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【別紙１】

和光市まちづくり寄附条例の改正案を提案するに当たって

条例第２条（事業の区分）の改正について、第２回会議での検討内容を踏まえ、「第四次和光

市総合振興計画（以下「四次総振」）の基本目標（別紙３の赤枠部分）をそのまま寄附事業の大

項目として、現在の寄附事業名を中項目として規定する案を検討した結果、次のとおり調整事項

が生じました。

寄附事業「湧水や緑地の保全に関する事業」は、【表１】及び【表２】のとおり２つの基本目

標（「Ｉ 快適で暮らしやすいまち」及び「Ⅳ 安らぎと賑わいのある美しいまち」）に関連があり

ます。

しかし、より強く関連があるのは基本目標「Ⅳ 安らぎと賑わいのある美しいまち」の中の施

策「湧水･緑地の保全と再生」であるため、寄附事業「湧水や緑地の保全に関する事業」は、【表

２】のとおり基本目標「Ⅳ 安らぎと賑わいのある美しいまち」に関連付けて中項目とします。

【表１】

【表２】

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。

【大項目】Ｉ 快適で暮らしやすいまち（都市基盤）

基本施策 施 策 【中項目】該当する寄附事業

良好な市街地の整備

中心市街地にふさわしい駅北口周辺の整

備、交通の利便性を生かした産業拠点の整

備、良好な景観形成の推進

湧水や緑地の保全に

関する事業

快適な住宅地の整備
良好な居住環境の形成、安心して暮らせる

まちづくりの推進

安全で快適な道路環

境の整備道路

安全で快適な道路の整備、交通安全対策の

推進、都市計画道路の整備

憩いと交流のための

公園整備と管理

計画的な公園整備と維持管理の充実、県営

和光樹林公園の有効活用

上・下水道サービス

の提供

安全な水の安定供給、公共下水道利用の推

進、雨水対策の推進

【大項目】Ⅳ 安らぎと賑わいのある美しいまち（生活・環境・産業）

基本施策 施 策 【中項目】該当する寄附事業

防災・防犯に取り組

むまちづくり

防災体制・消防支援体制の強化、地域と連

携した防犯対策の推進

防災に関する事業

この施策と関連

基本目標＝大項目

中項目
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一方、基本目標「Ｉ 快適で暮らしやすいまち」の中で、寄附事業「湧水や緑地の保全に関す

る事業」に関連のある施策は「良好な景観形成の推進」です。当初、この施策の中の事業「都市

と自然の調和のとれた良好な景観形成」として「緑の拠点」が挙げられているため、この基本目

標に関連する寄附事業として「湧水や緑地の保全に関する事業」を明示しました。

しかし、先に挙げた基本目標「Ⅳ 安らぎと賑わいのある美しいまち」の施策「湧水･緑地の保

全と再生」と事業内容が重複するため、基本目標「Ｉ 快適で暮らしやすいまち」からは寄附事

業「湧水や緑地の保全に関する事業」を除くこととします。

上記のことから、【表３】のとおり現時点では、基本目標「Ｉ 快適で暮らしやすいまち」に関

連付けられる寄附事業は１つもないことになります。

【表３】

つながりの強い地域

づくり

コミュニティづくりの推進、コミュニティ

施設の整備

公共交通の利用促進 鉄道・バスの利便性の向上

安心な市民生活を支

えるまちづくり

消費者保護の充実と消費者力の強化、誰も

が気軽に相談できる窓口の推進

環境に配慮したまち

づくり

地球温暖化対策の推進、湧水・緑地の保全

と再生、水環境の保全、生活環境保全の推

進

①湧水や緑地の保

全に関する事業

②自然エネルギー

に関する事業

ごみ減量・分別・リ

サイクルの促進

ごみ減量・リサイクルの推進、廃棄物の適

正処理の推進

活力ある産業の振興

市の特色を生かした地域ブランドの推進、

中小企業の育成支援、魅力ある新たな産業

の推進、都市農業の推進と担い手の育成、

就労支援対策の推進

【大項目】Ｉ 快適で暮らしやすいまち（都市基盤）

基本施策 施 策 【中項目】該当する寄附事業

良好な市街地の整備 中心市街地にふさわしい駅北口周辺の整

備、交通の利便性を生かした産業拠点の整

備、良好な景観形成の推進

湧水や緑地の保全に

関する事業

快適な住宅地の整備 良好な居住環境の形成、安心して暮らせる

まちづくりの推進

安全で快適な道路環

境の整備道路

安全で快適な道路の整備、交通安全対策の

推進、都市計画道路の整備

この施策と関連
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１と同様に、寄附事業「子育て支援に関する事業」も、【表４】及び【表５】のとおり２つの

基本目標（「Ⅱ 自ら学び心豊かに創造性を育むまち」及び「Ⅲ 健やかに暮らしみんなで支え合

うまち」）に関連があります。

しかし、より強く関連があるのは、基本目標「Ⅲ 健やかに暮らしみんなで支え合うまち」で

あるため、寄附事業「子育て支援に関する事業」は、【表５】のとおりここに関連付けて中項目

とします。

【表４】

憩いと交流のための

公園整備と管理

計画的な公園整備と維持管理の充実、県営

和光樹林公園の有効活用

２ １つの寄附事業が複数の基本目標に関連付けられる。

【大項目】Ⅱ 自ら学び心豊かに創造性を育むまち（教育・文化・交流）

基本施策 施 策 【中項目】該当する寄附事業

個性を伸ばし生きる

力を育む教育

確かな学力の育成を目指した教育の推進、

地域と連携した教育の推進、よりよく適応

するための支援体制づくりの推進、放課後

児童の居場所づくりの推進、安全でおいし

い学校給食の充実、安全な学校教育環境の

整備、小中学校の配置・規模の適正化の推

進、幼児教育の機会の支援

子育て支援に関す

る事業

心豊かな市民生活を

築く生涯学習の社会

づくり

生涯学習支援の推進、充実した生涯学習機

会の提供

(庁内意見）図書館の
充実に関する事業

青少年の健やかな成

長を支える地域づく

り

青少年の育成に適した環境づくりの支援 青少年健全育成に

関する事業

人と歴史が響き合う

文化創造のまちづく

り

歴史的文化資源の保護・活用の推進、創造

的な文化の振興

①午王山遺跡及び

周辺の環境の保

全に関する事業

②文化振興に関す

る事業

これらの施策と関連
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【表５】

一方、「子育て支援に関する事業」の事業内容には、これまで「教育関係事業」も含まれてい

ました。このことから、基本目標「Ⅱ 自ら学び心豊かに創造性を育むまち」の中では、基本施

策「個性を伸ばし生きる力を育む教育」に属する全ての施策に寄附事業「子育て支援に関する事

業」は関連します。

ここで、「子育て支援に関する事業」を四次総振の施策内容に沿って分けるため、【表６】のと

おり、「教育に関する事業」を新たな寄附事業の中項目として提案します。

【表６】

【大項目】Ⅲ 健やかに暮らしみんなで支え合うまち（保健・福祉・医療）

基本施策 施 策 【中項目】該当する寄附事業

子どもが健やかに育

つための環境づくり

多様な保育サービスの推進、安心で楽しい

育児の推進、地域における健やかな子育て

の実現、子育て家庭への経済的支援

子育て支援に関す

る事業

高齢者の生きがいづ

くり

高齢者の生きがいと社会参加への支援、き

め細かな介護予防の推進、介護サービスの

適正な提供

福祉に関する事業

障害者を地域で支え

るまちづくり

チャレンジドが安心できる障害福祉の推

進、地域で支え合う福祉の推進

福祉に関する事業

(委員提案）地域福祉
活動に関する事業

低所得者への支援 低所得者の生活の安定と自立への支援 福祉に関する事業

生涯にわたり健やか

に暮らせるまちづく

り

健康な次世代を育む母子保健の推進、健康

で元気になる食育の推進、安心できる健康

づくりの推進、地域との連携による保健・

医療体制の推進

子育て支援に関す

る事業

国民健康保険の安定

運営、国民年金制度

の普及

国民健康保険の適正な運営、国民年金の普

及

【大項目】Ⅱ 自ら学び心豊かに創造性を育むまち（教育・文化・交流）

基本施策 施 策 【中項目】該当する寄附事業

個性を伸ばし生きる

力を育む教育

確かな学力の育成を目指した教育の推進、

地域と連携した教育の推進、よりよく適応

するための支援体制づくりの推進、放課後

児童の居場所づくりの推進、安全でおいし

い学校給食の充実、安全な学校教育環境の

整備、小中学校の配置・規模の適正化の推

進、幼児教育の機会の支援

教育に関する事業

これらの施策と関連

これらの施策と関連

中項目に追加
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例えば基本目標の「快適で暮らしやすいまち」を寄附事業としたとき、それだけでは寄附者にと

って活用事業が想像しにくいため、基本目標の副題である「（都市基盤）」という表記が必要になります。

よって、それぞれの基本目標に沿った大項目は、次のような表記になります。

○「快適で暮らしやすいまち」→「快適で暮らしやすいまち（都市基盤）」

○「自ら学び心豊かに創造性を育むまち」→「自ら学び心豊かに創造性を育むまち（教育・文

化・交流）」

○「健やかに暮らしみんなで支え合うまち」→「健やかに暮らしみんなで支え合うまち（保健・

福祉・医療）」

○「安らぎと賑わいある美しいまち」→「安らぎと賑わいある美しいまち（生活・環境・産業）」

中項目の寄附条例に、現条例に規定されている８つの事業と庁内意見、委員意見で出た事業を

そのまま採用すると、それぞれの寄附事業の範囲に差が生じてしまいます。

(1) 午王山遺跡及び周辺の環境の保全に関する事業

現条例に規定されている「午王山遺跡及び周辺の環境の保全に関する事業」は、他の寄附事

業と比較してその範囲が狭いことが、今回の条例改正の論点の１つとなっています。和光市教

育委員会が「和光市指定文化財」に指定している貴重な文化財は全部で１５あります。そのこ

とからも寄附対象を１つの指定文化財に限定せずに、事業範囲を拡大し、表７のとおり委員提

案された「文化財の保護に関する事業」に改めます。

心豊かな市民生活を

築く生涯学習の社会

づくり

生涯学習支援の推進、充実した生涯学習機

会の提供

(庁内意見）図書館の
充実に関する事業

青少年の健やかな成

長を支える地域づく

り

青少年の育成に適した環境づくりの支援 青少年健全育成に

関する事業

人と歴史が響き合う

文化創造のまちづく

り

歴史的文化資源の保護・活用の推進、創造

的な文化の振興

①午王山遺跡及び

周辺の環境の保

全に関する事業

②文化振興に関す

る事業

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。

４ 中項目となる寄附事業の事業範囲に差が生じる。
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(2) 図書館の充実に関する事業

庁内で新たに提案された「図書館の充実に関する事業」も、その事業範囲が限られたものと

なっています。図書館は、社会教育（＝生涯学習）施設の１つであることから、「図書館の充

実に関する事業」から事業範囲を拡大し、表７のとおり「生涯学習支援に関する事業｣として

提案します。

(3) 地域福祉活動に関する事業

委員提案である「地域福祉活動に関する事業」は、寄附事業として「福祉に関する事業」と

共存すると、寄附者にとって事業内容が区別しづらいことと、四次総振では施策「地域で支え

合う福祉の推進」の中で位置付けられていることから、表８のとおり「福祉に関する事業」に

統合します。

【表７】

【大項目】Ⅱ 自ら学び心豊かに創造性を育むまち（教育・文化・交流）

基本施策 施 策 【中項目】該当する寄附事業

個性を伸ばし生きる

力を育む教育

確かな学力の育成を目指した教育の推進、

地域と連携した教育の推進、よりよく適応

するための支援体制づくりの推進、放課後

児童の居場所づくりの推進、安全でおいし

い学校給食の充実、安全な学校教育環境の

整備、小中学校の配置・規模の適正化の推

進、幼児教育の機会の支援

教育に関する事業

心豊かな市民生活を

築く生涯学習の社会

づくり

生涯学習支援の推進、充実した生涯学習機

会の提供

(庁内意見）図書館の
充実に関する事業

→生涯学習支援に

関する事業

青少年の健やかな成

長を支える地域づく

り

青少年の育成に適した環境づくりの支援 青少年健全育成に

関する事業

人と歴史が響き合う

文化創造のまちづく

り

歴史的文化資源の保護・活用の推進、創造

的な文化の振興

①午王山遺跡及び

周辺の環境の保

全に関する事業

→文化財の保護に

関する事業

②文化振興に関す

る事業

中項目の変更

中項目の変更



7

【表８】

「市民協働に関する事業」（庁内意見）、「産官学民の協働推進に関する事業」（委員提案）、「シ

ティプロモーションに関する事業」（庁内意見）については四次総振の基本目標に該当しないた

め、条文に盛り込まず、必要に応じて、「５ その他市長が必要と認める事業（仮）」として位置付けること

とします。位置付けた際は、他の寄附事業と同様に広報や市ホームページ等において周知します。

なお、「市民協働に関する事業」（庁内意見）及び「産官学民の協働推進に関する事業」（委員

提案）は、内容が重複するため、わかりやすい寄附事業名である「産官学民との協働推進に関する事

業」とします。

四次総振は、平成３２年までを計画期間としています。総合振興計画は、和光市健全な財政運

営に関する条例により、議会の議決を経て策定されますが、これまで過去２回の総合振興計画策

【大項目】Ⅲ 健やかに暮らしみんなで支え合うまち（保健・福祉・医療）

基本施策 施 策 【中項目】該当する寄附事業

子どもが健やかに育

つための環境づくり

多様な保育サービスの推進、安心で楽しい

育児の推進、地域における健やかな子育て

の実現、子育て家庭への経済的支援

子育て支援に関す

る事業

高齢者の生きがいづ

くり

高齢者の生きがいと社会参加への支援、き

め細かな介護予防の推進、介護サービスの

適正な提供

福祉に関する事業

障害者を地域で支え

るまちづくり

チャレンジドが安心できる障害福祉の推

進、地域で支え合う福祉の推進

福祉に関する事業

低所得者への支援 低所得者の生活の安定と自立への支援 福祉に関する事業

生涯にわたり健やか

に暮らせるまちづく

り

健康な次世代を育む母子保健の推進、健康

で元気になる食育の推進、安心できる健康

づくりの推進、地域との連携による保健・

医療体制の推進

子育て支援に関す

る事業

国民健康保険の安定

運営、国民年金制度

の普及

国民健康保険の適正な運営、国民年金の普

及

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。

６ 第五次和光市総合振興計画（以下「五次総振」）とタイムラグが生じる。

(委員提案）地域福祉活動に関する事業
統合
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定において、議会の議決があったのは、計画期間の開始年度の前年の９月定例会又は１２月定例

会です。

例えば、平成１３年４月１日からの計画は前年の９月７日に、平成２３年４月１日からの計画

は、前年の１２月２日に議会で修正可決されています。

【参考】

○第三次和光市総合振興計画（計画期間：H13～H22）
平成１２年６月定例会提出→修正可決 平成１２年９月７日

○第四次和光市総合振興計画（計画期間：H23～H32）
平成２２年９月定例会提出→修正可決 平成２２年１２月２日

まちづくり寄附条例の「寄附事業」について、次期の総合振興計画にも合わせる考えであるな

らば、計画が決定した後、条例改正の検討を始めることになります。現時点で、「寄附事業」を

総合振興計画に合わせる考えを持っていても、機械的に文言を変更するのではなく、これまでど

おり市民参加での会議により、その時点の寄附を取り巻く環境などを考慮し、「改めて寄附事業

を見直す必要性」から検討していただき、その後パブリック･コメントを実施します。

五次総振がスタートする平成３３年４月１日に改正したまちづくり寄附条例を施行するには、条例改正

の議案を平成３３年３月定例会に提案しなければならないことから、日程上不可能となります。

※ ３月定例会という名称ですが、実際はこれまでの実績から２月下旬にスタートする可能性が高く、

さらに議案は開会前に配付することから逆算すると１月下旬には、条例案を確定しておかなければな

りません。仮に、四次総振策定のときと同様に、平成３２年１２月に次期計画の「五次総振」が決定

した場合、市民参加など条例を改正するプロセスを考えると、１月下旬までに議案を確定することは

事実上不可能です。

よって、最短でも、平成３３年６月定例会に提案することとなり、施行できるのは、６月中旬

以降となります。この間、２か月以上に渡り、五次総振と条例の寄附事業は合致していない状況となり

ます。検討状況によっては、９月定例会にずれ込むこともあり、その場合は５か月以上合致しないことと

なります。

ここまでに庁内意見及び委員意見として提案された寄附事業をそのまま追加すると、寄附事業

が増えることになります。

一方、平成２７年度にまちづくり寄附条例として受け入れた件数及び金額は次のとおりです。

金額が一番少ないのは、「文化振興に関する事業」で６１件、７３２，０００円です。

今後、８つの寄附事業に提案された寄附事業を追加した場合、年間寄附件数及び寄附金額が伸

びなければ、全体の寄附金を分け合う分母のみが大きくなるため、１事業当たりの寄附金額は、さらに

少なくなることが予想されます。

７ 寄附事業が増えると１事業当たりの受入れ金額が少なくなる可能性がある。



9

これまで提案された寄附事業をそのまま追加し、選択肢を増やすべきかを検討する必要があり

ます。

これらのことを踏まえて、事務局から別紙２のとおり４つの方法を提案します。

平成２７年度

件数 金額 件数 金額 件数 金額

午王山遺跡保全 33 460,000 37 510,000 70 970,000

湧水・緑地保全 63 1,287,050 3 60,000 66 1,347,050

文化振興 21 257,000 40 475,000 61 732,000

子育て支援 183 3,708,000 0 0 183 3,708,000

青少年健全育成 18 751,000 43 580,000 61 1,331,000

防災 15 171,700 47 650,000 62 821,700

自然エネルギー 23 450,000 40 460,100 63 910,100

福祉 66 1,630,100 0 0 66 1,630,100

合計 422 8,714,850 210 2,735,100 632 11,449,950

合計寄附者が指定 市長が指定


