
倉敷市長選挙４月17日告示、24日投票で行わ

れます。

伊東香織市長が２月議会で出馬表明しました。

また、武次郎が未来クラブを代表して、代表

質問を行いました。

出馬表明をした伊東市長に対し、どんな政策

を掲げるのかを質問しました。

その上で、人口減少・超高齢社会を迎える中

で、向こう４年間だけの未来を提示するだけで

なく、20年、30年後を見据えた倉敷市のグラン

ドデザインを示すように求めました。

伊東市長は「子育てするなら倉敷でと言われるま

ち」、「温もりあふれる健康長寿のまち」、「安心と活

力あふれる元気なまち」、「世界に向けて発信するま

ち」、「みらいに責任を果たすまち」を基本政策とす

る旨を答弁しました。

また、武次郎は未来への責任を果たすために

は、今、何をなすべきかという論点

に立脚し、「ヒトを守る」、「家族

を支える」、「地域の自立を促す」、

「まちをつくる」という観点から質

問をしました。

特に、健康寿命延伸、雇用創出、自殺対策、

三世代同居推進、子育て支援、コンパクトシティ

等について質しました。

未来クラブに大橋賢議員が加入し、９人にな

りました。

市議会第２会派として、９人が一致団結して、

市政推進に努めます。
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出馬表明した伊東市長と硬い握手をする武次郎

未来クラブ９人のメンバーブログにアクセス

代表質問する武次郎



2016年度当初予算が可決されました。

全会計で３,４９７億９,9７７万円(対前年度比96.1%)、

一般会計が1,669億1,404万円、普通交付税が11

7億円、市債が113億円です。

一方、全会計で174億4,930万円(前年度:284

億8,360万円)を借り入れ、元金278億1,625万円

(前年度:272億6,069万円)と利息57億2,463万円

(前年度:62億3,124万円)を支払い予定です。一

日当たり1,568万円(前年度:1,707万円)の利息

を払う勘定になります。この結果、2016年度末

の市債残高見込みは3,618億8,494万円(前年度:3,

759億7,130万円)となります。市税は前年度に

比べ、約11億1,605万円の増額で、803億9,636

万円を見込んでいます。

【主な予算】

子ども医療費助成事業
２０億9,905万円

小学校６年生までの通院費

と中学生３年生までの入院費

を無料とする。

第３子以降の保育料の無償・軽減化 7，216万円
多子世帯、ひとり親世帯

の保育料(保育所、認定こど

も園、小規模保育施設、事

業所保育施設、幼稚園)を軽

減する。

・概ね年収360万円以下の世

帯は、２人目を半額、３人

目以降を無償。

・概ね年収360万円以下のひとり親世帯は、１

人目を半額、２人目以降を無償。

・概ね年収260万円以下(幼稚園については概ね

270万円)のひとり親世帯等は、１人目以降を無

償。

・概ね年収360万円以上の世帯は、３人目を半

額(幼稚園は除き0歳～2歳に限る)。

地域おこし協力隊活動推進事

業 4，200万円

地域おこし協力隊を公募・

委嘱し、高梁川流域圏の地域

おこしを推進する。観光関係

８人、商工関係２人を募集。

高梁川流域Ｗｉ－Ｆｉ整備事業

2，701万円

高梁川流域圏域の観光拠点

に、無料公衆無線ＬＡＮ(Wi-

Fi)環境を整備する。

放課後児童クラブ実施事業

7億1,149万円

(2015年度当初予算額 5億5,681万円)

受入児童数が4,300人→4,600人に増加見込み。

倉敷天領夏祭りで東京ディズニーシー15周年スペ

シャルパレード実施(全国15か所で実施)のための警

備委託料 312万円

倉敷館改修事業 2,177万円

観光案内所として多く

の観光客が利用する倉敷

館について、施設の長寿

命化とバリアフリー化等、

利用者の利便性向上に向けた改修を行うため、

設計を実施。

認知症初期集中支援事業 1，964万円

医師・保健師・介護福祉士などから構成され

るチームを配置し、初期の認知症や疑いのある

方、その家族を早期に支援。

（2016年４月から実施）

認知症カフェ・認知症地域支援推進事業 80万円

認知症の方やその家族を支援するための認知

症カフェを開催する団体等に助成。

１団体につき５万円まで

補助率 1/２

自殺対策事業 961万円

自殺未遂者支援事業(308万円)

人件費 285億円(一般会計の17.1%)

(2015年度当初予算額 295億円 16.3%)

下水道事業 30億8,245万円

普及率77.0％⇒77.4％にアップを目指す。

(全国人口普及率2014年度末77.6%)

下水道借金 32億円

(下水道累積借金 1,627億円)

浸水対策事業 ３億4,410万円

老松小学校プール・

給食調理場建設事業

3億3,278万円

G7倉敷教育大臣

会合推進事業

4,800万円
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全国学力テスト全国学力テスト全国学力テスト全国学力テスト
県内市町順位表（小６）県内市町順位表（小６）県内市町順位表（小６）県内市町順位表（小６）

順位 市町名 正答率(%) 昨年順位

1 真庭市 65.7 ↑ 9

2 勝央町 65.4 ↑ 8

3 矢掛町 65.1 ↑ 9

4 里庄町 64.4 ↓ 2

5 浅口市 64.2 ↑14

6 鏡野町 63.7 ↓ 3

7 美作市 63.6 ↑22

8 新見市 63.5 ↑18

9 備前市 63.4 ↑13

10 和気町 63.3 ↑20

全国平均全国平均全国平均全国平均 63.363.363.363.3

11111111 倉敷市倉敷市倉敷市倉敷市 63.063.063.063.0 →11→11→11→11

12121212 岡山市岡山市岡山市岡山市 62.962.962.962.9 ↓ 6↓ 6↓ 6↓ 6

12 笠岡市 62.9 ↓ 5
岡山県平均岡山県平均岡山県平均岡山県平均 62.762.762.762.7

14 総社市 62.7 ↓ 7

15 井原市 62.6 →15

16 玉野市 62.3 ↓ 4

17 久米南町 62.1 ↓ 1

18 吉備中央町 62.0 ↑21

19 高梁市 61.9 ↓12 

19 美咲町 61.9 ↑19

21 瀬戸内市 60.9 ↓16

22 津山市 60.8 ↑23

23 赤磐市 57.8 ↓17

全国学力テスト全国学力テスト全国学力テスト全国学力テスト
県内市町順位表（中３）県内市町順位表（中３）県内市町順位表（中３）県内市町順位表（中３）

順位 市町名 正答率(%)

1 美作市 62.9

2 高梁市 61.6

3 新見市 60.9

全国平均全国平均全国平均全国平均 60.160.160.160.1

4 浅口市 59.8

5 赤磐市 59.3

6 笠岡市 58.9
岡山県平均岡山県平均岡山県平均岡山県平均 58.258.258.258.2

7777 岡山市岡山市岡山市岡山市 57.557.557.557.5

7 玉野市 57.5

9 備前市 57.2

10101010 倉敷市倉敷市倉敷市倉敷市 57.057.057.057.0

11 真庭市 56.8

12 総社市 56.5

12 鏡野町 56.5

12 津山市 56.5

15 瀬戸内市 56.2

16 和気町 55.9

17 井原市 55.4

18 美咲町 55.1

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

交通事故 30 22 28 19 22 24 23 24 21

ガン 1,079 1,121 1,133 1,194 1,220 1,078 1,263 1,215 1,296

自殺者 87 97 77 98 87 82 81 83 78

男性健康寿命 ⼥性健康寿命 男性健康寿命 ⼥性健康寿命

上位10県 上位10県 下位10県 下位10県

愛知県 静岡県 1位 ⻘森県 滋賀県

静岡県 群馬県 2位 高知県 広島県

千葉県 愛知県 3位 ⻑崎県 大阪府

茨城県 沖縄県 4位 大阪府 福岡県

⼭梨県 栃木県 5位 岩手県 徳島県

⻑野県 島根県 6位 愛媛県 香川県

⿅児島県 宮崎県 7位 岡山県 東京都

福井県 茨城県 8位 福岡県 奈良県

石川県 石川県 9位 大分県 ⻑崎県

群馬県 ⿅児島県 10位 香川県 埼玉県

順位

2010年のデータでは、男性は平均寿命79.55歳

に対して健康寿命が70.42歳、女性平均寿命は8

6.30歳に対して健康寿命が73.62歳と、男性9.13

年、女性12.68年もの差があります。

岡山県では、男性は平均寿命79.77歳に対し

て健康寿命が69.66歳(全国41位)、女性平均寿

命は86.93歳に対して健康寿命が73.48歳(全国

29位)と、男性10.11年、女性13.45年もの差が

あり、全国平均よりも差が大きくなっています。

今後、平均寿命の延伸に伴い、こうした健康

寿命との差が拡大すれば、医療費や介護給付費

の多くを消費する期間が増大することになりま

す。疾病予防と健康増進、介護予防などによっ

て、平均寿命と健康寿命の差を短縮することが

できれば、個人の生活の質の低下を防ぐととも

に、社会保障負担の軽減も期待できます。

健康寿命の延伸対策は不可欠です。

2014年の倉敷市内の自殺死亡者は78人でした。

前年に比べ５人の減少です。男性が61人、女性

が17人で、男女別にみると約78％が男性という

ことになります。

交通事故死亡者は21人で前年より3人減少、

ガンによる死亡者は1,296人で前年より81人増

加しています。

全国テスト

の結果が８月

に発表されま

した。

岡山県は小

学６年生が全

国で28位、中

学３年生が41

位でした。倉

敷市の全国学

力テストの県

内順位は、小

学６年生が11

位(昨年は11位)、中学３年生が10位(昨年は15

位)と昨年に比べてややアップしましたが、い

ずれも全国平均下回りました。

結果分析した結果、基礎・基本の確実な定着

に向けて様々な取り組みを実施した成果が、少

しずつ表れてきたと思われます。

武次郎は９月議会で、「経年変化を分析し、

苦手分野が克服できているかのチェックをすべ

き」と質問しました。
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倉敷市内の原因別死亡者数(単位：人)

ジーンズ姿で質問する武次郎



未来クラブ

では、昨年11

月にインター

ネット市民ア

ンケートを実

施しました。

「伊東市長

に対する総合

評価」は、

「満足してい

る」12.3%と

「やや満足し

ている」40.3%と、肯定的な回答

が52.6%と高い数値を示しました。

この肯定的な回答は、上記の

グラフのように年々高くなって

います。

また、「伊東市政２期目で評

価できるものは？」との問いに

対する回答は、１位は「子どもの医

療費無料の対象拡大」52.3%、２位

は「保育園５園の新設」30.3%、３位

は「校舎耐震化100%への取り組

み」と「トイレ洋式化」25.3%となり

ました。

詳細は未来クラブのHPをご覧

ください。
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介護施設訪問ツアーを開催

婚活懇親会を開催

会派市政報告会
市長に重点要望を提出

学童保育研修会を開催

市立短期大学祭を訪問

福島県いわき市長に義援金を届ける


