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はじめに

市民一人ひとりが「いのち」を大切にし、心豊かに生きていけ

る社会を築くことは、社会全体の願いです。

近年、自殺者数は減少傾向にあるものの、毎年多くの「いの

ち」が失われ、本市においても毎年約１０人ものかけがえのな

い「いのち」が自殺によって失われています。

自殺の多くは、悩み抜いた末に自ら命を絶たざるを得ない状態まで「追い込まれた末の死」

であり、決して個人の問題だけではありません。

周囲の人が適切な相談先につなぎ、温かく見守るなど、関わり方を学び、社会全体で対策

を考えていく必要があります。

そこで、自殺対策基本法が改正されたことを受け、本市においても「越前市いのち支える

自殺対策計画～誰も自殺に追い込まれることのない越前市を目指して～」を策定しました。

本計画では、「誰も自殺に追い込まれることのない越前市」を目指して、これまで以上に

関係機関や団体、地域と連携し、「生きることの包括的支援」を最大限に活かしながら、市

民一人ひとりに届く取組みを進めてまいります。

市民の皆様には、自殺に関する理解を一層深め、身近な人への気づきや寄り添いに対して

温かいご協力をお願いいたします。

結びに、本計画の策定にご尽力いただいた越前市自殺対策計画策定等委員会の委員の皆

様や貴重なご意見等をいただいた皆様に心からお礼申し上げます。

  令和元年 10 月   

                    越前市長 奈 良 俊 幸 
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第１章 計画の策定にあたって

１ 計画策定の趣旨

（１）計画策定の背景

我が国の自殺対策は平成１８年度に自殺対策基本法が制定されて以降、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、自殺者数の年次推移は減少

傾向になるなど着実に効果をあげています。しかし、我が国の自殺死亡率は主要先進国

７か国の中でもっとも高く、自殺者は毎年２万人を超えていることからも非常事態はい

まだに続いています。

そうした中、自殺対策基本法は、「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推進するため、施行から１０年目の節目にあたる平成２８

年に改正されました。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

ことを基本理念に明記するとともに、自殺対策に関する必要な支援を受けることのでき

るようすべての自治体で「自殺対策計画」を策定することとされました。

 自殺の背景には失業、経済問題、うつ病などの精神疾患、病気などの健康問題、家庭

問題、性的マイノリティ等さまざまな要因が絡み合っています。自殺は、個人の選択の

結果ではなく、その多くが防ぐことのできる社会的な問題であるととらえ社会全体で取

り組む必要があります。

 越前市自殺対策計画では、自殺対策に係る現状と課題を明らかにする中で、市民、各

関係機関、団体等が連携し、「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、市民一人ひとりの「こころ」と「いのち」を守り健やかで幸せに暮らせるまちづく

りを目指します。

（２）法令等の根拠

自殺対策基本法第１３条第２項

「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。」
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２ 計画の期間

計画期間：２０１９年度から２０２３年度

３ 計画の目標

本計画は「誰もが自殺に追い込まれることのない社会の実現」を目指していくことを

目標に、年間自殺者数「０」を目標とし計画を推進します。ただし、本計画最終年の２

０２３年（令和５年）の目標値は以下のとおりと定め、限りなく「０」に近づけます。

 基準値 

2015 年(平成 27 年) 

目標値 

2023 年(令和 5年) 

年間自殺者数 12 人 9 人以下 

自殺死亡率※(人口 10万人対) 14.3 11.0 以下 

※自殺死亡率…人口 10万人あたりの自殺者数

参考：国の目標値としては、２０２６年（令和８年）までに、自殺死亡率を２０１５年（平成２７年）と

比べて３０％以上減少させ、自殺死亡率を１３．０以下にすることとしている。

４ 基本方針

（１）計画の基本的な考え方

平成２９年７月に閣議決定された自殺総合対策大綱を踏まえて、以下の５点を自殺対

策における「基本方針」とします。  

（２）計画の評価

こころの健康づくりに係る施策・目標を掲げている「市健康２１計画」は２０２３年

度（令和５年）に最終評価をするため、本計画も評価時期を合わせ、必要な見直しを行

います。

「市健康２１計画」をはじめ各種関連計画と整合・連携をはかり一体的な取組みを推

進します。

国が定める５つの基本方針【自殺総合対策大綱】

１ 生きることの包括的な支援として推進する

２ 関連施策との有機的な連携を強化して総合的に強化する

３ 対応の段階に応じてレベルごとの対策を効果的に連動させる

４ 実践と啓発を両輪として推進する

５ 国、地方公共団体、関係団体、民間団体、企業及び国民の役割を明確化し、その連携・

協働を推進する
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計画名称 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

自殺対策計画 

計画期間 5年 

 策定    評価  

健康 21計画 

計画期間 6年 

策定     評価     

自殺総合対策 

大綱見直し(国) 

    ●      

５ 計画の位置づけと構成

本計画は、自殺対策基本法第１３条第２項に定める「市町村自殺対策計画」として策

定するものです。本計画は市の最上位計画「越前市総合計画」を基本とし「市健康２１

計画」と整合性を保ちつつ、自殺対策に関連する他の計画と連携を図ります。

計画の位置付けの図
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第２章 越前市の自殺の現状

１ 本市の現状

（１）本市人口の動向

本市の総人口の推移をみると、昭和４５年の７６，７２０人から平成１７年の８７，

７４２人に達するまで増加を続けましたが、平成１９年から平成２７年まで人口減少を

続け、平成２７年に８１，５２４人となりました。その後、人口増加し、平成３０年に

は、８３，１３５人となっています＜図１＞。

＜図１＞ 本市総人口の推移

             （資料：Ｓ４５～Ｈ２７は国勢調査、Ｈ３０は住民基本台帳

 ※平成３０年は４月１日現在） 

（２）年齢３区分別人口比率の推移 

年齢３区分別人口をみると、０～１４歳の人口は昭和４５年には１８，４５６人（２

４．１％）でしたが、平成３０年には１０，７７８人（１３．０％）に減少しています。

一方、６５歳以上の人口は、昭和４５年には６，９２３人でしたが、平成７年に０～１

４歳の人口と逆転し、平成３０年には２３，５２３人（２８．３％）に増加しています

＜図２＞。 

また、本市の高齢化率は年々増加しており、福井県に比べ低く、全国に比べ高い状態

です＜図３＞。 
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＜図２＞本市年齢３区分別人口比率の推移

（資料：Ｓ４５～Ｈ２７は国勢調査、Ｈ３０は住民基本台帳 ※平成３０年は４月１日現在） 

＜図３＞高齢化率の推移

      （資料 越前市、福井県は福井県の推計人口、全国は総務省統計局人口推計）

（高齢化率：高齢者人口/総人口―年齢不詳人口）
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２ 高齢者の現状 

（１）高齢者の家族の状況 

 「息子・娘との２世帯」の割合が２６．６％と最も高く、次いで「夫婦２人暮らし（配

偶者６５歳以上）」の割合が２３．４％、「１人暮らし」の割合が１８．２％となってい

ます＜図４＞。 

＜図４＞高齢者の家族の状況 

（資料：第７期 市高齢者福祉保健計画・介護保険事業計画

（Ｈ２９年介護予防・日常生活圏域ニーズ調査））

（２）高齢者の経済の状況 

「ふつう」の割合が６３．６％と最も高く、次いで「やや苦しい」の割合が１８．５％

となっています＜図５＞。 

＜図５＞高齢者の経済の状況 

（資料：第７期 市高齢者福祉保健計画・介護保険事業計画 

（Ｈ２９年介護予防・日常生活圏域ニーズ調査）） 
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１人暮らし 夫婦2人暮らし（配偶者65歳以上）

夫婦2人暮らし（配偶者64歳以下） 息子・娘との2世帯

その他 無回答
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（３）高齢者の健康について 

「まあよい」の割合が５６．９％と最も高く、次いで「あまりよくない」の割合が２

４．９％となっています＜図６＞。 

＜図６＞高齢者の健康について 

（資料：第７期 市高齢者福祉保健計画・介護保険事業計画

（Ｈ２９年介護予防・日常生活圏域ニーズ調査））

（４）高齢者の地域の活動参加意思 

地域での活動に「参加してもよい」の割合が４２．１％と最も高く、次いで「参加し

たくない」の割合が４１．４％となっていますが、反面企画運営（お世話役）の参加は、

「参加したくない」の割合が６２．６％と最も高く、次いで「参加してもよい」の割合

が２５．８％となっています＜図７＞。 

＜図７＞高齢者の地域の活動参加意思 

地域での活動参加 

企画・運営での参加 

（資料：第７期 市高齢者福祉保健計画・介護保険事業計画 

（Ｈ２９年介護予防・日常生活圏域ニーズ調査）） 

是非参加したい 参加してもよい 参加したくない 無回答
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３ 生活困窮の現状 

（１）生活保護の状況 

 生活保護の受給状況をみると、平成２１年度から２６年度まで増え続け、平成２６年

度に２０６世帯となった後は横ばい状態で、雇用環境が好転していることから、平成３

０年度は１８６世帯２１０人となっています＜図８＞。 

＜図８＞生活保護の動向 

（資料：各年度平均人数と世帯数：社会福祉課）

さらに世帯類型をみると、最も多いのが高齢者世帯で６割を占め、障害及び傷病者世

帯が２割、働ける年代を含むその他世帯が２割となっています＜図９＞。 

＜図９＞生活保護世帯の世帯類型別推移

（資料：各年度４月時点世帯数：社会福祉課）
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（２）生活困窮相談の状況

 生活困窮相談者内訳をみると、６５歳以上の年代の相談が多くなっています＜図１０

＞。

相談方法は関係機関・関係者紹介が多く、早期支援として関係機関が関わっているこ

とがわかります＜図１１＞。

相談内容の内訳をみると収入・生活費についてが一番多くなっています＜図１２＞。

＜図１０＞生活困窮相談者数内訳

            （資料：社会福祉課）

＜図１１＞生活困窮相談方法

 （資料：社会福祉課）

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

H27 H28 H29 H30

(人)

年齢不詳

65歳～

60～64歳

50代

40代

30代

20代

～10代

男

女

性別不明

103

126
131

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

H27 H28 H29 H30

(件)
本人（来所）

本人（電話・メール）

家族・知人（来所）

家族・知人（電話・メール）

自立相談支援機関が把握

関係機関・関係者紹介

その他

不明

157

9



＜図１２＞生活困窮相談内容内訳

    （資料：社会福祉課）

４ 自殺の実態 

（１）自殺者数及び自殺死亡率※

平成２１～３０年までの１０年間に自殺で亡くなった人の数は、１４９人です。平成

２６～３０年までの５年平均自殺死亡率は１６．０、と、全国の平均１７．６より低い

状態となっています＜図１３＞＜表１＞＜表２＞。 

※自殺死亡率…人口 10万人あたりの自殺者数

＜図１３＞年間自殺者数及び自殺死亡率の推移 

（資料：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」）
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＜表１＞本市の年間自殺者数の推移 

H21 
(2009)

H22 
(2010)

H23 
(2011)

H24 
(2012)

H25 
(2013)

H26 
(2014)

H27 
(2015)

H28 
(2016)

H29 
(2017)

H30 
(2018) 

合計 
(H26 

～30)

合計 
(H21 

～30)

男性(人) 14 10 11 9 10 12 11 13 7 4 47 101 

女性(人) 7 6 5 4 6 4 1 2 7 6 20 48 

計(人) 21 16 16 13 16 16 12 15 14 10 67 149 

（資料：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」）

＜表２＞年間自殺死亡率の推移 

H21 
(2009)

H22 
(2010)

H23 
(2011)

H24 
(2012)

H25 
(2013)

H26 
(2014)

H27 
(2015)

H28 
(2016)

H29 
(2017)

H30 
(2018) 

5 年平均自殺死亡率

(H26～30) 

越前市 25.2 19.3 19.4 15.8 18.9 19.1 14.3 17.9 16.9 12.0 16.0 

福井県 24.1 21.9 19.1 20.7 18.0 17.2 14.1 17.1 15.6 15.1 15.8 

全国 25.6 24.7 24.1 21.8 21.1 19.6 18.6 17.0 16.5 16.2 17.6 

（資料：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」）

（２）主な自殺の特徴 

本市の自殺者は平成２１年をピークに減少傾向ですが、平成２１年～平成３０年の１

０年間で１４９人（男性１０３人、女性４６人）が自殺で亡くなっています＜表１＞。

そのうち６０歳以上は７６人であり５１％を占めています。また独居より同居の自殺者

が多いという傾向があります＜表３＞。これは、本市の同居率が９１．６％と高いこと

も関連があると考えられます＜図１４＞＜表４＞。 

＜表３＞本市の主な自殺の実態

上位 5区分 自殺者数(人) 割合 自殺死亡率※ 背景にある主な自殺の危機経路※

男性 60歳以上無職同居 15 20.5% 46.6 
失業(退職)→生活苦+介護の悩み(疲
れ)+身体疾患→自殺 

男性 40～59歳有職同居 11 15.1% 25.2 
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 

女性 60歳以上無職同居 11 15.1% 20.2 身体疾患→病苦→うつ状態→自殺 

男性 60歳以上無職独居 5 6.8% 145.2 
失業(退職)+死別･離別→うつ状態→
将来生活への悲観→自殺 

男性 40～59歳無職同居 4 5.5% 156.9 
失業→生活苦→借金+家族間の不和
→うつ状態→自殺 

（資料：自殺総合対策推進センター※「地域自殺実態プロファイル」※

特別集計（自殺日・住居地、Ｈ２５～２９年間自殺者数合計７３人）） 

※この表の自殺死亡率の考え方…同じ特性（性・年齢区分、職業と同居人の有無の状況）の人口で、自殺

死亡者数を比較した場合の人口 10万人あたりの自殺死亡率。 

※背景にある主な自殺の危機経路…自殺実態白書 2013（ライフリンク）参考 

※自殺総合対策推進センター…自殺対策基本法の新しい理念と趣旨に基づき、学際的な観点から関係者が

連携して自殺対策の PDCA サイクルに取り組むためのエビデンス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機関。 
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※地域自殺実態プロファイル…国勢調査、人口動態統計調査、企業・経済統計、生活・ライフスタイルに

関する統計（国民生活基礎調査、社会生活基本調査等）に基づき、自治体ごとの自殺者数や自殺率、関

連する地域特性を円グラフや棒グラフなどを用いて分かりやすく表示し、人間ドックの報告書のような

簡易なレポートとして地域の自殺実態を明らかにするもの。

＜図１４＞本市一般世帯のうち同居人  ＜表４＞一般世帯のうち同居人の有無  

の有無（施設を除く）           （施設を除く）             

（３）年代別・性別の自殺率

平成２１年～３０年の間に自殺で亡くなった人を年代別にみると、男性は２０歳代、

６０歳代、７０歳代の割合が福井県・全国と比較して高くなっています。一方女性は、

７０歳代の割合が福井県・全国と比較して非常に高くなっています＜図１５＞＜図１６

＞＜表５＞＜表６＞。 

＜図１５＞男性の自殺者割合（年齢別） 

（資料：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」（Ｈ２１～３０年間合計）） 

同居人
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あり
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  同居人なし 同居人あり 合計 
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越前市割合 8.4% 91.6% 100% 

福井県割合 9.6% 90.4% 100% 

全国割合 14.8% 85.2% 100% 

（資料：Ｈ２７国勢調査） 
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＜図１６＞女性の自殺者割合（年齢別） 

（資料：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」（Ｈ２１～３０年間合計）） 

＜表５＞男性の自殺者数 Ｈ２１～３０年間合計 

男性自殺者 
20歳

未満 
20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 

80 歳 

以上
不明 

60 歳 

以上の

総数

合計 

越前市(人) 1 13 8 18 15 19 20 7 0 46 101 

福井県(人) 17 129 119 182 209 166 153 94 0 413 1,069 

全国(人) 3,773 19,487 25,545 31,859 33,758 31,224 21,280 13,172 910 65,676 181,008 

越前市割合 1.0% 12.9% 7.9% 17.8% 14.9% 18.8% 19.8% 6.9% 0% 45.5% 

福井県割合 1.6% 12.1% 11.1% 17.0% 19.6% 15.5% 14.3% 8.8% 0% 38.6% 

全国割合 2.1% 10.8% 14.1% 17.6% 18.7% 17.3% 11.8% 7.3% 0.5% 36.3% 

（資料：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」（Ｈ２１～３０年間合計）） 

＜表６＞女性の自殺者数 Ｈ２１～３０年間合計

女性自殺者 
20歳

未満 
20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 

80 歳

以上 
不明 

60 歳 

以上の

総数 

合計 

越前市(人) 2 5 3 3 5 6 16 8 0 30 48 

福井県(人) 5 29 46 43 47 80 82 70 0 232 402 

全国(人) 1,853 7,744 10,044 11,590 11,705 13,781 12,827 10,667 122 37,275 80,333 

越前市割合 4.2% 10.4% 6.3% 6.3% 10.4% 12.5% 33.3% 16.7% 0% 62.5% 

福井県割合 1.2% 7.2% 11.4% 10.7% 11.7% 19.9% 20.4% 17.4% 0% 57.7% 

全国割合 2.3% 9.6% 12.5% 14.4% 14.6% 17.2% 16.0% 13.3% 0.2% 46.4% 

（資料：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」（Ｈ２１～３０年間合計）） 
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（４）自殺者における同居人の有無

本市の自殺者における同居人の有無別でみると、過去１０年間（平成２１～３０年）

に自殺で亡くなった１４９名のうち、同居人がいる人の割合が７８．５％でした。これ

は福井県、全国の同居人がいる人の割合と比較し高くなっています＜図１７＞＜表７＞。

＜図１７＞本市自殺者における同居人  ＜表７＞自殺者における同居人の有無

の有無（Ｈ２１～３０年合計）    （Ｈ２１～３０年合計）

５ 勤務・経営関連

（１）自殺者の職業の有無

職業の有無をみると、過去１０年間（平成２１～３０年）に亡くなった１４９人のう

ち無職者が６割以上を占めており＜図１８＞＜表８＞、特に年金・雇用保険等生活者が

３２．２％と福井県・全国と比較して高くなっています＜図１９＞＜表９＞。 

＜図１８＞本市自殺者のうち職業有無の 

割合（Ｈ２１～３０年間合計） 

（資料：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」

（Ｈ２１～３０年間合計）） 

同居人 

あり 

同居人 

なし 
不詳 合計 

越前市 

自殺者数(人) 
117 32 0 149 

越前市割合 78.5% 21.5% 0% 100% 

福井県割合 76.6% 23.1% 0.3% 100% 

全国割合 69.3% 29.5% 1.2% 100% 

職業 有職 無職 不詳 合計 

越前市 

自殺者数(人) 
53 96 0 149 

越前市割合 35.6% 64.4% 0 

福井県割合 41.1% 58.3% 0.7％ 

全国割合 36.0% 62.2% 1.8％ 

有職
35.6%無職

64.4%

n=149

＜表８＞自殺者の職業の有無 

（Ｈ２１～３０年間合計） 

同居

人あ

り
78.5%

同居

人な

し
21.5%

n=149 （資料：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」 

特別集計（自殺日・住居地、Ｈ２１～３０年間合計） 

14



＜図１９＞職業別自殺者の割合

（資料：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」（Ｈ２１～３０年合計））

＜表９＞職業別自殺者の割合（Ｈ２１～３０年合計） 

職業 

自営業・ 

家族従

業者

被雇用 

・勤め人 

学生・ 

生徒等 
主婦 失業者 

年金・ 

雇用保

険等生

活者 

その他

の無職

者 

不詳 合計 

越前市 

自殺者数(人) 
10 43 5 13 8 48 22 0 149 

越前市割合 6.7% 28.9% 3.4% 8.7% 5.4% 32.2% 14.8% 0% 

福井県割合 9.7% 31.3% 3.6% 6.5% 8.5% 26.7% 12.9% 0.7% 

全国割合 8.0% 28.0% 3.4% 6.7% 4.9% 22.9% 24.3% 1.8% 

（２）地域の事業所規模別事業所／従業者割合 

市内では、労働者数５０人未満の小規模事業所の割合が９７％を占めており、従業員

の数からみると５０人未満の事業所に勤めている者の割合は５９％となっております。

大規模事業所の割合は２％ですが、働いている人の割合は全体の４０％を占めています。

労働者数５０人未満の小規模事業所ではメンタルヘルス対策に遅れがあることが指摘

されており、地域産業保健センター等による支援が行われています＜図２０＞＜表１０

＞。 
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＜図２０＞事業所規模別事業所／従業者割合 

 （資料：Ｈ２６経済センサス－基礎調査） 

＜表１０＞事業所規模別事業所／従業者数 

        （資料：Ｈ２６経済センサス－基礎調査） 

６ 本計画の重点施策について 

 自殺総合対策推進センターから出された「地域自殺実態プロファイル」によると、本

市の自殺の特徴は「高齢者」、「生活困窮者」、「勤務・経営」の３つとされており、本計

画ではこの３つを重点施策として位置づけます＜表３＞。 

＜表３＞本市の主な自殺の実態 （再掲）  

上位 5区分 自殺者数(人) 割合 自殺死亡率 背景にある主な自殺の危機経路 

男性 60歳以上無職同居 15 20.5% 46.6 
失業(退職)→生活苦+介護の悩み(疲
れ)+身体疾患→自殺 

男性 40～59歳有職同居 11 15.1% 25.2 
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 

女性 60歳以上無職同居 11 15.1% 20.2 身体疾患→病苦→うつ状態→自殺 

男性 60歳以上無職独居 5 6.8% 145.2 
失業(退職)+死別･離別→うつ状態→
将来生活への悲観→自殺 

男性 40～59歳無職同居 4 5.5% 156.9 
失業→生活苦→借金+家族間の不和
→うつ状態→自殺 

 （資料：自殺総合対策推進センター「地域自殺実態プロファイル」

特別集計（自殺日・住居地、Ｈ２５～２９年間自殺者数合計７３人））
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第３章 施策の体系 

本市における自殺対策は、すべての市町村が共通して取り組むべきとされている「基

本施策」と本市における自殺現状を踏まえた「重点施策」さらに関係各課の「事業の棚

卸し」を行い、「生きることの包括的な支援の関連施策」という３つの施策群でまとめ

てあります。 

１ 基本施策 

（１） 自殺対策を支える人材の育成 

（２） 地域におけるネットワークの強化 

（３） 市民への啓発と周知 

（４） 生きることの促進要因への支援 

（５） 子ども・若者のＳＯＳの出し方に関する教育 

２ 重点施策 

（１） 高齢者への自殺対策の推進 

（２） 生活困窮者への支援の強化 

（３） 勤務・経営に関わる自殺対策の推進 

３ 生きることの包括的な支援の関連施策 

本市において既に行われている事業を「生きることの包括的支援」として事業の棚卸

しを行いました。自殺対策として推進していけるように、５つの基本施策の内容別に分

類したものです。 

５つの基本施策は、地域で自殺対策を推進する上で欠かすことのできない取組みで

す。これらの施策を連動させ、自殺対策を推進していきます。

自殺のハイリスク層である高齢者対策と、リスク要因である生活困窮者対策、勤務・

経営対策を重要施策として取り組みます。

庁内関係課及び関係機関と連携し「生きることの包括的な支援」を最大限に生かし

自殺対策を推進していきます。

17



第４章 施策の推進 

１ 基本施策 

（１）自殺対策を支える人材の育成 

自殺対策を支える人材の育成は、対策を推進する上での基礎となる重要な取組みです。 

本市では、専門家や関係者だけではなく身近な地域で支え手となる市民に対しても幅

広く研修会等を行う事とし、自殺や自殺対策関連事象に関する正しい知識の普及、本人

の本音を聞きだすことが出来る信頼関係の構築技法などを学び地域のネットワークを

支える人材を養成していきます。 

○市民向けゲートキーパー※養成講座の開催 

一般市民のほか、健康づくり推進員、運動普及推進員、食生活改善推進員の健康

づくり３団体、民生委員・児童委員、福祉推進員、老人家庭相談員等に対して研修

の機会を活用し、ゲートキーパーの養成講座を開催します。 

○事業所向けゲートキーパー養成講座の開催 

高齢者等と関わる機会のある専門職等を対象に、気づきや支援の技術を持ち、関

係機関と連携しながら問題解決に向けた支援へとつなぐことができる人材を育成

するため、ゲートキーパーの養成講座を開催します。 

○市職員向けゲートキーパー養成講座の開催 

市職員が窓口に来られる市民の方に対して、自殺のリスクに対し支援へとつなぐ

ことができる職員をめざし、職員研修の機会を活用しゲートキーパーの養成講座を

開催します。 

※ゲートキーパー…自殺の危険を示すサインに気づき、適切な対応（話を聞いて、適切な支援につ

なげ、見守る）ができる人のこと。

目標値

評価項目 現状値（2018 年） 2023 年度までの目標値 

市民向けゲートキーパー養成講座受講者数 ― 600 人 

事業所向けゲートキーパー養成講座開催回

数 
― 1 回/年 

市職員のゲートキーパー養成講座受講者数 ― 全職員 

（２）地域におけるネットワークの強化 

自殺対策を推進するにあたりネットワークは大変重要です。気がかりな人を早期に見

つけ必要な機関につなぐ地域のネットワークの強化を推進していきます。 

○地域医療協議会連絡会にて自殺対策計画の進捗状況を評価していきます。 
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○地域のネットワークは「市地域福祉計画」に基づき、子育て相談や自立支援などの

関係機関と連携し推進していきます＜図２１＞。 

目標値 

評価項目 現状値（2018 年） 2023 年度までの目標値 

地域医療協議会連絡会 ― 1 回／年 

町内福祉連絡会の開催状況 70％ 90％ 

＜図２１＞

（資料：市地域福祉計画）

（３）市民への啓発と周知 

自殺対策だけではなく、生活をしていく中での生きるための必要な情報提供を行って

いきます。 

市民の方が、相談機関や相談窓口の存在を知ることが出来るように情報の提供をしま

す。また、自分自身のストレス度を知るためのリーフレットの配布や、医療機関の紹介

をします。９月の「自殺予防週間」、３月の「自殺対策強化月間」には、広報や図書館

等の公共施設と連携し、自殺対策についての啓発をします。 

＜課題を解決するための協力体制（イメージ図）＞ 
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○９月の「自殺予防週間」、３月の「自殺対策強化月間」では、相談先を掲載したリ

ーフレットの配布を駅や企業等で行います。また、図書館や公共施設での特設コー

ナーを活用し、関連資料、リーフレット等で啓発を行います。 

○特定健診時や市民の方が集まるフェア等でリーフレットを配布し周知を行います。

またホームページの充実を図ります。 

○こころの健康フェアを開催し自殺対策について啓発します。 

目標値 

評価項目 現状値（2018 年） 2023 年度までの目標値 

9 月の自殺予防週間、3 月の自

殺対策強化月間について知っ

ている市民の割合 

＿ 

50％ 

健康 21計画中間評価にて 

アンケート実施 

こころの健康フェア 1 回／年 1 回／年 

こころの健康教育・出前講座 5 回／年 10 回／年 

（４）生きることの促進要因への支援 

「生きることの促進要因」よりも「生きることの阻害要因」が上回った時、自殺に追

い込まれる危険性が高まります。 

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

因」を増やす取組みを行うことです。本市では居場所づくりに関する対策の推進や相談

窓口、相談体制の充実等生きることの促進要因の強化につながる施策を進めます。 

○介護者支援、ひきこもり支援、児童虐待等の相談支援を行い、さらに地域の気がか

りな世帯には関係者によるアウトリーチによる支援を行います。 

※アウトリーチ…積極的に対象者の居る場所に出向いて働きかけること 

○子育て世代には、地域子育て支援センターやてんぐちゃん広場を居場所として整備

します。 

○子どもたちには、児童館や放課後子ども教室、地域の学習支援の場を居場所として

整備します。 

○支援を必要とする子どもたちには、学校以外の居場所である適応指導教室等を居場

所として整備します。 

○町内単位で、いきいきふれあいのつどい、いきいきシニアクラブでの活動を高齢者

の居場所づくりとします。 

○臨床心理士による面接や電話相談を行う「こころの相談会」を実施します。 
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目標値 

評価項目 現状値（2018 年） 2023 年度までの目標値 

いきいきふれあいのつどい数 209 箇所 212 箇所 

こころ相談事業実績数 

（面接、電話、訪問の回数） 
226 回 240 回 

地域子育て支援センター等の利用

者数 
48,000 人 50,000 人 

子どもたちの居場所数 

（放課後児童クラブ、地域の学習

支援の場、放課後子ども教室） 

51 箇所 57 箇所 

（５）子ども・若者のＳＯＳの出し方に関する教育 

自殺総合対策大綱（第４ 自殺総合対策における当面の重点施策 １１．子ども・若

者の自殺対策をさらに推進する）のとおり、平成２８年４月、自殺対策基本法の改正に

より、学校におけるＳＯＳの出し方に関する教育の推進が盛り込まれたことから、特に

若者の自殺対策をさらに推進します。 

○いじめを苦にした子どもの自殺の予防 

・令和元年度「越前市いじめ防止基本方針」を改定し、学校ごとに常設するいじめ対

策委員会において、いじめの未然防止や早期発見、事案対処についての指導方策を

定期的に協議します。 

・子どもがいつでも不安や悩みを打ち明けられるような２４時間子どもＳＯＳダイヤ

ルのＰＲやヤングテレホン、ＳＮＳ等の相談窓口の周知を積極的に行います。 

○児童・生徒等への支援の充実 

・長期休暇前、休暇期間中、休暇明けの時期にかけて、学校等における早期発見・見

守り等の取組みを推進します。 

・スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等を配置し、相談体制の充実

を図ります。 

・不登校の子どもへの支援について、早期からの支援につながる効果的な取組み等、

学校内外における相談体制の充実を図ります。 

○「ＳＯＳの出し方」に関する教育の推進 

・社会において直面する可能性のある様々な困難・ストレスへの対処方法を身につけ

るための教育を推進します。 

・学級担任、養護教諭等の教職員に対し、ＳＯＳの出し方だけでなく、子どもが出し

たＳＯＳについて周囲の大人が気づく感度、受け止め方等の研修等を行います。 

  また、自殺念慮の割合等が高いことが指摘されている性的マイノリティについて、
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無理解や偏見等がその背景にある社会的要因の一つであると捉えて、教職員の理解

を促進するとともに、学校における適切な教育相談の実施を促進します。 

目標値 

評価項目 現状値(2018 年) 2023 年度までの目標値 

小中学校のいじめ対策委員会設

置(25 校中) 
全校実施 推進 

学校における SOS の出し方に関

する教育の実施(25 校中) 
全校実施 推進 

教職員への教育研修の実施 

(25 校中) 
全校実施 推進 

２ 重点施策 

（１）高齢者への自殺対策の推進 

本市における過去１０年間（平成２１～３０年）の自殺者数１４９人のうち、約半数

の７６人が６０歳以上の高齢者によって占められています。 

高齢者は加齢による心身の低下や疾病の発症や悪化により、生きがいや役割の喪失、

介護や生活困窮等の問題を抱え込むケースが多く見られます。また、家族との死別や離

別をきっかけに独居となり、地域で孤立していくケース等では問題の把握が遅れ、その

間に自殺のリスクが高まる恐れもあります。

本市では同居の高齢者の自殺者数が多いことから、高齢者の自殺を防止するために、

高齢者本人に対しては一人ひとりが健康で生きがいや役割を持ちながら生活できるよ

うな取組みを、家族や介護従事者等の支援者には様々な相談・支援機関に関する情報の

周知を図り、早期発見・支援へとつなぐ等の対策を推進します。さらには、複合的課題

に対応するために高齢者等を見守る地域包括支援センターをはじめ、関係機関のネット

ワークの連携強化を図ります。 

①高齢者の健康不安に対する支援 

○健康づくり、介護予防の普及啓発を推進し、健康寿命の延伸を図ります。 

○かかりつけ医・かかりつけ薬局を普及し、在宅医療を推進します。 

○認知症を早期発見治療につなげるための認知症施策を推進します。 

②高齢者が生きがいと役割を実感できる地域づくりを推進 

○高齢者の男女が参加しやすい、地域でのいきいきふれあいのつどいの拡充、内容の

充実を図り、社会参加を増やします。 
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○公共施設を活用し、高齢者が自由に集まり交流できる居場所づくりを推進します。 

○参加しやすい各種イベントやセミナーの開催、公民館活動を支援します。（社会参

加） 

○魅力ある老人家庭相談員活動事業の継続を行います。 

○児童・生徒の福祉活動の取組みの中で高齢者等への理解を深めます。 

③家族や介護従事者等への支援の充実 

○日々の接触を通じて高齢者の自殺のリスクに早期に気づき、必要な支援につなぐこ

とができるよう、ゲートキーパー養成講座の実施や受講の推奨をします。 

○介護支援専門員や介護事業従事者等に対して既存の研修枠やイベント等の機会を

活用し、高齢者の自殺実態や自殺のリスクを伝え、理解を深めます。 

○家族介護者交流事業の充実を図ります。

○自治振興会や公民館等が地域の課題を共有し、共同で研修会等の実施をします。 

④包括的な相談窓口設置による関係機関との連携強化 

○「市地域福祉計画」の推進をします。 

○地域包括支援センターの機能強化を図ります。 

目標値 

評価項目 現状値（2018 年） 2023 年度までの目標値 

もの忘れ健診後の医療機関受診率 5.2％ 7.0％ 

外出回数が減少した者の割合 17.6％ 17.1％ 

（高齢者生活支援サービス地域ニーズ調査）

（２）生活困窮者への支援の強化 

生活困窮は「生きることの阻害要因」の一つであり自殺リスクを高める要因になりか

ねません。生活困窮によって自殺のリスクが高まっている市民に対しては、アセスメン

トを十分に行い生きるための包括的な支援を行います。 

①支援につながっていない人を早期に支援につなぐ取組みのための連携強化 

「我が事・丸ごと」地域共生社会の実現に向け、制度の狭間にいる人、複合的な課題

を抱え自ら相談に行くことが困難な人を早期に発見するとともに、必要な支援へとつな

ぐための取組みを推進します。 

○早期支援を可能にするための地域見守り関係者との連携を強化します。 

○税金・保険料・水道料・保育料等の未納・滞納がある人など、金銭上の問題を抱え

ている人を適切な支援につなぐための庁内外の連携を強化します。 
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○包括的相談窓口の開設による支援体制の整備をします。 

○各イベント等において、生活困窮相談やこころの相談室など相談窓口の紹介を行い

ます。 

②生活困窮者への生きる支援の強化 

○生活困窮者自立支援制度及び生活保護制度に基づく取組 

みと自殺対策との連携を図ります。 

○生活困窮世帯の子どもを対象にした学習支援等を実施し 

ます。 

○低所得世帯に対して、児童・生徒の就学援助を行います。 

○越前市自立相談支援センター（くらしごとサポート）の 

積極的な周知を行い、生活困窮の初期の段階で相談につ 

ながるよう努めます。 

○生活困窮者への必要な支援のための事例検討会の実施や 

ケース会議を開催します。 

○各課窓口での「つなぐシート(お困りごと相談票）」を活 

用し、関係窓口へスムーズに誘導できる体制づくりを図 

ります。 

③包括的な相談窓口設置による関係機関との連携強化 

○気軽に相談できる包括的な窓口の設置に努め、関係機関との連携強化を図ります。 

④「気づき力」を養う人材の育成 

○必要な支援へつなげ、見守りや相談等の対応が行えるよう、支援者を対象としたゲ

ートキーパー養成講座を開催します。 

目標値

評価項目 現状値(2018 年 12 月末) 2023 年度までの目標値 

困窮相談件数(件) 115 240 

自立支援プラン作成件数(件) 47 60 

（３）勤務・経営に関わる自殺対策の推進 

 職場の人間関係や長時間労働、転勤や異動等の環境変化等、勤務上の問題をきっかけ

に退職や失業に至った結果、生活困窮や多重債務等の問題が発生し、最終的に自殺のリ

スクが高まるケースは少なくありません。 

＜つなぐシート＞ 
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平成２１年～３０年の１０年間で「自営業・家族従業者」が１０人、「被雇用・勤め

人」４３人で合計５３人が自殺で亡くなっています＜表８＞。勤務・経営上の悩みを抱

えた人が適切な相談先、支援先につながることができるよう相談体制の強化や窓口情報

の周知を図ることが重要です。職場におけるメンタルヘルス対策の推進については、関

係機関と連携し普及啓発を進めます。 

①勤務問題による自殺リスクを低減するための相談窓口の周知 

○福井労働局や南越地域産業保健センターが行う「労働者向け相談会」について、広

報やホームページなどでの周知を行います。 

②職場におけるメンタルヘルス対策の推進 

○様々な問題の相談に１箇所で応じることのできる「悩みごと総合相談会」をこころ

の健康フェア等で県丹南健康福祉センターと共催で開催します。 

○県丹南健康福祉センターが行う「丹南地区地域・職域連携推進協議会」で、メンタ

ルヘルスを含めた健康づくり対策についての連携を図ります。 

目標値 

評価項目 現状値(2018 年) 2023 年度までの目標値 

悩みごと総合相談会の開催 1 回/年 1 回/年 

出張こころの相談会の開催 ― 1 回/年 

３ 生きることへの包括的な支援の関連施策（事業一覧）

自殺対策は、「生きることの包括的な支援」であるとの視点から、庁内の既存事業を

最大限に活かすため、庁内関係各課と市社会福祉協議会の全事業リストの中から「生き

る支援」を洗い出しました。（１７２事業）その中から「生きる支援に関連する事業」

を◎、「生きる支援に関連する可能性のある事業」を○とし、自殺対策につながる事業

内容を事業一覧に記載しています。 

 また事業を５つの基本施策の内容別に分類し、自殺対策事業として推進していけるよ

うに記載しています。今後、庁内関係各課や福祉相談等を行う市社会福祉協議会と連携

し「生きることの包括的な支援の関連施策」を最大限に生かし自殺対策を推進していき

ます。 
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生きることへの包括的な支援の関連施策（事業一覧）

区分（◎＝生きる支援に関連する事業○＝生きる支援に関連する可能性がある事業）

事業名 事業概要
生きる
支援

自殺対策につながる事業内容 担当課

1
精神保健（若年
者対策事業）

小中学校の教諭や養護教諭と連携し、思春期保健の充実
を図るため講演会を行う。

◎

▼学校保健の中での課題を共有し、一緒に課題解決のた
めの事業を取り組むことで共通理解を得ることができ
る。ひきこもりや不登校の児童生徒の対応方法を学ぶこ
とができ自殺対策となる。

2
精神保健（人材
養成事業）

各地区でボランティアを実践している方を対象に、傾聴
の方法や対応方法を学ぶ。

◎

▼市民と接する機会が多いボランティアの方にゲート
キーパー養成講座を行う事で自殺対策の視点を持つこと
ができリスクの早期発見と対応方法気づき役としての役
割を担うことができる。

3
新任保健師育成
支援事業

実際の保健指導の現場において、必要な助言の提供等を
通じて新任保健師を育成する。新任保健師が地域保健従
事者として必要な基本的能力、行政能力、専門能力を習
得できるよう指導的責任を持つ。
○実施内容保健師業務の概要やオリエンテーション
健康診査（乳幼児・1歳6ヶ月・3歳児等）、健康相談（成
人・妊産婦・育児等）、健康教育（母子・成人・老人
等）、高齢者クラブ、地区組織活動（健康まつり、学習
会等）、健康教育や訪問指導等の指導案に関する指導、
指導案の点検、デモンストレーション、実施の確認、評
価、見直し

◎

▼新人保健師のスキルアップを支援し、左記のような活
動ができるように育成する。
▼問題の種類を問わず総合的に相談を受けることで、困
難な状況に陥った住民の情報を最初にキャッチできる窓
口となり得る。
▼訪問等のアウトリーチ機能も有していることから、支
援の途中で関わりが途切れる事態を防ぐことも可能で、
取組み自体が生きることの包括的支援（自殺対策）にも
なっている。

4
障がい者相談員
による相談業務

市が委託した障がい者相談員による相談を行う。 ◎

▼相談員や職親を対象にゲートキーパー養成講座を実施
することで、そうした方々の状況を察知・把握する上で
の視点を身に付けてもらい、必要な場合には適切な支援
先につなぐ等、気づき役、つなぎ役としての役割を担う
ことができる。

5
知的障害者職親
事業

知的障がい者を事業所等で預かり、更生に必要な指導訓
練を行い、社会復帰を促進する。

◎
▼障がい者の抱える様々な問題に気づき、適切な支援先
へとつなげることができる。

6
認知症高齢者家
族やすらぎ支援
事業

認知症高齢者を抱える家族を支援するため認知症につい
て研修を受けたボランティア「やすらぎ支援員」が自宅
を訪問し認知症高齢者の見守りや話し相手をする。

◎

▼介護は当人や家族にとって負担が大きく、最悪の場
合、自殺へとつながる危険もある。
▼相談支援の提供は、介護にまつわる問題を抱えて自殺
のリスクが高い住民との接触機会として活用し得る。
▼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。

7
介護相談員派遣
事業

介護相談員の方が、介護保険サービス事業所（通所や施
設）の利用者の方に介護保険サービスに対しての意見や
思いを聞き保険者が把握することででサービスの改善に
努める。

◎
▼介護相談員にゲートキーパー養成講座を受講してもら
うことで、介護相談員がそうしたリスクの早期発見と対
応等、気づき役としての役割を担うことができる。

8 教員研修

県が実施する、いじめ防止、人権教育等の研修会に参加
し学ぶ。
問題行動等にチームで適切に対応するため、各校3名が年
1回合同研修会に参加する。

◎

▼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
なる可能性がある。

教育振興課

9
ふれあいサービ
ス（有償ボラン
ティア活動）

サービスを受ける方も提供する側も、気兼ねなく利用で
きる会員制の有償サービスの提供を行う。

◎

▼有償ボランティア登録者にゲートキーパー養成講座を
受講してもらうことで、対象者の抱える自殺リスクに早
期に気づき、必要時には適切な機関へつなぐ等、気づき
役、つなぎ役としての役割を担うことができる。

10
社会福祉協働委
員

地域の相談窓口として、民生委員ＯＢがこれまでの経験
や知識を活かし地域住民の福祉向上にあたる。

◎

▼社会福祉協働委員にゲートキーパー養成講座を受講し
てもらうことで、対象者の抱える自殺リスクに早期に気
づき、必要時には適切な機関へつなぐ等、気づき役、つ
なぎ役としての役割を担うことができる。

11
民生委員児童委
員協議会連合会

越前市の区域内の連絡調整を図り、民生委員・児童委員
の奉仕精神を高め、社会福祉の増進に寄与することを目
的とする。

◎

▼民生委員・児童委員にゲートキーパー養成講座を受講
してもらうことで、対象者の抱える自殺リスクに早期に
気づき、必要時には適切な機関へつなぐ等、気づき役、
つなぎ役としての役割を担うことができる。
▼相談者と同じ住民という立場から地域の最初の窓口と
して機能し得る。

12
福祉推進員の設
置

越前市では、おおむね50世帯に1人、483名（平成31年4月
1日現在）の福祉推進員(平成29年4月1日改選。任期は3
年。）が活動している。
福祉推進員は、人と人とのつながりを大切にし、「気が
かりな人」への見守り活動を推進する役割を担ってる。
「気がかりな人」の生活課題について、民生委員児童委
員、町内会、自治振興会、行政機関等と協働し、「困っ
た時はお互い様」の住民の助け合いづくり（地域づく
り）を進める。

◎

▼福祉推進員にゲートキーパー養成講座を受講してもら
うことで、対象者の抱える自殺リスクに早期に気づき、
必要時には適切な機関へつなぐ等、気づき役、つなぎ役
としての役割を担うことができる。

（1）自殺対策を支える人材の育成

健康増進課

社会福祉課

長寿福祉課

社会福祉協議会
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13 ひきこもり支援
ひきこもり状態にある方のための社会参加を支援してい
る団体へ助成。対象：越前市内の活動団体、助成対象事
業にかかる経費の4分の3以内、かつ20万円を上限。

◎

▼ひきこもり支援を通じて、当人や家族の抱える問題を
察知できれば、当該世帯を支援につなげる等の対応が可
能となり、有効な自殺対策となる。
▼支援者にゲートキーパー養成講座を受講してもらうこ
とで、対象者の抱える自殺リスクに早期に気づき、必要
時には適切な機関へつなぐ等、気づき役、つなぎ役とし
ての役割を担うことができる。

社会福祉協議会

14
認知症サポー
ター養成講座

誰もが安心して暮らせる地域づくりを目指して、認知症
についての正しい知識を持ち、認知症の方の理解、接し
方を学ぶ。

○

▼認知症の家族にかかる負担は大きくいため、認知症の
正しい知識、接し方を学び、理解することができる。介
護の中で共倒れとなったり心中が生じたりする危険性も
ある。
▼サポーター養成講座にゲートキーパーについての内容
を入れる研修を受講してもらうことで、サポーターがそ
うした自殺のリスクの早期発見と対応等、気づき役とし
ての役割を担うことができる可能性がある。

長寿福祉課

15
ボランティアセ
ンターの運営

ボランティアに関する、相談、助言・養成講座・スキル
アップ研修会や講習会・活動の紹介・ボランティアの紹
介・つどいの開催

○

▼ボランティア登録者にゲートキーパー養成講座を受講
してもらうことで、対象者の抱える自殺リスクに早期に
気づき、必要時には適切な機関へつなぐ等、気づき役、
つなぎ役としての役割を担うことができる可能性があ
る。
▼初期対応をすることで地域の自殺対策（生きる支援）
に関わる人材を増やせる可能性がある。

16
コミュニケー
ション支援事業

聴覚障がいや視覚障がいを有する者に対して手話通訳
者・手話奉仕員・要約筆記者・音訳奉仕員またはガイド
ヘルパーを活用し、コミュニケーション支援もしくは移
動支援を行う。

○

▼手話奉仕員等の支援員にゲートキーパー養成講座を受
講してもらうことで、対象者の抱える自殺リスクに早期
に気づき、必要時には適切な機関へつなぐ等、支援員が
気づき役、つなぎ役としての役割を担うことができるよ
うになる可能性がある。

事業名 事業概要
生きる
支援

自殺対策につながる事業内容 担当課

17
母子保健事業

母子（親子）健康手帳の交付、妊婦健診、産前産後サ
ポート事業、産後ケア事業、乳児健診、幼児健診、健診
事後指導等

◎

▼子育て世代包括支援センターを設置し、妊娠期から子
育て期まで継続的・包括的に切れ目のない支援に努めて
いる。
▼母子（親子）健康手帳の交付時にアンケートの記入、
専門職による面談を実施。気がかり等があれば関係機関
と連携し、心身の不良や育児不安の解消に努めること
で、産後うつのみならず育児の孤立化予防となる。
▼保健指導を行う際に、家庭状況や本人の状況を知るこ
とができるため支援をするための接点となりうる。相談
を受けて必要時にはケース会議を行い、関係機関と連携
し適切な支援に結びつけることができる。

18
地域保健活動事
業

1地域全体の健康のレベルアップを図るために、地域組織
との連携を図りながら、地域保健活動を推進する。
(1)地域の中で健康づくり活動を推進するために各地区に
て会議連絡会を開催する。
(2)地域保健活動ボランティア（健康づくり推進員、食生
活改善推進員、運動普及推進員）合同研修会を開催す
る。
(3)健康づくり功労者表彰を行う。
2健康まつりなどの種々の機会を通じて、保健予防に関す
る事業等の広報を行う。

◎

▼職員が問題の種類を問わず総合的に相談を受けること
で、困難な状況に陥った住民の情報を最初にキャッチで
きる窓口となり得る。
▼訪問等のアウトリーチ機能も有していることから、支
援の途中で関わりが途切れる事態を防ぐことも可能。

19
坂口診療所診療
業務

主にへき地医療として、主に坂口地区の住民の健康管理
疾病管理のため武生医師会に委託し、診療業務を行って
いる。

◎
▼保健指導を行う際に家庭状況や本人の状況を知ること
ができるため支援をするための接点となり得る。

20
社会福祉センタ
―管理事業

社会福祉センターには運動施設や調理室や会議室が備
わっており、若者や高齢者の健康増進教養の向上及びレ
クレーションの場所の提供を行う。

◎

▼周囲とのつながりを失うことで、地域において孤立し
てしまう方もいる。
▼イベントへの参加機会を捉えて、健康状態を把握し、
必要時には適切な機関へつなぐ等の接点として機能させ
ることができる。

21
民生・児童委員
事務

民生・児童委員による地域の相談・支援等の実施 ◎

▼民生・児童委員にゲートキーパー養成講座を受講して
もらうことで、対象者の抱える自殺リスクに早期に気づ
き、必要時には適切な機関へつなぐ等、気づき役、つな
ぎ役としての役割を担うことができる。

社会福祉課

22
地域ネットワー
ク活動事業

地域福祉計画において目指している、みんなが生き生き
と暮らしていける地域社会の実現に向けて、計画に基づ
き、地域住民や民間団体の自主的な福祉活動を支援し、
地域住民の多様な福祉ニーズに対応できるようにするた
め、住民と行政が協働し、
1地域福祉ネットワーク推進による地域福祉の推進体制
2地区の特性を踏まえた住民の意見を地域福祉計画の推進
に取り入れる仕組みを整える。

◎

▼町内福祉連絡会や地域支えあい協議体等との連動を進
めることは自殺対策を推進する上での要となり得る。
▼相談活動や見守り活動は、地域において自殺リスクを
抱えた対象者の早期発見と支援にもなり得る。

社会福祉課

健康増進課

（2）地域におけるネットワークの強化

社会福祉協議会
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23
地域生活支援
拠点整備事業

障がい者の重度化・高齢化や親亡き後を見据え、障がい
者の生活を地域全体で支えるための相談・緊急時の受け
入れ対応・体験の機会や場・専門性・地域の体制作りの
機能を持った支援拠点を整備する。

◎

▼支援拠点を中心に、関係機関との連携を図る。
▼相談活動や緊急時の受け入れ活動は、地域において自
殺リスクを抱えた対象者の早期発見と支援にもなり得
る。

24
障がい児者に関
する支援地域協
議会の開催

医療・保健・福祉・教育及び就労等に関係する機関との
ネットワーク構築を図る。
・丹南地区自立支援協議会
・医療的ケア児支援地域協議会

◎
▼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。

25
地域密着型介護
施設整備事業

本市の介護保険事業計画に沿って、地域密着型介護施設
の整備を行う。

◎

▼支援拠点を中心に、関係機関との連携を図る。
▼相談活動や緊急時の受け入れ活動は、地域において自
殺リスクを抱えた対象者の早期発見と支援にもなり得
る。

26

高齢者福祉サー
ビス事業
（地域ぐるみ屋
根の雪下ろし支
援事業）

町内会で一人暮らし高齢者世帯等の屋根の雪下ろしを支
援した場合にその町内会を支援するための事業

◎

27

高齢者福祉サー
ビス事業
（軽度生活援助
事業）

在宅の一人暮らし高齢者のみの世帯に対し軽易な日常生
活上の援助を行い自立した生活の継続ができるよう支援
する。

◎

28

高齢者福祉サー
ビス事業
（緊急通知装置
貸与事業）

病気やけが等の緊急時に利用者が通報ボタンを押すこと
により市が委託した会社に緊急連絡を入れることができ
る。また必要に応じて委託した会社から登録された協力
員への連絡や救急区間への出動要請を行う事ができる。
さらに病気の発作や転倒などで身動きできなくなった際
に人感センサーにより自動的に緊急連絡する。

◎

29
徘徊高齢者等SOS
ネットワーク事
業

越前警察署、南越消防組合、その他市内事業所と協力体
制を組み、徘徊する高齢者等行方不明者の発見・保護を
行う。

◎
▼認知症の方とその家族の情報等を把握し、共有するこ
とで対応ができる。

30
在宅医療・介護
連携推進事業

地域で安心して暮らす上で必要な医療･介護を、切れ目な
く受けられる体制の整備を目指し、医療機関や介護事業
所等の関係機関を構成員とする委員会を開催する。

◎
▼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。

31
あんしん見守り
キーホルダー登
録事業

市の配布するキーホルダーを携帯することにより、外出
先で突然倒れたり、保護されたりし、身元が確認できな
い場合等にあらかじめ登録された番号を問合せることで
速やかに氏名・緊急連絡先が確認できる。

◎
▼高齢者のみ世帯の給付に関わる際、高齢者が抱える問
題やリスクの高い方の情報等を把握し、共有することで
対応が可能。

32
介護予防サポー
ター養成講座

介護予防の担い手として、自らの健康増進・介護予防・
生きがいづくりに積極的に取り組み、介護予防の視点を
もって地域づくりに協力できる人材を育成する。また、
市民間で支え合える仕組みづくりを推進する。

◎

▼指導者となる住民にゲートキーパー養成講座の受講を
推奨し、自殺のリスクに対する気づきの力を高めてもら
うことにより、教室参加者の中に自殺のリスクを抱えて
いそうな人がいた場合には、行政につなぐ等の対応を推
進することにつながる。

33
高齢者生活支援
サポーター養成
講座

地域の元気な高齢者が持つ豊かな経験と知識、技能を生
かし、市民の主体性に基づき運営される新たな住民参加
サービスによる要支援高齢者等の生活援助や生活支援を
行うための担い手として活躍できる人材を養成し、高齢
者の生きがいの充実や社会参加の促進による地域社会の
活性化を図ることを目的とした事業

◎

▼高齢者に対する生きがいづくりの推進は自殺対策にも
なり得る。
▼各種専門職のスタッフにゲートキーパー養成講座を受
講してもらうことで、支援対象の高齢者の抱える問題や
異変を察知し、適切な機関へとつなぐ等の対応を強化す
ることができる。

34
高齢者等虐待防
止ネットワーク
推進事業

地域包括支援センター、民生委員等の関係機関で構成す
る高齢者等虐待防止ネットワーク協議会を中心に、高齢
者や障がい者の虐待防止や早期発見に努め、高齢者等や
養護者への支援を行うとともに、関係機関の連携体制の
強化を図る。

◎

▼ネットワーク協議会において高齢者や障がい者の自殺
実態や抱えこみがちな課題、虐待や介護と自殺との関係
性等につき情報共有することで、自殺対策について理解
を深めてもらい、関係者による取組みの推進を図ること
ができる。

35
在宅医療推進委
員会/地域医療協
議会連絡会

地域の医療関係者等による協議の場を定期的に開催し、
地域包括ケアシステム構築に向けた在宅医療における課
題の抽出及び対応策の検討等を実施する｡

◎

▼推進委員会での議題の一つとして、地域の自殺実態や
自殺対策の内容等につき議論し、関係者の認識の共有や
理解の促進を図ることで、自殺対策（生きることの包括
的支援）を核にしつつ、様々な支援機関の連携促進や対
象者への包括的なサービスの提供等につなぐことが可
能。

36
総合相談支援業
務

高齢者とその家族の悩みごとや介護保険等に関する総合
相談

◎

▼問題の種類を問わず総合的に相談を受けることで、困
難な状況に陥った高齢者の情報を最初にキャッチできる
窓口となり得る。
▼訪問等のアウトリーチ機能も有していることから、支
援の途中で関わりが途切れる事態を防ぐことも可能で、
取組み自体が生きることの包括的支援（自殺対策）にも
なっている。

37 地域ケア会議

・ケアマネジャーのケアマネジメントの支援、また地域
ケア推進会議を継続して開催
・地域包括支援センター・地域包括サブセンターが主体
となって「地域における地域ケア会議」の開催

◎
▼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。

▼高齢者のみ世帯の給付に関わる際、高齢者が抱える問
題やリスクの高い方の情報等を把握し、共有することで
対応ができる。

長寿福祉課

社会福祉協議会
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38
認知症対策地域
ケアネットワー
ク会議

本市における認知症支援を推進するため、関係機関によ
るネットワークを構築し、早期発見・早期対応のための
連携を図るとともに、認知症になっても安心して暮らせ
る地域づくりを目的として認知症支援ネットワーク会議
(以下「ネットワーク会議」という。)を置く。

◎

▼介護は当人や家族にとって負担が大きく、最悪の場
合、自殺へとつながる危険もある。
▼地域全体で高齢者を支える体制づくりを推進すること
で当人や家族の負担軽減を図り、自殺リスクの軽減にも
寄与し得る。

39
生活支援体制整
備事業

「生活支援コーディネーター」と「協議体」を設置し、
「生活支援コーディネーター」が「協議体」のネット
ワークを生かしながら、地域の互助を高め、住民主体の
サービスが活発化されるよう、地域全体で高齢者の生活
を支える体制づくりを進める。

◎

▼介護は当人や家族にとって負担が大きく、最悪の場
合、自殺へとつながる危険もある。
▼地域全体で高齢者を支える体制づくりを推進すること
で当人や家族の負担軽減を図り、自殺リスクの軽減にも
寄与し得る。

40
食の自立支援事
業

週一回自宅まで弁当を届け、その際に体調に異常がない
かなどの安否を確認する。

◎
▼高齢者のみ世帯の給付に関わる際、高齢者が抱える問
題やリスクの高い方の情報等を把握し、共有することで
対応が可能。

41
家族介護者交流
事業

介護従事者の日ごろの悩みの解消や、リフレッシュ、情
報交換の場を開設する（年1回）。

◎
▼介護者や家族等支援者への相談機会の提供を通じて、
支援者への支援（新しい自殺総合対策大綱における重点
項目の1つ）の強化を図ることができる。

42
認知症徘徊模擬
訓練

認知症になっても地域で安心して暮らすことができるよ
う、地域で認知症の役の方を地域の方がさがすという模
擬訓練

◎

▼介護は当人や家族にとって負担が大きく、最悪の場
合、自殺へとつながる危険もある。
▼地域全体で認知症を支える体制づくりを推進すること
で当人や家族の負担軽減を図り、自殺リスクの軽減にも
寄与し得る。

43
認知症カフェ事
業

認知症の家族がいる方や、認知症に関心のある方、介護
従事者など、地域で認知症に関心を持つ住民が気軽に集
まれる場を開設することにより、気分転換や情報交換の
できる機会を提供する。

◎

▼認知症の当事者やその家族のみならず、介護従事者が
悩みを共有したり、情報交換を行ったりできる場を設け
ることで、支援者相互の支え合い（※）の推進に寄与し
得る。
※支援者への支援は、新しい自殺総合対策大綱において
重点項目の1つとされている。

44

次世代育成支援
事業
(子ども・子育て
会議開催)

地域の関係者が連携し、地域の実情を踏まえた上で、越
前市の子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計
画的な推進に関し必要な事項を定める。また、施策の実
施状況を審議する。

◎

▼会議のテーマに児童生徒や若年層の自殺問題や自殺対
策を盛り込むことで、基本的な理解を促すことができ
る。
▼会議を通じて関係者同士が連携を深めていくことで、
地域の関係者が子どもたちからのＳＯＳを受け止め、必
要な支援を提供するための基盤の整備に寄与し得る。

45
地域子育て支援
センター事業

乳幼児のいる保護者同士の交流・情報交換や子育てに係
る相談の場を設置する。

◎

▼周囲に親類・知人がいない場合、保護者に子育てに伴
う過度な負担がかかり、自殺のリスクが高まる恐れもあ
る。
▼保護者が集い交流できる場を設けることで、自殺リス
クの軽減に寄与し得るとともに、危機的状況にある保護
者を発見し早期の対応につなげる接点にもなり得る。

46

地域包括支援セ
ンター
高齢者の生活を
サポートする総
合相談窓口

1介護予防ケアマネジメント（介護予防を支援する）
2権利擁護（高齢者の権利を守る）
3総合相談・支援（様々な相談に対応する）
4包括的・継続的ケアマネジメント（適切なサービスを提
供できるように支援する）

◎

▼地域の高齢者が抱える問題や自殺リスクの高い方の情
報等を把握し、運営協議会やケア会議等で共有すること
で、自殺対策のことも念頭において、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。
▼拠点における種々の活動を通じて地域の課題を察知し
支援へとつなげる体制を整備するだけでなく地域住民同
士の支えあいや助け合いの力の醸成にもつながり自殺対
策にもなりうる。

47
ケアマネジメン
トサービス

ケアマネジャーが要介護認定を受けた高齢者等からの依
頼により訪問等を行い、利用者個人の希望を基本に、医
療、サービス関係者と連携し、居宅サービス計画（ケア
プラン）を作成する。

◎

▼ゲートキーパー養成講座を受講してもらうことで、対
象者の抱える自殺リスクに早期に気づき、必要時には適
切な機関へつなぐ等、気づき役、つなぎ役としての役割
を担うことができる。

48
地区福祉ネット
ワーク会議

町内福祉連絡会の取組状況を、地区全体で共有。町内が
抱える課題や、町内では対応しきれない問題などを、地
区全体で考え、何ができるか取組みを検討していく。

◎

▼地域を支える地区福祉ネットワークにおいて、地域の
課題を共有し、地域での見守り活動の強化、必要時には
適切な機関へつなぐ等、気づき役、つなぎ役としての役
割を担うことができる可能性がある。

49 町内福祉連絡会

町内単位で、気がかりな方への見守り体制を整備するこ
とを目的に開催する情報交換会。および、日常での見守
り活動。その他、日常生活上の些細な困りごとを住民同
士で助け合う活動。これらの取組みを総称して町内福祉
連絡会という。

◎

▼ゲートキーパー養成講座を受講してもらうことで、対
象者の抱える自殺リスクに早期に気づき、必要時には適
切な機関へつなぐ等、気づき役、つなぎ役としての役割
を担うことができる。

50
青少年健全育成
事業

子どもの見守り活動や地域の青少年健全育成活動を行
う。

◎

▼街中の徘徊など、一見すると「非行」と思われる行動
が、実は青少年にとっての「SOS」である場合も少なくな
い。
▼研修会等の際に、青少年の自殺の現状と対策（生きる
ことの包括的支援）について情報提供を行うことによ
り、青少年向け対策の現状と取組み内容について理解を
深めてもらうことができる。

生涯学習課

社会福祉協議会

子ども福祉課

長寿福祉課
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51 公民館運営事業
各種講座の開催、孤立を防ぐための居場所づくり、交流
できる環境づくり等を行う。

◎

▼小学生～高齢者向けの各種事業等は、放課後や日中の
居場所を提供することにもつながる。
▼地域と連携して世代間交流事業を実施することにより
若年層が命の大切さについて考える機会を提供し得る。
▼異年齢交流事業を通じて、学校とは違うコミュニティ
の中で自分の役割や有用性を見出すことができれば、自
己有用感の醸成等に寄与し得る。
▼集う人々が交流することにより日常的な関わりを通じ
て、家庭の状況等を含めた問題の把握ができれば、困難
な状況にある人を支援する上での有効な窓口として機能
し得る。

生涯学習課

52
社会参加促進
事業

スポーツを通した障がい者の交流、地域やボランティア
とのふれあいの場を提供、障がい者（児）団体の交流活
動支援を行う。また、重度障がい者に対し、タクシーの
利用助成を行い、外出や社会参加の機会を促進する。

○
▼生きがいの創出ができる。
▼障がいのある人に外出を促すことは、孤立を防止し人
とのつながりを保ち得る可能性もある。

社会福祉課

53
地域福祉活動推
進セミナー

住民主体の福祉活動の推進を図るための啓発事業。
主に越前市全体での町内福祉連絡会の取組みを総括する
内容や、区長、民生委員・児童委員、福祉推進員、老人
家庭相談員、その他地域の福祉に関係する人達が協力し
ながら地域福祉活動を進めていくためのセミナー。

○

▼セミナーの中に、自殺対策に関する講義を入れること
により、自殺対策の視点をもって、必要時には適切な機
関へつなぐ等、気づき役、つなぎ役としての役割を担う
ことができる可能性がある。

社会福祉協議会

事業名 事業概要
生きる
支援

自殺対策につながる事業内容 担当課

54
特定健診・特定
保健指導

国民健康保険加入者40～74歳の方に対して特定健康診査
を行い生活習慣改善が必要なメタボリック症候群の方に
対して特定保健指導員が特定保健指導を実施する中で生
活習慣改善をし将来の生活習慣病を予防する。

◎

▼健診の機会を捉えてこころの健康についての問診を行
い問題がある場合にはより詳細な聞き取りを行うなど専
門機関に繋ぐことが可能。
▼特定保健指導をとおして家庭状況や本人の状況を知る
ことができるため支援をするための接点となり得る。

55
生活習慣病予防
教室

生活習慣病予防講座（糖尿病予防教室、腎症重症化予防
教室、運動教室）を開催し、生活習慣病の予防に努め
る。

◎
▼保健指導を行う際に家庭状況や本人の状況を知ること
ができるため支援をするための接点となり得る。

56
がん検診
がん検診精密検
査受診勧奨事業

胃がん肺がん大腸がん乳がん（40歳以上）子宮頚がん
（20歳以上）ピロリ菌（20歳以上）、前立腺がん（50～
69歳男性）の検査を、市民に対し集団健診医療機関にお
いて実施し、悪性新生物の早期発見早期治療を目指す。

◎

▼悪性新生物は死因の第1位であるが早期発見早期治療す
れば完治も可能である。悪性新生物になると精神的に落
ち込みストレスもかなりかかる。
▼早期発見早期治療に結びつけることが可能。

57
特定健診
事後指導

健診の結果から訪問保健指導を実施し、医療機関受診勧
奨や生活習慣改善アドバイスを実施する。

◎
▼保健指導を行う際に家庭状況や本人の状況を知ること
ができるため支援をするための接点となり得る。

58
重複多受診者
訪問指導

重複多受診者を訪問指導することにより、被保険者の健
康相談、適正受診の指導を行う。（作成した対象者リス
トに基づき、担当保健師が訪問する。

◎

▼重複受診者は整形・精神が多いとわかっている。適切
な医療や服薬ができるよう訪問指導を行っているので、
保健指導を行う際に家庭状況や本人の状況を知ることが
できるため支援をするための接点となり得る。

59

40歳未満の住民
を対象とした健
康診査(国民健康
保険加入者分)

40歳未満の被保険者で、健診を受診する機会のない方を
対象に、健診を実施する。

◎
▼健診の機会に、こころの健康についての問診票、相談
窓口を配布することで、周知・啓発を図ることができ
る。

60

健康づくり団体
養成育成事業
(食生活改善推進
員、運動普及推
進員、健康づく
り推進員)

市民の健康づくりを支援するためのボランティア活動を
推進する。

◎
▼市民と接する機会が多い推進員が、ゲートキーパー養
成講座を受講する事で気づき役としての視点を持っても
らうことにつながる。

61
介護予防把握事
業

生活支援サービス地域ニーズ調査にあわせた定年齢認知
症検診を実施し認知症の早期発見、早期対応を推進す
る。

◎

▼介護は当人や家族にとって負担が大きく、最悪の場合
自殺へとつながる危険性がある。
▼認知症の早期発見・早期対応をすることでリスクの早
期発見と対応等、気づき役としての役割を担うことがで
きる。

長寿福祉課

62 広報紙での案内

・関係機関事業の周知(家内労働指導センター内職斡旋、
ポリテクセンター職業訓練、県労働委員会相談会、シル
バー人材センター会員募集など)
・中小企業等融資事業など、各助成制度の案内

◎
▼広報誌等に、就労や労働問題に関する相談先情報を掲
載すれば、支援策の啓発にもつながる。

産業政策課

63 社会福祉大会
福祉活動者の表彰。福祉推進員、民生委員児童委員、多
額の浄財の寄付者などを表彰する。

◎
▼来所者が手に取れるよう、相談先一覧等のリーフレッ
トを会場に設置することで、対象者への情報周知を図る
ことができる。

64
広報紙社協だよ
りでの案内

社会福祉事業・ボランティア活動等の啓発。 ◎
▼福祉に関する相談先情報を広報掲載することで、自殺
予防につながる。

65 歯科保健事業
2歳6か月児歯科健診、節目歯科健診、歯の健康フェス
タ、幼児歯みがき指導等を実施する。

○
▼保健指導を行う際にむし歯の多い児などの家庭状況や
本人の状況を知ることができるため支援をするための接
点となりうる可能性がある。

健康増進課

66
子育て情報発信
事業

「子育てどんとこい！越前市」の作成など子育て情報の
発信を推進する。

○
▼子育て支援に関する情報や相談窓口等の情報を発信
し、相談先情報等の周知の機会となる。

子ども福祉課

社会福祉協議会

（3）市民への啓発と周知

健康増進課
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67 住民福祉講座
地区、町内を単位に開催する福祉に関する勉強会。住民
が関心を持っているテーマに即した講座を、地区と社協
が共同で開催する。

○

▼参加者の様子確認にて、困難な状況に陥った状況を最
初にキャッチできる窓口となり得る可能性がある。
▼講座においてテーマに即した形で自殺に関する問題を
取り上げてもらえれば、啓発の機会となる可能性があ
る。
▼参加者に、相談先一覧等のリーフレットを配布するこ
とで、情報周知を図ることができる。

社会福祉協議会

事業名 事業概要
生きる
支援

自殺対策につながる事業内容 担当課

68
健康21計画推進
事業

基本目標：健康寿命の延伸
1．計画の推進
(1)5つの行動指針の普及
･「たばこ0本」「野菜＋1皿」「減塩－2g」「歯みがき寝
る前5分」「運動＋10分」のＰＲ
(2)健康21推進会議（全体会）の運営
･研修会・実績・次年度計画を各団体に依頼し計画の推進
を図る
(3)幹事会・アドバイザー会議
・医療専門家、学識経験者による指導助言
(4)健康応援団（5つの行動指針を店内で実施してもらえ
る飲食店等を増やすことで社会全体が健康づくりに寄与
する）の拡大
(5)けんこうパスポートの普及

◎

▼健康づくりを推進していくことで、心身と共に健康な
人づくりを推進する。
▼健康21計画にもこころの健康づくり対策を掲載してい
る。目標値も自殺者数の減少をあげており、健康21計画
と自殺対策と連動して推進していくことが可能。

69
休日・夜間診療
事業

休日・夜間の急病患者に対する応急診療を実施する。
（武生医師会に委託）

◎

▼通常時間外での応急処置が必要な方の中には、精神疾
患の急変の急激な悪化や家族の暴力等自死ハイリスク
ケースに関わる問題を抱える家族が多いと考える。
▼ケースによっては必要な支援策に繋ぐことで自殺対策
と連動することが可能。

70
精神保健福祉推
進事業

1精神保健福祉相談（こころの相談会・こころの相談室）
2訪問指導
3普及啓発活動（こころの健康フェア）
4心の健康づくり講座等の開催（こころの健康に関する出
前講座）

◎

▼保健指導を行う際に家庭状況や本人の状況を知ること
ができるため支援をするための接点となり得る。
▼自分の思いを出せる場となり得る。
▼こころの健康に対する正しい知識を持つことができ、
医療機関受診や相談窓口の利用につながる。
▼相談を受けて必要時にはケース会議を行い、関係機関
と連携し適切な支援に結びつけることが可能。

71
精神保健（医療
保護入院）

精神疾患の方で精神病院等に入院する場合に同意をして
もらえる親族がいない場合、市長が同意を行う。

◎
▼入院が可能になることで治療が院内ででき自殺のリス
クの低下につながる。

72
精神保健（個別
支援）

精神障がい者（疑い含む）の困難事例に関して本人及び
その家族への個別支援を実施する。

◎
▼ケース会議を行い、関係機関と連携し適切な支援に結
びつけることができる。

73
特別不妊治療助
成事業

特定不妊治療費を助成し、経済的な負担を軽減する。 ◎
▼不妊への不安、不妊治療の治療費の負担を軽減し、保
健指導を行う際に家庭状況や本人の状況を知ることがで
きるため支援をするための接点となることが可能。

74 母子相談事業

新生児訪問、育児相談事業、発達相談会。
地区で開催している赤ちゃん教室に出向き、保健師等が
育児相談を行っている。また母同士繋がれる場所を紹介
し「一人で子育てをしない」環境を地域で作る。

◎

75
離乳食相談会の
実施

試食を含めた、離乳食に関する相談会を実施する。 ◎

76 思春期保健事業
市内の中学生が実際に赤ちゃんを抱っこすることで、い
のちの温かさ大切さ、親への感謝の気持ちを考える。

◎
▼赤ちゃん抱っこ体験を通して、家族への感謝やいのち
の大切さを知り、生きるための促進要因になり得る。

77
しきぶ温泉湯楽
里、柳荘管理事
業

社会福祉施設の管理、運営を行う。 ◎
▼高齢者等に対する居場所づくりの推進は自殺対策にな
り得る。

78
障がい者手帳の
申請

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の
申請・交付事務を行う。

◎

79
重度心身障害者
等の医療費助成
事業

重度心身障がい者等の健康の維持と経済的負担を軽減す
るため、保険診療として認められる医療費の一部負担金
を助成する。

◎

▼申請時に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。
▼経済的負担の軽減を図ることとなり、自殺リスクの軽
減に寄与することとなる。

健康増進課

（4）生きることの促進要因への支援

▼周囲に親類・知人がいない場合、子育てに伴う過度な
負担が夫婦にかかり、自殺のリスクが高まる恐れもあ
る。
▼保護者が集い交流できる場を設けることで、そうした
リスクの軽減に寄与し得るとともに、危機的状況にある
保護者を発見し早期の対応につなげる接点にもなり得
る。

社会福祉課
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80
自立支援医療給
付事業

〇更生医療
障がい者の更生を図り、社会参加を促進するため自立支
援医療を給付する。
〇育成医療
身体上の障がいを有する、または現存する疾患を放置す
ると将来障がいを残すと認められる18歳未満の児童で、
確実に治療効果が期待できる方に自立支援医療を給付す
る。
〇療養介護医療
精神自立支援医療

◎

81
特別障害者手当
等支給事業等

日常生活が困難な心身障がい者(児)の精神的、物理的な
特別の負担の軽減の一助として手当の支給をする。
重症心身障害児（者）福祉手当、障害児福祉手当、特別
障害者手当、特別児童扶養手当

◎

82 補装具給付事業
身体の欠損または、損なわれた身体機能を補完・代替す
る用具費の支給をする。

◎

83
日常生活用具給
付事業

在宅の身体障がい者（児）に対し日常生活用具を給付す
る。

◎

84
身体障害者住宅
改造費支援事業

重度身体障がい者の住宅を改造した費用の一部を助成す
る。

◎

85
身体障害者自動
車改造助成事業

重度身障者自動車改造等（リフト車)の助成を行う。 ◎

86
障害福祉サービ
ス事業等

必要に応じて在宅や施設でのサービスを提供する。
〇障害福祉サービス
・居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護・短期
入所・重度障害者等包括支援・生活介護・自立訓練・就
労移行支援・就労継続支援・就労定着支援・共同生活援
助・自立生活援助・療養介護・施設入所支援
〇障害児通所サービス
・児童発達支援・医療型児童発達支援・居宅訪問型児童
発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援
〇計画相談支援

◎

87 移動支援事業 障がい者が円滑に外出できるよう介助人が付き添う。 ◎

88
日中一時支援事
業

障がい者（児）を介護する者が、疾病等の理由により居
宅における介護ができない場合に、一時的に施設に預
け、必要な保護を行う。

◎

89
在宅障害者福祉
サービス事業

〇介護を必要とする在宅の重度身体障がい者の寝具の洗
濯を行う。
〇寝たきり心身障がい者（児）に紙おむつを支給する。
〇不要になった福祉機器の無料貸出を行い介護の負担を
軽減する。

◎

90
訪問入浴
サービス事業

自宅において入浴が困難な身体障がい者に対して移動入
浴車を派遣し、入浴・清拭・洗髪等のサービスを提供す
ることで、保健衛生の向上及びその家族の身体的・精神
的な負担の軽減を図る。

◎

91
外出支援
サービス事業

常時車いす使用者の送迎サービスを行う。 ◎

92
障がい者相談
支援事業

障がい者等の福祉に関する様々な問題について障がい者
（児）及びその家族等からの相談に応じ、必要な情報の
提供及び助言その他の障害福祉サービスの利用支援等、
必要な支援を行う。加えて、関係機関との連絡調整、そ
の他障がい者等の権利擁護のために必要な相談支援を行
う。

◎

▼相談支援の提供は、障がいにまつわる問題を抱えて自
殺のリスクが高い住民との接触機会として活用し得る。
▼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。

93
地域活動支援
センター事業

障がいのある人が創作的活動や生産活動を行う場を提供
し、社会との交流促進や自立した生活を目指す。

◎

▼障がい者の抱える様々な問題に気づき、適切な支援先
へとつなげる上での最初の窓口となり得るもので、そう
した取組みは自殺リスクの軽減にも寄与し得る。
▼障がいのある方の「安心の場」になり得る。

94
障がい者虐待
防止センター

障がい者虐待に関する通報・相談窓口を設置する。 ◎

▼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いでいく接点（生きることの包括的
支援への接点）にもなり得る。

95
障害者差別解消
推進事業

障がいを理由とする差別の解消を推進するため、相談窓
口を設置するほか、住民や民間事業者等に対し周知・啓
発を行う。

◎
▼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。

96 生活保護事業
資産や能力などすべてを活用してもなお生活に困窮する
者に対して、困窮の程度に応じた保護を実施

◎

▼扶助受給等の機会を通じて当人や家族の問題状況を把
握し、必要に応じて適切な支援先につなげることで、自
殺のリスクが高い集団へのアウトリーチ策として有効に
機能し得る。

97

法外援護移送費
等支給事業
（ここでいう
「法」は生活保
護法）

住所不定者等が速やかに目的地まで到達できるように次
の移送費支給事業所までの旅費を支給すること又は住所
不定者が夜間等交通の便がなくやむなく当市にとどまら
ざるを得ない場合に緊急かつ一時的な宿泊所を提供する
ことを目的とする。

◎

▼扶助受給等の機会を通じて当人の問題状況を把握し、
必要に応じて適切な支援先につなげることで、自殺のリ
スクが高い者へのアウトリーチ策として有効に機能し得
る。

▼申請時に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。
▼経済的負担の軽減を図ることとなり、自殺リスクの軽
減に寄与することとなる。

▼障がい者の抱える様々な問題に気づき、適切な支援先
へとつなげる窓口となり得るもので、そうした取組みは
自殺リスクの軽減にも寄与し得る。
▼介護の負担を軽減するという意味で、支援者（介護
者）への支援として位置付ける。
▼福祉サービスを適切に支給することで、生きることへ
の支援となり得る。

社会福祉課
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98
ホームレスの自
立の支援等

安定した雇用の場の確保、就業の機会の確保、安定した
住居の場所の確保、保健及び医療の確保並びに生活に関
する相談及び指導を実施することにより自立をさせる。

◎
▼当人の問題状況を把握し、必要に応じて適切な支援先
につなげられれば、自殺のリスクが高い者へのアウト
リーチ策として有効に機能し得る。

99
中国残留邦人等
生活支援事業

特定中国残留邦人等とその配偶者の方で、世帯の収入が
一定の基準に満たない方を対象に、通訳派遣や日常生活
上の困難に関する相談・助言を行う。

◎

▼扶助受給等の機会を通じて当人の問題状況を把握し、
必要に応じて適切な支援先につなげられれば、自殺のリ
スクが高い者へのアウトリーチ策として有効に機能し得
る。

100

生活困窮者自立
支援事業
（自立相談支援
事業）

困窮者の相談内容に合わせたプランを作成し、継続的な
支援を行う。

◎

▼生活困窮者と自殺のリスクを抱えた人とは、直面する
課題や必要としている支援先等が重複している場合が多
く、厚生労働省からの通知でも生活困窮者自立支援事業
と自殺対策との連動が重要であると指摘されている。
▼そのため関連事業に関わるスタッフ向けの合同研修会
を行ったり、共通の相談票を導入するといった取組みを
通じて、両事業の連動性を高めていくことが重要であ
る。

101

生活困窮者自立
支援事業
（一時生活支援
事業）

住居喪失者に次の住居が見つかるまで一定期間、住む場
所の提供を行う。

◎

▼住居は生活の基盤であり、その喪失は自殺リスクを高
めることになりかねない。
▼宿泊場所の提供や衣食の支給は、自殺リスクの高い集
団への支援策として極めて重要と言える。

102

生活困窮者自立
支援事業
（住居確保給付
金）

就労活動を支えるために家賃費用を3か月間給付する。 ◎

▼住居は最も基本的な生活基盤であり、その喪失の恐れ
や不安は自殺リスクを高めることになりかねない。
▼住居問題を抱えている人は自殺のリスクが高まること
が少なくないため、自殺のリスクが高い集団にアプロー
チする窓口、接点となり得る。

103

生活困窮者自立
支援事業
（就労準備支援
事業）

一般就労が困難な者に対し、生活段階からの訓練を実施
する。

◎

▼就労することに困難を抱えている人は、生活の問題や
その他複合的な問題も抱え、自殺リスクが高まる場合も
ある。
▼必要に応じて、本事業における就労支援と自殺対策事
業とを連動、連携させることにより、有効な自殺対策
（生きることの包括的支援）にもなり得る。

104

生活困窮者自立
支援事業
（家計改善支援
事業）

家計の状況を表にまとめ見える化し、家計の管理を支援
するとともに、債務や滞納などの返済に関しても支援を
行う。

◎
▼家計の管理に関する相談をきっかけに、抱えている他
の課題も把握・対応していくことで、包括的な問題の解
決に向けた支援を展開し得る。

105
行旅病人及び行
旅死亡人取扱法
に係る事務

行旅病人及び行旅死亡人取扱法第一条より、歩行に堪え
ざる行旅中の病人で、療養の途を有しない且つ救護者を
持たない者や行旅中に死亡し引取者なき死亡人に対して
求償を行う。

◎
▼当事者と対面で応対する機会があれば、問題の早期発
見・早期対応への接点となり得る。

106
わかちあいプロ
ジェクト

食べ物に困っている困窮世帯に対して、月5キロのお米を
3か月間郵送するとともに、生活困窮者自立支援事業につ
なげ、継続的な支援を行う。

◎

▼生活困窮者人と自殺のリスクを抱えた人とは、直面す
る課題や必要としている支援先等が重複している場合が
多い。そのため対象者の発見に努め、早期支援が可能で
ある。

社会福祉課
社会福祉協議会

107

生活困窮者自立
支援事業
（子どもの学習
支援事業）

子どもの学習支援、日常生活支援、養育支援等を行うこ
とにより当該世帯の自立を助長し貧困の連鎖を防止す
る。

◎

▼子どもに対する学習支援を通じて、当人や家庭の抱え
る問題を察知できれば、当該家庭を支援につなげる等の
対応が可能となり、支援につなぐ機会、接点となり得
る。

社会福祉課
子ども福祉課

108
養護老人ホーム
設置事業

65歳以上で経済的理由等により自宅での生活が困難な高
齢者へ手続き。に対し、措置支援を行うことで、生活安
定を図る。

◎

▼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。
▼施設入所の手続きの中で、人や家族等の接触の機会が
あり、問題状況等の聞き取りができれば、家族でのさま
ざまな問題について察知し、必要な支援先につなげるこ
とも可能。

109

高齢者福祉サー
ビス事業
（寝具洗濯サー
ビス事業）

掛け敷き布団、毛布それぞれ1枚の洗濯を年2回行う。 ◎
▼高齢者のみ世帯の給付に関わる際、高齢者が抱える問
題やリスクの高い方の情報等を把握し、共有することで
対応が可能。

110

高齢者福祉サー
ビス事業
（外出支援サー
ビス事業）

移動全般に車いすが必要なため一般に交通機関を利用す
ることが困難な人に対し移送用車両による居宅と医療機
関の間の利用に対して補助を行う。

◎

▼高齢者の抱える様々な問題に気づき、適切な支援先へ
とつなげる窓口となり得るもので、そうした取組みは自
殺リスクの軽減にも寄与し得る。
▼介護の負担を軽減するという意味で、支援者（介護
者）への支援としても位置付け得る。

111

高齢者福祉サー
ビス事業
（日常生活用具
給付事業）

在宅の一人暮らし高齢者のみの世帯に対し軽易な日常生
活上の援助を行い自立した生活の継続ができるよう支援
する。

◎
▼高齢者のみ世帯の給付に関わる際、高齢者が抱える問
題やリスクの高い方の情報等を把握し、共有することで
対応が可能。

112
高齢者いきがい
事業

高齢者が暮らしを楽しみ生きがいを持って生活できるよ
うに100歳祝や全国健康福祉祭ねんりんピック激励金を支
給したりフレイル事業を展開している。

◎

▼周囲とのつながりを失うことで、地域において孤立し
てしまう方もいる。
▼イベントへの参加機会を捉えて、健康状態を把握し、
必要時には適切な機関へつなぐ等の接点として機能させ
ることができる。

長寿福祉課

社会福祉課
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113
いきいきシニア
クラブ活動支援
事業

高齢者向けクラブ（地域在住の60歳以上の住民が健康づ
くりや仲間づくりを目的に集まった団体）への活動費の
助成

◎

▼周囲とのつながりを失うことで、地域において孤立し
てしまう方もいる。
▼イベントへの参加機会を捉えて、健康状態を把握し、
必要時には適切な機関へつなぐ等の接点として機能させ
ることができる。

114 今寿苑管理事業
今寿苑は老人福祉施設であり、高齢者の健康増進教養の
向上及びレクレーションの場所の提供を行う。

◎

▼周囲とのつながりを失うことで、地域において孤立し
てしまう方もいる。
▼イベントへの参加機会を捉えて、健康状態を把握し、
必要時には適切な機関へつなぐ等の接点として機能させ
ることができる。
▼高齢者等に対する居場所づくりの推進は自殺対策にな
り得る。

115
介護保険サービ
ス事業等

必要に応じて在宅や施設でのサービスを提供する。
介護サービス・通所型予防サービス・訪問型予防サービ
ス要支援者等に対し、機能訓練やつどいの場など日常生
活上の支援を提供する。

◎

▼介護は当人や家族にとって負担が大きく、最悪の場合
自殺へとつながる危険性がある。
▼相談支援の提供は、介護にまつわる問題を抱えて自殺
のリスクが高い住民との接触機会として活用し得る。
▼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。

116
いきいきふれあ
いのつどい

介護予防教室、音楽療法、栄養、口腔ケア、レクリエー
ション、季節の行事、趣味活動、スポーツ活動、談話等

◎

117 介護予防教室
越前市つどい体操、ラジオ体操、いきいき体操、おたっ
しゃ体操

◎

118 権利擁護業務
自己の権利を表明することが困難な寝たきりや認知症の
高齢者の権利擁護のために必要な相談の支援を行う。

◎

▼問題の種類を問わず総合的に相談を受けることで、困
難な状況に陥った高齢者の情報を最初にキャッチできる
窓口となり得る。
▼訪問等のアウトリーチ機能も有していることから、支
援の途中で関わりが途切れる事態を防ぐことも可能で、
取組み自体が生きることの包括的な支援（自殺対策）に
もなっている。

119
認知症初期集中
支援事業

認知症の発症から生活機能障害の進行に合わせて提供さ
れる医療や介護保険サービスなどの適切なサービスにつ
ながっていない認知症の人やその家族に早期に関わる
「認知症初期集中支援チーム」を設置し、早期診断・早
期対応に向けた支援体制を構築する。

◎

▼認知症の当事者やその家族のみならず、介護従事者が
悩みを共有したり、情報交換を行ったりできる場を設け
ることで、支援者相互の支え合い（※）の推進に寄与す
る。
※支援者への支援は、新しい自殺総合対策大綱において
重点項目の2つとされている。

120
高齢者生活支援
ハウス運営

60歳以上の一人暮らしの人や夫婦のみの世帯に属する人
及び家族による援助を受けるのが困難な人であって、高
齢等のため独立して生活することに不安のある人の為の
在宅生活へ復帰するための居住場所であり、自立した生
活ができるように支援する。

◎

▼施設入所の手続きの中で、当人や家族等の接触の機会
があり、問題状況等の聞き取りができれば、家族でのさ
まざまな問題について察知し、必要な支援先につなげる
ことができる。

121

次世代育成支援
事業
（出会いの場創
出事業）

(1)出会いの場創出事業
次世代を担う男女の交流と出会いの場を創出するための
事業を行うＮＰＯ等の団体に助成する。
(2)結婚相談事業
結婚相談、結婚を望む者の交流事業、結婚を望む親同士
の交流事業を実施する。

◎
▼出会いの場を創出することにより、生きることの促進
要因につながる。

122
子育て支援のた
めの事業

(1)病児デイケア促進事業
病気又は病気回復期の児童を病児デイケア施設で一時的
に保育する。
福井市・鯖江市・敦賀市・越前町・南越前町・池田町と
の相互預かりも実施する。
3人っ子やひとり親家庭等の利用料助成制度あり。
(2)すみずみ子育てサポート事業
就職活動、疾病、事故などやむを得ない事由により家庭
での支援が必要なときに、子育て家庭と妊婦家庭（初
産）へ一時保育や家事援助等を実施する。
(3)子育て支援短期利用事業
児童の養育が一時的に困難となった場合、一定期間施設
で児童の預りを実施する。
(4)一時預かり事業
日常生活上の突発的な事情や育児疲れなどにより、家庭
での保育が困難になり、一時的な保育を希望する場合、
保育所等において乳幼児の一時的な預かりを実施する。

◎
▼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。

123 児童相談

児童相談業務は、相談・通告の受付→受理会議→調査→
ケース検討会議→市の援助、児童相談所への送致等の実
施→援助内容評価のPDCAサイクルが重要である。このサ
イクルを確立し、子どもの総合相談機関として相談体制
の充実を図る。

◎

▼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、自殺リスクの軽減にもつながり得る。
▼子どもが周囲に助けを求められるよう、SOSの出し方を
指導することで、児童生徒の自殺防止に寄与し得る。

124
子どもの居場所
づくり事業

大人や地域とつながることで安心して過ごせる居場所を
設け、家庭学習支援、子どもや保護者への生活支援や相
談支援等を実施する。

◎

▼子どもが地域の大人や友達と一緒に勉強したり活動を
行うことができる居場所づくりをするとともに心理的な
サポートも含めた支援を継続的に行うことで、自殺リス
クの軽減にもつながり得る。

▼高齢者に対する居場所づくりの推進は自殺対策になり
得る。
▼周囲とのつながりを失うことで、地域において孤立し
てしまう方もいる。
▼イベントへの参加機会を捉えて、健康状態を把握し、
必要時には適切な機関へつなぐ等の接点として機能させ
ることができる。

長寿福祉課

子ども福祉課
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125 保育の実施

市内の保育所や認定こども園において、子どもが健やか
に成長できるように、良質な保育を実施する。市内での
保育が困難な家庭においては、市外での保育を実施す
る。
さらに、勤労形態の多様化や、利用者の多国籍化に対応
できるよう、保育環境を整備する。
また、保育の質の向上のために、保育にかかわる人材の
確保や育成・教育を実施する。

◎

▼保育所等で、育児に関わる一般的な相談を、相談会の
ような形ではなく通常保育の延長線上で対応することが
可能。
▼保育士へゲートキーパー養成講座を実施することで、
家庭の状況や保護者の抱える問題・悩みを把握し、早期
発見やつなぎの一助となる。
▼仕事をしながら育児できる環境を作ることで、育児の
負担軽減に寄与し得る。

126
障がい児等保育
事業

保育所・認定こども園において、重度、中軽度の障がい
を持つ子どもや、気がかりな子どもを健常児とともに保
育する。また、保育カウンセラーや関係機関と連携し、
保育者や保護者への支援、子どもへの切れ目のない支援
を実施する。

◎

▼幼児に対する指導などの際に、保護者から相談を持ち
かけられる可能性もある。
▼家庭の状況や保護者の悩みに気づき、必要時には支援
へとつなげる上での窓口となり得る。

128
児童発達支援事
業

(1)児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問
支援
運動やことばの遅れ等、発達が気がかりな子どもとその
家族を対象に、日常生活の基本的動作の取得・集団生活
への適応を目的とし、児童発達支援・放課後等デイサー
ビス・保育所等訪問支援を実施する。
(2)発達支援の必要な子どものいる家族への支援、地域連
携
親の交流事業、関係機関とのケース会議、相談支援、保
護者学習会を実施する。
(3)療育研修会（支援者向け）の実施
(4)地域療育拠点運営事業

◎

▼情報交換等を通して、発達支援の必要な家族の居場所
づくりとなり得る。
▼子どもに対する指導などの際に、保護者から相談を持
ちかけられる可能性もある。
▼家庭の状況や保護者の悩みに気づき、必要時には支援
へとつなげる上での窓口となり得る。

129
未熟児養育医療
給付

医療機関が入院療育を認めた1歳未満の子どもに対し、医
療を給付する。

◎
▼申請時に保護者が悩みを抱えている等の問題に気づ
き、支援につなぐ等の対応が可能となり、接点となり得
る。

130
助産施設・母子
生活支援施設入
所措置

妊産婦が、保健上必要があるにもかかわらず、経済的理
由により、入院助産を受けることができない場合に、そ
の妊産婦に対し助産施設での助産を実施する。配偶者の
ない女子又はこれに準ずる事業にある女子であって、そ
の監護すべき児童の福祉にかけるところがある場合は、
その保護者と児童を母子生活支援施設で保護を実施す
る。

◎

▼母子家庭は経済的困窮をはじめ様々な困難を抱えてお
り、自殺リスクが高い場合もある。
▼施設入所のあっせんを通じて、そうした家庭を把握す
るとともに、心理的なサポートも含めた支援を継続的に
行うことで、自殺リスクの軽減にもつながり得る。

131
学校適応支援事
業

教育相談、訪問指導、不登校児童生徒の学習支援、学級
復帰支援を行う。
家庭に課題があるケースにおいては、スクールソーシャ
ルワーカーによる相談及び支援を行う。

◎

▼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応し、適切に相談・支援すること
により自殺のリスクが低減する。

教育振興課
生涯学習課

132
夢ある子ども育
成事業

未来を担う子どもたちが夢を持ち、夢に向かって努力す
ることの大切さや素晴らしさについて学ぶ授業を行う。

◎
▼夢を持つことで、変化の激しいこれからの社会をたく
ましく生きることに繋がる。

133
教職員の多忙化
解消

学校業務の見直しを推進し、教職員の多忙化解消を図
る。

◎
▼業務見直しを通じて、過労、ストレス、うつなどから
教職員を守るとともに、本来業務である教育に専念でき
る環境づくりを目指す。

子ども福祉課

ひとり親家庭へ
の支援

(1)ひとり親家庭相談
母子・父子家庭及び寡婦の生活の安定と自立支援及び交
流のため、母子自立支援員を配置する。
(2)ひとり親家庭福祉推進資金貸付事業
ひとり親家庭に対し、福祉推進資金を適正に貸し付け、
生活の安定と自立を促進する。
(3)母子家庭等日常生活支援事業
母子・父子家庭及び寡婦に対し、一時的な生活援助等の
ため、家庭生活支援員を派遣し支援を行うことで生活の
安定をサポートする。
(4)ひとり親家庭等の学習支援事業
ひとり親家庭等の子どもに対し、家庭学習の支援や進学
及び進路等の相談等を通じ、子どもの自立を促す。
(5)児童扶養手当の支給
母子・父子・寡婦家庭等に対し、児童扶養手当を助成す
る。
(6)ひとり親家庭等医療費の助成
母子・父子・寡婦家庭等に対し、医療費を助成する。
(7)自立支援教育訓練給付金事業
母子家庭の母又は父子家庭の父の主体的な能力開発の取
組みを支援するため、自立支援教育訓練給付金を支給す
る。
(8)高等職業訓練促進給付金等事業
母子家庭の母又は父子家庭の父の就業及び生活の安定に
資する資格取得を促進するため、高等職業訓練促進給付
金及び高等職業訓練修了支援給付金を支給する。
(9)ひとり親家庭等就学支度金
ひとり親家庭の児童が小・中学校に入学又は中学校卒業
時に就学支度金を支給し、生活の安定及び福祉の増進を
図る。
(10)ひとり親家庭等子育て安心プラン事業
病児・病後児保育利用料、放課後児童クラブ利用料、高
校生通学定期代の一部を助成することにより、ひとり親
家庭等の経済的負担を軽減し、安心して子育てができる
環境作りを推進する。

◎

▼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を抱え込みやすい。
▼児童扶養手当等の助成時に当事者との直接的な接触が
あれば、家庭が抱える問題の早期発見と対応への接点と
なり得る。

127

教育振興課
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134
就学援助・特別
支援教育就学奨
励費事業

経済的理由により就学が困難な児童生徒の保護者に対
し、就学に必要な学用品費や学校給食費などを援助す
る。

◎
▼生活困窮により、子どもの学用品購入等が困難な保護
者に対し、他課との連携を取りながら有効な自殺対策を
講じることができる。

教育振興課

135
男女共同参画推
進事業

(1)男女共同参画センターを施設拠点に、第2次市男女共
同参画プランを推進する。
1情報収集・提供事業
2講演会や講座、出前講座の開催
(2)男女平等オンブッドによる男女共同参画を推進する。
・事業所訪問によりハラスメント防止推進等
・地域・企業等における男女共同参画についての相談業
務

◎

▼男女共同参画に関する啓発イベントや講座において、
自殺対策に関連する情報を取り上げたり、自殺対策の関
連情報のチラシ等を配付したりすることで、住民に対す
る啓発の機会となり得る。
▼ＤＶ被害者は、一般的に自殺リスクの高い方が少なく
ない。
▼講演会や講座、出前講座、パープルリボン活動等で、
いのちの大切さや、デートＤＶをはじめとするＤＶ防止
等への理解や認識を深めてもらうことができる。
▼相談窓口の情報を、配布したり掲示することができ
る。

136
人権擁護推進事
業

(1)人権擁護活動
・人権擁護委員との連携（小中学校への訪問活動、人権
啓発講演会の実施、街頭啓発活動、特設人権相談等）
(2)人権課題（女性の人権、外国人の人権、犯罪被害者の
人権等）の周知
・ホームページ等での周知
・図書館人権図書PR事業
(3)相談窓口の周知（外国人、性暴力被害、ＤＶ、犯罪被
害者等）
(4)市職員等人権研修
(5)人権啓発講座、授業の実施（出前講座、ふくい総合
学）
(6)性的マイノリティへの支援の充実
・性的マイノリティについての正しい理解と社会全体で
必要な取組みを周知することで無理解や偏見をなくし、
相互理解を促す。
・理解促進に向けた啓発
・相談窓口の周知

◎

▼人権教室や講演会等の中で、いじめやいのちの大切
さ、人権尊重について啓発する機会とし得る。
▼人権に関する啓発イベントや講座において、いのちの
大切さ（生きることの包括的な支援）に関連する情報を
取り上げたり、配布資料の一つとして相談先の情報を掲
載したリーフレットを入れ込んだりすることで、住民に
対する啓発の機会となり得る。

▼自殺のハイリスク層である性的マイノリティに対する
認識を深めることで無理解をなくし、相互理解をするこ
とにより自殺対策になり得る。
▼相談窓口の情報を掲示することで必要な機関につなぐ
ことができる。

137

相談支援セン
ターゆい（障害
者相談支援事
業、指定特定相
談支援事業、指
定障害児相談支
援事業、指定一
般相談支援事
業）

障がい児者を対象とした総合相談窓口、福祉サービス利
用のためのプラン作成、地域に戻って安定した生活をす
るための地域移行・地域定着支援

◎

▼ゲートキーパー養成講座を受講してもらうことで、対
象者の抱える自殺リスクに早期に気づき、必要時には適
切な機関へつなぐ等、気づき役、つなぎ役としての役割
を担うことができる。

138

生活困窮者自立
相談支援セン
ター「くらしご
とさぽーと」

平成27年4月設置。生活困窮世帯の相談支援を。相談無料
で行っている。秘密厳守。対象者と一緒に考え、寄り添
い支援を行う。
1生活が苦しく家賃が払えない、もうすぐ電気がとめられ
る
2悩みがあるけど相談できる人がいない
3頑張っているのに仕事が見つからない
4働いたことがなくて不安
5子どもが無職で将来が心配等

◎

▼生活困窮等問題を抱えている人は自殺のリスクが高ま
ることが少なくないため、自殺のリスクが高い集団にア
プローチする窓口、接点となり得る。
▼住居は生活の基盤であり、その喪失の恐れや不安は自
殺リスクを高めることになりかねない。
▼就労することに困難を抱えている人は、生活の問題や
その他複合的な問題も抱え、自殺リスクが高まる場合も
ある。
▼ゲートキーパー養成講座を受講してもらうことで、対
象者の抱える自殺リスクに早期に気づき、必要時には適
切な機関へつなぐ等、気づき役、つなぎ役としての役割
を担うことができる。

139

福祉サービス利
用援助事業（日
常生活自立支援
事業）

暮らしのあんしんをお手伝いする福祉サービス利用援助
事業は、高齢や障がいなどにより、判断能力が不十分な
方が地域で安心して生活できるように、ご本人の生活を
支援する。専門的な知識をもった専門員が相談に乗り、
支援計画を立て、その後担当の生活支援員が定期的に訪
問する。

◎

▼サービス申請時に、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。
▼事業の中で当事者と接触する機会があれば、自殺のリ
スクが高い人の情報を共有し、支援につなぐための機
会、接点となりうる。

140
福祉銀行（生活
困窮者緊急貸
付）

「くらしごとさぽーと」での相談者で、当面の生計維持
が困難と認められるなど援助を必要とする方に対し、自
立支援を目的に一時的に資金を貸付する。

◎

▼生活困窮等問題を抱えている人は自殺のリスクが高ま
ることが少なくないため、自殺のリスクが高い集団にア
プローチする窓口、接点となり得る。
▼資金の貸付を行うことは、自殺リスクの高い集団への
支援策として極めて重要といえる。

141
たすけあい銀行
（食料・物品等
の貯託）

市民及びボランティア、企業等から善意の品物を預か
り、必要とする人方々に提供する。
1生活困窮世帯等の要援護者
2福祉サービス利用者
3福祉施設又は事業所
4預託者が指定する者
5その他本会が必要と認める者

◎
▼サービス申請時に、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。

142
生活困窮者緊急
食糧支援

「くらしごとさぽーと」での相談者で、当面の食糧に窮
するなど援助を必要とする方に対し、自立支援を目的に
食料品や日常生活に必要な物資を無償提供する。

◎

▼生活困窮等問題を抱えている人は自殺のリスクが高ま
ることが少なくないため、自殺のリスクが高い集団にア
プローチする窓口、接点となり得る。
▼食料品や日用品の提供を行うことは、自殺リスクの高
い集団への支援策として極めて重要といえる。

143
生活困窮者生活
環境整備

「くらしごとさぽーと」での相談者で、住み慣れた環境
で生活を続けるために、居室の清掃やゴミ処理等の必要
性が認められる世帯に対し、自立支援を目的に住環境を
整備する。

◎

▼サービス申請時に、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。
▼住環境の整備を行うことは、自殺リスクの高い集団へ
の支援策として極めて重要といえる。

社会福祉協議会

ダイバーシ
ティ推進室
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144
わかちあいプロ
ジェクト

水道料金滞納世帯等にチラシを発送。申し込みのあった
場合「くらしごとさぽーと」の相談員がお話を伺い、支
援が必要な世帯に毎月5kgのお米を3か月間、郵送で届け
る。

◎

▼本事業によって、当人や家族の抱える問題を察知でき
れば、当該世帯を支援につなげる等の対応が可能とな
り、有効な自殺対策となりうる。
▼生活困窮者と自殺のリスクを抱えた人とは、直面する
課題や必要としている支援先等が重複している場合が多
い。そのため対象者の発見に努め、早期支援が可能であ
る。

145
生活福祉資金貸
付事業

資金の貸し付けに合わせて、必要な援助及び指導を受け
ることにより、独立自活ができる世帯で、他からの資金
の借り入れが困難な世帯を対象に低金利で資金をお貸し
し、民生委員さんの援助のもとに、世帯の自立を図ろう
とする貸付制度。

◎

▼生活困窮者人と自殺のリスクを抱えた人とは、直面す
る課題や必要としている支援先等が重複している場合が
多い。そのため対象者の発見に努め、早期支援が可能で
ある。
▼サービス申請時に、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。

146
法律相談・心配
ごと相談

地域の相談窓口として福祉健康センター相談室で開設。
無料法律相談：毎月第1、3木曜日、9：30～15分以内の相
談、1日定員10名。電話予約可能。
心配ごと相談：月～金8：30～17：00。電話相談可能。

◎

▼各種相談を受ける窓口は、自殺者の多くが複数の問題
を抱えていることからも、潜在的な自殺リスクの高い
人々をキャッチする上で重要となる。
▼相談を受けることで、他に抱えている課題の把握も可
能となり、包括的な問題解決に向けた支援ができる。

147
丹南青少年愛護
センター事業

・ヤングテレホンによる相談・巡回パトロールの実施・
祭礼、長期休暇明け等の補導等を行う。

◎

▼学校以外の場で専門の相談員に相談できる機会を提供
することで、相談できる場を広げ、早期の問題発見・対
応に寄与し得る。
▼子どもや保護者にリーフレットを配布することで、相
談先情報の周知を図ることができる。

生涯学習課

148 労働者融資事業

・預託・貸付による、勤労者生活の安定と福祉の向上の
ための支援
・未組織労働者向け融資の保証料補給や、育児・介護休
業者向け融資の利子補給等の支援

◎
▼勤労者向け融資の保証料補給や利子補給を行うこと
で、勤労者の生活の安定を図り、資金面で自殺のリスク
を減らす機会となり得る。

149
中小企業融資事
業

・低利の融資あっせん
・中小企業、小規模企業者に対する経営安定化に向けた
補助(利子補給)
・信用保証制度を利用した小規模企業者に対する補助(利
子補給)
・特定中小企業者の認定事業者に対する倒産防止の為の
特別助成の補給(セーフティネット保証)

◎

▼低利な制度融資や利子補給等を行うことで、企業の経
営安定化を図り、資金面で自殺のリスクを減らす機会と
なり得る。

150
若年者の就労相
談

ふくい若者サポートステーションと連携し、若年者の就
労相談・内職の求人求職相談・就職面接会・就労支援セ
ミナー等を実施する。(越前市内出張相談会の開催等)

◎

▼若年者への就労支援は、それ自体が重要な生きる支援
（自殺対策）でもある。また就労に関わる問題だけでな
く、心の悩みを抱えた若年者にも対応できるような支援
体制を整えられれば、若年者への生きることの包括的な
支援（自殺対策）にもなり得る。

151
ちひろのおくり
もの事業

出生届の際に絵本画家いわさきちひろ氏のイラスト、俵
万智氏のメッセージを添えた記念カードを送り、子ども
名前の由来や手型・足型が残せるようになっている。子
どもの自己肯定感が高まることを期待する。（寄付によ
る事業化）

○
▼子供が生まれたことでの親としての自覚ができ、生き
ることへの包括的な支援につながっていくことの可能性
がある。

152
ウォーキング講
座

正しい歩き方の実践により、健康づくりのために日頃か
ら歩くことができる。

○
▼歩くこと運動することによりストレスの軽減につなが
り生きる促進要因につながる可能性がある。

153
ウォーキング事
業
（歩育事業）

子どものころから遊びを通してウォーキングの楽しさを
知ることができ、親子の触れ合いの中で歩く大切さを学
ぶことができる。

○
▼歩くこと運動することによりストレスの軽減につなが
り親子とのふれあいの遊びを通して生きる促進要因につ
ながる可能性がある。

154
授産製品販路
拡大推進事業

障がい者施設授産製品の販路拡大を行う。 ○
▼障がいのある方への就労の機会を創出することで、自
立した生活の支援になる可能性がある。

社会福祉課

155

高齢者福祉サー
ビス事業
（生活支援ハウ
ス運営事業）

市内に住む概ね60歳以上の一人暮らしの人夫婦のみの世
帯に属する人及び家族による援助を受けるのが困難な人
であって高齢等のため独立して生活することに不安のあ
る人

○

▼施設入所の手続きの中で、当人や家族等の接触の機会
があり、問題状況等の聞き取りができれば、家族でのさ
まざまな問題について察知し、必要な支援先につなげる
ことができる可能性がある。

156
生活管理指導事
業

1日常生活に関する支援2家事に対する支援指導3対人関係
を築く支援4関係機関との連絡調整

○
▼高齢者が抱える問題やリスクの高い方の情報等を把握
し、共有することで対応ができる可能性がある。

157
高齢者口腔機能
向上事業

かかりつけ歯科医院と連携して実施する。口腔機能が低
下しているおそれがある高齢者を対象に、要介護・要支
援状態に陥らないよう、歯科検診と口腔ケア指導を実施
する。

○
▼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る可能性がある。

158
在宅介護用品費
支援事業

在宅で介護を受けている方の経済的負担を軽減するため
に支援金を支給する。対象は市内に住み在宅で介護用品
（紙おむつ）を常時使用している介護保険の要介護2～5
に認定されている人。

○
▼高齢者のみ世帯の給付に関わる際、高齢者が抱える問
題やリスクの高い方の情報等を把握し、共有することで
対応ができる可能性がある。

159
里帰り安心出産
サポート事業

里帰り出産のために、市外で一時預かりなどの子育て支
援サービスを受けた市民に対し、かかった費用の一部を
助成する。

○
▼市外で里帰り出産する母が安心して出産できることに
より、自殺リスクの軽減につながる可能性がある。

子ども福祉課

健康増進課

社会福祉協議会

長寿福祉課

長寿福祉課

産業政策課
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160

放課後児童クラ
ブ、児童館・児
童センター管理
運営事業

放課後保護者が就労等により家にいない児童を預かり、
異年齢間での遊び交流を通じて、児童の健全な育成を図
る。共働き、一人親家庭児童の健全育成及び子育て支援
を行う。
児童館・児童センターの管理運営を通じ、地域における
児童の健全育成を図る。

○

▼子どもの預かりの機会は保護者や家庭の状況を知る機
会にもなり、悩みを抱えた子どもや保護者を把握する接
点となる可能性がある。
▼児童クラブ・児童センターの職員にゲートキーパー養
成講座を受講してもらうことで、問題を抱えている保護
者や子どもがいた場合には、必要な支援先につなぐ等の
対応ができる可能性がある。

161
子どもに対する
手当・医療費の
支援

(1)子ども医療助成
中学3年生までの子どもにかかる医療費を助成する。
(2)児童手当支給
0歳から中学校終了までの児童に対し、手当を支給する。

○

▼子育て中の親への支援として経済的な負担軽減に寄与
する可能性がある。
▼保護者と対面で応対する機会があれば、問題の早期発
見・早期対応への接点となる可能性がある。

162
レクリエーショ
ン用品貸し出し
サービス

用具の貸出を通じて各地域のサロン活動の活性化（楽し
み・生きがい・社会参加・交流の機会の創出や介護予
防）をはかる。

○

▼サービス申請時に、サロン担当者と対面または電話対
応する機会を活用し、サロンを運営する上での情報交換
や活動推進のための相談窓口となっている。
▼居場所づくりの充実を図ることで、地域住民による自
主活動が強化され、高齢者等の孤立化防止や自殺リスク
の早期発見に寄与しうる可能性がある。

163
小型除雪機貸し
出しサービス

高齢者宅などの除雪支援を行うボランティア活動に活用
していただくための資材整備（無料）

○
▼サービス申請時に、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
接点になり得る可能性がある。

164
福祉機器リサイ
クル事業

使用しなくなったなった福祉用具を修繕し、必要な地域
住民に無料貸し出しする。

○
▼サービス申請時に、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
接点になり得る可能性がある。

165
ちびっこフェス
ティバルの開催

5月の児童福祉週間に、市、民生委員児童委員協議会連合
会、社会福祉協議会主催で、児童の健全育成のため行
う。（市、民児連、社協主催）→会場武生中央公園

○

▼周囲に親類・知人がいない場合、子育てに伴う過度な
負担が夫婦にかかり、自殺のリスクが高まる恐れもあ
る。
▼子育て世代において居場所づくりになり得る可能性が
ある。
▼保護者が集い交流できる場を設けることで、そうした
リスクの軽減に寄与し得るとともに、危機的状況にある
保護者を発見し早期の対応につなげる接点にもなり得る
可能性がある。

事業名 事業概要
生きる
支援

自殺対策につながる事業内容 担当課

166
小中学校養護教
諭との連携事業

思春期保健に関わる事業を養護教諭と連携しながら、生
活習慣病予防の学習会・個別の相談会を実施している。
いじめなどの講演会を開催している。

◎
▼保健指導を行う際に家庭状況や本人の状況を知ること
ができるため支援をするための接点となり得る。

健康増進課

167
いのちを大切に
し、いのちを守
る子どもの育成

道徳等各教科の中で生命の尊さを学ぶ教育を実施する。 ◎
▼SOSの出し方教育などを行うことで、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。

168
「越前市いじめ
防止基本方針」
に基づく体制

「越前市いじめ防止基本方針」を改定し、学校毎にいじ
め対策委員会を常設・運用している。

◎

▼いじめは児童生徒の自殺リスクを高める要因の1つであ
り、いじめを受けている児童生徒の未然防止や早期発
見、事案対処を行うだけでなく、いじめを受けた子ども
が周囲に助けを求められるよう、SOSの出し方教育を推進
することで、児童生徒の自殺防止に寄与し得る。

169
児童センター児
童館の運営

市内15カ所にある児童館を運営管理する。 ◎

170
学童保育事業
（放課後児童健
全育成）

放課後児童の健全育成のための事業 ◎

171
家庭教育支援事
業

・人権教育推進事業（県補助10/10）
人権教育研修会や講座の開催
・家庭教育サロン（相談会や研修会）による相談及び支
援を行う。

○

▼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。
▼家庭を含めた包括的な支援は、児童生徒や保護者の自
殺リスクの軽減にも寄与し得る。

生涯学習課

172 福祉教育推進
児童・生徒の福祉活動支援
小学校では3～6年生の各学年、クラスでの福祉活動の取
組みを推進し、中学校では福祉教育推進校を指定する。

○
▼福祉協力推進校に青少年の自殺の現状と対策について
情報提供を行うことで、現状と取組みについて理解促進
を図れる可能性がある。

社会福祉協議会

▼子どもの「居場所」となり得る。
▼抱える自殺リスクに早期に気づき、必要時には適切な
機関へつなぐ等、気づき役、つなぎ役としての役割を担
うことができる。

社会福祉協議会

社会福祉協議会

教育振興課

（5）子ども・若者のSOSの出し方に関する教育

子ども福祉課
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計画策定の経過

日程 行事等

平成３０年１２月１８日

第１回越前市自殺対策計画ワーキンググループ会議 

・計画策定の趣旨、事業の棚卸し作業の説明

・越前市自殺の現状と課題について

平成３１年 １月３１日
第２回越前市自殺対策計画ワーキンググループ会議 

・各課の事業の棚卸しの作業確認

３月 ６日

第１回越前市自殺対策計画策定等委員会

・委嘱状交付

・自殺対策計画の策定について

・自殺対策計画骨子案について

３月１８日
第３回越前市自殺対策計画ワーキンググループ会議 

・自殺対策計画の素案について

令和元年  ５月 ９日

第２回越前市自殺対策計画策定等委員会

・自殺対策計画の素案について

・自殺対策計画概要版(案)について

６月 ７日 越前市議会議員説明会

６月１５日

      ～７月１１日

パブリックコメント

・市広報及びホームページ等に掲載し、パブリック

コメントを実施 （意見件数１１件） 

７月２３日

第４回越前市自殺対策計画ワーキンググループ会議 

・パブリックコメントの結果について

・自殺対策計画の案について

７月２９日

第３回越前市自殺対策計画策定等委員会

・パブリックコメントの結果について

・自殺対策計画の案について

８月 ８日 市長への報告

８月２６日 越前市議会全員説明会

１０月２４日
庁議部長会議

・計画の決定

39



越前市自殺対策計画策定等委員会委員名簿 

（敬称略） 

氏名 所属（団体） 役職 備考 

1 月岡 幹雄 武生医師会 理事 委員長 

2 野尻 健一郎 武生医師会 理事 副委員長 

3 脇田 昇治 武生地区歯科医師会 会長   

4 森中 裕信 武生薬剤師会 会長   

5 村中 里佳 訪問看護ステーション連絡協議会 
第4ブロッ

ク長 

6 川上 尚美 訪問介護事業所 主任   

7 西山 祐子 丹南健康福祉センター武生福祉保健部 課長   

8 浅野 憲幸 越前警察署 課長   

9 加藤 一守 越前市民生委員児童委員協議会連合会 理事   

10 山口 琴実 武生記念病院 
精神保健 

福祉士 

11 福岡 由希 武生公共職業安定所 
統括職業 

指導官 
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越前市自殺対策計画ワーキンググループ員名簿 

  氏名 課名 職名 

1 大谷 住恵 
丹南健康福祉センター 

武生福祉保健部 
主査 

2 小泉 博美 越前市社会福祉協議会 
地域生活支援グループ 

副主任 

3 伊藤 ミカ 教育振興課 副課長 

4 山口 雅弘 産業政策課 副課長 

5 冨田 尚弘 南越消防本部警防課 参事 

6 緒方 祐 市民協働課 主事 

7 岩田 ゆき 長寿福祉課 主幹 

8 芦原 みどり 社会福祉課 主幹 

9 山﨑 章江 子ども福祉課 主幹 

事務局 

所属 役職 氏名 

市民福祉部 部長 川﨑 規生 

市民福祉部 理事 山﨑 智子 

健康増進課 課長 小嶋 雅則 

健康増進課 副課長 土井 朋美 

健康増進課 主幹 小木 充子 

健康増進課 主幹 池泉 さおり 

健康増進課 主査 佐々木 聖子 

健康増進課 主事 関口 優子 
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＜資料＞ 

越前市健康２１計画（第３次）こころの健康対策 抜粋

課題 

現代社会はストレス過多の社会であり、少子高齢化、価値観の多様化が進む中で、核

家族化や都市化の進展に伴い従来の家族、地域のきずなが弱まりつつあり、誰もが心の

健康を損なう可能性があります。 

自殺については、近年他市町、国も減少しているにも関わらず、本市の減少幅が少な

い状況です。国においても自殺対策の実効的な計画を求めています。自殺の防止策とし

て、周囲の人が心身の状態の変化に早期に気づくことが重要です。 

目標 

子どもの頃から自分のよさを実感し、自分を肯定的に認められ、心身ともに健康での

びのび成長できる環境を整え支援します。 

ストレス等とうまく付き合い、生きがいを持って暮らすことができることが大切です。 

また、こころの病気を正しく理解し、本人の心身の変化に周囲の人が気づき、早期に

発見し支えられる人間関係を持ち、適切な対応ができるよう支援します。 

主な取組み 

【個人・家庭】 

・子どもの特性を理解し、その子の良いも悪いも丸ごと受け入れましょう。子どもの自

主性や主体性を認めましょう。 

・子どもに普段と違う様子がないか、また異変がないか、周りの大人が気を配りましょ

う。また、ちょっと違うなと思った時には優しく声をかけましょう。 

・自分のこころの強み弱みを知り、ストレス対処方法を知り、実践しましょう。 

・ストレスで、心に不調を感じたら、身近な信頼できる人に相談したり、専門窓口や医

療機関に受診しましょう。 

・日頃からご近所、友人、家族とあいさつをしましょう。 

【地域・職場・団体】 

・職場におけるメンタルヘルス対策・職場復帰支援の充実 

・職場内での専門の相談窓口を設置、気軽に相談できるよう啓発 

・休暇のとりやすい環境づくり 

・従業員、産業保健スタッフ研修に心の健康づくりや自殺予防についての研修会の実施 

・声掛け合える地域・福祉の推進（みんなの輪の中に入ってもらう） 
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・乳児を抱える母親や高齢者を支援する環境づくり（孤独対策） 

・こころの病気を理解する地域環境づくり 

【行政等】 

・こころの健康講座や相談体制の充実 

・育児不安、産後うつ等の予防や早期発見 

・気がかりな児童生徒の情報交換と迅速な対応 

・不登校未然防止のための取組みを実施 

・いのちをはぐくむ教育の推進 

・子どもが些細なことも相談できる環境や体制の整備 

・失業や障がい等の悩みを持つ人への相談支援の充実 

・ニートや引きこもりの若者へ若者サポートステーション等と連携し自立支援を促す体

制の検討 

・生活困窮や家庭内不和等を持つ家族に対する寄り添い支援体制の充実 

・県の自殺対策基本計画に沿って、市独自の自殺対策計画を策定 

指標と目標値 

項目 

過去値 

(平成23年度) 

(2011年度) 

現状値 

(平成28年度) 

(2016年度) 

目標値 

(平成35年度)

(2023年度) 

出典元 

睡眠による休養

が十分とれてい

ない人の割合

(20歳以上) 

19.4% 17.1% 15.0% 

県民健康栄養調

査 

自殺率(越前市) 

人口10万人当た

り 

18.92 

(平成25年) 

(2013年) 

17.91 

(平成28年) 

(2016年) 

11.0 

平成25年(2013

年)内閣府･ 

平成28年(2016

年)厚生労働省自

殺者統計
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自殺対策基本法 

自殺対策基本法（平成十八年法律第八十五号） 

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。 

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。 
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（国及び地方公共団体の責務） 

第三条 国は、前条の基本理念（次項において「基本理念」という。）にのっとり、自殺

対策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 

２ 地方公共団体は、基本理念にのっとり、自殺対策について、国と協力しつつ、当該

地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。 

３ 国は、地方公共団体に対し、前項の責務が十分に果たされるように必要な助言その

他の援助を行うものとする。 

（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
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る。 

（心の健康の保持に係る教育及び啓発の推進等） 

第十七条 国及び地方公共団体は、職域、学校、地域等における国民の心の健康の保持

に係る教育及び啓発の推進並びに相談体制の整備、事業主、学校の教職員等に対する国

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

ものとする。 

第四章 自殺総合対策会議等 

（設置及び所掌事務） 

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

う。）を置く。 

２ 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 

一 自殺総合対策大綱の案を作成すること。 

二 自殺対策について必要な関係行政機関相互の調整をすること。 

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

対策の実施を推進すること。 

（会議の組織等） 

第二十四条 会議は、会長及び委員をもって組織する。 

２ 会長は、厚生労働大臣をもって充てる。 

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

閣総 

理大臣が指定する者をもって充てる。 

４ 会議に、幹事を置く。 

５ 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、厚生労働大臣が任命する。 

６ 幹事は、会議の所掌事務について、会長及び委員を助ける。 

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

る。 

（必要な組織の整備） 

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

組織の整備を図るものとする。 
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