
 

 

 

 

町民のいのちと暮らしを支える 

「沼田町生きるを支える計画」 

～ 誰も自殺に追い込まれることのない“まち”を目指して ～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成３１年３月 

沼  田  町



 

 

はじめに   

「沼田町生きるを支える計画」策定の背景と目的  

沼田町では、「第５次沼田町総合計画」や「沼田町健康増進計画」などに基づき、町民一

人ひとりが健やかな「体と心」を育み、豊かな暮らしをおくることができる活力ある町を目

指し、健康づくりを推進してきました。 

そのような中、平成２８年に改正された自殺対策基本法の第１３条において、「都道府県

及び市町村は自殺総合対策大綱及び地域の実情等を勘案して、地域自殺対策計画を定めるも

のとする。」とされました。 

自殺は、その多くが追い込まれた末の死です。その背景には、精神保健上の問題だけでな

く、過労、生活困窮、育児や介護疲れ、いじめや孤立などの様々な社会的要因があることが

知られています。自殺に至る心理は、様々な悩みが原因で追い詰められ、自殺以外の選択肢

が考えられない状態に陥ったり、社会とのつながりの減少や生きていても役に立たないとい

う役割喪失感、与えられた役割の大きさに対する過剰な負担感から、危機的な状態にまで追

い込まれてしまう過程とみることができます。 

つまりは、自殺に追い込まれるという危機は「誰にでも起こり得る危機」です。 

そのため、保健、福祉、医療、教育、労働その他の関連施策が有機的な連携を図り、「生

きることの包括的な支援」として、対策を講じる必要があります（自殺対策基本法第２条）。

自殺対策基本法第１条において、「自殺対策を総合的に推進して、自殺の防止を図り、あわ

せて自殺者の親族等の支援の充実を図り、もって国民が健康で生きがいを持って暮らすこと

のできる社会の実現に寄与することを目的とする。」としています。  

本町は、全ての人がかけがえのない個人として尊重される社会、つまり「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、「沼田町生きるを支える計画」を策定し、自殺対

策を総合的に推進していきます。 

 

 個人が特定される可能性が高いと判断される各種統計については、本町は本計画に掲載しない方針といたし

ます。 
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１．計画策定の趣旨等 

（１）趣旨 

平成２９年７月に閣議決定された自殺総合対策大綱では、自殺総合対策の基本方針として、

「生きることの包括的な支援として推進」「関連施策との有機的な連携による総合的な対策

の展開」「対応の段階に応じたレベルごとの対策の効果的な連動」「実践と啓発を両輪とし

て推進」「関係者の役割の明確化と関係者による連携・協働の推進」の５点が掲げられてい

ます。 

本町は、これらの基本方針を踏まえ、自殺対策を全庁的な取組みとして推進するため、 

「沼田町生きるを支える計画」を策定しました。 

 

（２）計画の位置づけ 

本計画は、自殺対策基本法第１３条第２項の規定により、沼田町における実情を勘案して

定める自殺対策についての計画です。中長期的な視点を持って継続的に実施していくため、

「自殺対策基本法」および「自殺総合対策大綱」を踏まえ、また、関連性の高い計画である

「沼田町健康増進計画」や「沼田町高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」、および「第

５次沼田町総合計画」との整合を図ります。 

なお、本計画の名称については、自死遺族や自殺未遂者等の心情を慮って、「沼田町生き

るを支える計画」とします。 

 

（３）計画の期間 

２０１９年度から２０２３年度までの５年間とします。また、国の政策と連携する必要が

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

 

（４）計画の数値目標 

「自殺総合対策大綱」では、２０２６年までに２０１５年と比べて自殺死亡率を３０％以

上減少させることとしています。  

本町においては、「誰も追い込まれることのない沼田町」の実現を目指し、２０２６年まで

に自殺死亡者を０人とすることを目標に掲げます。
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２．沼田町の自殺の現状と関連するデータ 

（１）自殺死亡率の年次推移と全国、全道との比較 

全国、全道の人口10万人対の自殺死亡率（以下「自殺死亡率」という。）は、平成21年を

ピークとし、平成29年には全国16.5人、全道18.1人に減少しています。 

人口が少ない本町は、単年数値を用いた比較は適切ではないと判断し、平成21～29年の9

年間の平均値を算出したところ、全道および全国よりも高く、38.54人を示しております。 

 

 

（２）性別、年代別の人口10万対自殺死亡率、および同居人の有無、職業別割合 

性別では「男性」67.51人、「女性」12.25人で、「男性」が高い傾向にあります。 

年代別では、20歳代42.19人、30歳代70.80人、50歳代70.26人、70歳代41.03人、80歳代以

上46.64人を示し、全道および全国よりも高くなっています。 

社会問題になっている19歳以下の子どもの自殺は、現時点では発生していません。 

同居人の有無では、「あり」が91.7％、「なし」が8.3％を占めています。 

職業別では、「自営業・家族従事者」と「被雇用・勤め人」がそれぞれ16.7％、「無職」

が66.6％を占めており、就労等の収入がない方が多い傾向にあります。 
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図表１ 平成21～29年自殺死亡率の推移（人口10万人対：厚生労働省人口統計）
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（３）総人口と高齢化率の推移  

平成17、22、27年の国勢調査の結果によると、この10年間で総人口は860人減少（減少率▲

21.3％）しました。 

年代別では、0～14歳では187人減少（同▲39.8％）、15～39歳では340人減少（同▲37.8％）、

40～64歳では344人減少（同▲24.8％）しており、町の未来を担う若年層や就労年代の減少が

目立ちます。高齢者層では、65～74歳は9人減少（同▲1.5％）し、75歳以上は20人増加（増

加率3.0％）しています。 

65歳以上の人口割合を示す高齢化率は年々上昇しており、今後もこれらの傾向が続くと思

われます。 

 

図表３ 沼田町の高齢化率（国勢調査） 

 平成１７年 平成２２年 平成２７年 

高齢化率（％） ３１.８％ ３５.２％ ４０.７％ 

 

 

（４）就業等の実態について 

１）就業状況 

本町の基幹産業は、稲作を中心とした農業であることから、全就業者1,750人のうち、産業

分類別では517人（29.5％）が農業に従事しています。最近では、法人経営に転換される方が

増えていりますが、ほとんどが家族経営の中で働いているといえます。 

大分類別では、第三次産業従事者が半分以上を占め、被雇用者の割合が高いといえます。 
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図表２ 平成17～27年の年齢階級別の人口分布（国勢調査）
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図表４ 平成27年国勢調査 分類別就業者数（人）割合（％） 

大分類   (人)    (％) 産業分類                     (人)      (％) 

第一次 

産業 
522  29.8% 

Ａ 農業 517  29.5% 

Ｂ 林業 5  0.3% 

Ｃ 漁業 0  0.0% 

第二次 

産業 
309  17.7% 

Ｄ 鉱業，採石業，砂利採取業 4  0.2% 

Ｅ 建設業 205  11.7% 

Ｆ 製造業 100  5.7% 

第三次 

産業 
919  52.5% 

Ｇ 電気・ガス・熱供給・水道業 10  0.6% 

Ｈ 情報通信業 1  0.1% 

Ｉ 運輸業，郵便業 41  2.3% 

Ｊ 卸売業，小売業 124  7.1% 

Ｋ 金融業，保険業 10  0.6% 

Ｌ 不動産業，物品賃貸業 10  0.6% 

Ｍ 学術研究，専門・技術サービス業 13  0.7% 

Ｎ 宿泊業，飲食サービス業 67  3.8% 

Ｏ 生活関連サービス業，娯楽業 39  2.2% 

Ｐ 教育，学習支援業 71  4.1% 

Ｑ 医療，福祉 192  11.0% 

Ｒ 複合サービス事業 75  4.3% 

Ｓ サービス業（他に分類されないもの） 62  3.5% 

Ｔ 公務（他に分類されるものを除く） 200  11.4% 

Ｕ 分類不能の産業 4  0.2% 

合計 1,750 100.0% 合計 1,750 100.0% 

 

２）就業者の住居地、従業地（平成27年国勢調査） 

本町に住んでいる就業者の15.1％が他市区町村で従業し、町内で働く従業者の20.8％が町

外から通勤しています。 

 

３）規模別の事業所数と従業者割合（平成26年経済センサス基礎調査） 

本町には192か所の事業所で1,490人が就労しています。このうち、労働者50人未満の事業

所が188か所（97.9％）を占め、1,226人（82.3％）が働いています。50人以上の事業所は4

か所（2.1％）で、264人（17.7％）が就労しています。 

小規模事業所は、従業員一人あたりの役割が大きく、事業所としてもかけがえのない存在

ですが、生きづらさを抱えても吐露できず、その対策等に遅れが生じやすい傾向にあります。

そのため、地域全体での対策が必要です。 
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図表５ 平成２６年経済センサス基礎調査 

  
総数 

(人) 

1～4 

人 

5～9 

人 

10～ 

19人 

20～ 

29人 

30～ 

49人 

50～ 

99人 

100人 

以上 

沼田町内事業所数 

(192か所) 
192 114 37 27 4 6 4 0 

沼田町内従業者数 

(1,490人) 
1,490 248 248 375 93 262 264 0 

 
 

（５）生活困窮について 

生活保護に関する相談は、平成25～29年度に年間平均8～9件受けています。生活保護世帯

数は、大きく変化していません。 

本町の生活保護世帯のうち、60歳代が約50％を占めており、傷病や同居家族の喪失をきっ

かけに申請、受給される方が多い傾向にあります。 
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図表６ 生活保護世帯の年代別割合（平成30年1月末）



6 

 

３．自殺対策の重点対象と背景、取組みの方向性 

（１）対策の重点 

自治体に公表されている「地域自殺実態プロファイル2018更新版（自殺総合対策推進セン

ター）」では、「女性」「20歳代」「若年者（20～39歳）」「無職者・失業者」の自殺死亡

率が高く示されていますが、いずれも１名の増減でランクが変わるため、本町の自殺対策の

重点としては、先で述べた「（若年を含む）働き盛り年代」「無職、失業等の生活困窮者」

を取り上げます。 

 

図表７ 地域自殺実態プロファイル2018更新版（沼田町：自殺総合対策推進センター） 

  指標 ランク   指標 ランク 

総数１） 24.0  ★a 男性１） 25.3  －a 

20歳未満１） 0.0  －a 女性１） 22.7  ★★★a 

20歳代１） 65.6  ★★★a 若年者(20～39歳)１） 37.8  ★★★a 

30歳代１） 0.0  －a 高齢者(70歳以上)１） 19.7  －a 

40歳代１） 0.0  －a 勤務・経営２） 21.8  ★a 

50歳代１） 36.3  ★a 無職者・失業者２） 63.5  ★★a 

60歳代１） 29.3  ★a ハイリスク地３） 100%/±0 － 

70歳代１） 31.6  ★a 
 

80歳以上１） 34.0  ★a 

１）自殺統計にもとづく自殺死亡率（10万対）。自殺者数１人の増減でランクが変わる場合はランクにａをつけた。 

２）特別集計にもとづく 20～59歳を対象とした自殺死亡率（10万対）。自殺者数１人の増減でランクが変わる場合はランクにａをつけた。 

３）自殺統計にもとづく発見地÷住居地（％）とその差（人）。自殺者（発見地）1人の減少でランクが変わる場合はランクにａをつけた。 

４）自殺統計もしくは特別集計にもとづく首つり以外の自殺の割合（%）。首つり以外の割合が多いと高い。（首つりと首つり以外の人数が共に5人以上

であれば、公表可能（自殺統計から算出可能な場合の公表は差し支えない）。自殺手段関連資料（p.7）参照） 

 

（２）背景と取組みの方向性 

各種の統計調査結果から、自殺は複数の要因が複合的に連鎖し、追い詰められた結果に招

くといわれています（図表８,９）。単に精神疾患の有無だけでなく、様々な社会問題が最も

深刻化した末に発生し、誰にでも起こる大きな健康危機なのです。 

人口が少ない本町は、住民同士のつながりが強く、顔が見えるという特徴があります。こ

れは強みである反面、悩みを抱えても辛い気持ちを吐露できず、本人と家族が膠着状態に陥

る危険性が高いといえます。 

そのため、ハイリスク者への個別支援や対策だけでなく、「生き心地の良い地域」を目指

した「全世代包括ケア」が必要です。生きづらさを抱えた当事者本人が、「生きる道」を選

べるように支援することは勿論ですが、そのような状況に陥らないよう、安心して辛い気持

ちを吐露できるような地域づくり、社会づくりに努めなければなりません。 
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図表８ 自殺要因の連鎖図 （ＮＰＯ法人ライフリンク） 

 

 

 

図表９ 「1000人実態調査から見えてきた」自殺の危機経路 （ＮＰＯ法人ライフリンク）   
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４．自殺対策における沼田町の取組み 

国が定める「地域自殺対策政策パッケージ」において、全ての自治体で取り組むことが望

ましいとされた「基本施策」と、地域の自殺の実態を詳細に分析した地域自殺実態プロファ

イルにより示された「重点施策」を組み合わせ、地域の特性に応じた実効性の高い施策を推

進していきます。  

また、町の多様な既存事業を「生きることを支える取組み」と位置付け、より包括的に自

殺対策を推進していきます。 

「基本施策」 「重点施策」 

１．地域におけるネットワークの強化 

２．自殺対策を支える人材の育成 

３．住民への啓発と周知 

４．生きることへの促進要因への支援 

５．子どものＳＯＳの出し方教育 

「（若年を含む）働き盛り年代」 

 

「無職、失業等の生活困窮者」 

 

【 基本施策 】 

（１）地域におけるネットワークの強化 

自殺には、健康問題、経済・生活問題、人間関係の問題のほか、地域・職場のあり方の変

化など、様々な要因とその人の性格、家族、死生観などが複雑に関係しています。自殺に追

い込まれようとしている人が安心して生きられるよう、精神保健福祉的な視点だけでなく、

社会・経済的な視点を含む包括的な取組みが重要です。 

また、このような包括的な取組を実施するためには、様々な分野の施策、人々や組織が密

接に連携する必要があります。  

 

１）関係機関の連携とネットワークの強化  

自殺対策においては、医療、保健、福祉、教育、労働等に関する相談等、様々な関係機関

のネットワークづくりが重要です。町民と行政、関係機関が顔の見える関係を築きながら協

働し、地域で支え合えるまちづくりを推進します。 

事業名・内容 担当課 
関連協力 

団体 
現状 

2023年までの 

目標値 

【沼田町生きるを支える会議】 

庁内関係部署の緊密な連携と協力

により、自殺対策を総合的に推進す

るため、連絡会議を開催します。  

全課 ― 
平成31年

度設置 
年1回以上開催 
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事業名・内容 担当課 
関連協力 

団体 
現状 

2023年までの 

目標値 

【北空知地域自殺対策連絡会議】  

 北空知管内各種関係団体の代表者

等による自殺対策にかかわる協議に

出席します。 

保健 

福祉課 

北海道深川保

健所（主管） 

開催時出

席 
開催時出席 

 

２） 特定の問題に対する連携・ネットワークの強化  

様々な問題が複雑化する前に、より早い段階での問題解決ができるよう、庁内すべての窓

口での対応力向上と連携体制の整備を行います。 

事業名・内容 担当課 関連協力団体 現状 
2023年まで 

の目標値 

【「沼田町生きるを支える手引き」

の活用と連携】 

庁内各種窓口と保健福祉課との情

報共有、連携強化のための手引きを

作成し、各課連携して対象者を支援

につなげます。 

全課 ― 

平成31年

度作成予

定 

年1件以上連携 

【沼田町要保護児童対策地域協議会

（代表者会議、ケース検討会議）】  

虐待が疑われる乳幼児や児童生

徒、保護者等に対し、関係機関と連

携しながら、生きるを支える視点か

らも支援を図ります。 

保健 

福祉課 

北海道（児童相

談所、保健所）、

教育関係機関、

児童福祉施設、

民生委員児童

委員、医療機

関、警察署、消

防署等。 

代表者会

議：年1

回以上 

ケース検

討会議：

随時 

代表者会議：年

1回以上 

 

ケース検討会

議：随時 

【特別支援教育連携協議会（調査専

門部会）】 

 生きるを支える視点から、児童生

徒の生活状況等を把握し、適切に支

援します。 

教育 

委員会 

教育関係機関、

児童福祉施設、

保健福祉課。 

適時開催 
年1回以上適時

開催 

【高齢者等見守りサポート事業「は

あとふる沼田」支援会議】 

 高齢者世帯等の安全、安心な暮ら

しを支援するため、地域住民等によ

る見守り、声かけを推進しています。 

保健 

福祉課 

民生委員児童

委員、自治振興

協議会、福祉委

員連絡協議会、

老人クラブ、社

会福祉協議会

等。 

年2回程

度開催 
年2回程度開催 
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事業名・内容 担当課 関連協力団体 現状 
2023年まで 

の目標値 

【沼田町地域ケア会議】 

 高齢者等の暮らしを包括的に支援

するため、各種サービスの利用決定

や情報交換を図っています。 

保健 

福祉課 

町内介護事業

所、関係機関の

職員等。 

適宜開催 適宜開催 

 

（２）自殺対策を支える人材の育成  

さまざまな悩みや生活上の困難を抱える人には、早期の「気づき」とさり気ない「声かけ」

が必要です。専門職をはじめとする関係者の資質向上は勿論ですが、住民自らがこれらに対

応できるよう、学習の機会を確保します。 

 

１）関係者および住民を対象とした研修機会 

生きづらさを抱える方への対応力を向上するため、関係者および住民を対象として、「ゲ

ートキーパー養成講座」を実施し、人材育成や地域づくりに努めます。 

 

２）保健福祉専門職の人材確保と資質向上 

 人口の二極化と高齢化の進行、経済活動のグローバル化や社会の閉塞感等を背景に、本町

のような過疎地域においても、多問題を背景に生きづらさを抱え、支援が必要な世帯が増え

ています。これらには、専門性が高い支援が求められることから、精神保健福祉にかかわる

専門職の確保と資質向上に努めます。 

事業名・内容 担当課 
関連協力 

団体 
現状 

2023年まで 

の目標値 

【ゲートキーパー養成講座】 

 支援対象者の発見や声かけ等、実践

的な学習機会を設け、メンタルヘルス

の理解を図ります。 

①町職員および保健福祉関係者 

②町内事業所 

③住民 

保健 

福祉課 

北海道深川保

健所 
― 

①～③を対象

にしたゲート

キーパー養成

講座をそれぞ

れ1回以上開催

する。 

【ゲートキーパー養成講座受講者ア

ンケート】 

 受講後、受講者にアンケート調査を

実施する。 

保健 

福祉課 

北海道深川保

健所 
― 

受講者の70％

が「受講してよ

かった。」と回

答する。 
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事業名・内容 担当課 
関連協力 

団体 
現状 

2023年まで 

の目標値 

【保健福祉専門職の人材確保と資質

向上】 

 精神保健福祉にかかわる相談支援

体制を維持するため、専門職を配置

し、研修機会を確保します。 

保健 

福祉課 
― 

保健師、

社会福祉

士等を配

置。 

専門職を確保

し、年1回以上

の研修機会を

設ける。 

 

（３）住民への啓発と周知  

自殺は「誰にでも起こり得る命の危機」ですが、危機に陥った人の心情や背景が理解され

ずに、個人の問題と思われてしまう傾向にあります。危機に陥った時は、誰かに援助を求め

るべきであるということが、社会全体の共通認識となるよう、積極的に普及啓発を行ってい

きます。 

自分の周囲で生きづらさを感じている人の存在に気づき、自ら声をかけ、話を聞き、必要

に応じて専門家につなぎ、その方の思いに寄り添いながら見守っていくことを共有されるよ

う、さまざまな機会を活用して、自殺予防に関する総合的な情報提供に努めます。 

 

事業名・内容 担当課 
関連協力 

団体 
現状 

2023年まで 

の目標値 

【広報誌への掲載】 

「広報ぬまた」および「広報ぬまた

『お知らせ版』」に自殺予防にかかわ

る内容を掲載し、正しい理解を図る。 

保健 

福祉課 
― 適宜掲載 

年1回以上掲載

する。 

【心の健康教育の推進】 

 健康教育において、心の健康を取り

上げます。 

保健 

福祉課 
― 適宜実施 

年 1回以上実

施、または健康

教育の機会に

心の健康を年1

回以上盛込む。 

【相談窓口の周知】 

 「いのちの電話」等をはじめとする

相談窓口の周知を図ります。 

保健 

福祉課 
― 

役場庁舎

窓口に配

置 

パンフレット

配置箇所の増

加。 

 

（４）生きることの促進要因への支援 

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、「生きることへの促進要

因」を増やす取組みを行うことが重要です。  

「生きることへの促進要因」への支援という観点から、居場所づくり、自殺未遂者への支

援、遺族への支援を推進します。 
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１）居場所づくり、生きがいづくり活動の推進 

関係機関と連携しながら、居場所づくりや生きがいづくり活動を支援します。 

事業名・内容 担当課 
関連協力 

団体 
現状 

2023年まで 

の目標値 

【各種介護予防事業等の推進】 

高齢者等を対象とした通所型の各種

介護予防事業や老人クラブ、サロン活

動等をとおして、心身機能の維持増進

を図り、住民同士の交流を設けます。 

保健 

福祉課 

社会福祉協

議会 

平成29年

度参加者

延べ

1,833名 

継続実施 

【子育て支援センター事業】 

 子育て世代が気軽に集まり、互いに

交流しながら、子育て情報の収集や専

門職からの助言を受ける機会として運

営されています。 

保健 

福祉課 

社会福祉法

人沼田保育

園沼田認定

こども園 

平成29年

度参加者

延べ788

名 

継続実施、およ

び延べ利用者

10％増加 

【各種社会教育事業】 

 生涯にわたる学びを推進し、住民同

士の交流を図ります。 

教育 

委員会 
文化連盟 

平成29年

度参加者

延べ

5,382名 

継続実施 

 

２）自殺ハイリスク者への支援  

ライフイベントをはじめとする人生の岐路で生きづらさを抱えた方や、自殺未遂者は、ハ

イリスク群として、専門的な支援を受ける必要があります。早期に発見され、必要な助言や

適切な支援につなげる必要があります。 

事業名・内容 担当課 
関連協力 

団体 
現状 

2023年まで 

の目標値 

【養育者支援保健医療連携システム事

業】 

行政と産科医療機関が連携を図り、

不安定な状況で養育力に課題を抱える

妊産婦を早期に発見し、必要な支援を

行っています。 

保健 

福祉課 

産科医療機

関 

北海道深川

保健所 

平成29年

度4件 

出産後に産科

医療機関から

連絡を受ける

産婦1件以下。 

【産後うつスクリーニング事業】 

新生児訪問および産婦健診時に所定

の質問票に記入してもらい、産後うつ

を早期に発見し、支援につなげる。 

保健 

福祉課 

産科医療 

機関 

全産婦に

実施。 
全産婦に実施 
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事業名・内容 担当課 
関連協力 

団体 
現状 

2023年まで 

の目標値 

【子育て世代包括支援センター事業】 

母子健康手帳交付から出産、子育て

を関係機関と連携しながら、包括的継

続的に支援する。 

保健 

福祉課 

産科医療 

機関 

児童福祉 

施設 

教育機関 

療育機関 

平成28年

度から実

施。 

継続実施 

【自殺未遂者への支援】 

関係機関と連携し、早期からの支援

に努めます。 

保健 

福祉課 

医療機関 

消防署 

警察署 

北海道深川

保健所 

平成29年

度1件 
全対象者支援 

 

３）遺された人への支援  

自殺対策においては、自殺が起きた後の遺族への支援も重要です。また、自殺に限らず、

家族を亡くした遺族への孤立防止やこころを支える支援も重要です。 

事業名・内容 担当課 
関連協力 

団体 
現状 

2023年まで 

の目標値 

【死亡届時の情報提供】 

死亡届時に来庁したすべての遺族に

対して、心の相談窓口を紹介するリー

フレットを配布します。 

住民 

生活課 

保健 

福祉課 

― ― 
全死亡届時に

配布。 

【個別支援】 

 遺族が心の回復を図れるよう、専門

機関等の紹介や個別支援を図ります。 

保健 

福祉課 

北海道深川

保健所 

北海道精神

保健福祉セ

ンター 

― 

相談を受理し

た全ケースに

支援する。 

 

（５）子どものＳＯＳの出し方に関する教育  

 未来を担う子ども達は、大人の保護が必要であることから、それぞれの家庭や社会の歪み

を受けやすい立場にあります。この年代の負の体験が、その後の人生に大きく影響すること

から、悩みをもった時に身近なところで相談できるよう、スクールカウンセラー事業の継続

を図ります。また、子どもが生きづらさを抱えた時の対処方法等、保護者が学ぶ機会を設け

ます。 
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事業名・内容 担当課 
関連協力団

体 
現状 

2023年まで 

の目標値 

【スクールカウンセラー事業】 

 小中学校にスクールカウンセラーを

配置し、児童生徒および保護者の相談

支援を図る。 

教育 

委員会 

北海道空知

教育局 

小中学校

に配置

し、月1

回巡回相

談。 

現状継続 

【家庭教育講座】 

 保護者を対象とした、子育てにかか

わる研修の機会。 

教育 

委員会 

沼田町ＰＴ

Ａ連合会 

年1回開

催。 
現状維持 
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【 重点施策 】 

（１）「（若年を含む）働き盛り年代」 

 本町における平成21～29年の年代別自殺死亡率は、「30歳代」「50歳代」が高くなってい

ます。職業別では、全自殺死亡者に占める「無職」の方の割合が高くなっています。 

保健福祉事業等をとおして、働き盛り年代と接する機会は限られますが、各種健（検）診

事業やその事後支援等を活用し、支援を要する方を早期に発見し、適切に介入します。併せ

て、小規模事業所が多いことを活用し、職域連携を図っていきます。 

事業名・内容 担当課 
関連協力 

団体 
現状 

2023年まで 

の目標値 

【ゲートキーパー養成講座（再掲）】 

 支援対象者の発見や声かけ等、実践

的な学習機会を設け、メンタルヘルス

の理解を図ります。 

①町職員および保健福祉関係者 

②町内事業所 

③住民 

保健 

福祉課 

北海道深川 

保健所 
― 

①～③を対象

にしたゲート

キーパー養成

講座をそれぞ

れ1回以上開催

する。 

【保健福祉専門職の人材確保と資質向

上（再掲）】 

 精神保健福祉にかかわる相談支援体

制を維持するため、専門職を配置し、

研修機会を確保します。 

保健 

福祉課 
― 

保健師、

社会福祉

士等を配

置。 

専門職を確保

し、年1回以上

の研修機会を

設ける。 

【「沼田町生きるを支える手引き」の

活用と連携】 

庁内各種窓口と保健福祉課との情報

共有、連携強化のための手引きを作成

し、各課連携して対象者を支援につな

げます。 

全課 

 

手引き

作成：保

健福祉

課 

― 

平成31年

度作成予

定。 

年 1件以上連

携。 

【メンタルヘルスの視点からの保健指

導】 

 各種健（検）診事後支援において、

メンタルヘルスの視点からも支援を図

ります。 

保健 

福祉課 
― ― 

2019年度に実

施体制を構築、

実施する。 
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（２）「無職、失業等の生活困窮者」 

生活困窮の背景には、多重債務や労働問題、精神疾患、虐待、ＤＶ、介護等、複数の困り

ごとが絡み合っています。長期間放置されると、より一層深刻化することから、支援対象者

を早期に発見し、包括的な支援が欠かせません。 

事業名・内容 担当課 
関連協力 

団体 
現状 

2023年まで 

の目標値 

【ケース検討における生活困窮支援の

視点】 

 ケース検討等各種会議において、背

景にある困り事にも着目し、生活困窮

者を早期に発見します。 

保健 

福祉課 
― 実施 継続実施 

【生活保護等、生活扶助の適切な実施】 

 生活困窮にかかわる相談に応じ、必

要に応じて関係機関と連携します。 

保健 

福祉課 

北海道（深

川社会福祉

事務出張

所） 

実施 継続実施 

【法律相談の利用】 

 無料法律相談会や法テラスの活用

等、専門家に相談できる機会を紹介し

ます。 

総務 

財政課 

保健 

福祉課 

弁護士会 実施 継続実施 
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５．生きる支援関連施策  

 自殺対策は、生きることの包括的な支援です。町民の暮らしを支えるために取組んでいる

全ての事業が自殺対策です。そこで、国から示されている「事業の棚卸し事例集」を参考に、

特に「生きる支援」に関連する主な70事業を整理しました。 

 これらが「生きる支援」として機能するには、各担当者の【気づき】や相手の心の内を 

【聴く】、担当部署に【つなぐ】役割が求められます。先の取組みにおいて述べたように、

ゲートキーパー養成研修など、職員の資質向上と両輪で取組んでいきます。 

 さらには、地域のニーズに合った新たな事業の構築や、今回取り上げなかった既存事業の

見直しも図ります。 

 

図表１０ 沼田町生きる支援関連施策一覧 

担当課 事業名・業務内容 自殺対策の視点からの事業の捉え方 

政
策
推
進
室 

沼田町総合計画の策定 

 まちづくりの最上位計画である総合計画に、「自

殺対策計画」を含む健康保持増進を位置づけるこ

とで、誰もが生きやすいまちづくりにつながる。 

総
務
財
政
課 

職員研修事業  職員のメンタルヘルスを推進する機会である。 

職員健康管理 
 町民に接する職員の健康保持増進を図ること

で、支援者への間接的な支援となる。 

広報等による情報発信 
 町民の身近な情報媒体として、メンタルヘルス

を発信する機会である。 

災害時支援 

 災害後に心のダメージが徐々に顕著になるた

め、発生時からメンタルヘルス対策を視野に入れ

ておく必要がある。 

法律相談事業 
 生きづらさを抱えている町民が、専門家による

法律相談を利用できる大切な機会である。 

農
業
商
工
課 

農地農事相談 

 農地の売買、賃借、転用、相続、経営委譲等は、

大きなライフイベントである。心身の大きな負担

になったり、すでに課題を抱えてしまっている場

合は、適時に関係専門機関や担当課へつなげる。 

中小企業特別融資貸付金、中

小企業特別融資資金利子等補

給事業 

 町内の中小企業の経営安定化を図ることで、生

活困窮リスクを軽減できる。 

求人情報の周知 

就労支援は生きるための重要な支援である。問

い合わせや相談の際に生活困窮がうかがえる場合

は、適時に関係機関や担当課へつなげる。 
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担当課 事業名・業務内容 自殺対策の視点からの事業の捉え方 

住
民
生
活
課 

戸籍および住民基本台帳に関

する業務 

出生や死亡、婚姻、離婚、世帯分離、転出入、

転居等のライフイベントは、心身の負担が生じや

すい。困りごとを抱えている場合は、適時に関係

機関や担当課へつなげる。 

移住定住推進 

 全国各地から移住定住されるため、本町近郊に

インフォーマルな支援者がいない場合が多い。孤

立しないよう、きめ細かな支援が必要である。困

りごとを抱えているようであれば、適時に関係機

関や担当課へつなげる。 

年金に関する申請、相談 

 年金は重要な収入源である。心身の障がいや生

活困窮等を抱えている場合は、適時に関係機関や

担当課へつなげる。 

環境衛生に関する相談 

 ごみや悪臭、騒音等の住環境に関するトラブル

の背景に、病気や経済困窮、多重債務等の複数の

困りごとや精神疾患等を抱えている場合がある。

法律や制度の紹介等、適時に関係機関や担当課へ

つなげる。 

消費生活に関する業務 

 消費生活にかかわる相談の背景に、困りごとを

抱えている場合があるため、適時に関係機関や担

当課へつなげる。 

公営住宅管理業務 

 家賃納付や生活状況、近隣からの苦情等から、

生活困窮等が予測できる。適用できる法律や制度

の紹介等、適時に関係機関や担当課へつなげる。 

自治振興協議会 
 町内会活動を通して町民の互助意識が向上し、

生きる支えになる。 

税等の徴収業務、および納税

相談 

 病気や経済困窮、多重債務等の複数の困りごと

や精神疾患を抱えている場合がある。法律や制度

の紹介等、適時に関係機関や担当課へつなげる。 

保
健
福
祉
課 

相談支援業務全般 

 相談支援に従事する職員が、支援対象者個々に

合った自殺対策の視点を持つことで、支援の幅が

拡がり、生きることへの包括的な支援になる。 

民生・児童委員事務 

 同じ住民という立場から、気軽に相談できると

いう強みや、地域で困難を抱えている人にかかわ

る情報が入りやすい。地域の最初の相談窓口とし

て機能できる。 
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担当課 事業名・業務内容 自殺対策の視点からの事業の捉え方 

保
健
福
祉
課 

身体・知的障害者相談員 

 同じ町民という立場から、気軽に相談できると

いう強みや、地域で困難を抱えている人にかかわ

る情報が入りやすい。地域の最初の相談窓口とし

て機能できる。 

保護司会 

 犯罪や非行に至る背景に、日常生活上の問題や

家庭や学校等のトラブルを抱え、自殺リスクが高

いケースが潜在している。自殺対策の視点を持っ

てもらうことで、活動の幅が広がる。 

権利擁護事業 

 判断能力に不安を抱える方の中には、精神疾患

や知的障がい、支援者がいない等の不安を抱え、

自殺のリスクが高い場合がある。対象者を発見、

支援する事業である。 

高齢者福祉にかかわる措置業

務 

 養護老人ホームの入所や介護虐待等の行政措置

は、その背景に孤独や生活困窮等の自殺リスクを

抱えている方が多いことから、慎重に継続して支

援する必要がある。 

地域包括ケアシステム（地域

包括支援センターの運営） 

 地域全体で自殺対策を推進するには、地域包括

ケアとの連動が不可欠である。これらを通じて地

域課題を察知し、その解決のための施策化は、住

民の自助、互助の醸成にもつながり、生きること

の包括的な支援になる。 

 介護は、要介護者本人と家族の双方にとって、

心身への負担が大きく、虐待や殺人、心中へとつ

ながる危険性が潜んでいる。本人や家族が抱え込

まず、早期に相談できる地域づくりが欠かせない。 

介護職員人材確保推進事業 

 介護職員等が自殺対策の視点を持つことで、生

きることの包括的な支援につながるため、人材育

成が欠かせない。 

認知症サポーター養成講座 

 認知症介護は、介護者にとって心身共に休まる

ことがなく、共倒れや心中の危険性がある。認知

症サポーターが自殺対策の視点を持つことで、気

づき役としての役割を担える。 
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担当課 事業名・業務内容 自殺対策の視点からの事業の捉え方 

保
健
福
祉
課 

要援護者の実態把握 

 閉じこもりや引きこもり、多問題世帯、セルフ

ネグレクト等、複雑な背景を抱えているケースは、

支援が必要であってもつながらない場合が多いた

め、関係機関が連携したきっかけづくりが必要で

ある。それを積み重ねることで、生きやすい地域

づくりにつながる。 

介護予防事業 

 老化に伴う心身機能の低下は、高齢者等にとっ

て大きな喪失感を抱える。要介護状態の予防や現

状を維持することは、生きることへの希望につな

がることから、より一層推進する必要がある。 

高齢者等の虐待防止 

 高齢者等虐待の背景には、生活困窮や介護負担、

家族関係等の課題が絡み合っている。これらのリ

スクを把握した場合は、虐待を想定して慎重に支

援し、被虐待者の安全確保が欠かせない。 

障害福祉計画策定・管理 
 障害者福祉計画に自殺対策の視点を盛り込むこ

とで、 効果的な事業を実施できる。 

障がい者総合支援法に基づく

各種サービスの申請等 

 障がい者（児）の状態を把握するための認定調

査等は、当事者の生活実態を把握する機会である。

これらを通して、地域の課題を施策につなげ、生

きやすい地域づくりを目指していく。通所や短期

入所等のサービスは、障がい者等を地域が理解す

る機会になる。 

緊急通報システム設置事業 
 緊急通報システムの設置を通じて、高齢者等の

単身等世帯の安心につながり、孤立防止になる。 

各種申請の受理 

 当事者や家族等と直接対面できる機会になるこ

とから、生きづらさの発見や支援を開始するきっ

かけになる。表情や言動から、個別支援が必要な

方を発見する重要な機会である。 

障害児療育、発達支援事業 

 子どもに発達の遅れや障がいがある場合、保護

者は誰にも相談できず、自身を責めたり絶望感を

抱える。様々な生活の困難や経済的な負担から、

疲弊して自殺リスクを抱えることがあるため、。

その心情を十分の理解し、支援する。 
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担当課 事業名・業務内容 自殺対策の視点からの事業の捉え方 

保
健
福
祉
課 

虐待の対応 

 本人（児）や家族等の支援は、その背後にある

様々な問題を察知して適切な支援先へとつなぎ、

生きることの包括的支援になる。 

生活保護事務 

 生活保護世帯は、自殺のリスクが高いことが明

らかになっており、扶助費の支給だけでなく、生

活全般の支援が欠かせない。 

保育の実施 

 保育サービスを利用する現役世代は、問題を抱

えていても相談につながらない。登降園時の保護

者の様子から、保育士が自殺リスクを早期に発見

し、他の機関へとつなぐ等、役割を担える。 

児童扶養手当支給事務 

 

ひとり親家庭等医療費助成事

業 

離別や死別によるひとり親は、自責の念を抱い

たり、自分に過度な負荷をかける傾向がある。窓

口での申請等の表情や言動から、個別支援を要す

る方を発見する機会である。 

母子父子寡婦福祉資金貸与、

償還 

 返済が滞っている世帯は、生活困窮に陥ってい

る可能性があるため、支援につなぐ必要がある。 

配偶者暴力相談支援 

 配偶者やパートナーからの暴力は、自己肯定感

の低下やイネイブリングを招き、問題が潜在化す

る。配偶者暴力が看過されないよう、啓蒙普及や

相談支援を図っていく。 

難病患者地域支援事業 

 難病は根本的な治療が難しいことから、日常生

活上で様々な困難や問題に直面 している場合が

多い。申請や相談時等の表情や言動から、個別支

援を要する方を発見する。 

ボランティアポイント事業 

 第一線を引退した高齢者にとって、生きる意欲

につながる。生き生きと活動している高齢者の姿

を目にすることで、地域の活性化にもつながる。 

町立沼田厚生クリニック運営 

 本町唯一の医療施設であり、初期診療にかかわ

ることが多いことから、その運営を通して自殺リ

スクを抱える方に接する機会になる。 

健康増進計画、食育推進計画

策定 

 次期計画の見直しの際には、自殺対策に具体的

に言及し、連動性を高める。 



22 

 

担当課 事業名・業務内容 自殺対策の視点からの事業の捉え方 

保
健
福
祉
課 

夜間休日の救急医療体制確保

対策事業 

 通常の診療時間外で受診が必要な方の中に、精

神疾患等の急性憎悪や自殺未遂等の問題を抱えて

いる場合がある。適切な支援先につなぐことが必

要である。 

保健福祉等専門職の現任教育 

 自殺対策は全世代にかかわることから、保健福

祉業務等にて、幅広い視点を持って取組む必要が

ある。これらに従事する専門職のスキルアップは

必要不可欠であり、研鑽を積む必要がある。 

健康教育事業 

 自殺対策をテーマにした健康教育を行うこと

で、住民の理解が進み、健康な地域づくりにつな

がる。 

精神保健福祉相談支援業務 

 精神保健にかかわる業務は、自殺対策に直結す

る。特に働く世代のメンタルヘルス対策は、生き

ることの包括的支援である。 

母子保健（子育て世代包括支

援センター運営） 

母子健康手帳交付 

マタニティクラブ 

新生児等全戸訪問 

産後ケア事業 

乳幼児健診、相談会 

相談支援 

療育支援 

虐待予防、養育支援 

 妊娠、出産、子育ては人生の大きなライフイベ

ントであり、喜びの反面、悩みが深くなる場合が

ある。母子健康手帳交付の当初から様々な課題を

抱える場合もあるが、その経過の中で新たな課題

に直面し、深い悩みを抱える場合もある。包括的

に支援することは、重要な生きる支援である。 

40歳未満の町民を対象とした

特定健康診査 

 生活習慣病の早期発見やメンタルヘルス支援の

きっかけになる。また、若い頃に健診受診の習慣

を確立することは、生涯にわたる健康の源であり、

生きる困難に直面した時の原動力にもなる。 

各種健（検）診事業 

 各種健（検）診事業は、申込みや問合せだけで

なく、問診や事後支援等で直接町民と接する機会

である。相手の表情や言動等から、適切に対応し、

専門的な支援につなげる機会でもある。 

食生活改善協議会活動支援 

 食を通して、健康な地域づくりを活動目的とす

る団体を支援することで、地域の健康意識が向上

する。 
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担当課 事業名・業務内容 自殺対策の視点からの事業の捉え方 

保
健
福
祉
課 

各種食育事業 

 食は生きる源であり、その方の生育歴やその

時々の心身の状態を表す。各種食育事業を通して、

生きづらさを抱えている方を発見、支援する重要

な機会である。 

各種運動指導事業 

 運動は、身体機能の向上や体力を保持増進する

だけでなく、自己肯定感を育み、精神的な安定を

図る等、心身両面に対して良い効果を与える。 

重複多受診者、および重複投

薬者支援 

 医療機関を頻回・重複受診等される方の中には、

孤立状態にあったり、日々の生活や心身の健康面

等で不安や問題を抱え、自殺リスクが高い方がい

る。これらを把握した場合は、適切に支援につな

ぐ。 

葬祭費の支給、保険料還付等

の死亡後の各種申請手続き 

 死亡後の各種申請手続きを行う方の中には、家

族を失った悲しみや役割の喪失、費用の支払いや

相続等で問題を抱え、自殺リスクが高まっている

方がいる。相手の表情や言動等から、適切に対応

し、専門的な支援につなげる。 

乳幼児等医療費等助成事業 

 申請来庁する保護者の中には、子どもの療養に

かかわる様々な困難や問題を抱えている可能性が

ある。申請者の表情や言動から、支援を要する方

を発見する機会である。 

健康保険証異動事務 

 国民健康保険の加入、脱退等の手続をされる方

の中に、転職や退職、失業等で困りごとを抱えて

いる場合がある。申請者の表情や言動等を注意深

く観察し、支援を要する方を発見する機会である。 

建
設
課 

水道料金徴収業務 

 病気や経済困窮、多重債務等の複数の困りごと

を抱えている場合があるため、適用できる法律や

制度の紹介等、関係機関や担当課へつなげる。 

教
育
委
員
会 

沼田町総合教育計画の策定、

推進 

 児童生徒が生きる力を養うことを位置づける、

重要な計画である。 

学童保育事業 

 保護者の就労継続と子どもにとっては安心の場

になる。日常的に双方の変化の兆候を見逃さず、

困りごとを抱えている場合は、適時に関係機関と

連携を図る。 
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担当課 事業名・業務内容 自殺対策の視点からの事業の捉え方 

教
育
委
員
会 

児童生徒の出席状況の把握 

 長期欠席や不登校は、児童生徒の精神疾患や相

互のトラブル、家庭内不和等を抱えている場合が

ある。適時に関係機関と連携を図る。 

就学指導援助 

 経済困窮を抱える家庭の児童生徒が、学び続け

るための事業である。その背景に様々な問題を抱

えている場合があるため、適時に関係機関と連携

を図る。 

スクールカウンセラー事業 
 児童生徒の支援を通して、児童生徒のみならず

家庭全体への生きる支援にもつながる。 

いじめ防止にかかわる事業 

 児童生徒の実態把握だけでなく、いじめを受け

た時に周囲に助けを求められるようにすること

で、生涯にわたる自殺防止になる。北空知地域い

じめ問題対策専門家会議等関係機関の意見を聞き

ながら、学校・保護者等と連携を図り、きめ細や

かな対応を進める。 

教職員の健康管理 

 教職員の心身の負担は大きく、社会問題にもな

っており、ストレスチェック等から支援を要する

者がいる場合は、早期の支援が必要である。「沼

田町立学校における働き方改革アクションプラ

ン」に基づき、学校運営体制の充実を図るととも

に、教職員一人一人がワークライフバランスの視

点を取り入れ、意識改革を図られるよう取り組み

を推進する。 

生涯学習事業（講演会、講座、

サークル活動） 

 町民自身が仲間を作り、見聞を広げる等、生き

る力が向上する機会である。  

旭
寿
園 

和
風
園 

な
ご
み 

入所者の家族への配慮 

 施設入所の迷いや介護役割の喪失等、本人およ

び家族が精神的な負担を抱える場合があることか

ら、その対応に十分に配慮する。 

消
防
署 

救命救助業務 

 救急要請の背景に生活困窮を抱えている場合が

ある。また、自殺未遂による救急要請もある。担

当課と連携し、個別支援につなぐ必要がある。 
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６．自殺対策の推進体制 

（１）「沼田町生きるを支える計画」の周知 

 本計画の推進のために、町ホームページ等を活用して周知を図ります。 

 

（２）推進体制 

「沼田町生きるを支える会議」を設置し、自殺対策について庁内関係部署の緊密な連携と

協力を図り、自殺対策を総合的に推進します。 

 

（３）進行管理、評価 

本計画における基本施策、重点施策、および生きる関連施策については、保健福祉課がＰＤ

ＣＡサイクルによる評価を実施し、適切な進行、管理に努めます。
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「沼田町生きるを支える会議」設置要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、庁内関係部署の緊密な連携と協力により、自殺対策を総合的に推進す

るため、「沼田町生きるを支える会議」（以下「会議」という。）を設置し、組織及び運

営に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（所掌事項）  

第２条 この会議は、次に掲げることを所掌する。  

（１）自殺対策に関する諸施策の調整及び推進に関すること。 

（２）自殺対策の推進に係る普及及び啓発に関すること。 

（３）自殺対策に関する情報の収集及び連絡に関すること。 

（４）その他自殺対策の総合的な推進に関すること。 

（組織)  

第３条 会議は、委員長及び委員をもって組織する  

２ 委員長は、副町長をもって充て、会議を統括する。 

３ 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。 

４ 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員のうちから委員長があらかじ

め指名する者がその職務を代理する。 

 (会議)  

第４条 会議は、委員長が招集する。 

２ 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して会議への出席を求め、そ

の意見を聴くことができる。 

３ 会議の内容及び結果については、庁内会議に報告し、全庁横断的に共有することとする。 

 (庶務)  

第５条 会議の庶務は、保健福祉課において処理する。  

（補則）  

第６条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定め

る。 

 

附 則 

 この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。
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７．資料 

（１）自殺対策基本法  

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。  

（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。   
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（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。  

（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。   
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（都道府県及び市町村に対する交付金の交付）  

第十四条 国は、都道府県自殺対策計画又は市町村自殺対策計画に基づいて当該地域の状況に応じた自

殺対策のために必要な事業、その総合的かつ効果的な取組等を実施する都道府県又は市町村に対し、

当該事業等の実施に要する経費に充てるため、推進される自殺対策の内容その他の事項を勘案して、

厚生労働省令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。  

第三章 基本的施策  

（調査研究等の推進及び体制の整備）  

第十五条 国及び地方公共団体は、自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するため、自殺の実態、自

殺の防止、自殺者の親族等の支援の在り方、地域の状況に応じた自殺対策の在り方、自殺対策の実施

の状況等又は心の健康の保持増進についての調査研究及び検証並びにその成果の活用を推進するとと

もに、自殺対策について、先進的な取組に関する情報その他の情報の収集、整理及び提供を行うもの

とする。  

２ 国及び地方公共団体は、前項の施策の効率的かつ円滑な実施に資するための体制の整備を行うもの

とする。  

（人材の確保等）  

第十六条 国及び地方公共団体は、大学、専修学校、関係団体等との連携協力を図りながら、自殺対策

に係る人材の確保、養成及び資質の向上に必要な施策を講ずるものとする。  

（心の健康の保持に係る教育及び啓発の推進等）  

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

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

研修の機会の確保等必要な施策を講ずるものとする。  

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

学及び高等専門学校における教育の特性に配慮しなければならない。  

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

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

きていくことについての意識の涵かん 養等に資する教育又は啓発、困難な事態、強い心理的負担を受

けた場合等における対処の仕方を身に付ける等のための教育又は啓発その他当該学校に在籍する児童、

生徒等の心の健康の保持に係る教育又は啓発を行うよう努めるものとする。  

（医療提供体制の整備）  

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

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

経験を有する医師（以下この条において「精神科医」という。）の診療を受けやすい環境の整備、良

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

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

切な連携の確保、精神科医とその地域において自殺対策に係る活動を行うその他の心理、保健福祉等

に関する専門家、民間の団体等の関係者との円滑な連携の確保等必要な施策を講ずるものとする。  
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（自殺発生回避のための体制の整備等）  

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

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

（自殺未遂者等の支援）  

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

切な支援を行うために必要な施策を講ずるものとする。  

（自殺者の親族等の支援）  

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

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

する。  

（民間団体の活動の支援）  

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

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

第四章 自殺総合対策会議等  

（設置及び所掌事務）  

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

２ 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。  

一 自殺総合対策大綱の案を作成すること。  

二 自殺対策について必要な関係行政機関相互の調整をすること。  

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、内閣総理大臣が任命する。  

６ 幹事は、会議の所掌事務について、会長及び委員を助ける。  

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

（必要な組織の整備）  

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

るものとする。  

附 則 抄  

（施行期日）  

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

る。  

附 則 （平成二七年九月一一日法律第六六号） 抄  
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（施行期日）  

第一条 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各

号に定める日から施行する。  

第六条 この法律の施行の際現に第二十七条の規定による改正前の自殺対策基本法第二十条第一項の

規定により置かれている自殺総合対策会議は、第二十七条の規定による改正後の自殺対策基本法第二

十条第一項の規定により置かれる自殺総合対策会議となり、同一性をもって存続するものとする。  

附 則 （平成二八年三月三〇日法律第一一号） 抄  

（施行期日）  

１ この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。 



「自殺総合対策大綱」（概要）

平成28年の自殺対策基本法の改正や我が国の自殺の実態を踏まえ抜本的に見直し平成28年の自殺対策基本法の改正や我が国の自殺の実態を踏まえ抜本的に見直し

第1 自殺総合対策の基本理念第1 自殺総合対策の基本理念

自殺対策は、社会における「生きることの阻害要因」を減らし、

「生きることの促進要因」を増やすことを通じて、社会全体の自

殺リスクを低下させる

第2 自殺の現状と自殺総合対策における基本認識第2 自殺の現状と自殺総合対策における基本認識

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

第4 自殺総合対策における当面の重点施策第4 自殺総合対策における当面の重点施策

１．地域レベルの実践的な取組への支援を強化する

２．国民一人ひとりの気づきと見守りを促す
３．自殺総合対策の推進に資する調査研究等を推進する
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
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
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
９．遺された人への支援を充実する
10. 民間団体との連携を強化する
11. 子ども・若者の自殺対策を更に推進する

12. 勤務問題による自殺対策を更に推進する

第6 推進体制等第6 推進体制等

1. 国における推進体制
2. 地域における計画的な自殺対策の推進

3. 施策の評価及び管理
4. 大綱の見直し

第3 自殺総合対策の基本方針第3 自殺総合対策の基本方針

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取り組む
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

自殺は、その多くが追い込まれた末の死である

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

地域レベルの実践的な取組をPDCAサイクルを通じて

推進する

第5 自殺対策の数値目標第5 自殺対策の数値目標

先進諸国の現在の水準まで減少させることを目指し、平成38年までに、

自殺死亡率を平成27年と比べて30%以上減少

(平成27年18.5 ⇒ 13.0以下)

（WHO:仏15.1(2013)、米13.4(2014)、独12.6(2014)、
加11.3(2012)、英7.5(2013)、 伊7.2(2012)）

阻害要因：過労、生活困窮、育児や介護疲れ、いじめや孤立等
促進要因：自己肯定感、信頼できる人間関係、危機回避能力等

※下線は旧大綱からの主な変更箇所



自殺対策基本法の改正の趣旨・基本的施策及び我が国の自殺を巡る現状を踏まえて、更なる取組が
求められる施策 ※各施策に担当府省を明記 ※補助的な評価指標の盛り込み〈例：よりそいホットラインや心の健康相談統一ダイヤルの認知度〉

1.地域レベルの実践
的な取組への支援を
強化する

2.国民一人ひとりの
気づきと見守りを促
す

3.自殺総合対策の推
進に資する調査研究
等を推進する

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

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

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

9.遺された人への支
援を充実する

10.民間団体との連
携を強化する

11.子ども・若者の自
殺対策を更に推進す
る

12.勤務問題による
自殺対策を更に推進
する

・地域自殺実態プロファイ
ル、地域自殺対策の政
策パッケージの作成
・地域自殺対策計画の策
定ガイドラインの作成
・地域自殺対策推進センタ
ーへの支援
・自殺対策の専任職員の
配置・専任部署の設置
の促進

・自殺予防週間と自殺対

策強化月間の実施

・児童生徒の自殺対策に

資する教育の実施

(SOSの出し方に関する
教育の推進)
・自殺や自殺関連事象等

に関する正しい知識の普

及

・うつ病等についての普及

啓発の推進

・自殺の実態や自殺対策
の実施状況等に関する調

査研究・検証・成果活用

(革新的自殺研究推進プ
ログラム)
・先進的な取組に関する情
報の収集、整理、提供
・子ども・若者の自殺調査

・死因究明制度との連動
・オンサイト施設の形成等
により自殺対策の関連情
報を安全に集積・整理・
分析

・医療等に関する専門家な
どを養成する大学や専修
学校等と連携した自殺対
策教育の推進
・自殺対策の連携調整を

担う人材の養成

・かかりつけ医の資質向上

・教職員に対する普及啓発

・地域保健・産業保健スタ

ッフの資質向上

・ゲートキーパーの養成

・家族や知人等を含めた支
援者への支援

・職場におけるメンタルヘル

ス対策の推進

・地域における心の健康づ

くり推進体制の整備

・学校における心の健康づ

くり推進体制の整備

・大規模災害における被災

者の心のケア、生活再建

等の推進

・精神科医療、保健、福祉
等の連動性の向上、専門
職の配置
・精神保健医療福祉サービ
スを担う人材の養成等
・うつ病、統合失調症、アル

コール依存症、ギャンブル

依存症等のハイリスク者

対策

・ICT（インターネットや
ＳＮＳ等）の活用
・ひきこもり､児童虐待､性犯罪・
性暴力の被害者、生活困窮
者、ひとり親家庭、性的マイノ
リティに対する支援の充実
・妊産婦への支援の充実
・相談の多様な手段の確
保、アウトリーチの強化
・関係機関等の連携に必
要な情報共有の周知
・自殺対策に資する居場所
づくりの推進

・地域の自殺未遂者支援
の拠点機能を担う医療
機関の整備
・医療と地域の連携推進に

よる包括的な未遂者支

援の強化

・居場所づくりとの連動によ
る支援
・家族等の身近な支援者
に対する支援
・学校、職場等での事後対
応の促進

・遺族の自助グループ等の

運営支援

・学校、職場等での事後対

応の促進

・遺族等の総合的な支援
ニーズに対する情報提供
の推進等
・遺族等に対応する公的機

関の職員の資質の向上

・遺児等への支援

・民間団体の人材育成に

対する支援

・地域における連携体制の

確立

・民間団体の相談事業に

対する支援

・民間団体の先駆的・試行

的取組や自殺多発地域

における取組に対する支

援

・いじめを苦にした子どもの
自殺の予防
・学生・生徒への支援充実
・SOSの出し方に関する教
育の推進
・子どもへの支援の充実
・若者への支援の充実
・若者の特性に応じた支援
の充実
・知人等への支援

・長時間労働の是正
・職場におけるメンタルヘル
ス対策の推進
・ハラスメント防止対策

自殺総合対策における当面の重点施策（ポイント）

※下線は旧大綱からの主な変更箇所



（４）「沼田町生きるを支える計画」策定経過 

開催日時 会議名称等 概要 

平成３０年１０月 本計画策定起案、決裁  

平成３０年１１月１日  庁内会議 

庁内各長に本計画策定の目的、

位置づけと経緯、現状を説明し、

関連事業の棚卸作業について協力

を依頼した。 

平成３０年１２月～ 

平成３１年１月 
 関連事業の棚卸し。 

 各課に対して、事業の棚卸作業

の協力を依頼し、作業後に集約し

た。 

平成３１年１～２月  計画策定作業。  

平成３１年３月１１日 
 沼田町議会全員協議会説

明。 

 沼田町議会議員に計画策定目

的、現状とか課題、主な内容を説

明した。 

平成３１年３月２９日 
町長決裁により計画策定

完了、町ホームページ掲載。 
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「沼田町生きるを支える計画」 

                                          

平成３１年３月 

〒０７８-２２０２ 

北海道雨竜郡沼田町南１条３丁目６番５３号 

沼田町役場 保健福祉課 健康グループ 

電話(０１６４)３５-２１２０〈直通〉 ＦＡＸ(０１６４)３６-２００５ 

E-mail：hoken@town.numata.lg.jp 

URL：http://www.town.numata.hokkaido.jp 
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