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三重県員弁郡東員町 

  



はじめに 

 

わが国の自殺者数は、平成１０年に初めて年間３万人を超

えて以降、１４年連続して３万人を超えるという深刻な状態

が続いていましたが、平成１８年に自殺対策基本法が施行さ

れたこともあり、平成２４年からは３万人を下回り、平成２

８年は２２年ぶり２万２千人を下回りました。このように、

自殺者数は近年減少傾向にあるものの、未だに年間２万人を

超えているという状況を踏まえ、平成２８年に自殺対策基本

法が改正され、地方自治体は自殺対策計画の策定が義務付け

られました。 

 

東員町における人口１０万人あたりの自殺死亡者数は、国及び三重県の数値を下回って

いますが、平成２４年から２８年までの５年間で、１７人の方が自ら命を絶っているという

現実があります。 

 

自殺は、精神保健上の問題だけでなく、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複雑化、複合化そして最も深刻化した結果であり、その多くが追

い込まれた末の死であります。 

そして、その死は個人だけの問題ではなく、その多くが防ぐことができる社会的な問題と

考えられます。 

 

東員町では、自殺対策基本法の改正やこれまでのこころの健康に関する取組を踏まえ、こ

のたび本町の実情に応じた自殺対策を総合的かつ効果的に推進するための計画として「東

員町自殺対策計画」を策定しました。 

 

本計画の基本目標である「誰も自殺に追い込まれることのない東員町」を目指し、施策の

積極的な推進に取り組んでまいりますので、町民の皆様や自殺対策に取り組む様々な団体

のより一層のご理解とご協力をお願い申し上げます。 

 

最後になりましたが、本計画の策定に際しまして貴重なご意見、ご提案をいただきました

関係機関、関係者の皆様、そして町民の皆様方に心からお礼申し上げます。 

 

平成３１年３月 

 

東員町長  水谷 俊郎     



 

目次 

１ 計画の趣旨等                          

（１）計画策定の趣旨                      ・・・・・ 1 

（２）計画の背景                        ・・・・・ 2 

（３）計画の位置づけ                      ・・・・・ 2 

（４）計画の期間                        ・・・・・ 2 

 

２ 計画の目標                          ・・・・・ 3 

 

３ 東員町の自殺をめぐる現状 

（１）東員町における自殺の特徴                 ・・・・・ 4 

 （２）支援が優先されるべき対象群                ・・・・・ 5 

 

４ いのち支える自殺対策における取組               ・・・・・ 6 

４－１ 基本施策 

【施策１】地域におけるネットワークの強化           ・・・・・ 7 

【施策２】自殺対策を支える人材の育成             ・・・・・ 9 

【施策３】町民への啓発と周知                 ・・・・・11 

【施策４】生きることの促進要因への支援            ・・・・・13 

４－２ 重点施策 

【施策５】若年層への支援の強化                ・・・・・15 

（児童生徒の SOS の出し方に関する教育）  

【施策６】高齢者への支援の強化                ・・・・・18 

【施策７】失業・無職・生活に困窮支援している人への支援の強化 ・・・・・20 

 

５ 自殺対策の推進体制等                     ・・・・・22 

 

６ 参考資料 



 

1 

 

１ 計画の趣旨等 

（１）計画策定の趣旨 

 全国の自殺者数は、平成 10 年に急増し、年間 3 万人前後の高水準で推移していました。

平成 18 年の自殺対策基本法（平成 18 年法律第 85 号）の施行以降、さまざまな取り組みの

成果もあって平成 23 年度以降はわずかに減少傾向にあります。 

しかし、日本の自殺死亡率（人口 10 万人当たりの自殺による死亡率）は、主要先進 7 か

国の中で最も高く、自殺者数の累計は毎年 2 万人を超える水準で積み上がっているなど、

非常事態はいまだ続いていると言わざるを得ません。 

 そうした中、「誰も自殺に追い込まれることのない社会」の実現を目指して自殺対策を更

に総合的かつ効果的に推進するため、平成 28 年に自殺対策基本法が改正されました。 

 本町においても、地域の課題をふまえ、今後の自殺対策の方向性を示す「東員町自殺対策

計画」を策定することにしました。 

 

  

日本の自殺者数の推移（平成 29年版「自殺対策白書」第１－１図（単位：人） 

自殺死亡率の国際比較（平成 29年版「自殺対策白書」第１－38図） 
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（２）計画の背景 

 自殺は、その多くが追い込まれた末の死です。 

自殺の背景には、精神保健上の問題だけでなく、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ります。 

 自殺に至る心理には、様々な悩みが原因で追い詰められ、自殺以外の選択肢が考えられな

い状態に陥ったり、社会とのつながりの減少や役割喪失感、また役割の大きさに対する過剰

な負担感から危機的な状態にまで追い込まれてしまうといった過程が見られます。自殺に

追い込まれるという危機は「誰にでも起こり得る危機」です。 

 そのため、自殺対策は、保健、医療、福祉、教育、労働その他の関連施策との有機的な連

携が図られ、「生きることの包括的な支援」として実施する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）計画の位置づけ 

 自殺対策基本法第 13 条では、「市町村は、自殺総合対策大綱及び都道府県自殺対策計画

並びに地域の実情を勘案して、市町村自殺対策計画を定めるもの」とされており、本計画は、

同法に規定する「市町村自殺対策計画」として策定します。 

 この計画は、第 5 次東員町総合計画の目指す「豊かに住み、働き、楽しむことのできるま

ち・東員」の実現に向けた本町の自殺対策の基本となる計画です。 

 

（４）計画の期間 

 平成 30（2018）年度～平成 34（2022）年度までの 5 年間とします。なお、社会状況の

変化や自殺対策基本法、または自殺総合対策大綱の見直し等、国の動向も踏まえ、必要に応

じ見直しを行います。  

自殺の危機要因イメージ図（厚生労働省資料） 
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２ 計画の目標 

 平成 29 年に閣議決定された「自殺総合対策大綱」では、数値目標を「平成 27（2015）年

を基準年とし、平成 38（2026）年までに自殺死亡率（※）を 30％以上減少させる（13.0 以

下とする）。」としています。 

 本計画における数値目標については、「自殺総合対策大綱」の趣旨を踏まえつつ、本町の

人口規模では、各年毎の自殺死亡率は 1 人の自殺者数で大きく変わるため、基準を単年と

するのではなく直近 5 年間の平均自殺死亡率とし、また平成 24 年から平成 28 年までの平

均自殺死亡率は 13.3 と全国の自殺死亡率 19.6 や三重県の自殺死亡率 18.6 を大幅に下回っ

ていることや、第 3 次三重県自殺対策行動計画の平成 38 年目標が自殺死亡率を 12.5 以下

としていることを踏まえ、「平成 38 年警察庁自殺者統計の直近 5 年間の平均自殺死亡率を

12.5 以下とする。」と設定し、平成 33 年の数値目標を 13.0 以下と設定します。 

  

自殺死亡率を 30％以上減少 

Ｈ24～28 平均（現状） Ｈ29～33 平均（中間） Ｈ34～38 平均（最終） 

13.3 13.0 12.5 

出典：警察庁「自殺者統計」 

※自殺死亡率とは、人口 10 万人当たりの自殺者数を指します。 

 

  

【参考】厚生労働省の「人口動態統計」と警察庁の「自殺統計」の違い 

 厚生労働省「人口動態統計」 

 ・日本人（日本における日本人）を対象とし、住所地をもとに死亡時点で計上しています。 

 ・自殺、他殺あるいは事故死のいずれか不明な時は自殺以外で処理しており、死亡診断書などに 

ついて作成者から自殺の訂正報告がない場合は、自殺に計上していません。 

 警察庁「自殺統計」 

 ・総人口（日本における外国人も含む）を対象としています。 

 ・「住所地・自殺日」及び「発見地・発見日」の２通りでそれぞれ集計しています。 

 ・「住所地・自殺日」の「住所地」とは、自殺者の住所があった場所、「自殺日」とは、自殺をし 

た日を意味しています。 

 ・「発見地・発見日」の「発見地」とは、自殺死体が発見された場所、「発見日」とは、自殺死体が 

  発見された日を意味しています。 

  （本計画での警察統計は、「住所地・自殺日」をもとにした集計結果を掲載しています。） 

警察庁の「自殺統計原票」を内閣府が分析し、地域別（地方公共団体別）、項目別（男女別、年代別

他）に分けて公表しています。 地方公共団体が内閣府へ申請をすると、クロス集計を行ってもらい、

さらに詳細な情報の提供を受けることができます。これを特別集計といいます。 
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３ 東員町の自殺をめぐる現状 

（１）東員町における自殺の特徴 

 町の自殺の実態に即した計画を策定するため、厚生労働省「人口動態統計」、警察庁

「自殺統計」及び自殺総合対策推進センターが自治体毎の自殺実態を示した「地域自殺実

態プロファイル」を基に分析を行いました。 

 この分析結果からみえてきた東員町の自殺をめぐる現状は以下のとおりです。 

○東員町の自殺者数は H24～28 合計 17 人（男性 14 人、女性 3 人）で、年間 2～5 人

の間で推移しています。【出典：自殺統計】 

  H24 H25 H26 H27 H28 合計 平均 

自殺統計 自殺者数

(自殺日・住居地) 
5 4 2 4 2 17 3.4 

 

○自殺死亡率は全国より低い傾向で推移しており、H24～28 平均は 13.3 でした。（全国平

均自殺死亡率は 19.6）【出典：自殺統計】 

  H24 H25 H26 H27 H28 合計 平均 

自殺統計 自殺率(自

殺日・住居地) 
19.7 15.5 7.8 15.6 7.8 - 13.3 

 

○自殺者は男性が 8 割超と全国や三重県（約 7 割）と比べ高い割合を占めています。【出

典：自殺統計、住基人口】 

H24～28 

合計 
東員町割合 全国割合 

東員町自殺

率 
全国自殺率 

総数 100.0% 100.0% 13.3 19.6 

男性 82.4% 68.9% 22.1 27.7 

女性 17.6% 31.1% 4.6 11.9 

 

○自殺者数は、40 歳代、60 歳代、70 歳代が最も多いです。60 歳以上の自殺者数が全体の

約半数を占めています。【出典：自殺統計】 

H24～28合計(人) 

男性 

20歳未満 0 

女性 

20歳未満 0 

20歳代 1 20歳代 0 

30歳代 3 30歳代 0 

40歳代 4 40歳代 0 

50歳代 0 50歳代 1 

60歳代 2 60歳代 2 

70歳代 4 70歳代 0 

80歳以上 0 80歳以上 0 

 

○自殺者の職業状況は、無職者が約７割を占めています。【出典：特別集計】 

職業 自殺者数 割合 

有職者 5 29.4% 

無職者 12 70.6% 
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（２）支援が優先されるべき対象群 

 平成 24～28 年の 5 年間における自殺の実態について、自殺総合対策推進センターの

「地域自殺実態プロファイル」により、町において自殺で亡くなる人の割合が多い属性

（性別×年代別×職業の有無別×同居人の有無別）の上位 5 区分が示されました。 

 また、属性情報から、町において推奨される重点施策として、「高齢者」「生活困窮者」

「子ども・若者」「無職者・失業者」に対する取り組みが挙げられました。 

上位５区分 
自殺者数 

5年計 
割合 

自殺率* 

(10万対) 
背景にある主な自殺の危機経路** 

1位:男性 60歳以上無職同居 4 23.5% 36.9 
失業（退職）→生活苦＋介護の悩み

（疲れ）＋身体疾患→自殺 

2位:男性 60歳以上無職独居 2 11.8% 219.5 
失業（退職）＋死別・離別→うつ状態

→将来生活への悲観→自殺 

3位:男性 20～39歳無職同居 2 11.8% 124.2 

①【30代その他無職】ひきこもり＋

家族間の不和→孤立→自殺／②【20

代学生】就職失敗→将来悲観→うつ状

態→自殺 

4位:男性 20～39歳有職同居 2 11.8% 19.8 

職場の人間関係／仕事の悩み(ブラッ

ク企業)→パワハラ＋過労→うつ状態

→自殺 

5位:男性 40～59歳有職同居 2 11.8% 15.3 
配置転換→過労→職場の人間関係の悩

み＋仕事の失敗→うつ状態→自殺 

順位は自殺者数の多さに基づき、自殺者数が同数の場合は自殺率の高い順としました。 

*自殺率の母数（人口）は平成 27 年国勢調査を元に自殺総合対策推進センターにて推計し

ました。 

**「背景にある主な自殺の危機経路」は自殺実態白書 2013（ライフリンク）を参考にしま

した。 

 

地域の自殺の概要（グラフ）（特別集計（自殺日・住居地、H24～28 合計）） 

 

（数表は付表１参照） 

  



 

6 

 

４ 「いのち」支える自殺対策における取り組み 

 東員町では、町の自殺実態等の結果を踏まえ、かつ自殺対策の基本方針に則り、「誰も自

殺に追い込まれることのない東員町」の実現を目指して、主に以下の 7 つの施策を展開し

ていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 これらの施策のうち、①～④の施策は、国が定める「地域自殺対策政策パッケージ」にお

いても全国的に実施されることが望ましいとされている基本的な取り組みです。「事前対応」

「危機対応」「事後対応」のすべての段階にまで及び、また分野的にも「実践」と「啓発」

の両方を網羅する幅広い施策群となっています。 

 一方、⑤～⑦の取り組みは、町において特に支援が優先されるべき対象群である「高齢者」

「生活困窮者」「子ども・若者」「無職者・失業者」に焦点を絞った取り組みです。 

 なお、⑤若年層への支援の強化には、国が定める基本的な取り組みのうち「児童生徒のＳ

ＯＳの出し方に関する教育」も含めた施策とします。 

 次ページより、施策毎に、その施策の概要、実施する事業の一部抜粋（表中の№は、

「生きる支援関連施策一覧」の№です。「生きる支援関連施策一覧」は資料編に掲載して

います。）及び、実施する事業を適正に評価、検証するための評価指標を掲載していま

す。 

評価指標の達成基準につきましては、客観的な評価を可能とするため、なるべく数値化

していますが、なかには数値化が困難な場合もあります。そのような場合は状態条件

（例：○○が出来ている状態、○○が○年までに出来ている。）で示しています。 

  

≪東員町の自殺対策 7 本柱≫ 

① 地域におけるネットワークの強化 

② 自殺対策を支える人材の育成 

③ 町民への啓発と周知 

④ 生きることの促進要因への支援 

⑤ 若年層への支援の強化（児童生徒のＳＯＳの出し方に

関する教育）（重点施策） 

⑥ 高齢者への支援の強化（重点施策） 

⑦ 失業・無職・生活に困窮している人への支援の強化（重

点施策） 



 

7 

 

４－１ 基本施策 

【施策１】地域におけるネットワークの強化 

 自殺の多くは、家庭や学校、職場の問題、健康問題などの様々な要因が関係しているもの

であり、それらに適切な対応をするためには、地域の多様な関係者が連携、協力して、実効

性ある施策を推進していくことが大変重要となります。このため、自殺対策に係る相談支援

機関等の連携を図り、ネットワークの強化を進めます。 

【主な取組・担当課】 

№ 事業名 事業概要 「生きる支援」実施内容 担当課 

11 民生・児童委員

事務 

民生・児童委員によ

る地域の相談・支援等

を実施します。 

相談者の中で問題が明確化し

ておらずとも、同じ住民という立

場から、気軽に相談できるという

強みが民生・児童委員にはあり

ます。 

地域で困難を抱えている人に

気づき、適切な相談機関につな

げる上で、地域の最初の窓口と

して機能するよう啓発します。 

地域福祉課 

34 子どもを守る地域

ネットワーク（要

保護児童等対策

地域協議会） 

要保護児童等対策

地域協議会の調整機

関の職員やネットワー

クを構成する関係機関

等の連携強化を図ると

ともに、訪問事業との

連携により、児童虐待

の発生予防、早期発

見・早期対応を図りま

す。 

子どもへの虐待は、家庭が困

難な状況にあることを示す一つ

のシグナルであるため、保護者

への支援を通じて問題の深刻化

を防ぎ、自殺リスクの軽減につな

げます。 

 被虐待の経験は、子ども自身

の自殺リスクや成長後の自殺リ

スクを高める要因にもなるため、

子どもの自殺防止、将来的な自

殺リスクを抑えることにおいて

も、児童虐待防止は極めて重要

です。 

 

子ども家庭

課 

42 東員町いのち支

える自殺対策推

進本部の設置 

町長を本部長とした

「東員町いのち支える

自殺対策推進本部」を

設置します。 

 

町の自殺対策を庁内各分野の

部署と連携し、総合的かつ効果

的に推進します。 

健康づくり

課 
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№ 事業名 事業概要 「生きる支援」実施内容 担当課 

43 東員町いのち支

える自殺対策ネ

ットワーク会議の

開催 

町内の産業・福祉団

体や国・県の関係機関

や専門家等を構成員

とする自殺防止のため

の会議を開催します。 

国の自殺総合対策大綱に基

づき、役場組織外の関係機関並

びに民間団体等と緊密な連携を

図るとともに、様々な関係者の知

見を活かし、自殺対策を総合的

に推進します。 

健康づくり

課 

77 教育に関する調

査研究・会議や

連絡会の開催等 

不登校対策として、

スクールカウンセラー

の配置や教育相談室

相談員との連携強化

を図ります。 

不登校の子どもは当人自身の

みならず、その家庭も様々な問

題や自殺リスクを抱えている可

能性があります。 

 そうしたリスクに対して、スクー

ルカウンセラーや専門相談員と

連携することで、児童生徒の家

庭の状況にも配慮しながら、連

携して問題解決へとつなげます。 

学校教育課 

 

評価指標 

①東員町いのち支える自殺対策ネットワーク会議の開催 

 町内の産業・福祉団体や国・県の関係機関や専門家等を構成員とする自殺防止に係る情報

交換等をするための組織を新たに構築し、平成 30 年度から平成 34 年度までの 5 年間で、

のべ 5 回以上の会議を開催します。 
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【施策２】自殺対策を支える人材の育成 

 地域のネットワークは、それを担う人材がいて初めて機能するものです。そのため自殺対

策を支える人材の育成は、対策を推進するうえで基盤となる重要な取り組みです。 

 本町では、相談支援に携わる職員はもちろん、「役場の全職員」がゲートキーパーとして

の自覚を持って、住民のＳＯＳに気づき、関係機関と速やかに連携・支援できるよう、研修

等の機会を充実させます。 

 また、このような役場内の意識改革を進めるだけでなく、自殺のリスクの高い人を確実に

支援につなげられるよう、民間団体を含めた専門機関が連携した包括的な支援を展開する

ための実践的な研修を実施します。 

 これらの行政や各専門機関の職員等の人材育成を推進したうえで、本町では誰もが身近

な人の悩みや問題に気づき、寄り添うことができるよう、全ての町民を対象にした研修を充

実させることが重要であると考えます。 

【主な取組・担当課】 

№ 事業名 事業概要 「生きる支援」実施内容 担当課 

3 職員の研修事業 職員に研修を実施

します。 

窓口対応研修や接遇研修等に、

自殺対策に関する内容を取り入

れ、来庁者のニーズを的確に汲

みとることができる職員を育成

し、気づき役としての視点を持つ

ようにします。 

相談を受けたり徴収を行う職員

等にゲートキーパー研修を受講

してもらうことで、気づき役やつな

ぎ役としての役割を担えるように

します。 

 

 

総務課 

36 ファミリー・サポー

ト・センターの運

営 

育児の援助ができ

る人と育児の援助を受

けたい人の会員組織

化及び利用の調整を

行います。 

子育てに関連する悩みやリス

クの把握についての理解が深ま

り、気づき役やつなぎ役の役割

を担えるように、援助会員を対象

に研修を実施します。 

 

 

 

 

子ども家庭

課 
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№ 事業名 事業概要 「生きる支援」実施内容 担当課 

47 母子保健 

（地域子育て見守

り事業） 

さまざまな育児等支

援のために、母子保健

推進員が活動していま

す。 

母子保健活動推進員研修会

においてゲートキーパー研修を

実施します。 

当人から相談に来るのを待つ

のではなく、支援者側から働きか

けを行うことで、問題を抱えなが

らも支援につながっていない家

庭を把握し、適切な支援先へと

つなげるなどアウトリーチの機

会、支援への接点としていきま

す。 

健康づくり

課 

80 子育て応援隊支

援事業 

様々な分野・地域で

子育てを応援する地

域の活動団体や事業

者等に「子育て応援

隊」に加入していただ

き、地域における子育

て支援を推進するとと

もに、それらの活動の

促進を図ります。 

問題を抱える保護者がいた場

合には、行政につなぐ等、気づき

役やつなぎ役としての役割を担

えるよう、応援隊参加団体や事

業者にゲートキーパー研修を受

講してもらいます。 

学校教育課 

 

評価指標 

①ゲートキーパー養成講座受講者数の増加 

 地域での自殺対策の担い手となるゲートキーパー養成講座の受講者を毎年増加させ、平

成 30 年度から平成 34 年度までの 5 年間で、延べ 100 人以上の受講を目指します。 

町民受講者数 延べ 80 人以上 

職員受講者数 延べ 20 人以上 
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【施策３】町民への啓発と周知 

 自殺に追い込まれるという危機は「誰にでも起こり得る危機」ですが、危機に陥った人の

心情や背景が理解されにくい現実があり、そうした心情や背景への理解を深めることも含

めて、危機に陥った場合には誰かに助けを求めることが適当であるということが、社会全体

の共通認識となるように、積極的に普及啓発を行う必要があります。 

 また、自殺に対する誤った認識や偏見を払拭し、命や暮らしの危機に陥った場合には誰か

に助けを求めることが適当であるということの理解を促進することを通じて、自分の周り

にいるかもしれない自殺を考えている人の存在に気づき、思いに寄り添い、声をかけ、話を

聴き、必要に応じて専門家につなぎ、見守っていくという、自殺対策における町民の皆さん

一人ひとりの役割等について意識が共有されるよう、教育活動、広報活動等を通じた啓発事

業を展開していきます。 

【主な取組・担当課】 

№ 事業名 事業概要 「生きる支援」実施内容 担当課 

1 行政の情報提

供・広聴に関する

事務（広報等によ

る情報発信） 

行政に関する情報・

生活情報を掲載し、充

実を図ります。 

 本町のホームページ

／ツイッターによる情

報発信を行います。 

 新聞各社／テレビ／

ラジオでの情報伝達を

行います。 

広報誌等を編集・発

行します。 

住民が地域の情報を知る上で

最も身近な情報媒体であり、自

殺対策の啓発として、 総合相談

会や居場所活動等の各種事業・

支援策等に関する情報を直接住

民に提供する機会をつくります。 

 とりわけ「自殺対策強化月間

（３月）」や「自殺予防週間（９

月）」には特集を組むなど、より

効果的な啓発を実施します。 

 

政策課 

9 住民活動支援事

業 

市民活動支援セン

ターを設置し、様々な

住民活動団体の活動

を支援及び啓発しま

す。 

いのちの重さ、大切さを伝える

団体へ支援を行うことで、いのち

の尊さを学んでもらえる機会や

啓発、理解の促進を図ります。 

 

町民課 

10 人権啓発事業 人権意識を高める

ための啓発を行いま

す。 

 中学生を対象とした

人権標語コンクールを

実施します。 

講演会等の中で自殺問題に

ついて言及するなど、自殺対策

を啓発する機会とします。 

また、中学生に人権に関する

標語を作成してもらい、いじめや

人権侵害などの諸問題に目を向

けてもらうきっかけとします。 

町民課 
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№ 事業名 事業概要 「生きる支援」実施内容 担当課 

45 心の健康に関す

る出前講座の実

施 

心の健康について、

依頼のあった団体へ

集団指導を行い、うつ

病や心の健康につい

ての普及啓発を図りま

す。 

「心の健康について」を出前講

座のメニューとして追加します。 

出前講座の中で、自殺問題と

その対応についても言及するこ

とにより、当該問題に関する住民

の理解促進を図ります。 

健康づくり

課 

58 地域産業の育

成・発展 

（広報活動） 

商工会館内でのポ

スター掲示、資料配置

等を行います。 

 商工会が、年１２回

広報誌等を会員へ配

布します。 

また週２回、防犯パ

トロールを実施してい

ます。 

広報誌に自殺対策に関する内

容を掲載また、パワハラ、マタハ

ラ、セクハラ、モラハラ等対策資

料の折込配布や、会館内にて内

閣府からの自殺対策推進ポスタ

ー等の掲示を行います。 

また防犯パトロールでは音声

による自殺対策に関する広報等

を実施し、啓発します。                                         

産業課 

62 図書館の管理 住民の生涯学習の

場としての読書環境を

充実させます。 

 読み聞かせ会等の

開催など教育・文化サ

ービスを提供します。 

図書館を啓発活動の拠点と

し、自殺対策強化月間や自殺予

防週間等の際に関連するコーナ

ーの設置等を行うことで、住民へ

の情報提供の場として活用しま

す。 

 また、自殺対策（生きることの

包括的な支援）関連の展示やリ

ーフレットの配布も行います。そ

のことは、図書館が学校に行き

づらいと思っている子どもたちに

とって「安心して過ごせる居場

所」となる可能性もあります。 

社会教育課 

 

評価指標 

①自殺や自殺関連事象等に関する正しい知識の普及啓発者数の増加 

 自殺や自殺関連事象等に関する正しい知識の普及を推進するため、平成 30 年度から平成

34 年度までの 5 年間で、のべ 1,000 人以上を対象に普及啓発を行います。 
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【施策４】生きることの促進要因への支援 

 自殺対策は、個人においても社会においても「生きることの阻害要因（自殺のリスク要因）」

を減らす取り組みに加えて、「生きることの促進要因（自殺に対する保護要因）」を増やす取

り組みを行うことにより、自殺リスクを低下させる方向で推進していく必要があります。 

こうした点を踏まえて、町では「生きることの促進要因」の強化につなぎうる様々な取組

を進めます。 

【主な取組・担当課】 

№ 事業名 事業概要 「生きる支援」実施内容 担当課 

13 短期入所事業 障害者（児）を介護

する方が、疾病等の理

由により居宅における

介護ができない場合

に、一時的に施設に預

け、必要な保護を行い

ます。 

ショートステイの機会を活用

し、障害者（児）の状態把握を行

うことで、虐待等の危険を早期に

発見するための機会とします。そ

れは自殺リスクへの早期対応に

もつながりうると考えます。 

 介護の負担を軽減するという意

味で、支援者（介護者）への支援

としても位置付けます。 

 

地域福祉課 

35 短期入所生活援

助事業 

保護者の病気、出

産、冠婚葬祭、就労な

どの理由により家庭で

一時的に児童の養育

ができない場合等に、

一定期間、宿泊を伴っ

た養育・保護を行いま

す。 

家庭の状況や保護者の抱える

問題・悩みを察知し、必要に応じ

て支援していく契機とします。 

子ども家庭

課 

37 ひとり親家庭等

日常生活支援事

業 

ひとり親家庭等で、

疾病等で一時的に子

育て支援等が必要な

場合や、生活環境等

の激変等の理由で日

常生活に支障をきたす

場合に、家庭生活支

援員を派遣し生活援

助や子育て支援を行

います。 

必要な支援を行うことにより、

ひとり親家庭等の生活の安定が

図られ、自殺リスクの軽減につな

げます。 

子ども家庭

課 
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№ 事業名 事業概要 「生きる支援」実施内容 担当課 

59 商工相談 

（専門家の派遣） 

中小企業の様々な

経営課題に対応して、

各種の専門家を派遣

し、解決まで継続して

経営上のアドバイスを

行い事業者の経営力

の向上を図ります。 

経営上の様々な課題に関し

て、各種専門家に相談できる機

会を提供することで、経営者の

問題状況を把握し、その他の問

題も含めて支援につなげていけ

る可能性があります。 

産業課 

69 学校職員安全衛

生管理事業 

労働安全衛生法に

基づき、職員 50人以

上の職場では衛生委

員会を設置するととも

に、嘱託医を任命し、

職員の健康管理を行

います。 

また、50人未満の

学校については、健康

管理医を任命し、職員

の健康管理をいます。 

学校職員（支援者）の健康管

理を通じて、支援者に対する支

援の充実を図ります。 

学校教育課 

 

評価指標 

①支援者への支援の充実。 

 支援者となるべき町役場職員や学校職員が、心身ともに健康で、勤務出来ている状態を

維持することを目指します。 
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 ４－２ 重点施策 

【施策５】若年層への支援の強化（児童生徒のＳＯＳの出し方に関する教育） 

 若年層の自殺は、町として深刻な問題です。過去５年間における自殺で亡くなった１７人

のうち４人が２０～３０代でした。また、自殺には至らずとも、深刻な悩みを抱えている若

年層は決して少なくないと思われます。 

 そこで、まずは若年層が自殺に追い込まれないこと。抱えた悩みや問題が深刻化する手前

の段階で、必要な支援につながる取り組みが求められます。 

 そのことから、町では「周囲の人に助けを求めることが恥ずかしくないこと（を教えるこ

と）」「命や暮らしの危機に直面したとき、誰にどう助けを求めればいいかを学ぶこと」の双

方を学び、生涯のライフスキルとする取り組みとして、「ＳＯＳの出し方に関する教育」を

三重県と連携して、町内で展開します。 

 なお、「ＳＯＳの出し方に関する教育」は、平成２８年に改正された自殺対策基本法第１

７条第３項において明文化されているほか、平成２９年に閣議決定された新たな自殺総合

対策大綱の重点施策の１つとしても位置付けられています。 

 次に、子どもからのＳＯＳに対して、周囲の大人が適切に対応できるよう、その受け皿を

強化する必要があります。そこで、子どもたちが問題を抱えたときに、気軽に、本音を打ち

明けられるような地域における相談体制を整備し、子どもたちのＳＯＳを適切な支援につ

なげられるように推進します。 

 そして、子どもや子育て世代に対する「一貫した支援」ができるよう、支援者間の連携を

強化します。子どもはその成長の過程（保育園、幼稚園や小中高校等）で、様々な支援者が

関わることになります。必要な情報を支援者間で共有し、誰も支援の網の目からこぼれ落ち

ることのない体制の構築を目指します。 

 特に、出産前から乳幼児期、就学、就学後までの期間と、義務教育終了後（中学校卒業）

から就職までの期間の支援のつなぎが課題です。出産前から乳幼児期、就学、就学後までの

時期においては、子どもや保護者に対してさまざまな支援者が存在しますが、一方でそれぞ

れの支援機関が連携し、切れ目のない支援をしていくことが課題となっています。義務教育

終了後から就職までの時期においては、高校や大学に進学せず、あるいは進学しても中退し

た、または就職をしなかった場合、社会とのつながりが希薄になり、長期のひきこもり等に

つながるリスクがあります。これらの時期においては特に支援のつなぎが十分なされるよ

う、支援関係者の情報交換と共有、課題の洗い出しを行い、必要な取り組みを実施します。 

 

 

 

 

 

 



 

16 

 

【主な取組・担当課】 

№ 事業名 事業概要 「生きる支援」実施内容 担当課 

32 子育て支援セン

ター事業 

育児等に関する知

識を広く提供するとと

もに、保護者同士の交

流・情報交換の場を提

供し、また、育児不安

等についての相談を

お受けし助言します。 

子育てに伴う過度な負担や孤

立化により自殺のリスクは高まる

恐れもあります。 

保護者が集い交流できる場を

設けることで、リスクの軽減につ

ながり得るとともに、リスクの高

い保護者を発見し、早期の対応

につなげます。 

子ども家庭

課 

49 母子保健 

（産婦健康診査） 

産婦健康診査、み

え出産前後からの親

子支援事業を実施しま

す。 

産後は育児への不安等から、

うつのリスクを抱える危険があり

ます。 

 出産直後の早期段階から専門

家が関与し、必要な助言・指導

等を提供することで、そうしたリス

クの軽減を図るとともに、退院後

も他の専門機関と連携して支援

を継続することにより、自殺リス

クの軽減につなげます。 

健康づくり

課 

50 母子保健 

（専門職による妊

婦全数面接） 

子育て世代包括支

援センターの整備に伴

い、母子保健コーディ

ネーター等専門職によ

る妊婦全数面接を実

施します。 

保健師等による妊婦全員に対

しての面接実施により、妊産婦

のリスクを把握し、必要な支援を

実施することにより、生きること

の包括的支援（自殺対策）を行

います。 

健康づくり

課 

51 母子保健 

（産後ケア事業） 

専門家（助産師）に

よる産後ケア事業を実

施します。 

産後うつや育児によるストレス

等は母親の自殺リスクを高める

場合があります。 

 早期の段階から専門家が関与

し、リスクを軽減させるとともに、

必要時には他の専門機関へとつ

なぐなどの対応を推進し、生きる

ことの包括的支援を行います。 

 

 

健康づくり

課 
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№ 事業名 事業概要 「生きる支援」実施内容 担当課 

64 保幼小中連携事

業 

保育園、幼稚園、小

学校、中学校間で連

携し、情報等のスムー

ズな移行を図るととも

に、希望や目標をもっ

て各学校に入学し、そ

れぞれの学校生活に

スムーズに移行できる

児童生徒を育てます。 

保育園、幼稚園、小学校、中学

校間で、児童生徒の家族の状況

等も含めて情報を共有し、自殺

のリスクを抱える家庭を包括的・

継続的に支援します。 

学校教育課 

72 いじめ防止対策

事業 

フォーラムの開催

や、各校のいじめ防止

基本方針の点検と見

直し、個別支援等を通

じて、いじめの早期発

見、即時対応、継続的

な再発予防を図りま

す。 

いじめは児童生徒の自殺リス

クを高める要因の 1つであり、い

じめを受けている児童生徒の早

期発見と対応を行うだけでなく、

いじめを受けた子どもが周囲に

助けを求められるよう、SOSの

出し方教育を推進することで、児

童生徒の自殺防止に寄与しま

す。 フォーラム開催時や個別支

援時に、リーフレットを児童生徒

に配布し、いじめにあった際の相

談先の情報等を周知します。 

学校教育課 

 

評価指標 

①児童・生徒の SOS の出し方に関する教育の実施 

 SOS の出し方に関する教育を町内すべての小中学校において、年１回以上実施すること

を目指します。 

 

②うつ病スクリーニングの実施人数の増加 

 産婦健診をはじめとした健診等の場において、うつ病やこころの状態を把握するスクリ

ーニングを平成 30 年度から平成 34 年度までの 5 年間で、延べ 500 人以上を対象に行いま

す。 
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【施策６】高齢者への支援の強化 

 高齢者の自殺は、町として特に深刻な問題です。過去５年間における自殺で亡くなった１

７人のうち８人が６０歳以上でした。 

 全国的に高齢化が進行している状況ですが、本町におきましても総人口が減少する中で、

高齢者数が増加しており、老年人口（65 歳以上）比率は、現行の 20％台から 2060 年には

40.5％まで増加すると推計されています。 

 

（出典：東員町人口ビジョンＨ28.2 版） 

 

 今後、高齢化がさらに進むにつれて、家族や地域との関係の希薄化により、社会的に孤立

する高齢者が一層増加するおそれがあります。 

 高齢者の社会的な孤立は、本人の生きがいの喪失につながるとともに、様々な問題を抱え

たときに誰にも相談できず、自殺リスクが高まると考えられることから、これをいかに防ぐ

かが課題となっています。 
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【主な取組・担当課】 

№ 事業名 事業概要 「生きる支援」実施内容 担当課 

19 介護給付に関す

る事務 

居宅介護、重度訪

問介護、行動援護、同

行援護、重度障害者

等包括支援、短期入

所、療養介護、生活介

護、施設入所について

相談・支援します。 

介護は当人や家族にとって負

担が大きく、最悪の場合、心中や

殺人へとつながる危険もありま

す。 

 相談支援の提供を、介護にま

つわる問題を抱えて自殺のリス

クが高い住民との接触機会とし

て活用し、相談を通じて当人や

家族の負担軽減を図ることで、

自殺リスクの軽減に寄与します。 

長寿福祉課 

20 高齢者への総合

相談事業 

高齢者に対し必要

な支援を把握するた

め、地域包括支援セン

ターにおいて初期段階

から継続して相談支援

を行い、ネットワーク 

の構築に努めます。 

問題の種類を問わず総合的に

相談を受けることで、困難な状況

に陥った高齢者の情報を最初に

キャッチできる窓口とし、訪問等

のアウトリーチ機能も有している

ことから、支援の途中で関わりが

途切れる事態を防ぎ、取組自体

が生きることの包括的支援（自殺

対策）になっています。 

長寿福祉課 

21 家族介護継続支

援事業 

家族介護講習会を

開催し、介護技術の習

得による家族の介護

負担の軽減を図るとと

もに、交流会を開催

し、介護者の心身のリ

フレッシュを図り、在宅

介護を支援します。 

支援者（家族）への支援は新し

い自殺総合対策大綱でも重点項

目の 1つとされており、家族の負

担軽減を通じて、介護の負担か

ら起こる殺人や心中等の防止に

寄与します。 

 また、講習会を家族との接触を

通じて、支援者（家族）の異変を

察知する機会にもします。 

長寿福祉課 

 

評価指標 

①高齢者のこころの健康づくりの推進 

 高齢者の居場所づくりや健康づくりを推進するとともに、様々な悩みを抱えた高齢者へ

のきめ細やかな支援ができる体制が構築されている状態を目指します。 
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【施策７】失業・無職・生活に困窮している人への支援の強化 

 年代別で見ると、若年層（施策５）や高齢者（施策６）の自殺が町として特に深刻な問題

である一方で、自殺の背景や要因の観点では、過去５年の間に自殺で亡くなった１７人のう

ち、１２人が無職者であることから、失業者・無職者に対する支援が重要であると考えられ

ます。 

 また、失業・無職によって生活困窮状態にある方は、単に経済的に困窮しているだけでな

く、心身の健康や家族との人間関係、ひきこもりなど他の様々な問題を抱えた結果、自殺に

追い込まれることが少なくないと考えられます。 

 そのため、生活困窮者自立支援制度に基づく支援と自殺対策施策が密接に連携し、経済や

生活面の支援のほか、心の健康や人間関係等の視点も含めた包括的な支援を行う必要があ

ります。 

 中でも、ひきこもり状態の人については実態把握が難しく支援が届きにくいことから、特

に重点的な支援が必要です。また、若者だけでなく 40 歳以上の中高年層のひきこもりも少

なくないと言われていることから、幅広い年代に対して対策を講じる必要があります。 

【主な取組・担当課】 

№ 事業名 事業概要 「生きる支援」実施内容 担当課 

8 地域若者サポー

トステーション事

業 

国と地方公共団体

が協働により、無業青

少年に対する職業生

活における自立支援

を行います。 

若年者への就労支援は、それ

自体が重要な生きる支援（自殺

対策）でもあります。 

また 就労に関わる問題だけ

でなく、心の悩みを抱えた若年者

への生きることの包括的な支援

（自殺対策）となるよう体制を検

討していきます。 

町民課 

65 就学援助と特別

支援学級就学奨

励補助に関する

事務 

経済的理由により、

就学困難な児童・生徒

に対し、給食費・ 学用

品等を補助します。 

 特別支援学級在籍

者に対し、就学奨励費

の補助を行います。 

就学に際して経済的困難を抱

えている児童・生徒は、その他に

も様々な問題を抱えていたり、保

護者自身も困難を抱えている可

能性が考えられます。 

 費用の補助に際して保護者と

応対する際に、家庭状況に関す

る聞き取りを行うことで、自殺リス

クの早期発見と対応に加えて、

相談先一覧等のリーフレットの配

布等を通じた情報提供の機会と

します。 

学校教育課 
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№ 事業名 事業概要 「生きる支援」実施内容 担当課 

66 奨学金に関する

事務 

奨学金に関する事

務を行います。 

支給対象の学生との面談時

に、家庭の状況やその他の問題

等につき聞き取りを行うことで、

資金面の援助に留まらず、他の

機関につなげて包括的な支援を

行っていきます。 

 支給対象の学生に相談先一覧

等のリーフレットを配布すること

で、支援先の情報周知を図りま

す。 

学校教育課 

79 保育ママ事業 就労・疾病等で乳児

の養育ができない保

護者に代わり、児童の

健全育成を図ります。 

子どもの預かりと養育の機会

は、保護者や家庭の状況を知る

機会となります。 

 保護者や家庭が問題を抱えて

いる場合には、必要な支援先に

つなぐなど、支援への接点としま

す。 

学校教育課 

 

評価指標 

①失業者等に対する相談窓口の充実 

 失業者等に対する相談窓口を充実させるため、各種相談事業を実施するほか、失業に直面

したときに生じる生活上の問題に関連する相談に対応できる連絡体制が整っている状態を

目指します。 
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５ 自殺対策の推進体制等 

 町長を本部長とした「東員町いのち支える自殺対策推進本部」を設置し、自殺対策につい

て庁内関係部署の緊密な連携と協力により、自殺対策を総合的に推進します。 

 

 また、関係機関や民間団体等で構成する「東員町いのち支える自殺対策ネットワーク」に

おいて、関係機関等との連携を強化し、社会全体での取り組みを推進します。 

 

 本計画における基本施策及び重点施策については、東員町いのち支える自殺対策推進本

部において PDCA サイクルによる評価を実施し、東員町いのち支える自殺対策ネットワー

クでの意見を取り入れることで、目標達成に向けた事業の推進を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東員町いのち支える自殺

対策推進本部（役場内） 

本部長：町長 

事務局 

健康づくり課 

労働関係

機関 

法律関係

機関 

教育関係

機関 

福祉関係

機関 

行政関係

機関 

警察 

消防 

医療機関 

地区組織 

東員町いのち支

える自殺対策ネ

ットワーク 

桑名保健所 

北勢児童相談所 

北勢福祉事務所 

自治会長会 

民生委員児童委員協議会 

農業委員会 等 

社会福祉協議会 

教育委員会  
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・東員町いのち支える自殺対策推進本部設置要綱 

 

・生きる支援関連施策一覧 

 

  



 

東員町 地域自殺実態プロファイル【2017】(JSSC 2017) 

 

付表１ 地域の自殺の概要（グラフの元データ）(H24～28合計) 

自殺者の割合と自殺率（10万対） 

性別 年齢階級 職業 同独居 
自殺者

数 
順位* 割合 

自殺率 

(10万対) 

推定* 

人口 

全国 

割合 

全国 

自殺率 

男性 20～39歳 有職者 同居 2 4 11.8% 19.8  2017.0 6.0% 17.1 
   独居 0 10 0.0% 0.0  222.5 3.3% 30.3 
  無職者 同居 2 3 11.8% 124.2  322.0 5.0% 67.2 
   独居 0 10 0.0% 0.0  9.5 2.3% 105.9 
 40～59歳 有職者 同居 2 5 11.8% 15.3  2619.0 10.3% 20.0 
   独居 1 8 5.9% 86.3  231.9 3.8% 38.7 
  無職者 同居 1 7 5.9% 166.6  120.0 5.3% 133.2 
   独居 0 10 0.0% 0.0  16.1 4.2% 275.8 
 60歳以上 有職者 同居 0 10 0.0% 0.0  1651.7 4.5% 17.5 
   独居 0 10 0.0% 0.0  107.8 1.3% 36.9 
  無職者 同居 4 1 23.5% 36.9  2170.3 12.9% 36.0 
   独居 2 2 11.8% 219.5  182.2 6.6% 96.2 

            

女性 20～39歳 有職者 同居 0 10 0.0% 0.0  1,307.6 1.6% 6.1 
   独居 0 10 0.0% 0.0  71.6 0.7% 11.7 
  無職者 同居 0 10 0.0% 0.0  1,113.4 3.3% 16.4 
   独居 0 10 0.0% 0.0  24.4 0.8% 33.7 
 40～59歳 有職者 同居 0 10 0.0% 0.0  1,383.3 1.9% 6.4 
   独居 0 10 0.0% 0.0  47.4 0.5% 13.5 
  無職者 同居 1 9 5.9% 11.4  1,759.7 5.3% 17.0 
   独居 0 10 0.0% 0.0  52.6 1.2% 44.7 
 60歳以上 有職者 同居 0 10 0.0% 0.0  497.3 0.7% 7.6 
   独居 0 10 0.0% 0.0  60.0 0.2% 11.0 
  無職者 同居 2 6 11.8% 11.5  3,465.7 9.9% 16.7 

      独居 0 10 0.0% 0.0  439.0 3.9% 24.0 

 

*各区分の自殺率の母数とした推定人口については、平成 27年国勢調査就業状態等基本集

計を用い、労働力状態が「不詳」の人口を有職者と無職者（労働力人口のうち「家事のほ

か仕事」、「学業のかたわら仕事」と失業者および非労働力人口の合計）に按分した。 

  



○自殺対策基本法 

（平成十八年六月二十一日） 

（法律第八十五号） 

（目的） 

第一条 この法律は、近年、我が国において自殺による死亡者数が高い水準で推移してい

る状況にあり、誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指して、これに対処

していくことが重要な課題となっていることに鑑み、自殺対策に関し、基本理念を定

め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、自殺対策の基本となる事

項を定めること等により、自殺対策を総合的に推進して、自殺の防止を図り、あわせて

自殺者の親族等の支援の充実を図り、もって国民が健康で生きがいを持って暮らすこと

のできる社会の実現に寄与することを目的とする。 

（基本理念） 

第二条 自殺対策は、生きることの包括的な支援として、全ての人がかけがえのない個人

として尊重されるとともに、生きる力を基礎として生きがいや希望を持って暮らすこと

ができるよう、その妨げとなる諸要因の解消に資するための支援とそれを支えかつ促進

するための環境の整備充実が幅広くかつ適切に図られることを旨として、実施されなけ

ればならない。 

２ 自殺対策は、自殺が個人的な問題としてのみ捉えられるべきものではなく、その背景

に様々な社会的な要因があることを踏まえ、社会的な取組として実施されなければなら

ない。 

３ 自殺対策は、自殺が多様かつ複合的な原因及び背景を有するものであることを踏ま

え、単に精神保健的観点からのみならず、自殺の実態に即して実施されるようにしなけ

ればならない。 

４ 自殺対策は、自殺の事前予防、自殺発生の危機への対応及び自殺が発生した後又は自

殺が未遂に終わった後の事後対応の各段階に応じた効果的な施策として実施されなけれ

ばならない。 

５ 自殺対策は、保健、医療、福祉、教育、労働その他の関連施策との有機的な連携が図

られ、総合的に実施されなければならない。 

（国及び地方公共団体の責務） 

第三条 国は、前条の基本理念（次項において「基本理念」という。）にのっとり、自殺

対策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 



２ 地方公共団体は、基本理念にのっとり、自殺対策について、国と協力しつつ、当該地

域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。 

３ 国は、地方公共団体に対し、前項の責務が十分に果たされるように必要な助言その他

の援助を行うものとする。 

（事業主の責務） 

第四条 事業主は、国及び地方公共団体が実施する自殺対策に協力するとともに、その雇

用する労働者の心の健康の保持を図るため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

（国民の責務） 

第五条 国民は、生きることの包括的な支援としての自殺対策の重要性に関する理解と関

心を深めるよう努めるものとする。 

（国民の理解の増進） 

第六条 国及び地方公共団体は、教育活動、広報活動等を通じて、自殺対策に関する国民

の理解を深めるよう必要な措置を講ずるものとする。 

（自殺予防週間及び自殺対策強化月間） 

第七条 国民の間に広く自殺対策の重要性に関する理解と関心を深めるとともに、自殺対

策の総合的な推進に資するため、自殺予防週間及び自殺対策強化月間を設ける。 

２ 自殺予防週間は九月十日から九月十六日までとし、自殺対策強化月間は三月とする。 

３ 国及び地方公共団体は、自殺予防週間においては、啓発活動を広く展開するものと

し、それにふさわしい事業を実施するよう努めるものとする。 

４ 国及び地方公共団体は、自殺対策強化月間においては、自殺対策を集中的に展開する

ものとし、関係機関及び関係団体と相互に連携協力を図りながら、相談事業その他それ

にふさわしい事業を実施するよう努めるものとする。 

（関係者の連携協力） 

第八条 国、地方公共団体、医療機関、事業主、学校（学校教育法（昭和二十二年法律第

二十六号）第一条に規定する学校をいい、幼稚園及び特別支援学校の幼稚部を除く。第

十七条第一項及び第三項において同じ。）、自殺対策に係る活動を行う民間の団体その

他の関係者は、自殺対策の総合的かつ効果的な推進のため、相互に連携を図りながら協

力するものとする。 

（名誉及び生活の平穏への配慮） 

第九条 自殺対策の実施に当たっては、自殺者及び自殺未遂者並びにそれらの者の親族等

の名誉及び生活の平穏に十分配慮し、いやしくもこれらを不当に侵害することのないよ



うにしなければならない。 

（法制上の措置等） 

第十条 政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上又は財政上の措置その他

の措置を講じなければならない。 

（年次報告） 

第十一条 政府は、毎年、国会に、我が国における自殺の概況及び講じた自殺対策に関す

る報告書を提出しなければならない。 

（自殺総合対策大綱） 

第十二条 政府は、政府が推進すべき自殺対策の指針として、基本的かつ総合的な自殺対

策の大綱（次条及び第二十三条第二項第一号において「自殺総合対策大綱」という。）

を定めなければならない。 

（都道府県自殺対策計画等） 

第十三条 都道府県は、自殺総合対策大綱及び地域の実情を勘案して、当該都道府県の区

域内における自殺対策についての計画（次項及び次条において「都道府県自殺対策計

画」という。）を定めるものとする。 

２ 市町村は、自殺総合対策大綱及び都道府県自殺対策計画並びに地域の実情を勘案し

て、当該市町村の区域内における自殺対策についての計画（次条において「市町村自殺

対策計画」という。）を定めるものとする。 

（都道府県及び市町村に対する交付金の交付） 

第十四条 国は、都道府県自殺対策計画又は市町村自殺対策計画に基づいて当該地域の状

況に応じた自殺対策のために必要な事業、その総合的かつ効果的な取組等を実施する都

道府県又は市町村に対し、当該事業等の実施に要する経費に充てるため、推進される自

殺対策の内容その他の事項を勘案して、厚生労働省令で定めるところにより、予算の範

囲内で、交付金を交付することができる。 

（調査研究等の推進及び体制の整備） 

第十五条 国及び地方公共団体は、自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するため、自

殺の実態、自殺の防止、自殺者の親族等の支援の在り方、地域の状況に応じた自殺対策

の在り方、自殺対策の実施の状況等又は心の健康の保持増進についての調査研究及び検

証並びにその成果の活用を推進するとともに、自殺対策について、先進的な取組に関す

る情報その他の情報の収集、整理及び提供を行うものとする。 

２ 国及び地方公共団体は、前項の施策の効率的かつ円滑な実施に資するための体制の整



備を行うものとする。 

（人材の確保等） 

第十六条 国及び地方公共団体は、大学、専修学校、関係団体等との連携協力を図りなが

ら、自殺対策に係る人材の確保、養成及び資質の向上に必要な施策を講ずるものとす

る。 

（心の健康の保持に係る教育及び啓発の推進等） 

第十七条 国及び地方公共団体は、職域、学校、地域等における国民の心の健康の保持に

係る教育及び啓発の推進並びに相談体制の整備、事業主、学校の教職員等に対する国民

の心の健康の保持に関する研修の機会の確保等必要な施策を講ずるものとする。 

２ 国及び地方公共団体は、前項の施策で大学及び高等専門学校に係るものを講ずるに当

たっては、大学及び高等専門学校における教育の特性に配慮しなければならない。 

３ 学校は、当該学校に在籍する児童、生徒等の保護者、地域住民その他の関係者との連

携を図りつつ、当該学校に在籍する児童、生徒等に対し、各人がかけがえのない個人と

して共に尊重し合いながら生きていくことについての意識の涵
かん

養等に資する教育又は啓

発、困難な事態、強い心理的負担を受けた場合等における対処の仕方を身に付ける等の

ための教育又は啓発その他当該学校に在籍する児童、生徒等の心の健康の保持に係る教

育又は啓発を行うよう努めるものとする。 

（医療提供体制の整備） 

第十八条 国及び地方公共団体は、心の健康の保持に支障を生じていることにより自殺の

おそれがある者に対し必要な医療が早期かつ適切に提供されるよう、精神疾患を有する

者が精神保健に関して学識経験を有する医師（以下この条において「精神科医」とい

う。）の診療を受けやすい環境の整備、良質かつ適切な精神医療が提供される体制の整

備、身体の傷害又は疾病についての診療の初期の段階における当該診療を行う医師と精

神科医との適切な連携の確保、救急医療を行う医師と精神科医との適切な連携の確保、

精神科医とその地域において自殺対策に係る活動を行うその他の心理、保健福祉等に関

する専門家、民間の団体等の関係者との円滑な連携の確保等必要な施策を講ずるものと

する。 

（自殺発生回避のための体制の整備等） 

第十九条 国及び地方公共団体は、自殺をする危険性が高い者を早期に発見し、相談その

他の自殺の発生を回避するための適切な対処を行う体制の整備及び充実に必要な施策を

講ずるものとする。 



（自殺未遂者等の支援） 

第二十条 国及び地方公共団体は、自殺未遂者が再び自殺を図ることのないよう、自殺未

遂者等への適切な支援を行うために必要な施策を講ずるものとする。 

（自殺者の親族等の支援） 

第二十一条 国及び地方公共団体は、自殺又は自殺未遂が自殺者又は自殺未遂者の親族等

に及ぼす深刻な心理的影響が緩和されるよう、当該親族等への適切な支援を行うために

必要な施策を講ずるものとする。 

（民間団体の活動の支援） 

第二十二条 国及び地方公共団体は、民間の団体が行う自殺の防止、自殺者の親族等の支

援等に関する活動を支援するため、助言、財政上の措置その他の必要な施策を講ずるも

のとする。 

（設置及び所掌事務） 

第二十三条 厚生労働省に、特別の機関として、自殺総合対策会議（以下「会議」とい

う。）を置く。 

２ 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 

一 自殺総合対策大綱の案を作成すること。 

二 自殺対策について必要な関係行政機関相互の調整をすること。 

三 前二号に掲げるもののほか、自殺対策に関する重要事項について審議し、及び自殺

対策の実施を推進すること。 

（会議の組織等） 

第二十四条 会議は、会長及び委員をもって組織する。 

２ 会長は、厚生労働大臣をもって充てる。 

３ 委員は、厚生労働大臣以外の国務大臣のうちから、厚生労働大臣の申出により、内閣

総理大臣が指定する者をもって充てる。 

４ 会議に、幹事を置く。 

５ 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、厚生労働大臣が任命する。 

６ 幹事は、会議の所掌事務について、会長及び委員を助ける。 

７ 前各項に定めるもののほか、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定め

る。 

（必要な組織の整備） 

第二十五条 前二条に定めるもののほか、政府は、自殺対策を推進するにつき、必要な組



織の整備を図るものとする。 

附 則 （平成二八年三月三〇日法律第一一号） 抄 

（施行期日） 

１ この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。 

 

  



 

 

  



○東員町いのち支える自殺対策推進本部設置要綱 

（東員町訓令第１号） 

（平成３１年１月１８日） 

 

（設置） 

第１条 本町における自殺対策について、自殺対策基本法（平成１８年法律第８５号）及び

同法第１２条の規定に基づき定められた自殺総合対策大綱の理念に基づき関係機関等と

連携し、包括的かつ積極的な推進を図るため、東員町いのち支える自殺対策推進本部（以

下「推進本部」という。）を置く。 

（所掌事項） 

第２条 推進本部の所掌事項は、次のとおりとする。 

（１） 自殺対策の計画策定及び推進に関すること。 

（２） 自殺対策に係る関係機関等との連絡調整に関すること。 

（３） 自殺対策の推進に係る普及啓発及び人材養成に関すること。 

（４） 前３号に掲げるもののほか、自殺予防対策の推進に必要な事項 

（構成） 

第３条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員で構成する。 

２ 本部長は町長とし、副本部長は副町長とする。 

３ 本部員は、各課等の長及び本部長が指名する職員をもって充てる。 

（本部長及び副本部長） 

第４条 本部長は、会務を総理する。 

２ 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、

その職務を代理する。 

（会議） 

第５条 推進本部の会議は、必要に応じて本部長が招集し、本部長が議長となる。 

（意見等） 

第６条 推進本部は、必要があると認めるときは、関係者等を会議に出席させ、意見又は説

明を求めることができる。 

（庶務） 

第７条 推進本部の庶務は、健康づくり課において処理する。 

（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に

定める。 

   附 則 

 この要綱は、公表の日から施行する。 



生きる支援関連施策一覧

①　地域におけるネットワークの強化

№ 事業名 事業概要 「生きる支援」実施内容 担当課

5 徴収の緩和制度としての納税相談 住民から納税に関する相談を受け付けます。

納税や料金の支払い等を期限までに行えない住民は、生活面で深刻な問題を抱えていたり、困難な
状況にあったりする可能性が高いため、そうした相談を「生きることの包括的な支援」のきっかけと捉
え、実際に様々な支援につなげられる体制を整備します。

税務課

7 公害・環境関係の苦情相談
住民から公害・環境に関する苦情や相談を受け付けるとともに、問題の
早期解決を図ります。

自殺に至る背景には、近隣関係の悩みやトラブル等が関与している場合や、悪臭や騒音等の住環
境に関するトラブルの背景に精神疾患の悪化等が絡んでいる場合も少なくありません。
公害や環境に関する住民からの苦情相談を、それらの問題を把握・対処する上での有益な情報源と
して活用します。

環境防災課

11 民生・児童委員事務 民生・児童委員による地域の相談・支援等を実施します。
相談者の中で問題が明確化していなくとも、同じ住民という立場から、気軽に相談できるという強み
が民生・児童委員にはあります。地域で困難を抱えている人に気づき、適切な相談機関につなげる
上で、地域の最初の窓口として機能するよう啓発します。

地域福祉課

16 地域自立支援協議会の開催
医療・保健・福祉・教育及び就労等に関係する機関とのネット ワークを構
築します。

医療や福祉等の各種支援機関の間に構築されたネットワークにおいて、自殺対策（生きる ことの包
括的支援）を展開する上での基盤となるよう啓発します。

地域福祉課

28 高齢者見守りネットワーク事業
民生委員や警察、郵便局等の関係機関で構成する「ネットワーク連合会」
を中心に異変又は支援を必要としている高齢者を早期発見し、必要な支
援につなげます。

ネットワーク事業協力事業所へ、高齢者向けの自殺対策について理解を深めてもらうことで早期発
見、支援が可能となります。

長寿福祉課

33 総合相談及び情報提供 子どもと家庭に関する総合相談及び情報提供を行います。
情報提供や子育て中の保護者からの各種相談を受け、関係部署・機関につなぐことで、課題解決の
糸口へと導き、自殺のリスクの軽減につなげます。

子ども家庭課

34
子どもを守る地域ネットワーク（要
保護児童等対策地域協議会）

要保護児童等対策地域協議会の調整機関の職員やネットワークを構成
する関係機関等の連携強化を図るとともに、訪問事業との連携により、児
童虐待の発生予防、早期発見・早期対応を図ります。

子どもへの虐待は、家庭が困難な状況にあることを示す一つのシグナルであるため、保護者への支
援を通じて問題の深刻化を防ぎ、自殺リスクの軽減につなげます。
被虐待の経験は、子ども自身の自殺リスクや成長後の自殺リスクを高める要因にもなるため、子ど
もの自殺防止、将来的な自殺リスクを抑えることにおいても、児童虐待防止は極めて重要です。

子ども家庭課

38
配偶者暴力相談事業（要保護児童
等対策地域協議会）

配偶者等からの暴力の相談をお受けし、女性相談員（三重県）につなぐと
ともに、必要に応じ連携して支援します。

配偶者やパートナーから暴力を受けるという経験は、自殺のリスクを上昇させかねません。相談の機
会を提供することで、自殺リスクの軽減につなげます。

子ども家庭課

42
東員町いのち支える自殺対策推進
本部の設置

町長を本部長とした「東員町いのち支える自殺対策推進本部」を設置しま
す。

町の自殺対策を庁内各分野の部署と連携し、総合的かつ効果的に推進します。 健康づくり課

43
東員町いのち支える自殺対策ネッ
トワークの開催

町内の産業・福祉団体や国・県の関係機関や専門家等を構成員とする自
殺防止のための協議会を開催します。

国の自殺総合対策大綱に基づき、役場組織外の関係機関ならびに民間団体等と緊密な連携を図る
とともに、さまざまな関係者の知見を活かし、自殺対策を総合的に推進します。

健康づくり課

46 母子保健 (母子健康手帳交付等）
・母子健康手帳交付
・妊婦健康診査
といった母子保健業務を実施します。

保健師を対象に、自殺のリスクや支援のポイント等に関する研修を実施することで、本人や家族との
接触時に状態を把握し、問題があれば関係機関につなげる等、自殺対策を踏まえた対応の強化を
図ります。

健康づくり課

53 食生活改善事業委託
「食」を通して適塩や野菜摂取の必要性を理解してもらうことにより、生活
習慣病を予防するとともに、健康寿命の延伸を図ります。（食生活改善推
進委員への委託事業）

食生活に問題があり生活習慣病等に罹患する方の中には、生活苦や身近な支援者の不在など、日
常生活上の問題ゆえに自殺のリスクが高い人も少なくないと思われます。
高齢独居者への配色サービスである「愛の一皿運動」等各種イベントにおいて、自殺のリスクが高い
住民がいた場合には、個別相談や継続支援につなげる等支援への接点となるよう、食生活改善推
進員研修に自殺対策の視点を取り入れます。

健康づくり課

57 交通安全対策に関する事務 交通事故に関する相談や助言等を受けることができる支援機関等の案内

交通事故の加害者・被害者ともに、事故後には様々な困難や問題に直面し、自殺リスクが高まる可
能性があります。
また、,加害者・被害者の双方に相談の機会を提供することは、自殺リスクの軽減にも寄与 し得るた
め、必要に応じて、三重県交通事故相談等を案内します。

建設課

77
教育に関する調査研究・会議や連
絡会の開催等

不登校対策として、スクールカウンセラーの配置や教育相談室相談員と
の連携強化を図ります。

不登校の子どもは当人自身のみならず、その家庭も様々な問題や自殺リスクを抱えている可能性が
あります。
そうしたリスクに対して、スクールカウンセラーや専門相談員と連携することで、児童生徒の家庭の
状況にも配慮しながら、連携して問題解決へとつなげます。

学校教育課



生きる支援関連施策一覧

②　自殺対策を支える人材の育成

№ 事業名 事業概要 「生きる支援」実施内容 担当課

3 職員の研修事業 職員研修を実施します。

窓口対応研修や接遇研修等に、自殺対策に関する内容を取り入れ、来庁者のニーズを的確に汲み
とることができる職員を育成し、気づき役としての視点を持つようにします。
相談を受けたり徴収を行う職員等にゲートキーパー研修を受講してもらうことで、気づき役やつなぎ
役としての役割を担えるようにします。

総務課

15 障害者差別解消推進事業
障害を理由とする差別の解消を推進するため、障害者基幹相談支援セン
ターに相談窓口を設置するほか、住民や民間事業者等に対し周知・啓発
を行います。

センターで相談対応にあたる職員にゲートキーパー研修を受講してもらうことで、必要時には適切な
機関へつなぐ等の対応について理解を深めてもらい、自殺リスクを抱えた人の把握、支援を拡充して
いきます。

地域福祉課

24 認知症サポーター養成講座
誰もが安心して暮らせる地域づくりを目指して、認知症についての正しい
知識を持ち、認知症の人や家族を応援する認知症サポーターを養成しま
す。

認知症の家族にかかる負担は大きく、介護の中で共倒れとなったり心中が生じたりする危険性もあ
るため、認知症サポーターに、支援先等の情報について周知します。

長寿福祉課

36
ファミリー・サポート・センターの運
営

育児の援助ができる人と育児の援助を受けたい人の会員組織化及び利
用の調整を行います。

子育てに関連する悩みやリスクの把握についての理解が深まり、気づき役やつなぎ役の役割を担え
るように、援助会員を対象に研修を実施します。

子ども家庭課

44 新任保健師育成支援事業

保健師OB等が育成トレーナーとなり、実際の保健指導の現場において、
必要な助言の提供等を通じて新任保健師を育成します。
育成トレーナーは、新任保健師が地域保健従事者と して必要な基本的
能力、行政能力、専門能力を習得できるよ う指導的責任を持ちます。
○実施内容 保健師業務の概要やオリエンテーション
健康診査（乳幼児・１歳６ヶ月・３歳児等）、健康相談（成人・妊産婦・育児
等）、健康教育（母子・成人・老人等）、 健康教育や訪問指導等の指導案
に関する指導、指導案の点検、デモンストレーション、実施の確認、評価、
見直し

保健師業務に関する指導やオリエンテーションの中に、自殺対策に関する講義を入れることにより、
新任時より自殺対策の視点をもって、地域住民の支援に当たることができるようになります。

健康づくり課

47
母子保健
（地域子育て見守り事業）

さまざまな育児等支援のために、母子保健推進員が活動しています。

母子保健活動推進員研修会においてゲートキーパー研修を実施します。
当人から相談に来るのを待つのではなく、支援者側から働きかけを行うことで、問題を抱えながらも
支援につながっていない家庭を把握し、適切な支援先へとつなげるなど、アウトリーチの機会、支援
への接点としていきます。

健康づくり課

52 ヘルスメイト養成講座
食生活改善推進員の養成を通じて、地域住民の食生活の改善を図ること
により、生活習慣病等を予防するとともに、健康寿命の延伸を目指しま
す。

食生活に問題があり、生活習慣病等に罹患する方の中には、生活苦や身近な支援者の不在など、
日常生活上の困難を抱えて自殺のリスクが高い人も少なくないと思われます。
推進員の養成講座の中に、自殺対策の視点を入れ込み、推進員が自殺のリスクを早期に発見し、
適切な支援先へつなぐ等の対応が取れるようする。

健康づくり課

75 登校サポートボランティア派遣

不登校の児童・生徒に対し、元校長や教員経験者、臨床心理士等が連携
し、一日も早い学校への復帰を目指して、一人ひ とりの状況に応じた学
習やグループ活動を実施します。
児童生徒が自らの生活を立て直し、自主・自立の力を発揮できるよう 支
援します。

不登校の子どもは当人だけでなく、その家庭も様々な問題を抱えている可能性があります。
児童生徒の家庭状況にも配慮しながら、問題を察知した場合には適切な機関につないでもらう等、
気づき役、つなぎ役としての対応をとれるように、ボランティアにゲートキーパー研修等を受講しても
らいます。

学校教育課

76 不登校児童生徒支援事業

不登校児童生徒(公立学校に通う小中学生)を対象にした適応指導教室
を設置します。
不登校児童生徒の集団再適応、自立を援助する学習・生活指導等を実
施します。
不登校児童生徒の保護者に対する相談活動を実施します。

適当指導教室の指導員にゲートキーパー研修を受講してもらうことで、自殺リスクの把握と対応につ
いて理解が深まり、不登校児童生徒の支援の拡充につながります。
ゲートキーパー研修受講により、不登校児童生徒の保護者から相談のあった場合に、指導員が必
要に応じて適切な機関へつなぐ等の対応をとれるようにします。

学校教育課

80 子育て応援隊支援事業
様々な分野・地域で子育てを応援する地域の活動団体や事業者等に「子
育て応援隊」に加入していただき、地域における子育て支援を推進すると
ともに、それらの活動の促進を図ります。

問題を抱える保護者がいた場合には、行政につなぐ等、気づき役やつなぎ役としての役割を担える
よう、応援隊参加団体や事業者にゲートキーパー研修を受講してもらいます。

学校教育課

81 保育コーディネーター配置事業
保育コーディネーターを配置し、保育を必要としている世帯の相談に応
じ、それぞれのニーズに合ったサービスの情報を提供することで保護者
の選択肢を増やすとともに、待機児童の減少を図ります。

保護者から相談があった場合には適切な機関につなぐ等、コーディネーターが気づき役やつなぎ役
としての役割を担えるよう、コーディネーターにゲートキーパー研修を実施します。

学校教育課

84 自死遺族の支援 自死遺族支援者研修会に職員が参加します。
三重県こころの健康センターが、医療・保健福祉・教育・法律・労働等の機関で相談業務に従事して
いる方などを対象に開催している「自死遺族支援者研修会」に保健師等の職員が参加し、適切な支
援が行えるようにします。

健康づくり課



生きる支援関連施策一覧

③　町民への啓発と周知

№ 事業名 事業概要 「生きる支援」実施内容 担当課

1
行政の情報提供・広聴に関する事
務（広報等による情報発信）

行政に関する情報・生活情報を掲載し、充実を図ります。
本町のホームページ／ツイッターによる情報発信を行います。
新聞各社／テレビ／ラジオでの情報伝達を行います。
広報誌等を編集・発行します

住民が地域の情報を知る上で最も身近な情報媒体であり、自殺対策の啓発として、 総合相談会や
居場所活動等の各種事業・支援策等に関する情報を直接住民に提供する機会をつくります。
とりわけ「自殺対策強化月間（３月）」や「自殺予防週間（９月）」に は特集を組むなど、より効果的な
啓発を実施します。

政策課

2
「暮らしの便利帳」（住民ガイドブッ
ク）の発行

行政のしくみや、役所における各種手続き方法、助成制度などの情報の
ほか、暮らしに役立つ生活情報を手軽に入手できるように「暮らしの便利
帳」を発行します。

「暮らしの便利帳」の中に、様々な生きる支援に関する相談先の情報を掲載することで、住民に対し
て情報周知を図ります。

政策課

6 防災関係啓発物への掲載
現行のハザードマップ等、様々な防災関係の啓発物を発行、更新し配布
することで住民の防災意識の高揚を図ります。

命や暮らしに関する様々な分野の相談先情報も、各種相談先一覧に加え、 住民に対する相談先情
報の拡充、周知に寄与します。

環境防災課

9 住民活動支援事業
市民活動支援センターを設置し、様々な住民活動団体の活動を支援、啓
発を行います。

いのちの重さ、大切さを伝える団体へ支援を行うことで、いのちの尊さを学んでもらえる機会や啓発、
理解の促進を図ります。

町民課

10 人権啓発事業
人権意識を高めるための啓発を行います。
中学生を対象とした人権標語コンクールを行います。

講演会等の中で自殺問題について言及するなど、自殺対策を啓発する機会とします。
また、中学生に人権に関する標語を作成してもらい、いじめや人権侵害などの諸問題に目を向けて
もらうきっかけとします。

町民課

18 福祉制度ガイドブック作成事業

障害者とその家族に対して、各種福祉制度の概要や手続き方法などを紹
介するガイドブックを作成・配布することにより、 障害者の方々がその有
する能力や適性、ライフステージに合 わせて適切なサービスを利用でき
るよう情報を提供し、その在宅生活の質の向上や社会参加の促進等を図
ります。

ガイドブックの改訂時に、生きる支援に関連する相談窓口の一覧情報を入れ込むこ とで、住民に対
する相談機関の周知の拡充を図ります。

地域福祉課

45
心の健康に関する出前講座の実
施

心の健康について、依頼のあった団体へ集団指導を行い、うつ病や心の
健康についての普及啓発を図ります。

「心の健康について」を出前講座のメニューとして追加します。出前講座の中で、自殺問題とその対
応についても言及することにより、当該問題に関する住民の理解促進を図ります。

健康づくり課

55 こころの健康講座
こころの健康について考える機会や、こころの健康保持・増進のための体
験できる機会を提供します。

自殺予防週間や自殺予防月間に合わせ、２回程度講演会等を実施し、お互いを助け、支えあうこと
の大切さを学ぶ機会を提供します。

健康づくり課

58
地域産業の育成・発展
（広報活動）

商工会館内でのポスター掲示、資料配置等を行います。
商工会が、年１２回広報誌等を会員へ配布します。また週２回の防犯パト
ロールを実施します。

広報誌に自殺対策に関する内容を掲載また、パワハラ、マタハラ、セクハラ、モラハラ等対策資料の
折込配布や、会館内にて内閣府からの自殺対策推進ポスター等の掲示を行います。
また防犯パトロールでは音声による自殺対策に関する広報等を実施し、啓発します。

産業課

62 図書館の管理
住民の生涯学習の場としての読書環境を充実させます。
読み聞かせ会等の開催など教育・文化サービスを提供します。

図書館を啓発活動の拠点とし、自殺対策強化月間や自殺予防週間等の際に関連するコーナーの設
置等を行うことで、住民への情報提供の場として活用します。
また、自殺対策（生きることの包括的な支援）関連の展示やリーフレットの配布も行います。そのこと
は、図書館が学校に行きづらいと思っている子どもたちにとって「安心して過ごせる居場所」となる可
能性もあります。

社会教育課

82 子どもＳＯＳダイヤルの普及
子どものＳＯＳ全般に悩む子どもや保護者等が、いつでも相談機関に相
談できるよう、ＳＯＳダイヤルを整備します。

保護者へのお便り等に連絡先を記載し、相談先情報の周知を図ります。 学校教育課



生きる支援関連施策一覧

④　生きることの促進要因への支援

№ 事業名 事業概要 「生きる支援」実施内容 担当課

4 職員の健康管理事務
職員の心身健康の保持（健診・ストレスチェック）し、健診後の事後指導を
行います。

住民からの相談に応じる職員の心身面の健康の維持増進を図ることで、職員の自殺防止を図り、心
身健康な職員が対応することにより、支援を必要とする人に適切な支援が行えるようにします（支援
者への支援（新しい自殺総合対策大綱における重点項目の1つ））。

総務課

12 障害福祉計画策定・管理事業
障害者計画及び障害福祉計画の進行管理を行うとともに、次期障害者計
画、障害福祉計画及び障害児福祉計画の策定を 行います。

障害者福祉事業と自殺対策事業との連携可能な部分の検討を進めることにより、 両事業のさらなる
連携の促進を図ります。

地域福祉課

13 短期入所事業
障害者（児）を介護する者が、疾病等の理由により居宅における介護がで
きない場合に、一時的に施設に預け、必要な保護を行います。

ショートステイの機会を活用し、障害者（児）の状態把握を行うことで、虐待等の危険を早期に発見す
るための機会とします。それは自殺リスクへの早期対応にもつながりうると考えます。
介護の負担を軽減するという意味で、支援者（介護者）への支援として位置付けます。

地域福祉課

14 心身障害者福祉手当支給事務
日常生活が困難な心身障害者(児)の社会参加のための手当を支給しま
す。

手当の支給に際して、当事者や家族等と対面で応対する機会を活用することで、問題の早期発見・
早期対応への接点とします。

地域福祉課

17 障害者虐待の対応 障害者虐待に関する通報・相談窓口の設置します。
虐待への対応を糸口に、当人や家族等、擁護者を支援していくことで、背後にある様々な問題をも察
知し、適切な支援先へとつないでいく接点（生きることの包括的支援 への接点）とします。

地域福祉課

25 認知症介護教室
認知症についての正しい知識や接し方等の講義、介護家族等の介護の
不安や負担を軽減するための参加者の交流などを内容とした認知症介
護教室を実施します。

支援者同士の交流機会の提供により、支援者への支援の強化を図ります。 長寿福祉課

26 認知症家族介護者相談会・交流会
認知症の人や介護している家族の不安や悩みについて、同じ経験を持つ
相談員が対応するとともに、認知症に関する情報提供を行います。

介護者や家族等支援者への相談機会の提供を通じて、支援者への支援の強化を図ります。 長寿福祉課

35 短期入所生活援助事業
保護者の病気、出産、冠婚葬祭、就労などの理由により家庭で一時的に
児童の養育ができない場合等に、一定期間、宿泊を伴った養育・保護を
行います。

家庭の状況や保護者の抱える問題・悩みを察知し、必要に応じて支援していく契機とします。 子ども家庭課

37 ひとり親家庭等日常生活支援事業
ひとり親家庭等で、疾病等で一時的に子育て支援等が必要な場合や、生
活環境等の激変等の理由で日常生活に支障をきたす場合に、家庭生活
支援員を派遣し生活援助や子育て支援を行います。

必要な支援を行うことにより、ひとり親家庭等の生活の安定が図られ、自殺リスクの軽減につなげま
す。

子ども家庭課

41 発達障害に関する会議の開催 ＣＬＭ推進委員会会議を開催します。

幼稚園・保育園、小・中学校、行政の関係者が連携して「ＣＬＭの活用」に取り組むことで、途切れの
ない支援構築につながります。
わかりやすい保育・教育の中で、成功体験、自己肯定感の向上につながり、リスク軽減が図られま
す。

子ども家庭課

54
こころの健康相談（ハートリフレッ
シュ相談）

３ヶ月に１回、１人１時間の精神科医師または精神保健福祉士による個
別相談会を開催します。

こころの病の早期発見・早期受診につなげます。
本人はもとより、家族等支援者も気軽に相談することが出来る場を提供します。また、相談窓口の周
知を図るとともに、地域のつながりや見守りを強化します。

健康づくり課

59
商工相談
（専門家の派遣）

中小企業の様々な経営課題に対応して、各種の専門家を派遣し、解決ま
で継続して経営上のアドバイスを行い事業者の経営力の向上を図りま
す。

経営上の様々な課題に関して、各種専門家に相談できる機会を提供することで、経営者の問題状況
を把握し、その他の問題も含めて支援につなげていける可能性があります。

産業課

60 中小企業資金融資
商工業経営近代化資金借入金利子補給金及び新規創業者保証金補助
金を交付します。

経営の改善及び合理化を図るために資金融資制度による融資を受け事業を営む者に対し、利子補
給金を交付し、支援することで自殺対策に寄与します。
新規創業者が必要とする保証料に対して補助金を交付し、支援することにより自殺対策に寄与しま
す。

産業課

61 食農推進事業
地元産農産物を使用した講座と調理実習を通じて、農業情報や食に対す
る正しい知識を発信します。また、農作業の体験交流を行うことにより、地
産地消、農業者の生産意欲の向上を図ります。

食に対して、様々な食材の「生命」をいただいていることを知ることで、命の尊さを認識いただき、自
殺防止に繋げていける可能性があります。
農作業体験では、自然とのふれあいや自ら農作物を育てるということから、食べ物を大切にする心
や思いやり、感動、好奇心を育むなどの「気づき」から自殺防止に繋げていける可能性があります。

産業課

68 教職員人事・研修関係事務
教職員の研修及び研究・生活リズムの向上、体力の向上に向けた取組を
行います。

教職員の過労や長時間労働が問題となる中で、研修により、メンタルヘルスの状態を客観的に把握
し、必要な場合には適切な支援につなげる等の対応を取ること等について理解を深めることで、教職
員への支援（※支援者への支援）の意識醸成につなげます。
研修資料の１つとして相談先一覧等のリーフレットの配布を行うことで、教員自身な らびに児童生徒
向けの支援策の周知徹底と活用を図ります。

学校教育課

69 学校職員安全衛生管理事業

労働安全衛生法に基づき、職員50人以上の職場では衛生委員会を設置
するとともに、嘱託医を任命し、職員の健康管理を行います。
また、50人未満の学校については、健康管理医を任命し、職員の健康管
理を行います。

学校職員（支援者）の健康管理を通じて、支援者に対する支援の充実を図ります。 学校教育課

70 学校職員ストレスチェック事業
労働安全衛生法に基づき、学校職員等のストレスチェックを実施し、メンタ
ル不調の未然防止を図ります。

ストレスチェックの結果を活用することで、児童生徒の支援者である教職員に対する支援（支援者へ
の支援）の強化を図ることができます。

学校教育課



生きる支援関連施策一覧

④　生きることの促進要因への支援

№ 事業名 事業概要 「生きる支援」実施内容 担当課

71 多忙化解消事業
学校や教職員の業務の見直しを推進し、教職員の多忙化解消を図りま
す。

教職員のケアという観点から、当該事業を支援者への支援に向けた一施策として展開します。 学校教育課

79 保育ママ事業
就労・疾病等で乳児の養育ができない保護者に代わり、児童の健全育成
を図ります。

子どもの預かりと養育の機会は、保護者や家庭の状況を知る機会となります。
保護者や家庭が問題を抱えている場合には、必要な支援先につなぐなど、支援への接点とします。

学校教育課



生きる支援関連施策一覧

⑤　若年層への支援の強化（児童生徒のＳＯＳの出し方に関する教育）

№ 事業名 事業概要 「生きる支援」実施内容 担当課

32 子育て支援センター事業
育児等に関する知識を広く提供するとともに、保護者同士の交流・情報交
換の場を提供し、また、育児不安等についての相談をお受けし助言しま
す。

子育てに伴う過度な負担や孤立化により自殺のリスクは高まる恐れもあります。
保護者が集い交流できる場を設けることで、リスクの軽減につながり得るとともに、リスクの高い保護
者を発見し、早期の対応につなげます。

子ども家庭課

39 発達支援事業

関係機関と連携し発達障がい児の早期発見・早期支援、及び保護者・支
援者の支援を切れ目なく行うとともに、発達障がいに関する相談をお受け
します。
また、関係機関との研修の機会を企画・主催します。

発達障がい児や保護者は、日常生活で様々な悩みや問題を抱え、自殺リスクの高い場合もありま
す。
教室等の開催や保育園・幼稚園への助言、関係機関との連携により、児童の特性に応じた適切な
支援により発達を促すとともに、保護者や支援者にも助言することで困り感が減少します。
相談の機会で悩みや問題を把握することで、適切な支援につながり負担軽減が図られます。
保護者間の交流の場を設けることで情報提供ができ孤立感が防げます。
以上のことから、リスクの軽減につながると考えます。

子ども家庭課

40
子ども・子育て支援事業計画の推
進

関係各課・関係機関と連携し、子ども・子育て支援事業計画の推進を図り
ます。

子ども・子育て支援事業と自殺対策事業とを連動させることにより、妊産婦や子育て世帯への支援
強化を図ります。

子ども家庭課

48
母子保健
（新生児訪問指導）

・新生児訪問指導
・乳幼児健康診査
といった母子保健業務を実施します。

保健師や助産師に対し研修を行い、乳幼児を抱えた母親の抱えがちな自殺のリス クと対応につき
理解してもらうことで、母親との面談時に異変や困難に気づき、問題があれば関係機関につなげる
等、自殺対策を踏まえた対応の強化を図ります。

健康づくり課

49
母子保健
（産婦健康診査）

産婦健康診査、みえ出産前後からの親子支援事業を実施します。

産後は育児への不安等から、うつのリスクを抱える危険があります。
出産直後の早期段階から専門家が関与し、必要な助言・指導等を提供することで、そうしたリスクの
軽減を図るとともに、退院後も他の専門機関と連携して支援を継続することにより、自殺リスクの軽
減につなげます。

健康づくり課

50
母子保健
（専門職による妊婦全数面接）

子育て世代包括支援センターの整備に伴い、母子保健コーディネーター
等専門職による妊婦全数面接を実施します。

保健師等による妊婦全員に対しての面接実施など、妊産婦、子育て中の保護者に対するリスクの把
握、切れ目のない多様な支援は、生きることの包括的支援（自殺対策）となります。

健康づくり課

51
母子保健
（産後ケア事業）

専門家（助産師）による産後ケア事業を実施します。

産後うつや育児によるストレス等は母親の自殺リスクを高める場合があります。
早期の段階から専門家が関与し、問題の聞き取りを踏まえて必要な助言・指導を提供することで、そ
うしたリスクを軽減させるとともに、必要時には他の専門機関へとつなぐなどの対応を推進し、生きる
ことの包括的支援を行います。

健康づくり課

56
若年者の自殺予防事業の啓発事
業（思春期保健事業）

思春期保健教育において自殺予防の啓発パンフレットを配布します。
中学生への思春期教育授業の際に、講師の講話や啓発パンフレットを配布することにより、こころの
健康・命の大切さについて考えてもらいます。

健康づくり課

63 青少年育成町民会議
次代の地域を担う子どもを住民全体で育成するため、住民会議を設置
し、青少年の健全育成活動を推進します。

関連の会議のなかで、青少年の自殺の現状と対策（生きることの包括的支援）について情報提供を
行うことにより、現状と取組についての理解を深めてもらう機会とします。

社会教育課

64 保幼小中連携事業
保育園、幼稚園、小学校、中学校間で連携し、情報等のスムーズな移行
を図るとともに、希望や目標をもって各学校に入学し、それぞれの学校生
活にスムーズに移行できる児童生徒を育てる ことを目的とします。

保育園、幼稚園、小学校、中学校間で、児童生徒の家族の状況等も含めて情報を 共有し、自殺のリ
スクを抱える家庭を包括的・継続的に支援します。

学校教育課

67 学級満足度調査
児童・生徒の心理面や学級集団を客観的に把握し、学級経営や授業を
改善します。

客観的指標として調査結果を活用することにより、児童・生徒のメンタルヘルスの状態や、学級の状
況等を把握するとともに、必要時には適切な支援につなげる等の支援への接点、参考情報としま
す。

学校教育課

72 いじめ防止対策事業
フォーラムの開催や、各校のいじめ防止基本方針の点検と見直し、個別
支援等を通じて、いじめの早期発見、即時対応、継続的な再発予防を図
ります。

いじめは児童生徒の自殺リスクを高める要因の1つであり、いじめを受けている児童生徒の早期発
見と対応を行うだけでなく、いじめを受けた子どもが周囲に助けを求め られるよう、SOSの出し方教
育を推進することで、児童生徒の自殺防止に寄与します。
フォーラム開催時や個別支援時に、リーフレットを児童生徒に配布し、いじめにあった際の相談先の
情報等を周知します。

学校教育課

73 教育相談（いじめ含む）

子どもの教育上の悩みや心配事に関する相談を、教育相談員（心理）が
対面で受け付けます。
また、仕事の都合や家庭の事情等で来室できない場合には、電話相談も
行います。

学校以外の場で専門の相談員に相談できる機会を提供することで、相談の敷居を下げ、早期の問
題発見・対応に寄与します。
教育相談に訪れた保護者にリーフレットを配布し、相談先情報の周知を図ります。

学校教育課

74
スクールソーシャルワーカー活用
事業

社会福祉等の専門的な知識や技術を有するスクールソー シャルワー
カーを活用し、さまざまな課題を抱えた児童生徒に対し、当該児童生徒が
置かれた環境へ働きかけたり、関係機関等とのネットワークを活用したり
するなど多様な支援方法を用いて課題解決への対応を図ります。

さまざまな課題を抱えた児童生徒自身、及びその保護者等が自殺リスクを抱えている場合も想定さ
れます。
スクールソーシャルワーカーによる関係機関とも連携した包括的な支援は、児童生徒や保護者の自
殺リスクの軽減に寄与すると考えます。

学校教育課

83
命の尊さを学ばせる道徳授業の実
施

命の尊さを学ばせる道徳授業を実施します。 命の尊さを学ばせる道徳授業を小学生高学年、中学生に実施します。 学校教育課



生きる支援関連施策一覧

⑥　高齢者への支援の強化

№ 事業名 事業概要 「生きる支援」実施内容 担当課

19 介護給付に関する事務
居宅介護、重度訪問介護、行動援護、同行援護、重度障害者等包括支
援、短期入所、療養介護、生活介護、施設入所について相談・支援しま
す。

介護は当人や家族にとって負担が大きく、最悪の場合、心中や殺人へとつながる危険もあります。
相談支援の提供を、介護にまつわる問題を抱えて自殺のリスクが高い住民との接触機会として活用
し、相談を通じて当人や家族の負担軽減を図ることで、自殺リスクの軽減に寄与します。

長寿福祉課

20 高齢者への総合相談事業
高齢者に対し必要な支援を把握するため、地域包括支援センターにおい
て初期段階から継続して相談支援を行い、ネットワーク の構築に努めま
す。

問題の種類を問わず総合的に相談を受けることで、困難な状況に陥った高齢者の情報を最初に
キャッチできる窓口とし、訪問等のアウトリーチ機能も有していることから、支援の途中で関わりが途
切れる事態を防ぎ、取組自体が生きることの包括的支援（自殺対策）になっています。

長寿福祉課

21 家族介護継続支援事業
家族介護講習会を開催し、介護技術の習得による家族の介護負担の軽
減を図るとともに、交流会を開催し、介護者の心身のリフレッシュを図り、
在宅介護を支援します。

支援者（家族）への支援は新しい自殺総合対策大綱でも重点項目の1つとされており、家族の負担軽
減を通じて、介護の負担から起こる殺人や心中等の防止に寄与します。
また、講習会を家族との接触を通じて、支援者（家族）の異変を察知する機会にもします。

長寿福祉課

22 養護老人ホームへの入所
65歳以上で経済的理由等により自宅での生活が困難な高齢者への入所
手続きを行います。

老人ホームへの入所手続きの中で、当人や家族等と接触の機会において、問題状況等の聞き取り
時に、家庭での様々な問題について察知し、必要な支援先につなげます。

長寿福祉課

23 地域包括支援センターの運営 高齢者相談室運営協議会・ケア会議を開催します。
地域の高齢者が抱える問題や自殺リスクの高い方の情報等を把握し、運営協議会やケア会議等で
共有することで、自殺対策のことも念頭において、高齢者向け施策を展開する関係者間での連携関
係の強化や、地域資源の連動につなげていきます。

長寿福祉課

27 第1号訪問・通所・生活支援事業 心身機能の維持向上のための訪問・通所型サービスを実施します。
介護保険未利用で閉じこもりがちであったり、身体面で問題や不安を抱えて孤立状態にある高齢者
を把握し、アウトリーチする際の窓口、接点とします。

長寿福祉課

29 地域介護予防活動支援事業
住民主体で、身近な地域で介護予防に取り組む活動団体を補助します。 地域介護予防活動は高齢者の健康の維持増進と孤立防止につながるとともに、支援が必要であれ

ば適切な機関につなぐことができます。
長寿福祉課

30
高齢者実態把握調査 民生委員による訪問調査を行います。 民生委員による訪問調査において高齢者の異常が発覚し支援が必要であれば、適切な機関につな

ぐことができます。
長寿福祉課

31
権利擁護事業 司法書士等による個別相談等を行います。

様々な悩みや問題を抱えた高齢者の相談支援することで、直接的に自殺予防につながります。 長寿福祉課



生きる支援関連施策一覧

⑦　失業・無職・生活に困窮している人への支援の強化

№ 事業名 事業概要 「生きる支援」実施内容 担当課

8 地域若者サポートステーション事業
国と地方公共団体が協働により、無業青少年に対する職業生活における
自立支援を行います。

若年者への就労支援は、それ自体が重要な生きる支援（自殺対策）でもあります。
また 就労に関わる問題だけでなく、心の悩みを抱えた若年者にも対応できるような支援体制を整
え、若年者への生きることの包括的な支援（自殺対策）となるよう検討していきます。

町民課

65
就学援助と特別支援学級就学奨
励補助に関する事務

経済的理由により、就学困難な児童・生徒に対し、給食費・ 学用品等を
補助します。
特別支援学級在籍者に対し、就学奨励費の補助を行います。

就学に際して経済的困難を抱えている児童・生徒は、その他にも様々な問題を抱えていたり、保護
者自身も困難を抱えている可能性が考えられます。
費用の補助に際して保護者と応対する際に、家庭状況に関する聞き取りを行うことで、自殺リスクの
早期発見と対応に加えて、相談先一覧等のリーフレットの配布等を通 じた情報提供の機会としま
す。

学校教育課

66 奨学金に関する事務 奨学金に関する事務を行います。
支給対象の学生との面談時に、家庭の状況やその他の問題等につき聞き取りを行 うことで、資金面
の援助に留まらず、他の機関につなげて包括的な支援を行っていきます。
支給対象の学生に相談先一覧等のリーフレットを配布することで、支援先の情報周知を図ります。

学校教育課

78 保育料等納入促進事業

(1)保育所等等による保育料納入勧奨指導
保育所長等により、催告状や口座振替不能の際の納入通知書を保護者
へ手渡すとともに、滞納者への保育料の納入を呼びかけます。
(2)納入しやすい環境整備
保育料の滞納縮減に努めるとともに、納入しやすい環境を整えます。
(3)滞納整理の強化
保育料等収納担当職員による滞納者の実態調査や夜間訪問を実施し、
収納業務を強化します。

保育料を滞納している保護者の中には、生活上の様々な問題を抱えて払いたくても 払えない状態、
かつ、必要な支援につながっていない方もいると思われます。
そうした保護者に気づいた時には適切な機関へつなぐ等、収納担当職員が気づき役やつなぎ役とし
ての役割を担えるよう、収納担当の職員にゲートキーパー研修を受講してもらいます。
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