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第２回

【資料３】

和光市まちづくり寄附条例改正検討委員会アンケート

【問１】 条例に基づく寄附制度と規則に基づく寄附制度を一本化し、別紙「和光市まち

づくり寄附条例改正案（事務局提案）」として作成しました。この案について、修

正が必要であると思いますか。

（※事務局提案では、8つの寄附事業については現状のまま記載しています。

８つの寄附事業それぞれの見直しについては、問３以降でお答えいただきます。）

１ 事務局提案条例を修正した方がよい ３名

２ 事務局提案条例のとおりでよい ６名

【問２】 ※ この問いは【問１】で１を選んだ方のみお答えください。

事務局提案条例案に対するご意見（修正内容及び理由）をご記入ください。

【問３】 寄附金を財源として活用する８つの寄附事業について、見直しが必要であると

思いますか。

１ 見直しが必要である ６名

２ 見直しは必要ない（現在の寄附事業のままでよい） ３名

集計結果

修正内容

及び理由

規則を条例に取り込み、一本化することには異議ありません。

第３条の規定は、もともとは、寄附事業を指定しなくてもよ

い（「指定することができる」）、指定してもよいという規定で

す。したがって、第２項で「指定しなかったときは市長が指

定する」というつくりです。そうすると、（案）第２条第９号

と第３条第２項との関係（齟齬）も問題になります。おそら

く、今回の論点はこのへんだと思います。 【石川委員】

第１回会議で寄附事業を見直すことで委員の意見は一致し

た。 【小倉委員】

（９）その他市長が必要と認める事業とした場合、（１）～（８）

の事業に配分できないのではないか。 【木田委員】

事業成果として反映されなかったものは変更すべき

＊寄付者の視点から魅力ある事業を再考 【本橋委員】
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【問４】 ※ この問いは【問３】で１を選んだ方のみお答えください。

各寄附事業について、どのような見直しが必要だと思いますか。

（８つの寄附事業ごとに選択肢から１つ選び、それぞれ理由をご記入ください。

また、「５ その他」を選んだ場合は、（ ）内に見直す内容をご記入ください。）

（１）午王山遺跡及び周辺の環境の保全に関する事業

１ 廃止が望ましい ０名 ２ 他の事業と統合する ５名

３ 細分化する ０名 ４ 見直しは必要ない ０名

５ その他 ０名

（２）湧水や緑地の保全に関する事業

１ 廃止が望ましい ０名 ２ 他の事業と統合する ２名

３ 細分化する ０名 ４ 見直しは必要ない ３名

５ その他 ０名

（３）文化振興に関する事業

１ 廃止が望ましい ０名 ２ 他の事業と統合する ３名

３ 細分化する ０名 ４ 見直しは必要ない ２名

５ その他 ０名

（４）子育て支援に関する事業

１ 廃止が望ましい ０名 ２ 他の事業と統合する ３名

３ 細分化する ０名 ４ 見直しは必要ない ２名

５ その他 ０名

選んだ理由

『文化財保護に関する事業』に変更する。午王山に限らず他に

も重要な文化遺産はある。 【小倉委員】

本件のみ寄附対象が特定されており、やや違和感がある。【峯

岸委員】

大項目「遺産保全」に含める。 【中古賀委員】

「文化振興に関する事業」と統合した方がよいのではないか。

【星谷委員】

選んだ理由 大項目「未来につなぐ環境づくり」に含める。 【中古賀委員】

選んだ理由

大項目「教育・生涯学習の充実」に含める。 【中古賀委員】

「午王山遺跡及び周辺の環境の保全に関する事業」を入れてや

る方向がよいのではないか。 【星谷委員】

選んだ理由 大項目「子育て支援と教育」に含める。 【中古賀委員】
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（５）青少年健全育成に関する事業

１ 廃止が望ましい ０名 ２ 他の事業と統合する ３名

３ 細分化する ０名 ４ 見直しは必要ない ２名

５ その他 ０名

（６）防災に関する事業

１ 廃止が望ましい ０名 ２ 他の事業と統合する ３名

３ 細分化する ０名 ４ 見直しは必要ない ２名

５ その他 ０名

（７）自然エネルギーに関する事業

１ 廃止が望ましい ０名 ２ 他の事業と統合する ３名

３ 細分化する ０名 ４ 見直しは必要ない ２名

５ その他 ０名

（８）福祉に関する事業

１ 廃止が望ましい ０名 ２ 他の事業と統合する ２名

３ 細分化する ０名 ４ 見直しは必要ない ３名

５ その他 ０名

選んだ理由

（４）と（５）を一緒にし、『子育て、青少年育成事業』に変

更する。 【小倉委員】

大項目「子育て支援と教育」に含める。 【中古賀委員】

選んだ理由

『防犯・防災に関する事業』とする。安心、安全という面では

同列であるため。 【小倉委員】

大項目「安心・安全なまちづくり」に含める。 【中古賀委員】

選んだ理由

（２）と統合し、『みどりを守る事業』とする。自然エネルギ

ーの活用など地球温暖化防止に関すること、と事業内容を追加

する。 【小倉委員】

大項目「未来につなぐ環境づくり」に含める。 【中古賀委員】

選んだ理由 大項目「安心・安全なまちづくり」に含める。 【中古賀委員】
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【問５】 現在の８つの寄附事業に追加すべき事業等はありますか。追加すべき事業すべ

てに○を付けてください。（「７ その他」を選んだ場合は、表の中に事業内容等を

ご記入ください。）

１ 「その他市長が認める事業」など特定の事業を指定しないもの ３名

２ 「市民協働に関する事業」 ２名

３ 「シティプロモーションに関する事業」 １名

４ 「スポーツ推進に関する事業」 １名

５ 「図書館の充実に関する事業」 ２名

６ 追加すべき事業等はない １名

７ その他（事業内容等を次の表にご記入ください。） ３名

【小倉委員】

【野川委員】

事業名 『産官学民の協働推進に関する事業』

内容 産官学民の連携を強める。

理由
１ 市民参加や市民協働も和光の売りものの１つ。

２ 企業からの寄附を受け入れやすくする。

事業名 『地域福祉活動に関する事業』

内容 地区社協に対する補助金

理由

和光市は都心に近く、人口流動が大きいことから地域の連帯感

を醸成することに課題がある（第４次総合振興計画３７ペー

ジ）。第三次地域福祉計画・地域福祉活動計画に基づき進めら

れている地区社協設立は、この課題への対策となるものであ

る。

薄れた地域のつながりを再建することができれば、同じ課題を

持つ他の地域のモデルとなる可能性があり、和光市民以外にも

期待をもって寄付をいただける可能性があると考えるため。
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【備考】

現行条例の寄附の項目（事業の区分）は、レベルがまちまちなので、全面見直しが必要だ

と思います。例えば、福祉、自然保護・環境、文化・教育、まちづくり、防止・防犯…等、

こうした大分類の中で希望すれば、福祉の中の「子育て支援」に特に使ってほしい…など

の選択が可能にする工夫が必要だと思います。

仮に、条例に一本化しても、具体化するためには施行規則が必要になります。したがって、

新たな項目について、詳細な規定が可能となります。 【石川委員】

現行の寄附対象事業は極めて一般的な内容・表示であり、快適環境都市和光市の実現に向

けて、積極的に和光市内外の皆様に発信すべき事項があれば、寄附対象事業の新設・追加

はあり得る。

市民協働は和光市の町づくりに重要な要素であるが、寄附対象事業の全てに含まれている

と解釈。 【峯岸委員】

現行の８つの事業に問５の１～５の事業を加え、再編。大項目と小項目を作り、どちらを

選んでも寄附することができると良い。

大項目は「遺産保全」「未来につなぐ環境づくり」「教育・生涯学習の充実」「子育て支援

と教育」「安心・安全なまちづくり」「和光市ＰＲと市民活動推進」「市長におまかせ」の

７本。 ※詳細は別紙参照 【中古賀委員】

「和光ファンを増やす！」をベースに、和光の魅力をどう伝えるか？

＊従前の８つの寄付事業では結果が伴わなかったので、変更すべきと考えます。

＜提案例＞

(1) 「子育て環境№１」のまちづくりのために

(2) 「住みやすさ№１」のまちづくりのために

(3) 「世界に羽ばたく理研」産業振興のために

(4) 「発信します和光の魅力」事業のために

(5) 市長におまかせ

＜提案返礼品＞

・和光限定「仁科誉特別ラベル／ＢＡＡＭ特別ラベル」＊理研と交渉

ex)「自然の力・科学の力・人類の力 Made in WAKO 」

・市民まつり／鍋グランプリの特別席招待（商工会は OK）

・サンアゼリア特別席招待（理事長了解済） など

・「Power Spot 和光」のロゴ入りグッズ（商工会帰属） 【本橋委員】


