村田町

自死対策計画
～誰も自死に追い込まれることのない村田町を目指して～

平成３１年３月
村田町

は じ め に

我が国の自殺者数は、1998 年（平成 10 年）に初め
て３万人を超えましたが、国を挙げて様々な取り組
みを行った結果、近年は減少傾向にあります。しか
し、依然として 2 万人を超える方々が自ら尊い命を
絶たれており、非常事態はいまだ続いています。
このような中、平成 28 年 4 月に自殺対策基本法が
改正され、自殺対策が「生きることの包括的な支援」
として実施されることを基本理念に、全ての市町村
において自殺対策計画の策定が義務付けられました。
自死は、こころの問題だけでなく、過労、生活困窮、育児や介護疲れ、いじめ
や孤立などの社会的要因があることが知られており、自死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。
村田町では、平成 26 年 3 月に策定した「第 2 期健康むらた 21 計画」の重点項
目のひとつとして「こころの健康づくり」に取り組んでまいりました。この度の
自殺対策基本法の改正を受け、これまでの取り組みに加え、様々な分野の施策と
連携・連動させていくため、「村田町自死対策計画」を策定いたしました。
今後は本計画に基づき、行政をはじめとする関係機関、団体等と連携、協働し、
自死対策を総合的に推進し、「誰も自死に追い込まれることのない村田町」の実
現を目指してまいります。住民の皆様には、一人ひとりが自死対策への理解と関
心を深めていただき、自死対策への一層のご支援・ご協力を賜りますようお願い
申し上げます。
結びに、本計画策定にあたり、貴重なご意見・ご提言をいただきました関係機
関の皆様、ご協力いただきました住民の皆様に心から感謝を申し上げます。

平成 31 年 3 月

村田町長 佐藤 英雄
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第１章 計画策定の趣旨等
１ 計画策定の趣旨
自死は、その多くが追い込まれた末の死です。背景には、こころの問題だけ
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。そのため自死対策は、保健、医療、福祉、
教育、労働その他の関連施策との連携を図り、「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）。我が国の自死対策
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、「誰も自死に追い込
まれることのない社会」の実現を目指しているのです。
自殺総合対策大綱では、基本方針として、
「生きることの包括的な支援として
推進」、「関連施策との連携による総合的な対策の展開」、「対応の段階に応じた
対策の効果的な連動（ＴＳＩモデル）
」
、
「実践と啓発を両輪として推進」、「関係
者の役割の明確化と関係者による連携・協働の推進」を掲げています。
これらの背景を踏まえ、町が行う「生きる支援」に関連する事業を総動員し
て、全町的な取組として自死対策を推進するため、「村田町自死対策計画」を
策定し、本計画の実行を通して「誰も自死に追い込まれることのない村田町」
の実現を目指してまいります。

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、中長期的な視点を持って自死対策を実施していくため、「第４次村田町
長期総合計画」の各部門別計画として位置づけ、個別計画と連携を図りながら、
目指すべき目標と方向性を明らかにします。
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各種計画等との関連性について
自殺対策基本法・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～

宮城県自死対策計画

第４次村田町長期総合計画
みんなで育てる自分たちのまち村田

村田町自死対策計画

関連計画
第 2 期健康むらた 21 計画（Ｈ25～Ｈ34 年度）
高齢者福祉計画・第 7 期介護保険事業計画（Ｈ30～32 年度）
障がい者計画・第 5 期障がい福祉計画・第 1 期障がい児福祉計画（Ｈ30～Ｈ32 年度）
子ども子育て支援事業計画（Ｈ30～Ｈ31 年度）
村田町教育基本方針

３ 計画の期間と進行管理
国の自死対策の指針である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、国の動きや自死の実態、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、推進期間を平成31年度から平成35年度（2023年度）までの5年間とします。
本計画の進行管理は、村田町健康づくり推進協議会において行います。

４ 計画の数値目標
「誰も自死に追い込まれることのない村田町」の実現に向けては、対策を進め
る上での具体的な数値目標等を定めるとともに、取組の成果についても検証を行
っていく必要があります。
本町では、平成 24 年から平成 28 年において毎年約 2 人が亡くなっているとい
う状況から、平成 35 年度（2023 年度）までに、年間自殺者数を 0 人とすること
を目標に掲げます。
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第２章 村田町の概況と自死の特徴
１ 村田町の概況
（１）総人口・世帯数等の推移
昭和 60 年から平成 27 年の総人口及び一般世帯数の推移は、ともに減少傾向にあり、
平成 27 年の総人口は 11,501 人、一般世帯数は 3,758 世帯となっています。
1 世帯当たりの人員は減少傾向にあり、平成 27 年では 3.1 人/世帯でした。
（人・世帯）
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3.9
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0.0

昭和60年
（1985）

平成2年
（1990）

平成7年
（1995）

総人口

平成12年
（2000）

平成17年
（2005）

一般世帯数

平成22年
（2010）

平成27年
（2015）
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資料：国勢調査

（２）年少人口・高齢化率の推移
年少人口率は減少傾向であり、平成 27 年には 11.0％となっています。
高齢化率は増加傾向にあり、平成 22 年から平成 27 年にかけては、増加率が 3.5％と
高く、30％を超えて高齢化の進行がみられます。
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1,000
0

65歳以上人口
総人口
資料：国勢調査

（３）高齢者世帯の状況
高齢夫婦世帯、高齢者単身世帯の推移では、ともに増加傾向にあり、平成 27 年の高齢夫
婦世帯は 385 世帯、高齢者単身世帯は 307 世帯となっています。
平成 2 年と比較すると、20 年間で高齢夫婦世帯は 3.4 倍、高齢者単身世帯は 3.7 倍に増
加し、高齢化に伴い高齢者世帯も増加していることがわかります。

資料：国勢調査

（４）地域の事業所規模別事業所数／従業者割合
地域の事業所規模別事業所数及び従業者割合をみると、町内事業所のおよそ 9 割弱が 19
人以下の事業所であり、町内従業者の約 4 割が 19 人以下の事業所で働いています。
労働者数 50 人未満の小規模事業所ではメンタルヘルス対策に遅れがあることが指摘さ
れており、自死対策の推進の上でも地域の関係機関との連携による小規模事業所への働き
かけが望まれています。
（％）

0.0

従業者数
（5,569人）

38.5

19.8

41.7
3.4 0.6

事業所数
（533事業所）

89.5

0.0％

20.0％
19人以下

40.0％
20～49人

6.6

60.0％
50人以上

80.0％

100.0％

出向・派遣従業者のみ

資料：平成 26 年（2014）経済センサス-基礎調査
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２ 村田町の自死の特徴
（１）統計データから見る村田町の自死の現状
① 自殺死亡率の推移（10 万人対）
平成 24～28 年の 5 年間の自殺者数は 10 人です。
自殺死亡率は、平成 23 年以降減少し、平成 28 年には 8.7 となっています。
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５年間
自死：10人
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2

7

2

4

3

5

5

3

2

2

2

1

国 24.2

23.7
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24

24.4

23.4

24

21.8

21.1

19.6

18.6

16.8

県 26.9

25.7

26.2

27.9

24.8

22.8

24.5

21.4

20.9

21.7

18.6

18.0
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23.7
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24.3
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41.4
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17

17.1

17.2
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人

資料：厚生労働省「地域の基礎資料」より町作成

② 年代別、性別の自殺者割合（平成 24 年～28 年の 5 年間）
平成 24～28 年の 5 年間の自殺者を年代別に見ると、40～50 代及び 80 歳以上の自
殺者割合は全国と比較して高く、性別では男性が 8 割を占めていました。
年齢

20 代

30 代

40 代

50 代

60 代

70 代

80 歳以上

計

男性

1

1

2

0

1

1

2

8

女性

0

0

0

1

0

0

1

2

25
(%

20

村田町

20

20

全国

15

10

10

10

10

10

10

10

80歳以上

女 性

0

70代

0

60代

0

50代

0

40代

80歳以上

70代

60代

50代

40代

30代

20代

20歳未満

男 性

0

30代

0

0

20代

0

0

20歳未満

5

資料：警察庁自殺統計原表データより厚生労働省作成
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③ 年代別の死因（平成 24 年～28 年の 5 年間）
年代別の死因をみると、自死は 20 代から 50 代の上位を占めています。
第1位

第2位

20 代

自死 ・

悪性新生物

30 代

自死 ・

悪性新生物

40 代

自死

悪性新生物

50 代

悪性新生物

60 代

悪性新生物

心疾患

70 代

悪性新生物

脳血管疾患

80 歳以上

老衰

悪性新生物

第3位

第4位

・ 心疾患 ・

不慮の事故

自死 ・

脳血管疾患・
肺炎
・ 心疾患
心疾患

不慮の事故

第5位

・ 肺炎
－

脳血管疾患・不慮の事故
肺炎

老衰

肺炎

脳血管疾患

資料：村田町保健事業実績より作成

④ 自殺者の就労状況
平成 24～28 年の 5 年間の自殺者のうち、6 割は無職でした。
⑤ 自殺者の家族状況
平成 24～28 年の 5 年間の自殺者のうち、9 割は家族と同居していました。
⑥ 自殺者の自殺未遂歴
平成 24～28 年の 5 年間の自殺者のうち、自殺未遂歴のある人はいませんでした。
⑦ 自死の原因・動機
平成 24～28 年の 5 年間の自殺者のうち、原因として多い順に健康問題の 4 割、家
庭問題の 2 割と続きますが、不詳も 4 割を占め、自死の原因特定は困難です。

不詳

身体の病気

健康
問題

統合失調症
詳細不明

経済・生活
問題

将来
悲観

薬物
家庭 依存
不和

家庭
問題

資料：厚生労働省「地域の基礎資料」より町作成
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⑧ 地域自殺実態プロファイル【村田町】
村田町の主な自死の特徴（特別集計：自殺日・住居地、H24～28 の 5 年合計）
自殺者数 自殺率*
（割合） (10 万対)

背景にある主な自死の危機経路**

順
位

上位５区分

１

男性 60 歳以上無職同居

3
（30.0）

57.0

失業（退職）→生活苦＋介護の悩み
＋身体疾患→自殺

２

男性 40～59 歳無職同居

2
（20.0）

298.2

失業→生活苦→借金＋家族間の不和→
うつ状態→自殺

３

男性 20～39 歳有職同居

2
（20.0）

43.8

職場の人間関係／仕事の悩み→パワハラ
＋過労→うつ状態→自殺

４

女性 60 歳以上無職独居

1
（10.0）

103.8

死別・離別＋身体疾患→病苦
→うつ状態→自殺

５

女性 40～59 歳有職同居

1
（10.0）

26.1

職場の人間関係＋家族間の不和
→うつ状態→自殺

（全国的な傾向）

順位は自殺者数の多さに基づき、同数の場合は自殺率の高い順となっている。
*自殺率の母数とした各区分の推定人口は、平成 27 年国勢調査就業状態等基礎集計をも
とに自殺総合対策推進センターにて推計したもの。
**「背景にある主な自死の危機経路（全国的な傾向）」は自殺実態白書 2013（ライフ
リンク）を参考にしている。

【統計情報と自殺総合対策推進センターについて】
1 自死の実態分析にあたって、厚生労働省「人口動態統計」と警察庁「自殺統計」を使用し、
自殺者数と自殺死亡率の２種類の値を参照しました。統計には以下の違いがあります。
１）調査対象：人口動態統計…国内の日本人、自殺統計…総人口（外国人も含む）
２）計上方法：人口動態統計…自殺、他殺、事故死のいずれか不明のときは自殺以外で処理
自殺統計…捜査等により自殺であると判明した時点で、自殺統計原票を計上
＊ 自殺死亡率＝自殺者数÷人口×100,000
2 自殺総合対策推進センターは、改正自殺対策基本法の新しい理念と趣旨に基づき、学際的な観
点から関係者が連携して自殺対策の PDCA サイクルに取り組むためのさまざまな情報の提供及
び地域の自殺対策を支援する機能を強化することを目的に設立された厚生労働省所管の組織。
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（２）健康むらた 21 計画中間評価のための住民意識調査の結果
目 的：住民の健康に関する意識や行動把握のため、平成２９年度に実施した
対 象：町内の 20～79 歳の男女うち 2,000 人（無作為抽出）
回収数：820 人（男性 378 人、女性 442 人）
① １か月間にストレスを感じたことがある人の割合
年代別では男女とも若い年代が高く、性別では女性が高い傾向です。
男性は 60 代以降に低くなることから仕事上のストレスであることが考えられ、
女性は仕事や家庭、介護など複合的なストレスを感じていると推測されます。
0

20

40

60

(%)
100

80
71.4

20代

84.4
79.2
84.0

30代
40代

74.0

50代

72.9
74.7
46.8

60代
33.9

70代

83.6

男

56.6

女

41.8

② ストレスを感じた時、自分なりの解決方法で処理できない人の割合
男女とも若い世代に高く、60 代では低い傾向です。
若い年代は多くのストレスを感じており、そのストレスをうまく解消することがで
きていない状態です。
50
男

40

30

20

10

0

(%)

39.3

20代
20代

39.6

30代
30代

40.0

0

10

20

30

40

50
女

44.0

40代
40代

43.8

50代
50代
60代
60代
70代
70代
あまりできない
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全くできない

わからない

③ ストレスで悩んだ時にひとりで解決する人の割合
男性では半数以上（全体：55.1％）、50 歳以上の女性の４割が『ひとりで解決
する』と答えています。
0

10

20

30

40

50

60

70
(%)

男
女

42.9
46.9

20代
30代

47.9

24.0

40代

44.0

32.9

50代

65.7

38.6

60代

40.7

70代

40.0

58.1
57.1

④ 睡眠による休養がとれていない人の割合
男女とも、若い世代に高い。男性は仕事（長時間労働）、女性は仕事に加えて育
児により睡眠時間や睡眠の質が低下していることが推測されます。
30
男

20

10

0

(%) 0

10

20

30

40
女

20代
30代

32.0

40代
50代
60代

あまりとれない

70代

とれない

⑤ 生きがいを感じていないと答えた人の割合
男性の 20～50 代、女性の 40～50 代は 3 割以上が生きがいを感じられていません。
40
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70代
あまり感じない
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まったく感じない

40
女

⑥ 毎日飲酒すると答えた人の割合（宮城県との比較）
50 代以降の男性は毎日飲酒する人が４割を超え、県と比較して高い割合でした。
女性では１割弱ですが、ほとんどの年代に毎日飲酒する人がいます。
毎日飲酒する男性のうち 1 回に 3 合以上飲酒する人は、30 代が 11 人中 3 人、40
代が 16 人中 5 人、50 代が 37 人中 8 人と高い割合でした。
60
男

40

20

(%) 0

0

女

20

20代
20代

52.9
50.0
55.4

30代
30代

8.0

40代
40代

6.8
13.3

50代
50代
60代
60代

町

県

70代
70代
清酒１合(180ml)は以下の量に相当
ビール・発泡酒（500ml）
焼酎 20 度（135ml）
25 度（110ml）
30 度（80ml）
チューハイ 7 度（360ml）
ウイスキーダブル 1 杯 60ml）
ワイン 2 杯（240ml）

３ 村田町におけるこれまでの自死対策
（１）普及啓発活動
広報むらたへのコラム掲載（年 2～3 回）／パンフレット配布

（２）健康教育
村田町民生委員研修会（平成 22 年度～ 年 1 回）
村田町保健推進員研修会（平成 22 年～27 年度 年 1 回）
こころの健康チェック票の配布（平成 25 年度～ 年 1 回）
こころとからだの健康講座（平成 25 年度～ 年 2 回）
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４ 村田町における自死対策の課題
（１）自死対策における課題
国から示された「地域自殺実態プロファイル」及び「健康むらた２１計画中間評価の
ための住民意識調査結果」を整理した村田町の自死の現状と課題は以下のとおりです。
村田町の現状

課題（取り組み）

50代までの成人はストレスを解消できず、
睡眠による休養もとれていない

住民への情報発信

50代以降は悩みをひとりで解決しようとする

周囲の人が気づき、つなぎ、見守る取り組み

成人の約2割は、生きがいを感じていない

健康的な人間関係や社会参加支援

40～50代の男性のうち、４割が毎日飲酒し、
うち２割は多量飲酒者である

住民への情報発信

年間平均自殺者数が２人

自死を防ぐネットワークの強化

勤労世代と高齢者の自殺死亡率が高い

相談体制の充実

自殺者のうち半数は年金受給者

相談体制の充実

自殺者のうち９割は家族と同居

周囲の人が気づき、つなぎ、見守る取り組み

図１：三階層自殺対策連動モデル（厚生労働省資料）
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（２）自死対策の基本認識
① 自死の多くは、追い込まれた末の死である
自死の背景には、過労、生活困窮、育児や介護疲れ、いじめや孤立などの社会的要
因があり、追い詰められた結果、抑うつ状態、うつ病、アルコール依存症等の精神
疾患を発症し、自死に至ることが明らかになっています。

② 自死は防ぐことができる
失業や倒産、多重債務、長時間労働などの社会的要因は、相談・支援体制の整備・充
実により自死を防ぐことができます。また、うつ病、アルコール依存症、統合失調
症等の精神疾患は、早期発見と早期治療につなげることで重症化を防ぐことができ
ます。

③ 自死を考えている人は、悩みつつサインも発している
自死を考えていても、多くの場合は「生きたい」という気持ちで揺れ動いています。
不眠や体調不良などがサインとして現れることが多く、周囲の人が気づくことで自
死を防ぐことができます。

④ 非常事態は続いている
自殺対策基本法の施行後、
「社会の問題」と認識され、社会的取組が推進され始め、
自死者数は減少傾向となっています。しかし、全国の年間自殺者数も 2 万人を超え
ており、非常事態はいまだ続いています。

図２：自殺の危機要因イメージ図（厚生労働省資料）
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第３章 自死対策の取り組み
１ 基本的な考え方
（１）自死対策の基本理念
自殺総合対策大綱では、自死対策の本質は生きることの支援であることを改めて確認
し、
「いのち支える自死対策」という理念を前面に打ち出しています
本町においても第２章であげた課題を踏まえ、
「誰も自死に追い込まれることのない村
田町」を基本理念とし、関係機関と連携を図りながら、自死対策を推進していきます。

（２）自死対策の基本方針
全国的に取り組むべき５つの基本施策に加え、本町では「地域自殺実態プロファイル」
により ①高齢者、②生活困窮者、③無職者・失業者、④子ども・若者、⑤就労者・経営者
を優先的に取り組むべき対象とします。

［ 基本施策 ］
１：ネットワークの強化（関係機関が連携・協働した取り組み）
２：自死対策を支える人材の育成（ゲートキーパー養成）
３：住民への啓発と周知（相談窓口やこころの健康づくりに関する情報発信）
４：生きることの促進要因への支援（相談体制の充実）
５：児童生徒のＳＯＳの出し方に関する教育（幼少期からのこころの健康づくり）

［ 村田町において優先的に取り組むべき対象 ］
１：高齢者（対象：６５歳以上）
２：生活困窮者
３：無職者・失業者
４：子ども・若者（対象：児童生徒、学生、３０歳代まで）
５：就労者・経営者（対象：就労者、経営者、町内企業）
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２ 基本施策

〇すでに取り組んでいる事業

●今後検討が必要な事業

（１）ネットワークの強化
自死の多くは、家庭や学校、職場の問題、健康問題などの様々な要因が関係してい
ます。それらに適切に対応するためには、地域の多様な関係機関が連携して実効性の
ある施策を推進していくことが重要となることから、ネットワークの強化を進めます。
① 庁内・町内外のネットワーク強化
健康福祉課

庁内関係課とのネットワーク強化

●

庁内関係各課と緊密に連携し、必要に応じて各課の実務担当者を構成員とする自死対
策庁内推進会議を開催しながら、自死対策を総合的に推進します。

各課

町内外の関係機関とのネットワーク強化

●

医療機関、警察、消防、社会福祉協議会、介護・福祉施設、企業など各課の事業に関わ
る地域の関係者が自死対策について理解を深め連携を推進します。

② 特定の問題に関する連携・ネットワークの強化
生活困窮者に関するネットワーク

健康福祉課

○

生活困窮者の生活の自立支援のため、生活困窮者自立支援事業（県事業）の各種事業を
実施する宮城県南部自立相談支援センターを中心に連携を図ります。
障害者に関するネットワーク

健康福祉課

○

障害のある人が安心して生活できるよう、仙南地域自立支援協議会を中心に仙南地域
の福祉・医療・保健・教育及び就労に関係する機関との連携を図ります。
子どもに関するネットワーク

教育総務課

○

自死のリスクを抱える家庭を把握し支援するため、幼保小連携推進事業を中心に、幼
稚園・保育所・小学校間で児童生徒の家族状況等の情報を共有し、連携を図ります。
虐待に関するネットワーク

子育て支援課・健康福祉課

○

虐待が疑われる子どもや高齢者、障害者を早期に把握し支援するため、虐待防止等対
策ネットワーク会議・要保護児童対策会議を通じて関係機関の連絡体制の強化を図り
ます。
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（２）自死対策を支える人材の育成

健康福祉課が企画し、各課と連携して実施

自死のリスクの高い人の早期発見と早期対応のため、自死のサインに気づき、傾聴
し、見守りながら必要な相談や支援機関につなぐ役割を担う人材（ゲートキーパー）
の養成を進めます。
① 町職員を対象とした研修

総務課

●

役場の窓口業務や相談、徴収業務等で住民と接する際に、自死のリスクを抱えた住
民を早期に発見し支援へとつなぐことができるよう、職員を対象とした各種研修の
機会を活用してゲートキーパー養成講座やこころの健康に関する研修を行います。
② 住民や各種団体を対象とした研修

各課

●

住民や地域で活動する人々が、自死のリスクを抱えた人に気づき、支援へつなげる
ことができるよう、住民や行政区長会、民生児童委員協議会、保健推進員会、認知
症サポーター、介護予防サポーター、通学ボランティア、各地区婦人会、婦人防火
クラブ、老人クラブ等の各種団体及び児童生徒と日々接している教職員・ＰＴＡ等
に対し、ゲートキーパー養成講座やこころの健康に関する研修を行います。

③ 支援者のメンタルヘルス向上

総務課・教育総務課 ○

町職員及び教職員に対して、健康相談の機会の提供やストレスチェックを実施し、
心身の健康の保持増進を図ります。

俗説：
自殺について
話すのはよくない。
促しているように
とらえられかねない。

事実：
自殺についてのスティグマが
広がっているために自殺を考えている人々の
多くは誰に話したらよいのかわからない。
包み隠さず話すことは、
自殺を考えている人に自殺関連行動を
促すよりはむしろ、他の選択肢や、決断を
考え直す時間を与え、自殺を予防する。

出典：自殺を予防する 世界の優先課題（世界保健機関／翻訳：自殺予防総合対策センター）
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（３）住民への啓発と周知

健康福祉課が情報媒体を作成、各課と連携して実施

自死に追い込まれることは「誰にでも起こりうる危機」であることから、自死対策
への理解を深めて誤った認識を払拭することと、自死に追い込まれる前に誰かに援助
を求めることの大切さについて積極的に普及啓発していきます。
① リーフレット・啓発グッズ等の作成と活用

各課

●

自死対策やこころの健康づくりについて広く住民に周知するため、生きる支援に関
する相談先を掲載したリーフレットや啓発グッズを庁内窓口や各機関の窓口、公共
施設等に設置します。また、住民懇談会や健康づくり・生涯学習に関する講座、イ
ベント等でも同様に配布します。

② 住民向け講演会・イベント等の開催

健康福祉課・生涯学習課 ○

こころの健康について学ぶ機会や生きがいづくりを支援するため、住民向けの健康
講座や講演会を開催します。

③ 地域や家庭への幅広い情報発信

総務課・教育総務課 ○

こころの健康づくりに関する情報を住民に広く伝えるため、広報紙やホームページ
に「こころの健康づくり」や「自死予防の取り組み」について掲載します。また、
児童生徒及び保護者に対して子どものこころの健康づくりに関する情報発信を行
います。

俗説：
ほとんどの自殺は
予告なく突然起こる。

事実：
多くの自殺には言葉か行動による
事前の警告サインが先行する。
もちろんそのようなサインが
ないままに起こる自殺もある。
しかし警告サインが何であるかを理解し、
用心することは重要である。

出典：自殺を予防する 世界の優先課題（世界保健機関／翻訳：自殺予防総合対策センター）
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（４）生きることの促進要因への支援
自死対策は個人においても社会においても生きることの「阻害要因」を減らし、生
きることへの「促進要因」を増やす取り組みを行うこととされています。生きること
の「促進要因」となる、相談機会の確保、自死遺族への支援、一人ひとりの健全なラ
イフスタイルの促進に取り組みます。
① 自死のリスクを抱える可能性のある人への支援
精神科医師によるこころの健康相談

健康福祉課

○

住民が身近な場所で専門の相談を受けることができるよう、精神科医師によるここ
ろの健康相談を実施します。
高齢者や障がい者とその家族に対する相談支援

健康福祉課

○

高齢者や障がい者が安心して暮らせるよう相談支援を行います。

心身の病気に関する悩みに対する相談支援

健康福祉課

○

自死のリスクになり得るがん、難病、慢性疼痛、うつ病、依存症などの健康問題に
対して相談支援を行い、必要に応じて医療機関等と連携します。また、うつ病の早
期発見・早期支援のため、住民を対象としたうつスクリーニングを実施します。
環境や公害に関する苦情や悩みに対する相談支援

町民生活課

○

ごみの出し方や騒音等の住環境に関する悩みを解消するため、個々の悩みに対して
相談に応じるなどの支援を行います。
災害被災者に対する支援

総務課

○

災害が発生した時には、被災者に対する孤立防止やこころのケアのため、被災者の
状況を早期に把握し、生活再建に向けた中長期的な支援を行います。

② 遺された人への情報提供

町民生活課

●

家族や親しい人の自死は多くの人にとって悲痛なものであり、自死や精神障
害の危険が高まることから、遺族等に対する相続や行政手続きとあわせて自
死遺族の孤立防止や相談機関について情報提供を行います。
③ 健康なこころとからだづくり支援

健康福祉課

○

健康なこころとからだを育むことは生きることの「促進要因」になることから、
個人の情緒の安定性、健全な自尊心、自己効力感、問題解決スキル、健康的な
ライフスタイル（定期的な運動、適度な睡眠と食事）
、健康的な人間関係や社会
との関わり、効果的なストレスマネジメントなどの向上を目指し、ライフステ
ージに合わせた支援を行います。
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（５）児童生徒のＳＯＳの出し方に関する教育
児童生徒が
「困難やストレスに直面した時に助けの声をあげられること」を目標として、
学校と連携して「児童生徒のＳＯＳの出し方」に関する教育に取り組みます。

① ＳＯＳの出し方に関するモデル授業の実施

健康福祉課

●

生徒が困難を感じた時に信頼できる大人にＳＯＳの声をあげることができるよう、
学校と連携し保健師等の外部講師が中学校に出向いて授業を行います。

② 教育関係者に対する情報提供

教育総務課

○

教育関係者のこころの健康づくりに関する理解促進のため、児童生徒が抱えがちな
問題や「ＳＯＳの出し方」に関する教育の情報提供を行います。

③ 児童生徒・保護者への情報提供

教育総務課

○

児童生徒のこころの健康づくりに関する理解促進のため、いじめやトラブル、依存
症、家庭内の不和などがこころの健康に与える影響や困難を感じた時の相談機関に
ついて情報提供を行います。

④ 児童生徒の問題に対応する体制整備

教育総務課

○

児童生徒の問題に対する連携・支援体制を強化するため、ケース会議の開催、健全
育成・いじめ防止に向けた事業等を行います。
児童生徒のＳＯＳの出し方に関する教育とは
自殺総合対策大綱において、
「社会において直面する可能性のある様々な困難・ストレスへ
の対処方法を身に付けるための教育」として位置づけられ、児童生徒の生きることの促進
要因を増やすことが自死対策になるとされている。先進的な実施モデル（足立区モデル、
東京都モデル、北海道教育大学モデル）が提示されている。

俗説：
自殺を口にする人は実際には
自殺するつもりはない。

事実：
自殺を口にする人は
おそらく援助や支援を求めている。
自殺を考えている人の多くが
不安、抑うつ、絶望を経験しており、
自殺以外の選択肢はないと
感じている。

出典：自殺を予防する 世界の優先課題（世界保健機関／翻訳：自殺予防総合対策センター）
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３ 重点施策
（１）高齢者【対象：６５歳以上】
高齢者は閉じこもりや抑うつ状態になりやすく、孤立・孤独に陥りやすいことから、こ
れらの課題を踏まえつつ、
背景や価値観に対応した支援、働きかけを行うことが必要です。
各種の対策・事業の多くはすでに実施されていることから、地域包括ケアシステム等と
連動した事業の展開を図り、高齢者の居場所づくりや社会参加を促進する施策を推進して
いきます。

① 地域包括ケアシステムによる連携の推進
地域の問題把握と支援体制の整備、ケア会議の開催

健康福祉課

○

地域の身近な支援者である民生委員・児童委員、行政区長等と連携し、自死のリス
クを抱えている高齢者に早期に気づき、適切な支援機関へつなぐとともに、ケア会
議等により継続して支援する体制を整備します。
高齢者に関わる支援者を対象とした研修会の実施

健康福祉課

○

介護支援専門員や介護職員、介護予防サポーター等を対象としたゲートキーパー養
成講座やこころの健康に関する研修会を開催し、自死のサインに気づき、支援につ
なげられる人材を育てます。
介護予防啓発に合わせたこころの健康情報の発信

健康福祉課

○

広報紙等による介護予防に関する情報発信や講習会等の機会を活用して、高齢者や
介護者のこころの健康に関する情報発信を行います。

② 居場所の提供、生きがいづくり支援
介護予防や閉じこもり対策の推進

生涯学習課・健康福祉課

○

地域の行事や生涯学習事業、老人クラブや介護予防事業への参加を促し、地域の人
と交流等する機会や生きがいづくりを支援します。
介護や認知症に関心を持つ住民の集いの場

健康福祉課

○

要介護高齢者や認知症の家族や支援者、関心のある人などが気軽に集まり、交流で
きる場を設けることで、介護の悩みの解消を図ります。

③ 健康不安や介護不安に対する支援
健康問題に関する相談支援

健康福祉課

○

地域包括支援センターを基点に、健康に関する相談機関を周知するとともに、医療
機関等と連携して相談支援を行います。
介護問題を抱える家族を対象とした相談支援

健康福祉課

○

家族が悩みの抱えることや高齢者虐待、燃えつき等を防ぐため、介護する家族に寄
り添う支援を行います。
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（２）生活困窮者
生活困窮者の背景として、虐待、暴力被害、依存症、障害、精神疾患、多重債務、労働
環境、介護等の様々な問題を抱えていることが多いことから、効果的で包括的な生きる支
援を推進していきます。

① 多職種による見守り・相談の実施
納税相談による状況把握と情報提供

税務課

○

各種税金や保険料の支払い等の際には、生活面の深刻な相談を受けることが想定さ
れることから生活状況を把握し、必要に応じて相談機関へつなげます。
公営住宅申込者、入所者からの相談対応と情報提供

建設課

○

公営住宅の入居希望者や居住者の中には、経済や生活面の問題を抱えている場合が
あることも想定されることから、本人の状況を把握し、必要に応じて相談機関へつ
なげます。
生活保護の相談や行旅人への対応

健康福祉課

○

相談者や家族が抱える問題を把握し、必要に応じて適切な相談機関へつなげます。

② 生活困窮者自立支援との連動

健康福祉課

○

生活困窮者に対して、宮城県南部自立相談支援センターで行われる自立相談や家計
相談、就労支援など一人ひとりにあわせた伴走支援と連携した支援を行います。

（３）無職者・失業者
勤労世代の無職者の自殺率は同世代の有職者に比べ高い割合です。離職・長期間失業な
ど就労や経済の問題だけでなく、病気、障害や人間関係の問題等を抱えている場合もある
ことから、当事者のリスクを把握し、具体的な情報提供を行います。

① 失業者等に対する情報提供

地域産業推進課

○

就労に関する情報を提供するため、ハローワークと連携し、求人情報のホームペー
ジ掲載や求人情報誌の設置を行います。

② 職業的自立へ向けた支援の充実

地域産業推進課・健康福祉課 ○

若者や障害者の就労を支援するため、関係機関と連携し、若者定着支援事業や障害
者用アシストなどの情報提供を行います。
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（４）子ども・若者 【対象：児童生徒、学生、３０歳代まで】
子どもから大人への移行期には特有の大きな変化があり、ライフステージや立場ごとに
置かれている状況が異なります。抱える悩みも多様であることからそれぞれの段階にあっ
た対策を推進していきます。

① いじめを苦にした子どもの自死の予防
いじめ防止、早期発見・対応・再発防止

教育総務課

○

いじめ防止と早期発見・対応・再発防止のため、各校のいじめ防止基本方針の点検
や方針に沿った支援を行います。
教育相談、スクールカウンセラー等による面接

教育総務課

○

子どもの悩み・問題の深刻化を防ぐため、教育指導者やスクールカウンセラー等が
相談に応じ、課題解決を支援します。また、不登校児童生徒の保護者に対する相談
を実施し、不登校の深刻化を防ぎます。

② 経済的困難を抱える子ども等への支援の充実
就学援助、奨学金等申請者に対する支援

教育総務課 ○

経済的理由等によって就学困難な児童生徒の保護者に対して、必要な援助を行い
ます。また、各種奨学金制度の情報提供を行います。
ひとり親家庭に対する支援

子育て支援課 ○

ひとり親家庭の経済的困難や孤立などの問題に対応するため、母子父子家庭医療費
助成、児童扶養手当等の手続きの際に生活状況を把握し、必要に応じて支援機関等
の情報提供を行います。
食事・栄養状態の確保や居場所づくり

子育て支援課・健康福祉課 ●

子どもが安心して過ごせる居場所として運営される子ども食堂の設置を支援し、連
携を図ります。

③ 妊産婦や子育て中の親支援
子育て支援施設の利用者に対する支援

子育て支援課・教育総務課・健康福祉課 ○

保護者の育児困難感や生活の困りごとを把握し、必要に応じて支援するため、保育
所、幼稚園、児童学級、子育て支援センター、保健センターにおける相談・支援体
制を整えます。
妊娠期からの切れ目のない支援

子育て支援課・健康福祉課 ○

産後うつや育児不安、発達障害、家族の不和など育児の問題を早期に発見し、子ど
もの健全な自尊心を育むため、安全で安心して過ごせる家庭づくりを支援します。
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（５）就労者・経営者【対象：就労者、経営者、町内企業】
自死に追い込まれる就労者は「将来への希望や展望を持ち得ない」状況に陥っている状
態であることが想定されることから、行政や関係団体が労働改革の諸施策との連携を図り
ながら、周知啓発を行います。

① 職場におけるメンタルヘルス向上

地域産業推進課

○

働く人のメンタルヘルス向上のため、商工会や村田町企業振興連絡協議会（企業連）
等の関係団体と連携し、メンタルヘルスチェック制度の活用の推進、こころの健康
に関するパンフレット配布等を行います。

② 過労死・長時間労働・ハラスメント防止対策

地域産業推進課

○

過労死・長時間労働・ハラスメントなどの勤務問題は自死の大きな要因である
ことから、商工会や村田町企業振興連絡協議会と連携し、労働者に対するワークラ
イフバランスの推進、過労・長時間労働・ハラスメント防止や相談・支援機関の情
報提供を行います。

③ 経営者に対する相談事業の実施等

地域産業推進課

○

経営問題は自死の要因であることから、金融機関や商工会と連携し、町内の中小企
業に対して情報提供を行います。

俗説：
自死の危機にある人は
死ぬ決意をしている。

事実：
自殺の危機にある人は、
生死に関して両価的であることが多い。
人によっては、生き延びたかったとしても
例えば衝動的に農薬を飲んで数日後に
亡くなることもあるかもしれない。
適切なタイミングで情緒的支援に
アクセスすることで、自殺は予防できる
可能性がある。

出典：自殺を予防する 世界の優先課題（世界保健機関／翻訳：自殺予防総合対策センター）
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第４章 自死対策の推進体制等
１ 関係機関の団体等の役割
（１）町の役割
住民に身近な存在として、相談窓口の充実を周知、各種のスクリーニング実施と個
別支援の充実、自死対策計画の策定、実施と検証のＰＤＣＡサイクルの運営など、全
庁を挙げて対策の主要な推進役を担います。

（２）県の役割
宮城県精神保健福祉センターは、宮城県の地域自殺対策推進センターであり、専門
職員向けの研修会の実施や、町の自死対策に対する助言などを行います。
また、宮城県仙南保健福祉事務所（仙南保健所）は、仙南圏域の自死対策の推進役
を担い、町の施策と連携・教職しながら、仙南管内の実務者会議の開催や広域的な事
業の取り組み等によって、町の支援を行います。

（３）教育関係者の役割
児童生徒のこころとからだの健康づくりや、生きる力を高めるための教育、自死予
防のための教職員の研修等により、子どもたちの自死予防の取り組みを進めます。

（４）職域（企業や事業者、商工会など）の役割
仕事における強いストレスや不安を抱えている従業員に対するこころの健康づくり
を一層推進し、ストレスの要因となる職場環境の改善や、うつ病の早期発見と早期治
療に努めます。

（５）関係機関の役割
自死対策には、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、関係機関において主体が果たす役割を明確化・共有化した上で相
互に情報交換を行いながら、連携した取り組みを進めます。

（６）町民の役割
住民一人ひとりが自死対策に関心を持ち、理解を深めることが重要です。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」
、
「傾聴する」
「必要な
相談先につなぐ」
、
「寄り添う」ことが大切です。
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２

主な評価指標と検証・評価

本計画の主な指標目標は次表のとおりとし、毎年度、進捗状況を検証・評価して、Ｐ
ＤＣＡサイクルにより計画を推進していきます。
計画の最終年度には、本計画の数値目標である「自殺者０人」に対する評価を行い、
村田町健康づくり推進協議会に報告の上、次期計画の策定を行います。

施策分野

指標の内容

現状値
2018 年度

目標値
2023 年度

ネットワークづくり

自死対策庁内推進会議の開催

―

年1回

人材の育成

ゲートキーパー養成講座実施数

年0回

年2回

啓発と周知

相談機関一覧の設置箇所

未設置

年 5 か所

促進要因への支援

ストレスで悩んだ時に一人で
解決しようとする男性の割合

55.1％
(2017 調査)

45％以下

未実施

2 中学校

（住民アンケート）

ＳＯＳの出し方教育

３

ＳＯＳの出し方授業実施学校数

自死対策の担当課

本計画の担当課（計画策定事務局）は、健康福祉課とします。
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第５章 資料等
１ 自殺対策基本法
（平成十八年六月二十一日）
（法律第八十五号）
第百六十四回通常国会
第三次小泉内閣
改正 平成二七年九月一一日法律第六六号
同二八年三月三〇日同第一一号
自殺対策基本法をここに公布する。
自殺対策基本法
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。
（平二八法一一・一部改正）
（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。
（平二八法一一・一部改正）
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（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。
（平二八法一一・一部改正）
（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。
（平二八法一一・旧第五条繰上）
（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。
（平二八法一一・旧第六条繰上・一部改正）
（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。
（平二八法一一・追加）
（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。
（平二八法一一・追加）
（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。
（平二八法一一・追加）
（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。
（平二八法一一・旧第七条繰下）
（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。
（平二八法一一・旧第九条繰下）
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（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。
（平二八法一一・旧第十条繰下・一部改正）
第二章 自殺総合対策大綱及び都道府県自殺対策計画等
（平二八法一一・追加）
（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。
（平二八法一一・追加）
（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。
（平二八法一一・追加）
（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。
（平二八法一一・追加）
第三章 基本的施策
（平二八法一一・旧第二章繰下）
（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。
（平二八法一一・旧第十一条繰下・一部改正）
（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。
（平二八法一一・旧第十三条繰下・一部改正）
（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。
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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
かん
て共に尊重し合いながら生きていくことについての意識の涵養等に資する教育又は啓発、
困難な事態、強い心理的負担を受けた場合等における対処の仕方を身に付ける等のための
教育又は啓発その他当該学校に在籍する児童、生徒等の心の健康の保持に係る教育又は啓
発を行うよう努めるものとする。
（平二八法一一・旧第十四条繰下・一部改正）
（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。
（平二八法一一・旧第十五条繰下・一部改正）
（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。
（平二八法一一・旧第十六条繰下）
（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。
（平二八法一一・旧第十七条繰下・一部改正）
（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。
（平二八法一一・旧第十八条繰下・一部改正）
（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。
（平二八法一一・旧第十九条繰下・一部改正）
第四章 自殺総合対策会議等
（平二八法一一・旧第三章繰下・改称）
（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。
（平二七法六六・一部改正、平二八法一一・旧第二十条繰下・一部改正）
（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。
（平二七法六六・一部改正、平二八法一一・旧第二十一条繰下・一部改正）
（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。
（平二八法一一・追加）
附 則 抄
（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
日から施行する。
（平成一八年政令第三四三号で平成一八年一〇月二八日から施行）
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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２ 生きる支援関連施策一覧
基本施策１

ネットワークの強化

事業名

事業概要

自死対策の視点を加えた事業案

担当課

村田町地方人口ビジョン・
地方創生総合戦略

人口推移に基づく総合戦略の策定

▼今後、戦略が改訂となる際には、自死対策と連携できる部
分を検討・相談し、連携のさらなる深化を図ることもできる。

企画財政課

健康増進計画推進事業

・健康づくり推進会議の運営
・計画の周知・広報
・第二次健康増進計画中間評価

▼次期改訂の際には、計画の中で自死対策について言及す
ることで、自死対策との連動性を高めていくことができる。

健康福祉課
(健康対策班)

地域福祉推進事業

・地域福祉ネットワークの推進
・住民の意見を地域福祉計画に取り
入れる仕組みづくり

▼地域の自死実態や対策の情報、要支援者の安否情報の
収集・情報等の共有を図ることで、両施策のスムーズな連動を
図ることができる。

健康福祉課
(社会福祉班)

ひとり暮らし等施策

・老人等食事サービス事業
・高齢者緊急あんしんカード事業

▼各種事業の実施や地域ケア個別会議の開催を通じて、関
係者同士の連携を深めることにより、地域包括ケアと自死対
策とを連動させていく上での基盤の構築に寄与し得る。

健康福祉課
(高齢福祉班)

地域包括支援センター
の運営

・介護保険運営委員会
・地域ケア会議の開催

▼地域の高齢者が抱える問題や自死リスクの高い方の情報
等を把握し、運営協議会やケア会議等で共有することで、関
係者間での連携関係の強化や、地域資源の連動につなげて
いくことができる。

健康福祉課
(高齢福祉班)

地域包括ケアシステムの
構築

「住まい・医療・介護・介護予防・生
活支援」を地域で一体的に提供する
地域包括ケアシステムの構築を推進

▼地域における活動を通じて、地域課題を察知し、支援へと
つなげることは、地域住民同士の支え合いや助け合いの力の
醸成、自死対策(生きることの包括的支援)にもなり得る。

健康福祉課
(高齢福祉班)

都市公園の管理
及び設置

公園・児童遊園等の管理、維持補
修、整備

▼地域内の公園施設が自死発生の多発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。

建設課
子育て支援課

青少年教育事業

・ジュニア・リーダー活動支援
・青少年団体活動支援

▼青少年たちの集える場や機会の創設・運営を支援すること
で、自死のリスクを抱えかねない青少年との接触を図れる可能
性がある。

生涯学習課

安心安全まちづくり事業

・安心安全に係る各種施策の協議
・安心安全まちづくりアドバイザー設置
・「暴力団排除条例」に基づく広報

▼推進会議で自死実態に関する情報等も共有し、気づきの
重要性や取組等を知ってもらうことで、地域の関係者が自死
対策について理解を深める機会となり得る。

総務課

安心安全ネットワーク会議
活動支援事業

「地域安心安全ネットワーク会議」の
設置・運営支援

▼会議で児童・生徒の自死実態や特徴等の情報等を共有
することで、子どもの自死対策についての意識の醸成、取組推
進へ向けた契機となり得る。

総務課

教育大綱の策定

▼子ども・若者の自死対策に関する内容を「教育大綱」にも
反映させることにより、より実効性を高めることができる。

総務課

・低利の融資あっせん
・中小企業に対する経営安定化に向
けた緊急助成
・信用保証制度を利用した中小企業
者に対する補助

▼融資の機会を通じて、企業の経営状況を把握するととも
に、経営難に陥り自死のリスクの高まっている経営者の情報を
キャッチし、適切な支援先へとつなげる等の機能を果たし得る。

地域産業推進課

企画調整に関する事務
(教育大綱の策定)

中小企業資金融資
(経済支援関連)

国の重点施策（※）
１ 地域レベルの実践的な取組への支援を強化する
５ 心の健康を支援する環境の整備と推進する
７ 社会全体の自殺リスクを低下させる
10 民間団体との連携を強化する

宮城県の基本施策（※）
１ 地域課題に応じた実践的な取組への支援を強化する
５ 心の健康を支援する環境の整備と推進する
７ 社会全体の自死のリスクを低下させる
10 民間団体との連携を強化する

（※）国及び県の施策一覧は 42 ページに掲載
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基本施策２

自死対策を支える人材の育成

事業名

事業概要

自死対策の視点を加えた事業案

担当課

不登校児童・
生徒支援事業

・適応指導教室を設置
・学習・生活指導等の実施
・保護者に対する相談活動の実施

▼ゲートキーパー研修の受講により、不登校児童・生徒の保
護者から相談があった場合に、指導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可能性がある。

教育総務課

通学路安全対策事業

・スクールバスの運行
・見守りボランティア体制の整備
・通学路の危険箇所の把握・改善

▼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。

教育総務課

生活指導・健全育成
(教職員向け研修等)

児童・生徒の健全育成
研修体制の充実

▼教職員向け研修の中で自死問題や支援先等に関する情
報を提供することにより、子どもの自死リスクに直面した際の対
応と支援について、理解を深めてもらう機会となり得る。

教育総務課

教職員の研修及び研究・生活リズム・
体力の向上に向けた取組

▼教職員が、メンタルヘルスの状態を客観的に把握し、対応
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。

教育総務課

・スクールカウンセラーの配置
・教育相談室相談員との連携強化

▼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。

教育総務課

・健康教育(精神保健・母子保健)等
の実施
・保健推進員活動

▼住民の異変に気づき、必要時には適切な専門機関へつな
ぐ等、保健推進員に地域のゲートキーパーとしての役割を担っ
てもらえるようになる可能性がある。

健康福祉課
(健康対策班)

・母子健康手帳交付
・乳幼児健康診査

▼保健師を対象に、自死のリスクや支援のポイント等に関する
研修を実施することで、自死対策を踏まえた対応の強化を図
ることができる。

健康福祉課
(健康対策班)

ヘルスメイト養成講座

食生活改善推進員の養成(20 時間
以上の講習が必要)

▼推進員の養成講座の中に、自死対策の視点を入れ込むこ
とにより、推進員が自死のリスクを早期に発見し、適切な支援
先へつなぐ等の対応が取れるようになる可能性がある。

健康福祉課
(健康対策班)

精神保健福祉推進事業

・精神保健福祉法及び障害者総合
支援法の申請・届出
・精神保健福祉相談・訪問指導
・家族会運営に対する助言、指導

▼相談対応や訪問指導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、気づき役やつなぎ役としての役割を担え
るようになる可能性がある。

健康福祉課
(健康対策班・
社会福祉班)

障害者基幹相談支援
センター事業

・福祉に関する相談・情報の提供
・障害福祉サービスの連絡調整
・相談支援センター運営
・虐待防止センター機能

▼センターで相談対応にあたる職員に、ゲートキーパー研修を
受講してもらうことで、自死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へつなぐ等、職員
の相談対応の強化につながり得る。

健康福祉課
(社会福祉班)

手話奉仕員養成研修

手話奉仕員を養成

▼手話奉仕員にゲートキーパー研修を受講してもらうことによ
り、自死リスクが高まった方がいた場合には、気づき役やつなぎ
役としての役割を担えるようになる可能性がある。

健康福祉課
(社会福祉班)

手話通訳者・要約筆記者を派遣

▼手話通訳者や要約筆記者等にゲートキーパー研修を受講
してもらうことで、支援員が気づき役、つなぎ役としての役割を
担えるようになる可能性がある。

健康福祉課
(社会福祉班)

障害者(児)の一時的な施設預かり、
保護

▼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。介護の負担軽減は、
支援者(介護者)への支援としても位置付け得る。

健康福祉課
(社会福祉班)

社会復帰支援

精神障害者地域生活安定化支援
事業

▼地域活動支援センターの職員にゲートキーパー研修等を受
講してもらい、相談者のニーズを踏まえた寄り添い型の支援を提
供することにより、対象者の自死リスクの軽減に寄与し得る。

健康福祉課
(社会福祉班)

訪問入浴事業

重度の心身障害者の入浴介助

▼訪問入浴の介助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、つなぐ等のための対応を取れるようになる可能
性がある。

健康福祉課
(社会福祉班)

保健・福祉相談サービスの提供や案内
「医療機関・介護・福祉サービス等ガイ
ド」の作成・周知

▼相談対応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、職員が適切な機関につなぐ等、気づき役としての役割
を担えるようになる可能性がある。

健康福祉課

教職員人事・
研修関係事務
教育に関する調査研究・
会議や連絡会の開催等
健康教育に関する
普及啓発事業
母子保健

手話通訳者等派遣事業

日中一時支援事業

保健福祉総合相談・
案内窓口事業
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事業名
ひとり暮らし高齢者等緊
急通報システム事業

事業概要
・緊急通報システムの利用
・協力員による、迅速な対応体制

介護予防サポーター研修会 介護予防で活躍する人材の育成
認知症についての正しい知識を持ち、

認知症サポーター養成講座 認知症の人や家族を応援する認知症
サポーターを養成

自死対策の視点を加えた事業案

担当課

▼緊急通報システム協力員にゲートキーパー研修を受講して
もらうことで、自死リスクの高い高齢者の早期発見と対応の更
なる推進を図ることができる。

健康福祉課(高
齢福祉班)

▼サポーターにゲートキーパー研修の受講を推奨することで、
行政につなぐ等の対応を推進することにつながる。

健康福祉課
(高齢福祉班)

▼サポーターにゲートキーパー研修を受講してもらうことで、サポ
ーターがそうしたリスクの早期発見と対応等、気づき役としての
役割を担えるようになる可能性がある。

健康福祉課
(高齢福祉班)

地域リハビリテーション
活動支援事業

・介護予防の取組の総合的支援
・集団及び個別指導の実施
・身体能力低下のある高齢者の把握
・ケアマネジメント支援の実施

▼各種専門スタッフにゲートキーパー研修を受講してもらうこと
で、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。

健康福祉課
(高齢福祉班)

介護保険事業所連絡会
ケアマネジャー連絡会

地域内の介護事業所等に勤務する
職員の技術向上
介護サービスの維持及び向上

▼介護は従事者にかかる負担も大きいため、困った時の相談
先、ストレスへの対処法に関する情報をあわせて提供すること
で、支援者(介護職)への支援にもなり得る。

健康福祉課
(高齢福祉班)

保育の実施（保育園・
子育て支援センター）

・保育・育児相談の実施
・保護者による家庭保育が困難な乳
幼児の保育に関する相談

▼保育士にゲートキーパー研修を実施することで、保護者の
自死リスクを早期に発見し、他の機関へとつなぐ等、保育士が
気づき役やつなぎ役としての役割を担えるようになる可能性が
ある。

子育て支援課

留守家庭児童学級事業

小学校児童の放課後及び長期休業
中の保育

▼児童学級の職員にゲートキーパー研修を受講してもらうこと
で、必要な機関へつなぐ等の対応が取れるようになる可能性
がある。

子育て支援課

子ども会活動の支援

▼主事やリーダー等にゲートキーパー研修を受講してもらうこと
で、子どもに対する見守りの強化と早期対応を図れるようにな
る可能性がある。

生涯学習課

・教養講座を開催
・女性団体の活動を支援

▼女性学級の参加者や地域の女性リーダー等にゲートキーパ
ー研修を受講してもらうことで女性向け支援の推進につながる
可能性がある。

生涯学習課

・料金滞納者の料金徴収(集金)事務
・給水停止執行業務

▼滞納者に対する水道料金票に、生きる支援に関する相談
先情報を掲載することで、住民に対する情報周知を図れる。

上下水道課

納税に関する相談

▼納税を期限までに行えない住民は、生活面で深刻な問題
を抱えている可能性が高く、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。

税務課

職員の健康管理

職員の心身健康の保持、健康相談、
健診後の事後指導

▼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、「支援者への支援」となる可能性がある。

総務課

職員の研修事業

・新任研修
・昇任時等研修

▼職員研修(特に新任と管理職昇任)として自死対策に関す
る講義を導入することで、全庁的に自死対策を推進するため
のベースとなり得る。

総務課

ワンストップ窓口

ワンストップ窓口の設置

▼窓口担当職員にゲートキーパー研修を受講してもらうこと
で、気づき役としての視点をもってもらうことにつながり得る。

子ども会育成事業

女性教育事業

水道料金徴収業務
徴収の緩和制度としての
納税相談

国の重点施策
１ 地域レベルの実践的な取組への支援を強化する
２ 国民一人ひとりの気づきと見守りを促す
４ 自殺対策に係る人材の確保、養成及び資質の向上を図る
７ 社会全体の自殺リスクを低下させる
10 民間団体との連携を強化する
11 子ども・若者の自殺対策を更に推進する
12 勤務問題による自殺対策を更に推進する
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町民生活課

宮城県の基本施策
１ 地域課題に応じた実践的な取組への支援を強化する
２ 県民一人ひとりの気づきと見守りを促す
４ 自死対策に係る人材の確保、養成及び資質の向上を図る
７ 社会全体の自死のリスクを低下させる
10 民間団体との連携を強化する

基本施策３

住民への啓発と周知

事業名

事業概要

住民懇談会

首長が自ら地域や住民の活動の場に出向
き、行政について住民と語り合い、行政に関す
る意見・意向等を聴取する

▼「地域自死対策の取組」等を、ふれあいトークのテーマと
することで住民への啓発の機会となり得る。

企画財政課

教育活動広報活動
事業

学校で行われている教育活動、地域全体で
取り組んでいる教育活動に関して情報を提供
する。

▼SOS の出し方教育について取り上げることにより、住民に
対して取組情報を周知することができる。

教育総務課

PTA 活動の支援・
育成に関する事務

PTA に対するセミナーや研修会の実施

▼セミナーや研修会等で自死問題について講演することに
より、保護者の間で、子どもの自死の危機に対する気づきの
力を高めることができる。

教育総務課

奨学金に関する事務

奨学金に関する事務

▼支給対象者との面談時に、家庭の状況などの聞き取りを
行うことで、資金面の援助に留まらず、包括的な支援を行っ
ていくことが可能になる。

教育総務課

就学援助・特別支援
学級就学奨励補助

・就学困難な児童・生徒に対する、給食費・
学用品等の補助
・特別支援学級在籍者に対する、就学奨励
費の補助

▼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、自死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。

教育総務課

精神保健

普及啓発事業や心の健康づくり講座の開催

▼講演会の中で自死行動につき取り上げることができれ
ば、自死問題についての啓発の機会となり得る。

健康ふくしまつり等
イベント開催

健康づくりに関するイベントや情報発信、相談

▼イベント内でテーマに関連させながら生きることの包括的
支援(自死対策)のパネル展示やブース出展の機会をもて
れば、の啓発の機会とすることができる。

健康福祉課

高齢者生活支援生
きがい健康づくり事業

悠々げんきクラブ(65 歳以上を対象)の実
施、健康チェック

▼実施会場に各種相談先のリーフレットを置く等により、問
題の啓発や情報提供の拠点として活用できる。

健康福祉課
(高齢福祉班)

老人クラブ育成事業

老人クラブ連合会へ活動費補助

▼講習会や研修会で自死問題に関する講演ができれば、
住民への問題啓発と研修機会となりうる。

健康福祉課
(高齢福祉班)

老人憩の家の管理
運営

・老人クラブ等の研修
・生きがいづくりに向けた催しなどの企画

▼相談機関の窓口一覧情報等をバス車内に掲示すること
により、高齢者への相談先情報等の周知の機会とすること
ができる。

健康福祉課
(高齢福祉班)

介護予防啓発事業

・介護予防事業の紹介
・広報紙での周知・ＰＲ
・講習会、研修会の開催

▼高齢者の自死実態とその対策(気づきと対応等)につい
て説明することで、高齢者のリスクの察知と対応についての
理解促進を図ることができる。

健康福祉課
(高齢福祉班)

町内入浴施設の入浴券発行
(200 円割引)

▼相談機関の窓口一覧等のリーフレットを入浴券と合わせ
て交付することで、高齢者への相談先情報等の周知の機
会とすることができる。

健康福祉課
(高齢福祉班)

生涯学習事業

・各種講座を開催
・学習機会の提供や支援

▼講座の中で、地域の自死実態や対策について伝えること
で、情報の周知徹底と問題に対する住民の理解促進を図
ることができる。

生涯学習課

情報公開制度

・情報公開制度の実施
・行政情報コーナーの運営

▼行政情報コーナーに、相談機関等に関するポスターを掲
示したり、相談リーフレットを設置することにより、住民に対す
る啓発の機会となり得る。

総務課

・ホームページ／フェイスブック
・新聞各社／テレビ／ラジオ
・広報紙等の編集・発行

▼住民の身近な情報媒体であり、自死対策の啓発として、
情報を直接住民に提供する機会になり得る。「自殺対策
強化月間(３月)」や「自殺予防週間(９月)」には特集を
組むことにより効果的な啓発が可能となる。

総務課

交通事故に関する相談・助言

▼交通事故の加害者・被害者ともに、事故後には様々な
困難や問題に直面し、自死リスクが高まる可能性がある。
相談者にリーフレットを配布することで、支援機関等の情報
周知が可能となる。

総務課

しごと情報ポータル
サイト構築事業

地域の仕事に関する情報をワンストップで提供
するポータルサイトの構築

▼ポータルサイトに、就労や労働問題に関する相談先情報
を掲載すれば、支援策の啓発にもつながる。

地域産業推進課

葬祭費

国民健康保険被保険者の死亡に対し、一時
金を支給

▼遺族に対して一律で相談先等の情報を掲載したリーフレ
ット(自死遺族の相談・支援先も掲載)を配布することによ
り、情報提供の機会として活用することもできる。

町民生活課

高齢者健康入浴
支援事業

行政の情報提供・
広報に関する事務

交通安全対策

自死対策の視点を加えた事業案

国の重点施策

担当課

健康福祉課
(健康対策班)

宮城県の基本施策

２ 国民一人ひとりの気づきと見守りを促す

２ 県民一人ひとりの気づきと見守りを促す

６ 適切な精神保健医療福祉サービスを受けられるようにする

６ 適切な精神保健医療福祉サービスを受けられるようにする
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基本施策４

生きることの促進要因への支援

事業名

事業概要

自死対策の視点を加えた事業案

担当課

被災児童・
生徒就学援助事業

就学が困難な児童・生徒に対する、学用
品費や給食費を援助

▼保護者の抱えている問題や生活状況等を把握するととも
に、自死のリスクを早期に発見し、問題状況に応じて他の
支援先へつなぐなどの支援への接点になり得る。

教育総務課

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によるメンタル
不調の未然防止

▼ストレスチェックの結果を活用することで、児童・生徒の支
援者である教職員に対する支援(支援者への支援)の強化
を図ることができる。

教育総務課

学校職員安全衛生
管理事業

衛生委員会の設置または健康管理医によ
る職員の健康管理

▼学校職員(支援者)の健康管理を通じて、支援者に対す
る支援の充実を図ることができる。

教育総務課

多忙化解消事業

学校や教職員の業務の見直しを推進し、
教職員の多忙化解消

▼教職員のケアという観点から、当該事業を支援者への支
援に向けた一施策として展開させ得る。

教育総務課

教育相談
(いじめ含む)

子どもの教育上の悩みや心配事に関する
相談

▼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。

教育総務課

支援を要する児童・生徒に対する障害及び
発達の状態に応じた相談

▼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。

教育総務課

物忘れ相談

認知症に関する専門医師による相談

▼認知症にまつわる問題の相談機会を通じて、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
死対策にもつながる。

健康福祉課
(高齢福祉班)

認知症カフェ

認知症の家族がいる方や、認知症に関心
のある方、介護従事者など、地域で認知症
に関心を持つ住民が気軽に集まれる場を開
設

▼認知症の当事者やその家族のみならず、介護従事者が
悩みを共有したり、情報交換を行ったりできる場を設けること
で、支援者相互の支え合いの推進に寄与し得る。

健康福祉課
(高齢福祉班)

こころの健康相談

こころの悩みに関する精神科医による相談

▼こころの悩みにまつわる問題の相談機会を通じて、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、自死対策にもつながる。

健康福祉課
(健康対策班)

精神保健
(家族向け)

精神障害者がいる家族向けの講演会・家
族交流会

▼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。

健康福祉課
(健康対策班)

精神保健
(個別支援の充実)

精神障害者及びその家族への個別支援の
充実

▼個別支援を充実させることで、自死のリスクが高い方々の
自死防止に向けた有効な取組にもつながり得る。

健康福祉課
(健康対策班)

こころの健康チェック

うつ病質問紙（K6）を使用して、こころの
健康チェックを実施

▼チェック票を活用し、自死リスクが高い方を個別の支援に
つなげることができれば、問題の早期発見と早期支援の機
会となり得る。

健康福祉課
(健康対策班)

・新生児訪問指導
・乳幼児健康診査・相談事業

▼保健師や助産師が、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、自死対策を踏
まえた対応の強化を図ることができる。

健康福祉課
(健康対策班)

生活習慣病予防

健康普及イベント・保健指導・健診結果相
談会の実施

▼健康診断の機会を利用することで、問題に関する詳しい
聞き取りを行ったり、必要な場合には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。

健康福祉課
(健康対策班)

障害児支援事務

・児童発達支援・医療型児童発達支援・
放課後等デイサービス
・保育所等訪問支援・相談支援

▼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
死リスクの軽減にも寄与し得る。

健康福祉課
(健康対策班・
社会福祉班)

障害者虐待の対応

障害者虐待に関する通報・相談窓口の設
置

▼虐待への対応を糸口に、背後にある様々な問題をも察
知し、適切な支援先へとつないでいく接点にもなり得る。

健康福祉課
(社会福祉班)

訓練等給付事務

・自立訓練・就労移行支援・就労継続支
援A型B型
・共同生活援助等の訓練給付

▼障害者の抱える様々な問題に気づき、適切な支援先へ
とつなげる上での最初の窓口となり得るもので、そうした取組
は自死リスクの軽減にも寄与し得る。

健康福祉課
(社会福祉班)

障害者差別解消推進
事業

障害者基幹相談支援センターへの相談窓
口設置

▼センターで相談対応にあたる職員にゲートキーパー研修
を受講してもらうことで、自死リスクを抱えた人の把握、支援
を拡充していくことができる。

健康福祉課
(社会福祉班)

心身機能の維持向上のための活動

▼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。

健康福祉課
(高齢福祉班)

・高齢者虐待対応
・福祉サービス等の相談受付
・成年後見人制度利用者の相談受託

▼事業の中で当事者と接触する機会があれば、自死のリス
クが高い人の情報をキャッチし、支援につなぐための機会、
接点となりうる。

健康福祉課
(高齢福祉班)

高齢者とその家族の悩みごとや介護保険
等に関する総合相談

▼介護にまつわる問題の相談機会を通じて、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、自死
対策にもつながる。

健康福祉課
(高齢福祉班)

就学に関する事務

母子保健

介護予防活動
権利擁護の仕組み
づくり
介護相談
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事業名

事業概要

自死対策の視点を加えた事業案

担当課

養護老人ホーム入所

経済的理由等により自宅での生活が困難
な高齢者への入所手続き

▼老人ホームへの入所手続きの中で、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。

健康福祉課
(高齢福祉班)

土木管理に関する事務

道路及び河川使用の適正化指導に関する
事務(ホームレスへの対応等)

▼関係機関の職員が巡回し必要な支援の提供を行うな
ど、自死リスクの高いホームレスにアウトリーチするための施策
としても重要である。

建設課

子育てひろば事業

乳幼児のいる保護者同士の交流・情報交
換や相談の場の設置

▼保護者が集い交流できる場を設けることで、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。

子育て支援課

母子・父子家庭等
医療費助成事務

母子・父子家庭等医療費の助成

▼医療費の助成受給資格登録及び更新時に直接接する
ことで、ひとり親家庭の抱える問題の早期発見と対応への
接点になり得る。

子育て支援課

児童扶養手当支給

・申請・届出の受付(法定受託事務)
・児童扶養手当の支給

▼手当の申請及び現況届時に直接接することで、ひとり親
家庭の抱える問題の早期発見と対応の接点となり得る。

子育て支援課

配偶者暴力相談
支援センター

・相談、情報提供(県事業として実施)
・配偶者等からの暴力の相談および被害者
の保護

▼相談の機会を提供することで、当該層の自死リスクの軽
減に寄与し得る。

子育て支援課

女性センター

・相談、情報提供(県事業として実施)
・各種相談の実施(総合相談、女性に対す
る暴力相談、法律相談)

▼関係機関の紹介、問題内容に応じた連携支援も担い、
女性への生きることの包括的支援の窓口となり得る。

子育て支援課

子どもと家庭に関する総合相談及び情報
提供

▼子育て中の保護者からの育児に関する各種相談に応じ
ることで、危機的状況に陥る前に家庭の問題を発見し、対
応することが可能となり、それは自死リスクの軽減にもつなが
り得る。

子育て支援課

ひとり親家庭等
日常生活支援事業

・相談、情報提供(県事業として実施)
・一時的に生活援助、保育サービス

▼関係機関の紹介、問題内容に応じた連携支援を担い、
支援を必要とするひとり親の支援窓口になり得る。

子育て支援課

ひとり親家庭等
生活支援講習会事業

・相談、情報提供(県事業として実施)
・生活支援講習会
・相談、生活支援

▼関係機関の紹介、問題内容に応じた連携支援を担い、
支援を必要とするひとり親の支援窓口になり得る。

子育て支援課

防災対策事業

・地域防災計画の作成
・総合的かつ計画的な防災対策を推進

▼地域防災計画においてメンタルヘルスの重要性や施策等
につき言及することで、危機発生時の被災者のメンタルヘル
ス対策を推進し得る。

総務課

生活安定対策事業
(若年者の就労相談)

・内職の求人求職相談
・就職面接会、就労支援セミナーの周知

▼若年者への就労支援は、それ自体が重要な生きる支援
でもある。また、心の悩みを抱えた若年者にも対応できるよ
うな支援体制を整えられれば、若年者への生きることの包
括的な支援にもなり得る。

地域産業推進課

・公害・環境に関する苦情や相談
・問題の早期解決

▼公害や環境に関する住民からの苦情相談は、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。

町民生活課

・低利の融資あっせん
・経営安定化に向けた緊急助成
・信用保証制度を利用し補助
・倒産防止の為の特別助成の補給
・経営支援融資助成金の補給

▼融資の機会を通じて、企業の経営状況を把握するととも
に、経営難に陥り自死のリスクの高まっている経営者の情報
をキャッチし、適切な支援先へとつなげる等の機能を果たし
得る。

地域産業推進課

・消費者相談・情報提供
・消費者教育・啓発
・消費者団体活動支援

▼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。

町民生活課

子育て支援センター運
営(相談・情報提供)

公害・環境関係の
苦情相談

中小企業資金融資
(経済支援関連)

消費生活対策
国の重点施策

宮城県の基本施策

５ 心の健康を支援する環境の整備を心の健康づくりを推進する

５ 心の健康を支援する環境の整備を心の健康づくりを推進する

６ 適切な精神保健医療福祉サービスを受けられるようにする

６ 適切な精神保健医療福祉サービスを受けられるようにする

７ 社会全体の自殺リスクを低下させる

７ 社会全体の自死のリスクを低下させる

８ 自殺未遂者の再度の自殺企図を防ぐ

８ 自殺未遂者の再度の自殺企図を防ぐ

９ 遺された人への支援を充実する

９ 遺された人への支援を充実する

11 子ども・若者の自殺対策を更に推進する
12 勤務問題による自殺対策を更に推進する
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基本施策５

児童・生徒のＳＯＳの出し方に関する養育

事業名
職場体験実習

いじめ防止対策事業

事業概要

自死対策の視点を加えた事業案

担当課

中学校での職場実習体験

▼実習により、就業時に直面し得る様々な勤労問題につ
いてもあわせて指導することができれば、生徒が早い段階
から学ぶができ、SOS の出し方教育の一環ともなり得る。

教育総務課

・フォーラムの開催
・いじめ防止基本方針の点検と見直し
・個別支援等

▼いじめは児童・生徒の自死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・
生徒の自死防止に寄与し得る。

教育総務課

国の重点施策

宮城県の基本施策

５ 心の健康を支援する環境の整備と推進する

５ 心の健康を支援する環境の整備と推進する

７ 社会全体の自殺リスクを低下させる

７ 社会全体の自死のリスクを低下させる

11 子ども・若者の自殺対策を更に推進する

【自殺総合対策大綱（国）の重点施策及び宮城県自死対策計画の基本施策一覧】
国の重点施策
１ 地域レベルの実践的な取組への支援を強化する
２ 国民一人ひとりの気づきと見守りを促す
３ 自殺総合対策の推進に資する調査研究等を推進する
４ 自殺対策に係る人材の確保、養成及び資質の向上を図る
５ 心の健康を支援する環境の整備と心の健康づくりを推進する
６ 適切な精神保健医療福祉サービスを受けられるようにする
７ 社会全体の自殺リスクを低下させる
８ 自殺未遂者の再度の自殺企図を防ぐ
９ 遺された人への支援を充実する
10 民間団体との連携を強化する
11 子ども・若者の自殺対策を更に推進する
12 勤務問題による自殺対策を更に推進する
宮城県の基本的施策
１ 地域課題に応じた実践的な取組への支援を強化する
２ 県民の一人ひとりの気づきと見守りを促す
３ 自殺総合対策の推進に資する調査研究等を推進する
４ 自死対策に係る人材の確保、養成及び資質の向上を図る
５ 心の健康を支援する環境の整備と心の健康づくりを推進する
６ 適切な精神保健医療福祉サービスを受けられるようにする
７ 社会全体の自死のリスクを低下させる
８ 自殺未遂者の再度の自殺企図を防ぐ
９ 遺された人への支援を充実する
10 民間団体との連携を強化する
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３ 相談窓口・情報提供
こころとからだの健康
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名称（相談窓口）

電話番号

主な内容

設置機関など

みやぎほっとするーセンター

0229-23-0028

自死に関連した相談・遺族の相談 平日 9：00～16：00

自殺予防いのちの電話

0120-783-556

毎月１０日 8：00～翌朝 8：00

仙台いのちの電話

022-708-4343

24 時間年中無休

こころの健康相談統一ダイヤル

0570-064-556

都道府県等の相談機関への接続

よりそいホットライン

0120-279-338

24 時間年中無休の電話相談

思春期・ひきこもり相談

0224-53-3132

専門職による個別相談 月 1 回 予約制

仙南保健福祉事務所

アルコール相談

0224-53-3132

専門職による個別相談 月 1 回 予約制

仙南保健福祉事務所

こころの健康相談

0224-83-2312

精神医療相談窓口

022-384-2811

医師、保健師による個別相談 月１回 予約制
精神科救急医療の相談
平日 17：00～22：00 休日 9：00～22：00

宮城県自死対策推進センター
日本いのちの電話連盟
厚生労働省
社会的包摂サポートセンター

村田町保健センター
精神科救急情報センター

しごと
名称（相談窓口）

電話番号

主な内容

『こころの耳』電話相談

0120-565-455

働く人のメンタルヘルス不調や過重労働について電話相談

心の相談室

022-715-8114

過労死 110 番

022-222-7997

予約時間 平日 10：00～16：00
過労死、過労自殺問題
平日 8：30～17：00 土曜 8：30～12：00

総合労働相談コーナー

0224-53-2154

労働者と事業主との間のトラブル等 平日 9：00～17：00

産業保健担当者の相談

022-267-4229

病休中の社員のことなど 平日 9：00～17：00

障害のある方の就労相談

022-257-6501

復職への不安など 平日 8：30～17：00

就労・自立に向けた相談

022-385-5284

15～35 歳の方対象 平日 10：00～17：00

みんなの人権 110 番

0570-003-110

虐待、ハラスメントなど人権問題 平日 8：30～17：00

設置機関など
厚生労働省
産業カウンセラー協会
仙台錦町診療所・産業医学センター
大河原総合労働相談コーナー
宮城産業保健総合支援センター
宮城県障害者職業センター
せんだい若者サポートステーション
法務省

生活・経済問題
名称（相談窓口）

電話番号

経営破綻防止の解決相談

022-216-4883

ひまわりほっとダイヤル

0570-001-240

法律相談センター

022-223-2383

多重債務相談窓口

主な内容

設置機関など
みやぎ経営破錠防止ネットワーク

022-266-5703

無料の電話相談。土日祝日除く
弁護士による電話相談
平日 10：00～12：00 13：00～16：00
借金や法律問題の相談
平日 10：00～15：00 土曜 9：30～12：00
平日 9：00～12：00 13：00～17：00

借金返済等の困りごと相談

0570-031-640

平日 10：00～12：40 14：00～16：40

日本クレジットカウンセリング協会

司法書士会総合相談

0120-216-870

平日 13：00～20：00

宮城県消費生相談

022-261-5161

平日 9：00～17：00（土日は 16：00 まで）

宮城県消費生センター

法テラス宮城

050-3383-535

借金や法律の相談

日本司法支援センター

不況対応の経営相談

022-216-4883

平日 10：00～16：00

村田町消費生活相談

―

日本弁護士連合会
仙台弁護士会
東北財務局
宮城県司法書士会

平日 9：30～16：30

みやぎ経営破綻防止ネットワーク

月・水・金 9：00～16：00 村田町役場東庁舎４階

村田町消費生活相談室
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こども・子育ての悩み
名称（相談窓口）

電話番号

主な内容

設置機関など

宮城県中央児童相談所

022-784-3583

虐待、子育て、子どもの問題行動 平日 8：30～17：15

宮城県中央児童相談所

子どもの人権 110 番

0120-007-110

いじめや虐待など子どもの悩みや苦しみに対応する電話相談

法務省

子ども専用電話チャイルドライン

0120-99-7777

18 歳までの専用ダイヤル 月～土 16：00～21：00

キャップネットみやぎ 電話相談

022-265-8866

虐待、子どもの問題行動など 月～土 10：00～13：00

子どもの相談ダイヤル

022-784-3569

友だちや家族などの悩み 平日 9：00～16：00

24 時間子供 SOS ダイヤル

0120-0-78310

小学生から高校生までの専用ダイヤル 24 時間年中無休

いじめ 110 番

022-221-7867

20 歳未満のいじめに関する相談 24 時間年中無休

不登校や引きこもり相談

0229-23-0024

概ね 18 歳以上

不登校・発達相談室

022-784-3567

不登校や学校不適応の悩み 平日 9：00～16：00

ひとり親家庭の相談

022-295-0013

家庭生活など 月・水・木・金・日 9：00～16：00

チャイルドライン
キャップネット・みやぎ
不登校・発達支援相談室
文部科学省
宮城県警察本部少年課
宮城県ひきこもり地域支援センター
宮城県総合教育センター
宮城県母子・父子福祉センター

女性相談・犯罪被害
名称（相談窓口）

電話番号

女性の不安や悩みの相談

022-256-0965

配偶者から暴力など 平日 8：30～17：00

性別のよる差別などの相談

022-211-2570

離婚や DV、セクハラなど 平日 8：30～17：00

女性の人権ホットライン

0570-070-810
♯9110
022-266-9110

暴力、ハラスメント、ストーカーなどの問題の電話相談

犯罪被害相談

022-301-7830

犯罪被害について 火・水・木・金 10：00～16：00

性犯罪被害相談電話

022-221-7198

性犯罪被害について 平日 9：00～17：15

警察安全相談

主な内容

犯罪被害の防止や生活安全に関する不安、悩みなどの相談

設置機関など
宮城県女性相談センター
みやぎ男女共同参画相談室
法務省
最寄りの警察署、交番、駐在所
みやぎ被害者支援センター
宮城県警察

当事者会など

- 39 -

名称（相談窓口）

電話番号

主な内容

設置機関など

アルコール依存症当事者会

022-214-1870

平日 10：00～16：00

NPO 法人宮城県断酒会

薬物依存症

022-261-5341

月～土 9：00～14:00

仙台ダルク

すみれの会

022-718-4401

自死遺族のわかちあいの会 平日 10：00～19：00

仙台わかちあいの集い

022-717-5066

自死遺族による自死遺族支援 24 時間年中無休

村田町精神障害者家族会

0224-38-2312

精神障害に関すること、家族の健康 8：30～17：15

仙台いのちの電話
藍の会（全国自死遺族連絡会）
村田町保健センター

情報サイト
名称（検索キーワード）
『こころの耳』働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト
みんなのメンタルヘルス
こころもメンテしよう
いのち支える相談窓口

主な内容

開設機関

相談機関や医療機関の案内、体験談や基礎知識を提供

厚生労働省

治療や生活へのサポート、施策や専門的情報など総合的な情報提供

厚生労働省

若者を支える情報サイト

厚生労働省

都道府県等の相談窓口一覧掲載

自殺総合対策推進センター

４ 村田町自死対策計画策定経過
実施・開催日

会議名称等

平成３０年５月

自死の実態分析

平成３０年６月２０日

平成３０年８月７日

平成３０年８月

平成３０年１０月１６日

平成３０年１１月６日

平成３０年１１月

平成３０年１２月１９日

平成３１年１月

平成３１年２月

平成３１年３月

平成３１年３月
平成３１年５月
（予定）

第１回村田町健康づくり
推進協議会
第１回自死対策
庁内推進会議
庁内事業棚卸し作業
第２回自死対策
庁内推進会議
自死対策計画策定に

概要
自殺実態プロファイルや既存アンケ
ートから現状を整理
自死計画策定の趣旨・スケジュール
について説明
村田町の現状・計画の趣旨・策定の
スケジュールについて説明
町の実施するすべての事業につい
て、自死対策事業との関連性を検証
骨子案について
宮城県自殺総合対策センターによる

係る圏域別相談会

計画策定のヒアリング

庁内関係機関への

町内の団体・企業等に対して自死対

アンケート調査
第３回自死対策
庁内推進会議

策関連相談事業について調査
素案について

パブリックコメントの実施
第４回自死対策
庁内推進会議
第２回村田町健康づくり
推進協議会
計画完成

概要版作成

最終素案について

村田町自死対策計画について

５ 用語解説

≪ あ行 ≫
いじめ防止基本方針
いじめ防止対策推進法（平成25年）に基づいて定められるいじめ防止のための対策を総合的か
つ効果的に推進するための基本的な方針。国による「いじめ防止等のための基本的な方針」、県
による「宮城県いじめ防止基本方針」が制定され、本町では「村田町いじめ防止等対策推進条例」
として定められている。

うつスクリーニング
こころの状態に対する共通の質問を行うことで、うつ病の発症が予測される対象を発見する方法。
質問紙としては、産後うつ病質問紙（EPDS）、K６、簡易抑うつ感情尺度（QIDS‐Ｊ）などが用いられ
る。

≪ か行 ≫
介護支援専門員(ケアマネジャー）
要介護者等からの相談に応じ、心身の状況に応じて介護サービス計画を作成するとともに、市町
村や事業所と連絡調整を行う専門職。

介護予防サポーター
介護予防サポーター養成講座を受けた人の呼称。本町では「げんき応援隊」として、町の介護予
防教室等への協力、老人クラブへ出向き体操の紹介など様々な活動を行っている。

過労死
仕事上の過労やストレスが極度に達して起こる死亡。クモ膜下出血や心筋梗塞などの脳血管疾
患、虚血性心疾患によることが多く、突然死と呼ばれるケースもある。

虐待防止等対策ネットワーク会議
虐待を受けている児童、高齢者、障害者及び配偶者からの暴力（ＤＶ）を受けた者に迅速かつ適
切に対処するため、関係機関が連携し、これらの虐待およびＤＶの防止・早期発見、啓発活動に
努めることを目的に設置されている。

経済センサス基礎調査
国の全ての事業所及び企業の経済活動の状態等を調査する国の統計調査の一つ。

ゲートキーパー養成講座
地域の中で自死の可能性がある人に出会った際、そのサインに気づき、傾聴し、必要に応じて、
相談機関につなげるためのスキルを身につける講座。

ケース会議・ケア会議
困っている人に対して、関係者や専門家等を交えて支援を考えて支えていくために行われる話し
合い。ケース会議は教育分野で、ケア会議は福祉、介護、医療分野で使われることが多い。

行旅人
条例で定義づけられる移動中の人や漂泊中の人。特定の目的地を持たない人を含むことから単
なる旅人とは異なる。

子ども食堂
地域ボランティアが子どもたちに対し、無料または安価で栄養のある温かな食事や団らんを提供
する取り組み。

- 41 -

≪ さ行 ≫
自殺総合対策大綱
自殺対策基本法に基づき、政府が推進すべき自殺対策の指針として定められたもの。平成24年8
月に全体的な見直しが行われ、「自殺対策大綱～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～」が閣議決定された。

自死
自殺のこと。意思的な死を非道徳的・反社会的行為と責めない言葉。宮城県では、「自殺という表
現に傷つけられる」とする遺族の感情に配慮し、公文書などで自殺という言葉の使うことを原則や
め、「自死」に言い換える方針とした（平成26年1月）。

自己効力感
人が何らかの課題に直面した際、「こうすればうまくいくはずだ」という期待に対して、「自分はそれ
が実行できる」という期待や自信のこと。

自尊心
自分の人格を大切にする気持ち。また、自分の考えや言動に自信を持ち、他からの干渉を排除
する態度。

児童扶養手当
父母の離婚、死亡、障害等により、父又は母から養育を受けられない子どもについて、養育する
者に支給される手当。

就学援助
経済的理由により就学が困難な児童生徒の保護者に対する、学用品代や給食費等の援助。

奨学金
奨学制度（優れた能力を持ちながら社会的経済的条件のため教育を受ける機会の恵まれない者
に、奨学金その他の援助を与えて教育の機会を保障する制度）で貸与又は給付される学資金。

住民懇談会
地域ごとに住民が集まって、地域の現状や課題を把握し、地域の将来像を話し合う場。

障害者雇用アシスト事業
就職を希望する障害者が一人でも多く就職し、就職した企業に定着できるよう、民間企業の事業
所を対象に企業向けセミナーや特別支援学校見学会を行う宮城県の事業。

職域
受け持つ仕事の領域。また、職業上の持ち場。

スクールカウンセラー
児童生徒のこころの悩みに対応することを目的とする専門家の総称。

ストレスチェック
労働者がストレスに関する質問票に記入し、自分のストレスがどのような状態にあるかを調べ、メン
タルヘルスの不調を未然に防ぐことを目的とする検査。2015年に施行された改正労働安全衛生
法で50人以上が働く事業場での実施が義務化された。

ストレスマネジメント
ストレス状態が一定の度合いを超えないよう、ストレスを軽減し上手に付き合っていくための対策。

生活困窮者自立支援
経済的に困窮し、生活保護に至る可能性のある人を対象に、自立に関する相談、就労に向けた
基礎能力育成や訓練、家計相談などの包括的な支援を行う制度。生活困窮者自立支援法に基
づき実施される。
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仙南自立支援協議会
相談支援事業をはじめとする地域の障がい福祉に関するシステムづくりに関し、中核的な役割を
果たす協議の場。仙南２市７町で共同設置している。

≪ た行 ≫
多重債務
複数の消費者金融や信販会社などから借り入れること。特にすでにある借金返済のために別の
業者から借り入れ、借金が増え続ける状態のこと。経済不況、無計画なカードローン、違法業者か
らの借り入れなど様々な要因がある。

多量飲酒
１日の平均飲酒量が純アルコール換算で約60ｇ（ビール中瓶3本、日本酒3合）以上の飲酒。健康
への悪影響、アルコール依存症などの精神疾患、飲酒運転・仕事上のトラブルなどの社会問題を
引き起こす恐れが高い。

地域自殺実態プロファイル
自殺総合対策推進センターが様々な公的統計をもとに、各自治体の自死のリスクの要因域や自
死対策の優先度の高い背景等分析し、市町村等に提示する資料。

地域包括ケアシステム
重度の介護状態となっても、住み慣れた地域で自分らしい生活を最後まで継続できるよう高齢者
の住まい・医療・介護・予防・生活支援を一体的に提供するためのケアシステム。厚生労働省が
2025年をめどに実現を目指している。

地域包括支援センター
自治体が介護保険法に基づいて設置する機関。専門職（保健師、介護福祉士、介護支援専門
員）を置くのが基本で、高齢者福祉の相談窓口の機能を果たす。

長時間労働
労働時間が本来予定されている時間数と比較して特に長いこと。明確な定義はないが、就業時間
が週40時間以上、週間就業時間が60時間以上、月45時間がおおむねの指標となる。

通学ボランティア
子どもたちが安全かつ安心して生活できる地域づくりのため、学校や通学路で見守る活動を行っ
ているボランティア。

≪ な行 ≫
認知症サポーター
認知症サポーター養成講座を受けた人の呼称。認知症を正しく理解し、自分ができる範囲のボラ
ンティア活動として認知症の人やその家族を応援する。

納税相談
事情があって納付期限までに納税できない方などを対象に行う相談。本町では、午後5時15分～
午後7時までの夜納税相談窓口も設置している（要予約）。

- 43 -

≪ は行 ≫
ハラスメント
いろいろな場面での「嫌がらせ、いじめ」のこと。発言・行動等が、相手を不快にさせたり、尊厳を
傷つけたり、不利益を与えたりすること。パワーハラスメント（職場における精神的・身体的苦痛や
職場環境の悪化）、モラルハラスメント（言葉や態度、身振りや文書などによる職場や家庭の雰囲
気の悪化）、セクシャルハラスメント（性的発言、行動）のほか、様々なハラスメントが定義づけられ
ている。

ＰＤＣＡサイクル
Plan（計画）、Do（実行）、Check（評価）、Act（改善）の４つの頭文字をとったもの。Act（改善）を受
け、Plan（計画）に繋げることで継続的に事業改善を実施していく手法。

婦人防火クラブ
地域において女性を中心に防火思想の普及や火災、災害の有事に備えた学習、火災の発生に
おける初期消火活動などの防火・防災活動に取り組んでいる。

保健推進員（食生活改善推進委員）
町が開催する「養成講座」を受講後、食生活の改善等のために活動しているボランティア。

母子父子家庭医療費助成
母子・父子家庭などが受診した場合にかかる医療費の一部を助成することにより、経済的負担を
軽減することを目的とした制度。住所地の市区町村が申請窓口となる。

≪ ま行 ≫
民生委員（児童委員）
厚生労働大臣から委嘱され、それぞれの地域において常に住民の立場に立って相談に応じ、必
要な援助を行い、福祉の推進に努める方。「児童委員」を兼ねる。

宮城県南部自立相談支援センター
生活困窮者自立支援事業を行っている相談機関。宮城県南では、一般社団法人パーソナルサポ
ートセンターが運営主体となり、仙南事務所として仙南の７町と亘理町、山元町を管轄している。

村田町健康づくり推進協議会
住民の健康に関する事項を審議し、必要な事項を定めることを目的に、関係行政機関、保健医療
機関団体、衛生組織、学校・事業所等を代表する者で組織される会議。

村田町自死対策庁内推進会議
村田町自死対策計画を関係する各部門の取り組みとの整合性を図り推進するため、関係各
課の担当者及び外部の有識者（アドバイザー）で構成する会議。

メンタルヘルス対策
こころの健康の保持増進やこころの病気を予防するための対策。

≪ や行 ≫
幼保小連携推進事業
幼稚園、保育所等及び小学校が、より実効性のある連携や交流の在り方を追求するため、研修会
等により実践研究の成果等の共有と普及を図ることを目的とした事業。
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≪ ら行 ≫
ライフステージ
それぞれのステージに適した活動を行う目的で、誕生から臨終までのライフサイクルを「入学、卒
業、就職、結婚、子どもの誕生、退職」などの人生の節目ごとのステージ（段階）に分けたもの。

ライフリンク
正式名称は、特定非営利活動法人自殺対策支援センターライフリンク。自殺対策基本法の設立
に奔走し、平成20年4月には、自殺実態白書を発表。生き心地の良い社会の実現を目指し、「つ
ながり」をキーワードにした自死対策「いのちの支援」に取り組んでいる。

老人クラブ
おおむね60歳以上の高齢者が、仲間づくりや地域奉仕活動のために集まり、運営している自主
的な組織。

≪ わ行 ≫
ワーク・ライフ・バランス
「仕事と生活の調和」の意味で、働きながら私生活も充実させられるように職場や社会環境を整え
ること。

若者定着支援事業
宮城県が実施する「若者等人材確保・定着支援事業」。中小企業等を対象に、経営者・人事採用
担当者向けセミナー、新卒社員・若手社員向けの職場定着セミナー等を通して、採用から定着ま
で人材確保対策を総合的に支援する事業。
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村田町自死対策計画
平成３１年３月 宮城県村田町
〒９８９－１３０５
宮城県柴田郡村田町大字村田字西田３５番地
村田町役場 健康福祉課 健康対策班（保健センター内）
ＴＥＬ：０２２４（８３）２３１２

ＦＡＸ：０２２４（８３）３１８８

