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第１ 計画策定の趣旨等 

 

１ 計画策定の趣旨                      

   岩手県では、総合的な自殺対策を推進していくために、平成 23 年 11 月

に「岩手県自殺対策アクションプラン」を策定しました。それに伴い、一

関地域における自殺対策の現状や地域資源等を踏まえ、関係機関・団体と

住民が「自殺を防止していく」ために協働し合いながら、地域特性を活か

した取組を進めることを目的に、地域版「一関地域自殺対策アクションプ

ラン」（計画期間：平成 24 年度から平成 30 年度）を策定しました。  

   この度、計画期間の満了に伴い、引き続き自殺対策を推進するために、

地域の現状と課題を整理し目標を定め、また、目標達成のための役割分

担と取組を整理し、互いに連携・協力し推進していくための地域版アク

ションプランを新たに策定します。  

 

２ 計画の期間                        

   本計画の推進期間は、岩手県自殺対策アクションプランの計画期間との

整合性を図り、平成 31（2019）年度から 2023 年度までの 5 年間としま

す。 

年度 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 2020 2021 2022 2023 

一関地域自死対策  

アクションプラン  

   見
直
し 

   策

定  
     

県 自 殺 対 策  

アクションプラン  

   見
直
し 

   策

定  
     

い わ て  

県 民 計 画  

   

 

         

 

 ３ プランの推進体制・評価  

   プランの推進にあたっては、毎年度開催する「一関地域自死対策推進連

絡会議」及び「自死とうつに関するケアネットワーク会議」において、取

組状況についてまとめ、評価を行うとともに、必要に応じてプランの見直

しを行います。  

  

Ｈ23 年度～ Ｈ27 年度～  

Ｈ23 年度～  

Ｈ31 年度～2023 年度  

Ｈ31 年度～2023 年度  

Ｈ27 年度～  

H31 年度～2028 年度  Ｈ23 年度～  Ｈ27 年度～  
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第２ 一関地域の自死の現状 

 

 １ 自殺者数・死亡率の状況 

一関地域の自殺者数は、厚生労働省人口動態統計によれば、平成 10 年

に前年比 25 人増加し 56 人となっています。平成 13 年から平成 20 年ま

では 40 人から 50 人の間で推移していましたが、平成 21 年に過去最高の

60 人となり、その後は減少傾向にあります。平成 29 年は 34 人となって

おり、平成 21 年のピーク時より減少しています。また、男性の割合が高

く、女性の約 2 倍となっています。（図１）  

 

 

                    出展：厚生労働省人口動態統計、岩手県保健福祉年報  

 

平成 22 年以降の自殺死亡率(人口 10 万対)は、平成 21 年より減少して

いますが、全国平均より高い状況にあり、平成 29 年は岩手県平均よりも

高い状況です。（図２）  

 

                     出展：厚生労働省人口動態統計、岩手県保健福祉年報   
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 ２ 自殺者の性別・年代別の状況 

年齢階級別自殺者数（平成 25 年から平成 29 年合計）は、男性は 20 歳

代、50 歳代、80 歳以上で全国より多く、女性では 20 歳未満、50 歳代、

70 歳代以上が全国より多くなっています。（図３、図４）  

 

    

 出展：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」 

 

 ３ 月別自殺者数の状況（H21～H29 合計） 

月別自殺者数をみると、4 月が最も多く、1 月、2 月が少なくなっていま

す。（図５） 

 

 

出展：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」 

 

４ 職業別の状況（H25～H29 合計） 

職業別の自殺者数をみると、男性は被雇用者 36.9%、に次いで年金生活

者 32.3%、自営業者 9.2%順に多く、女性は年金生活者 56.9%に次いで主婦

15.7%、被雇用者 13.7%の順に多くなっています。 

職業別の順位及び割合は、男女ともに岩手県と同じ傾向にあります。 

（図６） 
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厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」を基に保健所が作成 

 

５ 原因・動機別の状況（H25～H29 合計、複数回答） 

男性は、「健康問題 31.6%」「家庭問題 16.8%」「経済・生活問題 13.7％」

の順に多くなっています。また、女性は、「健康問題 48.5％」「家庭問題

14.7％」の順になっています。（図７）  

一関地域の自死の特徴として、「高齢者」「生活困窮者」「家庭の環境」「職

場の環境」の項目に高い関連がみられます。(図６、図７) 

 

 

厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」を基に保健所が作成  

             

自死の多くは多様かつ複合的な要因及び背景を有しており、様々な要因

が連鎖する中で起きています。直接的な原因としては「うつ状態」が最も

多いと言われていますが、その状態に至るまでには複数の要因があります。 

例えば、慢性疾患により生活への支障が生じ、働けないために収入が減

少する、あるいは、家庭内での役割が担えなくなり抑うつ状態になる等、
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複数の要因が絡むことがあります。  

 

６ 自殺未遂の状況（H25～H29 合計） 

平成 25年から平成 29年の自死された方のうち、自殺未遂歴のある人は、

男性 20.8％、女性が 27.5％となっています。（図８） 

平成 21年から平成 24年の未遂歴のある人の割合と比較し、男性は 1.2％

増加し、女性は 22.5％減少しています。 
 

 

出展：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」を基に保健所にて算定 

 

７ 地域の主な自死の特徴 

当地域の特徴として、自死された方の中で同居の方が多くなっています。 

性別・年齢別では、男性は 40 歳以上の無職及び 20～59 歳の有職者が多

くなっています。 

女性は 60 歳以上の無職の割合が多くなっています。（表１） 

 

表１ 地域の主な自殺の特徴 特別集計（自殺日、居住地、H25～H29） 

上位 5 区分 自殺者数 5 年計 割合 自殺死亡率 

1 位 男性 60 歳以上、無職、同居 33 17.4% 58.4 

2 位 男性 40～59 歳、有職、同居 26 13.7% 39.7 

3 位 女性 60 歳以上、無職、同居 25 13.2% 23.6 

4 位 男性 20～39 歳、有職、同居 16 8.4% 36.4 

5 位 男性 40～59 歳、無職、同居 15 7.9% 219.3 

出展：地域自殺実態プロファイル JSSC2018 より 

 

８ 保健所別自殺死亡率の状況 

岩手県全体の自殺死亡率（人口 10 万対）は、年々減少しています。  

しかし、保健所別でみると、一関地域は、他９圏域と比較し平成 25 年

から平成 29 年の 5 年平均自殺死亡率は、人口 10 万対 27.0 であり、前 5

年間平均（H20～H24 年）と同様に高位３位となっています。  

平成 28 年を除く過去 4 年は、県平均を上回っています。（表２、図９） 
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   表２ 保健所別自殺死亡率（人口 10 万対）の年次推移及び順位 

保健所 

平 成

25 年 

平 成

26 年 

平 成

27 年 

平 成

28 年 

平 成

29 年 

5 年 

平均 

死亡率  死亡率  死亡率  死亡率  死亡率  死亡率  順位  

盛岡市 

県央 

中部 

奥州 

一関 

大船渡 

釜石 

宮古 

久慈 

二戸 

20.0 

34.3 

27.7 

26.9 

27.4 

15.6 

16.6 

23.2 

20.0 

55.3 

24.7 

26.2 

22.6 

24.2 

32.3 

26.7 

16.8 

28.2 

42.2 

35.2 

16.5 

27.9 

21.3 

21.4 

26.3 

20.5 

22.7 

24.5 

33.7 

39.5 

19.9 

34.9 

23.3 

16.4 

21.9 

23.9 

18.7 

21.3 

15.4 

27.4 

13.2 

27.7 

23.5 

12.8 

27.0 

16.3 

14.8 

26.5 

21.0 

37.3 

18.8 

30.2 

23.7 

20.4 

27.0 

20.6 

18.1 

24.9 

26.6 

39.1 

 

② 

 

 

③ 

 

 

 

 

① 

岩手県 26.4 26.6 23.3 22.8 21.0 24.1  

               出展：岩手県保健福祉年報を基に県障がい保健福祉課で作成 

 

 

出展：岩手県保健福祉年報を基に県障がい保健福祉課で算定し保健所で加工 

 

第３ これまでの取組と活動指標の達成状況 

 

一関地域においては、これまで組織づくり（ネットワーク）と人材育成

を中心とした自死対策に取り組んできました。 

また、平成 28 年度から平成 30 年度までは三次予防（自死遺族対策）の

取組をより充実強化しました。 

  

 １ 組織づくり（ネットワーク） 

以下に示す会議及び連絡会を定期的に開催し、自死対策の方向性につい

ての協議、情報の共有及びネットワークづくりの場として定着してきてお

り、実務者間の顔の見える関係づくりの場となっています。（表３） 

併せて、平成 27 年度から「自殺未遂等精神科救急事例に関する関係者

連絡会」を立ち上げ、実務者同士がより深く意見交換できる場を作り、地

域の関係性の強化と実務者のフォローアップの場を設置しています。 
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  表３ 一関地域自死対策関係会議等の開催状況        【活動指標】 

開始年月 内容 頻度 
開催実績 2023 年度ま

での目標 Ｈ29 Ｈ30 

平成 18 年

11 月 

一関地域自死対策推進連絡会

議（Ｈ28 年度名称変更） 

年 2回 

程度 
1 回 1 回 

定期的な集

まりの継続 

平成 20 年

11 月 

一関地域自死とうつに関する

ケアネットワーク会議 

年 3回 

程度 
３回 ４回 

平成 22 年 

7 月 

一関地域市町等こころの健康

づくり事業担当者連絡会 

年 3回

程度 
４回 ３回 

平成 27 年

11 月 

自殺未遂者等精神科救急事例

に関する関係者連絡会 

年 1回

程度 
１回 １回 

平成 30 年 
一関市自死対策推進協議会 

平泉町自殺対策推進会議 
 － 

3 回 

2 回 

年 1 回開催

予定 

     

岩手県立南光病院では、精神疾患及び精神障がい者に関わる関係機関の

ネットワークづくりを目的に、「両磐精神医療連絡会」を年３回開催して

います。 

 

 ２ 一次予防 

(1) 普及啓発 

   ① 普及月間（9 月）及び自殺対策強化月間（3 月）の取組 

・ 一関保健所、一関市及び平泉町では、広報掲載、チラシの配布、懸

垂幕・のぼり旗の設置等を行っています。 

・ 労働基準監督署、労働基準協会一関支部、公共職業安定所、県南教

育事務所及び学校は、講習会、研修会の場を活用し普及に努めてい

ます。 

・ 自殺対策強化月間（3 月）を一関地域として重点的に取り組むため、

平成 23年度に３月 10日から 16日を「一関地域こころの安全週間」

と定め、オリジナルポスターを作成し、管内医療機関及び関係機関

において掲示するなど地域一体となった取組を行っています。 

・ 傾聴ボランティア団体及び精神保健福祉ボランティア団体は、平成

25 年度からイベントや街頭での呼びかけ等の啓発活動を行ってい

ます。 

   ② 講演会等の開催 

・ 一関市及び平泉町では、毎年度、住民を対象としたこころの健康づ

くり講演会や地域において、うつ・自殺予防の健康講座（健康 教

育）を実施しています。 

・ 一関保健所では、希望する事業所に対し、うつ・自殺予防等のここ

ろの健康づくり出前講座を実施しています。 

・ 岩手県立南光病院では、平成 25 年度から地域での健康講座等への

職員の派遣を実施しています。 
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③ その他普及啓発 

・ 一関市は、平成 25 年 8 月からインターネットを活用したこころの

診断システム「こころの体温計」を開始しました。 

・ 2015 年（平成 27 年）12 月から従業員 50 人以上の企業ではストレ

スチェックの導入が義務化されました。 

・ 2018 年（平成 30 年）6 月に働き方改革法が成立し、関連法を含め

た働き方改革が普及啓発され、企業・団体で実践されています。 

・ 岩手日日新聞、一関コミュニティＦＭによる広報活動が行われてい

ます。 

 

  表４ 普及啓発事業（出前講座・健康講座等）参加者数・実施回数 【活動指標】   

 H26 H27 H28 H29 
H26-H29

累計 

目標値 

H26-H29 累計 

合 計 656 人 

（37 回） 

2,285 人 

（148 回） 

3,070 人 

（123 回） 

4,760 人 

（267 回） 

10,771 人 

（575 回） 
2,000 人 

一関市 283 人 

（22 回） 

1,430 人 

（107 回） 

1,739 人 

（115 回） 

3,818 人 

（254 回） 

7,270 人 

（498 回） 

 

平泉町 60 人 

 （4 回） 

324 人 

（25 回） 

748 人 

（4 回） 

783 人 

 （7 回） 

1,915 人 

（40 回） 

 

一 関 

保健所 

313 人 

 （11 回） 

531 人 

 （16 回） 

583 人 

 （4 回） 

159 人 

（6 回） 

1,586 人 

（37 回） 

 

          

④ その他のこころの健康づくりにつながる活動 

・ 一関商工会議所、平泉商工会では、地域おこしとして様々なイベン

ト（地域の夏祭り、一関・平泉バルーンフェスティバル、一関ご当

地もちサミット等）を企画・協力・支援を行い地域住民のこころの

健康、居場所づくりに貢献しています。 

 

(2) 人材育成 

 ① 傾聴ボランティア養成・育成  

・ 一関市及び平泉町では、保健所と共催し、平成 22 年度から自殺対

策緊急強化事業により傾聴ボランティア養成講座を開催し、その養

成講座修了者により、一関市では、「一関傾聴ボランティアともし

び」「かだってみっぺし隊（同市藤沢町）」が、平泉町では、「傾聴

ボランティアｅ
い い

はあとの会」が活動しています。 

・ 一関市及び平泉町では、傾聴ボランティア団体の定例会や研修等の

活動の支援を行っています。 

・ 一関市、平泉町及び一関保健所では、傾聴ボランティア団体の育成

支援及び精神保健福祉ボランティアや他のボランティア団体を交

えてフォローアップ研修を協同し行っています。 

 

② ゲートキーパーの養成 
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・ 一関市、平泉町及び一関保健所では、民生児童委員、保健推進員、

一般住民等を対象としたゲートキーパー養成研修を実施していま

す。 

・ 一関市医師会、一関歯科医師会、一関薬剤師会及び岩手県看護協会

一関支部では、会員等を対象に自殺予防やうつ病等精神疾患に関す

る研修会を実施しています。 

・ 一関保健所では、平成 24 年度から、看護職、養護教諭及び相談員

等を対象としたこころのケアナース（相談員）養成セミナーを開催

し、平成 25 年度からは当該養成セミナー修了者に対しフォローア

ップ研修を実施しています。 

・ 一関保健所では、ゲートキーパーの養成及び育成を行う指導者を養

成するため、ゲートキーパー指導者養成研修を実施しています。 

    

 表５ ゲートキーパー養成数                           【活動指標】 

 H27 H28 H29 H27-H29 累計 
目標値 
累計 

合 計 341 人 423 人 389 人 1,151 人 400 人 

一関市 260 人 320 人 234 人 814 人  

平泉町 34 人 77 人 26 人 137 人  

一関保健所 47 人 26 人 127 人 200 人  

 

表６ こころケアナース養成数            【活動指標】 

養成セミナー H27 H28 H29 H27-H29 累計 
目標値 
累計 

修了者数 51 人 64 人 58 人 173 人 400 人 

     

(3) 相談窓口、サロン等の開設と見守り活動 

・ 一関市では、臨床心理士による市民のこころの健康相談、一関保健

所では精神科医師によるこころの健康相談等を実施しています。 

・  一関市消費生活センター、消費者信用生活協同組合等の関係機関に

おいて、平成 25 年度から、ワンストップサービスとして相談会を実

施しています。 

・ 岩手県弁護士会、岩手県司法書士会では多重債務、成年後見及び被

災者の相談を実施しています。 

・ 一関市では、平成 26 年度から「いちのせき生活困窮者自立相談支援

センター（一関社会福祉協議会委託）」を開設し相談に応じています。 

・ 社会福祉協議会、高齢者地域包括支援センター等では地域で高齢者

等の集いの場として地区サロンを開設し実施しています。 

・ 傾聴ボランティア団体では、高齢者福祉施設、地域の高齢者のサロ

ン、病院及び被災者のサロン等での傾聴活動を行っています。 

・ 民生委員児童委員、区長、老人クラブ連合会、保健推進員による地
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域の見守り活動が行われています。 

・ 岩手県立南光病院を会場に、精神障害者の家族会主催のサロン「よ

ってけ場」を毎月 1 回開催しています。 

 

 

３ 二次予防（ハイリスク者支援） 

  (1) うつとこころの相談体制 

・ うつ病が疑われるハイリスク者への早期介入を目的に、地域、かか

りつけ医及び精神科医との連携を図るため体制を整備し推進してい

ます。 

・ 一関市医師会では、研修会の開催及びかかりつけ医と精神科医との

連携を図っています。 

 

  (2) うつスクリーニング 

・ 一関市、平泉町及び地域包括支援センターでは、高齢者、検診受診

者等の地域住民に対し「うつスクリーニング」「基本チェックリスト」

を実施しています。また、要フォロー者に対しては、訪問による個

別相談や支援等を行っています。 

・ 産婦人科医療機関では、産婦に対し「産後うつスクリーニング」を

実施し、必要なケースは市町へ紹介する等連携を図っています。 

 

    表７ うつスクリーニング実施者数（産後うつを除く）  【活動指標】 

 H27 H28 H29 
H27-H29

累計 

目標値 

H27-H29 累計 

合 計 277 人 601 人 609 人 1,487 人 1,200 人 

一関市 229 人 97 人 50 人 376 人  

平泉町 48 人 504 人 559 人 1,111 人  

 

(3) 自殺未遂者への支援 

・ 自殺未遂者及び家族からの相談を受けた機関は、専門機関につなぐ

等の支援を行っています。 

・ 一関保健所では、相談支援者を対象に平成 28 年度から自殺未遂者

支援に関する研修会と事例検討会を実施しています。 

・ 困難事例への対応について、岩手県精神保健福祉センターから助言

を受け、ケア会議を開催しています。 

     

  (4) 精神疾患患者等への支援 

・ 精神障害者の相談窓口として、障害福祉サービス事業所、一関保健

所、一関市、平泉町、精神科医療施設及び岩手県精神保健福祉セン

ターが常時対応しています。 
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・ 岩手県立南光病院では、アルコール依存症の方のための治療プログ

ラムを作成し実施しています。 

・ 岩手県立南光病院、一関市、平泉町、一関保健所が共催し、アルコ

ール家族教室を毎月開催しています。 

・ アルコール問題の相談窓口として、一関保健所、一関市、平泉町、

精神科医療施設及び岩手県精神保健福祉センターが常時対応して

います。 

 

４ 三次予防（遺族支援） 

・ 一関保健所及び市町では、平成 19 年度から自死遺族交流会を開催し、

また、自死遺族から相談があった場合には個別相談を行っています。 

・ 市町では、自死遺族交流会の広報掲載等の住民への周知の他、自死遺族

の訪問や面接相談等を行っています。 

・ 平成 28 年度から平成 30 年度の 3 年間、自死と自死遺族の心情について

広く理解を得る為に「自死遺族フォーラムと写真展」を開催しました。

延べ 370 人の参加がありました。 

 

    表８ 自死遺族交流会への参加者数及び開催回数    延人数（回）    

   H25 H26 H27 H28 H29 

一関保健所 11 人 

（6 回） 

11 人 

（6 回） 

23 人 

（6 回） 

21 人 

（6 回） 

8 人 

（6 回） 

  

 ５ 被災者支援  

・ 一関市社会福祉協議会では、平成 24 年度から「お茶っこ交流会」を開

催し、被災者同士の交流及び地域との交流の場を設けています。また、

そのサロンに傾聴ボランティアが参加し、傾聴活動を行っています。 

・ 一関市では、平成 26 年度に千厩町において、「ホッとスペース（被災地

域生活福祉相談事業）」を開設しました。 

・ 一関市では、平成 23 年度から平成 26 年度まで被災者への全戸訪問を行

い、こころのケアが必要な方には、その後も継続して訪問支援等を行っ

ています。 
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一 関 地 域 の 主 な 取 組 内 容 
区分 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 備考 

ネット 

ワーク 

一関地域自死対策推進連絡会議 H28 名称変更 

  一関地域自死とうつに関するケアネットワーク会議  

    
一関地域市町等こころの健康づくり事業担当者

連絡会 
 

    
一関市自死対策関係課連絡会議 

平泉町自殺対策庁内連絡会議 

一関市自死対策推進協議会、平泉町自殺対策推進会議 
H30 名称変更 

         
自殺未遂者等精神科救急事

例に関する関係者連絡会 
 

一
次
予
防 

普
及
啓
発 

自殺予防週間・岩手県自殺防止月間（9 月）の取組み  

   自殺対策強化月間（3 月）の取組み  

    一関地域こころの安全週間(H24 年 3 月新設)  

精神保健講演会（シンポジウム等含む）・出前講座の実施  

人
材
育
成 

  傾聴ボランティアの養成・育成  

   ゲートキーパーの養成  

      
こころのケアナース（相談員）の 

養成・フォローップ 
 

二 次 

予 防 

    うつとこころの相談体制の整備と推進  

うつスクリーニングの実施  

  
岩手宮城内

陸地震被災

者支援  
 東日本大震災被災者支援  

   
ハローワーク  

相談窓口開設 H24 中止 生活困窮者自立相談開催 
 

      
自殺未遂者個別

支援 
研修会開催  

三 次 

予 防 

 自死遺族交流会の開催（隔月開催）  

          
自死遺族フォーラ

ム開催 
3 年計画終了 

職 域 

   事業所への出前講座の開催  

         
ストレスチェックの

導入 
 

精神疾患 

身体疾患 
ハイリスク者への個別的な支援  

 区分は久慈モデル(※)を参照 

※ 久慈モデルは、平成 13 年から久慈地域において岩手医科大学を中心に地域全体で

取組んできた包括的な自殺対策プログラムであり、大きく６つの項目で構成されてい

ます。 
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第４ 岩手県の自殺対策の基本認識と基本的方針（参照） 

 岩手県では次の基本認識と基本方針に基づき、13 項目の重点施策を定め、

自殺対策を推進していきます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本認識  

【基本認識１】  

自殺は、その多くが追

い込まれた末の死であ

る  
 

・多くの自殺は個人の自

由な意思や選択の結果

ではなく、社会的要因

を含む様々な要因が複

雑に関係して、心理的

に追い込まれた末の死  

・自殺者の多くは、自殺

の直前にうつ病等の精

神疾患に罹患  

10 民間団体との連携を

強化する  

【基本認識３】  

地域レベルの実践的な

取組を PDCA サイクル

を通じて推進 
・国と地方公共団体が協

力しながら、全国的な

PDCA サイクルを通じ

て自殺対策を推進  

【基本認識２】  

年間自殺者数は減少傾

向にあるが、非常事態

はいまだ続いている  
 

・国、地方公共団体、民

間団体等の様々な取組

の結果、自殺死亡率は

着実に低下  

・20 歳代から 30 歳代に

おける死因の第 1 位が

自殺  

・自殺死亡率は主要先進

国 7 か国の中で最も高

く、年間自殺者数も依

然として 2 万人超  

１地域レベルの実践的

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  

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  

重点施策  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本方針  

11 子ども・若者の自殺

対策を更に推進する  

＜基本方針１＞ 

生きることの包括

的な支援としての

推進 

＜基本方針２＞ 

関連施策との有機

的な連携による総

合的な対策の推進 

＜基本方針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 

＜基本方針 4＞ 

実践と啓発を両輪

として推進 

＜基本方針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 

＜基本方針６＞ 

災害によるリスク

に対応した包括的

な取組 

９遺された人への支援

を充実する  

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  

12 勤務問題による自殺

対策を更に推進する 

13 被災者への支援によ

り自殺を防ぐ 

３自殺総合対策の推進

に資する調査研究等を

推進する  
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第５ 自死対策の目標と課題 
 

１ 目 標  

   

 

 

 

 

 

自死対策の目的は、自死を考えている人を一人でも多く救うことであり、

見守り・支えあえる地域づくりが大切です。 

一関地域においては、自死する人をゼロにすることを目指して、自死対

策に取り組んでいきます。 

近年の自殺死亡者数は、平成 21 年の 60 人をピークに減少傾向にありま

す。しかし、平成 26 年と平成 29 年は増加していることから、今後５年間

の目標として、自殺死亡率を全国平均レベルまで減少することを目指すこ

ととし、目標値を自殺死亡率（人口 10 万対）16.5 以下としました。 

なお、自殺死亡率は社会的リスクで変動する可能性もあることから、自

殺の現状については、自殺死亡率の推移に加えて、失業率、高齢化率等の

副次的な指標も踏まえて判断していく必要があります。 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

H27 H28 H29 H30 H31 (H32) (H33) (H34) (H35) (H36) (H37) 

大綱基準年     アクションプラン計画期間   大綱目標年  

全 

国 

自殺死亡率  18.5          13.0 

減少率  

(対 H27） 
          ▲30.0 

自殺者数 (人 )           16,000 

岩
手
県 

自殺死亡率  23.3 22.9 21.0 20.0 19.0 18.0 17.0 16.0 15.0 14.0 13.0 

減少率  

（対 H29） 
   ▲4.7 ▲9.5 ▲14.2 ▲19.0 ▲23.8 ▲28.5 ▲33.3 ▲38.0 

自殺者数 (人 ) 297 289 262 251 236 222 207 193 179 165 152 

一
関
地
域 

自殺死亡率  26.3 21.9 27.0 25.3 23.5 21.8 20.0 18.3 16.5 14.8 13.0 

減少率  

（対 H29） 
   ▲6.5 ▲13.0 ▲19.5 ▲25.9 ▲32.4 ▲38.9 ▲45.4 ▲51.9 

自殺者数 (人 ) 34 28 34 32 29 27 24 22 19 17 15 

 （推計）人口  128154 127833 125987 124030       114307 

※ 平成 27（2015）年の全国の自殺死亡率、2015 年～2017 年の岩手県、「一関地域の自殺死亡率及び

自殺者数は人口動態統計の実績値。2018 年以降は推計値。 

※ 2015 年～2018 年人口は岩手県人口動態報告年報（10 月 1 日）を参照。 

※ 2025 年の自殺死亡率及び自殺者数は、国立社会保障・人口問題研究所の「日本の都道府県別将来

推計人口」を基に試算。 

  

「自殺者ゼロを目指した地域づくり」 

当面の目標として自殺死亡率を全国平均レベルまで減少することを目指す。 

2023 年までに、自殺死亡率（人口 10 万対）が１６．５以下 

（自死する人の数が 19 人以下）となることを目指します。 

 



- 15 - 

 

 ２ 地域の課題と取組の方向性 

 

  (1) 包括的な自死対策プログラムの推進が必要 

 相談窓口に関する周知の徹底  

 地域や職域におけるゲートキーパーの積極的養成  

 こころの相談等相談窓口の継続及び充実・拡大  

 気軽に相談できる場の確保及び拡大  

 地域における講演会や事業所出前講座等の充実・拡大  

 きめ細かい連携と担当者連絡会や事例検討会等の開催による関係

機関の連携の強化  

 自死遺族への情報提供等の充実  

 経済的、精神的ゆとりのある「地域づくり」の推進  

 

 (2) 自死の現状等を踏まえたハイリスク者（精神疾患、身体疾患を抱

える方、経済的な問題を抱える方、居場所を亡くしている方等）

に対する様々な対策が必要 
 

 こころとからだの相談等相談窓口の継続及び充実・拡大  

 経済的問題を抱える方への相談窓口の周知と支援の充実  

 組織づくり（ネットワーク）の充実・強化  

 事業所等における働き方改革の推進と併せて健康経営と心の健康

づくり対策に対する取組の推進  

 教育機関におけるこころのサポートの推進  

 かかりつけ医（一般診療科）と専門医（精神科）との連携の充実・

強化 

 医師のサポーターとして、うつスクリーニングや傾聴スキルを身に

つけた「こころのケアナース（相談員）」の養成・育成  

 傾聴ボランティアの養成・育成  

 障がい者、慢性的な身体疾患を抱える方への治療と仕事の両立に向

けた支援 

 

(3) 自死の動機や背景となるさま様々な不安や悩みごとに対し、適切

な支援につなげられるよう、相談支援体制の充実と強化が必要 

 一関地域の自死の特徴として、「高齢者」「生活困窮者」「家庭の環

境」「職場の環境」があり、これらの特徴を踏まえた、相談窓口や

人材の育成  

 同居家庭での自死者の割合が多い。家族内のコミュニケーションを

図り居場所を確保するための対策が必要  

 地域のニーズに対する相談支援者の人材不足と補充  
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第６ 重点施策 
 

一関地域では、岩手県の重点施策のうち 12 項目に取組みます。そのた

めに「一関地域自死対策推進連絡会議」及び「自死とうつに関するケアネ

ットワーク会議」の構成団体等が中心となり、地域住民と一丸となり、引

き続き自死対策の推進・強化に取り組んでいきます。 

また、本計画を推進していくためには、保健所、市町、関係機関・団体

及び地域住民がそれぞれの立場で役割を推進するとともに、積極的に連

携・協力していきます。 

それぞれの役割については、「第７役割分担」に記載しています。 

 

１ 地域レベルの実践的な取組への支援を強化する 

  【課題】 

 自死対策を効果的に実施していくためには、地域の自死の動向につ

いて、公表データ等を元に整理分析していく必要があります。 

 一関地域の自殺死亡数は平成 21 年をピークに減少傾向にありまし

たが、平成 25 年、平成 26 年、平成 27 年、平成 29 年は 30 人以上

となっています。継続的な自死対策の推進が求められます。 

 年齢階級別自殺死亡割合をみると、男性は 20 歳代と 50 歳代と 80

歳以上が全国より多く、また、女性は 50 歳代と 70 歳代以上が多く

なっていることから、特に働く世代の男性、高齢者の男性と女性に

対する取組を強化する必要があります。 

 原因・動機別では、男女ともに「健康問題」が最も多く、職業別で

は男性は勤労者と年金生活者がほぼ同割合、女性は年金生活者の割

合が最も多くなっています。 

 一関地域の特徴として、自死された方は家族と同居していた割合が

多いことがあげられます。家庭内での孤立や相談できない環境が示

唆されます。 

 依存症にかかる自助グループが少ないため、継続した集まりの場を

確保する必要があります。 

 守秘義務に充分留意した上で、関係機関との情報共有について検討

する必要があります。 

 

【主な取組】 

 地域の自死に関するデータの整理・分析 

 関係機関や地域住民に対する各種広報紙等により自死に関するデ

ータの情報提供 

 一関地域市町等こころの健康づくり担当者連絡会や自死とうつに

関するケアネットワーク会議において地域の自死の特性及び状況

等の情報交換と事例検討会の継続実施 

 企業等におけるメンタルヘルス対策及び働き方改革の推進と支援 



- 17 - 

 

 企業等への出前講座等の取組の充実・強化 

 高齢者、生活困窮者に対する取組の充実・強化 

 依存症者の自助グループの育成 

  

 ２ 県民一人ひとりの気づきと見守りを促す 

  【課題】 

 住民に対する自死やうつ病等の精神疾患に関する知識の普及が十

分とは言えないことから、地域、職場及び学校等において正しい知

識の普及啓発を行っていく必要があります。 

 うつ病と関連の深いアルコール依存症の普及啓発を行う必要があ

ります。 

 身近な気づきと見守りの要となる区長、民生委員・児童委員、保健

推進員等に対しゲートキーパーの養成や傾聴ボランティア等自死

対策の担い手を養成していく必要があります。 

 

【主な取組】 

 岩手県自殺予防月間（9 月）及び自殺対策強化月間（3 月）の取組

の充実・強化 

 自殺対策強化月間（3 月）に、さらに重点的に取り組むため「一関

地域こころの安全週間」（3 月 10 日から 16 日）における普及啓発

等の取組の充実・強化 

 新聞、コミュニティＦＭ、インターネット、ＳＮＳ、広報誌、パン

フレット及びチラシ等による住民への普及啓発 

 成人式、納税申告時期、看護の日などのイベントに合わせた普及啓

発 

 地域等における健康教育、講演会及び事業所出前講座の充実・拡大 

 ゲートキーパー及び傾聴ボランティア等自死対策の担い手の養成と

育成 

   

 ３ 自死対策にかかる人材の確保、養成及び資質の向上を図る 

  【課題】 

 保健、福祉、医療及び介護等の関係者を対象に自殺のリスクを検知・

評価し、適切な支援につなげるための資質向上を図る必要がありま

す。 

 保健、福祉、医療及び介護等の関係者や消防、警察関係者とのより

一層のネットワークづくりの強化が必要とされています。 

 一関地域は、うつ病等精神疾患を抱える人をかかりつけ医から精神

科医療機関へつなぐ医療連携体制が整えられていますが、医師の援

助者として、医療関係者の教育が必要とされています。 

 傾聴ボランティアの活動をより活性化するための活動の場及び内
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容を充実していく必要があります。 

 

【主な取組】 

 きめ細かい担当者連絡会や事例検討会等の開催による顔の見える

（関係機関の）連携の強化 

 組織づくり（ネットワーク）の充実・強化 

 自死対策の担い手として、こころのケアナース（相談員）の養成・

育成 

 傾聴ボランティアの養成・育成及び組織支援 

 ゲートキーパー養成指導者の育成支援 

 保健、医療、福祉、介護及び職域、司法書士会等各種相談機関担当

者等への研修の充実・強化 

 

 ４ 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 

【課題】 

 地域及び職域において、自死のリスク要因となる様々なストレスや

適切な対応等のこころの健康に関する情報提供を継続して行って

いく必要があります。 

 児童・生徒、若者に対するこころの健康づくりについては、学校で

の児童・生徒の自己肯定感を高めるための取組や、看護学生による

中学生等を対象とした思春期なかま教育事業を継続していく必要

があります。 

 精神疾患や精神障がいに対する偏見が少なくないことから、地域で

の精神疾患や精神障がいに対する普及啓発を継続的に行っていく

必要があります。 

 身体の病気の悩みから心の病気に繋がるケースもあることから、健

康増進に向けた取組や、病気を抱える方及びその家族への支援が重

要です。 

 

【主な取組】 

 こころとからだの相談等相談窓口の周知と充実・拡大 

 地域等における健康教育、講演会及び事業所出前講座の充実・拡大 

 関係機関や事業所におけるメンタルヘルス対策の推進支援 

 学校における児童・生徒に対するこころの健康づくりの充実・強化

とスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーとの連携 

 被災者や自殺未遂者等の相談支援を担う職員等へのメンタルヘル

ス対策の実施 
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５ 適切な精神科医療福祉サービスを受けられるようにする 

【課題】 

 うつ病等の早期発見のため、地域包括支援センターでは高齢者の基

本チェックリストを活用したうつスクリーニングを実施していま

す。しかし、介護保険の申請をしていない方、必要な方が医療につ

ながるように再度うつスクリーニングの実施方法について検討す

る必要があります。 

 ストレスやこころの不調について本人に自覚がない場合は必要な

医療に結びつきにくいことがあります。 

 うつ病は身体の不調から受診する場合もあるため、早期発見・治療

のために、かかりつけ医と精神科医の連携体制が構築されています

が、今後もかかりつけ医と精神科医の連携の充実・強化を行う必要

があります。 

 自死の背景にある精神疾患に対応するために、保健福祉医療関係者

に対する研修等を継続して実施していく必要があります。 

 アルコールの大量飲酒はその後の自殺死亡のリスクを高めるとい

う指摘があります。 

 

【主な取組】 

 早期にうつ病を発見し、必要時に精神科を受診できるような地域の

意識啓発の強化 

 かかりつけ医（一般診療科）と専門医（精神科）との連携の充実・

強化 

 「ストレスチェック」や「こころの健康度チェック」の普及と多様

な機会を捉えたうつスクリーニングの実施 

 保健、医療、福祉、介護及び職域等の各種相談機関担当者等への研

修の継続実施 

 「よく眠れていますか」の声かけ啓発 

 アルコール依存症のための治療プログラムの実施 

 岩手県立南光病院、一関市、平泉町、一関保健所の共催によるアル

コール家族教室の継続開催 

  

 ６ 社会全体の自殺リスクを低下させる 

【課題】 

 心身の病気、失業、長時間労働及び多重債務などの健康問題や社会

問題、家庭問題等様々な問題を抱えている方が、適切な専門相談機

関につながるようにしていくことが必要です。 

 複数の問題を抱えた方が、適切な専門相談機関に確実につながる

（つなげる）のため、今後も引き続き各関係機関の担当者が顔の見
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えるネットワークづくりを進めていく必要があります。 

 地域の中小企業等におけるメンタルヘルス対策を推進していく必

要があります。 

 家族等の介護疲れは虐待や自死のリスク要因となり得ることから、

介護者への相談支援体制の充実など負担軽減に向けた取組が必要

です。 

 悩み事を抱える児童・生徒が心の健康に変調をもたらす前に、相談

窓口に繋がりやすい環境整備が必要です。 

 

【主な取組】 

 自死は社会の問題として構造的な対策に取組む 

 一関地域自死対策推進協議会の充実・強化 

 一関市自死対策推進協議会、平泉町自殺対策推進会議の充実・強化 

 自死とうつに関するケアネットワーク会議の充実・強化 

 市町等こころの健康づくり担当者連絡会の充実・強化 

 専門的相談機関との迅速で効果的な連携体制の充実・強化 

 中小企業等の事業所に対する専門スタッフによる訪問指導の実施 

 快適職場指針により、「仕事による疲労やストレスを感じることの

少ない、働きやすい職場づくり」を目指し体制の整備と認定企業制

度を推進（充実） 
 障がい者に対し地域の公共職業安定所と関係機関と連携し、就職か

ら職場定着まで一環した支援を強化 

 多重債務の相談窓口や生活困窮者支援窓口の周知による経済面又

は生活面で困っている方への支援の充実・強化 

 生活困窮者に対する消費者問題対策協議会の設置 

 高齢者を介護する家族等の負担軽減のための対応能力向上 

 教育機関・児童相談所・福祉等専門機関との連携 

 いじめの早期発見と早期対応、共通理解に向けた対応を充実 

   

 

 

 

 

 

７ 自殺未遂者の再度の自殺企図を防ぐ 

【課題】 

 自殺未遂者やその家族が、相談につながるための相談窓口の周知方

法等を工夫していく必要があります。 

認定企業制度※   

岩手県内では働きやすい職場環境作りに取組んでいる企業に対する 3 つの認定

制度（①若者雇用促進法に基づく認定制度、②次世代育成支援対策推進法に基づ

く認定制度、③女性活用推進法に基づく認定制度）があります。  
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 自殺未遂者やその家族を地域で見守るネットワークの体制づくり

が必要となります。 

 支援者が、自殺未遂者からの相談や支援を適切に行っていくための

支援者に対する専門研修を継続して行う必要があります。 

 

【主な取組】 

 医療機関等の連携による精神科治療・ケアの実施 

 自殺未遂者及びその家族に対する相談窓口の周知 

 自殺未遂者支援に関する専門研修の継続実施 

 自殺未遂者とその家族を支援するための医療機関や保健福祉等関

係者による事例及び対策の検討等 

 

 ８ 遺された人への支援を充実する 

【課題】 

 遺族が、相談や自死遺族交流会につながるための情報提供が十分と

は言えず、遺族に情報が届くための周知方法等の工夫が必要です。 

 遺族に関わる保健、医療及び福祉等の関係者の遺族支援への理解や

資質向上を図る必要があります。 

 

【主な取組】 

 自死遺族交流会の継続開催及び居住地以外の開催団体との連携 

 自死遺族の相談や自死遺族交流会の周知 

 自死遺族への相談支援の強化 

 自死遺族となった未成年者へのこころのケアの必要性の検討 

 

９ 民間団体との連携を強化する 

【課題】 

 一関地域自殺対策推進連絡会議や自死とうつに関するケアネット

ワーク会議等を通じて、行政や関係機関、民間団体との連携を強化

していく必要があります。 

 傾聴ボランティアの養成や育成を支援していくとともに、活動の場

を確保、拡大していく必要があります。 

 民間企業との連携の場を増やす必要があります。 

 管内には依存症の自助グループが無く、グループの結成と活動の場

の確保が必要です。 

    

【主な取組】 

 一関地域自死対策推進連絡会議、自死とうつに関するケアネットワ

ーク会議等を通じ、一関市医師会、一関歯科医師会、一関薬剤師会、
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看護協会、司法書士会、消費者信用生活協同組合等の民間団体と関

係機関との連携強化 

 家族会、精神保健福祉ボランティア団体、傾聴ボランティア団体等

との連携強化 

 岩手日日新聞社、一関コミュニティＦＭ、一関商工会議所、平泉商

工会、いわて平泉農業協同組合等との連携により、自死対策にかか

る啓発活動を更に充実強化 

 消費者信用生活協同組合、社会福祉協議会、一関市が連携したワン

ストップ相談会の開催と支援の強化 

 

10 子ども・若者の自死対策を更に推進する 

【課題】 

 10 歳代から 30 歳代の死因の第１位は自死であり、児童・生徒の悩

み等の早期発見が必要です。 

 児童虐待は子どもの心身の発達と人格形成に重大な影響を与え、自

傷行為や自殺企図の要因となる可能性があります。児童虐待の発生

を予防する必要があります。 

 適切な相談支援へつなぐための体制の整備が必要です。しかし、ス

クールカウンセラーへの需要が多く、応え切れない状況があります。 

 

【主な取組】 

 児童・生徒一人ひとりが自らの心の不調に気づき、適切に対処する

ことができるようなこころのサポート授業、心とからだの健康観察

等の健康教育の実施と強化 

 児童生徒や保護者のための相談窓口の周知 

 学校、教育委員会、教育事務所が学校不適応の状況を共有し、共通

理解を図る場を設置 

 スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーの設置 

 児童虐待の発生予防、早期発見・早期対応等を図るため、児童相談

所や市町等と連携した相談支援等の体制強化 

 母子、父子家庭等の自立促進と生活の安定を図るため、身近な生活

相談や子育て相談への対応 

 ひきこもりの本人・家族に対する相談支援、集まりの場の提供を行

う等、ひきこもり対策の推進 

 

11 勤務問題による自死対策を更に推進する 

【課題】 

 労働者に対するメンタルへルスケアへの取組を一層推進する必要が

あります。 
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 ストレスの要因となる職場環境の改善、うつ病の早期発見・早期治

療への取組を推進する必要があります。 

 事業所等における働き方改革の推進と併せて心の健康づくり対策に

対する取組を推進する必要があります。 

 身体疾患・精神疾患を抱える人が仕事と両立が出来るよう支援する

体制が必要です。 

 

【主な取組】 

 職場でのストレスチェックの推進と職場におけるこころのケアを行

う体制作りのための支援 

 職員・管理者を対象とした職場のメンタルヘルス研修を行う等、メ

ンタルヘルスの啓発と相談窓口へよりつなぎやすい体制の推進 

 事業所等において働きやすく安心安全な職場環境整備のため労働安

全衛生への更なる支援 

 身体疾患や精神疾患により休職した人のための職場復帰プログラム

などの支援を行う体制の確保 

 年次休暇・育児休暇・産前産後休暇の取得の推進 

 企業、事業所等からの養成に応じた健康教育の実施 

 

12 被災者への支援により自殺を防ぐ 

【課題】 

 東日本大震災による被災者に対し、長期的な支援を行っていく必要

があります。 

 心身の健康への支援に加え、新たなコミュニティづくりや生活支援

等包括的な支援を継続していく必要があります。 

 

【主な取組】 
 被災者への相談支援、ボランティアの継続 

 お茶っこ交流会等のサロン活動や訪問支援等による地域での孤立

化を防ぐための取組の充実 

 被災地での巡回相談、定期無料法律相談の実施 
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第７ 役割分担 

   一関地域では、一関地域自死対策推進連絡会議及び自死とうつに関する

ネットワーク会議の構成機関・団体等が中心となり、次のような役割分

担で地域の自死対策に取組みます。 
 

県 市町 
医師会、歯科医師会、薬剤

師会・看護協会、医療機関 

・自死対策推進連絡会議、

自死とうつのネットワー

ク会議、市町こころの健

康づくり事業担当者連絡

会の開催 

・統計情報収集、データ分

析及び関係機関への分析

データの提供 

・心の健康、自死の防止に

関する啓発普及  

・心の健康相談の実施  

・事業所等出前講座の実施  

・保健福祉医療等関係者に

対する研修の実施  

・こころのケアナース（相

談員）養成及び育成  

・傾聴ボランティア等の育

成支援 

・自殺未遂者相談の実施及

び未遂者支援に関する連

携のあり方について検

討、研修会の開催  

・自死遺族相談、交流会の

実施 

・ひきこもりの本人・家族

に対する相談支援  

・市町推進会議、庁舎内関

係課連絡会等の開催 

・自死対策関連の各会議及

び連絡会への参加  

・統計情報収集、データ分

析及び住民等への分析デ

ータの情報発信  

・市町広報等を活用した心

の健康、自死の防止に関

する情報発信  

・心の健康相談の実施 

・生活困窮に関する相談の

実施 

・住民を対象とした講演

会、健康教育、出前講座

等の開催 

・ゲートキーパー養成研修

の実施 

・傾聴ボランティア、精神

保健福祉ボランティアの

養成及び育成支援  

・うつスクリーニングの実

施等 

・自殺未遂者やその家族、

自死遺族相談の実施  

・自死遺族交流会の紹介  

・被災者、内陸避難者への

相談支援等 

・ひきこもりの本人・家族

に対する相談支援  

・自死対策関連の各会議及

び連絡会への参加  

・会員、職員に対するメン

タルヘルス及び研修等の

実施及び研修参加派遣  

・看護の日、看護月間に合

わせた普及啓発  

・患者に対する心の健康相

談の実施 

・うつスクリーニングの実

施  

・こころの健康相談窓口へ

の紹介、関係機関との連

携  

・ 「診療情報提供書」等を

活用した一般医と精神科

医との連携体制の充実、

実施 

・希死念慮を抱える人、自

殺未遂者への相談支援  

（医師会、医療機関）  

・自死遺族への相談支援  

・守秘義務に留意した上で

の情報共有 

 

社会福祉協議会 

消費者信用生活協働組合 
司法書士会等 警察署・消防署 

・生活困窮等生活相談の実

施、充実 

・生活困窮者に対する合同

相談会の開催 

・障がい者相談支援の実施  

・心の健康相談の実施、他

関係機関との連携  

・地域での高齢者サロンの

実施、充実 

・被災者、内陸避難者への

支援（相談、サロンの開

催等） 

・自死対策関連の各会議及

び連絡会への参加  

・多重債務者等の経済困難

者に対する支援  

・相談窓口の開設  

・地域の保健医療福祉関係

機関との連携 

・被災地での巡回相談、無

料相談の実施  

・自死対策関連の各会議及

び連絡会への参加  

・職員のメンタルヘルス相

談の実施、相談窓口の紹

介  

・職員に対するメンタルヘ

ルス及び自死関連研修等

の研修参加派遣  

・自殺未遂者の発見と保護

時の相談窓口の紹介  

・自死遺族への相談窓口の

紹介 
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企業、商工会、岩手労働局

労働基準監督署 

労働基準協会 

公共職業安定所、若者サポ

ートステーション、 

ジョブカフェ 

教育事務所 

小・中・高等学校等 

 自死対策関連の各会議及

び連絡会への参加  

 職員、会員等への相談窓口

の紹介 

 職場でのストレスチェッ

ク制度の推進と職場にお

けるこころのケアを行う

体制作り 

 事業所広報、リーフレット

等による心の健康に関す

る啓発普及 

 職員、会員等へのメンタル

ヘルス相談の実施、充実  

 職員、会員等への研修会の

実施及び研修会参加派遣  

 企業・団体等を対象とした

労働衛生研修会の開催  

 地域の保健医療福祉関係

機関との連携 

 働きやすい職場環境づく

りの推進、認定企業制度の

推進 

 年次休暇・育児休暇・産前

産後休暇の取得の推進  

・求職者、失業者への職業

紹介 

・雇用保険失業給付の相談  

 等 

・若者総合相談窓口の実施  

・就職支援のための面接訓

練、個別相談等の実施  

・保健医療福祉等関係機関

との連携 

・生活困窮者等への支援  

・障がい者の就労相談及び

職場定着支援  

・難病、慢性疾患の患者に

対する治療と仕事の両

立に向けた支援  

 

・教育関係者へのメンタル

ヘルス研修の実施、充実  

・児童生徒を対象とした、

こころとからだの健康

観察、こころのサポート

授業、保健講話の実施  

・児童生徒への個別相談  

・スクールカウンセラー、

スクールソーシャルワ

ーカーによる相談の実

施と充実 

・保健だよりによる啓発  

・児童や生徒、保護者のた

めの相談窓口の周知  

ボランティア  

 地域、施設などにおける

傾聴活動 

 心の健康相談窓口の紹

介  

 自死の予防に関する普

及啓発活動 

 傾聴技術のスキルアッ

プのための研修の受講  

地域包括支援センター 

相談支援事業所等 

民生委員児童委員 

行政区長、保健推進員 
地区組織・地域住民 

 自死対策関連の各会議及

び連絡会への参加  

 職員のメンタルヘルス相

談の実施、祖談窓口の紹介  

 職員に対するメンタルヘ

ルス及び自殺関連研修等

の研修参加派遣  

 介護者の負担軽減の為の

対応 

 障がい者、高齢者のメンタ

ルヘルス相談の実施、充実  

 障がい者、高齢者の家族に

対する相談支援  

 障がい者に対する生活、就

労相談 

・自死対策関連の各会議及

び連絡会への参加  

・ゲートキーパー養成研修

の受講 

・委員、会員を対象とした

心の健康づくり研修の

受講 

・地域における高齢世帯、

障がい者世帯など要支

援者の見守りと支援  

・要支援者に関する関係機

関等へのつなぎ  

・自死の実態やその予防対

策に関心を持つ  

・地域住民同士での声かけ  

・悩んでいる人、要支援者

への見守りと傾聴  

・地域で開催する心の健康

に関する健康講話の積

極的な受講 

・ゲートキーパー養成研修

の受講 

・行政機関との連携  

 

 



- 26 - 

 

第８ 主な活動指標 
  

項  目  指 標  2019 2020 2021 2022 

相談支援担当者ネット

ワークの構築  

定期的な

集まりの

継続 

定期的な集まりの継続  

傾聴ボランティアの養

成・育成  

新規 

受講者数  
10 人 

累計 

20 人 

累計 

30 人 

累計 

40 人 

ゲートキーパーの養成 

・育成  
受講者数  100 人 

累計 

200 人 

累計 

300 人 

累計 

400 人 

保健医療福祉従事研修  

こころのケアナースの

育成 

受講者数  30 人 
累計 

60 人 

累計 

90 人 

累計 

120 人 

地域等への講演会や健

康教育（出前講座）  
受講者数  250 人 

累計 

500 人 

累計 

750 人 

累計 

1,000 人 

うつスクリーニングの

実施 
実施数  250 人 

累計 

500 人 

累計 

750 人 

累計 

1,000 人 

職域へのアプローチ  

事業所への出前講・事

業所訪問等  

事業所数  5 箇所 
累計 

10 箇所 

累計 

15 箇所 

累計 

20 箇所 

自殺未遂に関する実務

者検討会・連絡会等の

開催 

開催回数  

（年）  
２～３回  ２～３回  ２～３回  ２～３回  

自死遺族交流会の開催  
開催回数  

（年）  
６回 ６回 ６回 ６回 

 

 


