No.1797

第1798回例会

2018年３月２日（金）12:30～13:30
点鐘 ――――――――――――――――――――
君が代斉唱
ロータリーソング“奉仕の理想”
会食（中華・＄100万ミール）
会長会務 ――――――――――――――――――
＊ビジター・ゲスト紹介
＊３月は水と衛生月間の月です。私が生まれた頃
60年以上の昔は、テレビも洗濯機、冷蔵庫な
ど無かった時代でした。
＊３月３日～４日にかけて、岡山市で木原次期会
長がＰＥＴＳに行って来られます。大変だとは
思いますが、しっかり研修して来てください。
＊この度、幡

碩之会員が第６回米山功労者にな

られました。感謝状をお渡しいたします。
＊３月の結婚祝いを差し上げます。
麻木宏栄

大田原俊輔

木原一志

山下卓治

渡邉慶才の各会員

平野敏和

幹事報告 ――――――――――――――――――
＊３月のロータリーレートのお知らせ。
＄１＝108円
＊配布物：ロータリーの友３月号、ガバナー月信
No.９
＊次週は定款により休会です。
＊例会後、定例理事会を開催いたします。
委員会報告 ―――――――――――――――――
＊親睦・出席委員会
出席率・スマイル報告
＊雑誌委員会
＊その他
卓話「意外と知らない登録商標」―――――――
鳥取県知的所有権センター


知財コーディネーター

岩田

克己 氏

先週（第1797回例会）の記録
2018年２月23日
（金）12:30～13:30

会長会務 ――――――――――――――――――
第３回ＩＤＭテーマについて。現在、毎年７月
に鳥取市主催の青島一斉清掃と草刈り、春と秋の
鳥取砂丘の一斉清掃などに西クラブの有志を募っ
て参加しています。本年度のＲＩテーマ「ロータ
リー：変化をもたらす」の意味合いから、西クラ
ブの今後の奉仕活動として独自性を持った奉仕活
動に取り組むとしたら、
どのようなことがあるか、
会員皆さんの幅広い意見を聞かせてください。
平 昌 オ リ ン ピ ッ ク も 終 盤 を 迎 え、 ２ 月25日
（日）の夜９時から閉会式の運びとなります。日
本人選手の現時点でのメダル獲得数「金３、
銀５、
銅３」の合計11個と過去最高を更新中で、どこ
まで伸ばすか見ものです。また平昌パラリンピッ
クは、３月９日（金）から３月18日（日）まで
の予定で開催されますので、テレビで観戦してみ
て下さい。
1960年２月23日に誕生された徳仁親王殿下
が58歳の誕生日を迎えられ、来年の５月１日に
新天皇に即位することが決まってからの会見で
「今後受け継がせて頂く公務をしっかりと受け止
め、その一つ一つに真摯に取り組んでいく」と抱
負を語られました。今後長く続いた伝統を継承す
る一方で、社会の変化に対応した務めを考え、行
動していくことも「その時代の皇室の役割」と述
べられました。今年の６月には結婚25周年をお
迎えになるようです。
幹事報告 ――――――――――――――――――
＊ロータリー青少年指導者養成プログラム
（RYLA）
のご案内。
日時：５月19日（土）13：00～16：00
場所：岡山県天神山文化プラザ
社会奉仕委員会、青少年奉仕委員長さんお願い
いたします。
＊例会変更のお知らせ。
鳥取：３月15日（木）定款により休会
ビジターの受付はなし。
鳥取北：３月13日（火）夜間例会
ビジター受付は定時ホテルモナークにて。
＊当クラブ：３月９日（金）定款により休会
＊例会場は３月16日（金）から鳳凰の間にて
＊ＩＭ参加の方、登録料：￥8,000 ３月２日
（金）より集めます。

出席率 ―――――――――――――――――――
２月23日 会員55名 欠席 5名 90.91%
２月 9日 メーキャップ
6名 92.59%
メーキャップ会員 ――――――――――――――
２月20日 児島 良 森原義博 金本勝彦
米村年博 山下朋宏 狩野義仁 渡邉慶才
吉田 博の各会員 鳥取北ＲＣへ
２月22日 山田光成会員 鳥取ＲＣへ
スマイル ――――――――――――――――――
＊倭島昭博会員／①今日の天候は、小春日和の良
い天気になりました。朝方は、氷点下で日中は
暖かくなり気持ちが穏やかな感じになります
が、皆さん体調管理に気を付けて下さい。②和
島鉄工所もお陰様で５０周年を迎えることがで
きました。会員の皆様に粗品として、ボールペ
ンを差し上げますので、利用してください。
＊松島 勇会員／①児島さん、本日の卓話楽しみ
にしています。②牧浦委員長、本日は大変お世
話になります。③（有）和島鉄工所、
祝50周年。
松島工芸社は38年です。
＊森下哲也会員／①倭島さん、この度はお世話に
なりました。②和島鉄工所50周年をお祝いし
ます。
＊西尾 茂会員／好天気で出席させていただきま
した。これからもがんばりたいと存じます。
＊早退２件

合計10,000円
＊Ｒ財団特別寄付：１件
ＩＤＭ日程表（時間はいずれも18：30）―――
１班
未定
２班 ３月 9日（金）japans
３班 ３月13日（火）花のれん
４班 ３月16日（金）花のれん
５班 ３月13日（火）たき乃蔵
親睦出席委員会 ―――――――――――――――
メーキャップのご協力をお願いいたします。
ＳＡＡ ―――――――――――――――――――
くじのカードは返却願います。
卓話「地方自治体の財政分析」
 ――――――――

会員 児島 良 さん
地方自治体の財政分析と聞くと、とても難しく
感じると思いますが、ポイントをおさえると少し
理解がしやすくなると思います。
まず、
「地方自治体」と「地方公共団体」の違
いですが、
「地方公共団体」は、法律用語であり
正式名称となります。
「地方自治体」
という名称は、
法律上存在しません。しかし、それぞれの意味を
考慮すると類義語ともいえるため、地方自治体は
地方公共団体の通称ともいえます。
さて、なぜ市民は税金を納めているのに、自治
体の財政状況や使われ方を知ろうとしないので
しょうか。関心があっても知るための術がわから
ない、
また、
市長や議員の方々にお任せするといっ
た『お任せ民主主義』になっているのではないで
しょうか。お任せ民主主義から抜け出そうと、一
部の市町村では、市民の手により財政白書を作成
する動きが始まっています。そこでは、市民にわ
かりやすく伝える工夫がされています。
地方自治体の会計の種類は３つあり、
一般会計、
特別会計、公営企業会計です。特別会計は、土地
区画整理費・公設市場・国民健康保険・介護保険・
後期高齢者医療費などが含まれます。公営企業会
計には、病院事業・水道事業などが含まれます。
地方自治体の会計の特徴としては、現金主義で単
式簿記となります。単式簿記は、基本的には収支
のみを帳簿に付けるためシンプルです。ただし、

一部の特会や公営企業会計は、発生主義で複式簿
記となります。複式簿記は、
「借方」
「貸方」とい
う概念を用いて、少し複雑に帳簿を付けていくこ
とになります。報告をするという点から考えた場
合、単式簿記で作成された帳簿では報告内容は簡
単なものになり、複式簿記で作成された帳簿では
報告もより詳細に行うことができます。
では、財政分析に用いるツールに関して説明し
ます。１つめは、決算カードです。これは、各年
度に実施した地方財政状況調査の集計結果に基づ
き、各都道府県・市町村ごとの普通会計歳入・歳
出決算額、各種財政指標等の状況について、団体
ごとに１枚のカードに取りまとめたものです。全
国共通ルールで、
自治体を比較するのに用います。
２つめは、類似団体比較カードです。全国の市
町村を人口、産業構造などで35のグループに分
類し、同じグループに属する自治体を類似団体と
しています。以前まで、分類の中に特例市があり
ましたが、H27の制度廃止により、中核市へと
移行しています。それにより鳥取市も４月１日か
ら中核市へと移行しました。
３つめは、財政状況資料です。住民や議会等の
理解を得られるよう、財政の状況及び分析に関す
る情報をできる限り正確に、かつ分かりやすく公
表するための資料です。これらの資料を適切に用
いて、財政を分析していきます。
財政分析の方法としては、類似団体との比較・
経年推移から読み取っていきます。
また、決算カード・財政状況資料集は、総務省・
県のHPから入手することができ、類似団体比較
カードは、県の地域振興課に出向き請求します。
具体的に鳥取県のＨ26年度の決算状況を見る
と、以前と比較して第１次産業・第２次産業の減
少、第３次産業の増加がわかります。指定団体等
の指定状況の項目をみると、低開発・山振・過疎
の項目に〇が付いています。過疎に関しては、佐
治町との合併が関係しているため、補助は佐治町
のみが適用されます。
歳出の分類方法としては、行政目的に着目した
「目的別分類」と経費の経済的な性質に着目した
「性質別分類」が用いられます。例えば、保育園
の運営経費を分類すると、
民生費（福祉目的）は、
目的別経費。職員給料や給食費等、保育園を運営
するための経費は、性質別経費となります。
経常収支比率は企業財務においては、経常収入
を経常支出で割った値をいいます。これは、総合
的な現金収支や資金繰りを見る指標であり、日々
の経営活動による収入で当期の運転資金を賄えて
いるかをチェックできる重要な指標です。また、
地方財政においては、地方公共団体の財政構造の
弾力性を判断するための指標となり、比率が高い
ほど財政構造の硬直化が進んでいるという事です。
鳥取市の目的別歳出の状況をみると、商工費に
費用がかかっています。これは、企業誘致のため
の補助金です。このように、
決算カードをみると、
自分の住んでいる自治体がどのような政策に力を
入れているか知ることもできます。
財政分析は、
「習うより慣れろ」です。財政用
語も何度も使えば自分のものになります。これを
機に、ご自身のお住まいの市町村財政に関心を
もっていただけることを期待しています。
次週例会予定 ――――――――――――――――
2018年３月16日（金）第1799回例会
卓話「ＰＥＴＳの報告」
 副会長 木原一志 さん

（編集者 麻木 宏栄）

