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和光市まちづくり寄附条例改正検討委員会第３回会議 会議要旨

開 催 日 平成２８年９月２６日（月） １４時００分～１６時００分

開催場所 和光市役所４階 ４０３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）寄附条例と寄附規則の一本化による条例の表記について

（２）和光市まちづくり寄附金の寄附事業の見直しについて

（３）その他

傍 聴 者 ０名

開会

１ 挨拶

２ 議題

事務局 ●説明

○配布資料の確認

・ 資料１から７までは事前に送付している。

・ 資料８・９は本日配布した。

（１）和光市まちづくり寄附金の寄附事業の見直しについて

木田委員長 今回の会議の後に、１１月にパブリック・コメントを行う予定なので、今

回の会議で条例改正案についてまとめていきたいと考えている。

次第１の（１）「和光市まちづくり寄附金の寄附事業の見直しについて」に

ついて、事務局から説明をお願いします。

事務局 ○資料１から７について

・資料１は前回会議で出た意見のまとめであり、決定事項ではない。

・資料２は事前に条例改正案について伺った委員の意見をまとめたもの。

・資料３から７までは事前に条例改正案について伺った際に委員から出た条

例の改正案をまとめたもの。

・資料３、４については政策課政策法務担当と調整した箇所がある。

・資料８について、市民協働に関する事業を寄附事業に加えた場合の寄附金

の運用方法についてまとめた。市民協働に関する事業を寄附事業に加える
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場合は、その運用についても検討していただきたい。

・資料９について、中項目を設ける場合の考え方をまとめた。実際に中項目

を設けている八街市の例があるが、八街市の場合は中項目で全施策を網羅

しているので、和光市の目指すところとは違っている。

・９月議会で吉田武司議員より「市民が計画した事業」を寄附事業に追加で

きないかという要望があった。事務局としては、市民が計画した事業につ

いては「市民提案手続制度」に従って提案され、市の機関で検討し事業化

するもので、その事業は寄附事業のいずれかにあてはまるものだと考えて

いる。

木田委員長 事務局の説明について、何か質問はあるか。

深井委員 議員の要望した「市民が計画した事業」とは、どのようなものか。どのよ

うに市の事業として採用されていくのか。

事務局 条例に則って提案する制度があるので、それに従って市民の計画した事業

について市で検討し、採用するかどうかまで公表する。

木田 他に質問はあるか。

全委員 （質問なし）

木田委員長 基本的には今の議員の要望は考えずに進めないと、それも含めて考えてい

くのは少し大変だと思う。

石川委員 議員の言う「市民が計画した事業」に対しては、検討委員会で協議すると

答えているのか。

事務局 議員の発言は要望で終わっており、協議するとは答えていない。この件は

６月の議会でも出た話で、議員からは、具体的には「地域センターの建設に

寄附金を活用できないか」という提案があった。「市としては、公共施設につ

いて公共施設管理計画に基づき市全体の施設の維持管理の方針を決めてい

る」と答弁している。

石川委員 それではとりあえず考えずにいてもいいのではないだろうか。

木田委員長 基本的には寄附事業を提案されたときは、まちづくり寄附条例として検討

していくというのが１つの手続きだと思う。

事務局 市民参加条例に基づいてきちんと協議をして、予算をどうするかも考えな

がら判断していきたい。

木田委員長 市民参加条例に基づく提案について、対応できるかどうかは予算付け等含

めて検討してもらいたい。それをせずこの件を寄附事業に盛り込むのはどう

かと思う。ひとまず、今回の会議は、基本的にはこの寄附条例をどうするか

について話し合っていきたい。委員から出た条例改正案などを基に改正点に

ついて意見を伺いながらまとめていきたいと考えている。何か意見はあるか。

全委員 （意見なし）
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木田委員長 寄附事業について第四次総合振興計画（以下、四次総振）に沿わせるか、

それとも独自の枠組みとするかどうかが大きな問題点だと思うが、その点に

ついてどう考えるか。

石川委員 前回までで、四次総振を寄附事業の軸にしようということについて、委員

からおおむね意見が出ている。特段それで異議がなければ、この四次総振の

基本目標である４つの柱を中心に、それからどうするかという形で話を進め

てはどうか。

木田委員長 それでよろしいか。

全委員 （異議なし）

木田委員長 四次総振の柱というのは、大項目になる。これは委員の皆様は承知か。

事務局 今回、Ａ３の用紙で委員の手元に今回の会議の進め方を示したものを配布

している。このチャートに従って進めてもらえればと思う。

木田委員長 四次総振に沿って進めるということだから、チャートのＢ「四次総振へ沿

ったものとする」へ進む。次は、寄附事業の名称を四次総振の基本目標の文

言そのままとするかどうかだが、事務局、Ｂについて何か説明はあるか。

事務局 前回会議までに委員の皆様からいただいた意見や、事前に伺った条例改正

案への意見などを踏まえると、寄附事業の名称を基本目標の文言そのままと

した場合、「四次総振を推進する姿勢が明確になる」という意見があった一方

で、「寄附者が寄附の対象事業を容易に理解・選択できる形が望ましい」との

意見もあった。また、「今後総合振興計画が四次から五次に変わった際に、寄

附事業の見直しを再度行うまでタイムラグがあったとしても、基本目標その

ままの名称でなければ大きな齟齬は生じない」とか、「五次に変わった後であ

っても寄附の名称が基本目標そのままでなければ安定的だ」、「『教育』『福祉』

など、基礎となる目標は変わらないので、そのような名称がいいのでは」と

いう意見もあった。１点事務局から補足をすると、総合振興計画が四次から

五次に変わった場合の寄附事業の見直しとのタイムラグについて、委員から

「同一会期に提案することも考えられる」との意見があったが、これは難し

い。実際他の自治体でも議会で継続審査になった上、総合計画が否決になっ

たケースもあった。また、寄附条例を見直す場合は今回のように市民参加を

行う必要があり、改正にはある程度の期間は必要となる。よって、同一会期

というのは難しいと考えている。

木田委員長 事務局の説明に質問はあるか。

野川委員 寄附事業に四次総振の基本目標をそのまま大項目として設定した場合、総

合振興計画が四次から五次に移ったときに、寄附条例の改正までにはどれく

らいの時間がかかるのか。１年くらいか。
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事務局 １年はかからない。今回の会議と同じくらいか、そのときの状況によるが、

検討委員会が１回や２回で決定される場合もある。

木田委員長 四次総振の期間が終わる１年前から寄附条例も検討してみてはどうか。

事務局 五次総振の議決を見越して寄附事業の見直しを行うのは難しい。もし寄附

事業の文言を総合振興計画の基本目標に合わせるなら、五次総振が議決され

てから協議に入るほうが確実である。方向性を合わせる程度であれば、四次

から五次に変わっても内容が大きく変わることはないと思われるので、大項

目への影響はそれほどないと思われる。

石川委員 切り替えの時期についてはそんなに気にしなくてもよいのではないか。四

次総振の期間はいつまでか。

事務局 平成３２年度まで。

石川委員 ４年後なら、構わないのでは。

星谷委員 この件については、気にしていると寄附事業の目的が定まらなくなってし

まう。四次総振の中で考えていくのがよいのではないか。

本橋委員 第１回の検討委員会において、なぜ寄附条例を改正するのかという説明が

あり、今までの寄附事業の項目は特定的な文言で表されていたということで

あったと思うが、この委員会の中で、そのあたりをすべて網羅できるのが四

次総振に書かれている４つの項目ではないかというところから始まったと思

う。寄附事業については、個人的には文言的なものは専門家におまかせした

いところだが、それ以外の部分であれば、寄附者が和光市の寄附事業を見た

時に寄附をしたいと思えるものであれば一番よいのではないか。そういった

状況であれば、四次総振の４つの基本目標を基にした柱と、その他市長が認

める事業という柱で足りるし、四次から五次への切り替えのタイムラグもそ

んなに気にしなくて大丈夫ではないかと思う。中項目や小項目は、すべて四

次総振の６５項目の施策に収まるものではないだろうか。その他に「その他

市長が必要と認める事業」があれば、だいたいどこかにあてはまる。資料８

で書かれた「市民協働に関する事業」もどこかにあてはまるのではないか。

また、理研に関する事業で寄附を募って…という話が出ていると聞いている

が、それについても寄附事業で対応できるようになるのではないだろうか。

事務局、課長はどう思っているか。

事務局 確かに、今本橋委員が発言された事業についても、シティプロモーション

に関する事業などで対応できるのではないかと思う。

本橋委員 従前の寄附事業は８つに限定されて使い道が決まっていたので、寄附が

あっても他の目的に使うことができなかった。
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事務局 当初から、投票条例のような理念で条例制定していたため、選択できる寄

附事業の内容がきっちりと決められていて、それ以外のものについては取り

扱いにくかった。その点について検討委員会で審議していただいている。

本橋委員長 そういうことであれば、やはり四次総振の基本目標や施策に寄附事業を合

わせた方が、使いやすいのではないかと思う。

木田委員長 本橋委員、今の話は寄附事業を大項目で括っておけばいいということか。

本橋委員 そのとおり。

木田委員長 今、チャートのＢ－ａ「名称を基本目標の文言そのままとし、中項目を設

けるか否かを検討する」に来ている。中項目は設けないということでいいか。

本橋委員 寄附事業はあまり明確に示してしまうと、それに縛られてしまう面が出て

きてしまうという懸念がある。明確に示しすぎなければ、例えば突発的な事

業にも寄附を活用しやすいと考えている。寄附事業は、四次総振の６５項目

の施策にだいたい準拠して、取り扱っていけばよいのではないかと思う。

峯岸委員 私の意見はチャートのＢ－ｂ－イ（寄附事業の名称を他の言い回しに変え、

中項目を設けない）である。新しい寄附事業を設定するに当たって何か大き

な基盤があれば論理が一貫していていいのではと考え、四次総振を取り上げ

てきたが、その一方で一番肝心なのは、志を持った寄附者が和光市の寄附事

業を見たときにどういった気持ちを抱くかということだ。寄附者は寄附条例

を見て初めて寄附を決めるということはなく、事前に色々な知見を持ってい

て、その結果として和光市に寄附をしようと意思決定して、寄附条例を見に

来る。そしてそこから具体的な事業の選択を始める。したがって、四次総振

に沿って論理を一貫させるという観点よりも、寄附者にとって寄附事業が選

択しやすいものであるという点の方が勝るのではないか。その点を踏まえた

折衷案として、四次総振の基本方針からは離れないが、基本目標そのままの

文言では寄附者から見て回りくどく感じるのではないかと思い、本質的なと

ころを変えずに寄附事業を選択してもらえればと考え、Ｂ－ｂ－イに当たる

案を提案した。

星谷委員 確かに中項目はわかりやすいが、逆に細かくなりすぎているし、寄附者は

大項目を中心に見るのではないだろうか。中項目で網羅できない事業がある

ことも考えられる。「その他市長が必要と認める事業」という項目もあるし、

中項目は設定しなくてもよいのではないだろうか。
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深井委員 「その他市長が必要と認める事業」について、この項目を入れるのであれ

ばそれを活かしていかなければ意味がない。寄附事業の大筋は市長が判断で

きるような構成にした方がいいのではないか。今後、寄附が増えるかどうか

を考えると、増えていくとは言い難い。寄附事業をあまり細かく区分けして

しまうと、寄附を使いたい事業があってもその目標金額に達するのが難しい。

行政側が使いやすい方向で考えていった方がいいのではないか。

木田委員長 中古賀委員、どう考えるか。

中古賀委員 四次総振の基本目標はとても素敵な言葉だと思うし、基本目標を見ると

色々と想像することもできる。その一方で、端的に書かれてもわかりづらい

部分もある。条例に書く必要はないが、例えばこういうものに使った、使う

予定だということを説明をどこかに載せておいてほしい。そうすれば、私は

基本目標の言葉はとても良いものだと思う。細々書くよりはいいのではない

かと思う。

野川委員 私も四次総振の文言とするのがいいだろうと考えていたが、今峯岸委員の

意見を聞いて果たしてそうだろうかと考えている。市民にとっては四次総振

の基本目標の文言は温かみがあって良いが、市外の人の寄附の動機づけにな

る文言かという視点では見ていなかった。私は今回の会議の前は中項目が

あった方がいいと思っていたが、資料９の説明のように、中項目を定めるこ

とによって、国際事業のように四次総振の施策が寄附事業に入らないケース

もあるのであれば、むしろ中項目はない方がいいのではないかという考えに

なってきているところだ。

石川委員 寄附事業の挙げ方は２つあって、限定列挙と例示列挙がある。私は基本的

には例示列挙で行くべきだと考えている。例えばこんなものであれば枠から

は外れないと例示し、それ以外に希望があればそれに準じて受け付けようと

いうことだ。今までの寄附条例は、項目がないと寄附を事業に活用できない

性格の限定列挙の考え方だった。

当初は条例で大項目を決め、規則で必要な細部を定めようとしていたが、

条例である程度見えるようにしたいという意見があり、中項目も条例に定め

ようということになったと思う。ただ、基本目標について細かく施策が組ま

れているから、条例で決めるべきは大項目で、本来は中項目までは条例で決

める必要はないだろう。四次総振で基本目標の他にその計画を進めるための

項目があり、そこには市民協働や市民参加が含まれている。それを含めれば、

すべてが寄附事業に含まれることになる。例示列挙で、「寄附事業は概ね次の

５本柱とする」という考え方にしておき、必要があれば規則で細部を決めて

いけばよいと思う。

寄附事業の対外的なＰＲはまた別の問題で、条例の作りとは別である。
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木田委員長 寄附を行う者の意向を政策に反映させて活力あるまちづくりを行うこと

が、寄附条例の目的となっている。それに合わせて四次総振を基に考えてい

く、ということでここまで来ている。

寄附事業に中項目を作るか作らないかという話が出たが、どうするか。含

みとして６５項目を入れるとなると、何でもあるということになる。今まで

の寄附事業では、何か意識のある人に寄附をしてもらおうという意図で限定

列挙にしていたが、それで市民の皆さんのが意識が動かなかったわけだから、

この検討委員会では、四次総振で幅広く寄附者の思いを受け留めようという

ことになったのではないかと思う。

本橋委員 事務局に質問がある。行政から「こういった事業があって、そこに寄付し

てもらえないか」といった発信をしていくこともできるのではないだろうか。

積極的に行政から「こういった事業をしたいので寄附を募りたい」といった

発信もあるということを見据えて、考えていった方がいいのだろうか。

事務局 例えばシティプロモーションに関する事業のように、新たなまちづくりと

して市や市の事業を提案していく事業というような形態も取り入れられるの

ではないかと考えている。

先ほどの意見でもあったように、まず、「条例が寄附者にとってわかりやす

い」という論点が必要ではないかと思う。また、条例の規定について、限定

列挙で寄附事業がはっきりわかった方がいいという委員の意見もあり、一方

で、例示列挙で大きく捉えて、詳細については他に例示するというやり方も

ある、という意見もあった。色々な考え方があるが、「その他市長が必要と認

める事業」で広く掬うことができる。ただ、非常に大切なのは、寄附者にと

って具体的でわかりやすく寄附がしやすい条例という点ではないかと考え

る。

本橋委員 条例で定める事業は４つの柱と「その他市長が必要と認める事業」の１つ

の柱でいいと思う。そこから見せ方を工夫して、寄附事業の詳細については、

ホームページなどで例示していけばいい。条例についてはそんなに細かくな

くてもいいと思う。寄附を呼びかけるパンフレットなどで見える化しておけ

ばいいのではないだろうか。

木田委員長 条例なので、スリムに５項目でまとめてみてはどうか。
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深井委員 最初の目的として、細かい事業をまとめて寄附を受けやすくしようという

ことがこの検討委員会の主旨であったから、寄附事業は全部で５項目で効率

よくまとめて、そのうちの４つの項目で大きな主張をしているので、これで

十分ではないかと思う。

事務局としては、寄附事業を簡素化して、市長の判断で寄附の使い道をあ

る程度振り分けられるような項目を入れる狙いもあったかと思う。この検討

委員会の最初の市長の挨拶でもあったが、寄附の流出による減収が問題なの

で、いただいた寄附を予算として使いやすいようにした方がいいと思う。

木田委員長 「その他市長が必要と認める事業」があるので、すべての事業が寄附の使

い道に含まれる。それでは、まちづくりという観点で意識を持って寄附する

人の「こうしてほしい」という気持ちを大切にすることとは方向が違うと思

うが、その反面で、四次総振の４つの柱と市長が必要と認める事業の柱を定

めて、特に行政が「寄附を充ててまちづくりをしたい」と思う事業に使えれ

ば、別の意味で市の考えに沿ったまちづくりになるのではないかと思う。

寄附事業は四次総振を基にした４つの柱と「その他市長が認める事業」の

１つの柱を合わせて組み立てるということでよろしいか。

全委員 異議なし。

木田委員長 中項目は条例で定めないということだが、規則にも定めないということで

よろしいか。規則は市長が定めるものであって、変更はできるものだが、そ

れはそれとして規則で定めるかどうかについて委員はどう思うか。事務局と

してはどう考えているのか。

事務局 当初は大項目と中項目を条例で定めるという話があったので、それ以上詳

細な事業について規則で定めるかどうか、この委員会で検討していただくこ

とは難しいのではと考えていた。詳細な事業をこの時点で決めるのは難しい

と思っている。

大項目を条例だけで定め、そこに寄附があった場合、市はその大項目に属

するすべての施策にもその寄附を使えるということだろうか。

野川委員 社会福祉協議会では、例えば「ボランティアセンターのために」というよ

うに寄附をいただくことがあり、そういった寄附についてはその寄附者の思

いに応えることに活用している。市も、寄附者が「大項目の中からさらにこ

の事業に寄附を使ってほしい」と寄附したときは、その意思を反映させられ

るようになっているのか。

事務局 市の場合は、その細かな要望が市の方針と合うかなど協議をするため、必

ずしも寄附者の意思が反映できるかは微妙なところである。なるべく寄附者

の思いは実現したいと思っているが、その時の状況や要望の内容にもよる。
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石川委員 その点については、寄附条例の第３条の書き方によるのではないだろうか。

「寄附者は前条の寄附事業又は指定する事業のいずれかを指定して寄附する

ことができる。市はその意向を反映して使わなければならない。」という程度

の内容にしておけばいいのではないかと思う。市は、できるだけ寄附者の意

思を尊重して使うという意味になる。

峯岸委員 特に高額の寄附者にその傾向が高い。

木田委員長 基本的には、四次総振の６５項目の施策のどれかに使うという意思で寄附

をもらうということが大前提になる。中項目や小項目を決めると、資料９で

説明があったように、寄附が施策の事業に結びつかないケースもできてしま

う。大項目を四次総振の内容で挙げていくということは、寄附者の意思をか

なり広く尊重するという方法である。

本橋委員 逆に、寄附者がピンポイントで寄附してきた場合だが、寄附条例に「適正

に管理し、運用するため基金を設置する。」とあるが、これではどこで使うの

か、ちょっと読めない。そのあたりを明確に表せられればいいのではないか。

木田委員長 今、検討している寄附事業の構成は、負担付寄附よりは柔軟に寄附を活用

することができるだろう。では、寄附事業は５項目で、スポット的な項目は

作らないということでよろしいか。

事務局 大項目のみ条例に定め、詳細については四次総振の６５項目の施策に活用

させていただくということでよろしいのか。

木田委員長 条例には四次総振に基づくという文言は入れないということでよろしい

か。一応、それが基本だということではあるが、それは入れないということ

でよろしいか。事務局、それでいいか。

事務局 はい。

木田委員長 委員の皆様は、それでよろしいか。

本橋委員 私たちの意見を反映したものを、法令関係の専門部局と事務局でまとめて

もらおうというところで、この会議はまとめておいた方がいいのではないか。

事務局と専門部局でまとめたものをメール等で送ってもらい、それを委員で

確認するという方法がいいのではないか。

事務局 会議等で出た意見を反映したものをまとめ、パブリック・コメント（以下、

パブコメ）前に委員の皆様に提示する。

木田委員長 では、議題（２）「寄附事業の詳細について」もこれでよろしいか。

全委員 異議なし。

木田委員長 事務局、何かあるか。

事務局 つまり、大項目を受けて、中項目以下は規則にも特に明記しないで、四次

総振の施策と「その他市長が必要と認める事業」ですべて大丈夫だろうとい

うことでよろしいか。
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木田委員長 そのとおり。

峯岸委員 検討委員会としてはチャートのＢ－ａ－イ（寄附事業を四次総振の基本目

標の文言そのままとし、中項目を設けない）で落ち着いたということか。

全委員 異議なし。

事務局 事務局で事前に用意していた、Ｂ－ａ－イの例となる条例改正案を配布す

るので参照してもらいたい。（資料の配布）

第２条第５項の事業「市政推進のために必要な事業」については、事前に

条例改正案について伺った際の石川委員の意見を参考にしたものであるが、

今日の会議ではこれはなくなったということでよろしいのか。

石川委員 私は「その他市長が必要と認める事業」と合わせて１つの事業として挙げ

たが、法規担当と調整して、「市政推進のために必要な事業」と「その他市長

が必要と認める事業」の２つに分けたということか。

事務局 そのとおり。

木田委員長 「市政推進」とは何か。

事務局 資料８の３ページ目で配布した、四次総振の一覧表の一番下にある「構想

の推進に当たって」の箇所を指す。石川委員、こういったイメージでよろし

いか。

石川委員 そのとおり。４つの基本目標に１つの基本方針を加えて、これですべてを

網羅できるということである。四次総振を念頭におけば、４つの基本目標と

１つの基本方針、それにももし該当しないものがあるとすれば、「その他市長

が必要と認める事業」があれば、寄附者の思いを完璧にカバーすることがで

きる。

木田委員長 寄附事業の名称の、「（生活・環境・産業）」のような副題は必要か。

石川委員 副題は、あればイメージしやすくなると思う。

星谷委員 条例に括弧書きは大丈夫なのか。

石川委員 大丈夫だと思う。イメージを膨らませるためということであれば、副題は

あった方がわかりやすいと思う。

木田委員長 市政推進のために必要な事業に入る副題は何だろうか。産官学民やシティ

プロモーションなどが入るだろうか。

（小倉委員入室）

木田委員長 小倉委員にここまでの経緯を説明。

寄附事業は５項目ということであったが、四次総振の基本目標の４項目と

市政推進のために必要な事業にその他市長が認める事業を合わせた６項目で

よろしいか。

本橋委員 法令上その方がいいというのであれば、問題ないと思う。
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事務局 法務担当と調整する中で、寄附事業に中項目の設定があるものと仮定して

「市政推進のために必要な事業」という項目を分離させた。大項目だけであ

れば石川委員の当初の案にあった形でよいかは、法務担当に確認する。

本橋委員 表現の方法は、専門部局と事務局にまかせたい。寄附条例の第３条２項は

これでよいのか。「指定を行わなかったときは」という表現だが。

石川委員 「本当はこれに使ってほしかったが、該当する事業がなかった」というと

きにどうするか。

本橋委員 おそらくこの場で結論の出る話ではないので、事務局が持ち帰って専門部

局と話し合った方がいいかと思う。

木田委員長 ６５項目もあるから、項目に当てはまらないというのはかなり稀なことだ

と思う。だいたいのことは項目に当てはまるだろう。

野川委員 第３条の「寄附者は、寄附事業を指定し」の「寄附事業」とは、第２条に

書いてある項目のみを指すことになるのか。四次総振を基にするということ

は寄附条例には書いておらず、施策が６５項目あることは四次総振を見れば

わかるのだが、寄附条例を見てそれがわかる仕組みにはなっていない。大項

目の区分の中で、特にここに使ってほしいというような指定ができた方がい

いと思うので、その点が少し気になる。

石川委員 寄附事業としては、ここまで挙げてきた５つ又は６つの項目を指す。ただ、

第３条の場合には「寄附事業の内容のいずれか」という表記をしているが、

その事業の内容については規定がどこにもないので、規則で示せればよいの

ではないだろうか。

本橋委員 事業の内容は条例ではなく規則で定めれば、事務局も扱いやすいのでは。

野川委員 資料３（石川委員提案の条例改正案）の別表のような形で、事業の内容ま

で定めてみた方がいいと思う。

石川委員 現行の寄附事業の場合は、例えば、具体的に「午王山遺跡のために」と寄

附者が言わなかったときに市長が寄附を振り分けることができるということ

だったが、もっと寄附者の意思を大切にするということであれば、細かく指

定できた方がいいのではないだろうか。

木田委員長 つまり内容としては６５項目のどれかということになる。

石川委員 そのとおり、この作りからするとそういうことになるが、そうすると規則

で何らかの定めをしないといけないということになる。条例で定めのない事

項を規則に入れることになっているので、規則に内容を載せておけば大丈夫

ということになる。

事務局 それは６５項目の事業を、規則で寄附者が選べるようにするということか。

石川委員 ６５項目すべてを載せるわけではなく、例示形式で「概ね次の事業」とい

うように挙げておけばよいのではないか。
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事務局 例えば福祉であれば福祉として、大きい単位で括れるような作りというこ

とか。

小倉委員 ６５項目の施策は、総合振興計画実施計画として６５の施策として進める

と言っているわけで、それを寄附事業の規則としても定めるのはおかしいの

ではないか。寄附条例の柱立ては総合振興計画に沿って行うが、具体的な事

業名については、中古賀委員が以前出した案のように非常に分かりやすい表

現の仕方で和光らしさが出ているものが良い。つい先日、市長が「理研ロー

ド」の整備をふるさと納税で行うと発信していたが、こういった独自性のあ

るものが良い。要するに、寄附者が事業名を見て寄附をしたいと思うような

ものでないと寄附が集まらないと思う。もっと言えば委員がこれを見て、こ

の事業に寄附しようという気持ちになるだろうか？委員の気持ちがそうでな

ければ、全国の寄附者もそうならないのではないか。

本橋委員 今日の会議の前半で、私も同様の発言をした。これから行政としては市民

や市外の人に寄附をしてくださいというアピールをするのかという話の中

で、今の条例の中だと対応が難しい事業も、今話し合っている内容に変えて

いくことで発信していきやすくなるということであった。寄附を募るときの

発信の仕方はこれからどんどん変わってくるのではという期待感がある。

小倉委員 とにかく、条例としても柔軟性を持ちたい。

木田委員長 今までの寄附事業と違い、あまり規制しないために使い道を限定しない方

がいいのではという話になってきている。スポット的なものの方がまちづく

りではないかという考えもあるが、そこに該当しないものが寄附事業として

外されてしまうことになる。そこで、スポット的な意図の寄附を受け入れら

れる広さがあるので、四次総振の４つの柱と市長が必要と認める事業の５つ

の柱にしようということになった。

寄附条例の第３条２項の書き方については、「寄附事業又は寄附事業の内容

を指定し」という内容を入れた方がより良くなるということなので、法務担

当と協議してもらいたい。

野川委員 ６５項目の施策の中には、「雨水対策の推進」など寄附事業としてはふさわ

しくないものもある。また、この６５項目以外を設定していくということも、

事業を限定してしまうことになるので難しい。規則の方で細かい項目を挙げ

ずに、でも「事業の内容も指定できる」というようにできればよいのだが、

それは現実的には難しいのだろうか。
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石川委員 資料３の別表を規則へ載せ、なおかつ「事業の内容」に「上記に掲げるほ

か、寄附事業に相当するもの」という項目をそれぞれの大項目に１つずつ付

け加えておけば、あらゆる事業にあてはまることになるし、寄附者の具体的

な意思も通すこともできる。作り方としては６５項目を列挙することはなく、

先ほど言った内容を１つずつ挙げておくということになる。

木田委員長 他に何か意見はあるか。

小倉委員 その事業の内容は委員が決めるのか、事務局が決めるのか。

石川委員 今の話を受けて、事務局におまかせするということでいいと思う。

小倉委員 それはパブコメの後に出るのか。

木田委員 パブコメにはある程度出さなければいけないのか。

事務局 パブコメでは、資料として「この先このような内容で規則を見据えている」

というのを出したいと考えている。

石川委員 出した方がいい。

小倉委員 そうであれば、できるだけパブコメの前に委員に見せてもらいたい。

事務局 パブコメは１１月１日からを予定しているので、短期間でのやりとりにな

る。そのときにまた色々な意見をいただいて、その内容をお伺いしていると

時間が足りない可能性があるので、なるべくこの場でご意見をいただきたい。

木田委員長 では、資料３から７までに委員の意見が出ているので、これをまとめてい

けばいいだろうか。

事務局 今石川委員が話していた内容は、資料３の別表の事業の内容を規則に明記

するということでよろしいか。

石川委員 そういうことだ。別表は規則に改めて載せる。なおかつそれでも入らない

ものがあれば、一番最後に「その他事業に該当するもの」などと入れておく。

（本橋委員退室）

事務局 寄附者は、条例に定めた大項目の事業も規則に定めた事業の詳細も寄附事

業として選択できるような作りにするということでよろしいか。

石川委員 そのとおり。

木田委員長 各委員から案が出ているが、この中から出すということでよろしいか。

野川委員 石川委員の考えた資料３の改正案をベースにしてもらいたい。

木田委員長 では石川委員の案について、さらにこれを追加してほしいというものがあ

れば提案いただきたい。

事務局 石川委員の案の「市政推進に必要な事業」というのは、「その他市長が必要

と認める事業」になるということでよろしいのか。

木田委員長 そうなるのではないか。「その他市長が必要と認める事業」は、何でもあり

なので、例示できる事業は本来書くことはできない。
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星谷委員 事業内容に先ほどの内容を入れてしまうと、「その他市長が必要と認める事

業」に当たるものがなくなってしまう。

事務局 そうすると、第２条（４）までが載るイメージでよろしいか。

木田委員長 そうなると「市政推進に必要な事業」「その他市長が必要と認める事業」は、

生活という面から（４）の事業に含まれるということになるのだろうか。

石川委員 そこには入らないので、私は新たに大項目を起こして、市政推進に関する

事業を入れた。そして事務局において「その他市長が必要と認める事業」は

中項目には入らないという理由で、別立てにしたということであった。だか

ら、事業の区分は６つで示して、事業内容については（１）から（５）の事

業について示すということになるのではないだろうか。

木田委員長 市政推進のために必要な事業は、四次総振には含まれていなかったのか。

石川委員 基本目標の６５項目の施策とは別に、基本方針という形で示されている。

木田委員長 なるほど。

小倉委員 構想の推進ということで、第三次計画から継続して出ている。

石川委員 つまり、（１）から（４）までは、四次総振で事業の体系として表れている。

しかしそれ以外にも、市政そのものをどう進めるかという柱がある。それを

（５）で示している。（５）に入るものは、参画・協働のまちづくりなどであ

る。それ以外にも何かあるなら、市長が認めるということでもう１つ項目が

生まれる。要するに、事業の区分は６つとして、（１）から（５）までは事業

の内容を示すということがいいのではないか。

木田委員長 野川委員、何か意見はあるか。

野川委員 これまで、四次総振を基に考えると基本目標の４つの柱しかないと思って

いたが、実際は「構想の推進のために」を含めて５つの柱があるということ

がわかった。５番目まで事業の内容があって、６番目に「その他市長が必要

と認める事業」があるのが妥当ではないかと思う。

石川委員 「その他市長が必要と認める事業」については、１つの区分として独立す

るのであれば、「上記に掲げるものの他、市長が必要と認める事業」とするべ

きだと考える。

木田委員長 この内容でよろしいか。規則に載せる事業の内容について、資料３の別表

に書かれた項目に付け加えたいものはあるか。

野川委員 （３）の事業の内容で、福祉に関する事業が子育て支援とその他の福祉で

２つに分かれている理由は何か。福祉には他にも高齢者福祉や障害者福祉な

ど、色々な分野がある。高齢者に寄附したい人と障害者に寄附したい人とは

別だと思うので、それぞれ分類してはどうか。

小倉委員 賛成。（３）の事業の内容のイ「福祉（子育て支援に関する事業を除く。）

に関する事業」に、高齢者とか障害者とか書いてはどうか。
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木田委員長 全部を入れるわけにはいかないだろうが、特に今課題となっているのは、

高齢者や障害者というところか。

野川委員 社会福祉協議会のような地域福祉もあるが、地域福祉は逆に全部に入って

しまうのでわかりにくくなるのかもしれない。

木田委員長 地域福祉というとコミュニティのような面も含んでいるのでは。

野川委員 少し絡むところはある。

石川委員 イを高齢者の福祉、障害者の福祉と分けるのはいいのではないか。それで

もやはり「その他の福祉に関すること」は必要になってくる。

野川委員 子どもの学習支援など低所得者への支援という目的の寄附もあるかもしれ

ないし、「その他」というのはあった方がいい。

石川委員 いずれにしても、すべての事業について、列挙した上で「その他必要な事

業」と加えておけば、そこで拾うことができるので問題ないのではと思う。

星谷委員 細かいものをどんどん入れていくと項目がどんどん増えてしまう。「その他

の…」というので括った方がやりやすいだろう。

石川委員 やりやすいと思う。

木田委員長 そうすると、すべてに「その他」を入れるということでよろしいか。

全委員 （異議なし）

木田委員長 他には何かあるか。

全委員 （意見なし）

木田委員長 パブコメの前に事務局から提示出されたものもまた参考にして検討してい

きたい。

事務局 もう１点、資料８で示した、市民協働に関わることについての寄附の運用

について、話し合っていただきたい。

石川委員 資料８の考え方③でいいと思う。その事業に関係のある思いで寄附された

寄附金をすべて集めて使うことが、まさに協働の考え方ではないだろうか。

小倉委員 考え方③について、事務局に説明をしてほしい。

事務局 資料８の考え方③について説明。

小倉委員 市民協働に関する事業で足りなかった分を他の寄附事業から持ち寄る場

合、持ち寄り方は事務局におまかせとなるのか。

事務局 基本的には市民協働に関する事業の寄附金を使い、足りない部分について

は関連する事業の寄附金から持ち寄る考えだ。他にも寄附金の活用を見据え

ている協働事業があれば、その分は残すなど、状況次第である。

小倉委員 これから市民協働は増える。その市民協働の範囲は色々と考えられるが、

これでよいのではないか。

木田委員長 予測できないものというのはあるから、色々なものと関わるものについて、

ある程度対応していくということだ。これでよろしいか。
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事務局 （５）「市政推進のために必要な事業」に副題は付けるのか。

石川委員 副題は、「参加・協働」という文言ではどうか。

小倉委員 総合振興計画においては、基本構想推進のためにとして最後のⅤ番に位置

づけられているが、構想を推進することが重要で計画も実現することから、

第三次総振以来、本来なら第Ⅰ番に置かれるべきであったと思っている。「参

加・協働」とする気持ちはわかるが、市民参加と協働は総合振興計画のすべ

てに通じることだ。

木田委員長 では、副題は入れないということか。

小倉委員 各項目（１）から（５）まで、すべて市民参加と協働で成り立つ。

石川委員 色々な考えや思いはあると思うが、構想の作りとして、参画・協働が目的

ではない。事業を進めるために基本的な姿勢として参画・協働が必要である

ということだ。

小倉委員 そのとおり、目的ではない、手段だ。

石川委員 具体的な事業が、参画・協働がなければ進まないということではない。

小倉委員 もちろんそうだ。進まない、進めないということではない。計画を進める

ために必要だと言っている。

石川委員 つまり、基本方針という形で支えになっている。寄附事業として他の４つ

の事業と肩をそろえて分かりやすく市民に訴えるなら、副題は「参加・協働」

ではないかと思う。

小倉委員 ５年以上前に「協働の壁」が問題になり、連携すなわちネットワークが注

目されるようになった。今は産官学民の連携が言われている。石川委員の案

で行くなら、（５）のア「市民協働に必要な事項」というところに、市民協働

の後に「産官学民の連携」を加えていただきたい。

石川委員 それなら問題ないと思う。

木田委員長 市民協働の後に、「・」か。

小倉委員 中黒（・）ではなく句読点の読点（、）。その後に「産官学民の連携に必要

な事項」と記載する。

木田委員長 これでよろしいか。

事務局 市民協働に関する事業については、市民活動推進課からも要望が出ている

（参考：第１回資料１１）ため、産官学民の表現についてあらかじめ調整を

した。そこで、「産官学民の協働」とすると「官」に市があてはまらないケー

スもあることから、「産官学民との協働」として欲しいとの要望があった。

小倉委員 「官」の中に、市が含まれている。

事務局 「官」が市だけではなく国をイメージすることもあるので、「と」を入れて

ほしいとのことであった。

石川委員 考えすぎでは。
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木田委員長 「と」が入るとどう変わるのか。

小倉委員 「産官学民との協働」とすると、市が産官学民と協働するという解釈にな

るだろう。

事務局 「産官学民との協働推進に関する事業」だけではいけないだろうか。「民」

は市民の方を指すという意味か。

小倉委員 そのとおり。

事務局 では、１番最初に小倉委員が提案した「産官学民との協働推進に関する事

業」としてよろしいということか。

小倉委員 「産官学民の協働」というと、産官学民の四者でなければならないという

狭い解釈をされやすい。これまで使われている「市民協働」を残した方がよ

いと思われる。

石川委員 それでは、点を入れて、その後に「産官学民」を足せばいいのではないか。

木田委員長 では、それを入れて、市民活動推進課や法規担当と調整をしてほしい。

小倉委員 「産官学民との協働」とすると「市民協働」と「協働」が重なるので「産

官学民連携」とし、「ア 市民協働、産官学民連携に必要な事項」としてほし

い。

木田委員長 他に何か意見はあるか。

全委員 （意見なし）

木田委員長 事務局の方から何かあるか。だいぶ方向性がスリムになって来たと思うが。

パブコメに出すのに、これでよろしいか。何かもう少し話が必要か。

事務局 これで大丈夫だ。

木田委員長 ではこれで協議を終わりとする。

（３）その他

事務局 ●説明

○パブリック・コメントについて

・ １１月１日（火）から２０日（日）まで実施する。

・ 説明会を１１月１日（火）の夜間と１１月３日（祝日）の昼間に行う。

・ パブコメ前に委員宛に条例改正案と規則改正案を提示する。

○次回会議について

・ 次回は１２月５日（月）午後２時から、４０１会議室で開催する。

・ 開催通知は後日郵送するので欠席する場合は連絡してほしい。

○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、取りまとめた後速やかに市ホームページで

公表する。
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閉会


