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（司会） これから第２回和光市財政健全条例等検討委員会を開催します。議題に入る前

に前回の会議録の確認をお願いします。（承認）。では委員長お願いします。 

（委員長） １条から順次検討していきたいと思いますが、まず条例の作り方、約束事に

ついて結城委員から説明を願います。 

（結城委員） 構成としては、はじめに目的がきます。複雑なものだとその次に用語の定

義が入ります。その後に普通は大きいものから並べていくということになります。また、

項については、通常１項には数字を入れないということになっています。 

（委員長） 意見が集約できるものは集約し、できないものは無理に集約せずに進めます。

今日はひととおり内容を見て、それを再度素案に落とし込みますので、次回までにそれを

検討していただくという進め方でいきたいと思います。早速ですが１条。 

（友國委員） 指針、原則、基本的原則の関係が不明確。基本的事項をした方が明解では

ないですか。また、第２条に「指針」が規定されているが、条例全体が指針ということで

はないですか。 

（委員長） 指針、原則の関係が不明瞭というか、ここで言っているのは、財政運営の基

本的な事項ということですから、友國委員の意見を参考にして、財政運営に関する基本的

事項を定めることで、とした方がわかりやすいですかね。 

（金治委員） 言葉がダブっているような気がします。基本的な原則って、基本だって原

則ですよね。 

（委員長） １条については表現を変更します。 

（友國委員） 和光市における（以下「市」という）の（ ）場所が違うのではないです

か。 

（結城委員） これ単純に間違いですね。 

（友國委員） ここで市とは何をいうのか。市と市長という表記もあるが、これらの使い

方を明らかにして、定義付けが必要。また、目的の健全な財政を維持することによって、

市の最高計画である総合振興計画の遂行に資するということを入れてはどうか。財政を良

くすること自体が目的ではないはず。 

（金治委員） 同様に感じます。健全財政を何のためにこうしなければいけないのかとい

うことが必要だと思います。単純に黒字財政にすれば良いという問題ではないと思います。

サービスを低下させて、料金を上げて、色んなことやって黒字だして、それで健全かと言

う問題が出てくると思います。総合振興計画に合致したことを持続してやれるのか、市民

サービスをきちっとやれるための健全財政を作るということが目的にならなければいけな

いのではないかと思います。ぜひ検討していただきたい。 

（結城委員） 将来に渡り責務を持っているということで、その状態が健全といえるので

はないのかなと思います。市長が、財政悪化のないよう、財政運営の基本的なお願いとか
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原則を決めることによって、今言ったような持続可能性を保つための手段として財政健全

条例を作る、ということなので、前文にはっきり書く必要があるのではないかと思います。 

（委員長） 振興計画を進めるにあたり、この条例が一つの財政ルールというのが狙いか

なと思います。 

（友國委員） 総合振興計画が市の最高の計画で、その中にも健全な財政をというのが入

っているので関連性はあると思います。最高計画が計画どおり行くように財政の方を守っ

ていくということだと思います。 

（金治委員） 振興計画が必ずしも出てくるとは限らないと思います。振興計画がなくな

ってしまう可能性もある。でも財政は残りますから。健全財政は別途おいておいた方がよ

い。その中で振興計画との関連性はあっても良いと思いますが。 

（結城委員） 計画推進の中で市民のコンセンサスを得て、議会の議決を得てできたもの

に対して、全然当初の計画にないものを勝手にやりますよ、というような縛りや、敢えて

入れることによって、これを必ず作る、計画行政をやっていくということでここに入れて

あるのだと思います。 

（金治委員） 予算の編成や執行については振興計画に基づくことが担保されていると考

えてよいということですね。 

（結城委員） 健全財政自体は総合振興計画を進めるための条例ではなく、財政の健全性

を確保するための仕掛け、計画行政と理解しています。あとは計画行政と目標値を持って

という２つの大きな手段を使ってコントロールしていくというのがこの条例の作りなので

はないかと思います。 

（友國委員） なるほど、総合振興計画の遂行に資するとしたのでは軽くなる。財政とい

うのはもっと重いものだということですか。 

（委員長） 計画的で健全な財政運営を目的とする条例であると目的に掲げていますので。 

（金治委員） １条に入れるのか前文付けるのかで違いますが、更に財政だけの独立した

もので何故こうするのか。 

（結城委員） 理念の法律もありますが、目的というのはなるべくシンプルな形で出すの

が良いのかなと思います。せっかく作ったものが死んだものになりますので。 

（委員長） その辺は工夫させていただいて次回に反映します。１条についてはこの辺で。

次に２条関係、指針ですが、指針についても友國委員から指針の意味があいまいというこ

とと、十分認識してという表現があまり適切ではないという部分。第３項についての内容、

条例の目的にもかぶってしまう部分もご指摘をいただき、金治委員からもメリットデメリ

ットの主旨内容、方針の実施内容というところの意見がありました。 

（金治委員） 健全財政にしますと言えば誰も反対しないと思います。単純に健全財政と

いう言葉だけが独立して動いてしまうとデメリットも出てくるでしょうね。それを市民に



- 3 - 

知らせないでやると騙されたという感じになるだけです。条文の中に盛り込むのは難しい

かもですけど。 

（結城委員） 難しいですね。解説と前文の中でうたっていく必要がありますね。 

（金治委員） 要するに財政が苦しいなら市民も受けるサービスを我慢しなくてはならな

いことがあるよ、ということを明らかにしておかないと、財政を豊かにしますとの一面だ

けで期待され、後で市民から裏切られたとの反発を受ける可能性があると思います。その

辺の主旨は汲み取っていただきたい。 

（委員長） 前文、解説で補足していく考え方で。 

（友國委員） 第２条の１項に実質的な意味はない。十分に認識してという表現自体あい

まい。市は、と言っているが、市役所はということであれば市民の信託とかあると思いま

すが、自治体というのは市民も含めたものですから、この条は必要ないと思います。飾り

にしか過ぎないと思います。 

（結城委員） 中身自体は財政運営の基本姿勢だとか理念を示すものだと思います。理念

というのは当たり前のことしか書いてないので、確かに不要といわれれば不要ですね。 

（岩永委員） 理念なのですか、条例って。 

（結城委員） 理念条例という理念の条例もあります。○○基本条例という、理念だけを

示した条例が今盛んに作られています。理念と表現するのが正しいかどうかわかりません

が、財政運営をしていく上での基本的な姿勢をわざわざ書いているのですね。 

（岩永委員） 短ければ短いほど市民は見ると思いますし、長ければ長いほどわからない

なということになると思います。 

（金治委員） 市という言葉ですが、この条例では市民じゃないですよね。 

（結城委員） 自治法に規定される法人格の行政としての市を表わしています。言い換え

ると行政というような言い方ですね。財政運営というのは市長の専権事項なので、少なく

とも議会には権限は付与されてないです。財務に関する事項は市長専権です。 

（友國委員） 第２条３項で改めて健全な財政運営義務の表記は必要ないのでは。持続可

能なという表現は良いと思います。 

（結城委員） ３項と４項をまとめられないかなと感じています。一文にまとめた方がよ

いかなという感じがしました。 

（友國委員） 色々盛り込むとぼやけてしまうこともありますから。 

（金治委員） あまり修飾しないでポイントだけを書いた方が。 

（委員長） 第３項を改めて見ますと、第２項で中長期的な財政見通し、将来的な財政見

通しのもとの財政運営を行うというのと、計画的かつ効率的な財政運営を行うということ

によって将来的な持続可能な財政運営が図れるということからすると、第３項は第２項が

あることで同じ言い回しになってしまっている。３項を削除してもいいのかと。 
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（友國委員） 持続可能なという言葉は他と比べてやや違った意味があると思います。む

しろ１条の目的として、計画的で健全な財政運営に替えて、持続可能な財政運営に資する

を入れたほうが良いのでは。 

（結城委員） その方がすっきりするかもしれないですね。 

（委員長） では、このあたりで２条はよろしいでしょうか。３条、市長責務。 

（友國委員） 市長の責務ですが、２項は理念的というか課題的なことですね。１項の主

旨は他のところでも出てきますけど、２項は意味がないように思います。 

（岩永委員） ３条と４条で、市長の在任期間で財政がどういう状態になったかという情

報をきちんと公開するような項を入れてもらえないかと。会社であれば社長がどのくらい

会社を儲けさせたかというのが評価になりますから、市長に関しても何をして財政を悪化

させたとか、良くしたとか、市長がいる間に財政がどうなったのかというのは、市長の成

績表みたいな、公開するような形にする方が良いと思います。 

（結城委員） 市長責務というのであれば、この条立てを合わせた方がいいのかもしれな

いと思いました。それから総合基本計画に則っての計画行政を尊重してくださいと釘をさ

しているのだと思います。以下の文面に関しては、むしろ責務と言うのであればこれをリ

スクマネジメントにして、必ず危機に陥らないような義務を有しているということをきち

んと書くべきじゃないかと思います。危機的な状況に陥らないことが市長の責務だという

ことを、言い回しを工夫した方が良いのかと。あと、総合的な見直しを行わなければなら

ないと書いてありますけど、何を見直すのか書いてない。総合振興計画なのかわからない

ので、その辺を整理する必要があるのではないかなと思います。 

（友國委員） 定期的に又は必要に応じて総合的に見直しを行うとあるが、又は必要に応

じてというのは具体性を欠いている。定期的に見直しを行わなければならないで十分です。 

（結城委員） 定期的に見直すというのが原則で、例えば社会情勢に大きく変化があって、

直ちに見直しが必要になったときには見直すということであれば、定期的に見直すことを

原則にしといて、但し書きにしといて、こういう場合には見直しができるよというような

形の作り方にするのが条文上は普通なのかなと思います。 

（友國委員） 定期的に行うということで良いのでは。 

（金治委員） ２０条先に行ってしまいますけど、見直しは定期的に見直すというだけで

あって、本当に見直すのかなと懸念されます。振興計画は３年ごとにありますよね。その

あたりを言っておかないと、結局見直さないで終わってしまう危険性もあると思います。 

（委員長） 今結城委員が言ったように社会情勢とかの部分で定期的、あとは随時、常に

見直せるという意味で定期的又は必要に応じてという表現ですね。 

（結城委員） これは計画のことを言っているのですね。２０条は条例の見直しですね。

条例の見直しについてはうたう必要っていうのはあまりないのかなと思います。多治見な
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んかは毎年変えているわけですね。社会経済情勢を見ながら数値を変えるとか、社会情勢

にあわせて修正するというのは当たり前のことなので、補助金の見直しとかとは意味が違

い、条例は社会情勢とか現状に合わせて見直すべきものなので、わざわざ見直しの規定を

入れる必要が私はないのかなと。現にこの手の条例は毎年見直しされていますので。 

（金治委員） 要するに定期的にということが非常にあいまいだなと。 

（岩永委員） そうですね、決めた方がいいですね。１年に１回とか。 

（金治委員） それを条例で定めるのですか。 

（結城委員） 規則に落としてということに。規則にしても条例にしても毎年この条例が

機能しているのかということをチェックしないといけないと思います。毎年必要な改定は

行っていくという姿勢でやっていかないと、作ったきりになってしまう気がします。現に

他の市でも毎年見直しています。 

（金治委員） それなら最低１年に１回はという言い方でもいいと思います。 

（結城委員） 見直しの検証はする必要あると思います。 

（委員長） 検証の結果、直すのか直さないのかということですね。 

（友國委員） ３条は先ほど結城委員が言ったように何を見直すかが書いていない。 

（結城委員） ちょっと文章を整えた方がいいですね。 

（委員長） その辺は今のご意見を踏まえて整理していきます。 

（友國委員） ２０条については条例を毎年見直す必要ない。指標を決め、何％と条例化

すると、毎年変えなきゃいけないがこれはそういうことはない。 

（結城委員） 規則に落とすという。 

（友國委員） 計画の中で市長がしますという条例自体は見直さなくても良いわけですね。

見直すとすれば指標、こういう指標を入れた方がいいというような指標が出てきたらそこ

で見直しが必要になりますね。やはり定期的に何年かに１回は見てということをやると。

それをどういう制度でやるかですね。 

（結城委員） ただこの手のものはあまり前例がないので、ちょっと時間がたつと必ず出

てくるものなので、その辺の見直しっていうのは必要なのかなと。完璧なものが１回でで

きるものではないので。 

（委員長） 今の部分、３条、４条ということで、３条の２項の見直す部分を整理してい

くのと、３条の１項に関しては、計画に基づくものということで、敢えてある意味今回う

ちが作る条例の一つの姿勢というんでしょうかね、これは今の状態で生かしていくという

方向で、４条の情報の公開についてはどうでしょうか。 

（結城委員） ４条と３条はさほど変わらないですね。 

（岩永委員） 財政に関する情報をというところをもう少し具体的に書いた方がいいと思

います。関する情報は出せるのですけど、関する情報が出ていても市民の方が見てわかる
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とは限らないものがいっぱい出てくるでしょう。 

（委員長） 財政に関する情報は様々ですので、この辺もし必要であれば規則の方で。 

（結城委員） そうですね、基本的に規則に落とすのだったら規則に落とすなりのことを

入れておかないとあいまいです。簡単に言うと、この条例に規定する財政に関する情報に

ついては規則でこれを定める等、入れておかないと。 

（岩永委員） 規則は誰が作るのですか。規則の中身は誰が作るのですか。 

（結城委員） 規則の中身は基本的には役所で決めますけど、担当と法務担当で話し合っ

て内容を詰めていきます。それについては条例を出すときに議会に付属資料として出しま

す。規則は議決の対象ではないですが、規則がないと判断できませんので、資料として付

けて説明を行う中で条例を最終的に決議する形です。 

（岩永委員） 審議の対象ではないのですね。 

（結城委員） 議決の対象ではないです。だけど不可分なので資料として出します。 

（岩永委員） それを十分読む時間ありますか、議員さん。 

（結城委員） それは、通常はあると思います。 

（岩永委員） 施行規則というのがどういう風に決まってどれくらい時間をかけて審議さ

れているかわからない、審議の状況を見たこともない、議会の中継も見る時間もないし、

そこはどうなっているのかなと。市民が見ないと思いますし、更にその奥の規則になった

ら見ようもないしわかりようもない。私は細かい規則に関しても議論の対象にするべきだ

と思っています。市長の責務のところにも明確に、市長が在籍している間に財務が悪化し

ているかどうか、してないか、それくらいまで具体的に書いた方が有効なものになるので

はないかと思います。 

（結城委員） そうですね、実際に数字が悪くなったときに市長としてどういう責任を取

るのかということで、例えば年度を決めて再生計画を作りなさいとかいうのが通常の作り

ですね。その辺の情報も規則で定める。その辺も含めてきちっと見せないと、こんなんで

実効性あるのかという話にはなってしまいますね。 

（金治委員） 健全財政があっては欲しいと思う。持続可能性であっていいと思います。

ところが財政だけ独立しているものではないわけですね。振興計画というのがあって、色

んなサービスを、最低限こういうことをやらなくてはいけない。それに対して財政が悪化

したから悪いとは言えないと思います。 

（岩永委員） 確かに持続面だけだと。 

（金治委員） 全体的に捕らえないと。 

（結城委員） 財政政策と計画行政をどこで折り合いを付けるかという難しい問題があり

ます。財政健全化条例は財政政策、この場合に限っては財政面に焦点を当てたものである

と思います。本当は財政健全化条例じゃなくて、自治基本条例とかそれから自治基本条例
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の中に市民参加条例を全部入れて包括的に市はこうやってできるというものができれば良

いのですけど、これに関しては少なくとも財政施策をどうするかという条例という風に考

えていただければと思います。 

（委員長） 今回独立した財政の条例ということで、それを前提に。 

（金治委員） 結果論まで踏み込まない、ガチガチに締め付けない方が良いのではないで

すか。 

（友國委員） 後の方の条文に市長は～しなければならないというのがいっぱい出てきま

す。だから３条で市長の責務と書いたのではこれと合わない。その次の４条で情報の共有

及び公開とありますが、内容的にむしろ２項の行政運営の効率化をしないといけないとい

うことが大事です。そうであれば行政運営の効率化っていうのをくっつけたらどうか。総

合振興計画に従って予算編成しないといけないとか、財政計画の方もそれに従ってやらな

いといけないとか、実施計画、総合振興計画をやらなくてはいけないと、色々と出てくる

わけです。この計画性というのはこの条例の中で最も大事なことです。 

（結城委員） もともと１７条なんかは地方自治法の４条の規定だと思いますけど、地方

公共団体だとかそういうくくりなので、市長はというくくり自体が間違っているので、も

う少しこの辺は精査した方がいいと思います。 

（友國委員） ところどころ市はとなっていますね。地方公共団体としての市なのか市長

なのかその辺がわからない。 

（委員長） 市長という使い方、表現、その使い分けといいますか、市長の責務というの

は計画的で、健全な財政運営を行っていく一つの市長の心得的なものをここで敢えて出し

ている。例えば中期財政計画を作るとか、そういう部分だと思います。 

（友國委員） ４条（情報の共有及び公開）もそうですね。 

（結城委員） そうですね。私は４条間違っているから直した方がいいのではないかと。 

（委員長） 主語の市長はと市はということで、捕らえ方が変わってくる部分もあるので、

その辺は精査させて考えていきます。次に５条の基金の関係ですが。 

（友國委員） 健全な財政運営に資するためと出てくるが、これはいらないと思います。

修繕だけでなく新たに公共施設を建設などの方が大きいわけです。それを抜かして修繕の

ための経費というのはどうか。３番目は取り崩す際にどう考えたらいいかということです

ね。基金の取り崩しに当たっては目的以外で取り崩す場合もあるわけで、市の財政が悪く

なった場合は取り崩すことができるということを。 

（結城委員） 基本的には繰替運用ということで、一時的に借りることはできますけど、

目的以外に取り崩すことは基本的にはできません。 

（金治委員） 足りなくなったときには財政調整ですよね。 

（結城委員） そうですね。要するに財政の安定性を確保するために資金の留保が必要と
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思われる場合については基金を設けて積立を行うよう努めなければならないというような

文章で良いのではないかと。 

（委員長） この辺は簡単に。 

（金治委員） 若干私が危惧しているのは、基金ありきではないでしょうねということで

す。何でも積立ててという。財政調整基金だってあれば良いというものでもないだろうし。

何か適正な基金みたいな言い方ないですかね。悪く解釈すれば基金ありきみたいな。その

辺の基金の適正さということは、財政の一つの大きな課題だと思います。 

（岩永委員） そこはこの条例によると第１２条の財政調整基金比率のことですかね。そ

れを市長が定めると言っていますけど、それが適正かどうかっていうのは市長が考える。 

（結城委員） 法律の決まりはないですけども、平成３年頃総務省の見解で、標準財政規

模、これは交付税によって算定した額ですが、この５％～１０％が望ましいということに

なっていたけど、今一切ないです。市の経済情勢ですとか財政構造なんかから独自に考え

てくださいということになっています。 

（岩永委員） 和光市は法人税が結構多い。それが今まで推移としてどうなっていてどれ

くらい用意できるのかという状態、弾力性を高めるって言い方をすればいいんですかね、

そういうのは考えても良いのかなと。 

（友國委員） ３項は言葉がうまく続かないですね。基金の設置目的というのは不要では

ないか。基金には当初から目的があり、取り崩しに当たってそれを踏まえるのは当たり前

である。 

（結城委員） 基金のあり方とか積立てる額だとかを明確にして基金を作るということを

書くべきであると思います。 

（委員長） ６条の起債です。 

（友國委員） 第２項の借金を増やさないように努めなければならないというのが重要で

すね。 

（岩永委員） 努めるっていう表現を使っているのはどういうことですか。 

（委員長） その年の事業、例えば大きな学校などは当然借金で建てると。規模が大きい

ですから借り入れる部分も大きくなるということで、縛ると事業の実施にも影響、最終的

にそれを変えるというのも市議会において予算として定めていきますので、その中での適

正さというのは議会での議決を得る内容にもなってきます。ただ前提としては借金を増や

していかないような形で起債運営をするというルールをここに掲げています。 

（友國委員） 努力規定で絶対ってことじゃないですね。 

（岩永委員） だいたい努力目標って意味あるのかなと。 

（友國委員） でもこれを入れるというのは非常に意味がある。 

（金治委員） ただ厳密にやると本当にいざというときに何もできなくなってしまう。 
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（岩永委員） いざというときに条例って変えられるわけですよね、議会通せば。 

（結城委員） そうですね。でも１００か０かという変え方しかないのです。そうなると

もともとの規定が正しいのかという話になってしまい、変えることにどういう意味がある

のか、それだったら最初から努めなければならないにしておいた方がいいということも言

えるので。次の事項を検討しという表現がありますが、これは法律の体裁としては、次の

事項に留意してといった方が妥当なのかなと。それから、健全性を害さないようなは、損

なうことのないようとか、健全性を失うでも良いですし、害さないという表現はちょっと。 

（委員長） 全体的な表現は言葉の使い方の中で考えていきます。 

（岩永委員） 努めなければならないというところにもしも上回った場合はそれを説明す

ることみたいなものを入れられたら。なぜ上回ったのかに対しての原因を。 

（友國委員） だけど、議会で認定というのがあり、予算は決めなきゃ執行できないとい

うことがありますので、そういう意味では当然説明責任ありますから。 

（結城委員） 少なくとも２項の文章自体は正直できない部分も大いにあると思います。

あとで指標のこともありますから、その辺整理をつけて、それを上回ったときには、さっ

き申し上げたように規則の中で、例えば年数を決めてその年数の間にこういう風に落とし

ますよとか、数値を改定しますというのがないと、そういうことができないような縛りを

つけてもいいと思います。それは規則でやるのがいいのかとは思いますけど、担保してお

かないと、書いただけで終わっちゃうかなということはありますよね。 

（友國委員） 基本的なことは規則でなく条例で規定しなければダメ。 

（結城委員） その辺のエッセンスもどこかに入れておかないとダメかもしれないですね。

書いたきりになっちゃうかもしれないですね。 

（友國委員） 解説のところに、単に単年度の収支均衡を図ることを理由に依存すること

なく、財政の健全性を損なわないようにすることを定めますと。依存することなくという

のは起債に依存することなくということですか。 

（結城委員） そうだと思います。 

（友國委員） するとここのところは文章がややわかりにくいと。 

（結城委員） この辺は全体的に手直しですね。 

（委員長） では６条についてはこのあたりで。７条、８条、９条、１０条はある意味執

行に関する内容になっています。 

（友國委員） ７条は、公租公課等の適切な徴収とありますが、公租公課というのは、解

説のところに市税等と書いてあります。市税等と書いてはダメなのですか。 

（委員長） 公租についてはいわゆる税、公課については料ですとか。 

（結城委員） 公の債権ですね。 

（委員長） 例えば下水道料金ですとか保育料ですとか。 
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（岩永委員） こういう表現にすると抜け漏れがなくなるのですか。 

（結城委員） 公租公課といっても等なのですね。民事債権もありますから。市は民事債

権も持っていますから。例えば借地権ですとか。 

（友國委員） 非常になじみのない言葉だったので、判明したので良いです。 

（結城委員） 友國委員でしたかね、当たり前すぎるというか、私もあまりにも当たり前

のことを書いちゃって、わざわざうたう必要があるのかと。 

（友國委員） ７条について当たり前とは言っていません。当たり前というのは色んなと

ころにありますが。 

（金治委員） ７、８、９条にすべて関係することですけれども、結城委員の話では確か

に地方財政は縮小の傾向っていうのはわかりますが、これだけ見ると守ることばかり考え

ているとみえます。要するに税率の問題とか、料金を下げる問題とか、そういうことは載

ってないですね。適正料金という、使用料のところは適正化ということで下げる可能性も

あると思うのですね。税金の場合上げたり下げたりということはないのですか。徴収率は

書いてあるんだけど、税率のことは書いてないですね。 

（結城委員） 税率は難しいですけども、地方税法に従ってやっていますので。あまり裁

量のない部分なのでそこに書くことが適当か、ちょっと難しいのかなと。 

（岩永委員） 地方税法は市単独では変えられないものですか。 

（結城委員） 基本的には変えられないです。変えられる部分もありますけど。基本的に

はかえって損してしまいます。下げると交付税も減ります。要するに公定税率をとらない

ということはそれだけ余裕があるということですね。その分国からの交付金とか補助金と

か全部減らされちゃいます。だから行って来いで損してしまいます。 

（金治委員） 悪化していくのは確かだと思います。ただ幸いにして右肩上がりになって、

かつてのようにもっと財政が豊かになったときにどうするのか。そこまで想定しておいた

方が親切じゃないかという。 

（結城委員） 公租公課ってものは千差万別で一言で語れない部分があります。それをこ

こに盛込むってことは難しいのかなって気がしますね。 

（友國委員） 基本的にはこれから経済がそんなに良くならない。従って健全化の条例を

制定するというそういう背景があります。 

（金治委員） 背景はそうですけれど、それだとすごく片手落ちだと思います。 

（友國委員） そうなったとき見直せばいい訳で、とりあえず手を打っておかなくてはと

いうことではないか。 

（金治委員） それはわかりますけど、必ずしも立て直すことだけの問題じゃないでしょ、

という意見です。 

（委員長） 潤ってくるということは、また新たな対応するサービスが発生します。役所



- 11 - 

の予算は左右一緒ですね。入ったものに対して還元していくということになりますので。 

（金治委員） その還元の仕方自体が、どんどん箱物作るじゃないですか。 

（委員長） それが振興計画、計画行政の中で確保されていくというのが前提に。 

（友國委員） ９条（使用料の見直し）で、健全な財政運営を維持するためというのはい

らない。又は必要に応じて総合的な見直しというのもいらない。全ての見直しのところに

いえることだが、定期的にと直せば良い。１０条の補助金についても健全な財政運営を維

持するためにというのがありますね。そこのところは硬い言葉あまり使わないで簡潔に表

現した方がよい。 

（金治委員） 繰り返しますけど、９条、１０条に関して出てきた背景はわかります。多

分悪化だろうと。国も将来そんなに良くなることはないのだろうけど、それならちゃんと

市民に対して広報するように。値上げを十分に考えていますよと、そのためにこういうこ

とをやりますと言わなきゃ不公平だと思います。単に見直しじゃないという。 

（結城委員） 使用料っていうのは条例によらなければ取れませんので、必ず条例の改定

というのがあります。補助金というのは裁量の範疇なので条例によらないのが普通ですけ

ど、基本的に使用料については、市民参加条例の５条で市民参加の対象となる事業、事項

というのがあって、２項以下で金銭徴収の事項については市民参加をしないことができる

という規定になっています。実際は利用料や使用料の見直しに関しては、市民参加条例に

基づいて市民の意見を聞いたり、市民の方が入って委員になったりということで、市民参

加の規定でやっていますので、この場合はあくまでも見直しを定期的にやりますよという

ことなりに留めておかないと、条例バッティングするところがありますので。 

（友國委員） 補助金のところで、確かに団体にも交付しているだろうけど、市民個人に

補助金はあるのですか。 

（結城委員） あります。例えば耐震補助金ですとか高齢者の関係の補助金ですとか。個

人に出している補助金っていうのはかなり多いですね。むしろ団体の方が少ない。 

（委員長） その辺はそういう主旨ということで。健全な財政運営というのは何回も使わ

ないように。 

（金治委員） あと補助金の公益性の範囲ですね。 

（結城委員） これは難しいですね。なぜかというと、目的があまりにも多すぎてこれが

公益性だということが限定できないのです。補助金といっても、個人の政策のために寄付

する補助金があり、中小企業の経済活動のためになど、おのおの公益性は認められますが、

公益性が同じかといえば判断は難しいですね。 

（金治委員） 総合振興計画とバッティングしているという話はないですか。 

（結城委員） ないです。 

（金治委員） 総合振興計画が市の最高憲法だとすれば、総合振興計画に基づいた事業で
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ないと公益性と認められないのかなと思います。 

（結城委員） そうですね、補助金の見直しに関しては必ず要綱というものを作って、こ

の補助金はこういう目的で出すと。例えば初期の目的を果たしていて出すことに意味がな

いというのは公益性がないという判断ですね。客観的な判断をした上で公益性を考えると

いう、一つ一つの個別事情を考えることに。 

（金治委員） そうだけど、断られた人から突っ込まれないかなと。 

（結城委員） それはあると思いますよ。 

（金治委員） 市の振興計画を外れますからと言ったらいいわけになるなと思います。 

（友國委員） 昔から惰性でやっているというのがよくある。それを見直さなくてはとい

うことです。他の自治体では相当見直している。 

（金治委員） それを切るための口実はちゃんと設けておかないと、単に公益性を維持し

て見直しますということになると、公益性あるじゃないかということになりますので。 

（結城委員） 見直しの中で公益性は十分わかりますけど、財政上の理由で止めちゃう場

合もありますから、公益性だけで判断はできないと思います。 

（金治委員） 敢えて公益性、公平性を維持しないというのを省くのも良いのかと。補助

金を見直すだけでいいじゃないですか。補助金は見直しますと。 

（友國委員） 補助金について定期的に見直しを行います、とかね。 

（委員長） ここは、補助金の支給する本質的なものが公益性ということで出ていますの

で、この中に敢えて公益性の維持というところの表現を盛込んでいます。 

（友國委員） １１条。ここも市長の義務ですね。２号の現在高見込額となっていますが、

現在高及び見込額じゃないですか。 

（委員長） いわゆる残高見込額です。その時点での残高の見込額です。３号も一緒です。 

（友國委員） １２条でその算定方法は市長が別に定めると書いていますが、金治委員も

書いていたけど、こういうことは簡単に言ってしまえばよい。 

（岩永委員） 算定方法を定めるのですか。率ですか、指標を決めるのか。 

（委員長） 計算式ですね。 

（岩永委員） 計算式を決めるのですか。決まっていないのですか。 

（金治委員） 決まってないと他の市とバラバラになってしまう。 

（結城委員） これ整理した方がいいですね。混在していますね。経常収支比率は決まっ

ています。実質公債費も決まっていますね。 

（友國委員） 財政調整基金比率も決まっているでしょ。地方債残高比率、これは。 

（結城委員） これも決まっていますね。 

（友國委員） 人口一人当たり市債現在高、これも出ますよね。実質公債費比率、決まっ

ているでしょ。それを何で市長が別に定めないといけないのか。 
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（岩永委員） 算定方法ではないですよね、これ。率をどれくらいが適正かというのを市

長が定めるのですよね。 

（金治委員） それはわかります。それは目標ですよね。目標値はまた別に定めるところ

がありますよね。ここでは算定方法を定めると。 

（結城委員） これはですね、ちぐはぐになっているのはもともとこの指標ではなくて、

もっとわかりやすい指標を入れろと市長の考えだったのですね。例えばキャッシュフロー

を入れるだとか、それから換金性のある、要するに現金資金がどれくらいあるかとか、そ

の表現が止まっちゃったので。その辺をちょっと整理する必要がありますね。 

（委員長） これはちょっと検討させていただくということで。 

（友國委員） １３条（財政運営判断指標の公表）ですが、決算の提出を受けた後という

のは、会計責任者から提出を受けた後、速やかに指標を算定するということですね。市長

は最終的な決算を調製する責任者じゃないのですか。 

（結城委員） じゃないです。会計管理者です。 

（友國委員） ここに会計管理者から決算の提出を受けたと書いた方が、わかりやすいの

ではないか。 

（金治委員） 財政運営判断指標って言うのですか、指標、あまり国の財政で出てこなか

ったですけど。 

（結城委員） 財政指標って言うのは一般的な表現です。 

（金治委員） 指標っていうのは厳密に言うと目標ですよね。目印ですよね、日本語では。

２番目の意味としては、指数って言い方もありますけども、だから指標の目標を立てるの

はちょっと変と思ったのですけど。本当は指数ですかね。 

（結城委員） 指数という言葉は使わないですね。財政指標ですね。はっきりと地方財政

状況調査の中で財政指標という言葉を使っていますから。一般的に慣習として使っている。 

（金治委員） 国でも言っていますか。 

（結城委員） 国でもそうです。決算カードっていうものがあるのですけど、それには必

ず財政指標っていうことで、全国一律で。総務省も。 

（委員長） １５条、これは行政経営方針の作成という。 

（友國委員） 中長期計画は非常に重要で、もっと上に置いて、それから順々に並べるべ

き。補助金、使用料が枝葉末節とは言わないけれども、重さが全然違うという感じがしま

す。 

(委員長) 中期財政計画以下が計画的な執行になっていますので、位置的にここに落とし

込まれています。計画的な財政運営のくくりの中にあるのです。 

（結城委員） 根底にあるのは中期財政計画を見定めた上で、その行政経営方針を作って

いくと、手順の順番に載せているのだと思います。経営方針作って、経営方針に従って、
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今度実施計画を作っていくというような形ですね。順番でいくと。 

（友國委員） 一番初めに計画的な財政をやらなくてはいけない、その辺が一番重要なと

ころだという感じがします。１９条の災害発生時の対応というところですが、ここに規定

する必要はない。当たり前のことだと思います。 

（結城委員） 私もこれ、すごく感じています。 

（金治委員） 災害だけではないでしょう。色んなもっと違うときに対応しなきゃいけな

い場合もあるでしょう。緊急経済悪化とか。 

（委員長） ここはもう見直しということで。 

（友國委員） 財務４表というのがありますね。実際和光市は作っているわけで、それは

やっぱりこの中に入れていく必要があるのではないですか。 

（結城委員） あれは地方公共団体の健全な財政の運営に関する法律で義務付けられてい

ますので、全て議会に報告すると義務付けられています。 

（友國委員） 財務４表の公表は１年ずれていますよね。 

（結城委員） その基準を和光独自で、条例で縛るというような意図があるのでしたら、

入れる必要はあると思います。法令の問題があって、毎年計算方法が微妙に変わります。

国の通知が来るまで計算ができないのです。先走って作り控除するもの、基準が変わって

いたというのが結構ありますので。 

（岩永委員） 変わる基準でどういうところが変わるのですか。 

（結城委員） 例えば借金で、都市計画の範囲やどういうものができるのとか、結構国は

あいまいで、どれが一番良いのかというものを模索している段階ですね。 

（友國委員） それは出るのが遅いわけ。 

（結城委員） 遅いです。試行錯誤の連続みたいな感じで、単純にやったら多くの市町村

が全部バツになっちゃいます。市町村全部再生団体になってしまうので、毎年少しずつ直

してはいますが、ある程度のスパンで落ち着くかなとは思いますが。 

（岩永委員） いい財務諸表作るために規制していると。 

（友國委員） 富士見市、滑川市、多治見市の条例には財務諸表の作成が入っていますね。 

（結城委員） 多治見の財務諸表は多治見独自です。多治見しかない財務諸表。 

（友國委員） せめて富士見市、滑川市くらいのことはやっぱりやれば良いのに、なぜ落

とすのと思います。財政健全条例は未だたくさんできてない。その中で財務諸表を除いて

災害対応条項なんか入れては、入れるものが違うという感じがします。 

（結城委員） 入れること自体はやぶさかではないかと。 

（委員長） 今市でも時期には諸表を実行していますので、やっているものを載せていく

ということは検討していきます。 

（金治委員） １１条に一般会計の歳出歳入と入っていますが、特別会計を入れないって
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いうのは何か理由がありますか。 

（委員長） おっしゃるとおり特別会計も見直しを図っていく必要があると思います。 

（友國委員） １２条で（４）、人口一人当りの市債現在高とあるけど、これは残高では。 

（委員長） 総合振興計画で市債権残高という表現がありますので、それとの整合でこの

部分はそうなりました。 

（友國委員） 解説の表現の仕方とか色々ありますが、とりあえずは本文を見て。 

（委員長） まず本文、解説はもっと精査しながらわかりやすくとなってくると思います。 

（友國委員） 並べ方についてはもう一度良く考えてください。 

（結城委員） 使用料とか補助金はあとでもいい感じですね。 

（友國委員） 計画的にやっていかなくてはということ、総合振興計画の行政経営方針、

行政経営というのはちょっと言葉が馴染まないけども、それを出してやっていくと。 

（結城委員） それもですね、我孫子ですとか、色んなところで名前ができています。 

（友國委員） 行政経営ですか。 

（結城委員） 戦略性を持ってというような、行政経営という言葉を敢えて使っています

が、名前は何でも良いのです。本質的にこれが何かっていうことをここに表現できればそ

ちらの方がいいかもしれないですね。コロコロ名前が変わるよりは。 

（委員長） ではだいたいこの辺りで。今回のご意見、内容を次回までにお配りして、ま

たそれに対してご意見を。作る時間もありますし、議会もあるので次回については議会が

２５日に閉会ですのでその辺りで。２７日の水曜日でどうでしょう。１９時半で会場は別

途お知らせということで。 

（司会） 本日はこれで終了いたします。ありがとうございました。 


