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自治体 都道府県 条例 行動、計画、指針、推進プランなど 開始 使用されている文言

札幌市 北海道 第３次男女共同参画さっぽろプラン 平成25年４月 性的少数者

秋田県 秋田県 第３次秋田県男女共同参画推進計画 平成23年３月 性的少数者

千葉市 千葉県 ちば男女共同参画基本計画・新ハーモニー
プラン（後期計画）

平成23年３月 性同一性障害等

渋谷区 東京都 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

同性カップル証明書発行

小金井市 東京都 小金井市男女平等基本条例 平成15年６月 性的指向

文京区 東京都 文京区男女平等参画推進条例 平成25年11月 性的指向又は性的自認

多摩市 東京都 多摩市女と男の平等参画を推進する条
例

平成25年９月 性的指向、性自認

横浜市 神奈川県 第３次横浜市男女共同参画行動計画 平成23年１月 性的少数者

相模原市 神奈川県 第２次さがみはら男女共同参画プラン21 平成24年３月 性同一性障害

新潟市 新潟県 第２次新潟市男女共同参画行動計画 平成23年３月 性同一性障がいなど

静岡県 静岡県 第２次静岡県男女共同参画基本計画・第２
期実施計画

平成26年３月 性同一性障害など

名古屋市 愛知県 名古屋市男女平等参画基本計画2015 平成23年４月 セクシュアル・マイノリティ

金沢市 石川県 新金沢市男女共同参画推進行動計画 平成25年４月 性的指向

大津市 滋賀県 第２次男女共同参画推進計画 平成23年４月 性的マイノリティ

長岡京市 京都府 長岡京市男女共同参画推進条例 平成22年９月 性同一性障がいを有する
人

大阪府 大阪府 おおさか男女共同参画プラン2011-2015 平成23年 性同一性障害、性的指向

泉南市 大阪府 泉南市男女平等参画推進条例 平成24年４月 性同一性障害、性的指向

箕面市 大阪府 男女協働参画推進プラン 平成23年３月 性同一性障害・性的指向

堺市 大阪府 堺市男女平等社会の形成の推進に関す
る条例

平成13年４月 性同一性障害・インター
セックス・性的マイノリティ

堺市 大阪府 第４期さかい男女共同参画プラン 平成24年３月 性的マイノリティ

神戸市 兵庫県 神戸市男女共同参画計画（三次） 平成23年３月 性的マイノリティ

鳥取県 鳥取県 第３次鳥取県男女共同参画計画 平成24年 性的マイノリティ

岡山県 岡山県 第３次おかやまウィズプラン 平成23年３月 性同一性障害、性的指向

岡山市 岡山県 第３次さんかくプラン 平成24年３月 性同一性障害など

広島市 広島県 第２次広島市男女共同参画基本計画 平成23年３月 性的指向、性同一性障害

八女市 福岡県 八女市男女共同参画のまちづくり条例 平成16年３月 性同一性障害

大分県 大分県 第３次おおいた男女共同参画プラン 平成23年３月 性的指向、性同一性障害

鹿児島県 鹿児島県 第２次鹿児島県男女共同参画基本計画 平成25年３月 性的指向、性同一性障害

沖縄県 沖縄県 第４次沖縄県男女共同参画計画～DEIGOプ
ラン～

平成24年３月 性同一性障害など

西原町 沖縄県 沖縄県西原町男女共同参画推進条例 平成24年３月 性的指向

自治体 都道府県 条例 行動、計画、指針、推進プランなど 開始 使用されている文言

北海道 北海道 北海道人権施策推進基本方針 平成15年３月 性的マイノリティ

栃木県 栃木県 栃木県人権施策推進基本計画 平成18年３月 性的指向、性同一性障害

群馬県 群馬県 人権教育・啓発の推進に関する群馬県基本
計画

平成17年３月 同性愛者、性同一性障害
の人

埼玉県 埼玉県 （改定）埼玉県人権施策推進指針 平成24年３月 性的指向、性同一性障害

草加市 埼玉県 草加市人権施策推進基本法案 性同一性障害・性的指向

千葉県 千葉県 千葉県人権施策基本指針 平成16年２月 性同一性障害、同性愛者

東京都 東京都 東京都人権施策推進指針～東京ヒューマン・
ウェーブ２１の展開～

平成12年11月 同性愛者、性同一性障害

神奈川県 神奈川県 かながわ人権施策推進指針（改定版） 平成25年３月 性的マイノリティ

相模原市 神奈川県 相模原市人権施策推進指針 平成14年３月 性的マイノリティ

新潟県 新潟県 新潟県人権教育・啓発推進基本指針 平成16年４月 性同一性障害

新潟市 新潟県 新潟市人権教育・啓発推進計画 平成20年３月 性的マイノリティ

富山県 富山県 富山県人権教育・啓発に関する基本計画 平成19年３月 同性愛者

石川県 石川県 石川県人権教育・啓発行動計画 平成17年３月 性同一性障害者

男女共同参画

人権
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福井県 福井県 福井県人権施策基本方針 平成25年７月 性的指向、性同一性障害

長野県 長野県 長野県人権政策推進基本方針 平成22年２月 性的指向、性同一性障害

岐阜県 岐阜県 岐阜県人権施策推進指針（第２次改定） 平成25年３月 性同一性障がい者、性的
指向、HIV感染者

多治見市 岐阜県 多治見市人権施策推進指針 性同一性障害・性的指向

静岡県 静岡県 静岡県人権施策推進計画（改定版）〔ふじのく
に人権文化推進プラン〕

平成23年３月 性同一性障害者、同性愛
者

浜松市 静岡県 第２期浜松市人権施策推進行動計画 平成24年３月 性同一性障がい

愛知県 愛知県 人権教育・啓発に関する愛知県行動計画 平成13年２月 性同一性障害者・同性愛
者等性的少数者

あま市 愛知県 あま市人権尊重のまちづくり行動計画 平成24年３月 性同一性障害・性的指向

名古屋市 愛知県 新なごや人権施策推進プラン 平成23年３月 性同一性障害等の性的少
数者

石川県 石川県 石川県人権教育・啓発行動計画（改定版）
（案）

平成27年３月 性的少数者、性同一性障
害者、同性愛者・両性愛者

金沢市 石川県 金沢市人権教育・啓発行動計画 平成25年４月 性同一性障害、同性愛、
両性愛

三重県 三重県 三重県人権施策基本方針 平成18年３月 性的マイノリティ

滋賀県 滋賀県 滋賀県人権施策推進計画 平成23年３月 性的マイノリティ

大津市 滋賀県 大津市人権教育・啓発推進指針 平成21年４月 性的指向・性同一性障害

京都府 新京都府人権教育・啓発推進計画 平成24年 性同一性障害

京都市 京都府 京都市人権文化推進計画（改訂版） 平成22年４月 性同一性障害・性的指向

豊中市 大阪府 豊中市人権教育・啓発基本計画 平成16年６月 性的マイノリティ　（性同一
性障害・同性愛者・イン
ターセックス）

大阪府 大阪府 大阪府男女共同参画推進条例 平成14年４月 性的マイノリティ

大阪府 大阪府 大阪府自殺対策基本指針 平成24年４月 性的マイノリティ

大阪府 大阪府 大阪府人権施策推進基本方針 平成13年３月 性的マイノリティ

大阪市 大阪府 大阪人権施策推進基本方針 平成17年４月 性同一性障害・性的指向

堺市 大阪府 堺市人権施策推進基本方針 平成15年 性的マイノリティ

神戸市 兵庫県 第２次神戸市人権教育・啓発に関する基本
計画

平成23年３月 性的マイノリティ

奈良県 奈良県 奈良県人権施策に関する基本計画 平成16年３月 性同一性障害

奈良市 奈良県 奈良市人権文化推進計画 平成18年９月 性同一性障害

和歌山県 和歌山県 和歌山県人権施策基本方針 平成22年２月 性同一性障害

和歌山市 和歌山県 和歌山市人権施策推進行動計画 平成23年３月 性同一性障害

鳥取県 鳥取県 鳥取県人権施策基本方針－第２次改訂－ 平成22年11月 性的マイノリティ

岡山県 岡山県 第３次岡山県人権政策推進指針 平成23年３月 性同一性障害、性的指向

岡山市 岡山県 人権教育及び人権啓発に関する基本計画 平成15年 性的指向・性自認・イン
ターセックス（半陰陽）

山口県 山口県 山口県人権推進指針 平成24年３月 性同一性障害

徳島県 徳島県 徳島県人権教育・啓発に関する基本計画 平成16年12月 性同一性障害者

香川県 香川県 香川県人権教育・啓発に関する基本計画 平成15年12月
平成25年12月

同性愛者、性同一性障害
者

愛媛県 愛媛県 愛媛県人権施策推進基本方針 平成22年１月 性的マイノリティ

福岡県 福岡県 福岡県人権教育・啓発基本指針 平成15年６月 性的マイノリティ

福岡市 福岡県 福岡市人権教育・啓発基本計画 平成16年１月 性同一性障がい

北九州市 福岡県 北九州市人権行政指針 平成17年11月 性同一性障害

佐賀県 佐賀県 佐賀県人権教育・啓発基本方針（改訂版） 平成18年10月 性同一性障害者

長崎県 長崎県 長崎県人権教育・啓発基本計画（改訂版） 平成24年２月 性同一性障害、性的指向

熊本県 熊本県 熊本県人権教育・啓発基本計画（第２次改訂
版）

平成24年３月 性同一性障がい、性的指
向

大分県 大分県 大分県人権尊重施策基本方針 平成22年８月 性的少数者

宮崎県 宮崎県 宮崎県人権教育・啓発推進方針 平成17年１月 性的少数者

鹿児島県 鹿児島県 鹿児島県人権教育・啓発基本計画 平成16年12月 性的指向
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