
第１回修正案に対する意見まとめ 

 

条例名 

 ・和光市健全財政に関する条例 

 

前文 

 ・回りくどい表現の整理（総合振興計画の繰り返し表記） 

 ・表記（ → 和光市は、第四次総合振興計画・基本構想に掲げた将来都市像「みんな

でつくる快適環境都市わこう」の実現に向けて取組んでいます。総合振興計画を実施して

いくためには、限られた財源の中で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、将来世代に過度な負担を残すことなく、健全で持続可能な財政を堅持して

いくため本条例を制定します。） 

 

第１条 目的 

 ・表記（持続可能な → 和光市の健全な） 

 

第２条 財政運営の指針 

 ・表記（将来 → 将来世代） 

 

第３条 市長の責務 

 ・具体化。例えば：数値、指標の達成度を公表し次年度計画に反映など 

 ・表記（総合振興計画 → 総合振興計画・基本構想（以下「総合計画」という）） 

 ・表記（予算の編成及び執行 → 予算を編成し執行 

 ・表記（財政 → 行財政） 

 ・表記（分かりやすく公開することにより → 適時公表し） 

 

第８条 使用料等の見直し 

 ・「受益者負担を適正化・・・」わかりにくいので要検討 

 ・表記（受益者負担を適正化し → 負担と受益の観点から） 

 

第９条 補助金の見直し 

 ・表記（補助金の必要性 → 必要性） 

 

第１０条 中期財政計画 

 ・表記（第２項第２号簡潔に → 基金の現在高見込額） 



 

第１１条 財政運営判断指標 

 ・表記（（財政運営判断指標） → （財政運営判断指標の設定）） 

 ・条文（→ 前条第２項の財政運営判断指標は次のとおりとする） 

 ・号追加（ 将来負担比率） 

 

第１３条 財政運営判断指標の目標値 

 ・削除 

 

第１５条 予算を伴う計画 

 ・表記（中期財政計画 → 実施計画及び中期財政計画） 

 

第１６条 実施計画の策定 

 ・表記（施策、方針等 → 施策） 

 ・項追加（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。） 

 

第１８条  

 ・災害以外は何なのか、災害限定なのか、要検討 

 ・削除 

 

条追加 

 （財務諸表の作成） 

第○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 



（仮称）和光市財政健全条例素案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （目的） 

第１条 この条例は、和光市における（以下「市」という。）財政運営の指針及び基本的な 

 原則を定めることにより、計画的で健全な財政運営に資することを目的とする。 

 （財政運営の指針） 

第２条 市は、市の財政が市民の信託及び負担に基づくものであることを十分に認識して 

 財政運営を行わなければならない。 

２ 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。 

３ 市は、持続可能な財政構造を確立し、健全な財政運営行わなければならない。 

４ 市は、将来に責任を持ち、透明性を確保し財政運営を行わなければならない。 

 （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、市の財政運営に著しい影響を及ぼす危険及びその危険を有する事象を把握す 

 るとともに、行政運営の効率化及び適正化のため、定期的に、又は必要に応じて総合的 

 な見直しを行わなければならない。 

 （情報の共有及び公開） 

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開することにより、説明責 

 任を果たさなければならない。 

 （基金） 

第５条 市は、健全な財政運営に資するため、公共施設の修繕のための経費その他の財政 

 の安定性のために資金の留保が必要と認められる経費については、基金を設けて計画的 

（仮称）和光市財政健全条例素案 第１回修正案 

 

 前文 

 市では、総合振興計画に掲げた将来都市像を市民の皆様と共有し、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

であります。 

 総合振興計画の実効性を確保していくためには、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、無理な支出を未然

に防ぎ、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、本条例を

策定しました。 

 

 （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、持続可能な財政運営に資することを目的とする。 

 （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。 

 

 

 （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、市の財政運営に著しい影響を及ぼす危険を回避する義務を有するとともに、 

 行政運営の効率化及び適正化のための総合的な見直しを定期的に行わなければならない。 

３ 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。 

４ 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開することにより、説明責 

 任を果たさなければならない。 

 

 

 （基金） 

第４条 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経費については、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。 



 に資金の積立てを行うよう努めなければならない。 

２ 市は、市税収入の急激な減少、災害等の有事の際の支出その他緊急を要し、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。 

３ 市は、基金の取崩しに当たっては、基金の設置目的、基金の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、財政の健全性を害さないように努めなけれ 

 ばならない。 

 （起債） 

第６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、次の事項を検討し、財政の健全性を害さ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。 

 （歳入及び歳出） 

第７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。 

 （資金運用） 

第８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。 

 （使用料等の見直し） 

第９条 市は、受益者負担を適正化し、健全な財政運営を維持するため、使用料、手数料、 

 負担金等について、定期的に、又は必要に応じて総合的な見直しを行わなければならな  

 い。 

 （補助金の見直し） 

第１０条 市は、市民、団体等に交付している補助金について、補助金の公益性及び公平 

 性を維持し、健全な財政運営を維持するため、定期的に、又は必要に応じて総合的な見 

 直しを行わなければならない。 

 （中期財政計画）  

第１１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 

２ 市は、市税収入の急激な減少、災害等の有事の際の支出その他緊急を要し、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。 

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。 

 

 

 （起債） 

第５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。 

 （歳入及び歳出） 

第６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。 

 （資金運用） 

第７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。 

 （使用料等の見直し） 

第８条 市は、受益者負担を適正化し、使用料、手数料、負担金等について、定期的に総 

 合的な見直しを行わなければならない。 

 

 （補助金の見直し） 

第９条 市は、市民、団体等に交付している補助金について、補助金の必要性及び効果の 

 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。 

 

 （中期財政計画） 

第１０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  

 （財政運営判断指標）  

第１２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 

 りとし、その算定方法は、市長が別に定める。 

  経常収支比率 

  財政調整基金比率 

  地方債残高比率 

  人口１人当たりの市債現在高 

  実質公債費比率 

 （財政運営判断指標の公表）  

第１３条 市長は、毎年度、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。  

 （財政運営判断指標の目標値） 

第１４条 市長は、財政運営の状況を向上させるため、中期財政計画の計画期間内におけ 

 る財政運営判断指標の目標値を定めなければならない。 

 （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（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う） 

 （予算を伴う計画） 

第１６条 市長は、予算を伴う計画の策定に当たっては、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。 

 （実施計画の策定） 

 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 

 

 （財政運営判断指標） 

第１１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 

  地方債残高比率 

  人口１人当たりの市債現在高 

  実質公債費比率 

 （財政運営判断指標の公表）  

第１２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。  

 （財政運営判断指標の目標値） 

第１３条 市長は、財政運営の状況を向上させるため、中期財政計画の計画期間内におけ 

 る財政運営判断指標の目標値を定めなければならない。 

 （行政経営方針の策定） 

第１４条 市は、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（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う） 

 （予算を伴う計画） 

第１５条 市長は、予算を伴う計画の策定に当たっては、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。 

 （実施計画の策定） 



第１７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。 

 （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。 

 （災害発生時の対応） 

第１９条 市長は、大規模災害等の発生により緊急に財政支出等の対応が必要になった場 

 合においては、大規模災害の発生状況に応じてその都度方針を定めるものとする。 

 （条例の見直し） 

第２０条 市は、健全な財政運営を維持するため、この条例の規定について、定期的な見 

 直しを行わなければならない。 

 （委任） 

第２１条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

   附 則 

 この条例は、平成２５年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

 （事業の実施） 

第１７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。 

 （災害発生時等の対応） 

第１８条 市長は、大規模災害等の発生等により緊急に財政支出等の対応が必要になった 

 場合においては、大規模災害の発生状況等に応じてその都度方針を定めるものとする。 

 

 

 

 （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。 

   附 則 

 この条例は、平成２５年４月１日から施行する。 
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