
①少子化対策

基本目標 政策 施策 取組み 基本目標 政策 施策 取組み

①若い世代の経済的
安定

①若者に対する就職
支援

①若年求職者と中小企業在職者等との交流、研修や職場改善等により、
企業への人材定着の支援に取り組みます。

①若い世代の生活の
安定

①若者に対する就職
支援

①若年求職者と中小企業在職者等との交流、研修や職場改善等により、企業
への人材定着の支援に取り組みます。

・本市の就職支援制度を活用した若年
求職者のうち就業に至った人数【累計】

【新設】
②くるみん認定企業を含め、子宝率の高い企業、子育て支援やワーク・ライフ・
バランスの充実した企業との交流など、大学生が市内企業へ就職する際の支援
に取り組みます。

・健全な職業観・勤労観に関する講座開
催回数（回）【累計】

【新設】 【新設】

②子育て世帯のため
のキャリア支援 ②就労継続を希望する女性が、結婚・妊娠・出産等を機にキャリアを断絶するこ

とがないような、また、そのタイミングを機に正規・非正規転換が起こることのな
いよう、さらに、その不安を理由とした未婚化や晩産化を防止できるよう様々な
取組を行います。

・本市の支援制度を利用して職場復帰
を果たした人数【累計】

①仕事と生活の調和
の実現 ①特定事業主行動計画に基づき、松山市が率先してワーク・ライフ・バランスの

実現を目指し、職員の子育て支援に取り組みます。

・松山市役所での男性職員の育児休業
取得率
・松山市役所での職員の年次休暇取得
率

③ワーク・ライフ・バランスや心身の健康など、仕事と生活の調和に関する講座
の開催に取り組みます。また、ワーク・ライフ・バランスなどをテーマにした講座を
企業や市民グループ等で開催してもらうための支援や、企業の働き方改革に向
けた活動を支援します。

①出会いの場の創出 ①出会いの場の創出

【上記を分離・統合】
②島しょ部に居住する妊婦の経済的負担軽減のため、妊婦健診等の受診に際
して必要となる航路運賃の助成に取り組みます。

【新設】
④２人目、３人目やそれ以上の多子など、子育て世帯が希望する子どもの数を
実現することができるような環境整備に努めます。

②結婚・妊娠・出産・
子育ての切れ目のな
い支援の充実

①地元企業と地域団体が参画する婚活イベントや独身者の親を対象とした
婚活交流会等の実施に取り組むとともに、他市町と連携した結婚支援など
を検討します。また、同世代の方々が交流できる場などの提供を検討しま
す。

④出会いから子育て
まで切れ目のない支
援の充実

②市外からの参加者を募る婚活ツアーや、島しょ部の独身者を対象とした
出会いイベントの実施に取り組みます。また、児童館等各種施設で交流イ
ベントを行うなど、出会いの場の提供に取り組みます。

①子育て世代包括支援センターの設置、産前・産後サポート事業及び産後
ケア事業の実施などについて検討し、妊娠・出産の包括的な支援に取り組
みます。また、不妊治療費の助成に取り組むとともに、若い世代が妊娠・出
産に関する知識を習得する機会の創出に取り組みます。

【上記を分離・統合】

【上記を分離・統合】

②つながる未
来を応援する
【少子化対策】

①つながる未
来を応援する
【少子化対策】

第１期 総合戦略

総合戦略　（旧） 総合戦略　（新）

①若者世代の人生設
計(ライフデザイン）の
構築に向けた支援

第２期 総合戦略（案） ※政策・施策・取組みの下線部は、第２期総合戦略からの新たな内容

①結婚、就職、子育て等のライフプランニングやキャリア形成のための周知啓発
等を通じて、若い世代が人口減少や妊娠・出産に関する知識を習得し、自ら人
生設計（ライフデザイン）を構築することのできる機会の創出に取り組みます。

【新設】

【新設】

③仕事と生活の調和
（ワーク・ライフ・バラ
ンス）の実現（「働き方
改革」）

②男性の家事・育児参加、女性が働きやすい職場環境の醸成や再就職支援に
取り組むとともに、女性の職域拡大や男女ともに仕事と家庭の両立支援を行う
企業の認証などによる支援に取り組みます。

【下記へ分離・統合】

①晩婚化・晩産化や医療技術の進展に伴い、近年ニーズが増加している不妊治
療を受診される方への支援や、産婦人科医師の確保のための支援に取り組み
ます。

③子育て世代包括支援センターの運営、産前・産後サポート事業及び産後ケア
事業の実施など、妊娠・出産の包括的な支援に取り組みます。また、養育に不
安のある妊婦等を早期に発見し、継続した家庭支援に取り組みます。

①市内中心部だけでなく、松山圏域や島しょ部も対象として、婚活に関するイベ
ントや交流会、ツアーなど独身者を対象とした結婚支援に取り組みます。また、
カップル成立後のアフターフォローに努めます。

②妊娠・出産支援の
充実

【下記へ分離・統合】

ＫＰＩ（案）

②ライフデザインの構
築

②妊娠・出産支援の
充実

・ライフデザイン講座受講後のアンケート
で、ライフデザインを考える参考になった
と答えた受講者の割合（％）
・健康教育等の受講人数【累計】

【下記へ統合】

【新設】

②予期しない妊娠の相談体制の整備を検討するとともに、特定妊婦を早期
に発見し、養育支援が必要な家庭の支援に取り組みます。また、島しょ部
に居住する妊婦の経済的負担軽減のため、妊婦健診等の受診に際して必
要となる航路運賃の助成に取り組みます。

②市外からの参加者を募る婚活ツアーや、島しょ部の独身者を対象とした
出会いイベントの実施に取り組みます。また、児童館等各種施設で交流イ
ベントを行うなど、出会いの場の提供に取り組みます。

【②少子化対策-③-
①から移動】

・働き方改革関連セミナー等への参加企
業数

・イベントでのカップル成立数【累計】

・産婦人科及び産科の医療施設従事医
師数
・不妊治療費助成の申請件数

資料１－①
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①少子化対策

基本目標 政策 施策 取組み 基本目標 政策 施策 取組み

第１期 総合戦略

総合戦略　（旧） 総合戦略　（新）

第２期 総合戦略（案） ※政策・施策・取組みの下線部は、第２期総合戦略からの新たな内容

ＫＰＩ（案）

資料１－①

③小児医療の充実 ③小児医療の充実

④子育て支援の充実 ④子育て支援の充実

④子どもの読書に関わる事業を通じて、乳幼児と保護者が触れ合える機会
を提供し、子育て環境の充実を促進します。

③子どもの読書に関わる事業を通じて、乳幼児と保護者が触れ合える機会を提
供し、子育て環境の充実を促進します。

【新設】
③高齢者が育児のサポートをする取組への支援など、地域や多世代が子育て
に協力できる環境整備に取り組みます。

⑤子育て世帯の経済
的負担軽減

②つながる未
来を応援する
【少子化対策】

②結婚・妊娠・出産・
子育ての切れ目のな
い支援の充実

①つながる未
来を応援する
【少子化対策】

④出会いから子育て
まで切れ目のない支
援の充実

⑥就労形態の多様化に伴う保育需要に対応するため、通常保育時間を延
長した保育に取り組みます。また、家庭で保育を受けることが一時的に困
難となった乳幼児を、各施設で預かることができるように取り組みます。

⑧幼稚園及び小・中学校の教育環境の向上のため、幼稚園の保育室や
小・中学校の普通教室等のエアコン整備に取り組みます。

③官民一体となって、子育て支援に取り組みます。また、子育て世帯を対
象としたイベントを実施し、子育ての素晴らしさの普及啓発に取り組むととも
に、乳幼児と保護者がふれあえる機会の提供などに取り組み、子育て環境
の充実を促進します。

【削除】

④通常の保育時間以外に保育する「延長保育」、一時的に保育が必要となった
際の「一時預かり」、病気の子どもを家庭で保育できない場合に医療機関で保育
する「病児・病後児保育」など、保護者の育児への負担感の軽減や、子育てと就
労との両立支援に取り組みます。

⑤子育て世帯が幼稚園、保育所等の子育て支援事業の利用について、円
滑に利用できるような支援に取り組みます。

⑦幼稚園・保育園・小学校・中学校が連携し、研究会・行事等の共同実施
や学力向上に係る学校間連携の推進等に取り組みます。

⑤幼稚園・保育園・小学校・中学校が連携し、いわゆる「小１プロブレム」、「中１
ギャップ」を解消し、子育てしやすい環境整備に取り組みます。また、自然豊かな
環境の中、様々な体験活動を通して学ばせたいなど保護者の希望に応えるた
め、全市域選択制による通学の弾力化を実施します。

①子どもの医療費の助成に取り組みます。

②子育て世帯の経済的負担の軽減や優遇策を検討します。

③子育て世帯への住宅確保や、三世代同居・近居のための支援などを検
討します。また、島しょ部などに居住する子育て世帯の支援に取り組みま
す。

①子どもの医療費の助成など、子育て世帯の経済的負担の軽減に取り組みま
す。

②子育て世帯への住宅確保や、三世代同居・近居のための支援を行います。ま
た、島しょ部などに居住する子育て世帯の支援に取り組みます。

⑤子育て世帯の経済
的負担軽減

②幼児健診や予防接種を実施し、子どもの健康の保持及び増進に取り組みま
す。

①小児科医師不足を補うための支援など、救急医療に従事する小児科医師確
保のための支援に取り組みます。また、夜間や休日の小児救急医療体制を堅
持します。

②児童クラブの施設整備や運営改善に取り組み、児童の健全な育成を推
進します。

【①少子化対策-④-⑥-④へ移動】

②育児不安を抱えている保護者への相談支援を通じて、保護者の孤立化を防ぐ
とともに、子どもの健やかな育ちを支援します。

①育児の困難さを感じている保護者に、関わり方の助言を行う教室の開催
に取り組みます。また、子どもの発達の節目の時期に、心理判定員等が専
門的な立場で発達相談を実施することを検討します。

①小児科医師不足を補うための支援を検討するなど、救急医療に従事す
る小児科医師確保のための支援に取り組みます。また、夜間や休日に、小
児救急医療体制が確保されるよう体制維持に取り組みます。

【削除】

①育児の困難さを感じている保護者に、関わり方の助言を行う教室の開催に取
り組みます。また、子どもの発達の節目の時期に、心理判定員等が専門的な立
場で発達相談を実施します。

・小児救急医療体制が確保されている
時間割合

・利用者支援事業（保育・幼稚園相談窓
口、くーふぁん、すくすくサポート）の利用
件数

・延長保育利用児童数、一時預かり利
用児童数、病児・病後児保育利用児童
数

１人当たりの子ども医療費助成額（子ど
も医療）
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①少子化対策

基本目標 政策 施策 取組み 基本目標 政策 施策 取組み

第１期 総合戦略

総合戦略　（旧） 総合戦略　（新）

第２期 総合戦略（案） ※政策・施策・取組みの下線部は、第２期総合戦略からの新たな内容

ＫＰＩ（案）

資料１－①

③放課後子ども教室の整備に取り組むとともに、放課後児童クラブと一体
型の整備を目指します。

⑤放課後子ども教室の内容の充実に取り組むとともに、放課後児童クラブと一
体型の取り組みを推進します。

①仕事と生活の調和
の実現

①特定事業主行動計画の推進として、松山市が率先してワーク・ライフ・バ
ランスの実現を目指し、職員の子育て支援に取り組みます。

③ワーク・ライフ・バランスや心身の健康など、様々なテーマによる講座の
開催に取り組むとともに、ワーク・ライフ・バランスなどをテーマにした講座
を、企業や市民グループ等で開催してもらうため、講師の派遣に取り組み
ます。

⑥子育て拠点や居場
所づくりの充実

⑥子育て拠点や居場
所づくりの充実

②つながる未
来を応援する
【少子化対策】

②結婚・妊娠・出産・
子育ての切れ目のな
い支援の充実

①つながる未
来を応援する
【少子化対策】

④出会いから子育て
まで切れ目のない支
援の充実

②保育所等待機児童の解消を目指して、認定こども園の整備や各種事業
に取り組みます。また、公立保育所等の耐震化に取り組みます。

③保育所等待機児童の解消を目指して、認定こども園、保育所、地域型保育の
保育定員を確保します。

①地域子育て支援拠点について、内容の充実とともに、より効果的な周知啓発
に取り組み、多くの方に利用してもらえるよう努めます。また、空き家を地域資源
と捉えた子どもの居場所づくりを検討します。

②児童館、公園など、子どもの遊び場等の充実により、子育て家庭の支援に取
り組みます。

①地域子育て支援拠点の整備に取り組むとともに、より効果的な周知啓発
に取り組み、多くの方に利用してもらえるよう努めます。また、子育てひろ
ば、児童館、公園など、子どもの遊び場の充実等により、子育て家庭の支
援に取り組みます。

【②少子化対策-②-④-②から移動】
④児童クラブが安心して過ごせる生活の場となるよう、クラブ運営の充実や施設
整備に取り組みます。

③仕事と生活の調和
（ワーク・ライフ・バラ
ンス）の実現（「働き方
改革」） ②男性の家事・育児参加、女性が働きやすい職場環境の醸成や再就職支

援に取り組むとともに、女性の職域拡大や男女ともに仕事と家庭の両立支
援を行う企業の認証などによる支援に取り組みます。また、男女共同参画
社会の実現のために多大な貢献をした個人や団体への表彰に取り組みま
す。

【①少子化対策-③-
①へ移動】

・地域子育て支援拠点事業の利用者数

・保育所等待機児童数

・児童クラブの入会児童数
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