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松前町まち・ひと・しごと創生

総合戦略 < 改訂版 >

令和２年３月

松前町の現状

（社人研推計）

昭和 55 年 平成 72 年

高齢人口比率

39.0％まで上昇
（平成 22 年  25.1％）
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施策による展望
社人研の推計

概 要 版

ビジョン

人  口

人口25,000人を確保
平成72（2060）年に

※社人研推計よりも約6,000人増

※社人研　厚生労働省の研究機関「国立社会保障・人口問題研究所」

■高齢化　最も多い年代は 60 歳代
■低出生率　合計特殊出生率 1.40 前後の横ばい（県内でも下位）

■若者の流出　進学・就職で 15 ～ 24 歳が流出

（国勢調査）

平成 22年の状況

何も
しないと…

①  子育て世代への支援

②  産業の振興

③  安全で、元気なまちづくり

３つの方向性で人口減少を抑える

平成 22 年
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松前町の将来展望

男性 女性

生産年齢人口比率

51.6％まで低下
（平成 22 年  61.0％）

総人口

18,974 人まで減少
（平成 22 年  30,358 人）

具体的な施策 主要事業

一次産業の

担い手確保・

育成と経営体

の育成支援

認定農業者経営発展支援

強い農業・担い手づくり総合支援

新規就農者への支援

水産業振興育成対策

新規漁業就業者定着促進

企業誘致の

促進

南黒田工業団地整備

工場等設置奨励

地場産業の

活性化

はだか麦プロジェクト

松山圏域事業

まさき町産業まつり

ひめの凜生産拡大支援

農業労働力の確保

具体的な施策 主要事業

安心して

子どもを預ける

ことができる

環境整備

安心して子どもを預けられる環境整備

放課後児童クラブの整備

保育サービスの充実

保育士・幼稚園教諭体制の強化

結婚・妊娠・

出産・子育ての

切れ目ない支援

大型商業施設などを活用した出会いの
場の創出

子育てコンシェルジュ事業

中学生と赤ちゃんのふれあい教育

ちょっと聞いてコール

ふらっと子育て応援隊

子育てに関する情報提供の充実

病児・病後児保育の充実

こんにちは赤ちゃん事業

親子ふれあいサークル

特定不妊治療費の追加助成

両親学級（ウェルカムベビースクール）
の開催

妊婦健康診査

妊婦歯科健康診査

マタニティマークの配布

子育て世帯の経

済的支援の充実

小・中学生の医療費無料化

未熟児に対する養育医療の給付

地域で子どもを

育てる環境づくり

まちづくり女性会議の開催

子育てサロン開設支援事業

子どもの遊び場づくり

子育てフォローアップ事業

子育て支援団体の支援・育成

子育てフレンドサークル

幼保小連携等の推進

地域での文化・スポーツ活動の支援

いきいきまさきっこボランティアセンター運営

放課後子ども教室の開催

具体的な施策 主要事業

安全・安心な

まちづくり

消防団詰所の整備

自主防災組織の育成

防災士の養成

消防団の充実強化

老朽放置建物対策の推進

「行ってみたい・

住んでみたい・

住んでよかった」

と思ってもらえる

まちづくり

まちづくり女性会議の開催（再掲）

ＳＮＳを活用した広報活動の推進

進学等で県外に出た若者の地元回帰支援

ふるさと納税の促進を通じた町の PR

移住・交流促進のための積極的な情報提供

副読本を活用したふるさと教育の充実

運転免許自主返納支援

ホッケーによるまちづくり

元気で生き生き

と暮らせる

まちづくり

地域包括ケアシステムの構築

がん検診・総合健診の推進

健康相談・健康教育の推進

食育の推進

特定健康診査の推進

コミュニティバス運行支援

障がい者タクシー券の交付

はじめてのジョギング教室

広域連携による
活力あるまちづくり

連携中枢都市圏の形成

総合戦略

取組事業一覧

▼子育て世代に、住む場所として選ばれる松前町づくり

▼産業振興、産業連携による活発で活力ある松前町づくり

▼安全・安心で賑わいあふれる元気な松前町づくり

　総合戦略では、次の 64 事業を実施し、人口減少の抑
制に努めます。



基本目標 1

子育て世代に、
住む場所として
選ばれる松前町づくり
子どもの幸せが尊重され、将来子どもを持つ世代が
安心して子どもを生み育てられるよう、切れ目のない支援を行い、
将来にわたって安定した人口を維持していきます。

【成果目標】出生数    192 人 (H30）   →   215人（R6）  

基本目標 3

安全・安心で
賑わいあふれる
元気な松前町づくり
住民が安心して暮らすことができ、
将来にわたって賑やかで元気なまちをつくります。

【成果目標】人口の社会増減数     　369人  →   200人
                                                                       　  （Ｈ 27~30）　　（R2~6)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　     （4 年間）

総合戦略  ( 令和２年度～令和６年度の５か年）

■安心して子どもを預けることができる環境整備
　 放課後児童クラブの整備数      　　    　　  R3 までに 3 か所

■結婚・妊娠・出産・子育ての切れ目ない支援
　 親子ふれあいサークルの子どもの参加人数  

                                                       659 人（H30）→ 1,211 人 (R6)

■子育て世帯の経済的支援の充実
　 1 件当たりの医療費額    　　1,903 円（H30）→ 1,800 円 (R6)

■地域で子どもを育てる環境づくり
　 子育てサロン開設数 　　                      　　  R6 までに 5 か所

　 子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター

　 事業）のサポート会員登録者数　     67 人（H30）→ 80 人 (R6)

施策・主な重要業績評価指標

■一次産業の担い手確保・育成と経営体の育成支援
　 認定農業者数                        90 経営体 (H30) → 93 経営体 (R6)

     補助制度を利用した経営体の育成支援数  

   4 経営体（H30) → 6 経営体 (R6) 

■企業誘致の促進
　 工業団地の新規整備 　　　　　　 　 　  R6 までに 1 件着手

　 工場の増設等による奨励金の新規給付　R6 までに 1 件給付

■地場産業の活性化
　 販路開拓市での成約件数                         3 件（H30）→ 5 件（R6）

　 たわわ祭来場者                      2 万 4,500 人 (H30) → 3 万人 (R6) 

■安全・安心なまちづくり
　 養成事業の活用による防災士数     164 人 (H30) → 272 人 (R6)

 ■「行ってみたい・住んでみたい・住んでよかった」
　と思ってもらえるまちづくり
　 ふるさと納税件数        　 　　　    53 件（H30）→ 100 件（R6）

　 ホッケーによるまちづくり交流事業

　　　　　　  11 チーム 110 人（H30）→ 16 チーム 160 人（R6）

■元気で生き生きと暮らせるまちづくり
　 元気な高齢者の割合（要支援・介護認定を受けていない高 

      齢者の割合）　　　　　　　　82.7％（H30）→ 82.7％ (R6)

      特定健康診査受診者率　 　　　  41.7%（H30）→ 60.0%（R6）

■広域連携による活力あるまちづくり 

 　連携取組数                                              　　  R6 までに 55 項目

施策・主な重要業績評価指標 施策・主な重要業績評価指標

基本目標 2

産業振興、産業連携による
活発で活力ある
松前町づくり
農・水・商・工など、それぞれの分野における雇用機会の確保や創出を
図るとともに、各分野の垣根を越えた連携を図ることにより、
活発で活力あるまちを実現します。

【成果目標】   従業者数    13,842 人（H28）   →   14,534人（R6）

人口ビジョンの展望と方向性を基に、実現に向けて、具体的な施策と取組を策定しました。


