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１ 開会(１０時００分) 
 
（事務局） 年末のあわただしい中、お集まりいただきありがとうございます。 
     この検討委員会もいよいよ大詰めで、本日、素案の確定をしていただきたいと 
     思います。今後のスケジュールにつきましては、今日検討いただいたものを市 
     の政策決定機関である政策会議にかけ、１月に入りまして２０日間のパプリッ 
     ク・コメント及び、現在担当部局と調整中ですが、説明会を実施し、２月上旬 
     には市長の決裁を得まして、議案を作成したいと考えております 
      審議のほど、よろしくお願いいたします。 
（木田委員長）   
      お忙しい中、お集まりいただきありがとうございます。 
     第４回目の会議ということで、前回の意見を基に渡辺委員と協議し、ただき台 
     としてまとめたものをお出ししました。 
      市のスケジュールもありますので、今日、まとめていきたいと思いますので 
     活発な意見で本日決められるよう、よろしくお願いいたします。 
 



 議題   
    （1）和光市まちづくり寄附条例（案）の最終検討について 
    （2）和光市まちづくり寄附条例規則（案）最終検討について併せて進めていき 
       ます。 
     事務局から、ご説明をお願いいたします。  
（事務局） 
   説明をいたします。 
   皆様からいただいた意見を基に素案の形にまとめましたが、第２条の政策メニュー 
  の順番につきまして、便宜上、市の第四次総合振興計画の政策順番に置き換えてあり 
  ます。皆様からの意見では、午王山のメニューが一番でしたが、これも後でご検討い 
  ただきたいと思います。 
   次に、第３条で「○○基金」になっておりますが、○○を抜き忘れました。訂正を 
  お願いします。 
   渡辺先生に伺いたいのですが、事前の打ち合わせの中で、市の法制執務から、この 
  条例自体の体系が、地方自治法２４１条の「基金を条例で定めなければならない」と 
  いうところに抵触する可能性があるのではないか、という意見が出ています。事務局 
  では、今、すでに動いている自治体に話を聞いて調査をしているところですが、和光 
  市の法制担当の考えですと、寄附を集めるという目的と基金を立てるという目的と、  
  ２つの目的が重複して中に入っている。それぞれ別の条例にしなければならないと言 
  っております。別にした場合、基金のほうはある程度条文があり、基金条例として制 
  定している自治体もあることから、問題はありませんが、寄附だけの条例になった場 
  合は、条文が２、３条になってしまい条例そのものの体をなさなくなってしまいます。  
   そこで渡辺先生に、過去に関わってきた中でこのようなことがあるか、聞きたいの 
  ですが。 
（木田委員長） 
  名称、目的、事業の内容について 
   この前の会議で、名称や事業の目的についていろいろ出でいますが、最終的に名 
  称は、和光市まちづくり寄附条例でよろしいでしょうか。 
   まちづくりを入れるという意見が多く出ていたと思うのですが。 
（生田委員） 
   この前の方向として、そのようだったと認識しています。 
（木田委員長） 
  目的について 
   この条例は、寄附者の意向を政策に反映し、市民参加を進めることにより活力あ 
  るまちづくりの実現を目的とすること。 
   これでよろしいでしょうか。 



（生田委員） 
   市民参加と言った場合にすると、和光市民に限定する理解になってしまう危険性 
  がありますが。牛久市の例だと、多様な人々の参加という言い方をしている。 
   それならば、市民に限定しないでより多くの人に求めるような表現となり、市民 
  以外にも広く門戸を開くことを明確にした方がよいと思うが。 
（渡辺委員） 
   確かに地方の街では、東京などに出ている人から広く集める、また、観光地など 
  では観光客からも寄附していただくために、2番目にできた条例でこの表現が使われ 
  ました。 
   市民参加とすると地元の人だけを対象としていると受け止める方が多くなります 
  ので、幅広くということから私もよいと思います。地元、住民票がある人だけを対 
  象としているわけではないので。 
（木田委員長） 
   ただいまの意見で、多様な人々参加を得ることによりで、よろしいでしょうか。 
（鈴木委員） 
   参加によりではいかがですか？ 
（渡辺委員） 
   参加または参画ということもありますが。 
（木田委員長） 
   これは寄附ということで、計画的なものではなくて、寄附を直接出すものですの 
 で、参加のほうがよいと思います。これが計画だとかなら参画でもよいと思いますが。 
（河畑委員） 

    一般の人が分かり易いように「参加により」でよいのではないでしょうか。 
（木田委員長） 

    それでは、寄附者の意向を政策に反映し、多様な人々の参加により活力あるまち 
   づくりの実現を目的とする。これで決定します。 
 事業の内容 
（木田委員長） 
   次に第２条は、いっぱい色々な意見がありますが、一応この前の会議で５項目と 
  いう意見が出ていますが、渡辺委員と協議した中でも、委員会としては５項目とな 
  ったので、この数、この表現でよろしいでしょうか。 
 （鈴木委員） 
   （４）番の緑地と（５）番の午王山緑地は、重複していてほとんど同じ意味合い 
  になっているので、これをまとめてもう一つ加えるというのはいかがでしょうか。 
 （渡辺委員） 
   前回の会議で、議論で分かれることになっていましたが、寄附者の立場になった 



   とき、緑地は和光市内で、例えば１０箇所あったとするとどこに使われる分から 
   ない。午王山周辺に住んでいる人や愛好している人もいると思いますので、寄附 
   者にわかりやくするため、独立させた方がよいと思います。 
    例えば、山梨県の富士五湖ですが、湖の保全というよりは、山中湖、河口湖と 
   分けることで、寄附者にとって使い道が透明化するといった意味で午王山という 
   １つ固有名詞が成立している。これを否定する委員の方もいらっしゃらないので、 
   午王山を独立したメニューとしてぜひ、残したいと思います。 
 （鈴木委員） 
    午王山緑地、湧水や緑地が重要であるが、地域以外の緑地の方が私は重要だと 
   思っています。午王山を特別に取り上げることでなく、午王山をはじめとする緑 
   地、湧水保全として市全体の緑地を守るようにできませんか？ 
 （渡辺委員） 
    市の全体の緑地を守るようにすると、寄附が集まった場合どのように配分する 
   のかが難しくなるし、条例の目的である寄附者の意向を反映することを考えると 
   細分化することでよいと思いますが。鉛筆がいいか、ボールペンがいいか、人に 
   渡すときに分けますが、分けることが寄附者の意向を反映することになります。 
    午王山の関連で、市では予算化しているものはありますか。 
 （事務局） 
    一部市で保有しているが、今後周辺の土地を取得するかどうか未定です。 
 （渡辺委員） 
    事業費等で市の予算があるかどうか確認したいのです。 
（木田委員長） 
    担当課に確認してください。 
 （渡辺委員） 
    もし事業費等予算があれば、そこに使うことができるし、今後周辺の土地を市 
   が購入するという意向があればそれにも使うことができます。 
    緑地の保全にしてしまうと、例えばスポーツで野球をやりたい人、サッカー、 
   バスケットいろいろあるわけですから、区別がつかないという意味合いです。 
（木田委員長） 
    この前のときに、午王山は緑地と文化的な遺産として唯一名前がでてきたと思 
   いますが。 
 （生田委員） 
    事業を明確化する上では、和光市として独自性個性を出すには、午王山を出し 
   て他の緑地、湧水保全と一色単にするのではなく、別立てに、２本にした方がよ 
   いということで決着したと思いましたが。 
    今、市の予算が厳しい中で、この寄附を使って周辺の土地を購入することもよ 



  ろしいんではないでしょうか。 
（渡辺委員） 
   明らかに委員の意見としては、地域住民としてある程度コンセンサスが取れれば 
  一本立ちはあっていいのではないですか。確かに午王山から遠い地域の人には分か 
  りづらいかも知れませんが、前回の会議でも独立するとなっていましたから。 
（木田委員長） 
   いかがですか鈴木委員。これまでの経緯で唯一名前が挙がってきたものですから。 
（鈴木委員） 
   和光市には、白子の湧水や緑地があるものですから。 
（渡辺委員） 
   そうであれば、白子の湧水もメニューに加えればよいと思います。寄附者の意思 
  を政策に反映することから、やってみなければわかりませんが、午王山に寄附が多 
  く集まって、白子はゼロ、またその逆もありうるわけですから。 
 （事務局） 
   午王山に関する予算は現在計上していないそうです。ただし、昨年度土地の取得 
  を補正予算で対応しています。生涯学習課の担当としては、遺跡公園として整備し 
  ていきたいという意向はあるそうです。 
（生田委員） 
   当初、柵をするとかの予算計上はあったかと思いますが、今は午王山を守る会や 
  和光高校の生徒がボランティアで管理しています。 
（渡辺委員） 

    相続が発生したら取得していくことになりますか。 
（生田委員） 

    それでは虫食い状態になってしまうので、やはり計画的に資金をためていくのが 
   よいと思います。                                                               

（木田委員長） 
   これまでのことから、午王山緑地及び周辺の環境の保全に関する事業でよろしい 
  でしょうか。また、白子や新倉など他の湧水や緑地に関するものは、別立てでよろ 
  しいでしょうか。 
（渡辺委員） 
   白子など二本目、三本目のメニューが立てられればいいですが、委員の中から出 
  てきませんので、これでよいと思います。 

（木田委員長） 
   次に子育て支援、青少年健全育成に関する事業は、これというスポット的なもの 
  がないので、まとまった大きなくくりになっていますが。これでよろしいですか。 
 



（渡辺委員） 
   子育て支援と青少年健全育成では幅広いので、世の中で共通している少子化問題 
  として、できれば青少年育成を削除して、少子化対策とかわかりやすい表現にして 
  ほしいと思います。子育て支援のほうが馴染みやすいのであればそれでもよろしい 
  と思いますが。 
 （木田委員長） 
   青少年健全育成については、今日欠席していますが、斉藤委員が長く携わってい 
  きたことですが。 
（渡辺委員） 
   それはおっしゃっていましたので、それであれば別立てにしようということです。 
   寄附者の意思を政策に反映するのであるから、２つのものが混ざっているのはよ 
  くない。コーヒーと紅茶があるなら、混ぜて飲みたくはない。分けて飲みたい。そ 
  ういう意味です。 
（河畑委員） 
   OR（子育て支援または青少年健全育成）にすればどうでしょうか。 
 （生田委員） 
   この項目を選んだ人は、子育て支援に寄附したのか青少年健全に寄附をしたのか 
  がわからなくなるので、やはり分けたほうがよいと思います。 
 （鈴木委員） 
   他市にありましたが、申込書に自由に書けるところがありますと、そこに青少年 
  健全育成のためと記入する方法はいかがですか。    
（生田委員） 
  自由に書いてしまうと、想定しない事業が書かれた場合、そういう時の扱いをどう 
  するのか、限定することによって取捨選択が可能になると思います。 
（渡辺委員） 
   自由記述を行っているところがありますが、ニーズが無限大になってしまい破綻 
  します。１０万単位、１００万単位といった一定の額が集まらないと執行できない 
  わけですから、すべてのニーズを聞き入れることはできないと思います。 
（木田委員長） 
   子育て支援は残すことで、次に安全安心・防災防犯に関する事業はどうでしょう 
  か。安全安心の表記はあったほうがいいですか。 
（河畑委員） 
   寄附者からすると防犯防災だけではわかりづらいので、安全安心を入れたほうが 
  目立つと思いますが。 
（渡辺委員） 
   「安全安心なまちづくり」のような表現ではいかがですか。 



 （河畑委員） 
   防災防犯だけでは、わかりにくい。安全安心は人間の本心ですから、それを明確 
  に打ち出していくほうがよいと思います。 
 （渡辺委員） 
   防災と防犯、これも２つのことが入っているのですが、市の防犯はどんな事業が 
  ありますか。 
 （事務局） 
   地域と警察と一緒に防犯パトロールや地域のリーダー育成などです。 
（木田委員長） 
   自治会やＮＰＯでのパトロールや市ではパトロールカーの運行を行っています。 
 （生田委員） 
   防災と防犯は通常一緒くたにしますけど、実際は違うものだと思います。 
 （渡辺委員） 
   防災はハード面でお金がかかり、防犯はソフト系ですが。 
 （生田委員） 
   ここも分けて 2本立てにするのは。 
 （河畑委員） 
   市民にとって、防災防犯は一体のもので、あまり区分けはないように思いますが。 
 （生田委員） 
   ３．１１の震災で一番問題になったのは、帰宅困難者対策で、市の備蓄品を配布 
  することがよいのかという意見もあることから、寄附をそこに使うということもで 
  きると思います。 
 （渡辺委員） 
   災害関係をメニューに入れておいたほうがよいのでは、というのは震災の後から 
  ですから、個人的な意見では、洪水対策で浸透ますの設置とか、範囲を狭めたメニ 
  ューが入れられればと思いますが、範囲を広げて考えたいと思うのであれば、それ 
  でもかまいませんが、分かりやすくしたいとは思います。 
（木田委員長） 
   現在、避難している方の家が盗難に遭っていることもあり、防災と防犯はひとく 
  くりでもよいのではないでしょうか。 
 （生田委員）   
   私もひとくくりにすることに反対はしませんが、防災はこれからのことへの備え、 
  防犯は日常的なもので、そう考えると別なものなのかとも思います。先ほど委員長 
  がおっしゃっていた空き巣の件は、災害発生後の対策として防災に含んで考えても 
  いいと思います。 
（木田委員長） それでは防犯をはずしますか。 



 （河畑委員）    
   安全安心という言葉があることによって防災防犯が生きてくる。寄附する側で考 
  えても違和感は持たないと思います。  
 （渡辺委員） 
   災害は忘れたころに起こると考えると、災害対策のメニューは入れておきたいと 
  思います。ただ、寄附金をどんな事業にあてがいますか。と聞かれたときに答えや 
  すいかどうかということもあります。  
 （生田委員） 
   先ほどの話ですと防犯に関する市の独自事業があまりないと思われますが、寄附 
  を集めてもあてがう事業がなければ、寄附の対象としてこれを取り上げることが適 
  切かどうかという問題もあります。防災ならばいろいろとあると思いますが。 
（木田委員長）  
   なかなかまとまりませんので、のちほど協議したいと思います。 
    自然エネルギーに関する事業 
 （河畑委員） 
    市の事業に入っていますか。 
 （事務局） 
   新エネルギーは、市の構想に入っています。太陽光の補助金というかたちで一般 
  市民向けの事業を行っていますが、今後は、公共施設にも広げていければと考えて 
  います。また、ホンダでもソーラーなどの開発を進めております。 
   近い将来、電気自動車も含め、整備できればよいと思います。 
 （渡辺委員） 
   自然エネルギーのあとに動詞的な言葉が入ってもよいのではないですか。それと、 
  ここは、幅広く省エネルギーみたいなことを入れてもいいと思います。 
   これまでですと狭く考えることを主張していましたが、技術革新によりどう変わ 
  るかわからないものですから、広く考えるほうがよいと思っています。 
 （河畑委員） 
   自然エネルギーを厳密にいえば、太陽電池や風力などで、ＬＥＤなどは入らない。 
  メガソーラーや火山を利用したものなどいろいろありますが、和光市で想定される 
  ものは、皆さんがおっしゃっている太陽光や風力などが当てはまると思います。 
   これから新しい技術が開発されていくと思います。 
 （渡辺委員） 
   エネルギーの需給効率化や発電効率の効率化に関する事業ではいかがでしょうか。 
  または、エネルギーに関する事業では。 
 （河畑委員） 
   渡辺委員がおっしゃてるようにエネルギーに関する事業やエネルギーの効率利用 



  に関する事業などではどうでしょうか。選択肢が増えてくるので。 
 （木田委員長） 
   確かにそうかもしれません。太陽光エネルギーなど自然エネルギーにしぼるか、 
  自然をとって省エネ、エコを含めてエネルギー対策に関する事業でもよいと思いま 
  すが。 
 （河畑委員） 
   私は、自然をとってエネルギーに関する事業ではいかがでしょうか。 
 （鈴木委員） 
   私は、エネルギー対策に関する事業でよいと思います。 
 （生田委員） 
   寄附する者から見るとエネルギー対策だと広すぎてわかりづらい気はします。自 
  然エネルギーのほうが寄附者の心をくすぐると思います。 
 （渡辺委員） 
   条例を読んだ人や寄附者から質問が少なくて、疑問が生じないようにするのには、 
  自然エネルギーのほうがよいと思います。多数決で決めましょうか。 
 （河畑委員） 
   正直なところ私はどちらでもよいと思います。 
 （渡辺委員） 
   前回の会議の中で、河畑委員がＬＥＤのお話をしていましたので、自然エネルギ 
  ーに限定しない旨の提案を出しましたが、かえって混乱してしまったようです。 
  ここは、自然エネルギーにしたいと思いますが、いかがでしょうか。 
（木田委員長） 
   それでは、このままで自然エネルギーに関する事業でよろしいですね。 
   そのほか、市の方から先ほどの青少年育成も含めて、テーマの中に入れてほしい 
  ものがあるそうなので、事務局からお願いします。 
 （事務局） 
   今まで一般寄附を扱っている中で、現在学校建設の問題がありますので、教育に 
  関する問題を入れられないか、また、斉藤副委員長が長い間、青少年健全育成に関 
  わってきたことからメニューに入れてほしいとの意見があります。福祉の関係で介 
  護問題もこれから直面することでありますので、そのあたりも入れられないかと思 
  っておりますが。 
（木田委員長） 
   今、午王山、湧水と緑地保全、子育て、自然エネルギーは決まっていますが、防 
  災防犯及び青少年育成、学校教育の充実、福祉関係をどうするか一括して諮ります。 
 （渡辺委員） 
   青少年は削ったのではないですか。 



（木田委員長） 
   削ってはいません。子育て支援と分けることは決めましたが。 
 （鈴木委員） 
   子育て支援と教育の充実ではどうでしょうか。 
 （渡辺委員） 
   そうすると先ほどと同じように２本立てになるので、よくないと思います。 
   確か前回の会議でメニューは５本に決めていたと思いますが。 
（木田委員長） 
   目的に関しても、今日変わっていますし、きょうを含めてトータルで考えてきて 
  いますから、数にこだわらなくてもいいと思います。 
 （生田委員）  
   子育て支援の対象となるのは未就学児や就学児童までで、青少年健全育成は別事 
  業になると思います。先ほど２本立てにするかどうか決まってなかったので、私は 
  あったほうがよいと思います。 
 （渡辺委員） 
   委員長はどうですか。 
（木田委員長） 
   私もあったほうがよいと思います。 
   子育て支援と青少年健全育成を分けた方がよいが。 
 （生田委員） 

    青少年健全育成と教育に関する問題は、１本にできないですかね。 
  （河畑委員） 
   私はどちらでもよいです。寄附する人がどちらかにすると思いますので。 
  (鈴木委員) 
   子育て支援という中で、教育が含まれるのか青少年にも含まれるというのであれ 
  ば、２本立てにした方がよいです。 
  （生田委員） 
   総合振興計画も大事ですが、あくまでも寄附する方が魅力を感じるメニューがよ 
  いと思いますので、あまりあれもこれもになるのはとも思います。 
（木田委員長） 
   それでは、青少年健全育成のメニューは入れることにします。防災防犯はどうで 
  しょうか。 
 （鈴木委員） 
   振興計画では、安全安心という言葉が頻繁に出ていますが。 
 （生田委員） 
   安全という言葉は道路整備、交通安全などでよく使われます。行政の計画を立て 



  るのではなく、寄附を募るための事業として考えた場合、市の独自の事業があまり 
  ない防犯ははずして、防災だけにしたらどうでしょうか。決して事業としての防犯 
  が必要ないと言っているのではなく、あくまでも寄附条例の中の表現として考えた 
  場合、ないほうがよいということです。 
 （河畑委員） 
   防災防犯をどちらかにしぼるのであれば、安全安心という表現はいらない。安全 
  安心が入ってるので、防災防犯のどちらもが生きるのですが。 
 （渡辺委員） 
   他のメニューには形容語句は入っていないので、これだけに入るのはいかがでし 
  ょうか。 
   今年は震災あった年でしたので、防災にすることでいかがでしょうか。 
（木田委員長） 
   それでは、防災にしましょう。あと教育・福祉は入れますか。 
 （鈴木委員） 
   福祉は入れたほうがよいですが。 
 （渡辺・河畑委員） 
   ６本で十分だと思います。 
（木田委員長） 

    子育て支援・青少年健全育成を順で２本立てにしました。６本にしましたので理 
   解をお願いします。渡辺委員、事務局からの質問についてはどうでしょうか。 
  （渡辺委員） 
 第９条のところで、半期ごと年２回の公表が望ましく、公表の期限もできるだけ 
   早いほうがよいので、年２回、１ヶ月以内に公表するとしばりを入れたいのですが、 
   委員さんのご賛同を得たいのですが。これだけは、お願いします。 
    なぜならば、この会議は議事録を作ることになっているのにもかかわらず、まだ 
   前回のものも出てきていません。この辺は事務局に改めてもらいたいことで、期限 
   を決めないと報告がなされない場合もあるからです。 
 また、この条例は３月に上程にする予定ですので、附則のところが、たぶんケア 
   レスミスだと思いますが、公布の日でなく４月１日に書き換えてください。 
    自治法２４１条の件は、技術的な問題で、基金条例とメニューの入った寄附条例 
   を２本立てにする自治体もありますが、ひとつにまとめているところが多数派です。 
    どちらでも問題はないと考えます。法制担当がどうしてもだめだと言うのであれ 
   ば、第 1条と第 3条の目的を統合すればよいのではないですか。 
（木田委員長） 

    法制担当と十分打合せしてください。ほかに何かありますか。 
  



  （生田委員） 
    管理台帳がただの受付簿になっているので、この様式を改めていただきたい。お 
   金の出入がはっきりしているものにしてもらいたいので、指摘しておきます。 
   たつの市などは事業ごとに出入りをはっきりと表した台帳になっているので、検討 
   していただきたい。  
  （渡辺委員） 
    実態は、エクセル等データーで管理をするのですが、生田委員のご指摘のとおり 
   この様式では、よくないと思います。 
  （河畑委員） 
    寄附金は、原則５０００円と金額が入っているのですが、どうしてですか。 
（木田委員長） 

    金額はいらないと思いますが。 
  （事務局） 
    削除します。 
  （生田委員） 
    条例にも規則にもうたっていないので、これは反則です。規則で入れればよいが、 
   金額は入れないほうがよいと思います。 
  （河畑委員） 
    記入がない場合は、条例により市長が使途の選択をしますというのはどういうこ 
   とですか。 
  （渡辺委員）  
    条例の第４条第２項にありますが、匿名で現金書溜に入れてくることがあり、選 
   択がない場合や寄附したいが選択したくない人もいますので、その場合は市長が代 
   理で選択できるようにするためです。 
    あと、事業報告書の事業はいらない。報告するのは事業内容だけではないですか 
   ら。 
    あとひとつ項目を６本作ったが、順番が決まっていません。私個人としては、午 
   王山を一番にしたいが、まとまらなければ五十音順でもよいと思うが。プライオリ 
   ティの高いものから並べるか機械的に五十音順にするかですが。 
 （木田委員長） 
    市のほうでは、基本構想の関係でこの順番で作りましたが。 
  （河畑委員） 
    寄附をする人は６項目すべて見ると思うので、五十音順でいいです。 
  （鈴木委員） 
    五十音順の意味が分からないので、子育ての後に青少年を入れる順番がよいです。 
   



  （河畑委員） 
     寄附する人は自分で見て、ピンポイントで決めるわけですから、順番は特に気 
    にしません。どちらでもよいです。 
 （木田委員長） 
     条例の９条の運用状況の公表は、半期ごとに年２回１ヶ月以内に公表すること 
    でお願いします。 
     それでは、先ほど市のスケジュールの話がありましたが、そのスケジュールに 
    沿って進めていってもらいます。 
     委員設置要綱がありまして、条例に規定すべき項目及び内容に関すること、条 
    例の素案の作成に関することについて検討し、その結果を市長に報告するという 
    ことになっていますので、今検討していただいた内容を素案として市に挙げます。  
     これを十分検討していただいて、政策会議、1月にはパブリックコメントを行い、 
    最終的な条例案については、報告してください。この委員会については、一応こ 
    れで終了させていただきます。 
  （渡辺委員） 
     前回の会議でパプリック・コメントを終えてから、もう一度開くと聞いており 
    ましたが、方針がかわったのでしょうか。 
     この会議は公開の場で行われているもので、きちんと報告書をまとめると聞い 
    ておりますので、その案を提出していただきたい。その方法は郵便なのか、メー 
    ルなのか普通であれば集まって検討するのがよいのですが。記録として残すもの 
    なので、１ヶ月以内に委員に提出していただきたいと思います。 
  （鈴木委員）  
     パプリック・コメント終了後に委員会で検討することはしないのでしょうか。   
  （渡辺委員） 
     普通は、検討すると思いますが、今、案を作ったのですが、その案がまだ提示 
    されていないので、３日以内にメールなどで送っていただきたい。 
 （木田委員長） 
     案の提示をお願いします。 
  （事務局） 
     分かりました。パプリック・コメントを１月の上旬、５日ころから予定してい 
    まして、その結果によっては委員会を開くかどうか委員長と相談したいと考えて 
    います。 
  （河畑委員） 
     会議を開くとしたらいつになりますか。 
   （事務局） 
     パブリックコメントの終了が２５日ころになりますので、開くとすれば１月２    



    ７・２８・２９日、いずれにしても１月下旬になります。 
 （木田委員長） 
     長時間に渡りまして、慎重なる審議をしていただきまして、ありがとうござい 
    ました。本日までの検討案を皆さんに見ていただき、訂正があれば直したもので    
    市長に報告いたしますので、よろしくお願いします。 


