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はじめに 

 

平成２８年４月に自殺対策基本法が改正され、平成２９年７月には自殺総合対策大 

綱の見直しがなされました。この大綱の中で、地方公共団体は国と連携しながら、 

各関係機関や団体の方々と緊密に連携・協働しながら、自殺対策を推進することが謳 

われています。 

当町の自殺率は長期的には減少傾向にありますが、全国の自殺率を上回る年が多い 

状況となっています。今日の日本社会は、少子高齢化・高度情報化等が進む中で価値 

観も多様化し、地域社会よりも個々人を重視する傾向が進んでいるように感じます。 

経済格差、教育機会や雇用等の社会的格差も拡がり、その影響はみなべ町における私 

たちの暮らしにも及んでいます。 

現在、みなべ町におきましては、既存の事業を最大限活用した支援体制を構築し、 

また町民一人ひとりがこころの健康づくりの大切さを意識し、自分自身の問題のみな 

らず、町全体の問題としてお互いに支えあっていく仕組みづくりを行うため、本計画 

に基づいて国や県等の各関係機関・町内の関係団体と協力しながら、総合的な自殺対 

策の推進を目指しております。 

自殺対策は「生きることの包括的な支援」であり、それは地域づくりそのものです。 

今回策定した『みなべ町 自殺対策計画』の下、皆様の協力を得ながら、また皆様と 

のつながりを大切にしながら、こころも体も健やかなみなべ町を目指していきたいと 

考えております。 

どうか、町民の皆さんのより一層のご理解とご協力をいただきますようお願い申し 

上げます。 

 

 

平成３１年３月    

みなべ町長 小谷 芳正    
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Ⅰ みなべ町自殺対策計画について  
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Ⅰ－１ 自殺対策計画策定の背景と目的  

みなべ町では、これまでも「第２次みなべ町長期総合計画」に基づき、健康づくりを推進してきました。 

 そのような中、平成２８年３月、自殺対策基本法の大改正において、自殺対策が「生きることの包括的な支援」

として実施されるべきこと等が基本理念に明記されるとともに、自殺対策の地域格差を解消し、誰もが等しく支

援を受けられるよう、「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、地域自殺対策計

画を定めるものとする」とされました。 

 自殺は、その多くが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（自殺の危機要因イメ

ージ図：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見ることができます。自

殺に追い込まれるという危機は「誰にでも起こり得る危機」です。 

 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が図られ、「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）。自殺対策基本法第 1 条に

おいて、「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」と謳っています。 

当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、「誰もが自殺に追い込まれることのない社会」

の実現を目指し、「みなべ町自殺対策計画」を策定し、自殺対策を総合的に推進していきます。 

 

図１：自殺の危機要因イメージ図（厚生労働省資料） 
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図２：日本の自殺者数の推移（平成 29年版「自殺対策白書」第１－１図） 

 

 

 

図３：自殺死亡率の国際比較（平成 29年版「自殺対策白書」第１－38図） 
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Ⅰ－２ 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では、自殺総合対策の基本方針として、以下の５点が掲げら

れています。 

 

１）生きることの包括的な支援として推進 

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、生活苦等の「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ります。 

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

援といった狭義の自殺対策だけでなく、「生きる支援」に関する地域の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。 

 

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 

自殺に追い込まれようとしている人が安心して生きられるようにして自殺を防ぐためには、精神保健的な視

点だけでなく、社会・経済的な視点を含む包括的な取組が重要です。また、このような包括的な取組を実施す

るためには、様々な分野の施策、人々や組織が密接に連携する必要があります。 

自殺の要因となり得る生活困窮、児童虐待、性暴力被害、ひきこもり、性的マイノリティ等、関連の分野に

おいても同様の連携の取組が展開されています。連携の効果を更に高めるため、そうした様々な分野の生きる

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。 

とりわけ、地域共生社会の実現に向けた取組や生活困窮者自立支援制度などとの連携を推進することや、精

神科医療、保健、福祉等の各施策の連動性を高めて、誰もが適切な精神保健医療福祉サービスを受けられるよ

うにすることが重要です。 

 

３）対応の段階に応じたレベルごとの対策の効果的な連動 

さらに、自殺対策は、社会全体の自殺リスクを低下させる方向で、「対人支援のレベル」、「地域連携のレベ

ル」、「社会制度のレベル」、それぞれにおいて強力に、かつそれらを総合的に推進することが重要です。 

これは、住民の暮らしの場を原点としつつ、「様々な分野の対人支援を強化すること」と、「対人支援の強化等

に必要な地域連携を促進すること」、更に「地域連携の促進等に必要な社会制度を整備すること」を一体的なもの

として連動して行っていくという考え方（三階層自殺対策連動モデル）です。 

また、時系列的な対応としては、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」の、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、「自殺の事前対応の更に前段階での取組」として、学校において、児童生徒等を対象とした、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ています。 
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図４：三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） 

 
 

４）実践と啓発を両輪として推進 

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」ですが、危機に陥った人の心情や背景が理解

されにくい現実があり、そうした心情や背景への理解を深めることも含めて、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

重要です。 

全ての国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、精神科医等の専門家につ

なぎ、その指導を受け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必要です。 

 

５）関係者の役割の明確化と関係者による連携・協働の推進 

我が国の自殺対策が最大限その効果を発揮して「誰も自殺に追い込まれることのない社会」を実現するために

は、国、地方公共団体、関係団体、民間団体、企業、国民等が連携・協働して国を挙げて自殺対策を総合的に推

進することが必要です。そのため、それぞれの主体が果たすべき役割を明確化、共有化した上で、相互の連携・

協働の仕組みを構築することが重要です。 

具体的には、国には「自殺対策を総合的に策定し、実施する」責務があり、地方公共団体には「地域の状況に

応じた施策を策定し、実施する」責務があります。また関係団体や民間団体、企業には、それぞれの活動内容の

特性等に応じて「積極的に自殺対策に参画する」ことが求められ、国民にも「自殺が社会全体の問題であり我が

事であることを認識し、誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現のため、主体的に自殺対策に取り組む」

ことが期待されます。  
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Ⅰ－３ 計画の位置づけ  

本計画は、自殺対策基本法第 13 条 2 項の規定により、みなべ町における実状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「第３期みなべ町地域福祉計画」、「みなべ町障がい児者プラン」、「み

なべ町子ども・子育て支援事業計画」、「みなべ町高齢者福祉計画及び第７期介護保険事業計画」等との整合を図

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ－４ 計画の期間  

平成３１年度（2019 年度）から平成３５年度（2023 年度）までの 5 年間とします。また国の政策と連携する

必要があることから、国の動向や社会情勢の変化に配慮し、必要に応じ計画の見直しを行います。 

 

 

 

Ⅰ－５ 計画の目標  

「自殺総合対策大綱」では平成３８年までに平成２７年と比べて自殺死亡率を３０％以上減少させることとし

ています。 

 みなべ町においては、「誰も自殺に追い込まれることのないみなべ町」の実現を目指します。

第２次みなべ町長期総合計画 

 

第３期みなべ町地域福祉計画 

 

みなべ町障がい児者プラン 

 

みなべ町子ども・子育て支援事業計画 

 

みなべ町高齢者福祉計画及び第 7 期介護保

険事業計画 

等 

み
な
べ
町 

自
殺
対
策
計
画 

整合 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Ⅱ みなべ町の自殺の現状と関連データ  
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Ⅱ－１ みなべ町の自殺の現状  

 

（１）住民基本台帳に基づく人口 
 

    H25 H26 H27 H28 H29 
H25～29 
合計(人) 

人口 総数 13,917 13,822 13,632 13,422 13,280 68,073 

                

男性 合計 6,628 6,585 6,480 6,368 6,305 32,366 

女性 合計 7,289 7,237 7,152 7,054 6,975 35,707 

男性 20歳未満 1,317 1,307 1,257 1,244 1,232 6,357 

  20歳代 674 664 646 600 574 3,158 

  30歳代 788 746 704 676 673 3,587 

  40歳代 826 838 863 854 876 4,257 

  50歳代 894 892 843 818 792 4,239 

  60歳代 925 920 940 970 967 4,722 

  70歳代 712 715 704 677 663 3,471 

  80歳以上 485 497 517 521 528 2,548 

                

女性 20歳未満 1,321 1,297 1,257 1,231 1,194 6,300 

  20歳代 641 636 601 594 604 3,076 

  30歳代 767 741 715 681 670 3,574 

  40歳代 833 826 822 815 865 4,161 

  50歳代 907 905 905 891 852 4,460 

  60歳代 995 998 1,008 1,039 1,045 5,085 

  70歳代 884 879 846 809 821 4,239 

  80歳以上 888 906 938 937 924 4,593 

総人口は減少傾向にあります。 

 

 

 

（２）全般的な状況（長期推移） 

 
（自殺死亡率は人口 10万対） 
 

 

みなべ町の自殺死亡率は平成２１年以降減少傾向にあり、平成２８年以降は全国自殺死亡率を下回っています。 

 

 

 

みなべ町 
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（３）男女別 自殺者数（H25～H29） 
 
 男 性  H25～H29合計  １０人 
女 性  H25～H29合計   ５人   

 自殺者数 H25～H29合計  １５人 
 
自殺者数は男女とも減少傾向にあり、男性が女性を上回っています。 

 
 
 
 

（４）性・年齢・職業・同居人の有無別にみたみなべ町の主な自殺の特徴（H25～29合計） 

 

上位５区分 割合 
自殺死亡率* 
(10万対) 

背景にある主な自殺の危機経路** 

1位:女性 60歳以上無職独居 13.3% 116.4 
死別・離別＋身体疾患→病苦→うつ状態→
自殺 

2位:男性 60歳以上無職同居 13.3% 51.9 
失業（退職）→生活苦＋介護の悩み（疲
れ）＋身体疾患→自殺 

3位:男性 20～39歳有職同居 13.3% 40.9 
職場の人間関係／仕事の悩み(ブラック企
業)→パワハラ＋過労→うつ状態→自殺 

4位:男性 40～59歳有職同居 13.3% 28.7 
配置転換→過労→職場の人間関係の悩み＋
仕事の失敗→うつ状態→自殺 

5位:男性 20～39歳有職独居 6.7% 363.9 

①【正規雇用】配置転換→過労→職場の人
間関係の悩み＋仕事の失敗→うつ状態→自
殺／②【非正規雇用】（被虐待・高校中
退）非正規雇用→生活苦→借金→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ています。 
*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ています。 
**「背景にある主な自殺の危機経路」：図３参照は自殺実態白書 2013（ライフリンク）を参考にしています。 
自殺対策において自殺の直前の「原因・動機」の更に背景にある様々な要因に対応することが求められていま
す。示された危機経路は一例です。  
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図３：「背景にある主な自殺の危機経路」 
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生活状況別の自殺の背景にある主な危機経路の例 
 

生活状況 背景にある主な危機経路の例 

男性 20～39歳 有職 同居 職場の人間関係／仕事の悩み(ブラック企業)→パワハラ＋過労→う
つ状態→自殺 

独居 ①【正規雇用】配置転換→過労→職場の人間関係の悩み＋仕事の失敗
→うつ状態→自殺／②【非正規雇用】（被虐待・高校中退）非正規雇
用→生活苦→借金→うつ状態→自殺 

無職 同居 ① 【30代その他無職】ひきこもり＋家族間の不和→孤立→自殺 
② 【20代学生】就職失敗→将来悲観→うつ状態→自殺 

独居 ① 【30代その他無職】失業→生活苦→多重債務→うつ状態→自殺 
② 【20代学生】学内の人間関係→休学→うつ状態→自殺 

40～59歳 有職 同居 配置転換→過労→職場の人間関係の悩み＋仕事の失敗→うつ状態→
自殺 

独居 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 

無職 同居 失業→生活苦→借金＋家族間の不和→うつ状態→自殺 

独居 失業→生活苦→借金→うつ状態→自殺 

60歳以上 有職 同居 ① 【労働者】身体疾患＋介護疲れ→アルコール依存→うつ状態→自
殺 

② 【自営業者】事業不振→借金＋介護疲れ→うつ状態→自殺 

独居 配置転換／転職＋死別・離別→身体疾患→うつ状態→自殺 

無職 同居 失業（退職）→生活苦＋介護の悩み（疲れ）＋身体疾患→自殺 

独居 失業（退職）＋死別・離別→うつ状態→将来生活への悲観→自殺 

女性 20～39歳 有職 同居 離婚の悩み→非正規雇用→生活苦＋子育ての悩み→うつ状態→自殺 

独居 ① 非正規雇用→生活苦→借金→うつ状態→自殺 
② 仕事の悩み→うつ状態→休職／復職の悩み→自殺 

無職 同居 DV等→離婚→生活苦＋子育ての悩み→うつ状態→自殺 

独居 ① 【30代その他無職】失業→生活苦＋うつ状態→孤立→自殺 
② 【20 代学生】学内の人間関係→休学→就職失敗＋うつ状態→自

殺 

40～59歳 有職 同居 職場の人間関係＋家族間の不和→うつ状態→自殺 

独居 職場の人間関係＋身体疾患→うつ状態→自殺 

無職 同居 近隣関係の悩み＋家族間の不和→うつ病→自殺 

独居 夫婦間の不和→離婚→生活苦→うつ状態→自殺 

60歳以上 有職 同居 介護疲れ＋家族間の不和→身体疾患＋うつ状態→自殺 

独居 死別・離別＋身体疾患→うつ状態→自殺 

無職 同居 身体疾患→病苦→うつ状態→自殺 

独居 死別・離別＋身体疾患→病苦→うつ状態→自殺 

主な危機経路の例は自殺実態白書 2013（ライフリンク）を参考にした。 
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（５）自殺の特性の評価（H25～29合計） 
 

  指標 ランク   指標 ランク 
総数１） 22.0  ★ 男性１） 30.9  ★a 
20歳未満１） 6.5  ★★★a 女性１） 14.0  ★a 
20歳代１） 13.2  －a 若年者(20～39歳)１） 22.4  ★a 
30歳代１） 34.2  ★★a 高齢者(70歳以上)１） 40.4  ★★a 
40歳代１） 19.9  －a 勤務・経営２） 33.5  ★★★a 
50歳代１） 38.0  ★★a 無職者・失業者２） 0.0  － 
60歳代１） 8.5  － ハイリスク地３） 100%/±0 － 
70歳代１） 21.5  －a 自殺手段４） 13% － 
80歳以上１） 59.0  ★★★a       
１）自殺統計にもとづく自殺死亡率（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死亡率（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。 
３）自殺統計にもとづく発見地÷住居地（％）とその差（人）。自殺者（発見地）1人の減少でランクが変わる

場合はランクにａをつけています。 
４）自殺統計もしくは特別集計にもとづく首つり以外の自殺の割合（%）。首つり以外の割合が多いと高くなっ

ています。 
 
ランクの標章 

ランク 
★★★／☆☆ 上位 10%以内 
★★／☆ 上位 10~20% 

★ 上位 20~40% 
－ その他 
＊＊ 評価せず 

※市区町村について全国市区町村に対するランクを評価しています。 
 
 
 
 
（６）重点施策 
 

みなべ町における自殺の特徴の上位４区分の性・年代等の特性と「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」「子ども・若者」「勤務・経営」が重点施策として推奨
されました。  
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Ⅱ－２ 自殺に関連するデータ  

 
（１）高齢者関連資料 
 

① みなべ町の高齢化率（各年度の 3月末分） 

 H25 H26 H27 H28 H29 

65歳以上人口 3,906 3,973 3,989 3,999 4,005 

高齢化率 28.4％ 29.2％ 29.9％ 30.3％ 31.0％ 

高齢化率は増加傾向にあり、平成 28年度には 30％を超えています。 

 

② ６０歳以上の自殺の内訳（H25～H29） 
 

性別 年齢階級 

同居人の有無（割
合） 

全国割合 

あり なし あり なし 

男性 

60歳代 0.0% 0.0% 17.1% 10.8% 

70歳代 0.0% 0.0% 15.1% 6.3% 

80歳以上 42.9% 14.3% 10.4% 3.6% 

女性 

60歳代 0.0% 14.3% 9.7% 3.2% 

70歳代 0.0% 14.3% 9.1% 3.8% 

80歳以上 14.3% 0.0% 7.4% 3.5% 

合計   100%   100% 

男性は【８０歳代以上・同居人あり】、【８０歳代以上・同居人なし】の割合が、女性は【６０歳代・同居人

なし】、【７０歳代・同居人なし】、【８０歳以上・同居人あり】の割合が全国より高くなっています。 

 

 

 

（２）生活困窮関連資料 

 

生活保護受給状況 被保護世帯数・人員（各年度の 1月末分報告） 

区分 H28 H29 H30 

世帯数 72 67  63 

人員 107 97 88 

生活保護世帯、人員はともに減少傾向にあります。 
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（３）子ども・若者 

 

自殺者の性・年代別割合と自殺死亡率（10万対） 

H25～29 
合計(人) 

みなべ町
割合 

全国割合 
みなべ町
自殺死亡

率 

全国自殺
死亡率 

総数 100.0% 100.0% 22.0 18.5 
            

男性 66.7% 68.9% 30.9 26.2 
女性 33.3% 31.1% 14.0 11.3 

男性 

20歳未満 0.0% 1.6% 0.0 3.3 
20歳代 6.7% 7.5% 31.7 26.2 
30歳代 13.3% 9.5% 55.8 26.7 
40歳代 13.3% 12.3% 47.0 30.9 
50歳代 6.7% 12.1% 23.6 36.8 
60歳代 0.0% 11.4% 0.0 30.5 
70歳代 0.0% 8.7% 0.0 33.0 
80歳以上 26.7% 5.7% 157.0 40.5 

            

女性 

20歳未満 6.7% 0.7% 15.9 1.5 
20歳代 0.0% 2.8% 0.0 10.2 
30歳代 0.0% 3.6% 0.0 10.6 
40歳代 0.0% 4.6% 0.0 12.0 
50歳代 6.7% 4.5% 22.4 13.8 
60歳代 6.7% 5.2% 19.7 13.4 
70歳代 6.7% 5.2% 23.6 16.4 
80歳以上 6.7% 4.4% 21.8 16.7 

２０歳未満の女性の死亡率が全国自殺死亡率より高くなっています。 
 
 
（４）勤務・経営関連資料 
 

① 地域の就業者の常住地・従業地（H27国勢調査） 

    従業地     
    みなべ町 他市区町村 不明・不詳 
常住地 みなべ町 5,561 1,684 30 
  他市区町村 1,855 － － 

（地域によっては労働力状態不詳の割合が高く、実際の従業者数を反映していないことがあります。） 

 

② 有職者の自殺の内訳（特別集計 H25～29合計） 

（性・年齢・同居の有無の不詳を除く） 

職業 自殺者数 割合 
全国割
合 

自営業・家族従業者 5 62.5% 20.3% 
被雇用者・勤め人 3 37.5% 79.7% 

合計 8 100.0% 100.0% 

【被雇用者・勤め人】より、【自営業・家族従業者】の自殺者数が多くなっています。 

平成 25年～29年の自殺者数は合計１５人ですが、そのうち有職者の自殺者数は 8人となっています。 
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③ 地域の事業所規模別事業所／従業者割合（H26経済センサス-基礎調査） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  総数 1～4人 5～9人 
10～19
人 

20～29
人 

30～49
人 

50～99
人 

100人
以上 

出向・
派遣従
業者の
み 

事業所数 730 464 127 83 28 16 8 4 0 
従業者数 5,269 966 825 1,177 671 618 565 447 - 

労働者数 50人未満の小規模事業所の割合が高くなっています。 

 

 

  



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ 自殺対策における取組  
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Ⅲ－１ 施策体系  

国が定める「地域自殺対策政策パッケージ」において、すべての自治体で取り組むことが望ましいとされた

「基本施策」と地域の自殺の実態を詳細に分析した地域自殺実態プロファイルにより示された「重点施策」と

組み合わせ、地域の特性に応じた実効性の高い施策を推進していきます。 

 また、庁内の多様な既存事業を「生きることを支える取組」と位置づけ、より包括的・全庁的に自殺対策を

推進していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

４つの「重点施策」 

地域で自殺対策を推進する上で欠

かすことのできない基盤的な取組 

 

○高齢者 

○生活困窮 

○子ども・若者 

○勤務・経営 

 

５つの「基本施策」 

みなべ町における自殺のハイリスク群と

自殺のリスク要因に沿った取組 

 

○地域におけるネットワークの強化 

○自殺対策を支える人材の育成 

○住民への啓発と周知 

○生きることの促進要因への支援 

○児童生徒のSOSの出し方に関する教育 

 

 

 
生きる支援関連施策 

庁内既存事業のうち、「自殺対策（生きることの包括的な支援）」

に関連し得る取組 

 
誰も自殺に追い込まれることのない 

みなべ町 
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Ⅲ－２ ５つの基本施策  

 

（１） 地域におけるネットワークの強化 

自殺には、健康問題、経済・生活問題、人間関係のほか、地域・職場のあり方の変化など、様々な要因とそ

の人の性格傾向、家族の状況、死生観などが複雑に関係しています。自殺に追い込まれようとしている人が安

心して生きられるよう、精神保健的な視点だけでなく、社会、経済的な視点を含む包括的な取組が重要です。

このような包括的な取組を実施するためには、関係機関との相互連携・協働の仕組みを構築することが重要で

す。 

 

１．地域におけるネットワークの強化 

担 当 課 事 業 名 事 業 内 容 関連協力団体・職種 

健康長寿課 

子育て世代包

括支援センタ

ー（Tetote～

てとて～）の

運営 

妊娠期から子育て期における総合相談窓口として開設

しています。妊娠届は全数、保健師、助産師による面

接交付。アンケートで、不安や悩みを確認し、必要で

あれば継続的な支援を行っています。 

妊娠中や出産後は助産師による電話相談や家庭訪問で

相談にのり、マタニティーブルーや産後うつの予防や

早期発見に努めます。また、特定妊婦はみなべ町子ど

も家庭支援ネットワークに情報提供します。 

医療機関 

助産師 

健康長寿課 

 

地域包括支援

センターの運

営 

運営協議会やケア会議等において高齢者向け施策を展

開する関係者間で連携を強化し、地域資源の連動につ

なげていきます。 

【地域包括支援センター運営協議会】1～2回/年 

【地域ケア会議】随時 

【在宅医療・介護連携推進会議】随時 

 

医師会 

歯科医師会 

薬剤師会 

医療機関 

町内介護保険事業所 

介護支援専門員協会 

社会福祉協議会 

広域消防 

田辺保健所 

 

 

 

地域包括ケア

システム事業 

誰もが住み慣れた地域で安心して自分らしい暮らしを

続けることができるよう、「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

括ケアシステムの体制を整備し、地域住民同士の支え

合いや助け合いの力の醸成にもつなげていきます。 

介護支援専門

員に関するこ

と(ケアマネジ

メント支援） 

介護支援専門員に対し、処遇困難事例への対応策の意

見交換・専門知識を深める研修、更に地域ケア会議に

よる多職種間の協議等で自殺対策につながる資質向上

やケアの質の向上が期待できます。 

教育学習課 
みなべ町文化

協会への参加 

公民館等を拠点としてサークル同士が相互に交流を深

め、地域での仲間づくりを促進していきます。 
教育関係機関 
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２．特定の問題に関する連携・ネットワークの強化 

  

担 当 課 事 業 名 事 業 内 容 関連協力団体・職種 

健康長寿課 

教育学習課 

住民福祉課 

みなべ町子ど

も家庭支援ネ

ットワーク協

議会 

虐待が疑われる児や、支援対象家庭に

ついて、関係機関と連携し、情報を共

有することで効果的に支援します。 

さまざまな問題が自殺のリスク要因と

ならないように、教育、生活、経済的

支援等、多方面から支援できるよう努

めます。 

【全体会議】1回/年 

【実務者会議】2回/年 

【個別ケース検討会議】適宜開催 

保健所 

警察 

児童相談所 

教育関係機関 

保育園・幼稚園 

民生委員・児童委員 

青少年センター 

地域子育て支援センター 

母子保健推進員 

住民福祉課 
西牟婁圏域自

立支援協議会 

困難事例への対応方法等について関係

機関と共有、連携することで、対象者

に合わせた支援を提供できる体制の強

化に努めます。 

 

全体会議：年 2回開催 

定例会議：年 5回程度開催 

専門会議：適宜開催 

圏域市町村相談支援事業委託事業所

管理者 

圏域市町村相談支援事業委託事業所

相談支援専門員 

和歌山県相談支援体制整備事業アド

バイザー 

基幹相談支援センター等機能強化事

業専門的職員 

地域移行のための安心生活支援事業

コーディネーター 

重度心身障害児者等在宅医療等連携

体制整備事業担当者 

障害者就業・生活支援センター職員 

障害福祉サービス提供事業所代表 

自立支援協議会各専門部会代表 

圏域市町村障害福祉担当課職員 

圏域市町教育委員会職員 

圏域市町社会福祉協議会職員 

特別支援教育コーディネーター 

紀南こころの医療センター相談員 

和歌山県田辺保健所専門職員 

西牟婁振興局障害福祉担当課職員 

紀南児童相談所職員 

田辺公共職業安定所職員 

和歌山県田辺産業技術専門学院職員 

その他必要と認められる者 
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（２） 自殺対策を支える人材の育成 

さまざまな悩みや生活上の困難を抱える人に対しては、早期の「気づき」が重要であり、「気づき」のための

人材育成の方策を充実させる必要があります。誰もが早期の「気づき」に対応できるよう、必要な研修の機会

の確保を図ります。 

 

１．さまざまな職種を対象とした研修の実施 

担 当 課 事 業 名 事 業 内 容 関連協力団体・職種 

総務課 

健康長寿課 

職員の研修に

関する事務 

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、担当課と情報共有、連携できる体制を作

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、研修

会等を開催し人材育成に努めます。 

保健所 

 

２．一般住民に対する研修 

担 当 課 事 業 名 事 業 内 容 関連協力団体・職種 

健康長寿課 

教育学習課 

思春期保健福

祉体験学習 

町内全ての中学 3年生（一部 2年生）を対象に、乳

幼児健診での赤ちゃん抱っこ体験を実施していま

す。保健師による事前学習や体験学習で、命が大切

にされていることを実感し、自分も大切にされてき

た事を知ることを目的に実施していきます。 

学校 
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（３） 住民への啓発と周知 

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」ですが、危機に陥った人の心情や背景が理解

されにくい現実があります。そうした心情や背景への理解を深めることも含めて、危機に陥った場合には誰か

に援助を求めることが適切であるということが社会全体の共通認識となるよう、積極的に普及啓発を行ってい

きます。 

また、自分の周りにいるかもしれない自殺を考えている人の存在に気づき、思いに寄り添い、声をかけ、話

を聞き、必要に応じて専門家につなぎ、見守っていくという役割等についての意識が共有されるよう、広報活

動や自殺予防デーに合わせたイベント開催等を通じた啓発事業を展開していきます。 

 

１．一般住民向けイベント等の開催 

担 当 課 事 業 名 事 業 内 容 関連協力団体・職種 

総務課 

教育学習課 
人権啓発事務 

人権啓発の映画上映、プランターの花植え、標語の

募集等を実施しています。 

子どもだけでなく、一般向けにも講演会等を実施し

ていきます。 

人権推進委員会 

健康長寿課 

教育学習課 

思春期保健福

祉体験学習 

【再掲】 

町内全ての中学 3年生（一部 2年生）を対象に、乳

幼児健診での赤ちゃん抱っこ体験を実施していま

す。保健師による事前学習や体験学習で、命が大切

にされていることを実感し、自分も大切にされてき

た事を知ることを目的に実施していきます。 

学校 

健康長寿課 

教育学習課 
図書館の運営 

自殺予防週間（９月）、自殺対策月間（３月）にあ

わせたこころの健康に関する書籍紹介や展示、リー

フレット等の配布を行います。 

― 

 

２．各種メディア媒体を活用した啓発活動 

担 当 課 事 業 名 事 業 内 容 関連協力団体・職種 

総務課 

健康長寿課 

広報誌、ホー

ムページを通

じた広報活動 

自殺予防週間(9月)、自殺対策月間(3月)にあわせ、

広報誌によるこころの健康に関する啓発活動を行い

ます。また、ホームページを通して相談窓口の周知

を図ります。 

― 
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（４） 生きることの促進要因への支援 

自殺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」を減らす取組に加えて、「生きること

への促進要因」を増やす取組を行うこととされています。「生きることへの促進要因」への支援という観点か

ら、居場所づくりや生きがいづくりに関する支援を推進していきます。 

 

１．居場所づくり活動 

担 当 課 事 業 名 事 業 内 容 関連協力団体・職種 

健康長寿課 

子育て世代包

括支援センタ

ー（Tetote～

てとて～）の

運営 

【再掲】 

妊娠期から子育て期における総合相談窓口として開

設しています。妊娠届は全数、保健師、助産師によ

る面接交付。アンケートで、不安や悩みを確認し、

必要であれば継続的な支援を行っています。 

妊娠中や出産後は助産師による電話相談や家庭訪問

で相談にのり、マタニティーブルーや産後うつの予

防や早期発見に努めます。また、特定妊婦はみなべ

町子ども家庭支援ネットワークに情報提供します。 

医療機関 

助産師 

健康長寿課 

生きがい施策 

(各種介護予防

教室、ボラン

ティア喫茶等) 

高齢者が集まる場で地域住民同士の交流やお互いの

思いや悩み事などを話すことで、閉じこもり、うつ

予防につなげます。 

【高齢者サロン】30年度 8か所 

        31年度 16か所(目標値) 

社会福祉協議会 

区長 

民生委員 

各ボランティア組織 

  

健康長寿課 

教育学習課 

図書館の運営 

【再掲】 

自殺予防週間（９月）、自殺対策月間（３月）にあ

わせたこころの健康に関する書籍紹介や展示、リー

フレット等の配布を行います。 

― 

教育学習課 
地域子育て支

援拠点事業 

子育て世代の親と子どもが気軽に集い、相互交流を

図る場を提供します。子育ての相談支援を行うとと

もに、子育てに係る各種情報提供や子育てサークル

の育成、支援に努めます。 

保育園・幼稚園 

教育学習課 
社会教育関係

団体への参加 

様々なボランティア活動を通して、居場所づくりや

生きがいづくりにつなげます。 

教育関係機関 

みなべ町青少年育成

町民会議 

みなべ女性会 

青年クラブみなべ 

宇宙少年団 

ガールスカウト 

通学合宿実行委員会 

教育学習課 

 

みなべ町文化

協会への参加 

【再掲】 

公民館等を拠点として、サークル同士が相互に交流

を深め、地域での仲間づくりを促進していきます。 
教育関係機関 
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教育学習課 
社会体育活動

への参加 

様々なスポーツ活動をとおして、健康づくりや仲間

づくりにつなげます。 
教育関係機関 

建設課 

公園・児童遊

園等の管理及

び 設置に関す

る事務 

町民が利用しやすいだけでなく、町民が集える場所

としての機能を果たすことができるよう、現状維持

に努めます。 

― 

  



21 

（５） 児童生徒の SOSの出し方に関する教育 

「生きることの包括的な支援」として「困難やストレスに直面した児童・生徒が信頼できる大人に助けの声

をあげられる」ということを目標として、SOSの出し方に関する教育を進めていきます。 

 

１．SOSの出し方に関する教育の理解の促進 

担 当 課 事 業 名 事 業 内 容 関連協力団体・職種 

総務課 

教育学習課 

人権啓発事務 

【再掲】 

人権啓発の映画上映、プランターの花植え、標語の

募集等を実施しています。 

子どもだけでなく、一般向けにも講演会等を実施し

ていきます。 

人権推進委員会 

健康長寿課 

教育学習課 

思春期保健福

祉体験学習 

【再掲】 

町内全ての中学 3年生（一部 2年生）を対象に、乳

幼児健診での赤ちゃん抱っこ体験を実施していま

す。保健師による事前学習や体験学習で、命が大切

にされていることを実感し、自分も大切にされてき

た事を知ることを目的に実施していきます。 

学校 

教育学習課 
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時の対処

方法や SOSの出し方を学ぶための教育推進に努めま

す。 

学校 

 

２．児童生徒からの SOSに対応する受け皿整備 

担 当 課 事 業 名 事 業 内 容 関連協力団体・職種 

教育学習課 

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

護者等のパイプ役として活動していきます。 
― 

教育学習課 

スクールカウ

ンセラー活用

事業 

さまざまな課題を抱えた児童生徒自身、及びその保

護者等の相談にのっていきます。 
― 
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Ⅲ－３ 重点施策  

（１） 高齢者 

高齢者の自殺については、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、様々な生活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。 

 

１．高齢者の健康・社会参加に関すること等の支援 

担 当 課 事 業 名 事 業 内 容 関連協力団体・職種 

健康長寿課 

認知症キャラ

バンメイト活

動 

認知症キャラバンメイト連絡会などの学習活動を通

じて、認知症高齢者への対応能力を向上すること

で、支援対象の高齢者の抱える問題や心理面の異変

を早期発見し、早期対応につなげていきます。 

【認知症キャラバンメイト連絡会】２回/年実施 

 

 

 

 

 

医師会 

認知症サポート医 

町内介護保険事業所 

介護支援専門員 

社会福祉協議会 

民生委員・児童委員 

認知症キャラバンメ

イト 

認知症サポーター 

認知症地域支援推進

員 

 

  

 

  

  

健康長寿課 
認知症初期集

中支援チーム 

平成 30年 4月設置。支援対象の高齢者の抱える問題

に対し、サポート医を含む初期集中支援チームで適

切な機関へとつなぐなどの対応が出来る体制を取っ

ていきます。 

健康長寿課 
認知症サポー

ター養成講座 

地域住民に認知症に関する知識の普及、地域での見

守り、高齢者の様子の変化に気づく力を高めていく

ことにより、地域での支援役となる担い手を拡充し

ていきます。 

【認知症サポーター養成講座】５回/年実施 

健康長寿課 

認知症地域支

援・ケア向上

事業 

認知症カフェを開催し、認知症キャラバンメイトが

住民の相談にのり、対応方法などの情報提供を行っ

ていきます。 

健康長寿課 

認知症カフェ 

（おれんじの

日） 

認知症高齢者やその家族、介護従事者が悩みを共有

し、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を推進していきます。 

【認知症カフェ】14回/年実施 

健康長寿課 
高齢者虐待へ

の対応 

高齢者虐待の相談に対し、迅速な事実確認のうえ、

緊急性を判断し、高齢者の保護、虐待者への支援を

行います。 

必要に応じて警察との連携をはかり、迅速に対応

し、被害を最小限に抑え虐待に至る原因を把握し、

状況の改善・保護に努め、本人の精神面の安定を図

り、自殺対策につなげていきます。 

 

医療機関 

警察等 
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２．社会参加の強化と孤独・孤立の予防 

担 当 課 事 業 名 事 業 内 容 関連協力団体・職種 

健康長寿課 

生きがい施策 

(各種介護予防

教室、ボラン

ティア喫茶等) 

【再掲】 

高齢者が集まる場で地域住民同士の交流やお互いの

思いや悩み事などを話すことで、閉じこもり、うつ

予防につなげます。 

【高齢者サロン】30年度 8か所 

        31年度 16か所(目標値) 

社会福祉協議会 

区長 

民生委員・児童委員 

各ボランティア組織 

健康長寿課 

シルバー人材

センターの運

営 

就労は収入を生み経済面を豊かにするだけでなく、

役割をもち、他者との関わりを生むことで精神面の

安定や状態の変化を確認できる機会として自殺対策

につなげていきます。 
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（２） 生活困窮者 

生活困窮者はその背景として、虐待、性暴力被害、依存症、性的マイノリティ、知的障害、発達障害、精神

疾患、被害避難、介護、多重債務、労働等の多様かつ広範な問題を複合的に抱えていることが多く、経済的困

窮に加えて、社会から孤立しやすいという傾向があります。様々な背景を抱える生活困窮者は、自殺リスクの

高い人たちであることを認識した上で、効果的な対策を進めていきます。 

 

担 当 課 事 業 名 事 業 内 容 関連協力団体・職種 

健康長寿課 

介護保険料

（第 1号被保

険者）の賦

課・徴収に関

する事務 

 

各種納付相談 

 

介護保険料や国保税、水道料金等を期限までに支払

えない住民は、生活面で深刻な問題を抱えていたり

困難な状況にある可能性があるため、そうした相談

を受けた際は、必要に応じて様々な支援につなげら

れる体制づくりに努めます。 

― 

 
住民福祉課 

短期保険証・

資格証発行に 

関する事務 

税務課 

町税・国保税

の徴収及び滞

納整理 

生活環境課 
上下水道使用

料徴収 

健康長寿課 

子育て世代包

括支援センタ

ー（Tetote～

てとて～）の

運営 

【再掲】 

妊娠期から子育て期における総合相談窓口として開

設しています。妊娠届は全数、保健師、助産師によ

る面接交付。アンケートで、不安や悩みを確認し、

必要であれば継続的な支援を行っています。 

妊娠中や出産後は助産師による電話相談や家庭訪問

で相談にのり、マタニティーブルーや産後うつの予

防や早期発見に努めます。また、特定妊婦はみなべ

町子ども家庭支援ネットワークに情報提供します。 

医療機関 

助産師 

健康長寿課

住民福祉課 

生活困窮に関

する相談 

高齢者相談窓口で生活困窮の相談が寄せられた場合

は、生活全般において深刻な問題を抱えている可能

性が高いため、相談者やその家族が抱える問題を具

体的に把握し、必要に応じて担当課、もしくは適切

な支援先につなげていきます。 

保健所 

法テラス 

教育学習課 

地域子育て支

援拠点事業 

【再掲】 

子育て世代の親と子どもが気軽に集い、相互交流を

図る場を提供します。子育ての相談支援を行うとと

もに、子育てに係る各種情報提供や子育てサークル

の育成、支援に努めます。 

保育園・幼稚園 
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（３）子ども・若者 

子ども・若者対策は、ライフスタイルや生活の場に応じた対応が重要です。また、子どもから大人への移行時

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も異なることから、それぞれの

段階に合った対策が必要です。 

そのため、保健、医療、福祉、教育、労働等の分野の関係機関と連携して支援していきます。 

担 当 課 事 業 名 事 業 内 容 関連協力団体・職種 

総務課 

教育学習課 

人権啓発事務 

【再掲】 

人権啓発の映画上映、プランターの花植え、標語の

募集等を実施しています。 

子どもだけでなく、一般向けにも講演会等を実施し

ていきます。 

人権推進委員会 

健康長寿課 

子育て世代包

括支援センタ

ー（Tetote～

てとて～）の

運営 

【再掲】 

妊娠期から子育て期における総合相談窓口として開

設しています。妊娠届は全数、保健師、助産師によ

る面接交付。アンケートで、不安や悩みを確認し、

必要であれば継続的な支援を行っています。 

妊娠中や出産後は助産師による電話相談や家庭訪問

で相談にのり、マタニティーブルーや産後うつの予

防や早期発見に努めます。また、特定妊婦はみなべ

町子ども家庭支援ネットワークに情報提供します。 

医療機関 

助産師 

健康長寿課 

ひきこもり、

精神保健福祉

等に関する各

種相談事業 

ひきこもりや精神障害を抱える方、もしくはその家

族は、地域社会での生活に際して様々な困難を抱え

ている可能性があるため、子ども・若者を含むあら

ゆる世代からそうした相談を受けた際は、必要に応

じて、様々な関係機関と連携し、包括的、継続的に

支援できる体制づくりに努めます。 

保健所 

医療機関 

健康長寿課 

教育学習課 

住民福祉課 

みなべ町子ど

も家庭支援ネ

ットワーク協

議会 

【再掲】 

虐待が疑われる児や、支援対象家庭について、関係

機関と連携し、情報を共有することで効果的に支援

します。 

さまざまな問題が自殺のリスク要因とならないよう

に、教育、生活、経済的支援等、多方面から支援で

きるよう努めます。 

【全体会議】1回/年 

【実務者会議】2回/年 

【個別ケース検討会議】適宜開催 

保健所 

警察 

児童相談所 

教育関係機関 

保育園・幼稚園 

民生委員・児童委員 

青少年センター 

地域子育て支援セン

ター 

母子保健推進員 

健康長寿課 

教育学習課 

思春期保健福

祉体験学習 

【再掲】 

町内全ての中学 3年生（一部 2年生）を対象に、乳

幼児健診での赤ちゃん抱っこ体験を実施していま

す。保健師による事前学習や体験学習で、命が大切

にされていることを実感し、自分も大切にされてき

た事を知ることを目的に実施していきます。 

学校 
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健康長寿課 

教育学習課 

図書館の運営 

【再掲】 

自殺予防週間（９月）、自殺対策月間（３月）にあ

わせたこころの健康に関する書籍紹介や展示、リー

フレット等の配布を行います。 

― 

教育学習課 

スクールソー

シャルワーカ

ー 活用事業 

【再掲】 

さまざまな課題を抱えた児童生徒自身、及びその保

護者等のパイプ役として活動していきます。 
― 

教育学習課 

スクールカウ

ンセラー活用

事業 

【再掲】 

さまざまな課題を抱えた児童生徒自身、及びその保

護者等の相談にのっていきます。 
― 

教育学習課 

社会教育関係

団体への参加 

【再掲】 

様々なボランティア活動を通して、居場所づくりや

生きがいづくりにつなげます。 

 

教育関係機関 

みなべ町青少年育成

町民会議 

みなべ女性会 

青年クラブみなべ 

宇宙少年団 

ガールスカウト 

通学合宿実行委員会 

教育学習課 

地域子育て支

援拠点事業 

【再掲】 

子育て世代の親と子どもが気軽に集い、相互交流を

図る場を提供します。子育ての相談支援を行うとと

もに、子育てに係る各種情報提供や子育てサークル

の育成、支援に努めます。 

保育園・幼稚園 
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（４）勤務・経営 

勤務・経営対策は、勤務環境、労働環境の多様化に対応できるよう、地域の業界団体との連携が重要です。

特に働き盛りの世代は、心理的、社会的にも負担を抱えることが多く、また過労、失業、病気、親の介護等に

より、心の健康を損ないやすいとされています。一般的に、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、地域産業保健センター※等による支援が行われています。 

こうした人々が安心して生きられるようにするためには精神保健的な視点だけでなく、社会・経済的な視点

を含む包括的な取組が重要です。そのため、自殺対策を「生きる支援」ととらえ、自殺の危機経路に即した対

策を実施するため、様々な分野の人々や組織が連携し、問題を抱える人や自殺を考えている人に包括的な支援

が届く体制づくりに取り組みます。 

 

※①健康診断有所見者に対し、健康保持のために必要な医師からの意見聴取②長時間労働者・高ストレス者の

医師による面接指導③労働者個人に対する保健指導や健康相談④メンタルヘルス不調者からの相談⑤医師等

による職場の作業環境・方法などの改善のための支援⑥その他産業保健に関することを支援しています。 

 みなべ町内の小規模事業所は田辺地域産業保健センターの管轄となります。 

 

 

 

 

 

  

担 当 課 事 業 名 事 業 内 容 関連協力団体・職種 

産業課 

経営等に関す

る各種相談事

業 

経営や消費生活等で問題を抱えている方は、経済的

に困難な状況にある可能性があるため、そうした相

談を受けた際は、必要に応じて、様々な支援につな

げられる体制づくりをすすめていきます。 

農業関係者 

漁業関係者 

商工関係者 

教育学習課 

地域子育て支

援拠点事業 

【再掲】 

子育て世代の親と子どもが気軽に集い、相互交流を

図る場を提供します。子育ての相談支援を行うとと

もに、子育てに係る各種情報提供や子育てサークル

の育成、支援に努めます。 

保育園・幼稚園 

総務課 

職員の衛生管

理及び福利厚

生に関するこ

と 

職員健診時に併せてストレスチェックを実施し、心

身面の健康の維持増進を図り、高ストレスと判断さ

れた方（希望者）には、産業医との面接体制を設け

ています。 

また、産業医以外にも厚生労働省の電話相談窓口

（こころの耳）と共済組合の電話相談窓口を紹介し

ています。 

― 
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Ⅲ－４ 生きる支援関連施策  

 

（１） 生きる支援関連施策 決定までのプロセス 

① 庁内の関連事業を把握するため、各課事務分担表等よりみなべ町の全事業・業務をリスト化しました。

１つの事業の中に「複数の事業（以下「業務」を含む。）」が含まれている場合は、その事業１つ１つを

最大限自殺対策に活かすために、できるだけ細分化しました。 

② 関連各課にて「事業の棚卸し事例集」を参考にしながら、全事業リストの中から「生きる支援」に関連

する・関連し得る（関連しないもの以外の）事業に分類し、自殺対策の視点を加えた「事業案」を考

え、関連各課が了承したものについて、以下、９４事業を掲載しました。 

 

（２） 生きる支援関連施策について 

① これらの事業については、自殺対策の視点から、町の基本施策（５項目）及び重点施策（４項目）に基

づき、関連あるものを掲載しています。 

② 各課の事業でそれぞれ住民とかかわる際、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、話を【聴き】、関係部署に【つなぐ】役割を、

１人１人が担っていくことが望まれます。 

③ さらに、この９４事業の他にも数多くの業務がありますが、あらゆる機会を捉え、住民に対する啓発と

周知を行っていくよう、努めるものとします。 
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生きる支援関連施策 

番 

号 

担当課 事業名 

 

自殺対策の視点からの事業の捉え方 

取組（事業）の概要 

1 総務課 消防関係事務 ▼自殺の危機等に関する情報を共有してもらうことで、実務上の連携の
基礎を築ける可能性がある。 

2 総務課 人事に関する事務 ▼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」となる可
能性がある。 

3 総務課 庁議等に関する事務 ▼自殺対策について言及することができれば、総合的・全庁的に対策を
進めやすくなる。 

4 総務課 職員の服務に関する事務 ▼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」となる可
能性がある。 

5 総務課 職員の研修に関する事務 ▼自殺対策に関する研修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。 

6 総務課 職員の衛生管理及び福利厚生
に関すること 

▼職員健診時に併せてストレスチェックを実施し、心身面の健康の維持
増進を図り、高ストレスと判断された方（希望者）には、産業医との面
接体制を設けている。 
▼また、産業医以外にも厚生労働省の電話相談窓口（こころの耳）と共
済組合の電話相談窓口を紹介している。 

7 総務課 交通安全施設事業 ▼自殺事案の発生や可能性等がないか状況確認を行うことにより、事案
発生を防ぐ手立てをとり得る。 

8 住民福祉課 
税務課 

短期保険証・資格証発行に 
関する事務 

▼保険税等を期限までに支払えない住民は、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。 

9 税務課 町税・国保税の徴収及び滞納
整理 

▼町税における住民の納税相談等において、生活面等での深刻な問題を
抱えているなど困難な状況にあり、自殺等のリスクが高いと判断できる
場合には、相談職員が適切な機関につなぐ等、気づき役としての役割を
担っている。 

10 生活環境課 上下水道使用料徴収 ▼問題を抱えて生活難に陥っている家庭に対し、他機関へつなぐ等の対
応や相談先の情報提供ができ得る。 

11 住民福祉課 各種手帳申請・交付・受付事
務 
申請受付事務 
・療育手帳 
・身体障害者手帳  

▼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・早期対応への接点になり得る。 

12 住民福祉課 各種手当申請事務 
・特別障害者（障害児福祉）
手当申請事務 
・特別児童扶養手当申請事務 
・みなべ町在宅障害者等福祉
手当申請事務 
・みなべ町心身障害児等在宅
扶養手当申請事務 

▼障害児を養育・監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。 

13 住民福祉課 自立支援医療費 
（更生・育成）給付事業 

▼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。 

14 住民福祉課 障害福祉サービス費給付事業 ▼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（自殺対策）の拡充を図ることができる。 

15 住民福祉課 障害児通所給付費給付事業 ▼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。 

16 住民福祉課 障害者虐待への対応 ▼虐待への対応を糸口に、当人や家族等、擁護者を支援していくこと
で、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ぐ接点
（生きることの包括的支援への接点）にもなり得る。 

17 住民福祉課 身体障害者相談員 
知的障害者相談員 

▼身体や知的の相談の機会を通して、適切な対応への接点となりえる。 

18 住民福祉課 身体障害者・児補装具給付事
業 

▼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。 

19 住民福祉課 子ども医療費支給事業 ▼給付・助成に際して、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。 

20 住民福祉課 重度心身障害児（者）医療費
支給事業 

▼給付に際して、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。 

21 住民福祉課 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。 
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22 住民福祉課 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。 

23 住民福祉課 児童手当支給事務 ▼資格喪失（転出）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。 

24 住民福祉課 児童扶養手当申請受付 ▼受付に際して、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。 
▼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。 

25 住民福祉課 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。 

26 住民福祉課 後期高齢者医療保険料の賦
課、徴収に関する事務 

▼保険料等を期限までに支払えない住民は、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。 

27 住民福祉課 葬祭費に関する事務 ▼葬祭費の申請を行う方の中には、大切な方との死別のみならず、費用
の支払いや死後の手続き面などで様々な問題を抱えて、自殺リスクの高
まっている方もいる可能性がある。そのため抱えている問題に応じて、
そうした方を支援機関へとつなぐ機会として活用し得る。 

28 住民福祉課 民生委員・児童委員会 ▼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。 

29 住民福祉課 福祉案内窓口・相談  ▼福祉の窓口として相談や支援を通して、適切な機関につなぐ等、気づ
き役としての役割を担える接点になり得る。 

30 住民福祉課 障害児支援に関する事務 ▼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。 

31 住民福祉課 地域自立支援協議会への参加 ▼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。 

32 総務課 
健康長寿課 
住民福祉課 

災害時要援護者支援に関する
こと 

▼データとしての情報は、自殺のリスクにもリンクする可能性があり、
間接的な生きることへの包括的支援（自殺対策）へつながり得る。 

33 産業課 消費生活相談 ▼架空請求に対する相談が増えつつある。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。 

34 産業課 経営等に関する各種相談事業 ▼経営や消費生活等で問題を抱えている方は、経済的に困難な状況にあ
る可能性があるため、そうした相談を受けた際は、必要に応じて、様々
な支援につなげられる体制づくりを進める。 

35 産業課 競（公）売買受適格者証明 ▼所有農地が競（公）売に係る理由は、経済的困窮が疑われる。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。 

36 建設課 空き家対策事業 ▼空き家除去により対象者の侵入リスクを減少させる効果がある。 
▼相談を受けた職員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。 

37 建設課 公園・児童遊園等の管理及び 
設置に関する事務 

▼町民が集まれる居場所としての機能を果たすことができる。 

38 建設課 町営住宅事務 ▼低収入者には家賃減免申請の案内をし、生活面での支援体制を行って
いる。 
▼相談を受けた職員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。 

39 健康長寿課 シルバー人材センターの運営 ▼就労は収入を生み経済面を豊かにするだけでなく、他者との関わりを
生むことで精神面の安定や状態の変化を確認することができ自殺対策に
つながる。 

40 健康長寿課 自立支援医療（精神通院）、精
神障害者保健福祉手帳 申請
受付事務 

▼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・早期対応への接点になり得る。 

41 健康長寿課 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。緊急
性がある場合は、保健所の女性相談と連携し、保護につなげる。 

42 健康長寿課 みなべ町子ども家庭支援ネッ
トワーク協議会 

▼児童虐待が発生する状況下では、その家庭そのものの自殺リスクを上
昇させる。 
▼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。 

43 健康長寿課 ひきこもり相談 ▼ひきこもりは自殺リスクが高く、家族や当事者からの相談を受け、適
切な支援につなぐことで自殺リスクの減少を図る。 

44 健康長寿課 思春期保健福祉体験学習 ▼自分の命、友達の命の大切さを学び、そのことでいじめ予防につなが
る。 

45 健康長寿課 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。 
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46 健康長寿課 各種健康診査 
4・10か月児健康診査 
1歳 6か月児健康診査 
2歳 6か月児健康診査 
3歳 6か月児健康診査 

▼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。 

47 健康長寿課 妊婦健康診査 ▼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。妊婦健診受診状況や、結果を確認し、異常を発見する機会とする
ことが出来る。自殺対策を踏まえた対応の強化を図ることができる。 

48 健康長寿課 妊産婦・新生児等訪問指導 ▼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。 

49 健康長寿課 一般・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。 

50 健康長寿課 特定健診・特定保健指導 ▼健康診断の機会を活かし、問題がある場合にはより詳細な聞き取りを
行うことにより、専門機関による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。 

51 健康長寿課 母子保健推進員活動 ▼活動を通じて、異変や困難に気づき、問題があれば関係機関につなげ
る。自殺対策を踏まえた対応の強化をはかることができる。 

52 健康長寿課 健診結果説明会 ▼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。 

53 健康長寿課 家庭訪問 ▼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必要なサービスにつなぐことができる。 

54 健康長寿課 各種がん検診・結核検診事業 ▼ミニドック健診の結果説明会の機会を活かし、メンタル面に問題があ
る場合はより詳細な聞き取りを行うことで、専門機関による支援への接
点となり得る。 

55 健康長寿課 栄養改善・食育の推進 
食生活改善推進員活動事務 

▼食生活に問題があり、生活習慣病等に罹患する方には、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。 
▼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。 

56 健康長寿課 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あるため、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。そのため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。 

57 健康長寿課 介護給付・要介護認定（調
査）に関すること 

▼介護は当人や家族にとっての負担が大きく、自殺のリスクが高くなる
ことがある。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。 

58 健康長寿課 高齢者台帳整備に関すること ▼普段の生活習慣や住居の状況を把握することで、生活状況の変化や体
調の変化も確認でき、自殺対策に繋げることができる。 

59 健康長寿課 地域支援事業総合事業に関す
ること 

▼総合事業の活用により、本人の健康の維持増進、他者との関わりを生
むことで、心身の安定に繋げることができ本人の自殺対策に繋げること
ができる。 

60 健康長寿課 認知症キャラバンメイト事業 ▼認知症キャラバンメイト連絡会などの学習活動を通じて、認知症高齢
者への対応能力を向上することで、支援対象の高齢者の抱える問題や心
理面の異変を早期発見し、早期対応に繫げられる。 

61 健康長寿課 緊急通報装置給付等事業 ▼手続き時に本人や家族との接触の中で設置が必要な状況の聞き取り
や、定期通信等によって当人の状況等を把握することができ自殺対策に
繋げることができる。 

62 健康長寿課 認知症サポーター養成講座 ▼地域住民に認知症に関する知識の普及、地域での見守り、高齢者の様
子の変化に気づく力を高めていくことにより、地域での支援役となる担
い手を拡充することに繫がる。 

63 健康長寿課 高齢者虐待への対応 ▼高齢者虐待の相談を受け、迅速に対応することにより、被害を最小限
に抑え虐待に至る原因を把握し、状況の改善・保護に努め、本人の精神
面の安定を図り、自殺対策に繋げることができる。 

64 健康長寿課 介護支援専門員に関すること
(ケアマネジメント支援） 

▼介護支援専門員に対し、処遇困難事例への対応策の意見交換・専門知
識を深める研修、更に地域ケア会議による多職種間の協議等で自殺対策
につながる資質向上やケアの質の向上が期待できる。 

65 健康長寿課 介護予防ケアマネジメント ▼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）への支援の充実に向けた施策にもなり得る。 

66 健康長寿課 認知症初期集中支援チーム ▼平成 30年 4月設置。現時点で該当者なし。支援対象の高齢者の抱える
問題に対し、サポート医を含む初期集中支援チームで適切な機関へとつ
なぐなどの対応が出来る体制を取っている。 

67 健康長寿課 認知症地域支援・ケア向上事
業 

▼認知症カフェを開催し、認知症キャラバンメイトが住民の相談にの
り、対応方法など情報提供を行っている。 

68 健康長寿課 
住民福祉課 

成年後見制度利用支援事業 ▼当事者や家族等と対面で応対する機会を活用することや制度を利用し
本人を補助することで、問題の早期発見・早期対応への接点になり自殺
対策につながる。 

69 健康長寿課 地域包括ケアシステム事業 ▼誰もが住み慣れた地域で安心して自分らしい暮らしを続けることがで
きるよう、「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体制を整備することで、地域住民
同士の支え合いや助け合いの力の醸成にも繫がる。 
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70 健康長寿課 生きがい施策 
（各種介護予防教室、ボラン
ティア喫茶等） 

▼高齢者が集まる場で地域住民同士の交流やお互いの思いや悩み事など
を話すことで、閉じこもり、うつ予防に繋がる。 

71 健康長寿課 入浴事業 ▼入浴補助券等を発行することにより温泉施設へ足を運びやすくし、温
泉という憩いの場を生み出すことにより、他者との交流を生みだし本人
の自殺対策に繋げることができる。 

72 健康長寿課 地域包括支援センターの運営 ▼運営協議会やケア会議等で共有することで高齢者向け施策を 展開する
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。 

73 健康長寿課 認知症カフェ 
（おれんじの日） 

▼認知症高齢者やその家族、介護従事者が悩みを共有し、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繫げら
れる。 

74 健康長寿課 国保３９歳１日人間ドック ▼健康診断の機会を活かし、専門機関による支援への接点になり得る。 
75 健康長寿課 精神保健福祉推進事業 ▼精神障害を抱える方とその家族の中でも、特に困難事例とされる方は

自殺リスクの高い方が少なくない。 
▼個別支援を充実させることで、自殺のリスクが高い方々の自殺防止に
向けた有効な 取組にもつながり得る。 
▼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。 
▼早期段階から社会復帰に向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、そうしたリスクの軽減
につながり得る。 

76 健康長寿課 子育て世代包括支援センター ▼妊娠・子育て中の保護者からの育児に関する各種相談に、様々な専門
機関と連携しながら応じることで、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、それは自殺リスクの軽減にもつな
がり得る。 

77 教育学習課 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。 

78 教育学習課 スクールカウンセラー ▼さまざまな課題を抱えた児童生徒自身、及びその保護者等の相談にの
っていきます。 

79 教育学習課 保育所業務に関すること ▼申請に際して、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。 

80 教育学習課 学童保育所業務に関すること ▼申請に際して、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。 

81 教育学習課 
総務課 

人権啓発事務 ▼町内各小・中学生を対象とした、いじめ等に関する人権教室、イベン
ト等での自殺問題について言及するなど、自殺対策を啓発する機会とし
得る。また、人権擁護委員や行政相談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。 

82 教育学習課 生徒指導、進路指導及び健康
安全に関する事務 

▼問題行動を起こす児童・生徒の中には、様々な困難を抱え、自殺リス
クの高い子どもがいる可能性もある。 
▼教職員向け研修の中で自殺問題や支援先等に関する情報を提供するこ
とにより、子どもの自殺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。 

83 教育学習課 教科、領域生徒指導、進路指
導及び健康安全に関する事務 

▼題材の選定が可能ならば、SOSの出し方教育などをこの枠で行うこと
で、児童生徒の援助希求能力の醸成や、問題解決に向けた主体的行動の
促進等を図り得る。 

84 教育学習課 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。 

85 教育学習課 児童及び生徒の事故並びに非
行の届け出に関する事務 

▼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等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。 

86 教育学習課 学校教育についての調査及び
研究に関する事務 

▼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。 
▼そうしたリスクに対して、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。 

87 教育学習課 みなべ町教育大綱の策定 ▼施策の一つとしていじめ行為の未然防止と早期発見・対応があり、子
ども・若者の自殺対策に関する内容を反映させられる可能性がある。 

88 教育学習課 町連合 PTA ▼自殺問題等について講演会を行うことにより、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。 

89 教育学習課 図書館の運営 ▼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。 
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90 教育学習課 一時保育 ▼子どもの一時預かりは、家族の状況や保護者の抱える問題・悩み等を
察知し、必要に応じて支援を提供していくための契機となり得る。 

91 教育学習課 不登校児童生徒支援事業（メ
ンタルハウス） 

▼不登校児童生徒の保護者から相談のあった場合に、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。 

92 教育学習課 学童保育事業 ▼学童保育を通じて、保護者や子どもの状況把握を行う機会が多々あ
り、悩みを抱えた子どもや保護者を把握する接点になり得る。 

93 健康長寿課 ボランティア喫茶 ▼高齢者が集まる場で地域住民同士の交流やお互いの思いや悩み事など
を話すことで、閉じこもり、うつ予防に繋がる。 

94 教育学習課 地域子育て支援拠点事業 ▼子育て世代の親と子どもが気軽に集い、相互交流を図る場を提供しま
す。子育ての相談支援を行うとともに、子育てに係る各種情報提供や子
育てサークルの育成、支援を行います。 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅳ みなべ町 相談対応フローチャート  



 

窓口に来る方の中には、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、相談内容を

たくさん抱えている等、様々な人がいます。高齢者の場合は、認知症の方が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。 

Ⅳ－１ みなべ町 相談対応フローチャート  

本計画における基本施策、重点施策及び生きる関連施策については、担当課での対応に加え庁内関係部署と

の緊密な連携が不可欠です。そのため、相談を受けた際のフローチャートを作成しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈相談を受けたら〉  ①相手に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相談内容を確認する 

「大変ですね」 

「体調は大丈夫ですか？」 

「眠れていますか？」 

様々な悩みを抱えている場合、不眠を訴える人が

多いため、眠れていない場合は、「お困りや悩んでい

ることはありませんか？」と話を進めていくことで、

その背景にある問題がみえてくることがあります。 

お困りや悩んでいることはありませんか？ 他に相談したいことはありませんか？ 

関係機関につなぐ 

【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

ないようにする。 

※事前に相談先で対応できる内容かどうか

確認する。 

① 相談内容を再度確認し、紹介先の機関 

につなぐ旨を本人に伝え、同意を得た上で、

電話連絡を行う。 

② 関係機関に電話にて概要を伝え、対応 

を依頼する。 

③安心して次の窓口へ相談できるよう、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。 

「別のことも相談したい。」 

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、必要に応じて健康長寿課または住民福祉課

にご相談ください。 

〈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 

★いつもと様子が異なり気になる 

（元気がない、表情が暗い、泣く、顔色が悪い、体調が悪そ

う・・・等） 

・認知症がある高齢者や、障害のある方などは、健康長寿課

や住民福祉課で普段から相談を受けている場合があります。

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。 

・対応中、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？」と声をかけてみてください。 

担当課のみで完結 

「ありません。大丈夫です。」 

34 
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Ⅳ－２ 主な相談窓口 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内    容 相 談 窓 口 電 話 番 号 

税金に関する相談 税務課 ０７３９－７２－２１６２ 

消費者問題に関する相談 

経営などに関する相談 

産業課 ０７３９－７２－１３３７ 

 

福祉サービスに関する相談  

生活困窮に関する相談 

住民福祉課 ０７３９－７２－２１６１ 

 

高齢者に関する相談 地域包括支援センター ０７３９－７４－８０６５ 

心・身体の健康に関する相談 健康長寿課 ０７３９－７４－３３３７ 

子育てに関する相談 子育て世代包括支援センター

（Tetote～てとて～） 

０７３９－７４－３３３７ 

児童・生徒に関する相談 教育学習課 ０７３９－７４－２１９１ 

どこに相談していいのかわからない 健康長寿課 ０７３９－７４－３３３７ 
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