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第１章 美波町いのちを守る自殺対策行動計画について 

  

１．計画策定の趣旨 

 美波町では、これまでも地域住民一人ひとりが健やかな「命」と「こころ」を育み、豊かな暮ら

しをおくることができる活力ある町を目指し健康づくりを推進してきました。 

そのような中、平成28年に改正された自殺対策基本法の第13条において、「都道府県及び市町村

は自殺総合対策大綱及び地域の実情等を勘案して、地域の自殺対策計画を定めるものとする」と示

されました。 

自殺は、その多くが社会生活で追い込まれた末の死です。自殺の背景には、精神保健上の問題だ

けでなく、過労、生活困窮、育児や介護疲れ、いじめや孤立などの様々な社会的要因があることが

知られています。（図1参照） 

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

陥ったり、社会とのつながりの減少や生きていても役に立たないという役割喪失感から、また与え

られた役割の大きさに対する過剰な負担感から、危機的な状態にまで追い込まれてしまう過程とみ

ることができます。自殺に追い込まれるという危機は誰にでも起こり得る可能性があります。その

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

「生きることの包括的な支援」として実施されなければなりません（自殺対策基本法第2条）。自

殺対策基本法は第１条においては、「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も図り、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」と示しています。 

美波町は、全ての人がかけがえのない個人として尊重される社会、つまり「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、「美波町いのちを守る自殺対策行動計画」を策定し、自殺

対策を総合的に推進していきます。 
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 自殺の危機要因イメージ図 （厚生労働省資料）                【図１】 
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第１章 

□社会が多様化する中で、地域生活の現場で起きる問題は複雑化・複合化している。 

□複雑化・複合化した問題が最も深刻化したときに自殺は起きる。「平均 4つの要因(問題)

が連鎖する中で自殺が起きている」とする調査もある。 
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２．計画の位置づけ  

本計画は、自殺対策基本法第13条第２項の規定により、美波町における実情を勘案して定

める自殺対策についての計画です。中長期的な視点を持って継続的に実施していくため、

「自殺対策基本法」「自殺総合対策大綱」を踏まえ、また関連性の高い計画である「健康み

なみ２１」との整合を図ります。 

 

３．計画の推進期間 

 国の自殺対策の指針である自殺総合対策大綱は、平成19年6月に初めて策定された後、平

成20年10月の一部改正、平成24年８月の全体的な見直しを経て、平成28年の自殺対策基本法

改正の趣旨や我が国の自殺の実態を踏まえた見直しが行われました。それにより、平成29年

７月には自殺総合対策の基本理念や基本方針等を整理し、当面の重点施策に「地域レベルの

実践的な取組への支援を強化する」「子ども・若者の自殺対策を更に推進する」などを新規

追加した新たな自殺総合対策大綱(「自殺総合対策大綱～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～」)が閣議決定されました。このようにこれまで自殺総合対策大

綱は、おおむね５年に一度を目安に改訂が行われてきています。 

 町の計画も、こうした国の動きや自殺の実態、社会状況等の変化を踏まえる形で、おおむ

ね５年に一度を目安に内容の見直しを行うこととし、「美波町いのちを守る自殺対策行動計

画」の推進期間を平成31年度から平成35年度までの５年間とします。 

 

４．計画の数値目標 

「自殺総合対策大綱」では、「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

少させる」としています。美波町では、平成25年から平成29年において平均して毎年１人が

亡くなっているという状況から、計画最終年度の平成35年度までに、年間自殺者数を０人と

することを町の目標に掲げ、「誰もが自殺に追い込まれることのない美波町」の実現を目指

します。 
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第２章 美波町における自殺の現状と関連するデータ  

１．美波町の自殺の現状 

（１）自殺者数 

  美波町における自殺者数は、平成 25 年から平成 29 年の５年間で４人でした。平成 26 年と平成 29

年においては自殺者数０人でした。 

● 美波町の自殺者数の状況 

  H25年～Ｈ29年 

自殺統計 自殺者数 4 人 

人口動態統計 自殺者数 4 人 

(自殺総合対策推進センター「地域自殺実態プロファイル(2018)」より) 

 

  徳島県においては、平成 20年に 202人と、自殺対策基本法が制定された平成 18年以降で最多

となり、以降平成 26年まで自殺者数は概ね 150～180人前後で推移しておりましたが、平成 27

年に、自殺者数 130人、自殺死亡率 17.0と大幅に改善され、平成 29年には自殺対策基本法制定

以降で最少となる自殺者数 123人、自殺死亡率 16.4となるなど、近年は減少傾向にあります。

(図２) 

 

● 徳島県・全国の自殺者数及び自殺死亡率の年次推移           【図２】 
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（２）自殺者の男女別及び年齢別状況 

平成 25年から平成 29年の５年間の男女別の人数は男性３人、女性１人でした。年齢別状況として

は、20～39歳が１人、70歳以上が３人でした。 

 

（３）性・年齢・職業・同居人の有無別にみた自殺の特徴  

  美波町の自殺者の５年間の累計について、性・年齢・職業・同居人の有無による自殺の特徴は、男

性では「60歳以上・無職・独居」、「20～39歳・有職者・同居」、「60歳以上・無職・同居」、女性

では「60歳以上・無職者・独居」でした。 

 

（４）自殺の特性の評価 

特性  指標 ランク 

男性１） 17.4  － 

女性１） 5.0  － 

若年者(20～39歳)１） 18.3  －a 

高齢者(70歳以上)１） 23.6  －a 

勤務・経営２） 11.4  －a 

無職者・失業者２） 0.0  － 

１）自殺統計にもとづく自殺率（10万対）。 

自殺者数１人の増減でランクが変わる場合はランクにａをつけています。 

２）特別集計にもとづく 20～59歳を対象とした自殺率（10万対）。 

自殺者数１人の増減でランクが変わる場合はランクにａをつけています。 

 

【いくつかの指標についての注釈】 

・「高齢者」の自殺率では、70歳以上（70歳代と 80歳以上の合算）の自殺率とそのランクを示しています。 

  

ランクの標章 

 

 
 
 

ランク 全国順位 

★★★／☆☆ 上位 10%以内 

★★／☆ 上位 10～20% 

★ 上位 20～40% 

－ その他 

美波町における自殺の特徴の上位３区分の性・年代等の特定と「背景にある主な自殺の危機経

路」を参考に、自殺実態プロファイルにおいて「高齢者」「生活困窮者」が重点施策として

推奨されました。 

第２章 

第２章 
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２．自殺に関連するデータ 

(１) 高齢者関連資料 

①総人口と高齢化率の推移 （図３） 

平成20年から平成30年までの総人口と高齢化率をみると、総人口はこの10年で約1,500人減少して

います。一方、高齢化率は右肩上がりに上昇しています。 

 

                                      
 

② 高齢者人口の推移 （図４） 

総人口が年々減っているにも関わらず、高齢者人口(75歳以上)は横ばいで推移しています。 
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【図３】 

【図４】 
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③介護保険認定率(全国・県との比較) （図 5） 

  美波町の介護保険認定者率は、国・県よりも高い割合でしたが、平成 25年度を境に県を下回る

結果となっています。 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 

美波町 21.1% 21.4% 22.5% 22.3% 21.4% 20.2% 19.3% 19.5% 18.9% 

徳島県 20.3% 20.7% 21.1% 21.3% 21% 20.7% 20.6% 22.7% 22.4% 

全国 16.0% 16.2% 16.9% 17.3% 17.6% 17.8% 17.9% 17.9% 18.0% 

 

④介護保険料(平均保険料基準額)の推移・比較） （図６） 

  美波町の介護保険料は、合併後の第３期から見ると第４期まで増額、第５期からは据え置き

となっており、第３期から比較すると、基準額として月 1,100円の増額となっています。今後

も高齢者の増加、併せて要介護認定者の増加が見込まれていることから、介護保険を支える経

済的な影響も懸念されます。 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

  第１期 第２期   第３期 第４期 第５期 第６期 第７期 

日和佐 2,800 3,500 
美波町 4,700 5,400 5,800 5,800 5,800 

由岐 3,345 3,720 

徳島県 3,320 4,251   4,861 4,854 5,282 5,681 6,285 

全国 2,911 3,293   4,090 4,160 4,972 5,514 5,869 

(円) 

(円) 
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【図６】 
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(２) 生活困窮者関連資料 

①地域の自殺の概要 (平成 25年～平成 29年の合計) （図７） 

平成 25年～平成 29年の自殺者数４人のうち、３人が無職者でした。また、無職者の中でも家族

と同居が１人、独居が２人でした。 

 

自殺者の概要  【図７】 

                        

 

 

 

  

性別 年齢階級 職業 世帯構成 自殺者数 

男性 20～39歳 有職者 同居 1 

独居 0 

無職者 同居 0 

独居 0 

40～59歳 有職者 同居 0 

独居 0 

無職者 同居 0 

独居 0 

60 歳以上 有職者 同居 0 

独居 0 

無職者 同居 1 

独居 1 

性別 年齢階級 職業 世帯構成 自殺者数 

女性 
  

20～39歳 有職者 同居 0 

独居 0 

無職者 同居 0 

独居 0 

40～59歳 有職者 同居 0 

独居 0 

無職者 同居 0 

独居 0 

60 歳以上 
  

有職者 同居 0 

独居 0 

無職者 
  

同居 0 

独居 1 

第２章 
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②生活保護相談件数 

平成28年４月～平成30年10月まで  合計12件 

・仕事が出来ず収入がない、頼れる身内もいないため生活保護を申請したいというケースが多くみ

られます。 

③生活保護受給状況 （図８） 

                                        【図８】 

被保護世帯数・人員                      (各年度の3月末時点分) 

区分 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 

世帯数 91 92 87 87 86 

人員 125 123 110 111 108 

 

被保護世帯内訳                        (平成30年8月末分) 

 高齢世帯 母子世帯 障害者世帯 傷病者世帯 その他の世帯 

世帯数 43 1 10 14 3 

人員 45 3 11 25 8 

（南部総合県民局（美波）社会福祉担当課統計資料より） 

④生活保護新規申請状況 （図９） 

                       【図９】 

 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

申請件数 5 5 8 

 

⑤就学援助 （図10・１２） 

要保護及び準要保護児童生徒就学援助費 （ひとり親・低所得世帯等への援助） 

【小学校】                  【図10】 

年度 実績額（円） 人数（人） 

平成25年度 892,700 45 

平成26年度 2,571,379 37 

平成27年度 1,862,775 29 

平成28年度 1,704,055 26 

 

【中学校】                  【図11】 

年度 実績額（円） 人数（人） 

平成25年度 1,128,420 20 

平成26年度 2,888,669 27 

平成27年度 3,252,216 33 

平成28年度 2,040,925 21 

  

第２章 
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第３章 自殺対策の基本方針  

平成29年７月に閣議決定された「自殺総合対策大綱」を踏まえて、町では次の５点を自殺対策に

おける「基本方針」として、本計画の推進を図ります。 

 

１ 「生きることの包括的な支援」としての自殺対策を推進する。 

２ 関連機関の施策との有機的な連携による総合的な取組を推進する。 

３ 対応のレベルと段階に応じた、さまざまな施策を効果的に連動させる。 

４ 自殺対策における実践的な取り組みと啓発を両輪で推進する。 

５ 関係者の役割を明確にし、関係者同士が連携・共同して取り組む。 

 

 

１．「生きることの包括的な支援」としての自殺対策を推進する  

 個人においても地域においても、自己肯定感や信頼できる人間関係、危機回避能力等の「生きる

ことの促進要因(自殺に対する保護要因)」より、失業や多重債務、生活困窮等の「生きることの阻

害要因(自殺のリスク要因)」が上回ったときに、自殺リスクが高まるとされています。(図12) 

 そのため自殺対策は、「生きることの阻害要因」を減らす取組に加えて「生きることの促進要

因」を増やす取組を行い、双方の取組を通じて自殺リスクを低下させる方向で推進する必要があり

ます。自殺防止や遺族支援といった狭義の取組のみならず、地域において「生きる支援」に関連す

るあらゆる取組を総動員して、まさに「生きることの包括的な支援」として推進することが重要で

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自殺のリスクが高まるとき 

生きることの            生きることの     

促進要因              阻害要因 

△将来の夢 

△家族や友人との信頼関係 

△やりがいのある仕事や趣味 

△経済的な安定 

△ライフスキル(問題対処能力) 

△信仰 

△社会や地域に対する信頼感 

△楽しかった過去の思い出 

△自己肯定感   など 

▼将来への不安や絶望 

▼失業や不安定雇用 

▼過重労働 

▼借金や貧困 

▼家族や周囲からの虐待、いじめ 

▼病院、介護疲れ 

▼社会や地域に対する不信感 

▼孤独 

▼役割喪失感    など 

ＮＰＯ法人ライフリンク作成 

【図 12】 
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２．関連機関の施策との有機的な連携による総合的な取組を推進する 

 ＮＰＯ法人ライフリンクによる自死遺族への聞き取り調査によると、自殺で亡くなった人のうち

およそ７割の人が、自殺で亡くなる前にどこかの専門機関に相談に行っていたとのことです。さま

ざまな悩みを抱えた人が何とかたどり着いた相談先で、確実に必要な支援につながることができる

よう、さまざまな分野の支援機関が自殺対策の一翼を担っているという意識を共有し、互いに有機

的な連携を深めることが重要です。 

 特に、地域共生社会の実現に向けた取り組みや生活困窮者自立支援制度など、自殺対策事業との

関連の深い精神科医療、保健、福祉等に関する各種施策との連動性を高めていくことにより、誰も

が住み慣れた地域で、適切な支援を受けられる地域社会づくりを進めていく必要があります。 

 

３．対応のレベルと段階に応じた、さまざまな施策を効果的に連動させる 

 自殺対策は、自殺のリスクを抱える個人の問題解決に取り組む「対人支援のレベル」、支援者や

関係機関同士の連携を深めていくことで、支援の網の目からこぼれ落ちる人を生まないようにする

「地域連携のレベル」、さらには支援制度の整備を通じて、人を自殺に追い込むことのない地域社

会の構築を図る「社会制度のレベル」という、３つのレベルに分けることができます。社会全体の

自殺リスクの低下につながり得る、効果的な対策を講じるためには、それぞれのレベルにおける取

組を、協力かつ総合的に推進していくことが重要です。 

 また、時系列的な対応の段階としては、自殺の危険性が低い段階における啓発等の「事前対応」

と、現に起こりつつある自殺発生の危険に介入する「危機対応」、それに自殺や自殺未遂が生じて

しまった場合等における「事後対応」という、３つの段階が挙げられ、それぞれの段階において施

策を講じる必要があるとされています。 

 加えて、「自殺の事前対応よりもさらに前段階での取組」として、学校では今後、児童生徒等を

対象に、いわゆる「ＳＯＳの出し方に関する教育」を推進することも重要とされます。 

 

４．自殺対策における実践的な取り組みと啓発を両輪で推進する 

 効果的な自殺対策を展開するためには、当事者へのさまざまな支援策を展開したり、支援関係者

との連携を図るなどの実践的な取り組みだけでなく、この実践的な取組が地域に広がり、そして根

づくために、自殺対策に関する周知・啓発と両輪で推進していくことが重要です。 

 特に自殺に対する基本的な理解や、危機に陥った人の心情や背景への理解を進め、危機に陥った

場合には誰かに援助を求めることが適当であるということが、地域全体の共通認識となるように、

積極的に普及啓発を行うことが求められます。 

 すべての住民が、身近にいるかもしれない自殺を考えている人のサインを早期に察知し、雇用問

題や金銭問題などのケースに応じて、役場職員や精神科医等の専門家につなぐとともに、そうした

専門家と協力しながら見守っていけるよう、広報活動、教育活動等に取り組んでいくことが重要で

す。 
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５．関係者の役割を明確にし、関係者同士が連携・共同して取り組む 

 自殺対策を通じて「誰も自殺に追い込まれることのない、生き心地のいい美波町」を実現するた

めには、町だけでなく、国や県、ほかの市町村、関係団体、民間団体、企業、そして何より住民の

皆さん一人ひとりと連携・協働し、一体となって自殺対策を推進していく必要があります。そのた

めには、それぞれの主体が果たすべき役割を明確化し、その情報を共有した上で、相互の連携・協

働の仕組みを構築することが重要となります。（図13） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高齢者 

生活困窮者 

既存事業を自殺対策（地域づくり）の観点から捉え直し、様々な課題に

取り組む各課、各組織の事業を連携 

【図 13】 
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第４章 美波町の自殺対策５本柱  

 

１．美波町の自殺対策５本柱 

 

 美波町では、町の自殺実態を踏まえて、かつ自殺対策の基本方針に則り、「誰も自殺に追い込まれ

ることのない美波町」の実現を目指して、主に以下の５つの施策を展開していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

国的に実施されることが望ましいとされている基本的な取組です。「事前対応」「危機対応」「事後対

応」のすべての段階に及び、分野的にも「実践」と「啓発」の両方を網羅する幅広い施策群となって

います。 

 一方、５の取組は、美波町においても特に自殺の実態が深刻である「高齢者」「生活困窮者」に焦

点を絞った取り組みです。これらの取組については、自殺総合対策推進センターが作成した美波町

の「自殺実態プロファイル」においても、特に重点的に支援を展開する必要があるとされています。 

  

≪美波町の自殺対策５本柱≫ 

（１）地域・役場組織内におけるネットワークの強化 

（２）自殺対策を支える人材の育成 

（３）住民への知識の啓発普及 

（４）生きることへの促進要因への支援 

（５）高齢者、生活困窮者への支援の強化 
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（１）地域・役場組織内におけるネットワークの強化  

 自殺対策を推進する上で基盤となる取り組みが、地域におけるネットワークの強化です。これに

は、自殺対策に特化したネットワークの強化だけでなく、他の目的で地域に展開されているネット

ワーク等と自殺対策との連携の強化も含みます。特に、自殺の要因となり得る分野のネットワーク

との連携を強化していきます。 

 

【事業名】事業内容 担当課 関連協力団体 

【美波町健康を考える会】 

  

関係各種団体の代表が集まり、この会において町

の自殺対策に関する協議を行います。 

 

健康増進課 民生児童委員協議会 

老人クラブ 

商工会 

婦人会 

食生活改善推進協議会 

警察署 

徳島県南部総合県民局 

（保健福祉環境部） 

社会福祉協議会 

教育関係機関 

各医療機関 等 

【自殺対策推進本部】 

 

自殺対策について庁内関係部署の緊密な連携と協力

により、自殺対策を総合的に推進するため、会議を

開催します。 

 

健康増進課 関係各課 

【衛生委員会】 

 

庁内関係部署の連携を図り、職場における安全及

び衛生の確保並びに健康の保持増進についての協

議を行います。 

 

総務課 関係各課 

職場代表者 

【心配ごと相談】 

 

社会福祉協議会(民生委員)による、地域住民の悩

みの相談を受けています。相談内容によって必要

な関係機関と連携しています。 

福祉課 社会福祉協議会 

民生児童委員協議会 

隣保館 
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評価項目 担当課 関連協力団体 

【こころの相談】 

 

精神対話士による、地域住民の相談を受けていま

す。相談内容によって必要な関係機関と連携して

います。 

 

健康増進課 

 

地域医療機関 

徳島県南部総合県民局

（保健福祉環境部） 

精神保健福祉センター 

 

【子ども支援地域協議会】 

 

虐待が疑われる児童生徒や、支援対象家族で自殺

リスクが高いと思われる保護者等について、早期

支援につなげられるよう、関係機関の連携体制の

強化を図ります。 

 

福祉課 警察署 

徳島県南部総合県民局 

（保健福祉環境部） 

こども女性相談センター 

人権擁護委員 

町立病院、診療所 

社会福祉協議会  

健康増進課 

教育関係機関 

民生児童委員協議会 

こども園 等 

【特別支援連携協議会】 

 

実態の情報共有を行い、自殺リスクを抱える児童

や生徒の早期発見と支援を推進します。 

教育委員会 教育関係機関 

主任児童委員 

こども園 

児童福祉施設 

徳島県南部総合県民局 

（保健福祉環境部） 

こども女性相談センター

等 

●評価指標 

評価項目 現状値 平成35年度までの目標値 

美波町健康を考える会開催 平成30年度設置 １回以上／年 

自殺対策推進本部開催 平成30年度設置 １回以上／年 

衛生委員会 １回／月 継続実施 

心配ごと相談 １日／週 継続実施 

こころの相談 １日／月 継続実施 

各種協議会・会議開催回数 各１回以上／年 継続実施 
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（２）自殺対策を支える人材の育成 

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

支える人材の育成は、対策を推進するうえで基盤となる重要な取組です。 

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

を持って、住民のＳＯＳに気づき、関係機関と速やかに連携・支援できるよう、研修会等の機会を充

実させます。 

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

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

研修を実施します。 

 これらの行政や各専門機関の職員等の人材育成を推進した上で、誰もが身近な人の悩みや問題に

気づき、寄り添うことができるよう、全ての住民を対象にした研修を充実させることが重要である

と考えます。 

 というのも、身近な人や相談支援機関等に直接相談したり、助けを求めることにためらいを感じ

ている人は少なくありません。誰かに相談したり、助けを求めることにためらいを感じる人は、悩

みや問題を一人で抱え込みがちであり、その問題が解決されないまま複雑化・深刻化して、結果と

して自殺リスクを高めることにつながる可能性があります。 

 このような実情を踏まえて、「町役場の全職員が中心となってすべての住民がゲートキーパー」と

なることを目標に、全住民に対するゲートキーパー研修の機会を拡充させ、関連の啓発活動を展開

していきます。 

 

【事業名】事業内容 担当課 関連協力団体 

【美波町職員を対象としたゲートキーパー 

養成講座】 

 

各種税金や保険料の支払い等の際、生活面で深刻

な問題を抱えていたり、困難な状況にある方の相

談に対し、「生きることの包括的な支援」のきっ

かけと捉え、実際に様々な支援につなげられる体

制を作ります。また、どんな相談に対しても相談

者に寄り添いながら支援する役割を担っていける

よう、ゲートキーパー研修等を開催していきま

す。 

 

健康増進課 関係各課 
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【事業名】事業内容 担当課 関連協力団体 

【一般住民や各種団体を対象としたゲートキーパ

ー養成講座】 

 

日頃から、地域住民と接する機会の多い地域の民

生児童委員協議会、食生活改善推進員などの地区

組織、また商工会や関係団体、各種ボランテイア

団体等に、相談者やその家族の変化に気づき、本

人の気持ちに耳を傾け、早めの専門機関への相談

を促し、日々の活動の中で寄り添いながら見守っ

ていく役割を担っていけるよう、ゲートキーパー

養成講座等を開催していきます。 

 

健康増進課 

 

 

美波町健康を考える会 

精神保健ボランティア

等 

【学校教育関係者に対するゲートキーパー養成講

座】 

 

児童生徒が発信するＳＯＳのサインに気づき、見

守りながら相談支援機関につなぐ役割ができる人

材の養成に努めます。 

 

健康増進課 

教育委員会 

 

 

教育関係機関 

【地域ケア会議】 

 

地域の高齢者等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はかり、多職

種での連携体制や社会基盤の整備に取り組みま

す。 

 

福祉課 

 

保健医療福祉関係機関 

【生活困窮者自立相談支援事業】 

 

関係機関と連携し、相談支援、就労支援、家計支

援ほか、対象者一人ひとりの困りごとにあわせた

支援をしていきます。伴走支援、寄り添い支援を

基本としていきます。 

 

福祉課 

 

 

社会福祉協議会 
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●評価指標 

評価項目 現状値 平成35年度までの目標値 

美波町職員を対象としたゲートキーパー

研修開催回数 

 管理職・一般職 

１回以上／隔年 

各研修アンケートで「参加してよかった」

「自殺対策の理解が深まった」と回答した

人の割合 

 

それぞれ70％以上 

一般住民や各種団体を対象としたゲート

キーパー研修開催回数 

 
１回以上／隔年 

各アンケートで「参加してよかった」「自

殺対策の理解が深まった」と回答した人の

割合 

 

それぞれ70％以上 

学校教育関係者に対するゲートキーパー

養成講座開催回数 

 
１回以上／隔年 

アンケートで「参加してよかった」「自殺

対策の理解が深まった」と回答した人の割

合 

 

それぞれ70％以上 

 地域ケア会議開催回数   １回以上／年 
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（３）住民への知識の普及啓発  

 地域のネットワークを強化して、相談体制を整えても、住民が相談機関や相談窓口の存在を知ら

なければ、誰かが問題を抱えた際に適切な支援へとつながることができません。 

 美波町では、住民とのさまざま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、

住民が自殺対策について理解が深められるよう、講演会等を開催します。また、地域の広報媒体や

図書館等の施設と連携し、地域全体に向けた問題の啓発や相談先情報の周知を図ります。 

 

【事業名】事業内容 担当課 関連協力団体 

【チラシによる相談窓口の周知】 

 

庁内・医療保健センター窓口や福祉関係機関、医療

機関等にチラシを設置し、各種手続きで訪れる方々

や受診される方々に対し、相談窓口の周知を図りま

す。 

（ＳＯＳカード） 

 

健康増進課 関係各課 

町内医療機関等 

【成人式での啓発】 

 

相談窓口の一覧等について資料等を配布し、周知し

ます。 

 

教育委員会 教育関係機関 

【地区健康相談】 

 

地域の老人福祉センター、漁協等で開催する健康相

談・健康教育の機会に、自殺の要因の一つである精

神疾患や自殺問題に対する誤解や偏見を取り除き、

心の健康や自殺に関する正しい知識等について理解

を深めるための健康教育を行っていきます。 

 

健康増進課 各地区組織 

【広報誌・町内放送・ホームページを通じた広報 

活動】 

 

自殺予防週間(９月)、自殺対策強化月間(３月)にあ

わせたこころの健康に関する啓発活動を行います。

また、通年を通した相談窓口の周知を図ります。 

 

健康増進課 

政策推進課 
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●評価指標 

評価項目 現状値 平成35年度までの目標値 

 庁内チラシ設置窓口 

関係機関チラシ設置窓口 

随時 ３か所以上／年 

成人式での啓発  毎回 

各地区健康相談開催回数  （日和佐地区） 

             （由岐地区） 

毎週木曜日 

第１，第３木曜日 

現状維持 

 広報誌・町内放送・ホームページ掲載回数 随時 １回以上／年 
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（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(自殺に対する保護要因)」より

も、「生きることの阻害要因(自殺のリスク要因)」が上回った時です。そのため「生きることの阻害

要因」を減らすための取組のみならず、「生きることの促進要因」を増やすための取組を合わせて行

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町では、「生きる

ことの促進要因」の強化につなぎ得るさまざまな取組を進めます。 

 

【事業名】事業内容 担当課 関連協力団体 

【図書館の管理事業】 

 

住民が利用しやすい居場所としての環境整備に努

めます。 

 

教育委員会  

【社会教育】 

 

多様な学習活動や社会活動への支援 

＊老人大学 

＊女性大学 

＊健康料理講習会 

＊キッズフェスティバル 

＊にこにこフェスティバル 等 

 

教育委員会 

 

教育関係機関 

【町内会活動】 

 

地域に住んでいる人たちがふれあいの場をつくり、

互いに支えながら、安心・安全で住みよいまちを創

り上げるために様々な活動を行うことで、地域での

居場所づくりを促進します。 

 

政策推進課 教育委員会 

各町内会 

【公園管理】 

 

住民が利用しやすいだけでなく、住民が集える場所

としての機能を果たすことができるよう、整備に努

めます。 

 

教育委員会 各町内会 
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【事業名】事業内容 担当課 関連協力団体 

【町営住宅の整備】 

 

若年層の定住支援、高齢者・障害者の配慮の視点

を取り入れた、多様なニーズに対応した町営住宅

の整備を検討します。町営住宅の居住者や入居申

込者は生活困窮や低収入など生活面で困難や問題

を抱えていることが少なくないため、関係機関と

の連携を図りながら支援していきます。 

 

住民生活課  

【医療との連携】 

 

美波町健康づくり推進協議会にて、地域の実情を

把握するとともに、自殺未遂者の精神的ケア及び

生活支援等を関係機関と連携して行っていきま

す。 

 

健康増進課 

福祉課 

各医療機関 

【美波町母子保健連絡会】 

 

児童生徒の精神的なケアや様々な支援を効果的に

行うため、情報交換や検討を行っていきます。 

 

健康増進課 

 

町内各学校 

教育委員会 

【死亡届時の情報提供】 

 

死因は問わず死亡届に訪れたすべての遺族に対し

て、相談窓口や行政手続き等の情報を掲載したチ

ラシを手渡します。 

 

住民生活課  

【わかちあいの会の案内】 

 

遺族が死別による悲嘆と向き合い回復の道を歩む

ために、徳島県精神保健福祉センターが主催して

いる自死遺族交流会について、チラシや研修会等

で紹介します。 

 

健康増進課 徳島県南部総合県民局 

（保健福祉環境部） 
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【事業名】事業内容 担当課 関連協力団体 

【ＳＯＳの出し方教育】 

 

児童生徒が、いのちの大切さを実感できる教育だ

けでなく、生活上の困難・ストレスに直面したと

時の対処方法やＳＯＳの出し方を学ぶための教育

を推進します。 

 

健康増進課 

教育委員会 

教育関係機関 

【子どもの人権に関する教育】 

 

小中学生を対象とした人権教室や子どもの人権Ｓ

ＯＳの普及等、学校・各こども園及び関係機関と連

携を図りながら活動します。 

 

住民生活課 

教育委員会 

福祉課 

人権擁護委員 

【こころの健康づくり講演会】 

 

自他の命の大切さや自己の生き方について考えを

深めるため、講師を招いて中学校で講演会を開催し

ます。 

 

健康増進課 

教育委員会 

教育関係機関 

【教育相談事業】 

 

元教諭（臨床心理士・特別支援教育士）による対

面型相談を実施します。定期的な個別相談を実施

します。児童生徒を取り巻く町内のこども園、学

校を巡回し連携強化に努めます。 

 

健康増進課 

 

教育関係機関 

教育委員会 

福祉課 

【スクールカウンセラー事業】 

 

児童生徒に対する、メンタルヘルスなど、様々な

心理的問題に対応するため、スク―カウンセラー

を小学校・中学校に派遣してもらい、学校現場に

おける相談体制の充実を図ります。 

 

教育委員会 

健康増進課 

 

教育関係機関 
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【事業名】事業内容 担当課 関連協力団体 

【学校教育関係者に対するゲートキーパー養成講

座】(再掲) 

 

児童生徒が発信するＳＯＳのサインに気づき、見

守りながら相談支援機関につなぐ役割ができる人

材の養成に努めます。 

健康増進課 

教育委員会 

教育関係機関 

【児童生徒の支援体制の強化】 

 

不登校やいじめ等問題行動およびハイリスク児童

生徒の早期発見と適切な対応を促進するため、関

係課が連携し、包括的・継続的に支援します。 

教育委員会 

福祉課 

健康増進課 

 

教育関係機関 

 

●評価指標 

評価項目 現状値 平成35年度までの目標値 

 図書館利用者数 (図書貸出者数) (Ｈ29年度) 

8,640人 

9,000人以上／年 

社会教育開催回数 計20回／年 現状維持 

死亡届出時のチラシの配布率  100％ 

 ＳＯＳの出し方教育開催回数  １回以上／年 

アンケート結果にて「理解できた」と答えた割合  80％以上 

人権教育開催回数  １回以上／年 

こころの健康づくり講演会 ２回／毎年 ２回／毎年 

教育相談利用者 (Ｈ29年度) 

53人 

現状維持 

 学校教育関係者を対象としたゲートキーパー養

成講座開催回数 

 １回以上／年 
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（５）高齢者、生活困窮者への支援の強化 

  ① 高齢者背景 

   高齢者の自殺について、閉じこもりや抑うつ状態から孤立・孤独に陥りやすいといった高齢

者特有の課題を踏まえつつ、さまざまな背景や価値観に対応した支援、働きかけが必要です。町

では、行政サービス、民間事業のサービス、民間団体の支援等を適切に活用し、高齢者の孤立・

孤独を防ぐための居場所づくり、社会参加の強化等といった生きることの包括的支援として施

策の推進を図ります。 

   加齢に伴っての病気や、生活が不活発になることを防ぐためにも、若いころからの健康づく

りは大切です。そこで、若年層からの健康づくりについても第６章「生きる支援関連施策」の中

であげています。また、７５歳以上の方に対しても引き続き保健師・管理栄養士が訪問を通して

健診の事後指導を行い、支援が必要な場合には、関係機関と連携して適切な機関へとつなげる

よう継続的な取組をしていきます。 

【事業名】事業内容 担当課 関連協力団体 

【地域ケア会議】(再掲) 

 

地域の高齢者等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はかり、多職種で

の連携体制や社会基盤の整備に取り組みます。 

 

福祉課 

 

保健医療福祉関係機

関 

【心配ごと相談】(再掲) 

 

社会福祉協議会による、地域住民の悩みの相談を受

けています。相談内容によって必要な関係機関と連

携しています。 

 

福祉課 社会福祉協議会 

民生児童委員協議会 

隣保館 

【各種介護予防事業】 

 

各種事業を通じて、身体機能や脳の活性化を図るだ

けでなく、地域住民同士の交流を図り、安心して過

ごせる居場所を目指します。 

 

地域包括支援 

センター 

 

社会福祉協議会 

【７５歳以上の継続した保健指導】 

 

７５歳以上になられた方へも引き続き、健診後の事

後指導として訪問を実施し、支援等が必要な場合は

適切な関係機関へとつなげるよう継続的な取組を行

います。 

健康増進課 福祉課 

医療機関 

社会福祉協議会等 
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●評価指標 

評価項目 現状値 平成35年度までの目標値 

地域ケア会議開催回数    １回以上/年 

心配ごと相談 １日／週 継続実施 

各種介護予防事業回数 (Ｈ29年度) 

234回／年 

200回程度/年 

７５歳以上の継続した訪問指導  80％以上 

 

② 生活困窮者背景 

 美波町の過去５年間の間に自殺で亡くなった４人のうち、３人が無職者である事から、無職

者・失業者に対する支援が重要であると考えられます。 

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

く、心身の健康や家族との人間関係、ひきこもりなど、他のさまざまな問題を抱えた結果、自殺

に追い込まれることが少なくないと考えられます。 

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

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

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

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

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

【事業名】事業内容 担当課 関連協力団体 

【生活保護に関する相談】 

 

相談者やその家族が抱える問題を把握し、必要に

応じて適切な支援先につなげます。 

 

福祉課 

 

社会福祉協議会 

徳島県南部総合県民局 

（保健福祉環境部） 

【生活困窮者自立相談支援】 

 

美波町社会福祉協議会と連携し、相談支援、就労

支援、家計支援のほか、対象者一人ひとりの困り

ごとにあわせた支援をしていきます。 

 

福祉課 社会福祉協議会 

【無料法律相談】 

 

消費生活上のトラブルを抱えた住民に対し、弁護

士等の専門家への相談機会を提供します。また、

相談の際に相談窓口を掲載したチラシを配布し、

相談先情報の周知につとめます。 

社会福祉協議会  

第４章 



  

 

27 

 

 

●評価指標 

評価項目 現状値 平成35年度までの目標値 

生活保護相談件数(Ｈ28～Ｈ30) 12件 随時 

生活困窮者自立支援事業 

(Ｈ29年度相談件数） 

３件 随時 

手引き活用による連携件数 Ｈ30年度作成 １件以上／年 

 

  

【事業名】事業内容 担当課 関連協力団体 

【各種納付相談】 

 

各種税金や保険証の支払い等の際、生活面で深刻

な問題を抱えていたり困難な状況にある方の相談

をし、随時窓口で受け付けます。「生きることの

包括的な支援」のきっかけと捉え、実際に様々な

支援につなげられる体制を作ります。 

税務課 

福祉課 
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２．その他 

上記、５つの柱以外にも、さまざまな取り組みを展開します。詳細を「生きる支援関連施策一覧」

として、まとめました。 

各課の事業でそれぞれ、住民と関わる際、もし悩んでいる人に「気づき」、必要に応じて関係者に

紹介し問題解決にあたることが必要な場合においては、『美波町相談対応の手引き』を活用しながら、

話を「聞き」、関係部署に「つなぐ」役割を一人一人担っていくことが望まれます。 

 

（１）生きる支援関連施策一覧 

 

担当課 事業名（事業内容） 自殺対策の視点からの事業の捉え方 

 

総務課 

消費生活対策事務 ▼消費生活上の困難を抱える人々は、自殺リスクの高いグループでもあ

る。 

▼消費生活に関する相談をきっかけに、抱えている他の課題も把握・対

応していくことで、包括的な問題の解決に向けた支援を展開し得る。 

職員の研修事業 ▼職員研修（特に新任と管理職昇任）の 1 コマとして、自殺対策に関す

る講義を導入することで全庁的に自殺対策を推進するためのベースとな

り得る。 

職員の健康管理事務 ▼住民からの相談に応じる職員の、心身面の健康の維持増進を図ること

で、自殺総合対策大綱にも記載されている「支援者への支援」となる。 

行政相談 ▼各種相談を総合的に受ける窓口は、自殺者の多くが複数の問題を抱え

ていることからも、潜在的な自殺リスクの高い人々をキャッチする上で

重要となる。 

 

政策推進課 

広報等による情報発信 ▼最も身近な情報媒体であり、自殺対策の啓発を直接住民に促すことが

できる。とりわけ「自殺対策強化月間（３月）」や「自殺予防週間（９月）」

には、効果的に啓発が可能となる。 

定住自立圏構想に関す

る事務 

▼共生ビジョンの中で、自殺対策についても言及することにより、地域

社会づくりとして自殺対策を進める上での基盤の整備強化を図りやすく

なる。 

 

消防防災課 

防災関係事務 ▼自殺総合対策大綱では、大規模災害の被災者は様々なストレス要因を

抱えることとなるため、孤立防止や心のケアに加えて生活再建等の復興

関連施策を、中長期にわたり講ずる必要があるとされている。美波町災

害時保健衛生活動マニュアルに基づき、こころの健康対策を規定するこ

とにより、発災時のメンタルヘルス対策を推進する。 
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担当課 事業名（事業内容） 自殺対策の視点からの事業の捉え方 

 

税務課 

徴収及び滞納整理事務 

納税相談 

▼納税や年金の支払い等を期限までに行えない住民は、生活面で深刻な

問題を抱えていたり、困難な状況にあったりする可能性が高いため、そ

うした相談を「生きることの包括的な支援」のきっかけと捉え、実際に

様々な支援につなげられる体制を作っておく必要がある。 

▼相談を受けたり徴収を行う職員等にゲートキーパー研修を受講しても

らうことで、気づき役やつなぎ役としての役割を担えるようになる。 

短期保険証発行・資格

証発行に関する事務 

▼納税や年金の支払い等を期限までに行えない住民は、生活面で深刻な

問題を抱えていたり、困難な状況にあったりする可能性が高いため、そ

うした相談を「生きることの包括的な支援」のきっかけと捉え、実際に

様々な支援につなげられる体制を作っておく必要がある。 

住民税の賦課に必要な

調査 

▼生活保護受給者や障害者等は、経済面だけでなく健康面での問題を抱

えていることが多い。それらが原因で自殺を防ぐためにも、担当者に自

殺対策の視点についても理解してもらい、問題を抱えている場合には適

切な窓口につなぐ等、職員の相談対応の強化につながり得る。 

 

住民生活課 

公営住宅家賃滞納整理

対策 

▼家賃滞納者の中には、生活面で深刻な問題を抱えていたり、困難な状

況にあったりする可能性が高いため、そうした相談を「生きることの包

括的な支援」のきっかけと捉え、実際に様々な支援につなげられる体制

を作っておく必要がある。 

▼相談を受けたり徴収を行う職員等にゲートキーパー研修を受講しても

らうことにより、気づき役やつなぎ役としての役割を担えるようになる。 

公営住宅関連事業 ▼公営住宅の居住者や入居申込者は、生活困窮や低収入など、生活面で

困難や問題を抱えていることが少なくないため、自殺のリスクが潜在的

に高いと思われる住民に接触するための、有効な窓口となり得る。 

▼公営住宅への入居に際して申請対応等を行う職員に、ゲートキーパー

研修を受講してもらうことで、入居申請者の中に様々な困難を抱えた住

民がいた場合には、その職員が他機関へつなぐ等の対応をとれるように

なる。 

公害・環境関係の苦情

相談 

▼自殺に至る背景には、近隣関係の悩みやトラブル等が関与している場

合や、悪臭や騒音等の住環境に関するトラブルの背景に精神疾患の悪化

等が絡んでいる場合も少なくない。 

▼公害や環境に関する住民からの苦情相談は、それらの問題を把握・対

処する上での有益な情報源として活用できる可能性がある。 
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担当課 事業名（事業内容） 自殺対策の視点からの事業の捉え方 

 

住民生活課 

人権啓発事務 

（人権啓発事業） 

▼人権擁護委員が自殺対策の知識をもつことで、相談業務だけでなく、

関係機関へつなぐ役割を期待できる。 

配偶者暴力防止に関す

る相談 

▼配偶者やパートナーから暴力を受けるという経験は、自殺のリスクを

上昇させかねない。 

▼相談の機会を提供することで自殺リスクの軽減に寄与し得る。 

国民年金関連事務 ▼年金の支払い等を期限までに行えない住民は、生活面で深刻な問題を

抱えていたり、困難な状況にあったりする可能性が高いため、そうした

相談を「生きることの包括的な支援」のきっかけと捉え、実際に様々な

支援につなげられる体制を作っておく必要がある。 

▼相談を受ける職員等にゲートキーパー研修を受講してもらうことによ

り、気づき役やつなぎ役としての役割を担えるようになる。 

 

福祉課 

 

 

各種手帳申請･交付･受

付事務 

 ・身体障害 

 ・精神障害 

 ・知的障害 

▼申請に際し、当事者や家族等と対面で応対する機会を活用すること

で、問題の早期発見・早期対応へ接点になり得る。 

各種手当申請事務 

・特別児童扶養手当 

・障害児福祉手当 

▼障害児を養育、看護している世帯は経済的・精神的負担が大きく、自

殺リスクも高まる可能性があり、当事者や家族等と対面で応対する機会

を活用することで、問題の早期発見・早期対応への接点になり得る。 

自立支援医療関連事務 ▼申請に際し、当事者や家族等と対面で応対する機会を活用することで、

問題の早期発見・早期対応へ接点になり得る。 

介護保険料（第 1 号被

保険者）の賦課・徴収

に関する事務 

▼期限までに納税できない住民は、生活面で深刻な問題を抱えていたり、

困難な状況にある可能性が高いため、潜在的なハイリスク層を把握する

上での一手段となり得る。つなぐべき支援先や支援策を職員に周知して

おく必要がある。 

介護給付・要介護認定

(調査)に関する事務 

▼介護は当人や家族にとって負担が大きく、最悪事態へとつながる危険

もある。 

▼相談支援の提供は、介護にまつわる問題を抱えて自殺のリスクが高い

住民との接触機会として活用し得る。 

▼相談を通じて当人や家族の負担軽減を図ることで、自殺リスクの軽減

にも寄与し得る。 

緊急通報体制等整備 

事業 

▼手続きの中で、当人や家族等との接触の機会があり、問題状況等の聞

き取りができれば、家庭での様々な問題について察知し、必要な支援先

につなげる接点ともなり得る。 
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担当課 事業名（事業内容） 自殺対策の視点からの事業の捉え方 

 

福祉課 

障害福祉サービスに関

する事務 

▼支給に際して、当事者や家族等と対面で応対する機会を活用すること

で、問題の早期発見・早期対応への接点になり得る。 

▼障害支援区分認定調査・概況調査による情報は、自殺のリスクにもリ

ンクする可能性があり、接触時のアプローチにより、生きることへの包

括的支援の拡充を図ることができる。 

福祉用具購入及び住宅

改修に関すること 

▼手続きの中で、当人や家族等との接触の機会があり、問題状況等の聞

き取りができれば、家庭での様々な問題について察知し、必要な支援先

につなげる接点ともなり得る。 

虐待防止センター 

(児童や障がい者、高齢

者に対する虐待への対

応) 

▼当事者や家族、関係者の抱える問題や異変を早期に察知し、適切な対

応を強化する。 

成年後見制度利用支援

事業 

▼判断能力に不安を抱える方の中には、精神疾患や知的障害等を有し、

自殺のリスクが高い方も含まれる可能性がある。 

▼当事者や家族等と対面で応対する機会を活用することで、問題の早期

発見・早期対応への接点になり得る。 

後期高齢者医療保険料

の賦課・徴収に関する

事務 

▼期限までに納税できない住民は、生活面で深刻な問題を抱えていたり、

困難な状況にある可能性が高いため、潜在的なハイリスク層を把握する

上での一手段となり得る。つなぐべき支援先や支援策を職員に周知して

おく必要がある。 

認定こども園業務に関

すること 

▼申請に際し、当事者や家族等と対面で応対する機会を活用することで、

問題の早期発見・早期対応へ接点になり得る。 

▼職員にゲートキーパー研修を受講してもらうことで、問題を抱えてい

る保護者や子どもがいた場合には、その職員が必要な機関へつなぐ等の

対応が取れるようになる。 

園長会 ▼園児のメンタルヘルスの状態や、学級の状況等を把握するとともに、

必要時には適切な支援につなげる等の支援への接点、参考情報になり得

る。 

子育て支援事業 ▼未就園児のこどもと保護者に対してこども園を開放し、こどもや保護

者同士の交流を図り気軽に話ができる場とし、周囲に親類・知人がいな

い場合でも、子育てに伴う孤独を軽減する。 

▼保護者が集い交流できる場を設けることで、自殺のリスクの軽減に寄

与し得るとともに、危機的状況にある保護者を発見し早期の対応につな

げる接点にもなり得る。 
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担当課 事業名（事業内容） 自殺対策の視点からの事業の捉え方 

 

福祉課 

児童館・こども広場 

事業 

▼申請に際し、当事者や家族等と対面で応対する機会を活用することで、

問題の早期発見・早期対応へ接点になり得る。 

▼職員にゲートキーパー研修を受講してもらうことで、問題を抱えてい

る保護者や子どもがいた場合には、その職員が必要な機関へつなぐ等の

対応が取れるようになる。 

はぐぐみ医療費助成 

事業 

▼申請に際し、当事者や家族等と対面で応対する機会を活用することで、

問題の早期発見・早期対応へ接点になり得る。 

特定不妊治療費助成 

事業 

▼不妊に係る悩みや経済的負担は自殺に至る要因にもなり得る 

▼助成の相談や申請の相談は、自殺のリスクの高い層との接触機会とし

て活用し得る。 

障害児支援に関する 

事務 

▼申請に際し、当事者や家族等と対面で応対する機会を活用することで、

問題の早期発見・早期対応へ接点になり得る。 

▼障害児を抱えた保護者への相談支援の提供は、保護者に過度な負担が

掛かるのを防ぎ、結果として保護者の自殺リスクの軽減にも寄与し得る。 

母子・寡婦福祉に関す

る相談 

▼相談者の中では、生きづらさを抱え自殺リスクの高い方もいる。 

▼相談の際に問題を把握し、適切な支援機関につなぐ機会にもなり得る。 

ひとり親家庭等医療費

支給事業 

▼ひとり親家庭は貧困に陥りやすく、また孤立しがちであるなど自殺に

つながる問題要因を抱え込みやすい。 

▼医療費の助成時に当事者との直接的な接触機会があれば、抱える問題

の早期発見と対応への接点になり得る。 

児童手当支給事務 ▼当事者や家族等と対面で応対する機会を活用することで、問題の早期

発見・早期対応へ接点になり得る。 

児童扶養手当支給事務 ▼家族との離別・死別を経験している方は自殺のリスクが高まる場合が

ある。 

▼扶養手当の支給機会を、自殺のリスクを抱えている可能性がある集団

との接触窓口として活用し得る。 

▼当事者や家族等と対面で応対する機会を活用することで、問題の早期

発見・早期対応へ接点になり得る。 

養育医療に関する事務 ▼育児に係る悩みや経済的負担は自殺に至る要因にもなり得る。 

▼助成の相談や申請の機会は、自殺のリスクが高い層との接触機会とし

て活用し得る。 
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担当課 事業名（事業内容） 自殺対策の視点からの事業の捉え方 

 

福祉課 

 

民生児童委員協議会 

事務 

▼相談者の中で問題が明確化しておらずとも、同じ住民という立場から、

気軽に相談できるという強みが民生児童委員協議会にはある。 

▼地域で困難を抱えている人に気づき、適切な相談機関につなげる上で、

地域の最初の窓口として機能し得る。 

▼ゲートキーパー研修を受講してもらうことにより、気づき役やつなぎ

役として役割と担えるようになる。 

養護老人ホームへの 

入所 

▼老人ホームへの入所手続きの中で、当人や家族等と接触の機会があり、

問題状況等の聞き取りができれば、家庭での様々な問題について察知し、

必要な支援先につなげる接点ともなりうる。 

障害福祉計画策定・ 

管理事業 

▼障害者福祉事業と自殺対策事業との連携可能な部分の検討を進めるこ

とにより、両事業のさらなる連携の促進を図ることができる。 

 

日中一時支援事業 

▼ショートステイの機会を活用し、障害者（児）の状態把握を行うこと

で、虐待等の危険を早期に発見するための機会ともなり得る。それは自

殺リスクへの早期対応にもつながりうる。 

▼介護の負担を軽減するという意味で、支援者（介護者）への支援とし

ても位置付け得る。 

地域自立支援協議会の

開催 

▼医療や福祉等の各種支援機関の間に構築されたネットワークは、自殺

対策（生きることの包括的支援）を展開する上での基盤ともなり得る。 

こども園利用料等納入

促進事業 

▼こども園利用料を滞納している保護者の中には、生活上の様々な問題

を抱えて払いたくても払えない状態、かつ、必要な支援につながってい

ない方もいると思われる。 

▼担当の職員にゲートキーパー研修を受講してもらうことで、そうした

保護者に気づいた時には適切な機関へつなぐ等、気づき役やつなぎ役と

しての役割を担えるようになる。 

子ども・子育て支援事

業計画の推進 

▼子ども・子育て支援事業と自殺対策とを連動させることにより、妊産

婦や子育て世帯への支援強化を図ることができる。 

 

地域包括支

援センター 

介護予防普及啓発事業 ▼介護予防事業を通じて心身の活性化や地域住民同士の交流を図ると同

時に、高齢者の異変を察知し対応する。 

介護予防ケアマネジメ

ント 

▼要介護の当事者やその家族の中には様々な問題を抱え、自殺リスクの

高いひとがいる可能性がある。 

▼介護職員にゲートキーパー研修を受講してもらうことで、支援対象の

高齢者の抱える問題や異変を早期に察知し、適切な機関へとつなぐ等の

対応を強化することができる。 

▼介護は従事者にかかる負担も大きいため、抱え込みがちな問題や困っ

た先の相談先、ストレスの対処法などに関する情報をあわせて提供する

ことで支援者への支援の充実に向けた施策にもなり得る。 
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担当課 事業名（事業内容） 自殺対策の視点からの事業の捉え方 

 

地域包括支

援センター 

介護支援専門員への 

支援 

▼介護支援専門員への支援や助言、また地域の関係機関と連携し、高齢

者の抱える問題や異変を早期に察知して充実したサービスが提供できる

体制づくりを行う。 

総合相談 ▼問題の種類を問わず総合的に相談を受けることで、困難な状況に陥っ

た高齢者の情報を最初にキャッチできる窓口となり得る。 

▼介護は当人や家族にとっての負担が少なくなく、時に自殺リスクにつ

ながる場合もある。 

▼介護にまつわる諸問題についての相談機会の提供を通じて、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は、自殺対策（生

きることの包括的支援）にもつながる。 

認知症総合支援事業 ▼認知症の家族にかかる負担は大きく、介護の中で共倒れとなったり心

中が生じたりする危険性もある。 

▼地域全体の気づきの力を高めていくことにより地域における気づき役

となる担い手を拡充することにつながり得る。 

 

健康増進課 

母子健康手帳交付 ▼本人や家族との接触時に状態を把握し、問題があれば関係機関につな

げる等、自殺対策を踏まえた対応の強化を図ることができる。 

▼保健師による妊婦全員に対しての面接実施など、妊産婦、子育て中の

保護者に対するリスクの把握、切れ目のない多様な支援は、生きること

の包括的支援にもなり得る。 

各種委託健康診査 

（妊婦・乳児一般） 

▼本人や家族との接触時に状態を把握し、問題があれば関係機関につな

げる等、自殺対策を踏まえた対応の強化を図ることができる。 

妊産婦・新生児等家庭

訪問 

▼面談時に異変や困難に気づき、問題があれば関係機関につなげる等、

自殺対策を踏まえた対応の強化を図ることができる。 

▼保健師による妊婦全員に対しての面接実施など、妊産婦、子育て中の

保護者に対するリスクの把握、切れ目のない多様な支援は、生きること

の包括的支援にもなり得る。 

▼妊産婦への支援の充実は、新しい自殺総合対策大綱でも重点項目の 1

つとして明記されている。 

母子保健相談事業 

（マーメードくらぶ、

ゆきっこ教室） 

▼産後うつや育児によるストレス等は母親の自殺リスクを高める場合が

ある早期の段階から専門家が関与し、問題の聞き取りを踏まえて必要な

助言・指導を提供することで、そうしたリスクを軽減させるとともに、

必要時には他の専門機関へとつなぐなどの対応を推進することは、生き

ることの包括的支援の推進にもつながり得る。 
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担当課 事業名（事業内容） 自殺対策の視点からの事業の捉え方 

 

健康増進課 

離乳食相談会の実施 ▼離乳食に関する相談会を通じて、その他の不安や問題等についても聞

き取りができるのであれば、問題を早期に発見し対応するための機会と

なり得る。 

各種健診 

（乳児・１歳 6か月児・ 

３歳児） 

▼子どもに対する健診は、家庭の生活状況や抱える問題等を把握する貴

重な機会となり得る。 

▼貧困家庭への支援や虐待防止等の各種施策と連動させていくことで、

幼児のみならずその親をも含めて包括的な支援を展開できる可能性があ

り、そうした支援は生きることの包括的支援（自殺対策）にもなり得る。

▼本人や家族との接触時に状態を把握し、問題があれば関係機関につな

げる等、自殺対策を踏まえた対応の強化を図ることができる。 

相談事業 

（発達・視力・聴力・言

語等の各種相談） 

▼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

安感の軽減に寄与し得る 

▼必要時には別の関係機関へとつなぐ等の対応をとることで包括的な支

援を提供し得る。 

教育相談 ▼さまざまな課題を抱えた児童生徒自身、及びその保護者等が自殺リス

クを抱えている場合も想定される。学校以外の場で専門の相談員に相談

できる機会を提供することで、相談の敷居を下げ、早期の問題発見・対

応に寄与し得る。 

こころの健康づくり 

講演会 

▼事業の参加機会を捉えて、命の大切さや性について学び、必要時には

適切な機関へつなぐ等の拠点として機能させることができる。 

窓口・電話相談 ▼相談者の中で自殺リスクの高い者に対して、必要な助言や適切な支援

先へつなぐ等の対応を行うことができれば、自殺リスクの軽減にも寄与

し得る。 

ヤング健診 ▼健康診断の機会を活かし、必要な場合には詳細な聞き取りを行ったり、

専門機関による支援につないだりするなど、支援への接点となり得る。 

▼健康問題からくる不安や悩みに対する相談を行い、自殺リスクの減少

を図る。 

特定健診・特定保健 

指導 

▼健康診断の機会を活かし、必要な場合には詳細な聞き取りを行ったり、

専門機関による支援につないだりするなど、支援への接点となり得る。 

▼健康問題からくる不安や悩みに対する相談を行い、自殺リスクの減少

を図る。 

健診結果説明会 ▼当事者や家族等と対面で対応できる機会を活用することで、問題の早

期発見・早期対応への接点になり得る。 
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担当課 事業名（事業内容） 自殺対策の視点からの事業の捉え方 

 

健康増進課 

家庭訪問 ▼当事者や家族等と対面で対応できる機会を活用することで、問題の早

期発見・早期対応への接点になり得る。 

各種がん検診事業 ▼健康診断の機会を活かし、必要な場合には詳細な聞き取りを行ったり、

専門機関による支援につないだりするなど、支援への接点となり得る。 

▼健康問題からくる不安や悩みに対する相談を行い、自殺リスクの減少

を図る。 

国保訪問指導 

（重複・多受診者訪問） 

▼医療機関を頻回・重複受診する方の中には、地域で孤立状態にあった

り、日々の生活や心身の健康面等で不安や問題を抱え、自殺リスクの高

い可能性がある。 

▼訪問指導の際に状況の聞き取り把握を行うことで、自殺のリスクが高

い場合には他機関につなぐ等の対応を行うことができれば、自殺リスク

の軽減にもつながり得る。 

食生活改善推進員活動 ▼食生活に問題があり、生活習慣病等に罹患する方の中には、生活苦や

身近な支援者の不在など、日常生活上の困難を抱えて自殺のリスクが高

い人も少なくないと思われる。 

▼推進員にゲートキーパー研修を受講してもらうことで、自殺のリスク

を早期に察知し必要な機関へとつなぐ等の対応を強化できる。 

精神障害者家族会活動 ▼当事者や家族等と対面で対応できる機会を活用することで、問題の早

期発見・早期対応への接点になり得る。 

▼精神障害を抱える方とその家族は、地域社会での生活に際して様々な

困難を抱えており自殺リスクの高い方も少なくない。 

▼当事者同士が交流できる場を提供することで、地域でのつながりの構

築に向けた一助となり、生きることの促進要因への支援にもなり得る。 

学校保健委員会 ▼関係機関にゲートキーパー研修を受講してもらうことで、自殺のリス

クを早期に察知し必要な機関へとつなぐ等の対応を強化できる。 

栄養改善・食育の推進

業務に関すること 

▼食生活に問題があり、生活習慣病等に罹患する方の中には、生活苦や

身近な支援者の不在など、日常生活上の困難を抱えて自殺のリスクが高

い人も少なくないと思われる。 

▼各種事業において、生活習慣病を切り口に、住民の生活状況の把握等

を行うことで、自殺のリスクの高い住民がいた場合には、個別相談や継

続相談につなげる等の支援への接点となり得る。 
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担当課 事業名（事業内容） 自殺対策の視点からの事業の捉え方 

 

健康増進課 

精神保健施策 

（こころの相談・精神

保健福祉相談・家庭訪

問） 

▼個別支援を充実させることで自殺リスクが高い方々の自殺防止に向け

た有効な取り組みにつながり得る。 

▼早期段階から社会復帰にむけた支援を専門医や保健師等が展開し、当

人や家族を包括的・継続的に支えていくことでリスク軽減につながり得

る。 

▼当事者の状況を定期的に把握し、症状悪化等の場合には対処策を講じ 

るなどの支援への接点にもなり得る。 

精神保健施策 

（講演会・教室等） 

▼自殺問題についての啓発の機会となり得る。 

精神保健ボランテイア

関連事務 

▼関係機関にゲートキーパー研修を受講してもらうことで、自殺のリス

クを早期に察知し必要な機関へとつなぐ等の対応を強化できる。 

自殺予防パンフレット

の配布 

▼啓発用リーフレットの配布を通じて、地域の支援機関等の資源につい

て住民に情報周知を図ることができる。 

 

教育委員会 

公園・児童遊園等の管

理及び設置に関する 

事務 

▼地域内の施設が自殺発生の発生地となっている場合は、公園を対策の

拠点とし巡回等を行うなどの対応を取るなどハイリスク地対策を進める

ことができる。 

図書館の管理 ▼図書館を啓発活動の拠点とし、自殺対策強化月間や自殺予防週間等の

際に連携できれば、住民に対する情報提供の場として活用し得る。 

▼実際に、図書館で自殺対策（生きることの包括的な支援）関連の展示

やリーフレットの配布を行っている自治体は少なくない。 

▼学校に行きづらいと思っている子どもたちにとって「安心して過ごせ

る居場所」となり得る可能性もある。 

就学援助関連事務 

（就学援助・特別支援

学級就学奨励補助） 

▼就学に際して経済的困難を抱えている児童・生徒は、その他にも様々

な問題を抱えていたり、保護者自身も困難を抱えている可能性が考えら

れる。 

▼費用の補助に際して保護者と応対する際に、家庭状況に関する聞き取

りを行うことで、自殺リスクの早期発見と対応に加えて、相談先一覧等

のリーフレットの配布等を通じた情報提供の機会にもなり得る。 

▼特別な支援を要する児童・生徒は、学校生活上で様々な困難を抱える

可能性が想定される。 

▼各々の状況に応じた支援を、関係機関が連携・展開することで、困難

を軽減し得る。 

▼児童・生徒の保護者の相談にも応じることにより、保護者自身の負担

感の軽減にも寄与し得る。 
第４章 
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担当課 事業名（事業内容） 自殺対策の視点からの事業の捉え方 

 

教育委員会 

校長会 ▼児童・生徒のメンタルヘルスの状態や、学級の状況等を把握するとと

もに、必要時には適切な支援につなげる等の支援への接点、参考情報に

なり得る。 

教職員人事・研修関係

事務 

▼教職員の過労や長時間労働が問題となる中で、研修により、メンタル

ヘルスの状態を客観的に把握し、必要な場合には適切な支援につなげる

等の対応を取ること等について理解を深めることで、教職員への支援（※

支援者への支援）の意識醸成につながり得る。 

▼研修資料の１つとして相談先一覧等のリーフレットの配布を行うこと

で、教員自身ならびに児童生徒向けの支援策の周知徹底と活用を図るこ

とができる。 

性に関する指導推進 

事業 

▼望まない妊娠や性被害等は、児童生徒の自殺リスクにつながりかねな

い重大な問題である。 

▼性に関する指導の際に、相談先の一覧が掲載されたリーフレットを配

布することで、児童生徒に相談先情報の周知を図れる。 

いじめ防止対策事業 ▼いじめは児童生徒の自殺リスクを高める要因の 1 つであり、いじめを

受けている児童生徒の早期発見と対応を行うだけでなく、いじめを受け

た子どもが周囲に助けを求められるよう、SOS の出し方教育を推進する

ことで、児童生徒の自殺防止に寄与し得る。 

▼フォーラム開催時や個別支援時に、リーフレットを児童生徒に配布す

ることで、いじめにあった際の相談先の情報等を周知できる。 

スクールソーシャル 

ワーカー活用事業 

▼さまざまな課題を抱えた児童生徒自身、及びその保護者等が自殺リス

クを抱えている場合も想定される。 

▼スクールソーシャルワーカーによる関係機関とも連携した包括的な支

援は、児童生徒や保護者の自殺リスクの軽減にも寄与し得る。 

▼スクールカウンセラーや専門相談員と連携することで、児童生徒の家

庭の状況にも配慮しながら、連携して問題解決へとつなげることが可能

になり得る。 

不登校児童生徒支援 

事業 

▼教職員にゲートキーパー研修を受講してもらうことで、自殺リスクの

把握と対応について理解が深まり、不登校児童生徒の支援の拡充につな

がる。 

▼児童生徒の保護者から相談のあった場合に、教職員が必要に応じて適

切な機関へつなぐ等の対応をとれるようになる。 
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担当課 事業名（事業内容） 自殺対策の視点からの事業の捉え方 

 

教育委員会 

特別支援連携協議会 ▼不登校の子どもは当人自身のみならず、その家庭も様々な問題や自殺

リスクを抱えている可能性もある。 

▼特別な支援を要する児童・生徒は、学校生活上で様々な困難を抱える

可能性が想定される。 

▼各々の状況に応じた支援を、関係機関が連携・展開することで、困難

を軽減し得る。 

教育支援委員会 ▼特別な支援を要する児童・生徒は、学校生活上で様々な困難を抱える

可能性が想定される。各々の状況に応じた支援を関係機関が連携し、そ

の保護者の相談にも応じることにより、児童生徒の困難の軽減や保護者

の負担感の軽減にも寄与し得る。 

青少年補導センター 

事業 

▼街中の徘徊など、一見すると「非行」と思われる行動が、実は青少年

にとっての「SOS」である場合も少なくない。 

▼研修会等の際に、青少年の自殺の現状と対策（生きることの包括的支

援）について情報提供を行うことにより、青少年向け対策の現状と取組

内容について理解を深めてもらうことができる。 

ＰＴＡ活動関連 ▼自殺問題等について研修・講演会等を行うことにより、保護者の間で

子どもの自殺の危機に対する気づきの力を高めることができ得る。また、

保護者自身が問題を抱えた際の相談先情報提供にも寄与し得る。 

通学路安全対策事業 ▼見守りボランティアにゲートキーパー研修を受講してもらうことで、

地域、特に子どもたちに関して、見守りボランティアが気づき役として

の視点を持ってもらうことにつながり得る。 

 

水道課 

水道料金徴収業務 ▼水道料金を滞納している人への徴収業務を行う職員にゲートキーパー

研修を受講してもらうことにより、問題を抱えて生活難に陥っている家

庭に対して、職員が必要に応じて他機関へつなぐ等の対応を取れるよう

になる。 

 

町立病院・町

立診療所 

病院・診療所運営 ▼地域住民の信頼と期待に応えうる地域医療の担い手として、 また、地

域包括ケアシステムにおける急性期医療・慢性期医療を提供する地域の

医療機関として、医療の提供を行う。 

▼ケースによっては必要な支援先につなぐ等の対応を取るなど、自殺対

策と連動させることでより効果的な支援になり得る。 

社会福祉協

議会 

生活支援事業 ▼介護保険未利用で閉じこもりがちであったり、身体面で問題や不安を

抱えて孤立状態にある高齢者を把握し、アウトリーチする際の窓口、接

点となり得る。 
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担当課 事業名（事業内容） 自殺対策の視点からの事業の捉え方 

 

社会福祉協

議会 

生活困窮者自立支援 

事業 

・自立相談支援事業 

・住宅確保給付金 

・一時生活支援事業 

・就労準備支援事業 

▼生活困窮に陥っている人と自殺のリスクを抱えた人とは、直面する課

題や必要としている支援先等が重複している場合が多い。 

▼住居問題を抱えている人は自殺のリスクが高まることが少なくないた

め、自殺のリスクが高い集団にアプローチする窓口、接点となり得る。 

▼宿泊場所の提供や衣食の支給は、自殺リスクの高い集団への支援策と

して極めて重要と言える。 

▼就労することに困難を抱えている人は、生活の問題やその他複合的な

問題も抱え、自殺リスクが高まる場合もある。 

▼必要に応じて、本事業における就労支援と自殺対策事業とを連動、連

携させることにより、有効な自殺対策（生きることの包括的支援）にも

なり得る。 

ファミリーサポート 

センターの運営 

▼会員を対象にゲートキーパー研修を実施することで、子育てに関連す

る悩みや自殺リスクの把握についての理解が深まり、必要時には専門機

関の支援につなげるなど、気づき役やつなぎ役の役割を担えるようにな

る。 

相談事業 

（ひきこもり関連） 

▼ひきこもりは自殺リスクが高い。 

▼相談の機会を提供することで、自殺リスクの軽減に寄与し得る。 

 

徳島県南部

総合県民局

（保健福祉

環境部） 

エイズ・性感染症相談 ▼性に関する深刻な問題を抱え、自殺の潜在的なリスクが高い可能性が

あるため、自殺リスクの高い層にアプローチする上での窓口として有効

である。 

▼検査後に相談窓口一覧のリーフレット等を渡すことにより、生きるこ

との包括的支援の情報を必要となる可能性のある人に直接届ける機会に

なり得る。 

精神保健福祉事業 

高次脳機能障害事業 

▼精神障害を抱える方の中には自殺リスクの高い方が少なくない。 

▼高次脳機能障害を抱える方とその家族は、生活上の様々な困難や問題

に直面する中で自殺リスクが高まる可能性が高い。 

▼障害を受け止められず引きこもっているケースや自殺企図に失敗した

結果、障害を負ったケースも想定される。 

▼相談などの機会を利用し、必要な支援の提供を行うことで自殺リスク

の軽減に寄与し得る 

▼相談員にゲートキーパー研修を受講してもらい必要時の適切な対応の

推進につながり得る。 

難病関連事務 ▼難病を抱えている方とその家族の中には、日常生活上で様々な困難や

問題に直面し自殺リスクの高い方もいる。 

▼研修や講演会等で自殺対策について話をすることで、支援者に対し問

題理解の促進と意識の醸成を図ることができる。 
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担当課 事業名（事業内容） 自殺対策の視点からの事業の捉え方 

 

徳島県南部

総合県民局

（保健福祉

環境部） 

生活保護関連事業 ▼生活保護受給者は、受給していない人と比べて自殺のリスクが高いこ

とが既存調査による明らかになっており、各種相談・支援の提供は、受

給者にアプローチするための機会となる。当人や家族の問題状況を把握

し必要に応じて適切な支援先につなぐきっかけとすることができる。 

ひとり親関連事務 ▼経済的困窮をはじめ様々な困難を抱えて、自殺リスクが高い場合も少

なくない。当人や家族の状況を把握し必要に応じて適切な支援先につな

ぐきっかけとすることができる。 
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第５章 自殺対策の推進体制 

１．自殺防止対策関係組織の関係図 

「誰も自殺に追い込まれることのない美波町」の実現を目指して、「美波町いのち支える自殺対策

推進本部」を設置し、庁内関係部署の緊密な連携と協力により、自殺予防対策を総合的に推進しま

す。 

 また、関係機関や民間団体等で構成する「美波町健康を考える会」において、関係機関等との連携

を強化し、社会全体での取組を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【美波町いのち支える自殺対策推進本部】 
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【美波町健康を考える会】 

 

２．推進主体の基本的役割 

（１）町の役割 

 地域の状況に応じ必要な自殺防止対策を企画立案するとともに、中長期的な視点をもって総

合的かつ計画的に自殺防止対策を推進する役割が求められます。 

地域の状況を分析する中で、過労、消費生活、生活困窮、育児や介護疲れ、いじめや孤立な

どの様々は社会的要因を把握し、県や関係機関、民間団体、企業、地域住民等の関係者の連携

による生きることの包括的な支援を地域レベルで積極的に展開していく必要があります。 

 

（２）住民の役割 

住民は一人ひとりが自殺予防対策に理解を深めることが必要です。身近な人が悩んでいる場

合に、早めに気づき、気になったら「声をかける」「話をよく聴く」「必要な相談先に寄り添

いながらつなぐ」ことが大切です。 

自殺に追い込まれるという危機は「誰にでも起こり得る危機」であって、その場合には誰か

に援助を求めることが適当であるということを認識し、それが社会全体の共通認識となるよう

周囲に啓発していくことが必要です。 

また、一人で悩みを抱えてしまうことの背景となる「自殺や多重債務、うつ病等の自殺関連

事象について相談することは、不名誉で恥ずかしいものである」という社会通念が間違ったも

のであるということを理解することも重要です。 

住民

美波町
役 場

各医療
機 関

民生児
童委員
協議会

老人クラブ
連合会

婦人会

食生活改善

推進協議会

警察署

教育関
係機関

社会福祉
協議会

徳島県南部総合

県民局

第５章 

（保健福祉環境部） 
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（３）各教育機関の役割 

学校は、命の大切さの理解を深める教育や心の健康の保持・増進、良好な人格形成への支援

が、適切な自殺予防につながることから、児童生徒や教職員に対する自殺予防に資する教育や

普及啓発の実施とともに、学校で自殺や自殺未遂が発生した場合の児童生徒等の心理的ケアに

取り組む必要があります。 

さらに自殺の背景にいじめの問題がある事案が発生していることを深刻に受け止め、各学校

におけるいじめ等の問題行動への一層の取組を充実させるとともに、問題行動の未然防止や早

期発見・早期解消に向けて取組を行うことが必要です。 

 

（４）県の役割 

県は、自殺対策基本法の基本理念に則り、自殺対策について、国と連携を図りながら、地域

の実情に応じた自殺対策の企画立案を行うとともに、とくしま自殺予防センターや保健所にお

ける電話・面接相談をはじめ様々な事業を実施する責務があります。 

 

（５）地区組織の役割 

近年、少子高齢化により、核家族化やひとり暮らし高齢者世帯が増加する中で、地域の絆の

重要性が改めて認識されており、隣人等の生活の変化や心身の不調に気づくことができるの

は、同じ地域で生活する住民同士です。 

特に、美波町では他市町村よりも、早く高齢化が進んでいることから、ひとり暮らし高齢者

に対し、地域住民同士が声かけや見守り活動を行うことが重要です。 

 

（６）各医療機関の役割 

医療機関は、自殺未遂者やうつ病・アルコール依存症等の精神障がい者への医療提供のほ

か、インターベンション（危機介入）、ポストベンション（事後対応）の取組が重要です。 

また地域において、うつ病等の自殺の危険性の高い人の早期発見に努め、確実に精神科医療

につなぐため、保健、福祉、労働、教育その他関係機関との連携体制の構築を図ることが重要

です。 

 

（７）関係機関・民間団体の役割 

   自殺対策にはその背景にある複合的な要因への対策が重複する部分が少なくありません。こ

のため関係機関・民間団体においては、相互に緊密な情報交換を行いながら、連携した取り組

みを進めます。 

  

第５章 

第 5章 
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１ 美波町いのち支える自殺対策推進本部設置要綱  

 

美波町いのち支える自殺対策推進本部設置要綱 

 

 

 

（名称） 

第１条 この会議は、「美波町いのち支える自殺対策推進本部」（以下「推進本部」とい 

う。）と称する。 

（目的） 

第２条 推進本部は、自殺対策を総合的かつ効果的に推進することを目的とする。 

（所管事項） 

第３条 推進本部は、次に掲げる事項について協議を行う。 

（１）自殺対策の推進にかかる計画策定及び進捗管理に関すること。  

（２）自殺対策に関する諸施策の調整及び推進に関すること。 

（３）自殺対策に関する情報の収集及び連絡に関すること。 

(４) 自殺対策に関する関係行政機関及び関係団体との連携の強化に関すること。 

(５) その他自殺対策の総合的な推進に関すること。 

（組織） 

第４条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。 

２ 本部長は副町長をもって充て、副本部長は健康増進課長をもって充てる。 

３ 本部員は、別表第１に掲げる職員をもって充てる。 

４ 本部長は必要があるときは、本部員を追加することができる。 

（運営） 

第５条 本部長は、本部を代表し、本部を総理する。 

２ 副本部長は、本部長を補佐し、本部長の不在のときは、その職務を代理する。 

（作業部会） 

第６条 推進本部の円滑な運営のため、作業部会を置く。 

２ 作業部会の部会員は別表第２に掲げる課の担当の職にあるものをもって充てる。 

３ 部会長は健康増進課長をもって充てる。 

４ 部会長は、必要に応じて作業部会を招集し、これを主宰する。 

（事務局） 

第７条 推進本部の事務局は、健康増進課に置く。 

（その他） 

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

定める。 
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附 則 

この告示は、平成３１年１月２０日から施行する。 

 

別表第１ 

総務課長 

由岐支所長 

住民生活課長 

福祉課長 

税務課長 

教育次長 

美波病院事務長 

  

別表第２ 

総務課 課長補佐 

由岐支所 支所長補佐 

住民生活課 人権担当 

福祉課 生活保護担当 

福祉課 児童福祉担当 

福祉課 こども園園長会 代表 

福祉課 地域包括支援センター 保健師 

税務課 税金徴収担当 

教育委員会 学校教育担当 

美波病院 看護師長 

健康増進課 主任保健師 

 

  

第６章 
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２ 美波町健康を考える会設置要綱  

 

美波町健康を考える会設置要綱 

 

（設置） 

第１条 美波町におけるすべての町民が、生涯を通した健康づくりを総合的に推進するために、美波町

健康を考える会（以下本会という）を設置する。 

（目的） 

第２条 本会は、美波町における町民の生涯を通した健康の実現を目指し、町民一人ひとりの主体的な

健康づくり活動を、関係機関、関係団体、行政などが、協働して支援していくことを目的とする。 

（事業） 

第３条 本会は、次に掲げる事業を行う 

（１） 健康増進計画の策定に関する協議 

（２） 食育推進計画の策定に関する協議 

（３） 自殺対策基本計画の策定に関する協議 

（４） 関係機関相互の連絡調整 

（５） 町民の健康保持、推進のための事業の実施 

（６） 前各号に掲げる事項のほか、目的を達成するために必要と認める事項 

（組織） 

第４条 本会は､次に掲げる委員をもって構成する。 

（１）町民または関係団体の代表者 

（２）行政関係者 

（３）その他町長が必要と認めた者 

（会長及び副会長） 

第５条 本会に会長及び副会長各 1名をおく。 

２ 会長、副会長は、委員の互選により定める。 

３ 会長は会務を総理し、会議の議長となる。 

４ 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。 

（任期） 

第６条 委員の任期は 2年とし、再任は妨げない。 

２ 委員が欠けた場合における補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会議） 

第７条 本会の会議は必要に応じ会長が招集する。 

（分科会） 

第８条 第３条の任務に関して必要があると認めた時は、分科会を置くことができる。 

 

（庶務） 

第９条 本会の庶務は、健康増進課において処理する。 
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（その他） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、本会に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

 

附 則  

この告示は、平成３０年１２月１日から施行する。 

 

 

 

３ 美波町健康を考える会委員名簿  

 

氏 名 所  属 

◎ 礒野 晴幸 美波町副町長 

〇 瀬戸 興宣 美波町民生児童委員協議会会長 

片山 天四郎 美波町老人クラブ連合会会長 

中東 覚 美波町商工会会長 

小原 恒子 美波町婦人会会長 

賀喜 節子 美波町食生活改善推進協議会会長 

髙島 浩二 牟岐警察署桜町駐在所所長 

山崎 みゆき 徳島県南部総合県民局保健福祉環境部課長 

川尻 竹蔵 美波町議会文教厚生委員会常任委員長 

猪谷 正治 美波町立日和佐中学校校長 

吉坂 渉 美波町社会福祉協議会事務局長 

本田 壮一 美波町国民健康保険美波病院長 

井上 明美 美波町健康増進課長 

敬称略 ◎委員長 〇副委員長 

 

 【事務局】 

氏 名 所  属 

岡本 理恵 美波町健康増進課主任保健師 

榊  一美 美波町健康増進課保健師 

久米 美智 美波町健康増進課管理栄養士 

川西 雅代 美波町健康増進課保健師 

岡田 鈴佳 美波町健康増進課保健師 
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４ 美波町相談対応の手引き  

美波町相談対応の手引き

（相談対応の流れ） ①ねぎらいの言葉を伝える 
          ②傾聴し、相手の思いを受け止める 
          ③相談内容の確認 

「大変でしたね」 
「体調は大丈夫ですか？」 
「眠れていますか」 

「もし、お困りのことがあれば、お知らせください。」 

 
様々な悩みを抱えている人は、不眠を訴える人が多い 

ため、「眠れていますか？」と声をかけてみる。 

 

眠れていない場合は、「お困りのことや悩んでいることはござい

ませんか？」と話を進めていくことで、その背景にある問題が見

えてくることがある。 

「別のことも相談したいです」 「大丈夫です」 

●関係機関につなぐ ●担当課のみで完結 

【紹介する際の留意点】 

 

※「たらい回し」「丸投げ」にならないように十分配

慮し、相談機関の紹介だけにならないようにしま

しょう。 

※相談先で対応できる内容かどうか、確認すること

が、相手の安心にもつながります。 

①相談内容を再度確認し、紹介先の機関につなぐ旨

を伝え、本人の同意を得た上で、電話連絡を行

う。 

 ※庁舎内であれば、必要に応じて案内する。また

は、担当課より出向いてもらう。 

②電話にて概要を伝え、対応を依頼。 

③安心して次の窓口への相談ができるよう、相談先

の機関名(窓口名)、電話番号、担当者名を伝え

る。必要であれば、メモした紙を渡す。 

④つなぎを受けた場合は、必要に応じ、相談元に連

絡を行い、相談の概要を再度確認する。 

※相談対応している中で、もし気になる点などがあ

ったら、上司とも相談の上、必要に応じて健康増

進課にご相談下さい。 

（例えば・・・） 

★話がうまく伝わらない、かみ合わない 

★怒りやすい 

★何度も同じ話を相談に来る 

★物を無くした等、何度も対応することがある 

★いつもと違う様子が気になる 

(元気がない、表情が暗い、泣く、顔色が悪い、体調

が悪そう・・・等) 

・中には、認知症がある高齢者の方や、障害のある方

などは、健康増進課側でも普段から相談を受けてい

る場合もあります。必要に応じて職員が同席した

り、家族に連絡を取り、対応をお手伝いできること

もあります。 

・対応している中で支援を申し出たのに断られる場合

もあります。もう一度、関係機関と一緒に支援して

いきたい旨を伝え「できることはありませんか」と

声をかけてみましょう。 

 窓口に来る人の中には、話をうまく伝えられない人や、どこに相談したら良いかわからない人、相談内容をたくさん抱えて

いる人など、様々な人がいます。高齢者の場合は、認知症の方もいるかもしれません。 

 相手の話を聞きながら、その様子を観察し、必要な時には協力しながら、問題解決のために一緒に対応できればと思います。 
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・・・主な相談窓口・・・ 
 

内容 相談窓口 電話番号 

消費者問題等 

悪徳商法に関する相談 

牟岐警察署 

総務課 

阿南市消費生活センター 

0884-72-0110 

0884-77-3611 

0884-24-3251 

生活保護、社会福祉 

サービスに関する相談 
福祉課 0884-77-3614 

生活、福祉に関する心配 

困りごと相談 
社会福祉協議会 0884-77-0342 

高齢者の介護等に 

関する相談 
地域包括支援センター 0884-77-1171 

心の悩み、健康上の相談 

子育てに関する相談 
健康増進課 0884-77-3621 

どこに相談していいのか 

わからない 
健康増進課 0884-77-3621 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

美波町相談対応の手引きについて 

 

●背景および目的 

 自殺の背景には、様々な「危機要因」が潜んでおり、それらが連鎖しながら自殺の危機経路を形成

している。そのため、相談者の複雑かつ多様な相談ニーズに対し、各種相談窓口が連携して適切に応

えられるネットワークが必要である。 

 最近、当町では、高齢化により認知症と思われる方への対応や、中には障害のある方など、一見窓

口対応している中で気づきにくいが、それが分からず対応に苦慮する状況も見られている。その場

合、根本的な原因に気づき、関係課と連携して対応していく必要がある。 

 支援が必要な人をつないでいくことを目的とするものである。 

 

●方法 

 ・職員を対象としたゲートキーパー研修において、主旨を説明。 

 ・手引きを活用した窓口対応を参考に、全職員が一貫した対応を行う。 

  また、徳島県保健福祉政策課が作成した「ひとりで悩まないでＳＯＳダイヤル」も併せて活用。 



  

 

52 

 

 

５ ひとりで悩まないでＳＯＳダイヤル 
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６ 自殺予防のための「生き心地の良いまち」づくりのすすめ 

～５つの自殺予防因子～ 

①ゆるやかにつながる 

緊密すぎない、やり直しができる、 

必要な時に助け助けられる関係 

②多様性を重視する 

いろんな人がいてもよい、 

いろんな人がいた方がよい 

③主体的に社会と関わる 

「どうせ自分なんて」と考えない 

④他者を人物本位で評価する 
 

肩書きではなく人物そのものをみる 

⑤他者に助けを求めることへの

抵抗が小さい 

「病」は市に出せ、個人的な悩みを

誰かに相談する 
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７ 自殺総合対策大綱（概要） 
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８ 自殺対策基本法（平成２８年４月改正）  

 

 

自殺対策基本法（平成１８年法律第８５号） 

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。 

 

（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。 
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（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 
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（自殺総合対策大綱） 

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

条及び第二十三条第二項第一号において「自殺総合対策大綱」という。）を定めなければならない。 

 

（都道府県自殺対策計画等） 

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

自殺対策についての計画（次項及び次条において「都道府県自殺対策計画」という。）を定めるものと

する。 

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

の区域内における自殺対策についての計画（次条において「市町村自殺対策計画」という。）を定める

ものとする。 

 

（都道府県及び市町村に対する交付金の交付） 

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

殺対策のために必要な事業、その総合的かつ効果的な取組等を実施する都道府県又は市町村に対し、当

該事業等の実施に要する経費に充てるため、推進される自殺対策の内容その他の事項を勘案して、厚生

労働省令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。 

 

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
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つ、当該学校に在籍する児童、生徒等に対し、各人がかけがえのない個人として共に尊重し合いながら

生きていくことについての意識の涵かん養等に資する教育又は啓発、困難な事態、強い心理的負担を受

けた場合等における対処の仕方を身に付ける等のための教育又は啓発その他当該学校に在籍する児童、

生徒等の心の健康の保持に係る教育又は啓発を行うよう努めるものとする。 

 

（医療提供体制の整備） 

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

者に対し必要な医療が早期かつ適切に提供されるよう、精神疾患を有する者が精神保健に関して学識経

験を有する医師（以下この条において「精神科医」という。）の診療を受けやすい環境の整備、良質か

つ適切な精神医療が提供される体制の整備、身体の傷害又は疾病についての診療の初期の段階における

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

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

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

 

（自殺発生回避のための体制の整備等） 

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

生を回避するための適切な対処を行う体制の整備及び充実に必要な施策を講ずるものとする。 

 

（自殺未遂者等の支援） 

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

切な支援を行うために必要な施策を講ずるものとする。 

 

（自殺者の親族等の支援） 

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

な心理的影響が緩和されるよう、当該親族等への適切な支援を行うために必要な施策を講ずるものとす

る。 

 

 

（民間団体の活動の支援） 

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

活動を支援するため、助言、財政上の措置その他の必要な施策を講ずるものとする。__ 

 

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。 
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三前二号に掲げるもののほか、自殺対策に関する重要事項について審議し、及び自殺対策の実施を推進

すること。 

 

（会議の組織等） 

第二十四条 会議は、会長及び委員をもって組織する。 

２ 会長は、厚生労働大臣をもって充てる。 

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

定する者をもって充てる。 

４ 会議に、幹事を置く。 

５ 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、厚生労働大臣が任命する。 

６ 幹事は、会議の所掌事務について、会長及び委員を助ける。 

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

 

（必要な組織の整備） 

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

るものとする。 

 

附則 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める 

附則（平成二七年九月一一日法律第六六号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各

号に定める日から施行する。 

一附則第七条の規定公布の日 

 

（自殺対策基本法の一部改正に伴う経過措置） 

第六条 この法律の施行の際現に第二十七条の規定による改正前の自殺対策基本法第二十条第一項の規

定により置かれている自殺総合対策会議は、第二十七条の規定による改正後の自殺対策基本法第二十条

第一項の規定により置かれる自殺総合対策会議となり、同一性をもって存続するものとする。 

 

（政令への委任） 

第七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令

で定める。 

附則（平成二八年三月三〇日法律第一一号） 抄 

 

（施行期日） 

１ この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。
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