
番号 事業（取組）名 事業（取組）内容 生きる支援としての具体的取組 部 課

1
庁内自殺対策連絡会
議の設置・運営

庁内の自殺対策における情報
共有や連携体制の構築

具体的施策の協議により、自殺対
策の推進を図る。

保健課

2
要保護児童対策地域
協議会の開催

児童虐待及び非行の未然防止
や早期発見、早期解決の取組
みを実施

必要な支援を行うことにより、児
童の心身のケアや、養育環境の改
善のみならず保護者の生きやすさ
につなげる。

3
民生委員児童委員事
務

民生委員児童委員による地域
の相談支援の実施

委員の担当する地区において、自
殺リスク者の把握や、自殺対策に
参画してもらうことにより、自殺
対策のネットワークの強化につな
げる。

4

障がい者自立支援協
議会の開催
（障がい者差別解消
支援地域会議の開
催）

障がい者等の課題についての
協議や、障がいを理由とする
差別を解消するための取組み
についての会議の開催

協議会を構成している各種団体を
通じて、地域課題や自殺対策の検
討、周知啓発等に対する協議を行
うことにより、地域におけるネッ
トワークの強化につなげる。

5
医療ソーシャルワー
カー相談

関係機関との連絡調整

中標津保健所から自殺ハイリスク
患者の情報提供があった場合、精
神科医師と保健所との連絡調整を
行うことにより、患者の効果的な
治療につなげる。

別海病院 別海病院

6
職員の研修に関する
事務

町職員を対象とした研修の開
催

ゲートキーパー研修やメンタルヘ
ルス研修を開催することにより、
支援者としての資質向上につなげ
る。

総務部 総務課

7 看護業務
患者への看護・傾聴、院内連
携及び関係機関との連携

ゲートキーパー研修会等に参加す
ることにより、自殺ハイリスク者
への対応や自殺未遂者支援、地域
ケア、地域における連携を学び、
支援の強化につなげる。

別海病院 別海病院

8 地域ケア学習会
ケアマネージャー対象の学習
会や意見交換会を実施

ケアマネージャーや介護従事者を
対象としたゲートキーパー研修会
や意見交換会への参加を促し、自
殺ハイリスク者への相談支援や関
係機関へのつなぎ役として支援に
つなげる。
また、ケアマネージャー自身のメ
ンタルヘルス維持向上に向けて学
習会等を開催し、支援者としての
資質向上につなげる。

福祉部
地域包括支
援センター

（２）自殺対策を支える人材育成

４　生きる支援の関連施策

　基本施策

福祉部

福祉課

(１)　地域におけるネットワークの強化
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番号 事業（取組）名 事業（取組）内容 生きる支援としての具体的取組 部 課

9
認知症サポーター養
成事業

認知症対策講座

認知症の方が住み慣れた地域で生
活を継続できるよう、認知症につ
いての正しい知識を持ったサポー
ターを養成することにより、介護
の共倒れや心中のリスクの早期発
見・対応につなげる。

介護支援課

10 健康教育
町内の団体や集会からの依頼
により心身の健康に関するミ
ニ講座の実施

講師となる臨床心理士・保健師が
メンタルヘルス関連の研修を受け
ることにより、自殺予防に関する
啓蒙活動に活かすことができる。

11 精神保健業務
自殺対策に関する事務・相談
窓口設置

ゲートキーパー研修会の開催によ
り、人材育成につなげる。
職員が研修会等に参加することに
より、自殺対策に関する理解を深
め、関係機関との連携調整を担う
ことができるようになる。

12 健康相談業務 健康相談の実施

住民の健康相談において、自殺予
防の観点からゲートキーパー研修
会等に参加することにより、適切
な対応が取れるようになる。

13 母子保健
乳幼児健診・乳幼児相談・乳
児家庭全戸訪問の実施

14 離乳食教室 離乳食に関する知識の普及

15
小中学生の体格保健
相談

肥満児への個別相談の実施

16
地域生活支援事業
（障がい者）理解促
進研修・啓発事業

障がい者等の理解を深めるた
めの研修及び啓発

地域住民が障がいの理解を深める
ことにより、必要時に適切な関係
機関へつなぐ等の対応ができる。

17
地域生活支援事業
相談支援事業

障がい者（児）への総合的な
相談の実施

相談支援担当者を対象としたゲー
トキーパー研修会に参加すること
により、自殺ハイリスク者への適
切な相談支援や関係機関へつなぐ
等の対応ができる。

18
民生委員児童委員事
務

民生委員児童委員による地域
の相談支援の実施

民生委員児童委員を対象とした
ゲートキーパー研修会に参加する
ことにより、自殺ハイリスク者へ
の適切な相談支援や関係機関へつ
なぐ等の対応ができる。

関係スタッフ全員がゲートキー
パー研修会に参加することによ
り、健診・相談・教室・訪問の場
面で保護者等に面接する際、自殺
対策の視点を持ち、適切に支援す
ることができる。

福祉部

保健課

福祉課
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番号 事業（取組）名 事業（取組）内容 生きる支援としての具体的取組 部 課

19
別海町身体・知的障
がい者相談員

身体又は知的に障がいのある
方への相談の実施

相談員等を対象としたゲートキー
パー研修会に参加することによ
り、自殺ハイリスク者への適切な
相談支援や関係機関へつなぐ等の
対応ができる。

20
児童デイサービスセ
ンター

障がいのある子どもや保護者
に対し、基本的な動作の指
導、知識技能の付与、適応訓
練等の実施

21
子ども発達支援セン
ター

発達に遅れや障がいの疑いの
ある児童と保護者に対し、指
導、相談の実施

22 教職員研修関係事務
教職員の研修及び研究・体力
の向上に向けた取り組みの推
進

教職員向けのゲートキーパー研修
会を開催することにより、子ども
が出したＳＯＳのサインにいち早
く気づき、適切な対応がとれるよ
うになる。

教育委員会 学務課

23 総合相談支援業務
高齢者や家族へ対する生活や
介護に関する相談の実施

高齢者や家族に対してうつ病など
に関する情報提供を行うことによ
り、自殺リスクの低下につなげ
る。

地域包括支
援センター

24
消費者相談・啓発業
務

消費者問題に関する相談・啓
発の実施

消費者相談の実施や消費者協会の
活動を支援し、消費者問題に関す
ることを啓発することにより、自
殺リスクの低下につなげる。

25
ＤＶ相談・情報提供
業務

ＤＶ被害者に対し相談・情報
提供の実施

ＤＶ相談の実施及び生きる支援に
関するリーフレットを配付するこ
とにより、自殺リスクの低下につ
なげる。

26
犯罪被害者相談・情
報提供業務

犯罪被害者に対し相談・情報
提供の実施

犯罪被害者相談の実施及び生きる
支援に関するリーフレットを配付
することにより、自殺リスクの低
下につなげる。

27
こころの健康の普
及・啓発

自殺予防週間や強化月間に合
わせたチラシの新聞折込・広
報・ホームページ掲載

広報やホームページなどを用い
て、自殺予防の知識や自殺へ傾い
た方への相談場所を周知すること
により、自殺リスクの低下につな
げる。

28 精神保健講演会
精神保健に関する町民向け講
演会の開催

精神保健に関する町民向け講演会
を開催し、自殺予防に関する啓発
を行うことにより、自殺リスクの
低下につなげる。

（３）町民への啓発と周知

福祉部 福祉課

町民課

保健課

福祉部

障がい児支援を行う職員を対象し
たゲートキーパー研修会に参加す
ることにより、自殺ハイリスク者
への適切な相談支援や関係機関へ
つなぐ等の対応ができる。

33



番号 事業（取組）名 事業（取組）内容 生きる支援としての具体的取組 部 課

29 健康教育
町内の団体や集会からの依頼
による心身の健康に関する講
座の実施

町内の団体や集会からの依頼を受
けて、心身の健康に関する講座を
実施することにより、自殺リスク
の低下につなげる。

保健課

30
地域生活支援事業
（障がい者）理解促
進研修・啓発事業

障がい者等の理解を深めるた
めの研修及び啓発

イベントの機会を活用し、自殺予
防の周知・啓発につなげる。

31
ヘルプカード・ヘル
プマーク配付事業

援助や配慮を必要としている
ことが外見からはわからない
方にヘルプマーク等の配付

申請時の面談機会を活用し、自殺
予防の周知・啓発につなげる。

32
心身障がい児・者の
しおり作成、配付

障がいに関係する各種事業、
制度等をまとめた冊子の作成
及び配付

しおりの改訂時に、生きる支援に
関連する相談窓口の一覧情報など
を記載することにより、町民に対
する相談機関の周知につなげる。

33
ふれあいトーク宅配
講座

町内の団体などからの要望に
よる各種講座の実施

町内の団体などからの要望を受け
て、心身の健康に関する講座を実
施することにより、自殺リスクの
低下につなげる。

生涯学習課

34 心の健康図書の配架
メンタルヘルスやうつに関す
る図書を配架

利用者が書籍をとおしてメンタル
ヘルス等に関する理解を深めるこ
とができる。
カウンター等でリーフレットを配
布することにより、自殺リスクの
低下につなげる。

図書館

35 ふれあいルーム業務
不登校生徒への相談・学習の
場の提供

長期欠席をしている児童生徒に対
し、居場所を提供するとともに、
学習指導や相談を行うことによ
り、生徒の「生きる」を支える。

学務課

36 平成寿大学
高齢者を対象とした福祉学、
健康学、軽スポーツや組織的
な学習機会の提供

37
成人講座・リクエス
ト講座

誰もが主体的に学ぶことので
きる機会の提供

38
乳幼児母親家庭教育
学級

0～3歳児の子どもを持つ保護
者を対象に、育児の要領や子
供との触れ合い方などの家庭
教育の実施

学習会を開催し、保護者に学習や
交流の場を提供することにより、
子育ての悩み解消につなげる。

39 家庭教育学級
親自身が家庭教育に関する知
識を習得し、より良い家庭づ
くりを学ぶ場の提供

セミナーを開催し、参加者がより
良い家庭づくりを学習することに
より、家族関係の悩み解消につな
げる。

福祉部

教育委員会

教育委員会

（４）生きることの促進要因への支援

公民館

福祉課

講座等の開催により、町民が自ら
の教養を高め、社会活動に参加す
る喜びと生きがいを持つことや自
己の存在意義を再認識することに
つなげる。
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番号 事業（取組）名 事業（取組）内容 生きる支援としての具体的取組 部 課

40 お話会の実施 子育て世代の交流の場の提供
保護者同士の交流の場を設けるこ
とにより、育児不安の軽減につな
げる。

教育委員会 図書館

41
医療ソーシャルワー
カー相談

患者・家族相談の実施

患者やその家族から入院費や退院
後のサービスについての問い合わ
せがあった場合に、支援の必要性
に応じて関係機関と連携し対応を
図ることにより、患者の生きやす
さにつなげる。

別海病院 別海病院

42 総合相談支援業務
高齢者や家族への生活や介護
に関する相談の実施

高齢者において自殺未遂者・自殺
ハイリスク者、遺族の話を傾聴
し、必要時、医療機関や適切な相
談窓口へつなぐことにより、「生
きる」を支える。

地域包括支
援センター

43 訪問看護
訪問看護師・療法士による在
宅療養者・介護者への相談対
応及びケアの実施

多職種での情報共有と連携の強化
により、包括的な支援を図り、在
宅療養者と介護者の負担軽減につ
なげる。

44
指定自立支援医療機
関（指定訪問看護事
業者等）

精神科訪問看護サービスの提
供

精神科訪問看護を行うことによ
り、町民の在宅でのメンタルヘル
スの向上につなげる。

45
高齢者健康相談・健
康教育

老人クラブ等での健康相談・
健康教育の実施

地域の老人クラブに赴き、健康相
談や健康教育を実施することによ
り、年齢に応じた心身の変化への
適応を促す。

46 こころの健康相談 臨床心理士による相談の実施

臨床心理士が自殺ハイリスク者・
自殺未遂者・遺族等への相談を行
い、必要に応じて関係機関へつな
ぐことにより、リスクの低下や再
企図の防止につなげる。

47
高校訪問相談（臨床
心理士）

生徒、保護者、学校担当者に
対する相談の実施

自傷行為等を繰り返す生徒に対
し、高校と協力して相談支援を行
うことにより、自殺リスクの低下
につなげる。

48
臨床心理士の幼稚
園・保育園・小中学
校訪問

発達や心理に関する相談の実
施

健康上のハイリスク児童や自死遺
族である児童について、学校や関
係機関と連携し、見守ることによ
り、子どもの「生きる」を支え
る。

49 母子保健
乳幼児健診・乳幼児相談・乳
児家庭全戸訪問の実施

各健診問診票などを活用し、子ど
もの育ちや生活実態を把握するこ
とにより、異変や困難さが認めら
れる場合には迅速に必要な支援に
つなげる。

50 離乳食教室
離乳食に関する知識の普及・
啓発

保護者との接点となる教室を活用
し、育児不安等の早期発見・対応
へつなげる。

訪問看護ス
テーション

福祉部

保健課
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番号 事業（取組）名 事業（取組）内容 生きる支援としての具体的取組 部 課

51
小中学生の体格保健
相談

肥満児への個別相談の実施

食や生活習慣の聞き取りをとおし
て、家庭の生活状況や抱える問題
等を把握することにより、必要な
支援につなげる。

保健課

52
地域生活支援事業
（地域活動支援セン
ター事業）

障がい者等に創作的活動又は
生産活動の機会の提供、社会
との交流の促進等

障がい者等の居場所（通所先）が
できることにより、社会とのつな
がりができる。

53
障がい福祉サービス
（介護給付、訓練等
給付等）

生活介護や就労支援などの障
がい福祉サービスを利用する
ための受給者証の交付等

申請や更新の機会を活用し、問題
の早期発見、早期対応につなげ
る。
障がい者等の居場所（通所先）が
できることにより、社会とのつな
がりができる。

54 子育て支援拠点事業
乳幼児及びその保護者が相互
の交流を行う場所の提供

子育てについて相談、情報の提
供、助言等を行うことにより、育
児不安の解消や気分転換につなげ
る。

55 老人保健施設入所

56
老人保健施設短期入
所、介護予防短期入
所

57

通所リハビリテー
ション、介護予防通
所リハビリテーショ
ン

58
高齢者等安否確認及
び日常生活相談事業

独居・老人夫婦世帯の安否確
認及び相談の実施

独居や老人夫婦などに対し定期的
に高齢者安否確認を行うととも
に、老人クラブ等地域活動への参
加を促す等、孤立を防止すること
により、自殺ハイリスク者の早期
発見・対応につなげる。

59
ふれあい・いきいき
サロン事業

高齢者の閉じこもり防止・生
きがい対策の推進

60 託老事業への助成 高齢者の居場所対策の推進

61
老人福祉施設措置事
業

高齢者等の暮らし対策の推進

自身での生活が困難となった身寄
りのない高齢者等に生活の場を提
供することにより、自殺リスクの
低下につなげる。

福祉部

介護支援課

医学的管理のもと、健康状態の維
持・改善、重度化の防止、在宅復
帰を目指し機能訓練等を行うこと
により、利用者の「生きる」を支
える。
また、介護者の休養や介護労力の
負担軽減につなげる。

福祉課

高齢者サロン等、高齢者の居場所
を作ることにより、孤立や閉じこ
もりの防止につなげる。

老人保健施
設すこやか

居宅において自立した日常生
活を営むことを目指した理学
療法、作業療法等のリハビリ
テーションの実施
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番号 事業（取組）名 事業（取組）内容 生きる支援としての具体的取組 部 課

62 ＳＯＳの出し方教育
児童生徒のＳＯＳを発信する
力の育成

小中学校において、「こころの授
業」を行い、具体的かつ実践的な
教育を行うことにより、現在の問
題のみならず将来問題を抱えた際
のＳＯＳ発信行動につなげる。

63 不登校対応 不登校生徒への学校復帰支援

各学校へスクールカウンセラーの
派遣を行い、相談体制の充実を図
ることにより、生徒のＳＯＳに適
切に対応することができる。

64
学校応援ボランティ
ア

ボランティアによる子どもへ
の相談の実施

ひきこもり支援相談士の資格を有
する者が、ひきこもりに限らず、
不安や不満、悩みごとなどの相談
を受けることにより、生徒のＳＯ
Ｓ発信行動を促すことができる。

生涯学習課

65 生と性の学習
町内の小中学校からの依頼に
より性の学習の実施

生と性の学習をとおして、自分他
者ともに大切な存在であることを
知り、児童・生徒が自己肯定感を
高め適切な意思決定ができるよう
になる。

母子健康セ
ンター

66
高校訪問相談（臨床
心理士）

生徒、保護者、学校担当者に
対する相談の実施

保健課臨床心理士が高校でカウン
セリングを行うことにより、将来
的なＳＯＳ発信行動につなげる。

67
臨床心理士の幼稚
園・保育園・小中学
校訪問

発達や心理に関する相談の実
施

子どものＳＯＳや困り感に応え、
関係者と協力して問題解決を図る
ことにより、次に問題が起った際
のＳＯＳ発信行動につなげる。

68
民生委員児童委員事
務

民生委員児童委員による地域
における相談支援の実施

民生委員児童委員の活動について
児童生徒に知ってもらうことによ
り、生徒がＳＯＳを発信しやすい
環境をつくる。

福祉課

69
人権擁護委員活動の
支援

人権擁護委員活動の支援

人権侵害被害者の救済を図る人権
擁護委員の活動に対する支援を行
うことにより、被害者への生きる
ことへの支援につなげる。

町民課

70 ＳＯＳの出し方教育
児童生徒のＳＯＳを発信する
力の育成

研修会を開催することにより、児
童館、小・中学校の職員等が、子
どものＳＯＳに気づき、対応でき
るようになる。

教育委員会 学務課

福祉部

保健課

教育委員会

　重点施策

(１)　子ども・若者への対策

（５）児童生徒のＳＯＳの出し方に関する教育

学務課
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番号 事業（取組）名 事業（取組）内容 生きる支援としての具体的取組 部 課

71
生き抜く力アッププ
ロジェクト事業

子ども会議等の取組みにより
児童生徒の自己肯定感や自己
有用感の向上

子ども会議や学び合いを軸にした
授業改善により、本町の児童生徒
の課題の一つである自己肯定感や
自己有用感の向上を図る。

72
不登校・いじめ防止
の取組

不登校・いじめの未然防止及
び早期発見と早期解決

スクールカウンセラーやスクール
ソーシャルワーカーが困り感のあ
る児童生徒について学校・教委と
対応を検討することにより、不登
校・いじめ等の未然防止及び早期
発見と解決を図る。

73 ふれあいルーム業務
不登校生徒への相談・学習の
場の提供

長期欠席をしている児童生徒に対
し、居場所を提供するとともに、
学習指導や相談を行うことによ
り、自殺リスクの低下につなげ
る。

74
学校応援ボランティ
ア

ボランティアによる子どもへ
の相談の実施

ひきこもり支援相談士の資格を有
する者が、ひきこもりに限らず、
不安や悩みごとなどの相談を実施
することにより、潜在的な自殺リ
スクの低下につなげる。

生涯学習課

75

チャレンジスクール
／アドベンチャース
クール（Jr)/ 子供
体験塾

児童を対象とする野外活動や
社会活動を通じた教育の実施

学年の違う子ども達が集団生活の
中で、様々な事業をとおして交流
を深め、互いに支えあうことの大
切さを学ぶと共に、自立心を養
い、生きていく上でのたくましさ
を身に付けることにより、将来的
な自殺リスクの低下につなげる。

76
乳幼児母親家庭教育
学級

0～3歳児の子どもを持つ保護
者を対象に、育児の要領や子
どもとの触れ合い方などの家
庭教育の実施

きめ細かな学習会を開催し、育児
に関する学習や保護者同士の交流
の機会を提供することにより、子
育ての悩みや不安の軽減、母子の
生きやすさにつなげる。

77 家庭教育学級
親自身が家庭教育に関する知
識を習得し、より良い家庭づ
くりを学ぶ場の提供

家庭教育セミナーを開催すること
により、より良い家庭づくりや、
家族関係の悩み解消につなげる。

78 お話会の実施 子育て世代の交流の場の提供
保護者向けお話会を実施すること
により、保護者同士の交流を促
し、育児不安の軽減につなげる。

図書館

79 妊婦面談
妊娠前期・中期・後期の3回妊
婦と面談を実施

要支援妊婦を早期に発見するとと
もに、妊婦の心身の健康に関する
啓蒙を行うことにより、自殺リス
クの低下につなげる。

福祉部
母子健康セ
ンター

学務課

公民館

教育委員会

38



番号 事業（取組）名 事業（取組）内容 生きる支援としての具体的取組 部 課

80 マタニティクラス
5回のコースで、マタニティク
ラスを実施

妊婦とその家族を対象にマタニ
ティクラスを実施することによ
り、自らが子どもを生み育ててい
く自覚を高めていくために必要な
知識を提供し、虐待等のリスクの
低下につなげる。

81 新生児、産婦訪問
産後28日以内の家庭訪問又は
母乳外来の場による訪問の実
施

新生児とその保護者を対象に訪問
指導を行うことにより、母子の健
全な成育を図り、また問題の早期
発見・対応につなげる。

82 電話相談
妊婦・産婦・乳幼児を対象と
する24時間の電話相談の実施

24時間相談ができる窓口を周知す
ることにより、不安の軽減につな
げる。

83 生と性の学習
町内の小中学校からの依頼に
より性の学習の実施

生と性の学習をとおして、自分他
者ともに大切な存在であることを
知り、児童・生徒が自己肯定感を
高め適切な意思決定ができるよう
になる。

84
ＤＶ・デートＤＶ予
防啓発

相談や情報提供のほか、学校
への出前授業等の実施

若年層向けＤＶ予防の講演やワー
クショップを通じた予防啓発を実
施することにより、ＤＶ防止につ
なげる。

85 消費生活対策
法的問題解決のための情報提
供

若年層が抱えやすい法的問題解決
のための情報提供の充実を図るこ
とにより、消費者が抱えている法
的問題の解決につなげる。

86
人権擁護委員活動の
支援

人権擁護委員活動の支援

人権侵害被害者の救済を図る人権
擁護委員の活動に対する支援を行
うことにより、被害者への生きる
ことへの支援につなげる。

87
行政相談委員活動の
支援

行政相談委員活動の支援

国や独立行政法人等の行政に対す
る苦情や相談に応じ、その問題解
決を図る行政相談委員の活動に対
する支援を行うことにより、生き
ることへの支援につなげる。

88
1歳半・3歳児歯科健
康診査

89 歯科健康相談事業

90 歯科健康教育事業

町民課

幼児の歯科健診や歯科相談等の機
会を活用し家庭状況等の把握に努
め、問題を抱えている家庭に対
し、包括的な支援を提供すること
により、問題の解決につなげる。

母子健康セ
ンター

歯科健診・歯科保健指導の実
施

福祉部

保健課
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番号 事業（取組）名 事業（取組）内容 生きる支援としての具体的取組 部 課

91 高校生健診
健診実施と健診後の健康教
育、個別保健指導の実施

健診や健康教育、保健指導等の機
会にメンタルヘルスチェックを行
い、自殺ハイリスク者に対しては
学校や保護者と連携し、リスクの
低下につなげる。また必要に応じ
て、こころの相談や医療へつなげ
る。

92
若者健診・特定健診
等結果説明会

健診実施と健診後の健康教
育、個別保健指導の実施

検査データのほか、問診項目の睡
眠状況や多量飲酒の状況に応じて
保健指導を行うことにより、健康
上のリスク低下につなげる。

93
高校訪問相談（臨床
心理士）

生徒、保護者、学校担当者に
対する相談の実施

訪問相談の実施により、自殺リス
クの低下につなげる。

94 こころの健康相談 臨床心理士による相談の実施

こころの健康相談を実施する中で
若者の相談に応じ、自殺リスクの
低下を図り、必要に応じて関係機
関へつなげる。

95
臨床心理士の幼稚
園・保育園・小中学
校訪問

発達や心理に関する相談の実
施

教育委員会、学校、保護者と協力
し、不登校生徒などを支援するこ
とにより、子どもの生きやすさに
つなげる。

96
乳児家庭全戸訪問事
業

生後4か月までの乳児がいる家
庭への全戸訪問の実施

全戸訪問を実施することにより、
産後の母親の様々な不安や悩みの
解消を図り、自殺リスクの低下に
つなげる。

97 養育支援訪問事業
養育支援が特に必要な家庭へ
訪問し、保護者の育児、家事
等の養育力を向上させる支援

訪問相談を実施することにより、
児童虐待の防止につなげる。

98
ファミリーサポート
センター事業

子育ての援助を受けたい方と
援助をする方が会員となり、
子どもの預かり、送迎等育児
について助け合う取組み

ファミリーサポーターが子どもの
預かり等を行うことにより、保護
者の育児疲れやストレスを軽減で
きる。

99 一時預かり事業

認定こども園に在籍する教育
標準認定を受けた園児を対象
に通常の教育時間の前後長期
休業期間中の保育の提供

一時預かり事業を実施することに
より、保護者の育児疲れやストレ
スを軽減できる。

100
放課後児童クラブ事
業

保護者が労働等により昼間家
庭にいないおおむね10歳未満
の小学校就学児に対する、児
童館等を利用した適切な遊び
及び生活の場の提供

就労する保護者世帯に対し子ども
の居場所を提供することにより、
子育ての負担の軽減と児童の健全
育成を促すことができる。

101
子どもを守る地域
ネットワーク機能強
化事業

要保護児童対策地域協議会と
関係機関との連携強化及び専
門性強化

地域ネットワークを強化すること
により、児童虐待の発生防止や問
題の早期発見・対応につなげる。

保健課

福祉部

福祉課
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102 児童手当事務
中学生以下の児童に対する手
当の支給

103 児童扶養手当事務

18歳までの児童を扶養してい
るひとり親家庭等に対する手
当の支給（子どもに障がいが
ある場合には20歳まで）

104
特別児童扶養手当事
務

在宅で心身に重度又は中度の
障がいのある児童を監護養育
している父母等に対する手当
の支給

105 障害児福祉手当事務
20歳未満で重度の障がいのあ
る児童に対する手当の支給

106
民生委員児童委員事
務

民生委員児童委員による地域
における相談支援の実施

民生委員児童委員の活動について
児童生徒に知ってもらうことによ
り、児童生徒がＳＯＳを発信しや
すい環境をつくる。

107
子ども発達支援専門
職巡回事業

発達の遅れや障がいの疑いが
ある児童、保護者等に対す
る、専門職との相談機会の提
供

児童生徒の発達障がいの特性につ
いて、家族や担任等に助言や指導
を行うことにより、適切な対応が
とれるようにし、子どもの生きや
すさにつなげる。

108
中小企業担い手育成
（中小企業展）事業

高校生と地元企業との懇談会
等の開催

高校生が地元企業と懇談を行うこ
とにより、社会に出ることや、働
くことについてのギャップを埋
め、就職後の精神的負担の軽減に
つなげる。

109
中小企業担い手育成
（人材育成）事業

経営者及び従業員の研修受講
費用補助

経営者や管理職が適正な経営方法
や体制等を学ぶことにより、職場
環境の改善につなげる。

110 商工相談
相談対応（専門相談員の紹
介）の実施

経営に悩む経営者に対し、助言や
情報提供を行うことにより、自殺
リスクの低下につなげる。

111
中小企業振興資金融
資

低金利の融資あっせん、利子
補給、保証料補助

融資を通じて経営基盤の強化、安
定化を支援する。また、経営状況
を把握することにより、適切な支
援につなげる。

112 起業家支援事業
起業予定者、既存企業の経営
拡大への経費助成

経営改善や開業を支援することに
より、就労・雇用の機会増を図
る。

商工観光課産業振興部

(２)　勤務・経営問題への対策

福祉部

手当申請時の面談機会をとおし
て、問題の早期発見、早期対応を
図る。

福祉課
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113
担い手プロジェクト
事業

産業の担い手の育成

新規就農者と就農希望者の交流会
を開催することにより、就農に対
する不安の解消や意欲の向上を図
る。

産業振興部 農政課

114 自殺対策事務 自殺対策に関する事務

町の広報誌等を活用し、働き盛り
世代が抱え得るメンタルヘルスの
問題について啓発を行い、また関
係機関と連携し職員向けのゲート
キーパー研修会等を開催すること
により、職員やその家族の自殺防
止につなげる。

福祉部 保健課

115 納税相談 納税に関する相談の実施

納税相談において、生活面におけ
る困難な状況を把握した場合は、
相談窓口等の情報提供を行うこと
により、必要な支援につなげる。

総務部 税務課

116 徴収業務
住宅使用料の徴収及び相談の
実施

未納・滞納相談等から把握した生
活問題について、相談窓口等の情
報提供を行うことにより、必要な
支援につなげる。

建築住宅課

117
水道料金等の徴収業
務

水道料金・下水道使用料の徴
収及び相談の実施

未納・滞納相談等から把握した生
活問題について、相談窓口等の情
報提供を行うことにより、必要な
支援につなげる。

上下水道課

118
国民健康保険税滞納
世帯に係る措置

生活困窮者に対する保険診療
の給付

保険診療給付による生活支援のほ
か、把握した生活問題について、
相談窓口等の情報提供を行うこと
により、必要な支援につなげる。

119 多重債務の相談業務 相談窓口の情報提供の実施

多重債務者が抱えている様々な問
題に対して、相談窓口等の情報提
供を行うことにより、必要な支援
につなげる。

120
高齢者やひとり親家
庭等の相談業務

相談があった場合の情報提供
等の実施

相談等から把握した生活問題につ
いて、相談窓口等の情報提供を行
うことにより、必要な支援につな
げる。

121
一般健康診査（生活
保護受給者）・特定
健診等結果説明会

健診実施と健診後の健康教
育、個別保健指導の実施

健診や健康教育、保健指導等の機
会にメンタルヘルスチェックを行
い、自殺ハイリスク者に対しては
必要な支援や情報提供を行うこと
により、リスクの低下につなげ
る。また、健康管理支援をとおし
て自立支援を行う。

保健課

建設水道部

福祉部

(３)　無職者・失業者・生活困窮者への対策

町民課
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122 こころの健康相談 臨床心理士による相談の実施

相談者の生活困窮状況を把握した
場合、相談窓口等の情報提供を行
うことにより、必要な支援につな
げる。

保健課

123
生活保護法に関する
事務

生活保護に関する相談の実施
と中標津社会福祉事務出張所
への進達

経済的な安定を図ることにより、
不安を軽減し、自殺リスクの低下
につなげる。

124
教材費等購入費助成
事業

生活保護世帯等の保護者を対
象として、日用品、文房具等
の教材購入に要する費用及び
給食費に要する費用等の助成

助成により、低所得世帯の負担の
軽減を図り、また児童が等しく教
育・保育等を受ける機会を確保す
る。

125
生活困窮者自立支援
法に関する事務

生活保護に至らないまでも、
生活に困窮している方への相
談の実施と、道が行う相談支
援事業等へのつなぎ

生活困窮者の生活や就労に対する
支援を行うことにより、生活の立
て直しを図り、自殺リスクの低下
につなげる。

126 ホームレス関係
住民からの連絡等による対応
や、町内のホームレス調査の
実施

失業者や生活困窮者を早期に発見
し、必要な支援を行うとともに、
関係機関と連携して生活改善を図
ることにより、「生きる」を支援
する。

127 児童扶養手当事務

18歳までの児童を扶養してい
るひとり親家庭等に対する手
当の支給（子どもに障がいが
ある場合には20歳まで）

手当申請時の当事者や家族との面
談機会をとおして、問題の早期発
見、早期対応を図る。

128 就学援助事務 教材費等購入費の助成

経済的理由により就学困難な児童
生徒の保護者に対し、給食費・学
用品費などの費用の一部を補助す
ることにより、児童生徒が等しく
教育を受ける機会を確保する。

教育委員会 学務課

129
自治会運営費等交付
金

自治会活動の維持及び活性化
を図るため交付金の交付

地域コミュニティの活性化や住民
同士の交流促進により、住みよい
地域をつくり、孤独や孤立の防止
につなげる。

130
職員の保健に関する
事務

職員の健康保持・健康相談
職員の健康の維持増進を図ること
により、健康な状態で町民の支援
を行うことができる。

131 花のある街づくり
各町内会と協力し歩道などの
花壇の整備

街に花や緑を多くすることによ
り、住民のメンタルヘルスの向上
を図る。

福祉部 町民課

総務部 総務課

　その他

福祉課

福祉部
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132 生活環境の保全
公害等苦情の受付処理 ・苦情
対応の実施

騒音・振動等の苦情や相談への対
応をとおして良好な生活環境を保
全し、住み良いまちづくりを進め
ることにより、住民のメンタルヘ
ルスの向上を図る。

町民課

133 肝炎ウイルス健診
健診実施と健診後の個別保健
指導の実施

健診や健康教育、保健指導等の機
会にメンタルヘルスチェックを行
い、自殺ハイリスク者に対しては
必要な支援や情報提供を行う。肝
炎発症が確定した時には病気の受
け止め支援と、必要な医療が継続
できるように医療費助成への助言
を行う。

134
特定健診特定保健指
導・特定健診等結果
説明会

健診実施と健診後の健康教
育、個別保健指導の実施

検査データのほか、問診項目の睡
眠状況や多量飲酒の状況に応じて
保健指導を行うことにより、健康
上のリスク低下につなげる。

135

新たなステージに
入ったがん検診の総
合支援事業（乳が
ん、子宮頚がん検診
無料クーポン分）／
がん対策事業

健診実施と健診後の個別保健
指導の実施

保健指導をとおして、精密検査や
がん確定時の不安の軽減を図り、
必要な医療につなげる。

136
体験運動教室/健康
料理教室/ヘルシー
クッキング教室

運動、食事の実践的支援の実
施

実践指導をとおして、食事の改善
や運動習慣に対する意識の向上を
図ることにより、健康上のリスク
低下につなげる。

137
食生活改善協議会へ
の支援

生活習慣病を切り口に行う自
主活動への支援の実施

活動をとおして町民の生活状況を
把握することにより、健康上のリ
スクの早期発見・対応につなげ
る。

138 福祉入浴券助成事業
高齢者や障がい者（児）に対
する入浴の助成

高齢者や障がい者（児）に温泉施
設の利用を助成することにより、
心身の健康増進につなげる。

139 福祉牛乳支給事業
高齢者や障がい者、ひとり
親、幼児等への牛乳配付

福祉牛乳の配付基地は、地域住民
との交流の場であるため、交流を
とおして閉じこもりやひきこもり
防止、メンタルヘルスの向上につ
なげる。

140

高齢者及び障がい者
（児）バス・ハイ
ヤー共通利用券交付
事業

高齢者や障がい者（児）に対
するバス・ハイヤー共通利用
券の交付

バス・ハイヤー共通利用券を交付
することにより、高齢者や障がい
者の外出を促し、孤立防止や自殺
リスクの低下につなげる。

141 妊婦健診事業 妊婦に対する健康診査の実施

母体、胎児の健康状態の確認や出
産に関する助言等を行うことによ
り、出産への不安を解消し、妊婦
のうつのリスク低下につなげる。

保健課

福祉部

福祉課
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142
障害福祉計画策定、
管理

障がい者計画、障がい福祉計
画及び障がい児福祉計画の進
行管理及び次期計画の策定

自殺対策との連携が可能な部分の
検討を進めることにより、両事業
の促進を図る。

福祉課

143
介護保険地域支援事
業

144 介護保険事業

145 町立公園管理 町立公園の維持管理

公園の環境整備をすることによ
り、子どもの安全な遊び場を提供
し、地域住民のメンタルヘルス向
上につなげる。

産業振興部
水産みどり
課

146 標語の推進と奨励
「早寝・早起き・朝ごはん・
テレビを止めて外遊び」の標
語の周知

日頃の生活習慣の見直しを促すこ
とにより、規則正しい生活や心身
の健康維持につなげる。

教育委員会 生涯学習課

147 事後検証会
搬送症例の検証及び隊員への
フィードバックの実施

病院と連携し、医学的な観点から
の評価を元に、救急現場活動を再
構築することにより、救命率向上
につなげる。

別海消防署 警防課

介護保険給付 介護支援課

介護に関する諸問題についての相
談機会に、家族や当人が抱える
様々な問題を察知し、支援につな
げることにより、介護の負担を軽
減し、自殺リスクの低下につなげ
る。

福祉部
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