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はじめに 

わが国では、平成１０年以降、自殺者数が高い水準で推移し、大変深刻な社会問

題と認識されております。今日では、自殺対策を「生きることの包括的な支援」として

新たに位置づけ、平成２８年４月に自殺対策基本法が改正され、地方自治体には自

殺を防ぐための計画策定が義務付けられたところです。 

自殺は、個人の問題として処理できない社会的要因が背景にあり、「追い込まれた

末の死」であると考えられており、「社会の努力で避けることができる」との認識のもと、

社会的リスクを減らし、信頼できる人間関係の構築や自己肯定感を高める取り組み

が求められています。 

森町では、平成２１年度から保健センターを中心に対策に取り組み、自殺者は減少

傾向にありますが、６０～７０歳代の自殺者が多い状況にあります。 

このような背景を踏まえ、町民一人ひとりのかけがえのない「いのち」を大切にし、

誰も自殺に追い込まれることのないまちづくりを目指し、総合的・効果的な自殺対策

を推進するために「いのちを支える 森町自殺対策計画」を策定しました。  

本計画では、その実効性を高めるために、町の事業の中から精査した「生きる支援」

に関連する事業を最大限に生かしております。 

 今後とも国や道などの関係機関をはじめ、町内の関係団体並びに地域の皆様と協

力して自殺対策を推進してまいります。 

町民の皆様には、より一層のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 

                                 平成３１年３月 

                                       森町長 梶谷 惠造 



 

 

ふたばさん 
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第 1章 計画の概要 

 

 

 国においては、1998（平成 10）年に年間の自殺者が３万人を超えて以降、自殺者数

の増加に対して、2006（平成 18）年に自殺対策基本法が制定され、2016（平成 28）年

にはその一部が改正されました。 

この改正により、地域の実情に即した自殺対策の取り組みの推進が明記され、誰

もが「生きることの包括的な支援」として自殺対策に関する必要な支援を受けられるよ

う、全ての都道府県と市区町村に自殺対策計画の策定が義務づけられました。 

森町では、自殺者数が減少傾向にあるとはいえ、自殺率は全国平均よりも高く、特

にここ数年は 60歳代、70歳代の方がその尊い命を絶つという憂慮すべき状況にあり

ます。 

森町の自殺対策は、これまで保健センターを中心に「こころの健康」を柱として「北

海道自殺対策緊急強化推進事業費補助金」を活用した事業や「森町健康づくりアク

ションプラン」に基づく事業として取り組んできました。 

自殺は、健康問題や経済・生活問題、家庭問題、いじめや孤立など複雑な問題や

悩みが絡み合って深刻化した結果、追い込まれた末の死です。 

そのため、自殺は単にこころの健康や個人の問題ではなく、防ぐことのできる社会

的な問題であるという基本認識のもと、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、「生きづらい社会」から「生き心地の良い社会」へ

と転換して行くことが求められています。 

町民一人ひとりが自殺を身近な問題として意識でき、悩みを抱えた人が孤立せず、

相談ができる支援体制の整備が必要です。 

これらの趣旨を踏まえ、地域の実情に即した自殺対策の取り組みを推進し、「誰も

自殺に追い込まれることのない社会」の実現に向けて「森町自殺対策計画」を策定す

るものです。 

 

 

 

 

 

 

1  計画策定の趣旨 
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 本計画は、第２次森町総合開発振興計画を上位計画として、森町健康づくりアクシ

ョンプランなど関係する各種計画（※）との整合性を図りながら推進する計画です。自

殺対策基本法第１３条第２項に基づく市町村計画として、国の「自殺総合対策大綱」

及び「第３期北海道自殺対策行動計画」の基本的視点を踏まえて、推進するための

目標を掲げます。 

（※）関連する計画 … 森町健康づくりアクションプラン、森町高齢者福祉計画 

森町障がい福祉計画 

 

 

 

 

 

 2019（平成 31）年度から 2021（平成 33）年度までの３年間とします。 

  

2018年度 

（平成 30年度） 

2019年度 

（平成 31年度） 

2020年度 

（平成 32年度） 

2021年度 

（平成 33年度） 

森町自殺対策 

計画策定 

 

  

 

 

 

 

 

 

最終評価 

 

 

   

 

 

最終評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

推 進 

森町健康づくりアクションプラン推進 

２ 計画の位置づけ 

３ 計画の期間 
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  自殺総合対策大綱における国の数値目標は、2026（平成 38）年までに自殺死亡率

（人口 10 万人あたりの自殺死亡者数）を 2015（平成 27）年の 18.5 と比べて、30％以

上減少させる（13.0以下にする）ことを目標としています。 

また、北海道では 2016（平成 28）年の 17.5 と比較して、2027（平成 39）年までに

30％以上減少させる（12.1以下にする）ことを目標としています。 

 本町は人口規模が小さいため、自殺死亡率は変動幅が大きくなりがちであり、また、

計画期間が３年間と短いこともあり、自殺者数を目標として掲げます。 

本町の自殺者数は 2012（平成 24）年から 2016（平成 28）年の５年間で 23人、年平

均で 4.6 人でした。計画期間である３年後の目標は 13.0％以上減少の４人以下、10

年後の目標（参考）は 34.8％以上減少の３人以下とします。 

 また、施策の目標として「こころの健康相談」の認知度向上と「ゲートキーパー養成

講座」受講者数の増加を目指します。 

 

 

 【目   標】 

指標 現状値 
目標値 

（３年後） 

目標値（参考） 

（１０年後） 

 

年    間 

自殺者数 

 

４．６人 

（2012 年～2016 年にお

ける年平均自殺者数） 

４人以下 

（13.0％以上減少） 

３人以下 

（34.8％以上減少） 

 

 

 【施策の目標】 

指標 現状値 
目標値 

（３年後） 
目標設定の考え方 

こころの健康相談を知っ

ている 27.1％ 32.0％ 認知度を増やしていく 

「ゲートキーパー養成講

座」受講者数 284人 
340人以上 

（20％以上増加） 
受講者を増やしていく 

   

 

 

 

４ 計画の数値目標 
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（人） 

（人） 

第２章 森町の自殺の現状等 

 

 

 

（１） 自殺死亡者数の年次推移 

当町の自殺死亡者数は、年ごとにバラつきはありますが緩やかに減少傾向にあり 

ます。しかし、年に０～１人の交通事故死亡者数と比較すると数倍に上ります。（図 1） 

 

    図１ 森町の自殺死亡者数の年次推移 

 

 

  

 

 

 

 

 

                    資料：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)  

 

 

（２） 自殺死亡者数の 10年集計の推移（５年毎） 

1996（平成８）年から 10 年毎の自殺者数の集計を５年毎に比較すると、特に男性

の自殺者が減少しています。（図 2） 

 

    図２ 森町の自殺死亡者数の 10年集計の推移（５年毎） 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           資料：北海道における主要死因の概要６～９ 

 

 

 

１ 自殺に係るデータ 
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（人） 

（３） 自殺死亡者の標準化死亡比の推移 

10 年間の標準化死亡比※は、直近の 2006(平成 18)～2015(平成 27)年は、男性が

130.6、女性が 107.5 でいずれも、全国、北海道より高く、特に男性は減少傾向にある

ものの自殺者が多い状況が続いています。（図 3） 

 

   図３ 自殺死亡者の標準化死亡比の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：北海道における主要死因の概要６～９ 

 

（４）自殺率の推移 

全国、北海道の自殺率は減少傾向ですが、当町は人口が少ないため変動が大きく 

なっています。（図 4） 

 

   図４ 自殺率（人口 10万人対）の推移  

  

 

図  自殺率の推移（全国・北海道との比較） 

 

 

 

 

 

 

 

              資料：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)   

 

※ 「標準化死亡比」（ＳＭＲ）とは、死亡数をそれぞれの地域に生じている年齢構成のゆがみを修

正して比較したものです。ここでは、全国を 100 とし、ＳＭＲが 100 よりも大きければ死亡率は全

国よりも高いと言えます。 
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（人） 

（５）性別・年代別自殺者数 2012(平成 24)～2016（平成 28)年合計 

年代別（10 歳刻み）傾向では、男女ともに 60 歳代が多く、次いで 70 歳代となって

います。男性は全国、北海道と比較して 60歳代の死亡割合が高く、女性は 60歳代、

70歳代の死亡割合が高くなっています。（図 5、図 6、図 7） 

 

    図５ H24～H28年 性別・年代別自殺死亡者数 

 

 

 

 

 

  

  

  

                  資料：道南地域保健情報年報・地域における自殺の基礎資料 

 

 図６ Ｈ24～H28男性の年代別自殺死亡の割合（国・道との比較）  

  

 

 

 

 

 

 

 

資料：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) 

    

図７ Ｈ24～H28女性の年代別自殺死亡の割合（国・道との比較）  

 

 

 

 

 

 

 

 

             資料：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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（６）自殺の特徴 

表１ 地域の主な自殺の特徴 （特別集計：自殺日・住居地、H24～28合計） 

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:女性 60歳
以上無職独居 

6 26.1% 157.0 
死別・離別＋身体疾患→病苦→うつ状態→
自殺 

2位:男性 60歳
以上無職独居 

4 17.4% 296.8 
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 60歳
以上有職同居 

3 13.0% 53.2 
①【労働者】身体疾患＋介護疲れ→アルコー
ル依存→うつ状態→自殺／②【自営業者】事
業不振→借金＋介護疲れ→うつ状態→自殺 

4位:男性 60歳
以上無職同居 

3 13.0% 47.5 
失業（退職）→生活苦＋介護の悩み（疲れ）
＋身体疾患→自殺 

5位:女性 60歳
以上無職同居 

3 13.0% 26.3 身体疾患→病苦→うつ状態→自殺 

               資料：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) 

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なっています。 

＊
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されたもの 

です。 

＊＊
「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、生活状況別の

自殺に多くみられる全国的な自殺の危機経路を例示しています。 

  

 自殺対策において、自殺の直前の「原因・動機」のさらに背景にある様々な要因に対応することが求

められています。示された危機経路は一例です。 

 

図８ 自殺の危機要因イメージ図 
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１ 調査の概要 

 ①調査の目的 

  この調査は、「森町自殺対策計画」の策定にあたり、町民のこころの健康状態や

自殺に関する意識を把握するために行いました。 

 

 ②調査対象者及び調査期間 

  調査対象者 ： 町内在住の 20歳以上の方の中から無作為に抽出した町民 

              1,500人 

  調 査 期 間 ： 2018（平成 30）年 7月 3日～7月 31日 

 

 ③回収状況 

  対 象 者 数 ： 1,500人 

  有効回収数 ：   510人 

  有効回答率 ：  34.0％  

 

 ④アンケートの見方 

 ◇回答結果の割合「％」は有効サンプル数に対して、それぞれの回答数の割合を小 

数点以下第２位で四捨五入したものです。そのため、単純回答（複数の選択肢か

ら１つの選択肢を選ぶ方式）であっても合計値が 100.0％にならない場合がありま

す。  

 ◇複数回答（複数の選択肢から２つ以上の選択肢を選ぶ方式）の設問の場合、回

答者数に対して、それぞれの割合を示しています。そのため、合計が 100.0％を超

えています。 

 ◇図表中において「無記入」とあるものは、回答が示されていない、または回答の判

別が困難なものです。 

 ◇図表中の「ｎ」は、集計対象者総数（あるいは回答者限定設問の限定条件に該当

する人）を表しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ こころの健康に関するアンケート調査の結果 
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（％） 

１－１ 悩み、ストレスについて 

。 

 

 

「はい」は 53.1％で半数以上が不満や悩み等があったと回答しています。（図９） 

「はい」と回答した人は男性では 48.7％、女性では 57.1％で、女性の方が多くなっています。

（図 10）  

図９ １か月間における不満、悩み、 

      苦労、ストレス の有無 

 

 

 

 

 

 

 

図 11 不満、悩み等の原因 

① 原因は、仕事の問題 39.9％、 

病気など健康の問題 39.5％、 

経済的な問題 35.1％、家庭の 

問題 34.7％が主な内容となっ 

ています。（図 11） 

 

 

 

 

 

  「はい」79.8％、「いいえ」16.1％、「無記入」4.1％でした。（図 12） 

2016（平成 28）年度に実施された厚生労働省「平成 28年度自殺対策に関する意識調査 

（対象は全国の 20 歳以上の日本国籍を有する者）」（以下、厚労省調査）で、「不満やつらい

気持ちに耳を傾けてくれる人の有無」について「どちらかというとそうは思わない」「そうは思わ 

ない」の回答が 11.1％であり、これと比較すると本町は相談者がいない人の割合がやや高く 

なっています。 

特に 60歳以上の男性では、「いいえ」の回答が 25.0％と高く、４人に１人が相談相手がい 

ないと答えています。（図 13） 

問７ この１か月間に日常生活で不満、悩み、苦労、ストレスなどがありましたか。 

    ① 「はい」と答えた方 は、それはどのような事が原因ですか。 

 

問８ あなたの不満や悩みやつらい気持ちを受け止めてくれる方、耳を傾けてくれる方は 

いますか。 

 

図 10 「はい」と回答した人の性別 

n=510 

n=271  

ｎ＝男 193  女 308 
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図 13 「いいえ」回答者の割合（６０歳以上） 

（％） 

図 12 不満、悩みを受け止めてくれる人の有無   

                     

 

 

 

 

 

 

 

１－２ うつ病について 

 

 

「いいえ」と回答した方が 36.7％で、60 歳以上の男性では「いいえ」が 46.7％とやや高く

なっています。（図 14、図 15） 

 

図 14 「うつ病のサイン」を知っていますか         図 15 「いいえ」回答者の割合（６０歳以上） 

                            

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 16 自分自身の「うつ病のサイン」に気づいたときに利用したい機関                             

 

 「精神科やかかりつけ医」など医療

機関を選択している人が 67.2％とな

っています。一方、「何も利用しない」

との回答が 18.2％となっています。

（図 16）  

 

問９ あなたは「うつ病のサイン」を知っていますか。 

問１０ もしあなたが自分自身の「うつ病のサイン」に気づいたとき、以下のうち、どれを利

用したいと思いますか。 

   ① 「何も利用しない」と答えた方におたずねします。それはなぜですか。 

 

女性 n=181 男性 n=120 n=510 

n=510 

（％） 

女性 n=181 男性 n=120 

n=510 

（％） 
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① 何も利用しない理由では、「相談しても治らないと思う」35.5％、「精神的な悩みを話すこ

とに抵抗がある」33.3％の順で、男性では「相談しても治らないと思う」が 44．1％、「精神科

受診に抵抗がある」26.5％において、女性よりも高い率を示しています。一方、女性では「ど

れを利用していいかわからない」「自分はうつ病にならないと思う」「時間の都合がつかない」

の回答が男性に比べ高くなっています。（図 17） 

図 17 「何も利用しない」理由  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 18 身近な人の「うつ病のサイン」に気       

づいたとき医療機関等を勧めますか    「はい」89.0％、「いいえ」7.3%、「無記入」3.7％      

と回答しています。厚労省調査では「勧める」  

が 71.4％であり、本町の方が高い割合となって 

います。（図 18） 

自分自身のうつ病のサインに気づいたとき医 

療機関等を利用したいと回答した人は 79.1％で 

あり、自分は利用しないが家族には勧める人が 

10％程度いる結果です。         

 

１－３ 自殺について 

 

 

 

 

 

 

 

問１１ もし、あなたが家族など身近な人の「うつ病のサイン」に気づいたとき、医療機関や 

相談機関に相談することを勧めますか。 

 

問１２ あなたは、今までに自殺したいと思ったことがありますか。 

   ① 「はい」と回答した方におたずねします。 

          あなたは、この１年間で自殺したいと思ったことがありますか。 

   ② １年以内に自殺したいと思ったことがある方におたずねします。 

          その理由や原因はどのようなことですか。 

   ③ そのように考えたときどのようにして乗り越えましたか。 

 

（％） 

n=510 

35.5
33.3

24.7

22.6

21.5

21.5

20.4

15.1

5.4

44.1

32.4

20.6

17.7

23.5

23.5

26.5

8.8

5.9

30.5

33.9

25.4

23.7

20.3

20.3

16.9

16.9

5.1

相談しても治らないと思う

精神的な悩みを話すことに抵抗あり

どれを利用していいか分からない

自分はうつ病にならないと思う

お金がかかることは避けたい

自然に治ると思う

精神科受診に抵抗がある

時間の都合がつかない

無記入

全体 男 女 n=全体93、男性34、女性59
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（％） 

（％） 

今までに自殺したいと思ったことがありますかの問いに「はい」と回答した人は 102人 

（20.0％）で５人に１人という結果となっています。 

厚労省調査では、「自殺をしたいと考えたことがある」と回答した人は 23.6％と近い値を

示しています。 

 ① 「はい」と回答した人のうち、 30 人（29.4％）が「この１年以内で自殺したいと思ったこと

がある。」と回答し、厚労省調査では 18.9％と本町アンケート結果の方が 10ポイント程度高

い値となっています。(図 19) 

 

図１9 今までに自殺したいと思ったことがありますか 

                        

 

 

 

 

 

 

 

図 20 １年以内に自殺したいと思った理由          

② １年以内に自殺したいと思った 

理由としては、「仕事の問題」 40.0％、

「経済的な問題」、「病気など健康の問

題」、 「家庭の問題」がそれぞれ 

30.0％となっています。（複数回答） 

（図 20） 

 

図 21  そのように考えたとき、どのようにして         

乗り越えましたか                         ③ そのように考えたときにどのように

して乗り越えましたか。（複数回答）の

問いに対しては、「他のことで気を紛ら

わせた」36.7％、「身近な人に悩みを

聞いてもらった」「何もしなかった」が

33.3％と上位を占めています。（図 21） 

 

 

 

①１年以内に自殺したいと思った 

n=30 

n=510 n=102 

n=30 
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（％） 

（％） 

 

  

 

「耳を傾けてじっくりと話を聞く」 54.1％、「医療機関にかかるように勧める」14.5％、「相

談機関に相談するよう勧める」12.4％となっていますが、「死んではいけないと説得する」

「バカなことを考えるなと叱る」などの回答が各 8.0％となっています。60歳以上の男性では

「バカな事を考えるなと叱る」が 14.2％と多く、「じっくりと話を聞く」が 41.7％、「医療機関に

勧める」が 11.7％と少ない結果となっていますが、「相談機関を勧める」は 20.8％と高くなっ

ています。(図 22) 

 

 図 22 「死にたい」と打ち明けられた時の対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

１－４ 「こころの健康相談」の周知度等 

 

 

 

 

こころの健康相談を知っている      27.1％ 

こころの健康づくりに関心がある  57.5％ 

こころの健康づくりに取り組んでいる   29.0％   という結果でした。（図 23）                              

 

 図 23 「こころの健康相談」の周知度等     

 

 

 

 

 

 

問１３ もし、身近な人から「死にたい」と打ち明けられたら、どのように対応しますか。 

     

問１４ 森町保健センターで実施している「こころの健康相談」について知っていますか。 

問１５ あなたはこころの健康づくりに関心がありますか。 

問１６ あなたはこころの健康づくりに取り組んでいますか。 

 

29.0

57.5

27.1

66.9

38.0

69.4

4.1

4.5

3.5

こころの健康づくりに取り組んでいる

こころの健康づくりに関心がある

「こころの健康相談」を知っている はい

いいえ

無記入

n=510 
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こころの健康相談事業 

年 度 面 談 電 話 

平成 21年度 
11月～実施  

保健師     月２回      ７名 
２～３月実施                 ３名 

平成 22年度 
臨床心理士 年６回 

保健師    年 17回     13名 

９月１日～「ＳＯＳ森町 命の電話」 

事業開始（24時間相談体制）    ５名 

平成 23年度 
臨床心理士 年６回 

保健師     月２回      13名 

保健センター 随時           ２名 

専用電話 夜間、休日         

平成 24年度 

臨床心理士 年６回 

保健師     月２回       ７名 

 訪問                  １名 

保健センター 随時           ７名 

専用電話 夜間、休日         

平成 25年度 

臨床心理士 年６回 

保健師     月２回      15名 

 訪問                  ９名 

保健センター 随時           ６名 

専用電話 夜間、休日          

平成 26年度 

臨床心理士 年６回 

保健師     月２回       ９名  

  訪問                 １名 

保健センター 随時            ２名 

（専用電話廃止、日中のみ） 

平成 27年度 
臨床心理士 年６回 

保健師     月２回       ９名 
保健センター 随時            ３名 

平成 28年度 保健師    月２回       ２名 保健センター 随時            １名 

平成 29年度 保健師     月２回       ３名 保健センター 随時            ２名 

  

「こころの健康相談」利用者は年々減少しており、特に平成 28 年度以降は、臨床心理士に

よる相談が終了したことが減少の理由と思われます。 

  広報紙や啓発ポスターへの掲載により、相談日を周知し利用を呼びかけていますが、「こ

ころの健康に関するアンケート」では、森町保健センターで実施している「こころの健康相談」

を知っている人が 27.1％と３割にも満たない状況でした。 

 今後もわかりやすい相談窓口の周知と共に、 

関係課窓口に案内チラシを置くなど 

周知方法の検討が必要です。  

 

  

  相談先：森町保健センター ３－２３１１ 

３ これまでの取り組み 

相談先   森町保健セン
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人材養成事業 

年 度 ゲートキーパー研修 

平成 22年度 
「うつ病の理解と援助方法」 

札幌医療大学教授 吉野 淳一 氏   53名 

平成 23年度 
「新型うつ病を含むうつ病の理解と対応」 

札幌医療大学教授 吉野 淳一 氏   55名 

平成 24年度 
「身近な人がうつになったら」 

札幌心の相談センター 安住昌泰 氏  76名 

平成 25年度 

 

「支えあおう、心といのち、今、私たちができること」 

ＮＰＯ法人「小野呂」理事長 湯浅 弥 氏      56名 

平成 26年度 
「孤立させない地域を創る」〜自殺企図のある方への支援について 

ＮＰＯ法人「小野呂」理事長 湯浅 弥 氏      44名 

 

人材養成事業 

年 度 支援者研修会 

平成 22年度 
「こころの健康相談の対応について」  

渡島保健所保健師            12名 

平成 23年度 
「統合失調症（自殺念慮のある）方への支援」 

臨床心理士 諏訪 麻依子 氏   13名 

平成 24年度 
相談支援者研修会           

臨床心理士 諏訪 麻依子 氏   12名 

平成 25年度 
「傾聴について」 

北海道メンタル評議会理事長 東舘 麻知子 氏    21名 

平成 26年度 

「精神疾患があっても暮らしやすい町づくりを考える 

〜ボランティアができること」 

道教育大函館校准教授 斎藤 征人 氏 21名 

平成 27年度 
「自傷行為を繰り返す方への支援」 

臨床心理士 寺尾 尚 氏    18名 

平成 28年度 
「法的トラブルと自殺対策」  

法テラス弁護士 葛西 秀和 氏    32名 

平成 29年度 
「森町の自殺予防対策～計画策定に向けて～」 

渡島保健所保健師            62名 

ゲートキーパー養成講座は、町民と関わる機会の多い立場の方々を対象に実施しました

が、平成 27 年度以降は支援者研修会のみとなっていました。平成 29 年度は計画策定をテ

ーマに対象者を拡大して実施したため多くの参加がありました。今後も地域のつながり強化

のためにこれらの研修会は重要と位置づけ取り組みます。 
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年 度 研修・会議（保健師） 

平成 21年度 

・支援者スキルアップ研修                           北斗市 

・行政課題研修「自殺予防対策」                      札幌市 

・「相談・支援者のための自立予防ゲートキーパー研修」  北斗市 

平成 22年度 
・行政課題研修「自殺対策」                          札幌市 

・「北海道自殺未遂者支援講演会」                    札幌市 

平成 23年度 
・自死遺族の会「癒しの会」見学(札幌医療大学)         札幌市 

・専門研修「自殺対策研修」                          札幌市 

平成 24年度 ・自殺未遂者支援研修会                            札幌市 

平成 25年度 

・専門研修「自殺対策研修」                          札幌市 

・自殺予防のためのアルコール依存症専門研修会       函館市 

・自殺未遂者支援研修会                            札幌市 

・渡島保健所管内自殺予防対策地域連絡会議          函館市 

平成 26年度 
・渡島保健所管内自殺予防対策地域連絡会議          函館市 

・行政課題研修「自殺対策」                          札幌市 

平成 27年度 
・依存症支援者会議                                函館市 

・渡島保健所管内自殺予防対策地域連絡会議          函館市 

平成 28年度 ・南渡島自殺未遂者支援地域検討会議                函館市 

平成 29年度 
・南渡島自殺未遂者支援地域検討会議                函館市 

・ケア研修                                        函館市 

 

 

こころの健康づくり教室 

年 度 事業内容 

平成 23年度 ・リラックスヨガ教室 ４回 ３２名   ・笑いヨガ教室      ２回 ３４名 

平成 24年度 ・リラックスヨガ教室 ４回 ２０名  ・カラーセラピー教室 １回 ３９名 

平成 25年度 
・リラックスヨガ教室 ４回 ２９名  ・カラーセラピー教室 １回 ３８名 

・笑いヨガ教室    １回 １６名  

平成 26年度 ・リラックスヨガ教室 ５回 ５３名  ・カラーセラピー教室 １回 ３１名 

平成 27年度 ・リラックスヨガ教室 ６回 ７７名 

平成 28年度 ・リラックスヨガ教室 ５回 ７９名 

平成 29年度 ・リラックスヨガ教室 ５回 ６６名 
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普及啓発事業 

年 度 事業内容 

平成 22年度 

・「心の健康相談事業」「いのちの電話番号」等を広報に毎月掲載 

・自殺予防啓発リーフレット「かけがえのない命をみんなで守ろう」 

全戸配布 

・ゲートキーパー研修会の実施状況が新聞記事に掲載される 

平成 23年度 

・「心の健康相談事業」「いのちの電話番号」等を広報に毎月掲載 

・自殺予防啓発オリジナルリーフレット全戸配布 

・自殺予防啓発リーフレット「あなたのまわりに悩み、苦しんでいる人はい 

ませんか？」全戸配布 

・ゲートキーパー研修会の実施状況が新聞記事に掲載される 

平成 24年度 
・「心の健康相談事業」「いのちの電話番号」等を広報に毎月掲載 

・心の健康相談ＰＲグッズ作成、配布 

平成 25年度 

 

・「心の健康相談事業」「いのちの電話番号」等を広報に毎月掲載 

・自殺予防啓発オリジナルリーフレット 全戸配布 

・公共施設のトイレに自殺予防チェックリスト等啓発ポスター貼付 

平成 26年度 

・「心の健康相談事業」「いのちの電話番号」等を広報に毎月掲載 

・自殺予防啓発オリジナルリーフレット 全戸配布 

・公共施設のトイレに自殺予防チェックリスト等啓発ポスター貼付 

平成 27年度 
・「心の健康相談事業」「いのちの電話番号」等を広報に毎月掲載 

・公共施設のトイレに自殺予防チェックリスト等啓発ポスター貼付 

平成 28年度 
・「心の健康相談事業」「いのちの電話番号」等を広報に毎月掲載 

・公共施設のトイレに自殺予防チェックリスト等啓発ポスター貼付 

平成 29年度 
・「心の健康相談事業」「いのちの電話番号」等を広報に毎月掲載 

・公共施設のトイレに自殺予防チェックリスト等啓発ポスター貼付 

※ 平成 21年度～平成 26年度 北海道自殺対策緊急強化推進事業費補助金活用 
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第３章 自殺対策の基本的な考え方 

 

※  

 

国が定める「地域自殺対策政策パッケージ」において、全ての自治体で取り組むこ 

とが望ましいとされた「基本施策」と、森町の自殺の実態を踏まえてまとめた「重点施

策」を組み合わせ、地域の特性に応じた実効性の高い施策を推進していきます。 

また、庁内の多様な既存事業を「生きることを支える取り組み」として、施策に盛り 

込むことで、より包括的・全庁的に自殺対策を推進して行きます。 

 

※        

※  

※  

 

 

 

 

  

  

※  

※  

※  

※  

※  

※  

※  

※    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「重点施策」 

❖高齢者の自殺対策の推進❖ 

❖生活困窮者への自殺対策の推進❖ 

❖勤務・経営に関わる自殺対策の推進❖ 

 

 

 

 

「基本施策」 

❖地域での実践的な取組体制の強化❖ 

❖自殺対策を支える人材の育成❖ 

❖町民への啓発と周知❖ 

❖生きることの促進要因への支援❖ 

❖子ども・若者向けの支援❖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 基本的な考え方 
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 自殺は地域全体で防ぐことができるという視点に立って、地域の人々、関係機関、

行政が緊密に連携し、自殺に追い込まれる危険性の高い人に対して、適切な支援を

行う体制を構築します。 

１．うつ病の症状がみられる 

２．原因不明の身体の不調が長引く 

３．酒量が増す 

４．安全や健康が保てない 

５．仕事の負担が急に増える、大きな失敗をする、職を失う 

６．職場や家庭でサポートが得られない 

７．本人にとって価値あるものを失う 

８．重症の身体の病気にかかる 

９．自殺を口にする 

10．自殺未遂に及ぶ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                以下のようなサインを数多く認める場合は、問題に応じた専門家への 

                相談につなげていくことが大切です。 

  

  

                                     

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 内閣府「自殺対策白書」（平成 20年度）  

 

  

 町民一人ひとりが、自殺の原因について理解を深め、不安やストレスに適切に対

応し、自ら相談支援を求めることのできる地域を目指します。 

基本目標１  自分自身の心のＳＯＳに関心を持つ 

基本目標２  周囲の人の見守り等の支援体制づくり 

２ 基本目標 

自殺のサイン（自殺予防の十か条） 



20 
 

 

 

 

 

①　地域における連携・取組体制の強化

②　特定の問題に対する連携・ネットワークの強化

①　さまざまな分野でのゲートキーパーの養成

②　自殺対策支援者等の資質の向上

③　家族や地域支援者への支援

①　リーフレット・ポスター等による周知・啓発の推進

②　広報紙等を活用した啓発活動

③　まちづくり関連事業を通じた周知・啓発の推進

①　居場所づくりへの支援

②　家族会等の運営・活動支援

③　自殺のリスクを抱える可能性のある人への支援

④　地域全体の自殺リスクの低下

⑤　妊産婦への支援の充実

⑥　子育て世帯に対する支援

⑦　相談支援体制の充実

⑧　自殺未遂者への支援

⑨　遺された人への支援

①　相談体制の充実

②　いじめを苦にした子どもの自殺の予防

③　ネットコミュニケーション見守り活動の推進

④　命を大切にする教育の推進

⑤　メッセンジャーツールを活用した相談体制の整備検討

①　社会参加の強化と孤独・孤立の予防

②　見守り体制の整備

③　高齢者の健康不安・介護不安に対する支援の推進

④　介護者への支援の推進

⑤　包括的な支援体制の整備

(2)
生活困窮者への自殺対策
の推進

ー ①　生活困窮を抱えたハイリスク者に対する個別支援

勤務・経営に関わる自殺 ①　職場のメンタルヘルス対策の推進

対策の推進 ②　勤務問題の理解と相談先の周知の推進
ー

ー

ー

ー

２　重点的な取り組み（重点施策）

子ども・若者向けの支援

(1) 高齢者の自殺対策の推進

(3)

(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)

(1)

１　基本的な取り組み（基本施策）

ー

ー

(2)
自殺対策を支える人材の
育成

地域での実践的な取組
体制の強化

３ 施策の体系 
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第４章 自殺対策の具体的な取り組み 

 

 

（１） 地域での実践的な取組体制の強化 

  森町自殺対策計画を策定し、計画に基づき各種施策を推進するため、地域の人材・資源 

を把握し、また様々な分野の取り組みを密接に連携させ、自殺対策を地域づくりとして実践 

的に取り組む体制の確保に努めます。 

 

 ① 地域における連携・取組体制の強化 

自殺対策においては、医療、保健、福祉、生活、教育、労働等様々な関係機関のネットワ 

ークづくりが重要です。町民と行政、関係機関が顔の見える関係を築きながら協働し、地域

で支え合えるまちづくりを推進します。 

事業名 事業概要 取組内容 係名 

森町自殺対策

推進協議会

（仮称） 

関係機関等とのネットワ

ークの構築・連携強化を

図ります。 

行政、関係機関、団体等の代表者等で構

成する協議会を設置し、相互の密接な連

携を確保し、森町における自殺対策を総

合的かつ効果的に推進します。 

健康増進係 

森町自殺対策

庁内連絡会議 

関係課における自殺対策

関連事業を明らかにし、

内容強化を図ります。 

連絡会議を開催し、自殺に関する情報の

共有と課題の検討等を行い、連携を強化

しながら自殺対策に取り組みます。 

関 係 課 

 

 

 ② 特定の問題に対する連携・ネットワークの強化 

  様々なリスクを抱え問題が複雑化する前に、より早い段階での問題解決ができるよう、各 

分野における対策協議のための体制強化を図ります。 

事業名 事業概要 取組内容 係名 

森町障害者自

立支援協議会 

医療・保健・福祉・教育等

に関係する機関とのネット

ワークを構築します。 

障がい者自立支援協議会において、障が

い者や家族等が地域で安心して生活を送

ることが出来るよう、自殺対策の視点も加

え、検討していきます。 

障がい者支援係 

森町要保護児

童対策地域協

議会 

子どもの虐待等の対策を

協議するために関係者会

議を開催し、連絡体制を

強化します。 

森町要保護児童対策協議会を開催し、関

係者間のネットワークを構築しながら、個

別ケースの検討を行い、事例に対して情

報を共有し、対応を協議します。 

子育て支援係 

健康増進係 

学校教育係 

保 育 所 

幼 稚 園 

警 察  等 

１ 基本的な取り組み（基本施策） 
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（２） 自殺対策を支える人材の育成 

  自殺対策を支える人材の育成は、対策を推進する上での基礎となる重要な取り組みです。

町では関係者だけでなく、町民を対象とした研修等を開催することで、地域の取り組みの担

い手・支え手となる人材の育成に努めます。 

 

① さまざまな分野でのゲートキーパーの養成 

「こころの健康に関するアンケート調査」（以下、アンケート調査）によると「うつ病のサイン」 

を知らない人が 36.7％となっています。自身の「うつ病のサイン」に気づいても、「何も利用し   

ない」と答えた方では「相談しても治らないと思う」35.5％、「精神的な悩みを話すことに抵抗 

がある」33.3％との回答が上位を占めています。   

また、「１年以内に自殺をしたいと思った」方の内、33.3％は家族や知人、職場の同僚など 

身近な人に悩みを聞いてもらい乗り越えたと回答しています。 

「うつ病」の理解を深めること、早めに相談機関や周囲の身近な人に相談し合える環境づ

くりをすることが求められます。 

多くの町民がゲートキーパー養成講座を受講することで、うつ病や自殺対策に関心を持ち、 

望ましい対応が出来ることを目指して講座を開催します。 

事業名 事業概要 取組内容 係名 

さまざまな分

野でのゲート

キーパーの 

養成 

健康推進委員を対象とす

るゲートキーパー養成講座

を開催します。 

地域でリスクが高いと思われる町民がい

た場合に、相談機関につなぐ等の対応

がとれるようゲートキーパー養成講座を

開催し人材を養成します。 

健康増進係 

食生活改善推進員を対象

とするゲートキーパー養成

講座を開催します。 

食生活を切り口に、町民の生活状況を

把握する機会がある食生活改善推進員

が、自殺のリスクが高い町民を把握した

場合には、相談機関につなぐ等の対応

がとれるよう、ゲートキーパー養成講座

を開催し人材を養成します。 

健康増進係 

民生・児童委員を対象とす

るゲートキーパー養成講座

を開催します。 

町民の相談窓口として、困難な問題を抱

え自殺のリスクが高いと思われる人を、

専門機関につなぐ等の対応がとれるよう

ゲートキーパー養成講座を開催します。 

住民生活係 

民 生 係 

健康増進係 

町内会役員等を中心に地

区住民へのゲートキーパ

ー養成講座を開催します。 

町内会等でのゲートキーパー養成講座

を開催し、地域でリスクが高いと思われ

る町民がいた場合に、相談機関につな

ぐ等の対応がとれるよう知識の普及啓

発を図ります。 

住民生活係 

民 生 係 

健康増進係 
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事業名 事業概要 取組内容 係名 

さまざまな分

野でのゲート

キーパーの 

養成 

民間保育所等の保育士に

対し、ゲートキーパー養成

講座の案内と受講の推奨

を行います。 

こころの健康への理解を深め、ゲートキ

ーパーの役割を認識しながら相談対応

できるよう資質の向上を図ります。 

健康増進係 

子育て支援係 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

② 自殺対策支援者等の資質の向上 

 町職員等の対応力向上、自身の心のケア等に係る研修により資質の向上に努めます。 

事業名 事業概要 取組内容 係名 

支援者研修会 

研修会を通じて、自殺対

策への対応力向上と自身

のこころのケアを推進しま

す。 

自殺対策従事者等を対象に対応力向上

と自身のこころのケアに係る研修を実施

します。 

健康増進係 

町職員への    

研修 

新任者及び窓口業務担

当の町職員を対象とする

ゲートキーパー養成講座

を開催します。 

自殺のリスクを抱えた来庁者がいた場

合、気づき役としての役割を担えるように

窓口担当職員並びに新任職員、保育所・

幼稚園職員、配食サービス従事者等に対

しゲートキーパー養成講座を開催します。 

人事厚生係 

健康増進係 

関 係 課 

地域保健スタ

ッフの資質の

向上 

職員の資質向上を図りま

す。 

保健師等が自殺対策に関する研修会等

に参加するなど、各種研修機会を活用

し、職員の資質向上を図ります。 

健康増進係 

救急隊員の技

能向上 

救命率向上や良好な予

後を目指し、救急救命士

を含む救急隊員の知識・

技術の向上のため、各種

訓練・研修を実施します。 

自損行為による救急現場は外的要因に

よるものがほとんどを占める事から、外傷

や中毒症例等への対応力の向上に努め

ます。 

救 急 係 



24 
 

事業名 事業概要 取組内容 係名 

通信指令員の

技能向上 

自損行為者への適切な

救急対応に繋げる事を目

指し、通信指令員の知

識・技術を向上させるた

めに各種訓練・研修を実

施します。 

自損行為による救急要請は情報聴取に

苦慮することが少なくない事から、コミュニ

ケーションスキルを始めとする通信技術

の向上に努めます。 

救 急 係 

 

 

③ 家族や地域支援者への支援 

 ボランティア等地域で自殺対策に取り組む人・団体等の活動支援に努めます。 

事業名 事業概要 取組内容 係名 

認知症サポー

ター養成講座 

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。 

認知症サポーターが、認知症介護者の自

殺リスクの早期発見と対応について理解

し、気づき役としての役割を担えるよう支

援します。 

健康増進係 

包括支援係 

民生・児童委

員事務（相

談、支援等） 

民生・児童委員による地

域の相談、支援等を実施

します。 

同じ地域住民として気軽に相談できるな

ど、困難な問題を抱えている人の最初の

窓口となり、見守り活動を推進します。 

住民生活係 

民 生 係 

森町ボランテ

ィアセンター

の運営 

各種ボランティア団体の

活動の拠点として団体の

育成、相談、連絡調整、

情報提供を実施。ふまね

っと運動サポーター・傾聴

ボランティアの養成等も行

います。 

高齢者の生きがいづくり、高齢者や障が

い者向けの傾聴ボランティア等、自殺対

策にもつながるボランティアの養成講座を

開催し、ボランティアの人材確保や育成を

図ります。 

社会福祉協議会 

 

 

（３） 町民への啓発と周知 

  町民との様々な接点を活かして相談機関等に関する情報を提供するとともに、町民が自 

殺対策について理解を深められるよう、講演会等を開催します。また、地域の広報媒体等を 

活用し、地域全体に向けた啓発や相談先情報の周知に努めます。 

 ① リーフレット・ポスター等による周知・啓発の推進 

  さまざまな機会を活用して、自殺対策に関する総合的な情報提供に努めます。 
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事業名 事業概要 取組内容 係名 

こころの健康

づくり事業（周

知・啓発） 

リーフレットの配布や公共

施設トイレへのポスター

の掲示などにより周知、

啓発を行います。 

広く町民の目に留まるよう、リーフレットを

配布したり、公共施設のトイレにポスター

を掲示し、町民の自殺問題に対する理解

の促進と啓発を図ります。 

健康増進係 

高齢者向け事

業を利用した

啓発・周知の

推進 

入浴助成券の発行、外出

支援サービス、福祉灯油

の助成などの事業を活用

し啓発・周知を行います。 

自殺対策に係るリーフレット（高齢者向け

相談機関の窓口一覧等）等を、助成券と

合せて交付することで、周知を図ります。 

福 祉 係 

介護保険係 

 

 ② 広報紙等を活用した啓発活動 

事業名 事業概要 取組内容 係名 

広報紙を通じ

た周知・啓発 

町広報紙を毎月１日に発

行し、全戸配布(約 7,200

世帯)しています。 

「いのちの電話」等相談連

絡先を毎月掲載するな

ど、自殺対策関連記事を

掲載します。 

広報紙に自殺対策に係る記事を掲載する

ことで、町民に相談先を周知し、自殺対策

の必要性などの啓発により各種事業・支

援施策に関する情報を提供します。 

広報広聴係 

健康増進係 

町公式ホーム

ページを通じ

た周知・啓発 

町公式ホームページ

（SNS含む）の維持管理

を行うとともに、自殺関連

記事を掲載します。 

自殺対策に関連した記事を掲載すること

で、広く周知や啓発を図ります。 

広報広聴係 

健康増進係 

健康づくりアク

ションプランと

の連動強化 

「自殺者の減少」を評価指

標として「こころの健康づ

くり」に取り組んでいます。 

アルコール依存症も自殺

リスクを高める可能性が

あることから、適正飲酒に

ついて啓発・周知を行い

ます。 

健康づくりアクションプランと連動させなが

ら「こころの健康づくり」に取り組みます。

また、次期計画においては、「自殺対策計

画」と一体的に策定することで、健康づく

りと生きることの包括的支援の連動性を

高めて行きます。 

健康増進係 

メッセンジャー

ツールを利用

したいじめ・自

殺相談事業の

周知 

LINE等を利用したいじ

め・自殺相談の事業化を

検討し、これらの周知に

努めます。 

事業の周知により、身近な相談ツールと

して認知され、利用者が増えることで、い

じめや自殺が減少することを目指します。 

情報管理係 
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③ まちづくり関連事業を通じた周知・啓発の推進 

事業名 事業概要 取組内容 係名 

森町総合開発

振興計画策定

業務 

森町のあるべき姿と進

むベき方向についての

基本的な指針として、10

年間の基本的方向と施

策を取りまとめる町の全

体計画を策定（平成 30

～39年度） 

総合計画中でこころの健康づくりや自殺

対策事業について言及することにより全

庁的に対策を実行する推進力となるほ

か、町民に対して町が対策に取り組んで

いることを周知します。 

計 画 係 

森町まち・ひと・

しごと創生総合

戦略策定業務 

第２次森町総合開発振

興計画の下位に位置付

けられた人口減少に対

応するための基本的な

方向と事業をまとめ、進

捗管理を行う「まち・ひ

と・しごと創生総合戦略」

を策定（平成２７～３１年度） 

総合戦略中でこころの健康づくりや自殺

対策を人口減少対策事業と位置付けるこ

とで、事業実施の推進力となるほか、町

民に対して町が対策に取り組んでいるこ

とを周知します。 

計 画 係 

森町移動町長室 

移動町長室を開催する

ことにより、町民参画に

よるまちづくりの推進を

図り、もって町民と行政

の協働(パートナーシッ

プ)によるまちづくりを目

的とします。 

自殺対策に言及することで、住民への啓

発の機会として活用を図ります。 

※団体（町内会等）からの申請により開

催。 

広報広聴係 

 

 

（４） 生きることの促進要因への支援 

  自殺に追い込まれる危険性が高まるのは、「生きることの促進要因」よりも「生きることの 

阻害要因」が上回った時です。そのため、「生きることの促進要因」を増やすための取り組み 

を行うことによって、自殺リスクを低下させる必要があります。こうした点を踏まえて、森町で 

は「生きることの促進要因」の強化につなげ得る様々な取り組みの推進に努めます。 

 

① 居場所づくりへの支援 

 自分自身の存在が尊重されていることを実感でき、安心できる場所としての「居場所」、ま 

た、物理的な空間だけでなく、信頼できる仲間と継続的に関わることのできる機会としての 

「居場所」づくりに取り組みます。 
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事業名 事業概要 取組内容 係名 

心身障がい者

のつどい「ふ

れあいの森」

交流事業 

心身障がい者等 6団体と

町民が交流と親睦を深め

る集いを実施します。 

心身障がい者の居場所や生きがいづく

り、リフレッシュするための支援をします。 
社会福祉協議会 

森町交流セン

ター（憩いの

森・あつま～

れ））事業 

森町社会福祉協議会事

務所に併設のスペースで

子どもから高齢者まで気

軽に立ち寄れるサロンを

開設しています。 

個人や地域の団体がサロンスペースを自

由に活用することで、居場所づくり、ストレ

ス解消、閉じこもり防止により自殺リスク

の軽減を図ります。 

社会福祉協議会 

小地域ネット

ワーク事業 

高齢者・障がい者世帯の

見守り訪問・援助活動と

地域住民の交流、支え合

い活動などを支援します。

会費の還元、町内会ごと

の福祉委員の委嘱、研修

等を実施しています。 

見守り訪問や援助活動を通じて発見さ 

れた、支援が必要な事例について、関 

係機関と連携しながら対応します。 

各町内会における実施内容を共有し、地

域住民が安心して生活できるよう、自殺

対策の視点も加えて研修会を実施しま

す。 

社会福祉協議会 

さくら体操及

びふまねっと

教室 

一般町民を対象にさくら

体操やふまねっとの教室

を定期的に開催します。 

体を動かすことで心身のリフレッシュや交

流により自殺リスクの軽減に努めます。 
社会福祉協議会 

子育てサロン

支援 

子育てサロンとして、定期

的に保健センターを自由

解放します。 

孤立しがちな親子がサロンで自由に遊び

や交流を通じてストレスの解消ができ、お

互いの信頼関係を築くことで、自殺リスク

の軽減が図れるよう、場の提供を継続し

ます。 

健康増進係 

プレママほっ

とサロン 

妊婦が交流する機会とし

て年３回実施します。 

当事者同士が交流することで、お互いに

相談相手としてサポートし合う関係を作

り、不安の軽減が図れるよう支援します。 

健康増進係 

子育て教室 

対象年月齢別に、子育て

教室（はいはい教室、ぽ

んぽこ教室）を開催しま

す。 

母親同士が交流しながら仲間づくりがで

き、相談し合う関係づくりができるよう支

援します。 

母親の状況把握により、ストレスの有無な

ど自殺のリスクに気づき、必要な支援に

つなげるよう努めます。 

健康増進係 
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事業名 事業概要 取組内容 係名 

精神障がい者

回復者クラブ

支援、サポー

ター支援 

精神障がい者回復者ク

ラブや精神障がい者支

援ボランティア団体の活

動を支援します。 

本人や家族を包括的・継続的に支援するこ

とでリスクの軽減を図ります。 

サポーターに自殺関連の研修会受講を推

奨し、回復者が自殺のリスクを抱えた際

に、早期に気づき、自殺対策の視点を持っ

て、必要な支援や専門機関につなぐなどの

対応が出来るよう支援します。 

健康増進係 

断酒会活動 

支援 

断酒会活動を支援しま

す。 

アルコール依存は家庭不和や生活上の問

題を抱え、地域社会で様々な困難を抱える

可能性があり、自殺リスクが高くなる場合

があるため、断酒会活動を支援すること

で、リスク軽減を図ります。 

健康増進係 

福祉用具貸出

事業 

車椅子や、シルバーカー

等を無料で貸出します。 

車椅子等の無料貸出によって、外出しやす

い環境の整備に努めます。 
社会福祉協議会 

 

 ② 家族会等の運営・活動支援 

  高齢者や障がい児・者を支える家族の負担軽減を図り、介護者や家族が交流を通じて悩

みやストレスの解消を図り、支え合いが強化できるよう支援します。 

事業名 事業概要 取組内容 係名 

認知症の人と

共に歩む会活

動支援 

認知症の人と共に歩む

会の運営や活動を支援

します。 

介護者への支援は自殺総合対策大綱でも

社会全体の自殺リスクを低下させる取り組

みとされていることから、家族の負担軽減、

介護者支援団体への活動支援を行います 

健康増進係 

包括支援係 

森町手をつな

ぐ育成会事務

局支援 

自主活動、施設見学、療

育旅行等団体活動の運

営を支援します。 

知的障がい者の居場所や生きがいづくり、

リフレッシュするための支援を通じて、自殺

リスクの軽減を図ります。 

社会福祉協議会 

発達障がい児

の保護者会

（虹色の会）活

動支援 

発達障がい児の保護者

会（虹色の会）活動を支

援します。 

当事者同士の交流により、共感や癒しの

効果が期待されることから、不安軽減を図

れるよう支援します。 

保健師が母親との面談により相談対応を

し、必要に応じて関係機関につなぐことで

自殺対策の強化を図ります。 

健康増進係 

森町身体障害

者福祉協会事

務局支援 

障害者週間記念行事、

定例会の運営等を支援

します。 

身体障がい者の生きがいづくりやリフレッ

シュするための支援を通じて自殺リスクの

軽減を図ります。 

社会福祉協議会 
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③ 自殺のリスクを抱える可能性のある人への支援 

  自殺のリスクを低下させるため、保健・福祉をはじめさまざまな分野において、地域での 

支援・相談体制を充実させるとともに、わかりやすい相談窓口情報の提供や経済負担の軽 

減等に取り組みます。 

事業名 事業概要 取組内容 係名 

こころの健康

づくり事業（相

談・教室） 

こころの健康相談、ここ

ろの健康づくり教室を実

施します。 

自殺のリスク軽減を図り、必要な支援につ

なげるよう、こころの健康相談やこころの健

康づくり教室を実施します。 

健康増進係 

精神障がい

者・家族への

個別支援 

精神障がい者及び家族

に対する個別支援（電

話・訪問指導）を行いま

す。 

精神疾患の困難事例では、家族のストレス

も大きく対応に苦労している場合が多いた

め、保健師による個別支援をしながら、医

療機関やサービス提供機関等との連携に

より、自殺リスクの軽減を図ります 

健康増進係 

障がい者支援

に関する事務 

障がい者を対象とする

相談支援を実施しま

す。 

相談支援により障がい者が抱える様々な

問題の解決を図ることによって、自殺の発

生リスクの軽減を図ります。 

障がい者支援係 

障がい児相談

支援に関する

事務 

障がい児の保護者を対

象に相談支援を実施し

ます。 

障がい児を抱えた保護者への相談支援の

提供により、保護者に過度の負担がかか

るのを防ぎ、自殺リスクの軽減を図ります。 

障がい者支援係 

児童虐待防

止、ＤＶ被害者

への支援 

児童相談所等関係機関

との連携により、子ども

の虐待事例やＤＶ事例

に対応します。 

要保護児童対策地域協議会を開催し、情

報共有により対応を協議します。また、ＤＶ

について、関係機関と連携を図りながら対

応します。 

子育て支援係 

住民生活係 

不妊治療費用

助成 

不妊治療費用の一部を

助成します。 

妊娠を希望する夫婦にとって、不妊は大き

なストレスであり、治療に係る費用負担も

大きいため、費用助成により、それらの負

担軽減が図れるよう支援します。 

国 保 係 

巡回児童相談 

保健センターや自宅を

会場として、巡回児童

相談を行います。 

子どもの発達に関して専門家が相談に応

じることで、母親の負担や不安軽減を図り

ます。また、必要時、他の関係機関へとつ

なげる等の対応をとることで、包括的な支

援を提供します。 

健康増進係 

配食サービス 

65歳以上の高齢者単

独世帯等に夕食を配食

しています。 

配食サービスの利用者が自殺のリスクを

抱えた際に気づけるよう、配食を通して見

守りを行います。 

福 祉 係 

介護保険係 
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生活習慣病 

予防 

特定健診や結果報告会

を実施します。 

健診の機会を活用し、睡眠障害やアルコー

ルの多飲等自殺リスクが高いと思われる

町民に対する支援に努めます。 

健康増進係 

 

 

 ④ 地域全体の自殺リスクの低下 

  地域全体の自殺リスクを低下させるため、「生きることの促進要因」を増やす取り組みを推

進します。 

事業名 事業概要 取組内容 係名 

人権擁護委員 

人権擁護委員（森地区

3名、砂原地区 3名）を

設置し、人権擁護委員

による随時相談、児童

生徒を対象とする人権

教室等を実施します。 

人権問題を始めとする悩み事について随

時相談を受け付けており、相談体制の拡

充を図ります。 

児童生徒に対し、人権教室を開催して、い

じめ問題等をとりあげ、情報の共有を行

い、自殺防止につながる対策として強化を

図ります。 

総 務 係 

住民への相談

事業 

住民への相談事業を行

います。 

月・水・金の午前中、お客様相談を受付し

ています。（広報毎月掲載）。それ以外は、

住民生活係で受付し、抱えた問題について

助言や各窓口へ案内等を行っています。 

住民生活係 

民 生 係 

民生・児童委

員事務（相談、

支援等） 

民生・児童委員による

地域の相談、支援等を

実施します。 

困難な問題を抱えている人が、地域で身近

に相談できる最初の窓口となり、見守り活

動を推進します。 

住民生活係 

民 生 係 

消費生活対策

事業 

消費者相談・情報提供・

啓発を行います。         

消費生活に関する問題について相談受付

や情報提供（函館市消費者センターを案

内、広報毎月掲載）を行います。 

住民生活係 

民 生 係 

障害者差別解

消推進事業 

障がいを理由とする差

別の解消を推進するた

め、相談窓口を設置す

るほか、住民等に対し

周知・啓発を行います。 

障がい者差別に対する相談窓口を設置

し、関係者に対し差別解消に向けた対応を

求めるなど、障がい者が住みやすい地域と

なるよう取り組みを推進し、自殺リスクの軽

減に努めます。 

障がい者支援係 
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⑤ 妊産婦への支援の充実 

事業名 事業概要 取組内容 係名 

母子健康手帳 

交付時 

母子健康手帳の交付

時、保健師による面接

（一部電話）を実施しま

す。 

本人や家族との接触時に状況を把握し、

問題があれば関係機関につなげるなど、

自殺対策を踏まえた対応の強化を図りま

す。 

健康増進係 

妊婦健診等費

用助成 

妊婦一般健康診査費用

や妊産婦健診等交通費

を助成します。 

妊産婦と接触する際には自殺のリスクが

高い層であると認識し、早期発見と対応に

努めるとともに、必要に応じて関係機関と

連携し支援を行います。 

健康増進係 

児童虐待予防

対策事業 

母子支援連絡システム

の活用を図ります。 

乳幼児健康診査を実施

します。 

要保護児童対策地域協

議会により連携を図り

ます。 

子どもへの虐待は、家庭が困難な状況に

あることを示すシグナルであるため、早期

の段階から関与し、医療機関等との連携に

より状況把握に努め、必要な支援につなが

るよう対応します。 

健康増進係 

 

 

 ⑥ 子育て世帯に対する支援 

事業名 事業概要 取組内容 係名 

保育・幼児教

育の実施 

保育所・幼稚園におけ

る保育・子育て相談を

実施します。 

保育所・幼稚園において随時の子育て相談

支援を行うことで、育児ストレスの軽減を図り

ます。 

子育て支援係 

保 育 所 

幼 稚 園 

もりまち子育

てインフォメー

ション 

子育て等に係る相談

先や関係機関等の連

絡先を掲載したリーフ

レットを作成し、保護

者に配布します。 

子育てで困った時、いじめ、不登校、虐待に

関する相談、福祉サービスに関する相談先

等がわかるリーフレットを作成・配布し、安心

な子育てを支援します。 

子育て支援係 

健康増進係 

学校教育係 

障がい者支援係 

福 祉 係 

あいあいクラブ 

妊産婦・新生

児・乳幼児訪

問指導、乳幼

児健康診査 

妊産婦、新生児、乳幼

児等の訪問指導を行

います。 

乳幼児健康診査を実

施します。 

面談時に自殺リスクの高い保護者の早期発

見と対応に努めるとともに、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。 

健康増進係 
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事業名 事業概要 取組内容 係名 

乳幼児健診時

歯科検診、歯

科指導、フッ素

塗布事業 

１２か月、１歳６か月、３

歳児の歯科検診や歯科

指導を行います。また、

就学前の児を対象にフ

ッ素塗布事業を実施し

ます。 

子どもの歯科検診の機会を活用し、家庭

状況や養育状況を把握し、問題を抱えてい

ると思われる家庭に対しては、関係機関と

連携しながら対応します。 

健康増進係 

ひとり親家庭

等の相談窓口 

ひとり親家庭等につい

て、生活全般にわたる

相談に応じ、関係機関

の情報提供等を行いま

す。 

関係機関との連携強化により経済負担の

軽減や住宅、就労に関する悩みなど、生活

全般にわたる相談に応じ、必要時関係機

関を紹介するなど、ひとり親家庭への相談

支援を行います。 

子育て支援係 

ひとり親家庭

等医療費助成 

ひとり親家庭等の入院・

通院自己負担額を助成

します。 

１８歳以下の児童を扶養しているひとり親

家庭等の方、または父母のいない児童の

保険診療による、入院・通院医療費自己負

担額の一部または全額を助成します。 

国 保 係 

 

 

 ⑦ 相談支援体制の充実 

  アンケート調査で、自分自身がうつ病のサインに気づいたとき、相談機関等を利用しない

人の中には「どれを利用したらいいか分からない」24.7％との回答がありました。 

  仕事・病気・経済的な問題・家庭の問題など複数の問題を抱えており、さまざまな問題が

複雑化する前に、より早い段階での問題解決が出来るよう、窓口での連携体制の整備に努

めると共にわかりやすい周知を心がけます。 

事業名 事業概要 取組内容 係名 

総合相談窓口

事業 

福祉サービスの情報提

供・生活全般の相談対

応を行います。 

心配ごと相談窓口として若者から高齢者ま

で気軽に相談出来る体制を整えます。 
社会福祉協議会 

日常生活自立

支援事業 

高齢や障がいにより日

常生活を送る上での判

断に不安がある方を対

象に、生活費の管理、

書類等の預かりなどの

福祉サービスを定期的

に行います。 

高齢者や障がい者が在宅生活を送る上で

の不安解消に向けて、相談体制の充実と

相談窓口情報等のわかりやすい発信に努

めます。 

社会福祉協議会 
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事業名 事業概要 取組内容 係名 

公害環境関係

の苦情相談 

住民からの公害環境に

関する苦情や相談を受

付するとともに早期解

決を図ります。 

悪臭等の住環境に関する近隣トラブルの

悩みは自殺のリスクとなる可能性もあり、ト

ラブルの背景に精神疾患の悪化等が絡ん

でいる場合もあるため、相談対応にあたっ

ては、これらの可能性を考慮し必要に応じ

て相談機関につなぐなどの対応に努めま

す。 

住民生活係 

民 生 係 

 

 ⑧ 自殺未遂者への支援 

  自殺未遂者の再度の自殺企図を防ぐため、地域での専門的ケアや自殺未遂者の抱える

社会的問題への支援が必要なことから、関係機関との連携体制の構築に努めます。 

事業名 事業概要 取組内容 係名 

自殺未遂者ケ

ア等に関する

研修会 

支援機関の専門職員を

対象とする自殺未遂者

への支援についての研

修会を検討します。 

自殺未遂者への精神的なケアや様々な支

援を効果的に行うため、医療機関や関係

機関を対象とする研修を検討します。 

健康増進係 

消 防 本 部 

警 察 

医 療 機 関  

二次医療圏と

の連携 

南渡島自殺未遂者支援

地域検討会議において

関係機関との連携に努

めます。 

会議にて南渡島地域の実状を把握し、自

殺未遂者の精神的ケア及び生活支援等に

ついて関係機関との連携のあり方を検討し

ます。 

保 健 所 

健康増進係 

消 防 本 部 

警 察 

医 療 機 関  

 

⑨ 遺された人への支援 

 自殺により遺された親族等を支援するため、相談体制の整備と情報提供に努めます。 

事業名 事業概要 取組内容 係名 

遺族や知人等

を含めた支援 

各種相談先の情報周知

や保健師による相談体

制の整備に努めます。 

自殺により遺された親族等の支援に係る

情報を提供するとともに、保健師等による

遺族等への相談体制の整備に努めま

す。 

健康増進係 

ひとり親家庭

等医療費助成

（再掲） 

ひとり親家庭等への入

院・通院自己負担額を助

成します。 

１８歳以下の児童を扶養しているひとり親

家庭等の方、または父母のいない児童の

保険診療による、入院・通院医療費自己

負担額の一部または全額を助成します。 

国 保 係 

遺児支援 
児童扶養手当に係る事

務を行います。 

児童扶養手当等により、ひとり親家庭を

支援します。 
子育て支援係 
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（５）子ども・若者向けの支援 

  当町においては、子どもや若者の自殺はほとんどない状況が続いています。 

しかし、子どもや若者の自殺の背景にあるとされる様々な問題（経済・生活問題、家族関

係の不和、心身面での不調など）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

へ対処方法や支援先に関する正確な情報を早い時期から身につけてもらうことは将来の自

殺リスクの低減につながり得るため、学校においては児童の悩みを受け止められるよう相

談しやすい体制を整備するとともに、いじめ対策を推進し、ＳＮＳの活用により若者が相談し

やすい環境の整備に努めます。 

 

 ① 相談体制の充実 

  就学等学校に係る相談事業の推進に努めます。 

事業名 事業概要 取組内容 係名 

教育相談 

教育相談員を１名配置

し、相談者の求めに応じ

て、面談や電話による相

談を行います。 

いじめや不登校、子どものしつけなどにつ

いて、学校以外の場で専門の相談員に相

談ができる機会を提供し、早期の問題発

見や対応につなげます。 

学校教育係 

就学に関する

相談 

相談者の求めに応じて、

面談や電話による相談を

行ないます。 

経済的理由により就学困難な児童生徒に

対し、学用品費や給食費等の援助を行い

ます。 

特別な支援を要する児童生徒の保護者

に対し、一人ひとりの障がいや発達の状

況に応じたきめ細かな相談を行い、関係

機関と連携しながら対応し、課題や悩み

の軽減を図ります。 

学校教育係 

 

 ② いじめを苦にした子どもの自殺の予防 

  いじめのアンケート調査等を通じて、いじめの実態把握に努め相談窓口の周知に努めま 

す。 

事業名 事業概要 取組内容 係名 

いじめに関す

るアンケートの

実施 

各学校において、いじめ

に関するアンケートを実

施します。 

自身がいじめに遭っていないか、周囲で

いじめが起きていないか等について、「い

じめアンケート」を実施し、児童生徒のＳＯ

Ｓを早期に発見し、必要な対策を講じます 

学校教育係 

いじめ・不登校

に関する相談

窓口の周知 

いじめ・不登校に関する

相談窓口一覧を配布しま

す。 

いじめ・不登校に関する相談窓口一覧を

児童生徒や保護者に配布し、いじめの早

期発見、早期対応につなげることで、いじ

めによる自殺リスクの軽減を図ります。 

学校教育係 
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 ③ ネットコミュニケーション見守り活動の推進 

  ネットコミュニケーションを通じたトラブルの未然防止に努めます。 

事業名 事業概要 取組内容 係名 

ネットパトロー

ル 

児童生徒の健全な育成

に資するよう、ネットパト

ロールによる児童生徒の

ネットコミュニケーション

見守り活動を行います。 

北海道が行うネットパトロールにおいて、

自殺願望や予告、その他不適切な書き込

みが発見された場合には、自殺やいじ

め、犯罪等のトラブルに発展しないよう当

該学校へ情報提供し、確認や児童生徒へ

の指導を行います。 

学校教育係 

 

 

 ④ 命を大切にする教育の推進 

  命の大切さを学ぶ学習を推進します。 

事業名 事業概要 取組内容 係名 

命を大切にす

る教育の推進 

道徳科等での学習を中

心とする命を大切にす

る教育を行います。 

命の大切さや思いやりの心が育つように、

道徳科等での学習を中心に、命を大切に

する教育を推進します。 

学校教育係 

 

 

 ⑤ メッセンジャーツールを活用した相談体制の整備検討 

  若者が利用しやすいツールの活用により、相談しやすい環境の整備に努めます。 

事業名 事業概要 取組内容 係名 

メッセンジャー

ツールを利用

したいじめ・自

殺相談 

LINE等を利用したいじ

め・自殺相談事業によ

り、子どもや若者が相

談しやすい環境の整備

について検討します。 

先行自治体での結果等を参考として、森町

に合わせた内容での実用化を検討します。 

実用化により自殺につながる可能性があ

るいじめ問題等の減少を目指します。 

情報管理係 
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（１）高齢者の自殺対策の推進 

  森町の 2012（平成 24）年～2016（平成 28）年の５年間の自殺死亡者数 23名のうち、60歳 

以上の自殺死亡者数は 19名と 82.6％を占めています。 

男性は全国や北海道と比較して 60 歳代の死亡割合が高く、女性では 60 歳代、70 歳代

の死亡割合が高くなっています。（図 5．図 6．図 7） 

  アンケート調査では、「悩みなどを受け止め、耳を傾けてくれる人がいない」が、全体 

16.1％に対し、60歳以上の男性では 25.0％、「うつ病のサインを知らない」が、全体の 36.7％ 

に対し、60歳以上の男性では 46.7％といずれも高い割合を示しています。（図 15） 

また、身近な人から「死にたい」と相談された時に「耳を傾けてじっくりと話を聞く」が、全体

54.1％に対し、60 歳以上の男性では 41.7％、「バカなことを考えるなと叱る」が全体 8.0％に

対し、60歳以上の男性では 14.2％という結果となっています。 

  高齢者は、身体疾患への罹患率も高くなり、家族の介護、死別など精神的なストレス、孤 

立や生活困窮等複数の問題を抱え込みがちです。 

  こうした高齢者の課題を踏まえつつ、様々な背景や価値観に対応した支援、働きかけが 

必要です。 

  高齢者や家族が孤立することなく、居場所づくりや社会参加の強化を図り生きることの包

括的支援としての施策の推進を図ります。 

 

 

 

 ① 社会参加の強化と孤独・孤立の予防  

  寿命の延伸、ライフスタイルの変化により、高齢者世帯、高齢者単独世帯が増加しており、 

高齢者の社会参加の促進が重要とされています。さまざまな関係機関と連携しながら、孤独 

や孤立の予防のみならず、高齢者の心身機能の維持を図る事業を推進します。 

事業名 事業概要 取組内容 係名  

ふれあい 

サロン事業 

高齢者や障がい者の生

きがいや社会参加、健康

づくり、閉じこもり防止を

目的に毎月 1回森町公

民館、さわやかセンター・

砂原で開催。年に数回は

地域間交流促進のため

濁川地区や赤井川地区

で「出前サロン」を行いま

す。 

高齢者や障がい者がサロンに参加し、参

加者やスタッフと交流することで孤立や孤

独を防ぐと共に、ストレス解消やリフレッシ

ュにより、自殺リスクの軽減を図ります。 

社会福祉協議会  

２ 重点的な取り組み（重点施策） 
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事業名 事業概要 取組内容 係名  

老人クラブ連

合会の事務局

支援 

花壇づくり・グラウンドゴ

ルフ大会・パークゴルフ

大会・料理教室・レクリェ

ーション大会等、運営等

を支援します。 

地域に居住する高齢者がお互いのつな

がりを強化し、交流を図りながら生きがい

や健康づくり、リフレッシュできるよう支援

します。 

社会福祉協議会  

高齢者地域 

ぬくもり事業 

町内会、集落会その他

地域の団体が自ら実施

する高齢者に関する活

動に要する費用の一部

を助成します。（満 75歳

以上の高齢者が対象） 

高齢者と地域住民が事業を通じて、交流

を図り、リフレッシュや仲間づくりが出来る

よう支援します。 

福 祉 係 

介護保険係 

高齢者の健康

づくり（心身活

性化教室等） 

元気はつらつクラブ等心

身活性化を目的に高齢

者の健康づくり教室を行

います。 

高齢者が地域で集える機会を設けること

で、リフレッシュやストレス解消を図るとと

もに、高齢者の状況把握により、リスクの

高い方については専門機関につなぐ等、

支援に努めます。 

健康増進係 

 

 ② 見守り体制の整備 

  在宅の高齢者の不安軽減を図り、日々の接触を通じて自殺リスクに早期に気づき、必要

な支援につなぐ対応が出来るよう見守り体制を整備します。 

事業名 事業概要 取組内容 係名 

緊急通報体制

等整備事業 

急病や災害時の緊急連

絡体制整備のため、緊

急通報装置を貸与しま

す。 

ひとり暮らしの虚弱な高齢者等が、緊急

時に消防本部等へ連絡できる通報システ

ムの活用により、安心して生活できる環

境の整備に努めます。 

福 祉 係 

介護保険係 

消 防 本 部 

配食サービス 

（再掲） 

65歳以上の高齢者単独

世帯等に夕食を配食して

います。 

配食サービスの利用者が自殺のリスクを

抱えた際に気づけるよう、配食を通して見

守りを行います。 

福 祉 係 

介護保険係 

小地域ネット 

ワーク事業 

（再掲） 

高齢者・障がい者世帯の

見守り訪問・援助活動と

地域住民の交流、支え

合い活動などを支援しま

す。 

会費の還元、町内会ごと

の福祉委員の委嘱、研

修等を実施しています。 

見守り訪問・援助活動を通じて発見され

た、支援が必要な事例について、関係機

関と連携しながら対応します。 

各町内会における実施内容を共有し、地

域住民が安心して生活できるよう、自殺

対策の視点も加えて研修会を実施しま

す。 

社会福祉協議会 
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 ③ 高齢者の健康不安・介護不安に対する支援の推進 

  うつ病を含め、高齢者の自殺原因として最も多い健康問題について、関係機関が連携し

ながら相談体制を強化します。 

事業名 事業概要 取組内容 係名 

認知症初期集

中支援チーム 

認知症の早期発見・早期

対応に努めます。 

認知症を早期に発見し、必要な診断、治

療、サービス等の活用を図り、住み慣れ

た地域で暮らし続けることが出来るよう支

援します。 

包括支援係 

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

支援、相談支援を実施し

ます。 

介護負担は自殺リスクにつながる場合が

あるため、相談を通じて、本人や家族の

負担軽減を図ることで、自殺リスクの軽減

につながるよう支援します。 

福 祉 係 

介護保険係 

介護予防・生

活支援サービ

ス事業 

要支援者などに対し、日

常生活支援や閉じこもり

予防、自立支援に資する

サービスの提供をしま

す。 

要支援者に対し、介護予防を目的として、

日常生活の支援及び機能訓練や閉じこも

り予防、自立支援に資するサービスの提

供をします。 

包括支援係 

権利擁護事業 

高齢者の虐待等権利擁

護についての相談に応

じ、関係機関についての

情報提供や直接対応を

行います。 

高齢者の虐待防止や虐待の早期発見の

ためのネットワークを構築し、成年後見制

度を始め権利擁護のための情報提供や

相談等を行います。 

包括支援係 

 

 

 ④ 介護者への支援の推進 

  介護に関する相談を受けることや介護者同士の交流を図ることで、介護者の負担を軽減 

に努め、介護支援者間の連携強化により介護者支援を推進します。 

事業名 事業概要 取組内容 係名 

認知症の人と

共に歩む会活

動支援 

（再掲） 

認知症の人と共に歩む

会の運営や活動を支援

します。 

介護者への支援は自殺総合対策大綱で

も社会全体の自殺リスクを低下させる取

り組みとされていることから、家族の負担

軽減、介護者支援団体への活動支援を

行います。 

 

健康増進係 

包括支援係 
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事業名 事業概要 取組内容 係名 

家族介護者交

流事業 

認知症の人と共に歩む

会への事業委託により、

家族介護者を対象にリフ

レッシュ事業を実施しま

す。 

心身のリフレッシュ事業を通じて、介護者

のストレス軽減を図るとともに、自殺のリ

スクに気づけるよう介護者の状況把握に

努めます。 

健康増進係 

包括支援係 

認知症介護者

の集い 

認知症の人と共に歩む

会活動として「認知症介

護者の集い」を支援しま

す。 

介護者同士が、悩みを共有し、情報交換

の機会を設けることで、介護者相互の支

え合いを強化します。 

健康増進係 

包括支援係 

認知症介護相

談 

保健センターを会場に認

知症家族会会員が介護

相談を実施 

します。（年１０回） 

介護経験者が当事者目線で相談に応じ

ることで、介護者が抱える様々な心情を

受け止め、問題を察知し、支援につなげ

ることにより、自殺リスクの軽減を図りま

す。 

健康増進係 

包括支援係 

地域包括ケア

会議 

介護・福祉・保健・医療の

実務担当者による調整

会議を開催します。 

地域の高齢者が抱える問題だけでなく、

自殺対策の視点も加えて個別支援の充

実を図り、他職種での連携体制の整備に

取り組みます。 

包括支援係 

 

 

⑤ 包括的な支援体制の整備 

健康、医療、介護、生活などに関する連携を推進し、包括的な支援体制を整備します。 

事業名 事業概要 取組内容 係名 

地域包括運営

協議会 

年１回会議を開催し、

地域包括支援センター

の運営状況や地域に

おける高齢者の現状、

課題を協議します。 

高齢者の自殺対策の視点も加えて、地域包

括ケアシステムの構築と地域資源の開発に

向けて協議を進めます。 

包括支援係 
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（２）生活困窮者への自殺対策の推進 

  森町では、2012（平成 24）年～2016（平成 28）年の５年間に自殺で死亡した 20～59歳の 

うち、75.0％が無職であり、国による森町の自殺実態プロファイルでは、重点パッケージとし

て「生活困窮者」の対策を推奨しています。 

  生活困窮の背景には、精神疾患、労働問題、家族不和など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。 

  生活困窮者の中には自殺リスクを抱えている人が少なくない状況を踏まえ、生活困窮者 

自立支援法による自立相談支援事業等と連動した包括的な支援に取り組みます。 

 

 

 ① 生活困窮を抱えたハイリスク者に対する個別支援 

  生活苦に陥り、自殺のリスクにつながりかねない問題を抱えている人を、早い段階で発見 

するとともに、必要な支援へとつなぐための取り組みを推進します。 

事業名 事業概要 取組内容 係名 

生活困窮者自

立支援事業 

相談窓口として対応し

ます。 

生活困窮に陥っている方からの相談窓口と

して、生活や就労、その他自立の相談に応

じ、町と社会福祉協議会が連携を図りなが

ら、必要な情報提供及び助言を行います。 

住民生活係 

民 生 係 

社会福祉協議会 

愛情銀行応急

生活資金貸付

事業 

一時的に生活困窮に

陥った方に対し、自立

更生のための資金の

貸付を行います。 

生活困窮状態の方に対し、一時的なつなぎ

資金として現金貸付することにより、経済的

な自立を助長し、生活の安定促進を図りま

す。 

社会福祉協議会 

生活保護業務 

生活困窮者自立支援

対象者以外の困窮者

を対象に相談を受け対

応します。 

相談を受けた世帯について振興局へ申請事

務を行い、生活保護法による保護決定後、

適切に対応します。 

住民生活係 

民 生 係 
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（３）勤務・経営に関わる自殺対策の推進 

  2014（平成 26）年度の経済センサス基礎調査によると、森町内の事業所の 91.0％は従業 

員 20名未満の小規模事業所ですが、そうした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ります。 

有職者の自殺の背景に勤務問題があるとは言い切れませんが、2016（平成 28）年度の労 

働安全衛生調査によると、仕事や職業生活で強いストレスを感じる人が６割弱を占めており、

職場でのパワハラや長時間労働を一因とする自殺の発生等を受けて、国においては「自殺

総合対策大綱」でも、勤務問題による自殺対策の推進が「当面の重点課題」とされています。 

そのため、森町においても地域の実態を踏まえて、メンタルヘルス対策を進めるとともに、

町内企業における取り組みの普及や相談先の周知に努めます。  

 

 ① 職場のメンタルヘルス対策の推進 

  メンタルヘルスの向上に向けた取り組みの実施を通じて、職場環境づくりの重要性の周

知・啓発に努めます。 

事業名 事業概要 取組内容 係名 

町職員のメン

タルヘルス対

策 

労働安全衛生法に基づ

き、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。 

町民からの相談に応じる町職員の、心身

面の健康の維持増進を図ることで、支援

者への支援の強化を図ります。 

人事厚生係 

町内企業のメ

ンタルヘルス

対策 

町内企業に対し、「こころ

の健康づくり」に向けたポ

スター、リーフレット等を

配布。 

健康づくりアクションプランの「こころの健

康づくり対策」と連動させながら、町内企

業に対し、メンタルヘルスケアについて普

及・啓発を図ります。 

健康増進係 

商工労働係 

 

 

 ② 勤務問題の理解と相談先の周知の推進 

  勤務問題による自殺のリスクを低減させるため、労働相談支援を行い、職場における自 

殺リスクへの気づきと適切な対応の普及・啓発を図ります。 

事業名 事業概要 取組内容 係名 

労働相談支援 

労働者や経営者を対象

とする相談支援を行いま

す。 

過労、パワハラ、職場の人間関係等の勤

務問題に端を発する自殺のリスクを低減

させるため相談支援の充実を図ります。 

商工労働係 

ゲートキーパ

ー養成講座の

受講勧奨 

経営者・労働者に対しゲ

ートキーパー養成講座の

受講を呼びかけます。 

ゲートキーパー養成講座の案内と受講勧

奨により、職場における自殺リスクへの気

づきと適切な対応の普及・啓発を図りま

す。 

商工労働係 

健康増進係 
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第５章 計画の推進体制                          

 

（１）森町自殺対策推進協議会（仮称） 

計画策定後、計画に沿った取り組みを町民との連携・協働のもと着実に推進するため、

医療関係機関や民間団体の代表者、関係行政機関の代表者などで構成する森町自殺対

策推進協議会【仮称】を設置し、計画の推進状況を把握するとともに、関連施策との有機的

な連携を図り、総合的・効果的に自殺対策を推進します。 

 

（２）森町自殺対策庁内連絡会議  

  森町の町民サービスを行う課などを中心に、当町の自殺対策の現状や自殺対策に関 

する知識を習得するとともに、各課の相談窓口などと情報共有を図り、密接な連携をとりな

がら自殺対策を推進します。 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

森町自殺対策推進協議会（仮称） 

  

・医療機関  ・教育機関    ・地区組織 

・福祉関係  ・労働、雇用関係 ・警察関係 

・消防機関 

町  民 

 

  

   

 

 森  町    森町自殺対策庁内連絡会 

        保健福祉課・住民生活課・学校教育課 

        商工労働観光課・企画振興課・総務課 

        保健対策課・町民サービス課 

        消防本部警防課 

 
要支援者 

ハイリスク者 
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資料編                               

 

１ 森町自殺対策計画策定の経過 

  

日 付 会 議 等 内 容 

2018（平成 30）年 

4月 2日 

第 1回自殺対策計画策定係内会議 概要確認、今後のスケジュール等

について 

5月 9日 第 2回自殺対策計画策定係内会議 アンケート内容、庁内連絡会議の

進め方等について 

5月 24日 第 3回自殺対策計画策定係内会議 アンケート内容、庁内連絡会議資

料確認等について 

5月 31日 第 1回森町自殺対策庁内連絡会議 概要説明、関連事業調査の依頼

等について 

6月 21日 第 1 回森町自殺対策計画策定委員

会会議 

概要説明、自殺者の現状報告、アン

ケート調査内容協議等について 

7月 3日    

～7月 31日 

町民アンケート調査 20歳以上、無作為抽出 

1,500人発送 

7月    庁内関連課等、関連事業に係る聞

き取り調査 

関連事業確認等 

8月    町民アンケート集計、分析  

8月 30日 第４回自殺対策計画策定係内会議 アンケート集計結果について 

9月 12日 第５回自殺対策計画策定係内会議 アンケート集計、分析結果、計画

書（素案）内容について 

10月 11日 第２回森町自殺対策計画策定委員

会会議 

計画書の素案協議について 

11月１日    

～11月 30日 

自殺対策計画（素案）に対する意見

募集 

公式ＨＰ、本庁保健福祉課・保健セ

ンター窓口 

2019(平成 31)年 

1月 9日 

第６回自殺対策計画策定係内会議 計画書（案）、概要版（案）の内容

確認、検討 

1月 10日 庁内関連課等に計画書（案）、概要

版（案）配布、意見聴取 

計画書（案）、概要版（案）配布 

2月 7日 第３回森町自殺対策計画策定委員

会会議 

計画書（案）、概要版（案）の内容

について 
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２ 森町自殺対策計画策定委員会設置要綱 

平成 30年 5月 1日 

訓令第 11号 

（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項の規定に基づき森

町自殺対策計画（以下「計画」という。）の策定に当たり、広く関係者からの意見を

反映させるため森町自殺対策計画策定委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項について、情報提供及び助言を行う。 

(1) 自殺対策の基本理念及び目標に関すること。 

(2) その他自殺対策について検討が必要な事項に関すること。 

（組織） 

第３条 委員会は委員１２名以内で組織し、医療、福祉、教育、労働・雇用、地区組織、

行政機関等関係者から町長が委嘱する。 

２ 委員の任期は、計画の策定が終了する日までとする。 

（委員長等） 

第４条 委員会に委員長及び副委員長各１人を置き、委員の互選により選出する。 

２ 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職

務を代理する。 

（会議） 

第５条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。 

２ 委員長は、必要に応じて関係する者に、会議への出席を求め、その説明又は意

見を聴くことができる。 

（庶務） 

第６条 委員会の庶務は、保健福祉課において処理する。 

（報酬等） 

第７条 委員会の委員の報酬及び費用弁償は、森町非常勤職員の報酬及び費用弁

償等に関する条例(平成 17年森町条例第 41号)の定めるところにより支給する。 

（その他）  

第８条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長

が委員会に諮り定めるものとする。 

    附 則 

  この訓令は、平成３０年５月１日から施行する。 

 

 

 

 



45 
 

３ 森町自殺対策計画策定委員名簿 

                                  （平成３１年２月時点） 

  分 野 組織名 役職 氏名 

1 
医療関係 

森医交会  会長 森口 修身 

2 森の里病院 医療連携室主任 若松 建次 

3 
教育関係 

森町校長会  会長 住吉  聡 

4 森町教育委員会  委員 三輪 雅子 

5 
福祉関係 

森町社会福祉協議会  会長 伊藤 秀信 

6 森町民生委員協議会  会長 甲田 直嗣 

7 労 働 ・ 

雇用関係 

森商工会議所  専務理事 高橋 清治 

8 砂原商工会 事務局長 川村 光夫 

9 
地区組織 

森町健康推進委員会 委員長 佐藤 真喜子 

10 森町町内会連合会 会長 佐々木 裕 

11 

行政機関 

北海道森警察署 刑事生活安全課長 金子 大地 

12 森消防署 警防課長 一條 清隆 

    ※敬称略 
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４ 森町自殺対策庁内連絡会議設置要綱 

平成 30年 5月 1日 

訓令第 12号 

(設置) 

第 1条 自殺対策基本法(平成 18年法律第 85号)に基づき、庁内関係課等の連携強   

化を図り、自殺対策を円滑かつ効果的に実施するため、森町自殺対策庁内連絡会  

議(以下「会議」という。)を設置する。 

(所掌事務) 

第 2条 会議は、次に掲げる事務を所掌する。 

(1) 自殺対策に関する業務の情報交換及び相互連携に関すること。  

(2) 自殺対策の諸施策の調整、検討及び推進に関すること。 

(3) その他自殺対策の総合的な推進に必要な事項に関すること。 

(組織) 

第 3 条 会議の委員は、別表第 1 及び別表第 2 に掲げる係に属する職員のうちから

各所属長が指名する職員(以下「委員」という。)をもって構成する。 

(会議) 

第 4条 会議は、保健福祉課長が必要に応じて招集し、その議長となる。 

2 委員が出席できないときは、当該委員の所属長は、代理者を指名し出席させるこ

とができる。 

3 会議は、必要に応じて委員以外の者に会議への出席を求め、説明又は意見を聴

き、必要な書類の提出を求めることができる。 

(庶務) 

第 5条 会議の庶務は、保健センターにおいて処理する。 

(その他) 

第 6条 この要綱に定めるもののほか会議の運営に関し必要な事項は、議長が会議  

に諮り定める。 

 

附 則 

この訓令は、平成 30年 5月 1日から施行する。 
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別表第 1(第 3条関係) 

1 保健福祉課長 

2 保健センター長 

 

別表第 2（第 3条関係） 
 課 係 

1 総務課 人事厚生係 

2 企画振興課 計画係 

3 商工労働観光課 商工労働係 

4 住民生活課 住民生活係 

5 子育て支援課 子育て支援係 

6 保健福祉課 健康増進係 

7 保健福祉課 福祉係 

8 保健福祉課 障がい者支援係 

9 保健福祉課 包括支援係 

10 町民サービス課 民生係 

11 保健対策課 介護福祉係 

12 学校教育課 学校教育係 

13 消防本部警防課 救急係 
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５ 「森町こころの健康に関するアンケート」調査表 

 

当てはまる項目に○をつけてください。アンケートは３ページあります。 

問１ あなたの性別について、お答えください。 

  １．男性    ２．女性 

問２ あなたの年齢はおいくつですか。 

  １．２０～２９歳  ２．３０～３９歳  ３．４０～４９歳 ４．５０～５９歳 

  ５．６０～６９歳  ６．７０～７９歳  ７．８０歳以上 

問３ あなたは結婚していますか。 

  １．既婚（配偶者あり）  ２．既婚（離死別）  ３．未婚 

問４ あなたのご家族（同居されている方）の構成をお選びください。 

  １．一人暮らし  ２．夫婦のみ  ３．親と子（2世代）   

４．祖父母と親と子（3世代）   ５．その他（         ） 

問５ あなたは仕事をしていますか。 

  １．はい    ２．いいえ 

    ↓ 

  「はい」と答えた方は内容を次からお選びください 

  １．正社員  ２．自営業  ３．派遣社員  ４．パート・アルバイト  

 ５．その他 

問６ あなたは現在健康だと思いますか。 

  １．はい    ２．いいえ 

問７ この 1カ月間に日常生活で不満、悩み、苦労、ストレスなどがありましたか。 

  １．はい    ２．いいえ 

    ↓ 

「はい」と答えた方におたずねします。それはどのようなことが原因ですか。  

（○はいくつでも） 

  １．家庭の問題  ２．病気など健康の問題  ３．経済的な問題 

  ４．仕事の問題  ５．男女関係の問題  ６．学校の問題  

 ７．その他（       ） 

問８ あなたの不満や悩みやつらい気持ちを受け止めてくれる方、耳を傾けてくれる 

方はいますか。 

  １．はい    ２．いいえ 

    ↓ 

  「はい」と答えた方におたずねします。それはどなたですか。（○はいくつでも） 

  １．親族  ２．友人  ３．近所の人  ４．勤務先の上司や同僚   

５．学校の先生  ６．医療従事者  ７．相談機関の相談員  

８．ケアマネジャー・ヘルパー  ９．その他 
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参考：以下に挙げた症状を「うつ病のサイン」と言います。 

○自分で感じる症状 

気分が沈む、悲しい、イライラする、集中力がない、好きなこともやりたくない、

大事なことを先送りする、物事を悪いほうへ考える、決断ができない、自分を責め

る、死にたくなる 

○周りから見てわかる症状 

 表情が暗い、涙もろい、反応が遅い、落ち着きがない、飲酒量が増える 

○身体に出る症状 

  眠れない、食欲がない、便秘がち、身体がだるい、疲れやすい、性欲がない、頭痛、 

動悸、胃の不快感、めまい 

 

問９ あなたはこれらの「うつ病のサイン」を知っていますか。 

  １．はい    ２．いいえ 

問１０ もしあなたが自分自身の「うつ病のサイン」に気づいたとき、以下のうち、ど

れを利用したいと思いますか。（○は一つだけ） 

  １．かかりつけの医療機関（精神科や心療内科以外）   

  ２．精神科や心療内科等の医療機関    ３．保健センターなどの公的機関の相

談窓口 

  ４．いのちの電話等民間機関の相談窓口  ５．その他（           ） 

  ６．何も利用しない 

     ↓ 

  「何も利用しない」と答えた方におたずねします。それはなぜですか。 

（○はいくつでも） 

  １．お金がかかることは避けたい   ２．精神的な悩みを話すことに抵抗がある 

  ３．時間の都合がつかない      ４．どれを利用したらいいかわからない 

  ５．相談しても治らないと思う    ６．自分はうつ病にはならないと思う 

  ７．治療をしなくても自然に治ると思う ８．精神科を受診するのに抵抗がある 

問１１ もしあなたが家族など身近な人の「うつ病のサイン」に気づいたとき、医療機

関や相談機関に相談することを勧めますか。 

  １．はい    ２．いいえ 

問１２ あなたは今までに自殺したいと思ったことがありますか。 

  １．はい    ２．いいえ 

    ↓ 

 「はい」と答えた方におたずねします。 

あなたはこの 1年間で自殺したいと思ったことがありますか。 

  １．はい    ２．いいえ 

    ↓ 

  「はい」と答えた方におたずねします。 
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①その理由や原因はどのようなことですか。（○はいくつでも） 

  １．家庭の問題  ２．病気など健康の問題  ３．経済的な問題 

  ４．仕事の問題  ５．男女関係の問題  ６．学校の問題  

 ７．その他（         ） 

 

  ②そのように考えたときどのようにして乗り越えましたか。（○はいくつでも） 

  １．家族や友人、職場の同僚など身近な人に悩みを聞いてもらった。 

  ２．医師やこころの健康に関する専門家に相談した。 

  ３．弁護士や司法書士、公的機関の相談員等、悩みの元となる分野の専門家に相談

した 

  ４．できるだけ休養をとるようにした 

  ５．趣味や仕事など他のことで気を紛らわすせるように努めた 

  ６．特に何もしなかった        

 ７．その他（              ） 

   

問１３ もし身近な人から「死にたい」と打ち明けられたら、どのように対応しますか。 

（○は一つだけ） 

  １．相談にのらない、もしくは話題を変える  ２．「頑張って」と励ます 

  ３．「死んではいけない」と説得する    ４．「バカなことを考えるな」と叱る 

  ５．耳を傾けてじっくりと話を聞く    ６．医療機関にかかるように勧める 

  ７．相談機関に相談するよう勧める       ８．何もしない 

  ９．その他（            ） 

問１４ 森町保健センターで実施している「こころの健康相談」について知っています

か。 

  １．はい    ２．いいえ 

問１５ あなたはこころの健康づくりに関心がありますか。 

  １．はい    ２．いいえ 

問１６ あなたはこころの健康づくりに取り組んでいますか。 

  １．はい    ２．いいえ 

問１７ 最後になにかご意見があれば自由に記載してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご協力ありがとう 

ございました。 
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