
COLUMN 3

松本市自殺予防対策推進計画

松本市では、平成21年度に「松本市自殺予防対策推進協議会」（以下「協議会」という。）「松本市
自殺予防対策庁内連絡会議」（以下「庁内連絡会議」という。）を設置し、庁内はもとより各関係団
体、機関と連携し、包括的に自殺予防に取組む体制整備を進めました。「協議会」は、医療、教育、
法律、産業、地域関係の28団体の委員により構成され、また、「庁内連絡会議」は、庁内の関係17
課で組織され、３つの部会「啓発部会」「医療部会」「相談部会」に分かれ、具体的な連携について協
議を行っています。平成22年10月に自殺予防専用相談「いのちのきずな松本」の開設、23年度に、

「協議会」「庁内連絡会議」において、「だれもが健康でいきいきと暮らすまち」を実現し、地域全体
で一人でも多くの人を救うことを目指し、５つの基本施策、４つの重点施策を設け、「松本市自殺予
防対策推進計画」を策定しました。

第１期計画期末が平成28年度末であったため、年度当初から第２期計画の策定作業に取り組みま
した。担当課で自殺の現状に対するデータの分析を行い、それを基に庁内連絡会議を開催し、各課
における具体的な事業や、連携について協議を重ねました。なかでも、部会では、関係職員ととも
に各課の役割や連携、教育啓発について話し合うことができ、お互いに顔の見える関係が築けまし
た。その後、協議会において第２期計画の策定作業を進めるなか、国より、自治体ごとの自殺実態
分析結果（プロファイル）を立案・評価に使用すること、29年度の上期に出される自殺総合対策大
綱の改定と、計画策定のガイドラインを計画に反映させるという説明を受けたため、急遽計画策定
の時期を延期した上で、29年度国のモデル事業に参加し、新たに副市長をトップとする担当部長の
調整会議、担当課長の庁内連絡会議幹事会、担当者の庁内連絡会議という組織を構築し、協議を重
ねました。作業では、１期計画の振返りと、本市の現状・課題を分析し、課題を明確にしつつ、５
つの基本目標（施策）と３つの重点施策を設定しました。

資料１　2期計画展開図
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基本施策では庁内各課の事業のなか、自殺対策に関連する事業を網羅し、重点施策では、より重
点的に行うべきものとして①住み慣れた地域でいきいきと過ごせる環境整備②子ども・若者、働き
盛り世代への対策③連携体制の強化を掲げ、それぞれの事業に目標値を設定しました。重点施策①
の課題として、核家族化や同居している人がいても自殺に至る人が多いことから、身近な人材育成
と生きがいの仕組みづくり、地域で支え合うまちづくりを推進することとしました。

また、本市は未成年者の自殺死亡率、働き盛り世代の男性の自殺率が高く、子どもの自己肯定感
は年齢が上がるとともに低下しています。そこで、重点施策②として、子どもを対象に困難な事態
での対処法の教育、相談できる場の提供を重点的に展開します。本市には「子どもの権利に関する
条例」が制定されており、「こころの鈴」という子どもの権利相談室での相談を行っており、その周
知にも力を入れていきます。重点施策③では、多岐に渡る複数の問題を抱えたり、自殺未遂歴のあ
る人もいることから、総合相談体制の強化と未遂者支援の体制整備を進めることにしました。計画
書の中では、第７章の資料編に相談機関の一覧表を掲載し、巻頭に相談窓口をライフステージごと
の一表にまとめ、担当者等に使用してもらうものになっております。

本市は、市長の政策方針として、いのちの大切さや人と社会の健康づくりを目指した総合的なま
ちづくりに全庁挙げて取組むなか、全国でも先駆的な計画策定や体制整備を行い、庁内はもとより
関係団体の皆さまとの連帯感が年月を経て構築されています。関係する多くの方々との顔の見える
関係性を構築してこそ、より実効性のある、本棚に飾らず、担当者が手に取って活用できる計画書
ができたと思います。

資料２　松本市の相談窓口

★長野県児童虐待・DV24時間ホットライン　☎026-219-2413　      ★暮らしの悩み　よりそいホットライン　☎0120-279-338（24時間　通話料無料）

「家庭・子ども・子育ての悩み」

●ひとり親相談・児童相談・子育て相談　
こども福祉課内　家庭児童相談室　☎33-4767
●子育て相談
こどもプラザ（子ども子育て安心ルーム）☎29-3400
健康づくり課（子ども子育て安心ルーム）☎34-3217
南部保健センター　☎27-3455
中央保健センター　☎39-1119
北部保健センター　☎38-7677
西部保健センター　☎92-8001
●発達相談　
あるぷキッズ支援室　☎24-1235
●就学相談
教育相談室　☎24-1235

「子ども・青少年の悩み」

●子どもの権利相談
　子どもの権利相談室　こころの鈴　☎0120-200-195
　E-mail　kodomo-s@city.matsumoto.lg.jp
●青少年相談
　こども育成課　☎34-3291　E-mail　ysoudan@city.matsumoto.lg.jp
●子どもの支援・相談スペース
　はぐルッポ　☎31-3373
●まちかど保健室
　あがたの森文化会館青少年の居場所　☎34-3291
●不登校にかかわる適応相談
　山辺中間教室　☎33-1845
　鎌田中間教室　☎29-1275
　あかり教室　☎92-4932
●教育相談
　学校指導課　☎33-4397
●松本児童相談所（18歳未満）　☎91-3370
●松本警察署（ヤングテレフォン）　☎25-0873
★子どもの総合相談窓口
　長野県子ども支援センター　子ども専用ダイヤル　☎0800-800-8035（無料）
　　　　　　　　　　　　　　大人用ダイヤル　☎026-225-9330
★チャイルドライン（18歳まで）　☎0120-99-7777（無料）

「生き方・心・体の悩み」

●女性相談　
　こども福祉課内 家庭児童相談室　☎33-4767
●女性のための弁護士相談（要予約）
　パレア松本　☎39-1105
●心と生き方の相談（カウンセラー相談）（要予約）
　パレア松本　☎39-1105
●電話相談（女性相談員）
　パレア松本　☎39-1105
●男性電話相談（男性相談員）
　パレア松本　☎37-1587
　こども福祉課内 家庭児童相談室　☎33-4767
●こころの相談／心理相談（要予約）、健康相談
　健康づくり課　☎34-3217
　南部保健センター　☎27-3455
　中央保健センター　☎39-1119
　北部保健センター　☎38-7677
　西部保健センター　☎92-8001

「福祉・介護」

●介護相談　
　介護110番　☎39-1165　
　中央地域包括支援センター　☎34-3237
　（他　市内11カ所に包括支援センターあり）
　高齢福祉課　☎34-3214
　西部福祉課　☎92-3002
●福祉なんでも相談
　松本市社会福祉協議会　☎25-3133
●障害福祉相談　
　障害福祉課　☎34-3212
　松本圏域障害者相談支援センター
　　Wish ☎26-1313
　　相談支援センター・中信　☎78-6203
　　ぴあねっと・まつもと　☎27-7211
●成年後見の相談
　成年後見支援センターかけはし　☎88-6699
　中央地域包括支援センター　☎34-3237

「消費生活・経済の悩み」

●消費生活相談、多重債務相談
　松本市消費生活センター　☎36-8832
●生活困窮相談、住宅確保給付金
　松本市生活就労支援センター　まいさぽ松本　☎34-3041
●生活保護相談　
　生活保護課　☎34-3211
●一般相談
市民相談課　☎32-0001
●他各種専門相談（弁護士、司法書士、税理士税務、行政書士、
知的財産権、住宅（設計）、障害年金は市民相談課へ問い合わせ）
（要予約）

「職業・就労の悩み」

●若者職業なんでも相談　（要予約）
　労政課　☎35-6286
●職業・労働相談
　松本勤労者福祉センター　☎35-6286
●生活・労働相談　
　ユニオンサポートセンター　☎39-0021
●ヤングキャリアメンター（要予約）
　なんなんホーム　☎26-1083
●勤労者心の健康相談（要予約）
　労政課　☎35-6286

「自殺関連の悩み」

●自殺予防専用相談
　いのちのきずな松本　☎34-3600
●長野いのちの電話（松本）　☎29-1414
●松本保健福祉事務所・保健所　☎40-1938
★いのちの電話ナビダイヤル
　☎0570-783-556
★こころの健康相談統一ダイヤル
　☎0570-064-556
★長野県精神保健福祉センター
　☎026-227-1810

就学期 壮年期青年期 高齢期

松本市の　相談窓口（ライフステージにおけるいろいろな悩みへの対応）松本市の　相談窓口（ライフステージにおけるいろいろな悩みへの対応）
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長野県松本市健康福祉部健康づくり課　佐藤 亜矢子
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COLUMN 4

埼玉県鴻巣市における取組について

～児童生徒のSOSの出し方に関する教育～

【鴻巣市の概要】
本市は首都圏50kmにあり、埼玉県のほぼ中央に位置し、地形はおおむね平坦で豊かな田園地帯

が広がっている。平成30年４月１日現在の人口は118,974人である。

【鴻巣市の自殺対策事業】
平成22年度に「自殺対策庁内推進委員会」を設置し、現在まで自殺対策を全庁的な取組として認

識し、啓発や相談支援を中心とした事業を実施している。平成27年４月には、鴻巣市議会定例会に
おける文教福祉常任委員会提案による「鴻巣市民のいのちと心を守る自殺対策条例」を制定するな
ど、市を挙げた自殺対策事業を積極的に進めている。

平成29年度には、厚生労働省から自殺対策計画の「モデル市町村計画策定事業」の選定を受け、
「自殺対策庁内推進委員会」の再構築を行った。副市長を委員長、教育長を副委員長とし、全庁的な
推進体制を強化した中で、平成30年３月、「鴻巣市いのち支える自殺対策計画」の策定に至った。

【事業実施の背景】
平成28年の「自殺統計」における本市の自殺者数は23人で、自殺死亡率は、19.３となっている。

また、若年層（15～39歳）の自殺者数は、最も多い40～50歳代の男性に比べて少ないものの、死
因順位では１位であり、思春期を迎える若年からの自殺予防対策を講じていく必要性は以前から課
題となっていた。そのような中、平成27年２月に市主催の自殺対策講演会で、一般社団法人Live 
on（リヴオン）講師による「いのちの授業」を開催したが、19歳のときに母親を自死で亡くされ
ている講師の話は実体験に基づくもので、講演の完成度が高く小中学生にも伝わりやすい内容で
あったことから、その日のうちに、市内小中学校における「いのちの授業」の講演開催について相
談し、その場で快諾をいただけた。これが本市における「児童生徒のSOSの出し方に関する教育」

（以下、「SOSの出し方教育」）を実施する原点となっている。

【事業実施に至るまで】
自殺総合対策大綱における「SOSの出し方教育」は、困難やストレスに直面した児童生徒が信頼

できる大人に助けの声をあげられることを目標としている。本市の実施している「いのちの授業」
に「SOSの出し方教育」のポイントを加え、より具体的な対処法を伝えていくことについて講師と
調整を行った。

また、教育委員会の理解と協力が重要なポイントであると判断し、校長会で「SOSの出し方教育」
の実施について依頼を行った。必要性を感じてくれた校長先生も多く、また自殺対策庁内推進委員
会の副委員長である教育長の後押しも大きな力となって、中学校は８校全てで、小学校は19校中
11校で実施することとなった。

【本市におけるSOSの出し方に関する教育の内容】
いのちは「生」と「死」からできている。大切な人やものを失うと「グリーフ」と呼ばれる、そ

の人なりの反応や感情、プロセスが生じる。そして、日本の若者の自殺が多いことに触れ、自分の
命を守るためにセルフケアや信頼できる人に相談することが大切であることを伝える。また、偏見
から「死にたい」と思っても相談できないことがあると想定されるので、「自殺の正しい知識」をも
つため、「自殺」を「他人ごとから自分ごと」として考えていくために「生き心地ライン」という
ワークを行っている（資料１）。「死にたい、つらい」という気持ちと「生きたい、しあわせ」とい
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う気持ちの中をいつも揺れ動いていて、生き心地が悪くなるときがあるのは誰にとっても自然なこ
とであること。また、生き心地が悪くなった時にどうしたらよいか予め知っておくために、相談、
ノートに書き出す、呼吸法など具体的なセルフケアの方法を届けている。私達にできることとして、

「信頼できる人に相談してみる」、「弱さを見せる強さ」、「気にかけている」を発信する、「大切に聴
く」、「ままに（ジャッジしない）」を挙げ、授業の最後に地域で相談できる窓口を紹介している。

【成果と課題】
実績� 平成29年度

実施校 実施回数 参加者数

小学校 11校 12回
（児童）� 796人
（教員）� 26人
（保護者）� 136人

中学校 8校 8回
（生徒）� 2,028人
（教員）� 33人
（保護者）� 89人

合　計 19校 20回 3,108人

授業の様子

★小学校は５、６年生を中心に実施し、中学校は１年生又は全校生徒を対象に実施した。
★１校のみ別の外部講師を依頼し実施した。　★年度中２回実施した小学校あり

事後アンケートによると、授業の理解度は非
常に高く、小学生の97.7％、中学生の98.1％が

「理解できた」と回答している。また、感想では
「自分や周りの人の気持ちをありのままに受け止
めようと思った」「つらい時は誰かに相談しても
いいと思った」「家や学校の他にも相談場所があ
ることがわかった」等、授業の主旨が十分に伝
わったという手ごたえを感じている。

また、「SOSの出し方教育」の理念を盛り込ん
だ「しおり」（資料２）を作成し、児童生徒への
メッセージとして「なやみの相談窓口」を記載
したカード（資料３）を添付した。

今後は、義務教育修了までに児童生徒１人につ
き１回以上実施するとともに、児童生徒が出したSOSに気づき、どのように受け止めるかについて、
学級担任や養護教諭をはじめとした教職員等へ普及啓発していくことが重要な課題と捉えている。

資料２（４つに切り離して使用） 資料３

埼玉県鴻巣市健康づくり部健康づくり課

資料１
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COLUMN 5

京都府における取組について

～インターネット等での広告により相談に繋げる～

【はじめに】
本府においては、死にたいほどの辛い悩みを抱えた方の相談窓口として、京都府自殺ストップセ

ンター（以下「センター」という。）を平成21年10月に開設し、広報紙「きょうと府民だより」、
チラシ、パンフレット等によりその周知を図ってきましたが、これら紙媒体によっては周知が行き
届きにくい若者を主な対象として、地域自殺対策強化交付金を受けて、インターネット等での広告
を平成27年度から実施しています。

【インターネット等での広告（平成29年度）】
１　インターネットでの広告

インターネットでの広告は、検索連動型広告という仕組みを利用しました。具体的には、パソコ
ン及びスマートフォンの検索エンジン（グーグル及びヤフー）で「死にたい」、「消えたい」といっ
た自殺願望を伺わせるキーワード（予め約300語を登録）を検索したときに、検索結果画面にセン
ターの広告を表示し、表示された広告をクリックすると、さらにランディングページ（最終の広告
画面）を表示させるもので、平成29年度は５月から年度末まで実施しました。

２　ツイッターでの広告
ツイッターでの広告は、「死にたい」、「消えたい」といったつぶやきがあったときに、センターの

広告を表示させるもので、平成29年度は自殺予防週間、自殺対策強化月間等において実施する予定
でしたが、座間市における事件を受けまして、平成29年12月からは翌年３月末までの通しで実施
しました。

３　広告を表示した地域
上記１及び２の広告は、その表示される地域を限定することが可能であり、京都府内において検

索等をしたときに広告が表示されるようにしました。

【実施結果】
インターネットでの広告は、広告表示回数約400万回、広告クリック回数約２万2,000回で、ク

リック率は約0.6％でした。広告クリック回数は、「死にたい」と検索された方の回数が最多で、
グーグルとヤフーの合計で約1,800回となりました。このほかには、「自殺」、「うつ病」、「しにたい
しにたい」と検索された方の広告クリック回数が多くなっていました。

また、ツイッターでの広告は、広告表示回数約460万回、広告クリック回数約１万1,000回とな
りました。

【効果】
平成29年度のセンターの相談件数は、前年度より330件（28％）増加して1,510件となりまし

た。新規相談件数は前年度より258件（57.6％）増加して706件となり、特に、20歳代の方から
の新規相談件数は前年度より99件（81.8％）増加し、新規相談件数の増加分の約40％を占めま
した。

平成29年度のセンターの広報は、インターネット等での広告のほかは従来どおりの紙媒体による
ものでしたので、新規の相談件数の増加はインターネット等での広告の効果が現れたものと考えて
います。
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新規の相談件数
年代 平成29年度 平成28年度 増減数 増減率

10歳代 41件 29件 12件 41.4％
20歳代 220件 121件 99件 81.8％
30歳代 122件 96件 26件 27.1％
40歳代 128件 72件 56件 77.8％
50歳代 66件 45件 21件 46.7％
60歳以上 28件 24件 4件 16.7％
不　明 101件 61件 40件 65.6％
計 706件 448件 258件 57.6％

また、センターにおける相談で、「グーグルで『死にたい』と検索したら広告が出てきたので」
（20歳代・女性）や「『京都　相談』で調べたら広告が出てきたので電話を架けました」（20歳代・
大学生・女性）とおっしゃる方もおり、インターネット等での広告の効果を直に感じております。

【おわりに】
平成30年度は、ランディングページに動画を活用して、一層強力にセンターを周知することによ

り、死にたいほどの辛い悩みを抱えた方をさらに多くセンターでの相談に繋げていくこととしてい
ます。

ランディングページ検索語の広告画面

京都府健康福祉部福祉・援護課
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