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第６章 基本目標と施策 

本市では、平成２３年度よりセーフコミュニティ活動の中に「自殺予防対策委員会」

を設置し、データに基づく客観的課題をもとに対策を検証し、啓発に向けての取り組み

を行ってきました。平成２９年度においては、４つの重点課題に沿って、啓発冊子等の

配布や設置場所の拡充、ゲートキーパー養成講座を職員・市民向けに実施しました。 

また、平成３０年度からは新たな取り組みとして、若年層と大人向けにこころの健康

促進講座資料を作成し、市政出前講座を活用した啓発に取り組んでいます。同時に、男

性の意識調査や各種相談窓口での相談件数及び内容の把握をしながら、「誰も自殺に追

い込まれることのないまちづくり」を実現するために、本市の現状に即した自殺予防対

策を推進する必要があります。 

この度、改正された「自殺対策基本法」において、すべての市町村に「地域自殺対策

計画」の策定が義務付けられることになったことから、本市のこれまでの取り組みを全

庁的に発展させ、総合的な自殺予防対策として取り組みます。 

 

Ⅰ 自殺防止のための環境整備  

 

１ 自殺の実態把握  

①  人口動態統計調査                       【窓口課】 

性別・年齢・地区・国籍等で区分した人口データを、毎月まとめ、転入・転出・

転居・出生・死亡等の異動事由の統計調査を実施します。 

②  市内自殺者情報の場所・手段などの分析              【SC】 

内閣府のデータをもとに、情報の分析を行います。 

③  自殺行為者の救急搬送データを活用した実態調査       【SC・消防署】 

消防署から提供された救急搬送データをもとに、自殺未遂者の実態調査を行いま

す。 

 

２ 自殺を防ぐ環境整備  

①  自殺を防ぐ環境整備   市内のパトロール  

□ 公園パトロール                  【みち・みどり整備室】 

シルバー人材センターに委託し、主に落書き等の確認をしながら、公園の  

パトロールを実施します。 

□ 青色パトロール                      【市民協働課】 

地域の防犯協会及び市職員（小学校の下校時間帯）による松原市内のパトロー

ルを実施します。 
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②  鉄道駅ホーム等の転落防止対策                     【SC】 

転落防止柵等の設置を要望するなど、自殺を防ぐ環境整備を行います。 

 

Ⅱ 自殺予防のための情報提供と普及啓発  

 

３ 相談の受け皿の周知徹底  

①  自殺予防関連情報の提供  

□ 健康教育・健康相談事業                  【地域保健課】 

内科、歯科医師による講演会や相談、ストレスチェック、ロコモチェック、食事

診断等の内容で構成された健康づくりのイベント時に、啓発冊子の配布やアンケ

ート調査を実施します。 

□ 高齢者相談窓口の案内                   【高齢介護課】 

高齢者に関するさまざまな相談に対応し、必要に応じて関係機関（地域包括支

援センター等）につなげます。 

認知症に関する相談においては、「まつばら認知症サポートブック」を活用しま

す。また、「認知症初期集中支援チーム（オレンジまつばら）」につなぎ、早期発見

や早期対応を実施します。 

□ こころの健康パネル展（「こころねっと」主催）        【障害福祉課】 

精神障害・精神疾患がある方の支援機関の相談・周知を行います。 

□ 暴力防止月間パネル展          【人権交流センター・市民協働課】 

毎年１１月２４日から２７日までを「女性に対する暴力をなくす運動」期間と

し、パネル展やセミナーを行います。 

②  相談案内冊子の作成・配布・設置                    【SC】 

自殺予防対策委員会で相談機関案内冊子を作成し、各種イべント等での配布や公

共機関や病院、薬局などに設置することで周知を図ります。 

 

４ 自殺予防対策強化期間の実施  

①  自殺予防対策強化月間の実施                   【SC】 

毎年３月の「自殺予防対策強化月間」には、市庁舎において、のぼりと懸垂幕を

掲示して周知を図ります。また、自殺予防対策委員会においては、相談機関案内冊

子や啓発用ティッシュの配布、自殺予防アンケート調査の実施等を行います。 

②  自殺予防週間の実施                       【SC】 

毎年９月１０日から１６日までの「自殺予防週間」に、市庁舎において、のぼり

と懸垂幕を掲示して周知を図ります。 
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５ 市民への情報発信  

①  情報発信                       【ＳＣ・秘書広報課】 

マスメディアによる情報発信力を活用するとともに、市の広報紙・ホームページ

などを通して、正しい知識の普及や相談窓口の周知を図ります。 

 

Ⅲ こころの健康づくり  

 

６ 地域におけるこころの健康づくり  

「健康日本２１（第２次）」において、こころの健康は社会生活を営むために必要な

機能を維持するために、からだの健康とともに重要なものであり、その健全な維持は

個人の生活の質を大きく左右するものであるとされていることから、全ての世代の健

やかなこころを支える社会づくりを目指すことを目標としています。 

現代社会を取り巻く社会的、経済的状況の変化は、現代人の精神状況に大きな影響

を及ぼしており、児童虐待、思春期のこころの問題、うつ病、職場等におけるストレ

スの増加など、それぞれのライフステージにおいてこころの健康は重視されています。 

 

①  市民向け講習会・交流会   

□ 大人向けこころの健康促進講座                  【ＳＣ】 

こころの健康やＳＯＳの出し方をテーマとして作成した講座資料を用いて、大

人を対象に講座を行います。 

□ 出かける健康づくり応援講座・市政出前講座         【地域保健課】 

色々なテーマや世代に基づき、内科医師や歯科医師、保健師等さまざまな専門

職による講話・実技等を行い、からだの健康づくりとともに、こころの健康づく

りに関する取り組みを行います。 

□ 民生委員ふれあい交流会                  【障害福祉課】 

障害者の作業所の利用者と民生委員の交流会を行います。 

②  要支援家庭の早期発見、支援  

□ 母子保健指導事業（相談・訪問）              【地域保健課】 

妊娠届出時や乳幼児の健診、母子訪問時等に支援が必要な家庭を早期発見し、

関係機関と連携しながら、早期対応につなげます。また、子育て中の家庭のここ

ろの健康づくり、適切な医療機関への早期受診等を支援します。 

□ 養育支援家庭訪問事業                  【子ども未来室】 

子育てに対する不安や孤立感などを抱える養育支援が特に必要な家庭に子育て 

サポーターが訪問し、育児に関する相談支援や家事・育児などの支援を行います。 
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□ 乳幼児健診事業                       【地域保健課】 

関係機関と連携しながら、乳幼児の健診時に支援が必要な家庭を早期発見し、

早期対応、子育て中の家庭のこころの健康づくり、適切な医療機関への早期受診

等を支援します。 

□ 要保護児童対策地域協議会事業              【子ども未来室】 

虐待や非行など様々な問題を抱えた児童の早期発見と適切な保護を目的として 

児童にかかわる関係機関との連絡、調整を行い保護者や児童に対しての支援を

行います。 

③  ひとり暮らし高齢者等見守り推進事業  

□ 給食サービス事業                     【高齢介護課】 

松原市社会福祉協議会に委託して高齢者への給食の配食を行い、給食業者が直

接給食を手渡すことで見守りにつなげます。 

□ 元希者カフェの実施                    【高齢介護課】 

松原市社会福祉協議会等に委託し、なかなか外に出にくい人を主なターゲット

とし閉じこもり防止や居場所づくりを目的として、まつばらテラス（輝）や老人

福祉センターで開催します。 

④  ひとり暮らし高齢者等への定期的な電話による安否確認  

□ 緊急通報装置設置事業                   【高齢介護課】 

事業者に委託し、緊急通報装置を設置します。緊急時専用のボタンを押すと相

談センターにつながり、必要に応じて救急車の要請を実施します。 

また、月１回、委託業者の看護師から対象者に安否確認等の電話をし、体調等

の相談を受けられます。また、電話がつながらなければ市へ通知され、情報を共

有します。 

⑤  産後うつ対策の推進  

□ 母子保健指導事業（相談・訪問） （６－②再掲）      【地域保健課】 

□ 乳幼児健診事業  （６－②再掲）              【地域保健課】 

□ こんにちは赤ちゃん訪問事業（乳児家庭全戸訪問事業）    【地域保健課】 

生後４か月を迎えるまでの赤ちゃんがいる全ての家庭を訪問し、様々な不安や

悩みを聞き、子育て支援に関する情報提供を行うとともに、親子の心身の状況や

養育環境等の把握や助言を行い、支援が必要な家庭に対して適切なサービス提供

につなげます。 
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７ 学校等におけるこころの健康づくりや自殺予防の取り組みの推進  

メンタルヘルスなど多様化、深刻化している子どもの現代的な健康課題を解決する

ためには、学校内の組織体制が充実していることが基本となります。心身の健康に関

する問題を抱える児童生徒が学校生活によりよく適応していけるよう、全ての教職員

が健康相談等を通して問題の解決を図り、関係者と連携して組織的に支援する必要が

あります。 

そのため、教職員向けの研修会等を開催して資質の向上を図るなど、組織体制の充

実に努めていくことが重要です。また、教職員のほか、スクールカウンセラーのよう

な心理学の専門家といった関係機関とのネットワークをさらに充実させていくことも

大切です。 

 

①  いじめ・不登校対策事業の啓発  

□ 児童・生徒理解活動（心の教育）推進事業（不登校対策）  【教育研修センター】 

各小中学校へ「ハートフルふれんど」として退職教員や学生ボランティアを派

遣し、不登校児童生徒を家まで迎えに行くことや、学校での別室対応の補助指導

を行います。 

□ チャレンジルーム                  【教育研修センター】 

各小中学校に在籍する不登校児童生徒が通うことができる教育支援センター

「チャレンジルーム」を開設し、個々の実態に合わせた支援を実施します。 

②  子育て情報収集・提供事業  

□ まつばら子育てネット                  【子ども未来室】 

子育てに関する様々な情報提供を掲載したホームページで、各種イベントや講

座の周知や子育てに役立つ情報を発信します。 

③  いじめへの対応  

□ 児童・生徒ハートサポート推進事業           【教育研修センター】 

小中学校におけるいじめの早期発見・早期対応と未然防止及び学習指導に対す

る支援活動（特別支援を含む）の役割を担うものとして、大学生等のボランティ

アによる教育活動支援員「スクール・サポーター」を各小中学校に派遣し、教育活

動の円滑な実施を支援します。 

□ 松原市いじめ問題専門委員会             【教育研修センター】 

いじめの防止等のための調査及び助言をし、重大事案に係る事実関係の調査・

審議を行います。 

□ 松原市いじめ問題対策連絡協議会           【教育研修センター】 

いじめの防止等に関係する機関及び団体の連携やその他いじめ防止等のための

対策を推進するために必要な事項に関して、連絡及び協議を行います。 
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④  いじめの地域への啓発   

□ いじめ防止講演会                  【教育研修センター】 

松原市人権教育研究会と共催し、教職員対象に講演会を実施します。 

⑤  心の教育相談事業  

□ 教育相談                      【教育研修センター】 

各中学校（毎週１回）、各小学校（月１回）、人権交流センター（毎週土曜日）に

スクールカウンセラーを派遣し、児童生徒・保護者・教職員を対象にカウンセリ

ングを実施します。 

⑥  学校運営に関する教員研修  

□ 教職員研修事業                   【教育研修センター】 

教職員の資質向上のための研修を実施します。 

⑦  児童生徒のＳＯＳの出し方に関する教育  

□ こころの健康促進講座                      【ＳＣ】 

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

れることを目的として「こころの健康」をテーマとした講座の実施を推奨します。 

自殺予防対策委員と学年担当教員とともに、授業と位置づけて行います。 

⑧  青少年の健全育成事業  

□ 留守家庭児童会室                    【子ども未来室】 

保護者等が就労や疾病などにより、放課後や長期休業中に留守家庭となる小学

生児童を対象に安全で安心して活動できる場を提供します。 

□ 居場所提供事業「子ども広場」             【人権交流センター】 

放課後や長期休業中に市内小学校の児童が安全で安心して活動できる場として、

人権交流センター（はーとビュー）を提供します。 
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８ 職域のメンタルヘルス  

近年、情報化や国際化が進み、経済・産業構造が大きく変革する中で、労働の様態

も急速に変化しました。労働者を取り巻く環境が大きく変化する中で、厚生労働省の

実施している「労働者健康状況調査」結果によると、仕事や職業生活に関する強い不

安や悩み、ストレス、疲労を感じている労働者の割合が年々増加している状況がみら

れます。 

このような状況を踏まえ、国においては、平成１８年度に、過重労働対策のみなら

ず、メンタルヘルス対策の充実を図ることを目的として、労働安全衛生法の改正が行

われ、医師による面接指導制度の導入をはじめとした職場の安全衛生管理体制を強化

する規定等が盛り込まれました。加えて、厚生労働省から「労働者の心の健康の保持

増進のための指針」が示され、事業者には、労働者の心の健康の保持増進のための措

置を適切かつ有効に実施するための基本計画を策定することが求められました。 

労働者のメンタルヘルス対策の充実・強化がより一層図られることが重要です。 

①  労働者向け相談会  

□ 労働相談事業                       【産業振興課】 

労働条件や職場環境に関する相談に対して自主的な話し合いによる問題解決を

支援するため、市内の社会保険労務士に委託し、相談内容に応じた知識や情報の

提供、話し合いを進める上での留意点などのアドバイスを受けられます。 

 

９ 閉じこもり予防の取り組みの推進  

高齢者の自殺の原因・動機の多くは「健康問題」とされています。高血圧症、糖尿

病、脳梗塞の後遺症、心臓病、関節痛などの慢性的疾患をかかえることが多くなって

おり、こうした継続的な身体的苦痛がうつ病の引き金となり、自殺につながると考え

られます。また、同居する家族に看護や介護の負担をかけることへの遠慮が生じたり、

近親者の病気や死（喪失体験）による強い喪失感などから閉じこもりがちとなり、孤

独・孤立状態からうつに至ると考えられます。 

こうした問題に対して、地域における交流会や健康支援を兼ねたイベント等を通じ、

高齢者が地域とつながる機会を増やすなどして、高齢者が生きがいを持って暮らせる

地域づくりを進めます。 
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①  介護予防事業による高齢者のうつ予防と閉じこもり予防対策   

□ 介護予防事業による高齢者のうつ予防と閉じこもり予防対策  【高齢介護課】 

市と老人クラブや有識者によって考案した「元希者エクササイズ」や介護予防

教室（筋力トレーニング等）を実施することで、外に出る機会を作り、閉じこもり

予防とともにフレイル※予防、転倒予防等にもつなげます。 

※フレイルとは・・・年齢を重ねるとともに心身の機能が低下することに加え、病気などの 

影響もあって日常生活が制限され、様々な虚弱が出現した状態です。 

また、フレイルは身体面・精神面だけでなく社会面に及ぶ虚弱も意味 

します。 

 

Ⅳ 相談、支援の充実による自殺の防止  

 

１０ 相談支援体制の充実  

①  個人に合った支援をプランニング              【障害福祉課】 

障害に係る相談対応を、相談支援事業所に委託し個人に合った支援を行います。 

②  認知症に関する相談窓口                  【高齢介護課】 

市内２ヶ所に「地域包括支援センター」を設置し、医療機関の利用がなく、支援

が必要と思われる市民を「認知症初期集中支援チーム（オレンジまつばら）」につな

ぎ、早期発見や早期対応を実施します。 

③  「駆け込み寺」的な総合相談の受皿を検討   

□ 地域活動支援センター委託業務               【障害福祉課】 

利用者に対して、創造的活動、生産活動の機会の提供等の支援を行います。 

④  健康相談事業  

□ こころとからだのなんでも健康相談             【地域保健課】 

精神障害・精神疾患がある方等の相談に応じ、適切な支援機関につなぎます。 

⑤  子ども精神保健相談（子どもの発達障害、不登校等の相談）  

□ 児童家庭相談事業                    【子ども未来室】 

家庭における18歳未満の子どもに関するさまざまな問題について相談を受け、

支援を行います。 

□ 母子保健指導事業                     【地域保健課】 

心理士による子どもの発達等の保育相談を行います。 

⑥  生活困窮者総合相談窓口の活用  

□ 自立相談支援事業                     【福祉総務課】 

生活困窮者の相談支援業務を行います。 
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⑦  更生保護に関する相談  

□ 更生保護事業                       【福祉総務課】 

犯罪・非行を犯した者が、社会復帰できるように改善及び更生を援助します。 

⑧  無料法律相談事業                     【市民協働課】 

市民を対象とした弁護士による相談業務を行います。 

⑨  外国人相談事業                      【市民協働課】 

外国人住民に対して、日本語通訳を介した相談業務を行います。 

⑩  高齢者の在宅介護の相談  

□ 高齢者の総合相談窓口及びブランチ（身近な相談窓口）の設置 【高齢介護課】 

高齢者の総合相談窓口として、地域包括支援センターとブランチ（身近な相談

窓口）を設置し、介護サービス等の相談に対応します。 

⑪  女性相談  

□ 女性相談                【人権交流室・人権交流センター】 

女性特有の悩み事に対して、女性のカウンセラーが相談に応じ、支援を行いま

す。 

□ 離婚前相談                       【子ども未来室】 

抱える問題の対応策や、支援につなげる方法等の相談に対応します。 

□ 助産制度                        【子ども未来室】 

経済的理由により入院助産を受けることが困難な妊産婦が、安心して出産でき

るよう出産費用の助成を行います。 

□ ぷち起業カフェ                   【人権交流センター】 

女性の起業を応援します。これから起業を考えている方からすでに起業されて

いる方まで、これからのことをお話する場です。専門のスタッフが一緒にお話を

聞きます。 

⑫  母子福祉相談、子育て相談  

母子世帯における経済上の問題など、自立に必要な助言や援助等に関する相談に

対応します。 

□ 母子生活支援施設                    【子ども未来室】 

18 歳未満の子どもを養育している母子家庭など、生活上の問題を抱えた母親

とその子どもが一緒に入所して生活できる施設です。 

□ ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業    【子ども未来室】 

高等学校を卒業していない（中退を含む）ひとり親家庭の親及びその親に扶養

されている子どもを対象に、より良い条件での就業や転職へつなげるために、高

卒認定試験の合格を目指す給付金を支給します。 
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□ 子育て相談                       【子ども未来室】 

市内に子育て支援センターを９か所設置し、市内在住の生後 3 か月から未就園

の子どもと保護者を対象にひろばを開設しています。育児相談の他、親子のあそ

びや交流などを通して、子育ての応援をしています。 

□ 母親のためのピアサロン ココ・カラ with      【人権交流センター】 

これから母親になる方から子育て中の方まで、日頃の不安や気になっているこ

とを相談できます。 

⑬  ひとり親家庭就労相談                  【子ども未来室】 

ひとり親家庭の就労の支援を行います。 

⑭  総合生活相談                    【人権交流センター】 

生活全般での相談対応をします。 

⑮  人権相談                         【人権交流室】 

人権擁護委員が人権に関するあらゆる問題についての相談に対応します。 

⑯  精神保健福祉事業  

□ 家族の会への支援（くすのき会）               【障害福祉課】 

会員相互による情報交換や、関係機関による講習会等を実施しています。 

 

１１ 相談機関の連携、協力 

自殺企図者や自殺につながるおそれのある問題や悩みを抱えた人に対して、適切な

支援が届く体制づくりに取り組みます。 

①  各種相談窓口の連携  

こころやからだの健康、多重債務等の経済問題など、自殺につながるおそれのあ

るさまざまな相談について、それぞれの専門家による助言や問題解決方法の提示等

が受けられる体制整備に努めます。 

また、各種相談の対策連絡会議、関係部署でのケース検討会議等（各相談業務機

関）相談者の支援について、関係部署での情報や支援の引継ぎのための対策会議等

を開催します。 

□ 市税の納付相談                        【納税課】 

□ 国民健康保険の納付相談                  【保険年金課】 

□ 上下水道料金の納付相談                【上下水道総務課】 

各種納付相談の際に、要支援などの問いがあれば、各相談窓口へ引き継いで連

携を図ります。 
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②  関係機関の連携  

自殺は、家庭や学校、職場、地域など社会全般に深く関係していることから、地

域の多様な関係機関・団体等が関わりながら、連携・協力して総合的に取り組む体

制づくりを進めます。また、市内において、関係機関・団体等が連携し、本計画に

沿った自殺予防対策の効果的な実施のために施策の協力や情報交換を行うなど、連

携協力体制の強化を図ります。 

□ 関係機関                            【ＳＣ】 

・松原市精神保健福祉協議会  ・地域の支援センター  ・地域自立支援協議会 

③  相談窓口一覧の作成                       【ＳＣ】 

自殺予防対策委員会で啓発冊子を作成し、相談窓口一覧の周知を行います。 

④  窓口職員向け自殺防止のための傾聴マニュアルの作成        【ＳＣ】 

窓口職員に向け、丁寧な傾聴を心がけるための傾聴マニュアルを作成します。 

⑤  青年の自立促進と健全育成・ひきこもり対策事業  

□ 若者自立支援事業                  【人権交流センター】 

（・青年相談 ・巡回相談 ・being space 道草 ・自立支援セミナー） 

青年の自立に向けてのさまざまな相談と、必要に応じて臨床心理士によるカウ

ンセリングや各種機関の紹介、社会や学校、家庭の中で居場所がないと感じる青

年のための居場所づくりを提供します。 

⑥  ひきこもり支援との連携  

□ 楽しい会                         【障害福祉課】 

福祉会館でひきこもりがちな障害者に対して声掛けを行い、交流会を開催しま

す。 

⑦  保健所との連携                         【ＳＣ】 

自殺予防対策委員会への参加、及び自殺予防に係る啓発・相談について連携しま

す。 

⑧  多重債務者への情報提供  

□ 借金問題無料相談会                    【産業振興課】 

債務問題への具体的な解決に向け、弁護士による無料の相談会を年６回実施し

ます。 
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１２ 人材育成と専門性の向上  

地域における各施策実施主体の緊密な連携・協働に努め、心理的・社会的不安を含

むさまざまな要因により自殺の危険性が高まっている人に対し、適切な相談体制の提

供を推進し、より充実したネットワークづくりに取り組みます。 

①  「ゲートキーパー」の養成                    【ＳＣ】 

「ゲートキーパー」としての役割が期待される種々の職業に従事する人や、職業

の垣根を越えた様々な人に対して、メンタルヘルスや自殺予防に関する情報提供を

含め、「ゲートキーパー」の養成事業等を行い、必要な基礎的知識の普及を図ります。 

②  相談窓口職員を対象とした研修                  【ＳＣ】 

相談等を受ける職場の職員を対象とした研修を実施します。 

③  精神保健福祉に関する研修への参加             【地域保健課】 

精神保健福祉に関する研修会等に参加し、業務の中で自殺予防啓発に活用します。 

 

〇 人材育成の必要性 

自殺につながる悩みを抱えた人は、まず家族や友人・知人、医師、行きつけの店の

店員など普段からよく見知った人で、信頼関係のある人へ相談することが多いため、

自殺につながるサインを見逃さないために、行政や教育機関のみならず、様々な環境

で傾聴する力が求められます。自殺企図者が抱えている問題について、家族等に勇気

を持って相談をしたものの、「自殺」という専門性の高い相談内容であるがために、相

談先が分からず、適切な「つなぎ」ができない、といったことを防ぐなど、自殺の危

険性の高い人の早期対応や、早期発見を図るため、自殺や自殺関連事象に関する正し

い知識を持った「ゲートキーパー」※の役割を担う人材が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「ゲートキーパー」とは・・・ 

自殺や自殺関連事象に関する正しい知識の普及や、自殺の危険を示すサインに気づき、

声をかけ、話を聞き、必要に応じて専門家につなぎ、見守るなど、適切な対応ができる人。 
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１３ アウトリーチ※事業の推進  

「自殺」は、本人にとってこの上ない苦しみ・悲しみであるだけでなく、家族や周

りの人たちにも多大な影響を及ぼします。また、自殺につながるおそれのある悩みを

抱えた人からの相談を受けた人においては、決して軽くない問題であるが故に、その

人自身が悩みを抱えることも懸念され、相談者の問題解決に向けた積極的な支援や、

共に相談先へ赴く、といったことが困難な場合があります。そのため、悩みを抱えた

人の声に耳を傾け、心に寄り添って、問題解決に向けた取組を支援する存在が必要で

す。 

 

※アウトリーチとは・・・援助が必要な人に対して、公共機関などが積極的に働きかけて 

支援の実現を目指すこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① ふれあい相談員による戸別訪問  

□ ひきこもり対策活動事業                  【高齢介護課】 

老人クラブにおいて、ひとり暮らし高齢者の訪問・見守りを重ねる中で、高齢

者のうつ傾向や閉じこもり傾向を把握することで、早期発見と適切な支援を実施

します。 

また、社会福祉協議会の福祉委員による訪問も実施しており、各地区で行われ

る見守り会議に市職員が参加することで、情報共有を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

平成２８年４月１日に厚生労働省に自殺対策推進室が設置され、厚生労働大臣を長

とする「自殺対策推進本部」により、多岐にわたる自殺対策を総合的に推進し、保健、

医療、福祉、労働その他の関連施策の連携を図り、横断的に取り組まれている現在、

地域レベルでも、市民一人ひとりにとって最も身近な行政主体として、それぞれの実

情に即し、心に寄り添い、暮らしに密着した広報・啓発、相談支援等を実施すること

が期待されます。 
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Ⅴ．自殺未遂者および遺族への支援  

 

１４ 自殺未遂者および遺族への支援                 【ＳＣ】 

大阪府や関係機関と連携し、精神的・包括的支援に関する情報収集及び提供に取り

組みます。 

 

１５ 相談窓口職員を対象とした人材育成研修             【ＳＣ】 

遺族からの相談等を受ける人を対象として、ネットワークを活用した研修を実施し、

人材の育成につなげます。 

 

（※）【ＳＣ】・・・自殺予防対策委員会 

         （事務局：人権交流室・地域保健課・障害福祉課・産業振興課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


