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第１章  本市の現状と課題                  

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

 めや孤立などといった様々な社会的要因があることが知られています。 

  我が国の自殺対策は、国を挙げて総合的に推進された結果、自殺者数の年次推移は減少傾向 

 にあり着実に成果を上げてきました。しかし、自殺者数の累計は毎年２万人を超える水準に達 

 しているなど、非常事態は未だ続いており、決して楽観できる状況にはありません。  

 このことから、平成２８年４月に自殺対策基本法が改正され、「誰も自殺に追い込まれるこ 

とのない社会」の実現を目指して、これに対処していくことが重要な課題とされました。 

 また、市町村は自殺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を定めるものとされました。 

 

２．本進め方の位置づけ 

  本市においては、健康増進計画「第２次健康づくり伊達２１」（平成２５年１２月策定）及 

 び母子保健計画「第２次伊達すこやか親子２１」（平成２８年３月策定）の中で自殺者数の減  

 少やこころの健康づくりについての目標を掲げて取り組みを進めているところですが、自殺対 

 策を総合的かつ効果的に進めるため、関係機関により構成される「伊達市自殺対策行動計画策 

 定委員会（以下「策定委員会」という｡)」及び庁内関係課により構成される「伊達市自殺対策 

 庁内連絡会議（以下「連絡会議」という｡)」を設置して協議を行ったところです。 

  その結果、「第２次健康づくり伊達２１」及び「第２次伊達すこやか親子２１」の一部を自 

 殺対策計画として位置付けるとともに、策定委員会と連絡会議における協議結果を「伊達市自 

 殺対策の進め方」としてまとめ、これに基づき本市の自殺対策を推進するものです。 

  

３．こころの健康をめぐる現状 
自殺対策には、こころの健康づくりが重要となります。本市のこころの健康をめぐる現

状は以下のとおりです。  
           

（１）自殺者の動向  

 ①自殺者数・自殺死亡率の推移  

  区分 平成 21 年 平成 22 年 平成 23 年 平成 24 年 平成 25 年 平成 26 年 平成 27 年 平成 28 年 平成 29 年 

全 国 

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

自殺死亡率 25.56 24.66 24.06 21.72 21.06 19.63 18.57 16.95 16.52 

北海道 

自殺者数 1,558 人 1,498 人 1,398 人 1,267 人 1,216 人 1,130 人 1,094 人 978 人 970 人 

自殺死亡率 28.1 27.13 25.42 23.14 22.25 20.68 20.14 18.1 18.06 

伊達市 

自殺者数 12 人 16 人 9 人 4 人 11 人 6 人 7 人 5 人 8 人 

自殺死亡率 32.38 43.33 24.54 10.97 30.39 16.58 19.55 14.06 22.79 
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※自殺死亡率：人口 10 万人当たりの自殺者数 
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○ 本市の平成２９年における人口１０万人当たりの自殺死亡率は 22.79 であり、全国(16.52)､ 

北海道（18.06）を上回っています。 

 

※以下②～⑤の数値：平成２５～２９年の５年平均 

  

）区分 全国 北海道 伊達市 

男性 68.9% 68.5% 72.2% 

女性 31.1% 31.5% 27.8% 

合計 100.0% 100.0% 100.0% 

○ 男性の割合が約７０％を占めており、全国・北海 

  道と同じ傾向になっています。 

                               

 

③自殺者の年齢別比較（５年平均）※不詳者は除く 
区分 全国 北海道 伊達市 

20 歳未満 2.3％ 2.5％ 5.2％ 

20～39 歳 23.4％ 23.2％ 14.1％ 

40～59 歳 33.6％ 33.9％ 34.4％ 

60～79 歳 30.6％ 29.4％ 26.1％ 

80 歳以上 10.1％ 11.0％ 20.2％ 

合計 100.0％ 100.0％ 100.0％ 

○ ８０歳以上の割合が約２０％を占めており、全国、 

北海道と比較すると高くなっています。 

 

 

④ 自殺者の職業別比較（５年平均）※不詳者は除く 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区分 全国 北海道 伊達市 

自営 7.3% 8.2% 4.7% 

被雇用者 28.9% 30.5% 36.2% 

学生・生徒 3.6% 3.3% 0.0% 

主婦 6.5% 6.4% 15.7% 

失業者 4.0% 4.4% 2.9% 

年金者 25.8% 25.3% 32.5% 

その他無職 23.9% 21.9% 8.0% 

合計 100.0% 100.0% 100.0% 

資料：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」 

資料：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」 

資料：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」 

○ 被雇用者の割合が最も多く、次いで、年金者、

主婦となっています。 

②自殺者の性別比較（５年平均） 
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⑤自殺者の原因・動機別比較（５年平均）※不詳者は除く 

区分 全国 北海道 伊達市 

家庭問題 14.6％ 17.8％ 0.0％ 

健康問題 50.1％ 39.3％ 45.2％ 

経済・生活問題 16.3％ 19.5％ 13.3％ 

勤務問題 8.8％ 11.4％ 19.0％ 

男女問題 3.4％ 5.0％ 20.0％ 

学校問題 1.5％ 1.3％ 0.0％ 

その他 5.3％ 5.7％ 2.5％ 

合計 100.0％  100.0％ 100.0％ 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３） 福祉に関する状況 

  ①民生委員児童委員の相談・支援件数（分野別）            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         資料：第３・４期伊達市地域福祉計画 

 

  平成 23 年度 平成 28 年度 

全国* *18.4% 19.7% 

北海道 17.8% 20.1% 

伊達市 18.1% 20.8% 

  資料： 

   全 国～健康日本２１（第二次） 

北海道～北海道健康増進計画「すこやか北海道２１」 

伊達市～伊達市健康増進計画「第２次健康づくり伊達２１」 
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その他

子供に関すること

障がい者に関すること

高齢者に関すること

相談・支援件数（分野別）

平成25年度 平成29年度

資料：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」 
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睡眠で休養が十分取れていない人の割合

平成23年度 平成28年度

○ 健康問題の割合が最も多く約４５％を占めていま

す。次いで、男女問題、勤務問題、経済・生活問

題となっています。 

○ 睡眠は心身の疲労やストレスを回復するために

重要です。睡眠で休養が十分取れていない人の

割合は、平成２８年度では全国、北海道よりも

多い状況です。また、平成２３年度と比較して

も割合が増加しています。 

（２）睡眠の状況 

 睡眠で休養が十分とれていない人の割合 

＊平成 21年のデータ 
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  ②民生委員児童委員の相談・支援件数（内容別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                       資料：第３・４期伊達市地域福祉計画 

 

 

 

 

（４）市・室蘭保健所の取り組み状況 

 ◆市（健康推進課） 

   ①こころの健康に関する周知（回数） 

  平成 23年度 平成 29年度 

広 報 8 回 7 回 

フェイスブック  1 回 

自殺予防パネル展   1 回  

    資料：伊達市健康推進課調べ  

 

    ②こころの健康に関する相談・家庭訪問（延件数） 

    平成 23年度 平成 29年度 

電話相談 10 件  5 件 

来所相談 10 件  2 件  

家庭訪問 5 件  0 件  

    資料：伊達市健康推進課調べ 

 

    ③健康教育（延数） 

  
    

内数 内数 

回数 43 回  － 85 回  11 回  

人数 1,014 人  － 2,262 人  222 人  

    資料：伊達市健康推進課調べ 
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〇 分野別では高齢者に関する相談が多く、内容別では日常的な支援に関する相談が多い状 
  況です｡ 

※ 自殺予防パネル展は室蘭保健所
との共催にて、平成２４年度よ
り年１回実施 

※ その他、各種検診時にパンフレ
ットの据え置き 

〇 平成２３年度より相談件数は減
っています。 

※ 内数はこころの健康に関するもの 

平成 23年度 平成 29年度 
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     ④思春期教育 自分を好きな生徒の割合（中学３年生アンケート結果） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ◆室蘭保健所 

    ①精神保健事業（延数）  ※伊達市関係分 

  Ｈ23 年度 Ｈ29 年度 

こころの健康相談 2 回 2 回 

電話・来所相談 36回  71回  

家庭訪問 21回  0 回 

ひきこもり家族交流会 45回  31回  

高次脳機能障がい家族交流会 3 回 0回  

アルコール問題を抱える家族の集い 9 回 0回  

    資料：室蘭保健所調べ 

 

    ②気分障害による受療状況 ※伊達市関係分 

  平成 23年 1月 平成 29年 3月 

全受療者数(精神) 1,057人 909人  

*気分障害 407 人 350人  

全受療者に占める割合 38.5% 38.5% 

    資料：室蘭保健所調べ 

 

 

 

 

 

 

（５）策定委員会及び連絡会議からの意見 

   進め方を整理するにあたり、策定委員会等で出された意見は以下のとおりです。 
 

   ①市民への普及啓発について 

  ・こころの健康に関する相談先についての啓発が不足している。 

  ・学校では自己肯定感を高められるよう授業等を行い、生徒に寄り添った関わりをしている｡ 

  ・統計では高齢期の自殺者が多いとされているが、自殺した背景は多岐にわたり周囲からは 

   見えにくい。 

  ・自殺企図者の大半は通院歴がない。働いている人は受診しづらい環境にあるため、自殺に 

 H23 年度 H29 年度 

教育前アンケート 15.2％ 20.7％ 

教育後アンケート  23.0％ 

*気分障害： 気分や感情の変化を基本とするもので、気分が沈んだり、高ぶったりする症状が特
徴です。気分の変化に伴って生活全般の活動性も変化します。双極性感情障害
（躁うつ病）と、うつ病の大きく二つのタイプに分けられます。 

〇 平成２３年度より「自分を好
きな生徒」の割合が多くなっ
ており、自己肯定感が上がっ
ているといえます。また、思
春期教育を受けた後のアンケ
ートでは、自己肯定感が増加
する結果となっています。 

〇 平成２３年度より、電話・来 
  所相談が増えています。 

〇 全受療者数（精神）のうち、 
  *気分障害による受療者割合は横 
    ばいで、約４割を占めています。 

※ 自己肯定感が高いと、他者からの評価で自己を判断する

のではなく、どんな自分であっても自分自身を大切にで

き、自分の命を大切にすることにつながります。また、

周囲の人を大切に思う気持ちにもつながります。 
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   追い込まれる可能性がある。 

  ・自殺の要因は、健康、労働、経済・生活など多岐にわたるが、家族や友人、同僚などに理 

   解されにくい。 

  

  ②地域におけるネットワークと相談体制について 

  ・妊娠・出産を機に、こころの病気が悪化することがあり、医療と地域が連携した切れ目ない 

   支援が必要である。 

  ・統計では、児童生徒の自殺は特に長期休業明けに急増する傾向にあり、スクールカウンセラ 

   ーを置くなど相談体制が整っている。 

  ・自殺未遂を繰り返す人は、人間関係などに問題を抱える人が多く、適切な相談窓口につなが 

   りにくい。 

  ・自殺のサインは日常生活の中にあるが、周囲はキャッチしにくい。 

  ・職場におけるメンタルヘルス対策が十分整備されていない。 

 

 ③人材の育成について  

   ・自殺のサインがわかりにくい。  

  ・自殺対策の基本知識などの研修の機会がない。 

 

 

４．こころの健康をめぐる課題 

 以上の現状から、本市のこころの健康をめぐる課題を以下のとおり整理しました。 
  

（１）市民への普及啓発について  

   ・自殺願望のある人、自殺未遂者及びその家族等が相談できる窓口の周知が不足している。 

  ・自分自身や身近な人のこころの健康に目を向けられるような知識や情報が不足している。 

 

（２）地域におけるネットワークと相談体制について  

  ・健康、労働、経済・生活など多岐にわたる自殺要因に対応するための、関係機関の連携や情 

   報共有の体制が整っていない。  

  ・相手を気遣う、声かけをする、訪ねるなど、住民同士がお互いに関心を持つことが期待されて 

   いる。 

 

（３）人材の育成について  

  ・自殺のサインを早期にキャッチするため、関係機関職員のスキルアップが必要である。  

  ・自分自身や身近な人のこころの健康に目を向けていくための研修機会が不足している。 
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第２章 自殺対策の基本的な考え方               

１．自殺対策の基本認識 

  自殺は、人が自ら命を絶つ瞬間的な行為としてではなく、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ります。 

 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、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、危機的な状態まで追い込ま 

れてしまうという過程と見ることができます。 

  また、自殺を図った人の直前のこころの健康状態を見ると、多くは様々な悩みにより心理的 

 に追い詰められた結果、うつ病やアルコール依存症等の精神疾患を発症しており、これらの精 

 神疾患の影響により、正常な判断を行うことができない状態になっていることが明らかになっ 

 てきました。 

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

 死ということができます。 

  また、本市においては、自殺者数は年々減少傾向にありますが、自殺死亡率は、全国や北海 

 道よりも高い状況で、死因の 10 位以内に入っているという憂慮すべき状況にあります。 

 

 

２.自殺対策の基本方針 

 本市では、自殺対策の基本認識や現状、課題を踏まえ、次の方針に基づき対策を推進します｡ 

 

 （１）市民への普及啓発 

  広報、講演会などの普及啓発活動を実施することにより、市民一人ひとりがこころの健康 

 に目を向け、「自殺は誰にでも起こり得る危機」ということが共通認識となるよう、正しい 

 知識の普及に努めます。また、自殺は社会の努力で避けることのできる死であるとの認識を 

 市民、関係機関それぞれに普及するよう努めます。 

 

 （２）関係機関とのネットワークの整備   

  関係機関とのネットワークを構築のうえ、それぞれの役割を明確化し、連携しながら自殺 

 対策を推進します。 

  また、それぞれが抱える問題にあった相談窓口や専門機関につなぐことができるよう、相 

 談体制の充実を図ります。 

 

 （３）自殺対策を支える人材の育成 

  市民の皆さんや関係機関が一体となって地域で見守り活動ができるよう、自殺の危険性を 

 示すサインへの気づき、声かけ、傾聴、見守り、必要に応じて専門家につなぐ方策や知識・ 

 技術を習得する研修等を実施します。 
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第３章 自殺対策の推進                      

１．市民への普及啓発 

（１）リーフレット等による普及啓発活動 

   こころの健康づくり、相談窓口等を知るための情報を提供します。 
 

①リーフレット等による情報提供 

     休養やこころの健康づくり、自殺対策に関する相談窓口を掲載したリ―フレット等の配布 

 

   ②自殺予防パネル展の実施 

     カルチャーセンター等の施設における自殺予防パネル展の実施 

  （自殺対策強化月間＜毎年３月＞） 

 

   ③広報等の活用 

  広報だて、ホームページ・フェイスブック等を活用した普及啓発活動 

  （自殺対策強化月間＜毎年３月＞や自殺予防週間<毎年９月１０日～１６日＞） 

 

 

（２）講演会等による普及啓発 

   休養・こころの健康やいのちの大切さを伝える教育に関する講演会等を実施します。 
 

  ①宅配講座・企業向け出前講座・市民健康講座の実施（市・医療機関） 

     休養やこころの健康に関する講話（市民や働いている人向け） 

 

  ②思春期教育の実施（市・伊達市立学校・道立学校） 

     妊婦疑似体験や赤ちゃんふれあい体験などの思春期教育の実施（中高生向け） 

 

 

 

 

 
 

 ③非行防止教室・薬物乱用防止教室の実施（伊達警察署） 

     非行防止・薬物乱用防止教室の実施（小中高生向け） 
 

  ④市民・企業向けゲートキーパー研修の実施（市） 

     ゲートキーパー研修（市民や働いている人向け） 

 

 

 

 

 

 

ゲートキーパー： 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、話を聴いて、必要な支援につなげ、見守る)を図る
ことができる人のことです。 

         一人でも多くの方がゲートキーパーの意識をもち、専門性の有無に
関わらずそれぞれの立場でできることから進んで行動を起こしていく
ことが自殺対策につながります。 

思春期教育： 妊婦疑似体験や赤ちゃんふれあい体験により、産み育ててくれた家族へ
の思いを再認識したり、命の大切さや重みを感じることにつながります。
第 2次性徴を迎える思春期に、この教育を受けることで自己と他者の違い
や、ありのままの自分を受け入れる大切さに気づき、自己肯定感の向上に
つながります。 
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２．関係機関とのネットワークの整備 

（１）ネットワークの整備 

 自殺対策を推進する上で、地域におけるネットワークの整備が重要です。 

 自殺は、地域の課題であるという認識をもち、関係機関や庁内関係課が情報共有しながら､  

主体的に取り組む体制を構築します。 

 

①伊達市自殺対策関係機関ネットワーク会議 

  保健、警察、消防、教育、医療、福祉、労働・産業等に関する機関の職員を構成員とする 

 「伊達市自殺対策関係機関ネットワーク会議」において、関係機関等と連携した施策の総合 

的かつ横断的な自殺対策に向けた協議をするとともに、関係機関間の顔が見えるネットワー

クを整備します。 

   なお、構成機関については、協議事案により必要に応じて追加することとします。 

  ■構成機関 

区分 関係機関等の名称 

行政（保健）関係機関 北海道胆振総合振興局保健環境部保健行政室（北海道室蘭保健所） 

行政（警察）関係機関 北海道札幌方面伊達警察署 

行政（消防）関係機関 西胆振行政事務組合伊達消防署 

教育関係機関 
伊達市校長会 

市内道立学校 

医療関係機関 
総合病院 伊達赤十字病院 

医療法人社団 倭会 ミネルバ病院 

福祉関係機関 

社会福祉法人 伊達市社会福祉協議会 

伊達市地域包括支援センター 

伊達市障がい者総合相談支援センター あい 

伊達市民生委員児童委員協議会 

労働・産業関係機関 
伊達商工会議所 

連合北海道伊達地区連合会 

 

②健康づくり伊達２１推進会議 

     自殺対策とこころの健康づくりは密接な関わりがあり、健康課題の 1 つであることから、 

   庁内については、健康増進計画「第 2 次健康づくり伊達２１」の進行管理を行っている  

   「健康づくり伊達２１推進会議」を活用することとします。 

 

 

（２）こころの病気の早期発見 

 関係機関や庁内関係課によるネットワークにより、相談窓口の紹介や専門機関の支援等、  

相談体制の充実に努めます。 
 

  ①いじめなど悩みを抱えた児童生徒の早期発見 

 こころのサインに気づくための児童生徒へのアンケートの実施 
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 ②産前産後のうつ病対策の推進 

   ・母子健康手帳交付時や赤ちゃん訪問時に、心身の健康状態等から必要時専門機関を紹介す 

   るなど、問題の早期発見に努め、つなげるための支援の実施 

  ・産後うつやそれに準ずる状態を早期に発見し、支援するための産婦健診の実施 

 

   ③高齢者のうつ傾向や閉じこもり傾向の早期発見 

     関係機関や民生委員児童委員の見守りを通じた相談窓口や適切な支援サービスの紹介 

 

 

 ３．自殺対策を支える人材の育成  

自殺対策に関する知識を深め、自殺の危険性を示すサインに気づき、声をかけ、話を聴き、必

要に応じて専門家につなぎ、見守る方法等について習得するゲートキーパー研修を実施します。 

 

  〇市民・企業向けゲートキーパー研修の実施（市）【再掲】 
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第４章 自殺対策の推進体制                  

１.本進め方の推進体制 

   関係機関により構成される「伊達市自殺対策関係機関ネットワーク会議」及び庁内関係課 

により構成される「健康づくり伊達２１推進会議」により情報共有や協議を行い、自殺対策 

を推進していきます。 

 

 

２.本進め方の進行管理 

 〇伊達市健康づくり推進協議会 

  施策や取り組みについては、市の健康づくり事業の総合的な方策についての協議機関であ 

 る「伊達市健康づくり推進協議会」において、進捗状況を確認・評価し、必要に応じて本進 

 め方の見直しを行います。 
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資料１

伊達市訓令第18号

　伊達市自殺対策行動計画策定委員会設置要綱を次のように定める。

平成30年12月21日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　伊達市長　菊　谷　秀　吉

　　　伊達市自殺対策行動計画策定委員会設置要綱

　（設置）

第１条  自殺対策基本法（平成18年法律第85号）に基づき伊達市自殺対策行動計画（以下「計画」と

　いう｡)を総合的かつ効果的に策定するため、伊達市自殺対策行動計画策定委員会（以下「委員会」

　という｡)を設置する。

　（所掌事項）

第２条  委員会は、計画の策定に関する検討を行うものとする。

　（組織）

第３条  委員会は、別表に掲げる機関等から、市長が委嘱した者（以下「委員」という｡)をもって構

　成する。

　（委員長及び副委員長）

第４条　委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

２　委員長は、委員を代表し、会務を総理する。

３　委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

　（任期）

第５条　委員の任期は、委嘱した日から計画が策定される日までとする。ただし、委員が欠けた場合。

　における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする

　（会議）

第６条　委員会の会議（以下「会議」という｡)は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

２　やむを得ない理由のため会議に出席できない委員のうち、専門機関を代表して委嘱された委員に

　ついては、同一機関等に属する者を代理人として出席させることができる。

３　委員長は、必要に応じて、委員以外の関係者を出席させ、説明又は意見を求めることができる。

　（庶務）

第７条　委員会の庶務は、健康福祉部健康推進課において行うものとする。

　（守秘義務）

第８条　委員は、委員会の職務上知り得た個人情報等の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた

　後も同様とする。

　（委任）

第９条　この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定

　める。

　　　附  則

　（施行期日）

１  この訓令は、平成30年12月21日から施行する。

　（この訓令の失効）

２　この訓令は、計画が策定された日限り、その効力を失う。ただし、第８条に規定する委員の守秘

　義務については、同日後もなおその効力を有する。

　（会議の招集の特例）

３　この訓令の施行の日以後最初に招集される会議は、第６条の規定にかかわらず、市長が招集す

　る。

別表（第３条関係）

 北海道胆振総合振興局保健環境部保健行政室　北海道札幌方面伊達警察署　西胆振行政事務組合
 伊達消防署　伊達市校長会　北海道伊達高等学校　北海道伊達緑丘高等学校　北海道伊達高等養
 護学校　総合病院伊達赤十字病院　医療法人社団倭会ミネルバ病院　社会福祉法人伊達市社会福
 祉協議会　伊達市地域包括支援センター　伊達市障がい者総合相談支援センターあい　伊達市民
 生委員児童委員協議会　伊達商工会議所　日本労働組合総連合会北海道連合会伊達地区連合会
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資料２

No. 　備考

1  金澤　　力  伊達市校長会事務局長 委員長

2  大槻　美香  伊達市障がい者総合相談支援センターあい室長　 副委員長

3  五浦　典子  北海道伊達緑丘高等学校養護教諭

4  伊藤  大輔  連合北海道伊達地区連合会事務局長

5  軽部　　弓  北海道伊達高等学校養護教諭　

6  川島　  登  総合病院　伊達赤十字病院看護部看護師長

7  菊地　裕子  伊達市民生委員児童委員協議会会長

8  木村　葉月  北海道伊達高等養護学校養護教諭　

9  椎名　保彦  社会福祉法人　伊達市社会福祉協議会常務理事兼事務局長

10  菅原 みゆき  北海道胆振総合振興局保健環境部保健行政室（北海道室蘭保健所）主任保健師

11  髙附　大介　 北海道札幌方面伊達警察署生活安全課生活安全係長

12  高橋　秀希  西胆振行政事務組合伊達消防署警防課主幹

13  仲保　尚和  医療法人社団倭会　ミネルバ病院リハビリテーション部副部長

14  野田　京子  社会福祉法人 伊達市社会福祉協議会 伊達市地域包括支援センター長

15  渡部　貴志  伊達商工会議所業務推進課長

※敬称略（役職、五十音順）

氏　　名 所　　属

伊達市自殺対策行動計画策定委員名簿
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資料３

 ・ 来訪、通報、その他あらゆる機会を通じて警察に寄せられる相談への対応
 ・ 非行防止・薬物乱用防止教室の実施

 ・ 自殺行為者の医療機関への緊急搬送や警察への通報
 ・ 救命講習会（いのちの大切さを伝えるよう支援）の実施

 ・ 精神疾患に対する治療
 ・ 医療相談室における患者や家族への支援
 ・ こころの健康をテーマとして市民健康講座の開催

 ・ 生活・福祉の心配事や各種資金の貸付に関する相談の実施

 ・ 介護を必要とする方やその家族、支援者からの相談、 電話・面談・訪問などの対応
 ・ 関係機関への案内や紹介など他機関につなぐ支援
 ・ 権利擁護業務（成年後見制度等の利用促進、高齢者虐待への対応、消費者被害の防止など
　  関係機関と連携して高齢者の権利を守る）
 ・ 居宅介護支援事業所などの関係機関と連携し、自殺リスクの可能性があると思われる場合は
 　適切な機関につなぐ支援

 ・ 高齢者などの見守り、安否確認のための訪問活動
 ・ 地域住民が抱える悩みや心配事の相談、専門機関との連携

 ・ 障がいのある方やその家族、支援者からの相談、電話・面談・訪問などの対応
 ・ 関係機関への案内や紹介など他機関につなぐ支援
 ・ 障がい福祉サービス等利用計画の作成
 ・ 入所施設や精神科病院からの退所、退院にあたっての地域移行に向けた支援
 ・ 地域生活が不安定な方へ地域生活を継続していくための支援

 ・ 教育相談の実施
 ・ 特別の教科 道徳の授業等の実施
 ・ いじめ対策等各種会議における学校内や学校間での児童生徒に関する情報の共有
 ・ いじめ防止基本方針に基づくいじめの実態調査等の実施
 ・ スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカーの配置
 ・ 教員を対象とした研修会の開催

自殺対策を支える関係機関の取り組み

伊達市教育委員会、市立学校、市内道立学校

伊達警察署

伊達消防署

伊達赤十字病院・ミネルバ病院

伊達市社会福祉協議会

伊達市地域包括支援センター

伊達市民生委員児童委員協議会

伊達市障がい者総合相談支援センター
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 ・ 労働問題に関する相談窓口の情報提供

 ・ 職場、雇用など労働問題に関する相談の実施

 ・ こころの健康相談の実施（精神科医師と保健師による相談）
 ・ 精神疾患に関する相談支援（依存症他）
 ・ 自殺予防パネル展やゲートキーパー研修の実施（市町村への支援を含む）
 ・ グループ支援（ひきこもり家族交流会、高次脳機能障がい者家族交流会、アルコール問題を抱える家族の集い）

室蘭保健所

伊達商工会議所

連合北海道伊達地区連合会
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資料４

一般保健・精神保健

０１４３-２４-９８４６

０１１-８６４-７１２１

北海道いのちの電話 ０１１-２３１-４３４３

伊達市社会福祉課 ０１４２-８２-３１９３

医療機関

総合病院　伊達赤十字病院 ０１４２-２３-２２１１

医療法人社団　倭会　ミネルバ病院 ０１４２-２１-２０００

生活福祉

生活保護の相談、申請 伊達市社会福祉課 ０１４２-８２-３１９３

消費生活

金融・経営

金融、税務、経営に関する相談 伊達商工会議所 ０１４２-２３-２２２２

労働

高齢者

伊達市高齢福祉課 ０１４２-８２-３１９６

伊達市地域包括支援センター ０１４２-２１-７７５５

相　談　窓　口　一　覧

平日８：４５～１７：３０

平日８：４５～１７：３０

平日８：４５～１７：３０

相談時間

平日８：４５～１７：３０

職場の問題、雇用など労働に関
する相談

連合北海道伊達地区連合会 ０１４２-２３-４１４１

介護・福祉・権利擁護等に関する
相談

こころとからだの健康相談、子育
てなどの相談

伊達市健康推進課
(伊達市保健センター)

０１４２-２５-３８３８

相談内容 相談窓口名称

北海道室蘭保健所健康推進課

障がいのある方とご家族の生活
相談

０１４２-８２-３１９８

電話番号

こころの健康やうつ病・アルコー
ル依存症、薬物依存症などの相
談、精神科医療機関などの情報

北海道立精神保健福祉センター

２４時間

０５７０-０６４-５５６
平日９：００～２１：００、土
日祝１０：００～１６：００
年末年始を除く

伊達市障がい者総合相談支援
センターあい

こころの健康相談統一ダイヤル
(北海道立精神保健福祉センター)

月～金曜日(８：３０～
２１：００)、
日曜日(８：３０～１７：００)
土曜・祝日・年末年始を除
く

各医療機関へお問い合
わせください。

相談窓口名称

相談内容 相談窓口名称 電話番号 相談時間

相談内容 相談時間電話番号

精神科医療機関の受診、相談

相談内容 相談窓口名称 電話番号 相談時間

生活・福祉の心配事や各種資金
の貸付に関する相談

伊達市社会福祉協議会 ０１４２-２２-４１２４

相談内容 相談窓口名称 電話番号 相談時間

市民生活、消費生活、困りごと、
無料法律に関する相談

伊達市市民課（市民相談室） ０１４２-８２-３１６４ 平日８：４５～１７：３０

相談内容 相談窓口名称 電話番号 相談時間

相談内容 相談窓口名称 電話番号

平日８：４５～１７：３０

平日８：４５～１７：３０

平日８：４５～１７：３０

平日８：４５～１７：３０

相談時間

平日８：４５～１７：３０
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青少年・こども

伊達市子育て支援課 ０１４２-８２-３１９４

北海道室蘭児童相談所 ０１４３-４４-４１５２

その他

生活相談（犯罪被害者等の相談） ０１４２-２２-０１１０

０１４２-２３-５１１９

相談内容 相談窓口名称 相談時間電話番号

電話番号 相談時間

生活相談（救命等に関する相談）

伊達警察署

伊達消防署

相談内容 相談窓口名称

２４時間

２４時間

平日８：４５～１７：３０

０１４２-８２-３３４１ 平日８：４５～１７：３０伊達市教育委員会指導室
いじめや不登校など学校におけ
るさまざまな諸問題への相談

児童に関する相談
平日８：４５～１７：３０
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