概要版

2019 年（平成 31 年）３月
岐阜県 美濃加茂市

１ 計画の基本的な方針
（１）計画の目標

「美濃加茂市民の自殺者ゼロを目指して」
（２）施策体系

市民の自殺者ゼロ
「重点対象者」

勤労者

子ども
・若者

高齢者

生活困
窮者

美濃加茂市における自殺のハイリスク群に沿った取組

「基本取組」

地域におけ

自殺対策を

るネットワ
ークの強化

生きること

支える人材

住民への

への促進要

の育成

啓発と周知

因の支援

自殺対策を推進する上で欠かすことのできない基盤的な取組

２ 計画の趣旨等
（１）計画の趣旨
我が国の自殺者数は、先進国の中でも突出して高い傾向が続いています。
自殺対策基本法及び自殺総合対策大綱を踏まえ、本市においても自殺対策を全市的に取り組み、
かけがえのない市民の命を守るための体制を整えることとします。

（２）計画の位置づけ
本計画は、自殺対策基本法第三条（国及び地方公共団体の責務）の規定に基づき、本市の状況
に応じた自殺対策の施策を策定するものです。

（３）計画の期間
本計画の期間は、2019 年度（平成 31 年度）を初年度とし、2023 年度を目標年度とします。な
お、社会情勢等の変化によって適時修正等を行うこととするとともに、毎年の各種施策等の進捗
状況を把握し、計画の評価・検証作業を行います。
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３ 国及び美濃加茂市における自殺の現状
（１）国の現状

：

依然として多い自殺者数

警察庁の自殺統計による我が国の自殺者数は、1998 年（平成 10 年）以降、14 年連続して 3 万
人超で推移してきました。2012 年（平成 24 年）には 15 年ぶりに 3 万人を下回りました。こうし
た事態を受けて、国では 2006 年（平成 18 年）に「自殺対策基本法」を成立させ、2016 年（平成
28 年）には「自殺対策基本法」の大改正が行われました。この大改正により、自殺対策は「生き
ることの包括的な支援」であり、
「誰も自殺に追い込まれることのない社会」の実現を目指すこと
になりました。2017 年（平成 29 年）には新たな「自殺総合対策大綱」が策定され、都道府県や市
町村においても自殺対策が本格的に行われることとなりました。
【我が国の自殺者数の推移】

単位：人

資料：警察庁「自殺統計」より厚生労働省自殺対策推進室作成

（２）市の現状

：

国と県と比べて高い自殺死亡率

本市の自殺死亡者数は厚生労働省「自殺の統計（地域における自殺の基礎資料）
」によると 2014
年（平成 26 年）から 2016 年（平成 28 年）まで 10 人以上となっていました。
2017 年（平成 29 年）は減少したものの、国や県と比較して自殺死亡率は高い状態です。
【美濃加茂市及び国や県の自殺者数及び自殺死亡率の推移】
単位：人、人口 10 万人当たりの自殺者数

資料：厚生労働省「自殺の統計（地
域における自殺の基礎資料）」
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（３）支援が優先されるべき対象群
自殺総合対策推進センターによると、2012 年（平成 24 年）～2016 年（平成 28 年）の 5 年間に
おいて自殺者数の多い上位 5 区分が、地域の主な自殺の特徴として分析されています。本市では、
これら上位 5 区分を支援が優先されるべき対象群として設定し、重点的に取り組んでいくことと
します。
【地域の主な自殺の特徴（特別集計（自殺日・住居地、H24～28 合計））】
自殺者数
5 年計

割合

自殺率 2
(10 万対)

1 位:男性 20～39 歳有職同居

11

18.0%

45.2

職場の人間関係／仕事の悩み(ブラッ
ク企業)→パワハラ＋過労→うつ状態
→自殺

2 位:男性 60 歳以上無職同居

9

14.8%

51.0

失業（退職）→生活苦＋介護の悩み（疲
れ）＋身体疾患→自殺

3 位:男性 40～59 歳有職同居

7

11.5%

23.5

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

4 位:男性 60 歳以上無職独居

4

6.6%

180.7

失業（退職）＋死別・離別→うつ状態
→将来生活への悲観→自殺

5 位:女性 60 歳以上無職同居

4

6.6%

14.0

身体疾患→病苦→うつ状態→自殺

上位５区分

1

背景にある主な自殺の危機経路

【自殺の危険経路】

出典：自殺実態白書 2013NPO 法人ライフリンク

1
2
3

順位は自殺者数の多さにもとづき、自殺者数が同数の場合は自殺率の高い順としている。
自殺率の母数（人口）は平成 27 年国勢調査を元に自殺総合対策推進センターにて推計している。
「背景にある主な自殺の危機経路」は自殺実態白書 2013（ライフリンク）を参考にしている。
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3

４ 計画の主要課題
統計データから

アンケート結果から

(第 3 期健康増進計画策定にかかる
市民健康意識調査 2018)

（地域自殺実態プロファイル（2017）
）

❖性別

：男性＞女性
男性が全体の 8 割
❖年代
：若年者（20～39 歳）が多い
❖職業
：20～59 歳の自殺者のうち有職
者が約 7 割
有職者の自殺率が国・県と比
べて高い
❖同居人 ：同居人有が約 7 割

❖年齢問わず、多くの人がストレスを抱
えながら生活している
❖ストレスを抱えても、相談することに
ためらいを感じている人が約 4 割
❖相談先を知らない人は、20 歳以上、20
歳未満ともに 3 割弱
❖ゲートキーパーについてはほとんどの
人が知らない

整理された課題
◎勤労者の自殺対策
◎悩みを抱える人への支援体制の

庁内関係課ヒアリング結果から

確立
◎相談先の整理・周知
◎生きがいや居場所づくり
◎情報共有の仕組みづくり

関係機関等のヒアリング結果から
❖自殺する人はおそらく誰にも相談する人
がいなかったのだと思う
❖様々な団体が多様な相談会を行ってお
り、対策に応じて適切な内容を紹介する
ことが大切
❖貧困→暴力の連鎖を断ち切ることが重要
❖個人情報保護が情報収集の障壁になって
いる
❖学校との連携が十分にできていない
❖自殺を防止できた際、その人がどういう
人と関わっていたか知りたい
❖夜間、休日も情報連携できるようにして
ほしい
❖ネットワーク協議会のようなものは、実
務者レベルで行うべき
❖勤労者向けセミナーを開催しているが、
参加者が少ない
❖働き方改革に関する研修は人気があるも
のの、労働環境の対策が十分な事業所は
決して多くはない

❖行政に来ないで、問題を抱えている人を
どう把握するのかが課題
❖どこに相談したらいいのかわからない
人も多い
❖相談のコーディネーターがいれば、適切
な相談先につなぐなど連携も強化でき
る
❖地域とのかかわりがない、孤立している
人をどう把握するかが大きな問題
❖働き盛りの人との接点が少ない
❖自治会の役の負担軽減なども、今までの
やり方にとらわれずにできるようにし
ていくことが必要
❖中小企業では、労務環境対策、福利厚生
等について、十分な体制でないところも
多い
❖交流センターが、世代間交流の場として
活用されるといい
❖０歳児から関係する機関が情報を共有
して関われるようなシステムがあると
いい
❖相談窓口の整理と、情報連携の共有が必
要
❖職員向けにもゲートキーパー養成研修
の促進を図る
❖個人情報保護の問題も大きい
❖生活困窮者自立支援事業については、庁
内外の多くの機関・部署との連携が必要
❖外国人が健診を受診するための支援が
必要
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は、新たに取り組む事業

５ 自殺対策における主な取組
重点対象者１

勤労者

勤労者のメンタルヘルスに関して、職場との連携を構築します。
また、労働環境、ハラスメント、経営不振などの勤務・経営に関しての周知や啓発にも関係機
関と連携して取り組みます。
１．中小企業の関係する会議において

【主な取り組み】

勤労者の自殺に関する現状を共有

① 勤労者の自殺対策を検討する仕組みの構築

２．勤労者に対するメンタルヘルス対

② 里山（森林空間）活用事業

策について協議・検討

③ 教職員の働き方改革

等

３．企業等と連携した啓発事業や個別
支援の連携等の取り組みを実施

評価指標１ ：

メンタルヘルスに関して連携した企業等の数

現状（2018 年（平成 30 年）度）

目標（2023 年度）

出典

1件

5件

健康課集計（各課報告）

（事業の共催、個別支援の連携等）

重点対象者２

子ども・若者

就学期の子どもやその親、40 歳未満の若年層に対し、各ライフステージ・状況などに応じて精
神的な苦痛を和らげる支援や生きがい・居場所づくりに取り組みます。

【主な取り組み】
① 若者委員会事業・地域活性化スクール事業
② フロム 0 歳プラン
③ 児童生徒の SOS の出し方に関する教育

等

評価指標２：困ったときに相談する人や機関（場所）があることを知っている児童生徒の割合
現状（2018 年（平成 30 年）度）

目標（2023 年度）

出典

-

100％

学校教育課集計
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重点対象者３

高齢者

高齢者の生きがいづくりや居場所づくり等を推進するとともに、家族や介護者等の支援者に対
する支援も推進します。
【主な取り組み】
① 認知症サポーター養成講座
② 想ひ出カフェ（認知症カフェ）
③ 在宅医療・介護連携事業

評価指標３ ：

等

想ひ出カフェ（認知症カフェ）の参加者数

現状 2017 年（平成 29 年）度

目標（2023 年度）

151 人

200 人

重点対象者４

出典
高齢福祉課集計

生活困窮者

健康、人間関係、子育て、介護、不登校、引きこもりなどの様々な悩みを抱え、経済的に困窮
している生活困窮者に対して、生活面や心の健康、就労の支援等の支援を各分野が連携して包括
的な支援を行います。
【主な取り組み】
① 生活困窮者自立支援事業
② 納税相談
③ 就学援助費と特別支援教育就学奨励費支給 等

評価指標４ ： 生活困窮者自立支援事業による社会参加活動実施メニュー数
現状 2018 年（平成 30 年）度

目標（2023 年度）

6

11

出典
福祉課集計
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基本取組１

地域におけるネットワークの強化

自殺対策を進めていく上で、基盤となるのは、地域におけるネットワークの強化です。
本市における自殺対策推進の体制と地域ネットワークの概念図は以下の通りです。
今後、庁内各部署との調整はもとより、関係機関との連携体制を調整しつつ、計画期間内にお
いてネットワーク強化を進めていくこととします。
個人情報保護の観点から、どの情報をどこまでの人が把握するようにするかなど、今後関係者
間で協議していきながら、具体的な体制・仕組みを構築していくこととします。

自殺対策の推進体制

（１）美濃加茂市健康づくり

（３）美濃加茂市自殺対策推進本部

推進協議会
（４）美濃加茂市自殺対策庁内連絡会
（２）美濃加茂市健康づくり
推進協議会自殺対策部会

自殺対策推進事務局=健康課

関係
機関

関係
機関

関係
機関

関係
機関
関係
機関

（５）自殺対策実務者ネットワ
ーク会議

関係
機関

（１）美濃加茂市健康づくり推進協議会
【設置目的】市民や行政、関係機関・団体等が一体となって健康づくりに取り組むことにより、
市民の健康を増進する。
【委員の構成】保健・医療及び福祉関係者、学識経験を有する者、公募による市民
（２）美濃加茂市健康づくり推進協議会 自殺対策部会
【設置目的】市の自殺対策において、関係機関・団体が連携し総合的な対策の推進を図る。
【委員の構成】健康づくり推進協議会の委員のうち、特に自殺対策に関連の強い者
（３）美濃加茂市自殺対策推進本部
【設置目的】自殺対策を総合的かつ効果的に推進し、すべての市民にとって生き心地のいいまち
づくりのための施策の全庁的な推進を図る。
【委員の構成】本部長：市長、副本部長：副市長、委員：教育長、部長、参事
（４）美濃加茂市自殺対策庁内連絡会
【設置目的】市における自殺対策の実施に関する庁内組織の相互連携を推進する。
【組織】会長：健康福祉部長
構成員：全課長
（５）実務者ネットワーク会議
【設置目的】自殺対策をはじめとする複合的な相談に対して、適切な問題解決を行うため、「相
談窓口担当者等の顔の見える連携」ができる体制づくりと相談技術の向上を図る。
【会議の構成員】窓口担当職員等、関係機関・団体等
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地域ネットワーク

課

評価指標５ ： 自殺対策実務者ネットワーク会議の開催回数
現状（2018 年（平成 30 年）度）

目標（2023 年度）

出典

4回

年 12 回以上

健康課集計
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基本取組２

自殺対策を支える人材の育成

悩みを抱えている人が発するシグナルをキャッチし、適切な部署へつなげることで、自殺のリ
スクを低減させます。
【主な取り組み】

ゲートキー
パーとは？

「ゲートキーパー養成」
① 市職員に対するゲートキーパー養成講座
② 専門職（相談支援従事者等）に対するゲートキーパー養成講座
③ 関係団体及び市民に対するゲートキーパー養成講座

等
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、言
わば「命の門番」とも位置づけら
れる人のことです。

気づき

声を

見守る

かけ

ゲートキーパーの
役割

必要な
支援に
つなげ

評価指標６ ：

話を
聞き

ゲートキーパー養成講座受講者数

現状（2018 年（平成 30 年）度）

目標（2023 年度）

出典

未実施

550 人

健康課集計
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基本取組３

住民への啓発と周知

自殺は、
「個人の問題」ではなく「社会の問題」と捉え、自殺への偏見や誤解をなくし、かけが
えのない大切ないのちを守り支え合えるように市民への意識啓発と周知に努めます。
【主な取り組み】
① 図書館における啓発パネル展示
② 自殺予防週間や自殺対策強化月間等における様々な周知と啓発
③ 自殺に関するワンストップ窓口(健康課)と各種生きる支援に関する相談窓口を集約した周知 等

パネル展示
評価指標７ ：

自殺に関する啓発事業の実施回数

現状（2018 年（平成 30 年）度）

目標（2023 年度）

出典

6回

15 回

健康課集計（各課報告）

基本取組４

生きることへの促進要因の支援

各種相談事業を充実・活用して「生きることの阻害要因」を減らすとともに、生きがい・居場
所づくりを推進することで「生きることの促進要因」を増やします。
【主な取り組み】
「生きることの阻害要因」を減らす取り組み
① 外国人に対する生活講座・日本語学習支援
② とびだせ保健師事業・出前講座
③ 消費生活相談

等

【主な取り組み】
「生きることの促進要因」を増やす取り組み
① 生涯学習活動の推進
② 子育て支援
③ 姫 Biz

等

評価指標８：
「生きることへの促進要因の支援」に関する取り組みの事業評価の平均点数（5 点満点）
現状 2018 年（平成 30 年）度

目標（2023 年度）

出典

-

4.5 以上

健康課集計（各課報告）
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美濃加茂市 いのち支える 自殺対策計画
～手を伸ばそう

その手を握ろう

つながる輪～
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