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１ 計画策定の背景 

全国の年間自殺者数は、平成１０年に急増して年間３万人を超え、減少の兆しが見えない状

況が何年も続きました。平成１８年１０月に国は自殺対策基本法（平成１８年法律第８５号、

以下、「基本法」という。）を施行、平成１９年６月には、国の自殺対策の指針となる「自殺総合

対策大綱」（以下、「大綱」という。）が策定され、「個人の問題」として認識されがちであった自

殺は、広く「社会問題」として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

れてきました。その結果、自殺者は減少傾向となるものの、現在でも２万人を超える水準とな

っています。その後、平成２８年４月に基本法が改正され、平成２９年７月に新たな大綱が閣

議決定され、「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、すべての都道府県

及び市町村が「地域自殺対策計画」を策定することになりました。 

本市においては、平成２０年度から本格的に自殺対策を推進し、全庁的に、また関係機関・

団体と連携し取り組んできた結果、自殺者数は全国同様に減少傾向にあります。しかし、未だ

毎年５０人以上のかけがえのない命が、自殺に追い込まれています。 

このような状況を踏まえ、本市においても、これまでの自殺対策を発展させ、さらに総合的

に対策を推進するため、「久留米市自殺対策計画」を策定します。 

 

２ 計画の位置づけ 

この計画は、平成２８年に改正された基本法に基づき、国の定める大綱を踏まえて、同法第

１３条第２項に定める「市町村自殺対策計画」として策定するものです。 

また、「久留米市新総合計画第３次基本計画」（平成２７年３月策定）の目指す都市の姿の一

つである「市民一人ひとりが輝く都市久留米」の実現に向け、久留米市地域福祉計画等の保健、

福祉分野や他の関連計画との整合を図りつつ、市民との協働や人権尊重の視点を踏まえ策定す

るものです。 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１章 計画の趣旨 

＜他の計画等との関係イメージ図＞   
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３ 計画の期間 

本計画の計画期間は、平成３１年度（２０１９年度）から平成３４年度（２０２２年度）ま

での４年間とします。 

また、社会情勢の変化や施策の推進状況等を踏まえ、必要に応じ計画の見直しを行います。 

＜計画の期間＞ 

年度 Ｈ28 

(2016) 

Ｈ29 

(2017) 

Ｈ30 

(2018) 

Ｈ31 

(2019) 

Ｈ32 

(2020) 

Ｈ33 

(2021) 

Ｈ34 

(2022) 

Ｈ35 

(2023) 

Ｈ36 

(2024) 

Ｈ37 

(2025) 

国 
          

県 
          

市 

          

      ＊平成３１年度以降は新元号の予定です。便宜上平成に置き換えて表記しています。 

  

自殺対策総合大綱（H29.7～） 

久留米市新総合計画 基本構想（H13 年度～37 年度） 

福岡県自殺対策計画（Ｈ30 年度～34 年度） 

久留米市新総合計画第３次基本計画
画 

第２期久留米市地域福祉計画 

第２期健康くるめ２１（平成 25 年度～34 年度） 

久留米市自殺対策計画 

（平成 27 年度～31 年度） 

（平成 23 年度～31 年度） 

第３期久留米市地域福祉計画 

（平成 32 年度～37 年度） 

久留米市新総合計画次期基本計画 

（平成 32 年度～37 年度） 

（平成 31 年度～34 年度） 
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１ 自殺の現状（資料編「２ 久留米市の自殺の状況」） 

（１）自殺者数、自殺死亡率 （資料編１－１、１－２） 

自殺者数は、全国同様平成１０年に急増し、１００人を超え、その後６０～８０人で推

移してきました。近年は減少傾向にあり、平成２８年の自殺者数は、５２人で前年に比べ

６人減少しましたが、自殺死亡率は全国や福岡県と比べると若干高い状況です。 

  ＊自殺死亡率：人口１０万人当たりの自殺死亡者数を表す。 

 

（２）性・年代別の状況（資料編２－１～２－３） 

自殺者数（平成２４～２８年）を年代別にみると、５０歳代が最も多く、次いで、６０

歳代、４０歳代に多くなっています。また、男女比は７：３となっています。 

性・年代別にみると、５０歳代男性が最も多く、次いで、４０歳代、６０歳代、３０歳代

の男性に多くなっています。 

死因を年齢別にみると、自殺は幅広い年齢層で上位に入っており、特に１５～３９歳に

おいては、自殺が死因の第一位となっています。 

 

（３） 職業別の状況（資料編３－１、３－２） 

自殺者数（平成２４～２８年）を職業別にみると、無職者が６４％と最も高く、中でも

「年金・雇用保険等生活者」の割合が高くなっています。 

有職者は、３２％であり、有職者のうち７１％は「被雇用者・勤め人」となっています。 

 

（４）原因・動機別の状況（資料編４－１、４－２） 

自殺者数（平成２４～２８年）を原因・動機別にみると、「健康問題」が最も多く、次い

で、「経済・生活問題」、「家庭問題」の順に多くなっています。「健康問題」の中では、うつ

病が４２％と最も多く、次いで身体の病気が３２％となっています。「経済・生活問題」の

中では、「生活苦」が３２％と最も多く、次いで「負債」が３１％となっています。 

男女共に「健康問題」が最も多くなっていますが、次いで、男性は「経済・生活問題」、

女性は「家庭問題」を抱える割合が高くなっています。 

 

（５）自殺未遂の状況（資料編５－１） 

自殺者数（平成２４～２８年）を自殺未遂の状況でみると、男性は１５％、女性は３１％

に自殺未遂歴がありました。 

 

（６）同居人の状況（資料編６－１） 

自殺者数（平成２４～２８年）を同居人の有無別にみると、６３％の方に同居人がいま

した。 

第２章 久留米市の現状と課題 

＊ 
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（７）地域自殺実態プロファイル(2017)における久留米市の自殺の主な特徴（資料編１２

－１～１２－４） 

 

 

    

 

男性は４０歳以上で職業の有無を問わず上位にあるのに対し、女性の自殺者数は６０歳

以上の無職者に偏る傾向が見られます。 

   

 ＊自殺死亡率の母数（人口）は平成 27 年国勢調査を元に自殺総合対策推進センターにて推計。 

＊＊「背景にある主な自殺の危機経路」は自殺実態白書 2013（NPO 法人ライフリンク）を参考としており、

NPO 法人ライフリンクが、平成 19 年から平成 24 年にかけて家族を自殺で亡くした遺族と協力して行った

「“1,000 人の声なき声”に耳を傾ける自殺実態調査」の結果を分析したもの。自殺の背景にある主な要因が

示されているが、自殺の背景にはこれ以外にも様々なものがある。 

 

２ これまでの取組と評価 

平成２０年度から本格的に自殺対策の取組をはじめ、平成２１年度には自殺対策連絡協議

会を設置し、関係機関・団体と連携を図りながら、①普及啓発、②ネットワークづくり、③

人材育成、④自死遺族支援を４本柱に総合的な自殺対策を推進してきました。 

また、平成２２年度から庁内連絡会議を設置し、各部局間の連携強化及び情報共有を図っ

ています。併せて、自殺対策の視点が求められる各部局の事業を抽出するとともに、進捗管

理を行うことで、全庁的な意識の醸成を進めています。 

平成２３年度からは、セーフコミュニティ の取組を活用し、市民との協働、関係機関・

団体との連携を図り、自殺者数の減少を目指した対策を進めています。特に自殺対策連絡協

議会等と連携した普及啓発、関係団体等と協働した相談会、生活困窮者の相談、ゲートキー

パー研修、かかりつけ医と精神科医の連携に取り組んできたところです。 

本市における自殺死亡率は、平成２３年の２５．４から平成２８年は１７．０と減少し、

第２期健康くるめ２１に掲げた「自殺死亡率を平成２８年に２３．０へ減少させる」という

目標を達成しました。自殺者数は、全国的にも減少傾向ではありますが、平成２０年度から

自殺対策を始め、関係機関・団体と協働して取り組んだ自殺対策の成果が徐々に表れてきた

上位５区分
自殺者数
5年計

割合
自殺死亡率

*

(10万対) 背景にある主な自殺の危機経路**

1位:男性60歳以上無職同居 44 14.7% 44.5
失業（退職）→生活苦＋介護の悩み（疲
れ）＋身体疾患→自殺

2位:男性40～59歳有職同居 34 11.4% 23.8
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

3位:女性60歳以上無職同居 26 8.7% 15.1 身体疾患→病苦→うつ状態→自殺

4位:女性60歳以上無職独居 23 7.7% 50.1
死別・離別＋身体疾患→病苦→うつ状態
→自殺

5位:男性40～59歳無職独居 17 5.7% 343.0 失業→生活苦→借金→うつ状態→自殺

自殺総合対策推進センターが作成した「地域自殺実態プロファイル(2017)」では、過去

５年間（平成 24～28年）の自殺者を性別・年代別・就業の有無別・同居人の有無別で区分

し、本市の主な自殺の特徴が示されています。 

＊ 



 5 

ものと考えています。 

  ＊セーフコミュニティ：ＷＨＯ（世界保健機関）セーフコミュニティ協働センターが推進する「けがや事故

等は偶然の結果ではなく、予防することができる」という理念に基づいて、予防に重点を置き、地域社会

全体で進める安全安心なまちづくりの取組やそれを行う地域のこと。本市はＷＨＯセーフコミュニティ協

働センターによる審査を受け、平成２５年にセーフコミュニティの国際認証を取得。 

 

自殺対策事業 

① 普及啓発 

事業名 内容 

こころの健康づくり
講演会 

市民がうつ病等について正しい知識や対応を知ること及び心の健康に対する意識の向上を図る
ことを目的として実施。 

自殺対策関連啓発事
業 

自殺予防週間（9月）及び自殺対策強化月間（3月）に合わせた啓発活動や、相談窓口一覧リー
フレットの作成、各種チラシ・ポスターの作成等、自殺対策関連の普及啓発を行う。 
また、市内 4 ヶ所の大学、久留米高専、市立図書館の協力を得て、自殺対策パネル展示を実施

し、併せて関連図書の設置を行う。 

生活・法律・こころの
相談会 

悩みのある方が多く訪問する場所の一つであるハローワークにおいて、借金問題や解雇、多重

債務、損害賠償等の社会的問題やそれらの問題から発生する心の問題等について、解決の糸口
を見つけ、自殺予防及びうつ病の予防を目的として司法書士会と合同で開催。 

こころの相談カフェ 
保健所等の公的機関や医療機関への相談をためらい、生きづらさを抱える市民に対し、身近な

場所で臨床心理士等の専門的なカウンセラーに相談できる場を提供。 

 普及啓発等の取組により、保健所への自殺関連相談は、平成２３年度は４４件だったもの

が、平成２９年度には１００件と増加しています。 

 また、平成２８年度からは、保健所等の公的機関に相談することが出来ず、生きづらさを

抱えた市民を対象に身近な場所で、気軽に専門のカウンセラーに相談できる場である「ここ

ろの相談カフェ」を開設し、相談体制の強化を図っています。 

 自殺の背景にある要因は世代や職業等によって異なるため、実態を把握し、対象者に応じ

た効果的な手段による啓発を行う必要があります。 

 

② ネットワークづくり 

  事業名 内容 

自殺対策連絡協議会 
本市における自殺対策を総合的かつ効果的に推進するため、平成 21 年度に設置。47 団体で構
成しており、自殺の現状や自殺対策の進捗状況等に関する情報の共有、各団体が抱える課題及

び取組の検討、関係機関・団体との連携調整について協議。 

自殺対策庁内調整会
議・連絡会議 

本市における自殺対策事業等の推進、自殺対策に関する情報の共有・収集及び久留米市自殺対

策連絡協議会との連携調整に関して必要な協議・検討を行う。 
各部局が実施している自殺対策関連事業の洗い出しを行い、進捗管理を実施。 

かかりつけ医・精神

科医連携研修 

内科等かかりつけ医と精神科医等の専門医が連携し、うつ病等の早期発見・早期治療のみなら

ず、医療連携体制の整備及び地域支援ネットワークの構築を推進することを目的として実施。 

ネットワーク会議 
救命救急センター、精神科病院、保健所による連携会議を開催し、再企図を防ぐための体制の

構築等を図る。 

セーフコミュニティ
自殺予防対策委員会 

本市における自殺の現状と課題を把握し、より効果的な取組について協議・検討を行い、市民、
関係機関・団体と連携し、自殺対策の更なる推進を図る。 

職域メンタルヘルス
連絡会議 

働き盛りの中高年層の抱えるメンタルヘルス問題を把握し、事業所における心の健康づくりを
促進。 

   関係機関・団体と情報の共有、連携の強化を図るとともに、普及啓発等に協働で取り組ん

できました。また、かかりつけ医・精神科医連携システムを中心とした取組は、救命救急セ

ンター、弁護士会、司法書士会へと広がり、ネットワークの形成・強化に繋がっています。 

自殺予防には、地域のつながり・多様性を認め合う地域づくりが重要な役割を持つため、

これまでの関係機関等との連携の取組に加え、市民の参加・協働の視点を持った取組を進め

ていく必要があります。 
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③ 人材育成 

事業名 内容 

ゲートキーパー 
研修 

身近な人のサインに気づき、声をかけ、話を聴き、必要に応じて相談機関等につなげ、見守る
等の対応ができる人材（ゲートキーパー）の育成を行う。 

市民ゲートキーパー
の支援 

自殺対策の推進活動を行う市民団体と協働の取組を実施。 

市職員研修 
職員がセーフティーネットとしての役割を認識し、支援が必要な市民に対して、適切な対応及
び関係機関との連携を図ることが出来るようになることを目的として実施。 

出前講座等を通した市民への啓発や、理容師会や薬剤師会等の各種団体への働きかけによ

り、ゲートキーパーが拡大していますが、久留米市民意識調査では、約半数の人が不安や悩

みを誰かに相談することにためらいを感じると回答しています。今後も市民同士が身近な人

のゲートキーパーとなれるよう、さらにゲートキーパーの取組を地域や職場において広めて

いく必要があります。また、研修の内容について、効果的な取組となるよう随時見直しを検

討する必要があります。 

＊ゲートキーパー：悩んでいる人の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、言わば「命の門

番」とも位置づけられる人のこと。 

 

④ 自死遺族支援 

 事業名 内容 

わかち合いの会 
同じ立場の自死遺族が集い、語り合うことを通して苦痛を和らげ、悲しみや社会的孤独からの

回復を目指す場として開催。 

定期的に会を開催し、同じ立場の方同士が自分の想いや体験をありのまま語り合うことで、

大切な方を亡くし、悲しみや孤独、混乱の中にいる自死遺族の方の安心感、社会との関わり

や自分らしさを取り戻すことにつながっていると考えられます。 

遺族の抱える問題は多岐にわたり、会の開催だけで全てを解決できる訳ではないため、関

係機関等と連携し、一人ひとりの課題に寄り添った個別相談を丁寧に行うとともに、必要と

する方へ情報が届くよう、より効果的な情報発信を検討する必要があります。 

 

３ 自殺の現状とこれまでの取組からみえる課題 

   これまでの取組において一定の効果をあげているものの、社会づくりや地域づくりの視点

を持った対策が不十分であったことや、個人の抱える背景や課題が複雑化し、一律の取組で

はなく、世代や抱える課題に応じた施策の展開を図る必要があると考えられます。 

個人だけでなく、複合的にその世帯が抱えている課題を捉え、困りごとのみならず、生き

る意欲や力、生きる希望といった強みや思いを引き出しながら包括的に支え、福祉、介護、

保健、医療だけでなく、住まい、就労、教育、さらに社会的孤立や社会参加の機会の確保等

を含めて「地域生活課題」として認識する必要があります。 

このようなことを踏まえ、以下のとおり課題を整理しました。 

 

（１）社会構造における課題 

○生きやすい地域づくり 

人々の価値観の変化やライフスタイルの変容等を受け、人と人とのつながりが希薄化

＊ 
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する傾向があり、ひとりであるいは家庭内で問題を抱え込み、誰にも相談できず解決の

糸口が見つからない状態になっている人、複合的な課題を抱え自ら相談に行くことが困

難な人、制度の狭間にある人等が見られます。そのため、市民が地域住民相互の関わり

合いを持ち、不安や悩みを気軽に話せるような地域づくりを共に考えていくとともに、

全ての市民がそれぞれ役割を持ち、地域のかけがえのない担い手であるという意識の醸

成を図り、つながり支え合う社会をつくることが求められます。 

また、近隣や民生委員等による声かけや見守り、関係機関等との連携、専門職による

アウトリーチ等により、必要な時に必要な支援が受けられるような環境を整えることが

重要です。 

さらに、同じ困りごとを抱えた当事者同士の支え合いが重要であることから、当事者

参画、自助グループの支援に努めることが必要です。 

 

○関係者や関係機関との連携 

これまで、関係機関等と連携し、対策を進めてきたところですが、より一層、横断的

な支援を行うためには、保健、医療、福祉、教育、労働その他の幅広い関連施策と自殺

対策の有機的な連携強化に取り組むとともに、市民や関係機関・団体、行政等が相互に

連携・協働しながら、人と人、人と地域のつながりの構築に努めることが求められます。

また、市民一人ひとり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できる

ような取組が必要です。 

 

（２） 生活背景や世代における課題 

    原因・動機別の状況をみると、精神疾患を含む「健康問題」が最も多くなっていますが、

自殺統計では明らかにされていない原因も含め、自殺の多くは多様かつ複合的な要因及び

背景を有し、これらが連鎖する中で起きているため、その背景にある課題に応じて丁寧に

対応していくことが重要です。 

 

○生活困窮者 

本市における自殺者を職業別でみると、無職者が６割を超えており、また、原因動機

別でみると、「経済・生活問題」を理由とするものが約２割を占めており、中でも生活苦

によるものが多くを占めています。このことから、生活困窮者への取組を強化する必要

があります。 

生活困窮は、経済的な困窮にとどまらず、その背景に、病気、介護、労働トラブル、多

重債務、虐待、性暴力被害、依存症、セクシュアル・マイノリティ（性的少数者）等の多

様かつ広範な問題を複合的に抱えていることが多く、家族や地域との関係性が希薄化し、

社会的な孤立から、誰にも相談できず、自殺のリスクが高まる傾向にあります。このた

め、本人の経済・生活面や人間関係等に係る視点を持って、関係機関同士が緊密に連携

し、対象者本人の状態や意向と各々の専門性に応じた寄り添い型支援を展開することが

重要です。 

＊ 
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○高齢者 

本市の平成２４年から２８年の７０歳以上の自殺死亡率は、２８．１であり、全国の

２５．６と比べても高い状況です。 

本市における高齢者の自殺の背景には、身体の病気、うつ病、生活苦、夫婦関係の不

和、家族の死亡や介護・看護疲れ等の様々な要因があります。身体疾患の発症や悪化、

家族との死別や離別をきっかけに地域で孤立し、閉じこもりやうつ状態になるケースや

ひきこもりの長期化等により親と子どもが高齢化し、支援の網からこぼれ落ち孤立して

しまう、いわゆる「８０５０（はちまるごうまる）問題」等も懸念されます。 

そのため、抱える問題が深刻化する前に早期の段階から、個人だけではなくその世帯

全体の生活課題を捉え、包括的に支え合っていくことで、地域の中で孤立させず、生き

がいや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す。 

また、久留米市民意識調査において、不安や悩み、ストレスの原因について、６０歳

以上は「健康に関すること」が他の年齢層より高いことから、高齢者の健康不安に対す

る支援体制の充実を図るとともに、その他の複合的な要因に対して、関係機関や市民・

地域コミュニティ組織と連携することが求められています。 

＊自殺総合対策推進センターが作成した「地域自殺実態プロファイル」において、本市で今後重点的に

取り組むべき課題として「生活困窮者」「高齢者」「勤務・経営」に関わる自殺への取組が指摘されて

います。 

 

○中高年男性 

本市において、４０歳代、５０歳代の中高年男性の自殺者が多く、特に５０歳代男性

の自殺死亡率は、全国の自殺死亡率と比べても１０ポイント以上高くなっています。平

成２８年の５０歳代男性の自殺者数は、前年と比べると７人から１３人と倍増しており、

中高年男性への対策の強化が必要です。 

     本市における４０歳代、５０歳代の自殺者数を原因・動機別にみると、「健康問題」が

多く、特にうつ病によるものが最も多い状況ですが、「経済・生活問題」、「勤務問題」、

「家庭問題」と続いており、うつ病の背景にある中高年男性の抱える様々な問題が考え

られます。しかし、久留米市民意識調査においては、不安や悩み、ストレスを相談する

ことへのためらいを感じる５０歳代男性は６割を超えており、悩みを一人で抱え込みが

ちな傾向がうかがえます。このようなことから、うつ病に至る前の早期の段階でこれら

の悩みに対応できるよう、相談体制の更なる強化が必要です。また、久留米市民意識調

査において、不安や悩み、ストレスの原因として「勤務問題」が最も多いことから、仕

事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の推進やハラスメント対策等、労働者が

働きやすい職場環境づくりについて、事業所や各職域団体等と連携した取り組みが必要

です。 

 

○子ども・若者 

本市において、１５～３９歳では、自殺が死因の第一位となっています。また、近年

＊ 

＊ 
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１０歳代の自殺者数は増加していませんが、２０歳代で急増する傾向が見られています。 

将来の自殺リスクの低減につなげるため、人生の中で誰もが直面し得る危機である経

済・生活問題や勤務問題、家庭関係の不和、心身面での不調等自殺の背景にあるとされ

る様々な問題への対処方法や支援先に関する情報を、早い時期から身に付けるとともに

自尊感情の向上や相談行動の促進、こころの健康づくりに関する基礎的な意識の充実等

を図ることが必要です。 

また、自殺の要因の一つとなりうるいじめ問題について、「どの子どもにも、どの学校

でも起こり得る」ものであるということを認識し取り組むことが必要です。さらに、貧

困の状況にある子どもが抱える様々な問題は自殺のリスク要因となりかねないため、子

どもの貧困対策や生活困窮者自立支援法に基づく施策等と連携し、取組を進めていくと

ともに、学校・家庭・地域が緊密に連携し、共に支え合う地域づくりを行っていくこと

が重要です。 

     また、１０歳代後半から３０歳代の若者は、支援機関の相談窓口ではなく、友人・知

人等の身近な者に相談する傾向があることから、若者の特性に応じた対策の充実を図る

ことが必要です。 

    ＊子ども・若者：地域自殺対策政策パッケージ（平成 29 年 12 月 自殺総合対策推進センター）による

と、子ども・若者対策として、児童生徒、大学生、10 歳代から 30 歳代の有職者と無職者、非正規雇

用者等の対象者を念頭に自殺対策を進める必要があるとされている。 

 

 

 

  



 10 

 

 

１ 基本理念 

 

     

   

 

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です。自殺

の背景には、精神保健上の問題だけでなく、様々な社会的要因があります。 

このため、自殺を個人の問題としてではなく社会の問題として捉え、市民、様々な分野の専門

家、行政が一体となり相互に連携・協働し、取組を推進することで、誰も自殺に追い込まれるこ

とのない、「いのち支え合うまち くるめ」の実現を目指します。 

 

２ 基本方針 

 国の大綱における基本認識及び基本方針、久留米市の現状と課題及び基本理念を踏まえ、自殺

対策の基本方針として、以下の４つを掲げます。 

 

（１）人と人のつながりを育み、生きることの包括的な支援として推進する 

自殺は、その多くが追い込まれた末の死であり、防ぐことができる社会的な問題であると

の認識のもと、自殺対策を地域全体で支え合う「生きることの包括的な支援」として取組み

ます。 

個人においても地域においても、「生きることの促進要因」より「生きることの阻害要因」

が上回ったときに自殺リスクが高まります。 

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

て社会全体の自殺リスク

を低下させる方向で推進

します。また、自殺防止や

遺族支援といった狭義の

自殺対策だけでなく、地

域のつながりの強化、す

なわちソーシャル・キャ

ピタル（社会関係性資本）

の醸成を通して、地域の

あらゆる住民が役割を持

第３章 基本理念と基本方針 

い の ち 支 え 合 う ま ち  く る め 
～誰も自殺に追い込まれることのない久留米市の実現を目指して～ 
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ち、支え合いながら持てる力を活かし活躍することができるような地域づくりを推進するた

め、地域全体で総合的に自殺対策を推進します。 

 

（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 

高齢者、子ども、障害者、生活困窮者等の課題に対応した地域共生社会の実現に向けた地

域福祉推進の取組は、自殺対策と共通する部分が多いため、両取組を一体的に展開していく

とともに、本計画とその他関係計画に基づく施策と有機的な連携を図り、効果的かつ効率的

に施策を展開していきます。 

自殺の要因となり得る生活困窮、虐待、性暴力被害、ひきこもり、セクシュアル・マイノ

リティ（性的少数者）、いじめ、差別等、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の共有を図ります。 

必要とする人が適切な精神保健医療福祉サービスを受けることができるように、精神科医

療、保健、福祉等の各施策との連携を図るとともに、精神科医療等につながった後も、その

人が抱える悩みや問題に対して寄り添った対応を行います。 

 

＜三階層自殺対策連動モデル（自殺総合対策推進センター資料）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）自殺対策を支える人材を育成する 

様々な分野において自殺対策に関わりうる人材を育成します。また、自殺や自殺関連事象

に関する正しい知識の普及や、身近な人のサインに気づき、声をかけ、話を聴き、必要に応

じて相談機関等につなげ、見守る「ゲートキーパー」の役割についての周知を図るとともに、

困難に直面し、悩みを抱えた場合には、誰かに助けを求めることが適当であることの理解促

進を図ります。 

さらに、自殺予防には、地域のつながり強化、すなわちソーシャル・キャピタルの醸成が
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重要であるとの認識のもと、支援される側と支援する側に分かれるのではなく、互いにつな

がり・気づき・支え合える人と人との関係性について、認識を共有できるよう取組を進めま

す。 

 

（４）正しい知識の普及・啓発を推進する 

自殺に追い込まれるということは「誰にでも起こり得る危機」であるため、危機に陥った

人の心情や背景への理解を深めることを含め、自殺の問題は一部の人や地域だけの問題では

なく、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、引き続き積極的に普及啓発

を行います。 

また、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ありません。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が深刻化しがちと言われて

います。このことから、自殺や精神疾患に対する誤った認識や偏見をなくす取組を推進しま

す。 

本計画やその他様々な計画に基づく施策を有機的に連携させ、施策を展開することにより、

人権が尊重され誰も排除されることのない社会の実現及び様々な差別を生む人権課題の解決

を目指します。 
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本市は、市民一人ひとりの尊いいのちが自殺という形で失われることのないよう、自殺者

ゼロをめざします。当面の取り組み効果を図る指標として、国の数値目標 と合わせ、自殺

死亡率を平成３８年（２０２６年）までに１３．０以下に減少させることとします。

この目標を達成するために、平成３４年（２０２２年）までに自殺死亡率を１５．１以下

に減少させます。 

  ＊国の数値目標：国は、大綱において、平成３８年（２０２６年）までに、自殺死亡率を平成２７年（２０

１５年）と比べて３０％以上減少させること（１８．５→１３．０以下）を、政府の進める自殺対策の目標

として定めている。 

 

        

 
平成２８年 

（２０１６年） 
 

平成３４年 

（２０２２年） 

自殺死亡率 １７．０  １５．１以下 

自殺者数 ５２人  ４４人以下 

  ＊「日本の地域別将来推計人口（平成２５年３月）」（国立社会保障・人口問題研究所）の人口推計から算出 

 

  

第４章 自殺対策の数値目標 

＊ 

＊ 

自殺者ゼロを目指します 
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１ 施策体系 

 

 

いのち支え合うまち くるめ
～誰も自殺に追い込まれることのない久留米市の実現を目指して～

自殺対策を支える人材の育成

(１)自殺対策に係る人材の確保、育成及び資

質の向上を図る

市民への普及啓発

(１)市民一人ひとりの気づきと見守りを促す

生活背景や世代

に着目した

重点対象者

③ 中高年

男性

生きる支援の関連施策

生きることの包括的な支援

(１)社会全体の自殺リスクを低下させる

ア 相談窓口情報等の発信

イ 勤務・経営問題に関する支援の推進

ウ 高齢者への支援の充実

エ 子ども・若者に対する支援の充実

オ 妊産婦への支援の充実

カ 人権を守る取組の充実

キ 交流・居場所づくりの推進

ク 生活困窮者への支援の充実

ケ ひきこもりへの支援の充実

コ 依存症等への支援の充実

サ 虐待や犯罪被害者等への支援の充実

(２)自殺未遂者の再度の自殺企図を防ぐ

(３)遺された人への支援を充実する

基本施策１

関連施策と連携した総合的な取組

(１)地域共生社会の実現に向けた地域福祉推進

の取組と連携する

(２)地域・庁内におけるネットワークの強化

(３)適切な保健医療福祉サービスを受けられるよ

うにする

基本施策２

基本施策３

基本施策４

④ 子ども

・若者
② 高齢者

① 生活

困窮者

第５章 自殺対策における取組 
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２ 生活背景や世代に着目した重点対象者 

  自殺の背景には、その年代や社会状況等の様々な問題が複雑に絡み合っています。自殺の要

因は様々ですが、生活背景や世代に応じてその抱えている問題も大きく異なることから、本市

では、「生活困窮者」「高齢者」「中高年男性」「子ども・若者」に着目し、第２章において整理

した課題に応じて、重点的に様々な取組を展開します。 

  

（１）生活困窮者 

関係機関同士が緊密に連携し、包括的な支援を行うとともに、一方的に支援を行うのでは

なく、相談者が持てる力を活かし高めるような関わりを通して、相談者と関係機関が共に課

題解決に取り組みます。 

 

≪成果指標≫ 

指標名 現状 目標 

経済・生活問題を原因・動機とした自

殺者数 

（地域における自殺の基礎資料） 

87人 

（H24～H28） 

70人以下 

（H29～H33） 

 

（２）高齢者 

   高齢者の自殺を防止するために、高齢者本人のみならず、家族や介護従事者等の支援者に

対する支援も含めた対策に取り組んでいきます。また、高齢者とその支援者が、社会的に孤

立することなく、他者と関わり、生きがいや役割を持って生活できる地域づくりを積極的に

進めていくとともに、相談しやすい体制の整備を図ります。 

 

≪成果指標≫ 

指標名 現状 目標 

70歳以上の自殺死亡率 

（地域自殺実態プロファイル） 

28.1 

（H24～H28平均） 

参考:全国 25.6 

全国値以下 

（H29～H33平均） 

不安や悩み、ストレスを相談すること

へのためらいを感じる人の割合 

（久留米市民意識調査） 

70歳以上男性 51.7％ 

70歳以上女性 53.5％ 

（H29年度） 

70歳以上 50％以下 

（H34年度） 

 

（３）中高年男性 

中高年男性が相談しやすい体制の整備を図るとともに、労働者一人ひとりが心身共に健康

で、やりがいを持って働き続けることができるよう仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バラ

ンス）やメンタルヘルス意識の向上等について、事業所や職域団体等と連携した取組を進めま

す。 
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≪成果指標≫ 

指標名 現状 目標 

50歳代男性の自殺死亡率 

（地域自殺実態プロファイル） 

49.2 

（H24～H28平均） 

参考:全国 38.9 

全国値以下 

（H29～H33平均） 

不安や悩み、ストレスを相談すること

へのためらいを感じる人の割合 

（久留米市民意識調査） 

50歳代男性 65.3％ 

（H29年度） 

50歳代男性 60％以下 

（H34年度） 

 

（４）子ども・若者 

  子ども・若者に対し、ＳＯＳの出し方及びその受け止め方について啓発を行うとともに、

相談体制を強化し、多様な相談先情報の周知を図ります。 

不登校やいじめ問題等への対応を重要な課題として認識し、その防止と解消に向けて、より

一層のきめ細やかな取組を進めます。 

１８歳までの児童及びその保護者からの様々な相談に対応することで、悩みの早期解決を図

るとともに、学校・家庭・地域の信頼関係や協働の取組等により、包括的な支援を推進してい

きます。また、生活困窮世帯やひとり親家庭の子どもを対象とした居場所づくりを推進しま

す。 

 

≪成果指標≫ 

指標名 現状 目標 

20歳未満の自殺死亡率 

（地域自殺実態プロファイル） 

1.7 

（H24～H28平均） 

現状を下回る 

（H29～H33平均） 

20歳代～30歳代の自殺死亡率 

（地域自殺実態プロファイル） 

18.8 

（H24～H28平均） 

現状を下回る 

（H29～H33平均） 

自分にはよいところがあると答える児童

生徒の割合 

（全国学力・学習状況調査） 

小 6 71.5% 

中 3 65.4% 

（Ｈ29年度） 

参考:全国 小 6 77.9% 

      中 3 70.7% 

全国平均を超える 

（Ｈ34年度） 

 

３ 基本施策 

基本施策１ 生きることの包括的な支援 

（１）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
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クを低下させる方向で実施する必要があります。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します。 

 

ア 相談窓口情報等の発信 

自殺の多くは多様かつ複合的な原因及び背景を有していることから、心の悩み、健康問題、

家庭問題、経済・生活問題、労働問題、学校問題、ＤＶ等様々な悩みに関する相談窓口の周

知を図ります。 

  

 【主な施策（事業）】 

 犯罪被害者等支援事業、市民相談、消費生活センター事業、人権に関する相談、隣保館相談

事業、男女平等推進センターにおける相談、納税相談、障害者基幹相談支援センター運営事

業、障害者虐待防止対策支援の推進、高齢者の総合相談、地域包括支援センター運営事業、

認知症介護電話相談、生活困窮者自立支援事業、こころの健康相談、生活・法律・こころの

相談会、自殺対策関連啓発、相談窓口の周知、こころの相談カフェ、ＨＩＶ・性感染症検査

相談事業、まちかど糖尿病予防健康相談、栄養相談事業、地区担当保健師による総合健康相

談、子育て中の保護者への各種相談事業、ひとり親家庭等の相談事業、婦人相談事業、妊娠・

出産・育児に関する健康相談、乳幼児発達相談診査事業、女性の健康相談、妊娠ホットライ

ン、子ども総合相談事業、結らいん、経営相談、金融相談 

 

イ 勤務・経営問題に関する支援の推進 

   労働者が心身ともに健康で働き続けるため、仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バラン

ス）やハラスメント対策、メンタルヘルスの維持等、労働者が働きやすい職場環境づくりを

促進するとともに、理解を深めるための啓発を行います。 

   また、関係機関等との連携を強化し、相談先についての周知を図ります。 

 

【主な施策（事業）】 

 生活・法律・こころの相談会（再）、職域向けメンタルヘルス講演会、職域メンタルヘルス連

絡会議の開催、自殺対策関連啓発（再）、経営相談（再）、農業経営支援、金融相談（再）、労

働セミナー等での啓発チラシの配布、労働環境改善事業 

 

ウ 高齢者への支援の充実 

高齢者は健康面で課題を抱えやすくなることから、健康問題に関して気軽に相談できるよ

う相談体制の充実を図ります。また、健康寿命の延びを平均寿命以上に延伸し、高齢者がそ

の能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう、健康づくりと介護予防の推進に

取り組みます。 

高齢者の自殺を防止するには、高齢者本人のみならず、家族や介護従事者等の支援者に対

する支援も含めて、対策に取り組んでいく必要があります。主なものとして、高齢者や支援

者に対する支援先情報の周知や、様々な悩みを抱え込んでいる高齢者を早期に発見し支援へ
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とつなぐこと等が挙げられます。各種取組を通じて高齢者とその支援者が生きがいを感じる

ことができる地域づくりを積極的に進めていきます。 

 

【主な施策（事業）】 

  高齢者の総合相談（再）、地域包括支援センター運営事業（再）、認知症介護電話相談（再）、

家族介護教室、介護予防把握事業、介護予防普及啓発事業、地域介護予防活動支援事業、地

域リハビリテーション活動支援事業、老人クラブ・いこいの家活動支援事業、地域ケア会議

の推進、虐待防止及び早期発見・対応、こころの健康相談（再）、自殺対策関連啓発（再）、こ

ころの相談カフェ（再）、地区担当保健師による総合健康相談（再） 

 

エ 子ども・若者に対する支援の充実 

子ども・若者が悩みを一人で抱え込むことなく、身近な人へ気軽に相談できるよう、また、

身近な人の変化に気づき適切な対応が取れるよう、啓発を行うとともに、相談体制の強化及

び相談先情報の周知を図ります。 

児童生徒が社会において今後様々な困難や問題に直面した際に、その対処方法を身に付け

ることができるよう、ＳＯＳの出し方に関する教育を実施します。また、各学校にスクール

カウンセラーを配置し、児童生徒等の相談に対応するとともに、スクールソーシャルワーカ

ーによる困難を抱えた児童生徒を取り巻く環境への働きかけ等を行います。さらに、児童生

徒一人ひとりの状況に応じて、不登校の未然防止、早期発見と早期対応、復帰に向けた継続

的な支援の段階に応じた取組を行うとともに、児童生徒等へのアンケートや関係機関の連携

及び校内組織の活用等により、いじめの未然防止及び早期発見・早期対応の取組を行います。 

１８歳までの児童及びその保護者からの不安、悩み、成長や発達上の課題に関すること等

様々な相談に応じ、悩みの早期解決を支援するとともに、地域のネットワークによる、子ど

もたちの育ちと子育て家庭を支え合うまちづくりを進めます。 

 

【主な施策（事業）】 

  自殺対策関連啓発（再）、ＳＯＳの出し方教育、思春期保健対策事業、乳幼児発達相談診査事

業（再）、子ども総合相談事業（再）、育児支援教室、リトルにこにこ親子教室、親子のびの

び教室、結らいん（再）、青少年の非行防止・健全育成を図るための事業（街頭指導・巡回活

動）、児童生徒に対する相談制度等の周知啓発、スクールカウンセラー・スクールソーシャル

ワーカーによる支援、不登校対応の推進、いじめ問題への対応 

 

オ 妊産婦への支援の充実 

母子健康手帳交付時に支援が必要な家庭を把握した場合には、保健師による適切な支援を

行います。また、新生児訪問において、子育て支援に関する必要な情報提供等を行うととも

に、子育ての不安やストレスによって起きる産後うつ等による自殺を防ぐため、産後うつの

スクリーニングを実施し、適切な支援につなぎます。心身の不調や育児不安等を抱える者等

に対しては、母子への心身のケアや育児サポート等を行い、安心して子育てができる支援体
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制を確保します。 

さらに、妊婦・産婦健康診査において、産科・小児科・精神科医療機関と連携し、妊娠早

期・産後の初期段階からの母子に対する支援を強化します。 

 

【主な施策（事業）】 

かかりつけ医・精神科医連携研修事業、エンゼル支援訪問事業、母子健康手帳の交付・出生

連絡票の受理、妊娠期からのケアサポート事業、妊娠・出産・育児に関する健康相談（再）、

新生児・産婦訪問、妊娠ほっとライン（再）、子ども総合相談事業、産後ケア事業、産前産後

サポート事業、産婦健康診査 

 

カ 人権を守る取組の充実 

女性、子ども、高齢者、障害者、同和問題、犯罪被害者、ホームレス、セクシュアル・マイ

ノリティ（性的少数者）等、様々な人権課題に対し、あらゆる機会を通して人権教育・人権

啓発を推進します。 

自殺念慮の割合等が高いことが指摘されているセクシュアル・マイノリティ（性的少数者）

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

取組を推進するとともに、支援策等について、研究・検討を行います。 

 

【主な施策（事業）】 

  人権に関する相談（再）、人権に関する啓発、隣保館相談事業（再）、男女平等推進センター

における普及啓発、男女平等推進センターにおける相談（再）、生涯学習推進事業、ＨＩＶ・

性感染症検査相談事業（再） 

 

キ 交流・居場所づくりの推進 

   孤立のリスクを抱えるおそれのある人が、孤立する前に、地域の人たちとつながり、交流

の場を持つことは大切です。そのため、対象に応じた居場所づくり等を推進します。 

 

【主な施策（事業）】 

  オープンスペース運営支援事業、老人クラブ・いこいの家活動支援事業（再）、生活困窮者自

立支援事業（再）、地域子育て支援拠点事業、地域子育て促進事業費補助事業、すくすく子育

て２１事業、子ども食堂支援事業、ひとり親家庭等の子どもの育み支援事業 

 

ク 生活困窮者への支援の充実 

複合的な課題を抱え、社会的に孤立しがちな相談者に伴走しながら、関係機関等と連携し、

解決に向けた支援を行います。 

また、メンタルヘルスに課題を抱えている相談者が多いことから、必要に応じて、精神保

健との連携を図りながら適切な相談支援を実施します。 

  



 20 

【主な施策（事業）】 

  生活困窮者自立支援事業（再）、ホームレス支援、生活・法律・こころの相談会（再） 

 

ケ ひきこもりへの支援の充実 

ひきこもりは、家庭内で問題を抱え込み、長期化・高齢化する傾向にあることから、民生

委員、児童委員をはじめとした地域の方の協力を得ながら、行政機関、医療機関、ひきこも

り地域支援センター、就労支援機関等外部機関と連携を密にして支援を行います。 

   また、未だ支援につながっていない方へ支援が届くように、広報紙やホームページ等を活 

用し、相談窓口やひきこもり支援に取り組む民間団体等の周知を図ります。 

 

【主な施策（事業）】 

  生活困窮者自立支援事業（再）、こころの健康相談（再） 

 

コ 依存症等への支援の充実 

  各種依存症（アルコール依存症、薬物依存症、ギャンブル依存症等）は、心身の健康、家庭

問題、多重債務、貧困、自殺、虐待等の様々な社会問題と密接な関係を有しており、適切な

治療と回復支援が必要です。そのため、出前講座や各種イベント、様々な広報媒体を利用し

た正しい知識の普及啓発を行うとともに、依存症問題に取り組む民間団体や相談窓口の周知

を積極的に行い、依存症者やその家族が孤立しない地域づくりを推進します。併せて、民間

団体や医療機関等と連携を図りながら相談に応じ、適切な支援につなげます。 

また、飲酒運転検挙者に対し、飲酒行動に関する指導を行い、アルコール依存症が疑われ

る者に対しては、必要な支援を行います。 

   

 【主な施策（事業）】 

  薬物乱用防止啓発事業、自殺対策関連啓発（再）、こころの健康相談（再）、適正飲酒指導 

 

サ 虐待や犯罪被害者等への支援の充実 

   児童、障害者、高齢者等に対する不当な扱いや虐待の防止、早期発見・早期対応のため、

周知・啓発を図るとともに、虐待事案が起こった場合には、各相談窓口にて適切な対応を図

ります。 

   犯罪被害や性犯罪・性暴力の被害者を支援するため、被害者が必要とする情報の集約や関

係機関等と連携・協力を図りながら支援を行います。 

   また、犯罪加害者家族に対する支援について、研究・検討を行います。 

 

【主な施策（事業）】 

 犯罪被害者等支援事業、男女平等推進センターにおける相談（再）、障害者虐待防止対策支援

の推進（再）、要保護児童対策地域協議会、婦人相談事業（再） 
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（２）自殺未遂者の再度の自殺企図を防ぐ 

自殺未遂については、自殺の大きな危険因子であると言われており、また、自殺未遂者は

自殺未遂を繰り返す傾向にあることから、自殺未遂者の再度の自殺企図を防ぐために、その

背景にある要因を確認し、危険因子を一つでも多く減らしていくことが重要です。そのため、

市内の救急病院等と連携し、自殺の背景にある要因の把握や危険因子を減らすための方策や

方法について検討し、適切な対応につなげる等、対策を強化します。また、併せて自殺未遂

者を見守る家族等の身近な支援者への支援を充実します。 

 

【主な施策（事業）】 

  こころの健康相談（再）、ネットワーク会議、かかりつけ医・精神科医連携研修事業（再） 

 

（３）遺された人への支援を充実する 

遺族同士が、語り合うことを通して苦痛を和らげ、悲しみや社会的孤独からの回復を目指

すための場として遺族同士のわかち合いの場の提供を行います。 

また、自殺により遺された人たちは、大切な人を亡くした悲しみに加え、生活問題や経済

問題、子どもの養育、健康不安等、保健医療、福祉、経済、法律等に関わる多様な問題を複

合的に抱えています。そのため、自殺により遺された人たちの気持ちに寄り添い、ニーズに

合わせた個別相談に対応するため、遺族支援を行う民間団体や各種相談機関、支援機関等と

連携し、継続的な支援を行います。併せて、あらゆる機会・場所を通して、各種相談先や関

連情報等必要な情報の周知を行います。 

 

【主な施策（事業）】 

  こころの健康相談（再）、自死遺族支援事業、葬祭事業所との連携・自死遺族への情報提供 

 

 

基本施策２ 関連施策と連携した総合的な取組 

（１）地域共生社会の実現に向けた地域福祉推進の取組と連携する 

   自殺対策と各福祉分野（高齢、障害、子ども、子育て、生活困窮者支援等）に共通して求

められる、状態が深刻化する前の早期発見のための地域づくりや、誰もが立ち寄れる居場所

づくり、複合的課題に対応するためのネットワークづくり等に関し、各種施策と連携し一体

的に取り組みます。 

また、支え手側と受け手側に分かれるのではなく、誰もが役割を持ち、活躍できる地域共

生社会の実現のために、様々な人や分野が協働し、つながり支え合う地域を創ります。さら

に、個別支援の取り組みを活かして地域の共通した課題等を発見し、個別課題の解決や予防

に視点をおいた地域づくりにつなげるため、地域住民や関係機関が一体となった取り組みを

推進します。 

 

【主な施策（事業）】 

  市民活動・絆づくり推進事業、地域コミュニティ組織の活性化支援、自治会加入の促進、セ
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ーフコミュニティの推進、災害時要援護者支援事業、見守りネットワーク事業、民生委員児

童委員協議会支援、生活支援体制整備事業、障害者基幹相談支援センター運営事業（再）、地

域包括支援センター運営事業（再）、地域ケア会議の推進（再）、セーフコミュニティ自殺予

防対策委員会、地区保健活動 

 

（２）地域・庁内におけるネットワークの強化 

   自殺は、家族関係の不和、病気の悩み、生活苦、職場の人間関係、失恋、進路に関する悩

み、犯罪被害、孤独感、近隣関係等さまざまな要因が複雑に絡み合った結果、心理的に追い

込まれた末の死と言えます。このため、精神保健の視点だけでなく、経済・生活面や人間関

係等に係る視点を含めた包括的な支援を展開することが重要です。関係する人それぞれが自

殺対策の一翼を担っているという意識を持ち、関係機関や市民・地域コミュニティ組織が密

接な連携を図り包括的な取組を実施することで、生きやすい地域づくりの推進を図ります。 

 

【主な施策（事業）】 

  消費生活センター事業（再）、女性相談のネットワーク会議の開催、障害者地域生活支援協議

会の開催、障害者に対する差別の解消への取組、生活困窮者自立支援事業（再）、自殺対策連

絡協議会の開催、職域メンタルヘルス連絡会議の開催（再）、精神保健福祉関係機関連絡会議

の開催、要保護児童対策地域協議会（再） 

 

（３）適切な保健医療福祉サービスを受けられるようにする 

   必要に応じて確実に精神科医療につなぐ取組の充実を図ります。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るため、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、家族の問題等様々

な問題に対して、精神科医療、保健、福祉等の各施策が連動した包括的な取組を推進します。 

   

【主な施策（事業）】 

  こころの健康相談（再）、かかりつけ医・精神科医連携研修事業（再）、こころの相談カフェ

（再）、精神保健福祉関係機関連絡会議の開催（再）、精神障害のある人の退院後支援 

 

  ≪成果指標≫ 

指標名 現状 目標 

かかりつけ医と精神科医の連携医療機

関数（紹介元医療機関数） 

468医療機関 

（Ｈ29年度） 

500件以上 

（Ｈ34年度） 

 

 

基本施策３ 自殺対策を支える人材の育成 

（１）自殺対策に係る人材の確保、育成及び資質の向上を図る 

医療・介護従事者、教職員、民生委員・児童委員、その他社会的要因に関する相談員等、
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様々な分野で自殺対策教育や研修等を実施し、自殺や自殺関連事象に関する正しい知識の普

及啓発を行います。併せて、ゲートキーパー研修を行い、日常生活の人間関係のなかで、声

をかけ、話を聴き、変化に気づいた時には、必要な支援につなぎ見守ることの重要性につい

て伝え、誰もが誰かのゲートキーパーとなれるよう、つながり・気づき・支え合う地域づく

りを推進します。 

さらに、悩みを抱える人を支援する方々への研修等、支援者への支援を推進します。 

 

【主な施策（事業）】 

  職員研修、かかりつけ医・精神科医連携研修事業（再）、ゲートキーパー研修、市民ゲートキ

ーパーとの協働、教職員に対する自殺予防啓発、教職員研修事業（養護教諭等研修会） 

   

  ≪成果指標≫ 

指標名 現状 目標 

「ゲートキーパー」の認知度 

（名称を知っている人の割合） 

（久留米市のセーフコミュニティに関する実態調査） 

12.6％ 

（H29年度） 

30％以上 

（H34年度） 

 

 

基本施策４ 市民への普及啓発 

（１）市民一人ひとりの気づきと見守りを促す 

自殺に追い込まれるという誰にでも起こり得る危機に陥った人の心情や背景への理解を深

め、自殺の問題は一部の人や地域だけの問題ではなく、市民誰もが当事者となり得る重大な

問題であること、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

ということ等について市民の理解の促進を図ります。また、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、話を聴き、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市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、啓発事業を展開します。 

その他、様々な人権課題に対する理解の促進を図ります。 

 

【主な施策（事業）】 

  人権に関する啓発（再）、男女平等推進センターにおける普及啓発（再）、生涯学習推進事業

（再）、市立図書館による資料展示企画、障害者虐待防止対策支援の推進（再）、高齢者の虐

待及び早期発見・早期支援（再）、薬物乱用防止啓発事業（再）、こころの健康づくり講演会、

自殺対策関連啓発（再）、ゲートキーパー研修（再）、支所地域情報誌へ啓発記事の掲載、生

涯学習センター主催講座事業 
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  ≪成果指標≫ 

指標名 現状 目標 

「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」と思う人の割合 

（久留米市のセーフコミュニティに関する実態調査） 

68.4％ 

（H29年度） 

75％以上 

（H34年度） 

 

４ 生きる支援の関連施策 

  自殺対策は様々な角度や切り口から取り組むことが求められており、横断的に取り組むこと

が必要不可欠です。 

  また、「自殺対策」という意識で行っている事業ではなくても、結果的に「自殺対策」につ

ながっている取組も少なくはありません。各部局別事業を、「自殺対策」「こころの健康づく

り」「生きる支援」の視点で見直すことで、「こんなことも自殺対策になる」という気づきを促

し、各課事業へ「自殺対策」「こころの健康づくり」「生きる支援」の視点を組み入れることに

つなげます。 

  さらに、事業担当者のみならず、部局全体、所管する関係機関や地域に対しても「この取組

は自殺対策にもなっている」との気づきを促し、自殺対策への関心や理解の輪を広げていきま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 25 

 

 

１ 計画策定及び推進体制 

  この計画は、医療・福祉関係者や商工・労働関係者、学識経験者、地域団体、警察・救急、公

募による市民の代表からなる「計画推進委員会」から各分野の立場での意見をいただくほか、

庁内に設置した「計画推進会議」「計画推進調整会議」において各部局連携のもと、必要な事項

の審議及び調整を図りながら策定及び推進に取り組みます。 

  また、「自殺は個人の問題ではなく、社会全体で取り組む問題」との認識のもと、様々な角度

から自殺対策を進めることが重要であり、行政だけではなく、市民や関係機関等と緊密に連携

し、全市的な自殺対策の推進を図っていく必要があります。このため、久留米市自殺対策連絡

協議会の構成団体と連携を図り、様々な立場の意見を集約しながら、より効果的な計画の推進

を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 地域共生社会の実現に向けた地域福祉推進の取組との関係 

高齢者、子ども、障害者、生活困窮者等の課題に対応した地域共生社会の実現に向けた地域

福祉推進の取組は、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ネットワークづくりが重要であること等、自殺対策に関

する取組と方向性が合致していることから、両取組を一体的に展開していきます。また、本計

画と「地域福祉計画」「健康くるめ２１」「障害者計画」「高齢者福祉計画」等その他関係計画に

基づく施策が有機的な連携を図り、効果的かつ効率的に施策を展開していきます。 

（庁内会議体制） 

第６章 自殺対策計画の推進体制 

自殺対策計画推進委員会 
（構成）関係団体 14 名、 

市民代表 4 名、計 18 名 

（役割）・自殺対策計画の策定及び 

推進に関する助言 

自
殺
対
策
計
画
に
基
づ
く
全
市
的
な
自
殺
対
策
の
推
進 

助
言 

計
画
案
提
示 

教育関係 自殺対策連絡協議会 
（構成）関係団体 47 団体 

（役割）・関係機関の連携強化 

・情報の共有化 

医療・福祉関係 

農業関係 

地域団体 

久留米市 

学識経験者 

商工・労働関係 

警察・消防 

自殺対策計画推進会議 
（構成）副市長及び各部長等 

（役割）・関係機関との連携調整 

・調整会議からの報告等の承認 

・自殺対策計画策定、推進管理

等に関する審議・方針決定 

 

 

 

自殺対策計画推進調整会議 
（構成）各部次長等 

（役割）・情報収集・共有化 

・各種集約作業 

・自殺対策計画策定、推進管

理等に関する各部局の連携・

調整 

調整・指示 

報告 


