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別海町自殺対策行動計画 表紙うら



はじめに 
 
  わが国の自殺者数は、平成 10 年以降年間 3 万人を超え、その後も高い水準

で推移していましたが、平成 18 年に自殺対策基本法が施行され、それまで個人

の問題と認識されがちであった自殺は広く社会の問題として認識されるように

なり、国を挙げて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、

総合的な自殺対策の取組が進められていますが、依然として年間２万人を超え

る非常事態が続いています。 
自殺対策に関しましては、平成 28 年に改正自殺対策基本法が施行され、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

自殺対策計画を策定するものとされました。 
本町におきましても、こうした動きを背景に、平成 29 年に別海町庁内自殺対

策連絡会議を設置し、庁内関係部局が連携しながら自殺対策を支える人材育成

や町民への普及啓発など様々な自殺対策に取り組んできました。 
このたび、自殺は防ぐことができるという信念のもと、本町の実情に応じた

自殺対策を総合的に推進するため、平成 31 年度から 5 年間を計画期間とする、

いのち支える別海町自殺対策行動計画を策定しました。 
本計画は、「いのち支える別海町～誰も自殺に追い込まれることのない別海町

をめざして～」を基本理念とし、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組む様々な関係機関・団体のより一層の御理

解と御協力をお願い申し上げます。 
最後になりますが、本計画の策定に当たり貴重な御意見を賜りました、いの

ち支える別海町自殺対策行動計画策定懇話会委員の皆様をはじめ、関係各位に

対しまして心から感謝申し上げます。 
 
平成 31 年 3 月 

 

別海町長 曽根興三 
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第１章 計画策定にあたって 
 

１ 計画策定の趣旨 
我が国の自殺者数は、1998 年（平成 10 年）に 3 万人を超え、2006 年（平成 18 年） 

10 月に自殺対策基本法が施行され、自殺対策が総合的に推進された結果、自殺者数は減 
少しましたが、年間の自殺者数は 2 万人を超えるという非常事態が続いています。北海 
道では年間 900 人余り、中標津保健所管内は 2012 年（平成 24 年）から 5 年間で 50 人、 
本町においても同期間に 21人の方が自ら尊い命を絶つという深刻な事態となっています。 
そのような中、2016 年（平成 28 年）4 月に自殺対策基本法が改正され、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等を勘案して、地域自殺対 
策計画を策定することが義務付けられました。 
自殺の多くは追い込まれた末の死であり、誰にでも起こり得る危機であると捉え、ま 

た自殺の要因には、いじめ、孤立、過労、貧困など様々な社会的要因があることを踏ま 
え、「生きることの包括的な支援」として地域全体で自殺対策に取組み、誰も自殺に追い 
込まれることのない別海町の実現を目指すことを目標とし、本計画を策定しました。 
 

２ 計画の位置づけ 
本計画は、自殺対策基本法第 13 条第 2 項に定める「市町村地域自殺対策計画」であり、 

国の自殺対策基本法の基本理念、「自殺総合対策大綱」の基本認識や方針を踏まえ策定し 
ました。 
また、上位計画となる第 7 次別海町総合計画や、関連計画である「健康べつかい 21（第 

2 次）」、「第 2 期別海町保健事業計画」、「第 4 次別海町母子保健計画」等との整合性を図 
り策定しました。 

 
 
 
 

整合 
 
 
            整合 
 
 
 
 
 

上位計画 
第 7 次別海町総合計画 

いのち支える別海町自殺対策行動計画 
関係法令等 
・自殺対策基本法 
・自殺総合対策大綱 
・第 3 期北海道自殺対策行動計画 

関連計画 
・健康べつかい 21（第 2 次） 
・第 2 期別海町保健事業計画 
・第 4 次別海町母子保健計画  他 
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３ 計画の期間 
本計画は 2019 年度を初年度とし、2023 年度を目標年度とする 5 か年計画です。 

 
４ 計画の数値目標 
 国は自殺総合対策大綱において、当面の目標として先進諸国の現在の水準まで減少さ 
せることを目指し、人口 10 万人当たりの自殺者数（以下、「自殺死亡率」という）を、

2015 年（平成 27 年）18.5 人と比較し 2026 年までに 30％以上減少させ 13.0 人以下とす

ることを目標にしています。 
  また、北海道においても国の数値目標と同様、2016 年（平成 28 年）17.5 人を 2027

年までに 30％以上減少させ 12.1 人以下とすることを目標にしています。 
本町の自殺死亡率は、2009 年（平成 21 年）から 2016 年（平成 28 年）の 8 か年平均

で 26.6 人と高い状況から、国や道の水準まで近づけることを目標とし、2019 年から 2023
年の 5 か年平均で、概ね 40％減少の自殺死亡率 15.9 人以下を目指すこととします。 

 
○数値目標                              （単位：人） 

 
現状 目標 

基準年 
自殺 
死亡率 

実人数 基準年 
自殺 
死亡率 

実人数 

別海町 
2009〜2016 年 
（平成 21～28 年） 
（8 か年平均） 

26.6 4.25 
2019～2023 年 
（5 か年平均） 

15.9 
以下 

2.55 
以下 

出典：自殺統計 

＊国は10年後の自殺死亡率の目標値を13.0人としていますが、本町の計画期間は5年間であることから、 

国の 5 年後の目標値を推計し、概ね 40％の減少率としています。また、本町の人口規模では、基準年を 

単年にしてしまうとその年の自殺者数により偏りが出てしまう可能性があるため、複数年平均としてい 

ます。 

 

○国、道の数値目標                          （単位：人） 

 
現状 目標 

基準年 
自殺 
死亡率 

実人数 基準年 
自殺 
死亡率 

実人数 

北海道 
2016 年 

（平成 28 年） 
17.5 930 2027 年 

12.1 
以下 

600 
以下 

全国 
2015 年 

（平成 27 年） 
18.5 23,152 2026 年 

13.0 
以下 

16,000 
以下 

出典：人口動態統計 
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第２章 別海町の現状 
 

自殺に関連する統計として主に用いられるものとして、警察庁の「自殺統計」と厚生

労働省の「人口動態統計」が挙げられます。 
厚生労働省「人口動態統計」は、日本における日本人を対象とし、住所地を基にした

統計である一方、警察庁「自殺統計」は、総人口（外国人を含む）を対象とし、発見地

及び住居地を基にしています。 
 本計画書では、警察庁「自殺統計」の「自殺日」及び「住居地」に基づいて分析して 
います。 

 
１ 自殺の現状 
（１） 自殺者の推移 
  本町の自殺者数は、2009 年（平成 21 年）から 2016 年（平成 28 年）までの 8 年間で 

34 人で、年により増減はありますが、平均では年 4.25 人となっています。 
 
○自殺者数の推移                           （単位：人） 
 平成 

21 年 

平成 

22 年 

平成 

23 年 

平成 

24 年 

平成 

25 年 

平成 

26 年 

平成 

27 年 

平成 

28 年 
合計 

別海町 7 2 4 3 4 7 1 6 34 

北海道 1,558 1,498 1,398 1,267 1,216 1,130 1,094 978 10,139 

全国 32,485 31,334 30,370 27,589 27,041 25,218 23,806 21,703 219,546 

出典：自殺総合対策推進センター「地域自殺実態プロファイル（2017）」 

 

○別海町の自殺者数の推移 

 
出典：自殺総合対策推進センター「地域自殺実態プロファイル（2017）」 
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 全国・全道の自殺死亡率は年々減少していますが、本町は年による増減はありますが、

減少しているとは言えない状況です。自殺者数が少ない年には全国・全道の自殺死亡率を

下回っていますが、自殺者数が多い年には全国・全道の自殺死亡率を大きく上回っている

状況です。 
 
○自殺死亡率（人口 10 万対）の推移                （単位：人） 
 平成 

21 年 

平成 

22 年 

平成 

23 年 

平成 

24 年 

平成 

25 年 

平成 

26 年 

平成 

27 年 

平成 

28 年 

別海町 43.2 12.4 24.8 18.8 24.9 43.8 6.3 38.2 

北海道 28.1 27.1 25.4 23.1 22.2 20.7 20.1 18.1 

全国 25.6 24.7 24.1 21.8 21.1 19.6 18.6 17.0 

           出典：自殺総合対策推進センター「地域自殺実態プロファイル（2017）」 
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（２） 男女・年代別の特徴 
  自殺者の男女割合をみると、全国・全道・本町ともに「男性」が多くなっています。 
全国・全道は「男性」が 70％前後であるのに対して、本町は 85.7％と圧倒的に「男性」 
の自殺が多くなっています。 

 
○男女別の割合（別海町は平成 24～28 年の合計） 

 
         出典：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料（平成 28 年）」 

 
 

本町の 2012 年（平成 24 年）から 2016 年（平成 28 年）までの男女・年代別自殺者数 
をみると、「30 歳代」と「40 歳代」が 6 人と多くなっています。 
 

○別海町の男女・年代別自殺者数（平成 24～28 年の合計）        （単位：人） 
 20歳未満 20 歳代 30 歳代 40 歳代 50 歳代 60 歳代 70 歳代 80歳以上 

男性 1 1 5 5 2 3 1 0 

女性 0 0 1 1 0 0 0 1 

合計 1 1 6 6 2 3 1 1 

出典：自殺総合対策推進センター「地域自殺実態プロファイル（2017）」 
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  本町の男女・年代別の自殺者割合をみると、「30 歳代男性」と「40 歳代男性」が多く 
全体の約半分を占め、続いて「60 歳代男性」の順となっています。また、「20 歳未満男 
性」も、全国に比べると多くなっています。 

 
○別海町の男女・年代別の割合（総数に対する割合・平成 24～28 年平均） 

 
出典：自殺総合対策推進センター「地域自殺実態プロファイル（2017）」 

 
 

本町の 2011 年（平成 23 年）から 2015 年（平成 27 年）までの 5 年間の年代別の死因 
をみると、20 歳未満から 40 歳代までで「自殺」が第 1 位となっています。 

 
○別海町の年代別の死因注 1上位 5 位（平成 23～27 年の合計） 

 第 1 位 第 2 位 第 3 位 第 4 位 第 5 位 
20 歳未満 自殺 悪性新生物・心疾患   
20 歳代 自殺 不慮の事故    
30 歳代 自殺 悪性新生物・心疾患・不慮の事故 脳血管疾患 
40 歳代 自殺 悪性新生物 心疾患 脳血管疾患  
50 歳代 悪性新生物 不慮の事故 脳血管疾患 心疾患 自殺 
60 歳代 悪性新生物 心疾患 脳血管疾患 不慮の事故 自殺 
70 歳代 悪性新生物 心疾患 脳血管疾患 不慮の事故 肺炎 
80 歳代 悪性新生物 心疾患 脳血管疾患 肺炎 不慮の事故 

注 1：死因は悪性新生物・心疾患・脳血管疾患・肺炎・不慮の事故・自殺の中での順位。 

出典：釧路根室地域保健情報年報（人口動態統計） 
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（３）同居人の有無 
  自殺者の同居人の有無の割合をみると、本町は同居人「あり」が 81％で、全国・全道 
を上回っています。 

 
○同居人の有無の割合（別海町は平成 24～28 年の合計） 

 
出典：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料（平成 28 年）」 

 
 
  本町の男女・年代別・同居人の有無の割合をみると、「40～59 歳男性の同居人あり」、 
「20～39 歳男性の同居人あり」の順で多くなっています。全国と比べると、「20～39 歳 
男性の同居人なし」、「60 歳以上男性の同居人なし」も全国を上回る状況です。 

 
○別海町の男女・年代別・同居人の有無の割合（総数に対する割合・平成 24～28 年の合計） 

 
出典：自殺総合対策推進センター「地域自殺実態プロファイル（2017）」 
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（４）職業別の特徴 
  職業別の自殺者割合をみると、本町は「自営業・家族従事者」と「被雇用者・勤め人」 
を合わせた有職者の割合が 57.1％と全国・全道を上回り、中でも「自営業・家族従事者」 
の割合が全国・全道の約 3 倍となっています。 
これは、酪農業と漁業の従事者が多いという産業構造の影響が考えられます。 

 
○職業別の割合（別海町は平成 24～28 年の合計） 

 
出典：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料（平成 28 年）」 

 

 

  本町の事業所・従業員の状況をみると、町内事業所の 97％が労働者数 50 人未満で、町 
内従業者の 74％が労働者数 50 人未満の事業所に勤務しています。 

 
○地域の事業所規模別事業所・従業者の割合（平成 26 年経済センサス-基礎調査） 

 
出典：自殺総合対策推進センター「地域自殺実態プロファイル（2017）」 
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（５）原因・動機別の特徴 
  自殺の原因・動機をみると、本町は全国・全道と同じく「健康問題」が一番多くなっ 
ています。全国・全道と比べて「家族問題」の比率が高くなっています。 

 
○原因・動機別の割合（別海町は平成 24～28 年の合計） 

 
＊別海町の「経済・生活」「勤務」「男女」「学校」は、件数が 5 件未満のため、その他に計上している。 

出典：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料（平成 28 年）」 

 

 

（６）自殺未遂歴の有無 
  自殺者のうち過去に自殺未遂をしたことがある方の本町の割合は 43.0％で、全国・全 

道の約 2 倍となっています。 
 
○自殺者における未遂歴の有無割合（別海町は平成 24～28 年の合計） 

 
          出典：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料（平成 28 年）」 
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（７）別海町におけるリスクが高い対象群 
  本町の自殺者の 5 年間の累計について、性別・年代・職業・同居人の有無による自殺 
者数や自殺死亡率を比較すると、自殺者が最も多い区分が「男性・20～39 歳・有職者・ 
同居」と「男性・40～59 歳・有職者・同居」であり、次いで「男性・40～59 歳・無職者・ 
同居」、「男性・20～39 歳・有職者・独居」、「男性・60 歳以上・無職者・同居」と続きま 
す。 

 
○別海町における高リスク対象群（平成 24～28 年の合計） 

上位５区分 
自殺者数 

5 年計 
割合 

自殺死亡率* 

(10 万対) 

国が示す「背景にある主な自殺の 

危機経路**」の例示 

1 位:男性 20～39 歳有職同居 4 19.0% 64.6 

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 

2 位:男性 40～59 歳有職同居 4 19.0% 49.4 
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 

3 位:男性 40～59 歳無職同居 3 14.3% 914.9 
失業→生活苦→借金＋家族間の不和→

うつ状態→自殺 

4 位:男性 20～39 歳有職独居 2 9.5% 85.4 

①【正規雇用】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／②【非正規雇用】（被虐

待・高校中退）非正規雇用→生活苦→

借金→うつ状態→自殺 

5 位:男性 60 歳以上無職同居 2 9.5% 40.9 
失業（退職）→生活苦＋介護の悩み（疲

れ）＋身体疾患→自殺 

順位は自殺者数の多さにもとづき、自殺者数が同数の場合は自殺死亡率の高い順とした。 
*自殺死亡率の母数（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）を参考にしたもので、危機経

路を類型的に例示している。 

出典：自殺総合対策推進センター「地域自殺実態プロファイル（2017）」 
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２ 地域を取り巻く環境 
（１）人口・世帯・産業の特徴 

  本町は全国・全道と比べて、人口は 15 歳未満が多く 65 歳以上が少ない、1世帯当たり 

の人数が多い、第１次産業に従事している者の割合が多い、完全失業率が低いという特 

徴があります。 

 

○人口・世帯・産業・完全失業率の比較 

  別海町 全道 全国 

人口構成 

総人口 15,273 人 5,381,733 人 127,094,745 人 

15 歳未満 15.3％ 11.4％ 12.6％ 

15～64 歳 60.1％ 59.6％ 60.7％ 

65 歳以上 24.5％ 29.1％ 26.6％ 

一般世帯 
世帯数 5,978 2,438,206 53,331,797 

1 世帯当たりの人数 2.50 人 2.13 人 2.33 人 

産業構成 

第 1次産業 40.0％ 7.4％ 4.0％ 

第 2 次産業 13.3％ 17.9％ 25.0％ 

第 3 次産業 46.7％ 74.7％ 71.0％ 

完全失業率 1.3％ 4.6％ 4.2％ 

出典：平成 27 年国勢調査 

 

 
（２）精神疾患の治療状況（別海町国民健康保険） 
  本町のうつ病と統合失調症で治療している件数は、外来・入院ともに全国・全道・同 
規模自治体よりも少ない状況にありますが、釧路・根室地域医療圏域における精神科の 
病院・診療所の数は多いとは言えず、受診の必要がある方が受診できていない状況も考 
えられます。4 年間の推移では、うつ病と統合失調症の外来、うつ病の入院はほぼ横ば 
いですが、統合失調症の入院は減少しています。 
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○うつ病と統合失調症の件数（被保険者千人当たりのレセプト件数／平成 29 年度） 

    
＊同規模自治体とは、全国の人口 15,000 人以上 20,000 人未満の町村。 

出典：ＫＤＢ 

 
 
○別海町におけるうつ病と統合失調症の件数の推移（被保険者千人当たりのレセプト件数） 

    
出典：ＫＤＢ 
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○医療圏ごとの精神科の病院・診療所の数（平成 29 年 10 月 1 日現在） 

第 3次医療圏 第 2次医療圏 
精神科を標榜

する病院数 

精神科を標榜

する診療所数 

道南 

南渡島 9 18 

南檜山 1   

北渡島檜山 2   

道央 

札幌 61 102 

後志 9 7 

南空知 8 4 

中空知 8 3 

北空知 3   

西胆振 8 8 

東胆振 4 9 

日高 2 8 

道北 

上川中部 11 10 

上川北部 2 1 

富良野 1   

留萌 3 1 

宗谷 2 1 

オホーツク 
北網 8 6 

遠紋 3   

十勝 十勝 8 12 

釧路・根室 
釧路 7 7 

根室 4  

合 計 164 197 

出典：北海道医療計画より 
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（３）別海町の支援が必要な母子の状況 
  本町の過去 2 年間の母子健康手帳交付時の問診から、母親の実家は「根釧管外の市町 
村」の方が約 15％、「道外及び日本国外」の方が約 20％と約 35％の方が管内に実家がな 
い状況です。また、精神科既往歴のある母親は増加傾向にあり、産後うつ病の可能性が 
高い母親も約 10％存在し、支援が必要な母子が増加しています。 

  本町の乳幼児健康診査の問診から、子どもに対する育てにくさは、4 か月・1 歳半・3 
歳と年齢が上がるにつれて高くなり、3歳では約 30％の方が育てにくさを感じています。 

 
○母親の実家住所の割合 

 

出典：母子手帳交付時の問診 

 
 
○精神科既往歴のある母親の割合 

 

出典：母子手帳交付時の問診 
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○産後うつ病の可能性が高い母親の割合 

 

出典：産婦訪問時のエジンバラ産後うつ質問 
 
 
○子どもに対して育てにくさを感じているか 

 
出典：平成 29 年度赤ちゃん問診 
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第３章 これまでの取組 
 
１ １次予防（町民一人ひとりの気づきと見守りを促す取組） 
 
（１）人材育成 

本町職員や教職員などを対象にゲートキーパー＊研修会を実施しました。 
また、本町の自殺者の特徴として自殺未遂歴がある人の割合が多いことから、自殺未

遂者に対する包括的な支援体制を構築することを目的として、医療・保健・福祉・消防・

教育等の関係者を対象とした研修会を開催し、連携体制等職員のスキルアップを図りま

した。 
 
＊「ゲートキーパー」とは、自殺の危険を示すサインに気づき、適切な対応（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）を図ることが出来

る人のことで、言わば「命の門番」とも位置付けられる人のことです。 
 
（２）自殺予防の啓発 
  町民を対象とした精神保健講演会を開催し、メンタルヘルスケアや自殺予防の啓発を

実施しました。 
また、ふれあいトーク宅配講座や健康教育等で、うつ病や依存症などの疾病に関する

講演を行い、自殺予防の基礎知識を周知し、普及啓発の機会としました。 
  さらに、高校生を対象に思春期外来専門医による講演会を開催し、困ったり悩んだり

した際に一人で悩まずに援助を求める（ＳＯＳの出し方）ことの重要性について学ぶ機

会を設けました。 
 
（３）周知・啓発活動 
  9月の自殺予防週間や3月の自殺対策強化月間にあわせて、町広報誌や町ホームページ、

リーフレットの新聞折込みによる相談窓口の周知・啓発や、公共施設等におけるポスタ

ー掲示を実施しました。 
また、自殺予防の基礎知識や相談窓口を載せたパンフレットを庁内関係部署窓口に配

置しました。 
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２ ２次予防（自殺ハイリスク者・自殺未遂者の再企図を防止する取組） 
 
（１）うつスクリーニング 
  妊娠時期、新生児訪問、4 か月・1 歳半・3 歳児の健診において、問診により母親に対

するうつのスクリーニングを実施し、自殺ハイリスク者には助産師と保健師が連携して

個別面談や家庭訪問による経過観察等の切れ目のない支援を実施しました。 
 
（２）精神保健相談 
  臨床心理士による予約制の「こころの健康相談」のほか、保健師の随時相談を実施し、

医療の必要性があると判断される場合には、本人合意のもと精神科・心療内科外来の受

診につなげる対応をしました。 
  また、若年層への自殺予防対策として、臨床心理士が別海高等学校を訪問し生徒や保

護者に対しカウンセリングを実施するほか、学校における対応等について教員と協議し

予防につなげました。 
 
 
３ ３次予防（自死遺族*に対する取組） 
   

＊「自死遺族」とは、家族や親族を自殺により亡くした人のことです。 
 
（１）自死遺族相談 

自死の情報が確認された場合に、地区担当保健師が訪問や健康相談を実施しました。 
また、遺族に子どもが含まれる場合は、教育委員会と連携して見守りや支援を実施し

ました。 
 
（２）傾聴ボランティアの会との連携 

自死遺族の相談先の一つとして、傾聴ボランティアの会を町広報誌等で周知するほか、

必要に応じて傾聴ボランティアの会を紹介しました。 
 
 
４ ネットワークの構築 

2017 年度（平成 29 年度）に庁内関係部署の連携強化を図るため、別海町庁内自殺対 
策連絡会議を設置しました。 
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５ 主な取組実績 
 
（１）2014 年度（平成 26 年度） 
 ①役場職員ゲートキーパー研修会の開催 
  講師：中標津保健所職員、保健センター職員 
 ②自殺予防週間・自殺対策強化月間に合わせた役場庁舎ロビーでの自殺予防啓発パネル

展示、町広報誌や役場屋外電光掲示板を活用した啓発活動 
 ③庁内関係部署が自殺ハイリスク者に対応する際に手渡すことを目的とした自殺予防パ

ンフレット『知ってください あなたに守れる「いのち」があること』の作成 
 
（２）2015 年度（平成 27 年度） 
 ①町立別海病院・保健センター職員ゲートキーパー研修会 
  講師：村本 好考（㈱ここから 精神科認定看護師） 
 ②ふれあいトーク宅配講座 
  民生委員児童委員、上風連老人クラブ、柏の実学園職員 
 ③自殺予防週間・自殺対策強化月間に合わせた町広報誌や製作ポスターの掲示（公共施

設、商店等）による啓発活動 
 ④臨床心理士による別海高校訪問相談（若年層自殺予防対策） 
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（３）2016 年度（平成 28 年度） 
 ①道立精神保健センター技術支援による講演会及び研修会の開催（各 1 回） 
  講師：岡崎 大介（道立精神保健福祉センター部長・精神科医） 
  講師：守村 洋 （札幌市立大学准教授） 
 ②別海高校生「生と性を考える講演会」・教職員向けゲートキーパー研修会 
  講師：武井 明（市立旭川病院・精神科医） 
 ③ふれあいトーク宅配講座及び健康教育 
  柏の実学園職員、地域包括支援センター地域ケア学習会 
 ④自殺予防週間・自殺対策強化月間に合わせた町広報誌や町ホームページ、リーフレッ

トの新聞折込み（2 回）による啓発活動 
 ⑤臨床心理士による別海高校訪問相談（若年層自殺予防対策） 
 
（４）2017 年度（平成 29 年度） 
①別海町庁内自殺対策連絡会議・実務者会議の設置 
②道立精神保健センター技術支援による研修会の開催（２回） 

  講師：河西 千秋（札幌医科大学教授・精神科医） 
講師：岡崎 大介（道立精神保健福祉センター所長・精神科医） 

③別海町教育委員会ゲートキーパー研修会（町内小中学校教頭会） 
④ふれあいトーク宅配講座及び健康教育 
地域包括支援センター地域ケア学習会、JA 道東あさひ女性部、サークルいいとも（上

風連地区） 
⑤自殺予防週間・自殺対策強化月間に合わせた町広報誌や町ホームページ、リーフレッ

トの新聞折込み（2 回）による啓発活動 
⑥臨床心理士による別海高校訪問相談（若年層自殺予防対策） 
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5 つの基本施策 
 
（１） 地域におけるネットワークの強化・・・自殺対策に係る関係機関等の連携を

図り、ネットワークの強化を進めます。 
（２） 自殺対策を支える人材の育成・・・様々な悩みや生活上の困難を抱える人に

対して誰もが早期の「気づき」に対応できるよう、町民や様々な職種を対象

とした研修会を開催し、地域の人材の育成と関係機関の相談員の資質向上を

図ります。 
（３） 町民への啓発と周知・・・自殺に関する正しい認識を広げ、自殺を考えてい

る人の存在に気づき、必要な支援につなげるため、自殺予防の普及啓発とこ

ころの健康に関する相談窓口の周知活動を行います。 
（４） 生きることの促進要因への支援・・・様々な分野で悩みを抱えた人が孤立し

ないように、相談や居場所づくり等をとおして、「生きることの促進要因」へ

の支援を進めていきます。 
（５） 児童・生徒のＳＯＳの出し方に関する教育・・・児童・生徒が直面する問題

に対処する力やライフスキルを身に付けることができるよう取組みます。 

第４章 自殺対策における取組 
 

１ 自殺対策の基本理念 
自殺総合対策大綱では、自殺対策の本質が生きることの支援であることを改めて確認 

し、「いのち支える自殺対策」という理念の下、「誰も自殺に追い込まれることのない社 
会の実現」を目指すとしています。 

  本町においても、「いのち支える別海町～誰も自殺に追い込まれることのない別海町を 
めざして～」を基本理念とし、庁内横断的な施策に取組むとともに、関係機関・団体 
との連携を図りながら自殺対策を推進していきます。 
 

２ 基本施策 
基本施策とは、国が示した「地域自殺対策政策パッケージ」において、すべての市町 

村が共通して取組む必要があるとされている、地域で自殺対策を進める上で欠かす 
ことができない基本的な 5 つの次の取組みとなります。 
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（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 
ことから、それらに適切に対応するためには、庁内のみならず、地域の多様な関係者が、

それぞれの果たすべき役割を明確化、共有化した上で、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、自殺対策に係る関係機関等の

連携を図り、ネットワークの強化を進めます。 
 
【主な取組・担当部署】 
「別海町自殺対策推進協議会（仮称）」の設置 
保健、医療、教育、産業、警察、消防、地域の関係機関や団体で

構成される協議会を新たに設置し、本計画の進捗状況の検証など

を行い、町全体での取組みを推進します。 

保健課 

「別海町庁内自殺対策連絡会議」の設置 
関係課長等で構成される庁内組織で、本計画の進捗状況の確認な

どを行うとともに、庁内関係部署と連携を図り横断的な自殺対策

に取組みます。 
別海町庁内自殺対策連絡会議要綱参照（Ｐ58） 

保健課 

「別海町庁内自殺対策連絡会議実務者会議」の設置 
連絡会議の中に実務者会議を置き、自殺の実態の把握や事例検討

などを行い、連携強化を図ります。 
別海町庁内自殺対策連絡会議要綱参照（Ｐ58） 

保健課 

「別海町要保護児童対策協議会」における普及啓発及び研修の実施 
子どもに関わる地域の関係者が一堂に会する当協議会において、

自殺対策の情報共有やゲートキーパー研修等に参加してもらうこ

とで、支援の共通認識を図り、連携強化を進めます。 

福祉課・保健課 

「別海町障がい者自立支援協議会」における周知啓発等の実施 
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、周知啓発等の推進を図ります。 
福祉課 

保健所との連携 
中標津保健所管内自殺対策推進連絡会議への参加や、自殺ハイリ

スク者・未遂者への支援等、連携・協力を図ります。 
保健課・別海病院 
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（２）自殺対策を支える人材の育成 
 自殺リスクの高い人の早期発見と早期対応のため、自殺の危険を示すサインに気づき、 
話を聴き、見守り、支援機関につなぐ役割を担う人材（ゲートキーパーや傾聴ボランテ 
ィア等）の養成を進めます。 
 また、関係機関の相談員の資質向上を図ります。 

 
【主な取組・担当部署】 
町民向けゲートキーパー研修会の開催 
身近な地区レベルで多くの人材が必要なことから、町民向けの研修会

を開催して、地区レベルでの人材確保を図ります。 
保健課 

関係団体向けゲートキーパー研修会の開催 
地域住民に身近な存在である民生委員児童委員をはじめ、身体・知的

障がい者相談員、認知症サポーター、介護支援専門員、保育士、食生

活改善推進員等を対象に研修会を開催し、人材確保を図ります。 

保健課・福祉課・介

護支援課・地域包括

支援センター 
教職員向けゲートキーパー研修会の開催 
児童・生徒と日々接している教職員に対し、子どもが出したＳＯＳの

サインにいち早く気づき、どのように受け止めるかなどについての理

解を深めるための研修会を開催します。 

学務課・保健課 

勤労者向けメンタルヘルス研修会、ゲートキーパー研修会の開催 
管理職や従業員を対象にメンタルヘルスに関する研修会やゲートキ

ーパー研修会等を開催し、うつ等の気づきの理解や各相談機関等の周

知を図ります。 

保健課 

専門職向けスキルアップ研修会の開催 
町民からの相談や自殺未遂者への対応にあたる様々な職種を対象に

連携を図り、自殺に係る実態の共通理解や最新の知見を合同で学習す

る機会を持ちます。 

保健課・地域包括支

援センター・別海病

院・訪問看護ステー

ション 
町職員向けゲートキーパー研修会の開催 
庁内の窓口業務や相談、徴収業務等の際に、サインに気づくことがで

きるよう、また、全庁的な取組み意識を高めるため、管理職を含め、

全職員を対象とした研修会を開催します。 

保健課・総務課 
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（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」であり、危機に陥った 

心情や背景への理解を深め、誰かに助けを求めることで危機から救われることにつなが 
るということが、町全体の共通認識となるように、積極的に自殺予防の普及啓発を行う 
必要があります。自殺に対する誤った認識や偏見を払拭し、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、話を聞き、必要 
に応じて専門家につなぎ、見守っていくという町民一人ひとりの役割等についての意識 
が共有されるよう、引き続き自殺に関する正しい認識を広げるための啓発活動を行いま 
す。 
また、地域、職場及び学校等において、こころの健康に関する相談窓口の周知活動を 

徹底し、早い段階で専門機関につなげていく体制を整えます。 
 
【主な取組・担当部署】 
リーフレット等啓発グッズの作成と配布 
こころのチェックリストや各種相談窓口一覧を載せたリーフレット

等を作成し、新聞折込みや窓口への設置・配布、相談場面で活用する

ことで、自殺予防と早期発見の啓発を行います。 

保健課・町民課・福

祉課・図書館・地域

包括支援センター 
広報・ホームページ・ＳＮＳ＊等を活用した啓発活動 
町広報誌や町ホームページ、ＳＮＳ等に、自殺予防週間（9 月）や自

殺対策強化月間（3 月）等に合わせて、自殺予防対策の情報を掲載し、

理解促進を図ります。 

保健課 

図書館での「こころの健康図書」の充実 
メンタルヘルスやうつに関する図書を配架し、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機会を提供します。 
図書館 

ふれあいトーク宅配講座の実施 
住民からの要望を受けて実施するふれあいトーク宅配講座において、

「うつ病」をテーマに、講師として臨床心理士や保健師を派遣します。 
生涯学習課・保健課 

精神保健講演会の実施 
精神保健に関する町民向け講演会を開催し、自殺に関する啓発を行い

ます。 
保健課 

＊「ＳＮＳ」とは、「ソーシャル・ネットワーキング・サービス」の略で、インターネットを使って人々と 

交流ができるツイッターやフェイスブックなどのサービスの総称のことです。 
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（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」を減らす取組   
 みに加えて、「生きることの促進要因」を増やす取組みを行うことにより、自殺リスクを 
低下させることが必要です。様々な分野で悩みを抱えた人が孤立しないように「生きる 
ことの促進要因」への支援を進めていきます。 
 

【主な取組・担当部署】 
生活における困りごと相談の充実と連携 
それぞれの年代や生活状況によって生じてくる様々な困りごと

（健康、子育て、介護、生活困窮、就労、ＤＶ＊、住まい等）に応

じて、必要時、関係部署と連携を図りながら相談対応と問題解決

に当たります。また、自殺ハイリスク者については、自殺対策窓

口へ情報提供を行い、連携を図りながら自殺予防に取組みます。 

全課 

こころの健康相談の実施 
臨床心理士による相談を実施することで、町民の心理的・精神的

なケアを行います。 
保健課 

臨床心理士による学校・関係機関への相談支援 
教育委員会や高校からの依頼を受けて、自傷行為等を行う自殺ハ

イリスクの児童・生徒への対応について、学校や関係機関と連携

し相談支援を行うことで、自殺リスクの低下を図ります。 

保健課・学務課 

居場所づくりの推進 
様々な年代や対象に合わせた講座や教室等を充実させることで、

社会活動や参加者同士の交流をとおして、悩みの軽減や喜び、生

きがい意識を持つことにつなげます。 

福祉課・介護支援課・

老人保健施設すこや

か・学務課・生涯学習

課・公民館・図書館 
自殺未遂者への支援 
自殺未遂者については、病院や警察、消防、保健所等との緊密な

連携体制の下で、切れ目のない包括的な支援を行えるよう、連携

体制を構築し、再企図へのリスク低下に努めます。 

保健課・別海病院・消

防署 

遺された人への支援 
遺族の話を傾聴し、必要時、医療機関や自殺対策窓口へつなぎ、

連携を図りながら支援します。子どもが遺族である場合には、学

校や関係機関が連携し、見守りについて検討します。 

保健課・介護支援課・

地域包括支援センタ

ー・別海病院・学務課 
＊「ＤＶ」とは、「ドメスティック・バイオレンス」の略で、配偶者や恋人など親密な関係にある、または 

あった者から振るわれる暴力のことです。 
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（５）児童・生徒のＳＯＳの出し方に関する教育 
  いじめを苦にした児童・生徒の自殺が大きな社会問題となる中、自殺総合対策大綱に

は学校におけるＳＯＳの出し方教育の推進が盛り込まれています。本町でも、児童・生

徒が命の大事さを実感できる教育だけではなく、「生きる包括的な支援」として「困難や

ストレスに直面した児童・生徒が信頼できる大人に助けの声をあげられる」ということ

を目標として、直面する問題に対処する力やライフスキルを身に付けることができるよ

う取組みます。 
 
【主な取組・担当部署】 
ＳＯＳの出し方教育の実施 
小中学校において、「こころの授業」を行う中で、具体的かつ実践的

な教育を行います。 
学務課・保健課 

生と性の学習の実施 
町内の小中学校からの依頼により授業を実施することで、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、

適切な意思決定行動ができるよう支援します。 

母子健康センタ

ー・学務課 

地域関係機関による子どもへの見守り活動の強化 
民生委員児童委員や人権擁護委員などの子どもの見守り活動に協力

している人たちについて児童・生徒に知ってもらい、児童・生徒がＳ

ＯＳを発信しやすいよう環境整備を行います。 

福祉課・町民課・学

務課 

不登校生徒への学校復帰支援 
各学校へのスクールカウンセラーの派遣やふれあいルームでの支援

を行うことで、相談体制の充実を図ります。 
学務課 

学校応援ボランティア 
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ます。 
生涯学習課 

臨床心理士による小中学校・高校訪問相談の実施 
教育委員会や高校からの依頼を受けて、児童・生徒のカウンセリング

や保護者相談及び教職員へのコンサルテーションを行うことで、問題

解決を図るとともに、次に問題が起こった時にも援助を求める行動が

とれるよう支援します。 

保健課・学務課 
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３つの重点施策 
 
（１） 子ども・若者への対策・・・児童・生徒に対するＳＯＳの出し方に関する教育

（基本施策）を推進するとともに、児童・生徒や若者が抱え込みがちな問題に

対して包括的な支援を推進します。 
（２） 勤務・経営問題への対策・・・有職者や経営者へのメンタルヘルスに関する正

しい知識の啓蒙を図り、問題を抱えた際に適切な相談先につながるよう、相談

体制の整備や相談窓口の周知を行います。 
（３） 無職者・失業者・生活困窮者への対策・・・町税及び各種料金徴収業務をとお

した生活困窮者の早期発見・対応と、無職者・失業者等が抱え得る多様な問題

に対する包括的な支援を推進します。 

３ 重点施策 
本町においては、2012 年（平成 24 年）から 2016 年（平成 28 年）の 5 年間で、21 名

の方が自殺で亡くなり、約半数は 30 歳代、40 歳代であり、内 8 名は仕事をもち、同居

人がいた男性となっています。 
本町の自殺の原因・動機は、自殺統計では、「健康問題（42.9%）」や「家庭問題（17.9％）」

が多く、これらは人生の中で誰もが直面する可能性のある問題と言えます。そのため、

こうした問題を抱えた時の対処方法や、助けを求めることのできる相談・支援先につい

ての正確な情報等を、子どもの頃からあらかじめ知っておくことがいざという時に役立

つものと考えます。 
また、自殺の原因・動機が「不詳」も 32.1％と高いことから、問題を抱えた時に助け

を求めることを促すだけでなく、一人ひとりが身近な人の変化に気づけるようになる対

策も重要です。 
国が作成した本町の自殺実態プロファイルにおいては、「子ども・若者」、「勤務・経営」、

「無職者・失業者」、「生活困窮者」に係る自殺対策の取組みが、重点施策として推奨さ

れています。 
本町は有職者の自殺が多いことが特徴の一つですが、無職者も平成 24 年から 28 年の 5

年間で 5 名の方が亡くなっており、対策が必要です。 
以上のことから本町では次の 3 つの項目を重点施策として取組みます。 
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≪別海町の自殺の特徴≫ 
男性 20～39 歳 有職者 家族と同居（平成 24～28 年：4 人） 
男性 20～39 歳 有職者    独居（平成 24～28 年：2 人） 

（１）子ども・若者への対策 
  本町では、年代別の死因において 20 歳未満、20 歳代、30 歳代、40 歳代で「自殺」が

第 1 位となっており、2012 年（平成 24 年）から 2016 年（平成 28 年）の 5 年間では 40
歳未満の自殺が全体の約 40%を占めています。 
自殺の背景にあるとされる様々な問題は人生の中で誰もが直面し得る危機であり、そ

うした問題への対処方法や支援先に関する正確な情報を早い時期から知っておくことは、

将来の自殺リスクの低下につながると考えます。 
  また、幼少期における貧困、虐待、性被害等の体験、親との離別・死別等は、その 
人の将来の自殺リスクを高める危険因子となり得ることから、リスクを抱える前の段階

で、対策を講じていくことが重要です。 
  自殺対策基本法では、第 17 条第 3 項において、学校が児童・生徒に対し、生徒の保護

者や地域の関係者等と連携しながら「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」を行うことが努力義務として明記されま

した（いわゆる「ＳＯＳの出し方に関する教育」の推進）。 
  子どもに対する自殺対策は、その子の現在における自殺予防につなげるだけでなく、 
将来の自殺リスクを低下させることとなり、誰も自殺に追い込まれることのない地域社 
会を作っていく上で極めて重要な取組みです。 
本町では、子ども・若者に対する自殺対策を本計画の重点施策の一つに加え、保護者

や地域の関係者等と連携しつつ、児童・生徒に対するＳＯＳの出し方に関する教育（基

本施策）を推進するとともに、児童・生徒や保護者等が抱え込みがちな自殺リスクの早

期発見に努め、包括的な支援を推進します。 
 
 
  
  
 
 
【主な取組・担当部署】 
ＳＯＳの出し方教育の実施（再掲） 
小中学校において、「こころの授業」を行う中で、具体的かつ実

践的な教育を行います。 
学務課・保健課 
 

子どもや保護者に関わる職種を対象としたゲートキーパー研修の実施 
保育所・認定こども園、児童館、保健センター、小・中学校の教

職員等を対象に子どものＳＯＳに気づき、対応できる技術を身に

付ける研修会を実施します。 

福祉課・学務課・保健課 
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若年層が抱える様々な問題に応じた対応策の推進 
若年層が抱える様々な問題（不登校、生活困窮、人間関係、いじ

め、ひきこもり、虐待、DV、妊娠・育児・養育問題等）に対し、

相談体制を整備するとともに関係機関での連携を強化し、人権の

保護、社会参加、生活の安定を図るなど、社会全体で若者の自殺

リスクを低下させる取組みを推進します。 

学務課・生涯学習課・町

民課・福祉課・母子健康

センター・保健課 

居場所づくりの推進 
生きづらさを抱えた子どもや若者等、孤立のリスクを抱える人

が、孤立する前に、地域や支援とつながることが出来るよう、居

場所づくりを進めます。 

福祉課・学務課・生涯学

習課・図書館・公民館 

広報・ホームページ・ＳＮＳ等を活用した若者への自殺予防の啓発 
若者のライフスタイルや情報収集方法の変化に合わせ、自殺予防

に関する情報を町広報誌や町のホームページ、ＳＮＳ等をとおし

て発信します。 

保健課 

 
 
 
（２）勤務・経営問題への対策 
  自殺統計による本町の職業別の自殺者割合は、「自営業・家族従事者」が 23.8%で、全

国（7.0%）・全道（8.5%）に比べ高い割合になっており、これは、酪農業と漁業に従事し

ている町民が多いという本町の産業構造の影響も考えられます。 
また、「被雇用者・勤め人」は 33.3%であり、自殺者全体に占める有職者の割合は約 60％ 

（全国・全道は約 30%）と、働く人への自殺対策が必要な状況にあります。 
  本町の自殺の動機の一つとして家庭内不和や心身の不調が挙げられており、有職者の 
自殺の背景に、必ずしも勤務・経営問題があるわけではありませんが、酪農業や漁業等 
は自営・家族経営が多いことから、家庭内不和や心身の不調が「勤務・経営」状態にも 
大きな影響を与え得ると考えます。 

  また、本町の事業所・従業員の状況をみると、町内事業所の 91%が労働者数 19 人以下 
の小規模事業所で、町内従業者の 74%が労働者数 50 人未満の中小規模事業所に勤務して 
いる状況です。 
規模の小さな事業所では、従業員のメンタルヘルス対策に遅れがあるとの指摘もある

ことから、勤務に関する悩みを抱えた人が、適切な相談先につながるよう、相談体制の

整備や相談窓口の周知を図ります。 
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≪別海町の自殺の特徴≫ 
男性 20～39 歳 有職者 家族と同居（平成 24～28 年：4 人） 
男性 40～59 歳 有職者 家族と同居（平成 24～28 年：4 人） 
男性 20～39 歳 有職者    独居（平成 24～28 年：2 人） 

 
 
 
 
 
 
 
【主な取組・担当部署】 
農業者・漁業者等自営業の方々への啓発事業の強化 
農業者・漁業者等自営業者の方々に対して、うつ等の気づきに関

する研修会やゲートキーパー研修会等を開催して、こころの健康

リスクの早期発見に努めます。 

保健課・農政課・水産み

どり課 

精神保健（うつ・睡眠障害、飲酒リスク等）に係る啓発事業の強化 
町広報誌等を活用し、働き盛り世代を中心とした、うつや睡眠障

害、飲酒リスク等に係る啓発事業を行い、こころの健康リスクの

早期発見に努めます。 

保健課 

中小企業担い手育成事業の実施 
経営者や管理職の研修受講を支援することで、労働環境の改善

（適正な経営方法、働き方等）を図ります。 
また、地元企業と高校生との懇談会により、雇用者と就職希望者

双方の理解を深め、就職後の負担軽減を図ります。 

商工観光課 

中小企業者への支援の実施 
経営に悩む中小企業に対し、情報提供や専門機関の紹介などの相

談対応を行います。 
また、利子補給等により経営の安定化を図るほか、起業予定者や

既存事業の経営拡大を支援することで、経営の改善や雇用の拡大

を図ります。 

商工観光課 

新規就農者への支援の実施 
新規就農者と就農希望者の交流会を開催し、新規就農者の孤立を

予防するとともに、情報交換等を促すことで就農に対する不安の

解消や意欲の向上を図ります。 

農政課 
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≪別海町の自殺の特徴≫ 
 男性 40～59 歳 無職者 家族と同居（平成 24～28 年：3 人） 
 男性 60 歳以上 無職者 家族と同居（平成 24～28 年：2 人） 

（３）無職者・失業者・生活困窮者等への対策 
  自殺統計による本町の職業別の自殺割合では、無職者が 42.9%を占めており、自殺実

態プロファイル重点施策として、「無職者・失業者」及び「生活困窮者」の対策を推奨し

ています。 
  生活困窮者の背景には、多重債務や労働問題、精神疾患、虐待、DV、介護等の多様な 
問題が複合的に関わっていることが多く、その対策は包括的な生きる支援として行われ 
る必要があります。 

 
 

 
 
 
 
 
【主な取組・担当部署】 
包括的な相談支援体制の充実 
失業者・無職者・生活困窮者等に対する包括的な支援体制の充実

を図り、関係機関や専門機関等との連携により、自殺のリスクを

抱えた人への「生きることの包括的な支援」を推進します。 

町民課・福祉課・保健課 

各種納付相談の実施 
税金や各種料金の支払いが滞るケースは、生活面で深刻な問題を

抱えている可能性が高いことから、把握した問題に応じて適切な

相談窓口につなげられる体制づくりを進めます。 

税務課・町民課・建築住

宅課・上下水道課 

医療費助成制度や就学援助制度等の実施 
医療費や教育費等の負担の軽減を図ります。 学務課・福祉課・町民課 
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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

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

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

（２）自殺対策を支える人材育成
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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。

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。

（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
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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

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。

（４）生きることの促進要因への支援

公民館

福祉部

教育委員会

教育委員会
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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。

福祉部

保健課

訪問看護ス
テーション
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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。

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

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

福祉部

介護支援課
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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

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

学務課

（５）児童・生徒のＳＯＳの出し方に関する教育

　重点施策

(１)　子ども・若者への対策

福祉部

保健課

教育委員会
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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

公民館

教育委員会

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

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

歯科健診・歯科保健指導の実
施

福祉部

保健課

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

町民課
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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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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

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。

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

商工観光課産業振興部

(２)　勤務・経営問題への対策

福祉部

41
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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

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

42
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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

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

　その他

福祉課

福祉部

総務部 総務課

43
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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

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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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

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

45
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第５章 自殺対策の推進体制等 
  自殺対策は、家庭や学校、職域、地域など社会の全般に関係し、総合的な対策のため 
には、多分野の関係者の連携と協力のもと、効果的な施策を推進していく必要がありま 
す。 
 このため、幅広い関係機関・団体で構成される「別海町自殺対策推進協議会（仮称）」 
を設置して、官民一体となった自殺対策を推進していきます。 
 また、役場庁内組織の「別海町庁内自殺対策連絡会議」において、全庁的な関連施 
策の推進を図ります。 

 
１ 自殺対策計画策定と推進体制 
 

いのち支える別海町自殺対策行動計画 
策定委員会 

計画の策定・見直し、その他自殺対策の

推進に関することを行います。 
＜構成＞ 
副町長（委員長）及び部長等 
 
 
いのち支える別海町自殺対策行動計画 

策定懇話会 
計画の策定について、意見を述べるとと

もに、必要な助言を行います。 
＜構成＞ 
医療、教育、産業、地域、警察、消防、

司法関係者 
 
 
いのち支える別海町自殺対策行動計画 

庁内検討委員会 
計画の素案を作成します。 
＜構成＞ 
関係課等 
 

 

別海町自殺対策推進協議会（仮称） 

本計画の進捗状況の検証などを行います。 
＜構成＞ 
保健、医療、教育、産業、警察、消防、地

域の関係者等 
 
 

別海町庁内自殺対策連絡会議 

本計画の進捗状況の確認などを行います。 
＜構成＞ 
福祉部長及び関係課長等 

 
 

別海町庁内自殺対策連絡会議 
実務者会議 

自殺の実態の把握や事例検討などを行い

ます。 
＜構成＞ 
関係課等 

 
 

 
計画策定 推進体制 
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２ 別海町自殺対策推進協議会（仮称） 
 保健、医療、教育、産業、警察、消防、地域の関係機関や団体で構成される協議会を 
新たに設置し、本計画の進捗状況の検証などを行い、町全体での取組みを推進します。 

 
３ 別海町庁内自殺対策連絡会議 
  関係課長等で構成される庁内組織で、本計画の進捗状況の確認などを行うとともに、

庁内関係部署と連携を図り横断的な自殺対策に取組みます。 
  また、当連絡会議の下部組織として実務者会議を置き、自殺の実態の把握や事例検討 
などを行い、連携強化を図ります。 

 
４ 主な評価指標と検証・評価 
 本計画の主な評価指標を次表のとおりとし、毎年度、進捗状況を検証し、別海町自殺 
対策推進協議会（仮称）、別海町庁内自殺対策連絡会議に図り評価し、ＰＤＣＡサイクル 
により計画を推進していきます。 

 

主な施策分野 指標の内容 現状値 目標値等 

ネットワーク

の強化 

別海町自殺対策推進協議会開催数 未設置 

年 1 回以上 庁内自殺対策連絡会議開催数 必要時 

同実務者会議開催数 必要時 

人材の育成 ゲートキーパー研修会の開催数 年 1 回 年 2 回 

町民への啓発

と周知 

新聞折込での啓発 年 2 回 年 2 回 

町広報紙での啓発 年 1 回 年 2 回 

ホームページでの啓発 年 2 回 年 2 回 

生きることの

促進要因への

支援 

未遂者・自殺ハイリスク者への相

談窓口カード配布場所の拡大 
5 か所 10 か所以上 

未遂歴のある要支援者へのケア 必要時 
同意者に対す

る支援の実施 
ＳＯＳの出し

方教育 
ＳＯＳの出し方教育実施学校数 未実施 年 2 校以上 

子ども・若者へ

の対策 
若者へのＳＮＳ等を活用した自殺

予防の啓発 
未実施 年 1 回以上 

勤務・経営問題

への対策 
勤労者向けメンタルヘルス研修会

開催数 
年 2～3 回 年 3 回以上 
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第 6 章 資料編 
１ 自殺対策基本法 
 
自殺対策基本法（平成十八年法律第八十五号） 

 

目次 

第一章 総則（第一条―第十一条） 

第二章 自殺総合対策大綱及び都道府県自殺対 

策計画等（第十二条―第十四条） 

第三章 基本的施策（第十五条―第二十二条） 

第四章 自殺総合対策会議等（第二十三条―第二 

十五条） 

附則 

 

第一章 総則 

（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。 
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（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。 

 

第二章 自殺総合対策大綱及び都道府県自殺対策 

計画等 

（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 
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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。 

 

第三章 基本的施策 

（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 
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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。 

 

第四章 自殺総合対策会議等 

（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。
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２ 自殺総合対策大綱 
 

 

 

「自殺総合対策大綱」（概要）
平成28年の自殺対策基本法の改正や我が国の自殺の実態を踏まえ抜本的に見直し平成28年の自殺対策基本法の改正や我が国の自殺の実態を踏まえ抜本的に見直し

第1 自殺総合対策の基本理念第1 自殺総合対策の基本理念

自殺対策は、社会における「生きることの阻害要因」を減らし、
「生きることの促進要因」を増やすことを通じて、社会全体の自
殺リスクを低下させる

第2 自殺の現状と自殺総合対策における基本認識第2 自殺の現状と自殺総合対策における基本認識

誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指す

第4 自殺総合対策における当面の重点施策第4 自殺総合対策における当面の重点施策
１．地域レベルの実践的な取組への支援を強化する
２．国民一人ひとりの気づきと見守りを促す
３．自殺総合対策の推進に資する調査研究等を推進する
４．自殺対策に係る人材の確保、養成及び資質の向上を図る
５．心の健康を支援する環境の整備と心の健康づくりを推進する
６．適切な精神保健医療福祉サービスを受けられるようにする
７．社会全体の自殺リスクを低下させる
８．自殺未遂者の再度の自殺企図を防ぐ
９．遺された人への支援を充実する
10. 民間団体との連携を強化する
11. 子ども・若者の自殺対策を更に推進する
12. 勤務問題による自殺対策を更に推進する

第6 推進体制等第6 推進体制等
1. 国における推進体制
2. 地域における計画的な自殺対策の推進
3. 施策の評価及び管理
4. 大綱の見直し

第3 自殺総合対策の基本方針第3 自殺総合対策の基本方針
1. 生きることの包括的な支援として推進する
2. 関連施策との有機的な連携を強化して総合的に取り組む
3. 対応の段階に応じてレベルごとの対策を効果的に連動させる
4. 実践と啓発を両輪として推進する
5. 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

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

第5 自殺対策の数値目標第5 自殺対策の数値目標
先進諸国の現在の水準まで減少させることを目指し、平成38年までに、
自殺死亡率を平成27年と比べて30%以上減少
(平成27年18.5 ⇒ 13.0以下)

（WHO:仏15.1(2013)、米13.4(2014)、独12.6(2014)、
加11.3(2012)、英7.5(2013)、 伊7.2(2012)）

阻害要因：過労、生活困窮、育児や介護疲れ、いじめや孤立等
促進要因：自己肯定感、信頼できる人間関係、危機回避能力等

※下線は旧大綱からの主な変更箇所

自殺対策基本法の改正の趣旨・基本的施策及び我が国の自殺を巡る現状を踏まえて、更なる取組が
求められる施策 ※各施策に担当府省を明記 ※補助的な評価指標の盛り込み〈例：よりそいホットラインや心の健康相談統一ダイヤルの認知度〉

1.地域レベルの実践
的な取組への支援を
強化する

2.国民一人ひとりの
気づきと見守りを促
す

3.自殺総合対策の推
進に資する調査研究
等を推進する

4.自殺対策に係る人
材の確保、養成及び
資質の向上を図る

5.心の健康を支援す
る環境の整備と心の
健康づくりを推進する

6.適切な精神保健医
療福祉サービスを受
けられるようにする

7.社会全体の自殺リ
スクを低下させる

8.自殺未遂者の再度
の自殺企図を防ぐ

9.遺された人への支
援を充実する

10.民間団体との連
携を強化する

11.子ども・若者の自
殺対策を更に推進す
る

12.勤務問題による
自殺対策を更に推進
する

・地域自殺実態プロファイ
ル、地域自殺対策の政
策パッケージの作成
・地域自殺対策計画の策
定ガイドラインの作成
・地域自殺対策推進センタ
ーへの支援
・自殺対策の専任職員の
配置・専任部署の設置
の促進

・自殺予防週間と自殺対
策強化月間の実施
・児童生徒の自殺対策に
資する教育の実施
(SOSの出し方に関する
教育の推進)

・自殺や自殺関連事象等
に関する正しい知識の普
及
・うつ病等についての普及
啓発の推進

・自殺の実態や自殺対策
の実施状況等に関する調
査研究・検証・成果活用
(革新的自殺研究推進プ
ログラム)

・先進的な取組に関する情
報の収集、整理、提供
・子ども・若者の自殺調査
・死因究明制度との連動
・オンサイト施設の形成等
により自殺対策の関連情
報を安全に集積・整理・
分析

・医療等に関する専門家な
どを養成する大学や専修
学校等と連携した自殺対
策教育の推進

・自殺対策の連携調整を
担う人材の養成
・かかりつけ医の資質向上
・教職員に対する普及啓発
・地域保健・産業保健スタ
ッフの資質向上
・ゲートキーパーの養成
・家族や知人等を含めた支
援者への支援

・職場におけるメンタルヘル
ス対策の推進
・地域における心の健康づ
くり推進体制の整備
・学校における心の健康づ
くり推進体制の整備
・大規模災害における被災
者の心のケア、生活再建
等の推進

・精神科医療、保健、福祉
等の連動性の向上、専門
職の配置
・精神保健医療福祉サービ
スを担う人材の養成等

・うつ病、統合失調症、アル
コール依存症、ギャンブル
依存症等のハイリスク者
対策

・ICT（インターネットや
ＳＮＳ等）の活用
・ひきこもり､児童虐待､性犯罪・
性暴力の被害者、生活困窮
者、ひとり親家庭、性的マイノ
リティに対する支援の充実
・妊産婦への支援の充実
・相談の多様な手段の確
保、アウトリーチの強化
・関係機関等の連携に必
要な情報共有の周知
・自殺対策に資する居場所
づくりの推進

・地域の自殺未遂者支援
の拠点機能を担う医療
機関の整備

・医療と地域の連携推進に
よる包括的な未遂者支
援の強化
・居場所づくりとの連動によ
る支援
・家族等の身近な支援者
に対する支援
・学校、職場等での事後対
応の促進

・遺族の自助グループ等の
運営支援
・学校、職場等での事後対
応の促進
・遺族等の総合的な支援
ニーズに対する情報提供
の推進等

・遺族等に対応する公的機
関の職員の資質の向上
・遺児等への支援

・民間団体の人材育成に
対する支援
・地域における連携体制の
確立
・民間団体の相談事業に
対する支援
・民間団体の先駆的・試行
的取組や自殺多発地域
における取組に対する支
援

・いじめを苦にした子どもの
自殺の予防
・学生・生徒への支援充実
・SOSの出し方に関する教
育の推進

・子どもへの支援の充実
・若者への支援の充実
・若者の特性に応じた支援
の充実
・知人等への支援

・長時間労働の是正
・職場におけるメンタルヘル
ス対策の推進
・ハラスメント防止対策

自殺総合対策における当面の重点施策（ポイント）

※下線は旧大綱からの主な変更箇所
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３ いのち支える別海町自殺対策行動計画策定委員会設置要綱 

 
○いのち支える別海町自殺対策行動計画策定委員会設置要綱 

 

（設置） 

第１条 自殺対策基本法（平成１８年法律第８５号）第１３条第２項に規定する市町村 

自殺対策計画（以下「計画」という。）を策定するため、いのち支える別海町自殺対策 

行動計画策定委員会（以下「策定委員会」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 策定委員会は、次に掲げる事項を所掌する。 

（１）計画の策定及び見直しに関すること。 

（２）その他自殺対策の推進に関すること。 

（組織） 

第３条 策定委員会は、副町長、総務部長、福祉部長、産業振興部長、建設水道部長、 

教育部長、病院事務長、会計管理者、議会事務局長、監査委員事務局長及び農業委員 

会事務局長で組織する。 

２ 策定委員会に委員長及び副委員長を置く。 

３ 委員長は、策定委員会を総括し、副町長をもってこれに充てる。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、福祉部長をもってこれに充て、委員長に事故がある 

とき、又は欠けたときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第４条 策定委員会は委員長が招集し、委員長がその会議の議長となる。 

（庁内検討委員会） 

第５条 策定委員会に庁内検討委員会を置き、第２条に掲げる委員会の所掌事項につい 

て検討を行い、計画の素案を作成する。 

２ 庁内検討委員会は、次に掲げる課等の長が、所属職員の中から指名する職員をもっ 

て構成し、保健課長が招集する。 

（１）総務課 

  （２）税務課 

（３）福祉課 

  （４）介護支援課 

  （５）地域包括支援センター 

  （６）町民課 

  （７）保健課 

  （８）農政課 

  （９）水産みどり課 
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（10）商工観光課 

  （11）建築住宅課 

  （12）上下水道課 

  （13）教育委員会学務課 

  （14）教育委員会生涯学習課 

  （15）別海病院事務課 

  （16）別海病院看護課 

  （庶務） 

第６条 策定委員会の庶務は、福祉部保健課において行う。 

（その他） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、策定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長 

が別に定める。 

附 則 

この訓令は、平成３０年７月３１日から施行する。 
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４ いのち支える別海町自殺対策行動計画策定懇話会設置要綱 
 

○いのち支える別海町自殺対策行動計画策定懇話会設置要綱 

 

（設置） 

第１条 自殺対策基本法（平成１８年法律第８５号）第１３条第２項の規定に基づくい 

のち支える別海町自殺対策行動計画（以下「計画」という。）の策定に当たり、関係者 

から広く意見を聴取するため、いのち支える別海町自殺対策行動計画策定懇話会（以 

下「懇話会」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 懇話会は、計画の策定について、町長の求めに応じて意見を述べるとともに、 

必要な助言を行う。 

（組織） 

第３条 懇話会は、委員１５名以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。 

（１）医療関係者 

（２）教育関係者 

（３）産業関係者 

（４）地域関係者 

（５）警察消防関係者 

（６）その他町長が必要と認めた者 

（任期） 

第４条 委員の任期は、委嘱の日から計画の策定が終了するまでの期間とする。 

（会長及び副会長） 

第５条 懇話会に会長及び副会長を置く。 

２ 会長は、委員の互選により選出し、副会長は、委員の中から会長が指名するもの 

とする。 

３ 会長は、懇話会を代表し、会務を総括する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を 

代理する。 

（会議） 

第６条 懇話会の会議は町長が招集する。 

２ 会議の議長は、会長が務める。 

（費用弁償） 

第７条 委員の費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する

条例（昭和４３年別海村条例第４３号）の規定により支給する。 
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（庶務） 

第８条 懇話会の庶務は、福祉部保健課において行う。 

（委任） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、懇話会の運営に関し必要な事項は、会長が懇話 

会に諮って定める。 

附 則 

この訓令は、平成３０年７月３１日から施行する。 
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５ いのち支える別海町自殺対策行動計画策定懇話会 委員名簿 
 

区 分 団体（所属）名 職 名 氏 名 

医療関係者 別海病院 精神科医 浮田 充 

教育関係者 
別海町校長会 会長 ◎藤井 薫 

別海高校 校長 古川 栄一 

産業関係者 

野付漁業協同組合 総務部長 大槻 文人 

別海漁業協同組合 総務部長 阿部 秀一 

道東あさひ農業協同組合 管理部長   細田 敬治 

中春別農業協同組合 総務部管理課長 山形 則和 

別海町商工会 事務局長 ○宍戸 淳一 

地域関係者 

メンタルサポート 
みえるの会 

会員 中河 恵 

別海町社会福祉協議会 主幹 片野 康彦 

別海町民生委員児童委員 
協議会 

会長 加� 正司 

警察消防関係者 
別海消防署 管理課長 太田 裕司 

中標津警察署別海駐在所 所長 佐藤 昌伸 

司法関係者 
日本司法支援センター 
釧路地方事務所 

事務局長   広沢 智禎 

 ◎：会長、○：副会長 
 
 
 

加㔟　正司
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６ 別海町庁内自殺対策連絡会議設置要綱 

 
○別海町庁内自殺対策連絡会議設置要綱 

 

（設置） 

第１条 自殺対策基本法（平成１８年法律第８５号）の基本理念に基づき、庁内の関 

係部局が連携し、総合的かつ効果的に自殺対策を推進するため、庁内自殺対策連絡 

会議（以下「連絡会議」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 連絡会議は次に掲げる事項を所掌する。 

(１)自殺対策に係る関係各課及び施設等（以下「課等」という。）相互の連携及び情報 

交換に関すること。 

(２)自殺対策に係る課等の役割分担に関すること。 

(３)自殺対策に係る情報収集及び調査に関すること。 

(４)自殺予防に係る啓発等に関すること。 

(５)自殺対策計画に関すること。 

(６)自殺ハイリスク者及び自殺未遂者並びにひきこもり等への対策に関すること。 

(７)その他、自殺対策に係る必要な事項 

（組織） 

第３条 連絡会議は、次の職員をもって構成する。                    

福祉部長、福祉課長、介護支援課長、町民課長、保健課長、地域包括支援センター長、

教育委員会学務課長、病院事務課長 

（会議） 

第４条 連絡会議は、福祉部長が招集し、福祉部長がその会議の議長となる。 

２ 連絡会議には、構成員以外の職員及び学識経験者等を出席させることができる。 

（実務者会議） 

第５条 連絡会議の機動的かつ効率的な運営に努めるため、実務者会議を置く。 

２ 実務者会議は、第３条に規定する連絡会議の構成員が指名する職員及び保健課職 

員をもって構成し、保健課長が招集する。 

３ 実務者会議には、構成員以外の職員及び学識経験者等を出席させることができる。 

（その他） 

第６条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。 

附 則 

この訓令は、平成２９年５月１日から施行する。 
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７ いのち支える別海町自殺対策行動計画 策定経過 
  

開催日時 会議名称等 主な議題等 

平成 30 年 8 月 17 日 
第1回いのち支える別海町自殺

対策行動計画庁内検討委員会 

（１）計画の概要 
（２）本町の自殺の特徴 
（３）本町の自殺対策の経過 
（４）自殺対策関連施策棚卸し 

平成 30 年 8 月 20 日

～9 月 3 日 
自殺対策関連施策棚卸しの実

施 

庁内のすべての事業について、

生きることの包括的な支援に

繋げるため、自殺対策になりう

る事業の棚卸しを庁内全課で

実施 

平成 30 年 9 月 18 日 
第2回いのち支える別海町自殺

対策行動計画庁内検討委員会 

（１）事業棚卸しの結果について 
（２）計画素案（たたき台）につ

いて 

平成 30 年 10 月 2 日 
第1回いのち支える別海町自殺

対策行動計画策定委員会 
（１） 計画素案について 
（２） スケジュールについて 

平成 30 年 10 月 17 日 
第1回いのち支える別海町自殺

対策行動計画策定懇話会 
（１） 計画案について 
（２） スケジュールについて 

平成 30 年 11 月 7 日 
第2回いのち支える別海町自殺

対策行動計画策定懇話会 
（１）第 4 章 4 生きる支援の関連

施策について 

平成 30 年 11 月 13 日 
第3回いのち支える別海町自殺

対策行動計画庁内検討委員会 
（１）計画案修正個所について 

平成 30 年 11 月 26 日 
第2回いのち支える別海町自殺

対策行動計画策定委員会 
（１）計画案修正個所について 

平成 30 年 12 月 10 日 

    ～ 
平成 31 年 1 月 10 日 

パブリックコメントの実施 
計画案を公表 
意見数：０件（０名） 

平成 31 年 1 月 23 日 
第4回いのち支える別海町自殺

対策行動計画庁内検討委員会 
（１）パブリックコメント結果 
（２）計画案修正個所について 

平成 31 年 1 月 30 日 
第3回いのち支える別海町自殺

対策行動計画策定懇話会 
（１）パブリックコメント結果 
（２）計画案修正個所について 

平成 31 年 2 月 13 日 
第3回いのち支える別海町自殺

対策行動計画策定委員会 
（１）パブリックコメント結果 
（２）計画案修正個所について 

平成 31 年 3 月 計画書の公表  
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