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第４章 生きる支援施策
１ 基本施策

自殺総合対策推進支援センターより示された、全ての市町村が取り組む必要があるとされてい

る５つを秩父市の自殺対策基本施策とします。

（１）地域におけるネットワークの強化

自殺の多くは、家庭や学校、職場の問題、健康問題などの様々な要因が関係しているもの

であり、それらに適切に対応するためには、地域の多様な関係者が連携、協力して、実効性

ある施策を推進していくことが大変重要となります。そのため、自殺対策に係る相談支援機

関等の連携を図り、ネットワークの強化を図ります。

また、多世代にまたがるような、複雑かつ多様な課題や自殺の危機に対して支援を充実す

るため、相談窓口の一層の連携を図ります。

【評価指標】

「秩父地域自殺予防対策連絡会」及び「秩父市セーフコミュニティ自殺予防対策委員会」を

開催し、秩父地域の行政、関係機関、団体、組織が連携して事業に取り組みます。

また、「庁内自殺予防対策連携会議」を開催し、庁内関係部署の緊密な連携と協力のもと、全

庁的な取組を推進します。

「生きる支援施策」に関係する相談窓口において、関係相談窓口の担当職員を対象とし

た計画の進捗状況を確認し、次の数値目標の達成を目指します。

秩父地域自殺予防対策連絡会の開催 年間 3回以上

秩父市セーフコミュニティ自殺予防対策委員会の開催 年間 3回以上

庁内自殺予防対策連携会議の開催 年 1回

相談窓口間で「連携が図れている」と回答する職員の割合 90.0%以上

内 容
今後の

方向
担当課

庁内の自殺対策に係る情報交換等を行い連携を強化します。
継続

保健センター

危機管理課

いのち支える自殺対策推進本部を設置し全庁を挙げて横断

的な自殺対策に取り組みます。セーフコミュニティの自殺予

防対策委員会と連携します。

継続

保健センター

危機管理課

秩父地域の関係機関・団体・組織が連携して事業を実施しま

す。
継続

保健センター

健康づくり計画（健康ちちぶ２１）において自殺対策と連動

した施策を盛り込みます。
継続

保健センター

相談者の複数の悩みに対し、他分野の関係機関が連携できる

よう、相談窓口同士をつなぐ共通シートを作成します。
新規

保健センター

セーフコミュニティ推進協議会の関係団体との連携強化を

図ることにより、自殺対策の基盤を強化します。
継続

危機管理課

自殺リスクを抱えた人の早期発見と支援充実のためのネッ

トワークづくりや仕組みづくりを行います。
継続

社会福祉課
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（２）自殺対策を支える人材の育成

自殺の危険性の高い人の早期発見、早期対応を図るため、自殺に関する正しい知識を知り、

自殺の危険を示すサインに気づき、話を聴いて、見守りながら必要な相談、支援機関につな

ぐ役割を担う人材（ゲートキーパー等）の養成を進めます。

また、自殺の要因は多岐にわたることから、行政と関係機関民間団体が協働し、地域や学

校、職場等様々な場面で自殺を予防するための人材の確保と養成を図ります。

【評価指標】

市民をはじめ、関係部署・団体等を対象としてゲートキーパー研修を実施します。

また、「生きる支援施策」に関係する研修や講演会の終了後、参加者を対象としてアンケ

ート調査を実施し、次の数値目標の達成を目指します。

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、自殺対策を展開する上での基盤となり得ます。
継続

障がい者福祉

課

地域の中核病院として救急医療から亜急性期医療を担い、地

域の関係機関と連携し、住民に安心・安全・満足を提供しま

す。

継続

秩父市立病院

地域で安心して暮らすうえで必要な医療・介護を、切れ目な

く受けられるよう医療機関や介護事業所等の関係機関と連

携を図ります。

継続

秩父市立病院

精神科救急担当者会議（自殺未遂者支援等について検討）を

開催し、精神科救急に関係する医療・保健・福祉・警察・消

防本部等の関係者が、情報共有や課題解決のための検討を行

います。

継続

秩父保健所

市民等を対象としたゲートキーパー研修の実施
各年度に 1回以上開催し年
間 50人以上が参加

ゲートキーパー養成講習に参加して何かできそうだと思っ

た人の割合(肯定的な回答） 90.0%以上

研修会等の「満足度」について、肯定的な回答をする参加者

の割合
80.0%以上

内 容
今後の

方向
担当課

住民に身近な地区レベルでの人材確保を図ります。
新規

保健センター

地域住民に身近な存在である民生児童委員をはじめ、健康推

進員、食生活改善推進員、介護支援専門員等を対象に研修会

を開催し人材確保を図ります。

継続 保健センター

庁内の窓口業務や相談、徴収業務等の際に、早期発見のサイ

ンに気づくことができるよう研修会を開催します。
新規 保健センター
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（３） 市民への啓発と周知

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」ですが、危機に陥った人の

心情や背景が理解されにくい現実があり、そうした心情や背景への理解を深めることも含め

て、危機に陥った場合には誰かに援助を求めることが適当であるということが、社会全体の

共通認識となるように、積極的に普及啓発を行います。

また、自殺に対する誤った認識や偏見を払拭し、命や暮らしの危機に陥った場合には誰か

に援助を求めることが適当であるということの理解を促進することを通じて、自分の周りに

いるかもしれない自殺を考えている人の存在に気づき、思いに寄り添い、声をかけ、話を聞

き、必要に応じて専門家につなぎ、見守っていくという一人ひとりの役割についての意識が

共有されるよう啓発事業を展開します。

【評価指標】

自殺対策に関する啓発リーフレットや「悩みを相談できる相談窓口案内」等の一覧を作成

し、関係窓口において周知します。

※「秩父市健康づくり計画」の基礎資料として実施する健康に関する意識調査

啓発リーフレットの作成・配布 各年度につき 1000枚

相談窓口案内チラシの作成配布 各年度につき 1000枚

「9月の自殺予防週間」や「3月の自殺対策強化月間」
※健康長寿の実現に受けたアンケ

ート調査で、10%以上が聞いたこと

があると回答

内 容
今 後 の

方向
担当課

相談窓口一覧を記したチラシの配布を行い自殺予防と早期

発見の啓発を行います。
継続 保健センター他

セーフコミュニティの自殺予防対策委員会または自殺予防

に関するイベント担当課等がインターネットＴＶ「秩父おも

てなしＴＶ」に出演し、自殺予防啓発や関連イベント参加を

呼びかけます。

新規 秘書広報課他

広報誌やホームページに、自殺対策強化月間(3月)や自殺予
防週間(9月)等に合わせて、自殺対策の情報を掲載し、施策
の周知と理解促進を図ります。

新規
保健センター

秩父地域自殺予防フォーラムを開催し自殺予防に関する啓

発を行います。
継続

秩父地域自殺予防

対策連絡会

各種相談窓口を設置し、問題解決に向けた支援の場を提供し

ます。
継続 市民生活課

啓発用パンフレットを通じて、地域の支援機関等の資源につ

いて住民に情報周知を図ります。
継続

吉田・大滝・荒川総

合支所

セーフコミュニティの認証記念イベントや取組報告会にお

ける活動報告の機会やセーフコミュニティだより掲載の際

に、セーフコミュニティの自殺予防対策委員会の活動とリン

クして、自殺対策についての報告を行います。

継続 危機管理課

障がい者の手引きの改訂時に、生きる支援に関連する相談窓

口の一覧情報を入れ込むことで、住民に対する相談機関の周

知の拡充を図ります。

新規 障がい者福祉課

地域の精神保健に関する理解を促すための講演会活動を行

います。
継続 秩父中央病院
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（４） 生きることの促進要因への支援

自殺対策は、個人においても社会においても、「生きることの阻害要因（過労・生活困窮・

育児や介護疲れ・いじめや孤立等）」を減らす取組に加えて、「生きることの促進要因（自己

肯定感・信頼できる人間関係・危機回避能力等」を増やす取組を行うことにより、自殺リス

クを低下させることが必要です。

そこで、生活上の困り事を関係者連携で解決を図る支援や孤立を防ぐための居場所づくり、

自殺未遂者への支援、遺された人への支援、うつ等のスクリーニングなどを進めていきます。

また、悩みを抱える人だけでなく、悩みを抱える人を支援する家族等が孤立せずに済むよ

うな取組を推進します。

【評価指標】

それぞれの取組内容について、実施の有無や実施内容を記録すると同時に、担当課の職員

に対し「意識して、他の相談窓口につなぐことができているか」「より円滑に連携するため、

どのような研修を受けたいか」等、実施した感想や改善すべき課題、意見を聴取します。

内 容
今 後 の

方向
担当課

納税を期限までに行えない住民は、生活面で深刻な問題を抱

えていたり、困難な状況にあったりする可能性が高いため、

納税相談の際に、他の相談窓口を案内するなど、必要な支援

につなげます。

継続 収納課

葬祭扶助費の申請を行う方の中には、大切な方との死別のみ

ならず、費用の支払いや死後の手続き面などで様々な問題を

抱えて、自殺リスクの高まっている方もいる可能性がありま

す。抱えている問題に応じて、必要な支援機関へとつなぎま

す。

継続 社会福祉課

障がい児だけでなく、家族全体での困難や問題と受け止めて

相談支援や福祉サービスを提供することで、家族の負担が心

身共に軽減されるよう努めます。

継続 障がい者福祉課

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に気づき、適切な支援先へ

とつなぎます。

継続 障がい者福祉課

子育て支援を行う関係者団体同士のネットワークの強化に

より、自殺のリスクを抱えた保護者の早期発見と支援強化に

つなげます。

継続 こども課

保護者が集い交流できる場を設けることで、危機的状況にあ

る保護者を発見し早期の対応につなげます。
継続 こども課

保育料を滞納している保護者の中には、生活上の様々な問題

を抱えており、払いたくても払えない状態、かつ必要な支援

につながっていない場合もあります。こまめに接触の機会を

持ち、保護者の現状を把握し、必要に応じて適切な支援機関

につなげます。

継続 こども課

家族との離別・死別を経験している方は自殺のリスクが高ま

る場合があります。新規申請、現況届等の機会に、対象者の

状況把握に努め、必要に応じて相談機関につなげます。 継続 こども課

エジンバラ産後うつ病質問紙票(EPDS)を活用した、産後の
母親に対しての効果的な支援

EPDSの全数実施
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国民年金保険料の免除申請をしている方や受給している方

の中で経済的な困難を抱えている方へは、届出時に当事者の

状況を把握し、必要に応じて適切な相談窓口につなぎます。

継続 保険年金課

葬祭費の申請を行う方の中には、大切な方との死別のみなら

ず、様々な問題を抱えている場合があります。必要に応じて

適切な相談窓口につなぎます。
継続 保険年金課

納付勧奨、減免申請の受付等を行う中で、状況の聞き取りを

行い、必要に応じて適切な相談窓口につなぎます。
継続 保険年金課

健診や相談、メンタルヘルスチェックの機会を利用し、必要

な場合には専門機関による支援につなげます。
継続 保健センター

母子健康手帳交付時、保健師等が面接を行い、自殺リスクが

察知された場合には、適切な相談窓口へつなぎます。
継続 保健センター

産後うつ病の早期発見を目的とし、訪問時にエジンバラ産後

うつ病質問紙票(EPDS）を実施し、必要時に応じて適切な相

談機関へとつなぎます。

継続 保健センター

妊婦教室や育児教室等で妊娠中や育児の不安や問題等につ

いて状況把握に努め、必要に応じて適切な相談窓口につなぎ

ます。

継続 保健センター

子どもの発達に関して専門家が相談に応じることで、母親の

負担や不安感の軽減を図り、必要時には別の関係機関へつな

ぎます。

継続 保健センター

乳幼児健診・相談において来所者の状況を把握し、母親の負

担や不安感の軽減に努めます。また、関係機関と連携して支

援します。

継続 保健センター

精神障害を抱える方とその家族に、個別支援を充実させるこ

とで、関係機関と連携し必要な支援につなげます。
継続 保健センター

自殺対策につながるようメンタルヘルス研修を職員研修と

して実施します。
継続 人事課

自殺企図者及び家族に対する聞き取り調査を行います。

相談窓口案内のリーフレットを窓口に設置します。
継続

秩父警察署

小鹿野警察署

自殺企図者及び家族に対して、相談窓口案内のリーフレット

を窓口に設置します。
継続 秩父消防本部

大切な人を自殺で亡くされた家族や周囲の人たちを対象に

「語らいのつどい（自死遺族の会）」を開催し心のケアを行

います。

継続
秩父保健所

保健センター

民生委員・児童委員として、地域の高齢者、児童、生徒の見

守りの中で、悩んでいる方に気づき、思いに寄り添い、声を

かけ、話を聴き、必要な支援につなげます。

継続
民生委員・児童委員

協議会

権利擁護関連事業の利用者への支援を通じて、本人やその家

族が抱える様々な問題に対し、その人が安心して日常生活が

送ることができるよう適切な支援を行い、必要に応じ関係機

関へとつなぎます。

継続 社会福祉協議会
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（５）児童生徒のＳＯＳの出し方に関する教育

いじめを苦にした児童生徒の自殺が社会問題となる中、平成 28年 4 月の自殺対策基本法の

改正では、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ました。

このため秩父市でも、児童生徒が命の大切さを実感できる教育だけでなく、命や暮らしの危

機に直面したとき、誰にどうやって助けを求めればよいかの具体的かつ実践的な方法を学ぶと

同時に、つらい時や苦しい時には助けを求めてもよいということを学ぶ教育（ＳＯＳの出し方

に関する教育）を行うことにより、直面する問題に対処する力やライフスキルを身につけるこ

とができるよう取り組みます。

【評価指標】

２ 重点施策

秩父市地域自殺実態プロファイル【2017】の「地域の自殺の特徴」から、地域の特性に応じた

対策として推奨されている（重点課題：「高齢者」、「生活困窮者」、「勤務・経営」、「ハイリスク

地」）に係る自殺対策の取組を重点施策として取組みます。

（１） 高齢者への対策

【現状】

○秩父市では、平成 24 年～平成 28 年の 5年間のすべての自殺者のうち 70歳代以上の割合は、

33.7%となり、約 1／3を占めます。埼玉県の 22.1％、国の 24％を大きく上回ります。

○高齢者の自殺の要因については、慢性疾患による将来への不安のほか、身体機能の低下に伴

った社会や家庭での役割喪失や、配偶者や友人の死などで人間関係が希薄になること、さらに

は介護疲れによるうつ病も多いとされています。

○高齢者への支援については、閉じこもりや抑うつ状態になりやすく、孤立・孤独に陥りやす

いため、高齢者特有の課題を踏まえつつ、地域包括ケアシステムや地域共生社会の実現等の施

策と連動した事業の展開や居場所づくり、社会参加の強化等といった生きることの包括的な支

援としての施策の推進を図ります。

【対策】

① 包括的な支援のための連携の推進

健康、医療、介護、生活などに関する様々な関係機関や団体等の連携を推進し、包括的な支

援体制を整備する。

② 地域における要介護者に対する支援

③ 高齢者の健康不安に対する支援

④ 社会参加の強化と孤独・孤立の予防

内 容
今 後 の

方向
担当課

学校における人権教室等を通じて、いじめ等の様々な困難

やストレスに直面した際に、信頼できる大人や相談機関に

早めに助けの声を上げられるよう対処方法（SOSの出し方
等）について学習する機会を設けます。

継続 学校教育課

「ＳＯＳの出し方に関する教育」の受講回数
義務教育終了までに児童生

徒一人につき１回以上
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（２） 生活困窮者への対策

【現状】

○秩父市の自殺者のうち無職者の割合は、平成 24 年～平成 28 年の 5年間の状況をみると

71.4％を占めています。

○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、介護等の多様な問題が

複合的に関わっていることが多く、その対策は包括的な生きる支援として行われる必要があり

ます。

○生活困窮者の中には自殺のリスクを抱えている人が少なくない状況を踏まえ、生活困窮者自

立支援法による自立支援相談事業と連動した包括的な支援に取り組みます。

【対策】

① 相談支援、人材育成の推進

② 居場所づくりや生活支援の充実、ハイリスク者に対する個別支援

③ 自殺対策と生活困窮者自立支援制度との連動

内 容
今 後 の

方向
担当課

食事の提供機会を活用し高齢者の安否確認を行います。 継続 高齢者介護課

敬老会を開催することにより、高齢者の方々の閉じこもり防

止と、出欠席等確認する中で見守りを行います。
継続 高齢者介護課

みやのかわ商店街ボランティアおたすけ隊への利用者登録に

より、利用者への支援やコミュニケーションが図れ、孤立防

止や自殺のリスクの早期発見につなげます。

継続 高齢者介護課

養護老人ホームへの入所手続きの中で、当人や家族等から、

問題状況等の把握に努め、必要な支援先につなげます。
継続 高齢者介護課

介護保険未利用で閉じこもりがちであったり、身体面で問題

や不安を抱えて孤立状態にある高齢者を把握し、アウトリー

チする際の窓口、接点とします。

継続 高齢者介護課

高齢者の相談を総合的に受けることで、様々な問題を抱える

高齢者の支援を行います。
継続 包括支援センター

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

共有し、問題解決や自殺予防に向けた支援を検討します。
継続 包括支援センター

認知症サポーターが地域に増えることで、認知症の理解や地

域での見守りが広がり、家族の介護負担軽減を図り、認知症

の方の家族が抱える介護うつや共倒れを防ぎます。

継続 包括支援センター
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（３） 勤務・経営への対策

【現状】

○平成 24 年～平成 28 年の自殺者数 77 人のうち、有職者は 22 人で 28.6%を占め、そのうち 20

～59 歳までの働き盛り世代は 16人で、全自殺者数の 20%となっており、勤務問題に係る自殺

対策に取り組むことが課題となっています。

○市内の事業所は、職場のストレスチェックが義務付けられていない従業員 50 人未満の小規

模事業所が全体の 98%を占めており、勤労者の 72%が 50 人未満の事業所に勤務している状況に

あります。そのため、積極的に職域や事業所との連携構築を図り、小規模事業所に勤務する従

業員や管理監督者に対するメンタルヘルスの取組について、推進していく必要があります。

【対策】

① 職場におけるメンタルヘルス対策の推進

② 長時間労働の是正

③ ハラスメント防止対策

④ 経営者に対する相談事業の実施等

内 容
今 後 の

方向
担当課

相談で来所された方の中には、著しく窮迫状況にある場合や

精神疾患や障害を有している場合、家族に引きこもりの方を

抱えている場合など、自殺のリスクが高い相談ケースがあり

ます。そういった方の相談対応をする中で、問題を抱えた地

域住民の早期発見と支援の推進を図ります。

就労支援や学習支援事業を実施し、生活の立て直しや貧困の

連鎖防止を図り、自殺のリスクを軽減させる支援を行います。

継続 社会福祉課

地域の事業所規模別／従業者割合

従業員数 19 人以下 20～49 人 50 人以上

秩父市内事業所

（3,646 カ所）

3,353 ヵ所

（92.0%）
224 ヵ所（6.1%） 69 ヵ所（1.9%）

秩父市内従業者

（28,762 人）
14,206 人 （49.4%） 6,678 人（23.2%） 7,878 人（27.4%）

内 容
今 後 の

方向
担当課

「ワークライフバランス」の情報発信により、事業所が職場の

メンタルヘルス向上に積極的に取り組む動機付けとなり得る

よう取り組みを行います。

労働問題に関して、相談先の情報を広報誌へ掲載したりチラシ

を配布し、労働者が労働問題に悩んだ場合の一助となるよう周

知します。

継続 商工課

融資の機会を通じて、企業の経営状況を把握するとともに、相

談者の状況把握に努め、必要に応じて他の相談窓口へつなぎま

す。

継続 企業支援センター
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（４） ハイリスク地対策

【現状】

○秩父市在住ではない人の自殺者が多いことからハイリスク地対策が課題となっています。

秩父市は、都心から 60～80 ㎞圏に位置し、地域の 87％は森林で自然環境に恵まれた地域で

あり、観光地でもあることが影響しているのではないかと考えられます。

自殺を未然に防ぐ声かけや地域のイメージアップを図ることで、自殺対策を推進していくこ

とが必要です。

① 関係者によるパトロール

② 自殺念慮者が援助を求めやすくなるような取組

断崖、橋梁などを訪れた自殺念慮者に対して、援助を求めるように促す看板を設置する。

【対策】

秩父商工会議所と連携し、経営上の様々な課題に関して経営者

の問題状況を把握し、その他の問題も含めて支援につなげてい

きます。

継続
商工課(秩父商工会
議所事業）

専門的な相談だけではなく、経営上の不安や疑問など、経営者

の悩みについても相談を受け、幅広い支援をすることで自殺対

策も含め様々な問題解決につなげます。

継続 企業支援センター

自殺予防フォーラムについて、会報等で職場へ周知し参加をよ

びかけます。 継続

秩父商工会議所

西秩父商工会

荒川商工会

内 容
今 後 の

方向
担当課

ダム、橋等に看板を設置し、地域住民が関心を持つことで自

殺予防を図ります。
継続

秩父地域自殺予防

対策連絡会

定期的に除草作業を委託しているシルバー人材センターや

遊具点検等で職員が巡回する際に自殺事案の発生や可能性

などがないか状況確認を行っていきます。

継続 都市計画課
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3 生きる支援関連施策一覧(所属別）

NO 担当部署 担当課 自殺対策の視点を加えた事業内容 事務事業名または（事業名）

基

本

施

策

重

点

施

策

1 市長室 地域政策課 現行の「秩父市総合戦略」の対象期間が平成 31
年度までとなっています。

後継計画を策定する場合、自殺対策の視点を加

えることについて、関係課に検討を働きかけま

す。

地方創生事務費 1

2 市長室 地域政策課 平成 32年度に見直しを行う予定の「秩父市教
育大綱」の中で自殺対策を関連付けることを検

討します。

総合振興計画推進事業 1
5

3 市長室 地域政策課 共生ビジョンの「保健・福祉」分野の中に「自

殺対策事業」を位置付けており、引き続き、事

業を展開していきます。

圏域全体で自殺対策に取り組んでいくことで、

自殺予防対策の推進に繋げ、自殺者の抑制を図

ります。

定住自立圏管理事業 1

4 市長室 地域政策課 平成 32年度に見直しを行う予定の秩父市まち
づくり基本条例で、自殺対策の視点を加えるこ

とを検討します。

地域政策事務費（地域政策推進

事業（まちづくり基本条例関係

事務）

1

5 市長室 秘書広報課 セーフコミュニティの自殺予防対策委員会ま

たは自殺予防に関するイベント担当課等がイ

ンターネットＴＶ「秩父おもてなしＴＶ」に出

演し、自殺予防啓発や関連イベント参加を呼び

かけます。

行政の情報提供・広聴に関する

事務（広報等による情報発信）
3

6 総務部 総務課 町会が実施する、しあわせなまちづくりに資す

る事業等に対してまちづくり交付金を交付す

ることにより、住民の町会事業への参加を促す

とともに、コミュニティ活動を通じて住民同士

がふれあう機会を増やし、自殺予防対策につな

げます。

町会・コミュニティ事業 3

7 総務部 人事課 自殺対策につながるようメンタルヘルス研修

を職員研修として実施します。

職員研修事業 4

8 総務部 人事課 住民からの相談に応じる職員の心身面の健康

の保持増進を図ります。

職員健康管理事業 4

9 総務部 危機管理課 地域防災計画に、被災者のメンタルケアについ

て、重要性や施策等を掲載していきます。

地域防災計画推進事業 1
2

10 総務部 危機管理課 ハザードマップ作成時に災害時の心のケアに

ついて掲載します。

災害時安全対応マニュアル作成

事業
3

11 総務部 危機管理課 セーフコミュニティ推進協議会の関係団体と

の連携強化を図ることにより、自殺対策の基盤

を強化します。

セーフコミュニティ推進協議会

事業
1

12 総務部 危機管理課 イベントにおける活動報告の機会やセーフコ

ミュニティだより掲載の際に、セーフコミュニ

ティの自殺予防対策委員会の活動とリンクし

て、自殺対策についての報告を行います。

セーフコミュニティ普及・啓発

事業
3

基本施策

（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）生きることの促進要因への支援
（5）児童生徒のＳＯＳの出し方に関する教育

重点施策

（1）高齢者
（2）生活困窮者
（3）勤務・経営
（4）ハイリスク地
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13 財務部 収納課 納税を期限までに行えない住民は、生活面で深

刻な問題を抱えていたり、困難な状況にあった

りする可能性が高いため、納税相談の際に、他

の相談窓口を案内するなど、必要な支援につな

げます。

納税相談を受ける職員がゲートキーパー研修

を受講し、気づき役やつなぎ役としての役割を

担います。

現年課税分収納事業

滞納繰越分収納事業

2
4

14 市民部 市民課 本庁舎の総合案内にて、窓口等を案内するフロ

アマネージャーを配置し、どこに相談したらよ

いか迷っている市民に対し、庁内各課や関係機

関と連携し、適確な窓口を案内します。

（休日・平日夜間・最終日曜・

平日）窓口業務
3

15 市民部 市民生活課 各種相談窓口を設置し、問題解決に向けた支援

の場を提供します。

各種相談事業 3

16 福祉部 社会福祉課

社会福祉協議

会

窮迫状況にある人から相談を受けた際に、困難

な状況に陥った背景や原因等を把握し、支援先

につなげ、当面の生活資金を貸し付けます。

生活困窮者支援事業

（福祉資金貸付事業）
4 3

17 福祉部 社会福祉課 事前相談時や給付金申請時に、自殺のリスクを

抱えた方を把握して、支援へとつなげます。給

付金を支給することにより、就職に有利となる

技能を習得することで、安定した生活につな

げ、自殺リスクを軽減します。

自立支援教育訓練給付金事業

高等職業訓練促進給付金等
4 2

18 福祉部 社会福祉課 母子家庭は経済的困窮をはじめ様々な困難を

抱えている場合があります。施設入所を通じ

て、そうした家庭を把握することで、母子の生

活と自立の支援をし、母子の心身と生活の安定

を図ります。

母子生活支援施設措置事業 4 2

19 福祉部 社会福祉課 市民の相談に応じ、面接・家庭訪問・電話連絡

を通じて、自殺のリスクを早期に察知し必要な

機関へとつなぎます。継続して相談等に応じ話

を聞くこと等や関係機関との連携により自殺

リスクの軽減を図ります。

家庭児童相談事業 4 2

20 福祉部 社会福祉課 地域で困難を抱えている人に気づき、適切な相

談機関につなげます。

民生委員活動事業 2

21 福祉部 社会福祉課 自殺リスクを抱えた人の早期発見と支援充実

のためのネットワークづくりや仕組みづくり

を行います。

・ 地域交流の推進

・ 地域住民によるネットワークづくり

・ 見守りなど地域福祉活動の推進

・ 地域包括ケアシステムの推進

・ 人材・福祉事業者の育成

・ ボランティア・ＮＰＯの活動支援

・ 相談支援体制の充実

福祉部内庶務

（地域福祉推進事業）
1
2
3

22 福祉部 社会福祉課 相談で来所された方の中には、著しく窮迫状況

にある場合や精神疾患や障害を有している場

合、家族に引きこもりの方を抱えている場合な

ど、自殺のリスクが高い相談ケースがありま

す。そういった方の相談対応をする中で、問題

を抱えた地域住民の早期発見と支援の推進を

図ります。

就労支援や学習支援事業を実施し、生活の立

て直しや貧困の連鎖防止を図り、自殺のリスク

を軽減させる支援を行います。

生活困窮者支援事業 2 2
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23 福祉部 社会福祉課 葬祭扶助費の申請を行う方の中には、大切な方

との死別のみならず、費用の支払いや死後の手

続き面などで様々な問題を抱えて、自殺リスク

の高まっている方もいる可能性があります。抱

えている問題に応じて、必要な支援機関へとつ

なぎます。

生活保護支給事業 4 2

24 福祉部 社会福祉課 生活保護受給者が自立した生活が送れるよう、

問題の状況に応じて、各種相談・支援の提供を

行います。

生活保護事務事業 4 2

25 福祉部 社会福祉課 各扶助費支給等の機会を通じて世帯の問題状

況を把握し、必要に応じて適切な支援先につな

ぎます。

生活保護支給事業 4

26 福祉部 社会福祉課 窮迫状況にあるものの生活保護やその他の支

援制度が活用できない方に対し、法外で資金を

貸し付けることにより、一時的に窮迫状況から

脱却し、自殺予防を図ります。

生活困窮者支援事業

（法外援護事務）
4 2

27 福祉部 社会福祉課 路上生活者に対し、必要に応じて生活保護申請

や法外援護の実施、無料低額宿泊所への入所等

の案内を行います。

生活保護支給事業

（路上生活者に対する支援）
4 2

28 福祉部 社会福祉課 言語的、文化的な障壁に加えて、収入面でも困

難な状況にある場合、相談・助言を通じてその

他の問題も把握・対応を進め、生活上の困難の

軽減を図ります。

特定中国残留邦人等支援給付事

業
4

29 福祉部

保健医療部

社会福祉課

保健センター

生活困窮に陥っている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く、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

ると指摘されています。

関連事業に関わるスタッフ向けの合同研修会

に参加します。

共通の相談票を導入し、両事業の連動性を高め

ていきます。

生活困窮者支援事業 2

30 福祉部 社会福祉課 路上生活者など住居を失った方に対し一時的

に宿泊場所や衣食の提供を行います。

生活困窮者支援事業 2

31 福祉部 社会福祉課 生活保護や生活困窮世帯の中高生への学習支

援を行い、貧困の連鎖防止を図ります。学習支

援を通じて、子どもや家庭の抱える問題を把握

することで、当該家庭を適切な支援につなげま

す。

生活困窮者支援事業 2

32 福祉部 社会福祉課 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ているため、

必要に応じて他の相談窓口へつなげます。

生活困窮者支援事業 2

33 福祉部 障がい者福祉

課
平成 31年度以降に見直しを行う障がい者福計
画において、自殺対策事業との連携促進を図り

ます。

障がい者福祉計画策定事業 1

34 福祉部 障がい者福祉

課

障がい児通所施設では保護者に対する療育の

指導や相談等、家族全体へのケアを行います。

同一の悩みを持つ保護者同士のコミュニティ

を促進することで、問題の解決や、保護者の不

安の軽減を図ります。

星の子教室運営事業

35 福祉部 障がい者福祉

課

継続して障害者情報センターによる巡回相談

を開催することで行政窓口や相談窓口を紹介

します。

(ろうあ者福祉相談員設置事業）

36 福祉部 障がい者福祉

課

ガイドブックの改訂時に、生きる支援に関連す

る相談窓口の一覧情報を入れ込むことで、住民

に対する相談機関の周知の拡充を図ります。

(障がい者の手引き作成事務） 3

37 福祉部 障がい者福祉

課

精神障害者の福祉サービスの申請窓口と専門

医や保健師が連携を密にすることで、発見・治

療・社会復帰までを包括的かつ迅速に行いま

す。

精神障害者自立支援医療進達事

務

精神障害者保険福祉手帳進達事

務

4
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38 福祉部 障がい者福祉

課

障害者の抱える様々な問題に気づき、適切な支

援先へとつなげます。

▼サービスの提供を通じて、本人や家族の負担

軽減を図ります。

▼介助・介護を行う職員が適切な相談窓口を知

っていることで、障害者とその家族が何か問題

等を抱えている場合には、適切な支援先につな

げます。

▼見守りの際に、本人の状態把握を行うこと

で、虐待等の危険を早期に発見します。

▼相談を通じて当人や家族の負担軽減を図り

ます。

(障害福祉サービス等に関する
事務）

2
4

39 福祉部 障がい者福祉

課

障害児だけでなく、家族全体での困難や問題と

受け止めて相談支援や福祉サービスを提供す

ることで、家族の負担が心身共に軽減されるよ

う努めます。

(障害児支援に関する事務） 4

40 福祉部 障がい者福祉

課

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、自殺対策を展開する上での

基盤となり得ます。

障害者自立支援事業 1
4

41 福祉部 障がい者福祉

課

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

に気づき、適切な支援先へとつなぎます。

(障害者虐待防止センター事業) 4

42 福祉部 障がい者福祉

課

相談員がゲートキーパー研修を受講するよう

勧奨します。

障害者相談員活動事業 2

43 福祉部 高齢者介護課 食事の提供機会を活用し高齢者の安否確認を

行います。

配食サービス事業 1

44 福祉部 高齢者介護課 各センターに啓発リーフレットや相談窓口案

内チラシを設置し、高齢者に相談先情報を周知

します。

老人福祉センター・各福祉交流

センター事業
3

45 福祉部 高齢者介護課 敬老会を開催することにより、高齢者の方々の

閉じこもり防止と、出欠席等確認する中で見守

りを行います。

敬老会事業 1

46 福祉部 高齢者介護課 みやのかわ商店街ボランティアおたすけ隊へ

の利用者登録により、利用者への支援やコミュ

ニケーションが図れ、孤立防止や自殺のリスク

の早期発見につなげます。

高齢者生活支援事業 4 1

47 福祉部 高齢者介護課 養護老人ホームへの入所手続きの中で、当人や

家族等から、問題状況等の把握に努め、必要な

支援先につなげます。

老人ホーム事業 1

48 福祉部 高齢者介護課 介護保険未利用で閉じこもりがちであったり、

身体面で問題や不安を抱えて孤立状態にある

高齢者を把握し、アウトリーチする際の窓口、

接点とします。

（介護予防・日常生活支援総合

事業）
1

49 福祉部 包括支援セン

ター

高齢者の相談を総合的に受けることで、様々な

問題を抱える高齢者の支援を行います。

総合相談支援事業 1

50 福祉部 包括支援セン

ター

地域の高齢者が抱える問題や自殺リスクの高

い方の情報等を共有し、問題解決や自殺予防に

向けた支援を検討します。

包括的・継続的ケアマネジメン

ト支援事業

(地域ケア会議の開催）

1

51 福祉部 包括支援セン

ター

認知症サポーターが地域に増えることで、認知

症の理解や地域での見守りが広がり、家族の介

護負担軽減を図り、認知症の方の家族が抱える

介護うつや共倒れを防ぎます。

認知症総合支援事業 1

52 福祉部 こども課 子育て支援を行う関係者団体同士のネットワ

ークの強化により、自殺のリスクを抱えた保護

者の早期発見と支援強化につなげます。

子育て支援センター事業 4

53 福祉部 こども課 保護者が集い交流できる場を設けることで、危

機的状況にある保護者を発見し早期の対応に

つなげます。

子育てサロン事業 4

54 福祉部 こども課 保育士が気付き役やつなぎ役としての役割を

担えるようゲートキーパー研修の受講を勧奨

します。

保育所管理運営事業 2
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55 福祉部 こども課 保育料を滞納している保護者の中には、生活上

の様々な問題を抱えており、払いたくても払え

ない状態、かつ必要な支援につながっていない

場合もあります。こまめに接触の機会を持ち、

保護者の現状を把握し、必要に応じて適切な支

援機関につなげます。

保育料納付推進コールセンター

運営事業
4

56 福祉部 こども課 提供会員にゲートキーパー研修の受講を勧奨

します。

ファミリー・サポート・センタ

ー事業
2

57 福祉部 こども課 家族との離別・死別を経験している方は自殺の

リスクが高まる場合があります。新規申請、現

況届等の機会に、対象者の状況把握に努め、必

要に応じて相談機関につなげます。

児童扶養手当支給事業

ひとり親家庭等医療費支給事業
4

58 保健医療部 地域医療対策

課

利用者の中には、精神疾患の悪化や家族の暴力

等、自殺リスクにかかわる問題を抱えているケ

ースも想定されます。担当時の薬剤師は、ケー

スによっては相談を受け必要な支援先につな

ぎます。

（休日及び準夜間帯の調剤薬局

開設運営事業）
4

59 保健医療部 保険年金課 国民年金保険料の免除申請をしている方や受

給している方の中で経済的な困難を抱えてい

る方へは、届出時に当事者の状況を把握し、必

要に応じて適切な相談窓口につなぎます。

(国民年金届出受付事務）届出書
受理事務

4

60 保健医療部 保険年金課 葬祭費の申請を行う方の中には、大切な方との

死別のみならず、様々な問題を抱えている場合

があります。必要に応じて適切な相談窓口につ

なぎます。

(葬祭費）国民健康保険給付事業

後期高齢者医療事業
4

61 保健医療部 保険年金課 納付勧奨、減免申請の受付等を行う中で、状況

の聞き取りを行い、必要に応じて適切な相談窓

口につなぎます。

国民健康保険給付事業

後期高齢者医療事業
4

62 保健医療部

総務部

保健センター

危機管理課

庁内の自殺対策に係る情報交換等を行い連携

を強化します。

（庁内自殺予防対策連携会議） 1

63 保健医療部

総務部

保健センター

危機管理課

いのち支える自殺対策推進本部を設置し全庁

を挙げて横断的な自殺対策に取り組みます。セ

ーフコミュニティの自殺予防対策委員会と連

携します。

（いのち支える自殺対策推進本

部）
1

64 保健医療部 保健センター 秩父地域の関係機関・団体・組織が連携して事

業を実施します。
秩父地域自殺予防対策事業(定
住）

１

65 保健医療部 保健センター 健康カレンダーにおいて、自殺対策を取り上げ

ることで、住民への周知、啓発の機会にします。

健康づくり計画(健康ちちぶ 21）と連動して取

り組みます。

(健康カレンダー・健康ちちぶ 21

作成）保健センター保守管理事

業

3

66 保健医療部 保健センター 自殺対策について、パネル展示やリーフレット

配布を行うことにより、住民への啓発の機会に

します。

保健センターまつり事業 3

67 保健医療部 保健センター 業務に関する指導やオリエンテーションの中

に、自殺対策に関する内容を入れることによ

り、新任時より自殺対策の視点をもって、地域

住民の支援に当たることができるようにしま

す。

（新任職員育成支援） 3

68 保健医療部 保健センター 食生活改善推進員、健康推進員、民生委員等各

団体に対して自殺対策に関する研修を実施す

ることで、住民の異変に気づき、必要時には適

切な専門機関へつなぐ等、ゲートキーパーとし

ての役割を担ってもらえるようにします。

自殺予防対策事業 2

69 保健医療部 保健センター 出前講座の中で、自殺問題とその対応について

も言及することにより、住民の理解促進を図り

ます。

集団健康教育・健康相談事業 3

70 保健医療部 保健センター 健診や相談、メンタルヘルスチェックの機会を

利用し、必要な場合には専門機関による支援に

つなげます。

集団健康教育・健康相談事業 4
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71 保健医療部 保健センター 母子健康手帳交付時、保健師等が面接を行い、

自殺リスクが察知された場合には、適切な相談

窓口へつなぎます。

産婦・新生児訪問事業 4

72 保健医療部 保健センター 産後うつ病の早期発見を目的とし、訪問時に

EPDS（エジンバラ産後うつ病質問紙票）を実施

し、必要時に応じて適切な相談機関へとつなぎ

ます。

産婦・新生児訪問事業 4

73 保健医療部 保健センター 妊婦教室や育児教室等で妊娠中や育児の不安

や問題等について状況把握に努め、必要に応じ

て適切な相談窓口につなぎます。

各種教室・相談事業 4

74 保健医療部 保健センター 子どもの発達に関して専門家が相談に応じる

ことで、母親の負担や不安感の軽減を図り、必

要時には別の関係機関へつなぎます。

各種教室・相談事業 4

75 保健医療部 保健センター 乳幼児健診・相談において来所者の状況を把握

し、母親の負担や不安感の軽減に努めます。ま

た、関係機関と連携して支援します。

乳幼児健康診査実施事業 4

76 保健医療部 保健センター アルコールの問題を抱える方は自殺のリスク

が一般的に高く家族も困難を抱えている場合

が多いため、必要に応じて適切な支援につなが

るよう調整します。

また、適正飲酒の普及啓発を行います。

集団健康教育・健康相談事業 3

77 保健医療部 保健センター 精神障害を抱える方とその家族に、個別支援を

充実させることで、関係機関と連携し必要な支

援につなげます。

精神保健啓発事業相談事業 4

78 産業観光部 商工課 「ワークライフバランス」の情報発信により、

事業所が職場のメンタルヘルス向上に積極的

に取り組む動機付けとなり得るよう取り組み

を行います。

労働問題に関して、相談先の情報を広報誌へ掲

載したりチラシを配布し、労働者が労働問題に

悩んだ場合の一助となるよう周知します。

（ワークライフバランスの推

進）
3 3

79 産業観光部 商工課 若年者への就労支援は、重要な生きる支援(自

殺対策）でもあります。各関係機関と連携し積

極的に行っていきます。

雇用就労対策事業（若年者の就

労相談）
4

80 産業観光部 企業支援セン

ター

融資の機会を通じて、企業の経営状況を把握す

るとともに、相談者の状況把握に努め、必要に

応じて他の相談窓口へつなぎます。

制度融資等利用促進事業

中小企業融資制度資金利子補給

事業

3

81 産業観光部 商工課

(秩父商工会議
所事業）

秩父商工会議所と連携し、経営上の様々な課題

に関して経営者の問題状況を把握し、その他の

問題も含めて支援につなげていきます。

商工団体等補助事業(経営相談） 4 3

82 産業観光部 企業支援セン

ター

専門的な相談だけではなく、経営上の不安や疑

問など、経営者の悩みについても相談を受け、

幅広い支援をすることで自殺対策も含め様々

な問題解決につなげます。

訪問型企業支援事業（定住） 3

83 地域整備部 都市計画課 定期的に除草作業を委託しているシルバー人

材センターや遊具点検等で職員が巡回する際

に自殺事案の発生や可能性などがないか状況

確認を行っていきます。

（都市公園運営事業・一般公園

運営事業）
4

84 地域整備部 都市計画課 都市計画マスタープラン・立地適正化計画との

検討を図り、自殺対策の視点からもまちづくり

の検討を行っていきます。

都市計画マスタープラン等作成

事業
4

85 吉 田 ・ 大

滝・荒川総

合支所

市民福祉課 啓発用のパンフレット等を通じて、地域の支援

機関等の資源について住民に情報周知を図り

ます。

本庁市民福祉関係共同事務 3

86 教育委員会 学校教育課 学童保育所の職員にゲートキーパー研修の受

講を勧奨します。

学童保育室管理運営事業 2

87 教育委員会 学校教育課 子どもや親がクラスや学齢等を超えて交流で

きる機会を提供することは、地域で住民同士が

助け合える関係を構築する上での貴重な機会

となります。

指導員にゲートキーパー研修受講を勧奨しま

す。

ふれあい学校管理運営事業 2



44

88 教育委員会 学校教育課 コーディネーターに対する研修会の際に、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い、現状と取組につ

いての理解促進を図ります。

学校と地域の連携事業 2

89 教育委員会 学校教育課 保育園、幼稚園、小学校、中学校間で、児童生

徒の家族の状況等も含めて情報を共有し、継続

して支援を行います。

（保幼小中連携事業） 4

90 教育委員会 学校教育課 学校の図書館スペースを利用し、9月の自殺予
防週間や 3月の自殺対策強化月間時に、「いの
ち」や「心の健康」をテーマにした展示や関連

図書の特集を行い、児童生徒等に対する情報周

知を図ります。

読書活動推進事業 2

91 教育委員会 学校教育課 部活動の監督指導は、多忙な教員にとって少な

からず負担となっている側面があります。

秩父市部活動方針を踏まえ、地域住民と連携・

協力し、部活動を実施できる体制を整備するこ

とで、教員に対する支援（支援者への支援）を

強化します。

中学校共通事務費 2

92 教育委員会 学校教育課 就学に際して経済的困難を抱えている児童・生

徒は、その他にも様々な問題を抱えていたり、

保護者自身も困難を抱えている可能性が考え

られます。

各学校にて費用の補助に際して保護者と応対

する際に、家庭状況に関する聞き取りを行い、

必要に応じて相談先一覧等のリーフレットの

配布等を行います。

学用品費等補助事業

制服購入費補助事業

特別支援教育学用品費等補助事

業

3
4

93 教育委員会 学校教育課 教職員の過労や長時間労働が問題となる中で、

研修により、メンタルヘルスの状態を客観的に

把握し、必要な場合には適切な支援につなげる

等の対応を取ること等について理解を深める

ことで、教職員への支援（※支援者への支援）

の意識醸成につながります。

研修資料の１つとして相談先一覧等のリーフ

レットの配布を行うことで、教員自身ならびに

児童生徒向けの支援策の周知徹底と活用を図

ります。

指導力向上事業 4

94 教育委員会 学校教育課 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します。
フォーラム開催時や個別支援時に、リーフレッ

トを児童生徒に配布することで、いじめにあっ

た際の相談先の情報等を周知します。

学校教育推進事業 3
5

95 市立病院 地域の中核病院として救急医療から亜急性期

医療を担い、地域の関係機関と連携し、住民に

安心・安全・満足を提供します。

病院運営 1

96 市立病院 地域医療連携

室

社会福祉士や看護師等の相談員が患者や家族

の抱える経済的、心理的、社会的問題の解決・

調整を行うことにより社会復帰の促進を図り

ます。

医療福祉相談事業 2

97 市立病院 地域医療連携

室

誰もが住み慣れた地域で安心して自分らしい

暮らしを続けることができるよう、「住まい・

医療・介護・介護予防・生活支援」を地域で一

体的に提供する地域包括ケアシステムの構築

をすすめます。

地域包括ケアシステム事業

（ちちぶ圏域ケア連携会議の運

営）

1

98 市立病院 地域医療連携

室

地域で安心して暮らすうえで必要な医療・介護

を、切れ目なく受けられるよう社会福祉士や看

護師等の相談員が医療機関や介護事業所等の

関係機関と連携を図ります。

在宅医療連携拠点事業 4
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第５章 計画の推進

１ 計画の推進体制

本市の自殺対策推進体制は、市長を本部長とし部長級職員及び専門家によって構成される「秩

父市いのち支える自殺対策推進本部」により、自殺対策についての全庁横断的な取り組み、市内

関係団体等との連携、その他総合的な点検と評価を行います。

庁内での自殺対策は、関係部局が参画する「庁内自殺予防対策連携会議」にて計画の進行管理

をするとともに、関連施策との連携を図り、計画に沿った事業・取組を行います。

また、幅広い関係機関・団体で構成される「秩父市セーフコミュニティ自殺予防対策委員会」

と連携し協力して取り組みます。「秩父市セーフコミュニティ自殺予防対策委員会」は、秩父地

域で協力して自殺対策に取り組んでいる医療・保健・福祉・教育関係・警察・消防・商工・労働

等 30 の団体で構成される「秩父地域自殺予防対策連絡会」から秩父市に関係する団体が選任さ

れています。

推進本部の庶務は、保健医療部保健センター及び総務部危機管理課が行います。



46

※諮問機関

秩父市健康づくり推進協議会

■ 秩父市自殺対策推進体制

本部員

副市長 教育長 市長室長 総務部長

財務部長 環境部長

水道事業連絡調整幹 市民部長

福祉部長 保健医療部長 産業観光部長

地域整備部長 吉田総合支所長

大滝総合支所長 荒川総合支所長

市立病院事務局長 会計管理者

議会事務局長 教育委員会事務局長

・総合的な点検と評価

・計画の策定と見直し

・取組内容の改善

作業部会

秩父市セーフコミュニティ

自殺予防対策委員会

秩父郡市医師会

秩父郡市歯科医師会

秩父郡市薬剤師会

秩父中央病院

秩父公共職業安定所

秩父商工会議所

西秩父商工会・荒川商工会

社会福祉協議会・秩父警察署

小鹿野警察署・秩父消防本部

秩父保健所

民生委員・児童委員協議会

高齢者相談支援センター（秩父

市在宅介護支援センター）

障害者団体連絡協議会

埼玉司法書士会秩父支部

・計画の策定と見直し

・具体的な取組の実行

作業部会

庁内自殺予防対策連携会議

・計画の策定と見直し

・取組内容の改善

・具体的な取組の実行

事務局

保健センター・危機管理課

・計画の策定と見直しの取

りまとめ

・取組状況の取りまとめ

・会議の開催、運営

・事務局としての業務

専門家（医師）

秩父市長（本部長） （会議の議長）

秩父地域自殺予防対策連絡会（定住）

秩父市いのち支える自殺対策推進本部

秩父市の関係団体を選任

地域住民等
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２ 計画の進捗管理

計画を具体的かつ効果的に推進していくためにＰＤＣＡサイクルを通じた計画の進捗管理を

行います。

進捗状況の管理については、毎年度「生きる支援施策」の実施状況及び目標の達成状況等の把

握を行い、それに基づく成果動向等を「秩父市いのち支える自殺対策推進本部」「庁内自殺予防

対策連携会議」において評価します。また、必要に応じ、目標達成に向けた課題の整理と取組内

容の見直し及び改善を行います。

計画の最終年度である平成 35 年度には最終評価を行い、設定した数値目標の達成状況を把握

し次期の計画策定に生かしていきます。

PLAN 計画の策定

DO 対策を推進

ACTION 改善

CHECK 評価
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【参考資料】

計画策定の経過

日程 会議名等 内容

平成 29年 12月 策定作業開始

平成 30年 2月 7日 庁内自殺予防対策連携会議 自殺対策推進体制について

庁内の自殺対策関連事業の把握につい

て

平成 30年 2月 19日 秩父市いのち支える自殺対策推進本部

設置

計画策定や対策の推進にあたり、国の

指示で行政トップを責任者とする庁内

横断的な体制を整備するため、要綱を

定める

平成 30年 2月 20日
～3月 23日

庁内関連事業の把握 既存事業を活かして計画に盛り込むた

め自殺対策の視点を加えた事業案につ

いて把握

平成 30年 3月 13日 秩父市いのち支える自殺対策推進本

部員を依頼

平成 30年 4月 1日 庁内自殺予防対策連携会議設置要綱

改正

庁内自殺予防対策連携会議を作業部会

と位置づけるため追加が必要な庁内関

係組織を照会

平成 30年 6月 1日
～6月 25日

セーフコミュニティ自殺対策予防委員

会へ照会

自殺対策の取り組みについて

平成 30年 7月 3日 セーフコミュニティ自殺予防対策委員

会

取組の基本方針と施策について

自殺対策に関連すると思われる取り組

みについての調査結果報告

平成 30年 8月 10日 健康づくり推進協議会 秩父市自殺対策計画策定について説明

平成 30年 8月 28日 庁内自殺予防対策連携会議 計画の概要について

生きる支援施策一覧作成の依頼

平成 30年 10月 2日
～10月 12日

庁内関係課に生きる支援施策確認依頼

平成 30 年 10 月 19
日

セーフコミュニティ自殺予防対策委員

会

生きる支援施策の取組内容と今後の方

向について

平成 30 年 10 月 23
日～11月 16日

第 1回いのち支える自殺対策推進本部
(電子会議）

秩父市自殺対策計画(案)の検討について

平成 30 年 11 月 30
日

健康づくり推進協議会 秩父市自殺対策計画(案)の確認について

平 成 30 年 12 月
20日～平成 31年
1月 21日

パブリックコメント 市内公共施設に計画案を公表し、意見を

募集(意見･･･0件）
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平成 31年 1月 30日 健康づくり推進協議会 パブリックコメントの結果について

国からの指示による留意事項の追加に

ついて

平成 31年 2月 4日
～2月 12日

第 2回いのち支える自殺対策推進本部
(電子会議）

秩父市自殺対策計画(最終案)について
報告と意見聴取

平成 31年 2月 19日 セーフコミュニティ自殺予防対策委員

会

秩父市自殺対策計画(最終案)について
報告と意見聴取

平成 31年 2月 20日 いのち支える自殺対策推進本部 本部長への最終案の報告と意見聴取

平成 31年 2月 20日
～2月 28日

セーフコミュニティ自殺予防対策委員

会

最終案への意見聴取

平成 31年 3月 20日 最終案確定
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秩父市健康づくり推進協議会条例

（設置）

第１条 市民の健康づくりを総合的に推進するため、秩父市健康づくり推進協議会（以下

「協議会」という。）を置く。

（所掌事務）

第２条 協議会は、市長の諮問に応じ、市の健康づくり施策を体系的かつ総合的に審議及

び検討する。

（組織）

第３条 協議会の委員は、関係機関及び団体の代表者、学識経験者等をもって１１人以内

で組織し、市長が委嘱又は任命する。

（委員の任期）

第４条 委員の任期は２年とする。ただし、再任を妨げない。

２ 補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

（会長及び副会長）

第５条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

２ 会長は、協議会の会務を総理し、協議会を代表する。

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職

務を代理する。

（会議）

第６条 協議会は、会長が招集し、その議長となる。

２ 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

３ 協議会の議事は、出席議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところ

による。

（庶務）

第７条 協議会の庶務は、保健医療部において処理する。

（委任）

第８条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定

める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成２２年４月１日から施行する。
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秩父市健康づくり推進協議会委員名簿

任期：平成３０年７月～平成３２年６月

関係団体名 所 属 職名等 氏 名 正副会長

秩 父 市 議 会 文 教 福 祉 委 員 会 委員長 赤 岩 秀 文

秩父市町会長協議会 秩父市町会長協議会 副会長 長谷川 辰 巳

秩 父 市 体 育 協 会 秩 父 市 体 育 協 会 会 長 松 本 郷 会長

秩 父 郡 市 医 師 会 秩 父 郡 市 医 師 会 会 長 近 藤 俊 夫

秩父郡市歯科医師会 秩父郡市歯科医師会 会 長 吉 田 久

秩父市社会福祉協議会 秩父市社会福祉協議会 事務局長 関 河 喜 重

（社会福祉課） 民生委員・児童委員協議会 会 長 宮 下 昭

秩 父 保 健 所 秩 父 保 健 所 所 長 関 井 秀 明

秩父市教育委員会 秩父市教育委員会 教育長 倉 澤 俊 夫

秩父市健康推進員連絡会 秩父市健康推進員連絡会 会 長 平 沼 和 子 副会長

秩父市食生活改善

推進員協議会

秩父市食生活改善

推進員協議会
会 長 山 口 アヤ子
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秩父市いのち支える自殺対策推進本部設置要綱

(設置)
第 1条 秩父市における自殺予防対策を自殺対策基本法に基づき総合的に推進

するため、秩父市いのち支える自殺対策推進本部（以下「推進本部」という。）

を設置する。

（構成）

第 2条 推進本部は、秩父市庁議設置規定第 4条第 2項に掲げる職にある者及
び専門家をもって構成される。

２ 推進本部には本部長を置き、市長をもって充てる。

（任期）

第 3条 本部員および専門家の任期については３年とし、再任を妨げないもの

とする。ただし、最初に委嘱される任期は、平成 31年 3月 31日までとする。
2 変更が生じたときの任期は、前任者の残任期間とする。

(目的)
第 4条 推進本部は、次に掲げる事項を目的として行なう。

(1) 自殺予防対策について全庁横断的な取り組みに関すること

(2) 自殺予防対策のための秩父市内関係団体等による連携事業に関すること

(3) その他自殺予防対策の推進に関して必要な事項

（会議）

第 5条 本部長は、推進本部を必要と認める場合に招集し、会議の議長となる。

2 議長は、必要があると認めるときは、関係組織以外の者に対し、会議の出席、

又は意見を求めることができる。

3 議長に事故があるときは、あらかじめ議長が指定する職員がその職務を代理

する。

(作業部会）
第 6条 推進本部に第 4条に規定する事項を推進するため作業部会を置くこと
ができる。

2 作業部会は、庁内自殺予防対策連携会議及び秩父市セーフコミュニティ

自殺予防対策委員会を充てる。

（諮問機関）

第 7条 推進本部は、秩父市健康づくり推進協議会を諮問機関とし、意見を求

めることができる。

（秘密の保持）

第 8条 推進本部及び作業部会または諮問会議等に出席した者は、正当な理由

なく、その職務上知り得た秘密をもらしてはならない。

（庶務）

第 9条 推進本部の庶務は、保健医療部保健センター及び総務部危機管理課に

おいて処理する。

（その他）

第 10条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、

本部長が別に定める。
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附 則

(施行期日）
この要綱は、平成 30年 2月 19日から施行する。

秩父市いのち支える自殺対策推進本部名簿

職名 氏名

１ 本部長 市長 久喜 邦康

２ 副市長 持田 末広

３ 教育長 倉澤 俊夫

４ 市長室長 髙橋 進

５ 総務部長 町田 恵二

６ 財務部長 藤代 元

７ 環境部長 小池 正一

８ 水道事業連絡調整幹 加藤 猛

９ 市民部長 上林 敏一

10 福祉部長 浅見 利春

11 保健医療部長 浅香 貴雄

12 産業観光部長 鈴木 日出男

13 地域整備部長 廣瀬 恭一

14 吉田総合支所長 小池 健

15 大滝総合支所長 横田 好一

16 荒川総合支所長 山岸 剛

17 市立病院事務局長 大野 輝尚

18 会計管理者 湯本 則子

19 議会事務局長 青野 孝司

20 教育委員会事務局長 新井 康代

21 専門家 医師 竹越 至
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秩父市セーフコミュニティ自殺予防対策委員会委員名簿

任期：平成 28年 4月 1日～平成 31年 3月 31日
Ｎｏ. 団体名称等 氏 名

1 秩父郡市医師会 竹 越 至 委員長

2 秩父郡市歯科医師会 吉 田 裕

3 秩父郡市薬剤師会 今 泉 学 之
H30.7.3～

副委員長

4 秩父中央病院 内 田 里 華

5 秩父公共職業安定所 秋 吉 進 H30.6.1～

6 秩父商工会議所 内 田 明 夫 副委員長

7 西秩父商工会 猪 野 茂

8 荒川商工会 神 林 秀 典

9 秩父市社会福祉協議会 今 井 孝 幸

10 秩父警察署 岩 田 和 之 H30.6.1～

11 小鹿野警察署 須 藤 正 弘

12 秩父消防本部 中 里 悟 H30.6.1～

13 秩父保健所 戸 森 良 江

14 秩父市民生委員・児童委員協議会 邊 見 弘
副委員長

～H30.7.2

15
高齢者相談支援センター

（秩父市在宅介護支援センター）
和 田 秀 明

16 秩父市障害者団体連絡協議会 長谷部 晃 H30.6.1～

17 埼玉司法書士会秩父支部 五十嵐 正 敏

18 秩父市保健センター 原 嶋 勉

19 秩父市保健センター 原 嶋 美智子

20 秩父市保健センター 寺 岡 裕 子

21 秩父市保健センター 笠 原 千 春

22 秩父市保健センター 長 瀨 裕 美

23 秩父市吉田保健センター 箕 輪 直 子

24 秩父市荒川保健センター 町 田 広 美



55

庁内自殺予防対策連携会議設置要綱

(設置)
第１条 市における自殺予防対策を総合的に推進するため、庁内自殺予防対策

連携会議(以下「連携会議」という。) を設置する。

（構成）

第２条 連携会議は、別表に掲げる庁内関係組織（以下「関係組織」という。）

の職員をもって構成する。

(目的)
第３条 連携会議は、次に掲げる事項を目的として行なう。

(１) 自殺予防対策についての情報交換に関すること。

(２) 自殺予防対策についての市民への啓発に関すること。

(３) 自殺予防対策のための秩父市内関係団体等による連携事業に関するこ

と。

(４) 自殺予防対策に関わる職員の研修に関すること。

(５) 前各号に掲げるもののほか、自殺予防対策の推進に関して必要な事項

（会議）

第４条 連携会議は、保健センター所長が必要と認める場合に招集し、会議の

議長となる。

２ 議長は、必要があると認めるときは、関係組織以外の者に対し、会議の出

席、又は意見を求めることができる。

３ 議長に事故があるときは、あらかじめ議長が指定する職員がその職務を代

理する。

（秘密の保持）

第５条 連携会議に出席した者は、正当な理由なく、その職務上知り得た秘密

をもらしてはならない。

（庶務）

第６条 連携会議の庶務は、保健医療部保健センターおよび総務部危機管理課

において処理する。

（その他）

第 7条 この要綱に定めるもののほか、連携会議の運営に関し必要な事項は、

保健センター所長が別に定める。
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附 則

この要綱は、平成２３年３月１日から施行する。

この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。（第６条部の変更）

この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。

(第２条、第３条（３）、第６条の
変更）

別表（第 2条関係）※１ 平成２７年４月１日一部改正（機構改革～名称変更）

※２ 平成３０年 4月 1日一部改正（追加構成課）

部局名 課名

市長室
地域政策課

秘書広報課

総務部
総務課

危機管理課 ※２

市民部
市民課

市民生活課

福祉部 ※１

社会福祉課

障がい者福祉課

高齢者介護課

こども課

地域包括支援センター

保健医療部 ※１

地域医療対策課

保険年金課

保健センター

産業観光部 商工課

吉田総合支所 市民福祉課

大滝総合支所 市民福祉課

荒川総合支所 市民福祉課

市立病院事務局 地域医療連携室 ※２

教育委員会 学校教育課
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庁内自殺予防対策連携会議（秩父市自殺対策計画策定作業部会）委員名簿

部 局 課 名 氏 名

１ 市長室 地域政策課 主幹 黒田 誠

２ 秘書広報課 主査 坂本 裕美

３ 総務部 総務課 課長 林 昭弘

４ 危機管理課 課長 井上 和夫

５ 市民部 市民課 主席主幹 平沼 成美

６ 市民生活課 主査 新井 彩美

７ 福祉部 社会福祉課 主査 塩田 一枝

８ 障がい者福祉課 主査 田波 茉莉

９ 高齢者介護課 課長 松村 浩之

１０ こども課 主事 新田 貴成

１１ 地域包括支援センター 主任 髙橋 さつき

１２ 保健医療部 地域医療対策課 課長 浅見 芳弘

１３ 保険年金課 課長 松本 靖

１４ 保健センター 所長 原嶋 勉

１５ 産業観光部 商工課 主査 柳澤 一彰

１６ 吉田総合支所 市民福祉課 主任 田嶋 なるみ

１７ 大滝総合支所 市民福祉課 主席主幹 中山 朗

１８ 荒川総合支所 市民福祉課 主席主幹 萩原 浩子

１９ 市立病院事務局 地域医療連携室 主査 若林 政典

２０ 教育委員会 学校教育課 主幹（指導主事） 橋本 泰伸
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