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議案第６６号 

 

 

さぬき市個人情報保護条例の一部改正について 

 

 

さぬき市個人情報保護条例の一部を別紙のとおり改正することについて、地方自

治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１号の規定に基づき、議会の議

決を求める。 

 

 

   平成２７年８月２７日提出 

 

                   さぬき市長 大 山 茂 樹
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さぬき市個人情報保護条例の一部を改正する条例 

 

さぬき市個人情報保護条例(平成１７年さぬき市条例第７号)の一部を次のように

改正する。 

第２条中第６項を第１０項とし、第５項の次に次の４項を加える。 

６ この条例において「特定個人情報」とは、行政手続における特定の個人を識別

するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号。以下「番号法」

という。）第２条第８項に規定する特定個人情報をいう。 

７ この条例において「情報提供等記録」とは、番号法第２３条第１項及び第２項

に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。 

８ この条例において「保有特定個人情報」とは、実施機関の職員が職務上作成し、

又は取得した特定個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するも

のとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、公文書に記録され

ているものに限る。 

９ この条例において「特定個人情報ファイル」とは、番号法第２条第９項に規定

する特定個人情報ファイルをいう。 

第６条第４項中「（以下「特定個人情報」と総称する。）」を削り、同項第２号

中「特定個人情報が」を削る。 

 第７条の見出しを「（保有特定個人情報以外の保有個人情報の利用及び提供の制

限）」に改め、同条第１項中「保有個人情報」の次に「（保有特定個人情報を除く。

以下この条において同じ。）」を加え、同条の次に次の２条を加える。 

（保有特定個人情報の利用の制限） 

第７条の２ 実施機関は、特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利

用目的以外の目的のために保有特定個人情報を当該実施機関の内部において利用

してはならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、実施機関は、人の生命、身体又は財産の保護のため

に必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困

難であるときに該当すると認めるときは、特定個人情報を取り扱う事務における

特定個人情報の利用目的以外の目的のために保有特定個人情報（情報提供等記録

を除く。以下この条において同じ。）を自ら利用することができる。ただし、保

有特定個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用することによって、本人

又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この

限りでない。 

３ 前項の規定は、保有特定個人情報の利用を制限する法令等の規定の適用を妨げ

るものではない。 

４ 実施機関は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、
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保有特定個人情報の利用目的以外の目的のための実施機関の内部における利用を

特定の部局又は機関に限るものとする。 

（特定個人情報の提供の制限） 

第７条の３ 実施機関は、番号法第１９条各号のいずれかに該当する場合を除き、

特定個人情報を提供してはならない。 

第８条第１項中「保有個人情報を」を「保有個人情報（保有特定個人情報を除く。

以下この項において同じ。）を」に、「き損」を「毀損」に改める。 

第１４条第２項を次のように改める。 

２ 次の各号に掲げる保有個人情報について、当該各号に定める者（以下「法定代

理人等」という。）は、本人に代わって開示請求をすることができる。 

(1) 自己に係る保有個人情報(保有特定個人情報を除く。） 未成年者又は成年被

後見人の法定代理人 

(2) 自己に係る保有特定個人情報 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人

又は本人の委任による代理人 

第１５条第２項及び第１６条中「代理人」を「法定代理人等」に改める。 

第２２条中「すべて」を「全て」に改める。 

第２３条第１項及び第３３条第１項中「保有個人情報」の次に「（情報提供等記

録を除く。）」を加える。 

第３４条の見出し中「提供先」を「提供先等」に改め、同条中「当該保有個人情

報の提供先」を「次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める者」に改め、同条

に次の各号を加える。 

(1) 保有個人情報（情報提供等記録を除く。） 当該保有個人情報の提供先 

(2) 情報提供等記録 総務大臣及び番号法第１９条第７号に規定する情報照会者

又は情報提供者（当該訂正に係る番号法第２３条第１項及び第２項に規定する

記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。） 

第３５条第１項中「保有個人情報が」を「保有個人情報（保有特定個人情報を除

く。以下この項において同じ。）が」に改め、同条第２項中「前項」を「前２項」

に改め、同項を同条第３項とし、同条第１項の次に次の１項を加える。 

２ 何人も、第２５条第１項の規定により開示を受けた自己又は死亡した者を本人

とする保有特定個人情報（情報提供等記録を除く。以下この項において同じ。）

が次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、この条例の定めるところに

より、当該保有特定個人情報を保有する実施機関に対し、当該各号に定める措置

を請求することができる。 

(1) 当該保有特定個人情報を保有する実施機関により適法に収集されたものでな

いとき、当該保有特定個人情報の利用の目的の達成に必要な範囲を超えて保有

されているとき、第７条の２の規定に違反して利用されているとき、番号法第
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２０条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は番号法

第２８条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイルに記録されている

とき 当該保有特定個人情報の利用の停止又は消去 

(2) 第７条の３の規定に違反して提供されているとき 当該保有特定個人情報の

提供の停止 

第３６条第１項第２号中「保有個人情報」の次に「（情報提供等記録を除く。次

条及び第３８条において同じ。）」を加える。 

第４６条第１項中「交付」の次に「（以下「閲覧等」という。）」を、「場合」

の次に「における保有個人情報（保有特定個人情報を除く。）の閲覧等」を加え、

同条第４項中「第３５条第１項」の次に「若しくは第２項」を加える。 

   附 則 

 この条例は、平成２７年１０月５日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規

定は、当該各号に定める日から施行する。 

(1) 第８条第１項の改正規定（「き損」を「毀損」に改める部分に限る。）及び

第２２条の改正規定 公布の日 

(2) 情報提供等記録に関する部分の規定 行政手続における特定の個人を識別す

るための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号）附則第１条第

５号に掲げる規定の施行の日 
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議案第６７号 

 

 

さぬき市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の 

一部改正について 

 

 

さぬき市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の一部を別紙のとおり改正す

ることについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１号の

規定に基づき、議会の議決を求める。 

 

 

    平成２７年８月２７日提出 

 

                      さぬき市長 大 山 茂 樹 
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さぬき市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例 

 

さぬき市国民健康保険税条例の一部を改正する条例（平成２５年さぬき市条例第２

５号）の一部を次のように改正する。 

附則第１項を次のように改める。 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２９年１月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定

は、当該各号に定める日から施行する。 

(1) 第１条の規定 公布の日 

(2) 附則第１６項の改正規定（「配当所得」を「利子所得、配当所得及び雑所得」

に改める部分に限る。） 平成２８年１月１日 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第６８号 

 

 

さぬき市手数料条例の一部改正について 

 

 

 さぬき市手数料条例の一部を別紙のとおり改正することについて、地方自治法（昭

和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１号の規定に基づき、議会の議決を求め

る。 

 

 

平成２７年８月２７日提出 

 

さぬき市長 大 山 茂 樹 
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さぬき市手数料条例の一部を改正する条例 

 

第１条 さぬき市手数料条例（平成１４年さぬき市条例第５８号）の一部を次のよ

うに改正する。 

別表中４６の項を４７の項とし、１２の項から４５の項までを１項ずつ繰り下

げ、１１の項の次に次の１項を加える。 

１２ 行政手続における特定の個人を識別するための番号

の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号）

第７条第１項に規定する通知カードの再交付 

１枚につき ５００ 

第２条 さぬき市手数料条例の一部を次のように改正する。 

別表１１の項を次のように改める。 

１１ 行政手続における特定の個人を識別するための番号

の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号。以

下「番号法」という。）第２条第７項に規定する個人

番号カードの再交付 

１枚につき ８００ 

別表１２の項中「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する法律（平成２５年法律第２７号）」を「番号法」に改める。 

附 則 

この条例は、平成２７年１０月５日から施行する。ただし、第２条の規定は、平

成２８年１月１日から施行する。 
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議案第６９号 

 

 

さぬき市病院事業の設置等に関する条例の一部改正について 

 

 

さぬき市病院事業の設置等に関する条例を別紙のとおり改正することについて、

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１号の規定に基づき、議

会の議決を求める。 

 

 

平成２７年８月２７日提出 

 

さぬき市長 大 山 茂 樹 
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さぬき市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例 

 

さぬき市病院事業の設置等に関する条例（平成１４年さぬき市条例第１９４号）

の一部を次のように改正する。 

 第３条第２項中第２２号を第２３号とし、第５号から第２１号までを１号ずつ繰

り下げ、第４号の次に次の１号を加える。 

 (5) 血液内科 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第７０号 

 

 

字の区域の変更について 

 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定に基づき、字の

区域を別紙のとおり変更したいので、議会の議決を求める。 

 

 

平成２７年８月２７日提出 

 

さぬき市長 大 山 茂 樹 
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字 界 変 更 調 書 

 

 

 

１．さぬき市寒川町石田西字上山田に編入する区域 

(大字) 字 地      番 凡例番号 

石田西 下山田 

２３０５の１の一部、２３０５の２の一部、

２３０６の一部、２３０７の１から２３０７

の５までの一部 
① 

３，４７６㎡ 
及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路

である市有地の全部並びに２２３０の１２に

隣接する道路の全部、字上山田２３４８の２

に隣接する水路である市有地の一部 

 

 

 

２．さぬき市寒川町石田西字下山田に編入する区域 

(大字) 字 地      番 凡例番号 

石田西 上山田 ２３４８の２の一部 
② 

１．７４㎡ 

 「上記地番は、平成２７年７月１０日現在の登記簿による。」 
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議案第７１号 

 

 

財産の減額譲渡について 

 

 

 次のとおり財産を減額譲渡したいので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第９６条第１項第６号の規定に基づき、議会の議決を求める。 

 

 

平成２７年８月２７日提出 

 

さぬき市長 大 山 茂 樹 

 

 

記 

 

１ 譲渡する財産の表示  別紙のとおり（旧小田小学校跡地） 

 

２ 譲渡価格       一金１０，０００，０００円 

 

３ 譲渡の相手方     所在地 香川県高松市城東町１丁目１番４６号 

名 称 社会福祉法人守里会 

  理事長 松 木 香 代 子 
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譲渡する財産の表示 

 

土地 

所在地 地目 地籍（㎡） 

さぬき市小田字浦１６８４番１ 宅地 ２７９．６７ 

さぬき市小田字浦１６８６番 宅地 ３１２．１６ 

さぬき市小田字浦１６８７番 宅地 ３,６２７．６１ 

さぬき市小田字浦１６８７番２ 宅地 ２２６．９０ 

さぬき市小田字浦１６９０番 雑種地 ３５７．００ 

さぬき市小田字中西１７４１番１ 宅地 １,４９９．３１ 

さぬき市小田字中西１７４１番４ 宅地      ３９６．５８ 

計 ６,６９９．２３ 

 

 

建物 

所在地 種別 延床面積（㎡） 

さぬき市小田字浦１６８７番 校舎棟① ８０８.００ 

さぬき市小田字浦１６８７番 校舎棟② ６６０.００ 

さぬき市小田字浦１６８７番 屋内運動場 ５８５.００ 

さぬき市小田字浦１６８７番 校舎棟③ ６.００ 

さぬき市小田字浦１６８７番 給食場 １０１.００ 

さぬき市小田字浦１６８７番 校舎棟④ ６.００ 

さぬき市小田字中西１７４１番４ 特別教室棟 ４２６.００ 

さぬき市小田字中西１７４１番４ 体育倉庫 ４６.００ 

計 ２,６３８.００ 

 

 


