

い。 
 

 

３ 福利厚生制度 

千代田区では、平成30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、弔慰金を認めている。 

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検討する

必要がある。 
 

 

４ 安全衛生 

産業医等にも、ＬＧＢＴｓ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る。 

 

 

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 児童・生徒に対する配慮・対応 

2016（平成28）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た。 

2017（平成29）年７月に閣議決定された「自殺総合対策大綱」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、教職員の理解を促進する」と記載されており、学校

においては、学級に一定程度のＬＧＢＴｓ当事者である子どもが在籍していることを想定

し、全ての教職員がＬＧＢＴｓに関する正しい理解を深めることが重要である。 

実際に差別やいじめにあっていなくとも、本人がＬＧＢＴｓであることに気づき、自尊

感情が持てずに悩みを抱えることがある。子どもが家庭以外で最も長く過ごす場である学

校内での理解を進め、適切に対応していく必要がある。 

まだ自分のセクシュアリティについて無自覚である幼児に対しても、人権尊重の視点を

もって、「個」を尊重しながら接することが大切である。 

さらに、アフタースクール、児童館、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周知

し、理解を促進していく必要がある。 

 

 

１ 学校内の体制 

（１）ＬＧＢＴｓであることに基づく差別・いじめに対する教職員の姿勢 

ＬＧＢＴｓであることに由来する悩みや、それを背景とするいじめも存在する。それぞ

れの「個」が尊重されるべきことを、子どもたちに明確にし、校園長を中心に全ての教職

員が厳しい態度で臨む姿勢を示す。 

 

（２）悩みや心配を相談できる場の用意 

家庭の他に、子どもが自らの悩みを相談できる場を用意することは、自死予防に効果的

である。学校での対応が難しければ、専門の相談窓口を利用したり、相談機関を案内した

りする等の対応を行う。 

 

（３）子どもが、ＬＧＢＴｓに関する情報を得られる環境 

羞恥心やハラスメント・差別を恐れて教職員に相談しにくい場合も想定される。性自

認・性的指向に関する情報が届くことで、ＬＧＢＴｓ当事者である子どもたちの抱える不

安や疑問の解消の一助となるとともに、他の子どもたちの理解促進にもつながるため、自

分で調べることができたり、さりげなく話題にできる環境を用意する。 

 

 

【子どもへの情報提供の例】 

 ○図書室等に、ＬＧＢＴｓ関連の図書を配置する。 

 ○ＬＧＢＴｓ関連記事が掲載されている校内新聞やポスター等を掲示する。 
＊3 Ｐ.24参考文献より引用 
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（４）個人的な配慮と類型的な校内対応 

ＬＧＢＴｓ当事者である子ども（又は保護者）から相談があった場合は、適切に応じる

ことはもちろん、ＬＧＢＴｓ当事者である子ども（又は保護者）を傷つけないことが重要

である。 

 

○ＬＧＢＴｓ当事者である子どもに関して対応できることや、誰が情報を共有するか等、

本人、学校、関係機関等と連携しながらルールを決め、子どもの成長に合わせて柔軟に対

応する。 

 

○性自認や性的指向には個人差があるため、希望する対応も様々であるが、求められたこ

とはひとつの類型として、今後の設備利用や制度を見直す際の視点とする。 

 

（５）制服等の選択 

現在、一部の区立学校では、標準服や体育着、水着等、本人（及び本人了解の上で保護

者）の申し出によって、希望する衣服等の着用を認めている。子どもによって様々なケー

スが考えられるので、本人（及び本人了解の上で保護者）と一人ひとりに応じた配慮事項

や学校生活上のルールについて話し合う。 

 

（６）学習会や校内研修の実施 

子どものＬＧＢＴｓに由来する相談や悩みに、全ての教職員が対応できるよう、 

学習会や校内研修等を実施する。 

 特に、相談を受けることが多い養護教諭やスクールカウンセラーについては、研修への 

参加等を通じて理解を深め、不適切な言動や指導を行わないようにする。 

 

（７）ＬＧＢＴｓ当事者である教職員、教員養成対象者への配慮 

ＬＧＢＴｓ当事者である教職員や実習生・研修生の受け入れの際には、平等に接し、配

慮が必要な事柄には本人と十分に話し合った上で対応する。 
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２ 教室における配慮 

（１）子どもの個別性の受容 

性自認や性的指向への思いの強さや受容の程度はそれぞれ異なる。相談を受けた際は、

子どもの信頼を損なわないよう話を真摯に受け止め、プライバシーの尊重を最優先し、本

人の同意なく他に広まることのないよう配慮する。相談に対して、学校として応じる場合

には、教職員の間での情報共有について本人から了解を得る必要がある。 

 

【子どもから相談を受けた際のポイント】 

  ○セクシュアリティを決めつけない。 

  ＮＧ例 

     ・「きっとあなたはトランスジェンダーよ」 

     ・「それはレズビアンの感情ね」 

 

○「話してくれてありがとう」と伝える。 

○何に困っているのか聞く。 

○誰かに話しているか、話して良いかを確認する。 

○支援、相談機関につながる情報を伝える。 

○最適な対応は一人ひとり異なるため、子どもとの対話の中で考える。 
＊4 Ｐ.25参考文献より引用 

 

 

（２）子どもの発達段階に応じた人権教育の推進 

性の多様性への無理解から、ＬＧＢＴｓであることが嘲笑の対象等とされることで、Ｌ

ＧＢＴｓ当事者である子ども（自身がＬＧＢＴｓであるとの認識の有無にかかわらず）

が、自己否定や疎外感等を抱くこととなる。 

人権教育を行う教職員がＬＧＢＴｓについて正しく理解し、学校生活の中で性の多様性

のあり方や人権尊重の意識が子どもたちに醸成されるよう適切に対応する。 

 

（３）多様な生き方を考えた進路指導 

ＬＧＢＴｓ当事者である子どもは、自分が他者と異なると考え、自身の将来を思い描き

にくい状況に陥ることがある。子ども一人ひとりと向き合い、先入観なく進路指導を行

い、進路や生き方について学ぶ機会には、多様な生き方があることを学べるようにする。 

 

 

【進路指導の考え方】 

 身近にロールモデルがいない子どもにとって、自分と同じような人が存在し、その人が 

しっかりと社会生活を送っていることを知るのは心の支えとなる。 

ＬＧＢＴｓ当事者が、実際にどのような仕事をし、生活しているのか、学校卒業後の生 

活等について話してもらう機会があると良い。 
＊3 Ｐ.24参考文献より引用 

 

 

 

 

決めるのは本人 
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３ 課外活動等における配慮 

学校行事や部活動において、子どもたちの意向と関係なく男女の役割を決めつけないよ 

う注意する。ＬＧＢＴｓ当事者である子どもへの配慮だけではなく、性別による固定的な 

役割分業意識を持たせないことにもつながる。 

 

○部活動への参加は、性別を理由に制限しない。 

 

○使用物品に性別による違いがある場合には、ＬＧＢＴｓ当事者である子どもと相談の

上、対応する。 

 

 

４ 事務・手続き等における配慮 

（１）必要のない性別欄の削除 

学校への提出書類や学生証、学校内の名簿や掲示物・配布物、校内用に作成する書類等 

の性別記載を見直し、不要な場合は廃止する。性別を把握する必要がある場合は、男女に

加えて「答えない」や「その他」の項目を設ける等工夫する。 

 

（２）通称名使用の検討 

通称名の使用を希望する場合は、ＬＧＢＴｓ当事者である子ども（及び保護者）との話

し合いのもと、本名とは異なる通称名を予め定めて、学校での書類全般にその使用を認め

る。 
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Ⅴ 巻末資料 

１「ＬＧＢＴｓ」に関する国や地方公共団体等の取組 

（１）国の取組 

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年７月、『性同一性障害者の性別取り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年制定、平成18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。①20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）地方公共団体の取組 

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、多様 
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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組を開始すること

が宣言された。 

平成27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、必要な取組を推

進することを規定している。 

 

 

※(3) 具体的な取組として、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）民間企業等の取組 

民間企業や大学等においても独自の取組が行われている。 

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を行っている。平

成29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ＧＳセンター」を開

設した。平成30年には、お茶の水女子大学が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）を受け入れると表明している。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組が広がって
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いる。 

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

て活かされる。ＬＧＢＴｓ当事者に対する取組と、ＬＧＢＴｓ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。 

 

２ 相談窓口 

 窓口 相談先・電話番号 対応日時 

千
代
田
区 

ＬＧＢＴｓ相談 国際平和・男女平等人権課 

03-5211-4166 

毎月第２木曜日 

午後４時30分～７時

30分 

都 東京都性自認及び性的指

向に関する専門電話相談 

03-3812-3727 毎週火・金曜日 

午後６時～10時 

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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３ ＬＧＢＴｓに関する関連用語（五十音順） 

 ＬＧＢＴｓに関する用語で、知っておきたいものを掲載している。 

各用語の使い方が人によって異なる場合があり、用語の意味は絶対ではない。 

 

 あ  

アウティング（Outing） 

ある人のセクシュアリティを、その人の同意なしに周囲に言うこと。 

アセクシュアル（A sexual） 

誰に対しても恋愛感情や性的関心を持たない（あるいはとても弱い）人。 

アライ（Ally） 

多様な性自認・性的指向に理解のある非当事者であり、理解者、応援する者、支援者のこと。 

インターセックス（Intersex） 

 生物学上の性発達が非典型な場合を指す。医学的にはＤＳＤ（Disorders of Development）と呼ば

れ、性自認や性的指向の悩みとは異なる。 

エックスジェンダー（X-gender） 

「女性／男性」の2択に捉われない性別のあり方の人。女性でもあり、男性でもある。女性でも、男性

でもない。性別を決めたくない等、様々な人がいる。 

エフティーエム（FTM、Female to Male） 

体の性別が女性で、心の性別が男性である人。 

エムティーエフ（MTF、Male to Female） 

体の性別が男性で、心の性別が女性である人。 

エルジービーティー（LGBT） 

Lesbian（レズビアン）、Gay（ゲイ）、Bisexual（バイセクシュアル）、Transgender（トランスジ

ェンダー）の頭文字をとった言葉。 

エルジービーティーアイキュー（LGBTIQ） 

Lesbian（レズビアン）、Gay（ゲイ）、Bisexual（バイセクシュアル）、Transgender（トランスジ

ェンダー）、Intersex（インターセックス）、Questioning（クエスチョニング）の頭文字を取った言

葉。 

 

 か  

カミングアウト（Coming-out） 

自らのセクシュアリティを自覚し、他者にそれを開示すること。 

クイア（Queer） 

「奇妙な、独特の」という意味の言葉で、性的少数者の総称の一つ。元は差別的に使われる「変態」の
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意味だったが、最近は当事者が自称する表現として使用されている。 

クエスチョニング（Questioning） 

特定の枠に属さない、性自認や性的指向が明確でない、分からない、典型的な女性、あるいは男性でな

いと感じる人。 

クローゼット（Closeted、in the closet） 

自らのセクシュアリティを自覚しているが、他者に開示していない状態。 

ゲイ（Gay） 

性自認が男性で、男性に恋愛感情を抱く人。いわゆる男性同性愛者。 

 

 さ  

ジェンダー（Gender） 

「社会的・文化的に形成された性別」のこと。人間には生まれついての生物学的性別（セックス／

sex）がある一方、社会通念や慣習の中に、社会によって作り上げられた「女性像・男性像」があり、

これらを「社会的・文化的に形成された性別（ジェンダー／gender）」という。 

シスジェンダー（Cis Gender） 

生まれた時に診断された体の性別と自分の性自認が一致し、それに従って生きる人のことを指す。 

性自認（Gender Identity） 

自分の性別をどのように認識しているか、どのような性のあり方を自分の感覚として持っているかを示

す概念。「心の性」と呼ばれることもある。 

性的指向（Sexual Orientation） 

ある人の恋愛や性的関心がどの対象に向くかを示す概念。具体的には、恋愛・性愛関心が異性に向かう

異性愛（ヘテロセクシュアル）、同性に向かう同性愛（ホモセクシュアル）、男女両方に向かう両性愛

（バイセクシュアル）等を指す。 

性同一性障害（GID、Gender Identity Disorder） 

トランスジェンダーのなかでも、特に精神神経医学的な診断基準を満たした人のこと。GIDと略され

る。 

生物学的な性（Sex） 

生物としてのヒトを「メス／オス」という2つのカテゴリーに分別する生物学的知見。 

性分化疾患（DSD、Disorders of Sex Development） 

染色体、生殖腺もしくは解剖学的に性の発達が先天的に非定型的である状態を指す医学用語。 

性別違和（Gender Dysphoria） 

2013年に改訂された「精神障害診断の手引き第5版（DSM-5）で、「性同一性障害」に代わって使用

されている名称。出生時に割り当てられた性と性自認の不一致を感じている状態を指す。性別違和その

ものは精神疾患でないとされている。 
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性別適合手術（SRS、Sex Reassignment Surgery） 

トランスジェンダーのうちで体的な性別に対して強い違和感や嫌悪感を抱いている人に対し、内外性器

の形状を性自認に合わせるために行う外科手術。 

「性転換手術」⇒実態に合致しないため、使用しない。 

セクシュアリティ（Sexuality） 

性自認、性的指向等を含めた性のあり方の総称。 

セクシュアル・マイノリティ（Sexual Minority） 

正常、規範的等とされている性のあり方の周縁に位置する人々の総称。レズビアン、ゲイ、バイセクシ

ュアル、トランスジェンダー等を含む。LGBT（IQ）の人々を総称して使用することが多い。 

ソジ・ソギ（SOGI） 

「性的指向（Sexual Orientation＝SO）」と「性自認（Gender Identity＝GI）」の略。全ての人に

関わる、ＬＧＢＴよりも広い概念。 

 

 た  

ダイバーシティ（Diversity） 

「多様性」のこと。性別や国籍、年齢等に関わりなく、多様な個性が力を発揮し、共存できる社会のこ

とをダイバーシティ社会という。 

トランスジェンダー（TG、Transgender） 

生物学的な性（セックス）と性自認が一致しない人々のこと。いわゆる体の性別と心の性別が一致せず

違和感を持つ人。 

 

 は  

バイセクシュアル（Bisexual） 

性的指向が女性と男性の両方に向く人。両性愛。 

パンセクシュアル（Pansexual） 

全てのセクシュアリティの人を恋愛対象とする人。バイセクシュアルが、性別を「女と男」を基本にし

た見方であるのに比べ、パンセクシュアルは、性別は男女だけでなく様々な人がいるという見方。全性

愛。 

ヘテロセクシュアル（Heterosexual） 

性的指向が異性に向く人。異性愛者。 

ホモセクシュアル（Homosexual） 

性的指向が同性に向く人。ゲイは男性同性愛者、レズビアンは女性同性愛者。 
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 ら  

レインボーフラッグ（Rainbow Flag） 

多様な性自認・性的指向の人々に対する理解と支援の象徴として使用されている。 

レズビアン（Lesbian） 

性自認が女性で、性的指向が女性に向く人。いわゆる女性同性愛者。 

 

 

４ 参考文献・ＨＰ 

●「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）」＊2 

 ●「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」＊3 

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 

 

●「性自認およ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～」 

   発行：文京区 発行年：平成29年３月 

 

●「多様な性自認・性的指向に関する対応指針」 

   発行：豊島区 発行年：平成30年２月 

 

●「ＬＧＢＴを知りサポートするためのガイドライン 

～誰もが自分らしく生きることを認め合う社会へ～」 

発行：千葉市 発行年：平成30年３月 

 

●「多様な性のあり方を知り、行動するための職員ガイドライン 

～ＬＧＢＴをはじめ多様な性的指向・性自認（SOGI）について理解を深め、行動する～」 

発行：三重県 発行年：平成31年２月 
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●「ＬＧＢＴ＋等に関する筑波大学の基本理念とガイドライン」 

   発行：国立大学法人 筑波大学 発行年：平成29年３月 

 

 ●「性的マイノリティの人権 多様な「性」があること、知っていますか？」＊1 

発行：東京都総務局人権部人権施策推進課 

 

●「ＬＧＢＴと職場環境に関するアンケート調査2016」（http://nijiirodiversity.jp/） 

作成：特定非営利活動法人 虹色ダイバーシティ 作成年：平成28年８月 

 

●「ＬＧＢＴ Youth  Japan」（https://lgbtyouthjapan.jimbo.com/）＊4 

 

 

資料や教材等に関する相談 

性的指向およ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

（略称：ＬＧＢＴ法連合会）info@lgbtetc.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nijiirodiversity.jp/
mailto:info@lgbtetc.jp


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＬＧＢＴｓへの対応に関する職員向けハンドブック 

 

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 


