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第４章 基本施策

１ 計画の体系
基本理念 基本施策 主な取組・事業

支
え
あ
い

い
の
ち
を
守
る

お
お
い
ず
み

基本施策１

こころの健康を支援

する連携・体制づくり

の推進

基本施策２

自殺対策に係る人材の

確保と養成及び資質の

向上

基本施策３

町民一人ひとりの気づ

きと見守りの推進

基本施策４

自殺リスク者に対す

る相談支援等の充実

①地域におけるこころの健康づくり推進

体制の整備

②学校におけるこころの健康づくり推進

体制の整備

③適切な精神保健医療福祉サービスの推進

④民間団体との連携強化

①自殺対策の連携調整を担う人材の育成

②地域保健スタッフの資質の向上

③様々な分野でのゲートキーパーの養成

④家族や知人等を含めた支援者への支援

①自殺予防週間、自殺対策強化月間での

啓発強化

②自殺に関する正しい知識の普及啓発の推進

③精神疾患について正しい知識の普及啓発

の推進

①地域における相談体制の充実と支援策、

相談窓口情報等の分かりやすい発信

②勤務問題による自殺対策の推進

③介護者への支援の充実

④引きこもりへの支援の充実

⑤児童虐待防止や被害者への支援、ひとり

親家庭支援の充実

⑥子ども、若者の自殺対策推進

⑦生活困窮者への支援の充実

⑧妊産婦への支援の充実

⑨人権に関する理解促進、相談

⑩自殺対策に資する居場所づくりの推進

⑪身体疾患に対する支援の充実

⑫自殺未遂者の再度の自殺企図予防と残

された人への支援の充実

⑬高齢者への支援の充実
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【施策の方向】

自殺の多くは、日常の様々な要因が複雑に絡み合っており、追い込まれた末の死

と考えられています。また、自殺した人の多くは、亡くなる前に相談機関への相談

をしていたともいわれています。

このことから、こころの健康を害している町民が、必要時に専門・関係機関へ確

実につながるような相談体制の充実を図ります。

【取組・事業】

主な取組・事業 各課事業・取組 内容
今後の

方向性
担当課

①地域におけるここ

ろの健康づくり推進

体制の整備

相談窓口で把握した

町民への支援と連携

税務相談、納税相談、町民相談、消費生活相

談、配偶者暴力相談や町営住宅入居者などの

相談の際に、生活困窮や心身の不調等自殺の

危険因子に留意し、支援が必要な人に対して

関係部署の連携強化に努めます。

継続

税務課

収納課

住民課

都市整備課

保育料・児童館使用料

の納付相談で対応し

た町民への相談窓口

紹介と連携

収納対策で対応した町民で、生活困窮や心身

の不調などで支援が必要と予測された場合

に、相談機関一覧のリーフレットを配布し

関係機関との連携を図ります。

継続 こども課

各種イベント時や公

園等で把握した心配

な人への支援と連携

各種イベント時や公園等で、自殺行為に至る

可能性がある心配な人を見つけた場合、声が

けや関係部署への情報提供を行い、連携の強

化を図ります。

継続
経済振興課

道路公園課

保健福祉総合センター・

公民館・図書館・保育

園・児童館・包括支援セ

ンターの場での心配な

人の支援と連携

町内の施設で自殺行為に至る可能性がある人

を把握した場合、関係機関との連携強化を図り

ます。 継続

健康づくり課

高齢介護課

こども課

生涯学習課

基本施策１ こころの健康を支援する連携・体制づくりの推進
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取組の指標

主な取組・事業 各課事業・取組 内容
今後の

方向性
担当課

①地域におけるこころ

の健康づくり推進体制

の整備

避難行動要支援者対

策事業

避難行動要支援者名簿のうち、同意を得た人の

名簿を警察や消防、民生委員・児童委員、地域

の自主防災組織などに提供し、日常の見守りに

活用できるようにし、連携強化に努めます。

継続 高齢介護課

交通防犯パトロール

地域安全パトロール

自主防犯パトロール

各種パトロールの際、町内の各所で自殺行為に

至る可能性があり不審な行動をしている人を見

つけたら、警察や消防、関係部署に連絡しま

す。また、そのような人に対して声をかけ、必要

時に相談窓口につなぎ、連携強化に努めます。

継続 安全安心課

各種団体との連携 生活困窮や孤立化した町民等、心配な町民を

把握した場合、関連部署との連携強化を図り

ます。 継続

総務課

福祉課

健康づくり課

経済振興課

環境整備課

②学校におけるこころ

の健康づくり推進体制

の整備

教育相談事業 教育研究所の教育相談、スクールカウンセラー

の相談について、保護者や子ども達に啓発を行

い、相談しやすい体制づくりを構築します。

継続 教育指導課

③適切な精神保健医療

福祉サービスの推進

在宅医療・介護連携推

進事業

在宅医療と介護を一体的に提供し、医療と介護

を必要とする高齢者が、地域で暮らしていける

よう連携強化を図ります。

継続 高齢介護課

④民間団体との連携

強化

日本郵便(株)との地域

における協力に関する

協定

郵便局のネットワークを活用し、地域や町民の

異変を察知した場合、町に情報提供することに

ついて規定し、支援体制づくりに努めます。

継続
企画戦略課

多文化協働課

事業・取組 指標
２０１８（平成３０）

年度実績

２０２３年度

目標

自殺予防について

関係部署との情報

交換会議の実施

自殺予防関連情報交換

会議の実施回数

未実施 年１回以上

随時
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【施策の方向】

自殺の危険性が高い人の早期発見、早期対応を図るため、自殺に関する正しい知

識を得て、自殺の危険を示すサインに気づいて、適切な対応・連携を図ることので

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、自殺の要因は多岐にわたることから、地域や学校等、様々な場面での自殺

を予防するための人材の確保と養成、資質の向上に努めます。

【取組・事業】

主な取組・事業 各課事業・取組 内容
今後の

方向性
担当課

①自殺対策の連携調

整を担う人材の育成

メンタルヘルスボラ

ンティア・スキルアッ

プ研修会

メンタルヘルスについての理解と自殺予防に

関する意識を高めます。 継続 健康づくり課

介護予防サポーター

養成研修

地域で高齢者の介護予防活動を主体的に行う

人材を育成し、高齢期の運動機能の保持、栄

養改善、口腔機能の向上、うつ、ひきこもり、

認知症予防に関する活動を促進します。

継続 高齢介護課

教職員に対し「いの

ち、自殺予防」の研修

会の実施

教職員に対して、「児童生徒の自殺予防」の観

点から研修会を開催し、自殺予防に関する教

職員の指導力の向上を図ります。

継続 教育指導課

②地域保健スタッフ

の資質の向上

職員向けメンタルヘル

ス研修

職員を対象としたメンタルヘルス研修を行い、自

殺予防に関する意識を高めます。
継続 総務課

③様々な分野でのゲ

ートキーパーの養成

ゲートキーパー養成

講座

民生委員・児童委員や母子保健推進員及び希

望者を対象にゲートキーパーの養成を行いま

す。

継続 健康づくり課

④家族や知人等を含

めた支援者への支援

認知症サポーター養

成講座

認知症の人を持つ家族等に対する支援者を養

成します。
継続 高齢介護課

基本施策２ 自殺対策に係る人材の確保と養成及び資質の向上
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取組の指標

事業・取組 指標
２０１８（平成３０）

年度実績

２０２３年度

目標

職員を対象としたメ

ンタルヘルス研修会

の実施

役場職員の自殺対策研修

受講率及び自殺予防に関

する理解度

１回実施予定 研修会開催数

５回

理解度１００％

出前ゲートキーパー

養成講座実施

関係団体（民生委員・児

童委員、食生活改善推進

員、母子保健推進員、生

活環境委員、農業委員、

介護予防サポーター等）

へのゲートキーパー養成

講座実施率及び理解度

未実施 実施率１００％

理解度１００％

ゲートキーパー養成

講座実施

ゲートキーパー養成者数 ２５人（実人数） １５０人（累計）
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【施策の方向】

【施策の方向】

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ます。自分の周りにいる悩みを抱えた

人に気づき、声をかけ、話を聴き、必要に応じて相談先につなぎ、見守ることが大

切であるという町民一人ひとりの理解を図るため、広報活動を通じて啓発します。

【取組・事業】

主な取組・事業 各課事業・取組 内容
今後の

方向性
担当課

①自殺予防週間、自殺

予防対策強化月間で

の啓発強化

あなたのいのち、大切

ないのちキャンペー

ン

図書館にて、自殺予防に関するポスターを掲

示し、推薦図書コーナ－を設置し、自殺予防

の啓発を図ります。

継続
健康づくり課

生涯学習課

自殺予防週間（9 月）

と自殺対策強化月間

（3月）での啓発

懸垂幕や公用車にメッセージを記したマグネ

ット貼付、広報紙やホームページ、ＳＮＳ等

を通じて集中的に啓発を行います。

継続
財政課

健康づくり課

②自殺に関する正し

い知識の普及啓発の

推進

広報紙発行事業、FM 放

送事業

広報紙やホームページ、ＳＮＳ、デジタルサ

イネージ（電子看板）を通じて、自殺予防に

関する啓発を行います。

継続 広報情報課

町民満足度・意識調査

における啓発機会の

提供

毎年度実施している町民満足度・意識調査に

おいて、自殺関連対策に係る現状把握や情報

の周知等の機会を提供します。

継続 企画戦略課

関係資料等の翻訳 自殺対策に関連した資料・チラシ等の翻訳を

通じて、国籍に係わらず自殺に関する正しい

知識の啓発に努めます。

継続 多文化協働課

公共施設での普及啓発 保健福祉総合センター、いずみの杜、文化む

ら、町民体育館、公民館、図書館にて、自殺

予防に関するポスターの掲示やパンフレット

等の設置を行い、自殺予防の啓発を図ります。

継続

健康づくり課

経済振興課

道路公園課

生涯学習課

各研修や会議等での

啓発

農業委員や認定農業者等の研修や会議などの

際に、パンフレット等を配布し、啓発を図り

ます。

新規 経済振興課

基本施策３ 町民一人ひとりの気づきと見守りの推進
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主な取組・事業 各課事業・取組 内容
今後の

方向性
担当課

②自殺に関する正しい

知識の普及啓発の推

進

広域公共バス「あおぞ

ら」車内でのポスター掲

示による普及啓発

広域公共バス「あおぞら」車内にてポスター等を

掲示し自殺対策に係る啓発活動を行います。 新規 都市整備課

人権・男女共同参画に

関わる各種週間等の広

報紙を活用した啓発

人権週間、男女共同参画週間、女性に対する

暴力をなくす運動、犯罪被害者週間にあわせ

て、相談窓口の紹介や理解を深めるための啓

発を図ります。

新規 多文化協働課

普及啓発事業 広報紙やホームページにて、高齢者やその家

族の心身の健康維持に関連した事業の周知を

図ります。

また、保健福祉まつりや、関連団体の会合など

でチラシなどを配布し地域での見守りに協力し

てもらえるよう啓発します。

新規 高齢介護課

保健福祉まつりでの普

及啓発事業

保健福祉まつりにて、自殺予防啓発のメッセー

ジを記したグッズを配布し、自殺予防の啓発を

図ります。

継続 健康づくり課

③精神疾患について

正しい知識の普及啓

発の推進

働く人のメンタル

ヘルス研修会

壮年期におけるメンタルヘルスの保持増進に

ついて研修会を実施しするとともに、啓発を

行います。

継続 健康づくり課

こころの健康相談 精神疾患について正しい知識の普及啓発を行

い、精神科医師、保健師による健康相談の利

用を促進します。

継続 健康づくり課

館林保健福祉事務所・

こころの健康センター

との連携

館林保健福祉事務所・こころの健康センター

と連携し、訪問による相談（アウトリーチ）

を実施するとともに、精神疾患について正し

い知識の普及啓発を行います。

継続 福祉課
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取組の指標

事業・取組 指標
２０１８（平成３０）

年度実績

２０２３年度

目標

自殺予防週間や自

殺対策強化月間に

おける啓発

自殺予防週間／自殺対策

強化月間に関する認知度

４３．３％（保健福祉

まつりアンケート調

査）

５０％

広報活動をとおし

て自殺予防やゲー

トキーパーの啓発

ゲートキーパーの認知度 １３％（こころとから

だの健康に関するア

ンケート調査）

５０％
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【施策の方向】

自殺の原因となる健康問題、勤務問題、育児や介護等の様々な不安や悩みについ

て適切に対応できるよう相談支援の充実を図ります。

【取組・事業】

主な取組・事業 各課事業・取組 内容
今後の

方向性
担当課

①地域における相談

体制の充実と支援策、

相談窓口情報等の

分かりやすい発信

ＤＶ等の相談機関の

啓発

県が作成したＤＶ防止に関するリーフレット

や、町配偶者暴力相談支援センターＰＲカー

ド等を公共施設等へ配布し、啓発を行います。

継続
多文化協働課

住民課

民生委員・児童委員の

啓発

地域の相談窓口としての民生委員・児童委員

の啓発を行います。
継続 福祉課

社会福祉協議会におけ

る相談

社会福祉協議会による各種相談を開催し、相談

窓口の充実を図ります。
継続 福祉課

障害者虐待防止支援セ

ンターにおける相談

24時間体制で障害者虐待の通報及び相談の受

付を行い、相談体制の充実を図ります。
継続 福祉課

障害者相談支援センター

における相談

障害に対する専門知識を持った相談員が、障害

者やその家族等からの各種相談に応じるととも

に相談体制の充実を図ります。

継続 福祉課

生活相談 生活困窮者等に対し、その内容により各種助

言や支援、関係機関の相談窓口へつなぎ、相

談体制の充実を図ります。

継続 福祉課

老人福祉センターに

おける相談

老人福祉センターにおいて、相談内容によって

地域包括支援センターとの連携を図りながら、

高齢者に関する様々な相談に応じます。

継続 高齢介護課

総合相談支援 地域包括支援センターで、本人、家族、近隣

の町民、地域のネットワーク等を通じて様々

な相談を受けることにより、的確な状況把握

等を行い、専門的・継続的な関与または緊急

の対応に応じます。

継続 高齢介護課

成人健康相談 保健師・栄養士による、こころと身体に関す

る相談を実施するとともに相談体制の充実を

図ります。

継続 健康づくり課

基本施策４ 自殺リスク者に対する相談支援等の充実
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主な取組・事業 各課事業・取組 内容
今後の

方向性
担当課

①地域における相談

体制の充実と支援策、

相 談 窓 口 情 報 等 の

分かりやすい発信

相談窓口の周知 広報紙、ホームページ、ＳＮＳ等を活用し、

相談機関の窓口の周知を図ります。 継続 健康づくり課

特別事情の届出 国民健康保険税滞納世帯で支払いが困難な特

別な事情がある場合は、被保険者証交付等の

相談に応じ、生活するための支援を行います。

継続 国民健康保険課

②勤務問題による自殺

対策の推進

労働相談で対応した町

民への相談窓口紹介

労働相談で対応した町民で生活困窮や心身の

不調等、支援が必要と予測された場合、相談機

関一覧のリーフレットで案内し、相談機関につな

ぎます。

継続 経済振興課

メンタルヘルス等に

関する職員向け相談

窓口の設置

職員向けに、メンタルヘルス、ハラスメント

について相談できる窓口やメールを活用した

相談窓口を設置します。

必要に応じて専門の相談窓口や医療機関につ

なぎます。

継続 総務課

過労死防止に向けた

職員への周知

11 月の過労死等防止啓発月間にあわせ、職員

向け事業として、各所属課に過労死防止に向

けたパンフレットの配布、ポスターを掲示し、

啓発を行います。

継続 総務課

③介護者への支援の

充実

認知症初期集中支援 認知症により生活に支障を来していると思わ

れる高齢者やその家族に、早期診断・早期対

応を行い、生活の破綻を防止します。

継続 高齢介護課

④引きこもりへの支援

の充実

こころの病をもつ患

者の会（ひばりの会）

への支援

こころの病をもつ患者等の話し合いや交流の

場を提供し、社会のつながりを増やす支援を

行います。

継続 健康づくり課

⑤児童虐待防止や被

害者への支援、ひとり

親家庭支援の充実

児童虐待相談窓口で

の町民に対する支援

児童虐待の相談（通報）を受け町民宅を訪問

した際に、生活困窮や心身の不調などで困っ

ていることがないか自殺の危険因子に留意し

支援します。

継続 こども課

要保護児童対策地域

協議会での連携

要保護児童及びその家族において、自殺のリ

スクの高い人の把握と支援者による共通認識

を持って関わり、必要に応じ関係部署へ連絡

します。

継続

健康づくり課

こども課

教育指導課
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主な取組・事業 各課事業・取組 内容
今後の

方向性
担当課

⑥子ども・若者の自殺

対策推進

「いのち」に関する

授業の実施

小中学校の「道徳」「特別活動」の中で、いのち

の大切さに関する授業を行い、自他のいのち

を大切にする気持ちを持てるようにします。

継続 教育指導課

ＳＯＳの出し方教育

の実施

小中学校において、困った時にＳＯＳを出せ

る教育を実施します。
新規 教育指導課

子ども・若者の相談

窓口の設置

子ども・若者の相談窓口を設置し、必要な助

言や支援を行います。
新規 健康づくり課

⑦生活困窮者への支

援の充実

館林保健福祉事務所

との連携

生活保護受給世帯等について館林保健福祉事

務所と連携し、自殺リスクの高い世帯の把握

などの情報共有を行い、必要な助言や支援等

を行います。

継続 福祉課

フードドライブ制度

の周知

各家庭で余っている食品等を回収し、食料に

困っている人たちへ配布するフードドライブ

制度を周知し、制度の活性化に努めます。

継続 福祉課

ＮＰＯ法人フードバ

ンク北関東との連携

食料事情が悪化している世帯に対し、ＮＰＯ法人

フードバンク北関東と連携を図り、食料提供等の

支援を行い、必要な人への支援を推進します。

継続 福祉課

ハローワーク館林と

の連携

生活困窮世帯に対し、ハローワーク館林と連

携し、就労相談、就労支援を行い、生活の立

て直しを支援します。

継続 福祉課

⑧妊産婦への支援の

充実

母子保健推進員によ

る訪問

母子保健推進員が訪問した先で、子育ての不

安や健康に関する相談がある場合、保健師と

連携して妊産婦を支援します。

継続 健康づくり課

母子保健推進員の

研修

研修で、産後うつ病などの理解を推進します。
新規 健康づくり課

保健師による産婦

訪問、産後ケア事業

周産期にある女性に対して、健康不安や健康

問題についての支援を行います。
継続 健康づくり課

⑨人権に関する理解

促進、相談

人権に関する相談 人権擁護委員によるいじめや差別などの人権

に関する相談を行います。
継続 住民課

⑩自殺対策に資する

居場所づくりの推進

こころの病を持つ患者の

会（ひばりの会）への支援

こころの病を持つ患者等の支援を行うことに

より、居場所づくりを提供します。
継続 健康づくり課
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主な取組・事業 各課事業・取組 内容
今後の

方向性
担当課

⑪身体疾患に対する

支援の充実

がん検診、各種検診で

の要精密検査者への

支援

がん検診や各種検診で精密検査になった対象

者に対して精密検査の案内と不安解消に努

め、精神的な支援を行います。

継続 健康づくり課

⑫自殺未遂者の再度

の自殺企図予防と残

された人への支援の

充実

自死遺族交流会等の

周知

群馬県こころの健康センター等で行われてい

る自死遺族の交流会についての周知を図り

ます。
継続 健康づくり課

⑬高齢者への支援の

充実

権利擁護業務 生活が困難な高齢者が、地域において安心して

生活していけるよう、高齢者の権利擁護のた

め、成年後見制度の活用促進、老人福祉施設

等への措置の支援、高齢者虐待への対応、困

難事例への対応、消費者被害の防止を図ります。

継続 高齢介護課

ひとり暮らし高齢者

に一声かける運動

地域包括支援センターと連携しながら、地区

老人クラブに委託し、ひとり暮らし高齢者世

帯を訪問し、安否確認等を行います。

継続 高齢介護課

ごみ収集ボランティ

ア事業

ボランティア業者（東毛環境サービス業協同

組合）の協力により、ごみステーションまで

ごみを搬出するのが困難なひとり暮らし高齢

者等に対し、自宅までごみの収集を行い、高

齢者の生活の質の向上と見守り、孤独死の防

止に努めます。

継続 高齢介護課

給食サービス事業 社会福祉協議会に事業の一部を委託し、

ひとり暮らし高齢者等に対して、定期的に食

事を届けることにより、食生活の安定と地域

の見守りを推進します。

継続 高齢介護課

緊急通報装置貸与

事業

ひとり暮らし高齢者等に太田市消防本部へ直

接つながる緊急通報装置を貸与し、急病や災

害等の緊急事態に迅速かつ適切な対応が図ら

れるよう、生活不安の解消及び人命の安全を

確保します。

継続 高齢介護課
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取組の指標

事業・取組 指標
２０１８（平成３０）

年度実績

２０２３年度

目標

大泉町の町立小学校・

中学校にてＳＯＳの

出し方教育の実施

大泉町の町立小学校・

中学校にてＳＯＳの出

し方教育の実施率

未実施 全校実施

１００％

相談機関についての

リーフレット配布及

び啓発

相談機関についての認

知度（１８歳以上の町

民）

８．５％（こころとか

らだの健康に関する

アンケート調査）

２５％

妊産婦へのうつ病に

関する支援

産婦訪問にて産後うつ

病評価実施率

未実施 １００％
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事業・取組一覧（担当別）

担当部・課 各課事業・取組 内容 主な取組・事業

総務部

総務課

各種団体との連携 生活困窮や孤立化した町民等、心配な町民を把握した場

合、関連部署との連携強化を図ります。

1－①地域におけるこころ

の健康づくり推進体制の

整備

職員向けメンタルヘ

ルス研修

職員を対象としたメンタルヘルス研修を行い、自殺予防

に関する意識を高めます。

2－②地域保健スタッフの

資質の向上

メンタルヘルス等に

関する職員向け相談

窓口の設置

職員向けに、メンタルヘルス、ハラスメントについて相談

できる窓口やメールを活用した相談窓口を設置します。

必要に応じて専門の相談窓口や医療機関につなぎます。

4－②勤務問題による自殺

対策の推進

過労死防止に向けた

職員への周知

11 月の過労死等防止啓発月間にあわせ、職員向け事業と

して、各所属課に過労死防止に向けたパンフレットの配

布、ポスターを掲示し、啓発を行います。

4－②勤務問題による自殺

対策の推進

総務部

安全安心課

交通防犯パトロール

地域安全パトロール

自主防犯パトロール

各種パトロールの際、町内の各所で自殺行為に至る可能性

があり不審な行動をしている人を見つけたら、警察や消防、

関係部署に連絡します。また、そのような人に対して声をか

け、必要時に相談窓口につなぎ、連携強化に努めます。

1－①地域におけるこころ

の健康づくり推進体制の

整備

企画部

企画戦略課

日本郵便(株)との地

域における協力に関

する協定

郵便局のネットワークを活用し、地域や町民の異変を察知

した場合、町に情報提供することについて規定し、支援体制

づくりに努めます。

1－④民間団体との連携

強化

町民満足度・意識調

査における啓発機会

の提供

毎年度実施している町民満足度・意識調査において、自

殺関連対策に係る現状把握や情報の周知等の機会を提供

します。

3－②自殺に関する正しい

知識の普及啓発の推進

企画部

広報情報課

広報紙発行事業、FM

放送事業

広報紙やホームページ、ＳＮＳ、デジタルサイネージ（電子看

板）を通じて、自殺予防に関する啓発を行います。

3－②自殺に関する正しい

知識の普及啓発の推進

企画部

多文化協働課

日本郵便(株)との地

域における協力に関

する協定

郵便局のネットワークを活用し、地域や町民の異変を察知

した場合、町に情報提供することについて規定し、支援体制

づくりに努めます。

1－④民間団体との連携

強化

関係資料等の翻訳 自殺対策に関連した資料・チラシ等の翻訳を通じて、

自殺に関する正しい知識の啓発に努めます。

3－②自殺に関する正しい

知識の普及啓発の推進

人権・男女共同参画

に関わる各種週間等

の広報紙を活用した啓発

人権週間、男女共同参画週間、女性に対する暴力をなく

す運動、犯罪被害者週間にあわせて、相談窓口の紹介や

理解を深めるための啓発を図ります。

3－②自殺に関する正しい

知識の普及啓発の推進

ＤＶ等の相談機関の

啓発

県が作成したＤＶ防止に関するリーフレットや、町配偶

者暴力相談支援センターＰＲカード等を公共施設等へ

配布し、啓発を行います。

4－①地域における相談体制

の充実と支援策、相談窓口

情報等の分かりやすい発信
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担当部・課 各課事業・取組 内容 主な取組・事業

財務部

財政課

自殺予防週間（9月）

と自殺対策強化月間

（3月）の啓発強化

懸垂幕や公用車にメッセージを記したマグネット貼付

（9月）、広報紙やホームページ、ＳＮＳ等を通じて集中

的に啓発を行います。

3－①自殺予防週間、自殺

対策強化月間での啓発強化

財務部

税務課

相談窓口で把握した

町民への支援と連携

税務相談、納税相談、町民相談、消費生活相談、配偶者

暴力相談や町営住宅入居者などの相談の際に、生活困窮

や心身の不調等自殺の危険因子に留意し、支援が必要な

人に対して関係部署の連携強化に努めます。

1－①地域におけるこころ

の健康づくり推進体制の

整備

財務部

収納課

相談窓口で把握した

町民への支援と連携

税務相談、納税相談、町民相談、消費生活相談、配偶者

暴力相談や町営住宅入居者などの相談の際に、生活困窮

や心身の不調等自殺の危険因子に留意し、支援が必要な

人に対して関係部署の連携強化に努めます。

1－①地域におけるこころ

の健康づくり推進体制の

整備

健康福祉部

福祉課

各種団体との連携 生活困窮や孤立化した町民等、心配な町民を把握した場

合、関連部署との連携強化を図ります。

1－①地域におけるこころ

の健康づくり推進体制の

整備

館林保健福祉事務

所・こころの健康セ

ンターとの連携

館林保健福祉事務所・こころの健康センターと連携し、

訪問による相談（アウトリーチ）を実施するとともに、

精神疾患について正しい知識の普及啓発を行います。

3－③精神疾患について正

しい知識の普及啓発の

推進

民生委員・児童委員

の啓発

地域の相談窓口としての民生委員・児童委員の啓発を行

います。

4－①地域における相談体制

の充実と支援策、相談窓口

情報等の分かりやすい発信

社会福祉協議会にお

ける相談

社会福祉協議会による各種相談を開催し、相談窓口の充

実を図ります。

4－①地域における相談体制

の充実と支援策、相談窓口

情報等の分かりやすい発信

障害者虐待防止支援

センターにおける

相談

24 時間体制で障害者虐待の通報及び相談の受付を行い、

相談体制の充実を図ります。

4－①地域における相談体制

の充実と支援策、相談窓口

情報等の分かりやすい発信

障害者相談支援セン

ターにおける相談

障害に対する専門知識を持った相談員が、障害者やその

家族等からの各種相談に応じるとともに相談体制の充実を

図ります。

4－①地域における相談体制

の充実と支援策、相談窓口

情報等の分かりやすい発信

生活相談 生活困窮者等に対し、その内容により各種助言や支援

ほか、関係機関の相談窓口へつなぎ、相談体制の充実

を図ります。

4－①地域における相談体制

の充実と支援策、相談窓口

情報等の分かりやすい発信
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担当部・課 各課事業・取組 内容 主な取組・事業

健康福祉部

福祉課

館林保健福祉事務所

との連携

生活保護受給世帯等について館林保健福祉事務所と連

携し、自殺リスクの高い世帯の把握などの情報共有を行

い、必要な助言や支援等を行います。

4－⑦生活困窮者への支援

の充実

フードドライブ制度

の周知

各家庭で余っている食品等を回収し、食料に困っている

人たちへ配布するフードドライブ制度を周知し、制度の

活性化に努めます。

4－⑦生活困窮者への支援

の充実

ＮＰＯ法人フードバ

ンク北関東との連携

食料事情が悪化している世帯に対し、ＮＰＯ法人フード

バンク北関東と連携を図り、食料提供等の支援を行い、

必要な人への支援を推進します。

4－⑦生活困窮者への支援

の充実

ハローワーク館林と

の連携

生活困窮世帯に対し、ハローワーク館林と連携し、就労

相談、就労支援を行い、生活の立て直しを支援します。

4－⑦生活困窮者への支援

の充実

健康福祉部

高齢介護課

保健福祉総合センター・

公民館・図書館・保育

園・児童館・包括支援

センターの場での心配

な人への支援と連携

町内の施設で自殺行為に至る可能性がある人を把握し

た場合、関係機関との連携強化を図ります。

1－①地域におけるこころ

の健康づくり推進体制の

整備

避難行動要支援者対

策事業

避難行動要支援者名簿のうち、同意を得た人の名簿を警察

や消防、民生委員・児童委員、地域の自主防災組織などに

提供し、日常の見守りに活用できるようにし、連携強化に努

めます。

1－①地域におけるこころ

の健康づくり推進体制の

整備

在宅医療・介護連携

推進事業

在宅医療と介護を一体的に提供し、医療と介護を必要と

する高齢者が、地域で暮らしていけるよう連携強化を図

ります。

1－③適切な精神保健医療

福祉サービスの推進

介護予防サポーター

養成研修

地域で高齢者の介護予防活動を主体的に行う人材を育成

し、高齢期の運動機能の保持、栄養改善、口腔機能の向

上、うつ、ひきこもり、認知症予防に関する活動を促進

します。

2－①自殺対策の連携調整

を担う人材の育成

認知症サポーター養

成講座

認知症の人を持つ家族等に対する支援者を養成します。 2－④家族や知人等を含め

た支援者への支援

普及啓発事業 広報紙やホームページにて、高齢者やその家族の心身の

健康維持に関連した事業の周知を図ります。また、保健福

祉まつりや、関連団体の会合などでチラシなどを配布し地

域での見守りに協力してもらえるよう啓発します。

3－②自殺に関する正しい

知識の普及啓発の推進
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担当部・課 各課事業・取組 内容 主な取組・事業

健康福祉部

高齢介護課

総合相談支援 地域包括支援センターで、本人、家族、近隣の町民、地

域のネットワーク等を通じて様々な相談を受けることに

より、的確な状況把握等を行い、専門的・継続的な関与

または緊急の対応に応じます。

4－①地域における相談体

制の充実と支援策、相談窓

口情報等の分かりやすい

発信

老人福祉センターに

おける相談

老人福祉センターにおいて、相談内容によって地域包括

支援センターとの連携を図りながら、高齢者に関する

様々な相談に応じます。

4－①地域における相談体

制の充実と支援策、相談窓

口情報等の分かりやすい

発信

認知症初期集中支援 認知症により生活に支障を来していると思われる高齢者

やその家族に、早期診断・早期対応を行い、生活の破綻

を防止します。

4－③介護者への支援の充実

権利擁護業務 生活が困難な高齢者が、地域において安心して生活してい

けるよう、高齢者の権利擁護のため、成年後見制度の活用

促進、老人福祉施設等への措置の支援、高齢者虐待への

対応、困難事例への対応、消費者被害の防止を図ります。

4－⑬高齢者への支援の充実

ひとり暮らし高齢者

に一声かける運動

地域包括支援センターと連携しながら、地区老人クラブ

に委託し、ひとり暮らし高齢者世帯を訪問し、安否確認

等を行います。

4－⑬高齢者への支援の充実

ごみ収集ボランティア

事業

ボランティア業者（東毛環境サービス業協同組合）の協

力により、ごみステーションまでごみを搬出するのが困

難なひとり暮らし高齢者等に対し、自宅までごみの収集

を行い、高齢者の生活の質の向上と見守り、孤独死の防

止に努めます。

4－⑬高齢者への支援の充実

給食サービス事業 社会福祉協議会に事業の一部を委託し、ひとり暮らし高

齢者等に対して、定期的に食事を届けることにより、食

生活の安定と地域の見守りを推進します。

4－⑬高齢者への支援の充実

緊急通報装置貸与事業 ひとり暮らし高齢者等に太田市消防本部へ直接つなが

る緊急通報装置を貸与し、急病や災害等の緊急事態に迅

速かつ適切な対応が図られるよう、生活不安の解消及び

人命の安全を確保します。

4－⑬高齢者への支援の充実

健康福祉部

健康づくり課

保健福祉総合センター・

公民館・図書館・保育

園・児童館・包括支援

センターの場での心配

な人への支援と連携

町内の施設で自殺行為に至る可能性がある人を把握し

た場合、関係機関との連携強化を図ります。

1－①地域におけるこころ

の健康づくり推進体制の

整備
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担当部・課 各課事業・取組 内容 主な取組・事業

健康福祉部

健康づくり課

各種団体との連携 生活困窮や孤立化した町民等、心配な町民を把握した場

合、関連部署との連携強化を図ります。

1－①地域におけるこころ

の健康づくり推進体制の

整備

メンタルヘルスボラ

ンティア・スキル

アップ研修会

メンタルヘルスについての理解と自殺予防に関する意

識を高めます。

2－①自殺対策の連携調整

を担う人材の育成

ゲートキーパー養成

講座

民生委員・児童委員や母子保健推進員及び希望者を対象

にゲートキーパーの養成を行います。

2－③様々な分野でのゲー

トキーパーの養成

あなたのいのち、大

切ないのちキャン

ペーン

図書館にて、自殺予防に関するポスターを掲示し、推薦

図書コーナ－を設置し、自殺予防の啓発を図ります。

3－①自殺予防週間、自殺

対策強化月間での啓発強化

自殺予防週間（9月）

と自殺対策強化月間

（3月）の啓発強化

懸垂幕や公用車にメッセージを記したマグネット貼付、

広報紙やホームページ、ＳＮＳ等を通じて集中的に啓発

を行います。

3－①自殺予防週間、自殺

対策強化月間での啓発強化

公共施設での普及啓発 保健福祉総合センター、いずみの杜、文化むら、町民体

育館、公民館、図書館にて、自殺予防に関するポスター

の掲示やパンフレット等の設置を行い、自殺予防の啓発

を図ります。

3－②自殺に関する正しい

知識の普及啓発の推進

保健福祉まつりでの

普及啓発事業

保健福祉まつりにて、自殺予防啓発のメッセージを記し

たグッズを配布し、自殺予防の啓発を図ります。

3－②自殺に関する正しい

知識の普及啓発の推進

働く人のメンタル

ヘルス研修会

壮年期におけるメンタルヘルスの保持増進について研

修会を実施しするとともに、啓発を行います。

3－③精神疾患について正

しい知識の普及啓発の推進

こころの健康相談 精神疾患の正しい知識の普及啓発を行い、精神科医師、

保健師による健康相談の利用を促進します。

3－③精神疾患について正

しい知識の普及啓発の推進

相談窓口の周知 広報紙、ホームページ、ＳＮＳ等を活用し、相談機関の

窓口の周知を図ります。

4－①地域における相談体

制の充実と支援策、相談窓

口情報等の分かりやすい

発信

成人健康相談 保健師・栄養士による、こころと身体に関する相談を実

施し、相談体制の充実を図ります。

4－①地域における相談体

制の充実と支援策、相談窓

口情報等の分かりやすい

発信
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担当部・課 各課事業・取組 内容 主な取組・事業

健康福祉部

健康づくり課

こころの病をもつ患

者の会（ひばりの会）

への支援

こころの病をもつ患者等の話し合いや交流の場を提供し、

社会のつながりを増やす支援を行います。

4－④引きこもりへの支援

充実

要保護児童対策地域

協議会での連携

要保護児童及びその家族において、自殺のリスクの高い

人の把握と支援者による共通認識を持って関わり、必要

に応じ関係部署へ連絡します。

4－⑤児童虐待防止や被害

者への支援、ひとり親家庭

支援の充実

子ども・若者の相談

窓口の設置

子ども・若者の相談窓口を設置し、必要な助言や支援を

行います。

4－⑥子ども、若者の自殺

対策推進

母子保健推進員によ

る訪問

母子保健推進員が訪問した先で、子育ての不安や健康に

関する相談がある場合、保健師と連携して妊産婦を支援

します。

4－⑧妊産婦への支援の充実

母子保健推進員の

研修

研修で、産後うつ病などの理解を促進します。 4－⑧妊産婦への支援の充実

保健師による産婦訪

問、産後ケア事業

周産期にある女性に対して、健康不安や健康問題につい

ての支援を行います。

4－⑧妊産婦への支援の充実

こころの病を持つ患

者の会（ひばりの会）

への支援

こころの病を持つ患者等の支援を行うことにより、居場

所づくりを提供します。

4－⑩自殺対策に資する

居場所づくりの推進

がん検診、各種検診

での要精密検査者へ

の支援

がん検診や各種検診で精密検査になった対象者に対して

精密検査の案内と対象者の不安解消に努め、精神的な支

援を行います。

4－⑪身体疾患に対する

支援の充実

自死遺族交流会等の

周知

群馬県こころの健康センター等で行われている自死遺族

の交流会についての周知を図ります。

4－⑫自殺未遂者の再度の

自殺企図予防と残された

人への支援の充実

住民経済部

住民課

相談窓口で把握した

町民への支援と連携

税務相談、納税相談、町民相談、消費生活相談、配偶者

暴力相談や町営住宅入居者などの相談の際に、生活困窮

や心身の不調等自殺の危険因子に留意し、支援が必要な

人に対して関係部署の連携強化に努めます。

1－①地域におけるこころ

の健康づくり推進体制の

整備

ＤＶ等の相談機関の

啓発

県が作成したＤＶ防止に関するリーフレットや、町配偶

者暴力相談支援センターＰＲカード等を公共施設等へ

配布し、啓発を行います。

4－①地域における相談体

制の充実と支援策、相談窓

口情報等の分かりやすい

発信

人権に関する理解促

進・相談

人権擁護委員によるいじめや差別などの人権に関する

相談を行います。

4－⑨人権に関する理解

促進、相談
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担当部・課 各課事業・取組 内容 主な取組・事業

住民経済部

国民健康保険課

特別事情の届出 国民健康保険税滞納世帯で支払いが困難な特別な事情

がある場合は、被保険者証交付等の相談に応じ、生活の

ための支援を行います。

4－①地域における相談体

制の充実と支援策、相談窓

口情報等の分かりやすい

発信

住民経済部

経済振興課

各種イベント時や公

園等で把握した心配

な人への支援と連携

各種イベント時や公園等で、自殺行為に至る可能性があ

る心配な人を見つけた場合、声がけや関係部署への情報

提供を行い、連携の強化を図ります。

1－①地域におけるこころ

の健康づくり推進体制の

整備

各種団体との連携 生活困窮や孤立化した町民等、心配な町民を把握した場合、

関連部署との連携強化を図ります。

1－①地域におけるこころ

の健康づくり推進体制の

整備

公共施設での普及啓発 保健福祉総合センター、いずみの杜、文化むら、町民体

育館、公民館、図書館にて、自殺予防に関するポスター

の掲示やパンフレット等の設置を行い、自殺予防の啓発

を図ります。

3－②自殺に関する正しい

知識の普及啓発の推進

各研修や会議等での

啓発

農業委員や認定農業者等の研修や会議などの際に、パン

フレット等を配布し、啓発を図ります。

3－②自殺に関する正しい

知識の普及啓発の推進

労働相談で対応した

町民への相談窓口紹介

労働相談で対応した町民で生活困窮や心身の不調等、支

援が必要と予測された場合、相談機関一覧のリーフレットで

案内し、相談機関につなぎます。

4－②勤務問題による自殺

対策の推進

都市建設部

都市整備課

相談窓口で把握した

町民への支援と連携

税務相談、納税相談、町民相談、消費生活相談、配偶者

暴力相談や町営住宅入居者などの相談の際に、生活困窮

や心身の不調等自殺の危険因子に留意し、支援が必要な

人に対して関係部署の連携強化に努めます。

1－①地域におけるこころ

の健康づくり推進体制の

整備

広域公共バス「あお

ぞら」車内でのポス

ター掲示による普及

啓発

広域公共バス「あおぞら」車内にてポスター等を掲示し自殺

対策に係る啓発活動を行います。

3－②自殺に関する正しい

知識の普及啓発の推進

都市建設部

道路公園課

各種イベント時や公

園等で把握した心配

な人への支援と連携

各種イベント時や公園等で、自殺行為に至る可能性があ

る心配な人を見つけた場合、声がけや関係部署への情報

提供を行い、連携の強化を図ります。

1－①地域におけるこころ

の健康づくり推進体制の

整備

公共施設での普及啓発 保健福祉総合センター、いずみの杜、文化むら、町民体

育館、公民館、図書館にて、自殺予防に関するポスター

の掲示やパンフレット等の設置を行い、自殺予防の啓発

を図ります。

3－②自殺に関する正しい

知識の普及啓発の推進
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担当部・課 各課事業・取組 内容 主な取組・事業

都市建設部

環境整備課

各種団体との連携 生活困窮や孤立化した町民等、心配な町民を把握した場

合、関連部署との連携強化を図ります。

1－①地域におけるこころ

の健康づくり推進体制の

整備

教育部

教育指導課

教育相談事業 教育研究所の教育相談、スクールカウンセラーの相談に

ついて、保護者や子ども達に啓発を行い、相談しやすい

体制づくりを構築します。

1－②学校におけるこころ

の健康づくり推進体制の

整備

教職員に対し「いの

ち、自殺予防」の研

修会の実施

教職員に対して、「児童生徒の自殺予防」の観点から研

修会を開き、自殺予防に関する教職員の指導力の向上を

図ります。

2－①自殺対策の連携調整

を担う人材の育成

要保護児童対策地域

協議会での連携

要保護児童及びその家族において、自殺のリスクの高い

人の把握と支援者による共通認識を持って関わり、必要

に応じ関係部署へ連絡します。

4－⑤児童虐待防止や被害

者への支援、ひとり親家庭

支援の充実

「いのち」に関する

授業の実施

小中学校の「道徳」「特別活動」の中で、いのちの大切

さに関する授業を行い、自他のいのちを大切にする気持

ちが持てるようにします。

4－⑥子ども、若者の自殺

対策推進

ＳＯＳの出し方教育

の実施

小中学校において、困った時にＳＯＳを出せる教育を実

施します。

4－⑥子ども、若者の自殺

対策推進

教育部

こども課

保育料・児童館使用

料の納付相談で対応

した町民への相談

窓口紹介と連携

収納対策で対応した町民で、生活困窮や心身の不調など

で支援が必要と予測された場合に、相談機関一覧のリー

フレットを配布し関係機関との連携を図ります。

1－①地域におけるこころ

の健康づくり推進体制の

整備

保健福祉総合センター・

公民館・図書館・保育

園・児童館・包括支援

センターの場での心配

な人への支援と連携

町内の施設で自殺行為に至る可能性がある人を把握した

場合、関係機関との連携強化を図ります。

1－①地域におけるこころ

の健康づくり推進体制の

整備

児童虐待相談窓口で

の町民に対する支援

児童虐待の相談（通報）を受け町民宅を訪問した際に、

生活困窮や心身の不調などで困っていることがないか

自殺の危険因子に留意し支援します。

4－⑤児童虐待防止や被害

者への支援、ひとり親家庭

支援の充実

要保護児童対策地域

協議会での連携

要保護児童及びその家族において、自殺のリスクの高い

人の把握と支援者による共通認識を持って関わり、必要

に応じ関係部署へ連絡します。

4－⑤児童虐待防止や被害

者への支援、ひとり親家庭

支援の充実
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担当部・課 各課事業・取組 内容 主な取組・事業

教育部

生涯学習課

保健福祉総合センター・

公民館・図書館・保育

園・児童館・包括支援

センターの場での心配

な人への支援と連携

町内の施設で自殺行為に至る可能性がある人を把握した

場合、関係機関との連携強化を図ります。

1－①地域におけるこころ

の健康づくり推進体制の

整備

あなたのいのち、大

切ないのちキャン

ペーン

図書館にて、自殺予防に関するポスターを掲示し、推薦

図書コーナ－を設置し、自殺予防の啓発を図ります。

3－①自殺予防週間、自殺対

策強化月間での啓発強化

公共施設での普及啓発 保健福祉総合センター、いずみの杜、文化むら、町民体

育館、公民館、図書館にて、自殺予防に関するポスター

の掲示やパンフレット等の設置を行い、自殺予防の啓発

を図ります。

3－②自殺に関する正しい

知識の普及啓発の推進


