
議案第４７号 

みやき町印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例について 

みやき町印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例を次のように

定めるものとする。 

令和元年 ９月 ９日 提出 

みやき町長 末 安 伸 之 

提案理由 

 この議案は、女性活躍推進のため住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令（平成

３１年政令第１５２号）が公布されたことに伴い、みやき町印鑑の登録及び証明に関す

る条例の一部を改正する必要があるため、議会の議決を求めるものである。 



みやき町印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例 

みやき町印鑑の登録及び証明に関する条例（平成17年みやき町条例第11号）の一部を

次のように改正する。 

第２条第１項中「本町の」を「本町が備える」に改める。 

第４条を次のように改める。 

（印鑑の登録） 

第４条 町長は、前条の規定による申請の事実を確認したときは、印鑑登録原票に当該

登録申請者に係る印影及び次に掲げる事項を登録するものとする。 

(１) 登録番号

(２) 登録年月日

(３) 氏名（氏に変更があった者に係る住民票に旧氏（住民基本台帳法施行令（昭和

42年政令第292号。以下「令」という。）第30条の13に規定する旧氏をいう。以下

同じ。）の記載（法第６条第３項の規定により磁気ディスク（これに準ずる方法に

より一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。）をもっ

て調整する住民票にあっては、記録。以下同じ。）がされている場合にあっては氏

名及び当該旧氏、外国人住民（法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同

じ。）に係る住民票に通称（令第30条の16第１項に規定する通称をいう。以下同

じ。）が記載されている場合にあっては氏名及び当該通称） 

(４) 生年月日

(５) 性別

(６) 住所

(７) 外国人住民が氏名の片仮名表記（住民票の備考欄に記載されている氏名の片仮

名表記をいう。以下同じ。）又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑

により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記 

(８) 前各号に掲げるもののほか、印鑑の登録に関し必要な事項

２ 町長は、印鑑登録原票（印影を除く。）については、磁気ディスクをもって調整す

ることができる。 

３ 第１項に規定する確認の方法については、規則で定める。 

第６条第１号中「氏、名、」の次に「旧氏」を、「又は氏名」の次に「、旧氏」を加

える。 

第９条第１号中「氏」の次に「（氏の変更があったものにあっては、住民票に記載が

されている旧氏を含む。）」を加える。 

第11条第３号中「汚染」を「汚損」に、「き損」を「毀損」に改める。 

附 則 

この条例は、令和元年11月５日から施行する。 



みやき町印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例に係る新旧対照表 

改  正  後 改  正  前 

（印鑑の登録資格） （印鑑の登録資格） 

第２条 印鑑の登録をすることができる者は、住民基本台帳法

（昭和42年法律第81号。以下「法」という。）の規定により、

本町が備える住民基本台帳に記録されている者で１人１個に限

る。 

第２条 印鑑の登録をすることができる者は、住民基本台帳法

（昭和42年法律第81号。以下「法」という。）の規定により、

本町の＿＿＿住民基本台帳に記録されている者で１人１個に限

る。 

２ （略） ２ （略） 

（印鑑の登録） （印鑑の登録） 

第４条 町長は、前条の規定による申請の事実を確認したとき

は、印鑑登録原票に当該登録申請者に係る印影及び次に掲げる

事項を登録するものとする。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

第４条 町長は、前条の規定による申請の事実を確認したとき

は、当該登録申請者に係る印影、登録番号、登録年月日、氏名

（法第30条の45に規定する外国人住民であるもの（以下「外国

人住民」という。）にあっては、住民基本台帳に記録されてい

る通称（以下「通称」という。）又は氏名の片仮名による表記

（以下「片仮名表記」という。）を含む。）、生年月日、男女

の別及び住所を印鑑登録原票に登録するものとする。印鑑登録

原票（印影を除く。）については、磁気テープ（これに準ずる

方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるもの

を含む。以下同じ。）をもって調製することができる。 

(１) 登録番号 （新設） 

(２) 登録年月日 （新設） 

(３) 氏名（氏に変更があった者に係る住民票に旧氏（住民基

本台帳法施行令（昭和42年政令第292号。以下「令」とい

う。）第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。）の記

（新設） 
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載（法第６条第３項の規定により磁気ディスク（これに準ず

る方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる

物を含む。以下同じ。）をもって調整する住民票にあって

は、記録。以下同じ。）がされている場合にあっては氏名及

び当該旧氏、外国人住民（法第30条の45に規定する外国人住

民をいう。以下同じ。）に係る住民票に通称（令第30条の16

第１項に規定する通称をいう。以下同じ。）が記載されてい

る場合にあっては氏名及び当該通称） 

(４) 生年月日 （新設） 

(５) 性別 （新設） 

(６) 住所 （新設） 

(７) 外国人住民が氏名の片仮名表記（住民票の備考欄に記載

されている氏名の片仮名表記をいう。以下同じ。）又はその

一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受

ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記 

（新設） 

(８) 前各号に掲げるもののほか、印鑑の登録に関し必要な事

項 

（新設） 

２ 町長は、印鑑登録原票（印影を除く。）については、磁気デ

ィスクをもって調整することができる。 

２ 前項に規定する確認の方法については、規則で定める。＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

３ 第１項に規定する確認の方法については、規則で定める。 

 

（新設） 

 

（印鑑登録の規制） （印鑑登録の規制） 

第６条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印

鑑の登録申請を受理しない。 

第６条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印

鑑の登録申請を受理しない。 

(１) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏又は

氏名、旧氏の一部を組み合わせたもので表してないもの（外

(１) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、＿＿又は

氏名＿＿＿の一部を組み合わせたもので表してないもの（外
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国人住民にあっては、通称、通称の一部を組み合わせたもの

又は片仮名表記、片仮名表記の一部若しくはその一部を組み

合わせたもので表しているものを除く。） 

国人住民にあっては、通称、通称の一部を組み合わせたもの

又は片仮名表記、片仮名表記の一部若しくはその一部を組み

合わせたもので表しているものを除く。） 

(２)～(８) （略） 

 

(２)～(８) （略） 

 

（印鑑登録の消除） （印鑑登録の消除） 

第９条 町長は、次の各号のいずれかに該当したときは、印鑑の

登録を消除する。 

第９条 町長は、次の各号のいずれかに該当したときは、印鑑の

登録を消除する。 

(１) 氏（氏の変更があったものにあっては、住民票に記載が

されている旧氏を含む。）又は名の変更により、登録を受け

ている印鑑が第６条第１号に該当することとなったとき。 

(１) 氏＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿又は名の変更により、登録を受け

ている印鑑が第６条第１号に該当することとなったとき。 

(２)～(７) （略） 

 

(２)～(７) （略） 

 

（印鑑登録証明申請書等の不受理） （印鑑登録証明申請書等の不受理） 

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当する印鑑登録証明の

申請は、受理しない。 

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当する印鑑登録証明の

申請は、受理しない。 

(１)・(２) （略） (１)・(２) （略） 

(３) 印鑑登録証が著しく汚損され、又は毀損されていること

により識別が困難であるとき。 

(３) 印鑑登録証が著しく汚染され、又はき損されていること

により識別が困難であるとき。 

(４) （略） 

 

(４) （略） 
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みやき町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

 

みやき町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則（平成17年みやき町規則第14号）の

一部を次のように改正する。 

第２条中「氏名」の次に「、旧氏」を加える。 

第３条中「条例第４条第２項」を「条例第４条第３項」に改める。 

第６条中「氏名、」の次に「旧氏、」を加える。 

様式第４号を次のように改める。 
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様式第８号を次のように改める。 

 

 

附 則 

この規則は、令和元年１１月５日から施行する。 
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みやき町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則の一部を改正する規則に係る新旧対照表 

改  正  後 改  正  前 

（申請書等の受理） （申請書等の受理） 

第２条 町長は、条例又はこの規則の規定による申請又は届出が

あったときは、申請者又は届出者の住所、氏名、旧氏及び生年

月日を住民基本台帳と照合して受理するものとする。 

 

 （確認の方法） 

第３条 条例第４条第３項に規定する確認は、登録申請の事実に

ついて、郵送その他町長が適当と認める方法により登録申請者

に対し文書で照会し、健康保険被保険者証等（以下「保険者証

等」という。）を提示の上、回答書を町長に提出しなければな

らない。この場合において、登録申請者が自ら持参して申請す

ることができないときは、委任の旨を証する書類並びに登録申

請者及び代理人の保険者証等を添えて、代理人により提出する

ことができる。 

２・３（略） 

 

第２条 町長は、条例又はこの規則の規定による申請又は届出が

あったときは、申請者又は届出者の住所、氏名＿＿＿及び生年

月日を住民基本台帳と照合して受理するものとする。 

 

 （確認の方法） 

第３条 条例第４条第２項に規定する確認は、登録申請の事実に

ついて、郵送その他町長が適当と認める方法により登録申請者

に対し文書で照会し、健康保険被保険者証等（以下「保険者証

等」という。）を提示の上、回答書を町長に提出しなければな

らない。この場合において、登録申請者が自ら持参して申請す

ることができないときは、委任の旨を証する書類並びに登録申

請者及び代理人の保険者証等を添えて、代理人により提出する

ことができる。 

２・３（略） 

 

（印鑑登録証明書の作成） （印鑑登録証明書の作成） 

第６条 条例第10条に規定する印鑑登録証明書は、複写機により

印影のほか住所、氏名、旧氏、生年月日、男女の別を複写して

作成するものとする。 

 

第６条 条例第10条に規定する印鑑登録証明書は、複写機により

印影のほか住所、氏名、＿＿＿生年月日、男女の別を複写して

作成するものとする。 
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様式第４号（第８条関係） 様式第４号（第８条関係） 
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様式第８号（第８条関係） 様式第８号（第８条関係） 
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