
安平町における自殺予防対策関連　施策一覧（町内事業分） 令和２年４月１日現在

重点施策（１）成人・就労者に対する支援

事業名 主な対象 内容 関連課・関連団体

健康福祉課

健康推進グループ

住民サービス課

住民サービスグループ

健康福祉課

健康推進グループ

住民サービス課

住民サービスグループ

健康福祉課

健康推進グループ

4 心配事相談 全町民 日常生活上のあらゆる相談の実施。 社会福祉協議会

税務住民課

税務グループ

総務課

総務グループ

産業経済課

商工労働観光グループ

町内に居住する勤労者に対しての、生 産業経済課

活資金の貸付制度。 商工労働観光グループ

産業経済課

商工労働観光グループ

健康福祉課

福祉グループ

社会福祉協議会

生活就労サポートセンターいぶり

11 生活福祉資金の貸付

低所得者、障

がい者及び高

齢者世帯

資金の貸付と必要な相談・支援を行うこ

とにより、経済的自立及び生活意欲の助

長促進を図る。

社会福祉協議会

健康福祉課

福祉グループ

役場窓口でのハローワーク等の求人情報

の周知、新規創業希望者への相談・創業

補助。

全町民
就労・創業に関する情報提

供、相談
7

中小企業者に対して、運転資金及び設備

資金への低金利な融資制度。
9 中小企業融資制度 中小企業者

勤労者生活資金貸付制度 全町民8

弁護士による相談会の開催（金銭・相

続、夫婦間、交通事故、消費者問題等）
全町民無料法律相談6

ストレス、うつに関する講話等の実施。地区住民会等健康教育3

町税等を納期限内に納めることが困難な

方の相談。
全町民納税相談5

自殺予防に関連した相談先

の情報提供・普及啓発
全町民

広報あびら、パンフレット等と活用した

相談窓口の情報提供及びメンタルヘルス

に関する情報提供の実施。

1

常設の健康相談、家庭訪問等による健康

相談の実施。
全町民

メンタルヘルスに関する健

康相談
2

自立支援医療（精神科通院）及び精神障

害者保健福祉手帳、通所交通費助成の申

請受付、受給者証の送付等の支援業務の

実施。

精神疾患患

者、家族
12

自立支援医療受給者証、手

帳の受付

10 生活困窮に関する相談 全町民
生活保護、たすけあい金庫等経済不安に

関する相談の実施。
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重点施策（２）高齢者に対する支援 令和２年４月１日現在

事業名 主な対象 内容 関連課・関連団体

健康福祉課

健康推進グループ

住民サービス課

住民サービスグループ

健康福祉課

健康推進グループ

住民サービス課

住民サービスグループ

安平町地域包括支援センター

安平町地域包括支援センター

健康福祉課

福祉グループ

健康福祉課

国保・介護グループ

6 心配事相談【再掲】 全町民 日常生活上のあらゆる相談の実施 社会福祉協議会

税務住民課

税務グループ

総務課

総務グループ

健康福祉課

福祉グループ

社会福祉協議会

生活就労サポートセンターいぶり

9
生活福祉資金の貸付

【再掲】

低所得者、障

がい者及び高

齢者世帯

資金の貸付と必要な相談・支援を行うこ

とにより、経済的自立及び生活意欲の助

長促進を図る。

社会福祉協議会

社会福祉協議会

健康福祉課

福祉グループ

安平町地域包括支援センター

12 地域サロンの支援 全町民
自治会単位で開催される地域での集いの

場の運営について支援。
社会福祉協議会

4 高齢者の相談に関すること 高齢者
福祉サービス全般、要介護高齢者やその

家族の方への相談支援を行います。

1

自殺予防に関連した相談先

の情報提供・普及啓発

【再掲】

高齢者

広報あびら、パンフレット等と活用した

相談窓口の情報提供及びメンタルヘルス

に関する情報提供の実施。

2
メンタルヘルスに関する健

康相談【再掲】
高齢者

常設の健康相談、家庭訪問等による健康

相談の実施。

3 地域包括支援センター事業 高齢者

介護予防ケアマネジメント、権利擁護

（含む高齢者虐待）総合相談、高齢者の

日常生活における相談支援等を行いま

す。

5 健康教育
地区老人クラ

ブ等
ストレス、うつに関する講話等の実施。

5 納税相談【再掲】 全町民
町税等を納期限内に納めることが困難な

方の相談。

7 無料法律相談【再掲】 全町民
弁護士による相談会の開催（金銭・相

続、夫婦間、交通事故、消費者問題等）

8
生活困窮に関する相談

【再掲】
全町民

生活保護、たすけあい金庫等経済不安に

関する相談の実施。

10 地域見守り活動

子ども、しょ

うがい者、高

齢者

民生委員、福祉協力員、自治会等による

声かけや安否確認、問題を抱えている方

の把握。

11
在宅介護者を支える会・老

人と共に歩む会との連携

高齢者及び介

護者等
会の運営支援及び連携。
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重点施策（３）生活困窮者者に対する支援 令和２年４月１日現在

事業名 主な対象 内容 関連課・関連団体

1 心配事相談【再掲】 全町民 日常生活上のあらゆる相談の実施。 社会福祉協議会

税務住民課

税務グループ

総務課

総務グループ

健康福祉課

福祉グループ

社会福祉協議会

生活就労サポートセンターいぶり

5
生活福祉資金の貸付

【再掲】

低所得者、障

がい者及び高

齢者世帯

資金の貸付と必要な相談・支援を行うこと

により、経済的自立及び生活意欲の助長促

進を図る。

社会福祉協議会

重点施策（４）北海道胆振東部地震の被災者に対する支援

事業名 主な対象 内容 関連課・関連団体

健康福祉課

健康推進グループ

国保・介護グループ

住民サービス課

住民サービスグループ

北海道臨床心理士会

北海道苫小牧保健所

全町民 健康福祉課

関係団体 社会福祉協議会

健康福祉課

福祉グループ

教育委員会

学校教育グループ

2 納税相談【再掲】 全町民
町税等を納期限内に納めることが困難な方

の相談。

3 無料法律相談【再掲】 全町民
弁護士による相談会の開催（金銭・相続、

夫婦間、交通事故、消費者問題等）

4
生活困窮に関する相談

【再掲】
全町民

生活保護、たすけあい金庫等経済不安に関

する相談の実施。

1 災害後のこころケアの実施 全町民

保健師による個別相談、家庭訪問、専門医

療機関の紹介、リラックススペースの開催

等の臨床心理士を活用した事業の実施。

4 児童・生徒のこころのケア 児童・生徒

児童・生徒が１日でも早く安心して学校生

活を送れるよう、スクールカウンセラーな

どによるこころのケアを実施してきます。

2 各種団体との連携

民生委員、福祉協力員等地域で活動する住

民と行政や関係機関との連携、協働、地域

の見守りネットワークの強化。

3 被災者の生活再建支援
住宅の被害の

程度による

被災者生活再建支援金の円滑な支給、応急

仮設住宅等の入居者への情報提供や相談な

どのサポートを行い、１日も早く震災前の

日常生活を取り戻すことを目指します。
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安平町における自殺予防対策関連　施策一覧（町内事業分） 令和２年4月１日現在

基本施策

（１）地域におけるネットワークの強化

事業名 主な対象 内容 関連課・関連団体

健康福祉課福祉グループ

社会福祉協議会

健康福祉課

住民サービス課

町内会・自治会

ボランティア団体

民生委員

福祉サービス事業者

福祉団体

地域住民

社会福祉協議会

健康福祉課

福祉グループ

国保・介護グループ

（安平町地域包括支援センター）

民生委員

自治会・町内会

健康福祉課

室蘭児童相談所

法務局

人権擁護委員協議会

民生委員

警察署

教育委員会・教育機関等

事業名 主な対象 内容 関連課・関連団体

ゲートキーパー養成講座 民生委員児童委員協議会 身近な活動で気づき、見守りを 健康福祉課

🔶令和２年度から実施 行うための人材育成。 健康推進グループ

予定 福祉グループ

地域保健職員（保健師等） 自殺対策に関する研修会等に 健康福祉課

の資質向上 参加する等、各種研修機会を 健康推進グループ

活用し、職員の資質向上を図ります。

（２）自殺対策を支える人材の育成

保健師等

地域高齢者の生活状況把握、自治会・

町内会ごとの課題について協議。
高齢者地域ミーティング

苫小牧警察署、消防署、町内

関係団体65団体がサポート隊

として登録。

地域で安心して暮らし続けるためのサ

ポート体制を構築しています。
地域見守りネットワーク

子ども、しょうがい者、高

齢者

要保護児童対策地域協議会 18歳までの児童

関係者間のネットワークを構築しなが

ら、個別のケース検討を行い、事例に

対して情報を共有し、対応を協議しま

す。

地域ネットワーク会議 全町民

町民の誰もが住み慣れた地域や家庭で

安心した生活ができるように、保健・

医療・福祉サービスの総合的なシステ

ムづくりを進めるため、各分野の関係

機関や自治会・町内会、近隣住民等か

らなる援護のネットワークづくりの構

築を目的として実施しています。
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（３）住民への啓発と周知

事業名 主な対象 内容 関連課・関連団体

健康福祉課

健康推進グループ

苫小牧保健所

東胆振精神保健協会

健康福祉課

健康推進グループ

住民サービス課

住民サービスグループ

健康福祉課

健康推進グループ

事業名 主な対象 内容 関連課・関連団体

成年後見に関すること 全町民 成年後見制度の普及啓発等 健康福祉課

福祉グループ

国保・介護グループ

安平町地域包括支援センター

人権擁護 全町民 子ども、高齢者、女性、しょうがい 人権擁護委員

(困りごとなんでも相談） のある人々への虐待、いじめ、 安平町人権擁護委員

ＤＶ、職場でのハラスメント等 協議会事務局

人権侵害に関する相談を行い 健康福祉課

ます。 福祉グループ

子育てに関すること 18歳以下の児童、生徒 子育てや育児、発達の相談等を行 健康福祉課

及びその保護者 います。交流事業や巡回相談の 健康推進グループ

調整を行います。 福祉グループ

教育委員会

学校教育グループ

18歳以下の児童、生徒 健康福祉課

及びその保護者 健康推進グループ

児童の虐待や権利擁護 18歳以下の児童、その 子どもの権利を守るため、福祉に 健康福祉課

家庭及び妊産婦など 関する必要な支援を行います。 福祉グループ

一時預かり保育事業 未就学児 就労形態の多様化や家族等の傷病 教育委員会

私的理由等による一時預かりを 学校教育グループ

実施しています。

就学に関する相談 児童及び生徒 特別な支援を必要とする児童・生徒 教育委員会

に対し、関係機関と協力して一人 学校教育グループ

ひとりに応じた相談を行います。

リーフレット配布 全町民

こころの健康に関する普及啓発を行

い、相談機関の情報提供に繋がるよ

うリーフレットの窓口での設置

こころの健康相談 全町民 こころの健康相談を行います。

広報紙・ホームページの活

用
全町民

町広報誌やホームページで生きる支

援（自殺対策）関連の特集記事をを

掲載し、住民に対する問題理解の推

進を図ります。

（４）生きることの促進要因への支援

子育て世代包括支援セン

ター事業

① 相談先の普及啓発の実施

② 子育て支援センター及び子育て総合支援拠

点による相談

虐待の予防、早期発見を含め、育てづらさを

抱える子どもの育児の支援など保護者に寄り

添った支援を実施するとともに、子どものこ

ころの問題への支援を実施します。

③ 妊産婦へのうつ対策

妊産婦訪問時の個別支援に合わせ、エジンバ

ラ産後うつ病質問票によるうつ症状の早期発

見の検討をします。
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事業名 主な対象 内容 関連課・関連団体

就学援助費の支給 児童及び生徒 就学困難な児童生徒に対し法律に 教育委員会

基づいた就学援助費を支給します。 学校教育グループ

奨学資金の給付 高等学校等の在学者 高等学校等の在学者で、 教育委員会

保護者等の経済的理由により学資 学校教育グループ

支払が困難な生徒に

奨学金を支給する制度です。

日常生活自立支援事業 在宅生活者で金銭管理等 福祉サービスを利用するための 社会福祉協議会

日常生活上の判断に不安を 手続きや日常的な金銭管理及び

感じている方 書類等の預かり等の支援をします。

（５）ＳＯＳの出し方に関する教育を推進するための連携の強化

事業名 主な対象 内容 関連課・関連団体

健康福祉課

福祉グループ

教育委員会

学校教育グループ

社会教育グループ

「安平町いじめゼロ子ども会議」」 教育委員会

等を通じた普及啓発、早期発見と 学校教育グループ

未然防止に努めます。各学校にお 社会教育グループ

けるいじめ防止等の対策のために

設置した組織との情報共有化、人

権教育や命の教育の充実を図りま

す。

（４）生きることの促進要因への支援　　前ページ続き

子どもの人権相談 児童・生徒

人権擁護委員や民生委員・児童委員

をはじめ地域の関係機関、専門機関

が連携し対応。人権講話を実施しま

す。

いじめ防止対策 児童及び生徒
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安平町における自殺予防対策関連　施策一覧（町外関連事業） 令和元年度

（１）地域におけるネットワークの強化

事業名 主な対象 内容 関連課・関連団体

東胆振自殺予防対策推進連

絡会議

自殺予防対策に関わる関係

機関及び団体

地域の自殺予防対策の推進と関係機

関並びに団体の連携を強化して、自

殺死亡者数の減少と地域住民のここ

ろの健康づくりに取り組みます。

北海道苫小牧保健所

（２）自殺対策を支える人材の育成

事業名 主な対象 内容 関連課・関連団体

メンタルヘルス不調者

対策
労働者

事業所の相談体制、復職プログラム

の啓発活動。
苫小牧労働基準監督署

（３）住民への啓発と周知

事業名 主な対象 内容 関連課・関連団体

東胆振精神保健協会

北海道苫小牧保健所

こころの健康相談 全住民 精神科専門医、保健師による相談 北海道苫小牧保健所

（４）生きることの促進要因への支援

事業名 主な対象 内容 関連課・関連団体

倒産防止相談 経営者 安平町商工会

職業相談 一般、精神しょうがい者 休職給付手続き等 苫小牧公共職業安定所

苫小牧家庭生活

カウセリングセンター

メンタルヘルス相談 全住民 苫小牧保健センター

自殺未遂者への支援

苫小牧市立病院

王子総合病院

救急搬送 東胆振東部消防組合消防本部

精神科医療、相談 医療法人社団玄洋会

社会医療法人こぶし

苫小牧緑が丘病院

すみかわメンタルクリニック

北海道看護協会苫小牧支部

苫小牧警察署

人権相談 札幌法務局苫小牧支部

（５）児童のＳＯＳの出し方に関する教育

事業名 主な対象 内容 関連課・関連団体

出典：令和元年12月27日　東胆振自殺予防対策推進連絡会議　作成資料

（事務局：北海道苫小牧保健所）

リーフレット、パンフレット等の啓

発物の作成、配布、メディアを活用

した啓発。

普及啓発活動 全住民

心の相談、被害者相談 全住民

北海道教育庁胆振教育局

救急医療

急性期医療（救命）、自殺念慮のある患者（一般入院患者）への支援、家族支援

命を大切にする指導、命の授業

中１ギャップ未然防止事業及び高校生ステップアップ

プログラム指定校における自殺予防教育プログラム

自傷・自殺が起きた場合の対応
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