
 

 

事業名 「（仮称）みなとマリアージュ」（素案）について 

区民等からのご意見を募集します 

概 要 

 

ここが 

ポイント 

◆共同生活に関する契約を結んだ二人
の関係を区が確認し、確認カードを交付
します。 
◆区が示す契約書(標準様式)は、二人
の関係に応じて内容を変更でき、共同
生活関係を契約で担保できます。 

事業費    ― 

 

課長   人権・男女平等参画担当   江村   

☎   ０３－３５７８－２００７（直通） 

係長   総務課人権・男女平等参画係 瀬藤 

☎   ０３－３５７８－２０２５（直通） 

 

資料５ 

令和元年 11 月 20 日 

港 区 区 長 記 者 発 表 

 

 

問合せ 

港区における 

性的指向に関する制度 

性的マイノリティの方を対象として、性的指向・性自認にかかわらず、誰もが人生を共にしたい人と
家族として暮らすことができるという人権を尊重することを目的として実施するものです。 
■制度の概要・手続き 
二人が共同生活に関する契約を結び、区が「みなとマリアージュカード」を交付する仕組みです。 

■制度の対象 同性間・異性間でも、外国籍の人も利用できます。 
①双方もしくは一方が区内在住であること、または双方が転入を予定していること。 
②成年であること、配偶者（内縁の配偶者を含む）がいないこと。 
③他の人と性的指向に関する制度（パートナーシップ制度など）を利用していないこと。 
■制度の主な効果 
①みなとマリアージュカードを提示することで、病院での付添い、住宅への入居等、地域で直面する困
りごとの解消につながったり、理解促進を進めたりすることができます。 

②契約として法的効力があり（公序良俗に反しない限り有効）、当事者間では全国で有効です。 
③契約書は、区が標準様式を用意し一定の必須事項を定めますが、当事者が必要な事項を任意
に盛り込むことが可能。当事者のニーズ、2人の関係に対応した契約内容を定めることができます。 
＜契約書（標準様式）に明記する事項＞ 
相互の関係の確認及び誓約、婚姻等の禁止、同居・協力及び扶助の義務、療養看護に関する

委任等、養子縁組、合意による契約解除、契約解消時の財産分与 など 

（仮称）みなとマリアージュとは 

「（仮称）みなとマリアージュ」（素案）についてご意見を募集します 

■対象     区内在住・在勤・在学者 
■募集期間  11月 11日（月）～12月 10日（火） 
■閲覧方法  区ホームページ「施策・計画に対するご意見」のほか、人権・男女平等参画担当(区役
所４階)、区政資料室（区役所 3 階）、総合案内（区役所 1 階）、各総合支所、台場分室、
各港区立図書館（高輪図書館分室を除く）、男女平等参画センターでご覧になれます。 

■ご意見の提出方法 
郵送、ファックス、または直接、港区役所 人権・男女平等参画担当へご提出ください。 港区ホー

ムページ「施策・計画に対するご意見」からも提出できます。 

令和 2年第 1回港区議会定例会にて条例改正・令和 2年 4月から制度開始（予定） 

「港区男女平等参画条例」 
で規定 



令和元年１１月１１日 

人権・男女平等参画担当 

 

港区における性的指向に関する制度「(仮称)みなとマリアージュ」(素案) 

について 
 
１ 経緯 

平成２９年第４回区議会定例会において「同性カップルの「パートナーシップの公

的認証」に関する請願」が採択されました。 

このため、区は、実態把握の必要があると考え、平成３０年２月に性的マイノリテ

ィの方々への支援に関する調査を実施し、また、平成３０年１０月の人権に関する区

民意識調査では、性の多様性に関する設問を設けて実施しました。人権に関する区民

意識調査の結果では、パートナーシップ制度の導入に賛成する声が６割を占めました。 

こうしたことを踏まえ、本年５月１３日、港区男女平等参画条例に基づき、港区男

女平等参画推進会議に「性的指向・性自認に関して条例に盛り込むべき内容について」

及び「港区における性的指向に関する制度について」を諮問し、７月２５日、答申を

受けました。この答申をもとに、区として制度の素案をまとめました。 
 

２ 制度の目的 

区は、港区基本構想で人間性の尊重を掲げ、あらゆる人の人権を尊重し、個人の尊

厳が守られる地域社会を実現することを目指しています。 

性的指向に関する制度は、性的マイノリティの方を対象として、性的指向・性自認

にかかわらず、誰もが人生を共にしたい人と家族として暮らすことができるという人

権を尊重して設けるものです。 
 

３ 制度の概要 

性的指向に関する制度は、二人の契約関係を基礎として共同生活関係を捉え、その

関係を区が受けとめるものです。 

（１）仕組み 

制度は、私法上の契約に基づいています。二人が共同生活に関する契約を結び、

区が契約を確認したことを示すカードを交付する仕組みです。 

（２）婚姻との相違点 

法律上の婚姻（民法婚）とは異なり、婚姻関係、親族関係、姻族関係といった身

分関係を創設するものではないため、戸籍に影響しません。 

 

４ 制度の対象者 

この制度の対象者は、（１）～（４）を全て満たす者とします（同性間のみではなく、

異性間も対象とします。また、契約であることから外国籍の人も対象とします。）。 

（１）次のいずれかに該当すること。 

  
 

  
 

別紙１ 
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ア 双方又は一方が区内在住であること。 

イ 双方が区内へ転入予定であること。 

（２）成年であること（民法第４条）。 

（３）配偶者（内縁の配偶者を含む。）がいないこと。 

（４）他の者と性的指向に関する制度（パートナーシップ制度その他これに準ずる制度

を含む。）を利用していないこと。 

 

５ 制度の手続等 

（１）制度の利用に関する手続の流れ 

①契約書(標準様式)をもとに契約書を準備する。 

契約書(標準様式)は、区、男女平等参画センター、区ホームページで取得できる。 

②公証役場で、契約書(公正証書)を作成してもらうか、契約書(私製)の私文書認証

を受ける。 

③区に次の書類を持参し、二人でカードの交付を申し込む。 

契約書（公正証書又は私文書認証を受けたもの） 

戸籍全部事項証明書（婚姻要件具備証明書） 

本人確認書類 

④区は、交付要件を満たしていることを確認し、カードを交付する。 

（２）区がカードを発行することの意義 

カードは、二人が共同生活に関する契約を結んだことを区が確認したことを示す

ものです。 

カードを提示することで、病院での付添い、住宅への入居等、地域で直面する困

りごとの解消につながったり、理解促進を進めたりすることができます。 

トランスジェンダーの方の中には戸籍上の性別とは異なる性別の名前（通称名）

を用いている方がいるため、カードは、本名のほか通称名を記載することができる

ものとします。 

 

６ 契約書を取り交わすことのメリット 

（１）契約として法的効力がある 

二人が共同生活に関する契約を結ぶことで、共同生活関係を契約で明確に担保す

る効力があります。 

私法上の行為として二人が取り交わす契約は、契約自由の原則に基づき、公序良

俗に反しない限り有効です。 

（２）契約書は全国で有効である 

二人の間で締結した契約書は、当事者間では、全国で有効です。 

区外に転出した場合も、契約書は効力を持ち続けます。転出によって契約書を改

めて作成する必要はありません。 

（３）当事者の自由意思を尊重した関係を実現できる 

契約書は、区が標準様式を用意し、一定の必須事項を定めますが、それ以外にも
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当事者が必要な事項を任意に盛り込むことができます。当事者のニーズに応じ、二

人の関係に対応した契約内容を定めることができます。 
 

【契約書(標準様式)に明記する事項】 

①相互の関係の確認及び誓約※ 

②婚姻等の禁止※ 

③同居、協力及び扶助の義務※ 

④共同生活費用の分担 

⑤日常家事代理権の授与※ 

⑥療養看護に関する委任等※ 

⑦当事者間における財産の帰属※ 

⑧判断能力低下時の療養看護※ 

⑨養子縁組 

⑩子の教育監護 

⑪死後事務の委任等※ 

⑫死亡による契約の終了※ 

⑬合意による契約解除※ 

⑭合意によらない契約解除※ 

⑮解除の効力 

⑯未成年の子がいる場合の監護に関する事項の定め等 

⑰契約解消時の財産分与※ 

⑱解釈の指針及び協議事項 
 

（４）契約書（標準様式）は、他者の関与なく（カミングアウトしないで）契約したい

人も活用できる 

誰にもカミングアウトをしないで契約したい人は、区ホームページ等で示す契約

書（標準様式）を使用して二人だけで契約を結ぶことができます。他者の関与なく

（公証役場にも区役所にも行かずに）契約による関係をつくりたいというニーズに

対応できるメリットがあります。 

 

７ 制度の名称 

性的指向に関する制度の名称は、「みなとマリアージュ」とします。 
 

（理由） 

マリアージュ（mariage）には、フランス語で「（調和的な）結合」「組み合わせ」「取り合わせ」

といった意味があります。二つのものの組み合わせが新たなものをつくり上げるという趣旨で使わ

れることが多い言葉です。 

この言葉の趣旨を生かし、区民に分かりやすく親しみやすい制度の名称として「みなとマリアー

ジュ」を用いることとします。 

 

 

 

①～⑱のうち、※を付けたものは必須事項で

す。それ以外は、明記しなくても構いません。 
①～⑱以外の事項も任意に明記できますが、

公序良俗に反する内容は盛り込めません。 
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８ 例規上の根拠 

港区男女平等参画条例の一部改正により、性的指向に関する制度の根拠とする規定

を新設するとともに、あわせて、性的指向・性自認に関する規定を整備し、区の姿勢

を明確に示します。 

 主な改正項目は、次のとおりです。 

①性的指向・性自認の定義、明示 

②性表現の定義、性表現の自由の明示 【全国初】 

③性的指向・性自認に起因する人権侵害の禁止 

④性的指向・性自認のカミングアウト（公表）への制約の禁止 

他人の性的指向・性自認のアウティング（本人の意に反して公にすること）の禁止 

⑤性的指向・性自認の尊重について基本理念、基本的施策への位置付け 

⑥性的指向に関する制度の位置付け 

 

９ 施行予定日 

 令和２年４月１日 

 

１０ 今後の主なスケジュール（予定） 

令和元年１１月１１日～１２月１０日 パブリックコメント 

令和２年第１回港区議会定例会 議案上程（条例改正案） 
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パートナー契約証書 

 

       （以下「甲」という。）及び       （以下「乙」という。）

は、双方の自由な意思決定に基づき、社会観念上の婚姻に相当する関係を築くことを

目的として、本日、以下のとおり合意した。 

 

第１条（相互の関係の確認及び誓約） 

１ 甲及び乙は，二人が愛情と信頼に基づく真摯な関係にあることを，相互に

確認する。 

２ 甲及び乙は，互いに人生のパートナーとして，生涯にわたって助け合い，

家族として支えあって生きていくことを相互に誓約する。 

第２条（婚姻等の禁止） 

甲及び乙は，本契約の効力が存続する間は，他の者と婚姻し，又は本契約と

同等若しくは類似の契約を締結しないことを誓約する。 

第３条（同居，協力及び扶助の義務） 

１ 甲及び乙は，正当な理由がない限り，同居し，互いに協力し扶助すること

を約する。 

２ 甲又は乙の一方が居住用不動産について所有権，賃借権その他の使用権限

を有するときは，当該一方は，他方（以下「相手方」ともいう）に対し，当

該居住用不動産に居住する権限を与える。 

３ 甲及び乙は，第１項の扶助にあたっては，相互に相手方の生活を自己の生

活と同一水準で維持するものとする。 

４ 甲及び乙は，互いに相手方以外の第三者と性的関係を持たないことを約す

る。ただし，甲及び乙との間の信頼関係及び実質的共同生活関係が既に破綻

している場合はこの限りでない。 

第４条（共同生活費用の分担） 

１ 甲及び乙は，その資産，収入その他一切の事情を考慮して，両者の共同生

活から生ずる費用（居住費，食費，水道光熱費，医療費，教育費，保険料そ

の他の生活上の費用をいい，以下「共同生活費用」という）を分担すること

を約する。 

２ 前項の共同生活費用の分担は，本契約が解消されるまでの間とし，家庭裁

判所の公表する養育費・婚姻費用算定表の額を基準として協議の上で定める

ものとする。 

参考資料１ 
私製用 

本書面は、ＥＭＡ日本が公表している契

約書、日本公証人連合会が公表している

文例案等を参考に作成したものです。 
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３ 前項の規定にかかわらず，本契約に違反し，かつ，甲及び乙の信頼関係及

び実質的共同生活関係の破綻につき帰責性のある者は，相手方に対し，共同

生活費用の分担金を請求することができない。 

第５条（日常家事代理権の授与） 

１ 甲又は乙の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは，他

方は，これによって生じた債務について，連帯して責任を負う。ただし，第

三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は，この限りでない。 

２ 甲及び乙は，相互に，他方に対し，日常の家事に関する法律行為にかかる

代理権を授与する。 

第６条（療養看護に関する委任等） 

１ 甲又は乙の一方が負傷又は罹患し，医療機関において治療，療養，延命又

は手術（以下「治療等」という）を受ける場合に備え，甲及び乙は，相互に，

他方に対し，治療等の場面に立ち会い，本人と共に，又は本人に代わって，

医師その他の医療関係者から，症状や治療等の方針・見通し等に関する説明

（カルテの開示を含む）を受けることを委任する。 

２ 前項の場合に加え，負傷又は罹患した甲又は乙の一方は，その通院・入院・

手術時、意識不明時及び危篤時において，他方に対し，入院時の付き添い，

面会謝絶時の面会，治療方針（延命の是非の判断を含む）の決定及び手術に

同意することを委任する。この場合，他方の決定は，本人の最近親の親族

（子・父母・兄弟姉妹その他本人の当該時点における最も近い親等の親族を

指す）に優先するものであることを相互に確認する。 

３ 甲及び乙は，前二項の受任事務を全うするため，平常時において，自己の

治療等に関する希望，意向その他の意思を，あらかじめ他方に説明するとと

もに，治療等に関する他方の意思を常に確認し，理解するよう努める。 

第７条（当事者間における財産の帰属） 

１ 甲又は乙の一方が本契約締結前から有する財産及び本契約の効力が存続

する間に自己の名で得た財産は，その特有財産（本契約当事者の一方が単独

で有する財産をいう。以下同じ）とする。 

２ 甲又は乙のいずれに属するか明らかでない財産は，その共有に属するもの

と推定する。 

第８条（判断能力低下時の療養看護） 

甲及び乙は，生活又は財産の形成過程にあり，任意後見受任者に委託する事

務の代理権の範囲を特定することが困難である事由があるところ，甲又は乙
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の一方の身体能力又は判断能力が低下したときは，他方は，身体能力又は判

断能力が低下した者の生活，療養看護及び財産の管理に関する事務を可能な

限り援助し，一方の意思を尊重し，かつ，その心身の状態及び生活の状況を

配慮すること及び甲乙間で必要が生じたときは速やかに，任意後見契約に係

る公正証書を作成することに合意する。 

第９条（養子縁組） 

甲又は乙の一方が養子縁組をするときは，あらかじめ相手方の同意を得るも

のとする。ただし，相手方がその意思を表示することができない場合は，こ

の限りでない。 

第１０条（子の教育監護） 

１ 甲又は乙の一方が，未成年者の親権者であるとき又は未成年者の親権者と

なったときは，当該一方は，相手方に対し，当該未成年者の教育監護を委託

するものとする。この場合，甲及び乙は，当該未成年者の福祉を第一に考え

て，子の教育監護につき相互に協力することを約する。 

２ 甲及び乙は，前項の権限には，当該未成年者に医療行為が必要であると医

師が認めるとき，その医療行為について医師から説明（カルテの開示を含む）

を受け，手術その他の医療侵襲の同意をし，又は治療方針の決定に同意する

ことを含むことを確認する。 

第１１条（死後事務の委任等） 

１ 甲又は乙の一方の死亡を停止条件として，本契約当事者は，相互に，死亡

した一方（以下「死亡当事者」という）の死亡後における次の事務（以下「本

件死後事務」という）を，他方当事者（以下「生存当事者」という）に委任

する。 

① 親族等の関係者への連絡 

② 葬儀，納骨，埋葬，永代供養 

③ 未払の租税公課，医療費，入院費用，福祉施設利用料その他一切の債務の

弁済 

④ 家財道具，生活用品の処分 

⑤ 行政官庁等への諸届出 

⑥ 死亡当事者が当事者となっている契約の全部又は一部の解約及び清算 

⑦ 以上の各事務に関する費用の支払 

２ 甲及び乙は，本件死後事務を処理するに当たり，生存当事者が復代理人を

選任することを相互に承諾する。 
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３ 死亡当事者の葬儀，納骨及び埋葬は，死亡当事者の生前の希望や資力等を

考慮して，生存当事者が決定するものとする。 

４ 葬儀，納骨，埋葬その他本件死後事務を遂行するために必要な費用は，全

て死亡当事者の負担とし，生存当事者は，その管理する死亡当事者の財産の

中から支出する。 

５ 死亡当事者の法定相続人その他の死亡当事者の地位の承継者は，生存当事

者の承諾がない限り，本件死後事務の委任を解除することができない。 

第１２条（死亡による契約の終了） 

１ 甲又は乙の一方が死亡したときは，本契約は当然に終了する。 

２ 前項の規定にかかわらず，第１１条（死後事務の委任等）の規定は，前項

による本契約終了後においても有効に存続する。 

第１３条（合意による契約解除） 

１ 甲及び乙は，当事者双方の合意により，本契約を解除することができる。 

２ 前項の解除は，当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面でしな

ければならない。 

第１４条（合意によらない契約解除） 

１ 甲又は乙の一方は，次に掲げる場合に限り，書面による一方的な意思表示

により本契約を解除することができる。 

① 相手方に不貞な行為（自由な意思に基づいて本契約当事者以外の者と性的

関係を持つことをいう）があったとき。 

② 相手方から悪意で遺棄（第３条第１項に違反し，かつ，その違反の程度が

甚だしいことをいう）されたとき。 

③ 双方の合意によらずに相手方が別居し，その期間が５年を経過したとき。 

④ その他本契約を継続し難い重大な事由があるとき。 

２ 甲又は乙の一方の生死が３年以上明らかでないときは，本契約は当然に終

了する。 

第１５条（解除の効力） 

１ 本契約の解除をした場合には，その解除は，将来に向かってのみその効力

を生ずる。この場合において，当事者の一方に帰責性があったときは，その

者に対する慰謝料その他の損害賠償の請求を妨げない。 

２ 前項の規定にかかわらず，第１６条（未成年の子がいる場合の監護に関す

る事項の定め等）及び第１７条（財産分与）の規定は，本契約終了後におい

ても有効に存続する。 
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第１６条（未成年の子がいる場合の監護に関する事項の定め等） 

 第１３条又は第１４条により本契約を解除する場合において，本契約当事者

が未成年者を養育しているときは，甲及び乙は，当該未成年者との面会及び

その他の交流，当該未成年者の監護に要する費用の分担その他の監護につい

て必要な事項を，その協議で定める。この場合においては，当該未成年者の

利益を最も優先して考慮しなければならない。 

第１７条（契約解消時の財産分与） 

１ 第１３条又は第１４条により本契約を解除する場合，甲又は乙の一方は，

他方に対して財産の分与を請求することができる。ただし，本契約の解除の

ときから２年を経過したときは，この限りでない。 

２ 前項の規定による財産の分与について，当事者間に協議が調わないとき，

又は協議をすることができないときは，本項第１号に掲げる財産の総額から，

第２号及び第３号に掲げる財産並びに第４号に掲げる債務の額の合計額を

減じて得た額を，双方に等分に分与する。 

①本契約解除時において甲及び乙が有する動産，不動産，預貯金その他一切

の財産（取得又は稼得した際の名義，資金拠出者及び現在の名義の如何を

問わず，本契約当事者の一方の特有財産も含む。） 

② 甲及び乙が本契約締結時において有していた財産，及び本契約の効力存続

中に相続その他の事由により自己の名義で無償取得した財産 

③ 甲及び乙との間の信頼関係及び実質的共同生活関係が破綻した後に，甲又

は乙の一方が自己の名義で取得した財産 

④ 甲及び乙の一方又は双方が，本契約の効力存続中に，共同生活費用に充当

するために負担した債務（住宅ローンを含む） 

３ 前項に規定する財産分与の請求は，自己名義の財産が前項の計算により算

出された分与額よりも少ない当事者から，他方当事者に対して，当該差額分

の支払を請求する方法により行う。この場合，甲及び乙は，互いに他方に対

して，その有する財産の情報を開示するよう請求することができる。 

第１８条（解釈の指針及び協議事項） 

本契約に定めのない事項又は疑義が生じた事項については，婚姻に関する民

法その他の日本法（ただし，民法第７５４条を除く。）及び当該法令に係る過

去の裁判例の判断に準拠して解釈するものとし，当事者双方が誠実に協議し

てこれを解決する。 
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本契約を証するため、証人 2 名の立会いの下、甲及び乙は本契約書正本 2 通を

作成し、各自署名捺印の上、各々1 通を保有する。 

 

  年  月  日 

 

 

甲：               乙： 

［住所］             ［住所］ 

 

［氏名］             ［氏名］ 

 

 

 

 

 

 

証人：              証人： 

[住所]              [住所] 

 

[氏名]              [氏名] 
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  年 第   号 

 

パートナー契約公正証書 

 

本職は，後記当事者の嘱託により，次の法律行為に関する陳述の趣旨を録取

し，この証書を作成する。 

    （以下「甲」という。）及び    （以下「乙」という。）は，双

方の自由な意思決定に基づき，社会観念上の婚姻に相当する関係を築くことを

目的として，本日，以下のとおり合意した。 

第１条（相互の関係の確認及び誓約） 

１ 甲及び乙は，二人が愛情と信頼に基づく真摯な関係にあることを，相互に

確認する。 

２ 甲及び乙は，互いに人生のパートナーとして，生涯にわたって助け合い，

家族として支えあって生きていくことを相互に誓約する。 

第２条（婚姻等の禁止） 

甲及び乙は，本契約の効力が存続する間は，他の者と婚姻し，又は本契約と

同等若しくは類似の契約を締結しないことを誓約する。 

第３条（同居，協力及び扶助の義務） 

１ 甲及び乙は，正当な理由がない限り，同居し，互いに協力し扶助すること

を約する。 

２ 甲又は乙の一方が居住用不動産について所有権，賃借権その他の使用権限

を有するときは，当該一方は，他方（以下「相手方」ともいう）に対し，当

該居住用不動産に居住する権限を与える。 

３ 甲及び乙は，第１項の扶助にあたっては，相互に相手方の生活を自己の生

活と同一水準で維持するものとする。 

４ 甲及び乙は，互いに相手方以外の第三者と性的関係を持たないことを約す

る。ただし，甲及び乙との間の信頼関係及び実質的共同生活関係が既に破綻

している場合はこの限りでない。 

第４条（共同生活費用の分担） 

１ 甲及び乙は，その資産，収入その他一切の事情を考慮して，両者の共同生

活から生ずる費用（居住費，食費，水道光熱費，医療費，教育費，保険料そ

の他の生活上の費用をいい，以下「共同生活費用」という）を分担すること

を約する。 

参考資料２

 

公正証書用 
本書面は、ＥＭＡ日本が公表している契

約書、日本公証人連合会が公表している

文例案等を参考に作成したものです。 
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２ 前項の共同生活費用の分担は，本契約が解消されるまでの間とし，家庭裁

判所の公表する養育費・婚姻費用算定表の額を基準として協議の上で定める

ものとする。 

３ 前項の規定にかかわらず，本契約に違反し，かつ，甲及び乙の信頼関係及

び実質的共同生活関係の破綻につき帰責性のある者は，相手方に対し，共同

生活費用の分担金を請求することができない。 

第５条（日常家事代理権の授与） 

１ 甲又は乙の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは，他

方は，これによって生じた債務について，連帯して責任を負う。ただし，第

三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は，この限りでない。 

２ 甲及び乙は，相互に，他方に対し，日常の家事に関する法律行為にかかる

代理権を授与する。 

第６条（療養看護に関する委任等） 

１ 甲又は乙の一方が負傷又は罹患し，医療機関において治療，療養，延命又

は手術（以下「治療等」という）を受ける場合に備え，甲及び乙は，相互に，

他方に対し，治療等の場面に立ち会い，本人と共に，又は本人に代わって，

医師その他の医療関係者から，症状や治療等の方針・見通し等に関する説明

（カルテの開示を含む）を受けることを委任する。 

２ 前項の場合に加え，負傷又は罹患した甲又は乙の一方は，その通院・入院・

手術時、意識不明時及び危篤時において，他方に対し，入院時の付き添い，

面会謝絶時の面会，治療方針（延命の是非の判断を含む）の決定及び手術に

同意することを委任する。この場合，他方の決定は，本人の最近親の親族

（子・父母・兄弟姉妹その他本人の当該時点における最も近い親等の親族を

指す）に優先するものであることを相互に確認する。 

３ 甲及び乙は，前二項の受任事務を全うするため，平常時において，自己の

治療等に関する希望，意向その他の意思を，あらかじめ他方に説明するとと

もに，治療等に関する他方の意思を常に確認し，理解するよう努める。 

第７条（当事者間における財産の帰属） 

１ 甲又は乙の一方が本契約締結前から有する財産及び本契約の効力が存続

する間に自己の名で得た財産は，その特有財産（本契約当事者の一方が単独

で有する財産をいう。以下同じ）とする。 

２ 甲又は乙のいずれに属するか明らかでない財産は，その共有に属するもの

と推定する。 
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第８条（判断能力低下時の療養看護） 

甲及び乙は，生活又は財産の形成過程にあり，任意後見受任者に委託する事

務の代理権の範囲を特定することが困難である事由があるところ，甲又は乙

の一方の身体能力又は判断能力が低下したときは，他方は，身体能力又は判

断能力が低下した者の生活，療養看護及び財産の管理に関する事務を可能な

限り援助し，一方の意思を尊重し，かつ，その心身の状態及び生活の状況を

配慮すること及び甲乙間で必要が生じたときは速やかに，任意後見契約に係

る公正証書を作成することに合意する。 

第９条（養子縁組） 

甲又は乙の一方が養子縁組をするときは，あらかじめ相手方の同意を得るも

のとする。ただし，相手方がその意思を表示することができない場合は，こ

の限りでない。 

第１０条（子の教育監護） 

１ 甲又は乙の一方が，未成年者の親権者であるとき又は未成年者の親権者と

なったときは，当該一方は，相手方に対し，当該未成年者の教育監護を委託

するものとする。この場合，甲及び乙は，当該未成年者の福祉を第一に考え

て，子の教育監護につき相互に協力することを約する。 

２ 甲及び乙は，前項の権限には，当該未成年者に医療行為が必要であると医

師が認めるとき，その医療行為について医師から説明（カルテの開示を含む）

を受け，手術その他の医療侵襲の同意をし，又は治療方針の決定に同意する

ことを含むことを確認する。 

第１１条（死後事務の委任等） 

１ 甲又は乙の一方の死亡を停止条件として，本契約当事者は，相互に，死亡

した一方（以下「死亡当事者」という）の死亡後における次の事務（以下「本

件死後事務」という）を，他方当事者（以下「生存当事者」という）に委任

する。 

① 親族等の関係者への連絡 

② 葬儀，納骨，埋葬，永代供養 

③ 未払の租税公課，医療費，入院費用，福祉施設利用料その他一切の債務の

弁済 

④ 家財道具，生活用品の処分 

⑤ 行政官庁等への諸届出 

⑥ 死亡当事者が当事者となっている契約の全部又は一部の解約及び清算 
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⑦ 以上の各事務に関する費用の支払 

２ 甲及び乙は，本件死後事務を処理するに当たり，生存当事者が復代理人を

選任することを相互に承諾する。 

３ 死亡当事者の葬儀，納骨及び埋葬は，死亡当事者の生前の希望や資力等を

考慮して，生存当事者が決定するものとする。 

４ 葬儀，納骨，埋葬その他本件死後事務を遂行するために必要な費用は，全

て死亡当事者の負担とし，生存当事者は，その管理する死亡当事者の財産の

中から支出する。 

５ 死亡当事者の法定相続人その他の死亡当事者の地位の承継者は，生存当事

者の承諾がない限り，本件死後事務の委任を解除することができない。 

第１２条（死亡による契約の終了） 

１ 甲又は乙の一方が死亡したときは，本契約は当然に終了する。 

２ 前項の規定にかかわらず，第１１条（死後事務の委任等）の規定は，前項

による本契約終了後においても有効に存続する。 

第１３条（合意による契約解除） 

１ 甲及び乙は，当事者双方の合意により，本契約を解除することができる。 

２ 前項の解除は，当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面でしな

ければならない。 

第１４条（合意によらない契約解除） 

１ 甲又は乙の一方は，次に掲げる場合に限り，書面による一方的な意思表示

により本契約を解除することができる。 

① 相手方に不貞な行為（自由な意思に基づいて本契約当事者以外の者と性的

関係を持つことをいう）があったとき。 

② 相手方から悪意で遺棄（第３条第１項に違反し，かつ，その違反の程度が

甚だしいことをいう）されたとき。 

③ 双方の合意によらずに相手方が別居し，その期間が５年を経過したとき。 

④ その他本契約を継続し難い重大な事由があるとき。 

２ 甲又は乙の一方の生死が３年以上明らかでないときは，本契約は当然に終

了する。 

第１５条（解除の効力） 

１ 本契約の解除をした場合には，その解除は，将来に向かってのみその効力

を生ずる。この場合において，当事者の一方に帰責性があったときは，その

者に対する慰謝料その他の損害賠償の請求を妨げない。 
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２ 前項の規定にかかわらず，第１６条（未成年の子がいる場合の監護に関す

る事項の定め等）及び第１７条（財産分与）の規定は，本契約終了後におい

ても有効に存続する。 

第１６条（未成年の子がいる場合の監護に関する事項の定め等） 

 第１３条又は第１４条により本契約を解除する場合において，本契約当事者

が未成年者を養育しているときは，甲及び乙は，当該未成年者との面会及び

その他の交流，当該未成年者の監護に要する費用の分担その他の監護につい

て必要な事項を，その協議で定める。この場合においては，当該未成年者の

利益を最も優先して考慮しなければならない。 

第１７条（契約解消時の財産分与） 

１ 第１３条又は第１４条により本契約を解除する場合，甲又は乙の一方は，

他方に対して財産の分与を請求することができる。ただし，本契約の解除の

ときから２年を経過したときは，この限りでない。 

２ 前項の規定による財産の分与について，当事者間に協議が調わないとき，

又は協議をすることができないときは，本項第１号に掲げる財産の総額から，

第２号及び第３号に掲げる財産並びに第４号に掲げる債務の額の合計額を

減じて得た額を，双方に等分に分与する。 

①本契約解除時において甲及び乙が有する動産，不動産，預貯金その他一切

の財産（取得又は稼得した際の名義，資金拠出者及び現在の名義の如何を

問わず，本契約当事者の一方の特有財産も含む。） 

② 甲及び乙が本契約締結時において有していた財産，及び本契約の効力存続

中に相続その他の事由により自己の名義で無償取得した財産 

③ 甲及び乙との間の信頼関係及び実質的共同生活関係が破綻した後に，甲又

は乙の一方が自己の名義で取得した財産 

④ 甲及び乙の一方又は双方が，本契約の効力存続中に，共同生活費用に充当

するために負担した債務（住宅ローンを含む） 

３ 前項に規定する財産分与の請求は，自己名義の財産が前項の計算により算

出された分与額よりも少ない当事者から，他方当事者に対して，当該差額分

の支払を請求する方法により行う。この場合，甲及び乙は，互いに他方に対

して，その有する財産の情報を開示するよう請求することができる。 

第１８条（解釈の指針及び協議事項） 

本契約に定めのない事項又は疑義が生じた事項については，婚姻に関する民

法その他の日本法（ただし，民法第７５４条を除く。）及び当該法令に係る過

5 

 



去の裁判例の判断に準拠して解釈するものとし，当事者双方が誠実に協議し

てこれを解決する。 

 

以上 
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港区における性的指向に関する制度「(仮称)みなとマリアージュ」(素案)について 

 性的マイノリティの方を対象として、性的指向や性自認にかかわらず、誰もが人生を共にしたい人と家族

として暮らすことができるという人権を尊重して導入する。 

【根拠規定】港区男女平等参画条例第９条の２《新規追加予定》 

制度の目的 

二人の契約関係を基礎として共同生活関係を捉え、その関係を区が受けとめるもの 

 二人が共同生活関係に関する契約を結ぶ。 

 区が示す契約書（標準様式）を用いることで、容易に契約を結ぶことができる。契約書は、標準様式を基

本としつつ、二人のニーズに合わせた内容を盛り込むことができる。 

 公証役場で公正証書の作成又は私文書認証を受け、区に申し込めば、区が二人が契約したことを確認し、

「みなとマリアージュカード」を交付する。 
 「みなとマリアージュカード」は、トランスジェンダーに配慮し、本名のほか、戸籍上の性別とは異なる

性別の名前（通称名）を記載することができる。 
 私法上の契約を基礎とすることから、法律上の婚姻とは違い、婚姻・親族・姻族関係といった身分関係を

創設しないため、戸籍に影響しない。 

制度の概要 

①契約として法的効力がある（契約自由の原則に基づき、公序良俗に反しない限り有効）。 

②契約書は、当事者間では、全国で有効である。 

③当事者の自由意思を尊重した関係を実現できる。 

④区がホームページ等で示す契約書(標準様式)は、他者の関与なく(誰にもカミングアウトしないで)契約した

い人も活用できるメリットがある。 

（※：必須事項） 

①相互の関係の確認及び誓約※     ②婚姻等の禁止※ 

③同居、協力及び扶助の義務※     ④共同生活費用の分担 

⑤日常家事代理権の授与※     ⑥療養看護に関する委任等※ 

⑦当事者間における財産の帰属※     ⑧判断能力低下時の療養看護※ 

⑨養子縁組       ⑩子の教育監護 

⑪死後事務の委任等※      ⑫死亡による契約の終了※ 

⑬合意による契約解除※     ⑭合意によらない契約解除※ 

⑮解除の効力         ⑯未成年の子がいる場合の監護に関する事項の定め等 

⑰契約解消時の財産分与※          ⑱解釈の指針及び協議事項 

契約書（標準様式）に明記する事項 

 

 

①標準様式をもとに契約書を準備する。 

（区、男女平等参画センター(リーブラ)、区ホームページ） 

②公証役場で、契約書(公正証書)を作成してもらう。 

又は、 

公証役場で、契約書(私製)の私文書認証を受ける。 

 

 

③来庁の希望日時について、区（人権・男女平等参画担当）宛に電話

等で連絡する。 

④区（人権・男女平等参画担当（区役所４階４０２窓口））に、次の

書類を持参し、二人でカードの交付を申し込む。 

 

 

 

⑤区は、持参書類をもとに、交付要件を満たしていることを確認し、

「みなとマリアージュカード」を交付する。 

 

手続の流れ 

 
 制度を利用しない場合（みなとマリアージュカードの交付を受けない場合）においても、契約書（標

準様式）を区ホームページ等で提供して、契約書の作成を支援する。 
 

①標準様式をもとに契約書(私製)を準備する。 

（区、男女平等参画センター(リーブラ)、区ホームページ） 

②契約書正本２通を作成し、各自署名押印して各々１通を保有する。 

●契約書（私製） 

の作成 

そ の 他
 

①双方若しくは一方が区内在住であること、又は双方が転入を予定していること。 

②成年であること。 

③配偶者（内縁の配偶者を含む。）がいないこと。 

④他の人と性的指向に関する制度（パートナーシップ制度など）を利用していないこと。 

制度の対象者 
（同性間でも異性間でも利用できる。外国籍の人も利用できる。） 

契約書を取り交わすことのメリット 

公証役場 手数料（目安） 

◆契約書（公正証書）作成手数料  １６，０００円程度 

◆契約書（私製）私文書認証 手数料  ５，５００円程度 

 契約書（公正証書又は私文書認証を受けたもの） 

 戸籍全部事項証明書（婚姻要件具備証明書） 

 本人確認書類 

◆公証役場で 

契約書(公正証書)作成  

又は 

契約書(私製)私文書認証 

 

◆契約書の準備 

◆みなとマリアージュカードの

申込み 

 

◆みなとマリアージュカードの

交付 

 
 
 男女平等参画センターのリーブラ相談室(こころのサポートルーム)

で、弁護士が契約書作成についての法律相談に無料で対応し、アド

バイスする。 

サポート体制 

 
◆法律相談 

「みなとマリアージュ」 

マリアージュ（mariage）には、フランス語で「（調和的な）結合」「組み合わせ」「取り合わせ」といった意味があります。

二つのものの組み合わせが新たなものをつくり上げるという趣旨で使われることが多い言葉です。 
この言葉の趣旨を生かし、区民に分かりやすく親しみやすい制度の名称として「みなとマリアージュ」を用いています。 

別紙２ 
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