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   和光市健全財政に関する条例 

【解説】 

 条例名については、将来にわたり健全な財政運営を行っていくものであることから、「和

光市健全財政に関する条例」としています。 

 

前文 

 和光市では、総合振興計画に掲げた将来都市像を市民と共有し、実現に向けた協働に

よるまちづくりを進めています。 

 この将来都市像を実現するためには，将来を見据えた政策・施策を着実に進めていく

ことが重要であり、限られた財源の中で、財政の健全性を保ちながら、計画的かつ効率

的な財政運営を行っていく必要があります。 

 そこで、財政運営の基本的事項を定め、総合振興計画の着実な推進とともに、計画的

な財政運営の仕組みを確立し、将来世代に過度な負担を残すことのない安定した財政運

営を堅持していくため、この条例を策定しました。 

【解説】 

 和光市では、平成２３年度から第四次総合振興計画に掲げられた市の将来都市像「みん

なでつくる快適環境都市」の実現のため、市民との協働によるまちづくりに取り組んでい

ます。 

 財政の健全化は今や国家的な課題となっており、和光市でも、計画的で効率的な財政運

営によって、健全で持続可能な財政を確保していく必要があります。 

 前文では、本条例制定の背景と趣旨について認識の共有を図ります。 

    

 ※「総合振興計画」とは、和光市が目指す都市の将来像を掲げ、その実現に向けて、市 

  民と行政がともに目指す目標を基本目標として具体的に示し、さらに、その基本目標 

  を達成するための様々な取組を体系的に示すものです。 

 

第１章 総則 

【解説】 

 条例の総則として、目的、財政運営の指針、市長の責務を定めています。 

 

 （目的） 

第１条 この条例は、和光市（以下「市」という。）における財政運営に関する基本的事 

 項を定めることにより、健全な財政運営に資することを目的とする。 

【解説】 
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 本条例は、計画的で健全な財政運営を将来にわたって確保することを第一義的な目的と

して、財政運営の基本的な事項を定めています。 

 

（財政運営の指針） 

第２条 市は、中長期的な財政見通しの下に、計画的かつ効率的に財政運営を行わなけ 

 ればならない。 

２ 市は、将来に責任を持ち、持続可能な財政構造を確立するとともに、透明性を確保 

 し財政運営を行わなければならない。 

【解説】 

 市の財政運営における指針について定めています。 

 ・中長期的な財政見通しの下で、計画的かつ効率的な財政運営を行う。 

 ・将来に責任を持つ行政運営を行う 

 ・持続可能な財政構造を確立する。 

 ・財政状況についての認識の共有及び透明性を確保する。 

 

  ※「将来に責任を持ち」とは、財政の健全性を保持し、将来にわたり、必要な行政サ 

   ービスの提供を行うことをいいます。 

   「持続可能な財政構造を確立する」とは、「歳入確保の取組」、「歳出の抑制」及び「行 

   政運営の効率化・合理化」を図ることをいいます。 

 

（市長の責務） 

第３条 市長は、総合振興計画に基づき予算の編成及び執行を行わなければならない。 

２ 市長は、行政運営の効率化及び適正化のため、定期的に総合的な見直しを行わなけ 

 ればならない。 

【解説】 

 財政運営の指針に基づいた市長の責務について定めています。 

・総合振興計画に基づいた予算編成及び執行 

 ・行政運営の効率化及び適正化のための定期的な見直し 

 

第２章 財政運営の原則 

【解説】 

 財政運営に関する基本的なルールを定めています。 
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（情報の共有及び公表） 

第４条 市長は、市民及び議会と財政に関する情報を共有しなければならない。 

２ 市長は、市民に対して財政に関する情報を分かりやすく公表することにより、説明 

 責任を果たさなければならない。 

【解説】 

 健全な財政運営を目指すうえで、市民、議会の理解を得ることは重要であることから、

情報の取り扱いについて定めています。 

・市民及び議会との財政情報の共有 

 ・財政に関する情報を分かりやすく公表し、説明責任を果たす 

 

（財務諸表の作成） 

第５条 市長は、毎年度、次に掲げる財務諸表を作成し、これを議会に報告するととも 

 に公表しなければならない。 

  貸借対照表 

  行政コスト計算書 

  純資産変動計算書 

  資金収支計算書 

２ 前項の財務諸表は次に掲げる区分につき作成しなければならない。 

  普通会計に係る財務諸表 

  普通会計及び公営企業会計並びに市が出資する法人等を連結した財務諸表 

【解説】 

 普通会計を対象とする財務諸表のほか、公営企業会計及び市が加入する組合等の会計と

を連結した財務諸表（貸借対照表、行政コスト計算書、純資産変動計算書、資金収支計算

書）を作成し、これを議会に報告するとともに、公表しなければならないと定めています。 

 財務諸報は、市の財政をフローとストックの両面から把握し、一般会計と特別会計等を

あわせた包括的な把握に役立ちます。 

 

※「普通会計」とは、公営事業会計を除いた会計とされ、和光市では、一般会計のみが該  

 当します。 

 「公営事業会計」とは、普通会計以外の会計とされ、和光市では、水道事業会計、下水 

 道事業特別会計、国民健康保険事業特別会計、後期高齢者医療事業特別会計、介護保険 

 事業特別会計が該当します。 

 「市が加入する組合等」とは、市が加入する広域連合と一部事務組合、市が設立した土 

 地開発公社、文化振興公社及び学校給食協会が該当します。 
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（基金） 

第６条 市は、市税収入の急激な減少、災害発生その他緊急を要し、かつ必要やむを得

ない行政需要に対応するため、財政調整基金において、資金を適切に留保しなければな

らない。 

２ 市は、財政の安定性のために資金の留保が必要と認められる事業については、基金 

 を設けて計画的に資金の積立てを行うよう努めなければならない。 

３ 市は、基金の取崩しに当たっては、取崩し以外の財源調達の可能性及び取崩し後の 

 基金の残高を踏まえ、財政の健全性を損なわないように努めなければならない。 

【解説】 

 市税収入の急激な減少、災害発生等の緊急時には、一時的に多額の財源不足が発生する

ため、あらかじめ、財政調整基金において資金を確保しておくことを定めています。 

 施設の新設や施設の老朽化による大規模改修または耐震化、その他多額な資金が必要な

事業については、将来の財政負担を考慮し、特定の目的を計画的に実施できるよう資金を

積む立てることを定めています。 

 基金の取崩しにあたって、各事業の推進を図りながらも、基金残高等を考慮し、財政の

健全性を損なわないようにすることを定めています。 

 

※「財政調整基金」とは、年度によって生じる財源の不均衡を調整するために積み立てて 

 おくもので、地方財政法で設置が義務づけられている基金です。 

 

（起債） 

第７条 市は、地方債（地方財政法（昭和２３年法律第１０９号）第５条ただし書及び 

 同法以外の法令により発行した地方債をいう。以下同じ。）の発行（以下「起債」とい 

 う。）に当たっては、次の事項に留意して、財政の健全性を損なわないように努めなけ 

 ればならない。 

  起債以外の財源調達の可能性 

  将来において当該地方債の償還を市民が負担することの妥当性 

  後年度の財政運営に与える影響 

２ 市は、当該年度に発行する地方債の合計額が当該年度の地方債元金償還額を下回る 

 よう努めなければならない。 

【解説】 

 地方債の発行に当たっては、単に単年度の収支均衡を図ることを理由に起債に依存する

ことなく、次世代に過度な負担を残さず、財政の健全性を損なわないようにすることを定
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めています。 

 健全な財政運営を行っていくためには、公債費を減らし、財源の弾力性を高めていく必

要があることから、地方債の発行を極力抑え 、残高を減らしていくように努めることを定

めています。これによって、プライマリーバランスの黒字化、公債費負担の健全化を図る

こととしています。 

 

（歳入及び歳出） 

第８条 市は、歳入について、新たな歳入確保策を常に検討するとともに、公租公課等 

 の適切な徴収に努めなければならない。 

２ 市は、歳出について、計画的かつ効率的な執行に努めなければならない。 

【解説】 

 歳入については、税収等の伸び悩みの現状から一般財源の確保が一層厳しくなることか

ら、歳入の確保策についての検討と市税等の徴収率向上に取り組むことを定めています。 

 歳出については、政策目的に資する事業を経費の節減を図りながら執行していくもので

あり、効果的で合理的な執行に努めることを定めています。 

 

（資金運用） 

第９条 市は、資金を効率的に運用し、損失が生じないよう適切に管理しなければなら 

 ない。 

【解説】 

 公金については、安全・確実かつ効率的な運用を行いながら、運用益の確保に努めるこ

とを定めています。 

 

（使用料等の見直し） 

第１０条 市は、使用料、手数料、負担金等について、受益と負担の関係を考慮し、定

期的に総合的な見直しを行わなければならない。 

【解説】 

 使用料、手数料、負担金等については、その行政サービスに対するコストを踏まえつつ、

受益と負担との関係を考慮し、定期的に見直しを行っていくことを定めています。 

 

（補助金の見直し） 

第１１条 市は、市民、団体等に交付している補助金について、必要性及び効果の観点 

 から、定期的に総合的な見直しを行わなければならない。 

【解説】 
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 補助金については、補助の必要性及び効果、補助率又は補助金額の適正化などの観点か

ら、定期的に見直しを行っていくことを定めています。 

 

第３章 計画的な財政運営 

【解説】 

 健全な財政運営を確保するため、中期財政計画の策定や、財政状況を示す指標の規定、

行政経営方針の策定など、計画的な財政運営を推進するためのルールを定めています。 

 

（中期財政計画） 

第１２条 市長は、毎年度、総合振興計画との整合性を図った上で、中期的な期間にお 

 ける各年度の財政見通し（以下「中期財政計画」という。）を策定し、これを議会に報 

 告するとともに、公表しなければならない。  

２ 中期財政計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 

  一般会計及び特別会計の歳入歳出見込額  

  財政調整基金その他財政の安定化のために資金を留保している基金の現在高見込 

  額 

  地方債の現在高見込額 

  財政運営判断指標の見込み 

  財政運営判断指標の目標値 

【解説】 

 市長は、将来的な展望に立った中期財政計画を策定し、議会に報告するとともに公表す 

ることを定めています。 

 中期財政計画は、毎年度、総合振興計画との連動及び整合を図り作成するものとします。 

 計画期間については、総合振興計画基本構想の見直しに整合させるため、基本的には５

年間としています。 

 中期財政計画には、中長期的な財政見通しを示すため、一般会計における歳入歳出の見

込額のほか、基金の現在高見込額、財政運営状況を示す指標の数値を記載するものとしま

す。 

 

（財政運営判断指標） 

第１３条 市の財政運営状況を示す指標（以下「財政運営判断指標」という。）は次のと 

 おりとする。 

  経常収支比率 

  財政調整基金比率 
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  地方債残高比率 

  人口１人当たりの地方債現在高 

  実質公債費比率 

  将来負担比率 

【解説】 

 財政運営状況を示す指標として、財政の弾力性の観点から「経常収支比率」、財源の留保

の観点から「財政調整基金比率」、地方債残高の度合いを見る観点から「地方債残高比率」

及び「人口１人当たりの地方債現在高」、借金返済の大きさを見る観点から「実質公債費比

率」、将来の財政負担の大きさを見る観点から「将来負担比率」の６つの財政運営判断指標

について、定めています。 

 

※「経常収支比率」とは、人件費、扶助費、公債費のように毎年度経常的に支出される経 

 費に、市税などのように毎年度経常的に収入される一般財源がどの程度使われているか 

 を示す比率です。 

 「財政調整基金比率」とは、標準的な１年間の収入に対して、財政調整基金（貯金）が 

 どの程度の割合であるかを示す比率です。 

 「地方債残高比率」とは、標準的な１年間の収入に対して、地方債（借入金）の残高が 

 どの程度の割合であるかを示す比率です。 

 「人口１人当たりの地方債現在高」とは、住民基本台帳人口に対して、一般会計の地方 

 債（借入金）の残高がどの程度あるかを示すものです。 

 「実質公債費比率」とは、標準的な１年間の収入に対して、その年度の公債費等（借金 

 の返済など）に充てられた一般財源の額がどの程度の割合であるか示す比率です 

 「将来負担比率」とは、地方債（借入金）残高など、将来への負担となる金額がその年 

 度の標準的な収入の何倍程度あるかを示すものです。 

 

（財政運営判断指標の公表）  

第１４条 市長は、毎年度、会計管理者から決算の提出を受けた後、速やかに財政運営 

 判断指標を算定しこれを議会に報告するとともに、公表しなければならない。 

【解説】 

 市長は、毎年度、会計管理者から決算の提出を受けた後、速やかに財政運営判断指標の

実績値を算定し、議会に報告するとともに公表することを定めています。 

  

（行政経営方針の策定） 

第１５条 市長は、毎年度、中期財政計画との整合性を図った上で、行政の透明性を向 
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 上させ、持続可能な市政運営及び目指すべき将来像を実現させるために、次に掲げる 

 事項を記載した方針を策定しなければならない。 

  市の行政経営の基本方針 

  各施策等への取組の方向性 

  想定予算規模 

【解説】 

 行政経営方針は、持続的な市政運営を行うため、市の財政状況を踏まえた施策への取

組姿勢（方向性）を示すものです。 

  行政経営方針は、行政経営（市政運営）の基本方針及び総合振興計画基本構想に掲げ

る各施策の方向性と優先度を示すものとします。 

 本条の各号に掲げた事項は次のとおりとします。 

（１）行政経営の基本方針 

  (ア) 前年度決算の分析による財政状況の評価 

  (イ)社会経済状況の動向及び市の財政状況等を踏まえた行財政経営の基本的な方針 

（２） 各施策等への取組の方向性 

  (ア) 総合振興計画における施策及び方針の方向性 

  (イ) 実施計画における事業採択の基準等 

（３）想定予算規模 

  (ア) 歳入の見込み 

  (イ) 当該年度の実施計画対象事業費の目安 

  (ウ) 計画と予算との連携等 

 

 ※「想定予算規模」とは、歳入予算見込額から職員人件費、庶務的な経費その他経常的 

   な事業費を控除した額であって、実際の事業に使用することができる予算額のこと 

   をいいます。 

 

（実施計画の策定） 

第１６条 市長は、総合振興計画に掲げられている施策、方針等を確実かつ効率的に推 

 進するための計画（以下「実施計画」という。）を策定しなければならない。 

２ 実施計画は財源の根拠をもって策定しなければならない。 

【解説】 

 総合振興計画は、市における最上位の計画であり、基本構想と実施計画で構成されてい

ます。実施計画は、基本構想の施策を実行するもので、事業の優先度を明確にした３か年

の具体的な事業内容を記載します。 



（案） 
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 実施計画には、財源の根拠と、将来の財政状況の見込みを明らかにするものとします 

 財源の根拠として、一般会計における歳入の見込みと最終の計画額を記載するものとし 

ます。 

  

（予算を伴う計画） 

第１７条 市長は、予算を伴う計画の策定に当たっては、実施計画及び中期財政計画と 

 の整合性を考慮し、予算の財源の根拠を明らかにすることにより、その実効性を高め 

 るよう努めなければならない。 

【解説】 

 計画的な行政運営を進めるため、予算を伴う計画は財源の根拠のあるものとして作成す

ることが必要です。これらの計画については、所要の予算を明らかにし、実施計画及び中

期財政計画と整合性を図ることとします。 

  

（事業の実施） 

第１８条 市長は、事業の実施に当たっては、実施計画を尊重しなければならない。た 

 だし、実施計画採択後に法令等の改正、国等の政策決定等により発生した事業につい 

 ては、この限りではない。 

【解説】 

 計画的な行政運営を行うため、事業の実施に当たっては、実施計画を尊重しなければな

らないことを定めます。 

 

第４章 雑則 

【解説】 

 規則への委任を定めています。 

 

（委任） 

第１９条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

【解説】 

 本条例の運用に当たって必要な事項については、本条例施行規則において定めることと

しています。 

  

   附 則 

 この条例は、平成２５年４月１日から施行する。 


