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１ パートナーシップ宣誓制度について

性的少数者は、少数ゆえに偏見や差別にさらされ、日常生活のさまざま

な場面で困難や生きづらさを感じています。また、そのことを周囲に打ち

明けられずに悩んでいる人も少なくありません。

毛呂山町では、「性の多様性を尊重し、誰もが活躍できる毛呂山町」の

実現に向け、性的少数者に関する取り組みを推進し、誰もが自分らしく生

きていけるまちを目指し、令和３年１０月１日からパートナーシップ宣誓

制度を開始しました。

この制度は、パートナーシップ関係にある２人が町に対し宣誓し、宣誓

した事実を証明するパートナーシップ宣誓証明書（以下、証明書）を町が

交付するものです。

宣誓により法律上の効果が生じるものではありませんが、お二人が人生

のパートナーとして自分らしく活躍できるひとつのきっかけとなること

を期待しています。毛呂山町は、多様性を認め合い、だれもが自分らしく

生きていけるまちづくりを目指しています。

好きになる相手が同性の方や、体の性と
こころの性が異なる方などは、割合が少な
いことから、総称として 「性的少数者＝
セクシャルマイノリティ」と言われていま
す。
ＬＧＢＴ

Ｌ（レズビアン）
Ｇ（ゲイ）
Ｂ（バイセクシャル）
Ｔ（トランスジェンダー）

などとも言います。
LGBTは総称の１つで、様々な性（セク

シュアリティ）の方がいます。
A（アセクシュセル）
X（エックスジェンダー）
Q（クエシュチョニング）

など、多様な性が存在します。
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２ 宣誓することができる方

パートナーシップ宣誓制度を利用できる方は、お二人またはお一人が、

性自認や性的指向に係る性的少数者であり、かつ以下の項目にすべてあて

はまる方です。

（１）２人がパートナーシップであること

（２）成年であること

（３）住所について次のいずれかに該当すること

□ 双方が町内に住所を有していること

□ 一方が町内に住所を有し、かつ他方が町内に転入予定であること

□ 双方が３ヶ月以内に転入を予定していること

＊ 転入予定の方は宣誓日から３ヶ月以内に町内に転入することを証

明する書類をご提出ください。

（４）２人が民法で規定する婚姻できない続柄でないこと

（パートナーシップ関係に基づく養子縁組の場合は除く）

（５）２人に配偶者（事実上の婚姻関係にある者を含む）がいないこと

（６）他の方とパートナーシップ関係にないこと

婚姻できない続柄

・直系血族…祖父母、父母、子、孫等

・三親等以内の傍系血族…兄弟姉妹、伯父伯母、叔父叔母、甥姪

・直系姻族…子の配偶者、配偶者の父母
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３ 宣誓の流れ

① 宣誓日時の予約

・ 宣誓希望日の７日前までに宣誓日時を予約してください。

なお、ご希望にそえない場合がありますのでご了承ください。

・ 郵送等での宣誓書の受付はできません。

② パートナーシップ宣誓

・ 予約した日時に必要書類をお持ちの上、お二人でご来庁ください。

必要書類（５ページ参照）と確認書による要件確認及び本人確認を行い、

職員立ち会いのもと、宣誓書を記入し、町に提出していただきます。

宣誓後は、「パートナーシップ宣誓書」の写しをお渡しします。

・ 書類に不備等がある場合は、宣誓を延期する場合があります。

・ プライバシー保護のため、個室で対応します。

③ 宣誓証明書・証明カード交付

ž 後日、お二人それそれに宣誓証明書と宣誓証明カードを郵送または窓口に

て交付します。

【予約連絡先】 総務課 自治振興係

ＴＥＬ：０４９－２９５－２１１２（内線３１４）

ＦＡＸ：０４９－２９５－０７７１

メールアドレス：soumu@towa.moroyama.lg.jp

予約受付時間：平日８時３０分から１７時１５分

転入確認

一方又は双方が毛呂山町に転入予定の

場合は、転入後に総務課自治振興係へ

連絡してください。
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４ 宣誓時に必要な書類

１．パートナーシップ宣誓書

２．パートナーシップの宣誓に当たっての確認書

＊ １及び２は、総務課にて準備しています。

３．住民票の写しまたは住民票記載事項証明書

３ヶ月以内に発行されたものをお一人１通ずつお持ちください。

（同一世帯の場合、お二人分の情報が記載されたもの１通で可とします。）

＊ 毛呂山町にお住まいの場合、提出していただく必要はありません。

＊ 住民票等の交付手数料は自己負担となります。

＊ 住民票等に個人番号・世帯主との続柄・本籍地の記載は不要です。

４．転入予定住所が確認できる書類（転入予定の方のみ）

転入予定の方は、転入予定であることを確認できるもの（転出証明書、賃貸

借契約書の写し等）をお持ちください。

５．独身であることを証明する書類（独身証明書・戸籍抄本等）

３ヶ月以内に発行されたものをお一人１通ずつお持ちください。

＊ 本籍地が毛呂山町の場合、提出していただく必要はありません。

＊ 外国籍の方の場合は、配偶者がいないことを確認できる書類（大使館等公

的機関が発行する婚姻要件具備証明書等）に日本語の翻訳を添えて提出し

てください。

＊ 独身証明書等の発行手数料は、自己負担となります。

６．本人確認書類

お一人ずつ、次のいずれか１点または２点を提示してください。

■１点の提示でよいもの

個人番号カード、運転免許証、旅券、その他官公署が発行した免許証、許可

証、資格証明書等で本人の写真が添付されたもの

■２点以上の提示が必要となるもの（本人写真が添付されていないもの）

健康保険証、年金手帳等本人が確認できる証明書等

通称名を使用する場合

通称名を使用する場合は、その通称名を日常的に使用していることが分

かるもの（社員証等）の写しをお持ちください。なお、宣誓証明書及び宣

誓証明カードの裏面に、戸籍上の氏名を記載します。
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６ Ｑ＆Ａ

Ｑ１ パートナーシップ宣誓制度は、結婚とどう違うのですか？

Ａ１ 結婚は民法に定める法律行為であり、相続権や扶養義務など法律上の権

利や義務が発生します。

一方、毛呂山町が行うパートナーシップ宣誓制度は、町の内部規定により

実施される制度であることから法的効力は有しません。

また、宣誓により戸籍や住民票の記載が変わるものではありません。

Ｑ２ 法的な権利や義務を伴うものではないのに、実施する理由は何ですか？

Ａ２ 性的少数者の方々の生活上の負担の軽減と、性の多様性を尊重し、誰もが

住みやすいまちづくりを目指して制定しました。この制度の導入により、差

別や偏見が解消されることを期待しています。

Ｑ３ 宣誓に費用はかかりますか？

Ａ３ 宣誓自体に費用はかかりません。必要書類を揃える際には手数料がかか

る場合があります。

Ｑ４ 宣誓証明書は、宣誓日当日に交付されますか？

Ａ４ 必要事項の確認や宣誓証明書等の作成を要しますので、交付までに数日

いただきます。そのため、即日発行できません。

Ｑ５ 転入後はどのような手続きが必要ですか？

Ａ５ ３ヶ月以内に毛呂山町に転入し、転入後、速やかに「記載事項変更届」を

提出してください。

Ｑ６ 同居をしていないと宣誓できませんか？

Ａ６ 宣誓の時点で同居している必要はありませんが、本制度の定義の「互いを

人生のパートナーとし、かつ、日常の生活において相互に協力し合う」ため

に同居を要件としています。
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Ｑ７ 外国籍ですが、パートナーシップの宣誓はできますか？

Ａ７ 外国籍の方も、毛呂山町民、または毛呂山町へ転入を予定している方であ

れば宣誓は可能です。宣誓に必要な書類として、本国の大使館、領事館が発

行する婚姻要件具備証明書（３ヶ月以内に発行されたもの）など独身である

ことを確認できる書類に、日本語訳を添えてご提出ください。

Ｑ８ 宣誓は一人でも可能ですか？

Ａ８ 本人確認とお二人の意思を確認の上、パートナーシップ宣誓書に署名を

いただくため、お二人でお越しください。

Ｑ９ プライバシーは守られますか？

Ａ９ 宣誓の際は、プライバシー保護のため個室対応します。

提出された書類や記載されている内容等の個人情報等について、外部に

情報を提供することはありません。

Ｑ10 パートナーシップ宣誓証明書、宣誓証明カードは再発行できますか？

Ａ10 証明書、証明カードを破損や紛失した場合、「再交付申請書」をご提出い

ただき、再発行を受けることができます。

Ｑ11 町外に転出する場合はどうしたらいいですか？

Ａ11 町外に転出される場合は、「返還届」をご提出いただき、交付した宣誓証

明書と宣誓証明カードを返還してください。

なお、返還時に宣誓証明書が交付されていた証明書を発行することがで

きます。

また、一方が転勤や親族の看病等のやむを得ない事情を理由として、一時

的に転出をする場合は、引き続き使用することができる場合がありますので

ご相談ください。

Ｑ12 パートナーシップを解消した場合にはどうしたらいいですか？

Ａ12 パートナーシップを解消した場合は、「返還届」をご提出いただき、交付

された宣誓証明書と宣誓証明カードは返還してください。



毛呂山町パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱

（趣旨）

第１条 この要綱は、町民一人ひとりが互いに人権を尊重し、多様な生き方及び

価値観を認め合いながら、誰もが活躍できる地域社会を目指すため、パートナ

ーシップの宣誓の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

（定義）

第２条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号

に定めるところによる。

(1) 性的少数者 性的指向が必ずしも異性愛のみでない者又は性自認が出生

時の性別に違和感がある者をいう。

(2) パートナーシップ 互いを人生のパートナーとし、日常生活において相

互に協力し合うことを約した一方又は双方が性的少数者である二人の者の

関係をいう。

(3) 宣誓 パートナーシップにある者同士が、町長に対し、双方が互いのパー

トナーであることを誓うことをいう。

（宣誓の対象者）

第３条 宣誓をすることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とす

る。

(1) 双方が成年に達していること。

(2) 住所について次のいずれかに該当すること。

ア 双方が町内に住所を有していること。

イ 一方が町内に住所を有し、かつ、他の一方が町内への転入を予定してい

ること。

ウ 双方が町内への転入を予定していること。

(3) 双方に配偶者（事実上の婚姻関係にある者を含む。）がいないこと。

(4) 双方が他の者とパートナーシップの宣誓をしていないこと。

(5) 双方が民法（明治２９年法律第８９条）第７３４条及び第７３５条の規定

により婚姻することができないとされている者でないこと。ただし、パート

ナーシップに基づく養子縁組の場合は、この限りでない。

（宣誓の方法）

第４条 宣誓をしようとする者は、町の職員の面前においてパートナーシップ

宣誓書（様式第１号。以下「宣誓書」という。）に自ら記入し、町長に提出す

ることにより宣誓を行うものとする。

２ 宣誓をしようとする者のうち一方又は双方が宣誓書に自ら記入することが

できないときは、当該宣誓をしようとする者以外の者に両者立会いの下で代

参 考



筆させることができる。

３ 宣誓書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 住民票の写し又は住民票記載事項証明書（町への転入を予定している者

にあっては、その事実を確認できる書類）

(2) 戸籍抄本、独身証明書その他の婚姻していないことが確認できる書類

(3) その他町長が必要と認める書類

４ 前項の規定にかかわらず、同項第１号及び第２号に掲げる書類により証明

すべき事実を町長が公簿等により確認することができるときは、当該書類の

添付を省略することができる。

５ 宣誓をしようとする者は、第１項の規定により宣誓書を提出する場合にお

いて、次に掲げる書類のいずれかを提示しなければならない。

(1) 個人番号カード、旅券、運転免許証その他の官公署が発行した免許証、許

可証又は資格証明証等であって、宣誓をしようとする者本人の顔写真が貼

付されたもの

(2) その他本人であることを確認するため町長が適切と認める書類

６ 宣誓をしようとする者が町内に転入を予定している場合であって、転入前

の市区町村において宣誓をしているときは、その事実が分かる書類を提出す

ることにより、宣誓書に添付する書類の一部を省略することができる。ただし、

第３条の要件を満たしている場合に限る。

（通称名の使用）

第５条 宣誓をしようとする者は、宣誓書において通称名（氏名以外の呼称であ

り、社会生活上通用していると町長が認めるものをいう。以下同じ。）を使用

することができる。

（証明書等の交付）

第６条 町長は、第４条第１項の規定により宣誓がなされたときは、当該宣誓を

した者に対し、パートナーシップ宣誓証明書（様式第２号）及びパートナーシ

ップ宣誓証明カード（様式第３号）（以下「証明書等」という。）を交付するも

のとする。

（証明書等の再交付）

第７条 前条の規定により証明書等の交付を受けた者（以下「宣誓者」という。）

は、紛失、毀損等の事情により証明書等の再交付を希望するときは、町長に対

し、パートナーシップ宣誓証明書等再交付申請書（様式第４号）を提出するこ

とにより、証明書等の再交付を受けることができる。

（変更の届出等）

第８条 宣誓者は、宣誓書に記載した事項に変更があったときは、パートナーシ

ップ宣誓証明書等記載事項変更届（様式第５号）に証明書等及び変更の内容が

分かる書類を添付して町長に提出しなければならない。



２ 町長は、前項の規定による変更届の提出があった場合において、証明書等の

氏名又は通称名に変更があったときは、変更後の氏名又は通称名を記載した

証明書等を当該宣誓者に交付するものとする。

（証明書等の返還）

第９条 宣誓者は、次の各号のいずれかに該当するときは、パートナーシップ宣

誓証明書等返還届（様式第６号）を町長に提出し、証明書等を返還しなければ

ならない。

(1) 双方の意思によりパートナーシップが解消されたとき。

(2) 一方が死亡したとき。

(3) 一方又は双方が町外に転出したとき。ただし、やむを得ない事情を理由と

して一方が一時的に転出をするときは、この限りでない。

２ 前項の規定により証明書等を返還した者が希望する場合は、町長 は、当該

返還した者に対して、パートナーシップ宣誓証明書交付証明

書（様式第７号）を交付するものとする。

（周知啓発）

第１０条 町長は、パートナーシップの宣誓の趣旨が適切に理解され、社会活動

の中で公平かつ適切な対応が行われるよう、町民や事業者への周知啓発に努

めるものとする。

（その他）

第１１条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、

町長が別に定める。

附 則

この告示は、令和３年１０月１日から施行する。



毛呂山町パートナーシップ宣誓制度 利用の手引き

令和３年１０月

毛呂山町総務課自治振興係（役場３階）

住 所 毛呂山町中央２丁目１番地

電 話 ０４９－２９５－２１１２（内線３１４）

ＦＡＸ ０４９－２９５－０７７１

メール soumu@town.moroyama.lg.jp


