
 

 ３  まちづくりの目標別重点取組事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【 重点取組事業名 】              【 担当課 】     【  】 

 

1-① 妊娠期からの子育て世代包括支援事業 健康づくり推進課 18 

1-② 不妊治療支援事業 健康づくり推進課 19 

1-③ 保育所・幼稚園等施設整備事業 こども保育教育課施設対策室 20 

1-④ 医療的ケア児支援事業 
子育て支援課 

こども保育教育課運営支援室 

総合教育センター 
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1-⑤ 子ども食堂等支援事業 子育て支援課 22 

1-⑥ 放課後児童クラブ事業 子育て支援課 23 

1-⑦ 放課後子ども教室事業 子育て支援課 24 

1-⑧ 保育士確保対策事業 こども保育教育課 25 

1-⑨ 
ほっとかんまち高松づくり事業（高松型地域共生社会構築事

業） 
健康福祉総務課地域共生社会推進室 26 

1-⑩ 共助の基盤づくり事業（新規） 長寿福祉課 27 

1-⑪ 在宅医療・介護連携推進事業 長寿福祉課 28 

1-⑫ 生活支援・介護予防サービス提供体制構築事業 
健康福祉総務課地域共生社会推進室 

長寿福祉課 
29 

1-⑬ 65 歳からのプラチナ世代元気応援事業 長寿福祉課 30 

1-⑭ 高齢者居場所づくり事業 長寿福祉課 31 

1-⑮ 高齢者見守り事業 長寿福祉課 32 

1-⑯ 認知症ケア推進事業 地域包括支援センター 33 

1-⑰ 地域包括支援センター民間委託推進事業（新規） 地域包括支援センター 34 

1-⑱ 障がい者地域生活支援推進事業 障がい福祉課 35 

1-⑲ 手話言語・障がい者コミュニケーション手段の普及促進事業 障がい福祉課 36 

1-⑳ がん対策推進事業 
保健予防課 

健康づくり推進課 
37 

1-㉑ 附属医療施設（塩江分院）整備事業 
市民病院塩江分院事務局附属医療施

設整備室 
38 

 

まちづくりの目標１ 

健やかにいきいきと暮らせるまち 

重点的・戦略的に推進する事業 
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施策名：（111）子どもの成長への支援 

 

１－① 妊娠期からの子育て世代包括支援事業 
健康づくり推進課 

事業費（計画額） 
７，７３０万円  

 

概要 

    子育て期にある若い世代が安心して妊娠、出産、子育てができる環境の実現に向け、妊娠期から子育て期 

にわたる様々なニーズに対応するため、総合的相談支援を提供するワンストップ拠点（子育て世代包括支援

センター）に配置している母子保健コーディネーターを中心に、「妊娠・出産・子育て」の切れ目のない支援に取

り組みます。 

 

計画 

令和４年度 令和５年度 

子育て世代包括支援センターの運営 

子育て世代包括支援ネットワーク会議の開催 

産後ケアの実施 

電子母子健康手帳の活用による情報発信 

産婦健康診査の実施 

多胎妊産婦への支援 

継続実施 

 

目標 

目標項目 実績値（R2） 目標値（R5） 

把握しているハイリスク妊婦のうち支援につながった割合 77.5％ 90.0％ 

 

 

 

子育て世代包括支援ネットワーク会議 
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施策名：（111）子どもの成長への支援 

 

１－② 不妊治療支援事業 
健康づくり推進課 

事業費（計画額） 
８，１２３万円  

 

概要 

    子どもを望む夫婦の不妊治療に係る経済的・精神的な負担を軽減するため、令和４年度からの不妊治療

の保険適用の円滑な実施に向け、移行期の治療計画に支障が生じないよう、年度をまたぐ一回の特定不妊

治療について、経過措置として、従来と同様に助成します。 

    また、不育症検査（先進医療として告示されている検査に限る）に要する費用の一部を助成するとともに、

関係機関と連携し、不妊に関する悩み等への相談支援を行います。 

 

計画 

令和４年度 令和５年度 

特定不妊治療への助成 

不育症検査への助成 

不妊に関する相談支援 

不育症検査への助成 

不妊に関する相談支援 

 

目標 

目標項目 実績値（R2） 目標値（R5） 

特定不妊治療への助成件数 556 件 
415 件 

（R4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不妊治療の保険適用の円滑な移行に向けた支援のイメージ 
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施策名：（111）子どもの成長への支援 

 

１－③ 保育所・幼稚園等施設整備事業 
こども保育教育課施設対策室 

事業費（計画額） 
１５億４，１２０万円 

 

概要 

    子どもが健やかに育つ環境をつくるため、社会情勢の変化や施設の老朽化の状況を踏まえ、保育環境の改 

善、保育施設の保持、認定こども園への移行等、保育所・幼稚園の施設整備を実施します。 

 

計画 

令和４年度 令和５年度 

大規模改修工事及び設計（２施設） 

計画修繕工事等 

遊具改修 

防犯対策機器の整備 

幼保一体化工事等（田井・下笠居） 

大規模改修工事及び設計（３施設） 

計画修繕工事等 

遊具改修 

防犯対策機器の整備 

幼保一体化工事等（田井） 

耐震性の確保を図るための改築に対する助成（１施設） 

 

目標 

目標項目 実績値（R2） 目標値（R5） 

認定こども園対象児童数 733 人 1,233 人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高松市川島こども園 
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施策名：（111）子どもの成長への支援 

１－④ 医療的ケア児支援事業 

子育て支援課 

こども保育教育課運営支援室 

総合教育センター 

事業費（計画額） 
3，０５１万円 

概要 

  保育所、幼稚園、小・中学校等において集団保育・教育が可能な医療的ケア児を安全に受け入れるため、

同施設等における受入体制を整備し、医療的ケア児の保育・教育を実施します。 

計画 

令和４年度 令和５年度 

医療的ケア児への支援 

医療的ケア運営協議会の開催 

継続実施 

目標 

目標項目 実績値（R2） 目標値（R5） 

保育施設・学校等に通う医療的ケアが必要と認められた児童生徒数に対し

て、医療的ケアを実施した児童生徒数の割合 
－ 100％ 

医療的ケア児支援のイメージ 

（高松市） （訪問看護ステーション） 

契約 

（医療的ケア児） 

雇用 医療的ケア 
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施策名：（112）子育て家庭への支援 

 

１－⑤ 子ども食堂等支援事業 
子育て支援課 

事業費（計画額） 
１，９２２万円  

 

概要 

    核家族や共働き、ひとり親家庭などの増加に伴い、一人で食事をする「孤食」となる子どもが増えている中、

子どもの孤食の防止や安らげる場所を確保するため、子どもたちに無料又は安価な食事を提供するとともに、地

域住民とのつながりの強化や学習・生活習慣についての支援も行う「子ども食堂」等の開設や運営に要する費

用の一部を助成します。 

また、子ども食堂実施団体の基盤・体制の強化を図るため、「たかまつ子ども食堂ネットワーク」と連携を図り

ながら、企業・個人等とのマッチングや寄附・食材提供等の受け入れなどを促進するとともに、ひとり親家庭や生

活環境が厳しい子育て家庭などに、食品や生活用品を無料で提供する「フードパントリー事業」を実施します。 

 

計画 

令和４年度 令和５年度 

子ども食堂等運営助成等 

子ども食堂ネットワークの連携促進 

食品や生活用品の提供 

継続実施 

 

目標 

目標項目 実績値（R2） 目標値（R5） 

① 子ども食堂等箇所数 

② たかまつ子ども食堂ネットワーク参加団体数 

①     15 か所 

②     11 団体 

①     26 か所 

②     23 団体 

 

 

子ども食堂での交流 
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施策名：（112）子育て家庭への支援 

 

１－⑥ 
【特別重点】 

放課後児童クラブ事業 
子育て支援課 

事業費（計画額） 
２２億９，７５７万円  

 

概要 

    保護者が就労等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童の健全な育成を図るため、授業の終

了後等に、小学校の余裕教室、児童館等を利用して適切な遊びや生活の場を提供するとともに、学童保育を

実施する社会福祉法人等を支援します。 

 

計画 

令和４年度 令和５年度 

公設４６か所（うち民間委託１か所）   

民間に対する支援 ３１教室 

障がい児支援（クラブ巡回、支援員研修） 

公立クラブのトイレ改修 ３教室 

民間施設の整備に対する助成 

公設４６か所（うち民間委託１か所）  

民間に対する支援 ３３教室 

障がい児支援（クラブ巡回、支援員研修） 

公立クラブのトイレ改修 ４教室 

民間施設の整備に対する助成 

 

目標 

目標項目 実績値（R2） 目標値（R5） 

放課後児童クラブ入会率 97.8％ 100％ 

 

 

        

放課後児童クラブでの生活 
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施策名：（112）子育て家庭への支援 

 

１－⑦ 放課後子ども教室事業 
子育て支援課 

事業費（計画額） 
４，０６４万円  

 

概要 

    放課後等に子どもたちの安心安全な活動場所を確保するため、地域の協力を得ながら、各校区に、コーディ

ネーター、教育活動推進員、教育活動サポーターなどを配置し、学び、スポーツ、文化活動、交流活動等を行

います。 

 

計画 

令和４年度 令和５年度 

放課後子ども教室事業の実施（３６校区／４７校区） 

継続 ３５校区 

新規   １校区 

放課後子どもプラン推進委員会の開催 

子どもの居場所づくり指導者養成研修会の開催 

未実施校区の地域関係者への説明 

放課後子ども教室事業の実施（３７校区／４７校区） 

継続  ３６校区 

新規   １校区 

放課後子どもプラン推進委員会の開催 

子どもの居場所づくり指導者養成研修会の開催 

未実施校区の地域関係者への説明 

 

目標 

目標項目 実績値（R2） 目標値（R5） 

① 参加児童数 

② 登録児童数 

①  19,182 人 

②   2,053 人 

①  43,600 人 

②   3,350 人 

 

  

                

 

放課後子ども教室での活動 
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施策名：（112）子育て家庭への支援 

 

１－⑧ 保育士確保対策事業 
こども保育教育課 

事業費（計画額） 
３，５８７万円  

 

概要 

    保育士不足傾向にある私立保育所等における保育士の確保を図り、待機児童の確実な解消を推進する

ため、期間限定で潜在保育士や新卒保育士の市内保育施設への就職を支援します。 

 

計画 

令和４年度 令和５年度 

保育士への就職一時金の支給 

保育士宿舎の借上げ支援 

継続実施 

 

目標 

目標項目 実績値（R2） 目標値（R5） 

待機児童数 59 人 0 人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保育所での保育 
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施策名：（121） 
地域福祉の推進 
 

１－⑨ 
【特別重点】 

ほっとかんまち高松づくり事業 

（高松型地域共生社会構築事業） 

健康福祉総務課地域共生社会推進室  

事業費（計画額） 
１億１４８万円  

 

概要 

    子ども・高齢者・障がい者など全ての人々が地域、暮らし、生きがいを共に創り、高め合うことができる「地域

共生社会」を実現するため、「まるごと福祉相談員」の配置や「つながる福祉相談窓口」の設置のほか、国の

「重層的支援体制整備事業」の枠組みを活用して、相談支援、参加支援、地域づくりに向けた支援を一体的

に実施します。 

    また、貧困の状況にある子どもやその親たちの様々な課題に対応し、適切な支援を受けられる環境を整備す

るため、子どもの未来応援コーディネーターを配置し、相談支援体制や関係機関のネットワークを構築します。 

 

計画 

令和４年度 令和５年度 

まるごと福祉相談員の配置 

つながる福祉相談窓口の設置（勝賀、香川、牟礼、国分

寺、本庁、仏生山） 

ひきこもりの若者の社会参加に対する支援 

子どもの未来応援コーディネーターの配置 

子どもの貧困対策への相談支援やネットワーク会議の開催 

市民等への周知啓発・研修会等の実施 

ヤングケアラーへの支援 

まるごと福祉相談員の配置 

つながる福祉相談窓口の設置（勝賀、香川、牟礼、国分

寺、本庁、仏生山、東部南（仮称）） 

ひきこもりの若者の社会参加に対する支援 

子どもの未来応援コーディネーターの配置 

子どもの貧困対策への相談支援やネットワーク会議の開催 

市民等への周知啓発・研修会等の実施 

ヤングケアラーへの支援 

 

目標 

目標項目 実績値（R2） 目標値（R5） 

① アウトリーチ（地域での情報収集・戸別訪問等）件数 

② 研修会等の参加者数 

①     854 件  

②     367 件 

①   3,644 件  

②   1,055 件  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ほっとかんまち高松づくり事業（高松型地域共生社会構築事業）のイメージ 
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施策名：（121）地域福祉の推進 

 

１－⑩ 
【特別重点】 共助の基盤づくり事業（新規） 

長寿福祉課 

事業費（計画額） 
１，９４９万円  

                                                              

概要 

    介護、障がい、子ども・子育て、生活困窮など、複雑化・複合化した課題への、分野を超えた一体的な支援

を行う、重層的支援体制を構築するため、地域サービスの担い手の確保、育成に資する活動を支援します。 

 

計画 

令和４年度 令和５年度 

共助の基盤構築への支援 

 人材育成ワークショップの開催 

 人材育成フォーラムの開催 

 地域における活動への助成 

継続実施 

 

目標 

目標項目 実績値（R2） 目標値（R5） 

共助の基盤づくりに向けて活動を開始した地域の数 －  33 か所 

                      

     

    

地域を支える共助のイメージ 
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