
【資料２】

寄附条例の改正案に関するご意見（まとめ）

（１） 【別紙１】「和光市まちづくり寄附条例の改正案を検討するに当たって」に挙げた

７つの調整事項について

設問１ 「基本目標の中には寄附事業が１つも存在しないものがある。」

＜概要＞大項目「快適で暮らしやすいまち（都市基盤）」に現在中項目となる寄附事業は存在しません。

石川委員

大項目１ 快適で暮らしやすいまち（都市基盤）

寄附事業に次のような事業内容を追加する。

ア 道路、公園その他都市基盤の整備に関する事業

イ 快適、安心安全なまちづくりに関する事業

小倉委員
総合振興計画は、市の予算を使い、実施計画に沿って実行されている。すな

わち基本目標の施策は、基本的には税金によって賄われる。

木田委員

野川委員
基本目標に合う寄附事業を設定しても良いと思う。自分では、寄附事業とし

てなじまないものなのか、判断しかねる。

深井委員
案１、２条２項（※事務局注：「その他市長が必要と認める事業」のこと）

が入っていれば問題ないのでは。

峯岸委員

湧水や緑地の保全に関する事業は第４次総振の施策体系から見れば事務局

の見解通り基本目標Ⅳに対応する寄附事業とするのが妥当と考える。しかし

ながら、基本目標Ⅰは基本目標中の基本目標であり、これに対応する寄附事

業が存在しないことに違和感を感じる。例えて言えば、一丁目一番地の表示

が無い地図の如き感じだ。“快適環境都市”和光市の“環境”を体現してい

るのは正に湧水や緑地であり、東京の近郊にあって和光市を特徴づける最大

要素である。あえて湧水や緑地の保全に関する事業を基本目標Ⅰに対応する

寄附事業としてはいかがか。

本橋委員

中古賀委員
四次総振の「基本目標」と「寄附事業」は元々、関連付けて考えられてきて

いないので、仕方がないことだと思う。寄附事業と一致させることはない。

星谷委員
中項目に該当する寄附事業を無理に入れるよりも、大項目を中項目に入れる

か、またはないままでもよいのではないだろうか。

設問２ 「１つの寄附事業が複数の基本目標に関連付けられる。」

＜概要＞２つの大項目に重なる「子育て支援に関する事業」を大項目「健やかにくらしみんなで支え合

うまち（保健・福祉・医療）」の寄附事業と位置付け、新たに大項目「自ら学び心豊かに創造性を育む

まち（教育・文化・交流）」に「教育に関する事業」を追加します。

石川委員 事務局案に賛成

小倉委員 賛成



木田委員

野川委員
複数の基本目標にまたがって効果のある寄附事業が存在しても、おかしくな

いと思う。

深井委員 大項目だけで良い

峯岸委員

事務局の指摘の通り子育て支援に関する事業は基本目標ⅡおよびⅢに関連

している。そこで、将来を担う子供達の教育の重要性に鑑み、基本目標Ⅱに

対応する寄附事業として教育に関する事業を新設し、子育て支援に関する事

業は基本項目Ⅲに対応する寄附事業とする事務局案は妥当と考える。

本橋委員

中古賀委員 わかりやすくなり、良いと思う。

星谷委員 概要の通りでよいと思う

設問３ 「括弧書きの副題が表記されないと事業内容がわかりづらい。」

＜概要＞大項目に事業内容がわかりやすいよう副題を追加します。

石川委員 事務局案に賛成

小倉委員 案３に賛成のため、不要

木田委員

野川委員 副題があることに賛成。

深井委員 良い

峯岸委員
第４次総合振興計画の基本目標の表示を、括弧書きの副題も含め事務局案通

りそのまま寄附条例の大項目の表示に反映させるのが良いと考える。

本橋委員

中古賀委員
わかりやすくなり、良いと思う。この副題は五次総振になっても変わらない

基礎になるので、必要な記載になるかと思う。

星谷委員 副題の追加は、したほうがよいと思う

設問４ 「中項目となる寄附事業の事業範囲に差が生じる。」

＜概要＞「午王山遺跡及び周辺の環境の保全に関する事業」を「文化財の保護に関する事業」に名称変

更、「図書館の充実に関する事業」を「生涯学習支援に関する事業」に範囲を拡大、名称変更、「地域福

祉活動に関する事業」を「福祉に関する事業」に統合

石川委員 事務局案に賛成

小倉委員 賛成

木田委員

野川委員
事業範囲ができるだけそろった方がよいという考えと、寄付をピンポイント

で投入したい事業があるという考えと、どちらがよいのか判断に悩む。

深井委員 良い。

峯岸委員 上記３点についてはいずれも事務局案で可と考える。 ただし、最終質問に



対する当方回答を参照すること。

本橋委員

中古賀委員

事業範囲の領域が広がるのなら良いと思う。

ただ、文言が簡略しすぎてこれだけではわかりづらくなるので、ＨＰに記載

されているような「たとえば・・・」の使途内容の例で説明があるといいな

と思う。

星谷委員 この名称変更及び範囲の拡大又統合はよいと思う

設問５ 「提案された事業のうち四次総振の基本目標に該当しない事業がある。」

＜概要＞「市民協働に関する事業」を「産官学民との協働に関する事業」に統合します。「産官学民と

の協働に関する事業」と「シティプロモーションに関する事業」は「その他市長が認める事業（仮）」

に位置付けます。

石川委員

事務局案に賛成だが、総振「Ⅴ 構想の推進に当たって」に協働などの市政

推進に関する事業が含まれているので、「寄附事業」に（５）を追加し、

（５）市政推進に必要な事業及び市長が必要と認める事業

事業内容として

ア 市民協働に必要な事項

イ シティプロモーションに関する事業

ウ その他市長が必要と認める事業

などとしたらどうか。

小倉委員

四次総振では、総合振興計画の実現に向けて第１番目に「市民との協働の推

進」を掲げている。また、基本目標を含む基本構想の推進に当たって、その

基本方針１では「市民・行政・企業などとの役割分担と協力」とし、「協働

型社会の構築」「市民参加の推進」「さまざまな連携によるまちづくりの推進」

を掲げている。

「市民が主役のまちづくり」「市民と行政の協働」については、第三次総合

振興計画後期基本計画策定以降の構想を推進する重要な視点である。基本構

想を推進する施策であるため、基本目標には該当しない。

従って、「シティプロモーションに関する事業」と一緒にひとくくりにはで

きない。

木田委員

野川委員

ここは、会議の中でも出ている和光市の魅力をどう作り、どう発信するかに

かかわる部分である。四次総振で設定された基本目標のどれかに位置づけさ

れていなくても不自然ではないようにも思う。会議の中でも、魅力づくり・

発信が進まなければ、寄付金の総額は増えないというのが共通認識かと思

う。

「和光市の魅力発見」のような、基本目標とは別の項目を設定するのはいか

がか。



深井委員 それで良い

峯岸委員
事務局提案で可と考える。

ただし、最終質問に対する当方回答を参照すること。

本橋委員

中古賀委員 その他市長が認める事業（仮）に位置付けることでよいと思う。

星谷委員
基本目標に該当しない事業は、「その他市長が認める事業」に位置付けるこ

とは、必要なものではないだろうか

設問６ 「第五次和光市総合振興計画とタイムラグが生じる。」

＜概要＞総合振興計画に大項目を合わせると、第五次総振の開始時期に寄附条例の改正が間に合わない

可能性が高く、寄附条例と総振の内容が合致しない時期が生じます。

石川委員

総合計画と寄附条例の検討に当たっては、計画策定を優先しつつそれを追い

かけるように寄附条例を改正、同一会期に提案することも考えられる。それ

ができない場合には、一定のずれは致し方ないと思う。

小倉委員
１で述べたとおり、合致しない。さらに、寄附条例の見直しは今後もあって

当然と考える。

木田委員

野川委員

手続きのできる時期まで、四次総振の項目で寄付を募集することは不都合だ

ろうか。たとえば、条例上、四次総振の基本目標に合わせた受け入れ項目を

設定していることや見直し時期を明記するのではいかがか。

深井委員 案４にすれば問題ない。

峯岸委員

五次総振と四次総振の相違の程度は前もって把握困難だが、今回案４の方法

で寄附条例を改訂すれば、将来寄附条例と五次総振との間に大きな齟齬は生

じないと期待される。

本橋委員

中古賀委員

星谷委員 これは、やむをえないのではないか

設問７ 「寄附事業が増えると１事業当たりの受入金額が少なくなる可能性がある。」

＜概要＞寄附事業が増えた場合、各事業で活用できる寄附金額が現在よりさらに少なくなり、寄附が活

用しづらくなる可能性があります。

石川委員

寄附金のみを財源とするのであれば、それらも考えられるが、基本は、寄附

金自体をいかに増やすかだと思う。一般財源その他を加えて行う事業であれ

ば、さほど問題はないと思われる。

小倉委員
これは、寄附金を使う側の考えである。寄附条例は、寄附する側の視点を重

視すべきだ。

木田委員



（２） 【別紙２】「和光市まちづくり寄附条例の改正案」について

野川委員
寄付の総額が増えるよう全市をあげて努力するという方向が良いのではな

いだろうか。

深井委員 寄附が活用しやすい状況のが良い。

峯岸委員

寄附事業は全体で１０事業程度に括るのが望ましいと考える。 ただし、寄

附者が特定の具体的な寄附対象事業を強く希望する場合の対処法も一方で

必要と考える。

本橋委員

中古賀委員 寄附する方の思いによって反映されるものなので、仕方がないとも言える。

星谷委員
市長が目的達成のために必要と認める事業を寄附事業として指定するとい

う項目があるのでよいと思う。

設問１ 【別紙１】を踏まえた上で、案１～案４のどの形式が最適と思いますか。

また、そう思う理由をお答えください。

※ 案１～案４以外の形式が最適と思う場合は、その内容と理由をお答えください。

石川委員
案２をお勧めする。条例の形として収まりがよく、四次総振を推進する姿勢

がより明確になる。（設問１、５の回答を配慮すること）

小倉委員 案３に賛成。 理由・・・寄附事業が一目瞭然である。

木田委員

野川委員

案２が良いと思う。四次総振の基本目標が条例の本文に明記される形に賛成

である。また、別表の変更の自由度がどれくらいのものかわからないが、今

後事業内容を見直す必要が出てきた場合、対応しやすいのではないかと思

う。

深井委員 あまり細かく分けずに使用しやすい様に大項目だけで良い。

峯岸委員

大項目に四次総振、中項目に事業内容を設定する案１および案２はいずれも

前回の合意に最も沿っている、が、寄附者の立場から考えるとやや大仰な感

じが否めない。寄附者は和光市在住か否かにこだわらず、すでに和光市に関

して何がしかの知見を有しており、寄附対象事業を容易に理解・選択出来る

形式が望ましいと考える。

一方、案３の羅列方式は四次総振との関係が希薄に感じられ、また余りにも

纏まりが無さすぎる感が否めない。また、現行の寄付条例に似て新味が感じ

られない。

案４は四次総振に沿った枠組みで寄附事業と具体的な事業内容の対応が分

かりやすく、将来の五次総振の下でも、案４の内容は安定的と期待される。

ただし、当方案（次の２参照）は（１）－１に記載した理由で寄附事業の（１）

と（２）を入れ替えている。

本橋委員



中古賀委員

案４。五次総振がスタートし、基本目標の柱となるものが増減しても教育、

保健、福祉・・・といった基礎となる目標は変わらないはずなので。案４が

わかりやすくて良いと思う。

星谷委員
案２の形式がよいと思われる。この形式の方がわかりやすいと思われるし、

別表を入れることによって見やすいのではないだろうか。

設問２ 【別紙１】を踏まえた上で、提案があった寄附事業をすべて条例に盛り込むべき

かどうかについて、ご意見をお聞かせください。

石川委員

小倉委員 案３のとおりで良い。

木田委員

野川委員 判断がつきかねるので、会議でご意見を伺いたいと思う。

深井委員 大項目だけで良い。

峯岸委員

具体的な事業内容は１０事業程度に括るのが望ましいと考える。

具体的には以下の通り。

寄附事業 具体的な事業内容

（１）自然環境に関する事業 ア 湧水や緑地の保全に関する事業

イ 自然エネルギーに関する事業

（２）教育と文化に関する事業 ア 教育に関する事業

イ 青少年健全育成に関する事業

ウ 文化振興に関する事業

（３）福祉に関する事業 ア 子育て支援に関する事業

イ 福祉（子育て支援に関する事業を

除く）に関する事業

（４）市民生活に関する事業 ア 防災に関する事業

イ 産業の振興に関する事業

市長が目的達成のために必要と認める事業 と併せて１０の寄附事業

となる。

（※事務局注：今回外れた事業を寄附者が希望する場合は、該当しそうな事

業を選ぶか、市長に寄附先の事業を選択することを委ねるか、のいずれかの

方法を選ぶことになります。）

本橋委員

中古賀委員 条例なのですべて明記したほうがよいと考える。

星谷委員
すべて盛り込むことは、必要ではないか。又入れない場合は、どれをはずす

のかは、難しい。



その他、いただいたご意見

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

今回の見直しのポイントは、従前の特定項目は限定的で寄附者の意図が反

映されにくいことがあり、そのために、和光市行政サービスの全容を反映す

る四次総振に準拠する方法が提案されたことと理解している。また、それら

に該当しない場合もあることから、「その他市長が必要と認める事業」を追

加することも提案されたことと思う。

個人的な意見としては、「その他市長が…」を加えた大項目のみの標記で

充分であり、必ずいずれかに該当し寄附者の意向を反映できるものと考え

る。

また、条例等の法規的な標記などは専門家に委ね、まちづくり寄附条例で

都市部・都市近郊部が抱える課題への方策を検討するかが大切であるものと

思料する。

中古賀委員

星谷委員


