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１章  計画策定の趣旨・位置づけ・計画期間と目標 

 

 

掛川市では、「希望が見えるまち・誰もが住みたくなるまち掛川」を実現するため、第２次総合計

画に基づき、「健康・子育て日本一のまちづくり」を進めています。その具現化の一環として、関係

機関の連携や相談事業の強化、地域の特性に応じた実効性の高い施策の推進体制を整備することで、

一人でも自殺者を減らしていきます。 

 また、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、見守ることのできる

市民を増やし、地域ぐるみの自殺予防対策を推進します。 

 

 １．計画策定の趣旨   

平成 18 年に自殺対策基本法が制定されて以降、それまで「個人の問題」とされてきた自殺が「社会

の問題」として広く認識されるようになりました。国を挙げて自殺対策が総合的に推進された結果、

自殺者数の年次推移は減少傾向にあるなど、着実に成果が上っています。しかし、我が国の自殺死亡

率（人口 10 万人当たりの自殺による死亡率）は、主要先進７か国の中で最も高く、自殺者数の累計は

毎年２万人を超える水準で積み上がっているなど、非常事態はいまだ続いていると言わざるを得ませ

ん。 

そうした中、「誰も自殺に追い込まれることのない社会」の実現を目指して自殺対策を更に総合的か

つ効果的に推進するため、施行から 10年の節目に当たる平成 28年に、自殺対策基本法が改正されま

した。改正法では、自殺対策が「生きることの包括的な支援」として実施されるべきこと等を基本理

念に明記するとともに、自殺対策の地域間格差を解消し、誰もが「生きることの包括的な支援」とし

ての自殺対策に関する必要な支援を受けられるよう、全ての都道府県及び市町村が「都道府県自殺対

策計画」又は「市町村自殺対策計画」を策定することとされました。 

市では、平成 23 年度に策定した掛川市自殺予防対策推進計画に基づき、掛川市自殺予防対策関係機

関連絡会と連携して、自殺対策を推進して参りました。 

このたび、自殺対策基本法の改正及び自殺総合対策大綱の見直しを踏まえ、誰も自殺に追い込まれ

ることのない社会を実現するために、第２次掛川市自殺予防対策推進計画を策定いたします。 

 

 ２．計画の位置づけ   

 

（１）この計画は、自殺対策基本法第３条第２項（地方公共団体の責務）及び第13条（都道府県自殺

対策計画等）第２項の規定に基づき、掛川市の実情に応じた総合的な自殺対策をまとめたもの

です。 

 

（２）この計画は、静岡県の「第２次いのち支える”ふじのくに”自殺総合対策行動計画」や、「掛川市

総合計画」及び関連する個別分野別計画との整合を図っています。 
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 ３．計画の期間と目標   

 

計画期間は、令和２年度（2020年度）から令和５年度（2023年度）までの４年間とし、最終年度に

見直しを行います。 

自殺総合対策大綱では、「令和８年までに、自殺死亡率を平成27年と比べて30％減少させる」ことが

数値目標として掲げられています。これに準じて、本計画では、「令和５年までに自殺死亡率を14.0と

する」ことを目標とします。（平成27年と比べて約25％減少） 

これに加えて、自殺総合対策大綱の重点施策を踏まえて、「自殺予防週間や自殺対策強化月間につい

て知っている人の割合」及び「ゲートキーパーについて知っている人の割合」を評価指標とします。 

また、第１次計画に引き続き、アンケート調査から「眠れない日が２週間続いても医療機関を受診

しない人の割合」を評価指標とします。 

 

数値目標 

項 目 
平成27年 

（基準年） 
平成30年 令和５年 

掛川市の自殺死亡率 18.7 15.3 14.0 

 ※自殺死亡率：人口10万人あたりの自殺者数（自殺者数÷人口×10万人） 

 

評価目標 

項 目 令和元年（基準年） 令和５年 

自殺予防週間・自殺対策強化月間
について知っている人の割合 

12.5％ ↑（増やす） 

ゲートキーパーについて知ってい
る人の割合 

4.9％ ↑（増やす） 

眠れない日が２週間続いても医療
機関を受診しない人の割合 

47.0％ ↓（減らす） 

 

＜眠れない日が２週間続いても医療機関を受診しない人の割合＞ 

 

 
 

資料名：掛川市「こころの健康に関するアンケート調査」(令和元年10月) 

受診しない

47.0%

精神科以外の医療機

関を受診する（かか

りつけ医など）

30.7%

精神科などの

専門の医療機

関を受診する

14.6%

未回答

7.7%
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２章  自殺対策の基本認識 

 

 

自殺対策を進めるうえで認識すべき基本的事項として、「自殺総合対策大綱」に記載されている３

つの基本認識を挙げました。市を挙げて自殺対策を推進しなければならない理由は、この基本認識に

あります。 

 

 

＜自殺は、その多くが追い込まれた末の死である＞ 

 

自殺は、人が自ら命を絶つ瞬間的な行為としてだけでなく、人が命を絶たざるを得ない状況に追 

い込まれるプロセスとして捉える必要がある。自殺に至る心理としては、様々な悩みが原因で心理 

的に追い詰められ、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から、また、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見ることができるからである。 

自殺行動に至った人の直前の心の健康状態を見ると、大多数は、様々な悩みにより心理的に追い 

詰められた結果、抑うつ状態にあったり、うつ病、アルコール依存症等の精神疾患を発症していた 

りと、これらの影響により正常な判断を行うことができない状態となっていることが明らかになっ 

ている。 

このように、個人の自由な意思や選択の結果ではなく、「自殺は、その多くが追い込まれた末の 

死」ということができる。 

※自殺総合対策大綱より引用 

 

 

平成30年全国における原因・動機別の自殺者数及び構成比 

 

 （単位：人） 

 総 数 原因・動機特定者 原因・動機不特定者 

自殺者数 20,840 15,551 5,289 

構 成 比 100.0％ 74.6％ 25.4％ 

 

 原因・動機特定者の内訳 

 家庭問題 健康問題 
経済 

・生活問題 
勤務問題 男女問題 学校問題 そ の 他 

自殺者数 3,147 10,423 3,432 2,018 715 354 1,081 

構 成 比 20.2％ 67.0％ 22.1％ 13.0％ 4.6％ 2.3％ 7.0％ 

 

資料名：警察庁生活安全局生活安全企画課「平成30年中における自殺の概要」（平成31年３月） 

注）遺書等の自殺を裏付ける資料により明らかに推定できる原因・動機を自殺者一人につき３つまで計上可能としたた

め、原因・動機特定者の原因・動機別の和と原因・動機特定者（15,551人）とは一致しない。 
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＜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＞ 

 

平成１９年６月、政府は、基本法に基づき、政府が推進すべき自殺対策の指針として自殺総合対 

策大綱（以下「大綱」という。）を策定し、その下で自殺対策を総合的に推進してきた。 

大綱に基づく政府の取組のみならず、地方公共団体、関係団体、民間団体等による様々な取組の 

結果、平成１０年の急増以降年間３万人超と高止まっていた年間自殺者数は平成２２年以降７年連 

続して減少し、平成２７年には平成１０年の急増前以来の水準となった。自殺者数の内訳を見ると、 

この間、男性、特に中高年男性が大きな割合を占める状況は変わっていないが、その人口１０万人 

当たりの自殺による死亡率（以下「自殺死亡率」という。）は着実に低下してきており、また、高齢 

者の自殺死亡率の低下も顕著である。 

しかし、それでも非常事態はいまだ続いていると言わざるをえない。若年層では、２０歳未満は 

自殺死亡率が平成１０年以降おおむね横ばいであることに加えて、２０歳代や３０歳代における死 

因の第一位が自殺であり、自殺死亡率も他の年代に比べてピーク時からの減少率が低い。さらに、 

我が国の自殺死亡率は主要先進７か国の中で最も高く、年間自殺者数も依然として２万人を超えて 

いる。かけがえのない多くの命が日々、自殺に追い込まれているのである。 

※自殺総合対策大綱より引用 

 

 

 
資料名：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」（発見日・全国） 

32,845 31,690
30,651

27,858 27,283

25,427
24,025

21,897 21,321 20,840

23,472
22,283

20,955

19,273 18,787
17,386

16,681
15,121 14,826 14,290

9,373 9,407 9,696
8,585 8,496 8,041

7,344 6,776 6,495 6,550
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人
）

自殺者の年次推移

全体 男性 女性
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 ＜地域レベルの実践的な取り組みをPDCAサイクルを通じて推進する＞ 

 

我が国の自殺対策が目指すのは「誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現」であり、基本

法にも、その目的は「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」

とうたわれている。つまり、自殺対策を社会づくり、地域づくりとして推進することとされている。 

また、施行から１０年の節目に当たる平成２８年に基本法が改正され、都道府県及び市町村は、大

綱及び地域の実情等を勘案して、地域自殺対策計画を策定するものとされた。あわせて、国は、地方

公共団体による地域自殺対策計画の策定を支援するため、自殺総合対策推進センターにおいて、都道

府県及び市町村を自殺の地域特性ごとに類型化し、それぞれの類型において実施すべき自殺対策事業

をまとめた政策パッケージを提供することに加えて、都道府県及び市町村が実施した政策パッケージ

の各自殺対策事業の成果等を分析し、分析結果を踏まえてそれぞれの政策パッケージの改善を図るこ

とで、より精度の高い政策パッケージを地方公共団体に還元することとなった。 

自殺総合対策とは、このようにして国と地方公共団体等が協力しながら、全国的なＰＤＣＡサイク

ルを通じて、自殺対策を常に進化させながら推進していく取組である。 

※自殺総合対策大綱より引用 
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３章  掛川市の自殺の現状 

 

 

厚生労働省から提供された地域における自殺の基礎資料や、地域自殺実態プロファイルなどの資料

をもとに、掛川市の自殺者について全国及び静岡県と対比させて集計しました。 

 

１．自殺者数・自殺死亡率の推移 

全国の自殺者数は平成10年に３万人を超え、その後は３万人前後で推移してきましたが、全体的 

には減少傾向にあり、平成24年度以降は２万人代で推移しています。 

平成26年度以降の掛川市の自殺者数は、ほぼ横ばいとなっていますが、自殺死亡率は、全国及び 

 静岡県と比較してわずかながら高い傾向にあります。 

 

自殺者数・自殺死亡率              （単位：上段 人・下段 10万人対） 

 

 

平成 
21年 

平成 
22年 

平成 
23年 

平成 
24年 

平成 
25年 

平成 
26年 

平成 
27年 

平成 
28年 

平成 
29年 

平成 
30年 

掛
川
市 

自殺者数 14 30 28 21 24 20 22 22 22 18 

自殺死亡率 12.1 26.0 24.3 18.2 20.3 16.9 18.7 18.7 18.7 15.3 

静
岡
県 

自殺者数 850 892 891 776 775 708 680 650 636 602 

自殺死亡率 22.5 23.7 23.7 20.7 20.3 18.6 18.0 17.2 16.9 16.1 

全 

国 

自殺者数 32,485 31,334 30,370 27,589 27,041 25,218 23,806 21,703 21,127 20,668 

自殺死亡率 25.6 24.7 23.9 21.8 21.1 19.6 18.6 16.9 16.5 16.2 

資料名：厚生労働省自殺対策推進室「地域における自殺の基礎資料（自殺日・住居地）」     
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（人口10万人対）自殺死亡率の推移

全国 静岡県 掛川市
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２．性別・年齢別自殺者数 

平成25年から平成29年度の掛川市の性別自殺者の割合は、男性 76.4％、女性23.6％となっていま

す。男性の自殺者が７割前後を占めるのは、全国及び静岡県と共通する傾向です。 

また、掛川市の年齢別自殺者の割合では、男性は50歳代、40歳代の自殺が多く、自殺率も同年代

で高い数値を示しています。全国及び静岡県においても、同様の傾向が見られます。 

また、掛川市の50歳代の自殺率は、他の年代と比較して際立って高く、全国及び静岡県と比べて

も10以上高い数値を示しています。 

女性は30歳代が最も大きな割合を占めていますが、全国及び静岡県では、70歳代、60歳代の割合

が高く、やや異なる傾向を示しています。 

全国及び静岡県と比べて、若年層（20～39歳）では自殺死亡率が高い傾向にありますが、70歳以

上の高齢者では、自殺死亡率が低い傾向にあります。 

 

平成25～29年 自殺者の性・年代別割合と自殺率（10万対） 

H25～H29 

平均 

掛川市 
割合 

静岡県 
割合 

全国 
割合 

掛川市 
死亡率 

静岡県 
死亡率 

全国 
死亡率 

合計 100.0％ 100.0％ 100.0％ 18.7 18.2 18.5 

 

男性 76.4％ 72.2％ 68.9％ 28.5 26.7 26.2 

年

代

別

内

訳 

20歳未満 1.8％ 1.4％ 1.6％ 3.5 2.8 3.3 

20歳代 8.2％ 7.3％ 7.5％ 28.1 26.0 26.2 

30歳代 12.7％ 9.4％ 9.5％ 33.9 26.7 26.7 

40歳代 13.6％ 14.3％ 12.3％ 37.2 35.6 30.9 

50歳代 17.3％ 13.6％ 12.1％ 50.2 40.1 36.8 

60歳代 11.8％ 12.2％ 11.4％ 29.7 30.7 30.5 

70歳代 7.3％ 8.7％ 8.7％ 31.0 30.6 33.0 

80歳以上 3.6％ 5.3％ 5.7％ 24.0 34.9 40.5 

女性 23.6％ 27.8％ 31.1％ 8.8 10.0 11.3 

年

代

別

内

訳 

20歳未満 0.0％ 0.7％ 0.7％ 0.0 1.5 1.5 

20歳代 3.6％ 2.2％ 2.8％ 13.7 8.7 10.2 

30歳代 5.5％ 3.0％ 3.6％ 16.1 9.3 10.6 

40歳代 1.8％ 4.3％ 4.6％ 5.4 11.5 12.0 

50歳代 3.6％ 4.3％ 4.5％ 10.8 13.0 13.8 

60歳代 3.6％ 4.8％ 5.2％ 9.7 11.8 13.4 

70歳代 2.7％ 5.0％ 5.2％ 10.2 15.2 16.4 

80歳以上 2.7％ 3.4％ 4.4％ 10.1 12.2 16.7 

資料名：JSSC「地域自殺実態プロファイル（2018更新版）」 

※百分率は小数点以下第２位を四捨五入して算出しているため、百分率の合計が100％にならないことがある。 
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３．原因別自殺者数（平成26～30年） 

掛川市の平成26～30年の原因別自殺者数をみると、「健康問題」が最も多く、次いで「家庭問題」、

「経済・生活問題」となっています。 

「健康問題」が最も多いのは、すべての地域区分で共通しています。 

また、静岡県の平成26～30年の原因別自殺者数の推移をみると、「家庭問題」、「健康問題」、「経

済・生活問題」は減少傾向にありますが、「男女問題」はわずかながら増加傾向にあります。また、

「勤務問題」「学校問題」は横ばいとなっています。 

 

原因別自殺者数*                             （単位：人・％） 

 掛川市 静岡県 全国 

 （人数） （割合） （人数） （割合） （人数） （割合） 

家 庭 問 題 19 14.1 495 11.9 16,814 11.8 

健 康 問 題 47 34.8 1,313 31.6 56,945 40.0 

経済・生活問題 16 11.9 557 13.4 18,415 12.9 

勤 務 問 題 14 10.4 293 7.1 10,304 7.2 

男 女 問 題 6 4.4 114 2.7 3,899 2.8 

学 校 問 題 1 0.7 32 0.8 1,753 1.2 

そ の 他 11 8.1 157 3.8 6,030 4.2 

不 詳 21 15.6 1,194 28.7 28,368 19.9 

* 遺書等の自殺を裏付ける資料により明らかに推定できる原因・動機を３つまで計上可能としているため、原因・動機

特定者の原因・動機別の和と原因・動機特定者数とは一致しない。 

 資料名：厚生労働省自殺対策推進室「地域における自殺の基礎資料（自殺日・住居地）」 

 

 

原因別自殺者数の推移（静岡県）                  （単位：人） 

 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 

家 庭 問 題 107 105 92 103 88 

健 康 問 題 288 282 269 246 228 

経済・生活問題 113 133 113 101 97 

勤 務 問 題 67 56 52 72 46 

男 女 問 題 15 21 25 29 24 

学 校 問 題 7 10 3 6 6 

そ の 他 28 28 22 48 31 

不 詳 251 243 247 228 225 

合 計 876 878 823 833 745 

 資料名：厚生労働省自殺対策推進室「地域における自殺の基礎資料（自殺日・住居地）」 
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４．職業別自殺者数（平成26～30年） 

掛川市の平成26～30年の職業別自殺者数をみると、「被雇用・勤め人」が最も多く、次いで「その

他の無職者」、「年金・雇用保険等生活者」となっています。また、無職者が全体の48.1％を占めて

います。 

すべての地域区分において、「被雇用・勤め人」が最も多く、上位３区分は「被雇用・勤め人」、

「その他の無職者」、「年金・雇用保険等生活者」となっています。また、静岡県及び掛川市では、

全国に比べて無職者の割合が低い傾向にあります。 

さらに、静岡県の職業別自殺者数の推移をみると、「被雇用・勤め人」が減少傾向にあり、「学

生・生徒等」がわずかながら増加傾向にあることがわかります。また、無職者も減少しています。 

 

職業別自殺者数（平成26～30年）                     （単位：人・％） 

 
掛川市 静岡県 全国 

（人数） （割合） （人数） （割合） （人数） （割合） 

自営業・家族従業者 7 6.7 212 6.5 7,953 7.1 

被 雇 用 ・ 勤 め 人 45 43.3 1,169 35.7 32,944 29.3 

学 生 ・ 生 徒 等 2 1.9 95 2.9 4,107 3.6 

無 職 者 50 48.1 1,775 54.2 65,819 58.5 

（ 主 婦 ） 0  148 4.5 6,801 6.0 

（ 失 業 者 ） 2 1.9 84 2.6 4,189 3.8 

（年金・雇用等生活者） 18 17.3 487 14.9 29.041 25.8 

（その他の無職者） 30 28.9 1,056 32.2 25,788 22.9 

不 詳 0  25 0.7 1,699 1.5 

 資料名：厚生労働省自殺対策推進室「地域における自殺の基礎資料（自殺日・住居地）」 

0

50

100

150

200

250

300

家庭問題 健康問題 経済・生活問題 勤務問題 男女問題 学校問題

（
単
位

人
）

原因別自殺者の推移（静岡県）
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原因別自殺者数の推移（静岡県）                  （単位：人） 

 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 

自営業・家族従業者 44 48 40 45 35 

被 雇 用 ・ 勤 め 人 253 237 230 230 219 

学 生 ・ 生 徒 等 15 17 17 25 21 

無 職 者 394 370 358 329 324 

（ 主 婦 ） 34 28 42 22 22 

（ 失 業 者 ） 15 22 23 15 9 

（年金・雇用等生活者） 103 109 78 96 101 

（その他の無職者） 242 211 215 196 192 

不 詳 2 8 5 7 3 

合 計 708 680 650 636 602 

 資料名：厚生労働省自殺対策推進室「地域における自殺の基礎資料（自殺日・住居地）」 

 

 

５．掛川市の主な自殺の特徴 

厚生労働省から提供された地域自殺実態プロファイル【2018更新版】では、掛川市の主な自殺の

特徴として、下記の５区分を挙げています。なお、順位は自殺者数の多さにもとづき、自殺者数が

同数の場合は自殺死亡率が高い順となっています。 

 

掛川市の主な自殺の特徴（平成25～29年） 

上位５区分 
自殺者数 

５年計 
割合 

自殺死亡率* 

（10万対） 
背景にある主な自殺の危機経路** 

１位：男性 40～59歳 

   有職・同居 

15 13.6％ 24.1 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 

２位：男性 60歳以上 

   無職・同居 

12 10.9％ 28.1 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 

   無職・同居 

9 8.2％ 218.0 失業→生活苦→借金＋家族の不和→う

つ状態→自殺 

４位：男性 20～39歳 

   有職・同居 

9 8.2％ 18.4 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 

５位：男性 20～39歳 

   有職・独居 

8 7.3％ 82.4 ①【正規雇用】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 

②【非正規雇用】（被虐待・高校中退）

非正規雇用→生活苦→借金→うつ状態

→自殺 

 資料名：JSSC「地域自殺実態プロファイル（2018更新版）」 

*自殺死亡率の母数（人口）は平成27年度国勢調査を本に自殺総合対策推進センターにて推計した。 

**「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）を参考にした。 
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４章  アンケート結果からみた現状 

 

●掛川市民を対象として「こころの健康に関するアンケート調査」を実施しました。 

 

  調査対象    掛川市在住の20歳以上の男女 2,500名 
  調査方法    郵送配布・郵送回収及びインターネット回答 
  調査期間    令和元年10月18日～31日 
  回収数/回収率 991名/39.64%  

 

地域の人との交流機会 

 

 

 

全体では、地域の人と話をしたり、交流する機会が「よくある」「ときどきある」と回答した人が

73.1％と７割を超えていますが、40代以下では、51.1％に留まっています。若年層では、地域とのつ

ながりが薄い傾向にあることがわかります。 

 

かかりつけ医の有無 

 

 

かかりつけ医のいる人は65.4％、かかりつけ医のい

ない人は32.2％で、およそ３人に２人はかかりつけ医

がいると回答しています。 

  

 

  

よくある

12.9%

よくある

26.8%

ときどきある

38.2%

ときどきある

46.3%

あまりない

33.9%

あまりない

19.8%

まったくない

15.0%

まったくない

6.0%

未回答

1.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

40代以下

(N=186)

全体

（N=991)

あなたは地域の人と話をしたり、交流する機会がありますか。（○は１つだけ） 

あなたにはかかりつけ医がいますか。（○は１つだけ） 

いる

65.4%

いない

32.2%

未回答

2.4%
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こころの不調時のかかりつけ医の相談の可否 

 
 

 

 

かかりつけ医がいる人の中で、こころの不調を感じたとき、かかりつけ医に「相談できる」「おそら

く相談できる」と答えた人の割合は66.5％（平成22年度比 △5.5％減）、「おそらく相談できない」「相

談できない」と答えた人の割合は30.9％（平成22年度比 6.4％増）となりました。 

 

よく眠れない日が２週間以上続いたら、医療機関を受診するか 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

よく眠れない日が２週間以上続いたとしたら、「精神科などの専門の医療機関を受診する」「精神科

以外の医療機関を受診する（かかりつけ医など）」と答えた人の割合は45.3％（平成22年度比 △

16.3％減）、「受診しない」と答えた人の割合は47.0％（平成22年度比 15.4％増）となりました。不眠

はうつ病の初期症状として重要なサインですが、ほぼ半数の人に見逃されていることがわかります。 

できる

33.0%

おそらくできる

33.5%

おそらく

できない

19.0%

できない

11.9%

未回答

2.6%

あなたがこころの不調を感じたとき、そのかかりつけ医に相談できますか。（○は１つだけ） 

仮に、よく眠れない日が２週間以上続いたとしたら、医療機関を受診しますか。（○は１つだけ） 

受診しない

47.0%

精神科以外の医

療機関を受診す

る（かかりつけ

医など）

30.7%

精神科などの専門の

医療機関を受診する

14.6%
未回答

7.7%
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受診しない理由 

 

 

 

よく眠れない日が２週間以上続いたとしたら、医療機関を「受診しない」と答えた人に、その理由

を伺ったところ、「自然に治るだろうから」が59.9％と最も多くなり、次いで「自分で解決できるから」

が24.9％、「どこに受診すればいいかわからないから」が17.2％、「仕事や家族の世話で忙しいから」

が15.9％となりました。 

受診しない理由として、「自然に治るだろうから」と答えた人の割合は、平成22年と比べて6.5％増

えており、「受診しない」と答えた人の割合が増加した主な要因となっています。 

 

  

1.9%

6.2%

9.2%

13.9%

14.8%

15.9%

17.2%

24.9%

59.9%

5.2%

4.1%

12.6%

16.3%

15.6%

13.7%

14.8%

27.3%

53.4%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

周囲の目が気になるから

その他

時間がかかるから

何となく

お金がかかるから

仕事や家族の世話で忙しいから

どこに受診すればいいかわからないから

自分で解決できるから

自然に治るだろうから

平成22年 令和元年

N=466

それは、どのような理由からですか。（○はいくつでも） 
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不安や悩み、辛いときの相談先 

 

 
不安や悩み、辛いときの相談先については、「家族や親族」が63.8％と最も多く、半数を超えていま

す。次いで、「友人や同僚」が41.3％となっています。 

一方、「相談しようとは思わない」が13.0％と１割以上を占めています。また、「相談する人がいな

い」は4.5％、「相談したいが、誰に相談したらよいかわからない」は3.4％となっています。 

 

  

6.0%

3.4%

4.5%

13.0%

1.9%

0.2%

1.6%

2.1%

2.2%

3.3%

6.1%

41.3%

63.8%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

無回答

相談したいが、誰に相談

したらよいかわからない

相談する人がいない

相談しようとは思わない

その他

民間ボランティアの電話相談員

インターネット上だけの

つながりの人

公的な相談機関の職員

（ふくしあ、市役所など）

先生や上司

近所の人

（自治会の人、民生委員など）

かかりつけの医療機関の職員

（医師、カウンセラーなど）

友人や同僚

家族や親族

N=991

不安や悩みや辛い気持ちがあるとき、誰に相談しますか。（○はいくつでも） 
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誰かに相談したり、助けを求めたりすることにためらいを感じるか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

誰かに相談したり、助けを求めたりすることにためらいを感じるかについて、「そう思う」「どちら

かというとそう思う」と答えた人の割合は、全体で35.7％となりました。また、「どちらかというとそ

うは思わない」「そうは思わない」と答えた人の割合は48.9％となりました。 

半数の人が、誰かに相談したり、助けを求めたりすることにためらいを感じていないことがわかり

ます。 

本質問については、男女の回答の差が大きく、「そう思う」「どちらかというとそう思う」と答えた

男性の割合は40.3％、女性の割合は32.8％となり、男性のほうが7.5％多くなりました。また、「どち

らかというとそうは思わない」「そうは思わない」と答えた男性の割合は41.8％、女性の割合は54.4％

となり、女性のほうが12.6％多くなりました。 

また、「そう思う」「どちらかというとそう思う」と答えた人に、その理由を自由記載で回答してい

ただいたところ、「相手に迷惑がかかるから」「相手に理解してもらえないから」「自分で解決したいか

ら」などの理由が見られました。 

 

悩みを抱えたときやストレスを感じたときに、誰かに相談したり、助けを求めたりすることにため
らいを感じますか。（○は１つだけ） 

そう思う

12.9%

どちらかとい

うとそう思う

22.8%

どちらかとい

うとそうは思

わない

20.6%

そうは思わない

28.3%

わからない

8.2% 無回答

7.2%

そう思う

9.4%

そう思う

16.7%

どちらかというと

そう思う

23.4%

どちらかというと

そう思う

23.6%

どちらかというと

そうは思わない

22.1%

どちらかというと

そうは思わない

19.9%

そうは思わない

32.3%

そうは思わない

21.9%

わからない

7.9%

わからない

8.2%

無回答

4.9%

無回答

9.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

女性

(N=533)

男性

（N=402)
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本気で自殺しようと考えたことがあるか 

 
 

 

これまでに本気で自殺しようと考えたことがある人は9.7％となりました。 

 

自殺対策に関する事柄を知っているか 

 

 

自殺対策に関わる事柄のうち、最も認知度が高かったのは「いのちの電話」で、50.5％の人が知っ

ていると答えました。次いで、「こころの健康相談」が32.2％、「自殺予防週間／自殺対策強化月間」

が12.5％、「若者こころの悩み相談窓口」が10.1％などとなっています。 

一方で、「知っているものはない」と答えた人も25.4％みられました。 

 

 

  

ある

9.7%

ない

77.5%

答えたくない

4.4% 未回答

8.4%

25.4%

1.7%

3.3%

4.9%

10.1%

12.5%

32.2%

50.5%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

知っているものはない

自死遺族相談（すみれ相談）

自殺対策基本法

ゲートキーパー

若者こころの悩み相談窓口

自殺予防週間／自殺対策強化月間

こころの健康相談

いのちの電話

あなたはこれまでに、本気で自殺しようと考えたことはありますか。（○は１つだけ） 

自殺対策に関する事柄のうち、知っているものを教えてください。（○はいくつでも） 
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どのような自殺対策が必要か 

 

 

今後どのような自殺対策が必要になると思うかについては、「様々な悩みに対応した相談窓口の設置」

が47.9％、「子どもの自殺予防対策」が43.0％、「職場における働き方改革やメンタルヘルス対策の推

進」が35.9％などとなりました。 

 

 

  

3.3%

10.8%

14.9%

15.8%

16.4%

24.4%

32.8%

35.9%

43.0%

47.9%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

その他

自死遺族等の支援

自殺の実態を明らかにする調査・分析

自殺未遂者の支援

自殺対策に関する広報・啓発

様々な分野におけるゲートキーパーの養成

地域やコミュニティを通じた見守り・支え合い

（地域のサロンや居場所など）

職場における働き方改革や

メンタルヘルス対策の推進

子どもの自殺予防対策

様々な悩みに対応した相談窓口の設置

今後求められるものとして、どのような自殺対策が必要になると思いますか。（○はいくつでも） 
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５章  自殺対策の基本方針 

 

 

掛川市では、次の５つの事項を基本方針として定め、自殺対策に取り組んでいきます。 
 

 

基本方針１ 自殺について市民の理解を深めます 
 

自殺はその多くが追い詰められた末の死であり、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」ですが、相談することへの心理的な抵抗から、問題を深刻化してしまうことがあります。

すべての市民が、身近にいるかもしれない自殺を考えている人のサインにいちはやく気づき、寄り添

い、適切な支援につなぐことができるように、広報活動・啓発活動に取り組みます。 

 

 

基本方針２ 生きることの包括的な支援として推進します  
 

自殺に至る要因は様々で、経済・生活問題、健康問題、家庭問題などが複雑に絡み合って自殺が引

き起こされていると考えられますが、その多くは社会的な取り組みにより解決することができます。  

生きることの促進要因（自己肯定感や、信頼できる人間関係）を、生きることの阻害要因（失業や

生活苦など）が上回った場合に、自殺のリスクが高まるという認識のもと、生きることの包括的な支

援として、双方の視点から自殺予防対策に取り組みます。 

 

 

基本方針３ 関連施策との有機的な連携を強化し、総合的に取り組みます  
 

自殺に追い込まれてしまう人を減らし、誰もが地域で安心して生きることができる社会を実現する

ためには、精神保健的な視点だけではなく、社会・経済的な視点を含む包括的な取り組みが重要です。

このような取り組みを促進するために、様々な分野の組織・関係者の密接な連携を図ります。 

 

 

基本方針４ 対応の段階に応じた適切な取り組みと、その連動を図ります 
 

自殺対策は、個々人の問題解決に取り組む「対人支援のレベル」、複合的な問題を抱える人を包括

的に支援するために、支援者や関係機関が連携する「地域連携のレベル」、法律や大綱、計画等の枠

組みの整備や修正に関わる「社会制度のレベル」に分類でき、これらを有機的に連携させる必要があ

ります。また、地域の相談機関や抱えた問題の解決策を知らないがゆえに支援を得ることができず、

自殺に追い込まれる人が少なくないことから、学校におけるＳＯＳの出し方教育の推進や、孤立を防

ぐための居場所づくりなど、自殺の危険性が低い段階における対応を推進します。 

 

 

基本方針５ 関係者の役割を明確化し、関係者間の連携・協働を推進します 
 

「誰も自殺に追い込まれることのない社会」を実現するためには、行政、関係団体、民間団体、企

業、そして市民一人ひとりが、それぞれの果たすべき役割を認識し、連携・協働して自殺対策を推進

していく必要があります。市は身近な行政主体として、地域における各主体の緊密・連携に努めると

ともに、本計画の進捗管理を行います。  
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６章  重点施策別事業 

 

 

自殺総合対策大綱では、当面取り組むべき施策として、自殺対策基本法の８つの基本的施策に、我

が国の自殺を巡る現状を踏まえて、更なる取り組みが求められる施策を加えた12項目の重点施策を設

定しています。 

掛川市においても大綱を踏まえて、11項目の重点施策別に事業を分類しました。 

 

１．自殺の実態を明らかにする 

   

自殺防止対策の出発点として、自殺の実態を明らかにし、関係者間で認識を共有することが重

要です。 

国から提供される地域自殺実態プロファイルをはじめとした自殺関連資料を収集、整理し、実

態の把握に努めます。また、「こころの健康に関するアンケート」を計画の節目にあわせて実施し、

自殺防止対策を推進するための基礎資料として活用していきます。 

 

【主な事業】 
 

事業名 事業内容 実施目標 担当部署 

自殺関係の統計情報等

の収集と分析 

人口動態統計や警察資料から地域の

自殺に関する統計情報等を収集、分

析する。 

継続実施 福祉課 

 

こころの健康アンケー

トの実施 

自殺防止アンケートを実施し、本市

におけるこころの健康状態に関する

状況や、自殺に対する考え方を把握

する。 

計画改定時に

実施 

福祉課 

かかりつけ医と精神科

医の連携システムによ

る紹介件数の把握 

かかりつけ医と精神科医の連携シス

テムによる紹介件数を把握・分析す

る。 

継続実施 福祉課 

 

 

２．市民一人ひとりの気づきと見守りを促す 

   

「自殺は追い込まれた末の死」であり、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。 

市民一人ひとりが、そうした心情や背景を理解し、自殺の問題は、一部の人や地域だけの問題

ではなく、誰もが当事者になり得る重大な問題だと気づくとともに、周囲の人間の異常にいち早

く気づき、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

ことができるように、市民への啓発を継続していく必要があります。 
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【主な事業】 
 

事業名 事業内容 実施目標 担当部署 

自殺予防リーフレット

の作成・配布 

うつのサインに気づき、相談するた

めの各種相談窓口等をまとめたリー

フレットを作成し、配布する。 

2,000枚／年 

以上配布 

福祉課 

 

普及啓発活動の実施 自殺予防週間や月間にあわせた街頭

キャンペーンや、ポスターの配布・

掲出を実施する。 

年２回以上 

実施 

福祉課 

ゲートキーパー養成講

座の実施 

保健委員や民生委員など、市民から

広く相談を受ける者を対象に、ゲー

トキーパー養成講座を実施し、自殺

の危険を示すサインに気づき、適切

な対応を図ることができる人材を養

成する。 

年２回以上 

実施 

福祉課 

こころの健康づくり講

演会への参加 

掛川市が相談支援事業を委託してい

るＭネット東遠が、こころの健康づ

くり講演会を開催し、精神障がい者

に対する地域の理解促進を図る。 

年１回実施 福祉課 

ＳＯＳの出し方教育の

推進 

児童生徒が、様々な困難や悩みに直

面した際、信頼できる人に相談でき

るように、各校において、ＳＯＳの

出し方に関する教育を行う。 

継続実施 学校教育課 

 

 

３．早期発見の中心的役割を果たす人材を育成する 

   

自殺防止対策においては、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あることから、自殺の危険を示すサインに気づき、声をかけ、話を聞き、

必要に応じて専門家につなぎ、見守ることができる「ゲートキーパー」の役割を担う人材の養成

に努めます。 

また、自殺予防対策関係機関連絡会を定期的に開催し、関係者間の連携強化を図るとともに、

情報交換などを通じて、自殺防止対策にかかる人材の資質向上に務めます。 
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【主な事業】 
 

事業名 事業内容 実施目標 担当部署 

ゲートキーパー養成講

座の実施【再掲】 

民生委員など、市民から広く相談を

受ける者を対象に、ゲートキーパー

養成講座を実施し、自殺の危険を示

すサインに気づき、適切な対応を図

ることができる人材を養成する。 

年２回以上 

実施 

福祉課 

こころの健康づくり講

演会への参加【再掲】 

掛川市が相談支援事業を委託してい

るＭネット東遠が、こころの健康づ

くり講演会を開催し、精神障がい者

に対する地域の理解促進を図る。 

年１回実施 福祉課 

ボランティア養成講座

の開催 

掛川市が地域活動支援センター事業

を委託しているＭネット東遠が、精

神障がい者の生活上のサポートを行

う地域住民ボランティアを育成す

る。 

継続実施 福祉課 

掛川市自殺予防対策関

係機関連絡会の開催 

自殺予防対策関係機関連絡会の定期

的な開催により、情報の共有と連携

の強化を図る。 

年１回開催 福祉課 

 

 

 

４．心の健康を支援する環境を整備し、心の健康づくりを進める 

   

こころの健康相談を実施し、自殺の原因となり得る様々なストレスについて、ストレス要因の

軽減や、ストレスへの適切な対応を促すことで、心の健康の保持・増進をはかります。 

また、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーを配置し、学校におけるこころの

健康づくりのための相談支援体制を確保します。 

 

【主な事業】 
 

事業名 事業内容 実施目標 担当部署 

こころの健康相談の実

施 

不安や悩みなどについての相談に、

精神保健福祉士が応じる。（月１回

実施） 

月１回実施 福祉課 

スクールカウンセラー

の活用 

市内小中学校にスクールカウンセラ

ー及びスクールソーシャルワーカー

を配置し、児童生徒のカウンセリン

グや、教員や保護者への指導、助言

を行うことができる体制を確保す

る。 

継続実施 学校教育課 
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事業名 事業内容 実施目標 担当部署 

ＳＯＳの出し方教育の

推進【再掲】 

児童生徒が、様々な困難や悩みに直

面した際、信頼できる人に相談でき

るように、各校において、ＳＯＳの

出し方に関する教育を行う。 

継続実施 学校教育課 

 

 

５．適切な精神医療サービスを受けられるようにする 

   

かかりつけ医と精神科医の連携システムを活用し、自殺の危険性が高い方の早期発見に務め、

必要に応じて確実に精神科医療につなぎます。 

また、精神科医療につながった後も、自殺の危険性が高まる背景にある経済・生活の問題、福

祉の問題、家族の問題などに対して包括的に対応するため、精神科医療、保健、福祉等の施策の

連動性を高めて、誰もが適切な支援を受けることができるよう努めます。 

 

【主な事業】 
 

事業名 事業内容 実施目標 担当部署 

かかりつけ医と精神科

医の連携システムの推

進 

うつ病の疑いがある方や、希死念慮

のある方が適切な医療を受けること

ができるように、かかりつけ医と精

神科医の連携システムを推進する。 

紹介件数の増 

※H30実績 

かかりつけ医 

130件 

相談機関 

18件 

福祉課 

ふくしあにおける医

療・保健・福祉・介護

分野などの相談対応 

市内５箇所に設置された地域健康医

療支援センターふくしあにおいて、

医療・保健・福祉・介護分野などの

相談へ対応し、多職種連携による支

援を行う。 

継続実施 地域包括ケア

推進課 

自立支援医療制度及び

精神障害者医療費助成

制度の周知 

精神障がい者の医療費の一部を助成

することにより、精神障がい者及び

保護者の経済的負担の軽減を図る。 

継続実施 福祉課 

産婦健康診査事業 産後うつ等の早期発見等の観点か

ら、産婦健康診査の受診を促し、心

身の健康状態や生活環境等を把握す

るとともに、必要な支援につなげ

る。 

継続実施 健康医療課 

高齢者等の訪問活動 地域からの情報を把握し、高齢者等

を対象とした訪問活動を通じて、う

つ傾向者を把握した際には、必要な

支援につなげる。 

継続実施 地域包括ケア

推進課 
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６．社会全体の自殺リスクを低下させる 

   

自殺防止対策は、社会における「生きることの阻害要因（自殺のリスク要因）」を減らし、「生

きることの促進要因（自殺に対する保護要因）」を増やすことを通じて、社会全体の自殺リスクを

低下させる方向で実施する必要があります。 

不安や悩みを抱える人が適切な支援を受けることができるように、様々な相談に対応する相談

窓口を設置し、啓発活動を通じて広く周知していきます。 

 

【主な事業】 
 

事業名 事業内容 実施目標 担当部署 

ふくしあにおける医

療・保健・福祉・介護

分野などの相談対応

【再掲】 

市内５箇所に設置された地域健康医

療支援センターふくしあにおいて、

医療・保健・福祉・介護分野などの

相談へ対応し、多職種連携による支

援を行う。 

継続実施 地域包括ケア

推進課 

かかりつけ医と精神科

医の連携システムの推

進【再掲】 

うつ病の疑いがある方や、希死念慮

のある方が適切な医療を受けること

ができるように、かかりつけ医と精

神科医の連携システムを推進する。 

紹介件数の増 

※H30実績 

かかりつけ医 

130件 

相談機関 

18件 

福祉課 

健康相談 健康や子育てに関する相談に、保健

師などの専門職が対応し、必要な支

援につなげる。 

継続実施 健康医療課 

障害者等相談支援事業 障がいのある方、その保護者及び介

護者等からの相談に応じ、必要な情

報及び助言を提供する。また、権利

擁護のために必要な援助を与える。 

継続実施 福祉課 

障害者相談員設置事業 身体に障がいがあり、自ら地域で自

立更生に寄与されている方及び知的

または精神に障がいのある保護者の

方が、相談員として障がいのある方

や、その家族等からの相談に応じ、

必要な助言を行う。 

継続実施 福祉課 

障がい者を対象とした

就労支援 

障がいのある方が地域で自立して生

活することができるように、就労支

援及び職場への定着支援を実施す

る。 

障がい者 

就労者数 

累計 1,530人 

※H30実績 

累計 1,110人 

福祉課 
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事業名 事業内容 実施目標 担当部署 

発達相談支援センター

「のびる～む」におけ

る相談対応 

発達に心配を抱える本人やその家族

からの相談に応じ、問題の整理やア

ドバイスを行い、医療機関などの必

要な支援につなぐ。また、情報交換

や交流の場として、成人を対象とし

た交流スペース「のんびりる～む」

を開催する。 

継続実施 地域包括ケア

推進課 

ひきこもり者居場所支

援 

ひきこもり当事者の社会参加へつな

げるため、月に１回居場所を開設す

る。 

月１回実施 掛川市社会福

祉協議会 

ひきこもり学習会・お

しゃべり会の実施 

年間５回程度、ひきこもりについて

当事者とその家族が学ぶための学習

会を開催する。また、年間６回程

度、参加者同士が近況を確認し、悩

みを共有する場としておしゃべり会

を開催する。 

継続実施 掛川市社会福

祉協議会 

市民後見人養成講座の

実施 

判断能力が不十分な方の金銭管理

や、日常生活における契約行為など

を行う市民後見人を養成する。 

継続実施 長寿推進課 

福祉課 

認知症カフェの実施 認知症の方やその家族が悩みごとな

どを共有し、相談できる場として、

市内２箇所に認知症カフェを設置す

る。 

継続実施 長寿推進課 

笑顔のつどいの実施 月１回、認知症の家族を介護してい

る方が、お互いに悩みを相談し、情

報交換する交流会を開催する。 

月１回実施 掛川市社会福

祉協議会 

生活困窮者自立相談支

援事業 

生活困窮者の相談に応じ、それぞれ

の置かれた状況に応じた自立支援プ

ランを作成するとともに、困窮状態

から早期に自立するための必要な支

援を行う。 

継続実施 福祉課 

弁護士無料法律相談 弁護士が、相続や離婚、金銭トラブ

ルなど法律に関する相談に応じる。 

月３回実施 福祉課 

人権身の上相談 人権擁護委員が、いじめ、体罰をは

じめ、家庭の問題など人権に関する

相談に応じる。 

月４回実施 福祉課 

交通事故相談 交通事故相談員が、交通事故に関す

る賠償や示談方法等について、加害

者・被害者への公平な立場から適切

な指導助言を行う。 

継続実施 危機管理課 
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事業名 事業内容 実施目標 担当部署 

犯罪被害者相談窓口 危機管理課が窓口となり、犯罪被害

者からの相談内容を聴取し、相談内

容に合った担当課に繋ぐ。 

継続実施 危機管理課 

民生委員・児童委員及

び主任児童委員による

地域福祉活動 

民生委員・児童委員及び主任児童委

員が、地域で支援を必要とする人が

孤立することがないよう、日々の見

守り活動を行い、早期に必要な支援

につなぐ。 

継続実施 福祉課 

心配ごと相談 民生委員等が相談員を務め、日常生

活での悩みごとや心配ごとなどの相

談に応じる。 

継続実施 掛川市社会福

祉協議会 

女性相談 女性カウンセラーが、夫婦、家庭、

仕事のことなど、女性を取り巻く問

題や悩みに応じる。 

継続実施 企画政策課 

子育てと仕事の両立環

境整理事業 

市内事業者へ社会保険労務士を派遣

し、制度の周知・啓発と助言を行

い、子育てと仕事を両立しやすい職

場づくりを推進し、実践企業を増や

す。 

事業所又はそこに勤務する従業員か

らの電話相談及び事業所訪問を行

う。 

継続実施 こども政策課 

子育て世代包括支援セ

ンター活動 

スタッフが身近な専門職の相談相手

として、妊娠期～出産・子育て期の

相談に応じる。また、ふくしあにお

いて、月１回の子育て相談を実施

し、子育ての不安解消や仲間づくり

を推進する。 

継続実施 健康医療課 

産後ケア事業 身近な支援者がなく産後の回復や育

児に不安がある母子に対して、安心

して子育てができるよう助産師等の

専門職が支援する。 

継続実施 健康医療課 

地域子育て支援センタ

ーの運営 

地域子育て支援センターを保育所内

に併設し、未就園児と保護者に対し

て、安心して学ぶことができる場所

を提供するとともに、保育士が育児

相談や子育てサークルの育成などの

育児支援を行う。 

継続実施 こども政策課 
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事業名 事業内容 実施目標 担当部署 

家庭児童相談室 家庭児童相談員が、子育ての悩み、

子どもの発達上の悩み、不登校や非

行などの相談に応じ、必要な援助を

行う。 

継続実施 こども希望課 

教育相談 教育センターにおいて、不登校、い

じめ、対人関係、進路に関する問題

など、子どもや保護者の相談に応じ

る。 

継続実施 学校教育課 

 

 

７．自殺未遂者の再度の自殺企図を防ぐ 

   

自殺未遂者の再度の自殺企図を防ぐため、支援者は、適切な身体的・心理的ケアを提供すると

ともに、自殺企図の原因となった様々な要因を探り出し、適切な支援につなげることが重要です。 

 

【主な事業】 
 

事業名 事業内容 実施目標 担当部署 

かかりつけ医と精神科

医の連携システムの推

進【再掲】 

うつ病の疑いがある方や、希死念慮

のある方が適切な医療を受けること

ができるように、かかりつけ医と精

神科医の連携システムを推進する。 

紹介件数の増 

※H30実績 

かかりつけ医 

130件 

相談機関 

18件 

福祉課 

各種相談窓口や、相談

支援機関との連携強化 

庁内の相談窓口や、相談支援機関と

の連携を強化し、自殺未遂などが疑

われる場合、相談窓口の一覧を提供

するなどの情報提供に努める。ま

た、医療機関などの必要な支援へつ

なぐ。 

継続実施 すべての関係

機関 
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８．遺された人への支援を充実させる 

   

自殺対策基本法では、自殺者の親族等の支援の充実を図ることが掲げられています。自殺は周

囲の人に大きな悲しみを与えるため、自殺者遺族等に対する適切なケアの提供に努めます。 

 

【主な事業】 
 

事業名 事業内容 実施目標 担当部署 

自死遺族相談（すみれ

相談）の周知 

広報かけがわを通じて、静岡県が実

施している自死遺族相談（すみれ相

談）の周知に努める。 

広報へ 

年２回掲載 

福祉課 

 

 

９．民間団体との連携を強化する 

   

自殺防止対策の出発点として、自殺の実態を明らかにし、関係者間で認識を共有することが重

要です。 

国から提供される地域自殺実態プロファイルをはじめとした自殺関連資料を収集、整理し、実

態の把握に努めます。また、「こころの健康に関するアンケート」を計画の節目にあわせて実施し、

自殺防止対策を推進するための基礎資料として活用していきます。 

 

【主な事業】 
 

事業名 事業内容 実施目標 担当部署 

掛川市自殺予防対策関

係機関連絡会の開催

【再掲】 

自殺予防対策関係機関連絡会の定期

的な開催により、情報の共有と連携

の強化を図る。 

年１回開催 福祉課 

 

民生委員・児童委員及

び主任児童委員による

地域福祉活動【再掲】 

民生委員・児童委員及び主任児童委

員が、地域で支援を必要とする人が

孤立することがないよう、日々の見

守り活動を行い、早期に必要な支援

につなぐ。 

継続実施 福祉課 
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10．子ども・若者の自殺対策を更に推進する 

   

近年、日本の自殺死亡率は、全体としては低下傾向にありますが、20歳代や30歳代では他の年

代に比べて減少率が低い状況にあります。また、若年層の死因に占める自殺の割合は高く、学校

におけるＳＯＳの出し方に関する教育の推進など、若者の特性に応じた支援を充実していく必要

があります。 

 

【主な事業】 
 

事業名 事業内容 実施目標 担当部署 

幼小中学校における人

権啓発活動 

人権擁護委員が、幼小中学校を訪問

し、命の大切さを伝える人権教室を

実施する。また、小中学校に子ども

の人権ＳＯＳミニレターを配布し、

いじめや虐待など、教師や保護者に

も相談できない悩みごとの相談にの

り、解決にあたっている。 

継続実施 福祉課 

ＳＯＳの出し方教育の

推進【再掲】 

児童生徒が、様々な困難や悩みに直

面した際、信頼できる人に相談でき

るように、各校において、ＳＯＳの

出し方に関する教育を行う。 

継続実施 学校教育課 

スクールカウンセラー

の活用【再掲】 

市内小中学校にスクールカウンセラ

ー及びスクールソーシャルワーカー

を配置し、児童生徒のカウンセリン

グや、教員や保護者への指導、助言

を行うことができる体制を確保す

る。 

継続実施 学校教育課 

教育相談【再掲】 教育センターにおいて、不登校、い

じめ、対人関係、進路に関する問題

など、子どもや保護者の相談に応じ

る。 

継続実施 学校教育課 

家庭児童相談室【再

掲】 

家庭児童相談員が、子育ての悩み、

子どもの発達上の悩み、不登校や非

行などの相談に応じ、必要な援助を

行う。 

継続実施 こども希望課 

地域若者サポートステ

ーションかけがわの運

営 

仕事や自立に悩みを抱えている若者

やその家族の就労や、その後の自立

を支援する。 

相談件数 

1,400件／年 

※H28-30平均 

 1,080件 

産業労働政策

課 
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11．勤務問題による自殺対策を更に推進する 

   

長時間労働は、うつ病の発症や、過労自殺などにつながるとして大きな社会問題となっていま

す。就労に関する悩みを抱える方の相談にのり、職場への定着を支援するなど、働きやすい環境

づくりを進めています。 

 

【主な事業】 
 

事業名 事業内容 実施目標 担当部署 

障がい者を対象とした

就労支援【再掲】 

障がいのある方が地域で自立して生

活することができるように、就労支

援及び職場への定着支援を実施す

る。 

障がい者 

就労者数 

累計 1,530人 

※H30実績 

累計 1,110人 

福祉課 

子育てと仕事の両立環

境整理事業【再掲】 

市内事業者へ社会保険労務士を派遣

し、制度の周知・啓発と助言を行

い、子育てと仕事を両立しやすい職

場づくりを推進し、実践企業を増や

す。 

事業所又はそこに勤務する従業員か

らの電話相談及び事業所訪問を行

う。 

継続実施 こども政策課 

地域若者サポートステ

ーションかけがわの運

営【再掲】 

仕事や自立に悩みを抱えている若者

やその家族の就労や、その後の自立

を支援する。 

相談件数 

1,400件／年 

※H28-30平均 

 1,080件 

産業労働政策

課 
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７章  掛川市の自殺予防相談の連携システム 

 

 

市の相談窓口を通じて、また民生委員や地域健康医療支援センター「ふくしあ」を通じて、県西部

健康福祉センターや障害者の相談支援事業所である地域活動支援センター「Ｍネットかけがわ」につ

なぐ自殺予防相談の連携システムを、市福祉課を中心に構築します。 

あわせて、相談連絡票などを活用しながら、かかりつけ医と精神科の連携システムにつなげます。 

 

  

 

                             （相談連絡票の利用） 

 

 

 

 

 

 

 

•本人

•地域

•家族

相談者

•ふくしあ

•社会福祉協議会

•地域包括支援センター

•各種相談窓口（P.42～44）

•民生委員

相談窓口

•福祉課

•地域活動支援センター
Ｍネットかけがわ

•西部健康福祉センター
掛川支所（保健所）

精神等相談

支援対応機関

生活支援   

在宅医療支援 

在宅介護支援 

など 

かかりつけ医と精神科医の 
連携システムの活用 
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８章  掛川市のかかりつけ医と精神科の連携システム 

 

 

掛川市では、うつ病の疑いがある方や、希死念慮のある方を早期に発見し、適切な医療につなぐこ

とができるように、かかりつけ医と精神科の連携システムを構築しています。 

掛川市では、市民の約３人に２人がかかりつけ医を持ち、かかりつけ医がいる人の中で、かかりつ

け医に「こころの不調を相談できる人」が66.5％を超えています。 

かかりつけ医を持つ方がさらに増えるよう、相談機関においても、把握した状況に応じて精神科医

療機関への紹介が円滑に行われるよう、呼びかけていきます。 

 

 

＜掛川市のかかりつけ医と精神科の連携システム図＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本人や家族・地域・各相談窓口や機関等 

＜精神の相談機関への連絡＞ 

相談内容により、市こころの相談や相談支援事業所を紹介し 

てください。 

（各相談窓口については、Ｐ42～44 を参照） 

精神の相談機関（市福祉課・相談支援事業所・保健所等） 

かかりつけの医療機関 

精神科医療機関（病院・クリニック） 

精神科への 

＜紹介方法について＞ 
 
「紹介先一覧表」よ

り事前に電話で予約を
とっていただき、紹介
状(※Ｐ32 を参照)をお
渡しください。 
 

※従来使用している様
式でも可能です。 

＜精神の相談機関からの連絡方法＞ 
 
１ 問診により相談内容を把握す
る。 

２ 必要に応じて相談連絡票(※
Ｐ33 を参照)を作成し、かかり
つけ医への受診をすすめる。 

＜紹介とりまとめについて＞ 
 
年度毎の紹介件数を市福祉課に報

告してください。 

必要に応じて連絡 
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紹   介   状 

令和   年   月   日 

                     病 院（医院） 

                     先    生  

医療機関                  

所 在 地                 

電話番号                 

医師氏名                 

 

患

者 

氏

名 
様 

生年 

月日 

Ｔ・Ｓ・Ｈ 

年    月    日(    歳) 
性別 男・女 

住

所 

 職

業 

 

受診主訴･ 

経過及び 

治療状況 

（検査結果及び投薬内容等も記載してください。） 

 

 

 

 

症 状 

（該当するものすべてに〇をつけてください。） 

睡 眠 障 害： 毎日 ・ 時々 ・ なし 

（入眠困難・中途覚醒・早朝覚醒・浅眠） 

食 欲 低 下： 毎日 ・ 時々 ・ なし 

体重減少（   ）か月で（   ）ｋｇ減 

全 身 倦 怠 感： 毎日 ・ 時々 ・ なし 

意 欲 低 下： 毎日 ・ 時々 ・ なし 

気分の落ち込み： 毎日 ・ 時々 ・ なし 

その他（                              ） 

 

生活状況 

(ストレスの

状況) 

（わかれば記載してください。該当するものすべてに〇をつけてください。） 

1 仕 事： 過労・離職（退職）・異動・職場の対人関係・経営不振 

2 家庭生活： 借金苦・死別・別居・家族関係の問題・自分の病気・家族の病気 

3 そ の 他： （                             ） 

 

その他 
 

 

 

様式例 
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相 談 連 絡 票 

                                                  令和   年   月   日 

 

                     病 院（医院）様 

 

機 関 名                  

所 在 地                 

電話番号                 

氏   名                 

 

本

人 

氏

名 
様 

生年 

月日 

Ｔ・Ｓ・Ｈ 

年    月    日(    歳) 
性別 男・女 

住

所 

 職

業 

 

主訴･経過 

 

 

 

 

 

症 状 

（該当するものすべてに〇をつけてください。） 

睡 眠 障 害： 毎日 ・ 時々 ・ なし 

（入眠困難・中途覚醒・早朝覚醒・浅眠） 

食     欲： 毎日 ・ 時々 ・ なし 

体重（   ）か月で（   ）ｋｇ増加・減少 

全 身 倦 怠 感： 毎日 ・ 時々 ・ なし 

意 欲 低 下： 毎日 ・ 時々 ・ なし 

気分の落ち込み： 毎日 ・ 時々 ・ なし 

その他（                              ） 

 

生活状況 

(ストレスの

状況) 

（わかれば記載してください。該当するものすべてに〇をつけてください。） 

1 仕 事： 過労・離職（退職）・異動・職場の対人関係・経営不振 

2 家庭生活： 借金苦・死別・別居・家族関係の問題・自分の病気・家族の病気 

3 そ の 他： （                             ） 

 

制度利用 

1  自立支援医療： 無・有 （        ）病院・主治医名（    Dｒ） 

2  精神障害者保健福祉手帳： 無・有 （  ）級  

3  その他：（                       ） 
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紹  介  返  信  書 

令和   年   月   日 

                    病 院（医院） 

 

                     先    生  

 

医療機関                 

所 在 地                 

電話番号                 

医師氏名                 

 

患

者 

氏

名 
様 

生年 

月日 

Ｔ・Ｓ・Ｈ 

年    月    日(    歳) 
性別 男・女 

住

所 

 職

業 

 

診断名 

 

 

 

症 状 

 

 

 

 

治療計画

及び 

処方内容 
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９章  資料編 

 

計画策定の経過 

時期 内容 
 
令和元年 

８月14日 

 

10月４日 

 

 

 

 

10月18日 

 

11月26日 

 

12月９日 

 

 

 

令和２年 

１～２月 

 

３月２日 

 

 

 

３月19日 

 

 
 

第１回 自殺予防対策関係機関連絡会（作業部会） 

 

第１回 自殺予防対策委員会 

    ・掛川市自殺予防対策推進計画の見直しについて 

・掛川市の自殺の現状について 

・こころの健康に関するアンケート調査票について内容の検討 

 

こころの健康アンケート 実施（～10月31日） 

 

第２回 自殺予防対策関係機関連絡会（作業部会） 

 

第２回 自殺予防対策委員会 

・こころの健康に関するアンケート調査結果について 

・第２次掛川市自殺予防対策推進計画(案)について 

 

 

パブリックコメントの実施 

 

第３回 自殺予防対策関係機関連絡会（作業部会） 

※新型コロナウイルスの感染拡大の影響により中止し、資料送付により確認依頼 

 

 

第３回 自殺予防対策委員会 

※新型コロナウイルスの感染拡大の影響により中止し、資料送付により確認依頼 

   ・令和元年における自殺の状況について 

・パブリックコメントの結果について 

・第２次掛川市自殺予防対策推進計画の策定について 
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掛川市自殺予防対策委員会名簿（令和元年度） 

（掛川市自殺予防対策委員会名簿） 

N0 職名 氏名 所属・役職名 区分 

１ 委員長 鈴木 勝昭 小笠病院 院長（小笠医師会 代表） 

医療関係者 
２ 副委員長 西郡 博亮 川口会病院 医師 

３ 委員 横山 敦  小笠袋井薬剤師会 会長 

４ 委員 長倉 京香 こころの健康相談 相談員 

５ 委員 鈴木 綠 掛川市社会教育委員会 委員長 

地域代表者 
６ 委員 横地 静雄 地区まちづくり協議会連合会 副会長 

７ 委員 大石 良一 区長会連合会 副会長 

８ 委員 大石 操 掛川市民生委員児童委員協議会 事務局長 

９ 委員 金田ゆり江 掛川市保健活動推進委員会 会長 

福祉関係者 10 委員 嶋田佳奈子 社会福祉法人Ｍネット東遠 相談支援専門員 

11 委員 藤田さと子 掛川市社会福祉協議会 生活支援係長 

12 委員 山本 幸浩 掛川地区労働者福祉協議会 会長 職域関係者 

13 委員 古鍛治 徹 磐田労働基準監督署 安全衛生課長 

行政関係者 

14 委員 杉山 明彦 掛川公共職業安定所 所長 

15 委員 髙野まゆみ 西部健康福祉センター福祉課 主査 

16 委員 三原 博美 掛川警察署 署長 

17 委員 松浦 大輔 掛川市健康福祉部 部長 

18 委員 大竹紗代子 掛川市健康福祉部参与 兼 健康医療課 課長 

 

（作業部会） 

N0 氏名 組織または役職名 

１ 久保田勇貴 中東遠総合医療センター 地域連携室 精神保健福祉士 

２ 村松 憲和 川口会病院相談室 相談員 

３ 嶋田佳奈子 社会福祉法人Ｍネット東遠 相談支援専門員 

４ 堀場美和子 掛川市社会福祉協議会 ふくしあ統括 

５ 伊藤 文子 南部大須賀地域包括支援センター 社会福祉士 

６ 髙野まゆみ 西部健康福祉センター福祉課 主査 

７ 柴田 敦司 福祉課社会福祉係 係長 

８ 水谷真名美 長寿推進課予防支援係 係長 

９ 佐藤亜紀子 東部地域健康医療支援センター 所長 

10 中山 亜里 健康医療課母子保健係 係長 

11 黒田 江理 産業労働政策課 主査 

12 藤田盛一郎 学校教育課 指導主事 

13 佐藤 利夫 社会教育課 社会教育指導員 

 

（事 務 局） 

N0 氏名 組織または役職名 

１ 原田 陽一 掛川市健康福祉部福祉課 課長 

２ 三浦 謙二 掛川市健康福祉部福祉課主幹 兼 福祉政策係 係長 

３ 小長井里佳 掛川市健康福祉部福祉課障がい者福祉係 主査(保健師) 

４ 中根 裕子 掛川市健康福祉部福祉課福祉政策係 主事 
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自殺対策基本法 

（平成十八年六月二十一日法律第八十五号） 

 

 目次 

第一章 総則（第一条―第十一条） 

第二章 自殺総合対策大綱及び都道府県自殺対策計画等（第十二条―第十四条） 

第三章 基本的施策（第十五条―第二十二条） 

第四章 自殺総合対策会議等（第二十三条―第二十五条） 

附則 

 

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。  
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（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。  

 

（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。  
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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。 

 

（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。 

 



40 

 

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。  

 

（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。 
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（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、厚生労働大臣が任命する。  

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  

 

（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。 

一 附則第七条の規定 公布の日 

 

（自殺対策基本法の一部改正に伴う経過措置） 

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。 

 

（政令への委任） 

第七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政

令で定める。 

 

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。 
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こころの問題に関する相談窓口 

相 談 名 日 時 等 連絡先・場所 

こころの健康相談 
精神保健福祉士による相談 （要予約） 

会場：掛川市役所 

毎月１回 奇数月 9:20～ 偶数月 13:20～ 

掛川市役所 福祉課 

掛川市長谷１-１-１ 

電話 0537-21-1139 

相談支援事業所 
Ｍネットかけがわ 

精神保健福祉士等による相談 

来所相談（要予約）・電話相談 

月～金曜日 9:00～17:00 

掛川市久保２丁目18-19 

フラワーＢ 

 電話 0537-29-8970 

精神保健福祉総合相談 精神科医師による無料相談（月１回要予約） 

静岡県西部健康福祉センター 

福祉課 磐田市見付3599-４ 

電話 0538-37-2252 

静岡県西部健康福祉センター 

掛川支所 掛川市金城93 

電話 0537-22-3263 

こころの電話 
専門相談員による電話相談 

月～金曜日 受付  8:30～11:45・13:00～16:30 

静岡県精神保健福祉センター 

西部地域 電話0538-37-5560 

24時間子供ＳＯＳ 
ダイヤル 

いじめ問題やその他の困りごとに関する教育相談 

24時間対応 

静岡県教育委員会 

電話0120-0-78310 

若者こころの悩み相談窓
口 

若年層（40歳未満）及びその家族の方を対象とした

電話相談 

24時間対応 

静岡県障害福祉課 

電話0800-200-2326 

精神科救急情報ダイヤル 
24時間受付（日・祝日含む） 

精神科医療機関へ緊急に受診したい時 

県立こころの医療センター 

電話054-253-9905 

いのちの電話 

静岡いのちの電話 12:00～21:00（毎日） 

浜松いのちの電話  

10:00～22:00（日～火曜日・祝） 

10:00～24:00（水～土曜日） 

10:00～翌日10:00（第４土曜日） 

静岡いのちの電話 

電話054-272-4343 

浜松いのちの電話 

電話053-473-6222 

自殺予防いのちの電話 

 電話0120-738-556 

（毎月10日のみ） 

自死遺族個別相談 
「すみれ相談」 

自死で大切な人を亡くされた方の相談窓口 

電話相談 平日 8:30～17:00 

面接相談 毎月第１・３水曜日 13:00～16:00 

静岡県精神保健福祉センター 

電話054-286-9245 

面接相談 

（第１水曜日） 

静岡県精神保健福祉センター 

（第３水曜日） 

各健康福祉センター 

女性相談 

女性カウンセラーによる相談 

人間関係や仕事、ＤＶ、こころの問題など生き方に

かかわる悩み等 

毎週火曜日 

電話相談 10:00～12:00（直通0537-21-1119） 

面接相談 13:00～16:00（要予約）0537-21-1127 

掛川市役所 企画政策課 

掛川市長谷１-１-１ 

電話0537-21-1127 

健康相談 
保健師による相談 

来所相談･電話相談 月～金曜日 ８:30～17:00 

掛川市役所 健康医療課 

（徳育保健センター） 

掛川市御所原９-28 

電話0537-23-8111 
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東遠地域のこころの医療機関 

 名 称 電 話 住 所 

病

院 

小笠病院 0537-22-2288 掛川市篠場708 

川口会病院 0537-22-4178 掛川市大池680 

菊川市立総合病院 0537-35-2135 菊川市東横地1632 

診
療
所 

城東こころのクリニック 0537-61-1655 掛川市宮脇1-15-1 

髙松ストレスケア・クリニック 0537-23-6200 掛川市中央１-３-11 

メンタルクリニック掛川 0537-21-2107 掛川市亀の甲１-19-16 

 

困りごとの相談機関 

○ 困りごと全般 

相談機関（相談名） 日 時 等 連絡先･場所 

東部ふくしあ 

月～金曜日 ８:30～17:15 

木曜日のみ ８:30～19:00 

(土・日・祝日・年末年始は休み) 

掛川市薗ヶ谷881-１  

電話0537-61-2900 

中部ふくしあ 
掛川市杉谷南1-1-30  

電話0537-28-9713 

西部ふくしあ 
掛川市下垂木1270-2  

電話0537-29-5977 

南部大東ふくしあ 
掛川市三俣620 

電話0537-72-1116 

南部大須賀ふくしあ 
掛川市西大渕100 

電話0537-48-1007 

 

○ 生活困窮者支援 

相談機関（相談名） 日 時 等 連絡先･場所 

掛川市社会福祉協議会 月～金曜日 ８:30～17:15 
掛川市掛川910-1 

電話0537-22-1294 

 

○ 労働問題（解雇、過重労働、いじめなど） 

相談機関（相談名） 日 時 等 連絡先･場所 

静岡労働局 

総合労働相談コーナー 
月～金曜日 9:30～16:30 

磐田労働基準監督署 

磐田市見付3599-６ 

磐田地方合同庁舎４階 

電話0538-32-2205 

ハローワーク掛川 月～金曜日 8:30～17:15 
掛川公共職業安定所 掛川市金城71 

電話0537-22-4185 

西部県民生活センター 

（労働相談） 

月～金曜日 9:00～16:00 

   （除 12:00～13:00） 

浜松市中区中央１丁目12-1 

電話0120-9-39610 

（携帯・ＩＰ電話から053-452-0144） 

弁護士会無料法律相談 
毎月各会場１回 

13:30～15:30（要予約） 
掛川市役所 福祉課 

掛川市長谷１-１-１ 

電話0537-21-1140 

大東支所  掛川市三俣620 

大須賀支所 掛川市西大渕100 

人権身の上相談 

第１･第３金曜日 掛川 

第２金曜日 大東 

第４金曜日 大須賀 

13:00～16:00 
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○ 多重債務・消費（訪問販売、通信販売など）の問題 

相談機関（相談名） 日 時 等 連絡先･場所 

掛川市消費生活センター 
月～金曜日 8:30～17:00 

    （除12:00～13:00） 

掛川市役所 産業労働政策課 

掛川市長谷１-１-１ 

電話0537-21-1149 

西部県民生活センター 
（消費生活相談） 

月～金曜日 9:00～16:00 

西部県民生活センター 

浜松市中区中央１丁目12-1 

電話053-452-2299 

司法書士無料相談会 
第３水曜日 15:00～17:00 

（要予約） 

掛川市役所 福祉課 

掛川市長谷１-１-１ 

電話0537-21-1140 

静岡県司法書士会 
司法書士総合相談センター
しずおか 

電話相談 月～金曜日 14:00～17:00 

面接相談 予約にて日時を決めます 

（受付 月～金 9:00～17:00） 

静岡市駿河区稲川１-１-１ 

電話相談 054-289-3704 

面接予約 054-289-3700 

 

○ 家族や子どもの問題 

相談機関（相談名） 日 時 等 連絡先･場所 

掛川市教育センター 
（子どもと親の教育相談） 

月～金曜日（休日除く） 

9:00～16:00 

掛川市三俣620 

電話0537-72-1345 

掛川市健康医療課 
（育児相談） 

保健師･助産師による相談 

面接･電話相談 

月～金曜日 8:30～17:00 

掛川市役所 健康医療課 

（徳育保健センター） 

掛川市御所原９-28 

電話0537-23-8111 

掛川市社会福祉協議会 
（心配ごと相談） 

掛川 

区域 

第１・第３・第５金曜日 

13:00～16:00 

総合福祉センター東館 

掛川市掛川910-１ 

電話0537-22-1294 

大東 

区域 

第２金曜日 

13:00～16:00 

大東市民交流センター 

掛川市三俣620 

電話0537-72-1135 

大須賀 

区域 

第４金曜日 

13:00～16:00 

大須賀市民交流センター 

掛川市西大渕100 

電話0537-48-5531 

 

○ 高齢者介護の問題 

相談機関（相談名） 日 時 等 連絡先･場所 

掛川市中部地域包括支援 
センター 

月～金曜日 8:30～17:15 

 ※木曜日は19:00まで 

（土・日・祝日は休み） 

東部ふくしあ内 掛川市薗ヶ谷881-１  

電話0537-61-5050 

掛川市西部地域包括支援 
センター 

中部ふくしあ内 掛川市杉谷南1-1-30  

電話0537-21-1338 

掛川市東部地域包括支援 
センター 

西部ふくしあ内 掛川市下垂木1270-2  

電話0537-23-8669 

掛川市南部大東地域包括支
援センター 月～金曜日 8:30～17:15 

（土・日・祝日は休み） 

南部大東ふくしあ内 掛川市三俣620 

電話0537-72-6640 

掛川市南部大須賀地域包括 
支援センター 

南部大須賀ふくしあ内 掛川市西大渕100 

電話0537-48-5370 

 

○ 交通事故問題 

相談機関（相談名） 日 時 等 連絡先・場所 

交通事故相談 
月～金曜日 ９:00～16:00 

（予約制） 

掛川市役所 危機管理課 

掛川市長谷１-１-１  

電話0537-21-1131 
 



 

 

 


