
和光市財政白書作成委員会（平成２３年度） 第５回記録 

 

開催日 平成２３年１０月２０日（木） 午後２時～午後４時３０分 

開催場所 和光市役所３階 第３委員会室 

次第 １ 開会 

２ 議題 

  平成２３年度和光市財政白書素案について 

   （素案に対する質疑、意見交換） 

  その他 

３ 閉会  

出席者 公募による市民：金治正憲、友國 洋、竹村幸子、矢追三郎、山下義之 

事務局 安井和男（総務部次長兼財政課長）奥山寛幸（財政課長補佐）三富応樹（財

政課主任）土屋崇幸（財政課主事）山口綾乃（財政課主事） 

傍聴者 ０名 

配布資料 １ 第５回和光市財政白書作成委員会次第 

２ 平成２３年度版財政白書素案 

３ 財政白書素案に対する各委員からの意見 

 

 会議概要 

１ 開 会 

【委員長】 

 それでは時間となりましたので始めます。 

 

２ 議 題  

  平成２３年度和光市財政白書素案について（素案に対する質疑、意見交換） 

 

【委員長】 

 財政白書の作成も大分煮詰まってきたので、今後のスケジュールについて確認したい。

事務局は説明してください。 

【事務局】 

 今日を含め、今まで５回の会議や勉強会を行ってきたが、今日を含めなければ審議で

きるのは１１月の第６回会議の１回だけである。本日の会議では、事務局で作成した財

政白書素案に係る改善点等について協議してもらい、その意向にそって更に事務局で修

正を加え次の会議で提示する。第６回の会議では修正すべき箇所をその場で確定し、財

政白書を完成させ、１１月中に市長へ報告する方向で進めていきたい。 

 また、事前に素案に対する意見をメールでもらっているが、後１回しか会議ができな

いことを考えると、あまり大幅な変更は難しいと考えている。そこを考えて本日の協議

をお願いしたい。 



【委員長】 

 なるべくこのスケジュールに沿うよう進めるが、これでまとまらなかったらどうする

のか？もう１回会議を追加とか考えるのか？ 

【委 員】 

 そのスケジュール内でまとめようとの意見が多数あり。 

【委員長】 

 それでは、そのスケジュールにそって進めていく。 

 皆さんからは事前に意見を頂いているが多岐に渡っている。基本的には７月４日の会

議できまった構成で作成されており、大きな変更があるということではないと考えるが、

よりわかりやすい財政白書を作成するためにみなさんからの意見を伺って、取り入れら

れる点については反映していきたい。 

 それでは、１人ずつポイントを絞って御意見を頂きたい。 

【委員Ａ】  

 ・ 地方公共団体と地方自治体など表現を統一し、文法的に間違っている文章は修正 

  したほうがいい。またタイトルは体言止めにしてそろえること。 

 ・ 「第１章の地方財政の基礎知識」の構成を組み替えること。「国と地方の財政関係」 

  から始まるのではなく「地方財政とは」から始まるのが普通である。 

 ・ 「国と地方の財政関係」の項目の中に、地方交付税だけでなく、国庫支出金と地 

  方譲与税を入れるべきである。 

 ・ 一部事務組合など広域行政についても盛り込んだほうがよい。 

 ・ 「公共施設の維持管理費用」の項目には、原案に加え、市庁舎、総合福祉会館を 

  入れたほうが良い。（原則は大口のものを記載する） 

 ・ 家計への例えは、わかりやすいとの意見もあるが、何の意味も無いので削除する。 

  身近に感じさせるために家計に例えるならば、５００万円の所得の家計で税はいく 

  らで社会保険はいくら、消費税は５％取られているがその内１％は地方に回るなど 

  を記述したほうが良い。 

 ・ 第 2 章の２の「一般会計決算収支状況」の下段に円グラフを入れ、の「歳入 

  決算の状況」の表には地方税の内訳も記載する。 

 ・ ３２ページの「目的別・性質別の分析」の表は字が小さすぎる。 

 ・ 下水道事業特別会計、水道事業会計は、収支の内訳表を記載するべき。 

 ・ ８ページの「①普通交付税算定方法」で示している交付税計算式に、臨時財政対 

  策発行可能額を基準財政需要額から除いていることを示す。 

 ・ ５５ページの「実質収支比率が上昇した要因」は説明がややこしくてわかりにく 

  い。 

【委員長】 

 Ａ委員の意見に対し、みなさん意見等ありますか。  

【委員Ｂ】  

 たくさん意見がある中で、Ａ委員が一番直して欲しいと思う部分はどこですか。 



【委員Ａ】 

 「第１章の地方財政の基礎知識」の構成を組み替えることである。やはり「地方財政

とは」から始めるべきであろう。あとは、文法的に間違っている部分はあるが、内容的

には間違いではない。 

【委員長】 

 ３２ページの表は確かに字が小さすぎる。インターネットで見ることを考えると横に

すると見えづらい。なんとかならないか。 

【事務局】 

 インターネットで見る場合は拡大できるので問題ないが、「投資及び出資金」と「貸付

金」は昨年度支出が無かったので、その部分を表から削除して字をもう少し大きくした

いと現時点では考えている。 

 また、５５ページの「実質収支比率が上昇した要因」は説明がややこしく、一般の方

には難しいと思うが、実質収支が増加した要因が、歳出面からなのか、歳入面からなの

かを細かく分析する上ではここまで踏み込まなければわからないと考えている。 

【委員Ａ】 

 「実質収支比率が上昇した要因」の説明は、わかりやすいかどうかを他の委員の意見

も聞いた上で決めたほうが良い。 

【委員Ｂ】 

 今回の財政白書は、昨年の財政白書と比較するとあまりにも丁寧すぎる。このため、

昨年の財政白書のほうが読んでみようかなという気持ちになる。 

 市民は、施策を進めていく上でお金がどの様に使われているのか、市民の意見が反映

されているのかについて一番知りたい。財政指標の算出方法など細かい数字なんて、は

っきり言って見ない。 

 市は、お金を使ってこれだけの努力をしたのだけど、結果的にはまだ十分とは言えな

いところがあるので、翌年度以降には事業計画にもっと予算付けをしなければならない

などといった説得性のある財政白書が望ましい。 

 語句の説明なんかも細かく説明することによって、かえってわかりにくくなっている。

今回の財政白書は読んでいて大変疲れた。 

【委員Ｃ】 

 各委員が色々なことを言い過ぎたからではないか？自分も意見として書いているが、

一般の方が読んだら難しくてもういいやというところではないだろうか。 

 家計簿の例えにしても、前回の会議で残すことに決定したが、実際見てみると家計簿

に例えるのはそぐわない。 

【委員Ａ】 

 カットできる部分はカットしても良いのではないか？ 

【委員Ｄ】 

 せっかく作ったのだからカットするのはもったいない。普通の家計とは異なりますな

どの説明をつけてあげればよいのではないか。 



【委員長】 

 Ｂ委員の意見はこれでよろしいですか。 

【委員Ｂ】 

 単に財政面だけから見るのではなく、第三次総合振興計画の区切りの年なので、お金

を使ってどの程度計画を達成できたのか第四次総合振興計画に向けてどんな課題が残っ

たのかがわかるような財政白書にして欲しい。すべての文章が「～なりました。」で終わ

っているので、課題と今後の方向性がわかるようなコメントを書いていくべきである。 

【委員長】 

 今の意見は当初から出されていた意見であるが、事務局はどう考えているのか。 

【事務局】 

 今の意見のような財政白書にするためには、行政改革の取り組みの内容や各課の業務

の方向性などかなりのデータを収集しなければならないので時間的に難しい。 

【委員Ｂ】 

 広報等でも各課が公表しているコメントが掲載されているので、それを参考に開いた

スペースに待機児童対策などのコラムを掲載して欲しい。 

【委員Ｃ】 

 私も同意見であるが、反省や目標や課題等は現場が考えることで、財政課に資料は無

いため、これから各課に確認しなければならないだろう。今年度は難しいのではないか。 

【委員Ｂ】 

 何のために市民目線で財政白書を作るのか？市民目線というのであれば、すでに公表

されている意見を集約し財政白書に掲載すべきである。 

【委員Ｃ】 

 ・ 用語説明のマーク等の表示を統一するか、又は用語集を掲載すべき。 

 ・ 予算の段階で 22 年度はどのような街づくりをしようと考えて、どのような予算を 

  計上し、何ができて、何がどのような理由でできなかったか、その結果当初の予算 

  と決算との差異はどのようなものであったか。そして出来なかった事業は今後どう 

  するのか、等等についての全体説明が欲しい。 

 ・ 我々がいろいろな注文をだした結果であろうと思うが、前年度に比べて大変詳細 

  となったため、逆に一般市民は読むのだろうかという感想である。 

【委員Ｄ】 

 ・ 前回の白書では人物のイラストが多用されていて、その吹き出しを中心に読み進め 

  ていくと問題点や回答などが会話形式で書いてあるので、ななめ読みや各ページの 

  要点も分かりやすかった。また、興味があるところは数字も読もうかという気持ち 

  になった。そこが前回の財政白書の良いところである。 

   今回の財政白書は、棒グラフに吹きだしを入れたり、やりくり大作戦のコメント 

  や和光市の概要を記載した点で改善されているが、ポイントが分かりづらい。Ｂ委 

  員が提案したようにわこうっちに吹きだしをつけて、このページは何が言いたいの 

  か、ポイントは何なのかを分かるように書いたほうが良い。 



 ・ ６０ページの財政健全化判断比率の説明は、前白書（P31～）の方が分かりやすい。 

【委員長】 

・ 後に私から意見を述べる。よりわかりやすく説明して欲しいというこちら側の要 

 望を受け入れた結果だろうが、丁寧に説明したことによって、分かりやすくでは無く 

 長くくどくになってしまった。そのため、逆にポイントが分かりづらくなっていると 

 いう印象である。 

  今の素案は、手分けして書いたものを集めただけと推察する。これからできること 

 はもう少し編集し、ここがポイントだというところをわかるように書いて欲しい。そ 

 れが一番要望するところである。 

・ 今の白書は数字の羅列だけで、行政が何故これをやったのかということを少しでも 

 分かるようにして欲しい。 

・ 子ども手当で１３億、生活保護費も増加したと書いてあるのに、民生費では７億２ 

 千万しか増えていない。それでは何が減ったのかが書いていない。そういったところ 

 がわかりにくい要因だと感じる。 

【事務局】 

 今から財政白書を編集する上で、前回の白書のようにイラストを多用したほうがいい

のか、しないほうがいいのかお聞きしたい。 

【委員Ａ】 

 このままでいい。吹きだしにしたからといってよく分かるわけではない。表現のしか

たが重要である。 

【委員Ｃ】 

 戻すと時間がかかるのではないか。 

【委員Ｂ】 

 すごく固い印象になった。文章だけで言いたいことを伝えるのは難しい。伝えたい部

分はわこうっちを使った囲み記事にするなどしたほうがよい。 

【委員長】 

 この章では何を伝えたいか、冒頭に簡単なリードを設けた方がいい。それが市民への

呼び掛けになる。「和光市の概要」という章では、和光市の財政の内容を知るために、そ

のもととなる和光市の人口、面積などの規模を知っておきましょうくらいの説明があっ

てしかるべきだ。そうすれば大分印象は変わってくるだろう。   

【委員Ｄ】 

 今からでもできる範囲でメリハリをつけたほうがよい。 

【委員長】 

 導入部分の扉のようなものも含め、メリハリをつけて読みやすくするよう工夫しても

らうということでどうか？ 

【委員一同】 

 異議なし 

 



【委員長】 

 家計簿の部分はどうするか。 

【委員Ａ】 

 家計簿の部分は削ったほうがよい。 

【事務局】 

 家計簿の部分は削ることは可能である。ただし、財政指標の説明に係る家計の例えを

削除するとなると、財政的な知識が無い人にとっては何を示している数値なのが分かり

にくいのではないか？ 

【委員長】 

 公債費を住宅ローンの返済に例えるなど、財政用語の説明に家計の例をだすのはよい。

ただし、市の財政そのものを家計に例えるのはかえってわかりにくい。 

 また、第３章になると難しくなってくるが、ここまでくると計算式が云々というより

も、和光市もちゃんと財政指標を使って財政が健全どうか判断している。健全ならばそ

れを伝えれば良いし、問題があるならばそれを伝えればよい。 

【委員Ａ】 

 実質赤字比率は、単に実質赤字額の割合を言っているにすぎないのでややこしくない。

それを家計に例えて説明するからややこしくなる。比率としては利用されない数値をマ

イナス表示で示しているが、利用されないなら掲載しないほうがよい。 

【事務局】 

 健全化判断比率は、資料編の決算カードに記載されているので、削除したほうがよい

か？ 

【委員Ａ】 

 財政白書も第３章から急に難しくなってくる。財務４表とか。興味が無かったら読ま

ないだろう。 

【委員Ｂ】 

 第３章以降は疲れるし、読んでも分からないので読みたくない。むしろ、昨年の白書

の３１ページのように財政健全化判断比率とはこういうものです程度の解説でよい。 

【委員長】 

 もうこの辺までくると、計算式云々というよりも、和光市が勝手にやっているのでは

なく、健全化判断基準等の基準をみてちゃんと財政運営をやっていますよということを

主張すればよい。 

【委員Ａ】 

 財務書類の説明は、じっくり読めばよく分かる。ただ、健全化判断比率はそんなにペ

ージを割く必要は無い。 

【委員Ｃ】 

 害になるなら削ってもいいが、単に難しいだけという理由なら残しておいてもよい。 

【委員Ａ】 

 前回の財政白書でも財務書類などの説明は難しかった。今回の白書はよりわかりやす



くなったしデータもそろったというのが私の評価だ。だから、家計簿なんかを書いたら

興醒めである。５２ページの毎月３万円の小遣いの人が云々というストーリーは全然関

係ない話だ。 

【委員長】 

 それでは、大きなところではメリハリの付け方、見せ方の工夫をしてもらう点（①冒

頭に決算概要をつける。②各章にリードをつける。③その他強調するところの表現工夫、

の３点）と家計簿を取るというところでお願いする。また、細かなところについては、

委員それぞれの意見をじっくり読んで、入れたほうが良いというところがあれば入れて

欲しい。みなさんそんなところでどうだろうか。 

【委員一同】 

 異議なし 

【委員Ａ】 

 私が提案した「第１章の地方財政の基礎知識」の構成を組み替えることについてはど

うするのか。「２の地方財政とは」一番初めにくるべきだ。 

【委員Ｂ】 

 基礎知識で国と地方というのを受ければ、基礎知識の中で地方財政というのがにきて、

国と地方の財政関係がになってもいいということであろう。そして「市の財政運営の

流れについて」が大きな２とすれば、流れとしては、基礎知識編で国の関係がきて、市

の財政運営の流れについてという感じでよいのか。 

【委員Ａ】 

 それでよい。 

【委員長】 

 3 ページの和光市の財政規模の表はいきなり出てきて分かりにくい。掲載するページを

変えるか、詳しくは何ページです等の記載が必要である。 

【委員Ｂ】 

 初から深く読み込む人はいないので、後からだんだん分かってくればよいのでこの

ままでよい。 

【委員Ａ】 

 文章全体の表現等については、文法的な誤りも含め後で調整するのか。また、水道事

業会計の実質収支は赤字にもかかわらず６２ページの連結実質赤字比率の説明では１６

億の黒字となっているので説明が必要だ。 

【委員長】 

 どの辺に重点を置いて修正すればよいか事務局は分かったか。 

【事務局】 

 理解した。次回の会議までに修正する。 

 

 

 



  その他  

【委員長】 

 次の会議は何時にするのか。 

【委員長】 

 第６回財政白書作成委員会は１１月１６日（水）午後６時に開催する。 

【事務局】 

 なお、次回の会議では、修正すべき点はその場で修正し財政白書原案を完成させたい。

また、市長への報告は１１月の中旬から下旬を考えている。 

【委員長】 

 話は変わるが、市長へ報告する際に、財政白書に盛り込めなかった部分について付記

で出そうということになっていた。付記は委員会としてまとめなくても良いのかもしれ

ないが、それぞれ意見があると思うが、次の財政白書をより良くする為の各委員として

の意見を出してもらったらどうかと考えているがどうか。 

【委員Ｂ】 

 委員長が素案を作り、次回の会議で了承されればいい。 

【委員Ａ】 

 それでいい 

【委員Ｂ】 

 今までの討議の中で出た問題をまとめればいい。重要なことは、計画・施策とお金と

の関係を明確に説明するということだと考える。 

【委員Ｃ】 

 それにつきると思う。 

【委員長】 

 それでは、その辺りで私がまとめる。 

 

３ 閉 会 

 


