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議案第 39 号 

 

   平成30年度狛江市一般会計補正予算（第３号） 

 

 上記の議案を別紙のとおり提出する。 

 

平成30年８月27日 

提出者  狛江市長 松原 俊雄   

 

 

 

 

提案理由 

 一般会計予算を補正する必要が生じたため。 
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議案第 40 号 

 

   平成30年度狛江市一般会計補正予算（第４号） 

 

 上記の議案を別紙のとおり提出する。 

 

平成30年８月27日 

提出者  狛江市長 松原 俊雄   

 

 

 

 

提案理由 

 一般会計予算を補正する必要が生じたため。 
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議案第 41 号 

 

   平成30年度狛江市国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

 

 上記の議案を別紙のとおり提出する。 

 

平成30年８月27日 

提出者  狛江市長 松原 俊雄   

 

 

 

 

提案理由 

 国民健康保険特別会計予算を補正する必要が生じたため。 
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議案第 42 号 

 

   平成30年度狛江市国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

 

 上記の議案を別紙のとおり提出する。 

 

平成30年８月27日 

提出者  狛江市長 松原 俊雄   

 

 

 

 

提案理由 

 国民健康保険特別会計予算を補正する必要が生じたため。 
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議案第 43 号 

 

   平成30年度狛江市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

 

 上記の議案を別紙のとおり提出する。 

 

平成30年８月27日 

提出者  狛江市長 松原 俊雄   

 

 

 

 

提案理由 

 後期高齢者医療特別会計予算を補正する必要が生じたため。 
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議案第 44 号 

 

   平成30年度狛江市介護保険特別会計補正予算（第１号） 

 

 上記の議案を別紙のとおり提出する。 

 

平成30年８月27日 

提出者  狛江市長 松原 俊雄   

 

 

 

 

提案理由 

 介護保険特別会計予算を補正する必要が生じたため。 
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議案第 45 号 

 

   平成30年度狛江市駐車場事業特別会計補正予算（第１号） 

 

 上記の議案を別紙のとおり提出する。 

 

平成30年８月27日 

提出者  狛江市長 松原 俊雄   

 

 

 

 

提案理由 

 駐車場事業特別会計予算を補正する必要が生じたため。 
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議案第 46 号 

 

狛江市総合基本計画条例 

 

上記の議案を提出する。 

 

平成30年８月27日 

提出者  狛江市長 松原 俊雄  

 

狛江市総合基本計画条例 

                           

（目的） 

第１条 この条例は，総合的かつ長期的なまちづくりを行うことを明らかにし，もって

計画的な行政運営を推進するために策定する総合基本計画について，基本的な事項を

定めることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定めるところ

による。 

(１) 基本構想 市のまちづくりの基本的な理念であり，市の目指すべき将来像，ま

ちづくりの方向性等を示すものをいう。 

(２) 基本計画 市のまちづくりの基本的な計画であり，基本構想で示した将来像，

まちづくりの方向性等を実現するための施策を示すものをいう。 

（総合基本計画の構造） 

第３条 総合基本計画は，基本構想及び基本計画からなるものとする。 

（位置付け） 

第４条 総合基本計画は，市の最上位の計画とし，個別の行政分野に関する計画の策定

に当たっては，総合基本計画との整合を図るものとする。 

（諮問） 

第５条 市長は，総合基本計画の策定に当たっては，狛江市総合基本計画審議会条例（昭

和46年条例第21号）第１条に規定する狛江市総合基本計画審議会に諮問するものとす

る。 

（議会の議決） 

第６条 市長は，基本構想を策定し，又は変更しようとするときは，議会の議決を経な

ければならない。 

（公表） 

第７条 市長は，総合基本計画を策定し，又は変更したときは，速やかにこれを公表し
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なければならない。 

（委任） 

第８条 この条例の施行について必要な事項は，市長が別に定める。 

付 則 

この条例は，公布の日から施行する。 

 

提案理由 

 総合的かつ長期的なまちづくりを行うことを明らかにし，もって計画的な行政運営

を推進するために策定する総合基本計画について，基本的な事項を定めるため。 
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議案第 47 号 

 

非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する

条例 

 

上記の議案を提出する。 

 

平成30年８月27日 

提出者  狛江市長 松原 俊雄 

 

非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する

条例 

 

非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和34年条例第14

号）の一部を次のように改正する。 

別表第１交通安全対策会議の項の次に次のように加える。 

ハラスメント苦情処理委

員会 

委員長 日額 12,300

委員 日額 9,200

付 則 

この条例は，平成30年11月１日から施行する。 

 

提案理由 

 ハラスメント苦情処理委員会の委員報酬について定めるため。 
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議案第 48 号 

 

狛江市国民健康保険事業運営基金条例を廃止する条例 

 

 上記の議案を提出する。 

 

   平成30年８月27日 

 

提出者  狛江市長 松原 俊雄 

 

狛江市国民健康保険事業運営基金条例を廃止する条例 

 

狛江市国民健康保険事業運営基金条例（平成３年条例第24号）は，廃止する。 

付 則 

この条例は，公布の日から施行する。 

 

提案理由 

 国民健康保険制度の広域化に伴い，保険給付に必要な費用を東京都が全額負担

することとなったため。 
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議案第 49 号 

 

狛江市まちづくり条例の一部を改正する条例 

 

上記の議案を提出する。 

 

平成30年８月27日 

提出者  狛江市長 松原 俊雄 

 

狛江市まちづくり条例の一部を改正する条例 

 

狛江市まちづくり条例（平成15年条例第12号）の一部を次のように改正する。 

目次を次のように改める。 

目次 

前文 

第１章 総則（第１条―第５条） 

第２章 まちづくりの施策等（第６条・第７条） 

第３章 狛江市まちづくり委員会（第８条―第12条） 

第４章 まちづくりの推進 

第１節 地区のまちづくり・テーマ型のまちづくり（第13条―第26条） 

第２節 地区計画等の活用（第27条―第32条） 

第５章 開発等協議 

第１節 開発等事業手続（第33条―第52条） 

第２節 大規模土地取引の届出等（第53条―第55条） 

第３節 大規模開発等事業構想手続（第56条―第66条） 

第４節 小規模開発等事業手続（第67条―第71条） 

第６章 雑則（第72条―第81条） 

付則 

前文中「あたっては」を「当たっては」に改める。 

第２条第２号中「第25条」を「第33条」に，「第44条第１項」を「第56条第１

項」に，「第52条第１項」を「第67条第１項」に改め，同号中「開発等」を「ま

ちづくり案件」に改め，同条第３号及び第４号アからエまでの規定中「開発等」

を「まちづくり案件」に改め，同条に次の１号を加える。 

(５) 地区 市民等が主体となってまちづくりを推進しようとする一定のまと

まりをもった土地の区域 

第３条第２項及び第５条第２項中「あたっては」を「当たっては」に改める。 

第６条中第４号を第５号とし，第３号を第４号とし，同条第２号中「第13条」

を「第16条」に改め，同号を同条第３号とし，同条第１号の次に次の１号を加え

る。 

(２) 都市計画法（昭和43年法律第100号。以下「法」という。）第12条の５
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に規定する地区計画 

第９条第１号ア中「認定」の次に「及び第23条第２項に規定するテーマ型まち

づくり協議会の認定」を加え，同号オ中「第60条」を「第75条」に改め，同号中

オをキとし，エの次に次のように加える。 

オ 第54条第２項に規定する大規模土地取引行為 

カ 第57条第２項に規定する大規模開発等事業の届出 

第９条第１号エを削り，同号ウ中「第18条第１項」を「第19条第１項」に改め，

同号ウを同号エとし，同号イ中「第16条第１項」を「第17条第１項」に改め，同

号中イをウとし，アの次に次のように加える。 

イ 第15条第２項に規定する地区まちづくり構想の提案及び第24条第２項に

規定するテーマ型まちづくり構想の提案 

第９条第２号を次のように改める。 

(２) 第49条に規定する調整会及び事前調整会の開催 

第９条中第４号を第５号とし，第３号を第４号とし，第２号の次に次の１号を

加える。 

(３) 第60条に規定する事前検討会の開催及び第61条に規定する構想検討会 

第４章の章名を次のように改める。 

第４章 まちづくりの推進 

第13条の前に次の節名を付する。 

第１節 地区のまちづくり・テーマ型のまちづくり 

第13条から第16条までを次のように改める。 

（まちづくりグループ） 

第13条 市民等は，まちづくりに関する考え又は意見を持った者が集まり，学習，

意見交換等を行うために次の各号のいずれかに該当する活動を行うグループ

（以下「まちづくりグループ」という。）を組織し，市に登録を申請すること

ができる。 

(１) ある地区において，その地区の特性に合った基準若しくはルールの導入

又は当該地区のまちづくりに関する目標若しくは土地利用に関する事項を定

めようとする活動 

(２) まちづくりに関する緑の保全，歩行環境，景観形成その他任意の分野に

ついての調査，研究，実践等の活動 

２ 市長は，前項に規定する申請が規則で定める要件に該当する場合は，まちづ

くりグループとして登録をするものとする。 

３ まちづくりグループは，その活動の内容について，当該活動の対象となって

いる範囲の市民等に説明し，理解を得るよう努めなければならない。 

４ 市長は，必要があると認めるときは，まちづくりグループに対し，活動内容

の報告を求めることができる。 

５ まちづくりグループは，当該まちづくりグループを解散したときは，規則で

定めるところにより市長に届け出なければならない。 

（地区まちづくり協議会） 
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第14条 地区の市民等は，その地区の特性に合った基準若しくはルールの導入又

は当該地区のまちづくりに関する目標若しくは土地利用に関する事項を定める

ことを目的とする団体を組織し，規則で定めるところにより認定を申請するこ

とができる。 

２ 市長は，前項の規定による申請があったときは，委員会の意見を聴いた上で，

規則で定める要件に該当する場合は，地区まちづくり協議会として認定をする

ことができる。 

３ 地区まちづくり協議会は，その活動の内容について，当該活動の対象となっ

ている地区の他の市民等に説明し，理解を得るよう努めなければならない。 

４ 市長は，必要があると認めるときは，地区まちづくり協議会に対し，活動内

容の報告を求めることができる。 

５ 地区まちづくり協議会は，当該協議会を解散したときは，規則で定めるとこ

ろにより市長に届け出なければならない。 

（地区まちづくり構想） 

第15条 地区まちづくり協議会は，当該地区の特性に合った基準若しくはルール

の導入又は当該地区のまちづくりの目標若しくは土地利用に関する事項を定め

た地区まちづくり構想を規則で定めるところにより市長に提案することができ

る。 

２ 市長は，前項の規定による提案があったときは，委員会の意見を聴いた上で，

規則で定める要件に照らし，市としての見解を示すものとする。 

（地区まちづくり計画） 

第16条 地区まちづくり計画とは，地区の土地利用等に関する計画，基準等を定

めたものをいう。 

第66条中「，この条例」を「この条例」に改め，同条を第81条とし，第65条を

第80条とし，第64条を第79条とする。 

第63条第１号中「第26条」を「第34条」に，「第29条第１項」を「第37条第１

項」に，「第55条第３項」を「第70条第３項」に，「第44条第２項」を「第56条

第２項」に改め，同条第２号中「第26条」を「第34条」に，「第29条第１項」を

「第37条第１項」に，「第44条第２項」を「第56条第２項」に改め，同条を第78

条とする。 

第62条第１項中「，規則」を「規則」に，「，公表する」を「公表する」に改

め，同条を第77条とする。 

第61条第１号中「第34条第１項」を「第42条第１項」に改め，同条第２号中

「第35条」を「第43条」に改め，同号ただし書中「第63条第１号及び第２号」を

「第78条第１号及び第２号」に改め，同条第３号中「第44条第２項」を「第53

条」に改め，同条第４号中「第52条第２項」を「第67条第２項」に改め，同条を

第76条とする。 

第60条中「うえで」を「上で」に改め，同条を第75条とする。 

第59条第２項中「第34条」を「第42条」に改め，同条第３項中「第34条」を

「第42条」に，「第26条」を「第34条」に，「第33条」を「第41条」に改め，同
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条第４項中「，承継」を「承継」に改め，同条を第74条とし，第58条を第73条と

する。 

第57条中「する」の次に「２以上の」を加え，同条第１号を次のように改める。 

(１) 次のいずれかに該当する土地の全部又は一部において，同時に又は引き

続き行う開発等事業等であって，全体として一体的な土地の利用をし，又は

一体的な土地の造成を行うことが見込まれるもの 

ア 同一敷地等一体的利用がなされていた土地 

イ 土地所有者が同一又は同一であった土地 

第57条を第72条とする。 

第56条中「適合通知書」を「第69条に規定する通知」に改め，第６章第３節中

同条を第71条とする。 

第55条第１項中「第６条の」を「第６条に規定するまちづくりに関する」に，

「第53条第２項」を「第68条第２項」に，「うえで」を「上で」に改め，同条第

２項中「，事前協議対象事業認定通知書を事業者に交付する」を「事業者に通知

する」に改め，同条第３項中「第52条第２項」を「第67条第２項」に，「第26

条」を「第34条」に，「第28条」を「第35条」に，「第43条」を「第52条」に改

め，同条を第70条とする。 

第54条の見出しを「（小規模開発等事業の適合）」に改め，同条中「第６条

の」を「第６条に規定するまちづくりに関する」に，「前条第１項の」を「前条

第１項に規定する」に，「，小規模開発等事業適合通知書（以下「適合通知書」

という。）を事業者に交付する」を「事業者に通知する」に改め，同条ただし書

中「前条第２項」の次に「の規定」を加え，「その調整後に適合通知書を交付す

る」を「，その調整後に通知する」に改め，同条を第69条とする。 

第53条第１項中「による標識板が設置された日から」を「の規定により標識板

を設置した日の翌日から起算して」に，「，その意見」を「その意見」に改め，

同条を第68条とする。 

第52条第１項第２号中「300平方メートル以上」を「500平方メートル以上」に

改め，同条第２項中「，小規模開発等事業届出書」を「小規模開発等事業届出

書」に改め，同条第３項中「前項」の次に「の規定」を加え，「提出」を「提出

日」に，「，規則」を「規則」に改め，同条を第67条とする。 

第６章第３節の節名を削る。 

第51条中「，手続」を「手続」に，「交付する」を「交付し，大規模開発等事

業構想協議書を締結する」に改め，第６章第２節中同条を第66条とし，同条の次

に次の節名を付する。 

第４節 小規模開発等事業手続 

第50条第１項中「，規則」を「規則」に，「，当該変更」を「当該変更」に改

め，同条を第65条とする。 

第49条第１項中「その開催後」を「その開催後に」に改め，同項中「開催

後，」を「開催後に」に改め，同項中「，大規模開発等事業構想協議申請書」を

「大規模開発等事業構想協議申請書」に改め，同条第２項中「第６条の」を「第
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６条に規定する」に改め，「協議書」の次に「の案」を加え，同条第３項中「，

あらかじめ前項の」を「あらかじめ前項に規定する」に改め，同条第４項中「前

項の」を「第２項に規定する」に，「，その意見」を「その意見」に改め，同条

を第64条とする。 

第48条の見出しを「（構想検討会及び事前検討会の開催）」に改め，同条第１

項中「，前条第１項の説明会の開催日から３週間以内に」を削り，同条第２項中

「認めたときは」を「認めるときは」に改め，同条第３項及び第４項を次のよう

に改める。 

３ 委員会は，構想検討会を開催するに当たり，構想検討会における論点整理の

円滑化を図ることを目的に事前検討会を開催することができる。 

４ 前項の規定にによる事前検討会は，非公開とする。 

第48条に次の１項を加える。 

５ 近隣住民及び事業者は，事前検討会の審理に協力するものとする。 

第48条を第60条とし，同条の次に次の３条を加える。 

（構想検討会） 

第61条 委員会は，前条第２項の要請を受けたときは，構想検討会を開催するも

のとする。 

２ 構想検討会は，近隣住民，事業者，市長その他関係人又はこれらの者の代理

人の出席を求めて，原則として公開による口頭審理を行うものとする。 

３ 構想検討会は，市民及び有識者に対し，構想検討会において，大規模開発等

事業について意見を述べ，又は情報を提供することができる。 

４ 近隣住民，事業者及び市長は，構想検討会の審理に協力するとともに構想検

討会において合意に至った内容を尊重しなければならない。 

（構想検討会の報告） 

第62条 構想検討会は，構想検討会の終了後，報告書を作成し，市長に提出する

ものとする。 

２ 市長は，構想検討会の報告書の提出を受けたときは，その旨を公告し，縦覧

に供するものとする。 

（構想検討会及び事前検討会の組織及び運営） 

第63条 構想検討会及び事前検討会の組織及び運営に関し必要な事項は，規則で

定める。 

第47条第１項中「による標識板の設置から」を「の規定による標識板を設置し

た日の翌日から起算して」に，「，説明会」を「説明会」に改め，同条第２項中

「あたっては」を「当たっては」に改め，同条第３項中「ときは，」の次に「最

終の」を加え，「，規則」を「規則」に，「，市長」を「市長」に改め，同条を

第59条とする。 

第46条第１項中「第44条第２項」を「第53条」に，「，規則」を「規則」に，

「，標識板」を「標識板」に改め，同条を第58条とする。 

第45条第２項中「あたり」を「当たり」に改め，同条を第57条とする。 

第44条第１項に次のただし書を加える。 
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ただし，法第12条の５第２項第１号に規定する地区整備計画が策定されてお

り，かつ，狛江市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例（平成

13年条例第19号）で規定する地区内で行われる事業については，この限りでな

い。 

第44条第２項中「，大規模開発等事業構想届出書」を「大規模開発等事業構想

届出書」に改め，同条第３項中「当該大規模開発等事業に係る事業構想の変更が

可能な時期までに行わなければならない。」を「次の各号に掲げる場合において，

当該各号に定める時期までに届け出るものとする。」に改め，同項に次の各号を

加える。 

(１) 大規模土地取引行為を経て第１項第１号に該当する大規模開発等事業を

行う場合 当該大規模土地取引行為により土地に関する権利を移転する日の

３月前までであって，かつ，当該大規模開発等事業に係る事業計画の変更が

可能な時期 

(２) 大規模土地取引行為を経ないで第１項第１号に該当する大規模開発等事

業を行う場合 当該大規模開発等事業に係る事業計画の変更が可能な時期 

(３) 大規模土地取引行為を経ないで第１項第２号に該当する大規模開発等事

業を行う場合 

ア 当該大規模開発等事業に係る土地に関する権利の移転又は設定（対価を

得て行われる移転又は設定に限る。）を行う契約（予約を含む。）を伴う

とき 当該契約を締結する日の３月前までであって，かつ，当該大規模開

発等事業に係る事業計画の変更が可能な時期 

イ 当該大規模開発等事業に係る土地に関する権利の移転又は設定（対価を

得て行われる移転又は設定に限る。）を行う契約（予約を含む。）を伴わ

ないとき 当該大規模開発等事業に係る事業計画の変更が可能な時期 

第44条を第56条とする。 

第６章第２節を同章第３節とする。 

第41条から第43条までを削る。 

第40条中「前条」の次に「の規定」を加え，「，事業協定」を「事業協定」に

改め，同条を第48条とし，同条の次に次の４条及び１節を加える。 

（調整会及び事前調整会の開催） 

第49条 近隣住民又は事業者は，開発等事業について合意を形成することを目的

として，市長に対し，委員会に調整会の開催を要請するよう求めることができ

る。 

２ 市長は，前項の規定による求めについて相当の理由があると認めるとき又は

本条例の目的を達成するため必要があると認めるときは，委員会に対し，調整

会の開催を要請するものとする。 

３ 委員会は，調整会を開催するに当たり，調整会における論点整理の円滑化を

図ることを目的に事前調整会を開催することができる。 

４ 前項の規定による事前調整会は，非公開とする。 

５ 近隣住民及び事業者は，事前調整会の審理に協力するものとする。 
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（調整会） 

第50条 委員会は，前条第２項の要請を受けたときは，調整会を開催するものと

する。 

２ 調整会は，近隣住民，事業者，市長その他の関係人又はこれらの者の代理人

の出席を求めて，原則として公開による口頭審理を行うものとする。 

３ 調整会は，市民，有識者等に対し，調整会において，開発等事業について，

意見を述べ，又は情報を提供することができる。 

４ 調整会は，近隣住民，事業者及び市長に対し，必要な助言，あっせん又は勧

告（以下「勧告等」という。）を行うことができる。 

５ 近隣住民，事業者及び市長は，調整会の審理に協力するとともに，調整会の

勧告等を尊重しなければならない。 

（調整会の報告） 

第51条 調整会は，調整会の終了後，報告書を作成し，市長に提出するものとす

る。 

２ 市長は，調整会の報告書の提出を受けたときは，その旨を公告し，縦覧に供

するものとする。 

（調整会及び事前調整会の組織及び運営） 

第52条 調整会及び事前調整会の組織及び運営に関し必要な事項は，規則で定め

る。 

第２節 大規模土地取引の届出等 

（大規模土地取引行為の届出） 

第53条 3,000平方メートル以上の土地に関する所有権，地上権若しくは賃借権

又はこれらの権利の取得を目的とする権利（以下「土地に関する権利」とい

う。）の移転又は設定（対価を得て行われる移転又は設定に限る。）を行う契

約（予約を含む。以下「大規模土地取引行為」という。）を締結して土地に関

する権利を移転しようとする者（以下「大規模土地所有者等」という。）は，

規則で定めるところにより大規模土地取引行為の日の６月前までにその内容を

市長に届け出なければならない。 

２ 3,000平方メートル未満の土地取引行為であっても，一団の土地及び隣接し

た土地において同一の者又は規則で定める関連性が認められる者が規則で定め

る期間に２以上の土地取引行為を行うときは，これらの土地は一の土地取引行

為とみなし，その合計面積が3,000平方メートル以上となる場合は，前項の規

定を適用する。ただし，市長が適当でないと認めるときは，この限りでない。 

（大規模土地取引行為に対する助言） 

第54条 市長は，前条第１項の規定による届出があったときは，第６条に規定す

るまちづくりに関する施策等に照らし，当該届出に係る事項について助言を行

うことができる。 

２ 市長は，前項の規定による助言を行おうとするときは，委員会の意見を聴か

なければならない。 

３ 前項の規定による助言は，第１項に規定する助言を行った日から２年の範囲
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において行う大規模土地取引行為について効力を有する。 

４ 大規模土地所有者等は，委員会の意見の検討に協力しなければならない。 

５ 大規模土地所有者等は，第１項の規定による助言を受けた場合は，前条第１

項の規定による届出から６月を経ていなくても大規模土地取引行為を締結する

ことができる。 

（権利取得者による届出） 

第55条 大規模土地取引行為により土地に関する権利の移転又は設定を受けるこ

ととなる者（以下「権利取得者」という。）は，当該大規模土地取引行為を締

結したときは，当該締結した日から２週間以内に規則で定めるところによりそ

の旨を市長に届け出なければならない。 

２ 市長は，前項の規定による届出があったときは，当該届出をした者に対して，

当該届出があった大規模土地取引行為に係る土地に関し必要な情報を提供する

ものとする。 

３ 権利取得者は，前条第１項に規定する大規模土地取引行為に対する助言に配

慮しなければならない。 

第39条中「，規則」を「規則」に，「，完了届」を「完了届」に改め，同条を

第47条とする。 

第38条第１項ただし書中「第29条第１項」を「第37条第１項」に，「，開発等

事業変更届」を「開発等事業変更届」に改め，同条第２項中「第27条」を「第35

条」に改め，同条第３項中「ただし書」の次に「の規定」を加え，「第27条」を

「第35条の規定」に改め，同条を第46条とする。 

第37条中「，着手届」を「着手届」に改め，同条を第45条とし，第36条を第44

条とし，第35条を第43条とする。 

第34条第１項中「第26条」を「第34条」に改め，同項ただし書中「第41条」を

「第49条」に，「請求」を「要請」に，「第43条第２項」を「第51条第２項」に

改め，同条を第42条とする。 

第33条第１項中「，協議」を「協議」に改め，同条を第41条とする。 

第32条第１項中「，その意見」を「その意見」に改め，同条第２項中「，当該

意見」を「当該意見」に改め，同条第３項中「，協議意見書」を「協議意見書」

に，「，縦覧」を「縦覧」に改め，同条を第40条とする。 

第31条第１項中「第29条第１項」を「第37条第１項」に，「，事前協議報告

書」を「事前協議報告書」に改め，「公告し，」の次に「及び」を加え，「，当

該公告」を「当該公告」に改め，同条第２項中「前項に該当しない」を「近隣住

民による事業意見書が提出されていない」に改め，同条を第39条とする。 

第30条第１項中「前条第３項」の次に「の規定」を加え，「，その意見」を

「その意見」に改め，同条第２項中「，事業意見書」を「事業意見書」に改め，

同条第４項中「，事業回答書」を「事業回答書」に改め，同項中「，当該事業意

見書」を「当該事業意見書」に改め，同条第５項中「，事業意見書」を「事業意

見書」に，「，縦覧」を「縦覧」に改め，同条を第38条とする。 

第29条第１項中「よる」の次に「最終の」を加え，「，事前協議申請書」を
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「事前協議申請書」に改め，同条第２項中「第６条の」を「第６条に規定する」

に改め，同条第３項中「，当該公告」を「当該公告」に改め，同条を第37条とす

る。 

第28条第１項中「前条第１項による標識板の設置から７日以上経過後」を「前

条第１項の規定により標識板を設置した日の翌日から起算して７日以上経過後」

に，「，説明会」を「説明会」に改め，同条第２項中「あたっては」を「当たっ

ては」に改め，同条を第36条とする。 

第27条第１項中「，規則」を「規則」に，「，標識板」を「標識板」に改め，

同条第２項中「，市長」を「市長」に改め，同条を第35条とし，第26条を第34条

とする。 

第25条第１号中「都市計画法（昭和43年法律第100号）」を「法」に改め，同

条第２号イ中「もの」を「もの。」に改め，同号イに次のただし書を加える。 

ただし，一戸建ての住宅を除く。 

第25条第２号ウ中「もの」を「。」に改め，同号ウに次のただし書を加える。 

ただし，一戸建ての住宅を除く。 

第25条第２号エ中「300平方メートル以上」を「500平方メートル以上」に改め，

同条第３号中「及び工作物」を「，工作物」に改め，同条を第33条とする。 

第５章を削り，第６章を第５章とし，第７章を第６章とする。 

第21条を削る。 

第20条の見出しを「（地区まちづくり計画の変更及び廃止）」に改め，同条第

２項を削り，同条第３項中「第14条」を「第17条」に改め，同項を同条第２項と

し，同条に次の１項を加える。 

３ 市長は，地区まちづくり計画を廃止する必要が生じたときは，当該地区まち

づくり計画を廃止するものとし，その旨を告示しなければならない。 

第20条を第21条とし，同条の次に次の５条及び１節を加える。 

（地区まちづくり計画の推進） 

第22条 地区住民及び地区まちづくり協議会は，地区まちづくり計画を遵守し，

その実現に努めなければならない。 

（テーマ型まちづくり協議会） 

第23条 市のまちづくりに関する緑の保全，歩行環境，景観形成その他任意の分

野についての調査，研究，実践等の活動を行うことを目的とする市民等は，規

則で定めるところによりテーマ型まちづくり協議会として市長に認定の申請を

することができる。 

２ 市長は前項による申請があったときは，委員会の意見を聴いた上で，規則で

定める要件に該当する場合は，テーマ型まちづくり協議会として認定をするこ

とができる。 

３ テーマ型まちづくり協議会は，その活動の内容について，広く市民等に説明

し，理解を得るよう努めなければならない。 

４ 市長は，必要があると認めるときは，テーマ型まちづくり協議会に対し，活

動内容の報告を求めることができる。 
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５ テーマ型まちづくり協議会は，当該協議会を解散した時は，規則で定めると

ころにより市長に届け出なければならない。 

（テーマ型まちづくり構想） 

第24条 テーマ型まちづくり協議会は，その協議会の目的に沿った活動を行い，

協議会が主体となり取りまとめたテーマ型まちづくり構想を規則で定めるとこ

ろにより市長に提案することができる。 

２ 市長は，前項の規定による提案があったときは，委員会の意見を聴いた上で，

規則で定める要件に照らし，市としての見解を示すものとする。 

（まちづくりへの支援） 

第25条 市長は，まちづくりグループ，地区まちづくり協議会及びテーマ型まち

づくり協議会に対し，規則で定めるところにより必要な支援を行うことができ

る。 

（法定制度等の活用） 

第26条 市長は，地区まちづくり構想及びテーマ型まちづくり構想が市のまちづ

くりに有益である旨の見解を示したときは，法第４条第９項に規定する地区計

画等，法第21条の２に規定する都市計画の決定等の提案及び第６条に規定する

市のまちづくりに関する施策等に活用するよう努めるものとする。 

第２節 地区計画等の活用 

（地区計画等の案の作成手続等） 

第27条 法第16条第２項の規定により地区計画等の案の作成手続について必要な

事項並びに同条第３項の規定による地区計画等に関する都市計画の決定若しく

は変更又は地区計画等の案となるべき事項（以下「地区計画等の住民提案」と

いう。）を申し出る方法については，この節に定めるところによる。 

（地区計画等の住民提案の申出等） 

第28条 次に掲げるものは，法第16条第３項の規定により地区計画等の住民提案

を市長に申し出ることができる。 

(１) 地区計画等の住民提案の区域内の市民等 

(２) 地区計画等の住民提案の区域内の地区まちづくり協議会 

２ 前項の規定による申出を行う場合においては，規則で定めるところにより地

区計画等の種類，名称，位置，区域及び内容を記載した書面その他必要な書類

を市長に提出するものとする。 

（地区計画等の原案の縦覧） 

第29条 市長は，地区計画等の案を作成しようとする場合においては，あらかじ

め次の各号に掲げる事項を公告し，当該地区計画等の案となるべき事項（以下

「地区計画等の原案」という。）を当該公告の日の翌日から２週間，公衆の縦

覧に供しなければならない。 

(１) 地区計画等の原案のうち，種類，名称，位置及び区域 

(２) 縦覧場所 

（説明会の開催等） 

第30条 市長は，前条に定めるもののほか必要があると認めるときは，説明会の
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開催その他必要な措置を講ずるものとする。 

（地区計画等の原案に対する意見の提出方法） 

第31条 第29条の規定により縦覧に供された地区計画等の原案に対する意見を提

出しようとする者は，縦覧開始の日から３週間を経過する日までに意見書を市

長に提出するものとする。 

（都市計画の決定等の提案をすることができる団体） 

第32条 法第21条の２第２項に規定する条例で定める団体は，地区まちづくり協

議会とする。 

第19条第２項中「，その効力」を「その効力」に改め，同条第３項中「，地区

まちづくり計画」を「地区まちづくり計画」に改め，同条第４項中「及び関係機

関等」を「，関係機関等」に改め，同条を第20条とする。 

第18条第１項中「前条の手続の完了後，」を「前条第２項に規定する意見及

び」に改め，同条第２項中「前項」の次に「の規定」を，「前条第２項」の次に

「の規定」を加え，同条第３項を削り，同条を第19条とする。 

第17条第１項中「決定しようとする」を「決定する」に改め，同条を第18条と

し，第16条の次に次の１条を加える。 

（地区まちづくり計画案の作成） 

第17条 市長は，第15条に規定する地区まちづくり構想の提案が第６条に規定す

る施策等に照らして適切であり，地区まちづくり計画とすることが適当である

との見解を示したときは，委員会の意見を聴き，当該提案を踏まえた地区まち

づくり計画の案を作成するものとする。 

２ 市長は，地区まちづくり計画の案を作成しようとする場合において必要があ

ると認めるときは，公聴会の開催等市民の意見を反映させるために必要な措置

を講ずるものとする。 

   付 則 

 （施行期日） 

１ この条例は，平成31年４月１日から施行する。 

 （狛江市緑の保全に関する条例の一部改正） 

２ 狛江市緑の保全に関する条例（平成11年条例第26号）の一部を次のように改

正する。 

  第２条第５号中「第25条」を「第33条」に，「第44条第１項」を「第56条第

１項」に，「第52条第１項」を「第67条第１項」に改める。 

 （狛江市地区計画等の案の作成手続に関する条例の廃止） 

３ 狛江市地区計画等の案の作成手続に関する条例（平成12年条例第54号）は，

廃止する。 

 

提案理由 

 周辺環境に影響を及ぼすおそれのある大規模な土地利用の転換における合意形

成等への対応，住民によるまちづくり提案制度の見直し等を行うため。 
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議案第 50 号 

 

狛江市生産緑地地区に定めることができる区域の規模に関する条例 

 

上記の議案を提出する。 

 

平成30年８月27日 

提出者  狛江市長 松原 俊雄 

 

狛江市生産緑地地区に定めることができる区域の規模に関する条例 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は，生産緑地法（昭和49年法律第68号。以下「法」という。）

第３条第２項の規定に基づき，市における生産緑地地区に定めることができる

区域の規模について定めるものとする。 

（規模） 

第２条 法第３条第２項に規定する条例で定める区域の規模は，300平方メート

ル以上とする。 

付 則 

この条例は，平成30年11月１日から施行する。 

 

提案理由 

 生産緑地法（昭和49年法律第68号）第３条第２項の規定により生産緑地地区に

定めることができる区域の規模について定めるため。 
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認定第 １ 号 

 

   平成29年度狛江市一般会計決算の認定について 

 

 上記の議案を別冊のとおり提出する。 

 

平成30年８月27日 

提出者  狛江市長 松原 俊雄   

 

 

 

 

提案理由 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第233条第３項の規定による。 
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認定第 ２ 号 

 

   平成29年度狛江市国民健康保険特別会計決算の認定について 

 

 上記の議案を別冊のとおり提出する。 

 

平成30年８月27日 

提出者  狛江市長 松原 俊雄   

 

 

 

 

提案理由 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第233条第３項の規定による。 
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認定第 ３ 号 

 

   平成29年度狛江市後期高齢者医療特別会計決算の認定について 

 

 上記の議案を別冊のとおり提出する。 

 

平成30年８月27日 

提出者  狛江市長 松原 俊雄   

 

 

 

 

提案理由 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第233条第３項の規定による。 
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認定第 ４ 号 

 

   平成29年度狛江市介護保険特別会計決算の認定について 

 

 上記の議案を別冊のとおり提出する。 

 

平成30年８月27日 

提出者  狛江市長 松原 俊雄   

 

 

 

 

提案理由 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第233条第３項の規定による。 
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認定第 ５ 号 

 

   平成29年度狛江市公共下水道特別会計決算の認定について 

 

 上記の議案を別冊のとおり提出する。 

 

平成30年８月27日 

提出者  狛江市長 松原 俊雄   

 

 

 

 

提案理由 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第233条第３項の規定による。 
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認定第 ６ 号 

 

   平成29年度狛江市駐車場事業特別会計決算の認定について 

 

 上記の議案を別冊のとおり提出する。 

 

平成30年８月27日 

提出者  狛江市長 松原 俊雄   

 

 

 

 

提案理由 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第233条第３項の規定による。 
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