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第３章 計画の基本的考え方と自殺対策の取組  
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１ 計画の基本理念 

 

 町民一人ひとりが、つながり、支え合うことで、自分らしく生きる喜びを実感でき、

誰も自殺に追い込まれることのない町を目指します。その実現に向け「生きるための支

援」を充実させ、町民と一体となって「こころの健康づくり」の活動に取り組みます。 

 

 

２ 計画の数値目標 

 

 平成３１年度～平成３５年度の１０万人に対する自殺率０％を目標とします。 

区  分 
共和町自殺率【現状】 

平成２５年度～２９年度 

共和町自殺率【目標】 

平成３１年度～３５年度 

自殺者数 ４人 ０人 

１０万人に対する自殺率 １２．７％ － 

 

 

３ 「生きる」を支える体制づくり 

 

（１）行政の取組 

自殺対策は、様々な角度から取り組むことが求められており、行政の各部署で横断

的に取り組むことが必要不可欠です。「自殺対策」という意識で行っている事業では

なくても、結果的に「自殺対策」につながっている取り組みも少なくありません。 

平成３１年度から平成３５年度にかけて、各部署の事業を「自殺対策」の視点で共

有し取り組むことで、「生きる」を支える体制を構築していきます。 

 

（２）ライフステージごとの取組 

ライフステージ別でみた場合、各ステージで次のような視点で取り組みます。 

 
【乳幼児期】 

親子の信頼関係を育て、安定した心の土台をつくるため、養育者が子育てについての学び
や相談が出来る体制をつくります。また、事業を通じて仲間づくりができるよう支援します。 

 
 【学童・思春期】 

命の大切さや、自分や家族、友達、地域の人々を大切に思う心を育てるとともに、気軽に
悩みを相談できる体制を整えます。 

 
 【青年期・壮年期】 

家庭や職場等での問題が解消できるよう各種相談事業につなげます。子育てや仕事のスト
レス等と上手につきあえるよう支援します。 
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 【高齢者】 
地域のつながりを深め孤立を防ぎます。健康や生活等の不安に対し相談体制を整えるとと

もに、適切に専門機関に結びつけられるようにします。 
 

（３）北海道、その他の関連機関等との連携 

自殺対策を進めるにあたり、人口が少ない本町では、単独実施の困難な事業もあり、

北海道や民間団体等と連携を図り、より活発に取り組んでいく必要があります。 

 
 

４ 基本施策 
 

  「生きる」を支える体制づくりを進めるため、３つの基本施策を設定し、北海道や

関係機関等と連携し、行政の全庁的連携による取組、ライフステージごとの取組を実

施します。つながり、支え合い、自分らしく生きる喜びの実感が持てる町、誰も自殺

に追い込まれることのない町の実現に向け具体的な取組を推進していきます。 

また、国の自殺対策の政策パッケージである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に係る具体的な取組は、基本施策

に盛り込んで実施します。 

 

基本施策１ 普及啓発の推進  

①自殺や心の健康に関する正しい知識の普及啓発 

②各種相談窓口や生きがい等の施策の周知 

（※政策パッケージ：③住民への啓発と周知、⑤児童生徒のＳＯＳの出し方に関する教育） 

 

基本施策２ 相談支援の充実 

①相談職員の資質向上と連携の強化 

②すべての年代を対象とした相談支援の充実 

③ハイリスク者の早期発見と支援につなぐための連携体制の充実 

（※政策パッケージ：④生きることの促進要因への支援） 

 

基本施策３ 社会環境の整備 

①住民活動の活性化 

②ゲートキーパー養成の推進 

③仲間づくり、見守りができる地域づくり 

（※政策パッケージ：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） 
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              施策の体系のイメージ                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

５ 具体的な取組 

 

基本施策１ 普及啓発の推進 

自殺に追い込まれるという危機は、誰にでも起こり得ることですが、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切であるという

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う必要があります。 

 

①自殺や心の健康に関する正しい知識の普及啓発 

事業名 取 組 実施時期・回数 担当課等 

健康教育・ 

健康講座 

自殺に追い込まれる心情や背景への理解を深め

住民同士の理解や支え合いの大切さを意識する

機会とします。 

適時 保健福祉課 

命を大切にする 

教育の推進 

道徳、特別活動、保健体育、総合的な学習時間

を中心に教育全体で命を大切にする教育を推進

します。 

随時 
教育委員会

管理課 

誰も自殺に追い込まれることのない町 

 

基本施策１ 

普及啓発の推進 

 

基本施策２ 

相談支援の充実 

 

基本施策３ 

社会環境の整備 

ライフステージ 

ごとの取組 

行政の取組 

（全庁的な連携） 

北海道 関係機関等 

「生きる」を支える体制 

＜基本理念＞ 
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 ②各種相談窓口や生きがい等の施策の周知 

事業名 取 組 実施時期・回数 担当課等 

広報きょうわ 

・ホームページ 

町の様々な情報を発信し、町民の意欲の向上に

つなげるとともに、各種相談窓口などの開設を

お知らせします。 

適時 

保健福祉課 

自殺予防週間・ 

自殺対策強化月間 

９月の自殺予防週間や３月の自殺対策強化月間

において広報きょうわへの掲載やポスター掲示

を実施します。 

９月、３月 

 

 

基本施策２ 相談支援の充実 

町では、様々な相談窓口を設置しており、また、他機関で実施している専門の窓口

の紹介も行い、これらの相談窓口の周知及び利用促進に努めます。 

  妊産婦や子育てする方においては、子育ての不安や生活環境の変化から精神的に不

安定になりやすく産後うつを発症するケースも少なくありません。子育て支援センタ

ーとの連携により妊娠から出産、子育てに到る過程において包括的な支援を行います。 

学校においては、児童の悩みを受け止められるよう相談体制を強化するとともに、

不登校児童への対応やいじめ対策、命を大切にする教育を推進しています。 

高齢者においては、加齢とともに高血圧、関節痛等の慢性疾患をかかえる方が多く

なり、こうした慢性的な疾患が、うつ病の引き金となる場合も少なくありません。ま

た、高齢になると近親者の死亡等による環境変化、家庭内での人間関係のもつれを経

験することが多くなり、孤独感からうつ病を発症することがあり、高齢者の気持ちに

より添った支援を展開すると同時に、包括的な事業展開を図る必要があります。 

障がいを持つ方においては、相談支援事業所の活用など地域で安心して生活し必要

なサービスが受けられるよう、また社会参加促進のため、継続的な支援を行います。 

生活困窮者は、背景に障がいや依存症、多重債務、虐待等の多様な問題を複合的に

抱えている場合が多く、自殺リスクを高める要因となっています。税、保険料、公共

料金等の滞納がないか関係部署と情報共有を図り、また民生委員や地域のネットワー

ク、近隣住民等による気になる家庭の情報提供により自立に向け支援を実施します。 

働く人は、職場環境の様々な負荷が労働者の心の健康に重大な影響を及ぼし、うつ

病から休職となるケースは少なくありません。各職場ごとにストレスチェックを定期

的に実施することで職員の精神的不調の状態を把握し、高ストレスの職員については、

必要に応じて産業医や専門医療機関、町の保健師による健康相談に繋げていくため、

広報等を活用し、職場ごとのこころの健康づくりを推進するよう啓発に努めます。 
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①相談職員の資質向上と連携の強化 

事業名 取 組 実施時期・回数 担当課等 

職員研修事業 

職員の資質や能力の向上により、直接的、間接

的に町民へ満足感や安心感を与えることから、

各種研修事業を実施します。 

適時 総務課 

自殺対策庁内 

連携会議 

全庁的に自殺対策に取り組むため諸施策の調整

や情報共有、自殺対策の実施のための検討を行

い、連携を図ります。 

年 1 回 保健福祉課 

 

②すべての年代を対象とした相談支援の充実 

事業名 取 組 実施時期・回数 担当課等 

チャイルドシート 

貸与事業 

子どもの交通事故等の被害や経済的負担の軽減

を図るため、６歳未満の子を養育する保護者に

チャイルドシートを無償貸与します。 

随時 企画振興課 

人権相談 

人権に関わる問題（いじめ、差別、パワハラ、

セクハラ、ＤＶ、近隣者とのもめごと等）につ

いて、人権擁護委員が相談に応じます。 

年４回 

住民生活課 

子育て支援センター 

就学前の児童と保護者に遊びの場を提供し、子

育て家庭の交流と子育てに関する相談支援を行

います。 

随時 

子ども医療助成事業 

中学卒業まで（１５歳に到達する年度末まで）

の子どもに係る医療費の自己負担を無償化、経

済的負担を軽減します。 

適時 

出産祝金支給事業 

出産を祝い出生児の健やかな成長に寄与するた

め、第１子目からの出生に際し、祝金と商品券

（町内商店用）を合わせて贈呈します。 

１回 

乳児おむつごみ袋 

給付事業 

子どもが生まれた際に、乳児の紙おむつの廃棄

に使用できるごみ袋を給付し、出産後の家庭の

手助けとなるよう生活支援を行います。 

１回 

幼児センター通園バ

ス運行・利用料軽減 

幼稚園と保育所の機能を持つ幼児センターでは

子育て世帯の負担軽減のため、通園バスを運行、

また利用料を低額に設定します。 

随時 

ブックスタート事業 

赤ちゃんと保護者が絵本を介し、心ふれあう時

間を持つきっかけづくりとして、生後６ヶ月の

乳児世帯に絵本を２冊贈呈します。 

１回 

一時預かり事業 

保護者の通院や社会参加等の理由で育児できな

いときに、子育て支援センターにおいて一時的

預かり保育を実施します。 

随時 

ひとり親家庭等医療 

ひとり親家庭等の母または父等を対象に、扶養

されている児童等に係る医療費を助成し、経済

的負担の軽減を図ります。 

随時 

母子健康手帳交付 

妊娠届の際に、保健師等と面接を行い母子健康

手帳を交付します。妊産婦の不安や悩みはいつ

でも相談が受けられるよう安心を提供します。 

１回 

保健福祉課 育児学級 

出産前の両親を対象に妊婦体験や沐浴実習、子

育てに関する情報提供し、子育てに関する知識

の普及と子育てへの不安解消を図ります。 

１回 

にこにこ広場 

妊婦、１歳までの親子の遊びの広場、参加者同

士の交流や情報交換の場を開設しています。保

健師、管理栄養士の相談を行います。 

月１回 
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事業名 取 組 実施時期・回数 担当課等 

どろんこ健康相談 
子育て支援センターの利用者を対象に、保健師、

管理栄養士の相談を行います。 
月１回 

保健福祉課 

乳幼児健康診査 

４カ月・７ヵ月児健診の受診を推進することに

より、先天性疾患等の早期発見や発育・発達の

状況確認に努めます。 

各１回 

１歳６ヵ月・３歳児 

健康診査 

医師、歯科医師による内科・歯科の各健康診査

保健師、管理栄養士、歯科衛生士による相談によ

り養育状態を確認し適切な指導を実施します。 

各１回 

特定不妊治療費助成 

妊娠を希望する夫婦にとって不妊は大きなスト

レスとなる可能性があり治療に係る助成を行い

負担の軽減を図ります。 

随時 

母子保健推進員 

町内各地区に母子保健推進員を配置し、希望者

には訪問による相談支援等を行うなど育児に関

する不安解消に努めます。 

随時 

妊婦相談 
妊娠期に、保健師、管理栄養士による相談を実

施し、不安解消に努めます。 
妊娠期 

新生児・乳児訪問相談 
赤ちゃんの発育、発達確認、育児不安の解消や

産後うつ予防のため、訪問して支援を行います。 

産後１ヵ月 

前後 

乳児相談 
子どもの発達を確認するなかで、育児や家庭内

の不安や悩み事を解決できるよう支援します。 
月２回 

すこやか相談 

子どもの発育・発達を促すため、心理士が相談

を受け、子どもの健やかな成長のための助言を

行います。 

年６回 

養育支援訪問 
養育支援が必要な家庭を戸別に訪問し、必要と

なる支援を行います。 
随時 

健康相談 
来所や電話による健康相談を随時受け付け、ま

た各種教室において健康相談を実施します。 
随時 

健康運動教室 

壮年期からの健康保持、増進を目的に、特に多

い関節疾患の予防・痛みの軽減を各人が図れる

よう健康指導を行います。 

３クール 

がん検診・健康診査 

がん疾患等の早期発見と疾患発見後の精神的な

フォローや健診時に睡眠障害や多飲の状態を把

握することにより健康管理の支援を行います。 

随時 

ふれあい訪問事業 

（一日給食） 

町内に居住している数え７５歳以上の一人暮ら

しの高齢者宅に、民生委員が給食を配付し安否

確認を行います。 

年４回 

除雪サービス事業 

冬期間の安心な生活のため、高齢の一人暮らし

や夫婦世帯に対し、民生委員が見守り活動を行

い、除雪サービスの利用に繋げます。 

年２回 

高齢者等冬の 

生活支援事業 

高齢者や障がいのある方など生活弱者のみの町

民税非課税世帯に対して、冬期間の生活支援を

目的に商品券を交付します。 

１２月～３月 

いきいきセンター 

居住棟 

独立して生活することに不安のある高齢者の方

に管理人付き（夜間は緊急通報システム）の住

居を提供します。 

随時 
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事業名 取 組 実施時期・回数 担当課等 

障がい者相談 

支援事業 

岩宇地区相談支援センターの支援員が障がい者

等からの相談に応じ、必要な情報の提供、福祉

サービスの利用支援等など援助を行います。 

随時 

保健福祉課 

地域活動支援 

センター事業 

精神障がい等を持つ方の社会参加や地域活動、

就労の準備のため、「前田の家」において地域

で生活するための各種支援を行います。 

随時 

重度障がい者タクシー 

チケット交付事業 

身体障害者手帳の下肢障がい１・２級、視覚障

がい１級の方へ近隣のタクシーで使える１万２

千円分のチケットを交付し外出を支援します。 

年１回 

ヘルプマーク配布 

日常・社会生活を営むうえで生じる「社会的障

壁」を除去し、周囲への理解を深めるため、希

望者にヘルプマークを配布します。 

随時 

子ども発達支援 

専門員派遣事業 

発達に不安のある子どもと心理士等専門員が面

談を行い、保護者や通園する幼児センター等と

対象児の関わりに対する支援を行います。 

随時 

行政相談 

行政の困りごとやどこに相談すればいいのかわ

からない相談等に行政相談委員が応じ、安心し

て生活できるよう支援します。 

月２回 

法律相談 

法律相談に至る相談者の中には深刻かつ複合的

な問題を抱えている場合も多く、問題解決に向

けて弁護士が支援します。 

月２回 

生活困窮者への 

相談支援 

生活困窮者の生活支援に対する相談は、専門機

関や役場関係部署と連携を図りながら包括的支

援を行います。 

適時 

生活保護 

生活保護受給者は自殺のリスクが高いといわれ

ており、総合振興局のケースワーカー等と連携

し、各種相談・支援を行います。 

随時 

高齢者介護相談 
地域包括支援センターにおいて、高齢者や介護

に関する相談に応じ、包括的支援を行います。 
随時 

いきいきクラブ 

（介護予防教室） 

介護予防のための運動や認知症予防等の知識の

普及を目的として、心身の機能を維持向上でき

るような教室を実施します。 

２クール 

認知症家族の 

ための学習会 

認知症の方の家族が集まり、介護するうえでの

大変さを共有したり、悩みを解決するための具

体的方法を学ぶための学習会を実施します。 

年１回 

認知症サポーター 

養成講座 

認知症の家族の負担は大きく介護のなかで共倒

れとなる危険性もあり、地域全体で気づきの力

を高め、サポーターの増加を目指します。 

随時 

納税相談 

納期内完納の困難な方には事情聴取の上、分納

計画書を作成し、生活困窮者と判断した場合は

関係部署と連携をとりながら支援を行います。 

随時 税務課 

食育推進事業 

食に関する様々な知識を身につけ、美味しく楽

しく食べることは生きる喜びや楽しみを与えま

す。学校等と横断的な食育の取組を行います。 

随時 

産業課 

消費者生活相談 

消費生活に関する相談をきっかけに、他に抱え

ている課題も把握・対応することで、包括的な

問題解決に向けた支援を行います。 

適時 

上下水道 

使用料徴収業務 

使用料の徴収業務等に係る各戸訪問、電話確認

の際に納入者の生活状況（健康状態・困窮度等）

を把握し関係課との情報共有を図ります。 

随時 上下水道課 



 - 20 - 

事業名 取 組 実施時期・回数 担当課等 

要保護・準要保護 

児童生徒援助制度 

経済的援助を要する児童生徒に対し、学用品費

・スキー用具・通学用品・新入学用品、修学旅

行費などを援助します。 

随時 

教育委員会

管理課 

教育相談 

いじめ、友人関係、非行、体罰、不登校、学校

のこと等について、保護者または児童生徒から

の直接の相談に応じます。 

随時 

特別支援教育 

連絡協議会 

一人ひとりを大切に信頼関係に立つ教育を推進

するため、情報収集に努め、各学校と教育委員

会が連携した体制の強化に努めます。 

随時 

体罰調査の実施 

教職員による体罰事故の把握及び事故防止の周

知徹底を図ることを目的として調査を実施しま

す。※道教委事業 

随時 

小・中連携事業 

３小学校から１中学校へ入学する１年生の戸惑いや

不安感解消のため「小学校同一学年の合同学習」や「中

学教員の小学校乗入れ授業」等を実施します。 

随時 

緊急通報システム 

一人暮らしの高齢者等の希望者に無償で携帯式

端末機を貸与し、緊急時の通報は受診センター

の看護師が２４時間体制で対応します。 

随時 

社会福祉 

協議会 

緊急連絡票配布 

安心して日常生活が過ごせるよう、怪我などの

緊急時、発見者が迅速対応できる「緊急連絡票」

を一人暮らし高齢者宅に配布します。 

随時 

電話訪問サービス 

一人暮らしの高齢者等の希望者に、ホームヘル

パーが電話し安否確認や生活相談などの支援を

行います。 

随時 

ふれあい訪問活動 

一人暮らしの高齢者宅に各町内会の社会福祉委

員とホームヘルパーが訪問し、福祉ニーズや生

活実態の把握と安否確認を行います。 

随時 

紙おむつ支給 

サービス 

在宅の要介護高齢者や重度障がい者（児）の世

帯に対し、在宅生活の維持と経済的負担の軽減

を図るため、紙おむつを現物支給します。 

随時 

高齢者安全杖 

の交付 

歩行困難で杖を使用する数え７５歳以上の希望

者を対象に、滑り止め付き安全杖を無償で交付

します。 

１回 

福祉用具貸与 

病気や怪我、施設からの一時帰宅などで福祉用

具を必要とする方に、車イスやベッド等を無償

貸与し、介護者等の負担軽減を図ります。 

随時 

日常生活 

自立支援事業 

認知症高齢者など判断能力が十分でない方を対

象に、日常的金銭管理や通帳等書類の預かりを

行い、生活再建に向けた専門的支援を行います。 

随時 

特別支援学級へ 

の支援 

町内の小中学校の特別支援学級に対して、啓発

・研修活動の推進や関係機関との連携体制構築

のための支援を行います。 

１回 

ひとり親家庭等の 

児童生徒学用品助成 

ひとり親家庭等の児童生徒を対象に学用品の購

入に係る経済的負担を軽減するため、図書カー

ドを贈呈します。 

１回 

低所得世帯年末援助 

準要保護世帯を対象に、出費がかさむ年末に向

けて、経済的負担の軽減を図るため、援助金を

支給します。 

１回 

生活福祉資金 

貸付事業 

低所得世帯また障がい者や高齢者世帯の生活の

安定のため、生活や教育の資金貸付について、

相談支援を行います。 

随時 
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事業名 取 組 実施時期・回数 担当課等 

愛情資金貸付事業 

一時的な生活困窮者に対して、相談支援や資金

貸付、また無料フードの提供等を行い、経済的

自立と生活意欲の助長促進を支援します。 

随時 
社会福祉 

協議会 

 

③ハイリスク者の早期発見と支援につなぐための連携体制の充実 

事業名 取 組 実施時期・回数 担当課等 

要保護児童 

対策協議会 

要保護児童の適切な保護または要支援児童や特

定妊婦への適切な支援を図るため関係機関で情

報を共有し対策を協議します。 

適時 住民生活課 

ＤＶ被害者支援 

児童虐待防止 

配偶者からの暴力に対する相談及び支援、また

児童虐待防止のため関係機関と連携を図り町民

の安全な生活の確保に努めます。 

随時 

保健福祉課 巡回児童相談 
児童の発達に関する相談や療育手帳の判定を受

けることができます。 
年３回 

権利擁護事業 

高齢者及び障がい者等の権利擁護に関する相談

及び支援を行い、生活の不安解消と各種手続援

助の関係機関との連携を図ります。 

随時 

スクールカウンセラー 

活用事業 

いじめ、不登校、友人関係など学校生活全般に

関わることについて、保護者及び生徒からの相

談事業を行います。※道教委事業 

随時 

教育委員会

管理課 
いじめアンケート 

の実施 

児童生徒が安心して学校生活を送るため、いじ

めの未然防止、早期発見・早期解消を目的とし

たアンケートを実施します。※道教委事業 

年２回 

道立施設 

専門支援相談 

子どもの発達の評価、療育指導について、保護

者など家族のほか、市町村に対して専門的支援

を行います。 

年１回 
道立子ども総合医療
・療育センター 

児童相談 

いじめ、心と体のこと、不登校など子どもと若

者のための相談窓口を開設し、電話相談を受け

付けます。 

適時 
中央児童 

相談所 

心配ごと相談 

生活の中で不安に思うことや心配ごとについて

担当相談員が気軽に話せる機会を提供し、相談

に応じます。 

月２回 
社会福祉 

協議会 

こころの健康相談 
悩み事や心身の不安などに対する電話相談や、

精神科医による面接相談を実施します。 
月１回 

岩内保健所 

女性の健康相談 
女性のための健康に関する相談を、保健師によ

る電話相談や面接相談を実施します。 
月１回 

くらし・しごと相談 

生活のなかでの困りごとや心配ごとに電話･訪

問で相談に応じ、様々な制度やサービスの調整

や支援を行います。 

随時 
くらし・しごと
相談処しりべし 
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基本施策３ 社会環境の整備 

  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」を減らす

取組に加え「生きることの促進要因」を増やす取組を行うことが必要といえます。 

「ゲートキーパー」は、自殺の危険を示すサインに気づき、適切に対応をできる人

のことで、いわば「命の門番」とも位置付けられる人のことです。自殺対策では、悩

んでいる人に寄り添い、関わりを通して孤立・孤独を防ぎ、支援することが重要です。

ゲートキーパーの役割を担う人が増えることは、生き心地の良い社会、誰も自殺に追

い込まれることのない社会の実現にも繋がることから、多くの方がゲートキーパーの

意識を持ち、各々の立場でできることから行動を起こしていくことが求められます。 

また、地域におけるネットワークの強化は、既存の多様な対象や様々な分野での取

組を推進するだけでなく、それぞれの取組の連携を進めることで、地域での居場所づ

くりや見守り支援の拡大を図ります。 

町民が安心した生活を送ることができるよう、分野を超え広範囲で行われる支援等

を推進します。 

 

 ①住民活動の活性化 

事業名 取 組 実施時期・回数 担当課等 

駐在員・町内会 

駐在区ごとに、駐在員を委嘱し地域の配布物や

取りまとめを依頼します。地域での気になるこ

となどについて、役場への橋渡しをします。 

随時 総務課 

交通安全協会 

通勤・通学時間帯の街頭立哨等で子どもや高齢

者の見守りを行うほか、危険箇所の情報収集な

ど警察等と連携し交通事故防止に努めます。 

随時 企画振興課 

防犯協会支部 

岩内地方防犯協会の共和支部では祭の立哨等の

青少年の見守りのほか地域防犯活動を推進し、

警察等と連携し危険の防止に努めます。 

随時 住民生活課 

老人クラブ連合会 

町内１３の単位老人クラブの連合組織として、

ボランティアや健康づくりを推進し、高齢者の

閉じこもり予防に繋げる活動を行います。 

随時 

保健福祉課 地域サロン支援 

地域住民が主体となり、一人暮らしの７５歳以

上の方の交流の場を定期的に催し、閉じこもり

防止や見守り体制の強化に繋げます。 

随時 

地区介護予防活動 

開設支援 

各地区で介護予防のための知識や運動の方法、

社会活動の大切さを学習し、身近な場所で介護

予防活動に取り組むための支援を行います。 

随時 

子どもを守るＳＯＳ

ステーション 

企業・商店等に協力により、子どもが逃げ込め

る場所として町内各地に設置、あわせて犯罪被

害の防止に努めます。 

随時 
教育委員会

生涯学習課 

ふれあい昼食会 

一人暮らしの高齢者の孤立を防止するため、地

域住民・ボランティア団体の協力により、お弁

当配布や会食交流会を行います。 

年６回 
社会福祉 

協議会 
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事業名 取 組 実施時期・回数 担当課等 

シルバーボラン 

ティア事業 

老人クラブによる除雪やごみ出しなどのボラン

ティア活動を支援し、リーダーとなる人材の発

掘や地域の支え合いを促進します。 

随時 
社会福祉 

協議会 

ふれあいサロン支援 

地域住民・町内会組織が行う、高齢者等がいき

いきと過ごせる交流の場の催しや孤独・引きこ

もりの防止、見守りの体制づくりを支援します。 

随時 

 

②ゲートキーパー養成の推進 

事業名 取 組 実施時期・回数 担当課 

ゲートキーパー 

の育成 

こころの健康への理解を深め、ゲートキーパー

の役割を認識するために関係機関職員や企業等

への研修参加を呼びかけます。 

適時 保健福祉課 

 

③仲間づくり、見守りができる地域づくり 

事業名 取 組 実施時期・回数 担当課等 

児童公園 

児童の健全育成と幼児・児童が年齢を超えて遊

ぶことで一定の社会性に対する体験学習の場と

して、地域の公園を整備し管理します。 

５月～１１月 住民生活課 

健康スポーツ大会 

高齢者が参加できるスポーツ等により交流を図

るとともに、健康づくりの啓発を行い、老人ク

ラブへの参加を推進します。 

７月 

保健福祉課 町民健康券配布事業 

健康増進と施設の利用のため、温泉、パークゴ

ルフ、美術館、インフルエンザ予防の利用券を

配布、健康を考えるきっかけと啓発を図ります。 

随時 

高齢者見守り 

ネットワーク 

地域において認知症の方やその家族を支えられ

るよう、駐在所等と協力しネットワークの強化

を図ります。 

随時 

共和かかし祭 

イベントの開催により、町民が集い交流して楽

しめる機会を創出し、町の活性化を図るととも

に、町民の活動や行動を促します。 

８月 産業課 

図書コーナー 

生涯学習センター図書室に「こころの健康」に

関するコーナーを設け、子どもから大人まで図

書が助けとなり支援となるよう努めます。 

随時 

教育委員会

生涯学習課 
青少年育成協会 

大人が子どもの活動に関心を持ち、積極的に活

動に参加できるよう、団体の活動を通して、連

携と交流が図られるよう機会を提供します。 

随時 

スポーツ少年団 

活動支援 

子ども達が少年団活動を通じて、協調性や創造

性、社会のルール、思いやりのこころをはぐく

めるよう各スポーツ活動を支援します。 

随時 

身体障害者福祉協会 

身体に障がいのある方の任意団体として、年に

数回交流を図り、情報交換や福祉サービス等の

研修を行います。 

随時 
社会福祉 

協議会 
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第４章 計画の推進体制  
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 「誰も自殺に追い込まれることのない共和町」の実現を目指して、関係機関や民間団

体等の緊密な連携を図るとともに、それぞれの主体が果たすべき役割を認識し、相互の

協力のもと自殺対策を総合的に推進します。 

 

 

１ 北海道・関係団体・町民等の連携 

 

 本計画の推進にあたっては、庁内関係各課との連携を図るとともに、北海道、関係機

関、町民等との連携を図りながら、重層的・包括的な取り組みを推進します。 

 

 

２ 主体ごとの役割 

 

 町全体で本計画を総合的に推進するためには、それぞれの主体が果たすべき役割を明

確化、共有化したうえで、相互の連携・協働の仕組みを構築することが必要です。 

 本町の自殺対策は、それぞれの主体が次のような役割で推進します。 

 

○町の役割 

   国、北海道及び町の自殺の現状を把握し、状況に応じた自殺対策を総合的かつ計

画的に実施していきます。また、自殺対策の策定及び実施にあたっては、国、北海

道及び町民と連携して取り組みます。 

 

 ○町民の役割 

   町民は、自殺の状況や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、

悩んだ時に一人で抱え込まず、誰かに援助を求める等の適切な対処方法を身につけ

ることが大切です。またゲートキーパーとして、町民同士が支え合うことができる

よう行政等と連携し、積極的に自殺対策に取り組みます。 

 

 ○民間団体の役割 

   地域で活動する民間団体は、直接自殺防止を目的とする活動のみならず、関連す

る分野での活動も自殺対策に寄与し得るということを理解し、他の主体との連携・

協働のもと、積極的に自殺対策に参画します。 
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３ 連携会議 

 

 町では全庁的に自殺対策に取り組むため、共和町自殺対策庁内連携会議（以下「連携

会議」という。）を組織し、自殺対策に関する諸施策の調整や情報共有を図ります。 

また、連携会議は、必要に応じて他の関係機関からの参加を得て意見を拝聴するほか、

各所属における取組事項を検討するため担当者によるプロジェクト会議を行います。  

本計画を着実に推進するため、計画推進における責任主体となり進捗状況を確認し、

計画された施策が確実に実施され、必要な見直しが行われるよう進行管理を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 評価指標 

 

 本計画の主な評価指標を次のとおり設定し、毎年度、取組状況をまとめ、その進捗状

況を検証・評価し、ＰＤＣＡサイクルにより計画を推進します。 

 

主な施策 指標の内容 現 状 目 標 

施策の周知 町広報紙・ＨＰの周知 － 年２回 

知識の普及啓発 健康教育・健康講座 随時 年１回 

人材の育成 ゲートキーパーの養成 － ５０人 

 

共和町自殺対策庁内連携会議 

プロジェクト会議 

関係機関 関係機関 関係機関 


