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第５章 自殺対策計画  

１  計画の概要  

（１）計画策定の経緯と趣旨  

わが国では平成 10 年（1998）に自殺者数が３万人を超え，それ以降

も高い水準で推移してきましたが，平成 22 年（2010）に減少に転じ平

成 28 年（2016）は平成 10 年（1998）以前の水準にまで減少しまし

た。しかし，自殺者数は未だ２万人を超えており，大きな社会問題となっ

ています。自殺の主な要因としては，経済・生活問題に起因する自殺者

の急増があり，個人の問題だけではなく，社会的要因があるとされるこ

とから，自殺対策は社会全体で取り組むべき課題の１つとなっています。 

その中で，平成 18 年（2006）６月には「自殺対策基本法」が制定さ

れるとともに，平成 19 年（2007）６月には「自殺総合対策大綱」が閣

議決定され，それまで「個人の問題」として認識されがちであった自殺

に対し，社会問題として取り組んでいくことが国の姿勢として示されま

した。また，平成 28 年（2016）の自殺対策基本法の改正に基づき，「自

殺総合対策大綱」の見直しが行われ，平成 29 年（2017）７月に閣議決

定されました。「自殺総合対策大綱」では，「自殺は，その多くが追い

込まれた末の死である」，「年間自殺者数は減少傾向にあるが，非常事

態はいまだ続いている」，「地域レベルの実践的な取組を PDCA サイク

ルを通じて推進する」という３点を「自殺の現状と自殺総合対策におけ

る基本認識」として，５つの基本方針を定めました。基本方針の１つと

して，「国，地方公共団体，関係団体，民間団体，企業及び国民の役割

を明確化し，その連携・協働を推進する」ことが掲げられており，都道

府県のみならず，市町村レベルにおいても，その役割を明確化し，関係

団体等との連携・協働を推進していくことが求められます。また，重点

施策の中に「地域レベルの実践的な取組への支援を強化する」ことが明

記されており，自殺予防への地域の取組や関わりへの支援が強化される

こととなりました。  

広島県では平成 28 年度から平成 32 年度（2016～2020）の５年間

を計画期間とする「いのち支える広島プラン（広島県自殺対策推進計画

（第２次））」を策定し，第１次計画での課題を踏まえ，重点化すべき

取組を定めるとともに，総括目標として平成 32 年（2020）における自

殺死亡率の総括目標を定めています。  
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本市においても，自殺に対する基本認識については，国や県と同じく

するとともに，その動向を踏まえた自殺対策計画を策定することにより，

本市における自殺を減らすための取組を推進していきます。  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）計画の位置づけ  

本計画は，自殺対策基本法第３条（地方公共団体の責務）の規定に基

づき，本市の状況に応じた自殺対策の施策をとりまとめるとともに，計

画期間における施策・事業の推進を図るため，策定したものです。  

本計画は竹原市における自殺対策を総合的に推進していくための計画

であり，策定にあたっては，国の「自殺総合対策大綱」及び広島県の計

画の内容を踏まえています。また，本市の最上位計画である竹原市総合

計画との整合性を確保するとともに，保健・福祉分野等をはじめとする

自殺対策に関連する他の計画との連携を図っています。  

 

（３）計画の期間  

本計画の計画期間は，健康たけはら 21，食育推進行動計画と合わせ平

成 30 年度から平成 39 年度（2018～2027）の 10 年間とします。な

お，本計画は社会情勢の変化等を踏まえ，必要な場合は計画期間内に見

直しを行うものとします。  



第５章 自殺対策計画 

- 95 - 

２  国及び竹原市における自殺の現状  

（１）国の現状  

国全体の自殺者数は，年々減少しており，それに伴って自殺死亡率も

低下傾向にあります。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：厚生労働省自殺対策推進室・警察庁生活安全局生活安全企画課「平成 28 年中におけ

る自殺の状況」  

 

また，月別自殺死亡率（年率換算）の推移をみると，どの月も年々低

下傾向にあることがわかります。全体的に３月から５月にかけて，自殺

死亡率が高くなる傾向がうかがえます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）厚生労働省自殺対策推進室・警察庁生活安全局生活安全企画課「平成 28 年中にお

ける自殺の状況」  
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自殺の原因・動機別自殺者数の年次推移をみると，「健康問題」が最

も多く，次いで，「不詳」，「経済・生活問題」，「家庭問題」などと

なっています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）厚生労働省自殺対策推進室・警察庁生活安全局生活安全企画課「平成 28 年中にお

ける自殺の状況」  

 

また，年齢階級別自殺死亡率の年次推移をみると，いずれも 50 代の

自殺死亡率が最も高くなっています。  

 

■年齢階級別自殺死亡率の年次推移  

（人口 10 万人対）  

 
平成 24 年  平成 25 年  平成 26 年  平成 27 年  平成 28 年  

19 歳以下  2.6 2.4 2.4 2.5 2.4 

20 代  22.5 21.4 20.8 19.0 17.6 

30 代  21.9 22.2 21.2 19.8 18.5 

40 代  26.1 25.4 23.0 22.1 19.8 

50 代  29.9 29.0 27.1 25.8 23.6 

60 代  27.0 25.7 23.9 22.0 19.8 

70 代  26.8 27.2 24.7 24.7 21.4 

80 歳以上  27.0 27.2 25.5 25.0 21.6 

計  21.8 21.4 20.0 18.9 17.3 

（出典）厚生労働省自殺対策推進室・警察庁生活安全局生活安全企画課「自殺の状況」  
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（２）竹原市における自殺者数・自殺死亡率の推移  

過去５年間の本市における自殺者数の推移は以下のとおりです。平成

28 年（2016）には自殺者数が 10 人となっており，自殺死亡率（人口

10 万人対）では 38.52 となっています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）人口動態統計，広島県「人口移動統計調査」  

 

（３）アンケート調査の結果  

①ここ１か月間での不満，悩み，苦労，ストレス  

18 歳以上市民にここ１か月間で，不満，悩み，苦労，ストレスがあっ

たかどうかについては，「大いにある」は２割強，「多少ある」は３割

強となっており，回答者のうち，半数以上が何らかのストレスや悩みな

どを抱えていることがうかがえます。  

また，「ある」，「多少ある」と回答した人に対し，どのようなこと

で不満，悩み，苦労，ストレスを感じるかについては，「勤務先での仕

事や人間関係」が第１位，「自分の健康」が第２位，「今後の収入や資

産の見通し」が第３位などとなっています。  

平成 29 年（2017）版自殺対策白書では，原因・動機別の自殺者数の

推移を示していますが，「健康問題」が長期にわたって第１位となって

いるほか，「経済・生活問題」，「家庭問題」が多くなっています。（「不

詳」除く。）  

 

図表 ここ１か月間,不満,悩み,苦労,ストレスがあったか  
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図表 どのようなことで不満 ,悩み,苦労,ストレスを感じるか（全体／複数回答）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②今まで死にたいと思ったこと  

18 歳以上市民に対して今までに死にたいと思ったことはあるかにつ

いて，「ある」と回答した人の割合は 25.3％となっています。  

 

図表 今までに死にたいと思ったこと  

 

 

 

 

 

また，死にたいと思ったときどうしたかについては，「身近な人に悩

みを聞いてもらった」や「他のことで気を紛らわせるように努めた」な

ど，何らかの対処を取った人がいる一方で，「特に何もしなかった」が

32.2％を占めています。悩みを抱えたときに市民一人ひとりが適切な対

処を取り，必要な支援を受けることができるような社会へと変えていく

必要があります。  

 

図表 死にたいと思ったときどうしたか（全体／複数回答）  
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③ゲートキーパーの認知度  

18 歳以上市民のゲートキーパー 4についての認知度については，「言

葉も意味も知らなかった」が８割強を占める一方，「言葉も意味もよく

知っていた」と「言葉も意味もだいたい知っていた」は合わせて７％程

度にとどまっており，自殺の危険を抱えた人に気づき，より添う役割を

担うゲートキーパーが市民に浸透していないことがうかがえます。  

 

図表 ゲートキーパーという言葉や意味について  

 

 

 

 

 

 

 

                            
4 ゲートキーパー：自殺の危険を示すサインに気づき，悩んでいる人に気づき，声をかけ，話を聞い

て，必要な支援につなげ，見守るなど，適切な対応を図ることができる人のこと。  
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３  計画の主要課題  

（１）課題の抽出  

①市民の自殺予防に対する意識の希薄化  

厚生労働省では，月別自殺者数の多い３月を自殺対策強化月間と定め

るとともに，９月 10 日から 9 月 16 日までを自殺予防週間と定め，自

殺対策を集中的に展開しています。  

しかしながら，国における平成 28 年度（2016）自殺対策に関する意

識調査では，「自殺予防週間／自殺対策強化月間」について，「知らな

かった」と答えた者の割合は  56.2％と過半数を占め，また，自殺対策

は自分自身に関わる問題だと思うかについては，“そう思わない”（「そ

う思わない」「あまりそう思わない」の合計）と答えた者の割合は 50.5％

と過半数を占めています。本市におけるアンケート結果では，“そう思

わない”（「そう思わない」「どちらかといえばそう思わない」）の合

計）と答えた者の割合は 47.2％となっています。本市でも広報等を通じ，

自殺対策強化月間の周知を進めるなど自殺予防に向けた取組を行ってい

ますが，自殺対策への関心を高めてもらうためにも，自殺対策に関する

情報の周知を今後も広く図っていく必要があります。  

特に自殺は誰もが直面しうる危機であり，その場合には誰かに相談や

援助を求めるという意識が浸透している必要があります。  

市民が自殺を考えている人の存在に気づき，適切な関わりを持ちつつ，

相談・専門機関等へつなげることができるようにするためにも，市民一

人ひとりへの情報の周知徹底が重要です。  

更に，ゲートキーパーが市民に浸透していないことに加え，人材不足

が懸念されるところであり，ゲートキーパーの養成は重要課題のひとつ

です。  

 

②相談窓口の周知不足  

必要な支援を受けるためには，何よりも相談することが大切です。本

市でも広報等を通じ，悩み事を抱えた人への相談窓口の周知を図ってい

ますが，相談する人がいない，相談先を知らないという状況もあるため

に，適切な支援を受けることができないことがあると考えられます。ア

ンケート調査では，死にたいと思いながら特に何の対処もしていなかっ

た人がいました。  

市内には行政の相談窓口やＮＰＯ法人が実施している「いのちのホッ

トライン竹原」など，窓口となる機関は複数あるものの，実際の相談に

つながっていないケースもあると考えられます。誰もが相談しやすい体
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制づくりや各種相談機関のネットワークの強化に努めるとともに，相談

窓口についての情報を周知していく必要があります。  

また，国全体の自殺者数は減っている中で，小中高校生の自殺は減っ

ておらず，保護者や教員など，子どもの周囲にいる大人の気づきが必要

であることに加え，子どもがひとりで悩みを抱えることのないよう，Ｓ

ＯＳの出し方に関する教育を行うことも重要です。  

 

③関係機関との連携  

平成 28 年（2016）に日本財団が全国で初めて実施した「日本財団自

殺意識調査」（有効回答数 40,436）によれば，「自殺念慮を抱いた人

の 66.0％が２つ以上の原因を抱えていた」という結果が出ています。ま

た，自殺念慮の原因として多くあげられたものは，男性では「勤務問題」，

「経済生活問題」となっているのに対し，女性では「家庭問題」，「健

康問題」という結果になっています。  

自殺は複合的な要因によって至る可能性が高いということを改めて市

全体で認識するとともに，支援を必要とする人が抱える様々な問題に対

して，適切な窓口や相談機関等へつなぐことができるよう，関係機関の

ネットワークの強化や連携した取組が必要です。  
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※参考：自殺実態白書 2013（NPO 法人ライフリンク発行）  

NPO 法人自殺対策支援センターライフリンクが，自殺で亡くなった 523 人につい

て，その一人ひとりが自殺に至るまでの経路を調査・分析したところ，自殺で亡くなっ

た人は，平均すると要因を４つ複合的に抱えていたことがわかりました。  

 

例えば…  

・「失業」がきっかけで「生活苦」に陥り，「多重債務」を抱えて「うつ状

態」になり，自殺に追い込まれていく  

・「高校中退」がきっかけで不安定な職にしか就けず，「生活苦」になり，

「借金」を抱えて，「家庭内の人間関係」も悪化して自殺に追い込まれて

いく  

・小さい頃に「虐待」を受けた経験のある人が，結婚して「夫からの暴力」

を受けたことがきっかけで「精神疾患」になり，「離婚」して「生活苦」

に陥って自殺に追い込まれていく  

 

このように，様々な要因が重なる中で，「生きるのが困難な状況」に追い込まれ，

亡くなっています。  
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４  計画の基本的な方針  

（１）計画のめざす姿  

これまで「個人の問題」と認識されがちであった自殺は，近年におい

ては，「社会の問題」と認識されるようになり，日本における自殺者数

の年次推移は減少傾向にありますが，自殺者数は毎年２万人を超える水

準で推移しており，決して楽観できません。自殺は，その多くが追い込

まれた末の死であり，自殺の背景には，精神保健上の問題や過労，生活

困窮，育児や介護疲れ，いじめや孤立などの様々な社会的要因があると

考えられています。  

自殺対策は，自己肯定感や信頼できる人間関係，危機回避能力等の「生

きることの促進要因」を増やし，失業や多重債務，生活苦等の「生きる

ことの阻害要因」を減らすことを通じて，社会全体の自殺リスクを低下

させる必要があります。  

これまで取り組んできた心の健康に関する各種施策を継続しつつ，社

会環境の変化に対応すべく新たな自殺対策への取組を，地域資源を最大

限に活用しながら進めます。  

 

そこで，本計画のめざす姿を  

 

「心のＳＯＳに気づき，支える地域づくり」  

 

とし，悩んだときは，ひとりで抱え込まない環境づくりを促進するとと

もに，周囲の人が自殺のサインを見逃さずに支え，誰も自殺に追い込ま

れることのない地域づくりをめざします。  
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（２）基本目標  

自殺対策の推進を図るため，基本目標を下記のとおり設定します。  

 

①市民の自殺予防に向けた意識の醸成  

（住民への啓発と周知）  

身近な人の自殺の兆候等といった隠れた悩みに気づき，適切な機関に

つなぐことで，自殺は社会の取組で防げるという共通意識を持ってもら

うためにも，多くの市民がゲートキーパーとしての役割を果たしてもら

えるよう，多様な媒体を活用して，自殺予防に対する意識を醸成します。  

また，健康教育や広報等を通じ，市民一人ひとりの気づきと見守りを

促す啓発事業に取り組みます。  
 

②相談窓口の周知徹底と居場所づくり  

相談窓口は，自殺防止に必要な支援を受けるためのスタートラインで

あることから，行政の相談窓口や「いのちのホットライン竹原」など，

身近に相談できる窓口の周知徹底と地域での孤立を防ぐための居場所づ

くりに取り組みます。  
 

③人材育成  

自殺防止には，ゲートキーパーや関係機関の職員等が自殺を早期に気

づき，適正に対応することが重要であることから，自殺対策に関わる人

材の研修の充実に取り組みます。  
 

④関係機関の機能強化と連携  

（地域におけるネットワークの強化）  

自殺予防には精神保健の視点や社会的・経済的な視点を含む包括的な

支援が必要であることから，適切な窓口や相談機関等へつなぐことがで

きるよう，関係機関が密接に連携し，協力体制の構築をめざします。   
 

⑤児童生徒のＳＯＳの出し方に関する教育  

悩みを持っていても，周りに助けを求められず，また助けの求め方や

相談先を知らないために自殺に追い込まれることがないよう，他者にＳ

ＯＳを求めるスキルを伝えます。  
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（３）計画の指標  

国は「自殺総合対策大綱」において，「先進諸国の現在の水準まで減

少させることをめざし，平成 38 年（2026）までに，自殺死亡率を平成

27 年（2015）と比べて 30％以上減少（平成 27 年（2015）18.5 を

13.0 以下）」させることを目標としています。  

本市では，今後人口減少が見込まれ，自殺者数が横ばいあるいは減少

しても自殺死亡率が増加する場合があることも考慮し，指標を自殺死亡

率ではなく過去５年間の自殺者数の合計人数とし，過去５年間の自殺者

数の合計人数以下とすることを掲げます。  

 

【指標】  

指  標  
現  状  

（平成 29年度） 
中  間  

（平成 34年度） 
最  終  

（平成 39年度） 

過去５年間の自殺者数の合計人数  
平成 24～28 年  

37 人  
平成 29 年～33 年  

37 人以下  
平成 34～38 年  

37 人以下  

 

（４）計画の方向性  

自殺総合対策における基本理念，基本認識等を踏まえ，本計画の方向

性を以下のとおりとします。  

 

計画の方向性  「生きることの包括的な支援をする」  

自殺の多くが防ぐことができる社会的な問題であるとの基本認識の

下，社会全体の自殺リスクを低下させるとともに，一人ひとりの生活

を守るという姿勢で展開します。  

自殺対策は「生きることの阻害要因」を減らす取組に加えて，「生

きることの促進要因」を増やす取組を行い，双方の取組を通じて自殺

リスクを低下させ，生きることの包括的な支援として推進します。  
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（５）施策体系  

基本目標１ 市民の自殺予防に向けた意識の醸成  

（住民への啓発と周知） 

   

 
①市民への普及啓発の推進    

 ②心の健康づくりの推進   

 
③適切な医療を受けるための支援  

   
基本目標２ 相談窓口の周知徹底と居場所づくり 

（生きることへの促進要因の支援） 

   

 
①地域における相談・支援体制の充実  

 

基本目標３ 人材育成  

（自殺対策を支える人材の育成） 

 

 
①早期対応の役割を果たす人材の育成  

   
基本目標４ 関係機関の機能強化と連携  

（地域におけるネットワークの強化） 

   

 ①関係機関とのネットワークづくり 

   

基本目標５ 児童生徒のＳＯＳの出し方に関する教育  

   

 

①ＳＯＳを早期に把握する体制の充実と学校

教育を通じた自殺予防対策の充実  
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５  主な取組  

本市をとりまく自殺をめぐる現状や，社会状況，本市におけるこれまで

の心の健康に関連する施策を鑑み，本市のめざす姿「心のＳＯＳに気づき，

支える地域づくり」の実現に向け，下記の取組を行います。  

基本目標１  市民の自殺予防に向けた意識の醸成（住民への啓

発と周知）  

①市民への普及啓発の推進  

取組  関係団体等  行政  担当課  

ア．広報，ポスター等の掲示による啓発

活動を行います。  
 ○  健康福祉課  

イ．リーフレット等を配布し自殺予防の

対策を進めます。  
 ○  健康福祉課  

ウ．うつ病等に関する知識の普及啓発を

図ります。  
 ○  健康福祉課  

エ．研修会等の開催により，人権意識の

高揚を図り，誰もが住みよいまちをめ

ざします。  

 ○  人権推進室 

 

②心の健康づくりの推進  

取組  関係団体等  行政  担当課  

ア．心の健康づくりに関する知識の普及

啓発に努めます。  
○  ○  健康福祉課 

イ．ストレスマネジメント教育を継続し

ます。  
 ○  学校教育課 

ウ．産後うつ等の予防のため妊娠中から

心の健康づくりを進めます。  

エ．母子健康手帳交付時に妊娠中から産

後の心の変化について妊婦・家族を含

めた支援を行います。  

 ○  健康福祉課 

 

③適切な医療を受けるための支援  

取組  関係団体等  行政  担当課  

ア．相談・訪問などで精神科医療機関の

紹介を行います。  
 ○  健康福祉課 
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【指標】  

指  標  対  象  
現  状  

（平成 28年度） 
中  間  

（平成 33年度） 
最  終  

（平成 38年度） 

1 

産後１か月程 度の間 に保
健師・助産師等の指導を受
けたことのあ る人の 割合
を増やす  

産婦 80.4％ 82％ 85％ 

 定  義  
４～５か月児健康診査の問診票で「産後退院してからの１か月程
度，助産師や保健師等からの指導・ケアは十分に受けることができまし
たか」という質問に対し「はい」と回答した人の割合  

2 
ゲートキーパ ―を知 って
いる人の割合を増やす  

20 歳以上 
(平成 29 年度 )    

6.7％ 
(平成 34 年度 ) 

8％  
(平成 39 年度 ) 

10％ 

 定  義  
「「ゲートキーパー」という言葉を知っていますか」という質問に対し，言葉
も意味もよく知っていた，言葉も知っていたし，意味もだいたい知ってい
たと回答した人の割合  

 

基本目標２  相談窓口の周知徹底と居場所づくり（生きること

への促進要因の支援）  

①地域における相談・支援体制の充実  

取組  関係団体等  行政  担当課  

ア．教育相談を充実します。   ○  学校教育課  

イ．スクールカウンセラー等の専門家

を中学校に配置（週 1 回）し，相談

活動を継続します。  

 ○  学校教育課  

ウ．心の悩み等のある方に対する相談

を実施します。  
○  ○  健康福祉課  

エ．全戸配布用ちらしでの周知をし，

電話・対面による相談活動を行いま

す。  

○    

オ．地域における社会資源の連携を活

用したネットワークの形成，消費者

被害等の予防，虐待の早期発見，早

期対応及び再発防止を図るととも

に，認知症等により判断能力が不十

分な高齢者に対して，権利擁護事業

や成年後見制度の適切な支援を推進

します。また，認知症に対する正し

い理解及び高齢者の権利擁護に関

し，広く市民に啓発し関係機関との

連携を図ります。  

○  ○  健康福祉課  
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取組  関係団体等  行政  担当課  

カ．障害者等からの相談に応じ，必要

な支援を行うとともに，権利擁護の

ために必要な援助を行います。  

○  ○  健康福祉課  

キ．障害者虐待の未然防止や早期発見，

迅速な対応，その後の適切な支援の

ため支援体制の強化や協力体制の整

備を図ります。  

○  ○  健康福祉課  

ク．広報誌やホームページ，出前講座等

を通じ，窓口のＰＲと相談情報を発信

します。  

 ○  産業振興課  

ケ．総合相談事業として，実態把握や

相談業務を行います。  
○    

コ．精神的に不安や課題がある方に対

して，面接，電話，訪問等により，

相談支援を行います。また，必要な

情報を提供したり，関係する機関を

紹介します。  

○    

サ．隣保館（人権センター，吉名隣保

館）において，生活上の各種相談や

人権課題の解決に向けての取組を行

います。  

 ○  人権推進室  

シ．被害者がひとりで悩みを抱え込む

ことなく相談ができるように，ＤＶ

相談窓口の周知を図ります。また，

関係機関や関係部署との連携によ

り，適切な支援ができるように努め

ます。  

 ○  人権推進室  

ス．生活に困っている人に対して就労

など自立に向けた相談支援や事業を

利用するための支援計画の作成や支

援の実行，関係機関との調整を行う

ことで自立した生活 (経済的，社会的

自立）を送れるよう支援します。  

○  ○  社会福祉課  

セ．離職等により住居を失ったまたは失

う恐れの高い人に対して家賃相当額

を有期で支給し，仕事と住まいを同時

に失うリスクを回避し，早期の再就職

に向けた条件整備を図ります。 

○  ○  社会福祉課  
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取組  関係団体等  行政  担当課  

ソ．生活に困っている人に対して，家

計に関する相談支援や家計管理に関

する指導，生活福祉資金等の貸し付

けのあっせん等を行い，自らで家計

管理ができるよう支援します。  

○  ○  社会福祉課  

タ．家庭における児童養育相談の窓口

の周知及び児童虐待の未然防止や早

期発見，早期対応するための広報及

び啓発，研修活動を推進します。  

○  ○  社会福祉課  

チ．地域生活の支援として専門相談及

び一般相談において各種相談を受け

ます。  

○    

 

【指標】  

 指  標  対  象  
現  状  

（平成 29年度） 
中  間  

（平成 34年度） 
最  終  

（平成 39年度） 

1 
悩みを相談できる窓口
を知らなかった人の割
合を減らす  

20 歳以上 26.7% 23% 20% 

 定  義  
「悩みを相談できる窓口で，あなたが知っている窓口はどれですか」という
質問に対し，知らなかったと回答した人の割合  

2 
ストレスについての相
談相手が特にいない人
の割合を減らす  

20 歳以上 22.0% 21% 20% 

 定  義  
「不満，悩み，苦労，ストレスについての相談相手は，主に誰ですか」と
いう質問に対し，特にいないと回答した人の割合  

 

基本目標３  人材育成（自殺対策を支える人材の育成）  

①早期対応の役割を果たす人材の育成  

取組  関係団体等  行政  担当課  

ア．研修会に参加し，参加後にはスタッ

フ間で情報共有します。  
○    

イ．認知症になっても安心して暮らすこ

とができる地域づくりのため，認知症

に対する正しい知識や理解を啓発し，

認知症の人や家族を支援します。  

 ○  健康福祉課  
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取組  関係団体等  行政  担当課  

ウ．研修会を実施し，生徒指導上の課題

やいじめ問題等の対応について研修を

深め，教員のより実践的な指導力の向

上を図ります。  

 ○  学校教育課  

エ．自殺の危機を示すサインや自殺の危

機に気づいたときの対応方法について

研修を行います。  

○  ○  健康福祉課  

オ．住民の通いの場を対象に，リハビリ

テーション専門職，保健師等が個別及

び集団に対して，お互いが見守り，支

えていくという機能が持てるようなつ

ながりづくりを勧めていきます。  

○  ○  健康福祉課  

カ．精神保健福祉ボランティア活動者の

養成並びに精神保健福祉についての理

解を深めるために講座を開催します。  

○  ○  健康福祉課  

 

基本目標４  関係機関の機能強化と連携（地域におけるネット

ワークの強化）  

①関係機関とのネットワークづくり  

取組  関係団体等  行政  担当課  

ア．職場，医療機関などの関係機関との

連携を密にし，効果的に対応できるよ

うにします。  

○  ○  健康福祉課  

イ．行政担当課との情報交換と交流を行

います。（自殺対策事業連絡会）  
○    

ウ．本人自身や本人をとりまく環境が生

活困窮につながる可能性等について考

慮し，対応します。  

○  ○  産業振興課  

エ．多様な機関との連携による，ネット

ワークの構築に取り組みます。  
○    
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基本目標５  児童生徒のＳＯＳの出し方に関する教育  

①ＳＯＳを早期に把握する体制の充実と学校教育を通じた自殺予防対策の充実  

取組  関係団体等  行政  担当課  

ア．小・中学校への訪問を行い，課題等

を共有します。  
○    

イ．小学１年生から中学３年生にＳＯＳ

ミニレターを学校から配るとともに，

ＳＯＳミニレターの配布と「こども人

権 110 番」 (電話相談 )を周知します。 

○    

ウ．地域の方や特技を持った講師を招聘

し，充実した教育活動を行うとともに，

児童生徒の感性を高め，問題行動の未

然防止等を図ります。  

 ○  学校教育課  

エ．職場体験を通して自己の生き方を見

つめ考えるため，中学校においてキャ

リアスタートウィークを実施します。   

○  ○  学校教育課  

オ．教育相談室において，いじめ問題等

に対する相談活動を行います。  
○  ○  

学校教育課  

 


