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和光市まちづくり寄附条例改正検討委員会第１回会議 会議要旨

開 催 日 平成２８年６月６日（月） １４時００分～１５時４５分

開催場所 和光市役所３階 庁議室

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 安井部長、田中次長、横山主幹、山根主査

次 第

１ 委員委嘱

２ 挨拶

３ 議題

（１）和光市まちづくり寄附条例改正検討委員会委員長選出

（２）検討委員会のスケジュールについて

（３）寄附事業についての検討

（４）その他

傍 聴 者 ０名

開会

１ 委員委嘱

市長より各委員に委嘱状を交付した。

２ 挨拶

市長 和光市のまちづくり寄附については、件数、寄附額ともに平成２７年度は

大幅に増加している。一方で、和光市民から市外への寄附をすることで、住

民税の寄附控除額が大幅に増加しており、当市の財政にも今後大きな影響を

及ぼすことになると考えている。

また、まちづくり寄附条例については、条例制定時には返礼品の贈呈がな

かったので、制定当時と状況が大幅に変わってきているが、世の中の状況と

しては、寄附の中で地域を変えていこうという機運が高まってきているので

は、というようにも思っている。特に今注目されているのは、クラウドファ

ンディング、つまりお金をある目的のために集め、新たな事業をやっていこ

うということであり、当市としてもできるのではないかと考えているところ

である。

とにかく寄附をしやすい、寄附をしたいと思う魅力ある事業、さらにはフ

レキシブルな体制を整えることが、今の時代に合うのではと思われる。ぜひ

委員の皆様には現状を踏まえて、皆様の職責の中での経験、日常生活上の経

験、生活者としての思い等様々なことを忌憚なく出し合っていただき、より

魅力的な条例にできればと思う。ご協力をよろしくお願い申し上げます。

３ 議題

事務局 ●説明
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○配布資料の確認

・ 資料１～１２とスケジュール表、委員名簿は事前に送付している。

・ 資料１３～１５と午王山遺跡の資料は本日配布した。

○会議の公開について

・ 市民参加条例第１２条第４項に基づき、公開とし、傍聴席を設けている。

・ 会議録は同条第６項の規定により公開する。会議録は発言者の氏名とその

発言の要点を記載する要点記録の形式とする。

・ 会議録の作成にあたっては、委員の皆様に郵送又はメールで事務局が作成

した原稿を送付し、確認後、修正等があれば事務局へ連絡をいただき校正

したい。会議の録音については、会議録作成のために行い、会議録作成後

に消去する。

（１）和光市まちづくり寄附条例改正検討委員会委員長選出

各委員、事務局が自己紹介を行った。

委員会設置要綱第３条第２項に基づき、委員長に木田委員が選出された。

副委員長には委員長の指名により本橋委員が選出された。

（２）検討委員会のスケジュールについて

事務局 資料「検討委員会スケジュール」に基づき会議の流れを説明。

・ 第１回は、まちづくり寄附の現状等と審議いただきたい内容について事務

局から説明し、審議に入っていただきたい。

・ 第２回以降も引き続き、委員間で意見交換を行いながら審議していただき

たい。

・ 会議は最大５回を予定。第３回と第４回の間にパブリックコメントを実施

予定である。

・ 会議の議論を踏まえ、条例の改正案を来年３月の定例市議会に上程する。

・ 会議の開催時間は今後も本日と同じ午後２時からとしてよろしいか。

全委員 問題なし。

事務局 次回以降も午後２時からとする。開催通知は事前に郵送するので確認して

いただきたい。

（３）寄附事業についての検討

事務局

●説明

○寄附の現状等について、資料５「和光市の寄附の現状について」を中心に

説明。

・ 和光市のふるさと納税としては、まちづくり寄附条例に基づくもの、寄附

金規則に基づくものの２つの制度がある。受入方法として、民間のふるさ

と納税専門サイトの利用をしており、返礼品を拡充し、クレジット決済も

平成２７年９月から始めたため、寄附件数、寄附金額ともに平成２７年

度は大幅に増えている。

・ まちづくり寄附条例が制定されて５年が経つが、一方で規則に基づく一般

寄附の件数は減少している。
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・ 市民税の寄附金控除により多額の税収が減少しており、行政サービスに影

響を及ぼすことも懸念される。

・ 返礼品だけで寄附者を引き付けることはできない。「魅力的な事業を行う

ことにより、人々が応援したくなる」ことを意識する必要がある。よって、

寄附の使い道について人々の共感を得られるような事業につなげていくこ

とも大切であると考える。

○当委員会で審議いただきたい内容について、資料７「主にご検討いただく

内容について」を中心に説明。

・寄附金を財源として活用する寄附事業について、現在の８つの事業のうち、

受け入れ件数の少ない事業の見直しや周知方法など、庁内意見も参考にご

検討いただきたい。

・ 現在の８つの事業の他に、柔軟性を持って取り組めるように「その他市長

が必要と認める事業」を盛り込むべきかご検討いただきたい。

・条例に基づく寄附制度と規則に基づく寄附制度の一本化をするかどうかご

検討いただきたい。

●意見交換（質疑応答）

木田委員長 事務局の説明について質問はありますか。

星谷委員 資料を見て感じたのは、ふるさと納税は和光市ではやればやるほど赤字と

いう状況ということ。これから赤字を減らしていけないかと思う。

深井委員 和光市だけではなく、全国的に赤字になっている自治体は多い。和光市に

限らず、他の自治体でも対応策の検討はしているのだろうか。返礼品のこと

だけでなく、寄附金を集めて、どのようにまちを発展させていこうかと悩ん

でいるところもあるのではないか。

峯岸委員 今はふるさと納税制度自体がいろいろな問題をはらんでいる。ただ、それ

が国の法律として定められているので、その中で対応を考えていかなければ

ならない。特に和光市に関して言えば、今は市外に住んでいて和光市を応援

したい人より、現在和光市に住んでいて、昔住んでいた場所にふるさととし

て応援をしたいと考える人が多いように思う。そこで持ち出されるお金につ

いて対策を考えることが主要となると思う。

中古賀委員 和光市は地方から和光市へ来たという住民が多い。確かに今和光市にもお

世話になっているが、自分のふるさとがあって、そこに寄附したいという人

が多い土地柄なのではないか。

本橋委員 全国寄附額上位の平戸市などは、返礼品が素晴らしいから寄附が集中して

いる。返礼品という点では、和光市は今は厳しい状況である。和光市の人が

市外に寄附した、その寄附先の自治体は事務局は把握しているのか。

事務局 確定申告の寄附金控除の資料としては提出していただいているが、事務局

としては把握していない。
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本橋委員 寄附した自治体がどういうところなのかを見れば、どういった理由から寄

附をしているのか傾向が見えてきて、そのジレンマをどう打開していくかと

いうことになってくる。市外から来た市民がかつて住んでいた場所を応援し

たい気持ちがあるのと同じように、市外の人から「応援してあげたいまち」

と思わせるものを掲げることができるのだろうか。市役所として何か取り組

みはしているか。

事務局 シティプロモーション事業によって、和光市の魅力を伝え、「住んでみたい

まち」として発信していこうということは考えている。

本橋委員 和光市に人の目を向けさせることがポイントになってくる。何か新たに魅

力を作らないと、和光市はふるさと納税をやればやる程赤字になるのではな

いか。

深井委員 寄附金控除は昔はなかったと思うが。控除の影響というのは大きい。

木田委員長 今は返礼品と寄附金控除の二重になっているから余計に厳しい。

小倉委員 和光市は返礼品を贈る対象者は、例えば市外の人に限るなど、限定してい

るのか。

事務局 市外市内、平等に返礼品はお贈りしている。

深井委員 和光市の特産品は何か返礼品になっているのか。

木田委員長 鍋グランプリ金賞の牛すじシチューがある。

本橋委員 鍋グランプリの経済効果は、和光市より出品した地方にあると思われる。

「グランプリ受賞」と謳ってアピールして集客している地域もある。

星谷委員 都市部ではグランプリ受賞でも印象は弱いと思う。

本橋委員 実のところ、牛すじシチューについては地場野菜が入っていることがポイ

ントなのだが、その印象が弱い。

木田委員長 市民が和光市の地域のものなどに対して冷めている感じがする。

本橋委員 それでも魅力発信していかなければならない。

木田委員長 他に何か意見はありますか。

石川委員 和光市民が税金の寄附金控除をするということは止めようがないと思う。

大事なのは和光市に寄附したいと思わせるにはどうしたらいいのかというこ

とだ。魅力ある事業をどう発信していくか。また、返礼品であれば、そこで

しか手に入らないものを用意すること。金額ではない。和光市にしかないも

の、そこに来なければ手に入れることができないようなもの。こういったも

のは大変な人気があるので、市の名前が出るし、実利も増える。できれば和

光市が生産に関わったもので、それ自体がふるさとを活性化してくれるもの

だとなお良い。より魅力的なものを発信するにはどうしたらいいかというこ

とを考えていくのがいいと思う。

本橋委員 事業の区分は直せるのか。

木田委員長 これからそれも含めて検討していく。
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本橋委員 例えば午王山に来ていただくにはどうしたらいいのか、どう魅力を発信し

ていくかは、和光の魅力を全国規模のナショナルブランドにできるかどうか

という話になってくる。一般の調査では和光市の魅力についていろいろなも

のがあがっている。それらの魅力を発信する事業が必要だ。和光市は東京都

に近いから、都内から人を引き出したい。そのために、一般の調査結果など

をきっかけにして、和光市の魅力を発信し事業に生かしていきたい。

木田委員長 事業は８項目あるが、これは前回の条例制定の委員会で、対象をあまり限

定させては寄附が来ないのではないかということで、広い視点の事業を設定

したという経緯がある。ただ、午王山については、条例制定当時遺跡公園に

するという話があって限定させたのだが、現状は変わってきている。こうい

ったことを踏まえて、事業について、できれば寄附者が目的を指定しやすい

ように、魅力あるスポットに近いものにしていければと思う。この点につい

ても協議したい。

深井委員 「文化振興に関する事業」に寄附された寄附金の使い道は何か。

事務局 コミュニティセンターの和光市の文化人を紹介するコーナーに人感セン

サーを取り付け、市民の方が気軽に見ることができるようにした。

小倉委員 私も寄附をしてみようと、市ホームページを見たが、大変わかりにくかっ

た。ふるさと納税も一般の寄附も、寄附をしようとしたときにそれがどう使

われるかすぐにわからないので、それをわかるようにした方がいい。例えば

埼玉県のように基金を作り、使用用途や管轄する部署を明確にすることは、

寄附をした人からすれば安心材料となる。埼玉県の基金のように複数の事業

をまとめていって、そこからさらに足りないものを考えていってもいいので

はないか。

中古賀委員 今の区分では、寄附事業の詳細がわかりにくい。寄附事業は大きな枠組み

にした方が、今まで寄附を使えなかった事業にも活用されやすいのではない

かと思う。大きな枠組みになるよう、事業の名前を変えるのもいいのではな

いか。庁内から寄附事業の提案も出ているが、新たにその事業を作るという

よりは、まとめられるものは大きくまとめていってもよいのではないか。

深井委員 まとめるものはまとめるということと、違う分野で新たなものを出してい

くということの両方で考えていくべきだ。

木田委員長 確かに、午王山遺跡に関する事業は、文化振興にまとめることができる。

現在の８つの事業は、条例制定時の事情が反映されているが、今回見直して

いく上で、少し大きく広がった内容を考えていき、そこからまとめていくの

がよいかと思う。
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石川委員 「何でもいいから和光のために使ってください」という一般寄附と、使用

目的をはっきり特定する指定寄附の２本立てというのは必要である。また、

一方で、寄附の使い道の広さを寄附者に指定してもらうという考えもいいの

ではないか。使い道の範囲を指定してもらうという形もいいのではないか。

木田委員長 目的を指定した寄附は、使うにあたって議会の承認が必要で、そこから予

算に組み込むので使われるまでに時間がかかる。だが、気軽に自分の希望す

る事業を指定して寄附できるという点では、この制度は必要であると思う。

深井委員 税収のことについてはどうするのか。なかなか難しい問題だ。

小倉委員 まちづくり寄附条例を担当しているのは総務課か。新たに作る制度につい

ても総務課の管轄か。

事務局 新たな制度というよりは、今ある条例を改正していきたいと考えている。

木田委員長 今のふるさと納税は返礼品合戦のようになってしまっている。マスコミで

もそういった点については指摘されているので、全国的に見直しがあるのか

もしれない。

深井委員 同感だ。

星谷委員 マスコミではお得感だけが強調されている。

野川委員 そのお得なもので全国区のものを発信できればというのが１つの考えだ。

また、寄附をできれば全国の方から和光市に落としていただきたいというこ

とで考えると、この８つの事業が和光市だけで還元されるものではなくて、

「全国にも貢献する和光市の使い方」というような見せ方ができると、和光

市以外の人にも寄附をもらえるのではないかと思う。

深井委員 寄附を使って、将来和光市の収益上げるようなことにつなげていきたい。

寄附を使って特産品を作るとか、寄附が循環するようにしていければと思う。

本橋委員 例えばホームページ等で目標を掲げて寄附を募ってはどうか。その目標を

明確にして、経過などもわかるようにしてはどうか。

小倉委員 クラウドファンディングのように、目標や現状をはっきり見えるようにし

た方がいい。寄附者の知りたいところは寄附がどう使われているかというこ

とで、そこからまた次の寄附につながることもあるのではないか。迅速な情

報公開はしてほしいと思う。

本橋委員 返礼品の提携先で、友好都市というとどこか。

事務局 十日町市のみ。返礼品一覧は資料６にある。

木田委員長 東京都の人の目を和光市に向けたいという話があったが、寄附者に和光市

に来てもらえれば、間接的に和光市の税収にもつながる。ただ単にお金と物

のやり取りではなく、和光市の活性化ができるといいと思う。
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本橋委員 和光市は都市型とはいえ、都心にないものもある。交通の便もいいのでそ

ういった都心にないものを充実させて、都内の人に来てもらいたい。それに

は、都心に向けての魅力の発信の仕方などの工夫が必要ではないだろうか。

今ある事業で人が来ないのだから、新たな試みを取り入れる工夫が必要では

ないだろうか。

木田委員長 色々な意見が出ましたが、どうか。

本橋委員 今後の方向性はかなり見えてきたのではないかと思う。

木田委員長 今日の話で、事業の話など出てきたので良いと思う。

条例と規則の２本立てについてはどうか。条例と規則というのは離れたも

のだから、できれば一本化した方がいいのではないか。

本橋委員 条例や規則については、専門家ではないので判断は難しい。行政に判断し

てもらった方がいいと思う。

峯岸委員 ２本立ての意味がないのであれば、一本化してもいいと思う。

木田委員長 一般寄附の意味合いであれば、規則は必要なかったのでは。

事務局 規則はまちづくり条例ができる前に作ったものである。条例でいただいた

寄附については基金をつくっていて、金額など管理している。規則の寄附に

ついては、一般の税収と同じように収入に入っていくので、寄附者には寄附

金がどのように使われたかはわかりづらい。条例の方では寄附がどの事業に

使われるかということを明確にできる。規則の一般寄附に代わるものとして、

事務局としては条例の方に「その他市長の認める事業」の追加を提案したい。

木田委員長 条例制定時には、条例は目的を持って寄附をする人の意思を受けとめるも

のであって、目的がない寄附については条例になじまないのではないかとい

うことで条例からは除外し、規則を残した経緯がある。

事務局 どういった事業に使っても構わない方については、条例で市長が寄附者に

代わって事業を指定するという項目があるので、今のところ条文上「なじま

ない」という問題はクリアできているのではないかと思う。

石川委員 その内容であれば、統一しても良さそうだ。ただ、書き方は検討した方が

いいと思う。いずれにせよ、基金として扱うわけか。

事務局 まちづくり寄附の基金については、資料２の条例第４条に書かれている。

この基金に入った寄附は、事業別に管理する。

石川委員 規則でいただいた一般寄附は一般財源に入るが、条例でいただいた寄附は

一旦基金に入り、そこから取り崩して事業に活用する。つまり、事業を指定

しない寄附については、一般寄附として受け取れば今まで基金の取り崩しを

しなくてよかったが、これを一本化すると基金の取り崩しに係る事務が発生

することになる。それにより寄附を使いにくくなるということはないか。

事務的には使いにくくなるのはどうなのか。
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木田委員長 一般寄附の方が使い勝手はいいが、寄附の使い道がはっきりしなくなって

しまう。運用しやすいのは規則の寄附だと思うが、市としてはどう思うか。

事務局 市としては、目的があって寄附をしていただいて事業を指定された方が、

それに沿った事業を考えられるので使いやすいかと思う。目的によって制約

は出るが、厳密な使い方ができ、まちづくり寄附条例の主旨に合うと思う。

木田委員長 それでは一本化する方向で協議するということで、よいかと思う。

全委員 異議なし。

木田委員長 ひととおり意見が出たので、これを事務局で取りまとめ、第２回の討議に

つなげたいと思うが、よろしいか。

峯岸委員 事業については、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」があるので、その要素に紐づけて事業を理解しやすくしてみるといい

のではないか。

木田委員長 事務局は次回までにキャッチフレーズを作った経過や内容をまとめておい

て欲しい。

事務局 了解した。

（４）その他

事務局 ●説明

○次回会議について

・ 次回は７月２５日（月）午後２時から、第２委員会室で開催する。

・ 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６

月２０日（月）までに事務局へ連絡をお願いしたい。期日までに連絡がな

い場合は承認いただいたものとして、会議録の作成を進める。

・ 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。

木田委員長 他に何かありますか。

本橋委員 今日の論点を事務局はまとめて、次回項目別に精査できるようにして欲し

い。

閉会


