
性的マイノリティに関する市民アンケート 

～みなさまのご意見をお聞かせください～ 

 

 

 平素は市政に格別のご支援とご協力を賜り、厚くお礼を申し上げます。 

久喜市では、「すべての人々がお互いの人権を尊重し、明るい社会を実現すること」を基

本理念として、「久喜市人権施策推進指針」を策定し、様々な人権課題に取り組んでおりま

す。 

 近年、ＬＧＢＴに代表される性的マイノリティに対する各自治体の取り組みやメディアの

報道等により、少しずつ性の多様性が認識されるようになってきました。しかし、性的マイ

ノリティの方は、職場や学校等において嫌がらせやからかいを受けたり、避けられたりする

など、周囲の無理解による差別や偏見等に苦しんでいます。 

 そのため、本市では、ＬＧＢＴに限らず性の多様性を認め合える社会の実現に向けて、啓

発などの取り組みを行っております。 

 その一つとして、広く市民の皆さまから、本市が取り組んでいる施策や課題についてご意

見を伺い、今後の取り組みの参考にさせていただきたいと考え、今回のアンケートを実施さ

せていただくものです。 

 お忙しいところお手数をおかけしますが、本アンケート調査にご協力をいただきますよう、

お願いいたします。 

 

令和２年 11 月  久喜市長 梅田 修一  

  

 

 

  

アンケートは、宛名のご本人がお答えください。 

・アンケートは、令和 2 年 10 月 1 日現在の住民基本台帳より無作為に抽出した 18 歳以上

の市民 1,000 人を対象に実施しています。 

・調査は無記名で行い、統計的に処理し、他の目的には使用しません。 

 
＜アンケート調査の回収について＞ 

 このアンケート用紙に回答をご記入の上、同封の返信用封筒に入れて、 

    11 月 30 日（月）までに、切手を貼らずにポストにご投函ください。 

 
＜アンケートに関するお問い合わせ先＞ 

 このアンケート調査に関してご不明な点がありましたら、下記までお問い合わせください。 

                【問い合わせ先】久喜市総務部人権推進課 男女共同参画推進係 

                   電  話：0480‐22‐1111（内線 2322・2325） 

                   Ｅメール：jinken@city.kuki.lg.jp 

                   担  当：佐藤・吉岡 

 

na 
次ページ以降に、用語等の説明を掲載しています。 



 （１）性を構成する要素 

  性にはさまざまな要素があり、その組み合わせによって、さまざまなセクシュアリテ

ィ（性のあり方）がかたちづくられています。性のあり方は、人が自然に持っているも

ので、この組み合わせは多様で、一人ひとりが少しずつ違います。 

身体の性（生物学的性） 

外性器、内性器、性染色体、性ホルモン
分泌などにみられる生物学的特徴による
もの 

心の性（性自認） 

自分がどの性別であるかの認識 

 

好きになる性（性的指向） 

恋愛感情や性的な関心の対象がどの性別

に向いているか 

表現する性（性別表現） 

服装、しぐさ、言葉遣いなど 

【性はグラデーション】 

性のあり方は男性女性のどちらかに限定されるものではなく、身体の性、心の性、好き

になる性、表現する性はグラデーションの中にあります。 
 

 男                         女 

 ≪具体例≫ 

身 体 の 性 

（生物学的性） 

戸籍に記載されている性別を指します。インターセックスのように、生まれ

つき男女両方の特徴を兼ね揃える人やどちらかの特徴もない人もいます。 

心  の  性 

（性 自 認） 

「男性」、「女性」、「男性と女性のどちらでもある」、「どちらでもない」とい

った自分がどの性別であるかの認識のことです。生物学的性別と一致する人

もいれば、一致しない人もいます。 

好きになる性 

（性的指向） 

恋愛感情や性的な関心の対象が、どの性別に向いているかを示すものです。

異性愛、同性愛、両性愛などがあります。異性愛と一言でいっても 100％異

性に向いているかは人それぞれであり、性的指向も多様です。また、恋愛感

情や性的な関心がいかなる性別の人にも向かないということもあります。 

性的指向も治療で変えることはできません。同性愛が病気であるという認識

は医学上否定されています。 

表現する性 

（性別表現） 

性別に関する服装、髪型、しぐさ、言葉づかいなどの表現のことです。性自

認と一致することが多いですが、一致しないこともあります。 

性的マイノリティ

の割合 

民間企業が実施した「LGBT 調査 2018」によると、性的マイノリティの割合

は、8.9％、約 11人に 1人という結果が出ています。 

  

（２）ＳＯＧＩ（ソジ）とＬＧＢＴ（エル・ジー・ビー・ティー） 

「ＳＯＧＩ」とは、性的指向（Sexual Orientation）と性自認（Gender Identity）の 

頭文字をとった総称です。 

「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 

頭文字をとって組み合わせた総称語です。 

ＬＧＢＴなどの性的マイノリティについて 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ＳＯＧＩとは、それぞれの人が持っている性的指向、性自認のことであり、 

ＬＧＢＴに限らず全ての人を含む概念として使用されるようになった言葉です。 

 ＬＧＢは性的指向に基づくもので、Ｔは性自認に関するものです。 

 

 

 

 

 
ＳＯＧＩ、ＬＧＢＴなど上記の言葉以外にもさまざまなセクシュアリティに関する言葉があります。 

エックスジェンダー（X） 性自認が時として揺れ動く人、どちらかに決めたくない人 

アセクシュアル  （A） 他人に恋愛感情を抱かない人 

クエスチョニング （Q） 性自認や性的指向が明確ではない人 

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 

（Disordersof Sex Development）と呼ばれ、性的指向や性自認 

の悩みとは異なる。 

ＬＧＢＴＱ LGBTに Q（クエスチョニング（Questioning）またはクィア（Queer）の頭文字）

を加えた言葉。多様なセクシュアリティを表す「LGBTs」という言葉もある。 

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）。 

 

 

レインボー 

フラッグ 

上から赤（生命）、橙（癒し）、黄（太陽）、緑（自然）、藍（平穏・調和）、紫

（精神）の 6色のフラッグは、性の多様性を尊重する意思や連帯を表現するも

のとして、日本でもよく用いられています。 

 

性自認（ＧＩ） 
自分がどの性別 
であるかの認識 

性的指向（ＳＯ） 

恋愛感情や性的な関心の対象が、どの性別に向いているか 

Ｌesbian 

女性を好きになる

女性

Ｇay 

男性を好きになる

男性

Ｂisexual 

異性を好きになる

こともあれば同性

を好きになること

もある人

Ｔransgender 

出生時に割り当て
られた性別に違和
感を感じながらも
生きざるを得ない
人（トランスジェン

ダーの定義には幅が

あります） 

性同一性障害を含
みます。

◆出生届、戸籍上の性（生物学的性、性自認） 

 ・何の違和感もない人（シスジェンダー） 

 ・違和感がある人、その性別とは違う性別で生きる人、 

生きたい人（トランスジェンダー） 

◆好きになる相手、性的対象が誰か(性的指向) 

 ・異性愛者  （ヘテロセクシュアル） 

 ・同性愛者  （ホモセクシュアル） 

 ・両性愛者  （バイセクシュアル） 

 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1583996809/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cuaXJhc3V0b3lhLmNvbS8yMDE2LzA5L2Jsb2ctcG9zdF84MC5odG1s/RS=%5eADBhvRHKTor4fwpj0WNON3zxJBgX4w-;_ylc=X3IDMgRmc3QDMD9yPTkmbD1yaQRpZHgDMARvaWQDQU5kOUdjVFpqbVYySWlpc1R1djVBcF9PNnJrVnhXdHZRYko3UmZsWkZxMXgxODhXckp0MWRYWGIxRFBjQmNJckp3BHADYkdkaWRDRGpncVRqZzZuamdybmpnNGpqZ0lEamc1WGpnNnJqZzd6bnRLRG1uWkEtBHBvcwM5BHNlYwNzaHcEc2xrA3Jp


 

 

※この調査票に直接回答をご記入ください 

 

問１ あなたの年齢を教えてください。（令和２年 10月 1日現在の満年齢）     （１つだけに○） 

１． １８～１９歳        ２． ２０～２９歳        ３． ３０～３９歳 

４． ４０～４９歳        ５． ５０～５９歳        ６． ６０歳以上 

 

問２ あなたの性別を教えてください。 ※自分としての認識でお答えください。  （１つだけに○） 

１． 男性     ２． 女性    ３． その他 

 

問３ あなたの性自認（※）について、当てはまる箇所に○をつけてください。 

男性                どちらでもない                    女性 

 

 

１    ２    ３    ４    ５    ６    ７    ８    ９    10 

（※）性自認とは・・・・「男性」、「女性」、「どちらでもある」、「どちらでもない」のように、自分がどの性別であ
るかの認識のことです。 

 

問４ あなたの職業をおたずねします。                                （１つだけに○） 

１． 会社員・団体職員 

３． パート・アルバイト 

５． 家事専業 

７． 無職       

２． 自営業・自由業  

４． 公務員・教員 

６． 学生 

８． その他（               ） 

 

問５ あなたは次の言葉について聞いたことがありますか。また、意味を知っていますか。 

    もっとも近いものを１つ選んでください。（用語解説を読む前の認識でお答えください） 

 言葉を聞いてい

るし、意味も知っ

ている 

意味はある程度

把握している 

言葉は聞いてい

るが、意味は知ら

ない 

言葉を聞いたこと

がないし、意味も

知らない 

レズビアン １ ２ ３ ４ 

ゲイ １ ２ ３ ４ 

バイセクシュアル １ ２ ３ ４ 

トランスジェンダー １ ２ ３ ４ 

アライ １ ２ ３ ４ 

アウティング １ ２ ３ ４ 

 

あなたご自身のことについてお伺いします。 

 



問６ 性的マイノリティについて伺います。   
※性的マイノリティとは・・・・ 
同性が好きな人や異性だけでなく同性も好きになる人、同性だけでなく異性も好きになる人、自分の性に 
違和感を覚える人、また性同一性障害などの人々をいいます。 
「セクシュアルマイノリティ」、「性的少数者」ともいいます。        

（１）ご自身について、性的マイノリティだと思いますか。                （１つだけに○） 

１． そう思う      ２． そう思わない      ３． わからない     ４．回答したくない 

（２）今までであなたのまわりに、性的マイノリティの方はいましたか。        （１つだけに○） 

１． いる       ２． 断定できないが、そう思われる方はいる       ３．いない 

４． わからない 

 

問７ あなたは、次の方が性的マイノリティだとしたら、どう思いますか。 

あなたの気持ちにもっとも近いものを１つ選んでください。           （１つだけに○） 

 特に抵抗はない やや抵抗がある 抵抗がある わからない 

近所の人 １ ２ ３ ４ 

友人や職場の同僚 １ ２ ３ ４ 

自分の子供以外の家族 １ ２ ３ ４ 

自分の子供 １ ２ ３ ４ 

 

問８ これまで、次のことについて、性的マイノリティの方やご自身が、性的マイノリティであること

（性別に関すること）を理由に、実際に見聞きしたり起こったりしたことはありますか。 

あてはまるものをすべて選んでください。                      （複数回答可） 

１． じろじろ見られたり、避けられたりすること 

２． 学校や職場で嫌がらせをされたり、からかわれたりすること 

３． 申請書など性別欄が男性又は女性しかないこと 

４． 性別で区分された設備（トイレなど）が使いにくいこと 

５． 就職・職場で不利益な扱いをされること 

６． アパート等の入居を断られること 

７． 同性のパートナーを家族として認めてもらえないこと 

８． 同性または性的マイノリティのカップルが法的に結婚できる制度がないこと 

９． その他（具体的に：                                           ） 

10． 特にない 

 

問９ あなたは、性的マイノリティの方から（又はご自身が）カミングアウトを受けた（した）ことはあ

りますか。  

※カミングアウトとは・・・・自分が当事者であることを他者に告白することをいいます。 （１つだけに○）                                                                                                     

１． ある            ２． ない 



問 10 あなたは、「よりそいホットライン」等の性的マイノリティに関する専門相談機関を知っていま

すか。                                          （１つだけに○） 

１． 知っている                   ２． 知らない 

 

問 11 性的マイノリティの方にとって、あなたは今の社会は生きづらいと思いますか。  

（１つだけに○） 

１． 思う                 ２． どちらかといえば思う      

３． どちらかといえば思わない   ４． 思わない 

 

（問 11で、（１. 思う）又は（２. どちらかといえば思う）と回答した方にお伺いします。） 

問 11-2 あなたがそのように思う理由は何ですか。あてはまるものをすべて選んでください。                     

（複数回答可） 

１． 性的マイノリティに対する差別や偏見、いじめや嫌がらせが存在していると思うから 

２． 家族や友人等に相談しづらい状況にあり、周囲の人に理解してくれる人がいないから 

３． 性別で区別された制服や設備（トイレ・更衣室等）などがあり生活しにくいと思うから 

４． 就職や職場で不利な扱いをされると思うから 

５． 申請書類などに男女別の性別記載をすることに抵抗があると思うから 

６． 行政機関などの相談窓口や支援体制が不十分だと思うから 

７． 医療機関において、家族ではないという理由で病状の説明や面会の制限を受けるから 

８． その他（                                                  ） 

９． 理由を考えたことはない 

 

問 12 性的マイノリティの方の生きづらさを解消するために、あなたはどのような取り組みが必要

だと思いますか。あてはまるものをすべて選んでください。           （複数回答可） 

１． 性的マイノリティに対する理解促進に向けた啓発・広報活動の推進 

２． 当事者やその周囲の人々が相談できる専門窓口の整備 

３． 教育現場における子どもたちへの配慮、理解促進、教員への研修などの取組み 

４． 企業や行政職員に対する研修などの取組み 

５． 性的マイノリティの方が利用しやすいトイレの整備（多目的トイレ）など 

６． 同性または性的マイノリティのパートナーが家族と同様に医療機関における病状の説明や

面会、賃貸住宅の入居ができるよう働きかけるなどの取り組み 

７． その他（                                                  ） 

８． 何もしなくてよい 

９． わからない 

  



問 13 市ではこれまでさまざまな取り組みを行っています。 

以下の取り組みについて、知っているものをすべて選んでください。     （複数回答可） 

１． 小中学校における男女混合名簿の実施、呼名の配慮 

２． 中学校の制服の選択制 

３． 市立図書館での性的マイノリティに関する図書の特設コーナー設置 

４． LGBTを含む性の多様性に関する啓発パネルの展示や講演会の実施 

５． 性的マイノリティの当事者の方との交流会の実施 

６． 市ホームページに相談窓口等の情報を掲載 

７． 性的マイノリティの尊厳と社会運動を象徴する「レインボーフラッグ」を本庁（人権推進課）

及び各総合支所に掲示 

 

問 14 問 13の取り組み内容について、あなたはどう思いますか。             （１つだけに○） 

１． 賛成   

３． どちらかと言えば反対 

５． わからない（どちらともいえない） 

２． どちらかといえば賛成 

４． 反対 

 

 

問 15 性的マイノリティに対する市の取り組みについて、ご意見、ご要望などがありましたら、自由

にお書きください。                                      （自由記載） 

 

 

 

問 16 あなたは、パートナーシップ制度（※）について聞いたことがありますか。 

また、内容まで知っていますか。 もっとも近いものを１つ選んでください。 （１つだけに○） 

１． 言葉を聞いているし、内容もよく知っている 

２． 言葉を聞いているし、内容もある程度知っている 

３． 言葉は聞いているが、内容は知らない 

４． 言葉を聞いたことがないし、内容も知らない 

５． 関心がない 

 

（※）パートナーシップ制度とは・・・自治体が同性カップルなどに対して、二人のパートナーシップ

関係を証明し、自治体独自の証明書を発行する制度です。 

 

 



（問 16 で、（１. 言葉を聞いているし、内容もよく知っている） 又は （２. 言葉を聞いているし、内容も

少し知っている）と回答した方にお伺いします。） 

問 16-2 本市がパートナーシップ制度を導入することについて、どう思いますか。  

                                                                   （１つだけに○） 

１． 賛成   

３． どちらかと言えば反対 

５． わからない（どちらともいえない） 

２． どちらかといえば賛成 

４． 反対 

 

 

問 17 これまでの人生で、あなたはご自身の性的指向（※１）や性自認（※２）について違和感を 

持ったことはありますか。                                      

（※１）性的指向とは・・・・恋愛感情や性的な関心の対象が、どの性別に向いているかを示すものです。 

“性的嗜好”とは意味が異なります。 

（※２）性自認とは・・・・「男性」、「女性」、「どちらでもある」、「どちらでもない」のように、自分がどの性別で

あるかの認識のことです。                                   （１つだけに○） 

１． 大いに感じたことがある 

３． ほとんど感じたことはない 

５． わからない（どちらともいえない） 

２．多少感じたことがある 

４．まったくない(一度もない) 

 

 

（問 17 で、（１. 大いに感じたことがある）又は（２. 多少感じたことがある）と回答した方にお伺いし

ます。） 

問 17-2 それはどのような場面、どのようなことで感じましたか。 （自由記載） 

 

 

 

 

 

問 18 今後、市は性の多様性を認め合える社会にしてくために、どのような取り組みをしたらよい

と思いますか。ご意見、ご要望などがありましたら、自由にお書きください。（自由記載） 

 

 

 

 

 

 ～ アンケートは以上で終了です。ご協力ありがとうございました。 ～ 


