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は じ め に 

 

近年、全国的な自殺者数は減少傾向にあるものの、毎年多くのかけがえのない命

が自殺によって失われています。 

自殺と聞くと精神保健上の問題とされがちですが、あくまで自殺に至る直前の状

態であり、その背景には様々な生きることの阻害要因を連鎖的、併発的に抱えいる

ことが多いとされています。 

平成28年に改正された自殺対策基本法では、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、全ての都道

府県及び市町村が自殺対策計画を策定することとされました。 

この度、町では「誰も自殺に追い込まれることのない池田町」の実現を目指し、「池

田町いのち支える推進計画」を策定しました。この計画は複数の生きることの阻害

要因を抱えた人が包括的な支援につながるよう、町が行う事業等に自殺対策の視点

を取り入れ、庁内及び関係団体（者）と連携しながら取り組むことを基本とし、各

課題に対し７つの施策の柱を設けています。 

本計画を通じて、「誰も自殺に追い込まれることのない池田町」を実現するには、

職員が率先して取り組むことはもちろんですが、町民の皆様に自殺対策への理解を

深め、関心をもっていただき、一人でも多くの方につなぎ役としてご協力いただけ

ることが欠かせません。 

「生きることの阻害要因を減らす＝生きる力を高める」ため、全庁的に取り組み

ますので、引き続き、関係団体（者）の皆様、町民の皆様のご理解とご協力を何卒

お願いいたします。 

 

 

平成31年３月 

池田町長 甕 聖章 
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第１章 計画の基本的な考え方  

 

１ 計画策定の趣旨 

 

自殺は、その多くが追い込まれた末の死です。背景には精神保健上の問題だけではなく、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生きることの阻害要因が複数絡み合ってい

ることが知られています。そして、それらの要因から心理的に追いこまれ、自殺以外の選択肢が考

えられないようになり、結果的に自殺に至ることが明らかになっています。 

我が国の自殺対策は、平成18年に自殺対策基本法（平成18年法律第85号）が制定されて以降、

大きく前進しました。それまで「個人の問題」とされてきた自殺が「社会の問題」として広く認識

されるようになり、国を挙げて自殺対策を総合的に推進した結果、自殺で亡くなる人数の年次推移

は減少傾向にあるなど、一定の成果を上げています。 

しかし、我が国の自殺死亡率（人口10万人当たりの自殺による死亡率）は、主要先進７か国の中

で最も高く、自殺で亡くなる人数の累計は毎年２万人を超える水準で積み上がっているなど、非常

事態は未だ続いていると言わざるを得ません。 

そうした中、「誰も自殺に追い込まれることのない社会」の実現を目指して自殺対策をさらに総合

的かつ効果的に推進するため、平成28年に自殺対策基本法が改正されました。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

地域間格差を解消し、誰もが等しく支援を受けられるよう、全ての都道府県及び市町村が「都道府

県自殺対策計画」又は「市町村自殺対策計画」を策定することとされました。 

これらの背景を踏まえ、町が行う事業等に「生きる支援」の視点を取り入れ、全庁的な取組とし

て自殺対策を推進するため、この度「池田町いのち支える推進計画」を策定しました。本計画の実

行を通して、「誰も自殺に追い込まれることのない池田町」の実現を目指します。 

 

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、池田町第

６次総合計画（計画期間：平成31年度（2019年度）から新元号10年度（2028年度）までの10

年間）における基本目標の一つである「支えあい健やかに暮らせる町」を具体化するための行動計

画です。 

また、他の計画とも整合性を図りながら、連携をとっていきます。特に第３次長野県自殺対策推

進計画、池田町地域福祉計画、池田町老人福祉計画、池田町障害者計画・障害福祉計画・障害児福

祉計画、池田町子ども・子育て支援事業計画、池田町健康増進計画、池田町データヘルス計画及び

池田町食育推進計画といった健康・福祉分野の計画は本計画と関連性が強いため、各計画の特性を

踏まえ、かつ、整合性を図りながら、相乗効果が生まれるよう連携をとっていきます。 
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３ 計画の期間 

 

国の自殺対策の指針である大綱は、平成19年６月に初めて策定された後、平成24年８月に見直

しがされ、平成29年７月に改正基本法に基づき大幅に改定されました。このようにこれまでの大綱

は、概ね５年に一度を目安に改定されています。 

本計画についても、こうした国の動きを踏まえ、平成31年度（2019年度）から新元号５年度

（2023年度）までの５年間を計画期間とします。 

ただし、自殺実態や自殺対策における課題に変化等があった場合は、必要に応じて内容の見直し

を行います。また、計画にない施策であっても、本計画と趣旨が合致するものに関しては本計画に

固執することなく、柔軟に随時実施してまいります。 

 

４ 計画の目標 

 

「１ 計画策定の趣旨」で述べたとおり、町として自殺対策を通じて最終的に目指すのは「誰も

自殺に追い込まれることのない池田町」です。この実現に向けては、達成すべき目標値を定め、そ

のための各施策がどのような効果を挙げているのかといった、各施策の成果と合わせて検証を行っ

ていく必要があります。 

当町では、平成25年から平成29年において平均して毎年２人が亡くなっているという状況から、、

計画最終年度の新元号５年度（2023年度）までの間に、「年間自殺者数を０人」とすることを町の

目標に掲げます。  
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第２章 地域における自殺の現状 

 

地域の自殺の実態に即した計画を策定するため、その把握については厚生労働省所管の自殺総合

対策推進センター※が自治体毎の自殺実態を示した「地域自殺実態プロファイル」の分析結果を活

用しました。 

なお、池田町の分析結果は、人口の規模及び自殺で亡くなった方の数からみても、傾向を把握す

るには適さないため（池田町の平成25年～29年の５年間の自殺者は10人ですが、個別の自殺につ

いて分析し、まとめたものを傾向として捉えることは、人数的にも、さらに、匿名性確保の観点か

らも適さないと地域自殺実態プロファイルで説明されています。）傾向の把握は大北地域（大町市、

池田町、松川村、白馬村、小谷村）の分析結果を活用します。 

大北地域の傾向をまとめると以下の特徴があります。なお、傾向把握には適さないものの、自殺

者の属性については池田町も同様の傾向があります。 

 

（１） 大北地域の自殺死亡率は県及び国に比べて低い傾向にある。 

（２） 大北地域の自殺死亡率は全国の傾向と同じく減少傾向にある。 

（３） 大北地域の自殺者の割合は全国と比較して男女とも無職で同居の高齢者が高い傾向がある。 

（４） 大北地域の自殺者の割合は全国と比較して男女とも無職で同居の中年の者が高い傾向がある。 

（５） 地域的に優先的に取り組む対象は高齢者層及び生活困窮者層である。 

 

※自殺総合対策推進センターとは：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、自殺対策に取り組むためのさまざまな情報の提供及び民間団体を含め地

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。 

 

（１） 大北地域の自殺死亡率は県及び国に比べて低い傾向にある。 

自殺死亡率※を見ると平成 25年～29年の間の年平均は、大北地域は 15.5。長野県及び全国が

18.5なのでやや低い傾向にあります。 

 

平成 25 年～29 年の自殺者数及び平均自殺死亡率 

 ５年間の合計自殺者数 年平均自殺者数 年平均自殺死亡率 

大北地域 48人 9.6人 15.5 

長野県 1,988人 397.6人 18.5 

全国 118,895人 23,779人 18.5 

データ引用元：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）」 

 

※自殺死亡率とは：人口 10 万人としたときの自殺による死亡者の数。今回、母数となる人口は平

成 27年の国勢調査を基にしています。パーセント（％）でないことに注意が必要です。 
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（２） 大北地域の自殺死亡率は全国の傾向と同じく減少傾向にある。 

 大北地域における自殺死亡率のここ数年間の傾向を見てみると、人口及び自殺者数の規模の関係

でムラはあるものの、大北地域は平成 21 年の 28.1 から平成 29 年の 11.5 に減少しており、こ

れは全国の傾向と同様に減少傾向にあります（全国は平成 21 年の 25.6 から平成 29 年の 16.5

まで減少）。 

 

大北地域及び全国における自殺者数及び自殺死亡率の推移 

 

データ引用元：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）」 

 

（３） 大北地域の自殺者の割合は全国と比較して男女とも無職で同居の高齢者が高い傾向がある。 

 平成 25年～29年の間の大北地域の自殺者の合計は 48人です。その内訳の割合を全国と比較す

ると、無職で同居の 60歳以上であった割合が全国では男女合わせて 22.6％であるのに対し、大北

地域では 35.5％と高い傾向にあり、また男女別に見ても、いずれも全国と比較して高い傾向にあり

ます。 

 

（４） 大北地域の自殺者の割合は全国と比較して男女とも無職で同居の中年の者が高い傾向があ

る。 

 前に示した（３）の他に、内訳の割合について全国と比較すると、無職で同居の 40歳～59歳で

あった割合が男女合わせて全国では 10.5％であるのに対し、大北地域では 20.8％であり、約２倍

と特に高い傾向にあります。 
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平成 25 年～29 年の大北地域及び全国における自殺者の内訳 

 

データ引用元：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）」 

 

（５） 地域的に優先的に取り組む対象は高齢者層及び生活困窮者層である。 

前に示した（３）及び（４）で比較的大北地域で自殺者の割合が多いとされる、無職で同居の 60

歳以上の男女及び無職で同居の 40 歳～59 歳の男女は「地域自殺実態プロファイル（2018）」に

よると全国的にその多くは次の危機経路※をたどり自殺に追い込まれていると分析されています。 

 

地域の主な自殺の特徴（平成 25 年～29 年の合計（48 人中）） 

区分 
自殺
者数 

5年計 
割合 背景にある主な自殺の危機経路 

男性 60歳以上無職同居 9 18.8% 失業（退職）→生活苦＋介護の悩み（疲れ） 
＋身体疾患→自殺 

女性 60歳以上無職同居 8 16.7% 身体疾患→病苦→うつ状態→自殺 

女性 40～59歳無職同居 6 12.5% 近隣関係の悩み＋家族間の不和→うつ病→自殺 

男性 40～59歳無職同居 4 8.3% 失業→生活苦→借金＋家族間の不和→うつ状態→ 
自殺 

データ引用元：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）」 

 

※NPO 法人自殺対策支援センターライフリンク（長野県いのち支える自殺対策戦略会議の構成団

体）が行った500人以上の自殺で亡くなった方についての実態調査から、自殺は、平均すると４つ

の要因が連鎖して引き起こされており、それらの要因の連鎖のプロセス（「自殺の危機経路」という）

は、性、年代、職業等の属性によって特徴が異なることが明らかになりました。上記表の「背景に

ある主な自殺の危機経路」の列には、それぞれのグループが抱え込みやすい要因とその連鎖のうち

の主なものが記載されています。 
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また、自殺の前兆のサインである可能性が高い「うつ」の表出は様々な生きることの阻害要因を

抱えた末の、あくまで結果です。そこに至るまでどんな要因を抱えた可能性が高いのかについて、

前の表「地域の主な自殺の特徴（平成 25 年～29 年の合計）」を活用し、再集計すると、大北地域

で比較的自殺者の割合が多いとされる層は特に身体疾患、生活苦及び家族間の不和といった生きる

ことの阻害要因を抱える可能性が高いと言えます。さらに、身体疾患は職の有無、同居独居問わず

高齢者に共通して多い要因でもあり、また大北地域は高齢者の自殺者が比較的多いことから、身体

疾患者に対してというよりは、高齢者層そのものを優先的対象群とし、対応にあたることが「地域

自殺実態プロファイル（2018）」で推奨されています。 

つまり、大北地域では生活苦といった生活困窮者層及び高齢者層を特に取り組むべき対象群と位

置付けることができます。 

また、同じく要因として多い家族間の不和ですが、客観的に把握することが困難であるため、同

プロファイルでも推奨はされていませんが、総合的な相談会等で把握できる可能性がありますので、

その際は対応する中でより具体的な課題を把握し、支援をしていく必要があります。 

 

自殺の前兆である「うつ」に至るまでの要因別集計 

 

表「地域の主な自殺の特徴（平成 25 年～29 年の合計）」の自殺の危機経路に記載されている要因を、要因別

に分類し、それぞれ該当する自殺者数を足し合わせた。 
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第３章 自殺対策の施策と推進体制について 

 

１ 自殺対策の考え方 

 

繰り返しになりますが、自殺の背景には、心身の健康に関わる問題だけでなく、過労、生活困窮、

育児や介護疲れ、いじめ及び孤立などの様々な生きることの阻害要因があることが知られています。 

自殺に至るプロセスとして、これらの要因を複数連鎖的に抱える中で（自殺に至るまでに平均４

つの要因を抱えることが多いという調査結果もあります）、心理的に追い詰められ、抑うつ状態、う

つ病、アルコール依存症等の精神疾患により、やがては自殺以外の選択肢が考えられない状態に陥

ってしまうという過程が見られます。 

 

自殺に追い込まれるまでのイメージ図 

 

引用元：厚生労働省作成資料 

 

 個別の要因に対しては、様々な対策が行われていますが、先ほども述べたように自殺者は生きる

ことの阻害要因が複数連鎖することが多いため、自殺のリスクを減らすには他の要因も含め包括的

に解決していくことが望ましいとされています。 
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生きることの阻害要因が連鎖していることのイメージ図 

 

引用元：NPO 法人自殺対策支援センターライフリンク 

包括的支援のイメージ図 

 

引用元：NPO 法人自殺対策支援センターライフリンク 
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以上のことから自殺対策は、相談支援を行う機関を中心に様々な専門機関と連携をとりながら複

数連鎖する「生きることの阻害要因」を減らしていくという「生きることの包括的な支援」を推進

することが重要です。 

また、上記の支援推進に加え、必要な人が支援につながるよう、情報提供や啓発活動、さらには

生きることの阻害要因を抱えた人に気づき、適切な支援につなぐことが出来る人材を増やすことも

重要です。 

 

 

 

２ 自殺対策の施策について 

 

 町では「第２章及び第３章１」の内容、並びに国で推奨する施策を踏まえ、次の７点を自殺対策

における施策の柱として、本計画の推進を図ります。なお、施策の推進において、業務等の所管に

変更があった場合は、施策に関連する業務等を引き継いだ係等が引き続き担うものとします。 

 

（１） 自殺対策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） 自殺対策に資する情報の提供と啓発 

（４） 生きることの促進要因への支援 

（５） 自殺対策における児童生徒への取組 

（６） 自殺対策における高齢者層への取組 

（７） 自殺対策における生活困窮者層への取組 
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（１） 自殺対策におけるネットワークの強化 

 自殺対策を推進する上で基盤となる取組が、生きることの阻害要因を抱えた人が必要な支援につ

ながるように自殺対策におけるネットワークを強化し、対応していくことです。これには、自殺対

策担当課だけでなく、例えば、庁内における他の分野の業務に自殺対策の支援につなげるという視

点を取り入れるなど、通常は他の目的で業務を行っている部署等と連携し、支援につなぐためのネ

ットワークを拡げていくことが大切です。 

また、対人支援を行う際は、各部署等における業務内容を考慮し、「情報提供及びつなぎを主に行

う役割」（「つなぎ階層」という。）と、もう一歩踏み込んだ「情報提供及びつなぎに加え、包括的な

相談支援を主に行う役割」（「包括支援階層」という。健康福祉課の福祉係、地域包括支援センター

及び学校保育課の子ども子育て推進室が主に担う。）というように役割を２階層に分けて対応をして

いきます。 

 

 

※包括支援階層との連携の考え方として、福祉関係団体等間では速やかな情報共有、相談支援時の

双方の出席、支援の役割の調整等が、福祉関連の会議等間では取組を進める上で重要な事項に対す

る意見交換、協力の依頼、知識の伝達、研修等が考えられます。 
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施        策 担 当 係 等 

「庁内におけるネットワーク強化（つなぎ階層）」 

生きることの阻害要因を抱えている人との接触の可能性が比

較的高いと思われる、次のような業務の対応の際は、より自殺

対策の視点を意識した対応を行い、生きることの阻害要因を抱

えていることを把握した場合は支援機関等の情報提供を行い、

必要に応じて支援機関等（健康福祉課の相談機能を有する係等

含む）につなぎます。 

・税の滞納・死亡届・離婚届・国民年金免除申請・消費者相談・

ひとり親家庭への医療費助成・高額療養費※１・医療機関多受

診者・健康相談・中小企業資金融資・雇用の相談・町営住宅・

水道料の滞納・給食費の滞納・教育相談（いじめ含む）・不登

校支援・就学援助※２・放課後学習支援※３・保育料の滞納 等 

総務課（収納係）、住民課（住民

係、環境整美係、保険医療係）、

健康福祉課（健康増進係）、産業

振興課（商工係）、建設水道課（建

設管理係、水道係）、学校保育課

（学校保育係） その他の該当す

る係等 

「庁内におけるネットワーク強化（包括支援階層）」 

他機関等からのつなぎによる包括的支援はもちろんのこと、生

きることの阻害要因を抱えている人との接触の可能性が比較

的高いと思われる次のような業務の対応の際は、より自殺対策

の視点を意識した対応を行い、さらに相談支援機能を有する係

等が窓口となることから、生きることの阻害要因を抱えている

ことを把握した場合は支援機関等の情報提供を行い、必要に応

じて支援機関等につなぎ、連携を取りながら包括的に支援しま

す。 

・障害福祉に係るサービス・心身障がい（児）者の福祉に係る

手当・ひとり親家庭の手当・障害者手帳・自立支援医療・その

他障がい（精神疾患含む）の悩み相談・ひきこもり等相談会・

障がい者差別及び虐待・成年後見制度※４・生活困窮（訴え）

の相談・大北圏域総合相談会※５・ヘルプマーク※６・介護相

談・緊急通報システム※７・その他高齢者の悩み相談・認知症

カフェ※８・高齢者虐待・障害児相談・子どもの一時預かり・

ひとり親家庭の悩み相談・その他子育ての悩み相談（子どもの

発達相談含む）・不登校支援・子どもの虐待・DV・その他自

殺未遂者等の緊急個別対応 等 

 

 

 

 

 

 

健康福祉課（福祉係、地域包括支

援センター）学校保育課（子ども

子育て推進室） 
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「福祉関係団体等とのネットワーク強化」 

生きることの阻害要因を抱えている可能性の高い人と比較的

接触のある、次のような福祉関係団体等と連携しながら、それ

ぞれ強みを生かした支援を包括的に行います。 

・池田町社会福祉協議会※９・民生児童委員※10・まいさぽ

大町※11・北アルプス成年後見支援センター※12・保健福祉

事務所※13・大北圏域障害者総合支援センター※14・ハロー

ワーク・松本児童相談所・長野県精神保健福祉センター※15・

臨床心理士、理学療法士、スクールソーシャルワーカー※16

及びスクールカウンセラー※17等各支援の専門家・学校・法

律事務所・医療機関・警察・居宅介護支援事業所等各福祉関連

事業所 等 

健康福祉課（福祉係、地域包括支

援センター）学校保育課（子ども

子育て推進室） 

「福祉関連の会議等を活用したネットワークの強化」 

取組を広く行うため、自殺対策に比較的近い位置にある福祉関

連の会議等で自殺対策に関する取組への協力及び連携を呼び

掛けます。 

・池田町総合福祉センター運営委員会※18・大北障害保健福

祉圏域自立支援協議会※19・池田町民生児童委員協議会※

20・池田町地域ケア会議※21・池田町保健補導員会※22・

池田町子育て支援ネットワーク連絡協議会※23 等 

健康福祉課（福祉係、地域包括支

援センター、健康増進係）学校保

育課（子ども子育て推進室） 

 

※用語の補足等（掲載順） 

※１高額療養費：公的医療保険制度の一つで、医療費の自己負担額がひと月で一定額を超えた場合に、

その超えた金額を支給する制度。 

※2就学援助：経済的困窮家庭に学用品等就学に必要な費用の一部を援助する。 

※3放課後学習支援：集団では学習に集中しにくい小学生を対象に、放課後少人数で学習支援を行う。 

※４成年後見制度：判断能力が低下した（欠いた）人の財産や権利等を守るため、その人の判断（手続

き）を他の者が補える（代理で行える）ようにする制度。 

※５大北圏域総合相談会：法律、就労及び健康等の専門家による大北地域規模の相談会。 

※６ヘルプマーク：生活上の困難の有無について外見からは分からないが、援助や配慮を必要とする方

が、ヘルプマークを着用することで必要な手助けを受けやすくするもの。 

※７緊急通報システム：町が警備会社に委託をし、高齢者の救急時や災害等の緊急時に、迅速かつ適切

な対応を図るための仕組。 

※８認知症カフェ：介護を受けている人も、介護をしている人も気軽に参加でき、介護の悩み等を相談

できる場。池田町は「なないろカフェ」の名称で実施。 

※９池田町社会福祉協議会：福祉車両を使った外出支援、福祉資金貸付、安否確認の見守り、食品提供

（フードドライブ）及び心配事相談等、生きることへの阻害要因を抱えがちな人へ様々な支援事業（町

からの受託事業含む）を行っている。 
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※10民生児童委員：主に担当地域において住民の生活上の様々な相談に応じ、適切な支援へのつなぎ役

としての役割を担う。 

※11まいさぽ大町：生活に困窮している人への支援の拠点。配置された相談就労支援員が相談者に寄り

添い、相談支援を行う等の生活困窮者自立支援制度に基づく事業を実施。 

※12北アルプス成年後見支援センター：成年後見制度に係る相談や手続き支援等を行う。 

※13保健福祉事務所：大町保健福祉事務所ではDV（家庭内暴力）、女性問題相談及び生活保護を、松

本保健福祉事務では母子就業支援を所管している。 

※14大北圏域障害者総合支援センター：障がい者の総合的支援を行う。通称スクラム・ネット。 

※15長野県精神保健福祉センター：複雑な精神保健上の相談及び指導等を行う。 

※16 スクールソーシャルワーカー：子どもの家庭環境による問題に対処するため、各機関との連携や

教員への支援等を行う。 

※17スクールカウンセラー：教育機関において心理相談等を行う。 

※18 池田町総合福祉センター運営委員会：保健・福祉・医療の関係機関の他、地域団体及び学識経験

者等で構成され、町の保健福祉事業の推進に必要な事項の審議等を行う。 

※19 大北障害保健福祉圏域自立支援協議会：障がい者支援に関する医療・保健・福祉及び就労等に従

事する大北地域内の関連団体とのネットワーク会議。 

※20 池田町民生児童委員協議会：民生児童委員（主に担当地域において住民の生活上の様々な相談に

応じ、適切な支援へのつなぎ役としての役割を担う）で組織され、活動の報告及び課題について協議等

を行う。 

※21池田町地域ケア会議：池田町の高齢者の包括支援を話し合う多職種による会議。 

※22池田町保健補導員会：保健補導委員（主に担当地域において健康教室の開催等健康の普及活動を行

う）で組織され、健康分野の学習等を行う。 

※23 池田町子育て支援ネットワーク連絡協議会：保健、福祉、医療及び教育等の関係機関等で構成さ

れ、子育てに関する連携、協力、支援及び調整等行う会議。 

 

（２） 自殺対策を支える人材の育成 

 対人支援において（１）で触れた内容を行っていくには、それを担える人材がいることが必要で

す。そのため自殺対策を支える人材の育成は、対策を推進するうえで基盤となる重要な取組です。 

町では、相談支援に携わる職員には※ゲートキーパーとしての役割が担えるように育成していく

のはもちろん、それ以外の職員等にも住民のＳＯＳに気づき、情報提供やつなぎが出来るよう、ゲ

ートキーパーの特に重要な部分において役割が担えるよう、研修等の機会を通じ、育成していきま

す。 

 

※ゲートキーパーとは：自殺の危険を示すサインに気づき、適切な対応（悩んでいる人に気づき、

声をかけ、話を聞いて、必要な支援につなげ、見守る）を図ることができる人のことです。多くの

方に、ゲートキーパーとしての意識を持っていただき、できることから行動を起こしていくことが

自殺対策につながります。（厚生労働省より） 
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引用元：精神保健福祉センター「ゲートキーパーのためのリーフレット」 

 

 

施        策 担 当 係 等 

町職員研修の 1コマとして、窓口対応及び利用者対応が想定

される職員を対象にゲートキーパー研修を実施します。【目

標値：計画の改定までに職員の６割（窓口及び利用者との接

触が比較的多いと想定される割合）が受講】 

総務課（総務係）、健康福祉課（福

祉係） 

ゲートキーパー研修の機会に池田町社会福祉協議会（登録ボ

ランティア等関係者含む）、池田町保護司会※１及び福祉関

連事業所等生きることの阻害要因を抱えた人の接触が比較的

高いと思われる町内団体に受講の依頼をします。 

健康福祉課（福祉係） 

民生児童委員は地域に身近な存在としてゲートキーパーの素

養を身に着けて活動していただくことが特に重要であること

から、集まる機会を利用し、ゲートキーパー研修を実施しま

す。 

健康福祉課（福祉係） 

特定の関係者ではなく、ゲートキーパーに関心のある方が参

加し、学ぶことが出来る機会を設けます。 

健康福祉課（福祉係） 

地域包括ケアシステム※２の構築のための地域ケア会議の中

でゲートキーパー等の内容を含んだ会議を開催し、介護職の

人の知識を高め、当人や家族の自殺リスクの軽減を図ります。 

健康福祉課（地域包括支援センター） 

認知症サポーター※３養成講座の中で、ゲートキーパーとし

ての視点をもてるような内容を組み込みます。 

健康福祉課（地域包括支援センター） 

認知症キャラバンメイト※４の集いの際にゲートキーパー研

修を開催します。 

健康福祉課（地域包括支援センター） 

分館成人学級※５の 1講座にゲートキーパー養成講座を加え

ます。 

生涯学習課（生涯学習係） 
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※用語の補足等（掲載順） 

※１池田町保護司会：池田町の保護司（主に犯罪や非行をした人が、社会の一員として生きていけるよ

う支える役割を担う）で構成される団体。 

※２地域包括ケアシステム：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」を地域で一体的にサービスを提供する体制。 

※３認知症サポーター：認知症の人やその家族を見守る応援者。 

※４認知症キャラバンメイト：認知症サポーター養成講座の講師役を務める人。 

※５分館成人学級：講師が分館に出向き、講演等を行う。 

 

（３） 自殺対策に資する情報の提供と啓発 

 上記で述べたネットワーク強化や人材育成の他に、自ら自殺のサインに気づき、自らの意思で必

要な支援機関に相談できることもとても大切なことです。そのためには、前提として、自殺のサイ

ンに自ら気付けること、必要な相談支援機関の情報を知っていることが必要です。 

 こうした点を踏まえて町では、ゲートキーパーの視点を持っている方を一人でも多く増やすとい

う視点も含め、講演会、広報及び啓発イベント等を通じて、自殺対策に資する啓発を行います。 

 

施        策 担 当 係 等 

相談先の情報提供や相談会の案内等の自殺対策に資する情報

を、防災行政無線、広報誌及びホームページ等を使い、広く

お知らせします。 

総務課（総務係）、健康福祉課（福

祉係） 

新たに住民ガイドブックを発行する際は、自殺対策に資する

相談機関等の情報を掲載することで、住民に対して情報周知

を図ります。 

企画政策課（町づくり推進係）、健

康福祉課（福祉係） 

まちづくり懇談会のトーク事業のメニューに自殺対策の取組

等を加えます。 

企画政策課（町づくり推進係）、健

康福祉課（福祉係） 

相談機関の窓口一覧情報等を町営バス車内に掲示します。 住民課（環境整美係） 

サービスの一覧等を掲載した、障がい者制度のあらまし及び

子育てガイドブックの改訂時に、自殺対策に資する支援機関

の一覧情報を掲載します。また、北アルプス広域連合で作成

している北アルプスの介護保険という冊子に自殺対策に資す

る支援機関の一覧情報のリーフレットを差し入れます。 

健康福祉課（福祉係、地域包括支援

センター）学校保育課（子ども子育

て推進室） 

相談機関、支援機関及び居場所等の資源について町民に情報

の周知を図るため、及び支える人にも活用してもらうため、

リーフレットや啓発品等を作成、設置及び配布します。【目

標値：様々な取り組みの基本となるので新元号元年度中に作

成及び配布】 

健康福祉課（福祉係） 

社会を明るくする運動を通じて自殺対策に資する啓発活動を

池田町保護司会と検討します。 

健康福祉課（福祉係） 
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介護人材養成講座（北アルプス広域連合主催）の受講科目に

自殺問題の講義を組み込んでもらえるように働きかけます。 

健康福祉課（地域包括支援センター） 

高齢者虐待による自殺のリスクを防ぐため、地域ケア会議に

おいて高齢者虐待に気づくサインを周知します。 

健康福祉課（地域包括支援センター） 

保健補導員※１への自殺対策に資する情報を提供し、基本活

動に付加的に活用してもらうよう依頼します。 

健康福祉課（健康増進係） 

地域保健活動の会議等の場で自殺対策に資する情報の提供を

行います。 

健康福祉課（健康増進係） 

自分の気持ち表現共感プログラム※２、CAP※３を通じ、い

じめの防止、SOSを出す必要性を学びます。【目標値：自分

の気持ち表現共感プログラムは毎年年中、年長園児及び小学

校 1年生の児童を対象に、CAPは毎年小中学校児童生徒、

保護者及び教職員を対象に実施】 

学校保育課（学校保育係、子ども子

育て推進室） 

経営者に健康管理の必要性と重要性を訴える機会として、セ

ミナーでの、自殺対策に関連する講演の実施について依頼し

ます。 

産業振興課（商工係） 

新入社員歓迎会の際に、新入社員が直面しがちな自殺と関連

するトラブルや問題に対して、相談機関等の情報を提供しま

す。 

産業振興課（商工係） 

町内小中学校との連絡調整事務の中で、児童生徒、教職員及

び保護者に自殺対策に資する情報を提供します。 

健康福祉課（福祉係）、学校保育課

（学校保育係） 

人権啓発の講演会等の中で自殺問題について言及してもらう

等工夫をします。また、町人権教育推進協議会の開催により

関係機関との自殺問題の情報共有を図ります。 

生涯学習課（生涯学習係） 

青少年育成町民運動推進大会等で講演会等を通じ、命の大切

さ等を学ぶ機会を設けます。 

生涯学習課（生涯学習係） 

生涯学習講座の新池田学問所に自殺問題に関する内容を取り

入れます。 

生涯学習課（生涯学習係） 

自殺対策強化月間や自殺予防週間等の際に特集本コーナー設

置等を行います。 

生涯学習課（生涯学習係） 

地元スポーツチームに住民への自殺関連の啓発活動協力を呼

びかけます。 

生涯学習課（生涯学習係） 

 

※用語の補足等（掲載順） 

※１保健補導員：主に担当地域において健康教室の開催等健康の普及活動を行う。 

※２自分の気持ち表現共感プログラム：トラブルや暴力を未然に防ぐプログラム。いじめの未然防止に

も役立つコミュニケーション能力等を培う。 

※３CAP：子どもへの身体的心理的暴力防止プログラム。参加型の役割劇を通じて、自分と友達を守る
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ために何ができるかを考え、学ぶ。保護者、教員も CAPの研修を受け、子どもから SOSのあった時の

対応を学ぶ。 

 

（４） 生きることの促進要因への支援 

 自殺に追い込まれる危険性が高まるのは、生きることの促進要因（自殺に対する保護要因）より

も、生きることの阻害要因が上回った時です。そのため生きることの阻害要因を減らすための取組

のみならず、生きることの促進要因を増やすための取組を合わせて行うことによって、自殺リスク

を低下させる必要があります。 

町では、社会から離れがちな高齢者、子育て中の親及び障がいのある方等の孤立を防ぐことを主

に、生きることの促進要因になり得る取組を進めます。 

また、健康・福祉分野の各計画の施策と趣旨が合致している部分が多いため、連携して推進して

いきます。 

 

施        策 担 当 係 等 

70歳以上の高齢者、障害者手帳保持者を対象に町営バスを

割引で利用できるサービスを提供し、外出を伴う活動の支援

をします。 

住民課（環境整美係） 

行政以外の団体等が運営している、社会参加や居場所として

有用な地域活動支援センター、ふれあいいきいきサロン及び

のびのびゴム体操等の地域資源も活用し、孤立を防ぎ、心豊

かな暮らしを応援します。 

健康福祉課（福祉係、地域包括支援

センター） 

自殺未遂者については、支援の緊急性が高いことから、支援

機関等とのより強い連携と、積極的な状況把握で、生きるこ

とへの促進がされるよう包括的に支援します。 

健康福祉課（福祉係、地域包括支援

センター）学校保育課（子ども子育

て推進室） 

自死遺族の方に向け、有用と思われる相談会や辛い思いを分

かち合いが出来る場等の情報を作成し、発信します。 

健康福祉課（福祉係） 

障がい及びアルコール依存等同じ事情や悩みを抱える人たち

が共有し合える当事者の集まり等の情報を作成し、発信しま

す。 

健康福祉課（福祉係） 

ひきこもり等相談会及び大北圏域総合相談会の開催により、

早期相談で不安を解消し、前向きな暮らしを支援します。【目

標値：各相談会について年１回以上開催】 

健康福祉課（福祉係） 

健康及び福祉等をテーマとした、学ぶことで生きることの阻

害要因の予防になり得る講演会を開催します。 

 

 

 

健康福祉課（福祉係、地域包括支援

センター、健康増進係）学校保育課

（子ども子育て推進室） 



- 18 - 

 

ぷれジョブいけだ※１の活動を支援し、また、行政関係にお

ける受け入れ事業所（池田町総合福祉センターやすらぎの郷、

池田町観光協会、池田町認定こども園及び池田町図書館）は、

職場訓練の機会を積極的に提供し、障がいのある子どもの成

長を応援します。 

健康福祉課（福祉係）、産業振興課

（観光係）、学校保育課（学校保育

係、子ども子育て推進室）、生涯学

習課（生涯学習係） 

家族介護継続支援事業の認知症カフェ（なないろカフェ）を

開催し、介護の悩みを軽減します。 

健康福祉課（地域包括支援センター） 

心身ともに健康な暮らしを応援するため、健康及び介護予防

等に関する教室及び勉強会等（訪問指導等含む）を開催しま

す。 

健康福祉課（地域包括支援センター、

健康増進係） 

妊婦相談、新生児家庭訪問、乳幼児健診及び子育て相談等を

通じ、早期支援及び育児への不安の軽減により、前向きに子

育てが出来るよう応援します。 

健康福祉課（健康増進係）、学校保

育課（子ども子育て推進室） 

育児に関するアンケートを乳児の全母親に実施することで、

必要に応じた早期支援を行い、前向きに育児が出来るよう応

援します。 

健康福祉課（健康増進係）、学校保

育課（子ども子育て推進室） 

健康診査の結果に基づく保健指導を積極的に行うことで、予

防を促進し、健康な暮らしを応援します。 

健康福祉課（健康増進係） 

フォローアップ教室※２及び臨床心理士相談等を通じて発達

に不安のある子どもの早期発達促進を促し、子どもの力を伸

ばします。 

学校保育課（子ども子育て推進室） 

子育て中の親たちや子どもが交流できる、つどいの広場及び

子育てサークルの活動の場等を提供し、孤立させない子育て

を応援します。 

学校保育課（学校保育係、子ども子

育て推進室） 

特別な支援を要する児童・生徒に対し、関係機関が連携して

対応し、自己肯定感を持ち続けられるよう支援します。 

学校保育課（学校保育係、子ども子

育て推進室） 

町民講師による地域交流活動、ふるさと学習塾を通じて、児

童の自己肯定感を育みます。 

学校保育課（学校保育係、子ども子

育て推進室） 

放課後児童クラブや放課後子ども教室を通じ、学年、世代を

超えた交流を経験しながら、自己肯定感を養い、安心して居

られる場所を提供します。 

学校保育課（学校保育係） 

各年代やニーズに対応した様々な生涯学習講座等（大かえで

倶楽部の教室等含む）を通じ、仲間づくりや心豊かな暮らし

を応援します。 

生涯学習課（生涯学習係） 

子ども会活動を通して、子どもたちが自己肯定感を持てるよ

う各地区子ども会の取り組みを支援します。 

 

生涯学習課（生涯学習係） 
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母子へのよみきかせやブックスタート事業※３への協力、工

作教室等を通じ、子育て中の母親を孤立させないサポートを

行います。 

生涯学習課（生涯学習係） 

新図書館での個別閲覧席等の提供による、中高生を中心とし

た居場所の確保を図ります。 

生涯学習課（生涯学習係） 

 

※用語の補足等（掲載順） 

※１ぷれジョブいけだ：障がいのある子どもが実際の職場における訓練を通じ、今ある力を発揮し、地

域社会の一員として活躍できるよう支援を行う団体。 

※２フォローアップ教室：子どもの行動や子育てに悩みのある場合に、小集団での活動を通じて、こど

もの発達や親のかかわり方を支援する。 

※３ブックスタート事業：赤ちゃん用の絵本をプレゼントし、親子が言葉と心を通わすひとときを応援

する事業。 

 

（５） 自殺対策における児童生徒への取組 

 若年層の自殺は、長野県全体でも深刻な問題です。過去５年間（平成24～28年）において、15

～19歳、20代及び30代における死因の第１位が「自殺」となっています。特に未成年者（19歳

以下）の過去５年間の平均自殺死亡率は4.1となっており、全国（2.4）と比較して高い水準にあり

ます。現時点では原因の解明には至っていないものの、行動を起こしてく必要があります。 

 

全国・都道府県別未成年者の自殺死亡率（人口10万対）の比較（平成24年～28年平均） 

 

自殺者数：厚生労働省「人口動態推計」／人口：総務省「人口推計」 

 

若年層が自殺に追い込まれないために大切なことは、これまで述べてきた施策でも、特に学校と
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の連携を意識し、個別の支援、情報提供及び啓発、とりわけ生きる力を育てるためにも、学校の場

において、児童生徒が命の大切さを実感できる教育のみならず、命や暮らしの危機に直面したとき

に、「誰に」「どのように」助けを求めればよいかを学ぶための教育（＝「ＳＯＳの出し方に関す

る教育」）を推進する必要があります。 

また、池田町子ども・子育て支援事業計画とは特に関連性が強いため、連携して推進します。 

 

施        策 担 当 係 等 

【再掲】ぷれジョブいけだの活動を支援し、また、行政関係

における受け入れ事業所（池田町総合福祉センターやすらぎ

の郷、池田町観光協会、池田町認定こども園及び池田町図書

館）は、職場訓練の機会を積極的に提供し、障がいのある子

どもの成長を応援します。 

健康福祉課（福祉係）、産業振興課

（観光係）、学校保育課（学校保育

係、子ども子育て推進室）、生涯学

習課（生涯学習係） 

「庁内ネットワークの強化」 

生きることの阻害要因を抱えている児童生徒及び保護者との

接触の可能性が比較的高いと思われる、次のような業務の対

応の際は、生きることの阻害要因を抱える児童生徒及び保護

者への支援の入り口としての役割も担っていることを意識し

た対応を行い、把握した場合は、支援機関等の情報提供を行

い、必要に応じて支援機関等（健康福祉課の相談機能を有す

る係等含む）につなぎます（つなぎ階層）。また、相談機能を

有する係等が生きることの阻害要因を抱えていることを把握

した場合（他機関等からのつなぎ含む）は、支援機関等の情

報提供を行い、必要に応じて支援機関等につなぎ、連携を取

りながら包括的に支援します（包括支援階層）。 

・給食費の滞納・教育相談（いじめ含む）・不登校支援・就

学援助・放課後学習支援・ひとり親家庭の悩み相談・その他

子育ての悩み相談（子どもの発達相談含む）・子どもの虐待・

DV 等 

学校保育課（学校保育係、子ども子

育て推進室） その他の該当する係

等 

「福祉関係団体等とのネットワークの強化」 

生きることの阻害要因を抱えた児童生徒及び保護者へ有用な

支援を行っている、次のような団体等と特に強く連携して支

援します。 

・松本児童相談所・大北圏域障害者総合支援センター・スク

ールソーシャルワーカー及びスクールカウンセラー等支援の

専門家・学校・県立こども病院等医療機関 等 

 

 

 

学校保育課（学校保育係、子ども子

育て推進室） 
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「福祉関連の会議等を活用したネットワークの強化」 

池田町子育て支援ネットワーク連絡協議会の機会を活用し、

若年層への自殺対策の取組について協力及び連携を呼び掛け

ます。 

学校保育課（子ども子育て推進室） 

【再掲】自分の気持ち表現共感プログラム、CAPを通じ、い

じめの防止、SOSを出す必要性を学びます。【目標値：自分

の気持ち表現共感プログラムは毎年年中、年長園児及び小学

校 1年生の児童を対象に、CAPは毎年小中学校児童生徒、

保護者及び教職員を対象に実施】 

学校保育課（学校保育係、子ども子

育て推進室） 

【再掲】特別な支援を要する児童・生徒に対し、関係機関が

連携して対応し、自己肯定感を持ち続けられるよう支援しま

す。 

学校保育課（学校保育係、子ども子

育て推進室） 

【再掲】町内小中学校との連絡調整事務の中で、児童生徒、

教職員及び保護者に自殺対策に資する情報を提供します。 

健康福祉課（福祉係）、学校保育課

（学校保育係） 

【再掲】町民講師による地域交流活動、ふるさと学習塾を通

じて、児童の自己肯定感を育みます。 

学校保育課（学校保育係） 

【再掲】放課後児童クラブや放課後子ども教室を通じ、学年、

世代を超えた交流を経験しながら、自己肯定感を養い、安心

して居られる場所を提供します。 

学校保育課（学校保育係） 

【再掲】各年代やニーズに対応した様々な生涯学習講座等を

通じ、仲間づくりや心豊かな暮らしを応援します。 

生涯学習課（生涯学習係） 

【再掲】子ども会活動を通して、子どもたちが自己肯定感を

持てるよう各地区子ども会の取り組みを支援します。 

生涯学習課（生涯学習係） 

【再掲】新図書館での個別閲覧席等の提供による、中高生を

中心とした居場所の確保を図ります。 

生涯学習課（生涯学習係） 

 

（６） 自殺対策における高齢者層への取組 

 第２章で述べたように大北地域における自殺対策の優先的対象群の一つである高齢者層への取組

が「地域自殺実態プロファイル（2018）」で推奨されています。 

 特にこの層における生きることの阻害要因は身体疾患を上位に生活苦や介護の悩み（疲れ）など

様々であるため、要因別の対応窓口における自殺対策の視点の強化のほか、様々なことで高齢者層

との接触が多い窓口（主に健康福祉課地域包括支援センター）において、包括的な視点の支援を特

に強化し、対策を進めていきます。 

 また、池田町老人福祉計画とは特に関連性が強いため、連携して推進します。 
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施        策 担 当 係 等 

【再掲】70歳以上の高齢者、障害者手帳保持者を対象に町

営バスを割引で利用できるサービスを提供し、外出を伴う活

動の支援をします。 

住民課（環境整美係） 

「庁内ネットワークの強化」 

生きることの阻害要因を抱えている高齢者との接触の可能性

が比較的高いと思われる、次のような業務の対応の際は、生

きることの阻害要因を抱える高齢者への支援の入り口として

の役割も担っていることを意識した対応を行い、把握した場

合は、支援機関等の情報提供を行い、必要に応じて支援機関

等（健康福祉課の相談機能を有する係等含む）につなぎます

（つなぎ階層）。また、相談機能を有する係等が生きることの

阻害要因を抱えていることを把握した場合（他機関等からの

つなぎ含む）は、支援機関等の情報提供を行い、必要に応じ

て支援機関等につなぎ、連携を取りながら包括的に支援しま

す（包括支援階層）。 

・緊急通報システム・介護相談・成年後見制度・その他高齢

者の悩み相談・認知症カフェ・高齢者虐待・医療機関多受診

者・健康相談 等 

健康福祉課（地域包括支援センター、

健康増進係） その他該当する係等 

「福祉関係団体等とのネットワークの強化」 

生きることの阻害要因を抱えた高齢者へ有用な支援等を行っ

ている、次のような団体等と特に強く連携して支援します。 

・池田町社会福祉協議会※・民生児童委員・医療機関・北ア

ルプス成年後見支援センター・居宅介護支援事業所等各福祉

関連事業所 等 

健康福祉課（地域包括支援センター） 

「福祉関連の会議等を活用したネットワークの強化」 

池田町地域ケア会議の機会を活用し、高齢者層への自殺対策

の取組について協力及び連携を呼び掛けます。 

健康福祉課（地域包括支援センター） 

【再掲】北アルプス広域連合で作成している北アルプスの介

護保険という冊子に自殺対策に資する支援機関の一覧情報の

リーフレットを差し入れます。 

健康福祉課（地域包括支援センター） 

【再掲】家族介護継続支援事業の認知症カフェ（なないろカ

フェ）を開催し、介護の悩みを軽減します。 

健康福祉課（地域包括支援センター） 

【再掲】心身ともに健康な暮らしを応援するため、健康及び

介護予防等に関する教室及び勉強会等（訪問指導等含む）を

開催します。 

 

 

健康福祉課（地域包括支援センター、

健康増進係） 
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【再掲】介護人材養成講座（北アルプス広域連合主催）の受

講科目に自殺問題の講義を組み込んでもらえるように働きか

けます。 

健康福祉課（地域包括支援センター） 

【再掲】高齢者虐待による自殺のリスクを防ぐため、地域ケ

ア会議※において高齢者虐待に気づくサインを周知します。 

健康福祉課（地域包括支援センター） 

【再掲】認知症サポーター養成講座の中で、ゲートキーパー

としての視点をもてるような内容を組み込みます。 

健康福祉課（地域包括支援センター） 

【再掲】認知症キャラバンメイトの集いの際にゲートキーパ

ー研修を開催します。 

健康福祉課（地域包括支援センター） 

【再掲】健康診査の結果に基づく保健指導を積極的に行うこ

とで、予防を促進し、健康な暮らしを応援します。 

健康福祉課（健康増進係） 

【再掲】各年代やニーズに対応した様々な生涯学習講座等を

通じ、仲間づくりや心豊かな暮らしを応援します。 

生涯学習課（生涯学習係） 

 

※用語の補足等 

※池田町社会福祉協議会：ここでは金銭管理、福祉車両を使った外出支援及び安否確認の見守り等が想

定される。 

 

（７） 自殺対策における生活困窮者層への取組 

 第２章の「地域自殺実態プロファイル（2018）」では、高齢者層への取組の他に、生活困窮者層

への取組も優先的対象群として推奨されています。 

 生活に困窮している人は、単に経済的に困窮しているだけでなく、心身の健康や家族との人間関

係、ひきこもり等、他の様々な問題を抱えた結果、自殺に追い込まれることが少なくないと考えら

れることから、経済的支援の他、様々な視点を持って支援を行う必要が特に高い人と言えます。 

長野県では、生活に困窮している人への支援の拠点として、平成27年４月から県内19市と共同

して、生活就労支援センター（愛称「まいさぽ」。大北地域は大町市に在る。）を設置し、配置され

た相談就労支援員が相談者に寄り添い、相談支援を行う等の生活困窮者自立支援制度に基づく事業

を実施しています。 

町ではこのような生活困窮者自立支援制度に基づく支援との連携を柱に、包括的な支援をより強

く推進します。 
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施        策 担 当 係 等 

「庁内ネットワークの強化」 

生活困窮の可能性がある人との接触が比較的高いと思われ

る、次のような業務の対応の際は、生活困窮者への支援の入

り口としての役割も担っていることを意識した対応を行い、

把握した場合は、支援機関等の情報提供を行い、必要に応じ

て支援機関等（健康福祉課の相談機能を有する係等含む）に

つなぎます（つなぎ階層）。また、相談機能を有する係等が生

活困窮者を把握した場合（他機関等からのつなぎ含む）は、

支援機関等の情報提供を行い、必要に応じて支援機関等につ

なぎ、連携を取りながら包括的に支援します（包括支援階層）。 

・税の滞納・医療費の相談（支払えない等の訴え）・ひとり親

家庭への医療費助成・雇用の相談・町営住宅家賃の滞納・水

道料の滞納・給食費の滞納・保育料の滞納・生活困窮（訴え）

の相談・就学援助 等 

総務課（収納係）、住民課（保険医

療係）、健康福祉課（福祉係、地域

包括支援センター）、産業振興課（商

工係）、建設水道課（建設管理係、

水道係）、学校保育課（学校保育係、

子ども子育て推進室） その他該当

する係等 

「福祉関係団体等とのネットワークの強化」 

生活困窮者へ有用な支援等を行っている、次のような団体等

と特に強く連携して支援します。 

・池田町社会福祉協議会※・まいさぽ大町・保健福祉事務所・

ハローワーク 等 

健康福祉課（福祉係、地域包括支援

センター）、学校保育課（子ども子

育て推進室） 

 

※用語の補足等（掲載順） 

※池田町社会福祉協議会：ここでは食品提供（フードドライブ）、福祉資金貸付等が想定される。 

 

３ 自殺対策の推進体制 

 

「誰も自殺に追い込まれることのない池田町」の実現を目指し、自殺対策を全庁的に取り組むた

め、分野横断的な計画として町長をトップに副町長、教育長及び各課等の長で構成される会議体で

本計画の策定、評価及び見直しを行い、推進していきます。 

また、策定、評価及び見直しを行う際は、池田町総合福祉センター運営委員会※に意見を求め、

本計画が地域における医療及び福祉分野等の関係団体等と円滑な連携の下、推進されるよう努めま

す。 

  



- 25 - 

 

 

 



- 26 - 

 

第４章 資料 

 

１ 自殺対策基本法 

 

自殺対策基本法 

発令    ：平成 18年 6月 21日号外法律第 85号 

最終改正：平成 28年 3月 30日号外法律第 11号 

改正内容：平成 28年 3月 30日号外法律第 11号[平成 28年 4月 1日] 

 

○自殺対策基本法 

〔平成十八年六月二十一日号外法律第八十五号〕 

〔総理・総務・財務・文部科学・厚生労働大臣署名〕 

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。 

（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。 
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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） 

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。 
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（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。 

（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
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及び啓発の推進並びに相談体制の整備、事業主、学校の教職員等に対する国民の心の健康の保持

に関する研修の機会の確保等必要な施策を講ずるものとする。 

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

大学及び高等専門学校における教育の特性に配慮しなければならない。 

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

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

いながら生きていくことについての意識の涵（かん）養等に資する教育又は啓発、困難な事態、

強い心理的負担を受けた場合等における対処の仕方を身に付ける等のための教育又は啓発その他

当該学校に在籍する児童、生徒等の心の健康の保持に係る教育又は啓発を行うよう努めるものと

する。 

（医療提供体制の整備） 

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

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

して学識経験を有する医師（以下この条において「精神科医」という。）の診療を受けやすい環境

の整備、良質かつ適切な精神医療が提供される体制の整備、身体の傷害又は疾病についての診療

の初期の段階における当該診療を行う医師と精神科医との適切な連携の確保、救急医療を行う医

師と精神科医との適切な連携の確保、精神科医とその地域において自殺対策に係る活動を行うそ

の他の心理、保健福祉等に関する専門家、民間の団体等の関係者との円滑な連携の確保等必要な

施策を講ずるものとする。 

（自殺発生回避のための体制の整備等） 

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

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

（自殺未遂者等の支援） 

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

の適切な支援を行うために必要な施策を講ずるものとする。 

（自殺者の親族等の支援） 

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

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

るものとする。 

（民間団体の活動の支援） 

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

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

第四章 自殺総合対策会議等 

（設置及び所掌事務） 

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

２ 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 

一 自殺総合対策大綱の案を作成すること。 

二 自殺対策について必要な関係行政機関相互の調整をすること。 
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三 前二号に掲げるもののほか、自殺対策に関する重要事項について審議し、及び自殺対策の実

施を推進すること。 

（会議の組織等） 

第二十四条 会議は、会長及び委員をもって組織する。 

２ 会長は、厚生労働大臣をもって充てる。 

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

が指定する者をもって充てる。 

４ 会議に、幹事を置く。 

５ 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、厚生労働大臣が任命する。 

６ 幹事は、会議の所掌事務について、会長及び委員を助ける。 

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

（必要な組織の整備） 

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

を図るものとする。 

附 則 

（施行期日） 

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

行する。 

〔平成一八年一〇月政令三四三号により、平成一八・一〇・二八から施行〕 

（内閣府設置法の一部改正） 

第二条 内閣府設置法（平成十一年法律第八十九号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう略〕 

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 

二 〔略〕 

（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〕 

（施行期日） 



- 31 - 

 

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。 

（内閣の重要政策に関する総合調整等に関する機能の強化のための国家行政組織法等の一部を改

正する法律の一部改正） 

２ 内閣の重要政策に関する総合調整等に関する機能の強化のための国家行政組織法等の一部を改

正する法律（平成二十七年法律第六十六号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう略〕 
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２ 自殺総合対策大綱（概要）（厚生労働省作成） 
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