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自殺対策計画の策定にあたって

わが国の自殺者数は、近年減少傾向にあるものの、未

だに年間２万人を超えている状況です。本市における人

口１０万人あたりの自殺死亡者数は、国及び東京都の数

値を下回っていますが、平成２８年には、８２名の方が

自ら命を絶っているという現実があります。

自殺は、その多くが悩みぬいた末の追い込まれた死と

考えられており、個人の問題だけでなく、社会的要因も

背景にあるため社会全体で取り組まなければならない喫緊の課題です。

本計画では、自殺対策に係る施策を総合的に展開するとともに、事業の実施

にあたっては、行政だけではなく市民力・地域力を活かし、関係機関等とも連

携・協力体制を構築するものとしています。自殺により配偶者や家族等、大切

な人を失うことの悲しみや苦しみは、計り知れず、「誰も自殺に追い込まれる

ことのない八王子の実現」のため、全力で取り組んでまいります。

結びに、本計画の策定にあたり、貴重な御意見や御提案をいただいた自殺対

策検討会議の皆様、パブリックコメント等に御協力いただいた市民の皆様に対

し、心からお礼申し上げます。

平成３１年（２０１９年）３月 
 

八王子市長 
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第１章 計画策定の趣旨

１ 計画策定の背景

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、いじめや孤立等の様々な社会的要因があることが知られており、自殺

はその多くが追い込まれた末の死です。

全国の自殺者数については、平成１０年以降年間３万人を超え、その後も高

い水準で推移していました。このような中、平成１８年１０月に自殺対策基本

法（平成１８年法律第８５号）が施行され、それまで「個人的な問題」とされ

てきた自殺が「社会的な問題」と捉えられるようになり、社会全体で自殺対策

がすすめられるようになりました。また、施行から１０年目の平成２８年４月

には、自殺対策を更に強化するため自殺対策基本法が改正され、自殺対策が「生

きることの包括的な支援」として実施しなければならないことが、基本理念に

明記され、誰もが必要な支援を受けられるよう、地域の実状に応じたきめ細か

な対策を推進することが必要となりました。

２ 計画策定の趣旨

本市では、自殺対策基本法に基づき、自殺対策を総合的かつ効果的に推進す

るため、平成２２年に庁内関係部署からなる「八王子市自殺対策庁内連絡会」

を設置し、庁内の情報共有、連絡調整及び事業連携をはかることにより取組を

すすめてきました。

今回、平成２８年に改正された「自殺対策基本法」に基づき、同法第１３条

第２項に定める「市町村自殺対策計画」として、国の自殺対策の指針となる「自

殺総合対策大綱」の趣旨を踏まえ、「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、本市のこれまでの取組を発展させる形で全庁的な取組として

総合的に自殺対策を推進するため、「八王子市自殺対策計画」を策定しました。

３ 計画の位置づけ

本計画は、「八王子市基本構想・基本計画（八王子ビジョン２０２２）」を

上位計画とし、「第３期保健医療計画」の個別計画と位置づけ、地域福祉計画

等の関連する分野別計画との整合をはかります。このほか、持続可能な社会を

実現するための重要な指針として国連で採択されたＳＤＧｓ（持続可能な開発

目標（ ）の趣旨を踏まえます。
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４ 計画の期間 

 国の自殺総合対策大綱がおおむね５年に一度を目安として改訂されているこ

とや、本市の「第３期保健医療計画」の計画期間が平成３５年度（２０２３年

度）としていることから、今後、５年を目安として内容を見直します。 

 ただし、社会情勢の変化等を踏まえ、評価・検証を行いながら、適宜内容の

見直しを行うこととします。 
 

平成３１年度（２０１９年度） ～  平成３５年度（２０２３年度） 

 
 

５ 数値目標 

国の自殺総合対策大綱においては、平成３８年（２０２６年）までに、自殺

死亡率（人口１０万人当たりの自殺者数）を平成２７年と比べて３０％以上減

少させることを目標としています。そこで、本市では、当面の目標値として、

平成２７年の年間の自殺死亡率１６．０（９１人）を、本計画期間である平成

３５年（２０２３年）までに、自殺死亡率を約１２．５以下（人数約７１人以下）

まで減少させるとともに、平成３８年（２０２６年）までには、自殺死亡率を

約１１．２以下（人数約６４人以下）まで減少させることを目指します。 

 
自殺対策を通じて達成すべき当面の目標値 

 
平成２７年（2015 年） → 平成３５年（2023 年） → 平成３８年（2026 年） 

 
１６．０（９１人） → １２．５（７１人）以下 → １１．２（６４人）以下 
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【コラム】 ＳＤＧｓへの貢献

ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標（ ＳＤ

Ｇｓ））とは、経済・社会・環境の３つのバランスが取れた社会を目指すため
の国際目標であり、平成２７年（２０１５年）９月に国連総会で採択された
「持続可能な開発のための２０３０アジェンダ」に掲げられているものです。
このＳＤＧｓは、発展途上国だけでなく、先進国も含めたすべての国々、

人々を対象としており、平成４２年（２０３０年）までに持続可能な世界を
実現するための１７のゴールと１６９のターゲットで構成されています。「誰
一人取り残さない」社会の実現を目指し、達成に向けてすべての人々がＳＤ
Ｇｓを理解し、それぞれの立場で主体的に行動することが求められています。
国では、平成２８年（２０１６年）に内閣に「持続可能な開発目標（ＳＤ

Ｇｓ）推進本部」を設置するとともに、同年に策定した「持続可能な開発目
標（ＳＤＧｓ）実施指針」には、地方自治体の各種計画等にＳＤＧｓの要素
を最大限反映することを奨励しています。
本市においては、基本構想・基本計画「八王子ビジョン２０２２」におけ

る基本理念「人とひと、人と自然が響き合い、みんなで幸せを紡ぐまち八王
子」が、ＳＤＧｓに掲げる持続可能な社会の実現と方向性が同一であるため、
基本計画に定めた４９の施策を着実に実行することで、１７のゴールの達成
へ貢献していきます。
本計画では、「誰も自殺に追い込まれることのない八王子

の実現を目指して」を基本理念として掲げており、ＳＤＧ
ｓの１７のゴールのうち特に関連が深い「３ すべての人に
健康と福祉を」の達成に貢献します。
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第２章 八王子市のこれまでの自殺対策

 
 
本市では、自殺対策基本法に基づき、平成２２年度に自殺対策を総合的かつ

効果的に推進するため、庁内関係部署による「八王子市自殺対策庁内連絡会」

を設置し、各種取組をすすめてきました。

主な取組

○各種組織等との連携

・八王子市自殺対策庁内連絡会を設置 
・八王子市地域精神保健医療福祉推進会議及び精神保健医療福祉実務者連絡 
会において自殺予防に対する意見交換を実施 

・精神科訪問看護ステーション等の精神関係機関と意見交換を実施 
・市内精神科病院や診療所への個別訪問時に意見交換を実施 
・南多摩保健所と連携し、南多摩保健医療圏において講演会を共催 

 
○人材の育成

・職員用相談対応マニュアルを作成

・全職員に対し、ゲートキーパー養成講座や ラーニング研修を実施

・健康づくりサポーター等にゲートキーパー養成講座を実施

○啓発と周知

・９月と３月の自殺対策強化月間時に市広報紙へ啓発記事を掲載

・健康フェスタ等のイベント時にチラシ等を配布

・こころの健康普及啓発講演会を開催

・若者向けパンフレットや普及啓発パンフレットを作成、配布

・市ホームページに心の健康状態をセルフチェックする「こころの体温計」

を設定

・ケーブルテレビで自殺予防ＣＭを放送

・河川情報板やはちバス車内、八王子駅北口地下通路掲示板等へ自殺予防ポ

スター等を掲示

・大学と連携し、自殺予防普及啓発看板を製作
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第２章 八王子市のこれまでの自殺対策
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第３章 八王子市の自殺の現状

１ 自殺統計の分析にあたって

本章の分析にあたっては、主に厚生労働省「人口動態統計」と警察庁「自殺

統計」の両方を使用するとともに、自殺者数と自殺死亡率の２種類の値を参照

しました（自殺死亡率とは人口１０万人当たりの自殺者数です）。両者の統計に

は次のような違い（差異）があります。

（ ）調査対象の差異

厚生労働省の人口動態統計は、日本国内における日本人を対象として、警

察庁の自殺統計は、総人口（外国人も含む）を対象としています。

（ ）調査時の差異

厚生労働省の人口動態統計は、住所地を基に死亡時点で計上し、警察庁の

自殺統計は、発見地を基に自殺死体発見時点（正確には認知）で計上してい

ます。

（ ）事務手続き上（訂正報告）の差異

ア 厚生労働省の人口動態統計は、自殺、他殺、あるいは事故死のいずれか

不明のときは自殺以外で処理しており、死亡診断書等について作成者からの

自殺の旨訂正報告がない場合は自殺に計上されていません。

イ 警察庁の自殺統計は、捜査等により、自殺であると判明した時点で自殺

統計原票が作成され、計上されています。

２ 自殺の現状

（ ）自殺者数・男女別自殺者数の推移と男女別割合の比較

（説明）八王子市の自殺者数は、平成２３年から減少傾向に推移し、平成２８

年には８０人台となっています。また、性別では、男性が女性を上回ってい

ます。性別の割合について、平成２４年から２８年までの５年間の累計を全

国・東京都と比較すると、八王子市の女性の割合は、３１．５％、全国の３

１．１％よりも高く、東京都の３３．９％を下回ります。
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■図１ 八王子市の男女別自殺者数の推移

■図２ 男女別割合の比較（平成２４年～２８年の５年間の累計）

 

（ ）自殺死亡率・年代別自殺死亡率の推移

（説明）八王子市の自殺死亡率は、平成２２年の２３．３を最高値として、減

少傾向が続いています。平成２５年以降、八王子市、東京都、全国ともに減

少が続いており、平成２８年には八王子市１４．２、東京都１５．５、全国

15 
 

１６．８となっており、国・都より低い状況です。また、八王子市の年代別

自殺率は、近年、２０歳未満、３０歳代、６０歳代において、増加していま

す。

■図３ 自殺死亡率の推移

■図４ 年代別自殺死亡率の推移
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（ ）年代別自殺者数と年代別割合の比較

（説明）八王子市の５年間累計における自殺者数は５１８人です。年齢別では、

３０歳代、５０歳代の８７人、次いで４０歳代の８６人と続きます。年齢別

割合について、５年間累計を全国・東京都と比較してみると、２０歳未満が

占める割合は、八王子市では、全国、東京都を上回っています。

■図５ 年代別自殺者数（平成２４年～２８年の５年間の累計）

■図６ 年代別割合の比較（平成２４年～２８年の５年間の累計）
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（ ）職業別自殺者数と職業別割合

（説明）八王子市の５年間累計における職業別自殺者数は、その他の無職者を

除き、被雇用者・勤め人が１４７人と最も多く、次いで年金等生活者、学生

が続きます。性別でみると、主婦を除き男性が上回っています。また、有職

者と無職者の比率は、男性が４対６、女性が１対９となっています。

■図７ 職業別自殺者数（平成２４年～２８年の５年間の累計）

■図８ 職業別割合（平成２４年～２８年の５年間の累計）

（ ）ライフステージ別の死因状況

（説明）八王子市の５年間累計におけるライフステージ別死因順位をみると、

少年期では女性で、青年期では男女とも、壮年期では男性で、自殺が第１位

となっています。
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（ ）職業別自殺者数と職業別割合
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■表１ ライフステージ別死因順位（平成２４年～２８年の５年間の累計）

（ ）自殺の未遂歴別の状況

（説明）八王子市の５年間累計における自殺者の自殺未遂歴を有する割合は、

１７％となっており、全国は２０％、東京都は１９％となっています。

■図９ 自殺未遂歴の状況（平成２４年～２８年の５年間の累計）
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（ ）原因・動機別自殺者数と原因・動機別割合

（説明）八王子市の５年間累計における自殺者の原因・動機についてみると、

健康問題が２６８件、次いで経済・生活問題の８６件、家庭問題の８１件と

続き、健康問題が３７％を占めています。また、自殺の原因・動機は図１０

及び表２に示す理由だけではなく、様々な要因が複雑に絡み合っているため、

理由を単純に比較することは、誤解が生じます。

図１１は、特定非営利活動法人自殺対策支援センターライフリンク実施

「自殺実態 人調査」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。

調査では、自殺の要因は一定の要因に集中しており、その要因が単独で自殺

に至るのではなく、自殺で亡くなるときは、ひとりあたり平均４つの要因を

抱えていました。

なお、図中の○印の大きさは、その要因による自殺の発生頻度を表してお

り、矢印の太さは、要因と要因の連鎖の因果関係の強さを表しています。矢

印が太いほど因果関係が強いということになります。自殺の直接的な要因は、

「うつ状態・精神疾患」が最も大きくなっていますが、「うつ状態・精神疾

患」になるまでには複数の要因が存在し、連鎖しています。

■図１０ 原因・動機別自殺者数（平成２４年～２８年の５年間の累計）
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■表２ 年齢・原因・動機別割合（平成２４年～２８年の５年間の累計）

■図１１ 自殺の危機経路

資料：ＮＰＯ法人ライフリンク「自殺実態 人調査」
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（ ）自殺者の特徴と危機経路事例

（説明）自殺総合対策推進センターによる地域自殺実態プロファイルでは、八

王子市の自殺の特徴について、性・年代等の特性と、背景にある主な自殺の

危機経路事例を示しています。この分析結果を基に、八王子市で推奨される

重点施策（「高齢者」、「生活困窮」、「就労（勤務・経営）」）が示されていま

す。

■表３ 八王子市の主な自殺の特徴

上位５区分
自殺者数

（５年計）
割合

自殺率

万対

背景にある

主な自殺の危機経路

１位 女性 歳以上

無職同居

身体疾患→病苦→うつ状態→

自殺

２位 男性 歳以上

無職同居

失業（退職）→生活苦＋介護

の悩み（疲れ）＋身体疾患→

自殺

３位 男性 ～ 歳

有職同居

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

４位 男性 歳以上

無職独居

失業（退職）＋死別・離別→

うつ状態→将来生活への悲観

→自殺

５位 男性 ～ 歳

無職同居

①【 代その他無職】ひきこ

もり＋家族間の不和→孤立→

自殺／②【 代学生】就職失

敗→将来悲観→うつ状態→自

殺

資料：国勢調査（総務省）、人口動態統計（厚生労働省）、人口推計（総務省）、自殺統計原票（自殺総合対策推進センタ

ー、厚生労働省自殺対策推進室にて特別集計）を使用し、自殺の危機経路については、「自殺実態白書 」（ＮＰＯ
法人ライフリンク）を参考に、自殺総合対策推進センターが作成

注）八王子市の自殺者数は、平成 年～ 年で計 人（男性 人、女性 人）（自殺統計（自殺日・住居地））

20



21 
 

（ ）自殺者の特徴と危機経路事例

（説明）自殺総合対策推進センターによる地域自殺実態プロファイルでは、八

王子市の自殺の特徴について、性・年代等の特性と、背景にある主な自殺の

危機経路事例を示しています。この分析結果を基に、八王子市で推奨される

重点施策（「高齢者」、「生活困窮」、「就労（勤務・経営）」）が示されていま

す。

■表３ 八王子市の主な自殺の特徴

上位５区分
自殺者数

（５年計）
割合

自殺率

万対

背景にある

主な自殺の危機経路

１位 女性 歳以上

無職同居

身体疾患→病苦→うつ状態→

自殺

２位 男性 歳以上

無職同居

失業（退職）→生活苦＋介護

の悩み（疲れ）＋身体疾患→

自殺

３位 男性 ～ 歳

有職同居

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

４位 男性 歳以上

無職独居

失業（退職）＋死別・離別→

うつ状態→将来生活への悲観

→自殺

５位 男性 ～ 歳

無職同居

①【 代その他無職】ひきこ

もり＋家族間の不和→孤立→

自殺／②【 代学生】就職失

敗→将来悲観→うつ状態→自

殺

資料：国勢調査（総務省）、人口動態統計（厚生労働省）、人口推計（総務省）、自殺統計原票（自殺総合対策推進センタ

ー、厚生労働省自殺対策推進室にて特別集計）を使用し、自殺の危機経路については、「自殺実態白書 」（ＮＰＯ
法人ライフリンク）を参考に、自殺総合対策推進センターが作成

注）八王子市の自殺者数は、平成 年～ 年で計 人（男性 人、女性 人）（自殺統計（自殺日・住居地））

21



22 
 

23 
 

第４章 八王子市のこれからの自殺対策の取組

22



23 
 

第４章 八王子市のこれからの自殺対策の取組

23



24 
 

25 
 

第４章 八王子市のこれからの自殺対策の取組

 
 
１ 自殺対策における基本認識

国の自殺総合対策大綱を踏まえ、本市における自殺対策については、次に掲

げる基本認識に基づいて取り組みます。 
・自殺は誰にでも起こり得る身近な問題である 
・自殺はその多くが追い込まれた末の死である 
・自殺はその多くが防ぐことができる社会的な問題である 
・自殺を考えている人は、何らかのサインを発していることが多い 

 
 
２ 基本理念

国の自殺総合対策大綱における基本理念としてある「誰も自殺に追い込まれ

ることのない社会の実現を目指す」を踏まえ、『誰も自殺に追い込まれることの

ない八王子の実現を目指して』を基本理念として、その実現に向けて自殺対策

を推進します。

 
 
３ 基本方針

国の自殺総合対策大綱を踏まえ、誰も自殺に追い込まれることのない社会の

実現に向け、本市では以下の５点を自殺対策における基本方針とします。

（ ）生きることの包括的な支援として推進する

失業や多重債務、生活困窮等の「生きることの阻害要因」を減らす取組に加

え、自己肯定感や信頼できる人間関係、危機回避能力等の「生きることの促進

要因」を増やす取組を行います。また、双方の取組を通じて自殺リスクを低下

させ、「生きることの包括的な支援」として自殺対策を推進します。

（ ）関連施策との有機的な連携を強化して取り組む

自殺に追い込まれることなく、地域で安心して生活を送れるようにするには、

精神保健的な視点だけでなく、社会・経済的な視点を含んだ様々な取組が重要

です。また、このような取組を包括的に実施するためには、様々な分野の関係

者や組織等が緊密に連携して取り組みます。

（ ）対応のレベルに応じた、様々な施策の効果的な連動をはかる

自殺対策は、自殺のリスクを抱えた個人等に支援を行う「対人支援のレベル」、
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支援者や関係機関同士の連携を深めて行くことで、支援の網の目からこぼれ落

ちる人を生まないようにする「地域連携のレベル」、更に、支援制度の整備等

を通じて、人を自殺に追い込むことのない地域社会の構築をはかる「社会制度

のレベル」という、３つのレベルに分けることができます。社会全体の自殺リ

スクの低下につながり得る、効果的な対策を講じるために、様々な関係者の協

力を得ながらそれぞれのレベルにおける取組を総合的に推進していきます。

（ ）実践的な取組と啓発的な取組をあわせて推進する

自殺を考えている人たちを見守っていけるような地域社会を築くために、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を察知し、精神科医

等の専門家につなぐとともに、専門家と協力しながら見守っていけるよう、広

報や教育活動等に取り組みます。

（ ）関係者の役割を明確化し、連携・協働して取組を推進する

「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、国や自治体、

企業、関係機関、市民等と連携・協働し、一体となって対策を推進します。

４．施策の体系

本市の自殺対策は、国が全国の先駆的な取組を集約した「地域自殺対策政策

パッケージ」において提示された、全ての市町村が共通して取り組むべきであ

るとした「基本施策」と、本市の自殺の実態を踏まえてまとめた「重点施策」

で構成しています。 
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全ての市町村が共通して取り組むべき基本施策に重ねて、本市の特性に着目

した４つの重点施策を横断的に設定しています。重点施策の整理は、おおむね

「子ども・若者」対策については就業前まで、「就労」対策は働く世代、おおむ

ね「高齢者」対策については６５歳以降、「生活困窮」対策については全ての世

代を対象としています。

■基本施策は、国の自殺総合対策大綱に基づいて、地域で自殺対策を推進するにあたり、不可欠な基

盤的な取組です。

■重点施策は、本市における自殺実態となる「子ども・若者」、「就労」、「高齢者」、「生活困窮」の各

分野に焦点した取組です。

体系図

基本施策

地域におけるネットワークの強化 

自殺対策を支える人材の育成 

市民への啓発と周知 

生きることの促進要因への支援 

子
ど
も
・若
者
世
代
へ
の
自
殺
対
策
の
推
進 

就
労
に
関
わ
る
自
殺
対
策
の
推
進 

高
齢
者
の
自
殺
対
策
の
推
進 

生
活
困
窮
者
対
策
の
推
進 

基本理念
誰も自殺に追い込まれることのない八王子の実現を目指して 

基本方針
（1） 生きることの包括的な支援として推進する 

（2） 関連施策との有機的な連携を強化して取り組む 

（3） 対応のレベルに応じた、様々な施策の効果的な連動をはかる 

（4） 実践的な取組と啓発的な取組をあわせて推進する 

（5） 関係者の役割を明確化し、連携・協働して取組を推進する 

施 策

重点施策
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５ 基本施策

基本施策は、自殺対策を推進するうえで不可欠となる基盤的な取組です。こ

れらの施策それぞれを強力に、かつ連動させて総合的に推進することで、本市

における自殺対策の基盤を強化します。

【基本施策１】 地域におけるネットワークの強化

自殺対策の推進にあたり、最も基盤となる取組は、地域におけるネットワー

クの強化です。これには、自殺対策におけるネットワークのほか、「子ども」、「高

齢者」、「生活困窮」、「多重債務」、「暴力被害」等の特定の課題に対するネット

ワークとも連携して自殺対策を推進します。 

【指標】

施策に対する指標
現状値
平成

年度

目標値
平成

年度
指標の考え方

自殺対策における地域

のネットワークの充実

に関する意見交換が出

来た会議数

５回 回

累計

既存の様々なネットワーク
会議等において、自殺対策に
おける課題の共有や各機関
の役割等について意見交換
を行う機会を持つことで、連
携強化をはかります。

（ ）自殺対策におけるネットワークの推進

自殺対策を目的とした会議において、取組成果報告や進捗管理、評価等の検

証を行います。

□自殺対策検討会議 

・関係機関及び民間団体等の連携を確保し、八王子市における自殺対策を

総合的に推進します。（保健対策課） 
□自殺対策庁内連絡会 

・庁内関係部署により組織し、緊密な連携、協力のもと、組織横断的に自

殺対策を推進します。（保健対策課） 
 
（ ）各種ネットワークとの連携強化

既存の各種ネットワーク会議等と連携し、顔の見える関係を構築することに

より対策を推進します。 
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□各地域ネットワーク等との連携 

・町会自治会連合会、民生委員児童委員協議会、青少年対策地区委員会等

と連携を強化し、適切な支援につなぐ方策について検討します。（協働推

進課、福祉政策課、保健対策課、児童青少年課） 
□医療機関とのネットワークによる連携 

 ・母子保健や成人保健に関する医療機関とのネットワークにより、適切な

支援につなげます。（保健福祉センター） 
 ・精神科医療とのネットワークの強化をはかり、適切な支援につなげます。

（保健対策課） 
□庁内を中心としたネットワークとの連携 

・生活困窮者自立支援ネットワーク会議や子ども家庭支援ネットワーク会

議等の庁内の様々な会議等の機会を通じ、「相談対応マニュアル」等を活用

した事例検討の実施や情報提供、意見交換を行う等の連携をはかります。

（生活自立支援課、保健対策課、子ども家庭支援センター） 
 
 
 
【コラム】 各種ネットワークとの連携強化

「自殺対策」という視点から、ネットワーク同士の連携もすすみます。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

28



29 
 

□各地域ネットワーク等との連携 

・町会自治会連合会、民生委員児童委員協議会、青少年対策地区委員会等

と連携を強化し、適切な支援につなぐ方策について検討します。（協働推

進課、福祉政策課、保健対策課、児童青少年課） 
□医療機関とのネットワークによる連携 

 ・母子保健や成人保健に関する医療機関とのネットワークにより、適切な

支援につなげます。（保健福祉センター） 
 ・精神科医療とのネットワークの強化をはかり、適切な支援につなげます。

（保健対策課） 
□庁内を中心としたネットワークとの連携 

・生活困窮者自立支援ネットワーク会議や子ども家庭支援ネットワーク会

議等の庁内の様々な会議等の機会を通じ、「相談対応マニュアル」等を活用

した事例検討の実施や情報提供、意見交換を行う等の連携をはかります。

（生活自立支援課、保健対策課、子ども家庭支援センター） 
 
 
 
【コラム】 各種ネットワークとの連携強化

「自殺対策」という視点から、ネットワーク同士の連携もすすみます。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

29



30 
 

【基本施策２】 自殺対策を支える人材の育成

地域においてネットワークを強化し、充実するためには、それを支える多く

の人材が必要です。このため、自殺対策を支える人材の育成は、自殺対策を推

進する取組の基礎となります。誰もが、ゲートキーパー※として自殺対策の視点

を持ち、身近な地域で支援者となれるよう、各種講座や研修等を充実します。

また、支援を行う者が、ひとりで問題を抱え込まないような支援を行います。

【指標】

施策に対する指標
現状値
平成

年度

目標値
平成

年度
指標の考え方

身近なゲートキーパー

講習会の受講者数
人 人

累計

身近なゲートキーパー講習会

の受講者数を増やし、自殺対

策を支える人材拡大をはかり

ます。
 

（ ）あらゆる機会を通じた身近なゲートキーパーの養成

身近なゲートキーパーは、自殺の危険を示すサインに気づき、声掛け、話を

聴き、必要な支援や保健所等の相談につなぎ、見守る役割を担うことから、あ

らゆる機会を通じて養成をはかります。 
□身近なゲートキーパー講習 

・市民や町会・自治会等の各種団体に対し、出前講座等を実施します。（保

健対策課）

□普及啓発を行う人材の育成 

・様々な場面で自殺予防に関する普及啓発を行う人材の確保と養成をはか

ります。（保健対策課）

□様々な機会を通じた研修 

・職員や行政協力員等に対し、集合研修や ラーニング研修等を通じ、知

識の普及啓発を繰り返しはかります。（安全衛生管理課、保健対策課）

※「ゲートキーパー」とは、自殺の危険を示すサインに気づき、適切な対応（悩んでいる

人に気づき、声をかけ、話を聞いて、必要な支援につなげ、見守る）をはかることができ

る人のことで、言わば「いのちの門番」とも位置付けられる人のことです。
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・教職員に対し、研修等を通じ、知識の普及啓発を繰り返しはかります。

（指導課）

（ ）相談等を受ける人等への支援

自殺に関係した相談を受けることは、相談者に大きな負荷がかかるため、専

門機関からの助言等の支援を行います。

□支援者に対する相談の実施 

・身近なゲートキーパー講習会等の受講者に対し、フォロー講習会等の機

会を設けます。（保健対策課）

・精神科医師による専門医相談を活用し、支援者の相談に対応します。（保

健対策課）

□専門機関からの助言 

・東京都や民間団体等が主催する精神保健福祉に関する研修や事例検討会

の機会を設けます。（保健対策課） 

（ ）相談窓口職員間の交流

関係部署が連携して支援をはかることができるよう、「相談対応マニュアル」

等を活用した事例検討の実施や情報提供、意見交換を行い、相談を行う者同士

が顔の見える関係を構築します。

□自殺対策相談職員連絡会 

・支援を行うための基盤を整備するため、各分野の支援策、相談窓口につ

いて担当職員が知る機会となる連絡会を開催します。（保健対策課）

【コラム】 ゲートキーパーへの期待

ゲートキーパーの役割は、心理的、社会的問題や生活上の問題、健康上の問

題を抱えている人等、自殺の危険を抱えた人々に気づき、適切にかかわること

ですが、そのために特別な資格は必要ありません。

家族、同僚、友人といった身近な人をはじめ、地域のかかりつけの医師や保

健師、行政や関係機関等の相談窓口、民生委員・児童委員やボランティア等、

様々な立場の人々がゲートキーパーの役割を担うことが期待されています。

（ポイントとなる要素）

「気づき」 「傾聴」 「つなぎ」 「見守り」
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・教職員に対し、研修等を通じ、知識の普及啓発を繰り返しはかります。

（指導課）

（ ）相談等を受ける人等への支援

自殺に関係した相談を受けることは、相談者に大きな負荷がかかるため、専

門機関からの助言等の支援を行います。

□支援者に対する相談の実施 

・身近なゲートキーパー講習会等の受講者に対し、フォロー講習会等の機

会を設けます。（保健対策課）

・精神科医師による専門医相談を活用し、支援者の相談に対応します。（保

健対策課）

□専門機関からの助言 

・東京都や民間団体等が主催する精神保健福祉に関する研修や事例検討会

の機会を設けます。（保健対策課） 

（ ）相談窓口職員間の交流

関係部署が連携して支援をはかることができるよう、「相談対応マニュアル」

等を活用した事例検討の実施や情報提供、意見交換を行い、相談を行う者同士

が顔の見える関係を構築します。

□自殺対策相談職員連絡会 

・支援を行うための基盤を整備するため、各分野の支援策、相談窓口につ

いて担当職員が知る機会となる連絡会を開催します。（保健対策課）

【コラム】 ゲートキーパーへの期待

ゲートキーパーの役割は、心理的、社会的問題や生活上の問題、健康上の問

題を抱えている人等、自殺の危険を抱えた人々に気づき、適切にかかわること

ですが、そのために特別な資格は必要ありません。

家族、同僚、友人といった身近な人をはじめ、地域のかかりつけの医師や保

健師、行政や関係機関等の相談窓口、民生委員・児童委員やボランティア等、

様々な立場の人々がゲートキーパーの役割を担うことが期待されています。

（ポイントとなる要素）

「気づき」 「傾聴」 「つなぎ」 「見守り」
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【基本施策３】 市民への啓発と周知

市民との様々な接点を活かし、自殺に追い込まれることは、「誰にでも起こり

得る危機」であり、「誰もが当事者となり得る重大な問題であること」について、

理解促進をはかります。また、自殺に対する誤った認識や偏見を払しょくする

とともに、生きづらさを感じた際は、誰かに助けを求めることが重要であるこ

とを社会全体の共通認識となるよう、普及啓発活動を推進します。このほか、

障害に対する正しい理解がすすむよう各種啓発活動を行います。 

【指標】

施策に対する指標
現状値
平成

年度

目標値
平成

年度
指標の考え方

市民の「ゲートキーパー」

に対する認知度 ％ ％

身近なゲートキーパーの認

知度を高めることで、自殺対

策に対する市民の意識を高

めます。

（ ）自殺対策強化月間の取組

自殺対策強化月間を中心に、自殺対策に対する理解促進をはかります。

□自殺対策強化月間（９月、３月）の実施 

・国・東京都・関係団体・庁内を中心としたネットワーク等と一体となり、

啓発事業を実施します。（保健対策課）

（ ）講演会等の開催

自殺に対する予防と正しい理解の普及をはかるため、講演会の開催や各種イ

ベント等で啓発を行います。

□自殺予防講演会の実施

・自殺の現状と取組の普及、正しい情報発信のため、市民向け及び関係者

向け自殺予防講演会を開催します。（保健対策課） 
□イベント等での啓発 
・市が主催する各種イベント等において、自殺予防を啓発します。（保健

対策課） 
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（ ）各種啓発活動等

自殺に対する予防と正しい理解の普及啓発をはかるため、各種媒体を活用し

ます。 
□メディア等広報 

・市広報紙やテレビ、ラジオ等のメディア媒体を通じて情報を発信します。

（保健対策課）

□ＳＮＳ※等広報 

・自殺対策に関する情報や相談窓口、正しい知識の普及のため、ＳＮＳや

ホームページ等を通じて情報を発信します。（保健対策課）

□各種団体の機関誌等を通じた広報 

・町会自治会連合会や大学、各種団体等が発行する機関誌等へ自殺予防に

関する記事の掲載を依頼します。（保健対策課） 
□自殺予防リーフレット設置等 

・行政や民間団体等が作成した各種リーフレットや啓発チラシ等を関係各

所に設置するほか、必要に応じて市内各所に配布します。（保健対策課） 
□ポスター掲示 

・強化月間にあわせ、全町会・自治会等に対してポスター掲示を依頼しま

す。（保健対策課）

□心の健康のための図書展示・貸出 

・自殺予防につながる図書の展示・貸出を行います。（図書館部）

□障害理解に関する啓発等

・パンフレット等を活用し、

障害理解を促進するための

各種啓発活動を実施します。

（障害者福祉課）

※「ＳＮＳ」とは、 ソーシャルネットワーキング・サービス 」

のことです。互いが友人を紹介し合い、新たな友人関係を広げることを目的としたコミュ

ニケーション・サービスのことです。

明星大学デザイン学部と連携して製作した看板 
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（ ）各種啓発活動等

自殺に対する予防と正しい理解の普及啓発をはかるため、各種媒体を活用し

ます。 
□メディア等広報 

・市広報紙やテレビ、ラジオ等のメディア媒体を通じて情報を発信します。

（保健対策課）

□ＳＮＳ※等広報 

・自殺対策に関する情報や相談窓口、正しい知識の普及のため、ＳＮＳや

ホームページ等を通じて情報を発信します。（保健対策課）

□各種団体の機関誌等を通じた広報 

・町会自治会連合会や大学、各種団体等が発行する機関誌等へ自殺予防に

関する記事の掲載を依頼します。（保健対策課） 
□自殺予防リーフレット設置等 

・行政や民間団体等が作成した各種リーフレットや啓発チラシ等を関係各

所に設置するほか、必要に応じて市内各所に配布します。（保健対策課） 
□ポスター掲示 

・強化月間にあわせ、全町会・自治会等に対してポスター掲示を依頼しま

す。（保健対策課）

□心の健康のための図書展示・貸出 

・自殺予防につながる図書の展示・貸出を行います。（図書館部）

□障害理解に関する啓発等

・パンフレット等を活用し、

障害理解を促進するための

各種啓発活動を実施します。

（障害者福祉課）

※「ＳＮＳ」とは、 ソーシャルネットワーキング・サービス 」

のことです。互いが友人を紹介し合い、新たな友人関係を広げることを目的としたコミュ

ニケーション・サービスのことです。

明星大学デザイン学部と連携して製作した看板 
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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、生きがいや希望を持って暮らすことができるよう、過労、生活

困窮、育児や介護疲れ、いじめや孤立等の要因の解消のための取組に加えて、

自己肯定感、信頼できる人間関係、危機回避能力等を促進するための取組を増

やし、自殺のリスクを低減する必要があることから、関係する分野の取組を推

進します。 
 

【指標】

施策に対する指標
現状値
平成

年度

目標値
平成

年度
指標の考え方

「こころの体温計」のアク

セス数
件／年 件／年

自身や家族のこころの健康

状態を客観的に把握し、相

談先の周知をはかります。

（ ）地域での居場所づくり

孤立のリスクを抱える人たちが、安心して過ごせるような居場所づくりや、

地域づくりを目指します。

□子育て中の人の居場所づくり 

・乳幼児とその保護者が集い、相互交流や育児相談等を行う場を設置しま

す。（子ども家庭支援センター）

□子どもの居場所づくり 

・地域で行われる「子ども食堂」等の開催といった市民活動を支援します。

（子どものしあわせ課）

・児童館において、地域と連携しながら様々な健全育成プログラムを実施

します。（児童青少年課）

 

※生きることの促進要因の「促進要因」とは、自己肯定感、信頼できる人間関係、危機回

避能力等のことです。
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□高齢者の居場所づくり 

・高齢者が地域で気軽に集まれる交流の場・仲間づくりの場（サロン）を

設けることで、ひきこもりや閉じこもり、孤独といった状況を未然に防ぎ

ます。（高齢者いきいき課）

・ひとり暮らし高齢者調査への協力者を対象に、昼食をともにし、昔話を

聞いたり、演芸を披露する等の交流会を開催します。（福祉政策課・社会

福祉協議会）

□障害等のある人の居場所づくり 

・障害者の孤立を防止するため、地域活動支援センターにおいて交流の場

を提供します。（障害者福祉課）

・社会復帰の促進、自立と社会経済活動への参加の促進のため、精神障害

者家族会、認知症障害者家族会を支援します。（保健対策課）

□情報と癒しの居場所づくり 

・図書館はひとりでも利用できる静かな空間です。様々な情報や言葉に触

れ、こころを癒せる居場所を提供します。（図書館部） 

（ ）様々な悩みを抱える人への支援

自殺リスクを抱える可能性のある人に対し、各種相談等の支援を行います。

□一般・専門相談の実施 

 ・各種の悩み事に対し、行政、各種団体等により専門相談を実施します。 
 （参照「相談先一覧」） 
□病気や障害等の早期発見等 
・赤ちゃん訪問や乳幼児健康診査等の母子保健事業を通じ、健康相談・育

児相談を行います。（保健福祉センター） 
・産後ケア事業等を通じ、育児ストレスや産後うつを早期に発見し、早期

対応を行います。（保健福祉センター） 
・パソコンやスマートフォンを利用し、ストレスや落ち込み等を気軽にチ

ェックできるシステム「こころの体温計」を運用します。（保健対策課） 
・生活習慣病重症化予防事業を通じ、糖尿病や高血圧等に対する予防支援

を行います。（成人健診課） 
・がんについての診断から治療、療養生活全般にわたる相談を受け付ける

がん相談支援センターについて、その存在や機能について広く周知、啓発

をはかります。（成人健診課） 
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□高齢者の居場所づくり 

・高齢者が地域で気軽に集まれる交流の場・仲間づくりの場（サロン）を

設けることで、ひきこもりや閉じこもり、孤独といった状況を未然に防ぎ

ます。（高齢者いきいき課）

・ひとり暮らし高齢者調査への協力者を対象に、昼食をともにし、昔話を

聞いたり、演芸を披露する等の交流会を開催します。（福祉政策課・社会

福祉協議会）

□障害等のある人の居場所づくり 

・障害者の孤立を防止するため、地域活動支援センターにおいて交流の場

を提供します。（障害者福祉課）

・社会復帰の促進、自立と社会経済活動への参加の促進のため、精神障害

者家族会、認知症障害者家族会を支援します。（保健対策課）

□情報と癒しの居場所づくり 

・図書館はひとりでも利用できる静かな空間です。様々な情報や言葉に触

れ、こころを癒せる居場所を提供します。（図書館部） 

（ ）様々な悩みを抱える人への支援

自殺リスクを抱える可能性のある人に対し、各種相談等の支援を行います。

□一般・専門相談の実施 

 ・各種の悩み事に対し、行政、各種団体等により専門相談を実施します。 
 （参照「相談先一覧」） 
□病気や障害等の早期発見等 
・赤ちゃん訪問や乳幼児健康診査等の母子保健事業を通じ、健康相談・育

児相談を行います。（保健福祉センター） 
・産後ケア事業等を通じ、育児ストレスや産後うつを早期に発見し、早期

対応を行います。（保健福祉センター） 
・パソコンやスマートフォンを利用し、ストレスや落ち込み等を気軽にチ

ェックできるシステム「こころの体温計」を運用します。（保健対策課） 
・生活習慣病重症化予防事業を通じ、糖尿病や高血圧等に対する予防支援

を行います。（成人健診課） 
・がんについての診断から治療、療養生活全般にわたる相談を受け付ける

がん相談支援センターについて、その存在や機能について広く周知、啓発

をはかります。（成人健診課） 
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□その他 

  ・子育てやほかの保護者、教員との接し方等に疑問や悩みのある保護者の 
心理的負担を軽減する家庭教育支援講座を行います。（生涯学習政策課） 
・メンタルヘルスケア等について学ぶ講座を開催します。（学習支援課） 
・性的マイノリティ※に対する理解促進をはかります。（総務課、男女共同

参画課） 
・地域福祉推進拠点において、地域の問題や個人の生活上の問題を内容に

応じて専門機関へつないだり、地域団体と連携して問題解決をはかり、地

域住民を支援します。（福祉政策課・社会福祉協議会） 
・地域で安心して生活できるよう、成年後見制度や地域福祉権利擁護事業

を周知し、利用しやすい環境を整備します。（福祉政策課） 
 
（ ）自殺未遂者の支援

警察署や消防署、医療機関等からの連絡を受け、関係機関と連携し、自殺未

遂者の支援を行います。

□自殺未遂者支援ネットワークの構築 

・自殺未遂者の医療機関での治療終了後、未遂者の再度の自殺企図を防ぐ

ために、地域の関係機関によるネットワークを構築し、体制づくりを行い

ます。（保健対策課）

※性的マイノリティとは、同性愛者（ゲイ・レズビアン）、両性愛者（バイセクシャル）

や、身体の性と心の性が一致しない人（トランスジェンダー）等を総称する言葉です。

37 
 

□自殺未遂者からの相談 

・自殺をほのめかす相談に対しては、関係機関と連携し、自殺を防ぐ支援

をします。（保健対策課）

（ ）遺された人への支援

自殺によって遺された家族や友人は、心理的、身体的、社会的な影響を受け

ます。また、自死遺族のつどいの開催や相談先等を情報提供します。

□自死遺族のつどい 

・大切な人を自殺で亡くした人が、偏見にさらされることなく、悲しみと

向き合い、その人らしい生き方を再構築できるよう、わかち合いの会を開

催します。（保健対策課）

□相談先等の情報提供 

・遺された人への相談窓口等が掲載されたパンフレットを配布します。（保

健対策課）

【コラム】 こころの体温計の御利用を

「こころの体温計」は、携帯電話やパソコンの端末を使って気軽にメン
タルヘルスチェックができるシステムです。
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□自殺未遂者からの相談 

・自殺をほのめかす相談に対しては、関係機関と連携し、自殺を防ぐ支援

をします。（保健対策課）

（ ）遺された人への支援

自殺によって遺された家族や友人は、心理的、身体的、社会的な影響を受け

ます。また、自死遺族のつどいの開催や相談先等を情報提供します。

□自死遺族のつどい 

・大切な人を自殺で亡くした人が、偏見にさらされることなく、悲しみと

向き合い、その人らしい生き方を再構築できるよう、わかち合いの会を開

催します。（保健対策課）

□相談先等の情報提供 

・遺された人への相談窓口等が掲載されたパンフレットを配布します。（保

健対策課）

【コラム】 こころの体温計の御利用を

「こころの体温計」は、携帯電話やパソコンの端末を使って気軽にメン
タルヘルスチェックができるシステムです。
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６ 重点施策

重点施策は、本市の自殺の実態を踏まえ、「子ども・若者」、「就労」、「高齢者」、

「生活困窮」に焦点を絞った施策です。

【重点施策１】 子ども・若者世代への自殺対策の推進

＜現状と課題＞

近年、子ども・若者の多くは、ＳＮＳを主なコミュニケーション手段として

利用しており、死にたいほど、辛い気持ちを抱えていても周囲が気づかず、相

談や支援につながりにくい傾向があります。また、現実の世界に助けを求めら

れないため、インターネットやＳＮＳ上に「死にたい」等、自殺をほのめかす

投稿や自殺の手段等を検索することもあります。こうしたことから、悩みを伝

えられず、ひとりで抱え込むことがないよう、周囲に相談できることは、社会

に出てからも様々な場面で必要となります。家庭や学校において自己肯定感を

育てるとともに、いのちの大切さやコミュニケーションの取り方、ＳＯＳの出

し方、こころの健康、からだの健康について学ぶことで、このようなスキルを

身に付けることにもつながり、将来、人生の危機に直面したとき等、ひとりで

問題を抱え込まず、他者に援助を求める力を伸ばしていけるようになります。

相談先については、支援機関への相談より、友人等の身近な人に相談する傾

向があります。また、悩みを打ち明けられ、相談を受けた友人等が対応に苦慮

し、自ら追い詰められてしまうこともあり、相談を受ける側のサポートも必要

です。

このほか、思春期から精神的な問題を抱えている人、ひきこもり経験のある

人、学校卒業や中退後に社会とのつながりが途絶えてしまう人等、それぞれの

状況に応じた支援が必要です。子どものころから個性が尊重される環境づくり

を整えたり、発達障害等に対する理解を深める等、差別がない社会の実現に向

け、地域全体で取り組むことも肝要です。

【指標】

施策に対する指標
現状値
平成

年度

目標値
平成

年度
指標の考え方

子どもが身近に相談で

きる人がいる割合 ％ ％

ＳＯＳの出し方を学び、そ

れをキャッチする環境を整

えることで、身近に相談で

きる人の割合を増やします。
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（ ）子ども・若者への支援の充実

子ども・若者がひとりも自殺に追い込まれることのないよう、保護者や地域

の関係者等と連携し、児童生徒に対して、いのちの大切さを伝え、自尊感情を

育むとともに、ＳＯＳの出し方に関する教育を推進し、児童生徒や保護者等が抱

え込みがちな自殺リスクの早期発見に努め、包括的な支援を推進していきます。

□学校でのいのちの大切さやＳＯＳの出し方を伝える教育等の実施 

・全小中学校の全ての学年で、保健体育、道徳、特別活動等の授業におい

て、いのちの大切さやコミュニケーションの取り方、ＳＯＳの出し方に関

する授業を実施します。（指導課）

・中学校で、いのちの大切さを伝え、自分たちがどう生きるかを考える機

会となる取組を関係機関と連携しながら推進します。（子どものしあわせ課）

□子ども・若者からのＳＯＳをキャッチする対策 

・「こどもあんしんカード」を子どもに配布し、相談窓口を周知するととも

に、子どもからの相談を電話で受け付けます。（子ども家庭支援センター）

・全小中学校に配置したスクールカウンセラーにより、小学５年生、中学

１年生を対象に面談を行います。（指導課）

・教育機関等の関係者に対し、自殺対策に関する講演会の実施を案内しま

す。（保健対策課）

・ＳＮＳを活用することにより、子ども・若者からのＳＯＳをキャッチす

る手法について調査・研究をすすめます。（保健対策課）

・妊娠、出産、子育てに関する相談や支援を行います。（保健福祉センター）

□いじめ防止対策の推進 

・いじめを許さないまち八王子条例を踏まえ、いじめ防止対策を推進しま

す。（経営計画第二課）

・いじめに関する相談を電話で受け付けます。（経営計画第二課・教育支援

課）

・全小中学校の道徳の授業において、全教育活動を通した道徳性の育成を

行っていきます。（指導課）

・「教育委員会いじめ問題対策委員会」を開催し、いじめの防止・早期発見

及びいじめへの対策を総合的かつ効果的に推進するとともに、リーフレッ

トによる啓発活動や教員研修等を行います。（指導課）

・ガイドブック「みんなちがってみんないい」を活用し、障害理解に関す

る教育を推進します。（障害者福祉課）

・「ふれあい月間」を設け、児童生徒へのアンケート調査を実施し、気にな

る児童生徒の早期発見・早期対応を行います。（指導課）

・民間団体による各種相談窓口を案内します。（保健対策課）
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す。（保健対策課）

・ＳＮＳを活用することにより、子ども・若者からのＳＯＳをキャッチす

る手法について調査・研究をすすめます。（保健対策課）

・妊娠、出産、子育てに関する相談や支援を行います。（保健福祉センター）

□いじめ防止対策の推進 

・いじめを許さないまち八王子条例を踏まえ、いじめ防止対策を推進しま

す。（経営計画第二課）

・いじめに関する相談を電話で受け付けます。（経営計画第二課・教育支援

課）

・全小中学校の道徳の授業において、全教育活動を通した道徳性の育成を

行っていきます。（指導課）

・「教育委員会いじめ問題対策委員会」を開催し、いじめの防止・早期発見

及びいじめへの対策を総合的かつ効果的に推進するとともに、リーフレッ

トによる啓発活動や教員研修等を行います。（指導課）

・ガイドブック「みんなちがってみんないい」を活用し、障害理解に関す

る教育を推進します。（障害者福祉課）
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・民間団体による各種相談窓口を案内します。（保健対策課）

39



40 
 

・児童生徒が一人以上の大人に相談できる環境づくりに努めます。

（指導課）

□子ども・若者の居場所づくり 

・子どもが人とのつながりを感じ、生きる意欲に結びつくことができるよ

う、地域で行われる「子ども食堂」等の開催といった市民活動を支援しま

す。（子どものしあわせ課）【再掲・基本４】

・児童館において、地域と連携しながら様々な健全育成プログラムを実施

します。（児童青少年課）【再掲・基本４】

・市内小学校区において、放課後や土曜日等に小学校施設を活用し、子ど

もたちの放課後の安全安心な居場所を提供します。（生涯学習政策課）

□見守り活動の推進 

・民生委員・児童委員による相談活動や見守り活動を通じて、様々な課題

を抱えた対象者の早期発見と支援に努めます。（福祉政策課）

・青少年育成指導員や青少年対策地区委員会による声掛けを通じて、見守

り活動を推進します。（児童青少年課）

□子育ちをつなぐ 

・子どもの育ちをつなぐため、保育園、幼稚園、小学校、学童保育所等の

連携を推進します。また、地域毎に子どもの育ちについて、課題検討や情

報交換を行います。（子どものしあわせ課）

・「はちおうじっ子マイファイル」を活用し、保護者や子ども本人が成長

の記録を保管し、必要に応じて関係機関が情報を共有することで、成長を

切れ目なくサポートします。（障害者福祉課、保健福祉センター、子ども

のしあわせ課、保育幼稚園課、産業政策課、教育支援課）

（ ）若者の社会的自立の促進

子どもの時期から大人の働く社会を支える姿を身近に感じることで、将来の

職業選択につながる職業観・勤労観を育みます。 
□多様な職業観・勤労観の醸成 

・キャリア教育や職場体験を通して、望ましい職業観・勤労観の育成、働

くことの意義や目的を理解し、進んで働こうという意欲や態度を育みます。

また自己の個性や適性について自己理解を深めさせることで、進路選択の

能力を育みます。（指導課）

・職場体験によって、社会的スキル、コミュニケーション能力の育成をは

かって行きます。（指導課）
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□健康に関する情報の提供 

・大学等の新入生に配布する生活便利帳「 」等を活用し、アルコ

ール・薬物依存等による健康への影響についての情報提供を行い、いのち

の大切さを伝えていきます。（学園都市文化課、生活衛生課、保健対策課）

□健康に関する相談の実施 

・悩みを抱えている人に対し保健師が電話や面談によるこころの健康相談

を実施します。また、思春期の課題を抱えている人に対し、精神科専門医

師による思春期相談を実施します。（保健対策課）

・長期にひきこもり状態にある若者が社会で自立した生活をして行くため

の社会参加の機会としてデイケア※を実施します。（保健対策課）

・市内にある高校、大学等に対し、健康問題等に関する情報提供等を行い

ます。（保健対策課） 
 

【コラム】 ＳＯＳの出し方を伝える教育とは？

「ＳＯＳの出し方を伝える教育」とは、子どもが、「現在起きている危

機的状況、又は今後起こり得る危機的状況に対応するために、適切な援

助希求行動（身近にいる信頼できる大人にＳＯＳを出す）ができるよう

にすること」、「身近にいる大人がそれを受け止め、支援ができるように

すること」を目的とした教育です。

各学校では、ＤＶＤ教材等により自殺

防止授業が実施されており、児童生徒の

自殺予防対策が強化されています。

なお、この取組は、自殺対策基本法第

条第 項に「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」とし

て明記されています。

※デイケアとは、在宅の療養者生活のリズムを整え、病状の安定をはかることにはじまり、

人との接し方や、病気との付き合い方等を学ぶ場のことです。
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【重点施策２】 就労に関わる自殺対策の推進

＜現状と課題＞

労働環境の問題は、心身の健康状態や経済状況等に影響を及ぼし、生活に直

結するため、労働者、求職者、その人を支える家族にとって深刻です。 
労働者が心身ともに健康で働き続けるため、メンタルヘルス対策を充実する

ことは、個人の就業生活の充実だけでなく、地域や社会の活性化につながる重

要な取組として推進する必要があります。労働環境の改善は、仕事と生活の調

和（ワーク・ライフ・バランス※）の実現、ハラスメント※の防止、病気や障害

に関する理解の促進等、多岐にわたります。安心して働ける職場を得ることは、

家庭や社会で役割や居場所を得ることにつながり、やりがいや達成感等が生き

ることの促進要因となることもあり、就職や職場定着といった支援も必要です。

こうした取組は、単に業務の視点だけでなく、職場の人間関係の視点等も踏ま

えて行うことが求められています。また、子育てや介護と仕事の両立、病気や

障害があっても安心して働きやすい職場環境を整備し、誰もが自らの能力を発

揮できるよう啓発をすすめます。 
このほか、経営者に対しては、経営に関する相談や従業員の健康管理に関す

る相談機関があることを周知することで、ひとりで抱え込まないようにする必

要があります。 
 

【指標】

施策に対する指標
現状値
平成

年度

目標値
平成

年度
指標の考え方

八王子しごと情報館にお

ける新規就職相談件数
件 件

累計

就職に悩む人からの相談

を受け、各人にあった仕

事・職場を見つけてもらう

ことを支援します。

※ワーク・ライフ・バランスとは、仕事と仕事以外の生活を調和させ、性別・年齢を問わ

ず、誰もが働きやすい仕組みをつくることです。 
※ハラスメントとは、特定、不特定多数を問わず相手に対し、意図的に不快にさせること

や、実質的な損害を与える等強く嫌がられる、道徳のない行為、いやがらせのことです。
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（ ）働きたい人への支援

子育てで離職した人、中高年齢者、就労環境に配慮を要する障害者等、個々

の状況や能力に応じた情報の提供やマッチング等により、それぞれの能力を発

揮できる職場や人との出会いが求められます。このため、就職活動から職場で

活躍するまでの総合的な支援をはかっていきます。

□就職支援、求人情報の提供 

・若者サポートステーション等と連携し、就労を支援します。（児童青少

年課） 
・ハローワーク八王子や八王子しごと情報館等の就職に関する相談支援機

関と連携し、就労を支援します。また、子育て中の人に対しては、八王子

しごと情報館の専門窓口により支援します。（産業政策課） 
・障害者就労・生活支援センター等と連携し、障害のある人の就労を支援

します。（障害者福祉課） 
・就職を希望しながら仕事に結びつかない生活に困窮した人のために、独

自に求人開拓、求職斡旋を行い、就労を支援します。（生活自立支援課） 
 

【コラム】 アルコールと自殺
 
自殺に至る背景のひとつとして、アルコール問題があります。お酒は

適量摂取なら健康効果があるといわれていますが、大量のお酒を長期に

わたって飲み続けることで、お酒がないといられなくなる状態となり、

いわゆるアルコール依存症といわれる精神疾患になります。

アルコールは、脳の機能を抑制することで、思考や判断能力を低下さ

せ、一足飛びに最期の一線を踏み越えさせてしまうのです。加えて、飲

酒にまつわるトラブルが続くことで、周囲との関係が悪化し、本人は孤

立を深めて行くため、自殺のリスクを高めてしま

います。

自殺防止のためにも、アルコール問題への対策

は不可欠であり、保健所ではアルコール問題のほ

か、薬物やギャンブル等の各種依存症に対する問

題に対しても相談を受け付けています。

 
（ ）働く人への支援

労働者や経営者を対象とする相談支援を充実させるとともに、小規模事業所

では一般的にメンタルヘルス対策が遅れている等の実情を踏まえて、商工会議
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揮できる職場や人との出会いが求められます。このため、就職活動から職場で

活躍するまでの総合的な支援をはかっていきます。

□就職支援、求人情報の提供 

・若者サポートステーション等と連携し、就労を支援します。（児童青少

年課） 
・ハローワーク八王子や八王子しごと情報館等の就職に関する相談支援機

関と連携し、就労を支援します。また、子育て中の人に対しては、八王子

しごと情報館の専門窓口により支援します。（産業政策課） 
・障害者就労・生活支援センター等と連携し、障害のある人の就労を支援

します。（障害者福祉課） 
・就職を希望しながら仕事に結びつかない生活に困窮した人のために、独

自に求人開拓、求職斡旋を行い、就労を支援します。（生活自立支援課） 
 

【コラム】 アルコールと自殺
 
自殺に至る背景のひとつとして、アルコール問題があります。お酒は

適量摂取なら健康効果があるといわれていますが、大量のお酒を長期に

わたって飲み続けることで、お酒がないといられなくなる状態となり、

いわゆるアルコール依存症といわれる精神疾患になります。

アルコールは、脳の機能を抑制することで、思考や判断能力を低下さ

せ、一足飛びに最期の一線を踏み越えさせてしまうのです。加えて、飲

酒にまつわるトラブルが続くことで、周囲との関係が悪化し、本人は孤

立を深めて行くため、自殺のリスクを高めてしま

います。

自殺防止のためにも、アルコール問題への対策

は不可欠であり、保健所ではアルコール問題のほ

か、薬物やギャンブル等の各種依存症に対する問

題に対しても相談を受け付けています。

 
（ ）働く人への支援

労働者や経営者を対象とする相談支援を充実させるとともに、小規模事業所

では一般的にメンタルヘルス対策が遅れている等の実情を踏まえて、商工会議
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所をはじめとした、関係機関とも連携し、市内の事業所に対して、勤務問題の

現状についての啓発を行うとともに、相談先情報の周知をすすめます。

□健康管理の促進 

・生活習慣病等の健康相談を通じ、本人からうつ病等の精神疾患について

相談がある場合は、受診勧奨する等早期治療につなげます。（保健福祉セ

ンター）

・ワーク・ライフ・バランスの充実に向けて、子育て、介護、社会参画等

に柔軟に対応できる職場環境づくりに取り組む企業を支援する国や東京

都の制度を企業に周知していきます。（産業政策課）

・ストレスチェックの実施等、メンタルヘルスの向上に向けた各種取組の

啓発を行います。（保健対策課）

□労働相談環境の改善 

・労働基準監督署や東京都労働相談情報センターで過重労働や、ハラスメ

ント等の労働問題全般に関する相談ができることを周知します。（保健対

策課）

・地域産業保健センターで経営者や労働者の医師による面接相談等ができ

ることを周知します。（保健対策課）

・弁護士による法律相談や、社会保険労務士等による賃金や解雇等の労働

問題の相談を行います。（市民生活課）

・民間団体が実施している弁護士等による無料相談を周知します。（市民

生活課、保健対策課）

・商工会議所を通じ、悩みを抱えた市内の経営者に各種相談機関に関する

情報提供を行います。（保健対策課）

・経営に関する相談は、商工会議所やサイバーシルクロード八王子、東京

都中小企業振興公社等の相談窓口を紹介します。（企業支援課） 

【コラム】 過労死と過労自殺
 
働き過ぎで死亡するケースには、「過労死」と「過労自殺」の２つがあ

ります。いずれも長時間労働による過労が原因です。脳や心臓に重い負

担がかかって、くも膜下出血や心筋梗塞などを発症して死亡するのが過

労死。心理的に強い負担がかかり、うつ病などの精神障害を発症して自

殺するのが過労自殺となっています。過労死や過労自殺を防ぐため、ワ

ーク・ライフ・バランスを実現し、健康を守りましょう。
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【重点施策３】 高齢者の自殺対策の推進

＜現状と課題＞

高齢者における自殺の原因・動機のうち、男女ともに多いのが「健康問題」

です。身体的には加齢とともに、慢性疾患の罹患や心身機能の低下で抑うつ状

態になる危険性が高まります。また、高齢者特有の病気である認知症は、初期

症状として抑うつ状態を伴うこともあります。更に、多くの高齢者は、子ども

が独立し、仕事からも引退することで家庭や社会における役割が小さくなる傾

向があるとともに、配偶者の死や心身機能の低下による社会参加の機会減少等、

環境変化も起こりやすい時期です。特に、身寄りのない方は、その後の生活に

対する不安は大きく、認知症等により判断能力を失った場合には、セルフネグ

レクト※に至ったり、成年後見制度等による支援が必要になってくることもあり

ます。

こうしたことから、高齢者の自殺対策では、高齢者を孤立させないという視

点が重要となり、周囲が環境の変化等に早期に気づき、支援につなげる等、適

切に対応することが必要です。また、老々介護の問題や、介護者の子育てと親

の介護が同時期に生じるといった問題についても看過できず、介護者を支える

取組も不可欠です。

高齢者が住み慣れた地域や家庭で安心して活き活きと暮らすため、生きがい

を持ち、社会参加の機会を持つことにより、孤立しないよう、地域とつながり、

支援できるような相談体制や地域での見守り体制の充実等、高齢者を包括的に

支援する体制を推進します。

【指標】

施策に対する指標
現状値
平成

年度

目標値
平成

年度
指標の考え方

高齢者あんしん相談センタ

ーの認知度 ％ ％

高齢者とその家族が必

要なときに相談できる

環境づくりの度合いを

はかります。

※セルフネグレクトとは、生活して行くのに必要な行為を行わない、または行う能力がな

く、そのために生活環境や健康状態が悪化しても、周囲に助けを求めない状態のことです。
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【重点施策３】 高齢者の自殺対策の推進

＜現状と課題＞

高齢者における自殺の原因・動機のうち、男女ともに多いのが「健康問題」

です。身体的には加齢とともに、慢性疾患の罹患や心身機能の低下で抑うつ状

態になる危険性が高まります。また、高齢者特有の病気である認知症は、初期

症状として抑うつ状態を伴うこともあります。更に、多くの高齢者は、子ども

が独立し、仕事からも引退することで家庭や社会における役割が小さくなる傾

向があるとともに、配偶者の死や心身機能の低下による社会参加の機会減少等、

環境変化も起こりやすい時期です。特に、身寄りのない方は、その後の生活に

対する不安は大きく、認知症等により判断能力を失った場合には、セルフネグ

レクト※に至ったり、成年後見制度等による支援が必要になってくることもあり

ます。

こうしたことから、高齢者の自殺対策では、高齢者を孤立させないという視

点が重要となり、周囲が環境の変化等に早期に気づき、支援につなげる等、適

切に対応することが必要です。また、老々介護の問題や、介護者の子育てと親

の介護が同時期に生じるといった問題についても看過できず、介護者を支える

取組も不可欠です。

高齢者が住み慣れた地域や家庭で安心して活き活きと暮らすため、生きがい

を持ち、社会参加の機会を持つことにより、孤立しないよう、地域とつながり、

支援できるような相談体制や地域での見守り体制の充実等、高齢者を包括的に

支援する体制を推進します。

【指標】

施策に対する指標
現状値
平成

年度

目標値
平成

年度
指標の考え方

高齢者あんしん相談センタ

ーの認知度 ％ ％

高齢者とその家族が必

要なときに相談できる

環境づくりの度合いを

はかります。

※セルフネグレクトとは、生活して行くのに必要な行為を行わない、または行う能力がな

く、そのために生活環境や健康状態が悪化しても、周囲に助けを求めない状態のことです。
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（ ）存在価値と生きがいを高めるための支援

高齢者が地域のつながりの中で、生きがいや役割を持って生活できるような

機会を提供します。 
□生きがいづくりの推進 

・シニアクラブの運営を支援することで、参加される人が活動を通じ、自

らの生きがいづくりや、健康づくりに取り組み、生活を豊かにしていきま

す。（高齢者いきいき課）

・高齢者が地域で気軽に集まれる交流の場・仲間づくりの場（サロン）を

設けることで、ひきこもりや閉じこもり、孤独といった状況を未然に防ぎ

ます。（高齢者いきいき課）【再掲・基本４】

・高齢者ボランティア・ポイント制度により、元気な高齢者がボランティ

ア活動を通じ、その活動の成果に応じて交付金やお買物券等と交換するこ

とで、地域に貢献する喜びを得るとともに、介護予防効果を高め、生きが

いと健康づくりを推進します。（高齢者いきいき課）

・高齢者の社会参加を支援するため、高齢者活動コーディネートセンター

を運営し、特技・技術を持つ人やボランティア活動に興味のある人に、活

動の場を提供します。（高齢者いきいき課）

（ ）支援に関する情報発信や各種相談の実施

自殺予防につながる健康や介護等の様々な情報を発信するとともに、高齢者

や高齢者の日常生活を支援する人々が、必要な相談ができるように、東京都や

関係機関と連携し各種相談を実施します。 
□情報の発信 

・高齢者あんしん相談センターを中心として、様々な相談・支援先に関す

る情報発信をはかるため、パンフレット等を配布する取組を推進します。

（高齢者福祉課） 
□各種相談の実施 

・高齢者あんしん相談センターでは、高齢者やその家族からの相談を受け

て、問題解決にあたります。（高齢者福祉課） 
・専門医・保健師によるこころの健康相談を行います。（保健対策課）

（ ）見守りとつなぎ

高齢者の日常生活を支援する人々が、日々の活動を通じて自殺のリスクに気

づき、必要な支援へつなぐことができるよう関係部署や民間団体との連携をは

かります。 
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□地域での見守りの推進 

・民生委員・児童委員による相談活動や見守り活動を通じて、様々な課題

を抱えた対象者の早期発見と支援に努めます。（福祉政策課）【再掲・重点

１】 
・生活支援を通した見守り体制として、地域福祉推進拠点における相談・

支援、見守り協定事業、昼食交流会、サロン活動、福祉電話、ふれあい収

集事業等を実施します。（福祉政策課・社会福祉協議会、高齢者いきいき

課、高齢者福祉課、ごみ減量対策課） 

（ ）高齢者の家族支援

高齢者本人だけではなく、家族等の介護者への支援を行います。

□悩みごとの共有化の推進 

・家族介護者が集う「認知症家族サロン」を運営し、医療機関と連携して

認知症に関する専門的な相談に対応するとともに、必要な情報やレスパイ

ト（休息）できる場を提供することで、認知症家族介護者の負担軽減をは

かります。（高齢者福祉課）

    ・介護疲れに対し、本人だけで抱え込まないよう、高齢者あんしん相談セ

ンター等で相談ができる環境づくりをすすめます。（高齢者福祉課）

【コラム】 ８０５０（ハチマルゴーマル）問題

８０代の親が、ひきこもりが長期化している５０代の子どもと、同居

したまま社会から孤立し、公的な支援につながらず、親と子どもが高齢

化してしまうという、いわゆる「 問題」が話題

となっています。

親の収入が途絶え、年金暮らしとなる中で、病気や介

護をしないといけない状態となるケースもあり、一家が

孤立・困窮し、共倒れの危機が顕在化しつつあります。

こうしたことから、高齢者本人を対象にした取組だけで

なく、高齢者を支える家族や介護者等の支援者に対する

支援も必要となっています。
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□地域での見守りの推進 

・民生委員・児童委員による相談活動や見守り活動を通じて、様々な課題

を抱えた対象者の早期発見と支援に努めます。（福祉政策課）【再掲・重点

１】 
・生活支援を通した見守り体制として、地域福祉推進拠点における相談・

支援、見守り協定事業、昼食交流会、サロン活動、福祉電話、ふれあい収

集事業等を実施します。（福祉政策課・社会福祉協議会、高齢者いきいき

課、高齢者福祉課、ごみ減量対策課） 

（ ）高齢者の家族支援

高齢者本人だけではなく、家族等の介護者への支援を行います。

□悩みごとの共有化の推進 

・家族介護者が集う「認知症家族サロン」を運営し、医療機関と連携して

認知症に関する専門的な相談に対応するとともに、必要な情報やレスパイ

ト（休息）できる場を提供することで、認知症家族介護者の負担軽減をは

かります。（高齢者福祉課）

    ・介護疲れに対し、本人だけで抱え込まないよう、高齢者あんしん相談セ

ンター等で相談ができる環境づくりをすすめます。（高齢者福祉課）

【コラム】 ８０５０（ハチマルゴーマル）問題

８０代の親が、ひきこもりが長期化している５０代の子どもと、同居

したまま社会から孤立し、公的な支援につながらず、親と子どもが高齢

化してしまうという、いわゆる「 問題」が話題

となっています。

親の収入が途絶え、年金暮らしとなる中で、病気や介

護をしないといけない状態となるケースもあり、一家が

孤立・困窮し、共倒れの危機が顕在化しつつあります。

こうしたことから、高齢者本人を対象にした取組だけで

なく、高齢者を支える家族や介護者等の支援者に対する

支援も必要となっています。
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【重点施策４】 生活困窮者対策の推進

＜現状と課題＞

生活困窮とは、収入の喪失・減少、多重債務等、経済的な問題だけではなく、

労働問題、精神疾患、虐待、ＤＶ、介護等の多様な問題が複雑に関わっている

ことが多く、また、様々な生きづらさからひきこもりの生活を行っている人も

将来的な生活困窮者として、適切な支援を行うことが必要となります。生活に

困窮するということは、生きることの阻害要因であり、自殺のリスクを高める

要因ともなるため、その対策を包括的に推進することが大きな課題となってい

ます。生活困窮に陥った人に早く適切な相談・支援を行うことが結果的に自殺

リスクを低下させることになり、生きることへの支援ともなります。生活困窮

者自立支援制度をはじめとした支援制度の活用により、生活困窮者の早期発見

と包括的な支援の実施のための取組を強化し、様々な機関・団体との連携を推

進し、生きることの包括的な支援を行うための基盤整備に取り組みます。

【指標】

施策に対する指標
現状値
平成

年度

目標値
平成

年度
指標の考え方

自立支援相談の新規件数
人／年 人／年

以上

生活に困窮する可能性のあ

る方の早期発見に努め、相

談内容に応じた適切な支援

機関につなげます。

（ ）生活困窮者支援

生活困窮者自立支援制度や生活保護制度等の支援制度を活用し、必要な支援

を効果的に行うことにより、生活困窮から生じる自殺のリスクを低下させます。 
□生活困窮者に対する相談・支援の実施 

・生活に困窮した人ができるだけ早く相談に繋がり、包括的な支援を受け

ることができる体制づくりをすすめます。（生活自立支援課）

□生活福祉資金の貸付 

・低所得者や障害者・高齢者世帯に対して、用途に応じて資金の貸し付け

を行い、生活の安定と経済的自立をはかります。（生活自立支援課・社会

福祉協議会）
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□母子福祉資金・父子福祉資金の貸付 

・ひとり親家庭に対して、用途に応じて資金の貸し付けを行い、生活の安

定と児童の福祉の増進をはかります。（子育て支援課）

□相談窓口間の連携 

・市営住宅の管理・募集等をする中で低所得者・住宅困窮者の実情を把握

し、必要に応じて専門相談機関に繋ぎます。（住宅政策課） 
・就職相談に来た人の悩みを聞く中で、生活困窮・自殺の危険性等に気づ

いた場合には専門相談機関に繋ぎます。（産業政策課） 
・多重債務や消費生活トラブルに関する相談を受け、他の課題を把握した

場合には専門相談機関を案内する等の情報提供を行います。（消費生活セン

ター） 
・ひとり親家庭からの相談を受ける中で、必要に応じて関係機関と情報共

有や連携を行います。（子育て支援課） 
□対物給付の実施 

・子どもが人とのつながりを感じ、生きる意欲に結びつくことができるよ

う、地域で行われる「子ども食堂」等の開催といった市民活動を支援しま

す。（子どものしあわせ課）【再掲・基本４】

・フードバンク団体等と連携し、緊急的な支援を行います。（生活自立支

援課） 
 

（ ）関係機関の連携基盤整備

生活困窮者への支援のため関係機関が連携し、生きることの包括的な支援を

行うための基盤整備を推進します。

□関係機関とのネットワーク構築

・生活困窮者自立支援ネットワーク会議を活用し、関係機関との連携によ

り、生活困窮者の早期発見・包括的支援を行うための効果的な支援方法を

検討します。（生活自立支援課） 
□地域との連携基盤整備

・生活に困窮した人が地域で必要な支援を受けることができるための支援

体制を構築するため、地域の様々な機関・団体等と連携します。（生活自

立支援課） 
□生活困窮者自立支援事業との連携強化

・自殺対策と生活困窮者自立支援事業の連携を強化し、生活困窮により生

きることに疲れた人に対し、同行訪問や支援検討会議等、関係機関が連携

して支援を行います。（生活自立支援課、保健対策課）
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□母子福祉資金・父子福祉資金の貸付 

・ひとり親家庭に対して、用途に応じて資金の貸し付けを行い、生活の安

定と児童の福祉の増進をはかります。（子育て支援課）
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・市営住宅の管理・募集等をする中で低所得者・住宅困窮者の実情を把握
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場合には専門相談機関を案内する等の情報提供を行います。（消費生活セン

ター） 
・ひとり親家庭からの相談を受ける中で、必要に応じて関係機関と情報共

有や連携を行います。（子育て支援課） 
□対物給付の実施 

・子どもが人とのつながりを感じ、生きる意欲に結びつくことができるよ

う、地域で行われる「子ども食堂」等の開催といった市民活動を支援しま

す。（子どものしあわせ課）【再掲・基本４】

・フードバンク団体等と連携し、緊急的な支援を行います。（生活自立支

援課） 
 

（ ）関係機関の連携基盤整備

生活困窮者への支援のため関係機関が連携し、生きることの包括的な支援を

行うための基盤整備を推進します。

□関係機関とのネットワーク構築

・生活困窮者自立支援ネットワーク会議を活用し、関係機関との連携によ

り、生活困窮者の早期発見・包括的支援を行うための効果的な支援方法を

検討します。（生活自立支援課） 
□地域との連携基盤整備

・生活に困窮した人が地域で必要な支援を受けることができるための支援

体制を構築するため、地域の様々な機関・団体等と連携します。（生活自

立支援課） 
□生活困窮者自立支援事業との連携強化

・自殺対策と生活困窮者自立支援事業の連携を強化し、生活困窮により生

きることに疲れた人に対し、同行訪問や支援検討会議等、関係機関が連携

して支援を行います。（生活自立支援課、保健対策課）
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□滞納者対策の推進

・滞納者への督促及び催告する際、納付相談を促す案内を同封するととも

に、納付相談や生活状況調査等で生活困窮や自殺の可能性に気づいた場合

には専門機関への相談を促す等、必要な範囲で情報提供を行います。（納

税課、保険収納課、保育幼稚園課） 
 
 
 
【コラム】 生活困窮者自立支援制度の対象者

生活困窮者自立支援制度は、最低限の生活を維持することが困難になる

おそれのある方へ、早期支援を包括的・継続的に行い、その生活の自立を

はかって行く制度です。

既に滞納や負債等の経済的な困窮が進んでいる場合は、生活困窮の原因

を解決する支援の前に、滞納、負債への対応に多くの時間が必要となって

しまいます。このため、この制度では、いずれ生活に困窮してしまうとい

うことが考えられる時点で、早めに相談するこ

とが効果的です。まだ生活ができるから・・・、

何とか生活ができそうだから・・・、というこ

とで、相談を先延ばしにせず、このままでは生

活ができないかもしれないと思ったら、まずは

生活自立支援課へ相談してください。また、周

囲の人からの働きかけも効果的です。
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第５章 自殺対策の推進体制

１ 推進体制

この計画の推進にあたっては、国・東京都と連携をはかるとともに、広く関

係者や市民等の協力を得て、それぞれの役割分担のもとで一体となって対応し

て行くことが重要です。庁内関係部署で構成する自殺対策庁内連絡会を中心に、

組織横断的に対策を推進します。更に、学識経験者や保健医療関係者、民間支

援団体関係者等で構成される八王子市自殺対策検討会議を核として関係機関等

の連携を強化し、計画の総合的、効果的な推進に努めます。 
 
□八王子市自殺対策検討会議 

自殺対策計画の検討と推進にあたり、行政、民間団体、有識者の多方面の専

門的な意見や情報を取り入れ対策を推進します。 
 
□八王子市自殺対策庁内連絡会 
自殺対策計画の検討と、策定後は計画に基づく自殺予防対策に係る施策を総

合的に推進します。 
 
 
２ 進捗状況の把握

計画期間中は、事業・取組についてＰＤＣＡサイクルによる適切な進行管理

を行います。進行管理は、八王子市自殺対策検討会議及び八王子市自殺対策庁

内連絡会において、定期的に施策の進捗状況を把握・点検し、その状況に応じ

て事業・取組を改善していきます。また、進捗状況は、市ホームページ等によ

り公表します。
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第５章 自殺対策の推進体制

１ 推進体制

この計画の推進にあたっては、国・東京都と連携をはかるとともに、広く関

係者や市民等の協力を得て、それぞれの役割分担のもとで一体となって対応し

て行くことが重要です。庁内関係部署で構成する自殺対策庁内連絡会を中心に、

組織横断的に対策を推進します。更に、学識経験者や保健医療関係者、民間支

援団体関係者等で構成される八王子市自殺対策検討会議を核として関係機関等

の連携を強化し、計画の総合的、効果的な推進に努めます。 
 
□八王子市自殺対策検討会議 

自殺対策計画の検討と推進にあたり、行政、民間団体、有識者の多方面の専

門的な意見や情報を取り入れ対策を推進します。 
 
□八王子市自殺対策庁内連絡会 
自殺対策計画の検討と、策定後は計画に基づく自殺予防対策に係る施策を総

合的に推進します。 
 
 
２ 進捗状況の把握

計画期間中は、事業・取組についてＰＤＣＡサイクルによる適切な進行管理

を行います。進行管理は、八王子市自殺対策検討会議及び八王子市自殺対策庁

内連絡会において、定期的に施策の進捗状況を把握・点検し、その状況に応じ

て事業・取組を改善していきます。また、進捗状況は、市ホームページ等によ

り公表します。
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１．自殺対策基本法

○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。 
（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
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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。 
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
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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。 
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
かん

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。 
（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。 
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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。 
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２．自殺総合対策大綱 

 

 

○自殺総合対策大綱 

～誰も自殺に追い込まれることのない社会

の実現を目指して～ 

 

第１ 自殺総合対策の基本理念 

 

＜誰も自殺に追い込まれることのない社会

の実現を目指す＞ 

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

傾向にあるなど、着実に成果を上げてきた。

しかし、それでも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おり、決して楽観

できる状況にはない。 

自殺は、その多くが追い込まれた末の死

である。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。このため、

自殺対策は、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、「対人支

援のレベル」、「地域連携のレベル」、「社会

制度のレベル」、それぞれにおいて強力に、

かつそれらを総合的に推進するものとする。 

自殺対策の本質が生きることの支援にあ

ることを改めて確認し、「いのち支える自

殺対策」という理念を前面に打ち出して、

「誰も自殺に追い込まれることのない社会

の実現」を目指す。 

 

第２ 自殺の現状と自殺総合対策における

基本認識 

 

＜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。 

 

＜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
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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。 

 

＜地域レベルの実践的な取組を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。 

 

第３ 自殺総合対策の基本方針 

 

１．生きることの包括的な支援として推進

する 

 

＜社会全体の自殺リスクを低下させる＞ 

世界保健機関が「自殺は、その多くが防

ぐことのできる社会的な問題」であると明

言しているように、自殺は社会の努力で避

けることのできる死であるというのが、世

界の共通認識となっている。 

経済・生活問題、健康問題、家庭問題等

自殺の背景・原因となる様々な要因のうち、

失業、倒産、多重債務、長時間労働等の社

会的要因については、制度、慣行の見直し

や相談・支援体制の整備という社会的な取

組により解決が可能である。また、健康問

題や家庭問題等一見個人の問題と思われる

要因であっても、専門家への相談やうつ病

等の治療について社会的な支援の手を差し

伸べることにより解決できる場合もある。 

自殺はその多くが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

するものとする。 

 

＜生きることの阻害要因を減らし、促進要

因を増やす＞ 

個人においても社会においても、「生き

ることの促進要因（自殺に対する保護要

因）」より「生きることの阻害要因（自殺の

リスク要因）」が上回ったときに自殺リスク

が高くなる。裏を返せば、「生きることの阻

害要因」となる失業や多重債務、生活苦等

を同じように抱えていても、全ての人や社

会の自殺リスクが同様に高まるわけではな

い。「生きることの促進要因」となる自己肯

定感や信頼できる人間関係、危機回避能力

等と比較して、阻害要因が上回れば自殺リ

スクは高くなり、促進要因が上回れば自殺

リスクは高まらない。 

そのため、自殺対策は「生きることの阻

害要因」を減らす取組に加えて、「生きるこ

との促進要因」を増やす取組を行い、双方

の取組を通じて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

進する必要がある。 

 

２．関連施策との有機的な連携を強化して

総合的に取り組む 

 

＜様々な分野の生きる支援との連携を強化

する＞ 

自殺は、健康問題、経済・生活問題、人

間関係の問題のほか、地域・職場の在り方

の変化など様々な要因とその人の性格傾向、

家族の状況、死生観などが複雑に関係して

おり、自殺に追い込まれようとしている人

62



63 
 

が安心して生きられるようにして自殺を防

ぐためには、精神保健的な視点だけでなく、

社会・経済的な視点を含む包括的な取組が

重要である。また、このような包括的な取

組を実施するためには、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る。 

例えば、自殺の危険性の高い人や自殺未

遂者の相談、治療に当たる保健・医療機関

においては、心の悩みの原因となる社会的

要因に対する取組も求められることから、

問題に対応した相談窓口を紹介できるよう

にする必要がある。また、経済・生活問題

の相談窓口担当者も、自殺の危険を示すサ

インやその対応方法、支援が受けられる外

部の保健・医療機関など自殺予防の基礎知

識を有していることが求められる。 

こうした連携の取組は現場の実践的な活

動を通じて徐々に広がりつつあり、また、

自殺の要因となり得る生活困窮、児童虐待、

性暴力被害、ひきこもり、性的マイノリテ

ィ等、関連の分野においても同様の連携の

取組が展開されている。今後、連携の効果

を更に高めるため、そうした様々な分野の

生きる支援にあたる人々がそれぞれ自殺対

策の一翼を担っているという意識を共有す

ることが重要である。 

 

＜「我が事・丸ごと」地域共生社会の実現

に向けた取組や生活困窮者自立支援制度な

どとの連携＞ 

制度の狭間にある人、複合的な課題を抱

え自ら相談に行くことが困難な人などを地

域において早期に発見し、確実に支援して

いくため、地域住民と公的な関係機関の協

働による包括的な支援体制づくりを進める

「我が事・丸ごと」地域共生社会の実現に

向けた取組を始めとした各種施策との連携

を図る。 

「我が事・丸ごと」地域共生社会の実現

に向けた施策は、市町村での包括的な支援

体制の整備を図ること、住民も参加する地

域づくりとして展開すること、状態が深刻

化する前の早期発見や複合的課題に対応す

るための関係機関のネットワークづくりが

重要であることなど、自殺対策と共通する

部分が多くあり、両施策を一体的に行うこ

とが重要である。 

加えて、こうした支援の在り方は生活困

窮者自立支援制度においても共通する部分

が多く、自殺の背景ともなる生活困窮に対

してしっかりと対応していくためには、自

殺対策の相談窓口で把握した生活困窮者を

自立相談支援の窓口につなぐことや、自立

相談支援の窓口で把握した自殺の危険性の

高い人に対して、自殺対策の相談窓口と協

働して、適切な支援を行うなどの取組を引

き続き進めるなど、生活困窮者自立支援制

度も含めて一体的に取り組み、効果的かつ

効率的に施策を展開していくことが重要で

ある。 

 

＜精神保健医療福祉施策との連携＞ 

自殺の危険性の高い人を早期に発見し、

確実に精神科医療につなぐ取組に併せて、

自殺の危険性を高めた背景にある経済・生

活の問題、福祉の問題、家族の問題など様々

な問題に包括的に対応するため、精神科医

療、保健、福祉等の各施策の連動性を高め

て、誰もが適切な精神保健医療福祉サービ

スを受けられるようにする。 

また、これら各施策の連動性を高めるた

め、精神保健福祉士等の専門職を、医療機

関を始めたとした地域に配置するなどの社

会的な仕組みを整えていく。 

 

３．対応の段階に応じてレベルごとの対策

を効果的に連動させる 

 

＜対人支援・地域連携・社会制度のレベル

ごとの対策を連動させる＞ 

自殺対策に係る個別の施策は、以下の３

つのレベルに分けて考え、これらを有機的

に連動させることで、総合的に推進するも

のとする。 

１）個々人の問題解決に取り組む相談支援

を行う「対人支援のレベル」 

２）問題を複合的に抱える人に対して包括

的な支援を行うための関係機関等によ

る実務連携などの「地域連携のレベル」 

３）法律、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」 

 

＜事前対応・自殺発生の危機対応・事後対

応等の段階ごとに効果的な施策を講じる＞ 

また、前項の自殺対策に係る３つのレベ

ルの個別の施策は、 

１）事前対応：心身の健康の保持増進につ

いての取組、自殺や精神疾患等について

の正しい知識の普及啓発等自殺の危険

性が低い段階で対応を行うこと、 
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２）自殺発生の危機対応：現に起こりつつ

ある自殺発生の危険に介入し、自殺を発

生させないこと、 

３）事後対応：不幸にして自殺や自殺未遂

が生じてしまった場合に家族や職場の

同僚等に与える影響を最小限とし、新た

な自殺を発生させないこと、 

の段階ごとに効果的な施策を講じる必要が

ある。 

 

＜自殺の事前対応の更に前段階での取組を

推進する＞ 

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、学校において、命や暮らしの危機に直

面したとき、誰にどうやって助けを求めれ

ばよいかの具体的かつ実践的な方法を学ぶ

と同時に、つらいときや苦しいときには助

けを求めてもよいということを学ぶ教育

（ＳＯＳの出し方に関する教育）を推進す

る。問題の整理や対処方法を身につけるこ

とができれば、それが「生きることの促進

要因（自殺に対する保護要因）」となり、学

校で直面する問題や、その後の社会人とし

て直面する問題にも対処する力、ライフス

キルを身につけることにもつながると考え

られる。 

また、ＳＯＳの出し方に関する教育と併

せて、孤立を防ぐための居場所づくり等を

推進していく。 

 

４．実践と啓発を両輪として推進する 

 

＜自殺は「誰にでも起こり得る危機」とい

う認識を醸成する＞ 

平成２８年１０月に厚生労働省が実施し

た意識調査によると、国民のおよそ２０人

に１人が「最近１年以内に自殺を考えたこ

とがある」と回答しているなど、今や自殺

の問題は一部の人や地域の問題ではなく、

国民誰もが当事者となり得る重大な問題と

なっている。 

自殺に追い込まれるという危機は「誰に

でも起こり得る危機」であるが、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当であるとい

うことが、社会全体の共通認識となるよう

に、引き続き積極的に普及啓発を行う。 

 

＜自殺や精神疾患に対する偏見をなくす取

組を推進する＞ 

我が国では精神疾患や精神科医療に対す

る偏見が強いことから、精神科を受診する

ことに心理的な抵抗を感じる人は少なくな

い。特に、自殺者が多い中高年男性は、心

の問題を抱えやすい上、相談することへの

心理的な抵抗から問題を深刻化しがちと言

われている。 

他方、死にたいと考えている人も、心の

中では「生きたい」という気持ちとの間で

激しく揺れ動いており、不眠、原因不明の

体調不良など自殺の危険を示すサインを発

していることが多い。 

全ての国民が、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早く気づき、

精神科医等の専門家につなぎ、その指導を

受けながら見守っていけるよう、広報活動、

教育活動等に取り組んでいく。 

 

＜マスメディアの自主的な取組への期待＞ 

また、マスメディアによる自殺報道では、

事実関係に併せて自殺の危険を示すサイン

やその対応方法等自殺予防に有用な情報を

提供することにより大きな効果が得られる

一方で、自殺手段の詳細な報道、短期集中

的な報道は他の自殺を誘発する危険性もあ

る。 

このため、報道機関に適切な自殺報道を

呼びかけるため、自殺報道に関するガイド

ライン等を周知する。国民の知る権利や報

道の自由も勘案しつつ、適切な自殺報道が

行われるようマスメディアによる自主的な

取組が推進されることを期待する。 

 

５．国、地方公共団体、関係団体、民間団

体、企業及び国民の役割を明確化し、その

連携・協働を推進する 

我が国の自殺対策が最大限その効果を発

揮して「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、国、地方公

共団体、関係団体、民間団体、企業、国民

等が連携・協働して国を挙げて自殺対策を

総合的に推進することが必要である。その

ため、それぞれの主体が果たすべき役割を

明確化、共有化した上で、相互の連携・協

働の仕組みを構築することが重要である。 

自殺総合対策における国、地方公共団体、
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関係団体、民間団体、企業及び国民の果た

すべき役割は以下のように考えられる。 

 

＜国＞ 

自殺対策を総合的に策定し、実施する責

務を有する国は、各主体が自殺対策を推進

するために必要な基盤の整備や支援、関連

する制度や施策における自殺対策の推進、

国自らが全国を対象に実施することが効果

的・効率的な施策や事業の実施等を行う。

また、各主体が緊密に連携・協働するため

の仕組みの構築や運用を行う。 

国は、自殺総合対策推進センターにおい

て、全ての都道府県及び市町村が地域自殺

対策計画に基づきそれぞれの地域の特性に

応じた自殺対策を推進するための支援を行

うなどして、国と地方公共団体が協力しな

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する責

務を有する。 

 

＜地方公共団体＞ 

地域の状況に応じた施策を策定し、実施

する責務を有する地方公共団体は、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。国民一人ひとりの身近な

行政主体として、国と連携しつつ、地域に

おける各主体の緊密な連携・協働に努めな

がら自殺対策を推進する。 

都道府県や政令指定都市に設置する地域

自殺対策推進センターは、いわば管内のエ

リアマネージャーとして、自殺総合対策推

進センターの支援を受けつつ、管内の市区

町村の地域自殺対策計画の策定・進捗管

理・検証等への支援を行う。また、自殺対

策と他の施策等とのコーディネート役を担

う自殺対策の専任職員を配置したり専任部

署を設置するなどして、自殺対策を地域づ

くりとして総合的に推進することが期待さ

れる。 

 

＜関係団体＞ 

保健、医療、福祉、教育、労働、法律そ

の他の自殺対策に関係する専門職の職能団

体や大学・学術団体、直接関係はしないが

その活動内容が自殺対策に寄与し得る業界

団体等の関係団体は、国を挙げて自殺対策

に取り組むことの重要性に鑑み、それぞれ

の活動内容の特性等に応じて積極的に自殺

対策に参画する。 

＜民間団体＞ 

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、保健、医

療、福祉、教育、労働、法律その他の関連

する分野での活動もひいては自殺対策に寄

与し得るということを理解して、他の主体

との連携・協働の下、国、地方公共団体等

からの支援も得ながら、積極的に自殺対策

に参画する。 

 

＜企業＞ 

企業は、労働者を雇用し経済活動を営む

社会的存在として、その雇用する労働者の

心の健康の保持及び生命身体の安全の確保

を図ることなどにより自殺対策において重

要な役割を果たせること、ストレス関連疾

患や勤務問題による自殺は、本人やその家

族にとって計り知れない苦痛であるだけで

なく、結果として、企業の活力や生産性の

低下をもたらすことを認識し、積極的に自

殺対策に参画する。 

 

＜国民＞ 

国民は、自殺の状況や生きることの包括

的な支援としての自殺対策の重要性に対す

る理解と関心を深めるとともに、自殺に追

い込まれるという危機は「誰にでも起こり

得る危機」であってその場合には誰かに援

助を求めることが適当であるということを

理解し、また、危機に陥った人の心情や背

景が理解されにくい現実も踏まえ、そうし

た心情や背景への理解を深めるよう努めつ

つ、自らの心の不調や周りの人の心の不調

に気づき、適切に対処することができるよ

うにする。 

自殺が社会全体の問題であり我が事であ

ることを認識し、「誰も自殺に追い込まれ

ることのない社会の実現」のため、主体的

に自殺対策に取り組む。 

 

第４ 自殺総合対策における当面の重点施

策 

 

「第２ 自殺総合対策の基本的考え方」を

踏まえ、当面、特に集中的に取り組まなけ

ればならない施策として、基本法の改正の

趣旨、８つの基本的施策及び我が国の自殺

を巡る現状を踏まえて更なる取組が求めら

れる施策等に沿って、以下の施策を設定す

る。 
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なお、今後の調査研究の成果等により新

たに必要となる施策については、逐次実施

することとする。 

また、以下の当面の重点施策はあくまで

も国が当面、集中的に取り組まなければな

らない施策であって、地方公共団体におい

てもこれらに網羅的に取り組む必要がある

ということではない。地方公共団体におい

ては、地域における自殺の実態、地域の実

情に応じて必要な重点施策を優先的に推進

すべきである。 

 

１．地域レベルの実践的な取組への支援を

強化する 

平成２８年４月、基本法の改正により、

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

公共団体が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果たすために

必要な助言その他の援助を行うものとされ

たことを踏まえて、国は地方公共団体に対

して地域自殺実態プロファイルや地域自殺

対策の政策パッケージ等を提供するなどし

て、地域レベルの実践的な取組への支援を

強化する。 

 

（1）地域自殺実態プロファイルの作成 

国は、自殺総合対策推進センターにおい

て、全ての都道府県及び市町村それぞれの

自殺の実態を分析した自殺実態プロファイ

ルを作成し、地方公共団体の地域自殺対策

計画の策定を支援する。【厚生労働省】 

（2）地域自殺対策の政策パッケージの作成 

国は、自殺総合対策推進センターにおい

て、地域特性を考慮したきめ細やかな対策

を盛り込んだ地域自殺対策の政策パッケー

ジを作成し、地方公共団体の地域自殺対策

計画の策定を支援する。【厚生労働省】 

（3）地域自殺対策計画の策定等の支援 

国は、地域自殺実態プロファイルや地域

自殺対策の政策パッケージの提供、地域自

殺対策計画策定ガイドラインの策定等によ

り、地域自殺対策計画の策定・推進を支援

する。【厚生労働省】 

（4）地域自殺対策計画策定ガイドラインの

策定 

国は、地域自殺対策計画の円滑な策定に

資するよう、地域自殺対策計画策定ガイド

ラインを策定する。【厚生労働省】 

（5）地域自殺対策推進センターへの支援 

国は、都道府県や政令指定都市に設置す

る地域自殺対策推進センターが、管内の市

町村の自殺対策計画の策定・進捗管理・検

証等への支援を行うことができるよう、自

殺総合対策推進センターによる研修等を通

じて地域自殺対策推進センターを支援する。

【厚生労働省】 

（6）自殺対策の専任職員の配置・専任部署

の設置の促進 

国は、地方公共団体が自殺対策と他の施

策等とのコーディネート役を担う自殺対策

の専任職員を配置したり専任部署を設置す

るなどして、自殺対策を地域づくりとして

総合的に推進することを促す。【厚生労働

省】 

 

２．国民一人ひとりの気づきと見守りを促

す 

平成２８年４月、基本法の改正により、

その基本理念において、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

べきことが明記されるとともに、こうした

自殺対策の趣旨について国民の理解と関心

を深めるため、国民の責務の規定も改正さ

れた。また、国及び地方公共団体としても、

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ことが必要であること

から、自殺予防週間及び自殺対策強化月間

について新たに規定された。 

自殺に追い込まれるという危機は「誰に

でも起こり得る危機」であるが、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、自殺の問題は一部の人

や地域だけの問題ではなく、国民誰もが当

事者となり得る重大な問題であることにつ

いて国民の理解の促進を図る必要がある。 

また、自殺に対する誤った認識や偏見を

払拭し、命や暮らしの危機に陥った場合に

は誰かに援助を求めることが適当であると

いうことの理解を促進することを通じて、

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

おける国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、教育活動、広報活

動等を通じた啓発事業を展開する。 
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（1）自殺予防週間と自殺対策強化月間の実施 

基本法第７条に規定する自殺予防週間

（９月１０日から１６日まで）及び自殺対

策強化月間（３月）において、国、地方公

共団体、関係団体、民間団体等が連携して

「いのち支える自殺対策」という理念を前

面に打ち出して啓発活動を推進する。あわ

せて、啓発活動によって援助を求めるに至

った悩みを抱えた人が必要な支援が受けら

れるよう、支援策を重点的に実施する。ま

た、自殺予防週間や自殺対策強化月間につ

いて、国民の約３人に２人以上が聞いたこ

とがあるようにすることを目指す。【厚生労

働省、関係府省】 

（2）児童生徒の自殺対策に資する教育の実

施 

学校において、体験活動、地域の高齢者

等との世代間交流等を活用するなどして、

児童生徒が命の大切さを実感できる教育に

偏ることなく、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

育を推進するとともに、児童生徒の生きる

ことの促進要因を増やすことを通じて自殺

対策に資する教育の実施に向けた環境づく

りを進める。【文部科学省】 

１８歳以下の自殺は、長期休業明けに急

増する傾向があることから、長期休業前か

ら長期休業期間中、長期休業明けの時期に

かけて、小学校、中学校、高等学校等にお

ける早期発見・見守り等の取組を推進する。

【文部科学省】 

さらに、メディアリテラシー教育ととも

に、情報モラル教育及び違法・有害情報対

策を推進する。【内閣府、総務省、文部科学

省】 

（3）自殺や自殺関連事象等に関する正しい

知識の普及 

自殺や自殺関連事象に関する間違った社

会通念からの脱却と国民一人ひとりの危機

遭遇時の対応能力（援助希求技術）を高め

るため、インターネット（スマートフォン、

携帯電話等を含む。）を積極的に活用して正

しい知識の普及を推進する。【厚生労働省】 

また、自殺念慮の割合等が高いことが指

摘されている性的マイノリティについて、

無理解や偏見等がその背景にある社会的要

因の一つであると捉えて、理解促進の取組

を推進する。【法務省、厚生労働省】 

自殺は、その多くが追い込まれた末の死

であるが、その一方で、中には、病気など

により突発的に自殺で亡くなる人がいるこ

とも、併せて周知する。【厚生労働省】 

（4）うつ病等についての普及啓発の推進 

ライフステージ別の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・

啓発を行うことにより、早期休息・早期相

談・早期受診を促進する。【厚生労働省】 

 

３．自殺総合対策の推進に資する調査研究

等を推進する 

自殺者や遺族のプライバシーに配慮しつ

つ、自殺総合対策の推進に資する調査研究

等を多角的に実施するとともに、その結果

を自殺対策の実務的な視点からも検証し、

検証による成果等を速やかに地域自殺対策

の実践に還元する。 

 

（1）自殺の実態や自殺対策の実施状況等に

関する調査研究及び検証 

社会的要因を含む自殺の原因・背景、自

殺に至る経過を多角的に把握し、保健、医

療、福祉、教育、労働等の領域における個

別的対応や制度的改善を充実させるための

調査や、自殺未遂者を含む自殺念慮者の地

域における継続的支援に関する調査等を実

施する。【厚生労働省】 

自殺総合対策推進センターにおいては、

自殺対策全体のＰＤＣＡサイクルの各段階

の政策過程に必要な調査及び働きかけを通

じて、自殺対策を実践するとともに、必要

なデータや科学的エビデンスの収集のため、

研究のグランドデザインに基づき「革新的

自殺研究推進プログラム」を推進する。【厚

生労働省】 

また、地方公共団体、関係団体、民間団

体等が実施する自殺の実態解明のための調

査の結果等を施策にいかせるよう、情報の

集約、提供等を進める。【厚生労働省】 

（2）調査研究及び検証による成果の活用 

国、地方公共団体等における自殺対策の

企画、立案に資するため、自殺総合対策推

進センターにおける自殺の実態、自殺に関

する内外の調査研究等自殺対策に関する情

報の収集・整理・分析の結果を速やかに活

用する。【厚生労働省】 

（3）先進的な取組に関する情報の収集、整

理及び提供 

地方公共団体が自殺の実態、地域の実情
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に応じた対策を企画、立案、実施できるよ

う、自殺総合対策推進センターにおける、

自殺実態プロファイルや地域自殺対策の政

策パッケージなど必要な情報の提供（地方

公共団体の規模等、特徴別の先進事例の提

供を含む。）を推進する。【厚生労働省】 

（4）子ども・若者の自殺等についての調査 

児童生徒の自殺の特徴や傾向、背景や経

緯などを分析しながら、児童生徒の自殺を

防ぐ方策について調査研究を行う。【文部

科学省】 

また、児童生徒の自殺について、詳しい

調査を行うに当たり、事実の分析評価等に

高度な専門性を要する場合や、遺族が学校

又は教育委員会が主体となる調査を望まな

い場合等、必要に応じて第三者による実態

把握を進める。【文部科学省】 

若年層の自殺対策が課題となっているこ

とを踏まえ、若者の自殺や生きづらさに関

する支援一体型の調査を支援する。【厚生

労働省】 

（5）死因究明制度との連動における自殺の

実態解明 

社会的要因を含む自殺の原因・背景、自

殺に至る経過等、自殺の実態の多角的な把

握に当たっては、「死因究明等推進計画」

（平成２６年６月１３日閣議決定）に基づ

く、死因究明により得られた情報の活用推

進を含む死因究明等推進施策との連動性を

強化する。【内閣府、厚生労働省】 

地域自殺対策推進センターにおける、

「死因究明等推進計画」に基づき都道府県

に設置される死因究明等推進協議会及び保

健所等との地域の状況に応じた連携、統計

法第３３条の規定に基づく死亡小票の精

査・分析、地域の自殺の実態把握への活用

を推進する。【内閣府、厚生労働省】 

子どもの自殺例の実態把握に活用できる

よう、先進地域においてすでに取り組みつ

つある子どもの全死亡例（自殺例を含む。）

に対するチャイルドデスレビューを、全国

的に推進する。【厚生労働省】 

（6）うつ病等の精神疾患の病態解明、治療

法の開発及び地域の継続的ケアシステムの

開発につながる学際的研究 

自殺対策を推進する上で必要なうつ病等

の精神疾患の病態解明や治療法の開発を進

めるとともに、うつ病等の患者が地域にお

いて継続的にケアが受けられるようなシス

テムの開発につながる学際的研究を推進し、

その結果について普及を図る。【厚生労働

省】 

（7）既存資料の利活用の促進 

警察や消防が保有する自殺統計及びその

関連資料を始め関係機関が保有する資料に

ついて地域自殺対策の推進にいかせるよう

にするため情報を集約し、提供を推進する。

【警察庁、総務省、厚生労働省】 

国、地方公共団体等における証拠に基づ

く自殺対策の企画、立案に資するため、自

殺総合対策推進センターにおける自殺の実

態、自殺に関する内外の調査研究等ととも

に、政府横断組織として官民データ活用推

進戦略会議の下に新たに置かれるＥＢＰＭ

推進委員会（仮称）等と連携し、自殺対策

に資する既存の政府統計ミクロデータ、機

密性の高い行政記録情報を安全に集積・整

理・分析するオンサイト施設を形成し、分

析結果の政策部局・地方自治体への提供を

推進するとともに、地域における自殺の実

態、地域の実情に応じた取組が進められる

よう、自治体や地域民間団体が保有する関

連データの収集とその分析結果の提供やそ

の利活用の支援、地域における先進的な取

組の全国への普及などを推進する。【総務省、

厚生労働省】 

 

４．自殺対策に係る人材の確保、養成及び

資質の向上を図る 

自殺対策の専門家として直接的に自殺対

策に係る人材の確保、養成、資質の向上を

図ることはもちろん、様々な分野において

生きることの包括的な支援に関わっている

専門家や支援者等を自殺対策に係る人材と

して確保、養成することが重要となってい

ることを踏まえて、幅広い分野で自殺対策

教育や研修等を実施する。また、自殺や自

殺関連事象に関する正しい知識を普及した

り、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、「ゲートキーパー」の役割

を担う人材等を養成する。自殺予防週間や

自殺対策強化月間等の機会を捉え、広く周

知を進めることにより、国民の約３人に１

人以上がゲートキーパーについて聞いたこ

とがあるようにすることを目指す。また、

これら地域の人的資源の連携を調整し、包

括的な支援の仕組みを構築する役割を担う

人材を養成する。 
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（1）大学や専修学校等と連携した自殺対策

教育の推進 

生きることの包括的な支援として自殺対

策を推進するに当たっては、自殺対策や自

殺のリスク要因への対応に係る人材の確保、

養成及び資質の向上が重要であることから、

医療、保健福祉、心理等に関する専門家な

どを養成する大学、専修学校、関係団体等

と連携して自殺対策教育を推進する。【文

部科学省、厚生労働省】 

（2）自殺対策の連携調整を担う人材の養成 

地域における関係機関、関係団体、民間

団体、専門家、その他のゲートキーパー等

の連携を促進するため、関係者間の連携調

整を担う人材の養成及び配置を推進する。

【厚生労働省】 

自殺リスクを抱えている人に寄り添いな

がら、地域における関係機関や専門家等と

連携して課題解決などを通して相談者の自

殺リスクが低下するまで伴走型の支援を担

う人材の養成を推進する。【厚生労働省】 

（3）かかりつけの医師等の自殺リスク評価

及び対応技術等に関する資質の向上 

うつ病等の精神疾患患者は身体症状が出

ることも多く、かかりつけの医師等を受診

することも多いことから、臨床研修等の医

師を養成する過程や生涯教育等の機会を通

じ、かかりつけの医師等のうつ病等の精神

疾患の理解と対応及び患者の社会的な背景

要因を考慮して自殺リスクを的確に評価で

きる技術の向上及び、地域における自殺対

策や様々な分野の相談機関や支援策に関す

る知識の普及を図る。【厚生労働省】 

（4）教職員に対する普及啓発等 

児童生徒と日々接している学級担任、養

護教諭等の教職員や、学生相談に関わる大

学等の教職員に対し、ＳＯＳの出し方を教

えるだけではなく、子どもが出したＳＯＳ

について、周囲の大人が気づく感度をいか

に高め、また、どのように受け止めるかな

どについて普及啓発を実施するため、研修

に資する教材の作成・配布などにより取組

の支援を行う。自殺者の遺児等に対するケ

アも含め教育相談を担当する教職員の資質

向上のための研修等を実施する。また、自

殺念慮の割合等が高いことが指摘されてい

る性的マイノリティについて、無理解や偏

見等がその背景にある社会的要因の一つで

あると捉えて、教職員の理解を促進する。

【文部科学省】 

（5）地域保健スタッフや産業保健スタッフ

の資質の向上 

国は、地方公共団体が精神保健福祉セン

ター、保健所等における心の健康問題に関

する相談機能を向上させるため、保健師等

の地域保健スタッフに対する心の健康づく

りや当該地域の自殺対策についての資質向

上のための研修を地域自殺対策推進センタ

ーと協力して実施することを支援する。

【厚生労働省】 

また、職域におけるメンタルヘルス対策

を推進するため、産業保健スタッフの資質

向上のための研修等を充実する。【厚生労働

省】 

（6）介護支援専門員等に対する研修 

介護支援専門員、介護福祉士、社会福祉

士等の介護事業従事者の研修等の機会を通

じ、心の健康づくりや自殺対策に関する知

識の普及を図る。【厚生労働省】 

（7）民生委員・児童委員等への研修 

住民主体の見守り活動を支援するため、

民生委員・児童委員等に対する心の健康づ

くりや自殺対策に関する施策についての研

修を実施する。【厚生労働省】 

（8）社会的要因に関連する相談員の資質の

向上 

消費生活センター、地方公共団体等の多

重債務相談窓口、商工会・商工会議所等の

経営相談窓口、ハローワークの相談窓口等

の相談員、福祉事務所のケースワーカー、

生活困窮者自立相談支援事業における支援

員に対し、地域の自殺対策やメンタルヘル

スについての正しい知識の普及を促進する。

【金融庁、消費者庁、厚生労働省、経済産

業省、関係府省】 

（9）遺族等に対応する公的機関の職員の資

質の向上 

警察官、消防職員等の公的機関で自殺に

関連した業務に従事する者に対して、適切

な遺族等への対応等に関する知識の普及を

促進する。【警察庁、総務省】 

（10）様々な分野でのゲートキーパーの養

成 

弁護士、司法書士等、多重債務問題等の

法律問題に関する専門家、調剤、医薬品販

売等を通じて住民の健康状態等に関する情

報に接する機会が多い薬剤師、定期的かつ

一定時間顧客に接する機会が多いことから

顧客の健康状態等の変化に気づく可能性の

ある理容師等業務の性質上、ゲートキーパ
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ーとしての役割が期待される職業について、

地域の自殺対策やメンタルヘルスに関する

知識の普及に資する情報提供等、関係団体

に必要な支援を行うこと等を通じ、ゲート

キーパー養成の取組を促進する。【厚生労

働省、関係府省】 

国民一人ひとりが、周りの人の異変に気

づいた場合には身近なゲートキーパーとし

て適切に行動することができるよう、必要

な基礎的知識の普及を図る。【厚生労働省】 

（11）自殺対策従事者への心のケアの推進 

地方公共団体の業務や民間団体の活動に

従事する人も含む自殺対策従事者について、

相談者が自殺既遂に至った場合も含めて自

殺対策従事者の心の健康を維持するための

仕組みづくりを推進するとともに、心の健

康に関する知見をいかした支援方法の普及

を図る。【厚生労働省】 

（12）家族や知人等を含めた支援者への支

援 

悩みを抱える者だけでなく、悩みを抱え

る者を支援する家族や知人等を含めた支援

者が孤立せずにすむよう、これらの家族等

に対する支援を推進する。【厚生労働省】 

（13）研修資材の開発等 

国、地方公共団体等が開催する自殺対策

に関する様々な人材の養成、資質の向上の

ための研修を支援するため、研修資材の開

発を推進するとともに、自殺総合対策推進

センターにおける公的機関や民間団体の研

修事業を推進する。【厚生労働省】 

 

５．心の健康を支援する環境の整備と心の

健康づくりを推進する 

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、ストレスへ

の適切な対応など心の健康の保持・増進に

加えて、過重労働やハラスメントの対策な

ど職場環境の改善のための、職場、地域、

学校における体制整備を進める。 

 

（1）職場におけるメンタルヘルス対策の推

進 

過労死等がなく、仕事と生活を調和させ、

健康で充実して働き続けることのできる社

会の実現のため、「過労死等の防止のため

の対策に関する大綱」に基づき、調査研究

等、啓発、相談体制の整備等、民間団体の

活動に対する支援等の過労死等の防止のた

めの対策を推進する。【厚生労働省】 

また、職場におけるメンタルヘルス対策

の充実を推進するため、引き続き、「労働者

の心の健康の保持増進のための指針」の普

及啓発を図るとともに、労働安全衛生法の

改正により平成２７年１２月に創設された

ストレスチェック制度の実施の徹底を通じ

て、事業場におけるメンタルヘルス対策の

更なる普及を図る。併せて、ストレスチェ

ック制度の趣旨を踏まえ、長時間労働など

の量的負荷のチェックの視点だけではなく、

職場の人間関係や支援関係といった質的負

荷のチェックの視点も踏まえて、職場環境

の改善を図っていくべきであり、ストレス

チェック結果を活用した集団分析を踏まえ

た職場環境改善に係る取組の優良事例の収

集・共有、職場環境改善の実施等に対する

助成措置等の支援を通じて、事業場におけ

るメンタルヘルス対策を推進する。【厚生労

働省】 

加えて、働く人のメンタルヘルス・ポー

タルサイトにおいて、総合的な情報提供や

電話・メール相談を実施するとともに、各

都道府県にある産業保健総合支援センター

において、事業者への啓発セミナー、事業

場の人事労務担当者・産業保健スタッフへ

の研修、事業場への個別訪問による若年労

働者や管理監督者に対するメンタルヘルス

不調の予防に関する研修などを実施する。

【厚生労働省】 

小規模事業場に対しては、安全衛生管理

体制が必ずしも十分でないことから、産業

保健総合支援センターの地域窓口において、

個別訪問等によりメンタルヘルス不調を感

じている労働者に対する相談対応などを実

施するとともに、小規模事業場におけるス

トレスチェックの実施等に対する助成措置

等を通じて、小規模事業場におけるメンタ

ルヘルス対策を強化する。【厚生労働省】 

さらに、「働き方改革実行計画」（平成２

９年３月２８日働き方改革実現会議決定）

や「健康・医療戦略」（平成２６年７月２２

日閣議決定）に基づき、産業医・産業保健

機能の強化、長時間労働の是正、法規制の

執行の強化、健康経営の普及促進等をそれ

ぞれ実施するとともに、それらを連動させ

て一体的に推進する。【厚生労働省、経済産

業省】 

また、引き続き、ポータルサイトや企業

向けセミナーを通じて、広く国民及び労使

への周知・広報や労使の具体的な取組の促
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進を図るとともに、新たに、労務管理やメ

ンタルヘルス対策の専門家等を対象に、企

業に対してパワーハラスメント対策の取組

を指導できる人材を養成するための研修を

実施するとともに、メンタルヘルス対策に

係る指導の際に、パワーハラスメント対策

の指導も行う。【厚生労働省】 

さらに、全ての事業所においてセクシュ

アルハラスメント及び妊娠・出産等に関す

るハラスメントがあってはならないという

方針の明確化及びその周知・啓発、相談窓

口の設置等の措置が講じられるよう、また、

これらのハラスメント事案が生じた事業所

に対しては、適切な事後の対応及び再発防

止のための取組が行われるよう都道府県労

働局雇用環境・均等部（室）による指導の

徹底を図る。【厚生労働省】 

（2）地域における心の健康づくり推進体制

の整備 

精神保健福祉センター、保健所等におけ

る心の健康問題やその背景にある社会的問

題等に関する相談対応機能を向上させると

ともに、心の健康づくりにおける地域保健

と産業保健及び関連する相談機関等との連

携を推進する。【厚生労働省】 

また、公民館等の社会教育施設の活動を

充実することにより、様々な世代が交流す

る地域の居場所づくりを進める。【文部科学

省】 

さらに、心身の健康の保持・増進に配慮

した公園整備など、地域住民が集い、憩う

ことのできる場所の整備を進める。【国土

交通省】 

農村における高齢者福祉対策を推進する

とともに、高齢者の生きがい発揮のための

施設整備を行うなど、快適で安心な生産環

境・生活環境づくりを推進する。【農林水産

省】 

（3）学校における心の健康づくり推進体制

の整備 

保健室やカウンセリングルームなどをよ

り開かれた場として、養護教諭等の行う健

康相談を推進するとともに、スクールカウ

ンセラーやスクールソーシャルワーカー等

の配置、及び常勤化に向けた取組を進める

など学校における相談体制の充実を図る。

また、これらの教職員の資質向上のための

研修を行う。さらに、大学等においては、

学生の心の問題・成長支援に関する課題や

ニーズへの理解を深め、心の悩みを抱える

学生等を必要な支援につなぐための教職員

向けの取組の推進を図る【文部科学省】 

また、学校と地域が連携して、児童生徒

がＳＯＳを出したときにそれを受け止める

ことのできる身近な大人を地域に増やすた

めの取組を推進する。【文部科学省、厚生労

働省】 

さらに、事業場としての学校の労働安全

衛生対策を推進する。【文部科学省】 

（4）大規模災害における被災者の心のケア、

生活再建等の推進 

大規模災害の被災者は様々なストレス要

因を抱えることとなるため、孤立防止や心

のケアに加えて、生活再建等の復興関連施

策を、発災直後から復興の各段階に応じて

中長期にわたり講ずることが必要である。 

また、支援者の心のケアも必要である。

そのため、東日本大震災における被災者の

心の健康状態や自殺の原因の把握及び対応

策の検討、実施を引き続き進めるとともに、

そこで得られた知見を今後の防災対策へ反

映する。【内閣府、復興庁、厚生労働省】 

東日本大震災及び東京電力福島第一原発

事故の被災者等について、復興のステージ

の進展に伴う生活環境の変化や避難に伴う

差別・偏見等による様々なストレス要因を

軽減するため、国、地方公共団体、民間団

体等が連携して、被災者の見守り活動等の

孤立防止や心のケア、人権相談のほか、生

活再建等の復興関連施策を引き続き実施す

る。【法務省、文部科学省、復興庁、厚生労

働省】 

また、心のケアについては、被災者の心

のケア支援事業の充実・改善や調査研究の

拡充を図るとともに、各種の生活上の不安

や悩みに対する相談や実務的な支援と専門

的な心のケアとの連携強化等を通じ、支援

者も含めた被災者へのきめ細かな心のケア

を実施する。【復興庁、厚生労働省】 

大規模災害の発災リスクが高まる中、被

災地域において適切な災害保健医療活動が

行えるよう、平成２８年熊本地震での課題

を踏まえた災害派遣精神医療チーム（ＤＰ

ＡＴ）の体制整備と人材育成の強化、災害

拠点精神科病院の整備を早急に進める。ま

た、災害現場で活動するＤＰＡＴ隊員等の

災害支援者が惨事ストレスを受けるおそれ

があるため、惨事ストレス対策を含めた支

援の方策について、地方公共団体とＤＰＡ

Ｔを構成する関係機関との事前の取決め等
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の措置を講じる。【厚生労働省】 

 

６．適切な精神保健医療福祉サービスを受

けられるようにする 

自殺の危険性の高い人の早期発見に努め、

必要に応じて確実に精神科医療につなぐ取

組に併せて、これらの人々が適切な精神科

医療を受けられるよう精神科医療体制を充

実する。また、必ずしも精神科医療につな

ぐだけでは対応が完結しない事例も少なく

ないと考えられ、精神科医療につながった

後も、その人が抱える悩み、すなわち自殺

の危険性を高めた背景にある経済・生活の

問題、福祉の問題、家族の問題など様々な

問題に対して包括的に対応する必要がある。

そのため、精神科医療、保健、福祉等の各

施策の連動性を高めて、誰もが適切な精神

保健医療福祉サービスを受けられるように

する。 

 

（1）精神科医療、保健、福祉等の各施策の

連動性の向上 

各都道府県が定める保健、医療、福祉に

関する計画等における精神保健福祉対策を

踏まえつつ、地域の精神科医療機関を含め

た保健・医療・福祉・教育・労働・法律等

の関係機関・関係団体等のネットワークの

構築を促進する。特に、精神科医療、保健、

福祉の連動性を高める。【厚生労働省】 

また、地域においてかかりつけの医師等

がうつ病と診断した人を専門医につなげる

ための医療連携体制や様々な分野の相談機

関につなげる多機関連携体制の整備を推進

する。【厚生労働省】 

（2）精神保健医療福祉サービスを担う人材

の養成など精神科医療体制の充実 

心理職等の精神科医療従事者に対し、精

神疾患に対する適切な対処等に関する研修

を実施し、精神科医をサポートできる心理

職等の養成を図るとともに、うつ病の改善

に効果の高い認知行動療法などの治療法を

普及し、その実施によるうつ病患者の減少

を図るため、主に精神医療において専門的

にうつ病患者の治療に携わる者に対し研修

を実施する。【厚生労働省】 

これら心理職等のサポートを受けて精神

科医が行う認知行動療法などの診療の更な

る普及、均てん化を図るため、認知行動療

法研修事業の充実・強化、人材育成や連携

体制の構築、診療報酬での取扱いを含めた

精神科医療体制の充実の方策を検討する。

【厚生労働省】 

また、適切な薬物療法の普及や過量服薬

対策を徹底するとともに、環境調整につい

ての知識の普及を図る。【厚生労働省】 

（3）精神保健医療福祉サービスの連動性を

高めるための専門職の配置 

各都道府県が定める保健、医療、福祉に

関する計画等における精神保健福祉対策を

踏まえつつ、地域の精神科医療機関を含め

た保健・医療・福祉・教育・労働・法律等

の関係機関・関係団体等のネットワークの

構築を促進する。特に、精神科医療、保健、

福祉の連動性を高める。さらに、これらの

施策の連動性を高めるため、精神保健福祉

士等の専門職を、医療機関を始めとした地

域に配置するなどの取組を進める。【厚生労

働省】【一部再掲】 

（4）かかりつけの医師等の自殺リスク評価

及び対応技術等に関する資質の向上 

うつ病等の精神疾患患者は身体症状が出

ることも多く、かかりつけの医師等を受診

することも多いことから、臨床研修等の医

師を養成する過程や生涯教育等の機会を通

じ、かかりつけの医師等のうつ病等の精神

疾患の理解と対応及び患者の社会的な背景

要因を考慮して自殺リスクを的確に評価で

きる技術の向上及び、地域における自殺対

策や様々な分野の相談機関や支援策に関す

る知識の普及を図る。【厚生労働省】【再

掲】 

（5）子どもに対する精神保健医療福祉サー

ビスの提供体制の整備 

成人とは異なる診療モデルについての検

討を進め、子どもの心の問題に対応できる

医師等の養成を推進するなど子どもの心の

診療体制の整備を推進する。【厚生労働省】 

児童・小児に対して緊急入院も含めた医

療に対応可能な医療機関を拡充し、またそ

のための人員を確保する。【厚生労働省】 

児童相談所や市町村の子どもの相談に関

わる機関等の機能強化を図るとともに、精

神保健福祉センターや市町村の障害福祉部

局など療育に関わる関係機関との連携の強

化を図る。【厚生労働省】 

さらに、療育に関わる関係機関と学校及

び医療機関等との連携を通して、どのよう

な家庭環境にあっても、全ての子どもが適

切な精神保健医療福祉サービスを受けられ

る環境を整備する。【厚生労働省】 
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（6）うつ等のスクリーニングの実施 

保健所、市町村の保健センター等による

訪問指導や住民健診、健康教育・健康相談

の機会を活用することにより、地域におけ

る、うつ病の懸念がある人の把握を推進す

る。【厚生労働省】 

特に高齢者については、閉じこもりやう

つ状態になることを予防することが、介護

予防の観点からも必要であり、地域の中で

生きがい・役割を持って生活できる地域づ

くりを推進することが重要である。このた

め、市町村が主体となって高齢者の介護予

防や社会参加の推進等のための多様な通い

の場の整備など、地域の実情に応じた効果

的・効率的な介護予防の取組を推進する。

【厚生労働省】 

また、出産後間もない時期の産婦につい

ては、産後うつの予防等を図る観点から、

産婦健康診査で心身の健康状態や生活環境

等の把握を行い、産後の初期段階における

支援を強化する。【厚生労働省】 

生後４か月までの乳児のいる全ての家庭

を訪問する、「乳児家庭全戸訪問事業（こん

にちは赤ちゃん事業）」において、子育て支

援に関する必要な情報提供等を行うととも

に、産後うつの予防等も含めた支援が必要

な家庭を把握した場合には、適切な支援に

結びつける。【厚生労働省】 

（7）うつ病以外の精神疾患等によるハイリ

スク者対策の推進 

うつ病以外の自殺の危険因子である統合

失調症、アルコール健康障害、薬物依存症、

ギャンブル等依存症等について、アルコー

ル健康障害対策基本法等の関連法令に基づ

く取組、借金や家族問題等との関連性も踏

まえて、調査研究を推進するとともに、継

続的に治療・援助を行うための体制の整備、

地域の医療機関を含めた保健・医療・福祉・

教育・労働・法律等の関係機関・関係団体

のネットワークの構築、自助活動に対する

支援等を行う。【厚生労働省】 

また、思春期・青年期において精神的問

題を抱える者、自傷行為を繰り返す者や過

去のいじめや被虐待経験などにより深刻な

生きづらさを抱える者については、とりわ

け若者の職業的自立の困難さや生活困窮な

どの生活状況等の環境的な要因も十分に配

慮しつつ、地域の救急医療機関、精神保健

福祉センター、保健所、教育機関等を含め

た保健・医療・福祉・教育・労働・法律等

の関係機関・関係団体のネットワークの構

築により適切な医療機関や相談機関を利用

できるよう支援する等、要支援者の早期発

見、早期介入のための取組を推進する。 

【厚生労働省】 

（8）がん患者、慢性疾患患者等に対する支

援 

がん患者について、必要に応じ専門的、

精神心理的なケアにつなぐことができるよ

う、がん相談支援センターを中心とした体

制の構築と周知を行う。【厚生労働省】 

重篤な慢性疾患に苦しむ患者等からの相

談を適切に受けることができる看護師等を

養成するなど、心理的ケアが実施できる体

制の整備を図る。【厚生労働省】 

 

７．社会全体の自殺リスクを低下させる 

自殺対策は、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

必要がある。そのため、様々な分野におい

て、「生きることの阻害要因」を減らし、併

せて「生きることの促進要因」を増やす取

組を推進する。 

 

（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 

地方公共団体による自殺対策関連の相談

窓口等を掲載した啓発用のパンフレット等

が、啓発の対象となる人たちのニーズに即

して作成・配布されるよう支援し、併せて

地域の相談窓口が住民にとって相談しやす

いものになるよう体制の整備を促進する。

【厚生労働省】 

また、悩みを抱える人がいつでもどこで

も相談でき、適切な支援を迅速に受けられ

るためのよりどころとして、２４時間３６

５日の無料電話相談（よりそいホットライ

ン）を設置し、併せて地方公共団体による

電話相談について全国共通ダイヤル（ここ

ろの健康相談統一ダイヤル）を設定し、引

き続き当該相談電話を利用に供するととも

に、自殺予防週間や自殺対策強化月間等の

機会を捉え、広く周知を進めることにより、

国民の約３人に２人以上が当該相談電話に

ついて聞いたことがあるようにすることを

目指す。【厚生労働省】 

さらに、支援を必要としている人が簡単
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に適切な支援策に係る情報を得ることがで

きるようにするため、インターネット（ス

マートフォン、携帯電話等を含む。）を活用

した検索の仕組みなど、生きることの包括

的な支援に関する情報の集約、提供を強化

し、その周知を徹底する。【厚生労働省】 

「我が事・丸ごと」地域共生社会の実現

に向けた施策として、制度の狭間にある人、

複合的な課題を抱え自ら相談に行くことが

困難な人などを地域において早期に発見し、

確実に支援していくため、地域住民と公的

な関係機関の協働による包括的な支援体制

づくりを進める。【厚生労働省】 

（2）多重債務の相談窓口の整備とセーフテ

ィネット融資の充実 

「多重債務問題改善プログラム」に基づ

き、多重債務者に対するカウンセリング体

制の充実、セーフティネット貸付の充実を

図る。【金融庁、消費者庁、厚生労働省】 

（3）失業者等に対する相談窓口の充実等 

失業者に対して早期再就職支援等の各種

雇用対策を推進するとともに、ハローワー

ク等の窓口においてきめ細かな職業相談を

実施するほか、失業に直面した際に生じる

心の悩み相談など様々な生活上の問題に関

する相談に対応し、さらに地方公共団体等

との緊密な連携を通して失業者への包括的

な支援を推進する。【厚生労働省】 

また、「地域若者サポートステーション」

において、地域の関係機関とも連携し、若

年無業者等の職業的自立を個別的・継続

的・包括的に支援する。【厚生労働省】 

（4）経営者に対する相談事業の実施等 

商工会・商工会議所等と連携し、経営の

危機に直面した中小企業を対象とした相談

事業、中小企業の一般的な経営相談に対応

する相談事業を引き続き推進する。【経済産

業省】 

また、全都道府県に設置している中小企

業再生支援協議会において、財務上の問題

を抱える中小企業者に対し、窓口における

相談対応や金融機関との調整を含めた再生

計画の策定支援など、事業再生に向けた支

援を行う。【経済産業省】 

さらに、融資の際に経営者以外の第三者

の個人保証を原則求めないことを金融機関

に対して引き続き徹底するとともに、経営

者の個人保証によらない融資をより一層促

進するため「経営者保証に関するガイドラ

イン」の周知・普及に努める。【金融庁、経

済産業省】 

（5）法的問題解決のための情報提供の充実 

日本司法支援センター（法テラス）の法

的問題解決のための情報提供の充実及び国

民への周知を図る。【法務省】 

（6）危険な場所、薬品等の規制等 

自殺の多発場所における安全確保の徹底

や支援情報等の掲示、鉄道駅におけるホー

ムドア・ホーム柵の整備の促進等を図る。

【厚生労働省、国土交通省】 

また、危険な薬品等の譲渡規制を遵守す

るよう周知の徹底を図るとともに、従来か

ら行っている自殺するおそれのある行方不

明者に関する行方不明者発見活動を継続し

て実施する。【警察庁、厚生労働省】 

（7）ＩＣＴを活用した自殺対策の強化 

支援を必要としている人が簡単に適切な

支援策に係る情報を得ることができるよう

にするため、インターネット（スマートフ

ォン、携帯電話等を含む。）を活用した検索

の仕組みなど、支援策情報の集約、提供を

強化する。【厚生労働省】【再掲】 

自殺や自殺関連事象に関する間違った社

会通念からの脱却と国民一人ひとりの危機

遭遇時のため、インターネット（スマート

フォン、携帯電話等を含む。）を積極的に活

用して正しい知識の普及を推進する。【厚

生労働省】【再掲】 

若者は、自発的には相談や支援につなが

りにくい傾向がある一方で、インターネッ

トやＳＮＳ上で自殺をほのめかしたり、自

殺の手段等を検索したりする傾向もあると

言われている。そのため、自宅への訪問や

街頭での声がけ活動だけではなく、ＩＣＴ

（情報通信技術）も活用した若者へのアウ

トリーチ策を強化する。【厚生労働省】 

（8）インターネット上の自殺関連情報対策

の推進 

インターネット上の自殺関連情報につい

てサイト管理者等への削除依頼を行う。

【警察庁】 

また、第三者に危害の及ぶおそれのある

自殺の手段等を紹介するなどの情報等への

対応として、青少年へのフィルタリングの

普及等の対策を推進する。【総務省、文部科

学省、経済産業省】 

青少年が安全に安心してインターネット

を利用できる環境の整備等に関する法律に

基づく取組を促進し、同法に基づく基本計

画等により、青少年へのフィルタリングの
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普及を図るとともに、インターネットの適

切な利用に関する教育及び啓発活動の推進

等を行う。【内閣府、文部科学省、経済産業

省】 

（9）インターネット上の自殺予告事案への

対応等 

インターネット上の自殺予告事案に対す

る迅速・適切な対応を継続して実施する。

【警察庁】 

また、インターネットにおける自殺予告

サイトや電子掲示板への特定個人を誹謗中

傷する書き込み等の違法・有害情報につい

て、フィルタリングソフトの普及、プロバ

イダにおける自主的措置への支援等を実施

する。【総務省、経済産業省】 

（10）介護者への支援の充実 

高齢者を介護する者の負担を軽減するた

め、地域包括支援センターその他関係機関

等との連携協力体制の整備や介護者に対す

る相談等が円滑に実施されるよう、相談業

務等に従事する職員の確保や資質の向上な

どに関し、必要な支援の実施に努める。【厚

生労働省】 

（11）ひきこもりへの支援の充実 

保健・医療・福祉・教育・労働等の分野

の関係機関と連携の下でひきこもりに特化

した第一次相談窓口としての機能を有する

「ひきこもり地域支援センター」において、

本人・家族に対する早期からの相談・支援

等を行い、ひきこもり対策を推進する。こ

のほか、精神保健福祉センターや保健所、

児童相談所において、医師や保健師、精神

保健福祉士、社会福祉士等による相談・支

援を、本人や家族に対して行う。【厚生労働

省】 

（12）児童虐待や性犯罪・性暴力の被害者

への支援の充実 

児童虐待は、子どもの心身の発達と人格

の形成に重大な影響を与え、自殺のリスク

要因ともなり得る。児童虐待の発生予防か

ら虐待を受けた子どもの自立支援まで一連

の対策の更なる強化を図るため、市町村及

び児童相談所の相談支援体制を強化すると

ともに、社会的養護の充実を図る。【厚生労

働省】 

また、児童虐待を受けたと思われる子ど

もを見つけた時などに、ためらわずに児童

相談所に通告・相談ができるよう、児童相

談所全国共通ダイヤル「１８９（いちはや

く）」について、毎年１１月の「児童虐待防

止推進月間」を中心に、積極的な広報・啓

発を実施する。【厚生労働省】 

また、社会的養護の下で育った子どもは、

施設などを退所し自立するに当たって、保

護者などから支援を受けられない場合が多

く、その結果、様々な困難を抱えることが

多い。そのため、子どもの自立支援を効果

的に進めるために、例えば進学や就職など

のタイミングで支援が途切れることのない

よう、退所した後も引き続き子どもを受け

止め、支えとなるような支援の充実を図る。

【厚生労働省】 

性犯罪・性暴力の被害者の精神的負担軽

減のため、被害者が必要とする情報の集約

や関係機関による支援の連携を強めるとと

もに、カウンセリング体制の充実や被害者

の心情に配慮した事情聴取等を推進する。

【内閣府、警察庁、厚生労働省】 

また、自殺対策との連携を強化するため、

自殺対策に係る電話相談事業を行う民間支

援団体による支援の連携を強めるとともに、

居場所づくりの充実を推進する。【厚生労働

省】 

さらに、性犯罪・性暴力被害者等、困難

を抱えた女性の支援を推進するため、婦人

相談所等の関係機関と民間支援団体が連携

したアウトリーチや居場所づくりなどの支

援の取組を進める。【厚生労働省】 

性犯罪・性暴力の被害者において、ＰＴ

ＳＤ等精神疾患の有病率が高い背景として、

ＰＴＳＤ対策における医療と保健との連携

の不十分さが指摘されている。このため性

犯罪・性暴力の被害者支援を適切に行う観

点から、科学的根拠に基づく対策の実施に

必要な調査研究を行う。【厚生労働省】 

（13）生活困窮者への支援の充実 

複合的な課題を抱える生活困窮者の中に

自殺リスクを抱えている人が少なくない実

情を踏まえて、生活困窮者自立支援法に基

づく自立相談支援事業において包括的な支

援を行うとともに、自殺対策に係る関係機

関等とも緊密に連携し、効果的かつ効率的

な支援を行う。また、地域の現場でそうし

た連携が進むよう、連携の具体的な実践例

の周知や自殺対策の相談窓口を訪れた生活

困窮者を必要な施策につなげるための方策

を検討するなど、政策的な連携の枠組みを

推進する。【厚生労働省】 

さらに、関係機関の相談員を対象に、ケ

ース検討を含む合同の研修を行い、生活困
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窮者自立支援制度における関係機関の連携

促進に配慮した共通の相談票を活用するな

どして、自殺対策と生活困窮者自立支援制

度の連動性を高めるための仕組みを構築す

る。【厚生労働省】 

（14）ひとり親家庭に対する相談窓口の充

実等 

子育てと生計の維持を一人で担い、様々

な困難を抱えている人が多いひとり親家庭

を支援するため、地方公共団体のひとり親

家庭の相談窓口に、母子・父子自立支援員

に加え、就業支援専門員の配置を進め、子

育て・生活に関する内容から就業に関する

内容まで、ワンストップで相談に応じると

ともに、必要に応じて、他の支援機関につ

なげることにより、総合的・包括的な支援

を推進する。【厚生労働省】 

（15）妊産婦への支援の充実 

妊娠期から出産後の養育に支援が必要な

妊婦、妊婦健診を受けずに出産に至った産

婦といった特定妊婦等への支援の強化を図

るため、関係機関の連携を促進し、特定妊

婦や飛び込み出産に対する支援を進める。

【厚生労働省】 

また、出産後間もない時期の産婦につい

ては、産後うつの予防等を図る観点から、

産婦健康診査で心身の健康状態や生活環境

等の把握を行い、産後の初期段階における

支援を強化する。【厚生労働省】【再掲】 

生後４か月までの乳児のいる全ての家庭

を訪問する、「乳児家庭全戸訪問事業（こん

にちは赤ちゃん事業）」において、子育て支

援に関する必要な情報提供等を行うととも

に、産後うつの予防等も含めた支援が必要

な家庭を把握した場合には、適切な支援に

結びつける。【厚生労働省】【再掲】 

産後に心身の不調又は育児不安等を抱え

る者等に対しては、退院直後の母親等に対

して心身のケアや育児のサポート等を行い、

産後も安心して子育てができる支援体制を

確保するとともに、産後ケア事業の法律上

の枠組みについて、今後の事業の実施状況

等を踏まえ検討する。【厚生労働省】 

（16）性的マイノリティへの支援の充実 

法務局・地方法務局又はその支局や特設

の人権相談所において相談に応じる。人権

相談等で、性的指向や性同一性障害に関す

る嫌がらせ等の人権侵害の疑いのある事案

を認知した場合は、人権侵犯事件として調

査を行い、事案に応じた適切な措置を講じ

る。【法務省】 

性的マイノリティは、社会や地域の無理

解や偏見等の社会的要因によって自殺念慮

を抱えることもあることから、性的マイノ

リティに対する教職員の理解を促進すると

ともに、学校における適切な教育相談の実

施等を促す。【文部科学省】 

性的指向・性自認を理由としたものも含

め、社会的なつながりが希薄な方々の相談

先として、２４時間３６５日無料の電話相

談窓口（よりそいホットライン）を設置す

るとともに、必要に応じて面接相談や同行

支援を実施して具体的な解決につなげる寄

り添い支援を行う。【厚生労働省】 

性的指向や性自認についての不理解を背

景としてパワーハラスメントが行われ得る

ことを都道府県労働局に配布するパワーハ

ラスメント対策導入マニュアルにより周知

を図るほか、公正な採用選考についての事

業主向けパンフレットに「性的マイノリテ

ィの方など特定の人を排除しない」旨を記

載し周知する。また、職場におけるセクシ

ュアルハラスメントは、相手の性的指向又

は性自認にかかわらず、該当することがあ

り得ることについて、引き続き、周知を行

う。【厚生労働省】 

（17）相談の多様な手段の確保、アウトリ

ーチの強化 

国や地方公共団体、民間団体による相談

事業において、障害の特性等により電話や

対面による相談が困難な場合であっても、

可能な限り相談ができるよう、ＦＡＸ、メ

ール、ＳＮＳ等の多様な意思疎通の手段の

確保を図る。【厚生労働省】 

地方公共団体による取組を支援する等、

子どもに対するＳＮＳを活用した相談体制

の実現を図る。【文部科学省】【再掲】 

性犯罪・性暴力被害者等、困難を抱えた

女性の支援を推進するため、婦人相談所等

の関係機関と民間支援団体が連携したアウ

トリーチや居場所づくりなどの支援の取組

を進める。【厚生労働省】【再掲】 

若者は、自発的には相談や支援につなが

りにくい傾向がある一方で、インターネッ

トやＳＮＳ上で自殺をほのめかしたり、自

殺の手段等を検索したりする傾向もあると

言われている。そのため、自宅への訪問や

街頭での声がけ活動だけではなく、ＩＣＴ

（情報通信技術）も活用した若者へのアウ

トリーチ策を強化する。【厚生労働省】【再
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掲】 

（18）関係機関等の連携に必要な情報共有

の仕組みの周知 

地域における多様な支え手による生きる

ことの包括的な支援を円滑に行えるように

するため、相談者本人の意思を尊重しつつ、

有機的な連携のため必要な相談者に係る情

報を共有することができるよう、関係機関

の連携に必要な情報共有の仕組みに係る取

組事例を収集し、地方公共団体等に周知す

る。【厚生労働省】 

（19）自殺対策に資する居場所づくりの推

進 

生きづらさを抱えた人や自己肯定感が低

い若者、配偶者と離別・死別した高齢者や

退職して役割を喪失した中高年男性等、孤

立のリスクを抱えるおそれのある人が、孤

立する前に、地域とつながり、支援とつな

がることができるよう、孤立を防ぐための

居場所づくり等を推進する。【厚生労働省、

関係府省】 

相談者が抱える問題を具体的に解決して

「生きることの阻害要因（自殺のリスク要

因）」を減らす個別的な支援と、相談者の自

己肯定感を高めて「生きることの促進要因

（自殺の保護要因）」を増やす居場所活動を

通じた支援とを連動させた包括的な生きる

支援を推進する。【厚生労働省】 

（20）報道機関に対する世界保健機関の手

引き等の周知 

報道機関に適切な自殺報道を呼びかける

ため、世界保健機関の自殺予防の手引きの

うち「マスメディアのための手引き」や国

内の報道機関が自主的に策定した自殺報道

に関するガイドライン等を報道各社に周知

し、それらの活用を呼びかける。【厚生労働

省】 

マスメディアにおける自主的な取組に資

するよう、自殺報道の影響や諸外国の取組

等に関する調査研究を行う。【厚生労働省】 

 

８．自殺未遂者の再度の自殺企図を防ぐ 

救急施設に搬送された自殺未遂者への複

合的ケースマネジメントの効果検証、医療

機関と地方公共団体の連携による自殺未遂

者支援の取組検証など、各地で展開された

様々な試行的取組の成果の蓄積等を踏まえ

て、自殺未遂者の再度の自殺企図を防ぐた

めの対策を強化する。また、自殺未遂者を

見守る家族等の身近な支援者への支援を充

実する。 

 

（1）地域の自殺未遂者等支援の拠点機能を

担う医療機関の整備 

自殺未遂者の再企図を防ぐためには、救

急医療部門に搬送された自殺未遂者に退院

後も含めて継続的に適切に介入するほか、

対応困難例の事例検討や地域の医療従事者

への研修等を通じて、地域の自殺未遂者支

援の対応力を高める拠点となる医療機関が

必要であり、これらの取組に対する支援を

強化するとともに、モデル的取組の横展開

を図る。【厚生労働省】 

（2）救急医療施設における精神科医による

診療体制等の充実 

精神科救急医療体制の充実を図るととも

に、救命救急センター等に精神保健福祉士

等の精神保健医療従事者等を配置するなど

して、治療を受けた自殺未遂者の精神科医

療ケアの必要性を評価し、必要に応じて精

神科医による診療や精神保健医療従事者に

よるケアが受けられる救急医療体制の整備

を図る。【厚生労働省】 

また、自殺未遂者に対する的確な支援を

行うため、自殺未遂者の治療とケアに関す

るガイドラインについて、救急医療関係者

等への研修等を通じて普及を図る。【厚生労

働省】 

（3）医療と地域の連携推進による包括的な

未遂者支援の強化 

各都道府県が定める保健、医療、福祉に

関する計画等における精神保健福祉対策を

踏まえつつ、地域の精神科医療機関を含め

た保健・医療・福祉・教育・労働・法律等

の関係機関・関係団体のネットワークの構

築を促進する。医療機関と地方公共団体が

自殺未遂者への支援を連携して行うことに

より、切れ目のない継続的かつ包括的な自

殺未遂者支援を推進する。さらに、この連

携を促進するため、精神保健福祉士等の専

門職を、医療機関を始めとした地域に配置

するなどの取組を進める。【厚生労働省】

【一部再掲】 

また、地域においてかかりつけの医師等

がうつ病と診断した人を専門医につなげる

ための医療連携体制や様々な分野の相談機

関につなげる多機関連携体制の整備を推進

する。【厚生労働省】【再掲】 

（4）居場所づくりとの連動による支援 

生きづらさを抱えた人や自己肯定感が低
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い若者、配偶者と離別・死別した高齢者や

退職して役割を喪失した中高年男性等、孤

立のリスクを抱えるおそれのある人が、孤

立する前に、地域とつながり、支援とつな

がることができるよう、孤立を防ぐための

居場所づくり等を推進する。【厚生労働省、

関係府省】【再掲】 

相談者が抱える問題を具体的に解決して

「生きることの阻害要因（自殺のリスク要

因）」を減らす個別的な支援と、相談者の自

己肯定感を高めて「生きることの促進要因

（自殺の保護要因）」を増やす居場所活動を

通じた支援とを連動させた包括的な生きる

支援を推進する。【厚生労働省】【再掲】 

（5）家族等の身近な支援者に対する支援 

自殺の原因となる社会的要因に関する各

種相談機関とのネットワークを構築するこ

とにより精神保健福祉センターや保健所の

保健師等による自殺未遂者に対する相談体

制を充実するとともに、地域の精神科医療

機関を含めた保健・医療・福祉・教育・労

働・法律等の関係機関・関係団体のネット

ワークを構築するなど継続的なケアができ

る体制の整備を一層進めることなどにより、

退院後の家族や知人等の身近な支援者によ

る見守りの支援を充実する。【厚生労働省】 

また、諸外国の実証研究において、家族

等の支援を受けた自殺未遂者本人の自殺関

連行動や抑うつ感の改善、自殺未遂者の家

族自身の抑うつや自殺念慮が改善したとの

報告があることを踏まえ、自殺未遂者の日

常的な支援者としての家族や知人等、自殺

未遂者のことで悩んでいる家族や知人等の

支えになりたいと考える者を対象とした研

修を開催する。【厚生労働省】 

（6）学校、職場等での事後対応の促進 

学校、職場で自殺未遂があった場合に、

その直後の周りの人々に対する心理的ケア

が的確に行われるよう自殺未遂後の職場に

おける対応マニュアルや学校の教職員向け

の資料の普及等により、適切な事後対応を

促す。【文部科学省、厚生労働省】 

 

９．遺された人への支援を充実する 

基本法では、その目的規定において、自

殺対策の総合的推進により、自殺の防止を

図ることとともに、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る。自殺

により遺された人等に対する迅速な支援を

行うとともに、全国どこでも、関連施策を

含めた必要な支援情報を得ることができる

よう情報提供を推進するなど、支援を充実

する。また、遺族の自助グループ等の地域

における活動を支援する。 

 

（1）遺族の自助グループ等の運営支援 

地域における遺族の自助グループ等の運

営、相談機関の遺族等への周知を支援する

とともに、精神保健福祉センターや保健所

の保健師等による遺族等への相談体制を充

実する。【厚生労働省】 

（2）学校、職場等での事後対応の促進 

学校、職場で自殺があった場合に、その

直後の周りの人々に対する心理的ケアが的

確に行われるよう自殺後の職場における対

応マニュアルや学校の教職員向けの資料の

普及等により、適切な事後対応を促す。【文

部科学省、厚生労働省】 

（3）遺族等の総合的な支援ニーズに対する

情報提供の推進等 

遺族等が全国どこでも、関連施策を含め

た必要な支援情報を得ることができるよう、

自殺総合対策推進センターを中心に取り組

む。また、遺族等が総合的な支援ニーズを

持つ可能性があることを踏まえ、必要に応

じて役立つ情報を迅速に得ることができる

よう、一般的な心身への影響と留意点、諸

手続に関する情報、自助グループ等の活動

情報、民間団体及び地方公共団体の相談窓

口その他必要な情報を掲載したパンフレッ

トの作成と、遺族等と接する機会の多い関

係機関等での配布を徹底するなど、自殺者

や遺族のプライバシーに配慮しつつ、遺族

等が必要とする支援策等に係る情報提供を

推進する。【厚生労働省】 

いわゆる心理的瑕疵物件をめぐる空室損

害の請求等、遺族等が直面し得る問題につ

いて、法的問題も含め検討する。【厚生労働

省】 

（4）遺族等に対応する公的機関の職員の資

質の向上 

警察官、消防職員等の公的機関で自殺に

関連した業務に従事する者に対して、適切

な遺族等への対応等に関する知識の普及を

促進する。【警察庁、総務省】【再掲】 

（5）遺児等への支援 

地域における遺児等の自助グループ等の

運営、相談機関の遺児等やその保護者への

周知を支援するとともに、児童生徒と日頃

から接する機会の多い学校の教職員を中心
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に、児童相談所、精神保健福祉センターや

保健所の保健師等による遺児等に関する相

談体制を充実する。【文部科学省、厚生労働

省】 

遺児等に対するケアも含め教育相談を担

当する教職員の資質向上のための研修等を

実施する。【文部科学省】【再掲】 

 

１０．民間団体との連携を強化する 

国及び地域の自殺対策において、民間団

体は非常に重要な役割を担っている。しか

し、多くの民間団体が、組織運営や人材育

成、資金確保等の面で課題を抱えている。

そうした現状を踏まえ、平成２８年４月、

基本法の改正により、国及び地方公共団体

は、民間団体の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

ものとするとされた。 

 

（1）民間団体の人材育成に対する支援 

民間団体における相談の担い手や他機関

連携を促すコーディネーターの養成を支援

する。【厚生労働省】 

活動分野ごとのゲートキーパー養成のた

めの研修資材の開発や研修資材の開発支援、

研修受講の支援などにより、民間団体にお

ける人材養成を支援する。【厚生労働省】 

（2）地域における連携体制の確立 

地域において、自殺対策を行っている公

的機関、民間団体等の実践的な連携体制の

確立を促すとともに、連携体制が円滑に機

能するよう優良事例に関する情報提供等の

支援を行う。【厚生労働省】 

消費者トラブルの解消とともに自殺等の

兆候の事前察知や関係機関の連携強化等に

も寄与するため、トラブルに遭うリスクの

高い消費者（高齢者、消費者被害経験者等）

の消費者被害の防止のための見守りネット

ワークの構築を支援する。【消費者庁】 

（3）民間団体の相談事業に対する支援 

民間団体による自殺対策を目的とした相

談事業に対する支援を引き続き実施する。

【厚生労働省】 

また、相談員の人材育成等に必要な情報

提供を行うなどの支援を引き続き実施する。

【厚生労働省】 

（4）民間団体の先駆的・試行的取組や自殺

多発地域における取組に対する支援 

国及び地域における取組を推進するため、

民間団体の実施する先駆的・試行的な自殺

対策や調査等を支援する。【厚生労働省】 

また、民間団体が先駆的・試行的な自殺

対策に取り組みやすくなるよう、必要な情

報提供等の支援を行う。【厚生労働省】 

自殺多発地域における民間団体を支援す

る。【厚生労働省】 

 

１１．子ども・若者の自殺対策を更に推進

する 

我が国の自殺死亡率は、近年、全体とし

ては低下傾向にあるものの、２０歳未満は

平成１０年以降おおむね横ばいであり、２

０歳代や３０歳代は他の年代に比べてピー

ク時からの減少率が低い。また、若年層の

死因に占める自殺の割合は高く、若年層の

自殺対策が課題となっている。さらに、２

８年４月、基本法の改正により、学校にお

けるＳＯＳの出し方に関する教育の推進が

盛り込まれたことから、特に若者の自殺対

策を更に推進する。 

支援を必要とする若者が漏れないよう、

その範囲を広くとることは重要であるが、

ライフステージ（学校の各段階）や立場（学

校や社会とのつながりの有無等）ごとに置

かれている状況は異なっており、自殺に追

い込まれている事情も異なっていることか

ら、それぞれの集団の置かれている状況に

沿った施策を実施することが必要である。 

 

（1）いじめを苦にした子どもの自殺の予防 

いじめ防止対策推進法、「いじめの防止

等に関する基本的な方針」（平成２５年１

０月１１日文部科学大臣決定）等に定める

取組を推進するとともに、いじめは決して

許されないことであり、「どの子どもにも、

どの学校でも起こり得る」ものであること

を周知徹底し、全ての教育関係者がいじめ

の兆候をいち早く把握して、迅速に対応す

ること、またその際、いじめの問題を隠さ

ず、学校・教育委員会と家庭・地域が連携

して対処していくべきことを指導する。

【文部科学省】 

子どもがいつでも不安や悩みを打ち明け

られるような２４時間の全国統一ダイヤル

（２４時間子供ＳＯＳダイヤル）によるい

じめなどの問題に関する電話相談体制につ

いて地方公共団体を支援するとともに、学

校、地域、家庭が連携して、いじめを早期

に発見し、適切に対応できる地域ぐるみの

体制整備を促進する。また、地方公共団体
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による取組を支援する等、子どもに対する

ＳＮＳを活用した相談体制の実現を図る。

【文部科学省】 

また、地域の人権擁護委員等が手紙のや

りとりを通じて子どもの悩みに寄り添う

「子どもの人権ＳＯＳミニレター」などの

子どもの人権を守る取組を引き続き実施す

る。【法務省】 

いじめが人に与える影響の大きさへの理

解を促すため、いじめを受けた経験のある

人やいじめを苦に自殺で亡くなった子を持

つ遺族等の体験談等を、学校において、子

どもや教育関係者が聴く機会を設けるよう

努める。【文部科学省】 

（2）学生・生徒等への支援の充実 

１８歳以下の自殺は、長期休業明けに急

増する傾向があることから、長期休業前か

ら長期休業期間中、長期休業明けの時期に

かけて、小学校、中学校、高等学校等にお

ける早期発見・見守り等の取組を推進する。

【文部科学省】【再掲】 

保健室やカウンセリングルームなどをよ

り開かれた場として、養護教諭等の行う健

康相談を推進するとともに、スクールカウ

ンセラーやスクールソーシャルワーカー等

の配置、及び常勤化に向けた取組を進める

など学校における相談体制の充実を図る。

また、これらの教職員の資質向上のための

研修を行う。さらに、大学等においては、

学生の心の問題・成長支援に関する課題や

ニーズへの理解を深め、心の悩みを抱える

学生等を必要な支援につなぐための教職員

向けの取組の推進を図る【文部科学省】【再

掲】 

いじめ防止対策推進法、「いじめの防止

等に関する基本的な方針」等に定める取組

を推進するとともに、いじめは決して許さ

れないことであり、「どの子どもにも、どの

学校でも起こり得る」ものであることを周

知徹底し、全ての教育関係者がいじめの兆

候をいち早く把握して、迅速に対応するこ

と、またその際、いじめの問題を隠さず、

学校・教育委員会と家庭・地域が連携して

対処していくべきことを指導する。【文部科

学省】【再掲】 

子どもがいつでも不安や悩みを打ち明け

られるような２４時間の全国統一ダイヤル

（２４時間子供ＳＯＳダイヤル）によるい

じめなどの問題に関する電話相談体制につ

いて地方公共団体を支援するとともに、学

校、地域、家庭が連携して、いじめを早期

に発見し、適切に対応できる地域ぐるみの

体制整備を促進する。また、地方公共団体

による取組を支援する等、子どもに対する

ＳＮＳを活用した相談体制の実現を図る。

【文部科学省】【再掲】 

また、地域の人権擁護委員等が手紙のや

りとりを通じて子どもの悩みに寄り添う

「子どもの人権ＳＯＳミニレター」などの

子どもの人権を守る取組を引き続き実施す

る。【法務省】【再掲】 

不登校の子どもへの支援について、早期

からの支援につながる効果的な取組等を、

民間団体を含めた関係機関等と連携しなが

ら推進するとともに、学校内外における相

談体制の充実を図る。【文部科学省】 

高校中途退学者及び進路未決定卒業者に

ついて、中途退学、卒業後の状況等に関す

る実態の把握及び共有に努め、ハローワー

ク、地域若者サポートステーション、学校

等の関係機関が連携協力し、効果的な支援

を行う。【文部科学省、厚生労働省】 

（3）ＳＯＳの出し方に関する教育の推進 

学校において、体験活動、地域の高齢者

等との世代間交流等を活用するなどして、

児童生徒が命の大切さを実感できる教育に

偏ることなく、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

育を推進するとともに、児童生徒の生きる

ことの促進要因を増やすことを通じて自殺

対策に資する教育の実施に向けた環境づく

りを進める。【文部科学省】【再掲】 

児童生徒と日々接している学級担任、養

護教諭等の教職員や、学生相談に関わる大

学等の教職員に対し、ＳＯＳの出し方を教

えるだけではなく、子どもが出したＳＯＳ

について、周囲の大人が気づく感度をいか

に高め、また、どのように受け止めなどに

ついて普及啓発を実施するため、研修に資

する教材の作成・配布などにより取組の支

援を行う。自殺者の遺児等に対するケアも

含め教育相談を担当する教職員の資質向上

のための研修等を実施する。また、自殺念

慮の割合等が高いことが指摘されている性

的マイノリティについて、無理解や偏見等

がその背景にある社会的要因の一つである

と捉えて、教職員の理解を促進する。【文部

科学省】【再掲】 
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（4）子どもへの支援の充実 

貧困の状況にある子どもが抱える様々な

問題が自殺のリスク要因となりかねないた

め、子どもの貧困対策の推進に関する法律

に基づき実施される施策と自殺対策との連

携を深める。【内閣府、厚生労働省】 

生活困窮者自立支援法に基づく、生活困

窮世帯の子どもを対象とした居場所づくり

を含む学習支援事業を実施するとともに、

親との離別・死別等により精神面や経済面

で不安定な状況に置かれるひとり親家庭の

子どもを対象に、悩み相談を行いつつ、基

本的な生活習慣の習得や学習支援等を行う

居場所づくりを推進する。【厚生労働省】 

児童虐待は、子どもの心身の発達と人格

の形成に重大な影響を与える。児童虐待の

発生予防から虐待を受けた子どもの自立支

援まで一連の対策の更なる強化を図るため、

市町村及び児童相談所の相談支援体制を強

化するとともに、社会的養護の充実を図る。

【厚生労働省】【再掲】 

また、社会的養護の下で育った子どもは、

施設などを退所し自立するに当たって、保

護者などから支援を受けられない場合が多

く、その結果、様々な困難を抱えることが

多い。そのため、子どもの自立支援を効果

的に進めるために、例えば進学や就職など

のタイミングで支援が途切れることのない

よう、退所した後も引き続き子どもを受け

止め、支えとなるような支援の充実を図る。

【厚生労働省】【再掲】 

（5）若者への支援の充実 

「地域若者サポートステーション」にお

いて、地域の関係機関とも連携し、若年無

業者等の職業的自立を個別的・継続的・包

括的に支援する。【厚生労働省】【再掲】 

保健・医療・福祉・教育・労働等の分野

の関係機関と連携の下でひきこもりに特化

した第一次相談窓口としての機能を有する

「ひきこもり地域支援センター」において、

本人・家族に対する早期からの相談・支援

等を行い、ひきこもり対策を推進する。こ

のほか、精神保健福祉センターや保健所、

児童相談所において、医師や保健師、精神

保健福祉士、社会福祉士等による相談・支

援を、本人や家族に対して行う。【厚生労働

省】【再掲】 

性犯罪・性暴力の被害者の精神的負担軽

減のため、被害者が必要とする情報の集約

や関係機関による支援の連携を強めるとと

もに、カウンセリング体制の充実や被害者

の心情に配慮した事情聴取等を推進する。

【内閣府、警察庁、厚生労働省】【再掲】 

また、自殺対策との連携を強化するため、

自殺対策に係る電話相談事業を行う民間支

援団体による支援の連携を強めるとともに、

居場所づくりの充実を推進する。【厚生労働

省】【再掲】 

さらに、性犯罪・性暴力被害者等、困難

を抱えた女性の支援を推進するため、婦人

相談所等の関係機関と民間支援団体が連携

を強化したアウトリーチや居場所づくりな

どの支援の取組を進める。【厚生労働省】

【再掲】 

思春期・青年期において精神的問題を抱

える者、自傷行為を繰り返す者や被虐待経

験などにより深刻な生きづらさを抱える者

について、地域の救急医療機関、精神保健

福祉センター、保健所、教育機関等を含め

た保健・医療・福祉・教育・労働等の関係

機関・関係団体のネットワークの構築によ

り適切な医療機関や相談機関を利用できる

よう支援する等、精神疾患の早期発見、早

期介入のための取組を推進する。【厚生労働

省】【再掲】 

（6）若者の特性に応じた支援の充実 

若者は、自発的には相談や支援につなが

りにくい傾向がある一方で、インターネッ

トやＳＮＳ上で自殺をほのめかしたり、自

殺の手段等を検索したりする傾向もあると

言われている。そのため、自宅への訪問や

街頭での声がけ活動だけではなく、ＩＣＴ

も活用した若者へのアウトリーチ策を強化

する。【厚生労働省】【再掲】 

支援を必要としている人が簡単に適切な

支援策に係る情報を得ることができるよう

にするため、インターネット（スマートフ

ォン、携帯電話等を含む。）を活用した検索

の仕組みなど、支援策情報の集約、提供を

強化する。【厚生労働省】【再掲】 

若年層の自殺対策が課題となっているこ

とを踏まえ、若者の自殺や生きづらさに関

する支援一体型の調査を支援する。【厚生

労働省】【再掲】 

（7）知人等への支援 

若者は、支援機関の相談窓口ではなく、

個人的なつながりで、友人等の身近な者に

相談する傾向があると言われている。また、

悩みを打ち明けられ、相談を受けた身近な

者が、対応に苦慮して自らも追い詰められ
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ているという事案（いわゆる「共倒れ」）も

発生していると言われている。そのため、

民間団体の活動に従事する人や、悩みを抱

える者を支援する家族や知人等を含めた支

援者も含む自殺対策従事者について、相談

者が自殺既遂に至った場合も含めて心の健

康を維持するための仕組みづくりを推進す

るとともに、心の健康に関する知見をいか

した支援方法の普及を図る。【厚生労働省】

【再掲】 

 

１２.勤務問題による自殺対策を更に推進

する 

 

（1）長時間労働の是正 

長時間労働の是正については、「働き方

改革実行計画」を踏まえ、労働基準法を改

正し、週４０時間を超えて労働可能となる

時間外労働の限度を原則として、月４５時

間、かつ、年３６０時間とし、違反には以

下の特例の場合を除いて罰則を課す。特例

として、臨時的な特別の事情がある場合と

して、労使が合意して労使協定を結ぶ場合

においても、上回ることができない時間外

労働時間を年７２０時間（＝月平均６０時

間）とする。かつ、年７２０時間以内にお

いて、一時的に事務量が増加する場合につ

いて、最低限、上回ることのできない上限

を設ける。【厚生労働省】 

加えて、労使が上限値までの協定締結を

回避する努力が求められる点で合意したこ

とに鑑み、さらに可能な限り労働時間の延

長を短くするため、新たに労働基準法に指

針を定める規定を設ける。【厚生労働省】 

また、いわゆる過労死・過労自殺を防止

するため、過重労働による健康障害の防止

に向け、長時間労働が行われている事業場

に対する監督指導の徹底など労働基準監督

署による監督指導を強化するとともに、小

規模事業場や非正規雇用を含めた全ての労

働者の長時間労働を抑制するため、労働時

間等の設定改善に向けた環境整備を推進す

る。【厚生労働省】 

加えて、労働時間の適正な把握を徹底す

るため、企業向けの新たな労働時間の把握

に関するガイドラインの周知を行う。【厚

生労働省】 

さらに、過労死等がなく、仕事と生活を

調和させ、健康で充実して働き続けること

のできる社会の実現のため、「過労死等の

防止のための対策に関する大綱」に基づき、

調査研究等、啓発、相談体制の整備等、民

間団体の活動に対する支援等の過労死等の

防止のための対策を推進する。【厚生労働

省】【再掲】 

（2）職場におけるメンタルヘルス対策の推

進 

過労死等がなく、仕事と生活を調和させ、

健康で充実して働き続けることのできる社

会の実現のため、「過労死等の防止のため

の対策に関する大綱」に基づき、調査研究

等、啓発、相談体制の整備等、民間団体の

活動に対する支援等の過労死等の防止のた

めの対策を推進する。【厚生労働省】【再

掲】 

また、職場におけるメンタルヘルス対策

の充実を推進するため、引き続き、「労働者

の心の健康の保持増進のための指針」の普

及啓発を図るとともに、労働安全衛生法の

改正により平成２７年１２月に創設された

ストレスチェック制度の実施の徹底を通じ

て、事業場におけるメンタルヘルス対策の

更なる普及を図る。併せて、ストレスチェ

ック制度の趣旨を踏まえ、長時間労働など

の量的負荷のチェックの視点だけではなく、

職場の人間関係や支援関係といった質的負

荷のチェックの視点も踏まえて、職場環境

の改善を図っていくべきであり、ストレス

チェック結果を活用した集団分析を踏まえ

た職場環境改善に係る取組の優良事例の収

集・共有、職場環境改善の実施等に対する

助成措置等の支援を通じて、事業場におけ

るメンタルヘルス対策を推進する。【厚生労

働省】【再掲】 

加えて、働く人のメンタルヘルス・ポー

タルサイトにおいて、総合的な情報提供や

電話・メール相談を実施するとともに、各

都道府県にある産業保健総合支援センター

において、事業者への啓発セミナー、事業

場の人事労務担当者・産業保健スタッフへ

の研修、事業場への個別訪問による若年労

働者や管理監督者に対するメンタルヘルス

不調の予防に関する研修などを実施する。

【厚生労働省】【再掲】 

小規模事業場に対しては、安全衛生管理

体制が必ずしも十分でないことから、産業

保健総合支援センターの地域窓口において、

個別訪問等によりメンタルヘルス不調を感

じている労働者に対する相談対応などを実

施するとともに、小規模事業場におけるス
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トレスチェックの実施等に対する助成措置

等を通じて、小規模事業場におけるメンタ

ルヘルス対策を強化する。【厚生労働省】

【再掲】 

また、「働き方改革実行計画」や「健康・

医療戦略」に基づき、産業医・産業保健機

能の強化、長時間労働の是正、健康経営の

普及促進等をそれぞれ実施するとともに、

それらを連動させて一体的に推進する。

【経済産業省、厚生労働省】【再掲】 

（3）ハラスメント防止対策 

パワーハラスメントの防止については、

「働き方改革実行計画」において「職場の

パワーハラスメント防止を強化するため、

政府は労使関係者を交えた場で対策の検討

を行う」とされたことを踏まえ、有識者と

労使関係者からなる検討会を開催し、職場

のパワーハラスメントの実態や課題を把握

するとともに、職場のパワーハラスメント

対策の強化についての検討を行う。【厚生労

働省】 

また、引き続き、ポータルサイトや企業

向けセミナーを通じて、広く国民及び労使

への周知・広報や労使の具体的な取組の促

進を図るとともに、新たに、労務管理やメ

ンタルヘルス対策の専門家等を対象に、企

業に対してパワーハラスメント対策の取組

を指導できる人材を養成するための研修を

実施するとともに、メンタルヘルス対策に

係る指導の際に、パワーハラスメント対策

の指導も行う。【厚生労働省】【再掲】 

さらに、全ての事業所においてセクシュ

アルハラスメント及び妊娠・出産等に関す

るハラスメントがあってはならないという

方針の明確化及びその周知・啓発、相談窓

口の設置等の措置が講じられるよう、また、

これらのハラスメント事案が生じた事業所

に対しては、適切な事後の対応及び再発防

止のための取組が行われるよう都道府県労

働局雇用環境・均等部（室）による指導の

徹底を図る。【厚生労働省】 

 

第５ 自殺対策の数値目標 

 

平成２８年４月、基本法の改正により、

誰も自殺に追い込まれることのない社会の

実現を目指して対処していくことが重要な

課題であるとされた。したがって、最終的

に目指すべきはそうした社会の実現である

が、当面の目標としては、先進諸国の現在

の水準まで減少させることを目指し、平成

３８年までに、自殺死亡率を２７年と比べ

て３０％以上減少させることとする。注） 

なお、できるだけ早期に目標を達成でき

るよう努めるものとし、目標が達成された

場合は、大綱の見直し期間にかかわらず、

その在り方も含めて数値目標を見直すもの

とする。 

注）世界保健機関 Mortality Database に

よれば、先進諸国の自殺死亡率は、フラ

ンス１５．１（２０１３）、米国１３．４

（２０１４）、ドイツ１２．６（２０１４）、

カナダ１１．３（２０１２）、英国７．５

（２０１３）、イタリア７．２（２０１２）

である。 

平成２７年の自殺死亡率は１８．５で

あり、それを３０％以上減少させると１

３．０以下となる。我が国の総人口は、

国立社会保障・人口問題研究所の中位推

計（平成２９年推計）によると、平成３

７年には約１億２３００万人になると見

込まれており、目標を達成するためには

自殺者数は約１万６０００人以下となる

必要がある。 

 

第６ 推進体制等 

 

１．国における推進体制 

大綱に基づく施策を総合的かつ効果的に

推進するため、自殺総合対策会議を中心に、

必要に応じて一部の構成員による会合を機

動的に開催するなどして、厚生労働大臣の

リーダーシップの下に関係行政機関相互の

緊密な連携・協力を図るとともに、施策相

互間の十分な調整を図る。 

さらに、同会議の事務局が置かれている

厚生労働省において、関係府省が行う対策

を支援、促進するとともに、地域自殺対策

計画策定ガイドラインを作成し、地方公共

団体の地域自殺対策計画の策定を支援し、

国を挙げて総合的な自殺対策を実施してい

く。特異事案の発生等の通報体制を整備す

るとともに、関係府省緊急連絡会議を機動

的に開催し、適切に対応する。 

また、国を挙げて自殺対策が推進される

よう、国、地方公共団体、関係団体、民間

団体等が連携・協働するための仕組みを設

ける。 

さらに、保健、医療、福祉、教育、労働、

男女共同参画、高齢社会、少子化社会、青

83



84 
 

少年育成、障害者、犯罪被害者等支援、地

域共生社会、生活困窮者支援その他の関連

施策など関連する分野とも緊密に連携しつ

つ、施策を推進する。 

また、自殺総合対策推進センターは、関

係者が連携して自殺対策のＰＤＣＡサイク

ルに取り組むための拠点として、精神保健

的な視点に加え、社会学、経済学、応用統

計学等の学際的な視点から、国がＰＤＣＡ

サイクルを回すためのエビデンスに基づく

政策支援を行い、あわせて地域レベルの取

組を支援する視点から、民間団体を含む基

礎自治体レベルの取組の実務的・実践的支

援の強化及び地域が実情に応じて取り組む

ための情報提供や仕組みづくり（人材育成

等）を行う。 

 

２．地域における計画的な自殺対策の推進 

自殺対策は、家庭や学校、職場、地域な

ど社会全般に深く関係しており、総合的な

自殺対策を推進するためには、地域の多様

な関係者の連携・協力を確保しつつ、地域

の特性に応じた実効性の高い施策を推進し

ていくことが重要である。 

このため、国は地域自殺対策計画策定ガ

イドライン、自殺実態プロファイルや政策

パッケージを作成・提供するとともに、都

道府県や政令指定都市において、地域自殺

対策推進センターの設置と同センターによ

り管内の市区町村の地域自殺対策計画の策

定・進捗管理・検証等が行われるよう支援

する。また、都道府県及び政令指定市にお

いて、様々な分野の関係機関・団体によっ

て構成される自殺対策連絡協議会等の自殺

対策の検討の場の設置と同協議会等により

地域自殺対策計画の策定等が推進されるよ

う、積極的に働きかけるとともに、情報の

提供等適切な支援を行うこととする。また、

市町村においても自殺対策の専任部署の設

置、自殺対策と他の施策等とのコーディネ

ート役を担う自殺対策の専任職員が配置さ

れるよう、積極的に働きかける。さらに、

複数の地方公共団体による連携の取組につ

いても、情報の提供等適切な支援を行うこ

ととする。また、これら地域における取組

に民間団体等の参画が一層進むよう、地方

公共団体に働きかける。 

 

３．施策の評価及び管理 

自殺総合対策会議により、本大綱に基づ

く施策の実施状況、目標の達成状況等を把

握し、その効果等を評価するとともに、こ

れを踏まえた施策の見直しと改善に努める。 

このため、厚生労働大臣の下に、中立・

公正の立場から本大綱に基づく施策の実施

状況、目標の達成状況等を検証し、施策の

効果等を評価するための仕組みを設け、効

果的に自殺対策を推進する。 

 

４．大綱の見直し 

本大綱については、政府が推進すべき自

殺対策の指針としての性格に鑑み、社会経

済情勢の変化、自殺をめぐる諸情勢の変化、

本大綱に基づく施策の推進状況や目標達成

状況等を踏まえ、おおむね５年を目途に見

直しを行う。 

 

 

85 
 

３．八王子市自殺対策検討会議開催要綱

（名称）

第１条 本会議は、八王子市自殺対策検

討会議（以下「会議」という。）とする。

（目的）

第２条 会議は、自殺対策基本法（平成

１８年法律第８５号）第１２条の規定

による自殺総合対策大綱（平成２９年

７月２５日閣議決定）に基づき、関係

機関及び民間団体等の連携を確保し、

本市における自殺対策を総合的に推進

することを目的とする。

（意見聴取事項）

第３条 会議は、次に掲げる事項を意見

聴取する。

（１）八王子市自殺対策計画（以下「計

画」という。）の策定に関すること。

（２）計画の推進に関すること。

（３）自殺の実態把握に関すること。

（４）その他、自殺対策の推進について

必要な事項等に関すること。

（参加者）

第４条 会議は、参加者１６人以内によ

り構成される。

２ 構成員は、次に掲げる区分の者とす

る。

（１）学識経験者

（２）医療関係者

（３）福祉関係者

（４）教育関係者

（５）労働関係者

（６）警察関係者

（７）消防関係者

（８）法律関係者

（８）民間支援団体関係者

（９）公募による市民

（ ）行政関係機関

（ ）市職員

（任期）

第５条 構成員の任期は３年以内とし、

再任を妨げない。ただし、構成員がか

けた場合における補欠の構成員は、前

任の残任期間とする。

（座長等）

第６条 座長は、学識経験者をもって充

て、会務を総務し会議を代表する。

２ 副座長は、座長が指名する者をもっ

て充て、座長を補佐し、座長に事故が

あるとき又は座長が欠けたときは、座

長の職務を代理する。

（会議等）

第７条 会議は座長が招集する。

２ 会議は、構成員の半数以上の出席に

より開催することができる。なお、構

成員が出席できない場合においては、

所属する団体等の中で、構成員が指名

する者を代理として出席させることが

できる。

３ 会議は、必要に応じて構成員以外の

者を会議に出席させ、意見・説明等を

聴取することができる。

（庶務）

第８条 会議の庶務は健康部保健対策課

において処理する。

（委任）

第９条 この要綱に定めるもののほか、

検討会議の運営に関する事項は健康部
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３．八王子市自殺対策検討会議開催要綱

（名称）

第１条 本会議は、八王子市自殺対策検

討会議（以下「会議」という。）とする。

（目的）

第２条 会議は、自殺対策基本法（平成

１８年法律第８５号）第１２条の規定

による自殺総合対策大綱（平成２９年

７月２５日閣議決定）に基づき、関係

機関及び民間団体等の連携を確保し、

本市における自殺対策を総合的に推進

することを目的とする。

（意見聴取事項）

第３条 会議は、次に掲げる事項を意見

聴取する。

（１）八王子市自殺対策計画（以下「計

画」という。）の策定に関すること。

（２）計画の推進に関すること。

（３）自殺の実態把握に関すること。

（４）その他、自殺対策の推進について

必要な事項等に関すること。

（参加者）

第４条 会議は、参加者１６人以内によ

り構成される。

２ 構成員は、次に掲げる区分の者とす

る。

（１）学識経験者

（２）医療関係者

（３）福祉関係者

（４）教育関係者

（５）労働関係者

（６）警察関係者

（７）消防関係者

（８）法律関係者

（８）民間支援団体関係者

（９）公募による市民

（ ）行政関係機関

（ ）市職員

（任期）

第５条 構成員の任期は３年以内とし、

再任を妨げない。ただし、構成員がか

けた場合における補欠の構成員は、前

任の残任期間とする。

（座長等）

第６条 座長は、学識経験者をもって充

て、会務を総務し会議を代表する。

２ 副座長は、座長が指名する者をもっ

て充て、座長を補佐し、座長に事故が

あるとき又は座長が欠けたときは、座

長の職務を代理する。

（会議等）

第７条 会議は座長が招集する。

２ 会議は、構成員の半数以上の出席に

より開催することができる。なお、構

成員が出席できない場合においては、

所属する団体等の中で、構成員が指名

する者を代理として出席させることが

できる。

３ 会議は、必要に応じて構成員以外の

者を会議に出席させ、意見・説明等を

聴取することができる。

（庶務）

第８条 会議の庶務は健康部保健対策課

において処理する。

（委任）

第９条 この要綱に定めるもののほか、

検討会議の運営に関する事項は健康部
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長が定める。

附 則

この要綱は、平成２９年１２月２８日

から施行する。

自殺対策検討会議構成員

部 門

学識経験者 大学１名

医療関係者

医師会（精神科医療

機関１名、救急病院

１名）

福祉関係者 民生・児童委員１名

教育関係者 教育委員会１名

労働関係者

商工会議所１名、連

合南多摩地区協議

会１名

警察関係者 １名

消防関係者 １名

法律関係者 弁護士 １名

民間支援団体関

係者

東京多摩いのちの

電話１名、全国自死

遺族総合支援セン

ター１名

公募による市民 ２名

行政関係機関

東京都立多摩総合

精神保健福祉セン

ター１名

市職員 保健所長

事務局 保健所保健対策課
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４．八王子市自殺対策検討会議委員名簿

分野 氏 名 所属・役職等

学識経験者 ◎和田 清美 首都大学東京 都市環境学部教授

医療関係者

平川 博之 医療法人社団博朋会 ひらかわクリニック院長

右田 隆之 医療法人財団興和会 右田病院院長

福祉関係者 澤井 菊男
八王子市民生委員児童委員協議会

第８地区協議会会長

教育関係者 市村 扶二夫 八王子市立中学校長会（第四中学校長）

労働関係者

尾形 功
八王子商工会議所

交通・観光・飲食部会 副部会長

塩澤 伸久
連合南多摩地区協議会

スーパーアルプス労働組合 委員長

警察関係者 吉岡 幸造 警視庁八王子警察署生活安全課長

消防関係者

日髙 基至

（平成 年 月 日まで）

柳澤 英夫

（平成 年 月 日から）

東京消防庁八王子消防署 救急技術担当係長

法律関係者 和泉 貴士
弁護士法人まちだ・さがみ総合法律事務所

弁護士

民間支援団体

関係者

清水 康雄
特定非営利活動法人

東京多摩いのちの電話理事長

杉本 脩子
特定非営利活動法人

全国自死遺族総合支援センター

公募による

市民

阿部 太輝

松田 麻理子

行政関係機関 井上 悟 東京都立多摩総合精神保健福祉センター所長

市職員 原田 美江子 八王子市保健所長

◎座長 （ 名敬称略）
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４．八王子市自殺対策検討会議委員名簿

分野 氏 名 所属・役職等

学識経験者 ◎和田 清美 首都大学東京 都市環境学部教授

医療関係者

平川 博之 医療法人社団博朋会 ひらかわクリニック院長

右田 隆之 医療法人財団興和会 右田病院院長

福祉関係者 澤井 菊男
八王子市民生委員児童委員協議会

第８地区協議会会長

教育関係者 市村 扶二夫 八王子市立中学校長会（第四中学校長）

労働関係者

尾形 功
八王子商工会議所

交通・観光・飲食部会 副部会長

塩澤 伸久
連合南多摩地区協議会

スーパーアルプス労働組合 委員長

警察関係者 吉岡 幸造 警視庁八王子警察署生活安全課長

消防関係者

日髙 基至

（平成 年 月 日まで）

柳澤 英夫

（平成 年 月 日から）

東京消防庁八王子消防署 救急技術担当係長

法律関係者 和泉 貴士
弁護士法人まちだ・さがみ総合法律事務所

弁護士

民間支援団体

関係者

清水 康雄
特定非営利活動法人

東京多摩いのちの電話理事長

杉本 脩子
特定非営利活動法人

全国自死遺族総合支援センター

公募による

市民

阿部 太輝

松田 麻理子

行政関係機関 井上 悟 東京都立多摩総合精神保健福祉センター所長

市職員 原田 美江子 八王子市保健所長

◎座長 （ 名敬称略）
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５．八王子市自殺対策庁内連絡会設置要綱

（目的及び設置）

第１条 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、総合的に自殺対策の推進体制を

整備することを目的として、八王子市

自殺対策庁内連絡会（以下「連絡会」

という。）を設置する。

（所掌事項）

第２条 連絡会は、次に掲げる事項につ

いて検討する。

（１）自殺対策に係る施策の連絡・調整

に関すること。

（２）自殺対策に係る施策の把握に関す

ること。

（３）自殺対策に係る総合的な情報提供

に関すること。

（４）前３号に掲げるもののほか、連絡

会の目的達成のために必要なこと。

（組織）

第３条 連絡会は、会長、副会長及び委

員をもって組織する。

（会長等）

第４条 会長は、健康部保健対策課長を

もって充て、会務を総理し、連絡会を

代表する。

２ 副会長は、健康部健康政策課長をも

って充て、会長を補佐し、会長に事故

があるとき又は会長が欠けたときは、

会長の職務を代理する。

３ 構成員は、別表に掲げる職にある者

とする。

（会議等）

第５条 連絡会は、会長が招集する。

２ 会長は、特に緊急を要し連絡会を招

集するいとまがないと認めるときは、

資料の持ち回りその他の方法により連

絡会の開催に代えることができる。

（関係人の出席）

第６条 連絡会は、必要があると認める

ときは、関係職員その他の関係人の他、

構成員が属する部の部長職にある者の

出席を求め、その意見、説明等を聴く

ことができる。

（作業部会）

第７条 連絡会は、必要があると認める

ときは、幹事会を設け会議を開催する

ことができる。

（庶務）

第８条 連絡会の庶務は、健康部保健対

策課において処理する。

（委任）

第９条 この要綱に定めるもののほか、

連絡会の運営に関する事項その他必要

な事項は、会長が定める。

附 則

この要綱は、平成２２年 ８月３１日

から施行する。

附 則

この要綱は、平成２３年 ８月２３日

から施行する。

附 則

この要綱は、平成２５年 ８月２６日

から施行する。

附 則

この要綱は、平成２５年１１月２２日
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から施行する。

附 則

この要綱は、平成２７年１１月１８日

から施行する。

附 則

この要綱は、平成２９年１０月２５日

から施行する。

附 則

この要綱は、平成３０年 ４月 １日

から施行する。

別表

表中の該当所管課長

部 課 備考

市 民 活 動

推進部
男女共同参画課

総務部
安全衛生管理課

総務課

税務部 納税課

市民部 市民生活課

福祉部

福祉政策課

高齢者福祉課 幹事会

介護保険課

障害者福祉課

生活自立支援課 幹事会

医 療 保 険

部

地域医療政策課

保険収納課

保健福祉センタ

ー
幹事会

健康部
健康政策課 幹事会

保健対策課 事務局

子 ど も 家

庭部

子どものしあわ

せ課
幹事会

子ども家庭支援

センター

産 業 振 興

部
産業政策課

学 校 教 育

部

統括指導主事 幹事会

教育支援課

指導課

※保健福祉センターは、大横保健福祉セ

ンター、東浅川保健福祉センター、南大

沢保健福祉センターが、輪番で担当する。
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から施行する。

附 則

この要綱は、平成２７年１１月１８日

から施行する。

附 則

この要綱は、平成２９年１０月２５日

から施行する。

附 則

この要綱は、平成３０年 ４月 １日

から施行する。

別表

表中の該当所管課長

部 課 備考

市 民 活 動

推進部
男女共同参画課

総務部
安全衛生管理課

総務課

税務部 納税課

市民部 市民生活課

福祉部

福祉政策課

高齢者福祉課 幹事会

介護保険課

障害者福祉課

生活自立支援課 幹事会

医 療 保 険

部

地域医療政策課

保険収納課

保健福祉センタ

ー
幹事会

健康部
健康政策課 幹事会

保健対策課 事務局

子 ど も 家

庭部

子どものしあわ

せ課
幹事会

子ども家庭支援

センター

産 業 振 興

部
産業政策課

学 校 教 育

部

統括指導主事 幹事会

教育支援課

指導課

※保健福祉センターは、大横保健福祉セ

ンター、東浅川保健福祉センター、南大

沢保健福祉センターが、輪番で担当する。
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６ 計画策定の経過

（ ）八王子市自殺対策検討会議

項目 実施日 主な内容

第１回 平成 年 月 日 ○自殺対策計画の策定について

○市内の自殺の現状について

第２回 平成 年 月 日 ○自殺対策計画における基本施策及び重点施策

について 
第３回 平成 年 月 日 ○自殺対策計画における基本施策及び重点施策

について

○計画名称及びサブタイトルについて

第４回 平成 年 月 日 ○自殺対策計画（素案）について

○計画名称及びサブタイトルについて

○自殺対策の連携体制の評価について

第５回 平成 年 月 日 ○自殺対策計画（案）について

（ ）八王子市自殺対策庁内連絡会

項目 実施日 主な内容

第１回 平成 年 月 日 ○自殺対策計画の策定について 
○市内の自殺の現状について   

第２回 平成 年 月 日 ○自殺対策計画（素案）について

○計画名称及びサブタイトルについて

第３回 平成 年 月 日 ○自殺対策計画（案）について

（ ）八王子市自殺対策庁内連絡会幹事会

項目 実施日 主な内容

第１回 平成 年 月 日 ○自殺対策計画の策定について

第２回 平成 年 月 日 ○自殺対策計画における基本施策及び重点施策

について

○自殺対策計画事務処理スケジュールについて

第３回 平成 年 月 日 ○自殺対策計画における基本施策及び重点施策

について

第４回 平成 年 月 日 ○自殺対策計画（素案）について

○計画名称及びサブタイトルについて

第５回 平成 年 月 日 ○自殺対策計画（案）について

（ ）パブリックコメント実施

公募期間 平成 年 月 日～平成 年 １月 日

意見数 件（ 名）

91 
 

７ 相談先一覧

 

こころの悩み、健康問題に関する相談 
  

保健・福祉・医療相談 

相談窓口 内容 受付時間 連絡先 

保健所 
保健対策課 

 
（八王子市） 

 
◆保健師によるこころの健康相談 
 
◆専門医による医療相談（予約制） 
こころの問題、アルコール、ギャンブ
ル・依存症、認知症、ひきこもり等に
関する相談 
 
 
◆感染症に関する相談（HIV/AIDS、
結核、その他の感染症） 
 

（平日） 
9時～16時 30分 
※祝日、年末年始を
除く 

042-645-5196 
（地域保健担当） 

 
 
 
 
 
 

042-645-5195 
（感染症対策担当） 

東京都立多摩総
合精神保健福祉 

センター 
 

[こころの 
電話相談] 

 
（東京都） 

 
◆対人関係、様々なこころ問題や悩
みに関する相談 
◆思春期・青年期における精神保健
福祉の問題に関する相談 
◆薬物・アルコール等の依存症に関
する相談 
◆センターの利用に関する相談 
※来所面談（精神保健福祉相談）
は、こころの電話相談に相談のうえ予
約 
 

（平日）  
9時～17時 
※祝日、年末年始を
除く 

042-371-5560 

 
医療保険部 
大横保健福祉 
センター 

 
（八王子市） 

 

◆保健師による健康相談 

（平日） 
9時～16時 
※祝日、年末年始を
除く 

042-625-9200 

 
医療保険部 

東浅川保健福祉
センター 

 
（八王子市） 

 

（月～土） 
9時～16時 
※休館日、第２月
曜、祝日、年末年始
を除く 

042-667-1331 

 
医療保険部 

南大沢保健福祉
センター 

 
（八王子市） 

 

（月～土） 
9時～16時 
※祝日、年末年始を
除く 

042-679-2205 

 
[夜間こころの 
電話相談] 

 
（東京都） 

 

◆精神的な問題で困った時や、よく
眠れない、やる気がでない、死にたく
なる等つらい時は、気軽にご利用くだ
さい 

17時～22 時 
 
※受付は 21時 30分
まで 

03-5155-5028 
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相談窓口 内容 受付時間 連絡先 

東京都保健医療 
情報センター 

 
[保健医療福祉 

相談】 
 

（東京都） 

◆保健医療福祉に関する相談 
 
◆医療機関案内等の情報提供 
 
※24時間、コンピュータによる自動応
答サービスにより、問い合わせ時間に
診療を行っている近くの医療機関案
内も実施 

 
◆電話相談 
（平日） 
9時～20時 
※土日、祝日、年末
年始を除く 
 
◆来所面談（要予
約） 
 

03-5272-0303 

    
医療相談 

相談窓口 内容 受付時間 連絡先 

[がん相談支援 
センター] 

 
（東京医科大学八
王子医療センタ
ー・東海大学八王

子病院） 

◆本人や家族が、がんの治療を受け
るうえでの不安や悩み、療養生活や
仕事のことについての相談 
 
※市内には、東京医科大学八王子
医療センター内（『がん相談支援室』）
と東海大学医学部付属八王子病院
内（『総合相談室』）の２か所に設置さ
れています 

 
東京医科大学八王
子医療センター内 
『がん相談支援室』 
（平日） 
9時～16時 
 

042-665-5611 
（代表） 

 
東海大学医学部付
属八王子病院内 
『総合相談室』 
（平日） 
9時～16時 
（第 2・4・5土曜） 
9時～14時 
 

042-639-1111 
（代表） 

[八王子市在宅医
療相談窓口] 

 
（八王子市医師

会） 

 
◆訪問診療や訪問看護を頼みたい  
◆医療処置を受けながら、自宅で療
養できるか知りたい  
◆自宅で看取りたいが、家族の力に
なってくれる医師はいるか知りたい  
◆退院後の調整をしていくときの地域
での情報を知りたい 
 

（平日） 
10時～16 時 
※祝日、12月 29 日
から 1月 4日を除く 

042-622-1239 

    
いのちの相談 

相談窓口 内容 受付時間 連絡先 
 

[東京都自殺相談 
ダイヤル～こころと
いのちのホットライ

ン～] 
 

（東京都） 
 

◆死にたい程、辛い気持ちを抱えて
いる方のための相談電話（都内在
住、在学、在勤） 

14時～翌朝 5 時 30
分 

0570-087478 

 
[東京多摩 

いのちの電話] 
 

（ＮＰＯ法人 
東京多摩いのちの

電話） 
 

◆自殺等様々な精神的危機に追い
込まれている人たちのための相談 

 
◆電話相談 
10時～21 時 
（第３金曜） 
10時～翌々日の日
曜 21時 
 

042-327-4343 

 
◆自殺予防いのちの
電話 
（毎月 10日） 
8時～翌朝８時 
 

フリーダイヤル 
0120-783-556 

 
◆法律相談 
（第 1・3火曜） 
16時～18 時 
※弁護士が対応 
 

042-328-4343 
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相談窓口 内容 受付時間 連絡先 
 

[東京 
いのちの電話] 

 
（社会福祉法人い
のちの電話） 

 

◆24 時間対応 
 
◆自殺等様々な精神的危機に追い
込まれている人たちのための相談 

◆電話相談 
24時間 
 
◆インターネット相談 
専用サイトから 

 03-3264-4343 

 
http://www.inochino
denwa-net.jp/ 

    
自殺予防    

相談窓口 内容 受付時間 連絡先 

[東京自殺防止 
センター] 

 
（ＮＰＯ法人 

国際東京ビフレン
ダーズ） 

 
◆自殺防止の電話相談 
 
◆面談・手紙相談 
 
◆コーヒーハウス（人間関係回復） 
 
◆自殺者遺族のつどい 
 

◆電話相談 
20時～翌朝 5 時 30
分 
※毎週火曜は、17時
～翌朝 2時 30 分 
※毎週木曜は、20時
～翌朝 2時 30 分 

03-5286-9090 

[よりそい 
ホットライン] 

 
（一般社団法人 
社会的包摂サポ
ートセンター） 

 
◆暮らしの中で困っていること、気持
ちや悩みを聞いてほしい方 
 
◆外国語による相談 
 
◆性暴力、ドメスティックバイオレンス
等女性の相談 
 
◆性別や同性愛等に関わる相談 
 
◆自殺を考えるほど思い悩んでいる
方 
 
◆被災者の方で困っている方 
 

◆電話相談（24 時
間） 

フリーダイヤル 
0120-279-338 

    
障害者のための相談 

  
相談窓口 内容 受付時間 連絡先 

地域生活支援セ
ンター あくせす 

 
◆地域活動支援センター事業 
障害者の社会復帰と自立と社会参加
を促進するために、日常生活の支
援、日常的な相談への対応や交流コ
ーナーの運営活動等を総合的に行う
とともに、相談支援事業を合わせて実
施 
 

（月・火・水・金） 
10時～18 時 
（第 1・3日曜/第 2・4
土曜） 
10時～16 時 
※祝日を除く 

042-631-1022 

 
障害者相談支援 
センター 
 ぴあらいふ 
 

 
◆相談支援事業 
障害者等からの相談に応じ、必要な
情報の提供及び助言その他の障害
福祉サービスの利用支援等、必要な
支援の実施と、障害者の自立と社会
参加の促進 
 

 
◆障害者相談支援セ
ンター ぴあらいふ 
（平日） 
 9時～17時 
※祝日、年末年始を
除く 
 

042-646-4991 

 
障害者生活支援 
センター  
 サポート南多摩 
 

 
◆障害者生活支援セ
ンター サポート南多
摩 
（平日） 
9時～17時 
※祝日、年末年始を
除く 
 

042-682-5343 
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相談窓口 内容 受付時間 連絡先 

八王子地域生活 
支援室 高尾 

 
◆相談支援事業 
障害者等からの相談に応じ、必要な
情報の提供及び助言その他の障害
福祉サービスの利用支援等、必要な
支援の実施と、障害者の自立と社会
参加の促進 
 

 
◆八王子地域生活
支援室 高尾 
（平日） 
10時～17 時 30 分 
※祝日、年末年始を
除く 
 

042-629-9088 

相談支援センター 
 待夢 

 
◆相談支援センター 
待夢 
（日～金） 
電話及び面談 
10時～17 時 
※面談は予約制 
※祝日、年末年始を
除く 
 

042-682-4670 

福祉部 
障害者福祉課 

 
（八王子市） 

 
◆自立支援医療費（精神通院）制度 
精神科通院による治療を受け、継続
的な医療費負担がかかる場合は通
院医療費の負担軽減を図る制度 
 
◆精神障害者保健福祉手帳 
精神障害のある方が、いろいろな支
援を受けるために必要な手帳 
 
◆障害者相談 
障害のある方の福祉サービスや差
別、虐待等の相談 
 

（平日） 
8時 30 分～17時 
※祝日、年末年始を
除く 

 
042-620-7245 

 
 
 
 

042-620-7366 

042-620-7367 

 
※虐待に関する夜
間・休日緊急通報 
080-4729-8284 

 
 
八王子市障害者
就労・生活支援セ

ンター 
ふらん 

 
（ＮＰＯ法人八王
子ワークセンター） 

 

◆市内在住で障害のある方におい
て、一般事業所へ就職を目指す方、
又は就職されている方を支援 

（平日） 
9時～17時 
※土日、祝日、年末
年始を除く 

042-642-0080 

障害者就業・生活
支援センター 
ＴＡＬＡＮＴ 

 
（ＮＰＯ法人わかく
さ福祉会） 

 
◆継続支援を希望される方は、登録
制 
 
◆登録後、就職に向けた支援と就職
後の職場定着支援、就労定着に向け
た生活面の支援を実施 
 
◆相談時、障害者手帳の有無は不
問 
 

 
◆相談予約制 
（平日） 
10時～17 時 30 分 
※土日、祝日、年末
年始を除く 
 

042-648-3278 

◆ウェブ相談 
専用サイトから 

 
https://wakakusaf.o
r.jp/inquiry/talant/#
p-top 
 

 
東京障害者職業 
センター多摩支所 
 
（独立行政法人高
齢・障害・求職者
雇用支援機構東
京支部） 
 

◆就職や職場定着、職場復帰を目
指す障害のある方、障害者雇用を検
討している或いは雇用している事業主
の方、障害のある方の就労を支援す
る関係機関の方に対して、支援・サー
ビスを提供 

（平日） 
8時 45 分～17時 
※土日、祝日、年末
年始を除く 

相談予約 
042-529-3341 
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生活の相談 
   

身近な相談窓口    

相談窓口 内容 受付時間 連絡先 

民生委員・ 
児童委員 

 
＜八王子市福祉
部福祉政策課＞ 

 
◆身近な相談窓口 
・民生委員・児童委員は「地域の身近
な相談相手」として、悩みや心配ごと
の相談や、福祉制度・サービス等の
情報提供を行っています。相談内容
に応じて、適切な関係行政機関への
「パイプ役」としてお手伝いします。 
・民生委員･児童委員には守秘義務
が課せられており、相談内容が外部
に漏れることはありません。お気軽に
ご相談ください。 
・お住まいの地区の担当民生委員・
児童委員については福祉政策課にお
問い合せください。 
 

（平日） 
8時 30分～17時 15
分 
※祝日、年末年始を
除く 

042-620-724０ 

    

生活上の問題 
   

 相談窓口 内容 受付時間 連絡先 

地域福祉推進 
拠点 

 
（八王子市社会福

祉協議会） 

◆地域・生活の課題に関する相談 
・CSW（コミュニティーソーシャルワー
カー）が常駐し、地域課題・生活課題
に関する相談を受け付けます 
・内容に応じて公的機関やサービスに
つないだり、地域活動団体や資源と
のコーディネートを行います 

◆各地域福祉推進
拠点 
午前 9時～午後 5時 
※市民センター休館
日（市民センター内設
置拠点のみ）、日曜、
祝日、年末年始を除
く 

 
◆地域福祉推進拠
点 石川 

042-649-3390 
 
 
◆地域福祉推進拠
点 川口 

042-652-9116 
 
 
◆地域福祉推進拠
点 浅川 

042-629-9444 
 
 
◆地域福祉推進拠
点 大和田 

042-６49-3228 
 
 
◆地域福祉推進拠
点 由井 

042-683-2111 
 
 
◆地域福祉推進拠
点 由木 

042-670-9885 
 

    

生活にお困りの方の自立支援   

 相談窓口 内容 受付時間 連絡先 

福祉部 
生活自立支援課 

 
（八王子市） 

◆生活に困りごとや不安を抱えている
方（生活保護を受給している方を除
く）の相談を受けて、支援プランを作
成し、自立に向けた支援を行う 

 
（平日） 
8時 30分～11時 30
分 
13時～16 時 30 分 
※祝日、年末年始を
除く 
 

042-620-7462 
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生活の相談 
   

身近な相談窓口    

相談窓口 内容 受付時間 連絡先 

民生委員・ 
児童委員 

 
＜八王子市福祉
部福祉政策課＞ 

 
◆身近な相談窓口 
・民生委員・児童委員は「地域の身近
な相談相手」として、悩みや心配ごと
の相談や、福祉制度・サービス等の
情報提供を行っています。相談内容
に応じて、適切な関係行政機関への
「パイプ役」としてお手伝いします。 
・民生委員･児童委員には守秘義務
が課せられており、相談内容が外部
に漏れることはありません。お気軽に
ご相談ください。 
・お住まいの地区の担当民生委員・
児童委員については福祉政策課にお
問い合せください。 
 

（平日） 
8時 30分～17時 15
分 
※祝日、年末年始を
除く 

042-620-724０ 

    

生活上の問題 
   

 相談窓口 内容 受付時間 連絡先 

地域福祉推進 
拠点 

 
（八王子市社会福

祉協議会） 

◆地域・生活の課題に関する相談 
・CSW（コミュニティーソーシャルワー
カー）が常駐し、地域課題・生活課題
に関する相談を受け付けます 
・内容に応じて公的機関やサービスに
つないだり、地域活動団体や資源と
のコーディネートを行います 

◆各地域福祉推進
拠点 
午前 9時～午後 5時 
※市民センター休館
日（市民センター内設
置拠点のみ）、日曜、
祝日、年末年始を除
く 

 
◆地域福祉推進拠
点 石川 

042-649-3390 
 
 
◆地域福祉推進拠
点 川口 

042-652-9116 
 
 
◆地域福祉推進拠
点 浅川 

042-629-9444 
 
 
◆地域福祉推進拠
点 大和田 

042-６49-3228 
 
 
◆地域福祉推進拠
点 由井 

042-683-2111 
 
 
◆地域福祉推進拠
点 由木 

042-670-9885 
 

    

生活にお困りの方の自立支援   

 相談窓口 内容 受付時間 連絡先 

福祉部 
生活自立支援課 

 
（八王子市） 

◆生活に困りごとや不安を抱えている
方（生活保護を受給している方を除
く）の相談を受けて、支援プランを作
成し、自立に向けた支援を行う 

 
（平日） 
8時 30分～11時 30
分 
13時～16 時 30 分 
※祝日、年末年始を
除く 
 

042-620-7462 
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女性・DV等に関する相談 
  

相談窓口 内容 受付時間 連絡先 

八王子市 
男女共同参画 
センター 

 
（八王子市） 

 
◆女性のための専門相談 
夫婦・家族間の悩み事、生き方や人
間関係の悩み、女性の人権に関わる
法律や裁判の相談に、専門の女性相
談員が対応 
・女性のための相談 
・女性のためのカウンセリング 
・女性のための弁護士相談 
※すべて予約制 
 

予約受付は、 
（月～土）  
9時～19時 
（日曜、祝休日、第 1
火曜） 
9時～17時 
※年末年始を除く 

042-648-2234 

◆女性のための電話相談 
女性の抱える様々な悩みや問題につ
いての相談に、相談員が対応 

 
（月～土）  
9時～19時 
（日曜、祝休日、第 1
火曜） 
9時～17時 
※年末年始を除く 
 

東京ウィメンズ 
プラザ 

 
（東京都） 

 
 
◆電話相談 
配偶者からの暴力（ＤＶ）、交際相手
からの暴力（デートＤＶ）、セクシュアル
ハラスメント、夫婦・親子の問題、生き
方や職場の人間関係等の様々な悩
み 
 
 

（毎日） 
9時～21時 
※年末年始を除く 

03-5467-2455 

 
 
◆来所相談 
女性弁護士による法律相談 
（DV、離婚、親子・扶養、財産相続
等） 
 
 

予約制、週 2回実施 
※祝日を除く 

予約申込 
（9時～21時） 

 
03-5467-2455 

 
 
◆来所相談 
精神科医師による相談 
（DV被害等で精神的に不安を抱えて
いる人やその子どもたちについて） 
 
 

予約制、週１回実施 
※祝日を除く 

予約申込 
（9時～21時） 

 
03-5467-2455 

◆男性のための悩み相談 
夫婦や親子の問題、生き方、職場の
人間関係、セクシュアルハラスメント
や配偶者からの暴力（ＤＶ）、交際相
手からの暴力（デートＤＶ）等、男性の
抱える様々な悩み 

 
 
◆電話相談 
（月・水） 
17時～20 時 
※祝日、年末年始を
除く 
 
◆面接相談 
（水） 
19時～20 時 
※祝日、年末年始を
除く 
※電話相談にて要予
約 
 
 

03-3400-5313 
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女性・DV等に関する相談 
  

相談窓口 内容 受付時間 連絡先 

八王子市 
男女共同参画 
センター 

 
（八王子市） 

 
◆女性のための専門相談 
夫婦・家族間の悩み事、生き方や人
間関係の悩み、女性の人権に関わる
法律や裁判の相談に、専門の女性相
談員が対応 
・女性のための相談 
・女性のためのカウンセリング 
・女性のための弁護士相談 
※すべて予約制 
 

予約受付は、 
（月～土）  
9時～19時 
（日曜、祝休日、第 1
火曜） 
9時～17時 
※年末年始を除く 

042-648-2234 

◆女性のための電話相談 
女性の抱える様々な悩みや問題につ
いての相談に、相談員が対応 

 
（月～土）  
9時～19時 
（日曜、祝休日、第 1
火曜） 
9時～17時 
※年末年始を除く 
 

東京ウィメンズ 
プラザ 

 
（東京都） 

 
 
◆電話相談 
配偶者からの暴力（ＤＶ）、交際相手
からの暴力（デートＤＶ）、セクシュアル
ハラスメント、夫婦・親子の問題、生き
方や職場の人間関係等の様々な悩
み 
 
 

（毎日） 
9時～21時 
※年末年始を除く 

03-5467-2455 

 
 
◆来所相談 
女性弁護士による法律相談 
（DV、離婚、親子・扶養、財産相続
等） 
 
 

予約制、週 2回実施 
※祝日を除く 

予約申込 
（9時～21時） 

 
03-5467-2455 

 
 
◆来所相談 
精神科医師による相談 
（DV被害等で精神的に不安を抱えて
いる人やその子どもたちについて） 
 
 

予約制、週１回実施 
※祝日を除く 

予約申込 
（9時～21時） 

 
03-5467-2455 

◆男性のための悩み相談 
夫婦や親子の問題、生き方、職場の
人間関係、セクシュアルハラスメント
や配偶者からの暴力（ＤＶ）、交際相
手からの暴力（デートＤＶ）等、男性の
抱える様々な悩み 

 
 
◆電話相談 
（月・水） 
17時～20 時 
※祝日、年末年始を
除く 
 
◆面接相談 
（水） 
19時～20 時 
※祝日、年末年始を
除く 
※電話相談にて要予
約 
 
 

03-3400-5313 
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相談窓口 内容 受付時間 連絡先 

東京都女性相談 
センター多摩支所 

 
（東京都） 

 
◆配偶者等からの暴力、離婚等の問
題、対人関係、性、こころの悩み等女
性のかかえる様々な問題についての
相談 
 
◆配偶者暴力相談支援センターの機
能もあわせ持つ 
 

 ◆電話相談 
（平日） 
9時～16時 
※祝日、年末年始を
除く 

042-522-4232 
 
※夜間緊急相談 

03-5261-3911 

福祉部 
生活自立支援課 

 
（八王子市） 

◆婦人相談員 
緊急の保護や自立のための援助が
必要な女性に対し、相談・指導・助言
を行う 

 
（平日） 
9時～11時 30分 
13時～16 時 
※祝日、年末年始を
除く 
 

042-620-7443 

    
妊娠・子育てに関する相談 

  
子ども・子育て全般   

相談窓口 内容 受付時間 連絡先 

子ども家庭支援 
センター 

 
地域子ども家庭 
支援センター 

 
（八王子市） 

◆子育て 
0～18歳未満のお子さんとその家庭
の相談 

 
 
 
 
◆子ども家庭支援セ
ンター 
（月～土） 
9時～19時 
（日・祝休） 
9時～17時 
※第 1火曜、年末年
始を除く 
 
 
 
 

042-656-8225 

◆各地域子ども家庭
支援センター 
 
（月～土）  
9時～17時 
※祝・休日、年末年
始を除く 

 
地域子ども家庭支援 
センター 館 

042-661-0072 
 
 
地域子ども家庭支援 
センター 石川 

042-648-0040 
 
 
地域子ども家庭支援 
センター みなみ野 

042-635-4152 
 
 
地域子ども家庭支援 
センター 南大沢 

042-678-3100 
 
 
地域子ども家庭支援 
センター 元八王子 

042-624-8300 
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相談窓口 内容 受付時間 連絡先 
 

[はちおうじっ子 
子育て 

ホットライン] 
 

（八王子市） 
 

◆妊娠・出産・子育てについての相談 

◆電話相談 
8時 30 分～17時 
※第 1日曜、年末年
始を除く 

042-686-2115 

 
東京都児童相談 

センター 
 

[４１５２（よいこに）
電話相談] 

 
（東京都） 

 

◆子育て全般にかかわる相談 
（18歳未満のお子さんに関する保護
者・本人からのあらゆる相談に対応） 

（平日） 
9時～２１時 
（土日祝） 
9時～17時 
※年末年始を除く 

◆電話相談 
03-3366-4152 

 
◆FAX相談 
（聴覚言語障害者専
用） 

03-3366-6036 

八王子 
児童相談所 

 
（東京都） 

◆18 歳未満のお子さんに関する、家
族・本人等からの様々な相談に応じ、
必要な援助を実施 
※来所される前に、あらかじめ予約を
していただくことも可能 

◆電話相談/来所面
談 
（平日）  
9時～17時 

  
042-624-1141 

 
※虐待等、緊急性の
ある相談には、夜間・
土・日曜、祝日（年末
年始含む）も、緊急連
絡
（03-5937-2330）で
対応 
・189（児童相談所全
国共通ダイヤル）によ
る相談も児童相談所
で受けている 
 

 
東京都立小児総
合医療センター 

 
[こころの電話 
相談室] 

 
（東京都） 

 

◆子ども（3 歳～18歳）本人・家族・
関係者を対象とした、子どもの行動や
こころの発達の問題に関する相談 

◆電話相談 
（月～木） 
9時 30分～11時 30
分 
13時～16 時 30 分 
※金・土・日・祝日、
年末年始を除く 

042-312-8119 

    
ひとり親    

相談窓口 内容 受付時間 連絡先 

子ども家庭部 
子育て支援課 

 
（八王子市） 

◆ひとり親家庭の相談 
母子・父子自立支援員が、ひとり親家
庭の方が抱えている生活上の問題等
の相談に応じており、就業支援専門
員が就業相談のサポートを実施 
 
・ひとり親家庭の生活相談全般 
・ひとり親家庭の就業相談・支援 
・ひとり親家庭の養育費相談 

 
 
◆本庁舎 
電話受付時間 
（平日） 
8時 30 分～17時 
※祝休日、年末年始
を除く 
 
 

042-620-7362  
 
◆八王子駅南口総
合事務所 
（毎月第２金曜） 
14時～17 時 
※祝・休日、年末年
始を除く 
※要予約 
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相談窓口 内容 受付時間 連絡先 
 

[はちおうじっ子 
子育て 

ホットライン] 
 

（八王子市） 
 

◆妊娠・出産・子育てについての相談 

◆電話相談 
8時 30 分～17時 
※第 1日曜、年末年
始を除く 

042-686-2115 

 
東京都児童相談 

センター 
 

[４１５２（よいこに）
電話相談] 

 
（東京都） 

 

◆子育て全般にかかわる相談 
（18歳未満のお子さんに関する保護
者・本人からのあらゆる相談に対応） 

（平日） 
9時～２１時 
（土日祝） 
9時～17時 
※年末年始を除く 

◆電話相談 
03-3366-4152 

 
◆FAX相談 
（聴覚言語障害者専
用） 

03-3366-6036 

八王子 
児童相談所 

 
（東京都） 

◆18 歳未満のお子さんに関する、家
族・本人等からの様々な相談に応じ、
必要な援助を実施 
※来所される前に、あらかじめ予約を
していただくことも可能 

◆電話相談/来所面
談 
（平日）  
9時～17時 

  
042-624-1141 

 
※虐待等、緊急性の
ある相談には、夜間・
土・日曜、祝日（年末
年始含む）も、緊急連
絡
（03-5937-2330）で
対応 
・189（児童相談所全
国共通ダイヤル）によ
る相談も児童相談所
で受けている 
 

 
東京都立小児総
合医療センター 

 
[こころの電話 
相談室] 

 
（東京都） 

 

◆子ども（3 歳～18歳）本人・家族・
関係者を対象とした、子どもの行動や
こころの発達の問題に関する相談 

◆電話相談 
（月～木） 
9時 30分～11時 30
分 
13時～16 時 30 分 
※金・土・日・祝日、
年末年始を除く 

042-312-8119 

    
ひとり親    

相談窓口 内容 受付時間 連絡先 

子ども家庭部 
子育て支援課 

 
（八王子市） 

◆ひとり親家庭の相談 
母子・父子自立支援員が、ひとり親家
庭の方が抱えている生活上の問題等
の相談に応じており、就業支援専門
員が就業相談のサポートを実施 
 
・ひとり親家庭の生活相談全般 
・ひとり親家庭の就業相談・支援 
・ひとり親家庭の養育費相談 

 
 
◆本庁舎 
電話受付時間 
（平日） 
8時 30 分～17時 
※祝休日、年末年始
を除く 
 
 

042-620-7362  
 
◆八王子駅南口総
合事務所 
（毎月第２金曜） 
14時～17 時 
※祝・休日、年末年
始を除く 
※要予約 
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相談窓口 内容 受付時間 連絡先 

東京都ひとり親 
家庭支援センター 
はあと飯田橋 

 
（一般財団法人東
京都ひとり親家庭
福祉協議会） 

◆就業相談・就業支援・職業照会 
・ひとり親家庭それぞれに合わせた就
業相談、就業支援、職業紹介を行っ
ています 
・パソコン講習会や適職診断、メイク
のアドバイス等も行っています 

 
◆電話相談/面接相
談 
①月・水・金・土・日 
9時～16時 30分 
②火・木 
9時～19時 30分 
※面接相談は月～土
（原則予約制） 
※年末年始を除く 
 

03-3263-3451 

東京都ひとり親 
家庭支援センター 

はあと 
 

（一般財団法人東
京都ひとり親家庭
福祉協議会） 

◆生活相談 
ひとり親ならではの暮らしの悩みや子
育ての不安等の相談ができます 

 
◆電話相談/面接相
談 
9時～16時 30分 
※年末年始を除く 
 

03-5261-8687 

◆養育費専門相談 
子どもの生活と成長のために必要な
養育費の取り決め、その他についての
相談ができます 

 
◆電話相談/面接相
談 
9時～16時 30分 
※専門相談は要予約 
※年末年始を除く 
 

03-5261-1278 
◆離婚前後の法律相談 
親権、婚姻費用、慰謝料、財産分与
等の離婚に伴う法的な相談ができま
す（弁護士による相談３回まで） 

 
◆電話相談/面接相
談 
9時～16時 30分 
※要予約 
 

◆面会交流支援 
面会交流の付き添いや受け渡し等を
支援します（月１回、１年間利用可、
ただし、申し込みは一定の要件あり） 

 
◆電話相談/面接相
談 
9時～16時 30分 
※年末年始を除く 
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高齢者のための相談 
  

相談窓口 内容 受付時間 連絡先 

福祉部 
高齢者福祉課 

 
（八王子市） 

◆高齢者相談 
高齢者の福祉と介護 

 
  
◆高齢者福祉課 
（平日） 
8時 30 分～17時 
※祝日、年末年始を
除く 
  
 

042-620-7420 

高齢者あんしん 
相談センター 

（地域包括支援セ
ンター） 

 
＜八王子市福祉
部高齢者福祉課

＞ 

 
 
◆各高齢者あんしん
相談 
 センター 
（月～土） 
 9時～17時 30分 
※祝日、年末年始を
除く 
※高齢者あんしん相
談センター高尾のみ、
毎月第 2 月曜休み 
 
 

高齢者あんしん相談 
センター 旭町 

042-648-8331 
高齢者あんしん相談 
センター 高尾 

042-668-2288 
高齢者あんしん相談 
センター 左入 

042-692-3211 
高齢者あんしん相談 
センター 中野 

042-620-0860 
高齢者あんしん相談 
センター 南大沢 

042-678-1880 
高齢者あんしん相談 
センター めじろ 

042-669-3070 
高齢者あんしん相談 
センター 長沼 

042-648-4340 
高齢者あんしん相談 
センター 川口 

042-654-5475 
高齢者あんしん相談 
センター 元八王子 

042-652-1134 
高齢者あんしん相談 
センター 片倉 

042-632-6331 
高齢者あんしん相談 
センター 堀之内 

042-679-1114 
高齢者あんしん相談 
センター 長房 

042-629-2530 
高齢者あんしん相談 
センター 子安 

042-649-6020 
高齢者あんしん相談 
センター もとはち南 

042-673-6241 
高齢者あんしん相談 
センター 寺田 

042-673-6425 
高齢者あんしん相談 
センター 大横 

042-634-8666 
高齢者あんしん相談 
センター 恩方 

042-659-0314 

 
高齢者安心電話 
 
（公益社団法人東
京社会福祉士会） 

 

高齢者及びその家族の抱える保健や
福祉に関わる心配ごとや悩みについ
ての情報提供 

◆電話相談 
19時 30分～22 時
30分 

03-5944-8640 
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高齢者のための相談 
  

相談窓口 内容 受付時間 連絡先 

福祉部 
高齢者福祉課 

 
（八王子市） 

◆高齢者相談 
高齢者の福祉と介護 

 
  
◆高齢者福祉課 
（平日） 
8時 30 分～17時 
※祝日、年末年始を
除く 
  
 

042-620-7420 

高齢者あんしん 
相談センター 

（地域包括支援セ
ンター） 

 
＜八王子市福祉
部高齢者福祉課

＞ 

 
 
◆各高齢者あんしん
相談 
 センター 
（月～土） 
 9時～17時 30分 
※祝日、年末年始を
除く 
※高齢者あんしん相
談センター高尾のみ、
毎月第 2 月曜休み 
 
 

高齢者あんしん相談 
センター 旭町 

042-648-8331 
高齢者あんしん相談 
センター 高尾 

042-668-2288 
高齢者あんしん相談 
センター 左入 

042-692-3211 
高齢者あんしん相談 
センター 中野 

042-620-0860 
高齢者あんしん相談 
センター 南大沢 

042-678-1880 
高齢者あんしん相談 
センター めじろ 

042-669-3070 
高齢者あんしん相談 
センター 長沼 

042-648-4340 
高齢者あんしん相談 
センター 川口 

042-654-5475 
高齢者あんしん相談 
センター 元八王子 

042-652-1134 
高齢者あんしん相談 
センター 片倉 

042-632-6331 
高齢者あんしん相談 
センター 堀之内 

042-679-1114 
高齢者あんしん相談 
センター 長房 

042-629-2530 
高齢者あんしん相談 
センター 子安 

042-649-6020 
高齢者あんしん相談 
センター もとはち南 

042-673-6241 
高齢者あんしん相談 
センター 寺田 

042-673-6425 
高齢者あんしん相談 
センター 大横 

042-634-8666 
高齢者あんしん相談 
センター 恩方 

042-659-0314 

 
高齢者安心電話 
 
（公益社団法人東
京社会福祉士会） 

 

高齢者及びその家族の抱える保健や
福祉に関わる心配ごとや悩みについ
ての情報提供 

◆電話相談 
19時 30分～22 時
30分 

03-5944-8640 
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法律相談、お金のトラブルに関する相談 
  

法律相談    

相談窓口 内容 受付時間 連絡先 

市民部 
市民生活課 

 
[法律相談] 

 
（八王子市） 

◆法律相談：弁護士による土地・家
屋の賃借問題、離婚問題、金銭貸借
（クレジット・サラ金）、債務、自己破産
等法律問題の相談  
※予約受付は、毎週月曜日の 9時
30分～（月曜日が祝・休日の場合
は、翌開庁日の 9時 30分～） 
※各日先着 6組まで 

 
◆本庁舎 
（月・水・金） 
13時 30分～16 時
30分 
※祝・休日、年末年
始を除く 
 

042-620-7227 

 
◆八王子駅南口総
合事務所 
（火） 
15時 45分～19 時 
（木） 
13時 30分～16 時
30分 
※祝・休日、年末年
始を除く 
 
 
◆南大沢事務所 
（金） 
13時 30分～16 時
30分 
※祝・休日、年末年
始を除く 
 

八王子市 
消費生活センター 

 
[消費生活相談] 

 
（八王子市） 

◆消費生活相談：弁護士による多重
債務、悪質商法、契約等の消費生活
に関する相談（１人 30分） 

 
◆弁護士による相談 
（第２火・第４金） 
13時 30分～16 時
30分 
※祝・休日、年末年
始を除く、要予約 
 

042-631-5455 

法テラス 
 

（日本司法支援 
センター） 

◆法テラス・サポートダイヤル 
法的トラブルの紛争に役立つ情報
や、法律サービスを提供する各種相
談窓口の情報を無料で提供 

◆電話相談 
（平日） 
9時～21時 
（土） 
9時～17時 
※日曜・祝日・年末
年始を除く 
 
◆メール問い合わせ 
専用サイトから 

 
◆法的トラブル全般
の情報提供 

0570-078-374 
 

IP電話からは 
03-6745-5600 

 
 
◆犯罪被害者支援ダ
イヤル 

0570-079714 
 
IP電話からは 

03-6745-5601 
 

 
◆民事法律扶助による無料法律相
談 
資力の乏しい方が法的トラブルに出
会ったときに、多重債務・離婚等民事
に関する無料法律相談を行ない、必
要な場合、裁判費用や弁護士・司法
書士の費用の立替えを行う 
※面談日時を電話予約のうえ、来所 
※収入・資産の基準あり 
※相談時間は３０分程度、相談回数 
は同一問題につき３回まで 
 

◆情報提供受付 
（平日） 
 9時～12時 
13時～16 時 
※土日・祝日・年末
年始を除く 

◆法テラス八王子 
 050-3383-5310 
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消費生活    

相談窓口 内容 受付時間 連絡先 

 
 

八王子市 
消費生活センター 

 
[消費生活相談] 

 
（八王子市） 

 
 

◆専門相談員による多重債務、悪質
商法、契約等の消費生活に関する相
談 

（月～土） 
9時～16時 30分 
※祝・休日、年末年
始を除く 

042-631-5455 

東京都消費生活 
総合センター 

 
（東京都） 

◆契約トラブル等の消費生活に関す
るトラブル、架空請求、多重債務問題
等の相談 
※来所による面談は、予約なしでも可 

（月～土） 
9時～17時 
※祝日、年末年始を
除く 

 
◆消費生活相談 
 03-3235-1155 
 
 
◆架空請求 110番 
 03-3235-2400 
 
 
◆高齢者被害 110
番 
 03-3235-3366 
 
 
◆高齢消費者見守り
ホットライン 
 03-3235-1334 
 

消費者 
ホットライン 

 
（消費者庁） 

◆多重債務、悪質商法、契約等の消
費生活に関する相談先の案内 

 
 
 
通年 
※年末年始を除く 
 
 

 

局番なし 
188 

    
貸金業対策    

相談窓口 内容 受付時間 連絡先 

東京都産業労働
局金融部 

貸金業対策課 
 

（東京都） 

◆貸金業者に関する苦情及び相談、
貸金業者の登録照会 
※東京都知事登録業者に限る 
※来所面談は、予約なしでも可、窓
口受付順 

 
 
◆電話相談 
 （平日）  
9時～17時 
※土日･祝日、年末
年始を除く 
 
 

03-5320-4775 

 
 
◆来所面談  
□司法書士相談 
 （第１・３金曜） 
13時～16 時 
□弁護士相談 
 （第 2・4水曜） 
13時～16 時 
※祝日、年末年始を
除く 
 
 

03-5320-4775 

102



103 
 

消費生活    

相談窓口 内容 受付時間 連絡先 

 
 

八王子市 
消費生活センター 

 
[消費生活相談] 

 
（八王子市） 

 
 

◆専門相談員による多重債務、悪質
商法、契約等の消費生活に関する相
談 

（月～土） 
9時～16時 30分 
※祝・休日、年末年
始を除く 

042-631-5455 

東京都消費生活 
総合センター 

 
（東京都） 

◆契約トラブル等の消費生活に関す
るトラブル、架空請求、多重債務問題
等の相談 
※来所による面談は、予約なしでも可 

（月～土） 
9時～17時 
※祝日、年末年始を
除く 

 
◆消費生活相談 
 03-3235-1155 
 
 
◆架空請求 110番 
 03-3235-2400 
 
 
◆高齢者被害 110
番 
 03-3235-3366 
 
 
◆高齢消費者見守り
ホットライン 
 03-3235-1334 
 

消費者 
ホットライン 

 
（消費者庁） 

◆多重債務、悪質商法、契約等の消
費生活に関する相談先の案内 

 
 
 
通年 
※年末年始を除く 
 
 

 

局番なし 
188 

    
貸金業対策    

相談窓口 内容 受付時間 連絡先 

東京都産業労働
局金融部 

貸金業対策課 
 

（東京都） 

◆貸金業者に関する苦情及び相談、
貸金業者の登録照会 
※東京都知事登録業者に限る 
※来所面談は、予約なしでも可、窓
口受付順 

 
 
◆電話相談 
 （平日）  
9時～17時 
※土日･祝日、年末
年始を除く 
 
 

03-5320-4775 

 
 
◆来所面談  
□司法書士相談 
 （第１・３金曜） 
13時～16 時 
□弁護士相談 
 （第 2・4水曜） 
13時～16 時 
※祝日、年末年始を
除く 
 
 

03-5320-4775 
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しごと・労働に関する相談 
  

相談窓口 内容 受付時間 連絡先 

ハローワーク 
八王子 

 
（厚生労働省東京

労働局） 

◆職業相談、仕事の紹介 

  

（平日） 
８時 30分～17時 15
分 
 
※土曜開庁、ただし、
第 1・3・5土曜、祝
日、年末年始を除く
10時～17 時 

 

042-648-8609 

八王子しごと 
情報館 

 
＜八王子市 
産業振興部 
産業政策課＞ 

 
◆職業紹介 
職業相談、仕事の紹介 
 
◆カウンセリング 
失業・就職に関する悩みの相談 
（１回 45分、予約制） 
 

（平日） 
９時～1７時 
※祝日、年末年始を
除く 

042-656-4788 

東京しごと 
センター多摩 

 
（東京都） 

◆就業に関する相談・各種セミナー・
求人情報の提供・職業紹介等の就職
活動サポート、仕事に関するワンストッ
プサービス 

 
（平日）  
9時～20時 
（土）  
9時～17時 
※日曜・祝日、年末
年始を除く 
 

042-329-4510 

 
市民部 

市民生活課 
 

[年金・雇用保険・
労働条件相談] 

 
（八王子市） 

 

◆年金・雇用保険・労働条件相談 
社会保険労務士による賃金や退職
金の未払い、解雇問題等の労働問
題の相談 
※予約受付は、当日 9時 30分～ 
※先着 5 組まで 

（第 2金） 
13時 30～16 時 
※祝・休日、年末年
始を除く 

042-620-7227 

東京都労働 
相談情報センター 
八王子事務所 

 
[東京都ろうどう 

110 番] 
 

（東京都） 

賃金・退職金等の労働条件や労働
問題全般 
※来所による相談は事前予約制 

 
◆来所相談（予約
制） 
（平日） 
9時～17時 
（水） 
20時まで 
※祝日、年末年始を
除く 
 

来所相談予約専用 
042-645-6110 

 
◆電話相談 
（平日） 
 9時～20時 
（土） 
9時～17時 
※祝日、年末年始を
除く 
※土曜相談は祝日、
年末年始を除く 
 

 0570-00-6110 
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子ども・青少年にための相談 
  

相談窓口 内容 受付時間 連絡先 

八王子市 
教育センター 

 
（八王子市） 

 
 
◆総合教育相談 
不登校、いじめ等、小･中･高校生、青
少年の教育に関する悩みについて、
保護者、本人の相談 
 
 （平日） 

8時 30 分～17時 
※祝日を除く 

042-664-6949 

 
 
◆こども電話相談 
いじめ等、親や担任に相談しにくい生
活上の様々な問題について、小･中
学生本人からの電話相談 
 
 

042-664-3665 

 
 

総合経営部経営
計画第二課 

 
[子どもの 

いじめ相談電話] 
 

（八王子市） 
 
 

◆いじめに関する悩みについて、保護
者、本人等からの相談 

（平日） 
8時 30 分～17時 
※祝日を除く 

専用電話 
042-620-7499 

東京都教育相談 
センター 

 
（東京都） 

◆幼児～高校生相当年齢までの子
どもを対象に、子どもや保護者、学校
関係者等から寄せられる教育に関す
る相談を実施 
 
・いじめ、不登校、集団不適応、友人
関係、学業不振等に関する相談 
・気になる癖、発達障害、非行傾向、
家庭内暴力、自傷、子育て等に関す
る相談 
・体罰、学校でのセクシュアルハラス
メントに関する相談 

 
◆電話相談 
（24時間 365 日）  
教育相談一般・東京
都いじめホットライン 
 

フリーダイヤル 
0120-53-8288 

 
◆来所相談 
電話相談のうえ、申
込 
○東京都教育相談セ
ンター（北新宿） 
（平日） 
9時～18時 
（毎月第 3土曜日） 
9時～17時 
○立川出張相談室 
（毎週月・水） 
9時～18時 
※祝日、年末年始を
除く 
 
 
◆メール相談 
専用サイトから 
 

https://e-sodan.met
ro.tokyo.jp/ 

少年相談室 
ヤング・テレホン・

コーナー 
 

（警視庁） 

 
 
 
◆未成年の方本人、ご家族、教員等
からの相談 
※非行、友達関係、不登校、親子間
のトラブル、いじめ、犯罪被害、児童
虐待等 
 
 
 

◆電話相談 
毎日 24 時間受付 

03-3580-4970 
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子ども・青少年にための相談 
  

相談窓口 内容 受付時間 連絡先 

八王子市 
教育センター 

 
（八王子市） 

 
 
◆総合教育相談 
不登校、いじめ等、小･中･高校生、青
少年の教育に関する悩みについて、
保護者、本人の相談 
 
 （平日） 

8時 30 分～17時 
※祝日を除く 

042-664-6949 

 
 
◆こども電話相談 
いじめ等、親や担任に相談しにくい生
活上の様々な問題について、小･中
学生本人からの電話相談 
 
 

042-664-3665 

 
 

総合経営部経営
計画第二課 

 
[子どもの 

いじめ相談電話] 
 

（八王子市） 
 
 

◆いじめに関する悩みについて、保護
者、本人等からの相談 

（平日） 
8時 30 分～17時 
※祝日を除く 

専用電話 
042-620-7499 

東京都教育相談 
センター 

 
（東京都） 

◆幼児～高校生相当年齢までの子
どもを対象に、子どもや保護者、学校
関係者等から寄せられる教育に関す
る相談を実施 
 
・いじめ、不登校、集団不適応、友人
関係、学業不振等に関する相談 
・気になる癖、発達障害、非行傾向、
家庭内暴力、自傷、子育て等に関す
る相談 
・体罰、学校でのセクシュアルハラス
メントに関する相談 

 
◆電話相談 
（24時間 365 日）  
教育相談一般・東京
都いじめホットライン 
 

フリーダイヤル 
0120-53-8288 

 
◆来所相談 
電話相談のうえ、申
込 
○東京都教育相談セ
ンター（北新宿） 
（平日） 
9時～18時 
（毎月第 3土曜日） 
9時～17時 
○立川出張相談室 
（毎週月・水） 
9時～18時 
※祝日、年末年始を
除く 
 
 
◆メール相談 
専用サイトから 
 

https://e-sodan.met
ro.tokyo.jp/ 

少年相談室 
ヤング・テレホン・

コーナー 
 

（警視庁） 

 
 
 
◆未成年の方本人、ご家族、教員等
からの相談 
※非行、友達関係、不登校、親子間
のトラブル、いじめ、犯罪被害、児童
虐待等 
 
 
 

◆電話相談 
毎日 24 時間受付 

03-3580-4970 
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相談窓口 内容 受付時間 連絡先 

東京都ひきこもり
サポートネット 

 
（東京都） 

◆ひきこもりで悩んでいる本人や家
族、友人等からの相談 
※病名の診断や治療方法の提示等
の医療行為に当たる相談や、緊急の
対応が必要な相談は不可 

 

◆電話相談 
（平日） 
10時～17 時 
※祝日、年末年始を
除く 

  03-6806-2440 

 

◆メール相談 
専門サイトで利用者
登録後、専用画面か
ら入力 

 

東京都若者 
総合相談センター

若ナビα 
 

（東京都） 

◆18 歳以上の若者やその家族から
の様々な悩みや不安への継続的な
相談 
※緊急な対応が必要な相談や医療
行為にあたる相談は不可 

 

◆電話相談 
（月～土） 
11時～20 時 
※年末年始を除く 

 

 03-3267-0808 
 

◆来所相談（予約
制） 
電話・メールで相談 
 
◆メール相談 
専用サイトで利用者
登録後、専用画面か
ら相談 

 

 

東京子供ネット 
 

[子どもの権利擁
護専門相談] 

 
（東京都） 

 

◆子供たちのための相談窓口、いじ
め、体罰、虐待といった権利侵害を受
けたときや、それに気づいたとき等の
相談 

（平日） 
9時～21時 
（土日祝） 
9時～17時 
※年末年始を除く 

◆電話相談、面談相
談予約 
 フリーダイヤル 

0120-874-374 

    
外国人のための相談   

相談窓口 内容 受付時間 連絡先 

八王子国際協会 
 

[在住外国人 
のためのサポート

デスク] 
 

＜八王子市市民
活動推進部多文
化共生推進課＞ 

◆在住外国人のためのサポートデス
ク 
外国人市民に対し生活・コミュニケー
ションに関する相談、専門家による相
談、暮らしの情報提供 

 
◆通常相談 
（月～土） 
10時～17 時 
※日曜、祝日、年末
年始、学園都市セン
ター休館日を除く 
 
◆行政書士による 
個別相談 
（第２土曜） 
14時～17 時 
 

042-642-7091 
（代表） 
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人権に関する相談 
  

相談窓口 内容 受付時間 連絡先 

総務部総務課 
 

[人権相談] 
 

（八王子市） 

◆人権相談 
身のまわりで起きた人権問題につい
て、法務大臣から委嘱を受けた人権
擁護委員が相談に対応 

 
 
毎月 10 日 
13時～15 時（予約
制） 
※土・日・祝日の場合
は翌開庁日 
※予約受付は、（平
日）8時 30 分～17
時 15分 
 
 

042-620-7201 

東京法務局 
 

[人権相談] 
 

（法務省） 

◆人権相談 
身のまわりで起きた人権問題につい
て、法務大臣から委嘱を受けた人権
擁護委員及び法務局職員が相談に
対応 

電話相談/来所相談 
（平日） 
8時 30分～17時 15
分 
※祝日、年末年始を
除く 
※予約不要 

 
総合的な人権相談窓
口 

0570-003-110 
（みんなの人権 110
番） 
 
 
学校でのいじめ、虐待
等子どもに関する相
談窓口 
 フリーダイヤル 

0120-007-110 
（子どもの人権 110
番） 
 
 
セクハラ、ＤＶ等女性
に関する相談窓口 

0570-070-810 
（女性の人権ホットラ
イン） 
 

[同和問題に関す
る専門相談事業] 

 
（東京都） 

◆同和問題に関する専門相談 

（火・金） 
9時～12時 
13時～17 時 
※祝日・年末年始を
除く 

 
◆電話相談 
 03-6240-6035 
◆来所相談（要予
約） 
 03-6240-6035 
 

 
[東京都性自認 
及び性的指向に
関する専門電話

相談] 
 

（東京都） 
 

◆性自認及び性的指向に係る様々
な問題について、当事者及びその保
護者等から電話相談を受け付けます 

（火・金） 
18時～22 時 
※祝日・年末年始を
除く 

◆電話相談 
 03-3812-3727 

東京都人権 
プラザ 

 
[一般相談] 

 
（東京都） 

◆相談内容や状況に応じて助言を行
い、相談者の自主的な解決を支援す
るほか、専門性の高い事案等は、必
要に応じて適切な公的相談機関等を
紹介するなどしています 

◆電話相談 
（平日） 
9時 30分～17時 30
分 
※祝日、年末年始を
除く 

 
◆電話相談 

03-6722-0124 
03-6722-0125 

 
◆Ｅメール相談 
ippan_sodan@tokyo-
jinken.or.jp 
 
◆来所・手紙による
相談先 
〒105-0014 
港区芝 2-5-6 芝
256スクエアビル 2階 
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人権に関する相談 
  

相談窓口 内容 受付時間 連絡先 
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（東京都） 

◆相談内容や状況に応じて助言を行
い、相談者の自主的な解決を支援す
るほか、専門性の高い事案等は、必
要に応じて適切な公的相談機関等を
紹介するなどしています 

◆電話相談 
（平日） 
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相談先 
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港区芝 2-5-6 芝
256スクエアビル 2階 
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暮らし・犯罪被害に関する相談   
相談窓口 内容 受付時間 連絡先 

 
 

市民部 
市民生活課 

 
[あなたの心の相

談室] 
 

（八王子市） 
 
 

 
◆あなたの心の相談室 
子供の教育、夫婦や嫁・姑の問題、
近所付き合い等で悩んでいる市民の
相談にカウンセラーが対応 
※面談相談は、要電話予約 
 

（火・木・金） 
10時～15 時 
※祝・休日、年末年
始を除く 

042-621-5657 

警視庁総合 
相談センター 

 
（警視庁） 

 
 
◆身近の困りごと相談等、それぞれ
の相談内容に応じて専門窓口を案内 
 
◆家事・民事問題 
 
 

◆電話相談 
24時間受付 

03-3501-0110 
 

#9110 

 
[警視庁犯罪被害
者ホットライン] 

 
（警視庁） 

 

◆犯罪被害によるこころの悩み相談 

 
 
（平日） 
8時 30分～17時 15
分 
※祝日、年末年始を
除く 
 
 

◆電話相談 
03-3597-7830 

[ハートさん] 
 

（警視庁） 

 
 
◆性犯罪・性暴力によるこころの悩み
相談 
※架電場所を管轄する都道府県警
察につながります 
 
 

24時間受付 
＃8103 

 
（全国共通ダイヤル） 

 
 
 

東京都性犯罪・性
暴力被害者ワンス
トップ支援センター 

 
（NPO法人性暴力
救済センター・東

京） 
 
 
 

◆性犯罪・性暴力の被害に遭われた
方からの相談受付 
・必要に応じて民間支援団体の相談
員が医療機関や警察に付き添います 
・精神的ケア等が必要な場合も、専
門機関につなぎます 

24時間、365日相談
受付 

◆電話相談 
03-5607-0799 

 
 
 

[東京都総合相談
窓口] 

 
（公益社団法人被
害者支援都民セ

ンター） 
 
 
 

◆犯罪被害者やその家族からの相談
に応じた各種支援の提示、助言、面
接相談等を行っています 

 
 
（月・木・金） 
9時 30分～17時 30
分 
（火・水） 
9時 30～19時 
※祝日・年末年始を
除く 
 
 

◆電話相談 
03-5287-3336 
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自死遺族のための相談   
相談窓口 内容 受付時間 連絡先 

 
 

[自死遺族相談ダ
イヤル] 

 
（ＮＰＯ法人全国
自死遺族総合支
援センター） 

 
 

◆自死遺族を対象とした電話相談 
（木）  
11時～19 時 

03-3261-4350 

 
 

[自死遺族傾聴電
話] 

 
（ＮＰＯ法人グリー
フケア・サポートプ

ラザ） 
 
 

◆自死遺族を対象とした傾聴電話 
（火・木・土） 
10時～18 時 03-3796-5453 
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自死遺族のための相談   
相談窓口 内容 受付時間 連絡先 
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