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■産業活性化について
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すがた誠氏と

特別区民税

60,224

国庫支出金

45,433

都支出金

12,930

繰入金

13,034

特別区債

6,661

その他

2,213
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■まちづくりについて
る準備する中で、多くの区民の
【白石】 万人となった練馬区 皆様と区長公約を創っています
の「まちづくり」は、重要な岐 が、とても興味深いご提案をい
路を迎えている。区民が自分た ただきました。全国初の取り組
ちの住んでいる街を大切にした みとして、地方消費税の還元を
い意識が高まっているからこそ、 段階的に実施し、その還元分で
計画段階から参加していく過程 区内の産業地域振興策を区民の
（インボルブメント）が大切。 みなさまのお知恵で行っていた
できるだけ丁寧に、住民の理解 だくというものです。これによ
を得るべく努力が必要ですね。。 り、地域ニーズに応じた取り組
【すがた】まちづくりは、いま みなどが創造・育成され、将来
生きている区民だけの課題では 的には、区直営や外郭団体の施
ありません。少なくとも百年以 策などの見直しが必然となるも
上先の世代に大きく影響する重 のと考えています。
要なものです。ですから、数年 ■福議会改革と
70

行政改革について
間で 年以上先を想定したつも
りでも、おそらく将来ニーズに 【白石】他の自治体では、既に
適応できない点が含まれている 議会の中で討議され動き出して
はずです。そのことも意識し、 いますが、練馬区はまだまだの
柔軟な計画策定のプロセスを経 状況。これからの議会は、改革
を見据えた話し合いをしてきた
るべきですね。
い。また、行政改革においても、
■福祉とコミュニティ
【白石】「福祉」は国の制度対 職員削減ではなく「事業仕分け」
応だけでは限界。これからは、 を含めて、ともに考えていくこ
ＮＰＯ・市民活動など社会資源 とが求められています。
を活用していくことから、コミュ 【すがた】 行政改革は、行政。
ニティや雇用・「安全・安心」 議会改革は、議会で議論し合う
の体制ができる。区は、 の外 というので はなく、一体的に
郭団体や、大手事業者に委託・ 「区民のため」の目的に向かっ
民営の計画を進め、これを「行 ていかなくては、本当の改革は
政改革」と。それでは「地域コ ならないと考えています。
ミュニティ」が育たない。いま、 【白石】本当にその通りです。
共に頑張りましょう。ありがと
見直しが求められています。
【すがた】区長選挙に立候補す うございました。
100

「これからの練馬区は？」
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■財政について
域民間力の向上策を講じなくと
【白石】練馬区の 年度予算が も区収入に大きく影響せず、こ
２千３百２４億円余とな り、 れに甘えてきた……。これまで
【表１】のように区独自財源は、 は 番目の特別区自治体として、 【白石】練馬区の産業活性とし
区の調整金に依存し、将来的 施設などハード面の充実が急務 て「アニメーション」「農業活
な財政が心配になりますね。
でありましたが、今後は、高齢 性」「商店街振興」などを目玉
【表１】
（千円）
化、人口減、地方分権の推進、 施策としていますが、区の姿勢
都区財政調整制度の見直しなど、 が見えてこない。やるなら、経
税収を含めた自治体および地域 済効果や税収につながるようもっ
の自立が不可欠となり、一日で と示すべきと思います。
も早くこれに備える必要があり 【すがた】十分な福祉施策を展
ます。
開するためにも、税収の裏付け
【白石】ここ数年の経済状況か が必要。練馬区の独自収入であ
ら、雇用情勢にも影響が現れ、 る個人住民税は収入総額の ％
区は「区民生活防衛対策」に
程度。産業活動による法人税が
億円の予算化をしたが、これも 都税として一度徴収され、それ
大切な税金。生活防衛の効果と を 区に再配分されてきたこと
将来的な雇用安定に繋がる施策 で助かってきました。しかし、
が求められているのに場当たり 間もなく地方分権が具体化し、
的にしか感じられません。
練馬区が通常の地方自治体にな
【すがた】どの分野の施策も、 る可能性が高い中、産業活動か
実施するからにはその効果を図 らの法人住民税だけに頼るので
る手段を持ち合わせることが求 はなく、雇用確保による個人住
められる時代。さらに、自由主 民税の収入増を図る施策が求め
義をモットーとする経済活動に、 られていきます。
税金を費やすためには、より一
人材豊富な練馬区の特徴を生
層の公益性と公平性が必要。こ かし、地域で区民雇用を実現で
れまで、経済効果を図ることす きる産業拠点の育成・創造への
ら不十分だったと……。
着手は必須ですね。
71,997

【すがた】練馬区は、ご存じの
ように大きな税収源となる産業
活動がそれほど盛んではありま
せんが、都
区財政調
整制度に
守られて
きました。
しかし、
逆に言え
ば、特段
の産業振
興策や地
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