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第 1　行動指針の策定にあたって

松江圏域では、平成17年度から「松江圏域自殺予防対策連絡会」を設置して、平成18年
度には「松江圏域自殺予防のためのうつ病対策行動指針」を、平成22年には「松江圏域自
殺総合対策行動指針」を作成し、総合的な自死対策を推進してきたところです。
このたび、平成24年８月に閣議決定された「自殺総合対策大綱」を踏まえて「島根県自
死対策総合計画」が策定されたことにより、多様な関係機関や団体と連携を強化し、引き
続き、実効性の高い取り組みとするため、本指針を見直しました。
本指針の実施期間は、平成25年度から平成29年度の５カ年とします。

（１）自死の実態を明らかにする
（２）県民一人ひとりの気づきと見守りを促す
（３）早期対応の中心的役割を果たす人材を養成する
（４）心の健康づくりを進める
（５）適切な精神科医療を受けられるようにする
（６）社会的な取組で自死を防ぐ
（７）未遂者の再度の自死を防ぐ
（８）遺された人への支援を充実する
（９）民間団体との連携を強化する

（１）職場におけるメンタルヘルス対策
産業医や地域産業保健センター等との連携により、自らストレスに気づき早期に相
談窓口を利用するなどの職場の環境づくりに取り組む事業所への支援や、産業保健ス
タッフ等に対する普及啓発及び相談窓口の周知を図ります。

（２）学校における心の健康づくりと相談体制
命を大切にする学習、子どもが気軽に相談できる体制の強化、相談につながるよう
な環境づくりなど、教育委員会等と協力しながら推進します。

（３）うつ病対策の推進と普及啓発
早期受診につながるよう一般診療科のかかりつけ医、精神科医及び福祉関係者等と
の連携を強化するとともに、松江圏域自死総合対策連絡会や松江圏域健康長寿しまね
推進会議等を通じて、自死対策について情報を共有し普及啓発に努めます。

経過及び目的1

自死対策における方向性2

圏域における重点取組3
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第 2　松江圏域の現状

自死の現状1

松江圏域の人口10万人あたりの自死者数を示す自殺死亡率は、県平均と比較すると下回って
推移しています。松江圏域と国の自殺死亡率を比較すると、松江圏域がやや高い状況です。（図２）

図2　自殺死亡率（人口10万対）の推移（全年齢）

資料：「人口動態統計」（厚生労働省）

注： 国・島根県の自殺死亡率は、国勢調査人口（基準人口）に基づいて算出された人口を用いている。
　　松江圏域の自殺死亡率は、国勢調査人口（総人口）及び推計人口を用いている。

図1　自死者数の推移（全年齢）

資料：「人口動態統計」（厚生労働省）

S45 S50 S55 S60 H2 H7 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23
松江圏域男性 9 38 42 25 33 28 51 54 59 47 44 40 48 53 47 52 47 53
松江圏域女性 19 21 23 13 13 17 19 12 16 15 16 13 17 21 14 15 10 11
松江圏域合計 28 59 65 38 46 45 70 66 75 62 60 53 65 74 61 67 57 64

松江圏域の自死者数は、昭和45年以降増加し平成14年に75人となり、その後ほぼ横ばいです。（図１）

（1）自死者数の推移

（2）自殺死亡率（人口10万対）の推移
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図4　自殺死亡率（人口10万対）の推移（女性：40～64歳）

資料：「人口動態統計」

図3　自殺死亡率（人口10万対）の推移（男性：40～64歳）

資料：「人口動態統計」

松江圏域の壮年期男性の自殺死亡率は、平成14年をピークに減少傾向であり、平成23年は県
平均より下回っています。（図３）
松江圏域の壮年期女性の自殺死亡率は、県平均と比べて増減しながらも同様に推移していま

す。（図４）

（3）壮年期（40～64歳）の自殺死亡率（人口10万対）の推移
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第 3　自死対策の方向性
島根県では、「島根県自死対策総合計画（平成25年３月策定）」において、以下の９つの柱を重
点施策と定めています。これに従い、圏域内の関係する機関・団体が主体的に対策に取り組みます。

（１）実態把握と情報の共有化
（２）実態解明のための調査の実施
（３）既存資料の利活用の促進

（１）自死はその多くが防げることの周知
（２）児童生徒が命の尊さを学ぶ教育等の充実
（３）心の健康についての普及啓発の推進
（４）うつ病等についての普及啓発の推進

（１）「気づく」ゲートキーパーを増やし、相談機関へ「つなぐ」ゲートキーパーの育成
（２）かかりつけの医師等のうつ病等の精神疾患の診断・治療技術の向上
（３）教職員に対する普及啓発等の実施
（４）地域保健スタッフや産業保健スタッフの資質の向上
（５）看護師や介護支援専門員等に対する研修の実施
（６）民生・児童委員等への研修の実施と住民活動の推進
（７）社会的要因に関連する相談員の資質の向上
（８）遺族等に対応する公的機関の職員の資質の向上
（９）健康教育教材の作成・活用
（10）自死対策従事者への心のケアの推進

（１）職場におけるメンタルヘルス対策の推進
（２）地域における心の健康づくり推進体制の整備
（３）学校における心の健康づくり推進体制の整備

（１）精神科医療機関等のネットワークの構築
（２）うつ病等についての普及啓発の推進

自死対策の 9つの柱1

1　自死の実態を明らかにする

2　県民一人ひとりの気づきと見守りを促す

3　早期対応の中心的役割を果たす人材を養成する

4　心の健康づくりを進める

5　適切な精神科医療を受けられるようにする
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（３）かかりつけの医師等のうつ病等の精神疾患の診断・治療技術の向上
（４）子どもの心の診療体制の整備
（５）心の健康問題の早期発見
（６）うつ病以外の精神疾患等によるハイリスク者への情報提供

（１）地域における相談体制の充実
（２）多重債務の相談窓口の整備等
（３）失業者等に対する相談窓口の充実等
（４）労働相談に関する相談窓口の対応等
（５）経営者に対する相談事業の実施等
（６）法的問題解決のための情報提供の充実等
（７）危険な薬品等の規制等
（８）インターネット上の自死予告事案への対応等
（９）介護者への支援の充実
（10）いじめを苦にした子どもの自死の予防
（11）児童虐待やＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）等、性犯罪・性暴力の被害者への支援の充実
（12）生活困窮者への支援の充実

（１）救急医療施設における精神科医による診療体制等の充実
（２）家族等の身近な人の見守りに対する支援

（１）自死遺族のための自助グループ等への育成・支援
（２）学校、事業場等での事後対応の促進
（３）自死遺族のためのパンフレットの作成・配布
（４）遺児等へのケアの支援

（１）島根いのちの電話に対する支援等
（２）自死遺族自助グループとの連携等
（３）地域における連携体制の確立
（４）民間団体の先駆的・試行的取組に対する支援

6　社会的な取組で自死を防ぐ

7　未遂者の再度の自死を防ぐ

8　遺された人への支援を充実する

9　民間団体との連携を強化する
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自死対策は、家庭や学校、職場など社会全般に深く関係していることから、圏域の様々な
関係者の連携・協力により、総合的に対策を推進することが必要となります。
このため、松江圏域自死総合対策連絡会の構成機関・団体等から自死対策の９つの柱に従っ
てご提出のあった取組は、以下のとおりです。（ご提出のあった文面どおり掲載しておりま
す。）

（1）医療関係

【医師会】松江市医師会・安来市医師会

（１）実態把握と情報の共有化
・救急対応病院における自殺の実態の把握（研修会において発表）
・検死における自殺の実態の把握（研修会において発表）

（２）実態解明のための調査の実施
・（１）の調査

（３）既存資料の利活用の促進
・かわら版による自殺の実態の医師会会員への周知

（１）自死はその多くが防げることの周知
・医師会会員、医療スタッフへの研修
・待合室に一般の方向けの（保健所等で作成された）パンフレットを設置

（２）児童生徒が命の尊さを学ぶ教育等の充実
・学校医による啓発活動

（３）心の健康についての普及啓発の推進
・医師会所属医療機関の精神科医、心理士、精神保健福祉士の地域での啓発活動、研修会への
講師派遣
・待合室に一般の方向けの（保健所等で作成された）パンフレットを設置

（４）うつ病等についての普及啓発の推進
・医師会所属医療機関の精神科医、心理士、精神保健福祉士の地域での啓発活動、研修会への
講師派遣
・待合室に一般の方向けの（保健所等で作成された）パンフレットを設置

（１）「気づく」ゲートキーパーを増やし、相談機関へ「つなぐ」ゲートキーパーの育成
・診療所、病院の看護師、コメディカル、事務スタッフへの研修
・相談機関一覧の周知、掲示

（２）かかりつけの医師等のうつ病等の精神疾患の診断・治療技術の向上
・研修会の開催

関係する機関・団体等の取組2

1   自死の実態を明らかにする

2   県民一人ひとりの気づきと見守りを促す

3   早期対応の中心的役割を果たす人材を養成する
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（３）教職員に対する普及啓発等の実施
・学校医による啓発活動
・医師会所属医療機関の精神科医、心理士の学校での啓発活動、研修会への講師派遣

（４）地域保健スタッフや産業保健スタッフの資質の向上
・医師会所属の精神科医、心理士、精神保健福祉士の地域での啓発活動、研修会への講師派遣

（５）看護師や介護支援専門員等に対する研修の実施
・研修会の開催
・ケアマネジャーとの合同研修会

（６）民生・児童委員等への研修の実施と住民活動の推進
・医師会所属医療機関の精神科医、心理士、精神保健福祉士の地域での啓発活動、研修会への
講師派遣

（７）社会的要因に関連する相談員の資質の向上
・医師会所属医療機関の精神科医、心理士、精神保健福祉士の地域での啓発活動、研修会への
講師派遣

（８）遺族等に対応する公的機関の職員の資質の向上
・医師会所属医療機関の精神科医、心理士の啓発活動、研修会への講師派遣

（９）健康教育教材の作成・活用
・医師会所属医療機関の精神科医、心理士の教材作成への支援

（10）自死対策従事者への心のケアの推進
・医師会所属医療機関の精神科医、心理士の相談員としての派遣

（１）職場におけるメンタルヘルス対策の推進
・産業医による診察、相談、啓発活動
・産業医の参加による労働安全衛生委員会においてメンタルヘルス活動への助言
・事業所嘱託の精神科医による診察、相談、啓発活動、メンタルヘルス活動への助言

（２）地域における心の健康づくり推進体制の整備
・公民館活動における研修、講演等への医師会所属医療機関の精神科医、心理士の講師派遣

（３）学校における心の健康づくり推進体制の整備
・学校医による学校管理者への助言、アドバイス
・医師会所属医療機関の精神科医、心理士の学校管理者、養護教諭への助言、アドバイス

（１）精神科医療機関等のネットワークの構築
・精神科医療機関等の周知を医師会で行う
・診診連携、病診連携を行う
・かかりつけ医が精神科医に相談体制の継続

（２）うつ病等についての普及啓発の推進
・医師会所属医療機関の精神科医、心理士、精神保健福祉士の地域での啓発活動、研修会への
講師派遣

（３）かかりつけの医師等のうつ病等の精神疾患の診断・治療技術の向上
・医師会会員に向けての研修会
・かわら版による周知

4   心の健康づくりを進める

5   適切な精神科医療を受けられるようにする
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（４）子どもの心の診療体制の整備
・精神科医療機関等の周知を医師会で行う
・診診連携、病診連携を行う

（５）心の健康問題の早期発見
・健診における精神的不調への健診医の対応
・高齢者の健診事業におけるうつに関する項目等の問題がある人への診察
・産業メンタルヘルスについて産業医が相談をうけ、治療に繋げる

（６）うつ病以外の精神疾患等によるハイリスク者への情報提供
・精神疾患に関するパンフレット等の医療機関に設置

（９）介護者への支援の充実
・ケアマネジャーとの連携により介護者の精神的不調への精神科医療機関での受診等に繋げる

（１）救急医療施設における精神科医による診療体制等の充実
・精神科医の従事する医療機関での診療体制の維持、充実
・精神科医が配属されていない医療機関が精神科医療との連携を図る

（２）家族等の身近な人の見守りに対する支援
・精神科医、心理士、精神保健福祉士による相談

（１）島根いのちの電話に対する支援等
・島根いのちの電話の会員になるよう医師会会員に周知する
・島根いのちの電話の相談員研修会への医師会所属医療機関の精神科医、心理士、精神保健福
祉士の講師派遣

6   社会的な取組で自死を防ぐ

7   未遂者の再度の自死を防ぐ

9   民間団体との連携を強化する
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【島根県精神保健福祉士会】

（１）実態把握と情報の共有化
・関係諸機関から提供される情報を共有化し、自死の実態を把握する

（１）自死はその多くが防げることの周知
・パンフレット等の配布及び研修会等の実施により、日常諸活動においての意識付けを行う

（３）心の健康についての普及啓発の推進
・日常業務の諸活動の場面において、専門職として心の健康の保持増進を働きかける

（４）うつ病等についての普及啓発の推進
・日常業務の諸活動の場面において、医療及び保健機関とともに専門職として心の健康の保持
増進を働きかける

（１）「気づく」ゲートキーパーを増やし、相談機関へ「つなぐ」ゲートキーパーの育成
・ゲートキーパー養成研修開催についての情報提供を行い、参加を促す

（１）職場におけるメンタルヘルス対策の推進
・各々の職場における心の健康対策推進を働きかけるとともに、職員や仲間どうしで気づかえ
る環境づくりを心がける

（１）精神科医療機関等のネットワークの構築
・医療機関及び関係諸機関との連絡調整を行うとともに、対象者の立場に立った支援体制づく
りを担う

（２）うつ病等についての普及啓発の推進
・日常業務の諸活動の場面において、心の健康の保持増進を働きかけるとともに、うつ病等の
予防及び早期対応を促す

（５）心の健康問題の早期発見
・日常業務の諸活動の場面において、心の健康の保持増進を働きかけるとともに、精神疾患等
の早期発見・早期対応を促す

（６）うつ病以外の精神疾患等によるハイリスク者への情報提供
・日常諸活動における面談等において情報提供し、ともに対策を検討する体制づくりを心がけ
る

（９）介護者への支援の充実
・当該事業所の日常の支援活動等において、対象者の状況に合わせた支援計画作成を行うとと
もに、介護者の負担軽減につながる支援体制づくりを行う

1   自死の実態を明らかにする

2   県民一人ひとりの気づきと見守りを促す

3   早期対応の中心的役割を果たす人材を養成する

4   心の健康づくりを進める

5   適切な精神科医療を受けられるようにする

6   社会的な取組で自死を防ぐ
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（１）救急医療施設における精神科医による診療体制等の充実
・当該事業所において必要が生じた場合は、事後の支援体制づくりに協力する

（２）家族等の身近な人の見守りに対する支援
・当該事業所の日常の支援活動等において必要が生じた場合は、関係機関とともに相談面接や
訪問等の支援体制づくりに協力する

（１）自死遺族のための自助グループ等への育成・支援
・必要と思われる方に紹介できるよう、日ごろから自助グループ等の活動について情報を得て
おくよう心がける

7   未遂者の再度の自死を防ぐ

8   遺された人への支援を充実する
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（2）行政関係

【松江市役所】

（１）実態把握と情報の共有化
・庁内連絡会で現状報告と情報交換
・警察庁、人口動態統計データ等の分析、活用
・広報等による啓発

（１）自死はその多くが防げることの周知
・保健師による地域活動で啓発（健康まつえ21推進隊、ヘルスボランティア協議会等）
・相談窓口を記載したリーフレット・ティッシュの作成と配布
・保健所実施の予防週間、月間等の街頭キャンペーンへの参加
・広報への折込みちらしによる全戸配布
・保健衛生統計書を公民館・社会福祉協議会・行政機関等に配布

（３）心の健康についての普及啓発の推進
・保健協力員認定講座、モデル事業所で「こころの健康づくり」として健康教育の実施
・保健師による地域での「こころの健康講座」の実施
・保健師による地域活動で、相談窓口を記載したリーフレット・ティッシュの活用

（４）うつ病等についての普及啓発の推進
・産婦を対象に、産後うつチェックを産科医療機関と連携し実施

（１）「気づく」ゲートキーパーを増やし、相談機関へ「つなぐ」ゲートキーパーの育成
・ゲートキーパー養成研修の実施（市職員、民生委員、地区住民、事業所等）

（４）地域保健スタッフや産業保健スタッフの資質の向上
・保健師の専門研修の実施（ゲートキーパー養成研修の指導者として）
・精神保健福祉相談員認定研修の受講

（５）看護師や介護支援専門員等に対する研修の実施
・社会福祉協議会職員等へのゲートキーパー養成研修の実施

（６）民生・児童委員等への研修の実施と住民活動の推進
・民生児童委員へのゲートキーパー養成研修の実施

（７）社会的要因に関連する相談員の資質の向上
・市及び社会福祉協議会全職員対象にゲートキーパー養成研修の実施

（１）職場におけるメンタルヘルス対策の推進
・モデル事業所（26箇所）へゲートキーパー養成研修会の勧奨

（２）地域における心の健康づくり推進体制の整備
・高齢者、障がい者等を対象とした要援護者支援事業で見守り、生活支援活動の実施

1   自死の実態を明らかにする

2   県民一人ひとりの気づきと見守りを促す

3   早期対応の中心的役割を果たす人材を養成する

4   心の健康づくりを進める

11



・精神障がい者及び家族への支援の実施
・健康まつえ21推進隊で、「こころの健康」活動の実施
・産婦を対象に産後うつチェックの実施
・保健協力員認定講座でこころの健康づくりを実施
・こころの健康づくりについて講演会を行う等、知識の普及・啓発に取り組む

（３）学校における心の健康づくり推進体制の整備
・小学校、中学校にスクールカウンセラーの配置
・PTAは、学校や地域と連携し、親子でこころの健康づくりを学ぶ機会を作る

（１）精神科医療機関等のネットワークの構築
・未受診者や治療中断者を中心に適正な医療受診のために行政保健師や精神保健福祉士等の関
係機関で事例検討会を開催し、ネットワークの構築を図る

（５）心の健康問題の早期発見
・産婦を対象に、産後うつチェックを産院と連携し、１人あたり３回の実施
　（周産期医療機関と連携し、産後うつの早期発見・早期対応）
・精神障がい者通院医療費助成事業の実施（市単独）
・保健所主催の「心の健康相談」を市報で周知
・男女共同参画センターで女性相談の実施

（６）うつ病以外の精神疾患等によるハイリスク者への情報提供
・認知症等早期対応事業
・医師会、地域包括支援センター等と連携し、認知症・うつ病予防対策の推進を行う

（２）多重債務の相談窓口の整備等
・消費生活相談センターで法律相談の実施（相談員３名体制）

（３）失業者等に対する相談窓口の充実等
・生活保護受給者への就労支援の実施

（４）労働相談に関する相談窓口の対応等
・就労支援の実施

（６）法的問題解決のための情報提供の充実等
・消費生活相談センターで法律相談の実施（相談員３名体制）

（７）危険な薬品等の規制等
・生活保護受給者への向精神薬重複処方状況の把握及び医療機関に対して適切な処方指導

（９）介護者への支援の充実
・在宅高齢者を介護している家族の精神的負担の軽減を目的とした、家族介護者交流事業の実
施
・認知症の方や家族が主催する家族懇談会、講演会開催の周知及び参加

（10）いじめを苦にした子どもの自死の予防
・教育委員会主催のサポート会議へ参加し、家庭内調整の実施

（２）家族等の身近な人の見守りに対する支援

5   適切な精神科医療を受けられるようにする

6   社会的な取組で自死を防ぐ

7   未遂者の再度の自死を防ぐ
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・関係機関と連携し、医療機関の受診勧奨や福祉サービスの調整

（１）自死遺族のための自助グループ等への育成・支援
・自助グループ活動時の会場費支援
・自助グループの会開催日を広報で周知
・イベント時に自助グループの活動紹介

（１）島根いのちの電話に対する支援等
・広報で活動内容の紹介

（３）地域における連携体制の確立
・自殺対策事業検討会における関係機関のネットワーク体制について協議

（４）民間団体の先駆的・試行的取組に対する支援
・島根いのちの電話の啓発

8   遺された人への支援を充実する

9   民間団体との連携を強化する
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【安来市役所】

（１）実態把握と情報の共有化
・警察庁などからのデータの活用・分析
・庁内連絡会で相談状況・相談内容の把握と情報交換
・関係機関と現状や課題の共有化
　安来市自殺対策庁内連絡会議／安来市自殺対策会議の開催

（１）自死はその多くが防げることの周知
・相談窓口を掲載したリーフレットの作成・配布
・世界自殺予防デーに併せた街頭キャンペーンの実施
・自殺予防週間に併わせ、庁舎窓口（庁内連絡会の関係課窓口）にパンフレット等の設置
・保健師の地区組織活動における啓発

（３）心の健康についての普及啓発の推進
・講演会、健康教室の開催
　地区組織活動を通じて、市民に身近な地区で開催
・市民研修会の開催
・松江圏域健康長寿しまね推進会議のこころの分科会に参画し、その情報を市民等に伝える

（４）うつ病等についての普及啓発の推進
・講演会、健康教室の開催
　地区組織活動を通じて、市民に身近な地区で開催
・市民研修会の開催
・松江圏域健康長寿しまね推進会議のこころの分科会に参画し、その情報を市民等に伝える
・産婦を対象とした産後うつチェックの導入に向けて関係者・機関と検討

（１）「気づく」ゲートキーパーを増やし、相談機関へ「つなぐ」ゲートキーパーの養成
・ゲートキーパーの養成研修の実施

（４）地域保健スタッフや産業保健スタッフの資質の向上
・安来市健康推進会議の産業保健部会・成人保健部会の構成機関や団体へ研修会や講演会の情
報を提供し、参加を促す

（６）民生・児童委員等への研修の実施と住民活動の推進
・民生委員・児童委員の研修会に合わせ、ミニ講和の実施

（１）職場におけるメンタルヘルス対策の推進
・臨床心理士によるカウンセリングの実施
・職員へのメンタルヘルス研修の実施

（２）地域における心の健康づくり推進体制の整備
・地区にある健康づくり計画の柱に、「心の健康」も取り入れるよう継続的に働きかける

1   自死の実態を明らかにする

2   県民一人ひとりの気づきと見守りを促す

3   早期対応の中心的役割を果たす人材を養成する

4   心の健康づくりを進める
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・地区で心の健康づくりをテーマとした講演会等を実施できるよう支援する
・地区組織活動をとおして保健師による心の健康づくりの大切さについて啓発
・産婦を対象とした産後うつチェックの導入に向けて関係者・機関と検討

（２）うつ病等についての普及啓発の推進
・心の健康づくりについて、行政告知端末及び市報により周知を図る

（５）心の健康問題の早期発見
・産婦を対象に、母子健康手帳交付にあわせて身体と心のアンケートを行い、ハイリスク妊婦
へ早期介入を実施（教室への誘い、電話・家庭訪問の実施）
・産婦を対象に、産後うつの早期発見・早期対応のため、関係者・機関と連携方法について検
討する（産後うつチェックの導入）
・４か月児健診の保護者を対象に、子育てアンケートを実施
・保健所主催の「心の健康相談」の紹介や周知
・安来市自殺対策会議の構成機関・団体へうつ病等の精神科疾患への関心を高め、早期発見の
ためには気づいてつなぐことの大切さについての認識を高める

（１）地域における相談体制の充実
・安来市自殺対策会議の開催
・市内相談窓口の周知

（３）失業者等に対する相談窓口の充実等
・生活保護受給者への就労支援の実施

（４）労働相談に関する相談窓口の対応等
・就労支援の実施

（９）介護者への支援の充実
・在宅高齢者を介護している家族の精神的負担の軽減や適切な介護方法の習得を目的とした、家族介護者教室の実施
・在宅介護中の低所得世帯に対する介護用品支給事業
・地域包括支援センターによる認知症介護者家族の会の開催

（12）生活困窮者への支援の充実
・社会福祉協議会等と連携した相談対応をする

（２）家族等の身近な人の見守りに対する支援
・関係機関と連携し、医療機関の受診勧奨や相談対応

（３）自死遺族のためのパンフレットの作成・配布
・庁舎窓口へ自助グループの集いの開催日等が掲載されたパンフレットの設置

（３）地域における連携体制の確立
・安来市自殺対策会議において、関係機関の役割及びあり方について協議し、体制の充実を図る

5   適切な精神科医療を受けられるようにする

6   社会的な取組で自死を防ぐ

7   未遂者の再度の自死を防ぐ

8   遺された人への支援を充実する

9   民間団体との連携を強化する
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【松江市教育委員会】

（１）実態把握と情報の共有化
・学校で発生した自殺事案、自殺未遂事案の教育委員会への報告体制の確認
・教育委員会内における緊急対応チームの設置
　（教育長、副教育長、学校教育課長、生徒指導推進室長、派遣型スクールソーシャルワーカー）

（２）実態解明のための調査の実施
・学校への市教育委員会緊急対応チーム構成員の派遣
　（指導主事、派遣型スクールソーシャルワーカー）

（１）自死はその多くが防げることの周知
・学校における自殺防止の取組の推進（校長会、生徒指導研修会）

（２）児童生徒が命の尊さを学ぶ教育等の充実
・道徳、特別活動等での命についての教育の展開

（１）「気づく」ゲートキーパーを増やし、相談機関へ「つなぐ」ゲートキーパーの育成
・市養護部会での自殺予防における養護教諭の役割の周知

（３）教職員に対する普及啓発等の実施
・自殺防止にかかわる校内研修の実施

（３）学校における心の健康づくり推進体制の整備
・スクールカウンセラーを活用した教育相談体制の確立
・校内衛生委員会による教職員の心の健康づくりの推進

（10）いじめを苦にした子どもの自死の予防
・学校におけるいじめの早期発見・早期対応のシステムづくり
　（いじめにかかわるリーフレットの作成）

（11）児童虐待やDV等、性犯罪・性暴力の被害者への支援の充実
・学校における虐待、DV対応の手引きの作成

（２）学校、事業場等での事後対応の促進
・自殺の連鎖（群発自殺）の防止

1   自死の実態を明らかにする

2   県民一人ひとりの気づきと見守りを促す

3   早期対応の中心的役割を果たす人材を養成する

4   心の健康づくりを進める

6   社会的な取組で自死を防ぐ

8   遺された人への支援を充実する
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【安来市教育委員会】

（２）児童生徒が命の尊さを学ぶ教育等の充実
・年間指導計画の中に命の尊さを学ぶ内容をきちんと位置づけて取り組んでいく
・外部講師を活用しての授業等の実践

（３）教職員に対する普及啓発等の実施
・校内研修で取り上げ、広めていく

（３）学校における心の健康づくり推進体制の整備
・スクールカウンセラーの活用
・教育相談週間等を設けて、計画的、意図的な場をつくる

（８）インターネット上の自死予告事案への対応等
・危機管理マニュアルの中への組み入れ

（10）いじめを苦にした子どもの自死の予防
・いじめへの対応の研修を充実させる
・子ども同士が相談し合える関係づくりを行っていく

（２）学校、事業場等での事後対応の促進
・スクールカウンセラーの活用
・対応委員会を設け、関係機関等と連携しながらの対応

2   県民一人ひとりの気づきと見守りを促す

3   早期対応の中心的役割を果たす人材を養成する

4   心の健康づくりを進める

6   社会的な取組で自死を防ぐ

8   遺された人への支援を充実する
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【警察署】松江警察署・安来警察署

（１）実態把握と情報の共有化
・自死（自殺）に関する統計を行い、自殺要因の分析を行うとともに、各関係機関へ情報提供
する

（２）実態解明のための調査の実施
・自死（自殺）事案の取扱い時に、自死（自殺）者や遺族のプライバシーに配慮した上で、よ
り実態が把握できるよう現状分析を実施する

（１）自死はその多くが防げることの周知
・自殺予防週間、自殺対策強化月間等に、各機関と連携して広報啓発活動を実施する

（２）児童生徒が命の尊さを学ぶ教育等の充実
・有害情報サイトに係る危険性を広報し、フィルタリングの有効性の認識を図り、普及促進活
動を実施する

（８）遺族等に対応する公的機関の職員の資質の向上
・現場で遺族に対応する警察官に対して、深く傷ついている遺族の心情に配慮した適切な対応
がとれるよう、指導・教養を実施する

（７）危険な薬品等の規制等
・薬品等販売者に対し、購入者の身元確認と、不審な人間が購入した際の通報を徹底させる
・「行方不明者発見活動に関する規則」に基づく自殺企図者等の特異行方不明者に対する適切
な発見活動を実施する

（８）インターネット上の自死予告事案への対応等
・インターネット上の自死（自殺）予告事案に対して、早期に該当者を把握し、安否確認を行
うなど、未然防止に努める
・県内の小・中・高校に対する安全教室を実施し、有害情報サイトの危険性を広報するととも
に、保護者に対してフィルタリングの有効性を認識させる

（10）いじめを苦にした子どもの自死の予防
・いじめ事案を認知した際は、刑事事件対応や各機関との情報共有により、早期の対応により
子どもの自死（自殺）の予防を図る

（11）児童虐待やDV等、性犯罪、性暴力の被害者への支援の充実
・事案の認知とともに、各機関と連携して、被害者の保護措置を徹底することにより、被害者
に対する支援や自死（自殺）の予防に努める

（３）自死遺族のためのパンフレットの作成・配布
・遺族の心情に配慮した検視活動に関するリーフレットを配布する

2   県民一人ひとりの気づきと見守りを促す

1   自死の実態を明らかにする

3   早期対応の中心的役割を果たす人材を養成する

6   社会的な取組で自死を防ぐ

8   遺された人への支援を充実する
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【消防本部】松江市消防本部・安来市消防本部

（１）実態把握と情報の共有化
・救急搬送のうち自損行為に係る事案の件数、発生月等の情報を関係機関と情報共有する

（８）遺族等に対応する公的機関の職員の資質の向上
・自死防止対策に関する講習会等の受講

（１）救急医療施設における精神科医による診療体制等の充実
・医療施設に救急搬送者を引き継ぐ際の情報伝達を密に行う

1   自死の実態を明らかにする

3   早期対応の中心的役割を果たす人材を養成する

7   未遂者の再度の自死を防ぐ

19



【松江保健所】

（１）実態把握と情報の共有化
・松江圏域自死総合対策連絡会等において各種統計等について、情報共有する

（３）既存資料の利活用の促進
・国の調査研究成果等の資料の活用及び関係会議等で周知

（１）自死はその多くが防げることの周知
・松江圏域自死総合対策連絡会において関係機関等と課題の共有を図り、取組を推進する
・９月の自死予防週間、３月の自死予防月間における普及啓発

（３）心の健康についての普及啓発の推進
・松江圏域健康長寿しまね推進会議心の分科会において、関係機関と連携して普及啓発を行う
・保健所が実施する心の健康相談の周知やしまね出前講座の実施
・県障がい福祉課ホームページや保健所の広報誌の活用及び市報による周知

（４）うつ病等についての普及啓発の推進
・松江圏域健康長寿しまね推進会議心の分科会において、関係機関と連携して普及啓発を行う
・保健所が実施する心の健康相談の周知やしまね出前講座の実施

（１）「気づく」ゲートキーパーを増やし、相談機関へ「つなぐ」ゲートキーパーの育成
・ゲートキーパーの養成
・相談機関一覧等の資料作成と周知

（２）かかりつけの医師等のうつ病等の精神疾患の診断・治療技術の向上
・医療連携について医師会と連携し、研修会を開催

（９）健康教育教材の作成・活用
・ゲートキーパー手帳等の健康教育教材の活用

（10）自死対策従事者への心のケアの推進
・心と体の相談センターが実施する研修等と連携する

（１）職場におけるメンタルヘルス対策の推進
・松江圏域働きざかりの健康づくり推進連絡会において、各機関と連携し取り組む
・県が作成するストレスチェックと相談窓口情報の啓発チラシの活用
・事業所におけるしまね出前講座の実施

（２）地域における心の健康づくり推進体制の整備
・松江圏域健康長寿しまね推進会議心の分科会において、関係機関の取組を推進する
・各市の自死対策会議への協力、支援

（１）精神科医療機関等のネットワークの構築

1   自死の実態を明らかにする

2   県民一人ひとりの気づきと見守りを促す

3   早期対応の中心的役割を果たす人材を養成する

4   心の健康づくりを進める

5   適切な精神科医療を受けられるようにする
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・医療連携について医師会と連携し研修会等を開催するなど、ネットワーク体制の充実を図る
・精神科救急医療体制整備事業の推進

（２）うつ病等についての普及啓発の推進
・保健所が実施する心の健康相談の周知と実施、しまね出前講座の実施

（３）かかりつけの医師等のうつ病等の精神疾患の診断・治療技術の向上
・医療連携について医師会と連携し、研修会を開催

（４）子どもの心の診療体制の整備
・子どもの心の診療ネットワーク事業の推進

（５）心の健康問題の早期発見
・相談機関一覧等の資料作成・周知、心の健康相談やしまね出前講座の実施
・県が作成するストレスチェックを契機とする相談対応と相談窓口情報の啓発チラシの活用

（６）うつ病以外の精神疾患等によるハイリスク者への情報提供
・相談機関一覧等の資料作成と周知

（１）地域における相談体制の充実
・相談機関一覧等の資料作成と周知
・県が作成するストレスチェックを契機とする相談対応と相談窓口情報の啓発チラシの活用

（１）救急医療施設における精神科医による診療体制等の充実
・精神科救急医療体制整備事業の推進

（２）家族等の身近な人の見守りに対する支援
・関係機関と連携のうえ、個別支援を行う

（１）自死遺族のための自助グループ等への育成・支援
・自死遺族自助グループが実施する活動の周知等への協力

（４）遺児等へのケアの支援
・自死遺族自助グループや関係機関との連携により支援

（１）島根いのちの電話に対する支援等
・島根いのちの電話が実施する電話相談事業の周知等への協力

（２）自死遺族自助グループとの連携等
・自死遺族自助グループが実施する各種事業等の周知等への協力

（３）地域における連携体制の確立
・松江圏域自死総合対策連絡会及び各市の自死対策会議等において、関係機関等との連携を推
進

6   社会的な取組で自死を防ぐ

7   未遂者の再度の自死を防ぐ

8   遺された人への支援を充実する

9   民間団体との連携を強化する
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（3）職域関係

【松江労働基準監督署】

（１）職場におけるメンタルヘルス対策の推進
　島根労働局第12次労働災害防止計画に基づく推進
　目標：平成29年までにメンタルヘルス対策に取り組んでいる事業場の割合を80％以上とする。
　目標達成に向け、特に、次の事項につき周知、指導を行う。
１　メンタルヘルス不調予防のための職場改善の取組
　　セルフケアの促進、管理監督者・労働者への教育研修・情報提供の推進
２　ストレスへの気づきと対応の促進
　　ストレスチェックの推進
３　取組方策の分からない事業場への支援
　　特に小規模事業場に対する支援の強化
４　職場復帰対策の促進
　　メンタルヘルス対策支援事業の周知

（４）労働相談に関する相談窓口の対応等
・島根労働局及び松江労働基準監督署に設置されている、総合労働相談コーナーでの対応

4   心の健康づくりを進める

6   社会的な取組で自死を防ぐ

6   社会的な取組で自死を防ぐ

【松江公共職業安定所】

（１）地域における相談体制の充実
・ハローワークに配置した就職支援ナビゲーターが中心となり、住居と生活に困窮している方
に対する総合相談窓口として相談を受け、関係機関と密接な連携を図りながら専門機関への
取次ぎを行う
・地域の相談機関の連絡先や関係制度等をまとめた資料を相談窓口で配布するとともに、窓口
相談の中で専門機関の紹介、取次ぎを行う

（２）多重債務の相談窓口の整備等
・（１）②に同じ

（３）失業者等に対する相談窓口の充実等
・ハローワークの窓口において早期再就職の実現のため、きめ細やかな職業相談を実施する
・失業に直面した際に生じる心の悩みなど、様々な生活上の問題に関する相談ができるよう専
門家の巡回による相談窓口を設置し、予約制により相談対応を行う
・求職活動されている方が心の健康状態の自己チェックができるストレスチェックシートを配
布し、心の不調のサインに対する気付きを促し、関係機関への相談につなげていく
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・技能、資格等が不足しているために就職が困難となっている求職者の方に対して、職業訓練
によるスキルアップを通じて早期に再就職ができるよう、求職者支援制度を効果的に活用し
た支援を行う

（４）労働相談に関する相談窓口の対応等
・雇用不安や職場でのトラブル等個別労働相談に対して、労使双方から気軽に相談できる総合
労働相談コーナーの活用を促す

（５）経営者に対する相談事業の実施等
・雇用調整助成金の活用を通じて事業主を支援し、雇用の安定を図る

【安来商工会議所】

（３）心の健康についての普及啓発の推進
・ニュースレター（商工会議所広報紙）を各戸に配布し普及啓発を図る

（４）うつ病等についての普及啓発の推進
・（３）と同様

（１）職場におけるメンタルヘルス対策の推進
・商工会議所窓口にパンフレット等を配置し、正しい知識の普及や相談窓口の周知を図る

2   県民一人ひとりの気づきと見守りを促す

4   心の健康づくりを進める

【松江地域産業保健センター】

（１）自死はその多くは防げることの周知
・小規模事業所（50人未満）と接する場で「自殺予防のパンフレット」等を活用しながら周知

（１）職場におけるメンタルヘルス対策の推進
・産業医による長時間労働者への面接指導の実施
・産業医、保健師によるメンタルヘルス不調者への保健指導の実施

2   県民一人ひとりの気づきと見守りを促す

4   心の健康づくりを進める
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（4）法律関係

【島根県弁護士会】

（１）地域における相談体制の充実
・法律相談センター　設置済
・暮らしとこころの相談会（松江ほか県内４ヶ所）

（２）多重債務の相談窓口の整備等
・多重債務無料相談　設置済

（３）失業者等に対する相談窓口の充実等
・生活保護ネットワーク中国との連携

（５）経営者に対する相談事業の実施等
・ひまわりホットダイヤル（無料）　設置済

（12）生活困窮者への支援の充実
・生活保護ネットワーク中国との連携
・パーソナルサポートセンターとの連携

6   社会的な取組で自死を防ぐ
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（5）地域関係

【松江市公民館長会】

（１）実態把握と情報の共有化
・行政（市、警察など）により自殺の実態を調べ、地域としての取組の検討

（２）実態解明のための調査の実施
・公民館区における実態の把握（社会福祉に関わる民生委員等をとおして）

（３）心の健康についての普及啓発の推進
・心の健康に対する知識の普及（行政との協力によるチラシ）等
・うつ病などの理解とその予防についての理解の場（各地区でのサロン活動）の呼びかけ

（４）地域保健スタッフや産業保健スタッフの資質の向上
・心身の保健に関わる各地域の人（健康まつえ21推進隊等）や行政と協力し、研修会などの機
会をもつ

（１）職場におけるメンタルヘルス対策の推進
・引き続き、市公民館の研修の中に、全職員を対象とするメンタルヘルス研修会を計画しても
らうよう予算化をお願いする

（２）地域における心の健康づくり推進体制の整備
・高齢者の「なごやか寄り合い事業」の充実
・世代間交流のさらなる充実
・公民館活動を通して地域住民の交流の場をさらに進める

（１）地域における相談体制の充実
・社会福祉協議会や民生児童委員、福祉協力員などとの連携で、自殺に関する相談窓口と連絡
ができるような体制づくり

（１）自死遺族のための自助グループ等への育成・支援
・自死遺族支援についての理解を深める

（３）地域における連携体制の確立
・福祉関係をはじめ、諸団体との連携を深める

1   自死の実態を明らかにする

2   県民一人ひとりの気づきと見守りを促す

3   早期対応の中心的役割を果たす人材を養成する

4   心の健康づくりを進める

6   社会的な取組で自死を防ぐ

8   遺された人への支援を充実する

9   民間団体との連携を強化する
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【松江市民生児童委員協議会連合会】

（１）実態把握と情報の共有化
・自死には、健康、家庭問題、就業、多重債務等の社会的な要因が複雑に関連しているの
で、県、松江市の自死の現状や課題を松江市民生児童委員協議会でも共通認識を持ち、情
報の共有化を図る。

（３）心の健康についての普及啓発の推進
・松江市民生児童委員協議会（単位民事協30ヶ所）は、松江市、保健所の心の健康、自殺対策
普及啓発運動の推進と連携を図る。

（４）うつ病等についての普及啓発の推進
・単位民事協主催の福祉制度の中で「心の健康講座」を開催し、普及啓発の推進を図る。

（２）地域における心の健康づくり推進体制の整備
・民生委員は、自殺予防対策の推進にあたり、地域における支所、公民館のこころの相談
窓口、関係機関と常に連携を図る。
・自殺予防のための行動、気づき、傾聴、つなぎ、見守りを念頭におき活動する。
・独居老人や高齢者世帯に対して日ごろの安否確認、見守り、声がけ活動を行い、必要に応じ
援助する。
・地区行事、高齢者なごやか寄り合い事業の参加、事業の充実を推進する。

1   自死の実態を明らかにする

2   県民一人ひとりの気づきと見守りを促す

4   心の健康づくりを進める
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【島根県断酒新生会】

（１）実態把握と情報の共有化
・「自死の背景にアルコール問題有り」と近年叫ばれていますが、平成24年度元会員が56歳で
亡くなった。断酒会員または元会員が、この10年間に５名亡くなっているが、この人達に共
通しているのは、断酒継続ができておらず、「入院中にも飲酒が時々あった。また、退会し
てその飲酒がさらにひどくなっていた。」である
・私たちアルコール依存者は、「自分の飲酒が異常であり、何とかしなければ」と思いながら
止められず飲んできた。それが一時断酒できたにもかかわらず、「再飲酒」この行為に対し
ての自責の念は非常に強くある

（３）既存資料の利活用の促進
・公益社団法人全日本断酒連盟作成の「自殺予防とアルコール」のパンフレットを、地域セミ
ナー等の機会に配布し啓発活動に役立てたい（事前に必要部数の予約があれば準備可能）

（２）児童生徒が命の尊さを学ぶ教育等の充実
・平成24年度は、高校で２校、中学校で６校で会員の酒害体験を発表し、アルコール飲料を未
成年者が飲む事のリスクを伝えてきた。体験発表を聞いた生徒の感想文からも効果が非常に
感じられる

（３）心の健康についての普及啓発の推進
・アルコール依存症に対する啓発活動（体験発表や機関紙、パンフレットの活用）
　イ：中学・高校生に対しての学校セミナー
　ロ：地域の大人、民生委員等への地域セミナー
　ハ：社協の要請による在宅支援員の人達

（１）「気づく」ゲートキーパーを増やし、相談機関へ「つなぐ」ゲートキーパーの育成
・県下全ての保健所で、酒害相談が定例化できると良い
　（現在、雲南・出雲の両保健所で、会員・家族が保健師と協力して相談に対応し、医療機関
につなぐ努力と断酒会への参加を呼びかけている）

（３）教職員に対する普及啓発等の実施
・２（２）（３）イと同じ

（４）地域保健スタッフや産業保健スタッフの資質の向上
・新任保健師等の研修に協力依頼があれば対応可能

（５）看護師や介護支援専門員等に対する研修の実施
・看護師、ヘルパー達の研修に要請があれば協力

（６）民生・児童委員等への研修の実施と住民活動の推進
・２（３）ロと同じ
・平成25年度も松江市の民生委員の研修（10月）に協力予定

（９）健康教育教材の作成・活用
・心と体の相談センター、山陰嗜癖行動研究会、島根県断酒新生会の３者で、中・高生へのア

1   自死の実態を明らかにする

2   県民一人ひとりの気づきと見守りを促す

3   早期対応の中心的役割を果たす人材を養成する
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ンケートをもとに作成した「お酒の話」のパンフレットを今年度の早い時期に増刷し学校セ
ミナー等を通し活用

（１）職場におけるメンタルヘルス対策の推進
・２（３）ロハに同じ

（２）地域における心の健康づくり推進体制の整備
・２（３）ロに同じ

（３）学校における心の健康づくり推進体制の整備
・２（２）（３）イに同じ

（１）精神科医療機関等のネットワークの構築
・院内断酒会が定例化されている医療機関とは、相互の協力関係はできている

（５）心の健康問題の早期発見
・自助グループの断酒会としては「気をつけたが良いよ」とは言えるが、それ以上については
非常に難しい

（１）地域における相談体制の充実
・３（１）に同じ

（９）介護者への支援の充実
・平成24年度に社会福祉協議会と一緒に実施したヘルパー、介護支援専門員に対しての「アル
コール依存症」の啓発活動への協力可能

4   心の健康づくりを進める

5   適切な精神科医療を受けられるようにする

6   社会的な取組で自死を防ぐ
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【松江市高齢者クラブ連合会】

（６）民生・児童委員等への研修の実施と住民活動の推進
・高齢者クラブ役員に対して、心の健康づくりや自殺予防に関する講演会や資料提供を実施
し、住民主体の気づきや見守りなどができるように取り組む

（２）地域における心の健康づくり推進体制の整備
・高齢者クラブにおける心の健康づくりは、身体の健康づくりも大切との観点から、健康を進
める運動としてニュースポーツ大会、高齢者スポーツ大会の開催や、指導者研修としてのリ
クリエーション活動、健康づくり推進員養成講座等を実施する
・併せて各地区の諸行事にも積極的に参加する
・趣味と教養に関する事業を推進することにより、会員相互の繋がりと資質の向上を目指す。
そのため、各種趣味の会への支援、視察研修の実施、講演会の開催、研修旅行等をおこなう
・自殺予防のためには、会員同士の交流や信頼関係が重要であるため、その醸成に取り組む
　そのためには、会員数の拡大が求められており、会員加入促進キャンペーンを展開して積極
的な加入促進活動を実施し、高齢者クラブ組織の充実を図る

（１）地域における相談体制の充実
・指導者会員の育成や平素の高齢者クラブ活動を通し会員相互の交流を深めることにより、
様々な問題に対し日常的に相談できるような人間関係の構築を図る

（２）家族等の身近な人の見守りに対する支援
・「遠くの親戚よりも近くの他人」とも言うが、会員が独居老人や高齢者夫婦世帯に対し安否
確認や声がけ活動を実施し、必要に応じ家事援助などもおこないながら、地域ぐるみで協力・
支援をすることで、生活不安や健康不安を和らげる運動に取り組む

4   心の健康づくりを進める

6   社会的な取組で自死を防ぐ

3   早期対応の中心的役割を果たす人材を養成する

7   未遂者の再度の自死を防ぐ
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【松江圏域健康長寿しまね推進会議】

（１）実態把握と情報の共有化
・「松江圏域健康長寿しまね推進計画～まめで長生きいいんあんばい～」の推進母体である松
江圏域健康長寿しまね推進会議や、その下部組織の「心の分科会」で情報共有する

（１）自死はその多くが防げることの周知
・自死対策等の普及啓発に取り組む（看護協会、島根県精神保健福祉士会）
・自死対策等の普及啓発キャンペーンに参加する（商工会議所、松江ほほえみの会、ぼたんの会）

（３）心の健康についての普及啓発の推進
・健康チェックや健康相談を行う「まちの保健室事業」を地域で開催し、その人らしく生活で
きるよう健康管理の支援を行う（看護協会）
・相談業務等を通じて心の健康づくりの普及啓発に取り組む。（社会福祉協議会）
・定例会時にメンタルヘルス対策の知識や理解に関する資料、パンフレット等を配布する（松
江ウォーキング協会）

・メンタルヘルス対策についての知識や理解普及に努める（全国健康保険協会島根支部）
・地域活動で、こころの健康について普及啓発を行う（ぼたんの会）

（４）地域保健スタッフや産業保健スタッフの資質の向上
・自死対策に関する研修を行い、会員の資質の向上を図る（島根県精神保健福祉士会）

（１）職場におけるメンタルヘルス対策の推進
・松江圏域健康長寿しまね推進会議で、関係者との連携を図る
・検診時に休養の大切さを指導する
・ストレスマネジメントを行うなど、過重労働対策に取り組む
・メンタルヘルスの相談体制を充実する
・心の健康づくりに関する啓発や健康教育の実施をする
・快適な作業環境など、働きやすい職場づくりを進める
・メンタルヘルス対策に取り組む事業所を増やす
・自死対策等に関するパンフレットを配布する（商工会議所）
・産業医等の関係機関と連携し、職員に対応するメンタルヘルス対策に取り組む（社会福祉協議会）
・関係機関と連携したメンタルヘルスに関する普及啓発を実施（相談窓口の照会等）する
　（全国健康保険協会島根支部）

（２）地域における心の健康づくり推進体制の整備
・世代間交流の場を増やす
・高齢者も楽しめる場を設ける
・子どもの頃から命の大切さを伝える

（３）学校における心の健康づくり推進体制の整備

1   自死の実態を明らかにする

2   県民一人ひとりの気づきと見守りを促す

3   早期対応の中心的役割を果たす人材を養成する

4   心の健康づくりを進める
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・心の相談体制を整備する
・命の大切さについて学習する機会を充実する
・教職員対象のメンタルヘルスや自死予防に関する研修を実施する

【安来市健康推進会議】

（１）実態把握と情報の共有化
・健康やすぎ21第２次計画に心の健康と自殺の予防を取り入れているため、安来市健康推進会
議で情報共有する

（３）心の健康についての普及啓発の推進
・地区健康推進会議等で講演会を開催

（４）うつ病等についての普及啓発の推進
・（３）と同様

（１）職場におけるメンタルヘルス対策の推進
・安来市健康推進会議　成人・産業保健部会で関係者との連携強化を図る

（２）地域における心の健康づくり推進体制の整備
・各地区健康推進会議を基盤に、心の健康づくりを取り入れた活動の展開
・安来市自殺対策会議へ委員として参画する

（２）うつ病等についての普及啓発の推進
・各地区健康推進会議で広く市民等へ啓発する

1   自死の実態を明らかにする

2   県民一人ひとりの気づきと見守りを促す

4   心の健康づくりを進める

5   適切な精神科医療を受けられるようにする
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【島根いのちの電話】

（１）実態把握と情報の共有化
・自死の要因分析を詳細に行うとともに、各機関に情報提供する

（１）自死はその多くが防げることの周知
・行政や企業をはじめ関係機関と連携し、広報啓発をより一層強化する
・公開講座、市町村研修会、市民活動、報道などあらゆる機会をとらえて発信し、間接的では
あるがゲートキーパーの役割を担う

（７）社会的要因に関連する相談員の資質の向上
・医師会所属医療機関の精神科医、心理士など専門機関の講師による資質の向上
・相談関係機関と連携を密にし、事例検討会を開催する

（10）自死対策従事者への心のケアの推進
・重篤な内容の電話を受けた相談員の心のケアの体制づくり

（５）心の健康問題の早期発見
・相談場面において心の健康の保持・増進を働きかけるとともに、うつ病を中心とする精神
疾患の早期発見・早期対応を促す働きかけをする

（１）地域における相談体制の充実
・毎年、電話相談ボランティア養成講座を実施し、市民の相談員を増やすことにより、自死
に関心をもつ人材を育成し市民活動につなげる
・石見分室においては、第２期電話相談ボランティア養成講座を実施する

（２）自死遺族自助グループとの連携等
・電話相談ボランティア養成講座のプログラムに位置づける
・共催事業を実施するとともに、展示や資料配布による啓発を行う

（３）地域における連携体制の確立
・企業、民間団体との連携を強化し、市民活動を推進する

1   自死の実態を明らかにする

2   県民一人ひとりの気づきと見守りを促す

3   早期対応の中心的役割を果たす人材を養成する

5   適切な精神科医療を受けられるようにする

6   社会的な取組で自死を防ぐ

9   民間団体との連携を強化する
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「自死」という言葉の使用について
（島根県自死対策総合計画より抜粋）

1．島根県自殺総合対策連絡協議会のとりまとめ
　島根県自殺対策総合計画の改定にあたり、「自殺」という言葉使いについても学識経験者や医療関係者など
多くの関係機関からなる「島根県自殺総合対策連絡協議会」で次のとおりとりまとめていただきました。

（１）　自殺対策基本法第18条においては、「国及び地方公共団体は、自殺又は自殺未遂が自殺者又は自殺未遂
者の親族等に及ぼす深刻な心理的影響が緩和されるよう、当該親族等に対する適切な支援を行うために
必要な施策を講ずる」とされている。

（２）　今般、島根県自殺対策総合計画の改定にあたり、「自殺」という言葉の使い方について本協議会におい
て、種々の議論が行われた。

　　　また、パブリックコメントでも多くの意見をいただいた。
（３）　「自殺」という言葉については、亡くなられた方や遺族、未遂者などの尊厳を傷つけることがあるとの

指摘がなされている。こうしたことから、近年、「自死」という言葉が多くの場面で使われるようになっ
ているという指摘が相当程度あった。

（４）　他方、「自死」という言葉については、「まだ十分認知されていない」「自死という言葉では、自殺をし
てはならないという心理的な抑止効果を弱める」といった意見もみられる。

（５）　本協議会での議論においては、遺族の方の心情にはできるだけ配慮すべきであるという意見が大勢で
あり、次の点については異論がなかった。
①　この計画の本文中は、法律の名称など一部の例外を除き、「自死」の表記を用いる。
　　また、この計画に基づいて、県が実施する事業や作成する資料等については、原則として「自死」
を用いる。
②　なお、県行政における一般的な取扱としては、「自死」を基本としつつ、２つの言葉を状況に応じて
使用する。

（６）　計画の名称については、現時点では法律に基づいて作られる計画なので「自死（自殺）」と併記すべき
という意見と、併記では遺族の方の心情に配慮したことにならないので、計画名称からも「（自殺）」を
削除すべきという二つの意見があった。

（７）　そこで、改めて計画名称のみ全ての委員に意向確認したところ、「計画の表紙に法律との関連性を付記
した上で自死計画」という意見を併せると、「島根県自死対策総合計画にすべき」という委員の方が多かっ
た。

2．島根県での取扱
　県としては、上記の協議会でのとりまとめを尊重することとし、次のとおり取り扱うこととしました。
（１）　この計画での取扱

①　計画の名称は、「島根県自死対策総合計画」とする（計画の表紙に、「この計画は自殺対策基本法に
基づく島根県の計画です」という注意書きを添える。）。
②　計画本文中は、法律の名称等一部の例外を除き、「自死」を用いる。
（注）　この計画において例外的に「自殺」という語を用いるケース

・法律、大綱の名称等
　自殺対策基本法、自殺総合対策大綱、世界自殺予防デー、自殺予防週間、自殺対策強化月間
・統計用語
　自殺死亡率、人口10万人当たりの自殺者数

③　本計画に基づいて、県が実施する事業や作成する資料等については、原則として「自死」を用いる。
（２）　県行政における一般的な取扱

県行政における一般的な取扱としては、「自死」を基本としつつ、２つの言葉を状況に応じて使用する。

資料
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松江圏域自死総合対策連絡会設置要綱
（設置）
第１　本県における自殺死亡率は高い水準で推移しており、全県的な自死対策が求められている。このため、
松江圏域においても関係機関・団体が連携し、総合的な自死対策の推進を図ることとして、松江圏域自死総
合対策連絡会（以下「連絡会」という。）を設置する。

（所掌事務）
第２　連絡会は、前条の目的を達成するために、次の事項について協議を行う。
（１）… 自死総合対策に向けた総合的な施策・指針の策定
（２）… 自死総合対策にかかる事業の検討、評価及び情報交換
（３）… その他自死総合対策の推進に必要とする事項

（構成）
第３　連絡会は、別表に掲げる関係機関及び団体から推薦された者（以下「委員」という。）等で構成する。
２　その他、必要に応じて連絡会にワーキング等の検討組織を置くことができる。

（会長及び副会長）
第４　連絡会に会長及び副会長を置く。
２　会長及び副会長は委員の互選により選任する。
３　会長は会務を総理し、会議の議長となる。
４　副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときはその職務を代理する。

（委員の任期）
第５　委員の任期は１年とする。
２　任期途中の委員の欠員による後任委員の任期は、前任者の在任期間とする。
３　委員の再任はこれを妨げない。

（会議）
第６　連絡会は会長が招集する。

（庶務）
第７　連絡会の庶務は、島根県松江保健所心の健康支援課において処理する。

（補則）
第８　この要綱に定めるもののほか、連絡会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

附　則
　この要綱は、平成24年10月16日から施行する。
　この要綱は、平成25年４月１日から施行する。

松江圏域自死総合対策連絡会　構成団体・機関

【医療関係】
○松江市医師会　　　　○安来市医師会
○松江赤十字病院　　　○安来第一病院
○細田クリニック
○島根県精神保健福祉士会

【地域関係】
○松江市公民館長会
○松江市民生児童委員協議会連合会
○島根県断酒新生会
○松江市高齢者クラブ連合会
○松江圏域健康長寿しまね推進会議
○安来市健康推進会議
○松江ほほえみの会
○島根いのちの電話

【職域関係】
○松江労働基準監督署
○松江公共職業安定所・安来出張所
○松江地域産業保健センター
○松江商工会議所　　○安来商工会議所

【法律関係】
○島根県弁護士会

【行政関係】
○松江市役所　　　　○安来市役所
○松江警察署　　　　○安来警察署
○松江市消防本部　　○安来市消防本部
○松江市教育委員会　○安来市教育委員会
○県立心と体の相談センター
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