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「誰も追い込まれることのないまち 土庄町」 
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 全国の自殺者数は、平成 10年以降、年間 3万人前後の水準で推移していまし

たが、平成 22年以降 8年半連続で減少しています。しかしながら、毎年 2万人

を超えるなど、非常事態が続いております。本町でも、毎年数名の尊い命が絶た

れているという現状があります。 

 このような中、自殺対策基本法が平成 28年に改正され、自殺総合対策の基本

理念や基本方針等が整理され、重点施策に「地域レベルの実践的な取り組みへの

支援を強化する」などが新たに加えられました。 

 本町におきましても、自殺対策における現状と課題を明らかにするとともに、

自殺対策を総合的かつ効果的に推進するため「土庄町自殺対策計画」を策定し、

「誰もが自殺に追い込まれることのないまち」を基本理念とし、各種施策を取り

組んでまいります。 

 自殺の多くは、健康や家族の問題をはじめ、経済や生活の問題など、様々な要

因が複雑に絡み合って深刻化した結果による｢追い込まれた末の死｣であると言

われています。また、自殺は、個人の問題としてだけでなく、社会全体の問題と

して捉え、地域の実情に応じた相談・支援体制を構築することも求められていま

す。 

 計画の推進に当たりましては、行政だけでなく、町民、地域、関係団体等との

協働により、推進していくことが必要と考えておりますので、今後も皆様の一層

ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

  

 最後に本計画の策定にあたり、計画策定に多大なるご協力をいただきました

関係機関の皆様をはじめ、土庄町健康づくり推進協議会の委員の皆様に深く感

謝申し上げます。 

 

 

平成 31年 3月 

 

 土庄町長  三枝 邦彦 
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第１章 計画の基本的な考え方 

 

１ 計画策定の背景と趣旨 

 平成 10 年に自殺者数が急増し、「自殺対策は個人だけでなく社会を対象とし

た自殺対策を実施するべきだ」との声を受け、平成 17年 6月に自殺対策基本法

が可決され、10月に施行されました。平成 19年 6月には自殺総合対策大綱が制

定され、平成 20年 10月に一部改正、平成 24年 8月には全体的な見直しが行わ

れました。 

また、平成 28 年に自殺対策基本法改正が行われ、平成 29 年 7 月「自殺総合

対策大綱～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～」が閣

議決定されました。 

 自殺総合対策の基本理念や基本方針等が整理され、重点施策に「地域レベルの

実践的な取組への支援を強化する」などが新たに加えられました。最終的に目指

すべきは「誰も自殺に追い込まれることのない社会」の実現であるとしつつ、

2026 年までに、自殺死亡率を平成 27 年と比べて 30％以上減少させることを当

面の目標としています。 

 香川県では、平成 30年 3月に「いのち支える香川県自殺対策計画（第 2期）」

が策定されました。 

 こうしたことから、本計画では、自殺対策における現状と課題を明らかにする

とともに、自殺対策を総合的かつ効果的に推進するための基本的方向を定め、

「誰も自殺に追い込まれることのないまち 土庄町」を目指します。 

 

２ 計画の位置づけ 

（１） 本計画は、自殺対策基本法第 13条 2項に基づき、本町の状況に応じた

自殺対策の施策を策定するものです。 

（２） 本計画は、土庄町における自殺対策を推進していくための総合的な計

画で、香川県の「いのち支える香川県自殺対策計画（第 2期）」を踏まえ

たものです。「第 6次 土庄町総合計画」「第 2期土庄町健康増進計画」等

と総合性を持ち、自殺対策に関連する他の計画と連携を図るものです。 

 

３ 計画の期間 

 本計画の推進期間は、2019 年度から 2022 年度までの 4 年間とします。なお、

計画は、必要に応じて見直しを行うこととします。  
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４ 計画の数値目標 

 

 2022年までに、自殺者 0を目指します 

 

区分  平成２４年 平成２８年 2022年【目標年】 

全国 
自殺死亡率 21.8 17.3     － 

自殺者数 27.858 21.897  － 

香川県 
自殺死亡率 17.5 17.1 14.3以下 

自殺者数 176 171 134以下 

小豆圏域 

自殺死亡率 9.4 16.5 － 

自殺者数 3 5 － 

土庄町 
自殺死亡率 6.4 27.2 0 

自殺者数 1 4 0 

  自殺死亡率は、人口 10万人に補正して計算。※自殺者数は実数。 
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第２章 土庄町における自殺の現状 

 

【長期的な推移】 

 
資料：厚生労働省「人口動態統計」・警察庁「自殺統計」 

 

【過去 5年間の自殺者数・自殺率の推移】 

 

平成 24年から平成 27年の自殺者数推移は、横ばいであるが、平成 28年は増

加した。それに伴い、全国や香川県と比べても平成 28年は自殺率も高くなって

いる。 

 

【過去 5年間の年齢別割合・性別割合】 
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                       資料：警察庁「自殺統計」 

                          

  

平成 24 年から平成 28 年の過去 5 年間の年齢別割合で見ると、壮年期から高

齢者の自殺者が多く、性・年代別については全国と比較しても高齢者の自殺者割

合が高くなっている。 

                 

土庄町地域自殺実態プロファイル 2017の特別集計から地域の自殺の特徴につ

いてみると、高齢者で同居者のいる者の自殺者の割合が全国平均より高い。 

生活状況別の自殺の背景は、「生活困窮者」「勤務・経営」が上げられ、重点的

な課題として上げられるが、自殺の多くは多様かつ複合的な原因及び背景を有

しており、様々な要因が連鎖する中で起きている現状がある。 

 

※１ 土庄町地域自殺対策実態プロファイルとは、警察庁からデータ提供を受けた厚生

労働省自殺対策推進室が再集計を行い、都道府県・市町村別に示した地域における

自殺の基礎資料として公開したものをさす。 

※１ 
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第３章 土庄町の基本方針 

 

１ 生きることの包括的な支援として推進する 

 個人においても地域においても、自己肯定感や信頼できる人間関係、危機回避

能力等の「生きることの促進要因」より、失業や多重債務、生活苦などの「生き

ることの阻害要因」が上回ったときに自殺リスクが高まります。 

 そのため、「生きることの阻害要因」を減らす取組に加え、「生きることの促進

要因」を増やす取組を行い、自殺リスクを低下させる方向で推進します。 

 自殺防止などの狭義の自殺対策だけでなく、「生きる支援」に関する町のあら

ゆる取組を総動員して、「生きることの包括的な支援」として推進していきます。 

    

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 

 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にして自殺を

防ぐためには、精神保健的な視点だけでなく、社会的・経済的な視点を含む包括

的な取組が重要です。また包括的な取組を実施するためには、様々な施策や人々

や組織が密接に連携をする必要があります。 

 自殺の要因となり得る生活困窮、児童・高齢者・障害者虐待、ＤＶ、ひきこも

りなど関連分野においても同様の連携の取組が展開されています。連携の効果

を高めるため、様々な分野の生きる支援にあたる人々がそれぞれ自殺対策の一

翼を担っているという意識を共有することが重要です。 

 生活困窮者自立支援制度などの連携を推進することや、精神科医療、保健、福

祉等の施策の連動性を高めて、誰もが適切な精神保健医療福祉サービスを受け

られるようにすることが重要です。 

   

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 

 住民の暮らしの場を原点としつつ、「様々な分野の対人支援を強化すること」、

「対人支援の強化等に必要な地域連携を促進すること」さらに、「地域連携の促

進等に必要な社会制度を整備すること」を一体的なものとして連動して行って

いきます。 

 時系列的な対応としては、自殺の危険性が低い段階における啓発等の「事前対

応」と、現に起こりつつある自殺発生の危険に介入する「危機対応」、それに自

殺や自殺未遂が生じてしまった場合等における「事後対応」のそれぞれの段階に

おいて施策を講じていきます。 

 

 



6 

 

４ 実践と啓発を両輪として推進する  

 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ます。そのような心情や

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地域社会の共通認識となるように積極的に普

及啓発を行っていきます。 

 すべての住民が自殺を考えている人のサインに早く気付き、精神科等の専門

家につなぎ、その指導を受けながら見守っていけるように、広報活動や教育活動

などに取り組んでいきます。 

    

５ 関係者の役割の明確化と関係者による連携・協働を推進する 

 「誰も自殺に追い込まれることのないまち 土庄町」を実現するためには、国、

県、町、関係機関、企業、住民等が連携・協働して自殺対策を総合的に推進する

ことが必要です。そのため、それぞれの主体が果たすべき役割を明確化・共有化

した上で、相互の連携・協働の仕組みを構築することが重要です。 

 町は、土庄町自殺対策計画を策定し、住民一人ひとりの身近な行政機関として、

国や県と連携しつつ、地域における各主体の緊密な連携と協働に努めながら自

殺対策を推進します。 

 保健、医療、福祉、教育など自殺対策に関係する関係機関や関係者は、それぞ

れの活動内容の特性等に応じて積極的に参画していくように努めます。 

 企業に対しては、雇用する労働者の心の健康の保持、生命身体の安全の確保に

ついて取り組んでいけるように働きかけていきます。 

 町民は、自殺の状況や生きることの包括的な支援として自殺対策の重要性に

対する理解と関心を深めるとともに、自殺に追い込まれるという危機は、「誰に

でも起こりうる危機」であります。その場合には、誰かに援助を求めることが適

当であるということを理解し、危機に陥った人の心情や背景への理解を深める

よう努めつつ、自らの心の不調や周りの人の心の不調に気付き、適切に対処する

ことができるようにすることが重要です。 

 自殺が社会全体の問題であり、我が事であることを認識し、「誰も自殺に追い

込まれることのないまち 土庄町」の実現のために、主体的に自殺対策に取り組

んでいくことが期待されます。 
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第４章 自殺対策における当面の重点施策 

 

１ 実践的な取組を強化する    

〇土庄町自殺対策計画の策定  

        

２ 自殺予防啓発に関する取組を強化する   

〇自殺予防、心の健康づくりの啓発 

健康福祉課では、3月の自殺対策強化月間を含め、自殺予防・心の健康づ

くりについて、住民に広報等を活用し、広く周知します。関係課と協力し、

地区公民館行事や各種団体の活動の際には、健康相談や健康教育等を実施し

ています。また、香川県小豆総合事務所の協力を得て、高校生や働く世代に

も、自殺予防と心の健康づくりについての啓発活動を行っていきます。 

〇いのちの大切さの啓発 

小・中学校においては、児童・生徒に対して、日々の教育活動の機会に「命

の大切さ」を指導し、「命を大切にする」講演会などを実施していきます。 

                   

３ 社会的な取組による自殺の防止を図る体制と支援を充実する 

〇地域における相談体制の整備充実と相談窓口等の情報を発信 

各種相談の窓口の周知を徹底し、必要な支援が受けられるようにします。 

からだとこころの相談室 

（予約制） 毎月第 2火曜日 

土庄町健康福祉課（やすらぎプラザ） 

   保健センター 

土庄町渕崎甲 1400-25 

   電話 0879-62-1234 

子育て相談 （妊産婦～こども） 

毎月第 4金曜日 

 

こころの健康や「うつ」に対する 

相談（随時） 

 

香川県小豆総合事務所〈小豆保健所〉 

  保健福祉課 

   土庄町渕崎甲 2079－5 

電話 0879-62-1373 

自殺予防いのちの電話 

香川いのちの電話相談 

社会福祉法人 香川いのちの電話協会 

電話 087-833-7830 

FAX  087-861-4343 

 

〇生活困窮者への支援の充実 

生活困窮者の支援として、健康福祉課が住民にもっとも身近な行政窓口と

し て随時に相談に応じます。 

社会福祉協議会では総合相談窓口を設置し、生活困窮者自立相談支援事業、
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香川おもいやりネットワーク事業などの生活上の困りごとや相談等を受け

て、関係機関と連携しながら支援をすすめます。また、低所得者・障害者・

高齢者世帯で生活困窮を抱える世帯には、必要に応じて、生活福祉資       

金の貸付事業を実施します。 

香川県小豆総合事務所では、母子家庭等の自立支援相談を実施し、自立支

援給付事業等の相談を行っています。 

 

 

生活困窮の相談窓口 

 

 

 

土庄町健康福祉課（土庄町役場） 

  土庄町甲 559-2 

  電話 0879-62-7002 

土庄町社会福祉協議会（土庄町総合福祉会館） 

  土庄町甲 611-1 

  電話 0879-62-2700 

 

母子父子寡婦福祉に関する

相談窓口 

香川県小豆総合事務所〈小豆保健所〉 

  保健福祉課 

   土庄町渕崎甲 2079-5 

電話 0879-62-1373 

 

〇高齢者の支援の充実 

地域包括支援センターは高齢者の暮らしを地域でサポートする拠点とし

て、介護だけでなく福祉や健康、医療など様々な分野から総合的に高齢者と

その家族を支える機関として、家族や地域住民の悩みや相談に応じます。 

健康福祉課（役場内）にも、介護保険や高齢者福祉の相談窓口があります。 

 

高齢者の相談窓口 

土庄町健康福祉課（やすらぎプラザ） 

   地域包括支援センター 

土庄町渕崎甲 1400-25 

   電話 0879-62-1234 

土庄町健康福祉課（土庄町役場） 

   土庄町甲 559-2 

   電話 0879-62-7002 

 

〇教育現場における相談支援の充実  

保育所・こども園、小中学校では、関係機関から配られる相談カードを各

家庭に配布し、相談機関を広く周知するとともに、児童・生徒やその保護

者の相談に細やかに応じ、関係機関と連携をとりながら支援を行います。

また、必要な相談機関へ紹介します。 

教育委員会や小豆地区少年育成センターでは相談窓口を設置し、悩みを
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抱えた児童・生徒とその保護者の相談に応じています。また、スクールカ

ウンセラーを含めた相談体制を整えています。 

教育総務課では、5歳児健診や就学時健診を通して、課題を有する園児や

家庭の早期発見と継続的な見守り体制や支援体制の構築をしています。 

 

 

 

教育現場の相談窓口 

（小豆郡内） 

 

 

 

土庄町教育委員会（土庄中央公民館） 

   土庄町甲 620 

   電話 0879-62-7012 

小豆地区少年育成センター（土庄町農業担い手

センター） 

   小豆地区教育支援センター〈若竹教室〉  

土庄町渕崎甲 2155-1 

電話 0879-62-6565 

 

 

 

 

 

 

教育現場の相談窓口 

（香川県内） 

香川県教育センター  高松市郷東町 587-1 

【来所相談】  

電話申込み 教育相談課 087-813-0945 

【電話相談】 

子ども電話相談 087-813-3119  

おおむね 18歳までの子ども 

子育て電話相談 087-813-2040 

 保護者・家族、学校（園）関係者 

24時間いじめ電話相談 087-813-1620 

24時間子ども SOSダイヤル 0120-0-78310 

 おおむね 18歳までの子ども、保護者・家族、

学校（園）関係者 

香川県子ども女性相談センター  

高松市西宝町 2丁目 6-32 

18歳未満の子どもの福祉に関する相談 

電話 087-862-8861 
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〇児童虐待、ＤＶ、高齢者虐待、障害者虐待などの支援の充実  

土庄町虐待防止等ネットワーク協議会を設置し、地域で起こる課題を検討

するとともに、個別ケース検討会において支援が必要な対象者への見守り体

制の構築をし、適切な支援が行われるよう取り組んでいます。 

 

 （主な相談通報窓口） 

 

児童虐待 

ＤＶ 

土庄町健康福祉課（やすらぎプラザ） 

   保健センター 

土庄町渕崎甲 1400-25 

子ども女性相談電話 0879-61-1231 

土庄町健康福祉課（土庄町役場） 

   土庄町甲 559-2 

   電話 0879-62-7002 

香川県子ども女性相談センター 

高松市西宝町 2丁目 6-32 

電話 087-862-8861 

香川県小豆総合事務所〈小豆保健所〉 

保健福祉課家庭児童相談室 

   土庄町渕崎甲 2079-5 

電話 0879-62-1373 

高齢者虐待 

土庄町健康福祉課（やすらぎプラザ） 

   地域包括支援センター 

土庄町渕崎甲 1400-25 

   電話 0879-62-1234 

障害者虐待 
土庄町健康福祉課（土庄町役場） 

   土庄町甲 559-2 

   電話 0879-62-7002 
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〇妊産婦への支援の充実 

妊娠届出の相談から出産、育児期間の長い期間にかけて、細やかな相談に

対応します。こんにちは赤ちゃん訪問（新生児・乳児訪問時）には、育児不

安の軽減に努め、産後うつに関する情報の提供をするなど、一人で育児を抱

え込むことがないように、様々な課題や不安を抱える妊産婦に対して、関係

機関と連携をとり、適切な支援を行っていきます。 

妊産婦の相談窓口 

土庄町健康福祉課（やすらぎプラザ） 

   子育て世代包括支援センター（保健センター） 

土庄町渕崎甲 1400-25 

   電話 0879-62-1234 

 

〇ひきこもり者の支援体制の構築 

ひきこもり者本人およびその家族の相談を受け、必要な支援につなげるこ

とで、本人の自立を促進していけるように関係機関と連携をとりながら、支

援体制を構築していきます。 

 

 

 

 

 

ひきこもりの相談窓口 

土庄町健康福祉課（やすらぎプラザ） 

   保健センター 

土庄町渕崎甲 1400-25 

   電話 0879-62-1234 

香川県ひきこもり地域支援センター「アンデ

ンテ」（香川県精神保健福祉センター） 

   高松市松島町 1丁目 17－28 

電話 087-804-5115 

香川県小豆総合事務所〈小豆保健所〉 

保健福祉課 

   土庄町渕崎甲 2079-5 

電話 0879-62-1373 

 

その他、住民環境課では、人権推進室職員、隣保館職員、児童館職員が随

時あらゆる相談に対応、助言するとともに、必要に応じて専門機関・関係機

関を紹介しています。 

また、年に 6回人権擁護委員による特設人権相談窓口を設置し、相談支援

活動を実施しています。 

社会福祉協議会では、心配ごと相談所を開設し（第 1・第 3火曜日 13時

～15時）、生活上のあらゆる心配ごとの相談に、相談員が助言、必要に応じ

て専門機関・関係機関を紹介しています。 



12 

 

４ 生きがいづくり・閉じこもり予防・見守り活動を強化する   

〇生きがいづくりの推進と整備 

〇閉じこもり予防のための居場所づくりの推進と整備 

〇孤立化を防ぐための体制整備と体制強化 

〇見守り活動の促進と体制づくりの整備 

 生涯学習課では、地区自治会や老人クラブ等が実施している各種サロン 

活動や地区体育協会、老人クラブ連合会等の各種団体が実施するスポーツ大

会等への参加も推奨しています。 

また、土庄町文化協会加盟団体や働く婦人の家の自主サークル等文化団体

の活動支援の他、学校支援ボランティア活動などを推奨するとともに、ボラ

ンティア活動グループやサロン活動を行っている団体の活動を支援し、生き

がいづくりの推進と整備を行っていきます。 

運動・スポーツへの無関心層を対象とした運動、スポーツ習慣化事業を実

施し、町民の生きがいづくりの一環となるよう推し進めます。 

 社会福祉協議会では、高齢者等の就労や活動の場を提供し生きがいづく 

りを支援するためのシルバー人材センター事業も継続していきます。 

また、地域での支えあい活動を推進していくため、土庄町老人クラブ連合

会の単位老人クラブ、女性部等が進めている見守り活動、たまり場(サロン)

活動の充実に向けての体制強化や活動支援を行っています。 

 自治会、民生委員児童委員、婦人会、食生活改善推進協議会、ボランティ

ア等の協力により、老人給食サービス事業を実施し、配食や会食を通して高

齢者(世帯)の孤独感解消、見守り活動も推進しています。 

 地域包括支援センターでは、介護予防サポーター養成講座を年 1 回実施

し、元気高齢者が地域で活躍できるように支援しています。また、来所や訪

問等の相談時に、サロンなどの活動の場を紹介しています。ホットハートサ

ポーターなどが地域で実施するサロン活動で、声かけや見守り活動を行って

います。 

 孤立化を防ぐため、民生委員児童委員による地域の見守り活動や一人暮 

らし高齢者の訪問活動を実施しています。 

住民環境課人権推進室では、未就労の若者や障がい者、高齢者に対して、

富丘文化センターの居場所づくり活動を行っています。また、見守りマップ

を作成し、65 歳以上の一人暮らしの方への給食サービスを月 1 回実施した

り、要支援者への地域巡回や通院支援、買物支援も実施しているほか、アウ

トリーチでも訪問活動を行っています。 

教育総務課では、子育て支援センターを設置し、3歳児までの未就園児と

その保護者が集える場を提供しています。保健センターでは、対象者に子育
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て支援センターを活用してもらえるように紹介しています。 

 今後も関係課や関係機関が協力し、生きがいづくり、居場所づくりを推進

し、地域住民が孤立化することなく、広く活用していただけるよう推進し整

備していきます。 

      

５ 町民一人ひとりの気づきを促し、見守りを促進する 

〇自殺や自殺関連事象などに関する正しい知識の普及  

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｣であるにも 

かかわらず、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、自殺の問題は、一部の人

の問題ではなく、誰もが当事者となりうる重大な問題であることについて町

民の理解の促進を図る必要があります。 

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

することも必要です。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自殺対策における町民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ていきます。 

関係機関と協力して、自殺や自殺関連事象に関する間違った社会通念か 

らの脱却と町民一人ひとりが危機に陥ったときの対応能力(援助希求技術)

を高めるため、正しい知識の普及と啓発活動を推進していきます。 

 

６ 自殺対策に関わる人材の養成を図る     

〇自殺対策などで町民と関わる人の資質の向上を図る 

〇町職員の資質向上のための研修の充実 

小豆総合事務所をはじめとする機関の自殺対策に取り組む研修会を受講

するなど、資質の向上に努めます。 

〇教職員の資質向上のための研修の充実 

校・園・所長会や人権・同和教育担当者会等の研修の場を生かし、主任指

導主事等から教職員に対して、命の大切さやいじめ防止対策など、自殺予防

のための指導助言を行います。          

養護教諭や教育相談担当教員等がゲートキーパー研修を受講するなど教

職員資質の向上を図ります。 

※２ ゲートキーパーとは、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ある。 

※２ 
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７ 適切な精神保健医療福祉サービスが受けられるようにする  

〇関係機関との連携を強化し適切な支援につなげる  

〇医療機関と連携し適切な医療を受けられるようにする 

自殺の危険性の高い人の早期発見に努め、必要に応じて確実に精神科医 

療につなぐ取組を行います。 

また、精神科医療につなぐだけでは対応が完結しない例もあるので、精神

科医療につながった後も、その人が抱える悩み、すなわち自殺の危険性を高

めた背景にある様々な問題に対して包括的に対応する必要性があります。そ

のため、精神科医療、保健、福祉等の各施策の連動性を高めて、誰もが適切

な保健医療福祉サービスを受けられるように努めます。 

〇関係機関で実施する専門医等の相談窓口を利用できるようにする 

相談事業名 実施日 実施場所 

こころの悩み相談 偶数月第 1木曜日 香川県小豆総合事務所〈小豆保

健所〉保健福祉課 

土庄町渕崎甲 2079-5 

電話 0879-62-1373 

思春期相談 奇数月第 3火曜日 

家族相談 原則第 4金曜日 

 

８ 自殺の実態分析と体制整備を図る      

〇実態把握 

統計情報を基に町の課題把握に努めます。     

〇事後における相談・対応の体制整備を図る 

教育総務課では、学校で自殺があった場合には、その直後の周りの児童生

徒や教職員、保護者に対する心理的なケアが的確に行われるよう、文部科学

省が作成したマニュアル「教師が知っておきたい子どもの自殺予防｣｢子ども

の自殺が起きたときの緊急手引き｣に沿って、当該校ならびに県教委等と連

携しながら適切な事後対応に努めます。 

児童生徒が遺児等になった場合、接する機会の多い教職員を中心に、子ど

も女性相談センター、精神保健福祉センター、健康福祉課の保健師等との連

携を図り、相談体制の充実を図ります。    

自殺者の遺児等に対するケアを含め、教育相談を担当する教職員の資質 

向上のための研修の充実を図ります。 

健康福祉課では、自殺者遺族らからの相談があった場合には、健康問題を

含めて相談に乗り、残された方が安心して生活が送れるよう、適切な支援機

関や相談機関を紹介します。 

 



15 

 

第５章 推進体制等 

１ 計画の推進体制 

（１）  計画の推進に当たっては、「土庄町健康づくり推進協議会」で構成する 

自殺対策に関係する機関・団体をはじめ、企業や地域の関係団体、町民各

位の協力を仰ぎながら、各種施策を総合的かつ効果的に取り組み、推進し

ます。 

（２） 「土庄町健康づくり推進協議会」において、随時、計画の推進状況等に

ついて、点検、評価し、その着実な推進を図ります。 

 

 

 

 

 


