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令和３年（ワ）第７６４５号 「結婚の自由をすべての人に」訴訟事件 

原告 山縣真矢 外７名 

被告 国  

 

証 拠 説 明 書 ６（甲 A 号証） 

 

                  ２０２２（令和４）年６月２３日 

東京地方裁判所民事第４４部甲合議１Ａ係 御中  

 

              原告ら訴訟代理人 

弁護士  上 杉 崇 子     

同    寺 原 真紀子     

ほか 

号証

（甲） 

標 目 

（原本・写しの別） 

作 成 

年月日 
作成者 立 証 趣 旨 

甲 A221 

 

東京新聞記事

「同性愛が広

がれば「足立区

が滅びる」 区

議は議会でど

ん な 発 言 し

た？【発言要

旨】」 

写し R2.10.5 

 

東京新聞

TOKYO 

Web 

足立区議会議員白石正輝区議が 2020 年 9

月 25 日の足立区議会定例一般質問におい

てＬＧＢＴなど性的少数者に関して同性

愛が広がれば「足立区は滅びる」との趣旨

の発言をした事実 

甲 A222 

 

毎日新聞記事

「LGBT 巡り

写し R2.10.7 

 

毎日新聞 （毎日新聞の記者が白石議員に対してイ

ンタビューを行い，その様子が書かれたの
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“足立区が滅

ぶ”発言 炎上

の自民長老議

員の主張と事

実誤認」 

が本書証である。） 

  

白石議員はＬＧＢＴについて「基本的には

個人の生き方だから，民法の中に（想定さ

れて）ない生き方だからね。一般的でない

生き方を特別に擁護する必要ないでしょ

う（４頁）」 

「（ひ孫が当事者だとしても）それは生き

方だから。自分が選んだ道だから，悲しい

と思うような人生を選んだんだからしょ

うがない（５頁）」 

「ＬとＧは楽しいからと選んでいると思

いますよ（５頁）」 

などと発言している事実。 

甲 A223 

 

ヤフーニュー

ス 2019 年 2

月 14 日 「同

性婚訴訟，２月

１４日に全国

一斉提訴へ」に

添付されたヤ

フーコメント 

写し H31.2.14 

 

ヤフーニ

ュース 

２０１９年２月１４日に本件提訴がなさ

れた時に，下記のようなコメントがヤフ

ーに投稿され，社会において根強い偏見

が存在していることが露わになったとい

う事実。  

・個人的には，大変気持ち悪いので，何

処かの島に隔離してほしい（３頁）。   

・頭おかしい方々です（３頁）。  

・できれば，日陰者として暮らして下さ

いませ（４頁）。 

・申し訳ないけどこの話題はとても苦
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手。気持ちに正直な言葉にすると，気持

ち悪い（５頁）。 

・生物学的に非常に気持ちが悪い。隣に

いたら軽蔑するし，近寄らないでほし

い。ひっそりと生きてください。キモい

（６頁）。  

・同性愛者はやっぱり病気だなぁと，思

う（７頁）。  

・世に出てこないでください（８頁）。  

・気持ち悪い。子供に悪影響 そんなカ

ップルが増えたら国が成り立たない。子

供ができないから（９頁）。  

・気持ち悪いので見たくない自由を，保

障して欲しい（１０頁）。 

甲 A224 ハフポストネ

ットニュース

記事「春日部市

議「ＬＧＢＴへ

の差別は存在

しない」 

写し R2.10.29 

 

國崎万智 埼玉県春日部市議会議員井上英治議員が

2020 年 9 月 15 日の春日部市議会一般質

問において「ＬＧＢＴなんかやる必要は

全くない」などの発言をした事実 

甲 A225 

 

 

衆議院 法務

委員会の会議

録議事情報一

覧 

写し H30.11.24

か ら

R2.11.13 

衆 議 院 

法務委員

会 

本書証は，第 198 回の国会（2019 年春の

通常国会）から第 203 回の国会（2020 年

秋の臨時国会）までの法務委員会内でど

のような議題があがったかの案件を記し

た一覧表である。 
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議員立法で提出された法案を法務委員会

で議論する場合には，「会議に付す案件」

として合意されなければ，議論は開始さ

れない。 

民法改正案（甲Ａ84）は第 198 回国会で

提出されたところ，一覧をみても，民法

改正案（甲Ａ84）が会議に付す案件とし

ては記されていない。 

（もって，第 198 回の通常国会から，第

203 回の臨時国会までに開催された法務

委員会内にて，一度も民法改正法案が検

討・議論されていないことを証明する）。 

甲 A226 

 

平成１６年１

１月１７日の

参議院憲法調

査会における

北川議員の質

疑 

写し H16.11.17 北川イッ

セイ議員

及び赤坂

参考人 

北川イッセイ議員が「同性同士が共に生

活をすること…を婚姻ということで認め

ることについては，それこそ人類の生態

系を侵す」と考えているということ（１

８～１９頁）。 

甲 A227 政治家による

差別発言一覧 

写し R4.6.19 原告ら訴

訟代理人 

（本書証は、政治家によるセクシュア

ル・マイノリティに対する差別発言をま

とめた一覧表である。） 

多数の政治家がセクシュアル・マイノリ

ティに対して差別発言をしていること。 

甲 A228 

の 1 

「岐阜県職員，

『同性愛は異

写し H27. 12. 2 朝日新聞

デジタル 

海老名市議が「同性愛者は異常動物」等

とツイートして批判されたことについ
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常』に賛同ツイ

ート」と題する

記事 

て，岐阜県の職員が「同性愛は異常でし

ょ」との市議に賛同するツイートをした

事実。 

甲 A228

の 2 

「『同性愛は異

常』自民岐阜県

議，本会議でや

じ」と題する記

事 

写し H27.12.10 朝日新聞

デジタル 

岐阜県議会において，甲Ａ228 の１の県

職員の差別的ツイートが問題とされた際

に，元県議会議長の議員が「同性愛は異

常」とやじをとばした事実。 

甲 A228

の 3 

「須貝議員，同

性愛『好ましく

ない』 山形市

議写し会総務

常任委で発言」 

（ヤフーニュ

ース記事） 

写し H27.12.13 ヤフーニ

ュース 

山形市議会総務常任委員会において，須

貝議員が，性的マイノリティーについて

「生物学的にはあまり好ましくない」と

発言したこと。 

甲 A228

の 4 

海 老 名 市 議 

「同性愛者は

異常動物」のツ

イッター 

（毎日新聞の

記事） 

写し H27.11.29 毎日新聞 海老名市議が同性愛者について「異常動

物」等とツイートして批判されたあと，

酔った中で，思いつきで，ちょっとやっ

てしまったと弁明していること。 

甲 A229

の 1 

 

朝 日 新 聞

Digital ニュー

ス記事「『種の

保存にあらが

写し R3.5.21 朝日新聞 2021 年 5 月，自民党性的指向・性自認に

関する特命委員会が法制化を進めようと

した「性的指向及び性同一性に関する国

民の理解増進に関する法律」についての
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う』自民議員の

LGBT 差別相次

ぐ」 

自民党内の会合で、簗和生議員から「生

物学的に自然に備わっている『種の保

存』にあらがってやっている感じだ」と

発言されたこと 

甲 A229

の 2 

ハフポストネ

ットニュース

記事「LGBT は

『種の保存に

背く』と自民会

合で差別発言

⇒撤回と謝罪

を求める署名

が3万筆以上も

集まる」 

写し R3.5.26 安田聡子 2021 年 5 月，自民党性的指向・性自認に

関する特命委員会が法制化を進めようと

した「性的指向及び性同一性に関する国

民の理解増進に関する法律」についての

自民党内の会合で、山谷えり子議員から

「体は男だけど自分は女だから女子トイ

レに入れろとか、ばかげたことが起きて

いる」等と発言されたこと 

甲 A230 ヤフーニュー

ス 2022 年 3

月 25 日 「『結

婚できなけれ

ば差別は温存

される』同性婚

が必要な理由、

原告が語る」に

対するヤフー

コメント 

 

写し R4.3.25 ヤフーニ

ュース 

本訴訟関連訴訟の第一陣提訴から 3 年余

りが経過した 2022 年 3 月 25 日時点で

も，下記のようなコメントがヤフーに投

稿され，社会において根強い偏見が未だ

存在していることが露わになったという

事実。 

・LGT は種の存続に反するバグ。BQ はまと

もな性愛を損ないかねない。（略）異常者は

分を弁え、社会的規範に従って生きるべ

き。 

・普通に成長すれば同性愛などは起こらな
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い。 

・人とは違ったものを持つ、と言うことは

それなりに制裁を受けるものかと思います 

・同性愛者に対する違和感、嫌悪感、不快

感、抵抗感は差別じゃありませんよ それ

は人間の感情としてごく自然なものです 

・普通に異性を好きになる努力をしてくだ

さい。 

甲 A231 2022 年 6 月 20

日の，「結婚の

自由をすべて

の人に」訴訟の

第一陣の大阪

訴訟判決を受

けて，twitter

上で寄せられ

たツイート一

覧 

写し R4.5.20~R

4.5.21 

Twitter社 2022 年 6 月 20 日の，本訴訟の関連訴訟

である「結婚の自由をすべての人に」訴

訟の第一陣の大阪訴訟の判決に対し， 

Twitter 上でセクシュアル・マイノリテ

ィに限らない多くの人から，セクシュア

ル・マイノリティに対する共感と連帯が

示されると共に法律上同性のパートナー

との婚姻を認めるべきとの声が寄せられ

たこと 

甲 A232 2022 年 6 月 20

日の，「結婚の

自由をすべて

の人に」訴訟の

第一陣の大阪

訴訟判決の報

道に対して寄

写し R4.5.20 Twitter社 2022 年 6 月 20 日の，「結婚の自由をすべ

ての人に」訴訟の第一陣の大阪訴訟判決

の報道に対して，下記のようなツイート

がなされ，社会において根強い偏見が未

だ存在していることが露わになったとい

う事実 

・当たり前 気持ち悪い・・（１頁） 
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せられた差別

的ツイート一

覧 

・同性カップルは、すぐ別れるし責任を

持たないことは統計上明らか（２頁） 

・同性婚なんて認めなくていい（略）社

会に出てこないで欲しいから（３頁） 

・性的マイノリティは性癖（４頁） 

・同性愛が悪いと言っているわけではな

いですが普通は異性を好きになる（５

頁） 

・日本で騒がず日本から出ていけば済む

話です（６頁） 

・異性と結婚すりゃいいだけの話だろ

（７頁） 

・普通じゃない＝悪（８頁） 

・片っ端から逮捕して懲らしめるべき

（９頁） 

甲 A233 泉徳治『一歩前

へ出る司法』６

８頁～７３頁 

写し H29.1.30 

 

泉徳治 本書証は，元最高裁判事である泉徳治氏

に，司法の在り方，違憲判断の在り方な

どについてインタビューしている著書で

ある。 

アメリカ連邦最高裁は，1938 年にカロリ

ーヌ判決を言い渡しており，同判決を言

い渡したストーン判事は判決に脚注４

（フットノート４）をつけている。脚注

４は，立法府に裁量を認めることができ

ない例を付記しており，脚注によれば，
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特定の宗教的，民族的，人種的少数者に

向けられた立法の審査については立法府

の裁量を認めることができないとしてい

る。なぜならば，少数者に対する偏見の

ため民主政による政治過程による保護が

働きにくいからである（７１頁）。 

甲 A234 

 

平成２７年２

月１８日の参

議院本会議に

おける松田議

員及び安倍総

理大臣の質疑 

写し H27.2.18 

 

松田議員

及び安倍

総理大臣 

参議院本会議において松田議員が法律上

同性の者同士の婚姻を認めることがあり

うるかを安倍総理大臣に質問したとこ

ろ，安倍総理大臣が「同性婚を認めるた

めに憲法改正を検討すべきか否かは，我

が国の家族の在り方の根幹に関わる問題

であり，極めて慎重な検討を要する」と

答弁していること（２７頁）。 

甲 A235 平成２７年４

月１日の参議

院予算委員会

における福島

みずほ議員と

安倍総理大臣

の質疑 

写し H27.4.1 

 

福島議員

及び安倍

総理大臣 

参議院予算委員会において，福島議員

が，法律上同性の者同士の婚姻について

認めるか否かを尋ねたところ，安倍総理

大臣は，「家族の在り方にも関する問題

で」あることから「慎重に議論をしてく

べき課題で」あると答弁していること

（４２頁）。 

甲 A236 平成３０年６

月８日の衆議

院法務委員会

における松田

写し H30.6.8 

 

松田議員

及び上川

法務大臣 

参議院法務委員会において，松田議員

が，同性パートナーについて法律婚を認

めることがありうるかを尋ねたところ，

上川法務大臣は，家族の在り方にかかわ
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功議員と上川

法務大臣の質

疑 

る問題であることから，幅広い検討が必

要になると述べていること（８頁）。 

甲 A237 平成３０年７

月５日の参議

院法務委員会

における若松

謙維議員と上

川法務大臣の

質疑 

写し H30.7.5 

 

若松議員

及び上川

法務大臣 

参議院法務委員会において，若松議員

が，上川法務大臣に対して，同性パート

ナーについて法律婚以外の法的保護につ

いてどのように考えるかを尋ねたとこ

ろ，上川法務大臣は，同性パートナーの

法律上の取り扱いを含む家族の法制の在

り方に関しては，今後の国民意識の変

化，社会情勢の変化等も踏まえながら，

必要な検討をしていきたいと答えている

こと（４頁）。 

甲 A238 平成３１年３

月２２日の参

議院予算委員

会における福

島みずほ議員

と山下法務大

臣の質疑 

写し Ｈ31. 3. 22 

 

福島議員

及び山下

法務大臣 

参議院予算委員会において，福島議員が

山下法務大臣に対して，同性愛者らが裁

判を起こしたこと，法律上同性の者同士

の婚姻を導入するつもりがあるなどを尋

ねたところ，山下大臣は，法律上同性の

者同士の婚姻の導入については，家族の

在り方の根幹に関することから，慎重な

検討が必要であると答えていること（１

５頁）。 

甲 A239 民法の一部を

改正する法律

案の議案情報 

写し R4.6（印刷

日） 

衆議院 法律上同性の者同士の婚姻を認めるため

の民法の一部改正法律案（甲Ａ84）が令

和元年６月３日に議員立法として，衆議
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院に提出され，令和元年６月２５日に法

務委員会に付託されていること。 

甲 A240 令和元年１０

月２３日の衆

議院予算委員

会における山

尾しおり議員

と河井法務大

臣の質疑 

写し R1.10.22 

 

山尾議員

及び河井

法務大臣 

参議院予算委員会において，山尾議員が

河井法務大臣に対して，法律上同性の者

同士の婚姻の導入をする予定があるか，

検討をしているとしても，検討時期はい

つになるかを繰り返し聞いても，河井大

臣は，答弁をはぐらかし，検討時期さえ

も応えようとしないこと（１０～１１

頁）。 

甲 A241 令和２年１月

２３日の衆議

院本会議にお

ける志位和夫

議員と安倍総

理大臣の発言 

写し R2.1.23 

 

志位議員

及び安倍

総理大臣 

衆議院本会議において，志位議員が安倍

総理大臣に対して，法律上同性の者同士

の婚姻を導入する予定があるかを尋ねた

ところ，安倍総理大臣は，法律上同性の

者同士の婚姻については家族の在り方の

根幹に関する問題であり，極めて慎重な

検討が必要であると答えていること（１

６頁）。 

甲 A242 令和3年2月25

日の衆議院予

算委員会第三

分科会におけ

る尾辻かなこ

議員による質

疑と質疑に対

写し R3.3.25 尾辻議員・

斎藤法制

局参事・寺

倉国立国

会図書館

専門調査

員・木村陽

衆議院予算委員会第三分科会において，

尾辻議員が，質疑を通じて法律上同性の

者同士の婚姻の法制度化は憲法上の要請

であるとの考えは十分に成り立ち得るこ

とと憲法通説の変化を明らかにした上

で，法律上同性の者同士の婚姻の導入に

向けた検討について上川法務大臣に尋ね
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する答弁 一政府参

考人 ・上

川法務大

臣 

たが，「極めて慎重な検討を要する」とこ

れまでの政府答弁と同様の答弁を繰り返

したこと 

甲 A243 朝日新聞デジ

タルニュース

記事「違憲判断

の同性婚判決、

加藤長官『違憲

と考えていな

い』」 

写し R3.3.17 朝日新聞 2021 年 3 月 17 日，本訴訟と同様にいわ

ゆる「結婚の自由をすべての人に」訴訟

を構成する訴訟事件の一つについて，同

性愛者に対して婚姻によって生じる法的

効果の一部ですら認めない民法及び戸籍

法の規定は、憲法１４条１項に違反する

との判決を札幌地裁が下したが，同日午

後に加藤勝信官房長官が記者会見で「政

府としては、婚姻に関する民法の規定が

憲法に反するものとは考えていない。」と

述べ，札幌判決後も，これを受けた法律

上同性の者同士の婚姻の法制化に向けた

政府側の動きは見られなかったこと 

甲 A244 東京新聞webニ

ュース記事「衆

院解散で『原発

ゼ ロ 法 案 』

『LGBT 差別解

消推進法案』な

ど廃案に」 

写し R3.10.14 東京新聞 自民党性的指向・性自認に関する特命委

員会が法制化を進めようとした「LGBT 理

解増進法」は提出自体が見送られ，野党

が提出した性的少数者への差別解消推進

法案も，衆議院解散に伴い廃案となった

こと 

甲 A245 令和4年4月22 写し R4.4.22 本村伸子 衆議院法務委員会において，本村議員が
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日の衆議院法

務委員会にお

ける本村伸子

議員と古川国

務大臣の発言 

及び古川

国務大臣 

婚姻制度の目的及び法律上同性の者同士

の婚姻に対する社会的承認とは何か尋ね

たところ，古川法務大臣は社会的承認に

ついて「引き続き、国会における議論や

自治体の取組等の動向を注視してまいり

たい」と述べるにとどめたこと 

甲 A246 令和元年１０

月７日の衆議

院本会議にお

ける枝野幸男

議員の発言 

写し R1.10.7 

 

枝野議員 衆議院本会議において，枝野議員が，法

律上同性の者同士の婚姻を認める民法改

正法案を提出していること，与党に対し

て，同法案を検討せずにたなざらしにす

ることはないと信じていると発言してい

ること（５頁）。 

  

（もって，与党は，民法改正法案を検討

せずに，たなざらしにしていることを証

明する。） 

甲 A247 NPO 法人 EMA 日

本 web 記事「世

界の同性婚」 

写し R4.12.11 NPO 法 人

EMA 日本 

２０２２年６月現在，３０の国・地域で

法律上同性の者同士の婚姻が可能となっ

ており，７月にはスイスで新法が施行さ

れ，３１の国・地域で法律上同性の者同

士の婚姻が可能となること 

 

以上 


