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第１章 いのちをまもる自殺対策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

基本施策（大） 基本施策（中） 

（１）地域における 

ネットワークの強化 
①地域におけるネットワークの強化 

            ※○若  ○高   

（２）自殺対策を支える 

人材の育成 

①様々な職種を対象とする研修 

②一般住民を対象とする研修 

③関係者間の連携調整を担う 

人材の育成 

（３）住民への 

周知・啓発 

①心の健康に関するリーフレット 

・啓発物等の作成と活用 

②市民向け講習会・啓発キャンペーン

等の開催 

（４）生きがいを充実し、

自己肯定感を高め

るための支援 

①居場所づくり  ○若  ○高  

②相談機能の充実 ○若  ○高  

③自殺未遂者等への支援 

④遺された人への支援 

（５）児童生徒のＳＯＳ

の出し方に関する

教育 

①ＳＯＳの出し方に関する教育の 

実施 

み
ん
な
で
気
づ
き 

絆
で
つ
な
が
り 
心
か
よ
う
ま
ち 

基
本
理
念 

♦
関
係
者
の
役
割
を
明
確
化
し
、
関
係
者
同
士
が
連
携
・
協
働
し
て
取
り
組
む 

♦
自
殺
対
策
に
お
け
る
実
践
的
な
取
り
組
み
と
啓
発
を
推
進
す
る 

♦
対
応
の
レ
ベ
ル
と
段
階
に
応
じ
た
様
々
な
対
策
を
効
果
的
に
連
動
さ
せ
る 

♦
関
係
機
関
の
施
策
と
相
互
に
密
接
な
連
携
を
図
り
、
総
合
的
な
対
策
を
推
進
す
る 

♦
生
き
が
い
を
充
実
し
、
自
己
肯
定
感
を
高
め
る
た
め
の
支
援
を
す
る 

基
本
方
針 

基本施策 

※基本施策（大）の中で、特に高齢者と若者については、 

自殺死亡率が高く、重点的な対策が必要なため、 

重点対象者として、高齢者と若者を位置づけています。 

重点対象者： 若者 ○若  高齢者 ○高  

 

重点施策 

重点施策 
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●心の健康アプリ活用事業 

・スマートフォンやパソコンで心の不調自己チェックの推進  

・「こころの体温計」の周知啓発   

・心のケア方法や相談場所を情報提供  

●いのちをまもる相談事業 

・オンライン相談の調査・検討 

 

 

 

●心のエネルギー充填事業 

・彫刻・動植物・景観を楽しむウオーキングなどの運動やアートや音楽に親しむ 

イベントや教室を募集し、情報提供  

●心身のリフレッシュ体験事業 

・リラクゼーション（マッサージ・アロマセラピーなど）の体験 

 

 

 

●若者ゲートキーパー活動事業 

・大学生等がゲートキーパーとなって地域の集いの場での多世代交流やサポート  

活動を促進  

●心かようまちプロジェクト 

・ゲートキーパーが若者と協働した心かようまちづくり企画、運営   

・多世代で心かようふれあい体験の場づくり  

 

 

 

 

心の気づきとケアの仕組みをＩＣＴで構築 

リフレッシュできる空間の創出 

若者からの発信で心つながる社会づくり 

いのちをまもる主要事業 

第２章 いのちをまもる自殺対策の展開 
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１.基本施策  

（１）地域におけるネットワークの強化 重点施策 

 

評価指標 

指標名 現状値 目標値 

ネットワーク研修会の参加者数（累計） 
101 人 

2018 年度 

600 人 

2023 年度 

①地域におけるネットワークの強化  

取り組み事業 

【主な取り組み】／概要／（担当課等） 

【こころの健康に関する関係機関とのネットワーク研修会】○若○高  

自殺予防及び心の健康づくりに向けて、総合的な対策を推進するため、相談支援の基

本を身につけるとともに、関係者相互間での情報交換や情報共有を行うことにより、

円滑な連携を促し、ネットワークの構築を図ります。 

（健康増進課） 

【地域支え合い会議】○若○高  

多職種協働による地域包括支援ネットワークの構築に取り組みます。 

（コンパクトシティ・共生型包括ケア推進グループ（以下「コンパクトシティＧ」と

する）、高齢者総合支援課、こども・若者応援課、地域福祉・指導監査課、障害福祉

課、高齢者総合相談センター、小中学校、宇部市社会福祉協議会、地域コミュニテ

ィ、保健医療福祉関係機関） 

【生活困窮者等の自立支援】○若○高  

生活困窮者等への自立支援と自殺対策を連動することで、関係機関のネットワークを

構築し、技術的助言・研修の実施に取り組みます。 

（生活相談サポートセンターうべ、地域福祉・指導監査課、生活支援課） 

【宇部市保健・医療・福祉サービス調整会議、ブロック会議】○高  

保健・医療・福祉・法律等関係する機関とのネットワーク構築や意識の醸成、取り組み

推進のため、必要時、高齢者の自殺の現状等の情報等を共有し、課題解決に向けた協

議をすることで、関係機関との連携を強化します。 

（高齢者総合支援課、高齢者総合相談センター、保健医療福祉関係機関） 



4 

 

【宇部市こども支援ネットワーク協議会（要保護児童対策地域協議会）】○高○若  

関係機関、関係団体、児童の福祉に関連する職務に従事する関係者が、要保護児童に

関する情報や考え方を共有し、早期発見、迅速な対応、関係機関の連携強化を図るこ

とで、すべての子どもが健やかに成長できるネットワークづくりに取り組みます。 

（こども・若者応援課、宇部健康福祉センター、保健医療福祉関係機関、教育機関） 

【コミュニティスクール（学校運営協議会）】○高○若  

市内全小中学校に設置した学校運営協議会において、学校・家庭・地域が課題を共有

し、解決に向け取り組みます。 

（コミュニティスクール推進課、小中学校、地域コミュニティ） 

【福祉の輪づくり運動】○高○若  

住民のみなさんやボランティアの参加を得るとともに、保健・医療・福祉関係をはじ

めとした様々な機関・団体との連携のもとに、地域で浮かび上がっている困りごとや

心配ごとを解決するための仕組みづくりを推進します。 

（宇部市社会福祉協議会） 

【地域自立支援協議会、障害等地域支援ブロック会議】○若  

保健・医療・福祉・教育及び就労等に関係する機関とのネットワーク構築や意識の醸

成、取り組み推進のため、必要時、障害者の自殺の現状等の情報等を共有し、課題解決

に向けた協議をすることで、関係機関との連携に取り組みます。 

（障害福祉課、宇部市障害者相談支援事業者、保健医療福祉関係機関） 

【消費者団体や福祉関係者等との連携・協働】○高○若  

高齢者等の消費者被害に起因する自殺予防のため、消費者団体や福祉関係者等との連

携・協働に取り組みます。 

  （市民活動課、高齢者総合相談センター、保健医療福祉関係機関） 
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（２）自殺対策を支える人材の育成 

 

評価指標 

指標名 現状値 目標値 

各校区で心の健康や地域での支え合い等に関する研

修の開催 

― 

2018 年度 

全校区実施

2023 年度 

事業所でのメンタルヘルス研修実施数（累計） 
― 

2018 年度 

30 回 

2023 年度 

 

①様々な職種を対象とする研修  

取り組み事業 

【主な取り組み】／概要／（担当課等） 

【専門職向け研修会】○若  

自殺予防の観点を含めたこころの健康づくりに向けて、総合的な対策を推進するため、

相談支援に必要な研修を実施し、相談支援担当者のスキルアップを図ります。 

（健康増進課、地域福祉・指導監査課、高齢者総合支援課、障害福祉課） 

【関係機関を対象としたゲートキーパー講座】○若  

ゲートキーパーの役割を広く周知するとともに、養成講座を保健・医療・福祉・経済・

労働等で相談支援を行う関係機関を対象に開催し、適切な対応を図ることができる人

材を養成します。 

（健康増進課） 

【職場におけるメンタルヘルス研修会】○若  

事業主及び労務担当者等を対象にメンタルヘルスに関する基本的な理解を深め、メン

タルヘルス不調を予防するとともに、不調時の早期対応を図ることにより、職域にお

けるメンタルヘルスケアの充実を図ります。 

（宇部健康福祉センター） 

【教職員のためのメンタルヘルス研修会】○高○若  

小・中学校教職員を対象に専門家等を講師とした研修会を実施し、教職員の心の健康

の保持に取り組みます。 

（学校教育課） 
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【かかりつけ医研修】○若  

医師及び医療従事者等を対象に自殺のハイリスク要因の一つであるうつ病等の精神疾

患について研修会を開催し、うつ病等の精神疾患の早期発見・早期対応及び関係機関

による連携支援を充実します。 

（宇部健康福祉センター） 

【自治体職員を対象としたゲートキーパー講座】○高○若  

相談対応に当たる職員を対象に、ゲートキーパー講座を開催し、適切な対応を図るこ

とができる人材を養成し、職員の相談対応の強化を図ります。 

（健康増進課） 

 

②一般住民を対象とする研修  

取り組み事業 

【主な取り組み】／概要／（担当課等） 

【若者ゲートキーパー活動事業】○若  

生活環境や交友関係等の変化でストレス状態に陥りやすい大学生等を対象に、ストレ

ス対処法や自殺を防ぐための方法に関する理解を深め、大学生等がゲートキーパーと

なって、地域の集いの場等での多世代交流やサポート活動に取り組めるよう支援しま

す。 

（健康増進課、コンパクトシティＧ、地域福祉・指導監査課、教育機関） 

【地域活動団体向けのゲートキーパー講座】○高○若  

自殺対策の一環として、民生・児童委員、母子保健推進員、老人クラブ、市民活動団体

等地域で活動する団体等を対象に地域住民に対する活動の中で、自殺の危険性の高い

人等を発見した場合に、適切な専門機関につなぐことができるように、ゲートキーパ

ー講座の開催や自殺予防に関する知識の普及を図ります。 

（健康増進課、コンパクトシティＧ） 

【職場環境改善調査】○若  

職員のより良い職場づくりを目的に、ハラスメントを含む職場環境の調査を実施し、

必要時、職場改善への働きかけに取り組みます。 

（人事課、事業所） 

【一般市民向けのゲートキーパー講座】○高○若  

自殺対策の一環として、一般市民を対象にしたゲートキーパー講座を開催し、適切な

対応を図ることができる人材を養成します。 
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（健康増進課） 

【一般市民向けの心の健康、自殺予防に関する研修】○若  

市民を対象とした心の健康づくり、自殺予防、心の病やストレス対処、睡眠障害等に

関する講座、セミナーを開催します。 

（健康増進課、地域福祉・指導監査課、障害福祉課、こども・若者応援課、コミュニ 

ティスクール推進課、教育機関、事業者、保健医療福祉関係機関） 

【地域活動団体向けの心の健康、自殺予防に関する研修】○高○若  

民生・児童委員、母子保健推進員、老人クラブ、市民活動団体等地域で活動する団体等

を対象とした心の健康づくり、自殺予防等、様々な問題に関する講座、セミナーを開

催します。 

（健康増進課、こども・若者応援課、コミュニティスクール推進課、教育機関、事業

者、保健医療福祉関係機関） 

【事業者従業員向けの心の健康、自殺予防に関する研修】○若  

従業員を対象にしたゲートキーパー講座の開催や心の健康づくり、心の病やストレス

対処、睡眠障害等に関する講座を開催し、メンタルヘルスに関する理解を深め、自殺

予防に関する知識の普及を図ります。 

（健康増進課） 

【職員のストレスチェック】○若  

所属する職場の職員のメンタルケアとして、ストレスチェックを行い、職員のメンタ

ル不調の未然防止を図るとともに、職員自身のストレスへの気付きを促すことで、メ

ンタルヘルス対策の推進に取り組みます。 

（人事課、事業所） 

【インターネットやＳＮＳ等の適正利用に関する研修】○若  

人間関係や金銭トラブルなどに巻き込まれることもあるインターネットやＳＮＳ等の

利用について、適正利用や情報モラルに関する教育や啓発を、学校や職場、市民を対

象にして推進します。 

（健康増進課、こども・若者応援課、学校教育課、教育機関、事業者） 
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③関係者間の連携調整を担う人材の育成  

取り組み事業 

【主な取り組み】／概要／（担当課等） 

【こころの健康に関する関係機関とのネットワーク研修会】（再掲）○高○若  

自殺予防及び心の健康づくりに向けて、総合的な対策を推進するため、相談支援の基

本を身につけるとともに、関係者相互間での情報交換や情報共有を行うことにより、

円滑な連携を促し、ネットワークの構築を図ります。 

（健康増進課） 

【専門職向け研修会】（再掲）○若  

自殺予防の観点を含めた心の健康づくりに向けて、総合的な対策を推進するため、相

談支援に必要な研修を実施し、相談支援担当者のスキルアップを図ります。 

（健康増進課、地域福祉・指導監査課、高齢者総合支援課、障害福祉課） 

 

 

 

（３）住民への周知・啓発 

 

評価指標 

指標名 現状値 目標値 

心の悩みに関する相談窓口を知っていると回

答した人の割合 

50％ 

2016 年度 

55％ 

2021 年度 

 

①心の健康に関するリーフレット・啓発物等の作成と活用  

取り組み事業 

【主な取り組み】／概要／（担当課等） 

【心の健康アプリ活用事業】○若  

心身の不調をスマートフォンやパソコン等で自己チェックできるアプリを利用した心

の健康づくりの周知・啓発に取り組みます。 

（健康増進課、地域福祉･指導監査課、障害福祉課、高齢者総合支援課、こども・若

者応援課、コンパクトシティＧ、学校教育課、県、市民活動団体、事業者、保健医療

福祉関係機関） 
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【自殺予防や病気に関する相談窓口の情報を掲載したカード、リーフレットの作成と

周知】 

精神科・睡眠障害外来のある専門医療機関やカウンセリング機関、自殺の背景になる

様々な分野（保健・医療・福祉・教育・労働・法律等）の相談機関の情報を掲載したカ

ードやリーフレットを作成して、情報の周知に取り組みます。 

（健康増進課、地域福祉･指導監査課、障害福祉課、高齢者総合支援課、こども・若

者応援課、コンパクトシティＧ、学校教育課、県、市民活動団体、事業者、保健医療

福祉関係機関） 

【心の健康に関する自己チェックシートの活用】○高○若  

ストレス、睡眠、休養、うつ状態等の心の健康について自己チェックできるシートを

講演会、イベント等で活用し、普及・啓発に取り組みます。 

（健康増進課、地域福祉･指導監査課、障害福祉課、高齢者総合支援課、こども・若者

応援課、コンパクトシティＧ、学校教育課、県、市民活動団体、事業者、保健医療福

祉関係機関） 

【心の健康づくり情報の周知啓発】○高○若  

ストレス対処やコミュニケーション方法等の心の健康に関する情報や相談窓口、専門

医療機関、市民活動団体の情報を、多様な情報媒体により、周知、啓発に取り組みま

す。 

（健康増進課、地域福祉･指導監査課、障害福祉課、高齢者総合支援課、こども･若者

応援課、コンパクトシティＧ、学校教育課、地域コミュニティ、市民活動団体、事業

者、保健医療福祉関係機関） 

 

②市民向け講習会・啓発キャンペーン等の開催  

取り組み事業 

【主な取り組み】／概要／（担当課等） 

【心のエネルギー充填事業】○高  

ときわ公園などの癒し・憩いの場で開催する、彫刻・動植物・景観を楽しむウオーキン

グなどの運動、アートや音楽に親しむイベント・教室などを広く募集し、情報提供を

行います。 

（健康増進課、文化・スポーツ振興課、ときわ公園課、ガーデンシティ推進グルー

プ） 



10 

 

【心身のリフレッシュ体験事業】○高  

心身のリラクゼーション（マッサージ・アロマセラピーなど）の体験等を通して、スト

レス解消、リフレッシュのための支援を行います。 

 （健康増進課、商工振興課、ときわ公園課、ガーデンシティ推進グループ、事業

者） 

【一般市民向けの心の健康、自殺予防に関する研修】 (再掲) ○若  

市民を対象とした心の健康づくり、自殺予防、心の病やストレス対処、睡眠障害等に

関する講座、セミナーを開催します。 

（健康増進課、地域福祉・指導監査課、障害福祉課、こども・若者応援課、コミュニ 

ティスクール推進課、教育機関、事業者、保健医療福祉関係機関） 

【うつ病等心の病、不眠やアルコール問題等に関する理解促進】○高○若  

自殺者の９割以上が自殺の直前には、何らかの精神疾患にかかっていると診断できる

状態にあるとされていることから、うつ病等心の病、不眠やアルコール問題に対する

早期受診を含めた正しい知識の普及に取り組みます。 

（健康増進課、地域福祉･指導監査課、障害福祉課、事業者、保健医療福祉関係機関） 

【自殺対策強化月間（３月）・自殺予防週間（９月）での啓発キャンペーン】○高  

自殺対策強化月間や自殺予防週間等の際に、公共施設、図書館、民間企業等でパネル

展示や啓発ブースの設置、リーフレット等の配布等、住民に対する啓発、情報発信に

取り組みます。 

（健康増進課、宇部健康福祉センター、事業者、保健医療福祉関係機関） 

【地域活動団体向けの講習会】○高○若  

民生・児童委員、老人クラブ、市民活動団体、地域コミュニティ団体等、地域で活動す

る団体等の活動や研修の中に、心の健康や人権、いじめ、自殺予防に関する講習等を

取り入れ、自殺問題に関する理解の促進と啓発に取り組みます。 

（健康増進課、地域福祉･指導監査課、障害福祉課、高齢者総合支援課、こども･若者

応援課、コンパクトシティＧ、人権・男女共同参画推進課、教育支援課、コミュニテ

ィ 

スクール推進課、地域コミュニティ、市民活動団体、事業者、保健医療福祉関係機関） 

【ＳＮＳ等を活用した健康情報等の啓発】○高○若  

ホームページ、フェイスブック等に自殺対策(生きることの包括的支援)関連の相談窓

口を掲載する等、ライフステージに応じた情報発信と周知啓発を図ります。 

（健康増進課、学校教育課、教育機関、経済・労働等関係機関、事業者、保健医療福

祉関係機関） 
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（４）生きがいを充実し、自己肯定感を高めるための支援 重点施策 

 

評価指標 

指標名 現状値 目標値 

福祉なんでも相談窓口の設置数（累計） 
― 

2017 年度 

15 箇所 

2021 年度 

心や人間関係の悩みについて相談する人がいる割合 
77％ 

2016 年度 

82％ 

2021 年度 

高齢者の社会参加の割合 

ボランティア 

グループ 

11.6％ 

収入のある仕事 

21.6％ 

2016 年度 

プラス５％ 

2020 年度 

不登校児童生徒数 
122 人 

2017 年度 

半減 

2021 年度 

 

 

①居場所づくり  

取り組み事業 

【主な取り組み】／概要／（担当課等） 

【心かようまちプロジェクト】  ○若  

多世代で心かようふれあい体験を行い、若者と協働した心かようまちづくりを企画、

運営する機会の創出と活動を支援します。 

（健康増進課、地域福祉・指導監査課、こども・若者応援課、教育機関） 

【子どもの居場所づくり地域コーディネート事業】○高○若  

子どもの一体的に切れ目ない見守りと支援、子どもの豊かな成長を支える支援を実施

するため、地域団体等が実施する、こども食堂や学習支援などの子どもの居場所づく

りについての体制整備を行います。 

（こども・若者応援課） 

【自主子育てサークルへの支援】○高○若  

子育て不安の解消、子育ての仲間づくりのため、自主的に活動する子育てサークルの

支援に取り組みます。 

（こども・若者応援課） 
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【つどいの広場事業の充実】○高○若  

親子が気軽に集い、打ち解けた雰囲気の中での交流や情報交換、育児相談を行う場を

設置し、地域の子育て機能の充実を図り、子育てに対する不安や負担感の緩和を図る

取り組みに取り組みます。 

（こども・若者応援課） 

【放課後子ども教室】○高○若  

放課後や週末等に小学校の余裕教室等を活用して、地域の方々の参画を得て、子ども

たちが勉強やスポーツ・文化活動、地域住民との交流活動等に取り組むことにより、

地域社会の中で、子どもたちを見守り育んでいく環境づくりを進めます。 

（コミュニティスクール推進課） 

【ふれあい適応教室】○若  

不登校傾向にある児童生徒の心の元気を取り戻し、自己肯定感を高めるため、ふれあ

い教室を運営し、通室する児童生徒への継続した教育相談、学習支援及び様々な体験

活動等を行い、学校復帰の支援を行います。 

（教育支援課） 

【若者ふりースペース】○若  

概ね 15 歳から 22 歳の方を対象に、様々な理由により、家庭や学校に居場所がない

若者の孤立を防ぐため、悩み相談を行うなど、安心して利用できる空間を開設してい

ます。また、中学校、高校の勉強の学び直しや、様々な体験を通して、就労に向けて

の準備などを行う場（若者ほっとスペース）も開設しています。 

（こども・若者応援課、うべ若者サポートステーション） 

【若者ほっとカフェ】○若  

日中、年齢に関係なく使えるフリースペース及び喫茶店として運営されているスペー

スの運営時間終了後に、高校生や大学生（15 歳から 22 歳程度）などの様々な志を

持つ若者が集える場として開設します。 

（こども・若者応援課） 

【「ちょこ活」による高齢者のいきがいづくり】○高  

概ね 65 歳以上の人が、地域で働ける場や社会を支える活動ができる場を拡大し、社

会参加へのきっかけをつくります。 

（高齢者総合支援課） 
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【自主的な活動の居場所づくり】○高  

障害者・高齢者を含む誰もが気軽に集え、様々な交流や活動を行う、ご近所ふれあい

サロン（ご近所福祉サロン、ふれあい・いきいきサロン等の集いの場）の整備や活動等

の支援に取り組みます。 

（地域福祉・指導監査課、障害福祉課、高齢者総合支援課、高齢者総合相談センタ

ー、宇部市社会福祉協議会） 

【老人クラブ活動】○高  

宇部市老人クラブ連合会が行う、高齢者の生きがいに資する活動や地域見守り・支え

あい活動等を支援します。 

（高齢者総合支援課、宇部市老人クラブ連合会） 

【公営住宅入居者募集】○若  

公営住宅の公募（定期・随時募集）を行い、住宅に困窮する低所得者に対して住宅を

提供するとともに、緊急で住宅を必要とするＤＶ被害者、犯罪被害者等に対しても、

一時的に入居を認める目的外使用として住宅を提供し、自殺リスクの低減を図りま

す。 

（都市計画・住宅課） 

 

 

②相談機能の充実  

取り組み事業 

全般に関する相談 

【主な取り組み】／概要／（担当課等） 

【ＩＣＴを活用したいのちをまもる相談事業】○若  

スマートフォンやパソコンから相談内容に応じた相談場所を簡単に検索し、誰もが相

談しやすい体制を整備するとともに、オンライン相談についても検討を進めます。 

（健康増進課、保健医療福祉関係機関） 

【市民相談事業（一般相談、行政相談、法律相談）】○高○若  

一般相談（家事・民事の軽易な問題について知識や情報の提供）や行政相談（国や行政

への要望等への助言・説明）、専門家への相談機会（弁護士・司法書士による無料の法

律相談等）が増えるよう環境整備に取り組みます。 

（市民活動課） 
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【心配ごと相談】○高○若  

日常の様々な困りごと、心配ごとなどの相談をお受けします。また、相談内容により、

関係機関に引き継ぎます。 

（宇部市社会福祉協議会） 

【いのちの情報ダイヤル 絆】○高○若  

「生きることがつらい」と悩んでいる方やそのご家族の方の電話相談に応じます。 

（山口県精神保健福祉センター） 

【通常自殺予防相談】○高○若  

日本いのちの電話連盟が認める、養成研修を受講して認定を受けた相談ボランティア

が、自殺予防を目的とした相談に応じます。 

（山口いのちの電話） 

【フリーダイヤルいのちの電話】○高○若  

毎月 10 日に日本いのちの電話連盟が中心となり、各地のいのちの電話が協働して、

フリーダイヤルで、自殺予防に係る相談に応じます。相談員は、日本いのちの電話連盟

が認める養成講座を受講して認定を受けた相談員です。 

（山口いのちの電話） 

 

保健・医療・福祉に関する相談：全年齢対象  

【医療相談・服薬相談】○高○若  

適切な服用指導を通じて過量服薬防止に努め、処方医への疑義照会や必要に応じた患

者情報の提供、患者への声かけ、適切な相談機関や医療機関への紹介などを行います。 

（宇部市医師会、医療機関、宇部薬剤師会、薬局） 

【健康相談】○高○若  

市民が家庭や地域で暮らし、生活を送る中での困りごとや複雑な問題を抱えている方

の相談に応じ、適宜、関連機関と連携しながら、相談者の問題を解決できるように支援

します。（訪問指導・来所相談・電話相談） 

（健康増進課、コンパクトシティＧ） 

【心の健康電話相談】○高○若  

心の健康全般に関する相談電話に応じます。 

（山口県精神保健福祉センター） 
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【心の救急電話相談】○高○若  

精神科受診等、早急な対応に関する相談に応じます。 

（山口県立こころの医療センター） 

【生活困窮者等の自立支援】（再掲）○高  

生活困窮者等への自立支援と自殺対策を連動することで、関係機関のネットワークを

構築し、技術的助言・研修の実施に取り組みます。 

（生活相談サポートセンターうべ、地域福祉・指導監査課、生活支援課） 

 

 

保健・医療・福祉に関する相談：高齢者対象  

【高齢者の総合相談】○高  

高齢者が住み慣れた地域で生活を続けることができるように、保健・医療・福祉の向

上のための様々な相談を幅広く受け付けます。 

（高齢者総合支援課、高齢者総合相談センター） 

【見守り安心コールサービス】○高  

ひとり暮らしの高齢者等の世帯に緊急通報装置を設置し、安否確認や 24 時間 365 日

適切に対応できる看護師等の専門職員を配置した受信センターへ、緊急時の通報や相

談により、見守り体制の充実を図ります。 

（高齢者総合支援課） 

【高齢者に対する支援】○高  

各種福祉施策に役立てるため、65 歳以上独居や、75 歳以上２人暮らしの高齢者を対

象として、訪問等により、状況を調査し実態把握に取り組みます。 

（高齢者総合支援課、地域福祉・指導監査課、宇部市民生児童委員協議会） 

【介護相談ふれんど】○高  

介護経験者が同じ立場で、介護についての身近な疑問・心配ごと・悩みについて一緒に

考えます。 

（高齢者総合支援課、介護家族の会） 

【福祉なんでも相談窓口】○高○若  

高齢者や障害者等が家庭や地域で生活する中で起こりうる、様々な困りごとや悩みご

との相談に応じます。多機関と連携しながら問題を解決できるよう支援します。 

（福祉なんでも相談窓口、地域福祉・指導監査課、障害福祉課） 
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【認知症の総合支援】○高  

認知症の人や介護している家族の不安や悩みについて、高齢者の身近な相談窓口とし

て介護や福祉などの総合的な相談に、保健師、社会福祉士、主任ケアマネジャー等の専

門職が応じます。 

（高齢者総合支援課、高齢者総合相談センター） 

【認知症の電話相談】○高  

認知症に関連したご本人・ご家族・関係者の不安や悩みについて聞く、相談窓口を紹

介する、話す場（つどいの場）を紹介するなど、相談者に応じた対応をしています。 

（高齢者総合支援課、高齢者総合相談センター、認知症疾患医療センター、認知症の

人と家族の会山口県支部） 

【認知症カフェ】○高  

認知症の人が住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けることができるよう、仲間づく

りや生きがい支援、介護する家族の負担軽減のために開催されます。認知症の方やご

家族・地域住民・専門職等が集い、お茶を飲みながら、認知症や介護のことなどを気軽

に話せ、相談ができる場です。 

（高齢者総合支援課、高齢者総合相談センター） 

【認知症ケアパス】○高  

認知症の症状や状態に応じた支援の流れ、サービスの種類などを示したものです。今

後の介護や対応の目安となるものです。 

（高齢者総合支援課） 

 

 

保健・医療・福祉に関する相談：子ども・若者対象  

【こども・若者相談ダイヤル】○若  

養育上の悩み、いじめ、不登校など、保護者の育児の悩みや若者に関する相談に対応

します。 

（こども・若者応援課、教育支援課） 

【チャイルドライン】○若  

子どもたちが誰かと話したいと思ったとき、困ったことや悩んでいること、嬉しかっ

たこと等、匿名で何でも話せる電話がチャイルドラインです。子どもの様々な問題に

ついての相談を受け、受け止めたことを社会に発信し、子どもが生きやすい、育ちやす

い社会環境づくりに取り組みます。 

（チャイルドラインやまぐち） 
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【児童相談】○若  

18 歳未満の児童の福祉や健全育成に関する相談に応じます。 

（山口県宇部児童相談所） 

【子どもと親のサポートセンター】○若  

子育て、インターネットに関するトラブル、家庭教育や学校教育等、子どもの教育に関

する全般的なことや、いじめ・不登校等について、子どもや保護者及び教職員からの相

談を受け付けています。相談の方法は、電話相談や来所相談、学校へ直接出向いて行う

要請相談等があります。また必要に応じて、専門家による相談や研修講師等も実施し

ており、きめ細かい相談・支援を行います。 

（やまぐち総合教育支援センター） 

【子育て世代包括支援センター】○高○若  

母子保健コーディネーター（保健師等の専門職）が、親子健康手帳（母子健康手帳）

交付時にすべての妊婦を対象として、また、随時、妊産婦や子育て世代等からの相談

を受け、必要に応じて医療機関（産科・小児科等）や子育て支援機関等の関係機関と

連携し、切れ目のないきめ細かい支援を行います。 

（こども・若者応援課） 

【神原保育園子育て支援センター】○高○若  

乳幼児及びその保護者が、相互の交流を行うことや、子育てについての相談、情報の提

供など子育て支援を行う拠点施設として、様々な取り組みをしています。 

（こども・若者応援課） 

【こんにちは赤ちゃん訪問】○高○若  

生後４か月までの子どもがいる家庭を、あかちゃん訪問員等が訪問し、保護者の不安

や悩みを聞き、子育て支援に関する情報提供を行うとともに、親子の心身の状況や養

育環境の把握及び助言を行うことで乳児家庭の孤立を防ぎ、子どもの健全な育成環境

の確保を図ります。 

（こども・若者応援課・コンパクトシティＧ）） 

【子育てサークル（福祉会館・北部総合支所）】○高○若  

未就園の乳幼児とその保護者とが気軽に集い、打ち解けた雰囲気の中での交流や情報

交換、育児相談ができる場とし、子育てに対する不安や負担感の緩和を図ります 

（こども・若者応援課） 
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【こどもすくすくプラザプレイルーム】○高○若  

未就園の乳幼児とその保護者や高齢者など、多世代が気軽に集い、打ち解けた雰囲気

の中での交流や情報交換、育児相談ができる場とし、地域の子育て支援機能の充実を

図り、子育てに対する不安や負担感を緩和し、子どもの健やかな育ちを支援します。 

（こども・若者応援課） 

【ひとり親家庭の総合相談】○高○若  

母子・父子自立支援員が、子育て・生活支援、就業支援、養育費確保支援など、ひとり

親家庭等に対する総合支援のための相談に応じます。 

（子育て支援課） 

【発達や療育に関する相談】○高○若  

子どもの心身の成長やことばの発達などの悩みや不安、集団生活で困っていることな

どの相談や支援を行います。 

（児童発達支援センターうべつくし園） 

 

保健・医療・福祉に関する相談：障害児・者等対象  

【障害者基幹相談支援センター】○高○若  

地域の相談支援の中核的な役割を担う機関として、総合的・専門的な相談支援の実施、

地域の相談支援体制の強化の取り組み、地域移行・地域定着の促進への取り組みを行

います。 

（障害福祉課） 

【障害児（者）相談の支援】○高○若  

障害児（者）及びその保護者、障害児（者）の介護者等からの相談を受け、関係機関へ

の情報提供や必要なアドバイス等を行い、地域生活における支援を行います。  

（障害福祉課、宇部市障害者相談支援事業所） 

【手話通訳・要約筆記に関する相談】○高○若  

聴覚障害者に対する方への情報提供や相談、支援を行います。 

（宇部市社会福祉協議会） 

【発達・生活相談機能の充実】○若  

発達障害等の障害のある人及びその疑いのある人と、その家族等に対する発達・生活

相談をはじめ、支援者育成のための関係機関との連携を行います。 

（障害福祉課、宇部市発達障害等相談センター「そらいろ」） 
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【ひきこもり相談支援の充実】○高  

ひきこもり当事者とその家族に対し、家族心理教育、訪問支援とともに居場所を設置

することで、ひきこもり当事者の自立を含めた支援を行います。 

（障害福祉課、NPO 法人ふらっとコミュニティひだまり） 

【高次脳機能障害に関する相談】○高○若  

脳外傷等による高次脳機能障害に関する医療や福祉サービスの利用、就学や仕事など

の相談に、関係機関と連携して応じます。 

（山口県立こころの医療センター内 高次脳機能障害支援センター） 

【若年性認知症に関する相談】○高○若  

若年性認知症（65 歳未満で発症した認知症）の方やご家族等から相談を受け、情報提

供や関係機関と連携した支援を行います。 

（山口県立こころの医療センター内 若年性認知症相談窓口） 

 

 

 

教育に関する相談 

【スクールカウンセラーの派遣】○若  

いじめや不登校等に適切に対応するため、全小中学校にスクールカウンセラーを配置

し、学校での相談活動の充実に取り組みます。 

（教育支援課） 

【大学生、大学院生、専門学校の学生への相談】○若  

在学中の学生を対象とした、メンタルヘルス相談を行います。 

（大学、専門学校） 

【定例教育相談】○若  

いじめ・不登校のこと、友だち・異性のこと、ひきこもり、非行等問題行動等、様々な

悩みを持つ青少年とその家族の相談を行います。 

（教育支援課） 

【子どもの学習支援】○若○若  

生活困窮世帯及び生活保護受給世帯に属する中学校生徒に対し、家庭学習の補完等と

しての学習支援等を行い、学習意欲及び学力向上を図るよう取り組みます。 

（こども・若者応援課） 
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【障害のある子どものための相談窓口】○高○若  

障害のある子どもの発達、就学、進路の相談等を受け付け、相談内容により、関係機関

と連携をとりながら、相談者の課題の解決に取り組みます。 

（教育支援課） 

【宇部特別支援教育センター】○高○若  

障害があるお子さんの相談やサポートを行います。 

（山口県立宇部総合支援学校） 

 

 

労働・経済に関する相談  

【若者の就労支援】○若  

主に 15～39 歳の若者に対して支援するキャリアカウンセラーや、臨床心理士によ

る相談、また相談員による相談や、就労、職場体験等の支援や、コミュニケーション

スキル獲得を目的とした支援を行い、利用者のエンパワメントを高めていきます。 

（うべ若者サポートステーション） 

【求職者の心の相談】○若  

臨床心理士による相談、専門的な助言を行うことで、求職者の心の相談を実施してい

ます。 

（宇部公共職業安定所） 

【勤労者の相談】○若  

産業カウンセラーや臨床心理士、医師等による相談、専門的な助言を行うことで労働

者本人、その家族や会社関係者からの心の相談に応じます。 

（宇部地域産業保健センター、宇部公共職業安定所） 

【生活相談サポートセンターうべ】○若  

働きたくても働けない、住む所がない等、一人ひとりの状況に合わせた支援プランを

作成し、専門の支援員が相談者に寄り添いながら、他の専門機関と連携して、解決に

向けた支援を行います。 

（生活相談サポートセンターうべ） 

 

 

【多様な働き手確保の支援】○高○若  

多様な相談者に対して、福祉や農林水産業を含め、様々な産業を対象に就労相談や職
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業紹介を行います。 

（ＩＣＴ・イノベーション推進グループ） 

 

法律に関する相談  

【法律相談】○高○若  

弁護士が法律相談に応じて、様々なトラブルの解決に向けての助言を行います。法律

相談センターでの相談、宇部市役所無料相談、電話相談などを実施します。 

（山口県弁護士会宇部地区会） 

【よりそい法律相談】○高○若  

相談者の抱える様々な問題解決のために、弁護士が地域へ赴き、法律相談に応じ、問題

の解決に取り組みます。 

（地域福祉・指導監査課、高齢者総合相談センター、山口県弁護士会宇部地区会） 

【民事法律扶助業務】○高○若  

経済的にお困りの方への弁護士・司法書士による無料法律相談（要件有、要予約）を

行っています。 

（日本司法支援センター山口地方事務所(法テラス山口)） 

【多重債務相談窓口】○高○若  

多重債務に陥ると、個人の知恵や努力だけでの解決は極めて困難になることから、信

用できる機関へ相談につなげ、多重責務の解決に取り組みます。 

（宇部市消費生活センター） 

 

 

その他様々な相談・情報提供など 

【自殺未遂者への対応】○高○若  

現場への臨場、説得、相談受理、一時的な保護等を行います。 

（宇部警察署） 

【自殺企図者・行方不明事案の対応】○高○若  

家族等から行方不明届の受理、手配や発見時の保護等を行います。  

（宇部警察署） 

【宇部市配偶者暴力相談支援センター】○高○若  

ＤＶをはじめとする配偶者等からの暴力は、被害者の生命への危険や著しい心理的外

傷を与えます。被害者の安全確保や、新たな生活をはじめるための相談・支援を保健・
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医療・福祉・司法関係機関等と連携して行います。 

（人権・男女共同参画推進課） 
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【ＤＶ被害者の相談】○高○若  

配偶者からの暴力事案に関する事件化、閲覧制限の証明手続き等を行います。 

（宇部警察署） 

【人権相談（宇部人権擁護委員協議会）】○高○若  

市長の推薦を受け法務大臣が委嘱した人権擁護委員が、差別・いじめ・嫌がらせ等人権

に関する問題でお困りの方の相談に応じます。 

（山口地方法務局宇部支局） 

【総合相談・権利擁護事業(高齢者・障害者への虐待対応)】○高○若  

高齢者・障害者の虐待相談（通報）窓口を設置し、虐待への対応、予防に向けた支援等

を実施します。 

(地域福祉・指導監査課、宇部公共職業安定所、高齢者総合相談センター) 

【犯罪・被害者の相談窓口】○高○若  

被害者の抱える問題を少しでも軽減し、被害者の立場に立った、いろいろな支援活動

を行っています。               

（宇部警察署） 

【情報提供業務】○高○若  

解決に役立つ法制度や相談窓口を、無料で案内しています。 

（日本司法支援センター山口地方事務所(法テラス山口)） 

【各種手続案内】  ※法律相談は、行えません。○高○若  

裁判所で取り扱う民事訴訟・破産・配偶者暴力に関する保護命令・家事調停・成年後

見・民事調停の申立てなどについて手続案内を行います。 

（山口地方・家庭裁判所宇部支部,宇部簡易裁判所) 

 

  

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1489017575/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovLzIuYnAuYmxvZ3Nwb3QuY29tLy1qRGZoUUkzSmV5OC9VZ1NMNUd1X3RESS9BQUFBQUFBQVcyNC9XMGdNT1BKV2FwWS9zODAwL2Zsb3dlcl9jbG92ZXIucG5n/RS=^ADBeZMa8C0zr5iJDnaj7Vus6J83t8A-;_ylt=A2RCKwFmSb9YFV8ARgKU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1489017575/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovLzIuYnAuYmxvZ3Nwb3QuY29tLy1qRGZoUUkzSmV5OC9VZ1NMNUd1X3RESS9BQUFBQUFBQVcyNC9XMGdNT1BKV2FwWS9zODAwL2Zsb3dlcl9jbG92ZXIucG5n/RS=^ADBeZMa8C0zr5iJDnaj7Vus6J83t8A-;_ylt=A2RCKwFmSb9YFV8ARgKU3uV7


25 

 

③自殺未遂者等への支援  

取り組み事業 

【事業名】／事業概要／（担当課等） 

【自殺未遂者への相談支援】○高○若  

通報や救急搬送等で自殺未遂者を把握した場合、県（精神保健福祉センター、宇部健

康福祉センター）で実施する自殺未遂者支援対策と連携した取り組みや、関係機関と

連携を図り、カウンセリングや適切な相談支援機関等つなぐよう取り組みます。 

（宇部健康福祉センター、山口県精神保健福祉センター、健康増進課、地域福祉・指

導監査課、障害福祉課、高齢者総合支援課、保健医療福祉関係機関） 

【自殺未遂者への対応】（再掲）○高○若  

現場への臨場、説得、相談受理、一時的な保護等を行います。 

（宇部警察署） 

【自殺企図者・行方不明事案の対応】（再掲）○高○若  

家族等から行方不明届の受理、手配や発見時の保護等を行います。  

（宇部警察署） 

 

④遺された人への支援  

取り組み事業 

【事業名】／事業概要／（担当課等） 

【遺された人への支援】○高○若  

遺族の方が自身の体験や想いを、安心して語り合える「わかちあいの会」等の自助グ

ループの活動、相談会の情報等について周知を進めます。また自殺者の家族を把握し

た場合、県や関係機関と連携をとり、必要時、適切な相談支援機関等紹介できるよう

取り組みます。 

（山口県精神保健福祉センター、宇部健康福祉センター、健康増進課、地域福祉・指

導監査課、障害福祉課、高齢者総合支援課、宇部警察署、保健医療福祉関係機関） 

 

  

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1489026789/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovLzMuYnAuYmxvZ3Nwb3QuY29tLy16LUZPV19ObXozVS9VZ1NMN1pRS1hUSS9BQUFBQUFBQVczMC9YOGdTU1RkTFlDNC9zODAwL2Zsb3dlcl90dWxpcC5wbmc-/RS=^ADBZH8_qM.vS0UQEyzJWHOsJEq0fd4-;_ylt=A2Riol1kbb9YDVAAPSyU3uV7
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（５）児童生徒のＳＯＳの出し方に関する教育 

 

評価指標 

指標名 現状値 目標値 

いじめの解消率 
99.1％ 

2017 年度 

100％ 

2021 年度 

 

①ＳＯＳの出し方に関する教育の実施  

 

取り組み事業 

【主な取り組み】／概要／（担当課等） 

【定例教育相談】○若  

いじめ・不登校のこと、友だち・異性のこと、ひきこもり、非行等問題行動等、様々な

悩みを持つ青少年とその家族の相談を行います。 

（教育支援課） 

【いじめ防止対策】○若  

いじめのアンケート等を実施し、各学校でいじめの未然防止、早期発見、早期対応を

図ることができるように取り組みます。 

（教育支援課） 

【スクールカウンセラーの派遣】（再掲）○若  

いじめや不登校等に適切に対応するため、全小中学校にスクールカウンセラーを配置

し、学校での相談活動の充実に取り組みます。 

（教育支援課） 

【スクールソーシャルワーカーの派遣】○若  

全小中学校にスクールソーシャルワーカーを配置し、児童生徒の抱えている様々な生

活上の問題や、置かれている環境の改善に取り組みます。 

（教育支援課） 

【心の健康の教育】○高○若  

保健・体育科の授業の中で、心の健康について取り扱い、悩みや困りごとの解決に向け

た心身の健康維持ができるよう取り組みます。 

（学校教育課） 
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【道徳教育の推進】○高○若  

道徳の授業の中で、「公正・公平」「生命尊重」等の内容を実施し、いじめや自殺の未

然防止に取り組みます。 

（学校教育課） 

【人権教育の推進】○高○若  

様々な人権問題の正しい理解と人権尊重の意識を高め、一人ひとりを大切にする教育

を推進します。 

（人権教育課） 

【キャリア教育の推進】○高○若  

夢や目標を持ち、一人の社会人として自立できるよう、自分にふさわしい生き方を実

現しようとする意欲や態度、能力の育成に取り組みます。 

（学校教育課） 

【障害のある子どものための相談窓口】（再掲）○高○若  

障害のある子どもの発達、就学、進路の相談等を受け付け、相談内容により、関係機関

と連携をとりながら相談者の課題の解決に取り組みます。 

（教育支援課） 

【特別支援教育】○高○若  

発達障害を含め、障害のあるすべての児童生徒の自立や社会参加に向けて、一人ひと

りの教育的ニーズに応じた適切な教育的支援を行います。 

（教育支援課） 
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１.持続可能な開発目標(SDGs)の推進について 

２.SDGs の 17 のゴールと自治体行政の関係 

３.宇部市自殺対策計画と SDGs との関連表 

４.用語解説 

 

第３章  参 考 
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１.持続可能な開発目標（SDGs）の推進について  

◆2015 年９月に国連で採択された持続可能な開発のための「2030 アジェンダ

※」において、先進国と開発途上国が共に取り組むべき国際社会全体の普遍的な目

標として、17 の持続可能な開発目標（SDGs）が掲げられました。 

◆これを受け、国においては、「まち・ひと・しごと創生総合戦略 2017 改訂版」

（2017 年 12 月閣議決定）を策定し、その中で、「地方創生の一層の推進に当た

っては、持続可能な開発目標（SDGs）の主流化を図り、SDGs 達成に向けた観点

を取り入れ、経済、社会、環境の統合的向上等の要素を最大限反映する」と示され

ています。 

◆自治体における持続可能な開発目標（SDGs）の達成に向けた取り組みは、地方創

生の実現に資するものであり、本市では、国が策定した「持続可能な開発目標

（SDGs）実施指針」（2016 年 12 月）を踏まえ、取り組みを推進します。 

※2030 アジェンダ：国際社会における持続可能な開発のための行動計画として、

2030 年を期限とする包括的な目標とターゲット等からなる。 

 

  

【17 の持続可能な開発目標（SDGs）】 
１貧困

 

２飢餓

 

３保健

 

４教育

 

５ジェンダー

 

６水・衛生

 

７エネルギー

 

８成長・雇用

 

９イノベーション

 

10 不平等

 

11 都市

 

12 生産・消費

 

人口減少と地域経済縮小の克服／まち・ひと・しごとの創生と好循環の確立  

人々が安心して暮らせるような、持続可能なまちづくりと地域の活性化が実現 

「経済」、「社会」、「環境」の三側面を統合する施設推進 

相乗効果：政策推進の全体最適化・地域課題解決の加速化 

人材活用 人口減少 環境対策 

少子高齢化 教  育 

防  災 

雇用対策 コミュニティ再生 

地方創生の目標 
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２.SDGs の 17 のゴールと自治体行政の関係  

３.宇部市自殺対策計画と SDGs との関連表  

13 気候変動

 

14 海洋資源

 

15 陸上資源

 

16 平和

 

17 実施手段

 

 

目標

（Goal） 

自治体行政の果たし得る役割 

 

 

 

１ 貧困をなくそう 

自治体行政は貧困で生活に苦しむ人々を特定し、支援する上で最も適したポ

ジションにいます。各自治体においてすべての市民に必要最低限の暮らしが

確保されるよう、きめ細やかな支援策が求められています。 

 

２ 飢餓をゼロに 

自治体は土地や水資源を含む自然資産を活用して農業や畜産等の食料生産の

支援を行うことが可能です。そのためにも適切な土地利用計画が不可欠で

す。公的・私的な土地で都市農業を含む食料生産活動を推進し、安全な食料

確保に貢献することもできます。 

 

３ すべての人に健康と福祉を 

住民の健康維持は自治体の保健福祉行政の根幹です。国民皆保険制度の運営

も住民の健康維持に貢献しています。都市環境を良好に保つことによって住

民の健康状態を維持・改善可能であるという研究成果も得られています。 

 

４ 質の高い教育をみんなに 

教育の中でも特に義務教育等の初等教育においては自治体が果たすべき役割

は非常に大きいといえます。地域住民の知的レベルと引き上げるためにも、

学校教育と社会教育の両面における自治体行政の取り組みは重要です。 

 

５ ジェンダー平等を実現しよう 

自治体による女性や子ども等の弱者の人権を守る取り組みは大変重要です。

また、自治体行政や社会システムにジェンダー平等を反映させるために行政

職員や審議委員等における女性の割合を増やすのも重要な取り組みといえま

す。 

 

６ 安全な水とトイレを世界中に 

安全で清潔な水へのアクセスは住民の日常生活を支える基盤です。水道事業

は自治体の行政サービスとして提供されることが多く、水源地の環境保全を

通して水質を良好に保つことも自治体の大事な責務です。 

 

 

７ エネルギーをみんなに そしてクリーンに 

公共建築物に対して率先して省/再エネの推進や、住民が省/再エネ対策を推

進する際に補助を出す等、安価かつ効率的で信頼性の高い持続可能なエネル

ギー源へのアクセスを増やすことも自治体の大きな役割といえます。 

基本施策（大） 基本施策（中） SDGs 
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８ 働きがいも経済成長も 

自治体は経済成長戦略の策定を通して地域経済の活性化や雇用の創出に直接

的に関与することができます。また、勤務環境の改善や社会サービスの制度

整備を通して労働者の待遇を改善することも可能な立場にあります。 

  

 

９ 産業と技術革新の基盤をつくろう 

自治体は地域のインフラ整備に対して極めて大きな役割を有しています。地

域経済の活性化戦略の中に、地元企業の支援などを盛り込むことで新たな産

業やイノベーションを創出することにも貢献することができます。 

 

 

 

10 人や国の不平等をなくそう 

差別や偏見の解消を推進する上でも自治体は主導的な役割を担うことができ

ます。少数意見を吸い上げつつ、不公平・不平等のないまちづくりを行うこ

とが求められています。 

 

11 住み続けられるまちづくりを 

包摂的で、安全な、レジリエント（強じんさ、回復力）で持続可能なまちづ

くりを進めることは首長や自治体行政職員にとって究極的な目標であり、存

在理由そのものです。 

都市化が進む世界の中で自治体行政の果たし得る役割は益々大きくなってい

ます。 

 

12 つくる責任つかう責任 

環境負荷削減を進める上で持続可能な生産と消費は非常に重要なテーマで

す。 

これを推進するためには市民一人ひとりの意識や行動を見直す必要がありま

す。 

省エネや３R の徹底など、市民対象の環境教育などを行うことでこの流れを

加速させることが可能です。 

 

13 気候変動に具体的な対策を 

気候変動問題は年々深刻化し、既に多くの形でその影響は顕在化していま

す。 

従来の温室効果ガス削減といった緩和策だけでなく、気候変動に備えた適応

策の検討と策定を各自治体で行うことが求められています。 

 

 

 

14 海の豊かさを守ろう 

海洋汚染の原因の８割は陸上の活動に起因しているといわれています。まち

の中で発生した汚染が河川等を通して海洋に流れ出ることがないように、臨

海都市だけでなくすべての自治体で汚染対策を講じることが重要です。 

 

 

15 陸の豊かさも守ろう 

自然生態系の保護と土地利用計画は密接な関係があり、自治体が大きな役割

を有するといえます。自然資産を広域に保護するためには、自治体単独で対

策を講じるのではなく、国は周辺自治体、その他関係者との連携が不可欠で

す。 

（１）地域におけるネットワーク 

の強化 

①地域におけるネットワーク

の強化 

１,3,11,16, 

17 

（２）自殺対策を支える 

人材の育成 

①様々な職種を対象とする 

研修 
３,４,８ 

②一般住民を対象とする研修 ３,４,８,11 

③関係者間の連携調整を担う

人材の育成 

３,17 

 

（３）住民への周知・啓発 

①心の健康に関するリーフ 

レット・啓発物等の作成 

と活用 

3,４,10 

 

②市民向け講習会・啓発 

キャンペーン等の開催 

3,４,10,11 

 

（４）生きがいを充実し、自己 

肯定感を高めるための支援 

①居場所づくり 1,３,８,11,17 

②相談機能の充実 
1,３,８,10,11, 

16,17 

③自殺未遂者等への支援 １,３,17 

④遺された人への支援 １,３,17 

（５）児童生徒のＳＯＳの出し方 

に関する教育 

①ＳＯＳの出し方に関する 

教育の実施 
３,４,10 
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４.用語解説  

あ 

行 

ＩＣＴ 

 

情報・通信に関する技術の総称 

ＳＮＳ インターネットを介して人間関係を構築できるスマホ・パソコ

ン用の Web サービスの総称 

 

エンパワメント 個人や集団が本来持っている潜在能力を引き出し、湧き出させ

ること 

か 

行 

カウンセリング 

 

悩みを訴える人の相談に応じ、助言や指導をすること 

経済センサス 

 

 

わが国の全ての事業所及び企業の経済活動の状態等を調査する

国の基本的な統計調査の一つ 

さ

行 

スクール 

カウンセラー 

教育機関においてこころ理相談業務に従事する心理職専門家の

職業名、及び当該の任に就く人のこと 

スクール 

ソーシャルワーカー 

児童・生徒が日常生活で直面する苦しみや悩みについて、児

童・生徒の社会環境を構成する家族や学校、地域に働きかけ福

祉的なアプローチによって解決を支援する専門職 

ストレスチェック ストレスに関する質問票に記入し、それを集計・分析すること

で自分のストレスがどのような状態にあるか調べる簡単な検査 

た

行 

ＤＶ(ドメスティック

バイオレンス) 

配偶者や恋人など親密な関係にある、又はあった者から振るわ

れる暴力 

は ハラスメント 

 

いろいろな場面での「嫌がらせ、いじめ」 

 

 

16 平和と公正をすべての人に 

平和で公正な社会をつくる上でも自治体は大きな責務を負っています。地域

内の多くの市民の参画を促して参加型の行政を推進して、暴力や犯罪を減ら

すのも自治体の役割といえます。 

 

17 パートナーシップで目標を達成しよう 

自治体は公的/民間セクター、市民、NGO/NPO などの多くの関係者を結び

付け、パートナーシップの推進を担う中核的な存在になり得ます。持続可能

な世界を構築していく上で多様な主体の協力関係を築くことは極めて重要で

す。 
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行 ＰＤＣＡサイクル 策定した計画を評価し、改善などを加えながら実行していく仕

組みのこと。計画（plan)、実行(do)、評価(check)、改善

（act)の順に見直しをかける。 

プロファイル ある物事について、情報を集約すること。また、集約したも

の。 

ま

行 

メンタルヘルス 精神面における健康のこと。 
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