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第 1 章 計画の策定にあたって    

1. 計画策定の趣旨  

日本の自殺者数は、平成１０年に急増し、以降３万人を超える高い水準で推移してい

ました。平成１８年「自殺対策基本法」が制定されて以降は、「個人の問題」として捉

えられていた自殺が、「社会の問題」として捉えられるようになり、国をあげて自殺対

策が総合的に推進されました。その結果、平成２２年以降は減少傾向となり、平成２４

年には３万人を下回りました。しかし依然死亡者は交通事故死の5倍以上で、毎年2万

人を超えており、非常事態はいまだ続いていると言わざるを得ません。 

平成２８年４月「自殺対策基本法」が改正され、すべての自治体に自殺対策計画の策

定が義務付けられました。それにより、自殺対策の地域レベルでの推進と、関連施策と

の連携による一層の推進を図っていくことが必要となりました。 

本町においても、すべての住民が、健康でいきいきと、安心して暮らすことができる

町をめざして、自殺対策を総合的に推進するためにこの計画を策定することとしました。 

2. 計画の位置づけ  

本計画は、平成２８年に改正された自殺対策基本法に基づき、国の定める自殺総合対

策大綱の趣旨を踏まえて、同法第１３条第２項に定める「市町村自殺対策計画」として

策定するものです。 

また、本計画を「活力にあふれ 風格のある 住みよいまち」をめざす「福崎町第５

次総合計画」における6つの施策のうち、「安心＝健康・医療・福祉」の施策に位置づ

けます。また、自殺対策が教育や労働との連携も必要なことから、「ひとづくり＝教育・

文化」「安全＝生活・環境」との関連も図ります。 

あわせて、「福崎町第２次食育推進計画・健康増進計画」、町の関連性の高い各分野

の個別計画や、国の「自殺総合対策大綱」及び「兵庫県自殺対策計画」との整合性を図

っていきます。 
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関連個別計画 

健康増進・食育推進計画

＜福崎町第5次総合計画＞ 

6

つ

の

柱

参画と協働＝地域づくり・行政  

ひとづくり＝教育・文化 

安全＝生活・環境 

安心＝健康・医療・福祉 

活力＝産業振興 

利便・快適＝まちの基盤 

3. 計画の期間  

本計画は、平成３１年度から２年間の計画とします。 

これは、次期計画を「福崎町第３次食育推進計画、健康増進計画」と一体化して策定

することを予定しているためです。 

年 度 食育推進・健康増進計画 自殺対策計画 

平成30年度（2018年度）      計画の策定 

31年度（2019年度）

  32年度（2020年度） 計画の評価・改定    計画の評価・改定 

  33年度（2021年度）                 計画の推進 

  34年度（2022年度）

  35年度（2023年度）

  36年度（2024年度）

  37年度（2025年度） 計画の評価・改定

自殺対策基本法 

自殺総合対策大綱

兵庫県自殺対策計画

いのち支える 

福崎町自殺対策計画 

（本計画）
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4. 計画の基本認識 

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さまざまな社会的要因があるといわれています。自殺に至る心理と

しては、大きな悩みや多くの悩みが原因で追い詰められて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考えられます。 

「一人ひとりがかけがえのない個人として尊重される『自殺のない社会』をめざした

すみよいまち」づくりをめざして、町全体で自殺対策に取り組んでいきます。 

本町の自殺対策は、地域の特性を生かしながら、兵庫県の自殺対策に準じて実施しま

す。そのため計画における基本認識も兵庫県の計画と同様に次の３点とします。 

（1）自殺は個人の自由な意思や選択の結果ではなく、その多くが心理的に追い込ま

れた末の死であり、その多くが防ぐ事の出来る社会的な問題である。 

（2）自殺対策は、生きることの包括的な支援として実施していくことが重要である。 

（3）自殺対策は、保健、医療、福祉、教育、労働その他の関連施策と有機的な連携

を図り、総合的に実施していくことが重要である。 

自
殺
の
危
機
要
因
イ
メ
ー
ジ
図
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5. 計画の目標 

自殺対策の目標は、「自殺のない社会」をめざすことですが、「自殺対策大綱」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。比較的人口の小規模な本町では、単年の変化での評価が困難なため、起点年を平

成２８年（2016年）とし、目標年を１０年後の平成３８年（2026年）とします。ま

た、死亡者数及び自殺死亡率は当該年を最終とする前５年間の平均とします。 

本町でも国や県の方針を踏まえ、１０年後にはおおむね３０％の減少をめざします。

本計画では当面の目標として、計画期間終了の平成３２年（2020年）には、自殺によ

る死亡者を３人以下（平成２８年の１０％減）にすることをめざします。 

- 

目 標 値 

平成２８年（2016 年）    → 平成３８年（2026 年） 

自殺者数 ３人      →     ２人以下 

＝本計画の目標＝ 

                     →  平成３２年（2020 年） 

                     →     ３人以下 
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第 2章 福崎町の自殺をめぐる現状    

1. 統計から見る福崎町の自殺の状況  

（1） 年度別男女別自殺者数 

平成２２年から２９年の間に自殺で亡くなった人は２９人で８年間の平均は３．６人

です。平成２６年は８人と多くありましたが、それ以外の年は２～４人となっています。

ほとんどの年で男性の割合が高くなっています。

（2） 自殺死亡率の県との比較 

自殺死亡率は平成２６年を除き、兵庫県と比較してやや低くなっています。

出典：自殺総合対策推進センター「地域自殺実態プロファイル（2018）」

（人）

（年）

（人）

（年）

出典：自殺総合対策推進センター「地域自殺実態プロファイル（2018）」
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（3） 男女別年齢階級別自殺死亡率（H25～29年平均値）

平成２５年～２９年の平均自殺死亡率を性別・年代別にみてみると、３０～４０

歳代の男性と、５０歳代、７０歳代の女性が全国の率を上回っています。特に７０

歳代の女性は、男女別すべての年代の中で最も高い率になっています。 

（4） 自殺者の年齢階層別同居の有無 

自殺者のうち、１０人は同居者、７人は独居者でした（１人は不詳）。全体の

半数近くを占める６０歳以上の高齢者８人のうち５人は同居者でした。 
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男女別年齢階層別自殺死亡率（人口10万対） 福崎町 全国

出典：自殺総合対策推進センター「地域自殺実態プロファイル（2018）」

出典：自殺総合対策推進センター「地域自殺実態プロファイル（2018）」

（人）

20～39歳同居

２人

20～39歳別居

１人

40～59歳同居

３人

40～59歳別居

３人

60歳以上同居

５人

60歳以上別居

３人

不詳

１人

年齢階層別同居の有無
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2. 福崎町のこころの健康に関するデータ  

（1） 「こころの健康」への意識の有無 

日頃から休養・睡眠をとり、こころの健康を保つように意識している人（少し

意識している人を含む）は全体の７１．２％で、運動や食事を意識している人に

比べて高くなっています。 

（2） 「こころの健康」のために生活習慣を見直す必要の有無 

不安やストレスがある、充実感がある等の質問の結果、生活習慣を見直す必要の

ある人は５．６％でした。男女間の差は見られませんでした。 

意識して

いる

30%

少し意識して

いる

41%

どちらともい

えない

18%

あまり意識し

ていない

5%

全く意識して

いない

2%

無回答

4%
こころの健康への意識

42

77

342

667

236

307

143

322

0% 20% 40% 60% 80% 100%

男

女

こころの健康と生活習慣

見直しが必要

まあまあ

良好

無回答

平成３０年６月実施住民アンケート（無作為抽出）より 

平成３０年度町ぐるみ健診 健康増進プログラム集計結果より 
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（3） 男女別年齢階層別飲酒状況 

お酒を毎日飲む人の割合は、男性が４５．２%、女性が６．３%です。男性は、

50歳代で急激に割合が高くなります。一方女性は、４０～５０歳代の割合が高く、

男性に比べ若年層での割合が高くなっています。 

（4） 悩みごと相談の相談内容 

毎年５０人前後の相談があります。相談内容では相続や財産など、金銭に絡んだ

相談が多くなっています。弁護士による法律相談を受ける方も年々増える傾向にあ

ります。 

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

男性女性 男性 女性男性 女性 男性女性 男性女性男性 女性男性女性男性女性

20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代 80歳以上 合計

お酒を毎日飲む人の割合

平成３０年度特定基本健診受診者 問診集計より 
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H２８

H２９

H３０.11月迄

福崎町社会福祉協議会 集計より 

（人）
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3. 福崎町における支援のポイントと優先されるべき対象 

（1） 福崎町における８つのポイント 

福崎町の自殺の実態や、住民へのアンケート、町ぐるみ健診での問診項目などを

参考に、福崎町の自殺に関わるポイントをまとめました。 

生きることを包括的に支援していくために、関係する者が、これらのことを踏ま

えて連携を取りながら自殺対策を推進していくことが必要です。 

（2） 福崎町の特徴から支援が優先されるべき対象 

平成25～29年の５年間における自殺の実態について、自殺総合対策推進センタ

ーの「地域自殺実態プロファイル」により、町において自殺で亡くなる人の割合が

多い属性（性別×年代別×職業の有無別×同居人の有無別）の上位５区分が示され

ました。 

① 年間自殺者は３．６人で、男性の自殺者が多い 

② 全国や兵庫県に比べて、自殺死亡率はほとんどの年で低くなっている 

③ 男性では３０～４０歳代、女性では５０歳代、７０歳代の自殺死亡率が高い 

④ 自殺者の約６割は同居人があった 

⑤ 約４人に３人はこころの健康を意識している 

⑥ こころの健康のために生活習慣の見直が必要な人は２０人に１人ある

⑦ 男性の５割近くは毎日飲酒している

⑧ 悩みごと相談では金銭に関する相談をする人が多い
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また、この属性情報から、福崎町において推奨される重点施策として、「高齢者」

「生活困窮者」に対する取り組みが挙げられました。 

 地域の主な自殺の特徴  （H25～29合計） 

上位５区分 割合 
自殺死亡率
注1）(10万対)

背景にある主な自殺の危機経路 
注2）

1位:女性 60歳以上 

無職同居 
16.7% 23.9 身体疾患→病苦→うつ状態→自殺 

2位:男性 60歳以上 

無職独居 
11.1% 197.9 

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 40～59歳 

有職独居 
11.1% 163.3 

配置転換（昇進/降格含む）→過労＋仕

事の失敗→うつ状態＋アルコール依存

→自殺 

4位:男性 60歳以上 

無職同居 
11.1% 25.2 

失業（退職）→生活苦＋介護の悩み（疲

れ）＋身体疾患→自殺 

5位:男性 20～39歳 

無職独居 
5.6% 634.6 

①【その他無職】失業→生活苦→多重

債務→うつ状態→自殺 

②【学生】学内の人間関係→休学→う

つ状態→自殺 

※順位は自殺者数の多さにもとづき、自殺者数が同数の場合は自殺死亡率の高い

順としました。 

※注1）自殺死亡率の母数（人口）は平成27年国勢調査を元に自殺総合対策推進

センターにて推計しました。 

※注２）「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）を参考にして記載しました。内容はあくまでも、該当する性・年代等の特性に

応じ、全国的に見て代表的と考えられる「自殺の危機経路」を示すものであって、

提示された経路が唯一のものではありません。 

出典：自殺総合対策推進センター「地域自殺実態プロファイル（2018）」



11 

第 3 章 自殺対策の取り組み 

1. 取り組みの基本方針  

平成２９年７月に閣議決定された「自殺総合対策大綱」で掲げられた次の５点を、本

町においても自殺対策における「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」として推進する 

自殺に追い込まれるということは「誰にでも起こり得る危機」です。 

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。そのため、

自殺対策は「生きることの阻害要因」を減らす取り組みに加えて、「生きることの促進

要因」を増やす取り組みを行い、双方の取り組み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り組みと、地域における「生きる支援」に関連

するあらゆる取り組みを「生きることの包括的な支援」として多方面から推進すること

が重要です。 

（2） 関連施策との有機的な連携による総合的な対策の展開 

自殺は、健康問題だけでなく、経済生活問題、人間関係、地域・学校・職場環境の在

り方など、様々な要因と、本人の性格傾向、家族の状況、死生観などが複雑に関係して

います。 

自殺を防ぐためには精神保健的な視点だけでなく、関連する分野の施策や組織が密接

に連携し、支援にあたる人々がそれぞれ自殺対策の一翼を担っているという意識を共有

することが重要です。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、自殺対策事業と関連の深い精神科医療、保健、福祉等に関する各種施策と
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の連動性を高めていくことで、誰もが住み慣れた地域で、適切な支援を受けられる地域

社会づくりを展開し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 

自殺対策の時系列的な対応として、自殺の原因を取り除くことや、教育によって自殺

が起きることを予防する「事前対応」、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」、不幸にして自殺や自殺未遂が起きてしまった場合等に置ける「事後対応」

の3段階に分類され、それぞれの段階において施策を講じる必要があります。 

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、学校では児童生徒

等を対象に、「いのちの教育」「ＳＯＳの出し方に関する教育」も重要とされています。 

各段階での対応を、人々の暮らしの場やライフステージに応じて、関係機関同士の連

携を深め実施していくことで、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

ことが必要です。 

三階層自殺対策連動モデル（自殺総合対策推進センター資料） 
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（4）  自殺対策における実践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、当事者への支援や支援関係者間の連携強化な

どの実践的な取り組みだけでなく、これら取り組みが地域に広がり、そして根付くため

の周知・啓発を両輪で推進していく必要があります。 

特に自殺に対する基本的な理解を進め、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。 

すべての町民が、身近にいるかもしれない自殺を考えている人のサインに早く気づき

適切な相談機関等につなぐとともに、その指導を受けながら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。

（5） 関係者の役割の明確化と、関係者同士が連携・協働して取り組む 

自殺対策を通じて「一人ひとりがかけがえのない個人として尊重される『自殺のない

社会』をめざしたすみよいまち」を実現するためには、町だけでなく、国や県、関係団

体、そして何より町民の皆さんと連携・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、それぞれが果たすべき役割を明確化し、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。 
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2. 福崎町の取り組み  

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

が取り組む必要があり、地域で自殺対策を進めるうえで欠かすことができない基盤的な

事項で、「①地域や関係機関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児童生徒

のＳＯＳの出し方に関する教育」の５つです。 

また、国が作成した町の自殺実態プロファイルにおいて、「①高齢者」「②生活困窮

者」に係る自殺対策の取り組みが重点課題であると示されていることから、町における

２つの重点施策と選定し、それぞれの課題に関する施策を連動させ、かつ総合的に推進

していきます。 

① 地域や関係機関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 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 児童生徒のＳＯＳの出し方に関する

教育

① 高齢者の自殺対策の推進 

② 生活困窮者の自立に向けた支援と自殺

対策の連動性の推進

一
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１） 地域や関係機関におけるネットワークの強化【基本施策①】 

自殺対策を総合的かつ効果的に推進するためには、保健、医療、福祉、教育、労働そ

の他の関連施策との連携が図られ、「生きることの包括的な支援」として取り組む必要

があり、行政、関係機関、民間支援団体等の連携の強化、また住民同士のつながりの強

化が必要です。 

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、特に自殺の要因に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。加えて、各ネットワーク間の円滑な情報共有を実現するため、共通の相談票の

導入を検討します。 

【事業名】 実施内容 担当課 

【要保護者対策地域協議会】 

 町長、教育長、医師会代表等で構成し、要保護者等の支援や発生

防止に関して関係機関が連携して対応するため開催します。児童虐

待、DV、障がい者虐待対策に加え、自殺対策についても推進します。

保健センター 

【自殺対策庁内担当者会議】 

 庁内各課窓口担当職員が相互の情報共有を行うことを目的に開催

し、切れ目のない支援をめざします。 

保健センター 

【地域包括ケアシステムの深化推進】 

高齢者・障がい者・子どもなど、すべての人々が一人ひとりの暮

らしと生きがいを創り高め合う地域共生社会の実現をめざして、地

域包括ケアシステムを推進します。 

地域包括 

 支援センター 
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２） 自殺対策を支える人材の育成【基本施策②】 

自殺を「誰にでも起こり得る危機」として捉え、早期発見・早期対応ができるよう、

住民の傍にいる支援者を多くつくることが、自殺予防対策の大きな力と成り得ます。 

自殺のリスクの高い人の早期発見と早期対応のため、自殺の危険を示すサインに気づ

き、話を聴いて、見守りながら必要な支援につなぐ役割を担う人材（＝ゲートキーパー）

の養成に努めます。 

【事業名】 実施内容 担当課 

【ゲートキーパー養成研修】 

住民対応の多い役場窓口職員が住民のＳＯＳに気づき、関係機関

と速やかに連携・支援できるよう、研修等の機会をつくります。 

また、高齢者宅を訪問する機会の多い民生委員・児童委員、ボラ

ンティア、介護職員等に対して、ゲートキーパー研修を実施し人材

育成に努めます。 

保健センター 

ゲートキーパー手帳（厚生労働省版資料） 
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３） 町民への啓発と周知【基本施策③】 

平成２８年１２月に実施された「兵庫県自殺対策計画アンケート」によると、自殺は

社会的に取り組むべき課題としてとらえている方は、成人では６２．５％、未成年では

７０．９％と、最も多くなっていますが、危機に陥った人の心情や背景が理解されにく

い現状があり、自殺に対する誤った認識や偏見があります。 

町民が自殺対策について理解を深められるよう、講演会等を開催し相談機関や相談窓

口の情報提供を行うことが必要です。 

【事業名】 実施内容 担当課 

【公共施設における相談窓口のチラシ・啓発グッズ等の配布】 

相談窓口等の周知のため、ポスター掲示やチラシ配布を行います。

啓発グッズを作成し、高齢者へ配布を行い、自殺予防や早期発見の

啓発を行います。 

保健センター 

【自殺予防週間・自殺対策強化月間の啓発】 

自殺予防週間（９月）及び自殺対策強化月間（３月）に広報やチ

ラシで啓発を行います。 

保健センター 

【こころの健康に関する啓発活動】 

 広報や公開講座等でストレスの解消法や睡眠の大切さなど、ここ

ろの健康づくりに関する講演会や出前講座を開催します。 

保健センター 

【適正飲酒の啓発活動】

 アルコールによる体やこころの健康への影響、適正飲酒等につい

て、広報等で啓発します。

保健センター 

【虐待防止・DV等に関する啓発活動】 

児童、障がい者、高齢者などの虐待、DVなどの防止について広報

やホームページで啓発します。 

保健センター 

健康福祉課 

地域包括 

支援センター 

【就労者のこころの健康づくり】 

商工会会員に対して、健診を勧め、心身の健康管理の大切さを伝

えます。 

保健センター 
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【青少年健全育成事業】 

毎年７月の「青少年の非行・被害防止全国強調月間」に合わせ、

啓発リーフレットを各戸に配布し啓発を行います。 

社会教育課 

【人権研修会の開催】 

各自治会で人権・青少年健全育成についての研修会を行います。

研修会では、子どもを取り巻く環境を伝え、これからは家庭だけで

なく、地域で地域の子どもを守り育てることが大事であるというこ

とを啓発します。 

社会教育課 

【人権・青少年健全育成フェスティバルの開催】 

毎年国の人権週間（１２／４～１０）に合わせて人権・青少年健

全育成フェスティバルを開催し、講演等を通して子どもや女性、高

齢者、障がいのある人などの人権啓発を行います。 

社会教育課 

【消費者被害防止の啓発活動】 

 悪徳商法の手段や対処法、詐欺防止などの啓発を行い消費者被害

防止に努めます。 

生活科学センター 
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４） 生きることの促進要因への支援【基本施策④】 

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」を減らすための取り組みのみならず、「生きること

の促進要因」を増やすための取り組み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。 

本町では、「生きることの阻害要因」を抱えた方を確実に支援する相談支援体制の充

実と、「生きることの促進要因」を増やすため、健康教室、子育て支援施策、居場所づ

くり等の取り組みを行います。 

【事業名】 実施内容 担当課 

【こころと体の健康相談】 

保健師による健康相談を行います。 

相談へのきっかけとして講演会の開催やストレスチェックを行う

等相談しやすい体制づくりと事業の周知に努めます。必要な場合は

医師等の専門相談につなげます。 

保健センター 

【教育相談・スクールソーシャルワーカーの活用】 

子どもの教育上の悩みや心配事に関する相談を、教育相談員が対

面（電話相談可）で受け付けます。 

 また、スクールソーシャルワーカーを配置し、児童生徒が置かれ

た環境へ働きかけ、関係機関と連携し、多様な支援方法を用いて課

題解決への対応を図ります。 

学校教育課 

【ＤＶ相談】 

配偶者等からの暴力の相談を受け、必要な場合、被害者の保護の

ため関係機関の紹介を行います。 

保健センター 

【消費者相談】 

 消費生活（多重債務を含む）に関する相談を専門の相談員が行い

ます。内容によっては専門機関につなげます。 

抱えている他の問題を把握した場合は、専門相談につなげます。 

生活科学センター 
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【介護相談】 

高齢者とその家族の悩みごとや介護保険等に関する相談を行いま

す。介護は当人や家族にとっての負担が大きく、相談を通じて、家

族や当人が抱える様々な問題について、支援します。 

また、認知症に関する相談も随時受け付けます。 

地域包括 

支援センター 

【納税相談】 

 納税に関する相談を行います。滞納者に納付勧奨等の措置を講じ

るとともに、当事者から状況を聞き取り、必要な場合は関係機関に

つなげます。 

税務課 

【家庭自立相談の開催】 

 児童生徒の不登校や非行等、ひきこもりの相談日を開設し、本人、

保護者、学校関係者からの相談を受け付けるとともに、必要に応じ

て家庭訪問を実施し、自立のための支援を行います。  

保健センター 

【子育て世代包括支援センターの設置】 

妊娠期から子育て期まで切れ目のない支援を行います。 

保健センター 

【子ども家庭総合支援拠点】 

子どもと家庭、妊産婦を対象に実情の把握、情報提供、相談・指

導、関係機関との連絡調整等を一体的に提供する拠点を整備します。

保健センター 

【地域子育て支援拠点事業（子育て支援施設）】 

子育て親子に交流の場を提供するとともに、交流の促進・子育て

に関する相談・子育てに関する情報提供・子育てに関する講習会等

を実施します。 

学校教育課 

【こころの健康づくりに関する健康教室の開催】 

気功教室を継続して開催し、こころの健康づくりを支援するとと

もに、こころの健康に関する個別相談も行います。 

保健センター 

【総合事業の実施】 

身体面で問題や不安を抱えて孤立状態になる恐れのある高齢者を

対象に、心身機能の維持向上のための通所型事業を実施し、利用を

勧めます。 

地域包括 

支援センター 
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５） 児童生徒のＳＯＳの出し方に関する教育【基本施策⑤】 

平成２８年４月の自殺対策基本法の改正で、「学校におけるＳＯＳの出し方教育の推

進」が盛り込まれました。このため、児童生徒が命の大切さを伝える教育に加え、命の

危機に直面したとき、誰にどうやって助けを求めればよいかの具体的かつ実践的な方法

を学ぶと同時に、つらい時や苦しい時には助けを求めてもよいということを学ぶ教育

（ＳＯＳの出し方教育）にも取り組む必要があります。 

 また、子どもからのＳＯＳに対して、周囲の大人が適切に対応できるよう、その受け

皿を強化することも必要です。 

【事業名】 実施内容 担当課 

【思春期支援事業の実施】 

助産師等を小中学校に派遣し、出産ビデオの視聴や赤ちゃんの抱

っこ体験等により、命の大切さを伝えます。 

また、与えられた自分の命を大切にするために、SOSの出し方を

子どもたちに伝えます。 

保健センター 

【「生活の記録」を利用した寄り添い支援】 

 中学校において日々の出来事と共に悩みごとや困りごとを記入し

た日誌を主として学級担任とやり取りすることで、生徒の心の変化

や危機に早く気づき支援を行います。 

学校教育課 



22 

６） 高齢者の自殺対策の推進【重点施策①】 

高齢者の自殺については、身体疾患の悩みとともに、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と同時に、本町では60歳以上の女

性の同居者ありの死亡が第1位になっていることから、世代間の人間関係や介護問題な

どの課題も加わっているなど、様々な背景や価値観に対応した支援が必要です。 

 今後も高齢者にかかわりの深い行政、社会福祉協議会、民間事業所サービス、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

の強化といった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。 

【事業名】 実施内容 担当課 

【地域包括支援センターの運営】 

 基本チェックリストや実態把握を実施することにより地域の高齢

者が抱える問題や自殺リスクの高い方の情報等を把握し、ケア会議

等で関係機関が情報を共有することで、高齢者が生きがいを持って

安心して自分らしい暮らしを続けることができるよう支援やサービ

ス提供の検討を行います。 

地域包括 

支援センター 

【居場所づくりの推進】 

 高齢者が孤立することなく、地域の人との交流等により生きがい

を感じられるよう、地域で行う「老人クラブ活動」「ミニデイサー

ビス事業」「ふくろう体操」「ふれあい喫茶」「認知症カフェ」等

の事業を支援します。 

健康福祉課 

地域包括 

支援センター 

社会福祉協議会 
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７） 生活困窮者の自立に向けた支援と自殺対策の連動性の推進【重点施策②】 

生活困窮の背景には、多重債務や労働問題、精神疾患、虐待、ＤＶ、介護等の多様

な問題が複合的に関わっていることが多く、自殺リスクが高いと考えられています。 

そのため、生活困窮者等に対する包括的な支援には多機関が連携を取りながら支援して

いくことが必要です。 

 悩みごと相談では、金銭に関する相談を行っている人が多いことから、問題を抱え相

談場所を求めている人も多いと考え、相談場所の周知に努めるとともに、関係機関の連

携を推進し、生活困窮者の発見と支援に努めます。 

【事業名】 実施内容 担当課 

【生活困窮に関する相談支援と生活保護事務】 

 生活保護を含む生活困窮に関する相談に応じ、相談者が抱える課

題を継続的に評価・分析し、必要な支援につなぐ等の対応をします。

また、自立に向けて関係機関と調整を行います。 

健康福祉課 

【就学援助制度】 

経済的な理由により、就学困難な小学生・中学生に対する援助制

度です。生活保護を必要とする人に準ずる保護者等に対して、学用

品費、学校給食費、修学旅行費等の援助を行います。 

学校教育課 
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８） 生きることの包括的な支援関連施策 

各課が取り組む様々な事業と連携を取り自殺対策を推進します。 

（1） 気づきのための人材育成 

【事業名】 生きる支援としての実施内容 担当課 

民生委員・児童委員 日常的な声かけ・見守り活動を行い、各種

相談に応じ、行政等へのつなぎ役として活 

動している民生委員・児童委員に対し、定例

会等にて自殺対策についての説明やゲートキ

ーパー研修の受講を勧めます。 

健康福祉課 

保健センター 

いずみ会・消費者の会

（地域団体） 

地域で活動する各種団体に、自殺対策の視

点を持っていただくことで、自殺リスクの高

い方に早く気づき、つなぐことができること

から、会員にチラシ等の配布を行うとともに

ゲートキーパー研修の受講を勧めます。 

保健センター 

生活科学センター

認知症サポーター 

養成講座 

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

危険性もあります。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

知症サポーターの養成をすすめるとともに自

殺対策の視点を持って活動できるようチラシ

等の配布を行います。 

地域包括 

支援センター 

不登校指導員  

適応指導教室指導員 

不登校の児童・生徒は、当人だけでなくそ

の家族や環境に様々な問題を抱えていること

が想定されます。当人の学習支援を行うとと

もに、相談を受け、問題に気づいた時は専門

機関につなぐことができるよう見守りと支援

を行います。 

学校教育課 
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学校職員ストレスチ

ェック事業 

学校職員等のストレスチェックを実施し、

メンタル不調を早期に察知し、子どもの支援

者である学校教員のメンタルヘルス面での支

援を行います。 

学校教育課 

（2） 予防

【事業名】 生きる支援としての実施内容 担当課 

児童虐待防止対策の

充実 

赤ちゃん訪問 

被虐待の経験は、子ども自身の自殺リスク

や成長後の自殺リスクを高める要因にもなる

ため、子どもの自殺防止、将来的な自殺リス

クを抑えることにおいても、児童虐待防止は

極めて重要です。 

児童虐待防止対策を充実させるとともに、

住民の関心を高め地域の見守りを強化するこ

とにより虐待の早期発見、早期対応につなげ

ることができることから、民生委員・児童委

員による訪問に協力します。 

保健センター 

健康福祉課 

母子健康手帳交付及

び妊婦相談 

マタニティ教室 

母子健康手帳交付時に全妊婦との面接を行

うことで特定妊婦を把握します。 

特定妊婦には、妊婦訪問やマタニティ教室

に勧奨して面談の機会を増やし、妊娠期に起

こるこころの変化に早期に気づき、必要な支

援につなげます。 

保健センター 
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乳幼児健康診査 

乳幼児相談 

歯科相談 

乳幼児教室 

子どもの発達だけでなく、乳幼児を養育し

ている母親の抱えがちな心身の育児負担、自

殺のリスクにも視点を置くことで、母親との

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

対応の強化を図ります。 

保健センター 

保育の実施 

（認定こども園） 

保育・育児相談を通して、子どもの発達課題

や保護者の育児ストレスなどに対応するとと

もに、必要に応じて専門機関へつなげ、連携

を取りながら対応します。 

学校教育課 

「女性のためのチャ

レンジ相談」「出張！

女性のための働き方

セミナー」の開催 

「福崎町男女共同参画基本計画」に基づき、

女性の活躍を推進し女性も男性も輝く社会を

めざして開催します。 

社会教育課 

家庭教育学級の開設 各幼児園、各小中学校で保護者が学習したり、

保護者同士の交流を図ることができる「家庭

教育学級」を開設し、家庭教育の充実を進め

ます。 

社会教育課 

（3） 介入 

【事業名】 生きる支援としての実施内容 担当課 

新生児訪問 

産後ケア事業

医療機関との連携を強化し、育児不安や「産

後うつ」への早期対応に努めます。 

訪問や産後ケア事業等を継続して実施し、

利用しやすい体制づくりに努めます。 

保健センター 
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子育て短期支援事業 保護者が一時的に子どもの養育ができない

場合に、保護者の心身の状態を安定させる目

的で一定期間養育保護を行います。 

学校教育課 

子ども発達すこやか

相談 

子どもの発達に不安のある母親が、医療専

門職からのアドバイスを受け、育児負担や不

安の軽減を図ります。 

保健センター 

特別支援教育 特別な支援を要する児童生徒に対して一人

ひとりの発達状態に応じた教育支援を行いま

す。 

学校教育課 

こころの健康チェッ

ク 

健康増進プログラムを利用して、こころの

健康を維持するための「健康づくりアドバイ

ス表」を作成し、生活習慣の改善を促します。

必要に応じて、電話訪問等の支援を行いま

す。 

保健センター 

DV等への支援措置 DV等の被害者からの申し出により、本人及

び併せて支援を求める者以外からの請求によ

る住民票、戸籍附票の発行を禁止する支援措

置を講じます。 

被害者は多大なストレスを抱えている場合

が多いので、聞き取りを注意深く行い、相談

員とも連携を密にして対応します。 

住民生活課 

養護老人ホームへの

入所 

環境上の理由及び経済的な理由により自宅

での生活が困難な高齢者の入所に関する手続

きを支援します。 

健康福祉課 

国民年金事務 国民年金の支払いに支障が出ている場合、

生活困難に陥っている可能性が高いことか

ら、免除申請を案内するなど精神的な負担を

和らげるように対応しています。必要な場合

は関係課につなげるなど連携に努めます。 

住民生活課 
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生活困窮者自立支援

事業 

生活困窮に陥った者の相談に応じ、宿泊場

所の提供や住宅確保給付金、就労準備、子ど

もの学習支援など、必要な支援につなげます。

健康福祉課 

中小企業振興資金融

資制度 

中小企業者の育成振興と健全な発展を目的

に必要な資金の融資を行う制度です。 

商工会と協力して制度の周知や必要な方の

相談に応じます。 

地域振興課 

（4） 関係機関の関連事業 

兵庫県（中播磨健康福祉事務所）や福崎町社会福祉協議会をはじめ、関連機関が行っ

ている様々な事業の情報を収集し、その情報を共有して、必要に応じて「つなぐ」支援

を行います。 

事業名 実施内容 実施機関 

自殺対策の啓発 高校・大学・医療機関等へのリーフレット

を配布する。 

中播磨 

健康福祉事務所

こころのケア相談 こころの病気やこころの健康について月１

回精神科医による個別相談を開催する。 

中播磨 

健康福祉事務所

アルコール相談 アルコール関連問題の相談について、月1

回、断酒会会員による個別相談を開催する。

中播磨 

健康福祉事務所

自殺未遂者支援研修

会 

自殺予防、未遂者への支援を目的として、

医療と地域の連携強化を目的に研修会を開催

する。 

中播磨 

健康福祉事務所

精神障害者地域支援

協議会 

精神障がい者が地域で安心して暮らせる支

援体制の構築を目指して開催する。自殺未遂

者への対応も検討する。 

中播磨  

健康福祉事務所
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地域包括ケアシステ

ム促進事業 

第３次地域福祉推進計画において目指して

いる、「であい、ふれあい、つながりあい、

ともに支え合う地域づくり」の実現に向けて、

地域住民や民間団体の自主的な福祉活動を支

援し、住民と行政が協働して地域住民の多様

な福祉ニーズに対応できるようにするため、

① 各自治会への地域包括ケアシステムの周

知と協力体制づくり 

② 自治会の福祉部会として「我が事会議」の

運営促進    を推進する。 

社会福祉協議会 

まちの子育てひろば

推進事業 

乳幼児のいる保護者同士の交流・情報交換

や子育てに係る相談の場の設置する。 

社会福祉協議会 

認知症高齢者等やす

らぎ支援事業 

認知症高齢者等やすらぎ支援員養成講座を

受講し、講座を修了した支援員が認知症高齢

者宅を訪問し、見守り支援を行うことで、家

族の心身の負担軽減を図る。 

社会福祉協議会 

なやみごと相談 住民の困りごとの潜在化を防ぐため地域生

活におけるなやみごと全般に対する有識者に

よる相談窓口を設置する。 

必要な場合は専門相談（弁護士による法律

相談等）につなげる。 

社会福祉協議会 

生活福祉資金貸付制

度 

他から借入の困難な世帯に経済的自立や地

域で安定した生活を送ることを目的として、

低利の資金を貸付ける。 

民生委員・児童委員や自立相談支援機関が

申請から償還まで関わって支援する。 

社会福祉協議会 

（県社協委託事

業） 

緊急援護給付金制度 病気やケガ、盗難、被災などで緊急的、一

時的に生計維持が困難になった世帯に対して

給付する。 

社会福祉協議会 
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生活支援 

サポート事業 

 個人の困りごとに対してボランティアによ

る支援が行えるように、傾聴ボランティア活

動の推進と傾聴ボランティアグループの立ち

上げ支援を行い、住民の困りごとの潜在化を

予防する。 

社会福祉協議会 

日常生活自立支援事

業 

判断能力に不安のある高齢者や障がい者等

に対して、安心して生活できるよう福祉サー

ビスの利用援助や日常的な金銭管理等を支援

する。 

社会福祉協議会 

（県社協委託事

業） 

福祉委員 「たすけあいの地域づくり」のために活動

する福祉委員に福祉講座の受講等で福祉意識

の啓発促進を図る。 

社会福祉協議会 

障がい者支援事業 ピアサポーターグループの支援など、障が

い者の社会参加を促進し生きがいづくりを支

援する。 

社会福祉協議会 

障害相談 

支援センター 

障がいのある方の地域生活を支援し、自立

と社会参加の促進を図るために、専門の相談

員が各種相談や情報の提供を行う。 

社会福祉協議会 

子どもの人権１１０

番 

子どもの人権相談専用電話の設置と周知用

ポケットカードの配布。 

人権擁護 

委員協議会 

「子どもの人権SOS

ミニレター」事業 

子どもが悩みをSOSミニレターに書いて郵

送すると、人権擁護委員が相談に乗りアドバ

イスを実施。 

人権擁護 

委員協議会 

ひめじ若者サポート

ステーション 

仕事について悩んでいる若者や保護者を対

象に、働くことに関する相談を受け、就労へ

の支援サポートを行う。 

ひめじ若者サポー

トステーション 
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3. 評価の指標 

施策 取り組み内容 評価指標 

基
本
施
策

地域や関係機関における

ネットワークの強化 

庁内担当者会議を定例で開催し、情

報共有等連携に努める。 

開催回数 

年１回 

自殺対策を支える人材の

育成 

自殺リスクの高い高齢者に関わる

ことの多い団体等にゲートキーパ

ー研修を行う。 

研修会開催回数 

年２回 

町民への啓発と周知 

自殺予防に関する研修や相談窓口

を多くの方に周知する。 

相談の利用者数 

延５００人 

生きることの促進要因へ

の支援 

専門の相談員が不登校や閉じこも

りなど自殺リスクの高い方の相談

に応じる機会を提供する。 

相談会の開催 

年１２回 

児童生徒のＳＯＳの出し

方に関する教育 

思春期支援教室で、SOSの出し方

教育を実施する。 

全児童生徒への開

催回数 

１回 

重
点
施
策

高齢者の自殺対策の推進

高齢者の見守りや居場所づくり等

生きることの支援を積極的に行う。

ミニデイサービス

参加延人数 

11,150人 

生活困窮者の自立に向け

た支援と自殺対策の連動

性の推進 

本計画中は地域の現状把握を行うこととし、指標は設定

しない。 
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第４章 自殺対策の推進体制 

自殺対策においては、役場内だけでなく多くの行政機関等が関係しています。 

計画の実効性を高め、総合的に推進していくため、「福崎町要保護者対策地域協議会」

において本計画の進捗状況や施策の評価等を実施し、効果的な自殺対策事業のあり方を

検討します。 

また、各分野の緊密な連携を確保し、取組や支援を推進します。

（１）福崎町要保護者対策地域協議会 

既存の協議会において、協議内容に自殺対策も加えて開催します。 

関連性のある、虐待予防や発達障がいへの支援等と連携を取りながら自殺対策につい

ても検討します。 

（２）自殺対策庁内担当者会議 

様々な悩みや生活上の困難を抱えている人を支援していくため、庁内各課窓口担当職

員が相互の情報共有を行い、切れ目のない支援をめざします。 

（３）それぞれの果たすべき役割 

① 町の役割 

住民に身近な存在として、相談窓口の充実と周知、支援の強化、本計画に基

づく施策の実施と評価を行います。 

② 関係機関・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・団体においては、相互に緊密な情報交換

を行いながら、連携して取り組んで行きます。 

③ 町民の役割 

住民一人ひとりが自殺対策に関心を持ち、理解を深めることが必要です。身

近な人の悩みに「気づき」、「声をかける」、「話をよく聴く」、「必要な相

談先につなぐ」ことを積極的に行います。 
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 参考資料 

１．自殺対策基本法 

平成二十八年三月三十日公布（平成二十八年法律第十一号）改正 

目次 

第一章 

総則（第一条―第十一条）

第二章 

自殺総合対策大綱及び都道府県自殺対策計画等（第十二条―第十四条）

第三章 

基本的施策（第十五条―第二十二条）

第四章 

自殺総合対策会議等（第二十三条―第二十五条）

附則 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、近年、我が国において自殺による死亡者数が高い水準で推移して

いる状況にあり、誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指して、これに対

処していくことが重要な課題となっていることに鑑み、自殺対策に関し、基本理念を定

め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、自殺対策の基本となる事

項を定めること等により、自殺対策を総合的に推進して、自殺の防止を図り、あわせて

自殺者の親族等の支援の充実を図り、もって国民が健康で生きがいを持って暮らすこと

のできる社会の実現に寄与することを目的とする。 

（基本理念） 

第二条 自殺対策は、生きることの包括的な支援として、全ての人がかけがえのない個

人として尊重されるとともに、生きる力を基礎として生きがいや希望を持って暮らすこ

とができるよう、その妨げとなる諸要因の解消に資するための支援とそれを支えかつ促

進するための環境の整備充実が幅広くかつ適切に図られることを旨として、実施されな

ければならない。 



34 

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。 

（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） 
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第七条 国民の間に広く自殺対策の重要性に関する理解と関心を深めるとともに、自殺

対策の総合的な推進に資するため、自殺予防週間及び自殺対策強化月間を設ける。 

２ 自殺予防週間は九月十日から九月十六日までとし、自殺対策強化月間は三月とする。 

３ 国及び地方公共団体は、自殺予防週間においては、啓発活動を広く展開するものと

し、それにふさわしい事業を実施するよう努めるものとする。 

４ 国及び地方公共団体は、自殺対策強化月間においては、自殺対策を集中的に展開す

るものとし、関係機関及び関係団体と相互に連携協力を図りながら、相談事業その他そ

れにふさわしい事業を実施するよう努めるものとする。 

（関係者の連携協力） 

第八条 国、地方公共団体、医療機関、事業主、学校（学校教育法（昭和二十二年法律

第二十六号）第一条に規定する学校をいい、幼稚園及び特別支援学校の幼稚部を除く。

第十七条第一項及び第三項において同じ。）、自殺対策に係る活動を行う民間の団体そ

の他の関係者は、自殺対策の総合的かつ効果的な推進のため、相互に連携を図りながら

協力するものとする。 

（名誉及び生活の平穏への配慮） 

第九条 自殺対策の実施に当たっては、自殺者及び自殺未遂者並びにそれらの者の親族

等の名誉及び生活の平穏に十分配慮し、いやしくもこれらを不当に侵害することのない

ようにしなければならない。 

（法制上の措置等） 

第十条 政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上又は財政上の措置その

他の措置を講じなければならない。 

（年次報告） 

第十一条 政府は、毎年、国会に、我が国における自殺の概況及び講じた自殺対策に関

する報告書を提出しなければならない。 

第二章 自殺総合対策大綱及び都道府県自殺対策計画等 

（自殺総合対策大綱） 

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

対策の大綱（次条及び第二十三条第二項第一号において「自殺総合対策大綱」という。）

を定めなければならない。 
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（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
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民の心の健康の保持に関する研修の機会の確保等必要な施策を講ずるものとする。 

２ 国及び地方公共団体は、前項の施策で大学及び高等専門学校に係るものを講ずるに

当たっては、大学及び高等専門学校における教育の特性に配慮しなければならない。 

３ 学校は、当該学校に在籍する児童、生徒等の保護者、地域住民その他の関係者との

連携を図りつつ、当該学校に在籍する児童、生徒等に対し、各人がかけがえのない個人

として共に尊重し合いながら生きていくことについての意識の涵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
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に必要な施策を講ずるものとする。 

（民間団体の活動の支援） 

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

支援等に関する活動を支援するため、助言、財政上の措置その他の必要な施策を講ずる

ものとする。 

第四章 自殺総合対策会議等 

（設置及び所掌事務） 

第二十三条 厚生労働省に、特別の機関として、自殺総合対策会議（以下「会議」とい

う。）を置く。 

２ 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 

一 自殺総合対策大綱の案を作成すること。 

二 自殺対策について必要な関係行政機関相互の調整をすること。 

三 前二号に掲げるもののほか、自殺対策に関する重要事項について審議し、及び自殺

対策の実施を推進すること。 

（会議の組織等） 

第二十四条 会議は、会長及び委員をもって組織する。 

２ 会長は、厚生労働大臣をもって充てる。 

３ 委員は、厚生労働大臣以外の国務大臣のうちから、厚生労働大臣の申出により、内

閣総理大臣が指定する者をもって充てる。 

４ 会議に、幹事を置く。 

５ 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、厚生労働大臣が任命する。 

６ 幹事は、会議の所掌事務について、会長及び委員を助ける。 

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

る。 

（必要な組織の整備） 

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

組織の整備を図るものとする。 

附 則 抄 

（施行期日） 
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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

る日から施行する。 

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。ただし、次項の規定は、公布の

日から施行する。 
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