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第１章 計画の基本的な考え方 

 

１ 趣旨 

2006年（平成 18年）10月に「自殺対策基本法」（以下、「基本法」という。）が施行され

て以降、「個人の問題」と認識されがちであった自殺は広く「社会の問題」として認識され

るようになり、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

少傾向にあります。 

須坂市においても、年間の自殺者数は 2009年（平成 21年）の 21人をピークに減少傾向

にありますが、毎年 10人程の方が自殺に追い込まれているという深刻な状況は変わりあり

ません。 

このような状況の中で、2016年（平成 28年）４月には基本法が改正され、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、「生きることの包括的な支援」として、施策

が拡充されました。また、2017年（平成 29年）７月には自殺対策の指針である新たな「自

殺総合対策大綱」（以下、「大綱」という。）が閣議決定されました。 

須坂市では、2009年（平成 21年）10月に第１期須坂市自殺予防対策計画（以下、「計画」

という。）を策定し、第２期計画（平成 25～29年度）では、「大切ないのちを守るため、気

づき、つなぎ、見守りで全ての世代の自殺者数を減少させる」を基本目標に自殺予防対策

の取組を推進してきました。 

本計画は、市民一人ひとりが自殺予防の主役となり、自殺を考えている人を一人でも多

く救えることができる、「みんなが助け合い、健康に暮らせるまちづくり」を目指し、自殺

予防対策を総合的に推進するための新たな指針とします。 

 

２ 計画の位置付け 

本計画は、改正基本法第 13条第２項の規定に基づき、大綱及び須坂市の実情に応じた施

策を示したものです。 

また、「第五次須坂市総合計画」（平成 23～32 年度）をはじめ、「第２次須坂市地域福祉

計画」（平成 28～32 年度）、「須坂市健康づくり計画 第２次健康須坂ときめき 21」（平成

25～34年度）など、関連する他の計画との整合性を図るものです。 

 

３ 計画の期間 

この計画の推進期間は、「長野県自殺対策推進計画」や「須坂市健康づくり計画 第２次

健康須坂ときめき 21」の目標年度との整合性を図るため、2018年度（平成 30年度）から

2022年度（平成 34年度）までの５年間とします。 

また、毎年計画の取組み状況や課題の整理を行うとともに、社会情勢の変化などをふま

え、必要に応じ計画の見直しを行います。 

 

４ 計画の数値目標 

 須坂市の自殺死亡率の数値目標はゼロとします。 

国は大綱において、「2026年（平成 38年）までに自殺死亡率を 2015 年（平成 27年）と

比べて 30％以上減少させる」としており、これは自殺死亡率を 13.0 以下にするになりま

す。 
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指標 区分 現状値 2015年(平成 27年) 目標値 

自殺死亡率 

（人口10万対） 

須坂市 21.16  0.0    2022年(平成 34年) 

長野県 18.2 14.7以下 2022年(平成 34年) 

全国 18.5 13.0以下 2026年(平成 38年) 

 

５ 第２期計画（平成 25 年度～平成 29年度）の取組実績 

自殺予防対策の取組み 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 

普
及
啓
発 

こころの健康づくり講座 
回数 2 1 1 1 1 月予定 

延人数 169 46 32 105  

相談窓口 

の周知 

相談窓口一覧の全戸配布     18,820 

ホームページ掲載      

自殺予防週間  

等の啓発活動  

啓発用ティッシュの配布      

のぼり旗や横断幕の設置      

生涯学習まちづくり出前講座等 
回数 3 9 6 2 1 

延人数 147 245 172 50 12 

広報掲載   3 3 2 

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
構
築 

自殺予防対策連絡会議 
回数 1 1 1 1 2 

人数 26 26 27 25 64 

ひきこもり対策部会 
回数 ― ― ― 1 5 

人数 ― ― ― 10 44 

自殺未遂者支援実務検討会 
回数   1 1 1 月予定 

人数   11 10  

企業と連携した研修会 
回数 2 2 1 1 ― 

人数 47 51 18 30 ― 

周産期メンタル 

ヘルスケア実務検討会 

回数 5 8 6 6 5 

支援ｹｰｽ数  19 29 30 36 

実
態 

把
握 

死亡統計等からの実態把握      

県自殺統計の分析      

相
談
事
業 

いのちと暮らしの総合相

談会 

回数 ― ― ― ― 1 

人数 ― ― ― ― 24 

悩み無料ダイヤルの設置 
人数 251 271 280 381 79 

専門相談 0 2 0 0 1 

各窓口での相談      

うつ病の方の家族教室 
回数 11 11 11 12 9 

延人数 45 41 39 60 44 

人
材 

育
成 

ゲートキーパー養成講座 人数 109 69 63  228 

ひきこもり支援研修会 人数    45  

注：平成 29 年度は 12 月末現在の実績 
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第２章 須坂市の自殺の現状と課題 

 

課題１ 男性の自殺者数が多く、20 歳代、40 歳代、60 歳代以上の自殺率が高い 

 

 須坂市の自殺者数は、減少傾向となっています。（図１） 

自殺死亡率では、2012 年（平成 24年）～2015年（平成 27年）は全国や県とほぼ同じで

したが、2016年（平成 28年）は減少しています。（図２） 

 性別自殺者数を見ると男性が多く（図３）、年代別自殺率では全国や県と比較し 30歳代、

50歳代は低くなっていますが、20歳代、40 歳代、60歳代以上が高くなっています。（図４） 

 性別年代別では、男性は 40歳代、60歳代、80歳以上、女性は 30 歳代、40歳代、70歳

代が高くなっています。（図５） 

 

図１ 自殺者数の年次推移 

 

＜平成 19～20年は長野県衛生年報、平成 21 年～「地域における自殺の基礎資料」（厚生労働省）＞ 

 

図２ 自殺死亡率の年次推移（人口 10万対） 

 

＜「地域における自殺の基礎資料」（厚生労働省）＞ 

11～13年 14～16年 17～19年 20～22年 23～25年 26～28年 
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0

10

20

30

40

50

60（人） 

21年 22年 23年 24年 25年 26年 27年 28年 

須坂市 39.65 28.37 28.54 19.14 20.99 21.07 21.16 3.87

長野県 25.17 24.33 22.84 21.72 19.21 21.43 18.8 17.22

全国 25.56 24.66 24.06 21.78 21.06 19.63 18.57 16.95

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45



4 

 

図３ 性別自殺者数（平成 21～28年合計） 

  

＜「地域における自殺の基礎資料」（厚生労働省）＞ 

 

図４ 平成 21～28年平均の年代別自殺率（人口 10万対） 

 

＜「地域における自殺の基礎資料」（厚生労働省）＞ 

 

図５ 平成 21～28年平均の性別年代別自殺率（人口 10万対） 

 

＜「地域における自殺の基礎資料」（厚生労働省）＞ 
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課題２ 自殺の原因はひとつではなく、様々な要因が重なっている 

 

 男女ともに健康問題が最も多く、男性では経済・生活問題や勤務問題も多い傾向にあり

ます。（図６） 

 しかし、自殺の原因はひとつではなく、多くの場合、多様な要因が重なっていると言わ

れています。 

 図７はＮＰＯ法人自殺対策支援センターライフリンクが行った実態調査から見えてきた

「自殺の危機経路（自殺に至るプロセス）」です。 

 

図６ 原因・動機別性別自殺者数（平成 21～26年合計） 

 
＜「地域における自殺の基礎資料」（厚生労働省）＞ 

図７ 自殺の危機経路 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NPO 法人ライフリンク作成 
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課題３ 被雇用・勤め人の割合が多い 

 

 職業別では、被雇用・勤め人、年金・雇用保険等生活者の自殺者数が多くなっています。

（図８） 

 全国と県と比較しても同様のことが言えます。（図９） 

 

図８ 職業別性別自殺者数（平成 21～26年合計） 

＜「地域における自殺の基礎資料」（厚生労働省）＞ 

 

図９ 職業別自殺者数の割合（平成 21～27年合計） 

 
＜「地域における自殺の基礎資料」（厚生労働省）＞ 
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課題４ 自殺企図の場所は自宅等が多く、企図手段は首つりが多い 

 

 自殺企図の場所は自宅等が最も多く（図 10）、企図手段は首つりが最も多くなっていま

す。（図 11） 

また、男性の同居人なしの自殺率が高くなっています。（図 12） 

自殺企図の場所が自宅等であり、同居人がある場合、遺族への影響が大きいことが伺え

ます。 

 

図 10 自殺企図の場所（平成 21～26年合計） 

 

＜「地域における自殺の基礎資料」（厚生労働省）＞ 

 

図 11 自殺の企図手段（平成 21～26年合計） 

 
＜「地域における自殺の基礎資料」（厚生労働省）＞ 
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図 12 同居人の有無別自殺率（人口 10万対）（平成 21～28年平均） 

 

＜「地域における自殺の基礎資料」（厚生労働省）＞ 

 

課題５ 自殺者のうち、自殺未遂歴がある者は 18.1％いる 

 

 自殺者のうち自殺未遂歴がある者は、男性が 13.2％、女性が 26.7％おり、自殺未遂者へ

の適切な支援の必要性があります。（図 13） 

 

図 13 自殺者のうち自殺未遂歴の有無（平成 21～26年合計） 

 

＜「地域における自殺の基礎資料」（厚生労働省）＞ 
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第３章 自殺対策の基本理念 

 自殺はその多くは追い込まれた末の死であり、その多くが防ぐことができる社会的な問

題であるとの基本認識の下、自殺対策を「生きることの包括的な支援」として、社会全体

の自殺リスクを低下させるとともに、一人ひとりの生活を守るという姿勢で展開するもの

と大綱でも示されています。 

自殺の背景には、精神保健上の問題だけでなく、過労、生活困窮、育児や介護疲れ、い

じめや孤立などの様々な社会的要因があることが知られているため、自殺対策は「生きる

ことの阻害要因（自殺のリスク要因）」を減らす取組に加えて、「生きることの促進要因（自

殺に対する保護要因）」を増やす取組を行い、双方の取組を通じて、社会全体の自殺リスク

を低下させる方向で、生きることの包括的な支援として推進し、「誰も自殺に追い込まれる

ことのない須坂市」を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NPO 法人ライフリンク作成 
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第４章 自殺対策における取組 

１ 基本施策 

基本施策１ 住民一人ひとりの気づきと見守りを促す 

自殺に対する誤った認識や偏見をなくし、いのちや暮らしの危機に陥った場合には誰か

に助けを求めることが適切であるということの理解を促進し、誰も自殺に追い込まれるこ

とのない地域づくりを推進します。 

また、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、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自殺対策におけ

る市民一人ひとりの役割等についての意識が共有されるよう、普及啓発を図ります。 

また、抑うつ状態やうつ病等の精神疾患に対する正しい知識の普及啓発により、早期休

息、早期相談、早期受診を促進します。 

【具体的施策】 

事業名 事業内容 担当部署等 

こころの健康づくり講座 市民一人ひとりが心の健康や自殺予

防対策の基本的な知識を理解できる

よう講座を実施する 

健康づくり課 

自殺予防キャンペーン 自殺予防週間、自殺対策強化月間にあ

わせ、自殺予防の普及啓発を行う 

健康づくり課 

広報等による情報発信 広報須坂やホームページ、フェイスブ

ック、ツイッター等で自殺予防や人権

尊重、ＤＶ予防等について情報発信す

る 

政策推進課 

人権同和教育課 

男女共同参画課 

健康づくり課 
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基本施策２ 自殺対策を支える人材の育成 

「生きることの包括的な支援」に関わる幅広い支援者等に対して、自殺対策に関する研

修等を実施します。 

また、自殺の危険を示すサインに気づき、適切に行動できるよう、必要な基礎的知識の

普及を図ります。 

【具体的施策】 

事業名 事業内容 担当部署等 

ゲートキーパー養成講座 周りの人の異変に気づくこと、また気

づいた場合に適切に行動できるよう、

様々な分野の方に受講の機会をつく

り、ゲートキーパーを養成する 

健康づくり課 

関係部署等 

自殺対策に係るスタッフの研修 保健、医療、福祉、教育、労働その他

の関係領域の担当者が様々な悩みや

生活上の困難を抱える人に対して、早

期に気づき、適切に対応できるよう研

修を実施する 

健康づくり課 

子育て支援セミナー 不登校やひきこもっている児童・生徒

の対応について、精神医療の専門家よ

り学ぶ研修を実施する 

学校教育課 

学校職員等研修 教員補助員、不登校児童生徒支援員、

スクールカウンセラー、心の相談員、

学校職員等を対象に特別支援教育の

専門家より児童生徒への接し方や指

導方法について学ぶ研修を実施する 

学校教育課 

ＡＣＰＴ（院内虐待対応会議） 救急外来、小児科外来、産婦人科・小

児科病棟、地域医療福祉連携室等のス

タッフが集まり、虐待、自殺企図、自

殺未遂、ＤＶ等の事例について情報共

有と今後の対策検討を実施する 

信州医療センター 
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基本施策３ 地域におけるネットワークの強化 

自殺対策は、保健、医療、福祉、教育、労働その他様々な分野の施策、人々や組織が密

接に連携する必要があります。 

連携の効果を更に高め、「生きることの包括的な支援」を実施するため、地域におけるネ

ットワークの構築及び強化を図ります。 

【具体的施策】 

事業名 事業内容 担当部署等 

須坂市自殺予防対策連絡会議 市の関係部署や地域関係者が共通認識

を持ち、連携協働するネットワークを

構築し、自殺対策を総合的かつ効果的

に取組む体制をつくる 

健康づくり課 

須坂市自殺予防対策連絡会議 

「ひきこもり対策部会」 

自殺の原因のひとつでもあるひきこも

りなどの周囲から孤立している人への

支援を高齢者福祉課、地域包括支援セ

ンター、学校教育課、子ども課、生活

就労支援センター（まいさぽ須坂）と

推進する 

福祉課 

健康づくり課 

須高精神保健福祉連絡協議会 須高地域の市町村が連携し、精神保健

に関する知識の普及や団体支援を実施

し、地域の精神保健福祉の向上を図る 

健康づくり課 

自殺未遂者支援実務検討会 自殺未遂者が搬送される病院や精神科

医、消防本部等と連携した支援体制を

つくる 

健康づくり課 

周産期メンタルヘルスケア実務

検討会 

妊娠期から出産、子育て期での産後う

つ病等の産褥精神病の早期支援や虐待

防止のため、産科医や小児科医、精神

科医、助産師、看護師等と連携体制を

つくる 

健康づくり課 

自殺言動者の情報提供 自殺のおそれのある者を把握した場合

に関連機関へ情報提供を行う 

警察署 

新・地域見守り安心ネットワー

ク事業 

配慮を要する市民の日頃の見守りや災

害時において避難支援を行うため、台

帳や組織表の整備を通じた体制づくり

を区長や民生児童委員を中心に行う 

福祉課 

高齢者福祉課 

社会福祉協議

会 

区長会 

民生児童委員

協議会 
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基本施策４ 生きることの促進要因への支援 

自殺対策は「生きることの阻害要因（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）」を増やすという双方の取組を通じて、自殺リスクを低下

させる必要があるため、様々な分野において「生きることの包括的な支援」を推進します。 

【具体的施策】 

事業名 事業内容 担当部署等 

地区組織活動支援 保健補導員会や食生活改善推進協議会

の活動を支援する 

保健補導員会による「子育て広場」「ふ

れあいサロン」の開催を支援する 

健康づくり課 

介護予防サポーター養成講座 介護予防を推進するボランティアを養

成し、活動を支援する 

地域包括支援

センター 

認知症サポーター養成講座 認知症に関する正しい知識を学び、適

切な対応ができることを目的に、各町

人権問題学習会や中学校等との連携に

より、サポーター養成講座を開催する 

地域包括支援

センター 

子どもの生活・学習支援 ひとり親家庭の子ども等に基本的な生

活習慣の習得支援、学習支援を団体に

委託し、生活の向上を図る 

学校教育課 
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基本施策５ 児童生徒のＳＯＳの出し方に関する教育 

児童生徒が命の大切さを実感できる教育に加え、社会において直面する可能性のある

様々な困難・ストレスへの対処方法を身に付けるための教育（ＳＯＳの出し方に関する教

育）、心の健康の保持に係る教育を推進し、児童生徒の生きることの促進因子を増やすこと

を通じた自殺対策に資する教育の実施に向けた環境づくりをすすめます。 

【具体的施策】 

事業名 事業内容 担当部署等 

命の尊さ・命の教育 児童生徒が生命の尊さを理解し、かけ

がえのない自他の生命を尊重すること

ができるようになるために、道徳や人

権教育、性教育、理科「生命の誕生」

など、発達段階に応じて計画的な教育

を行う 

学校教育課 

校内児童生徒相談窓口の設置 どんなことでも気軽に相談できること

や居場所がなかったらどうするか等、

一緒に考える場所として、様々な悩み

を抱える児童生徒や保護者ための学校

相談窓口を設置する 

学校教育課 

ＣＡＰ研修(※) 年長児童とその保護者、全教職員を対

象にそれぞれ研修を行う。 

子どもたちは「自己肯定感」を高め、

困ったことを周りの大人に相談できる

ようになることを学び、教職員と保護

者は子どもの SOS への気づきや親子の

関わり等を学ぶ。 

子ども課 

※ Child Assault Prevention の略で、子どもが暴力から自分を守るための人権教育プロ

グラム 
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★評価指標 

指標 
目標 

2022年度(平成 34年度) 
目標設定の考え方 

広報等による情報発信 年６回 

関係部署等の会報等あらゆる機会を捉

え、自殺予防の啓発を行う 

（2017年度（平成 29年度）４回） 

ゲートキーパー養成講

座の実施 
対象の拡大 

様々な分野の方に養成講座の受講の機

会をつくる 

（2017年度（平成 29年度） 

保健補導員 228人） 

自殺予防対策連絡会議

の充実 
年２回 

構成メンバーに弁護士、労働基準監督

署等の参加による充実 

周産期メンタルヘルス

ケア実務検討会の充実 
年６回 

精神科医や産科診療所の参加による充

実 

介護予防サポーター養

成講座累計受講者数 
400人(※) 

2020年度（平成 32 年度）目標値 

（2014年度（平成 26年度）239人） 

年長児の保護者のＣＡ

Ｐ研修の参加率 
 80％(※) 

2020年度（平成 32 年度）目標値 

（2014年度（平成 26年度）63％） 

※第五次須坂市総合計画の目標値 
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２ 重点施策 

重点施策１ 勤務問題対策 

 勤務問題による自殺の背景には、仕事の失敗、職場の人間関係、職場環境の変化、仕事

疲れ等がある中で、働く方一人ひとりがより良い将来の展望を持ち得るようにする「働き

方改革」が国を挙げて推進されています。 

単に職域や各事業所での対策だけでなく、行政や地域の業界団体の役割も重要であるた

め、関係機関等と協働して勤務問題による自殺リスクの低減に向けた取組を推進します。 

【具体的施策】 

事業名 事業内容 担当部署等 

ワークライフバランス推進 ホームページ、企業振興ニュース等で

啓発する 

市内事業所や関係機関と連携して、研

修会を開催する 

男女共同参画課 

産業連携開発課 

中小企業資金融資 低金利の融資を斡旋する 

保証料・利子を助成する 

須坂商工会議所と連携した経営相談を

する 

商業観光課 

産業連携開発課 

働きざかりいきいきセミナー 市内にある事業所でつくる「働きざか

りの健康づくり研究会」が社員等を対

象に心身の健康づくりを目的に「働き

ざかりいきいきセミナー」を実施する 

働きざかりの

健康づくり研

究会 

地域セミナー 知らぬ間に“独り”になっていく時代

に支え合うためのコミュニケーション

技術を学ぶセミナーを実施する 

労働組合 

会報やホームページ等による情

報発信 

自殺予防週間、自殺対策強化月間にあ

わせ、各事業所へ啓発活動を行う 

商工会議所 

 

  



17 

重点施策２ 生活困窮者、無職者、失業者対策 

 生活困窮や無職、失業状態にある方は、単に経済的な問題だけでなく、心身の健康や家

族等との人間関係、ひきこもり等、様々な問題を抱えていることが考えられ、自殺リスク

が高い傾向があります。 

 生活困窮者自立支援制度に基づく支援と自殺対策施策が密接に連携し、経済や生活面の

支援のほか、心の健康や人間関係等の視点も含めた包括的な支援を推進します。 

【具体的施策】 

事業名 事業内容 担当部署等 

悩み無料ダイヤル 通話料無料の専用ダイヤルを設置し、

必要に応じて弁護士、精神科医、職業

相談員の専門相談につなげる 

健康づくり課 

いのちと暮らしの総合相談会 自殺のハイリスク群が、それぞれに抱

え込みがちな問題の組合せに応じて支

援策を連動させ、複数分野の専門家（弁

護士、精神科医、保健師等）や相談員

（生活就労支援センター職員等）が連

携して、総合的な支援を行う 

健康づくり課 

（須高精神保

健福祉連絡協

議会） 

生活困窮者自立相談支援事業 生活困窮者からの相談に応じ、必要な

情報提供と助言を行うとともに、様々

な支援を一体的かつ計画的に行う 

福祉課 

納税相談 市税等の滞納者の生活状況等を聞き取

り、福祉関係部署との連携を図りなが

ら、徴収・換価の猶予制度に該当する

かも念頭におき、納付について相談に

応じる 

税務課 

多重債務相談 多重債務者の状況を聞き、解決方法の

提示と関係各所へのつなぎを行い、債

務整理へ向けたサポートを行う 

消費生活・特殊

詐欺防止セン

ター 

消費生活相談 契約等の消費生活トラブルを解決する

ための助言、あっせんを行い、再発防

止につなげる 

消費生活・特殊

詐欺防止セン

ター 

巡回相談 福祉事務所に来所している生活保護受

給者等の相談・申請段階で巡回相談を

行い、就労支援につなげる 

ハローワーク 

民生児童委員活動 住民の生活上の問題に関する相談に応

じ、必要があれば関係機関や社会資源

につなげる 

民生児童委員

協議会 
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重点施策３ 高齢者対策 

 高齢者は閉じこもりや抑うつ状態になりやすく、孤立・孤独に陥りやすいことから、地

域包括ケアシステムや地域福祉力の強化（我が事・丸ごとの地域づくり）などの施策と連

動した事業の展開を図る必要があります。 

 高齢者特有の課題をふまえつつ、多様な背景や価値観に対応した支援、働きかけが重要

なため、行政サービス、民間事業者のサービス、民間団体の支援等を適切に活用し、生き

ることの包括的支援としての施策の推進を図ります。 

【具体的施策】 

事業名 事業内容 担当部署等 

診療 高齢者特有の心身の不調を診療する 

必要に応じて関係機関等へつなぐ 

須高医師会 

ふれあいサロンの支援 高齢者の交流の場として定期的に開催

する「ふれあいサロン」を支援する 

高齢者福祉課 

（社会福祉協

議会へ委託） 

総合相談事業 地域包括支援センター、在宅介護支援

センターで高齢者の総合的な生活相談

に応じる 

地域包括支援

センター 
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重点施策４ 子ども、若者対策 

問題を克服した過去の経験も少ない、人間関係が希薄、自己肯定感が低いなど、「生きる

ことの促進要因」が少ない子ども・若者は、些細なできごとに対しても大きく傷つき、自

殺のリスクが高まる可能性があるため、保健・医療・福祉・教育等の関係機関が連携し、

生きることの促進要因の増加を図ります。 

【具体的施策】 

事業名 事業内容 担当部署等 

スクールカウンセラーの派遣 中学校を拠点校にスクールカウンセラ

ー（県費２人・市費２人）を配置し、

悩みを抱える児童生徒及び保護者等と

の懇談や指導・助言を行う 

学校教育課 

「いじめ」に関するアンケート

調査 

全児童・生徒を対象にいじめに関する

アンケート調査を行い、学級担任を中

心に内容を確認し、面談を行い対応す

る 

学校教育課 

よりよい学校生活と友達づくり

のためのアンケート調査 

(hyper-Q-U検査) 

不登校になる可能性、いじめ被害を受

けている可能性、意欲が低下している

かどうか、学級崩壊に至る可能性、学

級集団の雰囲気などが統計的に示され

る検査を全小中学校で実施し、各校で

対応を検討し、全職員で共通理解を図

ると共に学校教育課に報告する 

学校教育課 

命の教育 小学校 6 年生を対象に、応急手当普及

啓発にあわせ、命の大切さについて授

業を行い、自分を大切にし、相手を思

いやれる気持ちを育成する 

消防本部 

高校生マネートラブル講座 専門家より、若者が陥りそうなマネー

トラブルについての事象や金融の知識

について学ぶ講座を実施する 

労働組合 
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★評価指標 

指標 
目標 

2022年度(平成 34年度) 
目標設定の考え方 

ワークライフバランス推

進 
40％ 

ワークライフバランスという言葉も内容

も知っている市民の割合 

（2016年度（平成 28年度）32.3％） 

（男女共同参画に関する市民意識調査より) 

いのちと暮らしの総合

相談会 
年１回 

2017年（平成 29年度）度新規事業のた

め、継続実施 

就労につながった人数 
10人(※) 

生活困窮者自立相談機関による相談支

援 

消費生活に関する相談 
100件(※) 

パイオネット（全国消費生活情報ネッ

トワーク・システム）への登録件数 

ふれあいサロンの支援 
95か所 

ふれあいサロン設置数 

（2016年度（平成 28年度）88か所） 

総合相談事業受付件数 

4,300件 

第七期介護保険事業計画 2020年度（平

成 32年度）目標値 

（2016年度（平成 28年度）3,873件） 

不登校児童生徒の割合 
小学校 0.4％(※) 

中学校 2.8％(※) 

2020年度（平成 32 年度）目標値 

（2014年度（平成 26年度） 

小学校 0.49％ 中学校 3.38％） 

※第五次須坂市総合計画の目標値 
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第５章 自殺対策の推進体制 

１ 須坂市自殺予防対策連絡会議 

市の関係部署や地域関係機関が自殺対策に関し共通の認識を持ち、連携協力するネット

ワークを構築し、自殺予防の啓発活動を総合的かつ効果的に取り組むことができるよう、

須坂市自殺予防対策連絡会議を開催します。 

【構成メンバー】 

庁内関係部署 

総務部 政策推進課、税務課 

健康福祉部 福祉課、高齢者福祉課、地域包括支援センター、健康づくり課 

市民共創部 
市民課、消費生活・特殊詐欺被害防止センター、男女共同参

画課、人権同和政策課 

産業振興部 産業連携開発課、商業観光課 

教育委員会 学校教育課、子ども課、人権同和教育課 

消防本部 警防課 

須坂市社会福祉協議会 

地域関係機関 

須高医師会、須坂市民生児童委員協議会、須坂警察署（生活安全課）、 

長野保健福祉事務所、働きざかりの健康づくり研究会、須坂商工会議所、 

ハローワーク須坂、労働組合、県立信州医療センター 

 

２ 須坂市自殺予防対策連絡会議「ひきこもり対策部会」 

 自殺の原因のひとつでもあるひきこもりなどの周囲から孤立している者への支援を考え

る部会を須坂市自殺予防対策連絡会議に設置します。 

【構成メンバー】 

庁内関係部署 
高齢者福祉課、地域包括支援センター、学校教育課、子ども課、生活就労

支援センター（まいさぽ須坂）、健康づくり課、福祉課 

 

３ 須高精神保健福祉連絡協議会 

須高地域の市町村と行政機関が連携し、精神保健に関する知識の普及及び団体支援事業

等を実施し、地域の精神保健福祉の向上を図ることを目的に設置します。 

【構成メンバー】 

小布施町、高山村、須坂市の保健福祉部署 

 

４ 自殺未遂者支援実務検討会 

自殺未遂歴は精神疾患に罹患していること以上に重要な自殺の危険因子であることから、

再企図や既遂を防ぐため、早期からの適切な支援が行われるよう、須高精神保健連絡協議

会として、自殺未遂者が搬送される病院や精神科医、消防本部等と連携した支援体制を確

立するため、実務検討会を開催します。 

【構成メンバー】 

精神科医、長野県精神保健福祉センター、長野保健福祉事務所、県立信州医療センター、

消防本部、小布施町、高山村、須坂市 
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５ 周産期メンタルヘルスケア実務検討会 

産後うつ病をはじめ産褥精神病の早期支援、虐待防止を目的に実務検討会を定期的に開

催します。 

【構成メンバー】 

国立成育医療研究センター、長野県精神保健福祉センター、県立信州医療センター、 

小布施町、高山村、須坂市 

 

 

第６章 計画の進行管理 

 本計画に基づく施策を着実に展開するため、須坂市自殺予防対策連絡会議において、具

体的な取組状況を把握し、「Plan(計画)→Do(実行)→Check(評価)→Act(改善)」の 4段階に

よるＰＤＣＡサイクルを推進し、関係部署、関係機関等と連携しながら、本計画の推進を

図っていきます。 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

第７章 資料編 
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１ 須坂市自殺予防対策関連事業一覧 

 

No 事業名 事業内容 担当部署等

基本施策

(1)住民一人ひとりの気づきと見守りを促す

1
自殺予防キャンペーン 市役所庁舎等に懸垂幕や横断幕を設置するとともに、啓発グッズや悩み無料ダイヤル啓発カー

ド、相談窓口一覧を作成し、庁舎関係機関等に卓上旗と合わせて設置、配布する

2
母子健康手帳の交付及
び面接

母子健康手帳の交付とあわせて、エジンバラ産後うつ病質問票を含めた「妊婦さん おたずね」
をもとに、母子保健コーディネーター（保健師）が全妊婦と面接を行う

3

こころの健康づくり講
座

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」であることや、危機の陥った人
の心情や背景への理解を深め、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
いう自殺対策における市民一人ひとりの役割等についての意識の共有を図る

4
出前講座「ストレスと
心の健康」

ストレスが心と体に及ぼす影響、ストレス解消法についての学習の場を提供する

5
広報等掲載 自殺予防週間（9/10～9/16）、自殺予防月間（3月）や市民健康づくり講座に合わせて、広報等

を活用し啓発活動に努める

6

須高地域医療福祉推進
協議会

冊子「須高地域で安心して医療・介護・福祉が受けられるために」（随時改訂）を作成し、医
療福祉介護の関係者に配布して関係者が相談支援等のツールとして活用している
また、毎年「須高地域医療福祉を考える集い」を開催し、医療福祉介護の相談窓口や在宅療養
を支える各種サービスの紹介・情報提供、リビング・ウィルの啓発普及等を行っている

地域医療福祉ネット
ワーク推進室

7
広報等による情報発信 ホームページ、フェイスブック、ツイッターによる情報発信、広報須坂への情報掲載等、様々

な媒体や機会を通し、啓発に努める 政策推進課

8
男女間のあらゆる暴力
をなくす

デートDV啓発リーフレットの配布や相談窓口の周知に努める
また、女性の一般相談を実施し、関係機関と連携して相談対応を行う

9
広報等掲載 女性に対する暴力をなくす運動（11/12～11/25）に合わせて、広報等を活用し啓発活動に努め

る

10
町別人権問題学習会 同和問題をはじめあらゆる人権問題について学習し、人権尊重の意義やさまざまな人権問題に

ついて理解と認識を深める 人権同和教育課

11

働きざかり
いきいきセミナー

須坂市内にある事業所でつくる、「働きざかりの健康づくり研究会」が、市内で働く社員等を
対象に、心身の健康づくりのため「働きざかりいきいきセミナー」を開催し、9回シリーズのう
ち、1回をメンタルヘルス講座として実施し自分自身の心身の健康を考える場を提供する

働きざかりの
健康づくり研究会

12
会報掲載
ホームページ掲載

自殺予防週間（9/10～9/16)、自殺予防月間（3月）に合わせて、会報及びホームページへ掲載
し、各事業所へ啓発活動に努める 須坂商工会議所

13
地域セミナー 知らぬ間に“独り”になっていく時代に、支え合うためのコミュニケーション技術を身につけ

る

14
なんでも相談ダイヤル “くらしなんでも相談ダイヤル”を設置し、いつでもだれでも相談できる電話・面談による相

談体制をつくる

15 出前講座 メンタルヘルスに関する講座を調整し、地域住民に学習の場を提供する 信州医療センター

(2)自殺対策を支える人材育成

16

須坂市自殺予防対策連
絡会議

保健、医療、福祉、教育、労働その他の関連領域の者が様々な悩みや生活上の困難を抱える人
に対して、早期に気づき、適切に対応できるよう須坂市自殺予防対策連絡会議の構成メンバー
を対象に研修を実施する

17
ゲートキーパー養成講
座

市民一人ひとりが周りの人の異変に気づいた場合に適切に行動できるようゲートキーパーを養
成する

18 研修受講の推進 連絡調整を担う人に対し、研修の受講を勧める

19
新任保健師育成 保健師業務の概要やオリエンテーション（健康診査、健康相談、健康教育、地区組織活動、訪

問指導等）

20
うつ病の方の家族教室 うつ病の人の家族を対象に、抑うつ状態やうつ病に対する正しい知識や対応方法を学ぶ場を提

供する

21
精神障がい者家族会支
援

精神障がい者の生活支援や対応方法、家族支援として家族会を支援する

22 相談支援事業 自殺リスクを抱える人に寄り添い、伴走型の支援の重要性を家族や周囲の人に伝える

23 訪問指導事業 保健師、助産師、管理栄養士等による訪問指導の実施

24 健康相談事業 保健師、管理栄養士、歯科衛生士等による健康相談の実施

25 健康診査事業 健康の維持や疾病の予防の・早期発見を図る

26
企業人権教育推進会議 指導者（企業内人権教育担当者）養成講座開催

企業内における人権教育研修開催
人権同和教育課
産業連携開発課

27
子育て支援セミナー 不登校やひきこもっている児童・生徒への対応について、精神・医療の専門家から学び研修す

る

28

職員研修 教員補助員・不登校児童生徒支援員・スクールカウンセラー・心の相談員・学校職員等を対象
に、特別支援教育の専門家より障がいのある児童・生徒への接し方や指導方法について学ぶ

29
命の教育 市内小学校6年生を対象に、応急手当普及啓発に併せ、命の大切さについての授業。自分を大切

にし、相手を思いやれる気持ちを育成する 消防本部警防課

30

ＡＣＰＴ（院内虐待対
応会議）

月１回、救急外来、小児科外来、産婦人科・小児科病棟の医師、看護師、地域医療福祉連携
室、参与、事務スタッフが集まり、各部署での虐待、自殺企図、自殺未遂、ＤＶ等の事例につ
いて報告し、情報共有と今後の対策検討を実施する

信州医療センター

学校教育課

健康づくり課

男女共同参画課

健康づくり課

労働組合
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(3)地域におけるネットワークの強化

31
須坂市自殺予防対策連
絡会議

市の関係部署や地域関係機関が共通の認識を持ち、連携・協働するネットワークを構築し、自
殺対策を総合的かつ効果的に取組む

32
須高精神保健福祉連絡
協議会

須高地域の市町村と行政機関が連携し、精神保健に関する知識の普及及び団体支援事業を実施
し、地域の精神保健福祉の向上を図る

33
子育て支援のネット
ワークづくり

地域における子育て支援者及び団体と連携を図り、子育て中の保護者のつながりを促進する

34
自殺未遂者支援実務検
討会

自殺未遂者が搬送される病院や精神科医、消防本部等と連携した支援体制を確立する

35
周産期メンタルヘルス
ケア実務検討会

妊娠期から出産、子育て期での産後うつ病等の産褥精神病の早期支援や虐待防止のため、産科
医や小児科医、助産師、看護師等と連携を図る

36
妊娠・出産包括支援事
業

妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目のない支援をおこなうことにより子育て世帯の安心
感を醸成する

37
ひきこもり対策部会 自殺の原因のひとつでもあるひきこもりなどの周囲から孤立している人への支援を推進する 福祉課

健康づくり課

38

新・地域見守り安心
ネットワーク事業

配慮を要する住民の日頃の見守りや、災害時において避難支援を行うため、台帳や組織表の整
備を通じた体制づくりを、町の区長や民生児童委員を中心に行う

福祉課・高齢者福祉課
社会福祉協議会
区長会
民生児童委員協議会

39
相談事業 相談窓口として、随時、人権交流センターで相談に応じる日常相談を行う中で関係機関と連携

を図る 人権同和政策課

40
子育て支援センター事
業

子育てサークルへの支援、各種講座の開催、ﾌｧﾐﾘｰ・ｻﾎﾟｰﾄ・ｾﾝﾀｰ事業等を通じて、子育て中の
保護者の仲間づくりの支援と地域における子育ての相互扶助活動の浸透を図る 子ども課

41
民生児童委員活動 一人暮らしの不安、介護についての困りごと、子育て上の不安等、住民の生活上の問題に関す

る相談に応じ、必要があれば関係機関や社会資源につなげる 民生児童委員

42 情報提供 警察活動において自殺のおそれのある者を把握した場合に、関連機関に情報提供する 須坂警察署

43

妊婦・新生児・産婦連
絡票の送付

妊娠期から出産、子育て期での産後うつ病等の産褥精神病の早期支援や虐待防止のため、外来
通院中、入院中、退院時に、地域でのフォローが必要なケースについて、病院から地区保健師
に連絡票を送付し連携を図る

信州医療センター

(4)生きることへの促進要因への支援

44
地区組織活動支援 保健補導員会や食生活改善推進協議会の活動支援

保健補導員会による、「子育て広場」や「ふれあいサロン」開催支援

45
自殺未遂者支援 自殺未遂者への相談支援

自殺未遂者支援実務検討会の開催

46
自死遺族支援 自死遺族への相談支援

県が実施している「自死遺族の会」へのつなぎ

47
ふれあいサロンの支援 高齢者の交流の場として、定期的に開催する「ふれあいサロン」を支援する 高齢者福祉課

(社会福祉協議会へ委
託）

48
子どもの生活・学習支
援

ひとり親家庭の子ども等に基本的な生活習慣の習得支援・学習支援を行う団体を委託し、ひと
り親家庭の子どもの生活の向上を図る 学校教育課

49
診療 自殺未遂者への診療

必要に応じて、関係機関等へのつなぎ 須高医師会

50
職員のストレスチェッ
ク

全職員に対しストレスチェックテストを実施し、外部機関で分析してストレスの程度を把握
し、ハイリスク者に対して相談を促したり、職場環境の改善を検討する

51
自殺企図、自殺未遂者
支援

受診患者の状態に応じて、地区保健師へつないだり、精神科紹介、精神科転院、警察や保健所
への通報

(5)児童生徒のＳＯＳの出し方に関する教育

52

命の尊さ・命の教育 児童生徒が生命の尊さを理解し、かけがえのない自他の生命を尊重することができるようにな
るために、道徳や人権教育、性教育、理科「生命の誕生」など、発達段階に応じて計画的な教
育を行う

53

校内児童生徒相談窓口
の設置

様々な悩みや不安を抱える児童生徒や保護者の学校相談窓口を明示し、児童生徒と保護者に周
知する
どんなことでも気軽に相談できることや居場所が無かったらどうするかなど、一緒に考える場
所としても利用できることを知らせる

54

スクールカウンセラー
情報交換会

不登校支援員の会

スクールカウンセラーや不登校支援員の情報交換や実践事例を通して、児童生徒理解や保護者
対応について研修し、メンタルヘルスケアや医療機関へつなげるなどの資質向上と連携の強化
を図る

55

ＣＡＰ研修（子どもが
暴力から自分を守るた
めの人権教育プログラ
ム）

年長児童とその保護者、全教職員を対象にそれぞれ研修を行う
子どもたちは「自己肯定感」を高め、困ったことを周りの大人に相談できるようになることを
学び、教職員と保護者は子どものSOSへの気づきや親子の関わり等を学ぶ 子ども課

信州医療センター

学校教育課

健康づくり課　

健康づくり課
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重点施策

(1)勤務問題対策 　

56
ワークライフバランス
推進

ホームページ・企業振興ニュース等で啓発
市内事業所や関係機関と連携して研修会を開催する

男女共同参画課
産業連携開発課

57
企業人権教育推進会議 指導者（企業内人権教育担当者）養成講座開催

企業経営者人権教育研修会開催
人権同和教育課
産業連携開発課

58
企業動向調査
建設業動向調査

四半期ごと年４回景気動向調査実施
分析を行い、ホームページで周知 産業連携開発課

59

中小企業資金融資 低金利の融資あっせん
保証料・利子の助成
須坂商工会議所と連携した経営相談をする

商業観光課
産業連携開発課

(2)生活困窮者、無職者、失業者対策

60
悩み無料ダイヤル 通話料無料の専用ダイヤルを設置し、必要に応じて弁護士、精神科医、職業相談員の専門相談

につなげる 健康づくり課

61

いのちと暮らしの総合
相談会

失業者や労働者、高齢者等の各ハイリスク群が、それぞれに抱え込みがちな問題の組合せに応
じて支援策を連動させ、複数分野の専門家（弁護士、精神科医、保健師）や相談員（生活就労
支援センター職員等）が連携して、総合的な支援を行う

健康づくり課
（須高精神保健福祉連
絡協議会）

62
養育支援訪問事業 児童の養育について、特に支援が必要な家庭に対し、保健師・ヘルパー等を派遣して専門的な

助言・指導を行ったり、家事・育児を援助する
健康づくり課
子ども課

63

納税相談 市税等の滞納者の生活状況等を聞き取り、福祉関係部署との連携を図りながら、納付について
の相談に応じる
また、徴収・換価の猶予制度に該当するかも念頭に相談に応じる

税務課

64
生活保護施行事務 生活保護利用者からの様々な相談への対応、利用者宅への家庭訪問等による生活状況を把握、

生活保護法に基づく各種扶助の支給等を実施 福祉課

65

生活困窮者自立相談支
援事業（まいさぽ須
坂）

生活困窮者からの相談に応じ、必要な情報提供及び助言を行うとともに、様々な支援を一体的
かつ計画的に行うことにより、生活困窮者の自立の促進を図る

福祉課
(須坂市社会福祉協議
会委託)

66

地域生活相談支援事業 障がいのある方の地域生活を支援するため、福祉、保健、医療等サービスの情報提供、調整
家庭訪問による相談、助言
各種障がい福祉サービスの紹介
関係機関との連携など様々な相談、連携を実施している

福祉課
（須高地域総合支援セ
ンター委託）

67
須坂市民生児童委員協
議会事務

地域における様々な活動や訪問活動を通じて地域住民の生活実態を把握し、相談に応じている
民生・児童委員に対して、様々な分野の研修会を開催する

福祉課
高齢者福祉課

68

多重債務相談
消費生活相談

多重債務相談は詳しく状況を聞き、解決方法の提示と関係各所へのつなぎを行い、債務整理へ
向けた一歩を踏みだすためのサポートを行う
消費生活相談としては、契約などの消費生活トラブルを解決するための助言、あっせんを行う
無理な契約の背景にある要因に気を配ることで相談者の抱えるリスクに気づき、再発防止につ
なげる

69

広報誌掲載
出前講座

消費生活に関する情報発信
県主催の多重債務相談会などの案内
出前講座の開催

70 就業支援センター 専任キャリアカウンセラーによる就業に関する相談事業を行う

71

長野地域ＵＪＩターン
就職促進事業

長野地域９市町村が連携し、就職説明会等を開催し、首都圏等から長野地域への就職、定着を
促す
若手社員向けフォローアップ研修
若手社会人向け合同就職説明会

72
創業支援事業 創業支援事業計画に基づき、信州ＳＯＨＯ支援協議会・須坂商工会議所と連携し、須高創業セ

ミナーを開催
商業観光課
産業連携開発課

73
家庭児童相談事業 家庭における人間関係の健全化及び児童養育の適正化等、家庭児童福祉の向上のため、家庭児

童相談員による専門的な相談業務を行う 子ども課

74
心配ごと相談事業 生活の悩みや経済的困りごとを抱える人に対して、相談員が一緒に考え、課題を整理しなが

ら、生活の立て直しや就労など自立に関する相談を行う

75
生活福祉資金貸付事業 低所得世帯、高齢者世帯、障がい者世帯を対象に自立生活のための貸し付けを行う

76

巡回相談 悩み無料ダイヤル・専門相談（職業相談）
福祉事務所に来訪している生活保護受給者等の相談・申請段階にハローワークから巡回相談を
行い生活保護受給者等就労自立促進事業の就労支援につなげる

ハローワーク須坂

消費生活・特殊詐欺被
害防止センター

産業連携開発課

須坂市社会福祉協議会
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(3)高齢者

76
緊急通報システム事業 緊急通報装置を家庭の固定電話機に接続し、談話回線を利用した緊急時の連絡・通報や日常生

活の相談を行う
高齢者福祉課

77
ひとり暮らし高齢者安
心コール事業

ひとり暮らし高齢者に対し、ボランティアからの電話により、定期的なコミュニケーションを
図る

78
「食」の自立支援事業 虚弱、心身の障がい、傷病等の理由により食事の調理が困難な方に配食サービスを行い、栄養

の偏りがちな食生活の改善を図り、あわせて安否確認を行う

79
ふれあいサロンの支援 高齢者の交流の場として、定期的に開催する「ふれあいサロン」を支援する

80
家族介護者交流事業 在宅介護者の心身リフレッシュを目的に介護者相互の交流及び相談会を行う

81 総合相談事業 地域包括支援センター・在宅介護支援センターで高齢者の総合的な生活相談に応じる

82

認知症総合支援事業 認知症高齢者家族のつどいの開催
認知症サポーター養成講座の開催
もの忘れ相談日の開催
認知症初期集中支援チーム員会議の開催

83
介護教室 月に１回、地域包括支援センター・在宅介護支援センター・信州医療センターが交互に介護教

室を開催する

84
介護予防サポーター養
成講座

介護予防を推進するボランティアを養成し活動を支援する

85
認知症サポーター養成
講座

認知症に関する正しい知識を学び、適切な対応ができることを目的に、各町の人権問題学習会
や中学校等との連携により、サポーター養成講座を開催する

86
診療 高齢者の診療

必要に応じて、関係機関等へのつなぎ 須高医師会

87
心配ごと相談事業 生活の悩みや経済的困りごとを抱える人に対して、相談員が一緒に考え、課題を整理しなが

ら、生活の立て直しや就労など自立に関する相談を行う

88
生活福祉資金貸付事業 低所得世帯、高齢者世帯、障がい者世帯を対象に自立生活のための貸し付けを行う

89
いきいき外出事業 介助が必要で中々外出の機会がない高齢者（障がい者）を対象に、お花見・紅葉狩りなどの外

出を支援する

(4)子ども・若者

90
スクールカウンセラー
の派遣

中学校を拠点校に、県費２人、市費２人のスクールカウンセラーを配置し、悩みを抱える児
童・生徒及び保護者等との懇談や指導･助言を行う

91

「いじめ」に関するア
ンケート調査

全児童・生徒を対象に、6月と11月に「いじめられたことがあるか」「いじめたことがあるか」
「いじめを見たり聞いたりしたことがあるか」等のアンケート調査を行い、書かれたことにつ
いては学級担任を中心に内容を確認し、面談を行い対応する
調査結果はすべて学校教育課に報告
課では市全体の状況結果をまとめ、分析して各校に戻す

92

よりよい学校生活と友
達づくりのためのアン
ケート調査
（hyper-Q-U検査）

Q―U 検査を全小中学校で実施
検査結果からは、不登校になる可能性、 いじめ被害を受けている可能性、意欲が低下している
かどうか、学級崩壊に至る可能性、学級集団の雰囲気などが、統計的に示される
各校では結果をもとに対応を検討し、全職員で共通理解を図る
全学級分の結果と対応については学校教育課へ報告

93
心の教室相談員の配置 各中学校に心の教室相談員（図書館職員兼務）を１名配置し、生徒が時間や内容を問わず気軽

に訪問し、話し相手や相談相手になることで、生徒の心の安定を図る

94
就学援助費の支給 経済的理由によって就学困難と認められる児童・生徒の保護者に対し、要保護及び準要保護児

童生徒就学援助費を支給する

95
高校生マネートラブル
講座

専門知識をもつ講師（労金職員）より、若者が陥りそうなマネートラブルについての事象や金
融の知識を知ってもらう 労働組合

96
ハイリスク地における
パトロール活動

通常のパトロールに合わせ、須高地域の自殺各所と呼ばれる場所に立ち寄り、人がいれば声掛
け活動を実施する 須坂警察署

地域包括支援センター

(5)その他

学校教育課

高齢者福祉課
(社会福祉協議会へ委
託）

須坂市社会福祉協議会
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２ 須坂市相談窓口一覧 

 

♪　電話や来所でご相談にお応えします　♪ 平成2９年６月末現在

名　称 相談内容 相談機関・場所 時間等 連絡先

保健センター

市役所向かい

健康づくり課

市役所１階　窓口６番

消費生活･特殊詐欺被害防止ｾﾝﾀｰ 【平日】

市役所１階　市民課内 8:30～17:00

税務課

市役所１階　窓口２番

福祉課 【平日】

市役所１階　窓口８番 8:30～17:15

まいさぽ須坂 【第2･4木曜】

すざか女性未来館１階相談室 13:00～16:00

生活就労相談及び まいさぽ須坂 【平日】

心配ごと相談 （須坂ショッピングセンター内） 9:00～17:00

須高地域総合支援センター 【平日】

（須坂ショッピングセンター内） 9:00～18：00

福祉課 【平日】

市役所１階　窓口８番 8:30～17:15

健康づくり課 【平日】

市役所１階　窓口４番 8:30～17:15

健康づくり課 【平日】

市役所１階　窓口５番 8:30～17:15

就業支援センター
【平日】

8:30～17:15

シルキービル２階
【第1土曜】

 13:00～17:15

商業観光課 【平日】

シルキービル２階 8:30～17:15

専用電話 213-6400

保健センター

市役所向かい

健康づくり課

市役所１階　窓口６番

子ども課

東庁舎１階　窓口６番

保健センター

市役所向かい

健康づくり課

市役所１階　窓口６番

子ども課 【平日】

東庁舎１階　窓口10番 8:30～17:15

学校教育課 【平日】

東庁舎１階　窓口12番 8:30～17:15

男女共同参画課 【平日】

市役所２階 8:30～17:15

地域包括支援センター

市役所２階

高齢者福祉課

市役所１階　窓口９番

人権交流センター 【平日】

大字小山1264-4(須坂高校体育館西側) 9:00～17:00

♪　通話料無料の電話相談です　♪

名　称 相談内容 相談機関・場所 時間等 連絡先

電話相談専用（通話料無料） 【平日】

8:30～17:15

【平日】

10:00～16:00

人
権

人権に関する
総合相談

日常生活における心配事、人権問題などに

関する相談
245-0909

248-9020

高
齢

者

通話料無料電話

（長野県労働者福祉協議会設置）

須坂市自殺予防対策連絡会議

0800-800-7223

245-4566
 休日・夜間等は市役所代表電話へ

転送となります。

悩み無料ダイヤル

高齢者総合相談
高齢者の保健、福祉、介護、認知症、高齢

者虐待などに関する様々な相談
8:30～17:15

248-9023

家庭児童相談

身体やこころ、育児、お金などの日常生活

のあらゆる悩みごとの相談

女

性
女性相談 女性の家族関係、ＤＶなどの相談

【平日】

総

合 くらし･なんでも相談
ほっとダイヤル

日常生活での悩みについての無料相談

248-9023

248-9034

教育相談
いじめ、不登校などの学校教育に関する相

談

子育て、児童虐待、障がいなどの18歳ま

での子どもに関する相談
248-9026

母子保健相談
マタニティブルー、産後うつ、育児不安な

どの妊娠中や育児に関する相談

【平日】

248-0001

248-9003

8:30～17:15

仕

事

就業相談 就業、転職、仕事に関する相談 246-3501

融資相談
中小企業等に対する県・市制度資金の融資

相談
248-9005

248-9018

健
康

こころの健康相談
ストレス、うつ、精神不安、依存症などの

心の健康に関する相談

【平日】

多重債務等の相談 213-7188消費者相談

(026) 248-9023

8:30～17:15

8:30～17:15

248-9003

弁護士による法律相談 　※ 予約制

248-9977

国民健康保険と

国民年金の相談

国民健康保険と国民年金の手続きに関する

相談
248-9018

福祉医療の相談 福祉医療の手続きに関する相談 248-9018

0120-39-6029

生
活
・
福
祉

子
ど

も

妊娠・子育てなんでも

相談「おひさま」

妊娠期から出産・子育て期にわたるまで

の、母子保健や育児に関するさまざまな悩

みなどの相談

納税相談

法律相談

248-9018

248-9026

【平日】

市税納付に関する相談

生活相談 生活保護に関する相談

障がい者相談

248-9018

【平日】

   8:30～17:15 248-9001

日常生活の悩み、心配ごとの相談

身体、知的、精神障がいなどの

障がい者福祉に関する相談

248-3750
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３ 須坂市自殺予防対策連絡会議要綱 

 

第 1 目的 

 自殺対策基本法（平成 18 年制定）の理念に基づき、各行政相談の担当者が自殺に関する理解を

深め、相談者の抱える問題に早期に気づき、適切な相談窓口につなげられるネットワークの構築と

連携した自殺予防の啓発活動を推進するため、須坂市自殺予防対策連絡会議（以下「連絡会議」と

いう。）を置く。 

 

第 2 所掌事項 

 連絡会議は、次の事項について協議、検討する。 

（１）自殺予防対策に係る課等の連携及び情報交換に関すること 

（２）本市における自殺の実態把握に関すること 

（３）自殺予防に係る周知、啓発等の取組みに関すること 

（４）その他、自殺予防対策に関すること 

 

第 3 構成 

 連絡会議の委員は、下記に挙げる課等の長で構成し、各課での自殺予防の理解と啓発、連携の推

進を担う。 

２ 連絡会議に委員長を置き、健康福祉部長をもって充てる。 

３ 連絡会議には、委員の所属する課等に担当者を置き、各課での自殺予防対策のリーダー的役割

を担い、会議等に出席する。 

 

総務部 政策推進課、税務課 

健康福祉部 福祉課、高齢者福祉課、地域包括支援センター、健康づくり課 

市民共創部 市民課、消費生活・特殊詐欺被害防止センター 

男女共同参画課、人権同和政策課 

産業振興部 産業連携開発課、商業観光課 

教育委員会 学校教育課、子ども課 

消防本部 警防課 

須坂市社会福祉協議会 

 

第 4 会議 

 連絡会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となり、会務を総括する 

２ 委員長は、必要があると認めた時は、連絡会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くこと

ができる。 

 

第 5 部会 

 連絡会議に、必要に応じて部会を置くことができる。 

２ 部会に関し必要な事項は、委員長が定める。 

 

第 6 事務局 

 連絡会議の事務局は、健康福祉部健康づくり課に置く。 
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補則 

 この要綱に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し必要な要綱は、委員長が別に定める。 

 

附則 

 この要綱は、平成 21年 10月 1日から施行する。 

 この要綱は、平成 29年 3月 1日から施行する。 

 この要綱は、平成 29年  4月 1日から施行する。 

 

 

４ 自殺対策基本法 

 

 

５ 自殺総合対策大綱 

 

 

「自殺対策基本法」「自殺総合対策大綱」についての詳細は下記、厚生労働省ホームページ 

自殺対策 をご覧ください。 

 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/

jisatsu/index.html#HID6 


