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第２委員会室 

 

１ 開  会 

 

２ 委員長あいさつ 

 

３ 協議事項 

  ⑴ 付託案件の審査 

   議案付託表のとおり 

 

⑵ 豊岡市パチンコ店等建築審査会委員の選出について <別紙１> 

 

 ⑶ その他 

    

         

４ 閉  会 



令和元年第４回豊岡市議会（定例会）議案付託表 
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午前１１時２０分開会 

○委員長（西田  真） それでは、ただいまから文

教民生委員会を開会いたします。 

 所要時間が３０分ということでありますんで、１

１時４５分、本議会が再開になりますんで、３５分

には終わりたいと思いますので、ご協力をよろしく

お願いいたします。 

 それでは、これより協議事項（１）番、付託案件

の審査に入ります。 

 それでは、第１６１号議案、豊岡市印鑑の登録及

び証明に関する条例の一部を改正する条例制定に

ついてを議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 どうぞ。 

○市民課長（定元 秀之） それでは、議案書の４４

０ページをごらんください。第１６１号議案、豊岡

市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正

する条例制定についてご説明いたします。 

 本案は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置

の適正化等を図るための関係法律の整備に関する

法律の施行に伴い、成年被後見人等の人権が尊重さ

れ、成年被後見人等であることを理由に不当に差別

されないよう、印鑑登録証明事務処理要領の一部が

改正されたため、印鑑登録資格者の規定を改めるも

のであります。 

 内容につきましては、４４２ページの条例案要綱

によりご説明いたします。 

 １の改正の内容についてですが、（１）として第

２条関係で、印鑑の登録資格者の規定について、

「成年被後見人」を「意思能力を有しない者」に改

めるものです。（２）においては、第４条関係で、

非漢字圏の外国人住民に係る登録できる印鑑の規

定に関する所要の規定を整備をするものでありま

す。 

 ２の附則では、この条例は、令和元年１２月１４

日から施行することとしています。 

 なお、４４３ページに新旧対照表を添付しており

ますので、ご清覧ください。 

 説明は以上です。よろしくご審議賜りますよう、

よろしくお願いいたします。 

○委員長（西田  真） 説明は終わりました。 

 質疑はありませんか。どなたからでも結構です。 

 どうぞ、上田委員。 

○委員（上田 伴子） この間、説明会に行ってなか

ったもんで、ちょっとそのときに出てたかもわから

ないんですけども、この期日が１２月１４日と急が

れてるのは何か理由があるんでしょうか。 

○委員長（西田  真） 定元課長。 

○市民課長（定元 秀之） 先ほども説明しましたよ

うに、こちらのほうにつきましては、国のほうがし

ております印鑑登録証明事務処理要領が改正され

たと。それが、施行日が１２月１４日というふうに

なっておりますので、同時で合わせるということで

あります。以上です。 

○委員（上田 伴子） 了解しました。 

○委員長（西田  真） よろしいか。 

○委員（上田 伴子） はい。 

○委員長（西田  真） ほかにありませんか。 

 井上委員。 

○委員（井上 正治） 意思能力を有しない者という

判断は、どういう基準がありますか。 

○委員長（西田  真） 定元課長。 

○市民課長（定元 秀之） 意思能力を有しない、も

う窓口に来られまして、まず自分の名前がわからな

いとか、もう本来、最低、印鑑登録をするのに受け

答えができない方ということで判断をしておりま

す。以上です。 

○委員長（西田  真） 井上委員。 

○委員（井上 正治） 証明書とかそういうのではな

しに、窓口でこの方は意思能力に欠けるなというこ

との判断をされるというふうに理解したらいいで

すね。 

○委員長（西田  真） 定元課長。 

○市民課長（定元 秀之） まず、これは印鑑登録を

する段階でありますので、その印鑑登録をする場合

に全て受け答えもあります。当然、名前とか全部書

いていただかなければなりません。そういうもので

判断をしまして、やはりそういうことが何もできな
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いということでありましたら、それは意思能力がな

いと判断します。以上です。 

○委員（井上 正治） 了解です。 

○委員長（西田  真） よろしいか。 

○委員（井上 正治） はい。 

○委員長（西田  真） ほかにありませんか。よろ

しいか。いいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田  真） 質疑を打ち切ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田  真） 討論を打ち切ります。 

 お諮りいたします。本案は、原案のとおり可決す

べきものと決定してご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田  真） ご異議なしと認めます。よ

って、第１６１号議案は、原案のとおり可決すべき

ものと決定しました。 

 それでは、ただいま協議いただきました委員長報

告の案文については、正副委員長に一任願いたいと

思いますが、ご異議はありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田  真） ご異議なしと認め、そのよ

うに決定いたしました。 

 その次です。豊岡市パチンコ店等建築審査会委員

の選出についてです。 

 過日、１１月１８日の委員会で、当委員会から、

豊岡市パチンコ店等建築審査会委員を２名選出い

たしましたが、井垣文博議員の逝去に伴う１名の欠

員補充を互選により選出したいと思います。 

この件については、各委員の希望を聞いて調整し

たいと考えますが、それでよろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 暫時休憩します。 

午前１１時２４分休憩 

──────────────────── 

午前１１時２７分再開 

○委員長（西田  真） 委員会を再開いたします。 

 それでは、豊岡市パチンコ店等建築審査会委員の

１名の欠員補充に、井上正治委員と決定いたしまし

た。よろしくお願いいたします。 

それでは、（３）番、その他です。次は、協議事

項（３）番、その他について、委員の皆さん方から

特にご発言はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田  真） ありませんか。ないようで

したら、以上をもちまして、文教民生委員会を閉会

いたします。ご苦労さまでございました。ありがと

うございました。 

午前１１時２８分閉会 

──────────────────── 

 


