
　前年度比3.3%、85億8918万円の減でした。
　前年度に比べて繰入金、諸収入（グラフではその
他に計上）などが減となり、特別区税などが増とな
りました。

　前年度比3.7%、94億6867万円の減でした。
　前年度に比べて保健福祉費、土木費などが減となり、こど
も家庭費、教育費などが増となりました。

　前年度に比べて、義務的経費は
1.9％の増、投資的経費は29.7％
の減、その他の経費は3.9％の減
となりました。

　財政健全化判断比率とは、4つの指標と基準で、地方公共団体の財政の健
全性を判定するもので、法律に基づき公表が定められています。
練馬区の29年度の状況は、下表の通りです。いずれの比率も
法が定めた早期健全化基準を大きく下回り、健全な状態です。

　年度末で区が保有する資産や負債、純資産の内容を一
覧表で示したものです。資産の部は固定資産と流動資産
の内訳、負債の部は地方債（特別区債）など将来世代が負担すべき債務、純
資産の部は今までの世代が負担してきたものを示しています。

　29年度の一般会計は、歳入決算額が2551億801万円、歳出決算額が2469億
8584万円で、実質収支は81億2217万円でした。前年度に比べて8億7949万円の
増となりました。

　ふるさと納税によって失われた練馬区の住民税は年々
拡大しており、この状態が続けば区の財政運営に支障を
きたしかねない深刻な状況です。今一度、ふるさと納税
について考えてみませんか。

29年度決算をお知らせします

問合せ  財政課☎5984-2465

区の財政は健全なの？ 貸借対照表で見る区の財政状況

ふるさと納税で
練馬区から約16億円が流出！

　ふるさと納税は、国が地方の活性化のために作った制度です。「ふ
るさと」の自治体に寄付をすると、そのほぼ全額が、現在住んでいる
自治体に納めるべき住民税などから差し引かれ、支払わなくて済む
仕組みになっています。
　その結果、居住する自治体の住民税が大きく失われる事態になっ
ています。

　公共サービスの財源となる貴重な住民税が、他の自治体へ贈られ
てしまう現在の仕組みは、明らかに住民税の趣旨から逸脱していま
す。しかも「ふるさと」ではない自治体への寄付も対象になるため、
返礼品競争が発生し、「ふるさと」を応援するという制度本来の趣旨が
希薄になっています。こうした状況を受けて、国は「寄付金額の3割
以下」「地場産品に限る」などの是正を求めていますが、仮に徹底され
たとしても根本的な改善は望めません。

健全な状態です ~財政健全化判断比率は基準以下 貸借対照表（バランスシート） 

平成30年3月31日現在

歳入 歳出
（目的別）

歳出
（性質別）

特別区交付金
826億6741万円

（32.4％）
区と都で分配して
いる固定資産税や
法人住民税など

特別区税
658億1398万円（25.8％）
特別区民税、軽自動車税、
特別区たばこ税、入湯税

国庫支出金
485億2787万円

（19.0％）

都支出金
186億7443万円

（7.3％）

特別区債
49億4877万円

（1.9％）

繰越金
36億2068万円

（1.4％）

その他
308億5487万円（12.2％）

歳入
2551億
801万円

保健福祉費
781億4995万円

（31.6％）

こども家庭費
597億6676万円

（24.2％）

教育費
288億1280万円（11.7％）

区民費
190億7801万円（7.7％）

総務費
165億1836万円

（6.7％）

土木費
122億4844万円

（5.0％）

環境費
112億7938万円

（4.6％）

地域文化費
60億6781万円

（2.5％）

都市整備費
50億457万円（2.0％）

公債費 38億3215万円（1.6％）
産業経済費23億5485万円（1.0％）
その他38億7276万円（1.4％）

歳出
2469億
8584万円

福祉・子育て
関係で

 約7割！

　特定の収入を使って特定の事業を行う場合、収入
や支出を一般会計と分けて経理する会計が特別会計
です。29年度の特別会計の決算額は下表の通りです。

収入済額 支出済額

国民健康保険
事業会計 766億 260万円 760億 260万円

介護保険会計 527億7528万円 521億5986万円

後期高齢者
医療会計 155億3878万円 155億1485万円

公共駐車場会計 5億4349万円 5億4349万円

区分 決算額 構成比（％）

義務的経費 1416億2494万円 57.3

人 件 費 419億 221万円 17.0

扶 助 費 944億4583万円 38.2

公 債 費 52億7690万円   2.1

投資的経費
（普通建設事業費） 203億3587万円   8.2

その他の経費
（物件費、補助費など） 850億2503万円 34.5

計 2469億8584万円  100

指標 練馬区算定比率 早期健全化基準

実質赤字比率 △4.99％ 11.25％

連結実質赤字比率 △5.75％ 16.25％

実質公債費比率 △4.2％ 25.0％

将来負担率 △72.0％ 350.0％

区の使うお金を１万円とした場合

資産の部 負債の部
固定資産　   固定負債
有形固定資産（学校・道路・公園など）

1兆2891億6243万円 地方債、退職手当引当金など
953億1552万円無形固定資産（ソフトウェアなど）

20億8056万円 流動負債
投資その他の資産（基金など） 1年内償還予定地方債、預り金

など　　　　  133億8331万円663億8900万円
流動資産　　　　   負債合計 1086億9883万円

現金預金　　　　 137億377万円 純資産の部

財政調整基金など 純資産合計 1兆3104億6169万円
478億2476万円

資産合計 1兆4191億6052万円 負債・純資産合計 1兆4191億6052万円

　国は、「地方の活性化」や「税源の偏在是正」を名目に、東京
都の財源を狙い撃ちにした不合理な税制改正を繰り返して
おり、区民の皆さまに使われるべき税金が、一方的に奪われ
続けています。
　地方法人課税の一部国税化、地方消費税の清算基準の見直
し、ふるさと納税などにより失われた額は、23区全体で約
1,300億円超、練馬区だけでも90億円規模となっており、

さらなる拡大に向けた検討が行われています。区は、国のこ
うした動きに対し、引き続き強く見直しを求めていきます。
⃝地方の活性化は、国の責任で、国の財源により行う施策で

あり、他の自治体の税金を財源にして行うべきではありま
せん。

⃝ふるさと納税の制度は、自治体間で税金を奪い合うだけ
で、根本的な解決には至りません。

練馬区の財源が地方に奪われています！
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保健福祉費

区民費

環境費

産業経済費

こども家庭費

総務費

地域文化費

公債費

教育費

土木費

都市整備費

その他

障害者や高齢者への支援、
健康推進、生活保護など

区民事務所や区民センター
など

清掃やリサイクル、環境保全
など

中小企業振興や商店街
活性化、農業振興など

保育所や児童館、児童手当
など

防災、安全・安心、広報活動
など

地域コミュニティ支援や文
化・スポーツ振興など

学校建設などのために
借りたお金の返済

小中学校や幼稚園、図書館
など

公園や道路の整備・管理
など

まちづくりなど

議会運営や財政調整基金積
立金など
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5年で
約41倍！
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ふるさと納税によって失われた
区の住民税の額

特別会計

一般会計

どうしてふるさと納税が

問題になってるの？

ふるさと納税でなぜ税収が減るの？ ふるさと納税は住民税の趣旨から
逸脱しています
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