
財政健全化条例策定状況について 

市名 岐阜県多治見市 富山県滑川市 埼玉県富士見市 

人口 

（平成２２年

国勢調査） 

１１２，５９５人 ３３，６８１人 １０６，７３６人 

標準財政規模 

(21年度決算) 
２０，７９２，０００千円 ７，４２１，６４５千円 １８，３２９，０００千円 

実質赤字比率 ８．６４ ９．７７ ５．３６ 

連結実質赤字比率 ２２．０９ １６．５９ １７．０２ 

実質公債費比率 ３．９ １９．１ ８．８ 

将来負担比率 － １０２．３ ５３．９ 

財政力指数 ０．８０ ０．７１ ０．８０ 

経常収支比率 ８５．７ ８３．４ ９０．５ 

条例名 
多治見市健全な財政に関す

る条例（別紙１参照） 

滑川市健全な財政に関する

条例（別紙２参照） 

富士見市健全な財政運営に

関する条例（別紙３参照） 

制定日 平成１９年１２月１７日 平成２３年 ３月３１日 平成２３年１２月２１日 

施行日 平成２０年 ４月 １日 平成２４年 ４月 1日 平成２４年 ４月 １日 

目的 

財政運営の指針並びに基本

的な原則及び制度を定める

ことにより、市民自治に基づ

く健全な財政に資すること。 

財政運営の指針及び基本的

な原則を定めることにより、

本市財政の健全化に資する

こと。 

財政運営に関する施策の基

本となる事項等を定めるこ

とにより、財政規律の維持及

び向上を図り、もって健全な

財政運営に資すること。 

指標 

地方財政健全化法 

①実質赤字比率 

②連結実質赤字比率 

③実質公債費比率 

④将来負担比率 

独自の財政健全基準を設定

し、目標を設定。 

 ⑤償還可能年数 

  １０．５年 

 ⑥経費硬直率 

  ７０．０％ 

 ⑦財政調整基金充足率 

  １５．０％  

 ⑧経常収支比率 

  ８８．０％ 

 

①実質公債費比率 

１５％以下 

②将来負担比率 

９０％以下 

③財政調整基金残高 

 標準財政規模の１８％超 

④地方債残高 

 標準財政規模の１５０％

以下 

財政運営判断指標に関し、

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（５年間）におけ

る目標値を定め、議会に報

告するとともに、公表しな

ければならない。 

 ①財政調整基金比率 

 ②地方債残高比率 

 ③債務償還可能年限 

 ④その他の財政運営の状

況を示す指標 

 



○多治見市健全な財政に関する条例 

平成 19 年 12 月 17 日条例第 48 号 

改正 

平成 21 年６月 29 日条例第 24 号 

平成 22 年９月 29 日条例第 28 号 

第１編 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、財政運営の指針並びに基本的な原則及び制度を定めることにより、

市民自治に基づく健全な財政に資することを目的とします。 

（財政運営の指針） 

第２条 市の財政は、市民の厳粛な信託及び負担に基づくものであり、市は、財政を健全

に運営しなければなりません。 

２ 市の負債は、現在及び将来の市民の負担であり、市は、人口の動向等の市民の負担能

力の変化を考慮して世代間の負担の均衡を図るとともに、長期的な計画、起債その他の

将来の負担に影響する事項については、その負担が意思決定に参加できない者によって

も担われることに留意して、決定しなければなりません。 

３ 市は、この条例の理念に沿った計画的な財政運営を行うとともに、環境変化に応じた

対応を取らなければなりません。 

（責務規定） 

第３条 市民は、政策による市民の利益が市民の相応の負担の上に成り立っていることを

認識するとともに、世代間の負担の均衡に配慮しなければなりません。 

２ 議会は、市民の信託に基づく市民の代表機関として、議会の議決を要する計画及び予

算（補正予算及び暫定予算を含みます。以下同じです。）を議決し、予算の執行を監視

し、並びに決算の認定をしなければなりません。 

３ 市長は、市民の信託に基づく市の代表機関として、総合計画に基づき予算を編成し、

執行するとともに、財政を健全に運営し、職員は、十分な注意力及び勤勉さをもって財

務に当たらなければなりません。 

第２編 財政運営の原則 

第１章 財政情報の共有 

（情報共有） 



第４条 市は、市民と情報を共有し、市民自治に基づく財政運営を行うため、財政に関す

る情報を分かりやすく公開するとともに、説明責任を果たさなければなりません。 

２ 市は、財政に関する市民の意見の把握に努めなければなりません。 

３ 市は、主な事業の経費を明らかにすることにより、政策による市民の利益と負担との

関係を明らかにするよう努めなければなりません。 

（情報公表の制度） 

第５条 市長は、毎年度、当初予算又は当初予算に準ずる補正後の予算について、総合計

画に基づく主な事業の概要並びに財政の現状及び年度末における財政状況の見込みを分

かりやすく説明した資料を作成し、公表しなければなりません。 

２ 市長は、毎年度、決算について、総合計画に基づく主な事業の進行状況及び財政の現

状を分かりやすく説明した資料を作成し、公表しなければなりません。 

３ 市長は、別に条例に定めるところにより、毎年２回以上予算の執行状況並びに財産、

市債及び一時借入金の現在高その他財政に関する事項を公表しなければなりません。 

４ 市長は、財政に関する情報の公表について、内容の充実を図るとともに、市民に分か

りやすい公表とするよう継続的に改善しなければなりません。 

（財務諸表） 

第６条 市長は、毎年度、次に掲げる財務諸表を作成しなければなりません。 

⑴ 貸借対照表 

⑵ 行政コスト計算書（企業会計における損益計算書に準ずるものをいいます。） 

⑶ 純資産変動計算書（企業会計における株主資本等変動計算書に準ずるものをいいま

す。） 

⑷ 資金収支計算書（企業会計におけるキャッシュ・フロー計算書に準ずるものをいい

ます。） 

２ 前項各号に規定する財務諸表は、次に掲げる区分につき、作成されなければなりませ

ん。 

⑴ 普通会計に係る財務諸表 

⑵ 普通会計及び公営事業会計並びに出資法人（市が資本金等の２分の１以上を出資し

ている法人をいいます。）等を連結した財務諸表 

３ 市長は、決算を議会の認定に付すに当たっては、前２項の規定による財務諸表を併せ

て提出しなければなりません。 



４ 市長は、決算の概要を公表するに当たっては、第１項及び第２項の規定による財務諸

表を併せて公表しなければなりません。 

第２章 資産及び負債の原則 

（基本原則） 

第７条 市は、次に掲げる原則により財政運営に当たらなければなりません。 

⑴ 将来において発生する経費を適切に見込むこと。 

⑵ 将来の負担を抑制すること。 

⑶ 金利変動等の経済情勢の変化を考慮すること。 

（資産及び負債） 

第８条 市は、長期的な人口動向を考慮して、資産を管理しなければなりません。 

２ 市は、市債等、公債費に準ずる債務負担行為及び資産（不動産に限ります。）の取得

又はこれに類する目的のための債務負担行為並びに債務保証及び損失補償の顕在化の可

能性を考慮した評価額並びに退職手当のための引当金相当額について、負債として管理

しなければなりません。 

３ 市は、負債の額について、償還能力の観点から適切な水準とし、逓減に努めなければ

なりません。 

一部改正〔平成 21 年条例 24 号〕 

（基金） 

第９条 市は、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を

必要とする経費については、基金を設けて計画的に積み立て、執行するよう努めなけれ

ばなりません。 

２ 市は、災害復旧に要する経費について、財政調整基金において資金を適切に留保しな

ければなりません。ただし、現に災害復旧を実施しているときは、この限りではありま

せん。 

３ 市長は、財政調整基金について、その総額及び可処分額（総額から前項に規定する災

害復旧に要する経費の留保分及び第 14 条の３第１項に規定するリスク引当金を控除し

た額をいいます。以下同じです。）を明らかにしなければなりません。 

一部改正〔平成 21 年条例 24 号〕 

（起債） 

第 10 条 市は、起債に当たっては、次に掲げる事項を検討しなければなりません。 



⑴ 将来において市民が負担することの妥当性 

⑵ 起債と他の方法による場合との市の負担についての比較 

２ 市は、起債に当たっては、償還計画を立案しなければなりません。 

３ 市は、借入に係る金利及びその負担と財政状況とが相互に与える影響について考慮し

なければなりません。 

一部改正〔平成 21 年条例 24 号〕 

第３章 執行における原則 

（歳入及び歳出） 

第 11 条 市は、歳入について、安定的な増加を図る方策を検討するとともに、公租公課等

の諸納付金については、適切な徴収に努めなければなりません。 

２ 市は、歳出について、効果的で合理的な予算執行に努めなければなりません。 

（使用料等） 

第 12 条 市は、使用料、手数料、負担金等について、受益と負担との関係を考慮して、定

期的に総合的な見直しを行わなければなりません。 

２ 前項に規定する見直しに当たっては、使用料、手数料、負担金等の設定に当たっての

基準を定め、これに基づいて決定しなければなりません。 

（補助金） 

第 13 条 市長は、補助金について、政策的必要性及び効果の観点から、補助の必要性のほ

か交付決定の手法等も含め定期的に包括的な見直しを行わなければなりません。 

２ 市長は、補助金の交付決定に当たっては、補助の必要性を審査するとともに、事業の

完了に当たっては、補助の効果を評価しなければなりません。 

３ 市長は、団体の運営に係る経費に対する補助については、原則として、あらかじめ期

限を定めるよう努めなければなりません。 

（資金運用） 

第 14 条 市は、資金を効率的に運用するとともに、損失の回避等の管理を行わなければな

りません。 

第４章 リスク・マネジメント 

追加〔平成 21 年条例 24 号〕 

（リスクの把握及び明確化並びに対策） 



第 14 条の２ 市は、事業選択に当たっては、財政状況に与える影響についてリスクを把握

するとともに、把握したリスクを明らかにしなければなりません。 

２ 市は、前項に規定するリスクについて、適切な対策を取らなければなりません。 

追加〔平成 21 年条例 24 号〕 

（債務保証及び損失補償） 

第 14 条の３ 市は、債務保証及び損失補償について、その顕在化の可能性を考慮した資金

（以下「リスク引当金」といいます。）を確保しなければなりません。 

２ 市は、リスク引当金を基金において管理しなければなりません。 

３ 市長は、債務保証及び損失補償の各総額並びに債務保証及び損失補償に対するリスク

引当金の各総額を明らかにしなければなりません。 

追加〔平成 21 年条例 24 号〕 

第３編 計画的な財政運営 

第１章 通則 

（財政判断指標） 

第 15 条 市長は、財政状況に関する情報を市民及び議会と共有し、次の表に掲げる目的に

資するため、財政判断指標の欄に掲げる指標について、財政判断指数の欄に定めるとこ

ろにより算定した数値を、この条例の規定により、議会に報告し、公表しなければなり

ません。 

   

目的 財政判断指標 財政判断指数 

負債の逓減及び償還

能力に対する信用の

確保 

償還可能年数 負債の総額から償還等に充てることが適

当な基金残高を控除した額を経常一般財

源から元金の償還に係る公債費分を除く

経常経費充当一般財源を控除した額で除

した数値 

経費の硬直性の解消 経費硬直率 公債費分を除く経常経費充当一般財源の

額を経常一般財源の額で除した数値 

財源の留保 財政調整基金充足率 財政調整基金の可処分額を経常経費充当

一般財源の額で除した数値 



収支の安定性の向上 経常収支比率 経常経費充当一般財源の額を経常一般財

源の額で除した数値 

資金繰りの向上 実態収支 実質単年度収支の額と決算剰余金による

財政調整基金繰入額との合算額 

 

２ 財政判断指数の算定に当たっての基準は、財政判断指標の目的に資するよう規則で定

めます。 

３ 市長は、総合計画その他の予算を伴う計画の策定及び予算の編成に当たっては、財政

判断指数に留意しなければなりません。 

一部改正〔平成 21 年条例 24 号・22 年 28 号〕 

（総合計画策定における原則） 

第 16 条 市は、総合計画を財源の根拠をもって策定し、真に必要な施策に充てる財源を確

保するとともに、総合計画の確実な実行を図らなければなりません。 

２ 市は、総合計画の策定及び見直しに当たっては、当該策定又は見直しに当たって策定

又は見直しされた実行計画の計画期間内における各年度について、次に掲げる事項を基

本構想に記載しなければなりません。 

⑴ 一般会計における歳入の見込み 

⑵ 一般会計における歳出の計画額 

⑶ 財政判断指数の見込み 

３ 前項第１号に規定する歳入の見込みは、想定される複数の状況について推計され、基

調となる傾向が示されなければなりません。 

４ 総合計画は、前項の規定による基調となる傾向に沿って、策定されなければなりませ

ん。 

（予算を伴う計画） 

第 17 条 市長は、予算を伴う計画については、中期財政計画（次条第１項に規定する財政

計画をいいます。以下同じです。）の計画期間内において必要となる予算を明らかにし、

中期財政計画に反映させなければなりません。 

（中期財政計画） 



第 18 条 市長は、毎年度、総合計画との調整のもとで、中期的な期間における各年度につ

いて、次に掲げる事項を記載した財政計画を策定しなければなりません。 

⑴ 一般会計における歳入の見込み及び歳出の計画額 

⑵ 財政判断指数の見込み及びその算定に当たっての主要な数値 

⑶ 財政調整基金等の財政運営に関する基金の残高 

２ 第 16 条第３項の規定は、前項第１号に規定する歳入の見込みについて準用します。 

３ 市長は、当初予算又は当初予算に準ずる補正後の予算を議会に提出するに当たっては、

中期財政計画を併せて提出しなければなりません。 

４ 市長は、当初予算又は当初予算に準ずる補正後の予算について、その概要を公表する

に当たっては、中期財政計画を併せて公表しなければなりません。 

一部改正〔平成 21 年条例 24 号〕 

（予算における財政判断指数） 

第 19 条 市長は、予算を議会に提出するに当たっては、当該予算を踏まえた財政判断指数

の見込み及びその算定に当たっての主要な数値を明らかにして議会の議決に付さなけれ

ばなりません。 

２ 市長は、予算の概要を公表するに当たっては、前項の規定による財政判断指数の見込

みを併せて公表しなければなりません。 

一部改正〔平成 21 年条例 24 号〕 

（決算における財政判断指数） 

第 20 条 市長は、決算を議会に提出するに当たっては、当該決算における財政判断指数の

実績及びその算定に当たっての主要な数値を明らかにして議会の認定に付さなければな

りません。 

２ 市長は、決算の概要を公表するに当たっては、前項の規定による財政判断指数の実績

を併せて公表しなければなりません。 

一部改正〔平成 21 年条例 24 号〕 

（行政改革大綱策定における原則） 

第 20 条の２ 市長は、行政改革大綱について、次条第１項に定める財政向上目標の達成及

び第 22 条第１項に定める財政向上指針の着実な実施に資するよう策定しなければなり

ません。 

追加〔平成 22 年条例 28 号〕 



第２章 財政状況の維持及び向上 

第１節 財政向上目標 

（財政向上目標の設定） 

第 21 条 市長は、財政判断指標（実態収支を除きます。）について、財政状況の継続的な

維持及び向上のための目標値（以下「財政向上目標」といいます。）を定めなければな

りません。 

２ 財政向上目標は、市長の任期ごとに定められなければなりません。 

３ 市長は、財政向上目標を定めるに当たっては、市民の参加を図らなければなりません。 

４ 市長は、財政向上目標を定めたときは、これを議会に報告し、公表しなければなりま

せん。 

一部改正〔平成 22 年条例 28 号〕 

第２節 財政向上指針 

（財政向上指針） 

第 22 条 市長は、財政状況の継続的な維持及び向上のための指針（以下「財政向上指針」

といいます。）を策定しなければなりません。 

２ 財政向上指針は、市長の任期ごとに策定されなければなりません。 

３ 財政向上指針は、財政向上目標を達成することを目的として、次に掲げる事項につい

て策定されなければなりません。 

⑴ 目標年度 

⑵ 財政向上目標の達成のための基本方針 

⑶ 目標年度までの各年度の財政判断指数の見込み 

⑷ 前３号に掲げるもののほか、財政向上目標の達成に必要な事項 

（財政向上指針の策定手続） 

第 23 条 市長は、財政向上指針を策定するに当たっては、市民の参加を図らなければなり

ません。 

２ 市長は、財政向上指針を策定したときは、これを議会に報告し、公表しなければなり

ません。 

３ 前２項の規定は、財政向上指針を変更する場合について準用します。ただし、軽微な

変更（各年度の財政判断指数の見込みの変更を伴うものを除きます。）については、こ

の限りではありません。 



（実施状況の報告） 

第 24 条 市長は、毎年度、財政判断指数の実績を明らかにした財政向上指針の実施状況を

議会に報告し、公表しなければなりません。 

第３章 財政状況の健全性の確保 

第１節 財政健全基準 

（財政健全基準の設定） 

第 25 条 市長は、財政判断指標（実態収支を除きます。）について、財政状況の健全性と

して確保すべき基準値（以下「財政健全基準」といいます。）を定めなければなりませ

ん。 

２ 第 21 条第３項及び第４項の規定は、財政健全基準について準用します。この場合にお

いて、これらの規定中「財政向上目標」とあるのは「財政健全基準」と読み替えるもの

とします。 

一部改正〔平成 22 年条例 28 号〕 

第２節 財政正常化計画 

（財政警戒事態宣言） 

第 26 条 市長は、中期財政計画における計画期間内の財政判断指数の見込みのうち１つ以

上が財政健全基準を満たさなくなったときは、当該中期財政計画の策定に当たり、財政

警戒事態を 宣言しなければなりません。ただし、財政非常事態（第 29 条に規定する財

政非常事態をいいます。）を宣言している場合にあっては、この限りではありません。 

（財政正常化計画） 

第 27 条 市長は、財政警戒事態を宣言したときは、財政向上指針に代えて財政の正常化の

ための計画（以下「財政正常化計画」といいます。）を策定しなければなりません。 

２ 財政正常化計画は、財政判断指数の見込みのすべてが安定的に財政健全基準を満たす

ことを目的として、すべての経費について見直しが行われたうえ、次に掲げる事項につ

いて策定されなければなりません。 

⑴ 計画期間 

⑵ 財政の正常化のための基本方針 

⑶ 前号に規定する基本方針に基づく具体的な取組み 

⑷ 前号に規定する具体的な取組みの目標値 

⑸ 計画期間内における各年度の財政判断指数の見込み 



⑹ 前各号に掲げるもののほか、財政の正常化に必要な事項 

３ 第 23 条及び第 24 条の規定は、財政正常化計画について準用します。この場合におい

て、第 23 条中「財政向上指針」とあるのは「財政正常化計画」と、第 24 条中「財政判

断指数の実績」とあるのは「具体的な取組みの実績及び財政判断指数の実績」と、「財

政向上指針」とあるのは「財政正常化計画」と読み替えるものとします。 

（宣言の解除） 

第 28 条 市長は、財政正常化計画を達成し、かつ、中期財政計画における計画期間内の財

政判断指数の見込みのすべてが財政健全基準を満たすこととなったときは、財政警戒事

態の解除を宣言するものとします。 

２ 前項の規定による財政警戒事態の解除の宣言に当たっては、市長は、財政正常化計画

の実施状況を記載した報告書及び財政正常化計画に代わる財政向上指針を議会に報告し、

公表しなければなりません。 

第３節 財政再建計画 

（財政非常事態宣言） 

第 29 条 市長は、予算を踏まえた財政判断指数の見込み及び決算における財政判断指数の

実績のうち１つ以上が財政健全基準を満たさなくなったときは、当該予算又は決算の議

会への提出に当たり、財政非常事態を宣言しなければなりません。 

（財政再建計画） 

第 30 条 市は、財政非常事態にあっては、財政の再建のための計画（以下「財政再建計画」

といいます。）を策定しなければなりません。 

２ 前項の規定に基づき財政再建計画が策定されている間については、第 22 条及び第 27

条の規定にかかわらず、市長は、財政向上指針又は財政正常化計画を策定しないものと

します。 

３ 第 27 条第２項の規定は、財政再建計画について準用します。この場合において、「財

政正常化計画」とあるのは「財政再建計画」と、「財政の正常化」とあるのは「財政の

再建」と読み替えるものとします。 

（財政再建計画の策定手続） 

第 31 条 市長は、財政再建計画の案を作成するに当たっては、市民の参加を図らなければ

なりません。 



２ 財政再建計画は、議会の議決を経て策定され、市長は、これを公表しなければなりま

せん。 

３ 前２項の規定は、財政再建計画を変更する場合について準用します。ただし、軽微な

変更（各年度の財政判断指数の見込みの変更を伴うものを除きます。）については、こ

の限りではありません。 

（実施状況の調査等） 

第 32 条 議会は、必要に応じ、財政再建計画の実施状況について調査し、又は報告を求め

ることができます。 

２ 市長は、前項の規定による調査又は報告の聴取に協力しなければなりません。 

（議会の勧告等） 

第 33 条 議会は、財政運営が財政再建計画に適合しないと認められる場合その他財政の再

建が困難であると認められる場合においては、市長に対し、必要な措置を講ずることを

勧告することができます。 

２ 市長は、前項の規定による勧告を受けたときは、速やかに、当該勧告の内容を公表し

なければなりません。 

３ 第１項の規定による勧告を受けた市長は、当該勧告に基づいて講じた措置について、

議会に報告し、公表しなければなりません。 

（準用） 

第 34 条 第 24 条及び第 28 条の規定は、財政再建計画について準用します。この場合にお

いて、第 24 条中「財政判断指数の実績」とあるのは「具体的な取組みの実績及び財政判

断指数の実績」と、「財政向上指針」とあるのは「財政再建計画」と、第 28 条第１項中

「財政正常化計画」とあるのは「財政再建計画」と、「中期財政計画における計画期間

内の財政判断指数の見込みのすべて」とあるのは「中期財政計画における計画期間内の

財政判断指数の見込み並びに当年度の予算を踏まえた財政判断指数の見込み及び前年度

の決算における財政判断指数の実績のすべて」と、「財政警戒事態」とあるのは「財政

非常事態」と、同条第２項中「財政警戒事態」とあるのは「財政非常事態」と、「財政

正常化計画の実施状況」とあるのは「財政再建計画の実施状況」と、「財政正常化計画

に代わる財政向上指針」とあるのは「財政向上指針」と読み替えるものとします。 

第４編 雑則 

（委任） 



第 35 条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定めます。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成 20 年４月１日から施行します。ただし、第 15 条から第 19 条まで、

第 21 条、第 25 条及び第 35 条の規定は、平成 20 年１月１日から施行します。 

（適用区分） 

２ 第 16条の規定は基本構想が平成20年１月１日以後に議会の議決を経た総合計画から、

第 18 条の規定は平成 20 年度を初年度とする中期財政計画から、第 19 条の規定は平成

20 年度の予算から、第 20 条の規定は平成 19 年度の決算から適用します。 

附 則（平成 21 年６月 29 日条例第 24 号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成 21 年７月１日（以下「施行日」といいます。）から施行します。 

（適用区分） 

２ この条例による改正後の第 18 条の規定は、施行日以後に策定された中期財政計画から

適用します。 

附 則（平成 22 年９月 29 日条例第 28 号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成 23 年１月１日（以下「施行日」といいます。）から施行します。 

（適用区分） 

２ 改正後の第 15 条の規定は、総合計画については基本構想が施行日以後に議会の議決を

経た総合計画から、中期財政計画については平成 23 年度を初年度とする中期財政計画か

ら、予算については平成 23 年度の予算から、決算については平成 22 年度の決算から、

財政向上指針並びに財政正常化計画及び財政再建計画については施行日以後に策定され

る財政向上指針並びに財政正常化計画及び財政再建計画から適用し、改正後の第 20 条の

２の規定は、施行日以後に策定される行政改革大綱から適用します。 
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財政向上指針の設定について 

１ 目的 

多治見市健全な財政に関する条例（以下「条例」という。）第 21 条第 1項の規定による財政向上

目標の達成のため、条例第 22 条第 1項の規定により財政向上指針を定めるものです。 

 

２ 策定する内容（条例第 22 条第 3項） 

（１）目標年度 
（２）財政向上目標の達成のための基本方針 
（３）目標年度までの各年度の財政判断指数の見込み 
（４）財政向上目標の達成に必要な事項 

 

３ 目標年度（条例第 22 条第 2項） 

市長の任期毎に策定するため、目標年度を平成 23 年度とします。 

 

４ 財政向上指針の基本的な考え方 

 本指針は、財政向上目標の達成を目的とするが、第一義には計画行政に沿った事業の施行であり、５

に掲げる各数値は期待値と位置付けるものです。ただし、次の点に留意し指針を定めることとします。 

 （１）総合計画に基づく事業の実施と行政改革の推進 

  ①第6次総合計画の基本構想・基本計画に基づき、優先順位による計画的な事業の実施を図ります。 

  ②第 5次行政改革大綱、政策総点検による事務事業縮減等の推進に努めます。 

  ③事業の有効性や費用対効果等を検証し、事務事業の見直しを図ります。 

（２）計画的かつ有効的な予算編成、予算執行 

  ①市税の収納率の向上に努めます。 

  ②受益者負担の原則に基づく使用料・手数料等の適正な料金設定と施設利用率の向上を図ります。 

  ③後年度負担を考えた市債の有効的利用に努めます。 

  ④国・県支出金等の積極的な活用に努めます。 

  ⑤予算執行においては、経費の必要性、効果等を考慮し、支出の削減に努めます。 

  （３）平成 13 年策定の財政改革指針の項目について、一部は継続します。 

 

５ 各年度の財政判断指数の見込み 

 平成 23 年度まで財政向上目標の数値の維持を前提にした場合の財政判断指数の見込値は、下表のと 

おりです。本指針の各年度の報告は、財政向上目標の達成の可否で判断し、指針の各項目ごとにコメン 

トを付することとします。 

【財政判断指数見込値】 

財政判断指標 H20 H21 H22 H23 目標値 基準値

償還可能年数（年） 9.0（9.2） 9.4（9.8） 9.2（9.8） 9.8（10.6） 10.5 12.0 

経費硬直率（％） 70.4（70.9） 70.7（71.7） 70.3（71.7） 70.0（71.9） 70.0 73.0 

財政調整基金充足率（％） 16.9（16.8） 16.3（15.9） 15.7（14.8） 15.0（13.5） 15.0 7.0 

経常収支比率（％） 86.8（87.3） 87.7（88.7） 86.0（87.5） 85.9（87.9） 88.0 93.0 

※（ ）は、第６次総合計画策定時及び平成 20 年度当初予算編成時による推計値 

  目標値＝財政向上目標、基準値＝財政健全基準 
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６ 財政向上目標の達成に必要な事項 

（１）行政改革等の推進による支出の削減及び収入の増 

経費硬直率を平成 23 年度までに 70.0％となるよう、支出の削減と収入の増を図ります。 

①支出の削減 

目標：財政向上目標の達成に向け、経常経費を段階的に減少させます。

・総合計画の進行管理や行政改革、一般競争入札の拡大、補助金等の見直しにより平成 23 年度まで

の 4年間で約 5.81 億円（毎年度 6,000 万円）の削減を目指します。 

【行政改革等による経常経費充当一般財源の削減による試算】             （単位：％） 

 H20 H21 H22 H23 合計 

推計値 169.28 億円 170.06 億円 167.74 億円 167.95 億円 675.03 億円

削減推計値 
段階的に削減 

(H20△0.34) 

(H21△0.69) 

(H22△1.03) 

(H23△1.37) 

168.70 億円 168.89 億円 166.00 億円 165.63 億円 669.22 億円

差 額 △0.58 億円 △1.17 億円 △1.74 億円 △2.32 億円 △5.81 億円

 

 

②収納率の向上 

目標：一般財源の確保のため、市税収入が平成 23 年度で 1.25 億円の増収となるよう努めます。 

・収入増は、市税収入について平成 23 年度までに予算ベースで 0.9％収納率を向上（平成 21 年度以降
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3 ヵ年で段階的向上）を目指します。 

【市税収入決算見込額（都市計画税・入湯税を除く）の推計】 

 H20 H21 H22 H23 

推計値 140.38 億円 138.28 億円 138.78 億円 138.92 億円

0.3％段階的に向上 

（H21 以降） 
140.38 億円 138.69 億円 139.62 億円 140.17 億円

差    額 0 億円 0.41 億円 0.84 億円 1.25 億円

【経常経費充当一般財源（除く公債費分）と経常一般財源（除く臨財債等）の推移と経費硬直率見込値】 

 H20 H21 H22 H23 
経常経費充当一般財源

（除く公債費分） 
136.44 億円 135.85 億円 135.28 億円 134.71 億円

経常一般財源 

（除く臨財債等） 
193.87 億円 192.07 億円 192.57 億円 192.32 億円

経費硬直率見込値 70.4％ 70.7％ 70.3％ 70.0％

 
（２）市債残高（一般会計、特別会計、水道事業会計、病院事業会計）の制限 

目標：一般会計、特別会計、水道事業会計及び病院事業会計の毎年度の市債残高の総額は、580 億円を

上限とします。 

・旧笠原町との合併により、平成 27 年度までの 10 年間で 194 億円の合併特例債の発行が可能とな

ります。合併特例債は他の市債と比較し、地方交付税措置上有利なため、合併特例債を有効に活

用することとします。 

・平成 20 年度から平成 23 年度までの償還可能財源は、年平均で約 57 億円となっており、4 年間で

償還可能年数を 1 年間縮減するためには、起債残高を 57 億円減少させることが必要となります。 

・大幅な経常一般財源や基金残高の大幅な増は見込めないため、市債の残高に制限を設けようとす

るものです。（「財政改革指針」の見直し） 

【市債残高推計】 

 H20 H21 H22 H23 

一般会計市債残高 287.60 億円 305.20 億円 309.60 億円 316.90 億円

特別会計市債残高 234.14 億円 227.64 億円 223.34 億円 224.05 億円

水道事業会計市債残高 5.39 億円 4.91 億円 4.53 億円 4.19 億円

病院事業会計市債残高 4.69 億円 4.64 億円 5.63 億円 32.93 億円

合      計 531.82 億円 542.39 億円 543.10 億円 578.07 億円

 

（３）財政調整基金残高の確保 

目標：財政調整基金のうち災害復旧に充てるため、15 億円を保有するほか、財政調整基金充足率 15％

以上の確保のため、平成 23 年度末の財政調整基金残高（災害復旧分を除く。）が 25 億円以上と

なるように努めます。 

・ 平成 19 年度末の財政調整基金残高見込額は、約 45 億円となっているが、今後、税収の伸びは期待

し難く、将来的な財政負担に備えることとなります。（「財政改革指針」から継続） 

【財政調整基金残高見込額（災害復旧分を除く）】                  （単位：％） 

 H20 H21 H22 H23 

推計値 28.46 億円 16.8 26.97 億円 15.9 24.84 億円 14.8 22.65 億円 13.5

財政向上目標 

推計値 

28.46 億円 

0 億円 
16.9 

27.25 億円

0.28 億円
16.2

26.01 億円

1.17 億円
15.7 

24.71 億円

2.06 億円
15.0

※下段は差額 
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（４）市債償還対策基金残高の確保 

目標：合併特例債の償還に備え、平成 18 年から平成 27 年の 10 年間で 69 億円の積立てに努めます。 

・合併特例債の償還に備えた積み立ては、元利償還金の 30％分（約 69 億円）を普通交付税の算定替

えなど合併効果が生じる 10 年間で積み立て、後年の償還に備えることとします。（「財政改革指針」

の継続） 

・平成 19 年度末での積立金総額は約 30 億円、今後 8年間で毎年度 4.9 億円以上を積み立てることと

なるが、推計時の状況では財源確保が困難なため、当初予算ベースで 3億円の積立を見込むことと

します。そのため、平成 24 年度から平成 27 年度の 4年間で 27 億円を積立てることになります。 

【市債償還対策基金残高見込額（合併特例債償還分）】 

 H18 H19 H20 H21 H22 H23 

積立額 2,300,000 千円 704,063 千円 300,000 千円 300,000 千円 300,000 千円 300,000 千円

合併特例債元利

償還金の 30％ 
0 千円 8,490 千円 14,991 千円 94,266 千円 123,157 千円 163,023 千円

残高見込額 
2,300,000 千円 

(4,440,540 千円) 

2,995,573 千円

(4,897,152 千円)

3,280,582 千円

(5,117,376 千円)

3,486,316 千円

(5,326,116 千円)

3,663,159 千円 

(5,511,438 千円) 

3,800,136 千円

(5,655,631 千円)

※（ ）内は市債償還対策基金残高見込総額 

 

（５）職員退職手当基金残高の確保 

目標：職員退職手当の支給額の一般会計からの支出は、年度ごとに 6億円以内とし、6億円を超える場

合は、当該超える部分について基金から繰り出すこととします。ただし、退職手当の額が 6億円

に満たない場合は、その差額分を基金に積み立てるよう努めます。 

また、年度末基金残高が 10 億円以上となるよう毎年度 1億円以上の積立てを行います。 

・職員退職手当の支給額の一般会計からの支出は、6億円以内とし、それを超える場合は、職員退職

手当基金で補うこととします。（「財政改革指針」の継続） 

・平成 20 年度から平成 39 年度までの退職金の支払見込総額は、約 150 億円となっており、6億円を

超える額は 32 億円となります。 

・平成 39 年度までの職員退職手当の支給額の年度別最高額は 9.75 億円、支給額全てを基金で補った

場合を想定し、年度末基金残高は 10 億円以上を確保することとします。 

・平成 19 年度末の職員退職手当基金残高見込額は、約 20 億円であり、当面新たに積立てを行う必 

要はないが、平成 23 年度以降退職者が多くなることが予想されるため、平成 20 年度から毎年度 

1 億円以上を積み立てる必要があります。（「財政改革指針」では 1.4 億円） 

【退職手当引当基金残高見込額】 

年度 
退職手当支給 

見込額 

退職者数 

見込み 

退職手当基金 

取崩額 

退職手当基金 

積立額 
年度末残高 

H19 7.81 億円  1.81 億円 1.4 億円 21.60 億円

H20 8.06 億円 29 人 2.06 億円 1.0 億円 20.54 億円

H21 7.25 億円 29 人 1.25 億円 1.0 億円 20.29 億円

H22 6.75 億円 27 人 0.75 億円 1.0 億円 20.54 億円

H23 9.25 億円 37 人 3.25 億円 1.0 億円 18.29 億円

H24 8.50 億円 34 人 2.50 億円 1.0 億円 16.79 億円

H25 8.50 億円 34 人 2.50 億円 1.0 億円 15.29 億円

H26 9.75 億円 39 人 3.75 億円 1.0 億円 12.54 億円

H27 9.00 億円 36 人 3.00 億円 1.0 億円 10.54 億円

H28 5.00 億円 20 人 0 億円 2.0 億円 12.54 億円
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（６）修繕引当基金の適正な運営 

目標：公共施設の大規模修繕事業を計画的に実施するため、決算収支により生じた差金の一部を修繕引

当基金に積み立てることとし、次年度以降予定される事業費に充当します。 

 ・大規模修繕事業については、当初予算の枠配分外で５億円確保し、優先順位を付して事業実施中。 

 ・大規模修繕で事業施行後生じた残余金は、当基金に積み立ててきたところ。 

 ・今後公共施設の老朽化、耐震対策で修繕箇所が増加するものと予想、上記残余金以外でも発生する 

  差金について、その一部を当基金に積み立てていくもの。 

 

（７）財産処分等、臨時的収入の取扱い 

目標：財産処分等臨時的な収入金については、必要経費に充て、余剰金が生じた場合は、原則として財

政調整基金に積み立てます。なお、企業誘致事業の一環として発生する収入金については、企業

誘致事業用として積み立て、管理します。 

・財産処分等により生じた臨時的な収入金の充当について残高が生じた場合は、財政調整基金のほか

市債償還対策基金や修繕引当基金に積み立てる。（「財政改革指針」から継続） 

・企業誘致を進める上で発生する土地売却収入については、企業誘致事業に充てるため、基金の中で 

別に管理する。（20 年度４億円予定） 
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【参考】 

財政改革指針と財政向上指針の比較 

財政向上指針（Ｈ２０～） 財政改革指針（Ｈ１３～Ｈ１９） 

①行政改革等の推進による支出の削減及び収入 

の増 

ア 歳出の削減 

  財政向上目標の達成に向け、経常経費を段階

的に減少させます。 

イ 収納率の向上 

  一般財源の確保のため、市税収入が平成 23 

年度で 1.25 億円の増収となるよう努めます。

②市債残高（一般会計、特別会計、水道事業会計、

病院事業会計）の制限 

 一般会計、特別会計、水道事業会計及び病院事

業会計の毎年度の市債残高の総額は、580 億円を

上限とします。 

③財政調整基金残高の確保 

財政調整基金のうち災害復旧に充てるため、15

億円を保有するほか、財政調整基金充足率 15％ 

以上の確保のため、平成 23 年度末の財政調整基

金残高（災害復旧分を除く。）が 25 億円以上とな

るよう努めます。 

④市債償還対策基金残高の確保 

合併特例債の償還に備え、平成 18 年から平成

27 年の 10 年間で 69 億円の積み立てに努めます。

 

 

 

⑤職員退職手当基金残高の確保 

職員退職手当の支給額の一般会計からの支出

は、年度ごとに 6 億円以内とし、6 億円を超える

場合は、当該超える部分について基金から繰り出

すこととします。ただし、退職手当の額が 6億円

に満たない場合は、その差額分を基金に積み立て

るよう努めます。 

また、年度末基金残高が 10 億円以上となるよ

う毎年度 1億円以上の積立てを行います。 

⑥修繕引当基金の適正な運営 

公共施設の大規模修繕事業を計画的に実施す

るため、決算収支により生じた差金の一部を修繕

引当基金に積み立てることとし、次年度以降予定

される事業費に充当します。 

⑦財産処分等、臨時的収入の取扱い 

財産処分等臨時的な収入金については、必要経

費に充て、余剰金が生じた場合は、原則として財

 

 

 

 

 

 

 

 

● 市債発行額 
市債発行を歳出総額の 4.5％以内とする。（合

併特例債及び減税補てん債等の制度変更に伴 
う調整分を除く。ただし、臨時財政対策債は極

力発行しない。） 
●財政調整基金 
 年度末残高 15 億円以上を維持する。 
 
 
 
 
● 市債償還対策基金 

平成 18 年度末までに、基金残高が起債残高 
の７％となるように積立する。合併特例債の償

還に備えるため、10 年間で借り入れる合併特 
例債の元利償還金総額の 30％に達するまで、 
6.9 億円以上を毎年積み立てる。 

●職員退職手当基金 
 平成 32 年度までの間、基金の取崩額を退職手

当の支給額から６億円を控除した額以内とし、基

金残高がその年度以降の取崩見込額に達するま

で、毎年 1.4 億円以上積み立てる。 
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政調整基金に積み立てます。なお、企業誘致事業

の一環として発生する収入金については、企業誘

致事業用として積み立て、管理します。 

 
 
 
●経常収支比率 
 83％以下を維持する。（減税補てん債と臨時財

政対策債を含む。） 
●土地開発公社への債務負担額 
 平成 17 年度末の土地開発公社への用地取得の

債務負担 l 行為の元金分及び土地開発基金で購入

した土地のうち利用目的がないものや事業が終

了しているものの残高を平成 22 年度までに 10
億円以内とする。 
 

 

目標値と基準値の位置づけ 

財政の健全化に 

関する法律 

多治見市健全な 

財政に関する条例 
目標値・基準値 

健       全 

（グリーンゾーン） 

 

 

 

 

 

 

 

 

政
策
的
判
断
に
よ
る
財
政
運
営 

健       全 

（グリーンゾーン） 

不   健   全 

（イエローゾーン） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不   健   全 

（レッドゾーン） 

 

 

 

 

計
画
に
よ
る
財
政
運
営 

 

財政向上目標（条例）【期待値・理想値】

○財政向上指針 

財政健全基準（条例）【独自の基準値】

△財政警戒宣言・財政正常化計画 
▲財政非常事態宣言・財政再建計画 

早期健全化基準（法） 

▲財政健全化計画 

財政再生基準（法） 

×財政再生計画 



  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆その他健全化に向けた財政運営 

・長期的視点に立った資産の管理 

・負債の適切な水準の維持と逓減
ていげん

への努力 

・歳入の安定的な増収策の検討、市税等の適切な徴収 

・使用料、手数料、負担金等の見直し 

・補助金の見直し   など 

財政健全性の維持、向上、確保のための目標値

実質公債費比率

１５％以下

(第１０条)

将来負担比率

９０％以下

(第１１条)

財政調整基金残高

標準財政規模の
１８％超

(第９条第１項)

地方債残高
（臨時財政対策債等を除く）

標準財政規模の
１５０％以下

(第１２条)

財政運営の指針（第２条） 

○財源を効果的かつ効率的に活用するとともに、人口動向、経済状況等

社会環境の変化に即した中長期的な財政の見通しの下に、財政を健全

に運営します。 

○地方自治法、地方財政法及びこの条例の目的に即した計画的な財政運

営を行います。 

○世代間の負担の公平性、財政運営の健全性、財政秩序の維持、受益者

負担の原則等に合致しているかなどについての検討を十分行い、地方

債を発行します。 

財務に関する資料等の作成と財務情報の共有 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

財務書類４表 

（第５条） 

実質公債費比率の 

５か年推計（第６条） 

地方財政状況調査 

（決算統計）（第７条） 

中期財政計画（第１９条） 

歳入見込み、歳出計画額、地方債

残高、財政調整基金の見込み等 

議会への報告（提出）と市民の皆様への公表 

滑滑川川市市健健全全なな財財政政にに関関すするる条条例例のの概概要要 



[滑川市健全な財政に関する条例の解説] 

- 1 - 

 

 
平成23年3月31日 滑川市条例第1号 

 

第１章 総則（第１条―第３条） 

 

（目的） 

第１条 この条例は、財政運営の指針及び基本的な原則を定めることにより、本市

財政の健全化に資することを目的とする。 

 

【解説】 

この条例は、財政の健全性を維持及び向上並びに確保することを目的として、財

政運営に関する指針及び基本的な原則を定めています。 

 

 

（財政運営の指針） 

第２条 市は、財源を効果的かつ効率的に活用するとともに、人口動向、経済状況

等社会環境の変化に即した中長期的な財政の見通しの下に、財政を健全に運営し

なければならない。 

２ 市は、地方自治法（昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。）、地方財政

法（昭和23年法律第109号。以下「地財法」という。）及びこの条例の目的に即し

た計画的な財政運営を行わなければならない。 

３ 地方債は、地方公共団体の課税権を実質的な担保とした債務としての性格を有

することにかんがみ、市は、世代間の負担の公平性、財政運営の健全性、財政秩

序の維持、受益者負担の原則等に合致しているかなどについて検討し、地方債を

発行しなければならない。 

 

【解説】 

今後の地方財政は、一層の少子高齢社会の進行により、社会保障関係費について

確実に増加が見込まれるほか、国内景気については、景気の持ち直し傾向が続くこ

とが期待されてはいますが、雇用情勢は依然として厳しく、急激な回復は望めない

ことから、市税や地方交付税などの先行き見通しは非常に不透明であり、厳しい財

政状況が続くものと予想されます。 

こうしたことから、人口動向や常に変化するさまざまな社会経済情勢を見据え、

限りある財源を効果的かつ効率的に活用し、市が持続可能な健全な財政運営を行わ

なければならないことを定めています。 

また、地方自治法及び地方財政法の規定に基づき、健全な財政運営を行うことに

ついてもあわせて定めています。 

 

地方債は、地方公共団体が財政上必要とする資金を外部から調達することによっ

て負担する債務で、地方公共団体の課税権を実質的な担保とした債務と位置づけら

れていることを踏まえて、起債に当たっては、将来、便益を受けることとなる後世

代の住民と現世代の住民との間の負担の公平性や、将来の財政運営に及ぼす影響、

また、受益者負担の原則を損なわないものであるかなどを十分検討したうえで発行

しなければならないと定めています。 

滑滑川川市市健健全全なな財財政政にに関関すするる条条例例のの解解説説 



[滑川市健全な財政に関する条例の解説] 

- 2 - 

（責務規定） 

第３条 市長は、総合計画に基づき予算を編成し、執行するとともに、財政を健全

に運営しなければならない。 

２ 職員は、この条例に定める事項を自覚し、十分な注意力をもって、誠実かつ効

率的に職務を遂行しなければならない。 

 

【解説】 

市長の責務として、総合計画に基づく行政運営と財政の健全な運営を定めていま

す。また、職員の責務として、職務（財務）にあたるうえで、十分な注意力と誠実

さ、効率性を定めています。 

 

 

第２章 財政運営の原則 

第１節 財政情報の共有（第４条―第７条） 

 

（情報共有） 

第４条 市は、市民と財政に関する情報を共有し、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。 

２ 市は、財政に関する市民の意見の把握に努めなければならない。 

 

【解説】 

健全財政を目指すうえで、市民の理解と協力を得ることが、極めて重要なことか

ら、財政に関する情報を積極的に分かりやすく公開することで、市政の透明性を図

るとともに説明責任を果たしていくこととしています。 

情報共有については、市から市民への一方通行な情報提供ではなく、市民の意見

を聴き、コミュニケーションを図るよう努めることとしています。 

 

 

（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。 

(1) 貸借対照表 

(2) 行政コスト計算書 

(3) 純資産変動計算書 

(4) 資金収支計算書 

２ 前項各号の財務諸表は、次に掲げる区分につき、作成するものとする。 

(1) 普通会計※１に係る財務諸表 

(2) 普通会計及び公営事業会計※２並びに自治法第221条第３項の規定に基づく出

資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、普通会計に公営事業（企業会計と国民健

康保険事業、介護保険事業などの特別会計）と市が50％以上を出資している法人等

を連結した財務諸表を作成することとしています。財務諸表の作成については、総

務省方式改訂モデルで作成します。 
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(1) 貸借対照表は、市が住民サービスを提供するために所有している財産（資産）

と、その資産をどのような財源（負債・純資産）で賄ってきたかを表したもので

す。 

(2) 行政コスト計算書は、一年間の行政活動のうち、資産形成に結びつかない行政

サービスに係る経費とその行政サービスの対価として得られた財源を対比させ

たものです。 

(3) 純資産変動計算書は、貸借対照表内の純資産の部に計上された各数値が一年間

でどのように変動したかを表したものです。 

(4) 資金収支計算書は、一年間の現金の収入と支出の情報を３つの区分（経常的収

支、公共資産整備収支、投資・財務的収支）に分けて表したものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（実質公債費比率※３の推計） 

第６条 市長は、毎年度、地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成19年法

律第94号。以下「健全化法」という。）第２条第３号に規定する実質公債費比率

（以下単に「実質公債費比率」という。）の向こう５箇年の推計を行い、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】 

平成18年度からの地方債協議制度への移行に伴い、実質公債費比率が18％以上と

なったことで許可団体となる地方公共団体については、「公債費負担適正化計画」

を策定し、実質公債費負担の適正な管理のための取組みを計画的に行うこととされ

ています。 

滑川市では、実質公債費比率が18％以上となったことから、平成18年度及び平成

19年度に計画を策定し、その後毎年度計画を更新してきています。 

実質公債費比率が18％を下回った場合は、「公債費負担適正化計画」を策定しな

いこととなりますが、そうした場合にあっても、今後の中期的な期間における財政

健全性の判断指標について毎年度推計し、議会への報告と公表を行っていくことに

※１ 

 普通会計とは…… 

個々の地方公共団体ごとに各会計の範囲が異なっているため、財政状況の統一的な

掌握及び比較が困難であることから、地方財政統計上、便宜的に用いられる会計区分

です。 

一般会計のほか、特別会計のうち公営事業会計以外のものをいいます。 

滑川市においては、公営事業会計以外の特別会計がないことから、一般会計のみと

なります。 

 

（関連用語） 

一般会計とは…… 

市税を主な財源として、学校、住宅、道路、河川等の建設をはじめ、福祉、保健衛

生の充実、産業、教育・文化の振興など本市が行う事務事業の大部分を経理する中心

的な会計です。 

※２ 

公営事業会計とは…… 

地方公共団体の経営する公営企業（水道事業、宅地造成事業、下水道事業など）、

国民健康保険事業、介護保険事業、後期高齢者医療事業などの会計の総称をいいます。 
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より、財政状況の現状認識と財政の健全性を維持するための方策の検討を継続して

実施していくとともに、情報の共有を図るものです。 

 

 

 

 

 

（決算状況の公表等） 

第７条 市長は、毎年度、国が実施する地方財政状況調査に基づく決算状況を、議

会に提出するとともに公表しなければならない。 

 

【解説】 

毎年度に実施する地方財政状況調査（決算統計）の集計結果に基づき、市町村ご

との普通会計の歳入・歳出決算額、基金及び地方債の状況、各種財政指標など地方

公共団体の決算に関する事項についてとりまとめた「決算カード」について、議会

へ提出し、公表することにより、情報の共有を図るものです。 

 

 

第２節 資産及び負債の原則（第８条―第13条） 

 

（基本原則） 

第８条 市は、長期的な視点に立ち、資産を管理しなければならない。 

２ 市は、地方債、公債費に準ずる債務負担行為、不動産の取得その他これに類す

る目的のための債務負担行為、債務保証の額及び退職手当負担見込額について、

負債として管理しなければならない。 

３ 市は、負債の額について、償還能力の観点から適切な水準とし、常に逓減に努

める財政運営をしなければならない。 

 

【解説】 

公有財産、物品及び債権並びに基金等の資産について、長期的な人口動向や経済

状況等社会環境の変化を踏まえた負担能力やニーズを勘案して、適正な規模及び内

容としていく必要があり、そうした観点から資産を管理していきます。 

負債については、単に地方債残高だけではなく、債務負担や債務保証のほか、市

の職員全員が年度の末日において自己の都合により退職するものと仮定した場合

に支給すべき退職手当の額のうち、一般会計等において実質的に負担することが見

込まれる額についても負債として管理していくとともに、滑川市の毎年度の市税等

の歳入規模を考慮し、償還（返済）が可能な範囲に抑える必要があります。 

また、負債は、将来世代の負担ともなるため、一層の逓減に努めていくこととし

ています。 

 

 

※３ 

 実質公債費比率とは…… 

一般会計等が負担する元利償還金等の標準財政規模に対する比率をいいます。 
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（基金） 

第９条 市は、災害対策の財源その他緊急を要し、又は必要やむを得ない財政需要

に対応するための資金を確保し、財政の健全かつ円滑な運営に資するため、毎年

度末の財政調整基金※４の残高が、地財法第５条の４第１項第２号に規定する標準

的な規模の収入の額として政令で定めるところにより算定した額（以下「標準財

政規模※５の額」という。）の概ね100分の18を超えるよう努めなければならない。 

２ 市は、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

を必要とする経費については、基金を設けて計画的に積み立て、執行するよう努

めなければならない。 

 

【解説】 

地方公共団体の財政は、災害発生時においては、その復旧費用のほか、災害によ

り生じた減収を埋めるための財源として、一時的に多額の資金が必要となります。 

また、このほか緊急やむを得ない不測の支出や経済事情の著しい変動等による財

源不足等に備えるため、平常時に必要な資金を確保しておく必要があります。 

こうしたことから、長期的視野にたった安定的かつ計画的な財政運営を行うため、

毎年度末の財政調整基金残高について、標準財政規模の概ね18%を最低必要額とし

て定めておくものです。 

 

市内の公共施設は、昭和40年代から50年代にかけて建設された施設が多く、今後

施設の老朽化による大規模改修や建替え、また耐震化等により、多額の財源が必要

となります。 

また、このほかにも、継続して多額な資金が必要となる経費については、各年度

間における大幅な歳出の変動を平準化する必要があることから、計画的な基金の積

立てと執行に努めることとしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（実質公債費比率の目標） 

第10条 市は、実質公債費比率が100分の15を超えないよう努めなければならない。 

 

【解説】 

財政健全化法においては、財政健全化計画の策定や、当該計画の議会の議決、外

部監査の要求などが義務付けられている「早期健全化団体」となる基準は、実質公

債費比率が25％以上と規定されています。 

また、地方債同意等基準においては、実質公債費比率が18%以上の地方公共団体

※４ 

 財政調整基金とは…… 

年度間の財源の不均衡を調整するため設けている基金で、財源に余裕がある年度に

積み立て、急激な税の落ち込みや自然災害等により予期しない支出がある場合などに

備えるためのお金です。 

※５ 

 標準財政規模とは…… 

地方公共団体が通常水準の行政活動を行う上で必要な一般財源の規模を示すもの

で、標準税収入額等に普通交付税及び臨時財政対策債発行可能額を加算した額をいい

ます。 
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は、地方債の発行に際し、実質公債費比率の適正化を図るための計画（公債費負担

適正化計画）を策定し、許可を受けなければならないと規定されています。 

滑川市では、一層の健全性を維持するためのガイドラインとして、実質公債費比

率を上記の基準を下回る15％以下（３か年平均）を目標値として定めています。 

 

 

（将来負担比率※６目標） 

第11条 市は、健全化法第２条第４号に規定する将来負担比率が100分の90を超え

ないよう努めなければならない。 

 

【解説】 

将来負担比率については、財政健全化法において財政状況がどの水準にあるのか

を示す４つの財政指標（健全化判断比率）の一つであり、将来財政を圧迫する可能

性の度合いを示す重要な指標であることから、本市の財政健全性の維持、向上、確

保のための目標値として90％以下となるよう定めています。 

なお、実質公債費比率と同様に、同法において、財政健全化計画の策定や、当該

計画の議会の議決、外部監査の要求などが義務付けられている「早期健全化団体」

となる基準は、350％以上と規定されています。 

 

 

 

 

 

 

（地方債残高） 

第12条 市は、一般会計の毎年度末における地方債の残高（地財法第５条ただし書

の規定及び地財法以外の法令により発行した地方債の残高をいう。）が、標準財

政規模の額の100分の150を超えないよう努めなければならない。 

 

【解説】 

地方債の増発は、後年度の財政運営の硬直化を招くものであることから、新たな

地方債の発行を極力抑え、健全な財政運営を維持していくため、一般会計における

毎年度末の地方債残高（臨時財政対策債等を除く）について、標準財政規模の150％

を上限額として定めています。 

 

 

（起債における検討） 

第13条 市は、起債に当たっては、次に掲げる事項を検討しなければならない。 

(1) 地財法第５条等に規定する適債性の有無 

(2) 地方債以外の市税等一般財源による事業実施の可能性と財政運営に与える

影響 

(3) 当該起債に係る元利償還金が後年度の財政運営に与える影響 

(4) 将来において市民が負担することの妥当性 

 

【解説】 

※６ 

 将来負担比率とは…… 

一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率をいいま

す。 
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起債にあたっての検討事項を定めています。 

適債性は勿論、起債が可能である場合にあっても、起債に頼らず、一般財源で事

業を実施することが財政運営のうえで可能かどうか。 

また、交付税措置の有無や算入率のほか、借入利率、借入条件等を考慮し、起債

によることが結果として市の負担を少なくする最も有利な選択肢であるか否か。 

さらに、起債による場合の後年度の償還費用が財政運営と財政指標にどの程度の

影響を与えるか、このほか、将来において起債によって実施された事業から受ける

受益と償還（返済）のための負担について、市民の理解が得られるかについて検討

することとしています。 

 

 

第３節 執行における原則（第14条―第16条） 

 

（歳入及び歳出） 

第14条 市は、歳入について、安定的な増収を図る方策を検討するとともに、市税

等については、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、効果的で合理的な予算執行に努めなければならない。 

 

【解説】 

安定した財政基盤の強化を図るため、歳入の増収策についての検討を定めていま

す。また、市税や使用料等について、これまでも収納率の向上に取り組んできまし

たが、一層推進していくこととしています。 

歳出については、政策目的に資する事業について、経費の節減を図りながら、効

果的で合理的な執行に努めていくこととしています。 

 

 

（使用料等の見直し） 

第15条 市長は、使用料、手数料、負担金等について、受益と負担との関係を考慮

して定期的に総合的な見直しを行わなければならない。 

 

【解説】 

使用料等については、定期的に総合的な見直しを行うことを定めています。なお、

個々の使用料等について、適宜見直しを行うことを妨げるものではありません。 

見直しの期間については、条例では定めていませんが、３年ないし５年毎に見直

すことを想定しています。 

 

 

（補助金の見直し等） 

第16条 市長は、補助金について、政策的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。 

２ 市長は、団体の運営に係る経費に対する補助については、原則として、あらか

じめ期限を定めなければならない。 

 

【解説】 

補助金についても、定期的な見直しを行うこととしています。また、使用料等と
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同様に個々の補助金について、適宜見直しを行うことを妨げるものではありません。 

見直しの期間についても、条例では定めていませんが、３年ないし５年毎に見直

すことを想定しています。 

 

特定の団体に対して、その存続を維持するための補助金を交付することは、適切

ではありません。しかしながら、市民活動の活性化などのため、財政基盤が確立す

るまでの数年間限りの支援や、団体の性格上、運営のための助成が断続的に必要と

なる場合が考えられます。 

こうしたことから、団体運営に係る経費の助成については、原則としてあらかじ

め期限を定めることとしています。 

 

 

第３章 計画的な財政運営（第17条―第19条） 

 

（総合計画策定における原則） 

第17条 市は、総合計画を財源の根拠をもって策定し、真に必要な施策に充てる財

源を確保するとともに、総合計画の確実な実行を図らなければならない。 

２ 市は、総合計画の策定及び見直しに当たっては、次に掲げる事項を基本計画に

記載しなければならない。 

(1) 一般会計における歳入の見込み 

(2) 一般会計における歳出の計画額 

 

【解説】 

総合計画は、市の最も高位の計画、指針であり、市は市民に対して今後のまちづ

くりの基本的方向とその実現に向けた施策等を明らかにすることにより、市民と行

政が共通の認識を持ち、共にまちづくりを進めていくための羅針盤としての役割を

担うものです。 

このため、総合計画は、財源の根拠のあるものとして策定するとともに、将来の

財政状況の見込みを明らかにすることで、情報を共有し、説明責任を果たしていく

必要があります。ついては、歳入の見込みや歳出の計画額を総合計画の基本計画に

記載することとしています。 

歳入の見込みと歳出の計画額については、一般会計を対象としています。なお、

特別会計については、「繰出金」として把握することとしています。 

 

 

（予算を伴う計画） 

第18条 市長は、予算を伴う計画については、中期財政計画（次条に規定する財政

計画をいう。以下この条において同じ。）の計画期間内において必要となる予算

を明らかにし、中期財政計画に反映させなければならない。 

 

【解説】 

計画的な行政運営を進めていくためには、総合計画に限らず予算を伴う計画につ

いては、財源の根拠のあるものとして策定することが必要です。このため、これら

の計画については、所要の予算を明らかにし、財政計画に織り込んでいくこととし

ています。 
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（中期財政計画の策定等） 

第19条 市長は、毎年度、総合計画との調整のもとで、中期的な期間における各年

度について、次に掲げる事項を記載した財政計画を策定し、議会に報告するとと

もに公表しなければならない。 

(1) 一般会計における歳入の見込み及び歳出の計画額 

(2) 一般会計における地方債残高の見込み 

(3) 財政調整基金等の残高の見込み 

 

【解説】 

中期的な見通しに基づいて財政運営を行っていくため、毎年度、総合計画との調

整のもとで財政計画を策定することとしています。 

中期財政計画の計画期間は、総合計画の基本計画に合わせて５年間を想定してい

ます。 

計画の内容は、基本計画に記載することとしている一般会計における歳入の見込

み及び歳出の計画額のほか、財政運営と情報共有の観点から、一般会計における地

方債残高の見込みや財政調整基金等の残高の見込みを記載することとしています。 

なお、基金残高については、財政調整基金のほか、減債基金と公共施設整備基金

を想定しています。 

 

 

第４章 雑則（第20条） 

 

（委任） 

第20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】 

この条例の運用に当たって必要な詳細については、本条例施行規則において定め

ることとしています。 

 

 

附則 

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

【解説】 

附則については、施行期日を定めています。 

施行日については、公布の日としています。 
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１ 題名

富士見市健全な財政運営に関する条例

【解説】

  この条例で定める「少子高齢化の進展や景気の低迷など、社会経済情勢が大きく

変化する中で、地方分権時代にふさわしい市民自治に基づくまちづくりを推進する

ための財政運営上の基本原則」を言い表したものです。

２ 目次

目次

第１章 総則（第１条―第３条）

第２章 財政運営の基本原則（第４条―第１１条）

第３章 計画的な財政運営の推進（第１２条―第１４条）

第４章 財政運営の健全化（第１５条・第１６条）

附則

【解説】

  この条例は、本則４章（１６条）と附則で構成しています。

  第１章 総則

   条例の目的、基本理念、市長の責務を定めています。

  第２章 財政運営の基本原則

   財政運営に関する基本的なルールを定めています。

  第３章 計画的な財政運営の推進

   将来にわたって健全な財政運営を確保するため、基本構想に基づく基本計画や

実施計画などの計画策定時のルールを定めています。

  第４章 財政運営の健全化

   財政運営状況の健全度を判断するための方法などを定めています。

  附則

   この条例の適用となる日（平成２４年４月１日）を定めています。
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３ 第１章 総則

第１条（目的）

第１条 この条例は、行政需要の高度化及び多様化その他の社会経済情勢の変

化に適確に対応しつつ、市民自治に基づくまちづくりを推進するため、財政

運営に関する施策の基本となる事項等を定めることにより、財政規律の維持

及び向上を図り、もって健全な財政運営に資することを目的とする。

【解説】

  少子高齢化の進展や景気の低迷など、社会経済情勢が大きく変化する中で、地方

分権時代にふさわしい市民自治に基づくまちづくりを推進するためには、財政運営

上の基本原則を明確にすることにより、財政規律の下での財政運営を行う必要があ

ります。

  このことから、本条では、財政運営上の指針となるこの条例の立案目的を定めて

います。

第２条（基本理念）

第２条 市の財政は、まちづくりの主体である市民の信託及び負担に基づき市

政が行われているとの認識に立って運営されなければならない。

２ 市の財政は、弾力的かつ持続可能な財政構造の確立に向けて計画的に運営

されなければならない。

３ 市の財政は、負債（地方債、債務負担行為、債務保証その他将来にわたっ

て金銭を負担することが予定されている債務をいう。以下同じ。）が現在及

び将来の市民の負担であることを踏まえて計画的に運営されなければならな

い。

【解説】

  本条では、市の財政運営上の基本理念として、「市民の信託と負担により市政が

成り立っていること」、「弾力的かつ持続可能な財政構造の確立に向けた計画的な

運営が必要であること」、「負債は現在と将来の市民の負担であること」の３点を

掲げています。
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第３条（市長の責務）

第３条 市長は、前条の基本理念にのっとり、緊急性、必要性、市民ニーズ等

の観点から予算の調製及び適正な執行をすることにより、健全な財政運営を

行う責務を有する。

【解説】

  健全な財政運営の確保に向けて市長の責務を定めています。

４ 第２章 財政運営の基本原則

第４条（情報の共有）

第４条 市長は、財政に関する理解を深め、かつ、財政運営の透明性を高める

ため、分かりやすく作成した財政に関する情報を市民に公表しなければなら

ない。

２ 市は、財政に関する市民の意見を把握するよう努めるものとする。

【解説】

  市民自治に基づくまちづくりを推進するためには、財政運営や財政状況に関する

情報を、分かりやすく市民に提供・公表すること、市民の意見を適確に把握するこ

とが重要であると定めています。

第５条（財務諸表の作成）

第５条 市長は、毎年度、次に掲げる書類を、普通会計（公営事業会計以外の

会計をいう。以下同じ。）並びに普通会計、公営事業会計及び市が加入する

組合等に係る会計を連結した会計の区分に応じて作成し、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。

(1) 貸借対照表

(2) 行政コスト計算書

(3) 純資産変動計算書

(4) 資金収支計算書
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【解説】

  普通会計を対象とする財務諸表（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）のほか、公営事業会計と市が加入する組合等の会計とを連

結した市全体の会計に係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と定めています。

  ※普通会計とは

   一般会計、鶴瀬駅西口土地区画整理事業特別会計、鶴瀬駅東口土地区画整理事

業特別会計を連結した会計を指します。

  ※公営事業会計とは

   上記普通会計以外の市の会計をすべて連結した会計（水道事業会計、下水道事

業会計、国民健康保険特別会計など）を指します。

  ※市が加入する組合等とは

   市が加入するすべての一部事務組合と広域連合、市が設立した土地開発公社と

施設管理公社、入間東部福祉会を想定しています。

第６条（資産及び負債）

第６条 市は、長期的な観点から、資産の売却、用途の見直しによる資産の有

効活用、資産の維持補修等を行い、効果的に資産を活用するものとする。

２ 市は、負債に対する世代間の負担の均衡に配慮しつつ、償還能力の観点か

ら負債の抑制を図るものとする。

【解説】

  資産と負債については、人口動態等の長期的な予測、市民ニーズや基本構想など、

様々な観点から適正な規模の水準を判断して管理する必要があるため、その内容を

定めています。
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第７条（基金の積立て等）

第７条 市は、公共施設の修繕又は建替えに係る経費その他の財政の安定化の

ために資金の留保が必要と認められる経費に充てるため、基金に計画的な積

立てを行うよう努めるものとする。

２ 市は、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、必要と認められる額の資金を財政調整基金に留

保するよう努めるものとする。

【解説】

  一時的に又は計画的に多額の資金を必要とする経費については、その年度の予算

に大きな影響を与えることがないよう、一定規模の資金を各種基金（貯金）に積み

立てることにより安定的な財政運営に資すると定めています。

  ※各種基金とは

   市には、災害による支出の増加や年度間の財源調整などを行うために設置して

いる「財政調整基金」と、特定の目的を計画的に実施することができるよう資金

を積み立てている「公共施設整備基金や緑地保全基金」などの特定目的基金があ

ります。

第８条（地方債の発行）

第８条 市は、地方債を起こす場合においては、次に掲げる事項を検討して行

うものとする。

(1) 将来において市民が負担することの妥当性

(2) 地方債により実施する場合及び地方債以外の歳入により実施する場合の

財政運営に与える影響度

【解説】

  地方債（長期の借入金）については、償還（返済）による負担が将来の財政運営

や資金繰りに影響を与える可能性があるため、新たな借入れについてはその妥当性

などを検討した上で行っていくと定めています。
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第９条（歳入の確保及び歳出の見直し）

第９条 市は、安定的な財源を確保するための手法を検討するとともに、産業

の活性化その他の活力あるまちづくりの推進による自立的な税収基盤の整備

及び市税等の適切な徴収に努めるものとする。

２ 市は、継続的に事務の見直し及び合理化並びに予算の執行に係る効率性の

向上に努めるものとする。

【解説】

  地方分権の進展に伴い、少子高齢化などへの対応や様々な市民要望に応えていく

ためには、今後も多額の予算が必要となりますが、現状において、税収等の伸び悩

みにより歳入の増加が見込みにくい状況にあります。

  このことから、地域経済の活性化などにより歳入の増加に努めるとともに、事務

事業の見直しなどにより効率的な行政運営に努めていくことを定めています。

第１０条（使用料等の見直し）

第１０条 市は、使用料、手数料、負担金等に関し、受益及び負担の適正化を

図るため、定期的に又は必要に応じて総合的な見直しを行うものとする。

【解説】

  特定の行政サービスを受ける方に負担していただく使用料、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、その方の負担能力や受

け取る利益（受益）を考慮した内容であるか、また、社会経済情勢や他自治体との

行政水準を踏まえた適正な内容であるかなどの観点から、定期的に又は必要に応じ

て総合的な見直しを行っていくことを定めています。

第１１条（補助金の見直し）

第１１条 市は、補助金に関し、補助の必要性及び効果、補助率又は補助金額

の適正化等の観点から定期的に又は必要に応じて総合的な見直しを行うもの

とする。
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【解説】

  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、定期的に又は必要に応じて総合的な見直しを行っていくことを定めてい

ます。

５ 第３章 計画的な財政運営の推進

第１２条（総合計画の策定）

第１２条 市長は、基本構想に基づく基本計画及び実施計画（以下「総合計

画」と総称する。）については、あらかじめ、財政運営に与える影響を勘案

した上で必要な施策を財源の根拠をもって策定しなければならない。

【解説】

  基本構想は、本市のまちづくりにおける長期的な展望を示したものであり、これ

を具体的に進めるため、基本計画（５か年計画）や実施計画（３か年計画）があり

ます。現在の行政サービスを提供しつつ、基本計画などに定める主要施策を実施す

るためには、多額の予算を確保する必要があるので、将来にわたって健全な財政運

営を維持していくために財源の根拠や将来の財政見通しなどを明らかにした上でこ

れらの計画を策定していくことが重要であり、その内容を定めています。

  ※基本構想とは

   本市のまちづくりにおける将来都市像と基本目標、これを実現するための施策

の大綱を定めたもので、計画期間は１０年間です。

第１３条（予算を伴う計画）

第１３条 市長は、予算を伴う計画については、中期財政計画（次条に規定す

る計画をいう。以下同じ。）の計画期間内において必要となる見込みの予算

額を明らかにし、これを中期財政計画に反映させなければならない。

【解説】

  将来にわたって健全な財政運営を行っていくためには、総合計画のほか、予算を

伴う各施策別の計画についても、財源の根拠をもって策定することが求められるの

で、その内容を定めています。
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第１４条（中期財政計画の策定）

第１４条 市長は、毎年度、総合計画との整合性を図った上で、中期的な期間

における各年度の次に掲げる事項を記載した計画を策定し、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。

(1) 普通会計の歳入見込額

(2) 普通会計の歳出見込額

(3) 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残高

見込額

(4) 地方債の残高見込額

【解説】

  将来にわたって計画的な財政運営を行っていくためには、毎年度、総合計画との

整合性を図った上で中期的な財政見通しに基づく財政計画を策定することが求めら

れるので、その内容を定めています。

  中期財政計画の計画期間については、５年間を想定しています。

６ 第４章 財政運営の健全化

第１５条（財政運営判断指標）

第１５条 市長は、毎年度、決算の提出を受けた後、速やかに、財政調整基金

比率、地方債残高比率、債務償還可能年限その他の財政運営の状況を示す指

標（以下「財政運営判断指標」という。）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】

  健全な財政運営に向けた様々な取組の効果を確認するため、財政運営の状況を示

す指標（以下「財政指標」といいます。）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と定めています。

  この条例においては、数多く存在する財政指標の中から、市民自治に基づくまち

づくりを推進する上で効果的と認められる財政運営判断指標を任意に選択すること

ができるよう、具体的な規定をしておりませんが、財政運営判断指標を公表する中

で情報の共有化を図っていきたいと考えています。
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  ※財政調整基金比率とは

   標準的な１年間の歳入に対して財政調整基金（貯金）がどの程度の割合である

かを示すもので、年度間の臨時的な支出に対応することができるゆとりを判断す

るための指標となります。

  ※地方債残高比率とは

   標準的な１年間の歳入に対して地方債（借金）残高がどの程度の割合であるか

を示すもので、将来の地方債発行可能額などを判断するための指標となります。

  ※債務償還可能年限とは

   使途が自由なお金をすべて使ったと仮定して何年で債務を償還することができ

るかを示すもので、債務が返済可能な規模となっているかを判断するための指標

となります。

第１６条（財政運営目標の設定）

第１６条 市長は、財政運営判断指標に関し、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目標値を定め、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】

  財政運営の状況を継続的に向上させるため、財政運営判断指標について、中期財

政計画の計画期間内における目標値を定め、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。

７ 附則

   附 則

この条例は、平成２４年４月１日から施行する。

【解説】

  この条例の適用となる日（平成２４年４月１日）を定めています。
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