
 1 / 7 

 

令和元年 12月定例会  一般質問  高橋雅成議員    ＜12月 12日＞ 

 

 

 

 

 

 

 

LGBT支援策と不寛容社会について 

 

福岡県の LGBT 支援策と不寛容社会について伺い

ます。 

私は平成２２年の予算特別委員会で性的少数者の人

権問題を取り上げて以来、LGBT の方たちを取り巻く社

会の課題を何度も質問してきました。その間、東京・渋谷

区で初めて同性パートナーシップ条例が施行され、その

後、多くの自治体で同様の制度ができました。NHK など多くのテレビ放送でゲイを

題材にしたテレビ番組が放送され、レインボーパレードは全国各地に広がりました。

LGBTに対する社会の認識は大きく前進してきたと思っています。 

福岡県にあっても、「福岡県人権教育・啓発基本指針」の改訂をはじめ、「性的少

数者に関する庁内連絡会議」の設置、県職員に対する研修、性同一性障害や同性愛

など性的少数者の人権を啓発する特別展示「自分らしく生きるために」の開催、おも

てなしレインボーガイドブックの作成、青少年相談事業の中で性的少数者の NPO法

人を紹介、LGBT 専用の DV 相談窓口の設置、県広報テレビ番組でレインボープラ

イド情報を放送、学校の人権教育担当者等に対し、性同一性障害当事者を講師とし

て理解、認識を深められるよう研修会を実施――などなど様々な施策に取り組んで

いただきました。今年は、レインボーカラーのストラップ２万個を作成、レインボープライ

ド九州に県のブースを初めて出店し、配布しています。 

こうした県や県教委の尽力、努力に敬意を表するとともに、今一重のご尽力を賜り

たく、以下、質問します。 

まず初めに、福岡県における同性パートナーシップ制度の実現について、県知事の
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認識は如何でしょうか。お答えください。また、その前提として、私は以前、性的指向と

性自認、いわゆる SOGI(注 1)による差別やハラスメントの禁止が必要であり、その観

点から現在の福岡県男女共同参画推進条例を見直すべきであると主張しました。 

その際の知事の答弁は消極的なものでした。しかしながら、政府は 2016 年以降、

いわゆる骨太の方針に「性的指向、性自認に関する正しい理解を促進するとともに、

社会全体が多様性を受け入れる環境づくりを進める」と明記し、各省で取り組みを進

めています。男女という両極の観点から前に進め、SOGIというあらゆる人を包摂した

観点に立った条例に改訂すべきと強く訴えるものですが、知事の考えを再度質します。 

また、国では人事院規則の第二条一号の運用通知の中で「この条の第一号の

『性的な言動』とは、性的な関心や欲求に基づく言動をいい、性別により役割を分担

すべきとする意識又は性的指向若しくは性自認に関する偏見に基づく言動も含まれ

る」と明記しています。また現在、厚生労働省においてパワハラ指針を作りつつあり、

年内にも出来上がるとのことですが、ハラスメントの対象として SOGI についても明

記されるとの話も伺っています。また、性的少数者への適切な対応を促すため、自治

体が職員向けの手引きや指針を作る動きが広がっており、九州では熊本県と熊本市

が作成しており、多様な性の基礎知識や誤った対応例、職場で気を付けなければな

らない言動などが盛り込まれています。福岡県においては職員研修の充実など図ら

れていますが、このような職員向けの手引きのようなものについて県の取り組みを伺

います。 

さて、福岡県内では福岡、北九州両市が同性パートナーシップ制度を開始し、来年

には古賀市が制度を導入するために準備中です。さらに、名前は伏せますが現在水

面下ながら準備を進めている市があるとの情報を得ています。同性パートナーシップ

制度がある市では、パートナーと認められた同性カップルが公営住宅に入居できる

仕組みになっています。同制度がある市の中の県営住宅についても同性カップルに

同様の権利を与えるべきだと考えます。神奈川県では、横須賀市、小田原市に続いて

横浜市が同性パートナーシップ制度を導入し、さらに今後、相模原市、鎌倉市、逗子

市、葉山町で同制度が導入される予定ですが、同県は、同性パートナーシップ制度の

もとで証明された同性カップルへの県営住宅の入居を可能としました。福岡県の県

(注 1) SOGI とは？  「ソジ」あるいは「ソギ」と読みます。「自分はどういう性別の人を好きになるか」

（性的指向：Sexual Orientation）や「自分は自分のことをどういう性だと認識しているか」（性自認：

Gender Identity）と、2つのことの英語の頭文字。 
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営住宅におきましても同様の入居資格を認めるべきです。現在、福岡県の県営住宅

の世帯構成に関する入居要件は何かお聞きするとともに、同性カップルの入居を認

めることに対する知事の見解をお示しください。 

さて、今の日本社会は、弱者や少数者に対する不寛容の言葉と行動が横行する不

寛容社会であるとの認識が広がっています。障がい者や子ども、高齢者、性的少数者、

外国にルーツを持つ人、中でも朝鮮半島にルーツを持つ人に対するバッシングやヘ

イトスピーチには耳をふさぎたくなるようなものもあります。LGBTの文脈で言えば、昨

年夏の「LGBTには生産性がない」と言った国会議員の言葉が想起されます。 

そうした不寛容社会の背景には、ネット社会の問題を指摘する人もいますし、若者

の貧困の問題を挙げる人もいます。日本の社会には「多数派に迎合しない者は排除」

し、「排除した相手をいじめて喜ぶ」残忍さが広く根を張ったままであると鋭い指摘を

する方もいらっしゃいます。いずれにしても、様々な偏見を駆除し、人間性を回復する

必要があると思います。そのためには、正しい情報を正確かつ不断に発信し続けるこ

とと教育に託すことしかないと思うものです。 

法務省は、「性的指向及び性自認を理由とする偏見や差別をなくしましょう」と題し

て、「性の多様性について考える」というホームページを持っています。糸島市は、今

年 5月 15日号の広報誌で、「多様性を認め合う地域 赤と青の世界を虹色に」とい

うタイトルの漫画を中心に LGBT や SOGI についての特集を何と 12 ページにもわ

たって掲載しました。福岡市も 12 月 1 日付けの福岡市政だよりに「多様性を認め合

うこころ豊かな社会に」と題し、レインボースープ代表の五十嵐ゆりさんのインタビュ

ー記事の掲載を含め、1 ページ目から 4 ページまでを性的マイノリティの人たちを支

援する紙面に割きました。 

大分県は、県内の LGBT支援団体と LGBT当事者、立命館アジア太平洋大学の

LGBTs サークル「APU Colors」の方たちが原案に協力し、県内の漫画家・平田京

子さんが作画・ストーリー構成して昨年 1月、啓発マンガ「りんごの色～LGBTを知っ

ていますか？～」を発行しました。33,000部を印刷し、県内の中学校・高校で配布しま

した。人権啓発資料の法務大臣表彰を受けています。 

こうした広報活動は極めて大事で有効だと思いますが、県、県教委の取り組みはど

うか知事、教育長にお尋ねします。 

今年 9月、LGBT当事者を取り巻く人々の過剰な配慮や善意からくるアウティング

に翻弄される当事者を描く映画「カランコエの花」を見る機会がありました。その折、
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思春期保健相談士シオリーヌこと大貫詩織さんの話を聞くことができました。大貫さ

んは、「思春期にある LGBT 当事者は、9 割は誰にも相談していない。情報を欲しが

っているが、情報がどこにあるか分からない」と話していました。福岡県、福岡県教委

として、ホームページや広報誌を通じて、LGBT 当事者が相談しやすい体制や正しい

知識を間断なく伝え続ける必要があると考えるものですが、知事、教育長の見解をお

示しください。 

 

【小川知事の答弁】 

広域自治体である県が導入する場合、その前提として、この制度に対する県民や

市町村の理解が進むことが重要であると認識しています。 

また、宣誓後のパートナーの状況をどのように確認するのか、市町村営住宅への適

用など、どの程度市町村の協力が得られるかといった課題もあります。 

仮に、本県において、導入するに当たっては、すでに制度を実施している福岡市及

び北九州市と対象者の要件について整合性を図る必要があります。 

また、県内市町村が県の制度を適用して、市町村営住宅への入居などの行政サー

ビスを利用可能とするかどうかは、それぞれの自治体が判断することから、宣誓者が

得られる効果に違いが生じる可能性があります。 

こうした課題も踏まえ、都道府県として初めて制度を導入した茨城県における市町

村との関係や運用状況、さらには、他県の状況について情報収集を行っており、引き

続き研究を進めていきたいと考えています。 

県では、男女共同参画推進条例に基づき策定した「第 4次福岡県男女共同参画

計画」において、「性的指向や性自認などを理由として困難な状況に置かれることの

ないよう、人権教育・啓発を推進する」との取り組みの方向性を示し、これに基づき

LGBTの方専用の DV相談窓口の設置や、福岡県男女共同参画センター「あすば

る」における広報啓発などを行っているところです。 

男女共同参画推進条例の見直しについては、性的指向と性自認に関する法案が

国会で継続審議中であり、こうした国の法制化の動向等も十分注視した上で考えて

いきます。 

県では、これまで性的少数者をテーマに、人権・同和問題啓発推進員や幹部職員

に対し研修を行なうとともに、職員全員を対象とした「人権基本講座」を実施し、職員

の理解促進に努めてきました。 
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加えて、今年度は、各職場で業務の進め方を考えるにあたり、性的少数者への適

切な対応について話し合う研修を実施しています。 

また、所属長などの管理監督者が、性の多様性に関する理解を深め、職員からの

相談にも適切に対応できるよう、「管理監督者のための人材育成の手引」に、性的少

数者に関する内容を追加したところです。 

さらに、現在、改訂を進めている「職員向け人権・同和問題研修テキスト」では、性

的少数者に関する項目において、本人の了解を得ず第三者に伝えるアウティングの

問題などの記述を新たに加えることとしています。 

今後は、これらの資料に加え、性の多様性や性的少数者について、日常業務や職

場における配慮事項などを掲載した職員向け業務対応の手引きの作成についても

検討していきます 

県営住宅では、高齢者、障がい者等の世帯を除き、同居親族があることを入居の

要件としおり、戸籍謄本又は住民票により親族関係を確認しています。 

市町村が発行する同性パートナーシップ証明書等により県営住宅への入居を認

める場合、 ①同性パートナーシップ制度を導入していない市町村に居住する方との

不均衡が懸念されること ②市町村によって同性パートナーシップを認める条件が異

なる可能性があること ③同性パートナーシップ制度を導入した市町村が、他県に見

られるように、自ら設置する市町村営住宅への入居を認めない場合があり得ること 

といった課題があります。 

このようなことから、今年度から入居を認めている熊本県及び神奈川県の運用状

況や他県の動向を注視してまいりたいと考えています。 

県では、これまで、テレビやラジオによる広報番組のほか、啓発冊子を活用したセミ

ナーの開催、性的少数者の人権問題を専門とする研修講師の派遣など、さまざまな

手法により広報や啓発を行ってきました。 

今年度は、性の多様性を表わすレインボーカラーの啓発グッズを作成し、街頭啓発

や各種イベントで配布しているところです。 

また、性的少数者への理解を促す県民向け啓発冊子「おもてなしレインボーガイド

ブック」を改訂することとしています。 

加えて、県ホームベージにおいて、性の多様性についての正しい知識や理解を深

めるための研修、性的少数者の方々が相談できる窓口などについて、情報の提供を

行っています。 
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この 10月からは、性的少数者を含め人権問題で悩んでいる方を対象に弁護士が

助言を行う電話法律相談を開始し、各戸配布広報紙でお知らせしているところです。 

今後とも、県のホームページや広報紙などを通じ、性的少数者の方々に必要な情

報を提供するとともに、性の多様性について県民の皆さんの理解が深まるよう広報や

啓発に努めていきます。 

 

【城戸教育長の答弁】 

孤立しがちな LGBT当事者を支えるためには、当事者が相談しやすい体制や正

しい知識を伝えるための継続した広報活動が重要であると考えています。 

このため、県教育委員会においては、児童生徒に対し、LGBTに関する正しい知識

の習得や共感的理解、多様性への開かれた態度を育成する教育活動を推進してい

るところです。 

また、校内の相談体制の充実を図るよう各学校を指導するとともに、相談窓口を記

載した法務局作成の「子どもの人権 110番」カードや、児童生徒が直接法務局へ郵

便で相談できる「子どもの人権 SOS ミニレター」を毎年配布し、児童生徒及び保護

者への周知を図っているところです。 

 

【再質問】 

毎年、北九州市門司区で「門司区中学生・高校生意見発表大会」が開催されてお

り、今年も秋に開催されました。その中で、県立門司大翔館高校の二年生男子が発

表した意見が注目されました。タイトルは LGBTQ について。その二年生男子は、

SNS の中でバイセクシャルの人と知り合いになったこと、少数者のセクシャリティを持

っているだけで差別されることに納得できなかったこと、交流を深める中で、「カミング

アウトをして家族を悲しませたり、友達から嫌われていじめられることが怖い」と言っ

た言葉が特に印象に残ったことなどを語り、家族や友達から否定されいじめを受ける

かもしれないとおびえるのは「受け止めることができていない今の私たちに大きな問

題がある」と主張します。そして、「どんなセクシャリティを持っていても、人間としての

価値はみな平等」なのに、「LGBTQ についてきちんと理解していないから相手を平

気で傷つけ見下し差別する」「間違った認識は正さなければならず」「そのためには

正しい知識を勉強することだ」と結びました。 

非常に素晴らしい主張で、同席していた大人も感心していたということです。 
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私は、県は戸籍や住民票を扱いませんので、パートナーシップ制度を持つのは難し

い、無理だと思っていました。しかし、今年、茨城県がそれを実現しました。困難や課題

はあるでしょうが、それを乗り越えていこうとする意志が知事の答弁からは感じられま

せん。LGBT の問題に真正面から取り組もうという意欲がまったく感じられませんで

した。 

 「結婚の自由をすべての人に」九州訴訟が始まりました。原告の会社員まさひろ

さん 31 歳とこうすけさん 30 歳ともお会いしました。二人の主張はある意味で単純で

す。一言で言うなら、愛する二人が結婚できないのは憲法違反ではないかというもの

です。同性婚が認められた国では同性カップルの自殺が減少することが明らかにな

っています。デンマークとスウェーデンの共同研究で、同性婚が認められる以前と認

められた後では同性カップルの自殺率が 46％も減少しました。研究に携わった研究

者は、同性婚を法制化することやその他の法的支援にはセクシャルマイノリティの人

たちへのスティグマ(注 2)を減らす可能性があると言及し

ています。ほかの研究でもアメリカの同性婚を法制化した

州で LGBT の高校生の自殺未遂率が 14％下がったと

の研究もあります。 

日本では、性的マイノリティの若者は異性愛の若者に比べ自殺未遂率が 6倍高い

という調査結果があります。 

パートナーシップ制度は、法的な根拠はありません。パートナーシップは SOGIに関

する諸施策を推進する大きなエンジンです。当事者にとっては希望の点火なのです。

その実現は性的マイノリティが社会に認められているという感情、安心感を生みます。 

知事は、パートナーシップ制度に対し消極的な答弁でしたが、それは性的マイノリ

ティの若者の希望を踏みにじるものです。極めて残念です。「差別を温存したまま共

生を主張するのは暴力だ」という言葉があります。知事の答弁はまさに性的マイノリテ

ィに対する暴力であると主張して一般質問を終わります。 

(注 2) スティグマとは？ 
ギリシャ語に由来し、奴隷や犯

罪者の身体に刻印された「しる
し」のこと。個人に不名誉や屈辱
を引き起こす否定的なレッテルを
貼り付けること。 


