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和光市まちづくり寄附条例改正検討委員会第２回会議 会議要旨

開 催 日 平成２８年７月２５日（月） １４時００分～１６時００分

開催場所 和光市役所３階 第２委員会室

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 ３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 次第１の（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」

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

・ 寄附条例と寄附規則の一本化については前回委員全員の同意を得られた。

・ 今後の検討課題として、寄附事業に「その他市長が認める事業」などの表

記を追加するかどうか、また、条例第３条２項の「寄附者が事業を指定し

なかったとき、市長が寄附者に代わって事業を指定するものとする」場合

について、記載内容の精査が必要であるという意見が出た。

・ この条文の例として、資料８で他自治体の例を４つ挙げているので参考に

してほしい。

木田委員長 事務局の説明について、何か質問はあるか。
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全委員 （質問なし）

木田委員長 委員の皆様の意見では、条例と規則を一本化することについては同意する

ということだったが、この件についてはこれでよろしいか。

全委員 （同意）

木田委員長 一本化するに当たって条文をどうするかについては、寄附事業を今後どう

するかという方向性も関係してくる。８つの事業の見直しの内容次第で追記

する内容への影響も考えられるので、まずは委員の皆様からいただいている

８つの事業についての意見について事務局から説明をし、寄附事業について

先に協議していきたい。大前提としては一本化するということを踏まえなが

ら、寄附事業の項目について検討に入るということでよろしいか。

全委員 （異議なし）

（２）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

木田委員長 「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２について

・今後の論点として、「事業の再編の仕方」と「和光市に寄附をしたいと思わ

せる事業の設定」の２点が挙がっている。

○資料４から７まで、及び資料９について

・ 資料４では市のキャッチフレーズ「みんなでつくる快適環境都市わこう」

を示した第四次和光市総合振興計画（以下「四次総振」という。）に寄附事

業をあてはめている。（前回会議での委員意見により作成）資料６は四次総

振の概要である。

・ 資料５では市外向けキャッチフレーズについて、そのＰＲポイントと寄附

事業を結び付けている。

・ 資料７では、第２回委員会の事前の委員アンケートで午王山遺跡に関する

意見が多かったため、午王山遺跡の現状と市の方向性を明記した。

・ 資料９では、ふるさと納税に係る和光市の収支と、和光市と同じように減

収になった自治体の事例を示した。

木田委員長 何か意見はあるか。

野川委員 追加資料の「資料３別紙」の内容について説明をしてほしい。

木田委員長 「資料３別紙」の内容については、提案した委員から説明をお願いします。

小倉委員 アンケート結果の問２に記載されているように、条例と規則の一本化につ

いては前回会議で全員異議なしということだったので、条例の案を作成した。
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中古賀委員 事業として細かい項目がいくつもあるより、大きい枠を作り、その中に何

があるかとした方がわかりやすいと思い、こういった形態にした。また、他

に庁内意見など、今の寄附事業にはないが希望が出ている事業についても、

事業の小項目に含めた。希望が出ている事業があるなら、それについても他

の小項目と同じように、大項目にまとめた方がいいと思っている。

野川委員 主旨はわかった。四次総振の項目と連動させた方がいいのではという意見

が出ているが、連動した案が今の時点で出ているわけではないのか。

事務局 今出ている事業案は四次総振に沿ったものではない。前回市のキャッチフ

レーズ「みんなでつくる快適環境都市わこう」、つまり四次総振に寄附事業を

紐づけて考えてはどうかという意見が出たので、資料４において、今の８つ

の事業と新たに案が出た事業について四次総振の基本施策にあてはまめた表

を作成した。ただし、必ずしもこのように分類してほしいというわけではな

い。

深井委員 「寄附者が寄附事業を指定しない場合は市長が寄附者に代わって事業を指

定する」としているが、実際、寄附事業を指定してくる寄附者は少ないので

はないか。その場合、特に要望がなかった寄附については、使い道は市の事

業に都合のいいように割り振られるのか。

事務局 「市長におまかせ」を選択した寄附については、現在８つの寄附事業にバ

ランスよく割り振っている。８つの事業についてはどれも市民を含めた検討

委員会で検討し、パブリックコメントを経て市民の方から「必要である」と

された事業であり、条例として議会の承認も得たものなので、事務局の方で

偏りなく配分するように努めている。

深井委員 昨年文化団体連合会で戦争に関する冊子を作った。その事業に寄附を使い

たかったが、冊子を作った時点では寄附の存在を知らなかったので使うこと

ができなかった。寄附はどういった手順で使うことができるのか教えてほし

い。

事務局 市民団体などの申請によって寄附が使えるというわけではなく、また、昨

年の段階では返礼品の拡充前であったので寄附額自体も少なかった。

寄附金をどう活用していくかについては、寄附者の意向をできるだけ早く

施策に反映させるというのが第一に考えている。また、実施計画や市民要望

など考慮し、関係部署と調整の上、寄附を使う事業を決定している。その後

基金を取り崩し歳入に繰り入れる。予算化するにあたっては議会での審議の

後、議決を経て寄附を使うという流れになっている。

深井委員 文化団体連合会が人権文化課に補助金を申請するような感じか。

事務局 そのとおり。
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木田委員長 寄附を使うのであれば、事務局の説明にあったような手順を踏んでいかな

ければならない。目的があってもそこに当たる寄附事業がなければ使うこと

ができないから、その事業内容をこの検討委員会で図っていきたいと思って

いる。

具体的な例が今出たが、スポット的な事業を組み込むか、大きい枠組みに

するのかというのが論点になってくると思う。もともとの条例に午王山遺跡

のようなスポット的なものを入れた理由は、これは和光だというようなス

ポットを１つ入れようという理由からだった。また、その他のスポット的な

事業も取り入れると、切り口も多く事業が広がりすぎてしまうので、今の条

例のようなスポット的なものと大きい枠になっているものに分かれたような

内容になった。

今回の検討委員会では、各委員の考えた案を含めて、どういったテーマの

ものであれば市民の方々にまちづくりに関心を持ってそこに寄附してもらえ

るような事業にしていけるのか、協議できたらと考えている。

本橋委員 過去、午王山遺跡に関する目的寄附はどのくらいあったのか。

事務局 第１回資料８で示したとおり、平成２４年度から２７年度までの４年間で

７２件、１，００６，５００円である。

本橋委員 ８つの事業の中で１番寄附の割合が高いのは何か。

事務局 子育て支援に関する事業で、約２７％である。

本橋委員 私が調べた中ではどこの自治体も同じ状況で、特定の事業が突出している

ことはなく、どの事業も同じくらいの割合になっているところが多い。資料

９で他自治体の事例を示してあるが、他の自治体と同じように和光市はこれ

というものに乏しく、事業は二の次で選ばれる理由のメインは返礼品という

状況だ。

個人的には、小倉委員や中古賀委員が提出した案も素晴らしいと思うが、

寄附の対象事業としては、総合振興計画にある４つの項目に「市長におまか

せ」を加えた程度が望ましいと考える。要するに、入り口や懐を深くし寄附

しやすい状況にしておくことだ。それ以上に重要なことは、和光市のシティ

セールスに力を入れることだ。寄附していただける環境を作らないと寄附は

集まるものではないと考える。したがって、寄附者にしてみれば「この街に

寄付してみたい」と思えるような、そんな魅力ある和光市を大きくＰＲする

方が大事ではないかと考える。

深井委員 今寄附者の多くは市外の人で、市内に住んでいて「市が良くなるように使

ってほしい」という寄附者は少ないだろう。市内の人が和光市に寄附をすれ

ば寄附金控除があってもマイナスになる分は少なくなるのではないかと思う

が、今のままでは寄附金控除ばかりが増えて財政的にマイナスが多い。マイ
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ナスを減らすために、魅力ある形で和光市を見直してもらい、寄附してもら

えるようにしなくてはいけない。

木田委員長 寄附者の市内、市外の内訳はどうなっているのか。

事務局 まちづくり寄附の制度が始まってから４年間では、まちづくり寄附条例に

基づく寄附のうち市内からの寄附は９１件、寄附額は６，５５９，３３６円。

市外からの寄附は６２４件、寄附額は１１，７１０，３９１円であった。ま

ちづくり寄附の制度が始まる前からは、寄附金規則に基づく寄附としての寄

附があった。そのうち市内からの寄附が１８件、寄附額は１０，３９３，２

８６円。市外からの寄附は１７件、寄附額は５，４５１，１７５円であった。

深井委員 市内からの寄附が結構多い。

事務局 高額寄附者がいたため、金額の多い年があった。

深井委員 そういう人が今後も増えてくれればよいが。

野川委員 四次総振の形に合わせるように寄附の間口を広げておく方が寄附を受け入

れやすいと思うが、そうした場合実際何に使うのかについては要綱等でどこ

まで書いておく必要があるだろうか。間口を広げてしまうと、何の事業にも

使えるようになってしまう。要綱には細かい事業を載せておき、表向きとし

ては条例でインパクトのある四次総振に基づく事業を提示するといった形は

可能だろうか。

事務局 条例等での記載の方法は自治体によって様々で、石川委員から出た例と同

じように、条例で大きな枠を決めておき、規則で小さく事業を示す自治体も

ある。

石川委員 資料３の５ページに私の意見が載っている。寄附事業のレベルが今はまち

まちなので、それは統一した方がいい。事業の内容については、先ほど本橋

委員が言ったとおり、基本的にはすべての事業を網羅している四次総振に基

づいた４本の柱でよいと思う。５本目の柱に「その他市長の定める事業」を

含めれば、寄附者の意図は網羅できると考えている。その中でも、「ぜひス

ポットに使ってほしい」とする寄附については、スポットに指定できるよう

にするとよいのではないか。やり方としては条例で一本化する自治体もある

が、施行規則を作って「ここにピンポイントの事業も指定できる、指定しな

いこともできる」としておけば寄附者の意思も通るし、受け入れ側も広く受

け止められ、しかも全体を網羅できる。よって、５本の柱に事業をまとめ、

スポットについては規則で細かく指定していけばよいという主旨の回答をし

た。

木田委員長 アンケートでそれぞれが回答した内容について、順番に説明や意見をお願

いしたい。
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星谷委員 午王山遺跡に関する事業については、和光市内に他に遺跡もあるので午王

山遺跡に特定しなくてもいいのではと考えた。遺跡や文化的なものを総合的

に示せる事業があればいいと思う。四次総振の中の文化に関する事業で深め

ていく方向がいいのではないかと思う。

中古賀委員 確かに四次総振と「その他市長の認める事業」ですべて網羅できる。私は

子育て世代なので、特に子育て支援にスポットを定め、わかりやすくしたも

のを入れてもらえるといいと考えている。

本橋委員 中古賀委員の意見はわかる。石川委員の言うように、ピンポイントで「こ

の事業に」とできるような仕組みがあれば、あとはその枠組みだけ考えてい

けばいいのではと思う。

峯岸委員 資料９を見ると、平成２７年度から寄附が爆発的に増えているが、寄附金

は８つの事業に平等に割り振られ、調和が取れている。また、８つの事業は

四次総振の内容にも合っている。あえて現在慣れ親しんだ８つの分類を崩す

必要はないのではないか。

小倉委員 今の寄附条例において「市長におまかせ」を選んだ場合、使い道は８つの

事業の中でしか選べないのか。

事務局 そのとおり。

小倉委員 寄附条例第３条第２項の「寄附者に代わって寄附事業を指定する」という

言葉を換えればいいのではないか。つまり、「市長が認める事業」の中に「市

長におまかせ」の意味を含めればいいのではないか。

理由は、「市長におまかせ」を柱の中に入れた他市事例をみると、それを選

ぶ寄附者が多いという結果になっている。せっかく事業をアピールして寄附

者の意向を大切にしようという主旨の条例なので、柱立てにはせずに、第３

条第２項の文言を変えることでよいと思う。

また、中古賀委員の出した事業案は、大項目・小項目に分かれていてわか

りやすいので私は賛成だ。四次総振の基本目標に沿って項目立てをすること

は当たり障りがなくていいのだが、逆に言うと全国の総合振興計画というも

のは似ているので、和光市の特徴が出てこない。具体的な事業を示した方が、

寄附者も「ここに寄附しよう」と思うのではないか。

野川委員 中古賀委員の事業の分類はわかりやすいと思う。大項目に四次総振を基に

した柱があり、施行規則などで小項目の事業が明記されていて、大項目にも

小項目にも寄附ができるような作りだと、ピンポイントの事業に寄附をした

い人にとっても、なんとなく和光市に魅力を感じて寄附してくれる人にとっ

ても、寄附しやすい形となるのではないだろうか。

また、社会福祉協議会の立場から、地区社会福祉協議会設立の財源として

の事業を小項目に入れることを提案したい。この事業は、四次総振の基本目
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標の３つ目「健やかに暮らしみんなで支え合うまち」のすべてにあてはまる

取組だと言える。

深井委員 午王山遺跡については、保存会に寄附を使う意思や予定があるかどうか確

認してみてはどうか。そこで保存会が寄附を使う予定がないとなったときに

は、午王山遺跡の事業を指定していた寄附者の要望に応えることができない

わけだが、その場合寄附はどうするのか教えてほしい。保存会で寄附を有効

に使う構想がないのなら、寄附はその年度使われないままとなると思うが、

その後どうなるのか。積み立てていくということはできるのか。

事務局 寄附はすべて基金に積み立てて用途別に管理しているので、使い道が決ま

った時点で予算に計上し、事業に使用することとなる。年度ごとで管理して

いるのではない。

深井委員 寄附があることは、保存会には伝えているのか。

事務局 保存会には伝えていない。

深井委員 午王山遺跡の保存会が寄附の存在を知らない状況では、寄附が使われるこ

ともないのではないか。

事務局 午王山遺跡や保存会を管轄している生涯学習課には、寄附について話は通

している。今回の検討委員会で午王山遺跡の事業について審議することも話

してある。

木田委員長 事業案として、今ある８項目、四次総振の基本項目、そして中古賀委員の

案が出ている。まちづくり寄附は、「こういうまちづくりをしてほしい」とい

う思いで寄附をしてもらうのが本来の形である。ただ、返礼品目的の寄附や、

目的のない寄附が多いのが現実だ。８項目を見直すのであれば、大項目のみ

ではなく、大項目の中に中項目か小項目で具体的な事業を含んでいるという

ことを示しておかないと、どんな事業にもあてはまるように見えてしまう。

寄附してくれる人にとっては、もう少し「何に寄附が使われるか」というこ

とが見えるとよいのではないか。そうすると中古賀委員の案にあるような構

成がいいのではないかと思う。

条例の作り方において、大項目については条例で定め、小項目を規則か何

かで定めるということは可能なのか。

事務局 そのような形式を取っている自治体はある。

木田委員長 石川委員もそういったことを考えているのか。

石川委員 そのとおり。

木田委員長 では、このようなまとめ方でよろしいか。

小倉委員 規則に載せる場合、規則の形式はどういったものになるのか。



8

石川委員 規則のレベルで定めれば、形式は何でも同じになる。条例を受けて規則が

あるという形にすればよい。

条例の作り方はいくつかある。条例の中で「大項目と中項目は別表で定め

る」と示しておくと、そこまで条例の規制がかかることになる。そして、さ

らに詳しい小項目については規則において定めることにすれば、ピンポイン

トでの希望にも大まかな希望にも、市長におまかせするような寄附にも対応

できる。大項目には四次総振の４つの柱と市長の認める事業を加えた５項目、

その中に中項目を入れて別表にし、さらに詳細な内容については規則に定め

ようにすれば、かなり寄附者の意思が通るのではないだろうか。

木田委員長 こういった形式にするのでいかがだろうか。

全委員 （異議なし）

木田委員長 別表は、条例に定めるものであるから議会で伺うことになる。規則はある

程度市長の裁量で決められるから、寄附者の意思を尊重するという意味では、

市民の意見を反映した議会で審議してもらい別表で定めるのがいいのではと

思う。

事務局 石川委員の意見は、大項目を条文で述べ、詳細については別表に定めると

いうことか、それとも事業については本文には載せず別表に定めるというこ

とか。

石川委員 どちらでも構わない。「概ね次のとおりとする」と条例で定め、詳しくは規

則で定めるとする形でもよいが、市長の裁量で決めることができる規則で定

められた事業ではなく、議会を通した条例で定められた事業がよいという寄

附者がいたときのために、ある程度の項目は条例の方に入れておいた方がい

いのではないかと思う。

木田委員長 条例にまったく定めないのでは条例の目的がなくなってしまうので、項目

はいくつか条例に規定しておくべきだと思う。その上で、細かな内容につい

ては項立てして別表や規則で定めればいいと思うが、何か意見があるか。小

倉委員はどう思うか。

小倉委員 中項目までは条文で述べたい。

木田委員長 それでは、今ある８つの事業から、大項目となるものを挙げてもらいたい。

石川委員 今ここで全部挙げるのは難しい。資料６を参考に、各自考えてきてはどう

か。四次総振の大項目がすでにあるので、その例示として小項目の案を作っ

て、そこから検討していく方がいいと思う。

四次総振の基本目標の４本柱に加えて、これに入っていない事業について

は、５本目の柱として「四次総振の『構想の推進に当たって』に書かれてい

る事業の推進のために市長が必要と認める事業」という表現にしてはどうか。

そして５本柱の詳細について例示してもらえれば、どういった事業がどこに
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入るのかがわかる。そしてそこからも選べるんだという主旨を条文にも書い

てもらえればと思う。

木田委員長 大項目は四次総振の基本目標の４本に、市長の認める事業の１本を加えた

合計５本とし、別表に入れるものについては委員の皆様に提案いただくとい

うことでよろしいか。

石川委員 四次総振の基本目標の中に入っている事業はすでにあって、その枠組みは

変えられない。今寄附条例に載っている事業や新しく提案された事業につい

ては資料４で四次総振にあてはめられているので、それに基づいて検討して

いきたい。あとは、「市民協働に関する事業」と「シティプロモーションに関

する事業」をどこにあてはめるか。

事務局 四次総振の基本目標にはあてはまるところがないが、「市民協働に関する事

業」については「構想の推進に当たって」という部分にあてはまる。「シティ

プロモーションに関する事業」だけは四次総振にはあてはまるところがない。

石川委員 それなら、「シティプロモーションに関する事業」は「市の目指すべき姿の

ために上記以外に必要な事業」というようすれば、全部がうまく収まるので

はないか。

木田委員長 「その他市長が認めた事業」は入れないということか。

石川委員 そうではなく、５本目の柱に実質上入っている。表現の仕方の問題なので、

そこは検討していきたい。

木田委員長 石川委員の提案するまとめ方でよろしいか。

全委員 （異議なし）

木田委員長 では、中項目の追加についてはこの中から検討してもらって、事務局でま

とめてたたき台を作って欲しい。それを委員に郵送し、それぞれの意見を聞

いて欲しい。

事務局 事務局では、３回目の会議の後、パブリックコメントを行いたいと考えて

いる。今日ご提案いただいた内容について、条例に落とし込んで案を作るの

で、委員の皆様にはそれを基に検討していただきたい。案については次回会

議までに今回の会議録と同時に郵送する。委員の皆様から意見をいただいた

後、それを反映させたものを第３回会議の資料としたい。第３回会議におい

てそれを基に検討して確定していただき、それを基に１１月にパブリックコ

メントに進めたい。

会議の間に委員の皆様には検討していただくことが多くなるかと思うが、

ご協力をお願いしたい。

木田委員長 この件についてはこれでよろしいか。

野川委員 資料２に挙げられている論点２については、今回で協議できたのだろうか。

魅力ある事業のアピールについて、条例の制定と同時に発信していくのか、
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それともこれは簡単な問題ではないので、また別の議論の場があるのだろう

か。

星谷委員 論点２については、今後小項目を考えていく中である程度結論が出るので

はないだろうか。

本橋委員 資料９に例示された３つの自治体以外にも、他の自治体でも同じようなこ

とが起きていて、同じことが和光市にも起こりかねない。その中で和光市は

どうしていくのかということを考えなくてはならない。私は、シティセール

スが大事だと考えている。シティセールスとは、特産品や返礼品によるもの

もあるが、市の魅力をどうＰＲするのかが最も大事である。和光市に状況が

似ている自治体が他にあれば、参考に考えていきたいと思う。

深井委員 特産がない都市近郊では特に難しそうだ。

本橋委員 和光市の返礼品を見ると、今の内容では少し厳しい。今の状況を市内の他

の団体と共有して、協力していかないと改善するのは厳しいだろう。可能性

があるところにはどんどん当たっていくべきだと思う。返礼品に関しては、

役所全体で考えるべきで、我々だけでは難しい。全庁的に取り組んではどう

か。

木田委員長 和光市の制度では条例によって「まちづくり」を基点に置いているから、

ノウハウを持ったところと協力をして返礼品の点でも「まちづくり」や「ま

ちおこし」を目指してみてはどうだろうか。

本橋委員 今のふるさと納税の制度の中で、市町村は何をやるかを問われている。

木田委員長 今後の課題として、市にはまた別途考えていってほしい。

事務局 承知した。

木田委員長 他には何か意見はあるか。

全委員 （意見なし）

木田委員長 ここまでの話で、事業案に関して事務局から何か補足はあるか。

事務局 意見を踏まえて条例案を具体的に作り、委員の皆様に提示する。

木田委員長 他に何か協議することはあるか。

深井委員 広く「寄附をしてほしい」と呼びかけることはしないのか。

事務局 今は市ホームページでアピールをしているところだ。今後は、市外宛の郵

便物に使う封筒の裏面にも広告をＱＲコード付きで載せることを検討してい

る。できれば市外の人を中心にＰＲしていきたいと考えている。

本橋委員 市の職員の名刺でアピールしてみてはどうだろうか。

事務局 市の職員は、名刺は個人で作っているので難しい。

本橋委員 商工会の鍋合戦のＰＲのように、市外の人へ配る機会の多い名刺に該当ペ

ージへのＱＲコードを載せるという工夫ができるのではないか。



11

深井委員 市外の人に寄付してもらえるようＰＲするのと同時に、市内の人からも寄

附をしてもらいたいところだ。

本橋委員 和光市はこんな町だ、と対外的にわかりやすく説明することができるよう

に、それを皆が言えるようになるといい。条例の中でそれがある程度表現で

きれば、シティセールスにもつながると思う。

深井委員 熊野神社の祭など、我々市民が意外だと思うようなところが、工夫次第で

活性化し市外の人の興味を引いたりすることもある。

本橋委員 和光市にはまだまだ魅力のある場所はたくさんあるから、どうプロデュー

スするか、プロの力を借りるなどして積極的に取り組んでいけばよいと思う。

工夫をしていかなければふるさと納税の制度の中で生き残っていけない。

星谷委員 和光市に関係する色々な歌もＰＲに使えればいいのではないか。

深井委員 市民文化センターもＰＲ活動をして黒字に転じたと聞いた。発想の転換、

ＰＲという努力は必要だと思う。

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 条例案については案を事務局から送るので、各自検討してもらいたい。第

３回会議ではある程度まとめたものを提示するので、パブリックコメントに

向けてまとめるために委員の皆様の意見を聞きたい。

（４）その他

事務局 ●説明

○次回会議について

・ 次回は９月２６日（月）午後２時から、４０３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。

閉会


