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【資料２】

パブリック・コメントの意見と市の見解

パブリック・コメントの期間中に寄せられた意見と、それに対する市の見解は以下のと

おりです。

■ 条例に関すること

関連する部分 意見の内容 市の見解

１ 条例 第１条

寄附には土地もあるので、金銭

の寄附に限定しない。緑地保全の

ためには公有地化が重要であるの

で、余地を残しておく。

土地の寄附の受納については和

光市財産規則（昭和４０年規則第

１５号）第３条及び第６条に規定

しているため、当条例の対象外と

します。

ただし、今後、土地の寄附につ

いては、ＨＰ等により市民の方に

周知することとします。

２ 条例 第１条

寄附は現金だけで無く、もっと

寄附をしやすくする為に不動産

（土地、家屋、斜面林、田畑など）

も寄附を受けられるようにする。

公的に使えないものは市が売却・

換金し諸事業に充てられるように

法制化する。

市民の中には不動産を持って活

用や相続で困っている人が多くい

ます。今後、このような人が増え

ていくと考えます。このような不

動産をまちづくりに生かす方策を

寄附条例に付加できればもっと多

くの寄附が募れると思いご提言し

ます。

３ 条例 第２条

寄附事業の区分について

「寄附金を財源として実施」を

「前条の目的のため実施する事

業」に変える。

※ 条例に関する意見１の内容を

受けて

条例では金銭の寄附のみを対象

とすることから、第２条について

も変更しないこととします。

４ 条例 第２条

寄附事業の区分について

具体的内容を規則に委ねている

が、原則として規則に委任する事

項は手続き的なことに限り、寄附

事業内容は条例第２条の本旨に入

寄附事業の具体的な内容につい

ては、状況に応じて柔軟に対応で

きるよう、施行規則で定めること

とします。
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れた方がよい。１６項目であり、

多すぎるわけではない。

総合振興計画改定と条例改定は切

り離しておく。

５ 条例 第３条

２項として以下を入れる。「市長

は前項の指定を行った場合は、寄

附者にその内容を報告するものと

する。」（礼状とともに通知するこ

とで、手間は省ける。）

施行規則第３条に規定があるた

め、条例には記載しないこととし

ます。

６ 条例 追記

「開発事業に起因する寄附等、

規則で定める寄附については、こ

の条例を適用しないものとする。

※第１１条（適用除外）として追

加

土地の寄附についてはこの条例

の対象としないため、追加しない

ものとします。

７ 条例 名称

条例の名称は、和光市寄附条例

とする。

理由、和光市寄附条例とした方

がわかりやすい。まちづくり寄附

条例を制定したときに、和光市寄

附金規則を廃止すべきところ、残

したために、ふるさと納税の受け

皿が２つあるということで混乱を

起こした。条例のつくり手の思い

入れが受け手に十分伝わるとは限

らない。かえって複雑でわかりに

くくなる。

この条例は寄附を通じた多様な

人々の参加による活力あるまちづ

くりを実現することを目的に制定

されており、条例の名称はその目

的に沿ったものとしていることか

ら、変更しないものとします。
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■ 施行規則に関すること

関連する部分 意見の内容 市の見解

１
規則 第２条

の２

景観形成に関する事業を入れ

る。（公園の次に）

※ 寄附事業（１）「快適で暮らし

やすいまちづくりのための事業

（都市基盤）」の内容について

現時点で景観形成に関する事業

にお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

ないため、今回の改正では寄附事

業の内容に追加しないこととしま

す。

２
規則 第２条

の２

市民参加又は市民協働は、市民

参加・協働に関する事業とする。

市と、産官学民との連携はトル。

シンプルにする。

※ 寄附事業（５）「市政を推進す

るための事業（市民参加・市民協

働）」の副題、事業の内容について

「市民参加・協働に関する」と

いう表現は、曖昧な表現となり、

例規の表現上好ましくないため、

このままの内容とします。

また、市の様々な課題を解決す

るためには「産官学民」それぞれ

が持つ専門知識等を最大限に生か

した連携が必要であり、また、連

携することにより市の活性化にも

つながるものと考えます。第四次

和光市総合振興計画においての方

針では、「協働」と「連携」はそれ

ぞれ目的を別にしていることか

ら、「産官学民との連携」について

は寄附事業においてもそれぞれを

施行規則の中で項目立てしていま

す。

３
規則 第２条

の２

全体を「・・・に関すること」

を「に関する事業」に改める。

施行規則に定めた「～に関する

こと」は寄附事業の内容であり、

寄附事業そのものではありませ

ん。

４
規則 第２条

の２

２項は削除する。

※ 条例に関する意見４の内容を

受けて

寄附の内容は施行規則で定める

こととしますので、この項目は削

除しないこととします。

５
規則 第２条

の２

事業の内容について

ＨＰを見ると既に対応している

が、現状の８つの事業に加えて、

「市長におまかせ」を入れること

で足りるのではないかと思う。

理由。わかりやすくする。資料の

現在のＨＰ上での表記「市長に

おまかせ」は、選択肢が条例で規

定された８つの事業に限られま

す。業務の効率化も重要ですが、

寄附者のあらゆる思いに対応する

ことを優先し、今回の改正案では、
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とおり寄附者（特に市外の寄附者）

は細かな事業には拘らない。事業

項目を増やすと、管理事務費用が

増えるだけで効果は小さく行革に

反すると思う。現在のものを残す

となるとなおさらである。

特定個別寄附者の意向は、個別

にメッセージ欄で対応できる。市

民の要望把握は、寄附制度だけで

なくアンケートや、市長への手紙

ほか手段がある。

一般事業への寄附は、市外寄附者

に対して訴求力が弱い。それに比

べて、歴史・文化、自然環境、福

祉など和光の独自性とともに社会

の共通課題を取り上げることで、

ＰＲ効果が大きい。

寄附事業に「前各号に掲げるもの

のほか、市長が必要と認める事業」

を追加しています。「寄附事業の内

容」に取り上げた内容については、

現在条例で規定している８つの事

業をもとにその内容を分類するな

ど、寄附者の方にわかりやすいよ

う工夫しています。

※ 寄附事業の内容の数につい

て、検討委員会で審議をお願いし

ます。
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■ その他意見

意見の内容 市の見解

１

何をどのように訴えるかが重要である。

１ 共感を呼ぶ事業内容であること。

２ 行政・市民が一体となって取り組んで

いること。

３ 和光市としての独自性があること。し

かし、和光市のためだけでなく広く公共

的な価値があること。子育て・教育 歴

史・文化、環境。

４ リピーターをつかむ。一度寄付した人

を、準和光市民として囲い込む。礼状な

ど、通信を利用する。

５ 住むなら和光と思わせるまちづくりを

すすめる。

市ＨＰ等でＰＲし、魅力ある事業を発

信できるよう工夫していきます。

２

基金は、目標額を定めておき目標額に到

達したら事業に充てるということにする。

例えば、午王山遺跡公園建設基金、緑の基

金、郷土歴史資料館建設基金、大石まこと・

清水かつら記念館建設基金、奨学金基金、

障害者グループホーム建設基金など形とし

て残ることが重要と思う。こうすることで

関係市民団体による募金力動員を期待でき

る。（トトロの森は６千人の市民による１万

円寄附により発した）

これら基金は、各所管課において管理す

るものとする。また随時一般会計からの繰

入、積立に備える。

寄附を集める目的が明確になるという

点で、ご意見いただいた内容は有効であ

ると考えます。寄附の活用事業をあらか

じめ明確にした上で、皆様のご賛同をい

ただくことが活力あるまちづくりにつな

がるものと考えます。しかし、現時点で

は個別の基金を設置するのではなく、現

在ある「まちづくり基金」において適切

に管理し、寄附への共感が得られやすい

よう周知します。今後は必要に応じて、

新たに個別の基金を設置して管理するこ

とがより有効であると判断した際に、設

置することとします。

３

現在ＨＰの一般寄附金制度の説明で、次

のように表現しているが、ここで 8つの事

業の内容まで列挙しない方がよい。かえっ

て混乱する。

「寄附金の使途を８つの事業から指定する

和光市まちづくり寄附金制度については、

別ページにてご案内します。８つの事業と

は…（以下事業名）」

和光市寄付金規則４２号がアップされて

いるが、Ｈ２７・Ｈ２８の改正を反映した

ものとなっていない。（蛇足ながら、今回の

いただいたご意見を参考に、ホームペ

ージをご覧になる方にわかりやすい記載

内容とします。

※ 寄附金規則の更新については、すで

に対応済みです。
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説明資料にも、まちづくり寄付条例施行規

則改正案の全文を掲げるとわかりやすいと

思う。）


