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資料８

和光市まちづくり寄附条例改正検討委員会第４回会議 会議要旨

開 催 日 平成２８年１２月５日（月） １４時００分～１６時００分

開催場所 和光市役所４階 ４０１会議室

出 席 者
石川委員、小倉委員、木田委員、野川委員、深井委員、峯岸委員、

本橋委員、中古賀委員、星谷委員

欠 席 者 なし

事 務 局 田中次長、横山主幹、山根主査

次 第

１ 挨拶

２ 議題

（１）パブリック・コメントの結果について

（２）その他

傍 聴 者 １名

開会

１ 挨拶

２ 議題

事務局 ●説明

○配布資料の確認

・ 資料１は事前に送付している。

・ 資料２から資料５までは本日配布した。

（１）パブリック・コメントの結果について

木田委員長 次第１の（１）「パブリック・コメントの結果について」について、事務局

から説明をお願いします。

事務局 ○資料１について

・第３回会議での意見と決定事項をまとめたものである。

・この内容をもとに事務局で条例と施行規則の改正案を作成し、政策課との

調整を経て、パブリック・コメント（以下「パブコメ」という。）を実施した。

○資料２について

・パブコメに寄せられた意見と市の見解を、内容別に分類して掲載している。

・施行規則に関することは本来パブコメの対象ではないが、併せて市の見解

を回答する予定である。

・施行規則に関する意見の５つ目について、寄附事業の数について再度審議

いただきたい。この件について、参考資料として以前検討した資料とそれに



2

対する委員の回答を添付している。

○資料３について

・パブコメ説明会での質疑応答を、内容別に分類して掲載している。

・施行規則に関する質疑応答の２つ目について、説明会の場では資料のとお

り回答したが、その後政策課と調整し、寄附事業（５）の副題及び寄附事業

の内容の「市民協働」については、「協働」とすることとした。

○資料４、資料５について

・「市民協働」を「協働」とした場合の、条例と施行規則の改正案と、その条

文である。

木田委員長 パブコメや検討委員会は、市民参加として市民が政策等の形成過程に参加

するものだが、最終的な意思決定は市の機関又は議会が行うものと認識して

いる。この委員会での検討結果を十分尊重されるものと考えているが、パブ

コメの回答や条例案についての最終的な判断は市に任せることとなる。これ

を踏まえて、検討をお願いしたいと思う。何か意見はあるか。

小倉委員 まず１点、前回の会議の後、条例案の修正を政策法務担当と調整し、そし

てそれが結果的に生きるということで連絡が来ていた。今回も、今委員長の

発言にもあったが、市民参加を目的としたこういった会議というのは、やは

りその市民の意見と行政の意見を会議の席で調整するということであって、

その後に政策法務担当が出てくるということは、私は腑に落ちない。政策法

務担当が意見を発するのであれば、会議の席に一緒に参加してもらいたい。

前回は、その政策法務担当者の名前を聞いたが、回答がなかった。（事務局か

ら政策法務担当者の名前をメール送信した履歴はあるが、小倉委員に受信履

歴はないため不明）

木田委員長 今の話は、会議で出た意見に対して、市の行政の法務担当の方で法制的な

関係の・・・

小倉委員 法制的なものであるならよいが、私にはそう思えないものであった。語彙

とか言葉、表現について、「政策法務担当の方でこう決めたのでこれでお願い

します。」といった連絡で、せめて政策法務の担当が誰で、どういう理由でそ

うなったのかを説明してもらいたい。私は市民参加については市の取組みや

協働についても積極的に関わってきたので、会議での委員の発言は大切にし

ていただきたい。政策法務担当が、というのであればこの会議に同席して、

発言していただきたい。

木田委員長 今の件について何かあるか。

事務局 今回変更した部分については、必ず「ここを変更しました」というように、

委員の皆様にはお知らせをしている。それ以外で、小倉委員とは何回かやり

取りをしているうちに、これを付け加えてということが度重なっていた。そ
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うすると、変更が追いつかなくなる。

小倉委員 パブコメの前だったので、「これでいきます。修正はできません。」という

連絡が来ていた。

事務局 パブコメを出す間際にご意見をいただいても、それは調整がしづらい。

小倉委員 今後は対応していただきたい。

事務局 承知した。

木田委員長 基本的には会議録を全委員には送付して、意見のある委員については意見

を出してもらい、それを踏まえて修正をするよう委員会の前に調整して、次

の会議を進めるというような段取りを踏んできた。今の段階でまた何か意見

があれば、出していただければと思う。今回の内容はパブコメが終わった時

点であるので、それを踏まえて総合的に意見をいただき、まとめていこうと

思うので、よろしくお願いしたい。

小倉委員 次に、パブコメの結果については、確か今日の会議の前に資料として送る

ということになっていた。事前に送られず、今日の配布となったということ

は、どういことか。

事務局 パブコメの内容については、基本的には１月になってから公表するという

ことで、市ホームページにも掲載している。市の見解について会議の直前ま

で調整していたということもあり、今日の会議の場で職員から丁寧に説明す

ることをもって、当日の配布についてはご了承いただきたい。

小倉委員 わかった。次に、パブコメの市の見解を読んでみると、結果的に今回の改

正案としてはこの和光市まちづくり寄附条例の一本でいくということだが、

現在ある一般寄附金制度はなくなるということでよろしいのか確認したい。

事務局 このことについては第１回目の会議で委員の皆様の同意を得ている。

小倉委員 次に、市民参加と協働に関する部分について意見を述べる。資料４の改正

後の寄附事業の（５）の黄色の部分については、四次総振の「Ｖ構想の推進

に当たって」の「ⅰ市民・行政・企業などとの役割分担と協力」に協働と参

加、連携の３つがあるので、ここは「市民参加と協働」ではなく、順番から

いえば「協働・参加・連携」であるが、「参加・協働」に「・連携」を追加し

て、３つのキーワードとしたい。

木田委員長 資料４の、寄附事業（５）の副題の「市民参加・協働」という中に、基本

構想に載っている「連携」という言葉も入れてほしいということであったが、

何か意見はあるか。

野川委員 ３つ全部を入れた方がいいかどうかはわからないが、「市民」という言葉自

体はあった方が、誰が「参加」し誰と「協働」するのかがわかるのでいいと

思う。「市民参加・協働・連携」とするのがよいのではないか。四次総振では

「協働型社会の構築」、「市民参加の推進」、「様々な連携によるまちづくりの
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推進」の順に出てくるようだ。

木田委員長 そうするとどのように記載するか。

小倉委員 「市民参加・協働・連携」となるのではないか。

木田委員長 これは「構想の推進に当たって」の基本構想１に当たる部分だ。

石川委員 この件については、この委員会で意見として出たとして残すべきだと思う

が、パブコメを実施した後に条例の内容を変えるとなると、もう１回パブコ

メをやらなければならないのではないか。この委員会は、性格としては執行

機関の付属機関であるから、執行部が決めてパブコメをしたとなれば、それ

は最終案をもって市民に提示をしたということになる。それに対する市民の

意見を聞いて、市がどう対応するかというところなので、市民参加手続きは

終わっている。だから、意見を出すのはいいが、これから条例の内容を変え

るということまでしようというのは、パブコメで市民に提示した条例の内容

を変えてしまうということになるので、手続き上はよくないのではないだろ

うか。パブコメというものは、市が仮に決定したものを市民に見てもらい、

それに意見があれば市がそれに答えるというものだ。それをまた審議会にお

いて変えるとなると、もう１度パブコメをしなくてはいけない。それはそれ

として受けとめるしかないのではないか。

小倉委員 この話は前回会議の終了間際に「参加・協働」で終わったもので、パブコ

メ最終提案では「市民参加・協働」になっている。会議の席で「連携」とい

う言葉を私が出さなかったので、今日の会議で出したものだ。石川委員、パ

ブコメ後の今日の会議で検討した結果として、一語でも提案を変えてはいけ

ないということか。

石川委員 加えるなら加えるなりの理由と、手続きが必要だということだ。

木田委員長 他に何か意見はあるか。

星谷委員 手続きが必要になるということだから、今回は意見は意見として挙げてお

くという方法になるのではないだろうか。私は「連携」は入っていた方がい

いと思うが、「市民参加・協働」とあるから、ある程度は「連携」という意味

も含めているような感じもするから、このままでもいいのではないかとも思

う。

石川委員 施行規則の方には寄附事業（５）の内容に連携に関することは入っている。

市の方で「協働」の後に「連携」を入れると判断したならそれでもいいと思

うが、あくまで市の判断だと思う。施行規則に入っているから、条例の方も

「連携」を加えると市が判断したなら、いいと思う。

木田委員長 他に何か意見はあるか。
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事務局 今「連携」の話が出たが、資料２の３ページ「施行規則に関すること」の

意見の２つ目について、市民の意見は「市と産官学民との連携はトル。シン

プルにする。」という内容だが、委員会の意見としては「施行規則の内容に連

携は残し、さらに条例の寄附事業の副題にも『連携』を加える」という、パ

ブコメの市民の意見とは逆の意見ということでよろしいか。

小倉委員 この意見は、同じ会の会員が個人で出したものだ。

木田委員長 小倉委員から「参加・協働」に「連携」を加えてはどうかという意見があ

った。一方、石川委員からは、パブコメに出したということは、委員会の案

をもとに、市の方で条例案を作成し市民に提案をしており、それに対する市

民の意見を聞くという市民参加の手続きをしているということを考えると、

変えることはなかなか難しいのではないか。もし変えるとすればもう１度パ

ブコメをすることになるのではないかという話があった。また、星谷委員か

らは、「連携」を加えてもよいが、「参加・協働」からでも連携を読み取れる

という意見があった。委員会での審議を基にしたもので今回パブコメに諮っ

ているので、石川委員の言うように、委員会に意思決定はできないから、こ

れを行政の方でどう捉えるかということになる。委員会の意見を踏まえて市

がどう決めるか考えてもらいたいということを委員会の意見としたい。今後

議会でも諮られるということであるから、市にはこれらを踏まえながら進め

ていただくということでよろしいか。

石川委員 それでいいと思う。

木田委員長 小倉委員の意見も踏まえながら、市の方で考えていただきたい。それでよ

ろしいか。

全委員 （同意）

木田委員長 施行規則について、他に何かあるか。これでよろしいか。

小倉委員 パブコメの市の見解は、今回は出さないのか。

事務局 １月にパブコメの回答を公表する予定だが、検討委員会の皆様にも市の見

解に対しての意見をいただきたいので、今回の委員会の議題としている。

石川委員 資料２の３ページ目（施行規則に関すること）の１つ目の意見について、

景観形成に関する事業について「取り組んでいる業務の中には寄附金を活用

できるものがない」という見解だが、これはよくない。例えば、「今は取り組

んでいないが、もし希望が出た場合には、寄附事業（１）の内容に『アに掲

げるもののほか、（１）の寄附事業に関すること』という項目があるので、対

応できます。」と書くべきではないだろうか。

木田委員長 確かに、シャットアウトしてしまうような表現よりは、受け付ける余地が

あるというような表現の方がいい。

事務局 石川委員の言うような表現に修正する。
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野川委員 同じ資料の５ページ目（その他の意見）の１つ目の意見について、この内

容は今までの検討委員会の中でも話題に出ており、本質的な部分なのではな

いかと思う。和光市の魅力をアピールしていくことが、和光市に対して寄附

をしたくなるということにつながるということがまず前提にあって、その寄

附金を活用していこうということで、寄附事業の検討をしていたと思う。こ

のような意見に対する市の見解として、資料に書かれている内容では少し足

りないのではないか。具体的にどう展開していくかなど書いてみてはどうか。

石川委員 確かに、１つ目の意見に対する市の見解と、２つ目の意見に対する丁寧な

市の見解では印象が違う。

木田委員長 「ホームページ等でＰＲ」と一括りにしない方がいいかもしれない。何か

いい表現はあるか。

本橋委員 シティセールスという言葉が最近よく使われており、意識を持って皆でま

ちづくりしていこうということをアピールしていかなければならないと思う

ので、シティセールスという言葉を使ってみてはどうだろうか。

小倉委員 この意見の内容の１番から５番までについては、私たちも実はこういう気

持ちを持ってこの席に臨んだはずだから、それをうまく表現してほしい。

中古賀委員 寄附者には１度お礼状を送って、そこで終わりか。返礼品が追加されたと

か、そういったＰＲは行わないのか。

事務局 １度寄附をいただいた方については、２度目以降「引き続き寄附をいただ

きありがとうございました。」といった内容のお礼状を送っている。また、応

援メッセージをいただいた場合には、それに対する内容にしている。

中古賀委員 リピーターは大事だと思う。

石川委員 その他意見の１番目に対する市の見解は、意見の項目ごとに回答すべきで

はないだろうか。

木田委員長 まちづくり条例に沿うような言葉で考えてもらえればよいのではないか。

もし何かいい文言があれば、総務課の方へ連絡してもらいたい。市民の立場

からすると、少し柔らかい表現の方が良いと思う。野川委員、これでよろし

いか。

野川委員 寄附の受け取り口としてこの条例について話し合ってきた。その先の話と

して、色々な展開で和光市の魅力を発信することは実際に行ってきているが、

さらに寄附者に対して寄附金の成果が響くような仕組みになっていると、寄

附者にとって手ごたえとなる。意見に対する市の見解としてどう答えるかと

いうよりも、「寄附者や寄附に関心を持った人たちへのフィードバックがどう

かということを継続的に検証できる仕組みとして、こういうことに取り組み

ます。」というような書き方ができればいいのではないか。
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木田委員長 文章にするのは難しいと思うが、工夫してみてほしい。他に何か意見はあ

るか。施行規則についての意見についても、何か意見はあるか。事務局、何

かあるか。

事務局 施行規則に関することの意見の５番目と、説明会での質問の施行規則に関

することの１番目に、寄附事業の件数についての内容がある。今回の会議の

参考資料として、第３回会議の前に委員の皆様にアンケートをした際にお聞

きした、寄附事業の件数に関する設問とそれに対する委員の皆様の回答を掲

載している。市としては行革よりも寄附者の思いを重視しているので、委員

の皆様の回答を参考に市の見解を作成したが、委員の皆様の考えを再確認し

たい。

本橋委員 石川委員に伺う。自治体におけるクラウドファンディングをすでに実施し

ている自治体はあるが、今後やはり実施する自治体は出てくると思うか。

石川委員 自治体によりまちまちだと思う。特定の事業をやらなければいけないとい

う状況は、自治体により事情が違う。その緊急性によっては、寄附を待って

実施するというよりは、まずはやらなければならないということが先に立つ

場合もある。寄附を資金の一部として使うのならともかく、寄附を当てにし

て事業を行うのでは、スピード感に欠けてしまうのではないだろうか。

本橋委員 予算措置と寄附を集めるという部分の境目が難しい。

石川委員 予算措置をして、さらに特定の事業のために寄附を集めるということをＰ

Ｒしながら、事業の優先度をアピールしていくと、より効果が高いのではな

いだろうか。

本橋委員 どの程度具体的にやるかどうかという点よりも、今後変化していくのでは

ないか、膨らみが大きいのではないかと思うから、ここで今窮々に決めてお

かなくても、十分対応できるのではないか。その程度で押さえるのがいいの

ではないだろうか。

深井委員 寄附事業を指定して寄附をしたとき、思ったほど多くの金額がその事業に

対して集まっていなかった場合、金額が貯まるまで待ってから寄附を活用す

るというような説明が以前あった。しかし、何年経ってもその事業に対する

寄附がなかなか集まらず使えなかった場合、それは寄附者の思いに応えてい

ないことになるのではないだろうか。

木田委員長 それはなかなか難しい問題だ。現在の寄附の状況を見ても、すぐに事業に

取り掛かれる金額ではないものもある。これは市の政策に関わってくる部分

だと思う。

深井委員 そうでないと、その事業そのものができなくなってしまう。



8

木田委員長 今回の改正で、各項目について寄附者の希望を拾える範囲は広くなってい

るので、その中から今年はこれを重点的にやるという進め方にするしかない

のではないか。実際は事業を実施する課が決めることであって、何とも言え

ないことではないかとは思うが、事務局どう思うか。

事務局 現在、理化学研究所の新元素発見に係る「ニホニウム通り」の整備事業に

ついて、主に県の補助金を活用するが、資金の一部として寄附金を募集し、

活用することを考えている。現時点では「文化振興に関する事業」に位置付

けて募集をすることとしている。市で初めて、具体的に使い道を提示して寄

附の募集を行うガバメントクラウドファンディングを行い、２００万円を目

標として、寄附の募集をしようと考えている。「理化学の街」として市の活性

化を図っていきたいと思う。

本橋委員 優先順位が問題になってくる。

事務局 今この時点でやらなければならないこととして、タイムリーな事業として

計画している。

本橋委員 やっていることは素晴らしいと思う。予算措置やどの時点で何がどう決ま

っていくかということについては行政の主導で行っていくと思うが、その一

方で寄附者の意向はどう伝えていくのか、また事業の優先順位はどうなのか

といった話は今後もたくさん出てくると思う。その時点で補正していくとい

うのは難しいのではないかと思う。

事務局 「ニホニウム通り」の件については、これに関してのみ寄附を募集する予

定だ。１月号の広報にこの件について掲載するので、本日委員の皆様にもお

知らせをした。

木田委員長 集めた寄附金がすぐにスポット的な事業に活用されるということは、なか

なか難しい面があるというような話であったが、いずれ、より多くの人々の

関心が集まってきたときに使われる可能性があるのではないだろうかと思

う。

深井委員 今回の検討委員会では、寄附事業をスリムにして使いやすいようにすると

いう考えもあったかと思うが、寄附者が事業を指定してもその事業ができな

い場合、同じ系統の他の事業に使えるよう応用性を持たせることはできない

か。

小倉委員 それを直ちに解決するかはわからないが、一つに「基金」がある。基金に

することで、行く先が見える。第１回会議で私が発言したように、埼玉県で

はふるさと納税からの寄附を７つの基金として運営している。和光市への寄

付も、すべてまちづくり基金になるということになってはいるが、パブコメ

の意見に「基金管理をしてはどうか」という案も出ている。今から基金づく

りの話をするのは時間がないので盛り込めないが、どこかに、将来的には基
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金管理をしていくという文言を残してもらいたい。まちづくり基金があるこ

とは、今の改正案に書いていないと思うが…。

星谷委員 まちづくり寄附条例の第４条、第５条に書いてある。資料４の２枚目を見

てほしい。

小倉委員 まちづくり寄附金は、まちづくり基金として一つのお財布に入るものだ。

私も少し疑問があるが、以前に寄附した時に思うような使われ方がされなか

ったからだ。そういうことがやはり、あるのではないか。例えば以前、環境

課に「緑の基金」があったが、今もあるのかわからないが。

峯岸委員 平成３年に「水と緑のまちづくり基金」を設立して、平成１６年に止めて

しまった。まちづくりの基金があるということで、そちらに移行しようとい

うことになった。今、全国の自治体において、新しくできたふるさと納税と

しての資金を活用し緑地を確保しようとするものと、昔から伝統的に存在し

ている緑の基金というものを並存している自治体というのは、私の調べでは

２４０自治体ある。和光市の方でも寄附金に関する条例ができているので、

環境課とその辺りについて考えなくてはいけないという話が出ている。

小倉委員 そういう風に、各課で持っている基金になれば、非常にわかりやすく透明

性もあり、市民にも訴えかけて寄附を集めやすい。だから、ふるさと納税を

特色ある基金づくりにしていくことがいいと思っている。

峯岸委員 例えば朝霞市では、実際どう基金を管理しているかはわからないが、ホー

ムページを見ると緑の基金とふるさと納税ではページが分かれている。

深井委員 １つ質問がある。今回大きなテーマとして、市長が判断して使えるように

ということがあったと思うが、これは寄附者が細かく事業を指定しなかった

ときに市長が何に使うかということを決められるということか。今回事業の

幅を広げたことで、市長がその判断で使えるものがほとんどないのではない

かと思うが、そのことはどう判断するか。

木田委員長 それは「その他」のところに指定してもいいし、市が特に寄附を活用した

い事業に入れてもいいし、どちらでもいいのではないか。

事務局 条例第２条第１項第６号の「前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認

める事業」のことでよろしいか。これを指定されたときは、１号から５号ま

でに掲げた事業以外の事業を対象とする。

深井委員 つまり、使い道は少ないから、この項目に当てはまる寄附金の金額は少な

いということか。

事務局 そのとおり。だいたいの寄附事業は１号から５号までに含まれている。そ

れ以外の事業に対する寄附を６号で受け入れるというイメージだ。

深井委員 だいたいのものが１号から５号に入るということは、市長が判断して行う

事業に対する寄附は少なくなる。事業を特定しない寄附があったときは、６
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号にあてはめるのか。

事務局 事業を特定しない寄附があったときは、１号から５号の寄附事業のいずれ

かに振り分けている。

深井委員 今まで使い道を指定しなかった寄附については、市長は一切使い道に関与

できないということであったのか。

石川委員 今までも、使い道を指定しない寄附については、寄附事業に振り分けして

いた。今回の参考資料にも表が出ているが、そういった金額は結構多かった。

木田委員長 以上でよろしいか。

深井委員 はい。

（２）その他

木田委員長 本日で会議は４回目となり、予定ではあと１回、１月に第５回の開催にを

設けている。ここで委員の皆さんに提案だが、今回でまとまりがついたので、

この検討委員会の所掌事務として「条例の改正を検討し、その結果を市長に

報告する」こととなるが、検討委員会として条例の改正案を決め、今回はさ

らにその先の施行規則まで検討した。これを報告書としてまとめることとな

るが、次回は会議の場を設けるのではなく、これまでの検討経過を踏まえ、

事務局が取りまとめ、郵送やメールでのやり取りにより委員の皆さんに内容

を確認していただく形で進めたいと思う。それをもって検討委員会の報告と

したいと思うが、いかがか。

全委員 （同意）

木田委員長 それでは、今回の報告については、報告書案を作り委員の皆さんの了解を

得て市長に報告することとする。他に、事務局から何かあるか。

事務局 ●説明

○パブリック・コメントの回答の公表について

・今回の検討委員会で審議された内容をもとに、１月上旬に回答を公表する。

○条例と施行規則の改正手続きについて

・条例の改正は３月議会において提案する。施行は４月１日を予定している。

・ 施行規則は市長決裁で改正する。施行規則も条例の施行日と同様に、４月

１日を目指して改正手続きを進める。

○会議録について

・ 事務局で原稿を作成し、委員宛てに送付する。確認し、修正等があれば事

務局へ連絡をお願いしたい。

・ 会議録の修正等が出た場合、取りまとめた後市ホームページで公表する。

今回の会議内容はパブコメの意見への回答についてであるため、会議録及

び資料の掲載はパブコメの回答の公表後とする。

閉会
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