
岡崎市特別住民の登録に関する要綱

（趣旨）

第１条 この要綱は、岡崎市内における産業、文化等の振興及び地域活性化を図るととも

に、戸籍住民基本台帳事務に対する市民の関心を高め、理解を深めることを目的として、

市長が認定するマスコットキャラクター（以下「キャラクター」という。）を岡崎市特別

住民として登録することに関し、必要な事項を定めるものとする。

（定義）

第２条 この要綱において、キャラクターとは、本市の歴史文化、風土、環境、産業、観

光、教育及び地域活動等に付随して宣伝や求心力育成のために生み出された着ぐるみ又

は人が扮するものとする。

２ 特別住民の登録は、住民基本台帳法（昭和 42 年法律第 81 号）及び戸籍法（昭和 22 年

法律第 224 号）の適用を受けないものとする。

（登録の条件）

第３条 岡崎市特別住民の登録は次項及び第３項を満たす場合に申請を行うことができる。

２ 岡崎市特別住民として登録することができるキャラクターは、前条第１項に規定する

もののうち、市内外での岡崎市若しくは観光関連団体等のイベント又は地域活動等に営

利目的にとらわれず、積極的に参加し、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 岡崎市内外で高い評価を得た実績を有するもの

(2) 岡崎市の産業、観光及び文化の振興等に貢献したもの

(3) 教育、地域活動の推進を目的として制作されたもの

(4) 岡崎市が自らの政策の一環として企画、制作するもの

３ 岡崎市特別住民として前条に規定するキャラクターの登録の申請を行うことができる

者は、キャラクターの所有者又は管理者（以下「所有者等」という。）とし、所有者等は

次に掲げる要件の全てに該当する場合に申請を行うことができる。

(1) 民間事業者又は個人の営利や趣味に偏らない公益的なものであり、その公益性を認

める市民又は市長が認める者３名以上から推薦が得られること。

(2) 市が依頼する施策、取組の普及宣伝にボランティアとして協力できること。

(3) 登録を希望するキャラクターが、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、肖像権そ

の他法令に基づき保護される第三者の権利の対象となっている場合は、各権利者の承

認を得ていること。

(4) 所有者等が、政治活動、宗教活動又は風俗営業を行っておらず、かつ、岡崎市暴

力団排除条例（平成 23 年岡崎市条例第 31 号）に定める暴力団又は暴力団員との関わ

りがないこと。

(5) 所有者等が、住民登録を行う予定地の土地・家屋の所有権者と異なる場合は、各

権利者の承認を得ていること。

(6) 当該住民登録を行う予定地が、住民基本台帳法上に実在する者の住所と同一であ

る場合は、住民基本台帳法上に実在する者の承認を得ていること。

４ 前２項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、登録の申請を行うことがで

きる。

（登録の方法）

第４条 所有者等は、特別住民登録の申請を行う場合は、様式第１号による岡崎市キャラ



クター特別住民登録申請書（以下「登録申請書」という。）及び様式第２号により推薦を

表す岡崎市キャラクター特別住民登録推薦書（以下「推薦書」という。）を市長に提出し

なければならない。

（登録の決定）

第５条 市長は、前条の規定による申請があったときは、登録申請書及び推薦書の内容等

を審査し、登録の可否を決定するものとする。

（特別住民の表記）

第６条 前条の規定により岡崎市特別住民として登録の決定されたキャラクターの所有者

等（以下「登録者」という。）は、キャラクターを掲載する刊行物、パンフレット、ホー

ムページ、商品等（以下「商品等」という。）に岡崎市特別住民である旨を表示する場合

は、商品等の発行又は発売元を商品等に関する問合せ先として明記するとともに、住民

基本台帳法及び戸籍法に基づくものではない旨を必ず併記しなければならない。

２ キャラクターが掲載された商品等については、遅滞なく市長に報告しなければならな

い。

（証明書の交付）

第７条 登録者は、市長に対し、自らが登録申請したキャラクターに係る様式第３号によ

る特別住民票の写し、様式第４号による特別戸籍事項証明書及び様式第５号による特別

個人番号カード（以下「特別証明書等」という。）の交付を請求することができる。

２ 市長は、前項の交付請求があった場合は、登録者に対し特別証明書等を無償で各１通交

付することができる。

３ 登録者は、前項で交付を受けた特別証明書等を改ざんしてはならない。

４ 登録者は、特別住民に関する権利を第三者に譲渡し、又は転貸してはならない。

（禁止事項）

第８条 登録者は、岡崎市特別住民として登録されたキャラクターを利用して、次に掲げ

る要件の全ての行為を行ってはならない。

(1) 岡崎市特別市民に登録していることを理由として、キャラクターを掲載する商品等

に、キャラクター料の付加を行うこと。

(2) キャラクターを政治性、宗教性、人権侵害となるおそれのある行為に利用すること。

(3) 公序良俗に反する行為を行うこと。

（登録の解除）

第９条 登録者は、様式第６号による岡崎市キャラクター特別住民登録解除届により登録

の解除を申し出ることができる。

２ 市長は、前項の申し出があった場合及び次の各号のいずれかに該当する場合は、登録

を解除するものとする。

(1) 登録されたキャラクター又は登録者が、第３条に規定する要件を欠くに至ったとき。

(2) 登録者が、第７条第３項及び第４項の規定に違反したとき。

(3) 登録者が、前条の規定に違反したとき。

(4) キャラクターが活用されていない状態が、１年間続いたとき。

(5) その他市長が、岡崎市特別住民として登録するにふさわしくないと判断するとき。

（庶務）

第 10 条 岡崎市特別住民の登録に関する庶務は、市民生活部市民課において処理する。

（補則）



第 11 条 この要綱に定めるもののほか、岡崎市特別住民として登録することに関し、必要

な事項は市民生活部長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成 26 年 10 月１日から施行する。



様式第１号（表面）

岡崎市キャラクター特別住民登録申請書

平成 年 月 日

(宛先)岡 崎 市 長

申請者 所在地

団体名

                       代表者名          ㊞ 

電話番号

（担当者氏名 ）

（連絡先 ）

次のとおり岡崎市特別住民として登録するよう申請します。

キャラクターの名称

生年月日 年 月 日生 性別

住所

世帯主氏名 続柄

住民を定めた年月日 年 月 日

本籍

筆頭者

父母氏名、出生地 <父> <母> <出生地>

キャラクターの作成

目的又は経緯

キャラクターの特徴

活動実績

誓約事項
岡崎市特別住民の登録に関する要綱第３条第２項及び第３項を満

たしていることに相違ありません。

※ 添付書類 ・岡崎市キャラクター特別住民登録推薦書（様式第２号、３人以上必要）

・ キャラクターの写真(背景や影がなく、キャラクターのみが撮影されているもの)



様式第１号 (裏面)

（参考）

(岡崎市特別住民の登録に関する要綱一部抜粋)

第３条 岡崎市特別住民の登録は次項及び第３項を満たす場合に申請を行うことができる。

２ 岡崎市特別住民として登録することができるキャラクターは、前条第１項に規定する

もののうち、市内外での岡崎市若しくは観光関連団体等のイベント又は地域活動等に営

利目的にとらわれず、積極的に参加し、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 岡崎市内外で高い評価を得た実績を有するもの

(2) 岡崎市の産業、観光及び文化の振興等に貢献したもの

(3) 教育、地域活動の推進を目的として制作されたもの

(4) 岡崎市が自らの政策の一環として企画、制作するもの

３ 岡崎市特別住民として前条に規定するキャラクターの登録の申請を行うことができる

者は、キャラクターの所有者又は管理者（以下「所有者等」という。）とし、所有者等は

次に掲げる要件の全てに該当する場合に申請を行うことができる。

(1) 民間事業者又は個人の営利や趣味に偏らない公益的なものであり、その公益性を認

める市民又は市長が認める者３名以上から推薦が得られること。

(2) 市が依頼する施策、取組の普及宣伝にボランティアとして協力できること。

(3) 登録を希望するキャラクターが、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、肖像権そ

の他法令に基づき保護される第三者の権利の対象となっている場合は、各権利者の承

認を得ていること。

(4) 所有者等が、政治活動、宗教活動又は風俗営業を行っておらず、かつ、岡崎市暴

力団排除条例（平成 23 年岡崎市条例第 31 号）に定める暴力団又は暴力団員との関わ

りがないこと。

(5) 所有者等が、住民登録を行う予定地の土地・家屋の所有権者と異なる場合は、各

権利者の承認を得ていること。

(6) 当該住民登録を行う予定地が、住民基本台帳法上に実在する者の住所と同一であ

る場合は、住民基本台帳法上に実在する者の承認を得ていること。

４ （省略）



様式第２号

岡崎市キャラクター特別住民登録推薦書

平成 年 月 日

(宛先)岡 崎 市 長

推薦者 住所

                       氏名            ㊞ 

電話番号

推薦者 住所

                       氏名            ㊞ 

電話番号

推薦者 住所

                       氏名            ㊞ 

電話番号

次のキャラクターを特別住民として登録するよう推薦します。

推薦するキャラクターの

名称

推薦する理由



様式第３号



様式第４号



様式第５号（表面）

様式第５号（裏面）



様式第６号

岡崎市キャラクター特別住民登録解除届

平成 年 月 日

(宛先)岡 崎 市 長

申請者 所在地

団体名

                       代表者名          ㊞ 

電話番号

（担当者氏名 ）

（連絡先 ）

次のとおり岡崎市特別住民登録の解除を届出します。

キャラクターの名称

解除する理由


