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令和元年（ワ）第２８２７号、令和３年（ワ）第４４７号 

「結婚の自由をすべての人に」訴訟事件 

原 告  原告番号１（こうすけ）、原告番号２（まさひろ） 外４名 

被 告  国 

原告ら２１準備書面 

（社会事実の変化等について８） 

 

２０２２（令和４）年４月１４日 

 

福岡地方裁判所 第６民事部合議Ｂ係 御中 

 

原告ら訴訟代理人 

弁護士  安孫子健輔               石 井 謙 一       

石 田 光 史               井 上 敦 史       

入野田智也               岩 橋 愛 佳       

緒 方 枝 里               太 田 千 遥       

久 保 井 摂               富 永 悠 太       

後 藤 富 和               鈴 木 朋 絵       

武 寛 兼               徳 原 聖 雨       

西 亜 沙 美               塙 愛 恵       

原田恵美子               森 あ い       

渡 邉 陽               吉 野 大 輔       

永里佐和子               仲 地 彩 子       

藤 井 祥 子               藤 木 美 才       

 

 上記当事者間の頭書事件について、原告らは、以下のとおり口頭弁論の準備をする。 

 

記 
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第１ 本準備書面の目的 

   本準備書面は、原告らが以前に書面を提出した後においても本件規定の違憲

性がますます明白となっていることを明らかにするために、以前の書面に記載

したこと以外の、国内の動向につき主張を補充するものである。 

 

第２ 自治体におけるパートナーシップ制度のさらなる広がり 

   原告ら第１７準備書面を提出した後も、日本各地でパートナーシップ制度は

益々広がりを見せている。原告ら第１７準備書面においては２０２２（令和４）

年１月４日時点の情報を記載したが、その後、２０２２（令和４）年４月１日

時点で、別紙１のとおり、６１もの自治体が新たにパートナーシップ制度を導

入し（甲Ａ４７９ないし甲Ａ５３９）、同日時点での導入自治体数は２０８とな

り、日本の総人口に対する導入自治体の人口カバー率は５１．８％に達し、つ

いに５０％を超えた（甲Ａ５４０）。 

また、新たにパートナーシップ制度を導入した自治体のうち、千葉県市川市、

埼玉県吉見町、埼玉県宮代町、静岡県湖西市、愛知県岡崎市、岡山県笠岡市、

徳島県阿南市、香川県観音寺市、福岡県粕屋町、福岡県福津市、大分県豊後大

野市は、２者のパートナーシップのみならず、家族として暮らしている子ども

（未成年者）との関係も合わせて証明するファミリーシップ制度も導入した（甲

Ａ４８１、同４９６、同５００、同５１４、同５１７、同５２３、同５２６、同

５２８、同５３４、同５３５、同５３６）。同日時点まででファミリーシップ制

度を導入したのは、別紙２のとおり、２６自治体にも及ぶ。 

   国が法整備を怠っている間に、住民との距離が近く直接その声が届けられや

すい地方自治体レベルにおいては、同性カップルのみならず、ともに暮らして

いる子どもを含め、同性カップルの関係承認の動きが、またいっそう広がって

いる。 

 

第３ 法曹団体（弁護士会）からの意見表明 

   原告ら第１７準備書面を提出した後も、法曹団体からの意見表明があった。 

   すなわち、２０２２（令和４）年３月２日、福島県弁護士会は、セクシュア
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ルマイノリティに対する偏見や差別をなくし、性的指向または性自認にかかわ

らず人権が保障され、すべての人が自分らしい生活を送ることができる地域社

会を作ることを求める決議を行った。その中で、同弁護士会は、国、福島県及

び県内各市町村に対し、１ 国、福島県及び県内各市町村は、議会の議員、国

及び地方公共団体の職員並びに住民に対してセクシュアルマイノリティに関す

る教育・周知啓発活動を行い、理解の促進に努めること、２ 国、福島県及び

県内各市町村は、教育、雇用、医療、社会保障などあらゆる分野において、性

的指向や性自認にかかわらず、誰もが自己決定権に基づき、自由に生き方を選

択できるよう施策を講ずること、３ 国は、同性間の婚姻を認め、これに関連

する法令の改正を速やかに行うこと、４ 福島県及び県内各市町村は、同性パ

ートナーシップ条例の制定を速やかに行うこと を求める旨決議している（甲

Ａ５４１）。 

 

第４ まとめ 

   以上のとおり、最近の諸動向に照らしても、本件規定が憲法１３条、同２４

条第１項及び同１４条第１項違反であることは、法務大臣にとっても、国会議

員にとっても、一層明白になっており、法務大臣が民事法制の企画立案を、ま

た、国会議員が立法を放置し続けていることに合理的な理由など何ら存在しな

い。 

以上 
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【別紙１ 自治体一覧】

1 埼玉県吉川市 吉川市パートナーシップ宣誓制度 令和４年２月１日から 甲A479
2 東京都多摩市 多摩市パートナーシップ制度 令和４年２月１日から 甲A480
3 千葉県市川市 市川市パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度 令和４年２月１日から 甲A481
4 神奈川県綾瀬市 綾瀬市パートナーシップ宣誓制度 令和４年２月１日から 甲A482
5 神奈川県寒川町 寒川町パートナーシップ宣誓制度 令和４年２月１日から 甲A483
6 青森県 青森県パートナーシップ宣誓制度 令和４年２月７日から 甲A484
7 北海道江別市 江別市パートナーシップ宣誓制度 令和４年３月１日から 甲A485
8 徳島県美馬市 美馬市パートナーシップ宣誓制度 令和４年３月１日から 甲A486
9 佐賀県上峰町 上峰町パートナーシップ宣誓制度 令和４年３月１日から 甲A487

10 埼玉県深谷市 深谷市パートナーシップ宣誓制度 令和４年３月２３日から 甲A488
11 北海道函館市 函館市パートナーシップ宣誓制度 令和４年４月１日から 甲A489
12 北海道北見市 北見市パートナーシップ宣誓制度 令和４年４月１日から 甲A490
13 秋田県 あきたパートナーシップ宣誓証明制度 令和４年４月１日から 甲A491
14 秋田県秋田市 秋田市パートナーシップ宣誓制度 令和４年４月１日から 甲A492
15 埼玉県熊谷市 熊谷市パートナーシップ宣誓制度 令和４年４月１日から 甲A493
16 埼玉県富士見市 富士見市パートナーシップ宣誓制度 令和４年４月１日から 甲A494
17 埼玉県八潮市 八潮市パートナーシップ宣誓制度 令和４年４月１日から 甲A495
18 埼玉県吉見町 吉見町パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度 令和４年４月１日から 甲A496
19 埼玉県上里町 上里町パートナーシップ宣誓制度 令和４年４月１日から 甲A497
20 埼玉県美里町 美里町パートナーシップ宣誓制度 令和４年４月１日から 甲A498
21 埼玉県神川町 神川町パートナーシップ宣誓制度 令和４年４月１日から 甲A499
22 埼玉県宮代町 宮代町パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度 令和４年４月１日から 甲A500
23 埼玉県鳩山町 鳩山町パートナーシップ宣誓制度 令和４年４月１日から 甲A501
24 埼玉県横瀬町 横瀬町パートナーシップ宣誓制度 令和４年４月１日から 甲A502
25 東京都北区 北区パートナーシップ宣誓制度 令和４年４月１日から 甲A503
26 東京都武蔵野市 武蔵野市パートナーシップ宣誓制度 令和４年４月１日から 甲A504
27 神奈川県厚木市 厚木市パートナーシップ宣誓制度 令和４年４月１日から 甲A505
28 神奈川県海老名市 海老名市パートナーシップ宣誓制度 令和４年４月１日から 甲A506
29 神奈川県平塚市 平塚市パートナーシップ宣誓制度 令和４年４月１日から 甲A507
30 神奈川県二宮町 二宮町パートナーシップ宣誓制度 令和４年４月１日から 甲A508
31 神奈川県開成町 開成町パートナーシップ宣誓制度 令和４年４月１日から 甲A509
32 神奈川県中井町 中井町パートナーシップ宣誓制度 令和４年４月１日から 甲A510
33 神奈川県山北町 山北町パートナーシップ宣誓制度 令和４年４月１日から 甲A511
34 長野県駒ケ根市 駒ケ根市パートナーシップ宣誓制度 令和４年４月から 甲A512
35 静岡県静岡市 静岡市パートナーシップ宣誓制度 令和４年４月１日から 甲A513
36 静岡県湖西市 湖西市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度 令和４年４月１日から 甲A514
37 岐阜県関市 関市パートナーシップ宣誓制度 令和４年４月１日から 甲A515
38 愛知県高浜市 高浜市パートナーシップ宣誓制度 令和４年４月１日から 甲A516
39 愛知県岡崎市 岡崎市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度 令和４年４月１日から 甲A517
40 愛知県新城市 新城市パートナーシップ宣誓制度 令和４年４月１日から 甲A518
41 愛知県田原市 田原市パートナーシップ宣誓制度 令和４年４月１日から 甲A519
42 京都府福知山市 福知山市パートナーシップ制度 令和４年４月１日から 甲A520
43 兵庫県たつの市 たつの市パートナーシップ宣誓制度 令和４年４月１日から 甲A521
44 兵庫県姫路市 姫路市パートナーシップ宣誓制度 令和４年４月１日から 甲A522
45 岡山県笠岡市 笠岡市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度 令和４年４月１日から 甲A523
46 広島県廿日市市 廿日市市パートナーシップ宣誓制度 令和４年４月１日から 甲A524
47 広島県安芸郡府中町 府中町パートナーシップ宣誓制度 令和４年４月１日から 甲A525
48 徳島県阿南市 阿南市パートナーシップ・ファミリーシップ制度 令和４年４月１日から 甲A526
49 香川県さぬき市 さぬき市パートナーシップ宣誓制度 令和４年４月１日から 甲A527
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50 香川県観音寺市 観音寺市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度 令和４年４月１日から 甲A528
51 香川県綾川町 綾川町パートナーシップ宣誓制度 令和４年４月１日から 甲A529
52 香川県宇多津町 宇多津町パートナーシップ宣誓制度 令和４年４月１日から 甲A530
53 香川県まんのう町 まんのう町パートナーシップ宣誓制度 令和４年４月１日から 甲A531
54 香川県琴平町 琴平町パートナーシップ制度 令和４年４月１日から 甲A532
55 福岡県 福岡県パートナーシップ宣誓制度 令和４年４月１日から 甲A533
56 福岡県粕屋町 粕屋町パートナーシップ・ファミリーシップ制度 令和４年４月１日から 甲A534
57 福岡県福津市 パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度 令和４年４月１日から 甲A535
58 大分県豊後大野市 豊後大野市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度 令和４年４月１日から 甲A536
59 大分県竹田市 竹田市パートナーシップ宣誓制度 令和４年４月１日から 甲A537
60 宮崎県西都市 西都市パートナーシップ宣誓制度 令和４年４月１日から 甲A538
61 宮崎県門川町 門川町パートナーシップ宣誓制度 令和４年４月１日から 甲A539
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【別紙１ 自治体一覧】

1 埼玉県吉川市 吉川市パートナーシップ宣誓制度
2 東京都多摩市 多摩市パートナーシップ制度
3 千葉県市川市 市川市パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度
4 神奈川県綾瀬市 綾瀬市パートナーシップ宣誓制度
5 神奈川県寒川市 寒川町パートナーシップ宣誓制度
6 青森県 青森県パートナーシップ宣誓制度
7 北海道江別市 江別市パートナーシップ宣誓制度
8 徳島県美馬市 美馬市パートナーシップ宣誓制度
9 佐賀県上峰町 上峰町パートナーシップ宣誓制度

10 埼玉県深谷市 深谷市パートナーシップ宣誓制度
11 北海道函館市 函館市パートナーシップ宣誓制度
12 北海道北見市 北見市パートナーシップ宣誓制度
13 秋田県 あきたパートナーシップ宣誓証明制度
14 秋田県秋田市 秋田市パートナーシップ宣誓制度
15 埼玉県熊谷市 熊谷市パートナーシップ宣誓制度
16 埼玉県富士見市 富士見市パートナーシップ宣誓制度
17 埼玉県八潮市 八潮市パートナーシップ宣誓制度
18 埼玉県吉見町 吉見町パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度
19 埼玉県上里町 上里町パートナーシップ宣誓制度
20 埼玉県美里町 美里町パートナーシップ宣誓制度
21 埼玉県神川町 神川町パートナーシップ宣誓制度
22 埼玉県宮代町 宮代町パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度
23 埼玉県鳩山町 鳩山町パートナーシップ宣誓制度
24 埼玉県横瀬町 横瀬町パートナーシップ宣誓制度
25 東京都北区 北区パートナーシップ宣誓制度
28 東京都武蔵野市 武蔵野市パートナーシップ宣誓制度
29 神奈川県厚木市 厚木市パートナーシップ宣誓制度
30 神奈川県海老名市 海老名市パートナーシップ宣誓制度
31 神奈川県平塚市 平塚市パートナーシップ宣誓制度
32 神奈川県二宮町 二宮町パートナーシップ宣誓制度
33 神奈川県開成町 開成町パートナーシップ宣誓制度
34 神奈川県中井町 中井町パートナーシップ宣誓制度
35 神奈川県山北町 山北町パートナーシップ宣誓制度
36 長野県駒ケ根町 駒ケ根町パートナーシップ宣誓制度
37 静岡県静岡市 静岡市パートナーシップ宣誓制度
38 静岡県湖西市 湖西市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度



39 岐阜県関市 関市パートナーシップ宣誓制度
40 愛知県高浜市 高浜市パートナーシップ宣誓制度
41 愛知県岡崎市 岡崎市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度
42 愛知県新城市 新城市パートナーシップ宣誓制度
43 愛知県田原市 田原市パートナーシップ宣誓制度
44 京都府福知山市 福知山市パートナーシップ制度
45 兵庫県たつの市 たつの市パートナーシップ宣誓制度
46 兵庫県姫路市 姫路市パートナーシップ宣誓制度
47 岡山県笠岡市 笠岡市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度
48 広島県廿日市市 廿日市市パートナーシップ宣誓制度
49 広島県安芸郡府中町 府中町パートナーシップ宣誓制度
50 徳島県阿南市 阿南市パートナーシップ・ファミリーシップ制度
51 香川県さぬき市 さぬき市パートナーシップ宣誓制度
52 香川県観音寺市 観音寺市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度
53 香川県綾川町 綾川町パートナーシップ宣誓制度
54 香川県宇多津町 宇多津町パートナーシップ宣誓制度
55 香川県まんのう町 まんのう町パートナーシップ宣誓制度
56 香川県琴平町 琴平町パートナーシップ制度
57 福岡県 福岡県パートナーシップ宣誓制度
58 福岡県粕屋町 粕屋町パートナーシップ・ファミリーシップ制度
59 大分県豊後大野市 豊後大野市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度
60 大分県竹田市 竹田市パートナーシップ宣誓制度
61 宮崎県西都市 西都市パートナーシップ宣誓制度
62 宮崎県門川町 門川町パートナーシップ宣誓制度



令和４年２月１日から 甲A479 https://www.city.yoshikawa.saitama.jp/index.cfm/27,91940,244,1242,html
令和４年２月１日から 甲A480 https://www.city.tama.lg.jp/0000014487.html
令和４年２月１日から 甲A481 https://www.city.ichikawa.lg.jp/gen05/0000388487.html
令和４年２月１日から 甲A482 http://www.city.ayase.kanagawa.jp/hp/page000039200/hpg000039154.htm
令和４年２月１日から 甲A483 http://www.town.samukawa.kanagawa.jp/soshiki/chomin/chominmadoguchi/sodan/info/jinnkenn/14539.html
令和４年２月７日から 甲A484 https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kankyo/seishonen/lgbt_partnership.html
令和４年３月１日から 甲A485 https://www.city.ebetsu.hokkaido.jp/soshiki/shiminseikatsu/99766.html
令和４年３月１日から 甲A486 https://www.city.mima.lg.jp/gyosei/docs/17477.html
令和４年３月１日から 甲A487 https://www.town.kamimine.lg.jp/kiji003746/index.html
令和４年３月２３日から 甲A488 http://www.city.fukaya.saitama.jp/topics/1647490662202.html
令和４年４月１日から 甲A489 https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2022030800205/
令和４年４月１日から 甲A490 https://www.city.kitami.lg.jp/administration/life/detail.php?content=10957
令和４年４月１日から 甲A491 https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/63250
令和４年４月１日から 甲A492 https://www.city.akita.lg.jp/shisei/hoshin-keikaku/1011480/1034051/1033990.html
令和４年４月１日から 甲A493 https://www.city.kumagaya.lg.jp/about/soshiki/sogo/jinkenseisaku/oshirase/partner.html
令和４年４月１日から 甲A494 https://www.city.fujimi.saitama.jp/shisei/danjyokyoudou/partneshipseido.html
令和４年４月１日から 甲A495 https://www.city.yashio.lg.jp/shisei/jinken_danjo/partnener.html
令和４年４月１日から 甲A496 https://www.town.yoshimi.saitama.jp/soshiki/jichi_zaisei/zinken/2723.html
令和４年４月１日から 甲A497 http://www.town.kamisato.saitama.jp/secure/9511/2203_04.pdf
令和４年４月１日から 甲A498 https://www.town.saitama-misato.lg.jp/cmsfiles/contents/0000001/1309/misato608-10.pdf
令和４年４月１日から 甲A499 http://www.town.kamikawa.saitama.jp/material/files/group/1/koho202203_12-13.pdf
令和４年４月１日から 甲A500 https://www.town.miyashiro.lg.jp/0000018829.html
令和４年４月１日から 甲A501 http://www.town.hatoyama.saitama.jp//kurashi/jinken/1646898180320.html
令和４年４月１日から 甲A502 https://www.town.yokoze.saitama.jp/yokoze/oshirase/53011
令和４年４月１日から 甲A503 https://www.city.kita.tokyo.jp/tayosei/partnership-sensei.html
令和４年４月１日から 甲A504 http://www.city.musashino.lg.jp/kurashi_guide/shiminkatsudo/danjokyodosankaku/1036016.html
令和４年４月１日から 甲A505 https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/soshiki/shiminkyodosuishinka/16/partnership/28261.html
令和４年４月１日から 甲A506 https://www.city.ebina.kanagawa.jp/guide/kyodo/jinken/1013699.html
令和４年４月１日から 甲A507 https://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/jinken/page42_00176.html
令和４年４月１日から 甲A508 http://www.town.ninomiya.kanagawa.jp/soshiki/seisakusomu/chiikiseisaku/chiikishien/keikaku/sexualminority/1639096561181.html
令和４年４月１日から 甲A509 https://www.town.kaisei.kanagawa.jp/Info/1470
令和４年４月１日から 甲A510 https://www.town.nakai.kanagawa.jp/choseijoho/keikaku_seisaku/1771.html
令和４年４月１日から 甲A511 https://www.town.yamakita.kanagawa.jp/0000005464.html
令和４年４月から 甲A512 https://www.city.komagane.nagano.jp/gyosei/kurashi_tetsuzuki/danjokyodosankaku_jinken_heiwato/jinken/8823.html
令和４年４月１日から 甲A513 https://www.city.shizuoka.lg.jp/003_000001_00131.html
令和４年４月１日から 甲A514 https://www.city.kosai.shizuoka.jp/soshikiichiran/shiminka/kyodo/2_1/4450/10731.html



令和４年４月１日から 甲A515 https://www.city.seki.lg.jp/0000017995.html
令和４年４月１日から 甲A516 https://www.city.takahama.lg.jp/soshiki/seisaku/22972.html
令和４年４月１日から 甲A517 https://www.city.okazaki.lg.jp/1550/1556/1717/p034162.html
令和４年４月１日から 甲A518 https://www.city.shinshiro.lg.jp/kurashi/jinken-sankaku/partnership.html
令和４年４月１日から 甲A519 https://www.city.tahara.aichi.jp/seisaku/kakushukeikaku/1002987/1001490/1009418.html
令和４年４月１日から 甲A520 https://www.ryoutan.co.jp/articles/2022/04/93056/
令和４年４月１日から 甲A521 https://www.city.tatsuno.lg.jp/jinkensuishin/partner.html
令和４年４月１日から 甲A522 https://www.city.himeji.lg.jp/bousai/0000020263.html
令和４年４月１日から 甲A523 https://www.city.kasaoka.okayama.jp/soshiki/17/42448.html
令和４年４月１日から 甲A524 https://www.city.hatsukaichi.hiroshima.jp/soshiki/20/77688.html
令和４年４月１日から 甲A525 https://www.town.fuchu.hiroshima.jp/site/jinkensuishinshitu/34571.html
令和４年４月１日から 甲A526 https://www.city.anan.tokushima.jp/docs/2022012000050/
令和４年４月１日から 甲A527 https://www.city.sanuki.kagawa.jp/life/human/partnership
令和４年４月１日から 甲A528 https://www.city.kanonji.kagawa.jp/soshiki/11/36710.html
令和４年４月１日から 甲A529 https://www.town.ayagawa.lg.jp/docs/2022032900019/
令和４年４月１日から 甲A530 https://www.town.utazu.lg.jp/archives/6651/
令和４年４月１日から 甲A531 https://www.town.manno.lg.jp/kurashi/kurashi_guide/todokede/partnership/entry-2717.html
令和４年４月１日から 甲A532
令和４年４月１日から 甲A533 https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/fukuokapartnership.html
令和４年４月１日から 甲A534 https://www.town.kasuya.fukuoka.jp/s037/070/010/010/010/20220329100624.html
令和４年４月１日から 甲A535 https://www.bungo-ohno.jp/article/2022030100046/
令和４年４月１日から 甲A536 https://www.city.taketa.oita.jp/material/files/group/8/jinken13.pdf
令和４年４月１日から 甲A537 https://www.city.saito.lg.jp/kurashi/jinken_danjo/post_1027.html
令和４年４月１日から 甲A538 https://www.town.kadogawa.lg.jp/live/page004020.html
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【有償配布 や Web(ホームページ, ブログ, facebook等)へのアップロード・転載はお止めください】
【リンクはご自由にお貼りください】
「結婚の自由をすべての人に」九州訴訟(福岡地裁)第8回期日(20220421)提出の書面です。

【別紙２ ファミリーシップ制度自治体一覧】

導入自治体名 制度名
ファミリーシップ制度導入
日（カッコ内はパートナー
シップ制度導入日）

証拠番号

1 兵庫県明石市 明石市パートナーシップ・ファミリーシップ制度 令和3年1月8日（同日） 甲A163

2 徳島県徳島市 徳島市パートナーシップ宣誓制度
令和3年2月1日（令和2年4
月1日）

甲A444

3 東京都足立区 足立区パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度 令和3年4月1日（同日） 甲A244

4 福岡県古賀市 古賀市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度
令和3年7月1日（令和2年4
月1日）

甲A445

5 愛知県豊田市 豊田市ファミリーシップ宣誓制度 令和3年7月16日（同日） 甲A337

6 埼玉県入間市 入間市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度 令和3年9月1日（同日） 甲A340

7 徳島県三好市 三好市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度 令和3年9月1日（同日） 甲A343

8 埼玉県川島町 川島町パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度 令和3年10月1日（同日） 甲A346

9 埼玉県狭山市 狭山市パートナーシップ宣誓制度 令和3年10月11日（同日） 甲A355

10 埼玉県鴻巣市 鴻巣市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度
令和3年12月1日（令和2年
12月1日）

甲A446

11 岡山県総社市 総社市ファミリーシップ制度
令和3年12月1日（平成31
年4月1日）

甲A447

12 埼玉県所沢市 所沢市パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度 令和4年1月1日（同日） 甲A438

13 埼玉県日高市 日高市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度 令和4年1月1日（同日） 甲A439

14 埼玉県飯能市 飯能市パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度 令和4年1月1日（同日） 甲A440

15 香川県三豊市 三豊市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度
令和4年1月1日（令和2年1
月1日）

甲A448

16 千葉県市川市 市川市パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度 令和４年２月１日（同日） 甲A481
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【有償配布 や Web(ホームページ, ブログ, facebook等)へのアップロード・転載はお止めください】
【リンクはご自由にお貼りください】
「結婚の自由をすべての人に」九州訴訟(福岡地裁)第8回期日(20220421)提出の書面です。

17 埼玉県吉見町 吉見町パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度 令和４年４月１日（同日） 甲A496

18 埼玉県宮代町 宮代町パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度 令和４年４月１日（同日） 甲A500

19 静岡県湖西市 湖西市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度 令和４年４月１日（同日） 甲A514

20 愛知県岡崎市 岡崎市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度 令和４年４月１日（同日） 甲A517

21 岡山県笠岡市 笠岡市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度 令和４年４月１日（同日） 甲A523

22 徳島県阿南市 阿南市パートナーシップ・ファミリーシップ制度 令和４年４月１日（同日） 甲A526

23 香川県観音寺市観音寺市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度 令和４年４月１日（同日） 甲A528

24 福岡県粕屋町 粕屋町パートナーシップ・ファミリーシップ制度 令和４年４月１日（同日） 甲A534

25 福岡県福津市 パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度 令和４年４月１日（同日） 甲A535

26 大分県豊後大野市
豊後大野市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制
度

令和４年４月１日（同日） 甲A536
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