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第１章 計画の策定にあたって 

 

本市では、自殺対策を総合的かつ効率的に推進するため、平成 21年３月に「千

葉市自殺対策計画」を策定し、計画に基づいて様々な自殺対策を実施してきま

した。 

本市における平成 28 年の自殺者数は 133 人、人口 10 万人当たりの自殺者数

をあらわす自殺死亡率は 13.7であり、全国や千葉県の自殺死亡率よりは低くな

っているものの、深刻な状況が続いています。加えて、全国と同様に、若年層

の自殺者数の減少幅の鈍化など、新たな課題も現れ始めています。 

このような中、施行から 10 年の節目に当たる平成 28 年４月に自殺対策基本

法が改正されるとともに、平成 29年７月には、新たな「自殺総合対策大綱」が

閣議決定されました。自殺対策が「生きることの包括的な支援」として実施さ

れるべきこと等を基本理念に明記するとともに、「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、自殺対策を更に総合的かつ効果的に推進するこ

ととしています。 

このたび、千葉市自殺対策計画の計画期間終了に合わせ、自殺対策基本法の

改正や新たな自殺総合対策大綱の趣旨を踏まえ、「第２期千葉市自殺対策計画」

を策定しました。 

「第２期千葉市自殺対策計画」では、「気づき、支え・関わり、つなぐ」を基

本コンセプトに据え、千葉市において実施される事業の中から「生きる支援」

に関連するものを総動員して、「生きることの包括的な支援」として自殺対策を

推進するとともに、一人ひとりがかけがえのない個人として尊重され、誰も自

殺に追い込まれることのない千葉市を目指していきます。 

 

  

１ 計画策定の趣旨 
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この計画は、自殺対策基本法第 13条第２項の規定に基づく「市町村自殺対策

計画」として、自殺総合対策大綱及び千葉県が策定する「千葉県自殺対策推進

計画」の内容を踏まえるとともに、本市の実情を勘案した自殺対策を、行政や

関係機関、民間団体等がそれぞれの役割を担い、連携して自殺対策に取り組ん

でいくために策定するものです。 

また、社会福祉法に規定する市町村地域福祉計画である「支え合いのまち千

葉 推進計画（千葉市地域福祉計画）」や、健康増進法に規定する市町村健康増

進計画である「健やか未来都市ちばプラン」などの関連する計画との調和を図

っています。 

 

 

（１）計画の期間 

自殺総合対策大綱及び第２次千葉県自殺対策推進計画の計画期間を踏ま

え、「平成 30年（2018年）10月から平成 40年（2028年）９月までの 10年

間」を計画期間とします。 

なお、自殺総合対策大綱が、おおむね５年を目途に見直しを行うこととさ

れていることから、５年後の平成 35年（2023年）10月を目途に中間見直し

を行うこととします。 

 

（２）計画の数値目標 

第１期計画の計画期間である平成 21年から 28年までの８年間における 

本市の自殺死亡率の平均値は 18.4となっているため、平成 38年（2026年） 

までに、本市の自殺死亡率を 13.0以下にすることを目標とします。 

 

 
現状 

平成 21～28年平均値 
目標 

平成 38年（2026年） 

自殺死亡率  18.4※ 13.0以下 

※ 平成 21～28年の自殺死亡率（数値はいずれも人口動態統計に基づく） 

 (16.9＋23.2＋18.9＋18.2＋18.9＋17.5＋19.8＋13.7)÷8＝18.4（小数点第２位四捨五入）  

３ 計画の期間及び数値目標 

 

２ 計画の位置付け 
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第２章 自殺の現状及び基本認識 

 

（１）自殺者数と自殺死亡率の推移 

本市における自殺者数は、全国と同様に、平成 10 年に大きく増加し、その

後も、多少の増減はあるものの、高い水準で推移していましたが、平成 28 年

は 133人となりました。これは、自殺者が大幅に増加する前の平成９年の水準

（120人）に迫るものです。 
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１ 千葉市における自殺の特徴 

 

（図２）自殺死亡率の推移（全国、千葉県、千葉市） 

（図１）自殺者数の推移（全国、千葉県、千葉市） 

資料：人口動態統計 
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（２）千葉市の自殺の特徴 

平成 24年から 28年までの５年分の自殺者数の合計を基に自殺総合対策推

進センターが作成した本市の「地域自殺実態プロファイル」には、本市の自

殺の特徴について、図３及び表１のとおりまとめています。 

一番多い区分は、「男性 60歳以上 無職 同居」であり、「男性 40～59歳 有

職 同居」、「女性 60歳以上 無職 同居」がこれに続きます。 

本市では、高齢者や無職者の自殺が多い状況となっています。 

 

 

 

 

 

 

 
区分 

自殺者数 
５年計 

割合 全国割合 

１位 
男性 
60 歳以上 
無職 同居 

95 人 10.7％ 12.9％ 

２位 
男性 
40 歳～59歳 
有職 同居 

85 人 9.6％ 10.3％ 

３位 
女性 
60 歳以上 
無職 同居 

79 人 8.9％ 9.9％ 

４位 
男性 
60 歳以上 
無職 独居 

66 人 7.4％ 6.6％ 

５位 
女性 
40 歳～59歳 
無職 同居 

52 人 5.9％ 5.3％ 

 

 

 

（図３）自殺者の割合（全国、千葉市） 

資料：千葉市地域自殺実態プロファイル 

資料：千葉市地域自殺実態プロファイル 

（表１）千葉市における自殺者の多い区分上位５位 
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（３）性別、年齢別 

本市における年代別の自殺者の割合の上位を見ると、男性では 50 歳代、40

歳代、30 歳代の順に多い状況であり、女性では 60 歳代、40 歳代、30 歳代と

続く。全国との割合を比較すると、男性よりも女性のほうが全国よりも高い割

合の年代が多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（図４）性別、年代別の自殺者割合（千葉市、全国） 

資料：千葉市地域自殺実態プロファイル 



 

6 

◇全死因に占める自殺の割合 

   平成 24年から 28年の５年間合計における、年齢別主要死因では、男性

では 10歳から 39歳までの死因の第１位が自殺、女性では 15歳～29歳まで

の死因の第１位が自殺となっています。 

 

 

 
 

 

 

（図５）男性の年齢階級別死因割合（H24～28 年合計） 

（図６）女性の年齢階級別死因割合（H24～28 年合計） 

資料：人口動態統計 

資料：人口動態統計 
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（４）原因・動機別 

本市における自殺の原因・動機については、健康問題が最も多くなっていま

す。近年は、経済・生活問題の構成割合が低くなってきています。その一方で、

家庭問題、勤務問題、学校問題の構成割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（図７）原因・動機別構成割合の推移 

資料：自殺統計 

（図８）性別、年代別、原因・動機別構成割合（平成 24～28年合計） 

資料：自殺統計原票データを厚生労働省において特別集計 

調整中 
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（５）職業別 

本市における職業別の自殺者数については、無職者が最も多く、次に被雇用

者・勤め人となっています。 

 

 

 

 

（６）自殺未遂歴の状況 

   自殺者における自殺未遂歴の状況を見ると、男性に比べて女性の

ほうが自殺未遂歴を有する割合が高くなっています。さらに、年代と

組み合わせてみると、女性の若年層において自殺未遂歴を有する割合

が特に高くなっています。 

 

 

 

（図９）職業別構成割合の推移 

調整中 

資料：自殺統計 

（図 10）自殺者数における年代別自殺未遂歴の割合 

資料：自殺統計原票データを厚生労働省において特別集計 
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（７）政令指定都市の自殺死亡率の状況 

平成 28 年の本市の自殺死亡率は、全国値（16.8）や千葉県（16.7）よりも

低くなっています。また、政令指定都市の中では、20 市中 7 番目となってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

  

自治体 自殺死亡率 自治体 自殺死亡率 自治体 自殺死亡率 自治体 自殺死亡率 自治体 自殺死亡率

1 横浜市 16.8 熊本市 15.9 岡山市  14.3 浜松市  15.2 川崎市  12.0
2 浜松市 16.8 広島市 16.2 熊本市  15.8 横浜市  15.4 広島市  12.5
3 仙台市 17.5 岡山市 16.3 横浜市  16.0 京都市  16.0 岡山市  12.6
4 京都市 17.5 川崎市 16.8 川崎市  16.8 福岡市  16.0 京都市  12.7
5 名古屋市 17.9 横浜市 16.8 京都市  16.8 仙台市  16.1 浜松市  13.3
6 岡山市 18.1 浜松市 16.9 相模原市  16.9 広島市  16.3 相模原市  13.6
7 千葉市 18.2 京都市 17.1 仙台市  17.2 さいたま市  16.4 千葉市  13.7
8 川崎市 18.4 仙台市 18.6 さいたま市  17.2 川崎市  16.5 名古屋市  14.4
9 広島市 18.4 北九州市 18.7 千葉市  17.5 札幌市  16.6 横浜市  14.7

10 熊本市 18.4 千葉市 18.9 札幌市  17.8 岡山市  16.9 福岡市  15.0
11 堺市 20.2 札幌市 19.3 静岡市  17.8 熊本市  17.2 北九州市  15.9
12 神戸市 20.2 相模原市 19.4 名古屋市  18.0 名古屋市  17.3 堺市　　  16.0
13 さいたま市 20.6 静岡市 19.4 浜松市  18.5 静岡市  18.2 札幌市  16.1
13 相模原市 20.7 堺市 19.5 北九州市  18.7 北九州市  18.5 熊本市  16.1
15 札幌市 20.9 神戸市 19.6 新潟市  18.8 新潟市  19.2 仙台市  16.3
16 静岡市 20.9 名古屋市 19.6 福岡市  19.2 相模原市  19.4 さいたま市  16.5
16 北九州市 21.1 福岡市 19.7 堺市  19.3 千葉市  19.8 新潟市  16.5
18 福岡市 21.8 さいたま市 20.7 広島市  19.6 堺市　　  19.8 静岡市  17.5
19 新潟市 22.3 新潟市 21.7 神戸市  20.0 神戸市  19.8 神戸市  17.6
20 大阪市 25.1 大阪市 24.9 大阪市  24.1 大阪市  22.0 大阪市  21.5

千葉県 19.9 千葉県 19.9 千葉県  19.9 千葉県  19.3 千葉県  16.7
全国 21.0 全国 20.7 全国  19.5 全国  18.5 全国  16.8

平成28年平成27年平成26年平成25年平成24年

（表２）政令指定都市の自殺死亡率の推移 

資料：人口動態統計 
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（８）自殺対策に関するＷＥＢアンケート調査の結果 

  本計画の策定にあたり、これまでの取組実施状況を評価するため、市民の

自殺に対する考え方や自殺対策への認識等に関するＷＥＢアンケート調査を

実施しました。 

 

 ア 調査対象  千葉市内に在住する 15歳以上で、インターネットを利用し

て日本語で回答することができる者を対象 

 

 イ 調査期間  平成 30年４月１日から４月 10日まで 

 

 ウ 回答者の属性  回答者数：   人 

           性別 

           年代 

           職業 

 エ 調査結果 

 ◇自殺に対する個人的な考え方や行動について 

  Ｑ１ 

 

  Ｑ２ 

 

  Ｑ３ 

 

  Ｑ４ 

 

 ◇自殺に関する知識について 

  Ｑ５ 

 

  Ｑ６ 

 

  Ｑ７ 

 

 ◇自殺対策への認識について 

  Ｑ８ 

調整中 
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  Ｑ９ 

 

  Ｑ10 

 

  

調整中 
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この計画に基づき自殺対策を進めるにあたり、自殺対策に関わる行政機関や関

係団体等は、次の点を自殺に対する基本認識として共有します。 

 

（１）自殺はその多くが追い込まれた末の死 

  自殺の背景には、病気の悩み等の健康問題のほか、過労、生活困窮、育児

や介護疲れ、いじめや孤立など、様々な要因が複雑に関係していることが知

られています。自殺に至る心理としては、生活現場の中で起きる様々な問題

により追いつめられ、自殺以外の選択肢が考えられない状態に陥ったり、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から、

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、危機的な状態に

まで追い込まれてしまう過程と見ることができます。 

  自殺は、個人の自由な意思の選択の結果ではなく、その多くが様々な悩み

により心理的に追い込まれた末の死であり、その多くは防ぐことができる社

会的な問題であるということを認識する必要があります。 

 

 

 

 

 

２ 自殺に対する基本認識 
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（２）年間自殺者数は減少傾向にあるが、非常事態はいまだ続いている 

  我が国の年間自殺者数は、平成 10年に初めて３万人を超えて以来、毎年３

万人前後で推移していましたが、平成 22年以降は減少を続けており、平成 28

年は約２万１千人となっています。 

  近年の本市の状況に目を転じますと、一部の年において大幅に増加した年

があるものの、おおよそ 160 人から 180 人の間で増減を繰り返しながら推移

していましたが、平成 28年は 133人となっています。 

  しかしながら、全国では依然として一年間で２万人もの人が、本市におい

ては 130 人を超える人が自殺に追い込まれているため、非常事態はいまだ続

いているということを認識する必要があります。 

 

（３）実践的な取組をＰＤＣＡサイクルを通じて推進する 

  自殺対策におけるＰＤＣＡサイクルを示すと次のようになります。 

 

 

 

 

 
 

自殺対策に関わる行政機関や関係団体等は、「誰も自殺に追い込まれること

のない千葉市」の実現に向けて、この計画をツールとして、自殺対策のＰＤＣ

Ａサイクルを回すことで、自殺対策を常に進化させながら推進するということ

を認識する必要があります。 

  

ＰＬＡＮ 

ＤＯ 

ＣＨＥＣＫ 

ＡＣＴ 

本市の自殺の実態を分析し、本市の課題に対応した「生きる

支援」に関わる事業を総動員して自殺対策計画を策定 

計画に基づき自殺対策を推進 

実施した事業の結果を収集・分析 

分析結果を踏まえて取組の改善を図る 
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（１）前計画における取組 

  本市では、自殺対策を総合的かつ効果的に推進するため、平成 21年３月に

千葉市自殺対策計画を策定しました。その後、国の自殺総合対策大綱の一部

見直し及び本市自殺の実態調査結果を踏まえ、平成 27年３月に計画の一部見

直しを行いました。 

 

ア 計画期間  平成 21年４月から平成 30年９月まで 

 

イ 数値目標  平成 30年９月までに、平成 17年の自殺死亡率に比べて 20％

以上減少させる。 

 

 平成 17年 平成30年９月まで 

自殺死亡率 21.7 17.3以下 

 

 ウ 具体的な取組 

   庁内各課：27の所属において 82事業 

   外部機関： 4機関において７事業    

 

   １ 自殺の実態を明らかにする  

   ・ 自殺の防止等に関する情報の提供 

   ・ 自殺の防止等に関する資料の利活用 ほか 

 

   ２ 市民一人ひとりの気づきと見守りを促す  

   ・ 普及啓発の推進 

   ・ 児童生徒の自殺予防に資する教育の実施 

   ・ うつ病についての普及啓発の推進 ほか 

 

   ３ 早期対応の中心的役割を果たす人材を養成する  

   ・ かかりつけ医うつ病対応力向上研修事業の実施 

   ・ 学校における教職員研修の充実 

   ・ 精神保健福祉業務実務研修の実施 

  ・ 産業保健スタッフの資質の向上 

  ・ 様々な分野でのゲートキーパー養成 ほか 

 

 

３ 前計画の振り返りと課題 

 

合計 89事業を実施 
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   ４ 心の健康づくりを進める  

   ・ 職場におけるメンタルヘルス対策の推進 

   ・ 精神保健福祉相談及び訪問指導の実施 

   ・ 学校における心の健康づくり推進体制の整備 ほか 

 

   ５ 適切な精神科医療を受けられるようにする  

   ・ 精神科医療対策の充実 

   ・ うつ病の受診率の向上 

   ・ うつ病以外の精神疾患等に対する対策の推進 ほか 

 

   ６ 社会的な取組みで自殺を防ぐ  

   ・ 相談体制の充実等 

   ・ 多重債務者、失業者等、高齢者、介護者に対する相談・支援の充実 

   ・ 児童生徒のいじめに関する相談・支援の充実 

   ・ 生活困窮者への支援の充実 ほか 

 

   ７ 自殺未遂者の再度の自殺を防ぐ  

   ・ 自殺未遂者やその家族等に対する相談等の実施 ほか 

 

   ８ 遺された人への支援を充実する  

   ・ 遺族への相談支援の実施 ほか 

 

   ９ 民間団体との連携を強化する  

   ・ 関係機関相互の情報の共有 ほか 

 

（２）成果と課題 

 ア 成果 

  ◇自殺者数の推移 

一部の年において大幅に増加した年があるものの、おおよそ 160人から

180人の間で増減を繰り返しながら推移していましたが、平成 28年は 133

人となっています。 

 

  ◇数値目標 

    自殺者数と同様に、一部の年において大幅に増加した年があるものの、

おおよそ 18.0から 20.0の間で増減を繰り返しながら推移していました

が、平成 28年は 13.7となり、目標の 17.3以下を達成することができま

した。 
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  ◇その他の効果 

   ・ 具体的な取組項目に基づき、庁内関係課や外部機関が自殺対策関連

事業を体系的、網羅的に実施しました。 

   ・ 自殺対策の取組状況を外部にアピールすることができました。 

   ・ 庁内関係課や外部機関との連携の拠りどころとして活用しました。 

 

 イ 課題 

   ・ 自殺対策事業の評価、検証が難しい点が挙げられます。 

   ・ 庁内、外部機関等との連携体制を強化する必要があります。 

人 

（図○）千葉市の自殺者数の推移 

（図○）千葉市の自殺死亡率の推移 

数値目標のライン

(17.3) 
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第３章 自殺対策の基本方針 

 

自殺総合対策大綱には、自殺対策の基本方針が示されています。本市ではこ

の考え方に沿って、以下の内容を自殺対策の基本方針として位置づけます。 

施策の展開に当たっては、市民に最も身近な行政主体として、自殺の防止等

に関する啓発の強化を図るとともに、各種の相談機関相互の連携を強化する等、

問題を抱えた人に対する相談体制を充実・強化し、自殺につながる可能性のあ

る人を見逃さないための取組みを中心に、自殺対策を進めていきます。 

 

（１）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、その多くが防ぐことができる

社会的な問題であるとの基本認識の下、本市の自殺対策は、「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、生きるこ

との包括的な支援として推進します。 

 

（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 

自殺に追い込まれようとしている人が安心して生きられるようにして自殺

を防ぐためには、精神保健的な視点だけでなく、社会・経済的な視点を含む包

括的な取組が重要です。また、このような包括的な取組を実施するためには、

様々な分野の施策、人々や組織が密接に連携する必要があります。 

自殺の要因となり得る生活困窮、児童虐待、性暴力被害、ひきこもり、性的

マイノリティ等、関連の分野においても同様の連携の取組が展開されています。

連携の効果を更に高めるため、そうした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を共有していきます。 

とりわけ、地域共生社会の実現に向けた取組や生活困窮者自立支援制度など

との連携を推進することや、精神科医療、保健、福祉等の各施策の連動性を高

めていきます。 

 

（３）対応の段階に応じてレベルごとの対策を効果的に連動させる 

本市における自殺対策は、社会全体の自殺リスクを低下させる方向で、次の２

つのレベルを中心に、それぞれにおいて協力に、かつ、総合的に推進します。 
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 また、時系列的な対応としては、以下の４つの段階において施策を講じてい

きます。 

 

 

 

さらに、これらに加えて「自殺の事前対応の更に前段階での取組」として、

学校において、児童生徒等を対象とした「ＳＯＳの出し方に関する教育」を推

進します。 

 

（４）実践と啓発を両輪として推進する 

自殺に追い込まれるという危機は「誰にでも起こり得る危機」ですが、危機

に陥った人の心情や背景が理解されにくい現実があり、そうした心情や背景へ

の理解を深めることも含めて、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が、地域全体の共通認識となるように積極的に普及啓

発を行います。 

また、市民の皆さんが、身近にいるかもしれない自殺を考えている人のサイ

ンに早く気づき、精神科医等の専門家につなぎ、その指導を受けながら見守っ

ていけるよう、広報活動、教育活動等に取り組みます。 

 

  

ア 個々人の問題解決に取り組む相談支援を行う「対人支援のレベル」 

イ 問題を複合的に抱える人に対して包括的な支援を行うための関係機関 

等による実務連携などの「地域連携のレベル」 

ａ 自殺の危険性が低い段階における啓発等の「事前対応」 

ｂ 現に起こりつつある自殺発生の危険に介入する「危機対応」 

ｃ 自殺や自殺未遂が生じてしまった場合等における「事後対応」 
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第４章 生きる支援の具体的な取組み 
 

 

 

 

国が行う自殺の実態解明のための調査研究に対し協力するとともに、これを

補完することを基本に本市の自殺の実態把握に努め、本市の実情に即した自殺

対策を展開します。 

 

（１）自殺統計資料等の分析結果の利活用 

ア 自殺の防止等に関する資料の収集・分析・情報提供 

人口動態統計や警察資料等の自殺統計資料の収集・分析を行うことによ

り、地域の自殺の実態を把握し、自殺の防止等に関する調査結果や統計資

料等について、インターネット等を活用した情報提供を図ります。 

また、消防局で保有する救急搬送に関する資料を関係機関へ情報提供し

ます。 

【保健福祉総務課、地域福祉課、こころの健康センター、救急課】 

 

イ 自殺統計資料の利活用 

自殺総合対策推進センターや千葉県自殺対策推進センターから提供さ 

れる各種統計資料を活用し、地域分析を行うことで、市内の自殺の状況 

を把握し、効果的な自殺対策を推進します。 

【地域福祉課】 

 

（２）教育現場における実態把握 

ア 明るい学校づくり推進週間の実施 

児童生徒の自殺予防に資するため、児童生徒の自殺について、教育現場

における実態把握に努めます。 

【教育委員会教育支援課】 

 

イ いじめ等の対策及び調査委員会 

児童生徒の自殺について、詳しい調査を行うにあたり、事実の分析評価

１ 自殺の実態を明らかにする 

 

≪気づく≫ ～普及啓発・人材育成～ 
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等に高度な専門性を要する場合や、遺族が学校または教育委員会が主体と

なる調査を望まない場合など、必要に応じて第三者による実態把握を進め

ます。 

【教育委員会教育支援課、人事課コンプライアンス推進室】 

 

（３）相談現場における実態把握 

ア 相談情報の収集・分析 

市内・外部機関の各種相談窓口から自殺に結びつく可能性のある情報 

   を収集・分析し、相談の実態を把握する。 

【地域福祉課】 

 

【評価指標】 

目標項目 現状（基準年） 目標（評価年） 

（取組）統計資料の活用に関す

るホームページのアクセス数 

 

（H28年度（2016年度）） 

 

（H38年度（2026年度） 

（取組）相談情報の収集件数  

（H28年度（2016年度）） 

 

（H38年度（2026年度） 
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一人で悩みを抱える背景となる「自殺や多重債務、うつ病等の自殺関連事象

は、不名誉で恥ずかしいものである」という間違った社会通念から脱却するこ

とや、自殺に追い込まれるという危機は「誰にでも起こり得る危機」であって、

その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を、市民に啓発

していく必要があります。また、市民が、自分の周りにいる自殺を考えている

人の存在に気づき、声をかけ、話を聞き、必要に応じて適切な相談機関や専門

家等につなぎ、見守っていけるよう、あらゆる機会をとらえて、広報活動や教

育活動等を通じた自殺の防止等に関する啓発を行います。 

 

（１）自殺や自殺関連事象等に関する普及啓発活動 

ア 自殺や自殺関連事象等に関する正しい知識の普及 

インターネットを積極的に活用して、自殺や自殺関連事象に関する正 

しい知識の普及を推進します。 

【地域福祉課】 

 

イ 自殺予防キャンペーンの実施 

自殺予防の普及啓発のため、自殺予防に関するキャンペーンを、関係機

関と連携を図りながら実施します。 

【地域福祉課】 

 

ウ 地域精神保健福祉講演会の実施 

市民を対象に、精神障害や思春期等の精神保健福祉全般について、正し

い知識を得てもらうため、地域精神保健福祉講演会を実施します。 

【こころの健康センター】 

 

エ うつ病に対する普及啓発 

うつ病に対する知識の普及・啓発を行うことで、早期相談・早期受診を

促進します。 

【こころの健康センター】 

 

（２）自殺予防週間と自殺対策強化月間の実施 

２ 市民一人ひとりの気づきと見守りを促す 
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ア 自殺予防週間と自殺対策強化月間における普及啓発 

自殺予防週間（９月１０日～１６日）や自殺対策強化月間（３月）など

のあらゆる機会に普及啓発活動を行い、自殺の防止等に関する市民の理解

の促進を図ります。 

【地域福祉課、こころの健康センター】 

 

イ 九都県市自殺対策強化月間に関連した事業の実施 

自殺の防止等に関する啓発を効率的かつ効果的に進めるため、九都県市

（埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・横浜市・川崎市・千葉市・さいた

ま市・相模原市）で協働・連携して、広域的な取組みを推進します。 

【地域福祉課、こころの健康センター】 

 

【評価指標】 

目標項目 現状（基準年） 目標（評価年） 

（意識）誰かに相談したり助け

を求めたりすることが恥ずかし

いと思う人の割合の減少 

人 

（H28年度（2016年度）） 

人 

（H38年度（2026年度）） 

（意識）講演会アンケート結果 

「役に立ったと回答した人」 

人 

（H28年度（2016年度）） 

人 

（H38年度（2026年度）） 

（取組）自殺予防キャンペーン

の実施回数 

未実施 

（H28年度（2016年度）） 

実施 

（H38年度（2026年度）） 

（取組）啓発リーフレットの 

配布部数及び配布先数 

 

（H28年度（2016年度）） 

 

（H38年度（2016年度）） 
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自殺の危険性の高い人の早期発見、早期対応を図るため、自殺や自殺関連事

象に関する正しい知識を普及したり、自殺の危険を示すサインに気づき、声を

かけ、話を聞き、必要に応じて専門家につなぎ、見守る、「ゲートキーパー」の

役割を担う人材等を養成します。 

 

（１）様々な分野でのゲートキーパーの養成 

ゲートキーパーとしての役割が期待される様々な職業に従事する人に対

して、メンタルヘルスや自殺予防に関する知識の普及に資する情報提供等、

関係団体に必要な支援を行うこと等を通じ、ゲートキーパーの養成を行い、

必要な基礎的知識の普及を図ります。 

【こころの健康センター】 

 

（２）かかりつけ医、地域保健スタッフ等の資質向上 

ア かかりつけ医等心の健康対応力向上研修の実施 

日頃から受診するかかりつけの医師に対し、適切なうつ病診療の知識、 

技術、及び精神科等の専門家との連携方法、家族からの話や悩みを聞く 

姿勢等の習得など、対応力向上のための研修を実施します。 

【精神保健福祉課】 

 

イ 保健活動従事者への研修の実施 

保健師等の保健活動従事者に対する研修に、自殺のリスクや支援のポ 

イント等に関する内容を盛り込むことで、本人や家族との接触時に問題 

があれば関係機関につなげるようにするなど、心の健康づくりや自殺未 

遂者及び遺族への適切な支援を行う。 

【保健福祉総務課、各区健康課】 

 

ウ 精神保健福祉業務実務研修の実施 

精神保健福祉の実務に携わる職員に対して、心の健康づくりや自殺予 

防についての研修等、実践に役立つ専門知識の向上を図るための研修を 

実施します。 

【こころの健康センター】 

３ 自殺対策に係る人材の確保、養成及び資質の向上を図る 
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エ 産業保健スタッフの資質の向上 

職場におけるメンタルヘルス対策を推進するため、産業保健スタッフ 

の資質向上のための研修等を充実します。 

【千葉産業保健総合支援センター】 

 

（３）教職員に対する資質向上 

ア 学校における教職員研修の充実 

小中生徒指導主任研修会、小中高教育相談推進研究協議会、人権尊重 

教育担当者研究協議会等の教職員の研修会において、いじめや性的マイ 

ノリティ等に関する児童生徒への対応を取り扱うなど、研修の充実を図 

ります。 

【教育委員会教育支援課、教育指導課、保健体育課、教育センター】 

 

イ ＳＯＳに対する気づきの普及啓発 

  （ア）児童・思春期研修の実施 

教職員に対して、子どもが出したＳＯＳについて、周囲の大人が気 

づく感度を高め、どのように受け止めるかなどについて研修を実施し 

ます。 

【こころの健康センター】 

 

  （イ）教職員に対する普及啓発 

児童生徒と日々接している学級担任、養護教諭等の教職員や、学生相 

談に関わる大学等の教職員に対し、ＳＯＳの出し方を教えるだけではな 

く、子どもが出したＳＯＳについて、周囲の大人が気づく感度をいかに 

高め、また、どのように受け止めるかについて普及啓発を実施するため、 

研修に資する教材の作成・配布などにより取組の支援を行います。 

自殺者の遺児等に対するケアも含め、教育相談を担当する教職員の 

    資質向上のための研修等を実施します。 

自殺念慮の割合等が高いことが指摘されている性的マイノリティに 

    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、教職員の理解を促進します。 

【教育委員会教育支援課、教育指導課、保健体育課、教育センター】 
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（４）生きる支援に関わる者の資質向上 

ア 保護者への家庭教育資料の配布 

保護者に対し、児童生徒の小さな変化を見逃さないための視点を示し、 

児童生徒を理解する手立てとなるような資料を配布します。 

【健全育成課】 

 

イ 介護支援専門員等への資料の配布 

介護支援専門員等の介護事業従事者の研修等の機会を通じ、心の健康づ 

くりや自殺予防に関する知識の普及を図ります。 

【介護保険管理課、地域福祉課】 

 

ウ 民生委員・児童委員への資料の配布 

地域住民の身近な相談相手である民生委員・児童委員及び民生委員協力 

員に対し、心の健康づくりや自殺予防に関する施策についての研修を実施 

します。 

【地域福祉課、こころの健康センター】 

 

エ 各種相談窓口における相談員の資質の向上 

消費生活センターの消費生活相談、労働相談室の窓口、商工会議所、商 

工会等の経営相談窓口、公共職業安定所の相談窓口等の相談員に対し、心 

の健康づくりや自殺予防に関する施策についての普及啓発を図ります。 

【消費生活センター、経済企画課、産業支援課】 

 

オ 救急隊員に対する教育 

遺族等に最初に対応する可能性の高い消防職員等に対して、適切な遺 

   族対応等に関する知識の普及を図ります。 

【消防局救急課】 

【評価指標】 

目標項目 現状（基準年） 目標（評価年） 

（取組）ゲートキーパー研修の

受講者数 

人 

（H28年度（2016年度）） 

人 

（H38年度（2026年度）） 

（取組）ＳＯＳに関する教職員

への研修の受講者数 

未実施 

（H28年度（2016年度）） 

全校実施 

（H38年度（2026年度）） 



 

26 

 

 

 

 

支援を必要とする人が適切な支援策に係る情報を簡単に得ることができるよ

うにするため、生きることの包括的な支援に関する情報の集約・提供を強化し、

その周知を徹底します。 

また、地域の相談窓口が市民にとって相談しやすいものになるよう、体制の

整備を推進するとともに、自殺の原因となる様々なストレスに関し、ストレス

要因の軽減、ストレスへの適切な対応等、心の健康の保持のための職場、地域、

学校における体制の整備を推進します。 

 

（１）相談体制の充実・心の健康づくりの推進 

ア 相談窓口情報等の周知 

（ア）相談窓口情報の分かりやすい周知 

ａ パンフレット等の作成・配布 

自殺の危険を示すサインとその対応方法、相談窓口等を掲載した、 

市民向けのわかりやすい自殺予防のためのパンフレット等を作成し、 

市民が多く集まる場所等で積極的に配架・配布します。 

【地域福祉課】 

 

ｂ 相談窓口や自殺予防関連情報等の情報発信 

各相談機関、窓口相互の周知と連携を図るとともに、効果的な相 

談体制の在り方について検討します。また、インターネット等を活 

用して、支援を必要としている人が容易に適切な支援策にたどり着 

けるような、わかりやすい情報発信に努めます。（こころの体温計） 

【地域福祉課、精神保健福祉課、こころの健康センター】 

 

イ 相談の多様な手段の確保 

（ア）心の健康に関する相談・支援 

    ａ こころの電話、こころと命の相談室 

傾聴を主にした電話相談によりこころの健康の保持増進を図りま 

４ 当事者へのサポートを推進する 

 

≪支える・関わる≫～当事者・支援者へのサポート～ 
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す。また、日中働いている市民が利用しやすい相談支援体制を整備 

します。 

【精神保健福祉課、こころの健康センター】 

 

    ｂ 精神科救急情報センター 

毎日 24時間（電話相談）精神科の救急受診相談、夜間休日の救急 

     受診先相談・紹介・調整等を行います。 

【精神保健福祉課】 

 

（イ）多重債務者に対する相談・支援 

ａ 消費生活相談において、多重債務者に対する相談対応を行うとと 

 もに、多重債務者特別相談を実施します。 

【消費生活センター】 

 

ｂ 多重債務問題に関し、クレジット・サラ金相談、多重債務者相談 

 など、専門性を生かした支援を実施します。 

【千葉県弁護士会】 

 

（ウ）労働問題に関する相談・支援 

ふるさとハローワークにおける就職相談の充実と併せ、公共職業安 

    定所等の関係機関との連携を図ります。 

【経済企画課】 

 

（エ）中小企業経営者に対する相談・支援 

中小企業の一般的な経営相談に対応する相談事業を引き続き推進す 

    るとともに、セーフティネット貸付の充実を図ります。 

【産業支援課、千葉商工会議所】 

 

（オ）法的問題に対する相談・支援 

弁護士による法律相談の充実を図ります。 

【広報広聴課】 

 

（カ）人権に関する相談・支援 
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   人権擁護委員が、差別待遇、名誉棄損、いやがらせ、いじめ等人権上

の悩み事の相談に応じます。 

【男女共同参画課】 

 

（キ）子どもに関する相談・支援 

ａ いじめに関する相談・支援 

いじめは決して許されないことであり、「どの子どもにも、どの学 

     校でも起こり得る」ものであることを前提に、道徳教育や体験活動 

等の充実を図り、いじめの未然防止に努めます。 

また、「教育相談ダイヤル２４」の周知や、学校、地域、家庭が連 

     携して、いじめを早期に発見し、適切に対応できる地域ぐるみの体 

制整備の促進など、自殺の原因の一つとなっている児童生徒のいじ 

めに関する相談・支援の充実を図ります。 

【教育委員会教育支援課】 

 

ｂ 教育相談の実施 

障害児を抱えた親に相談支援を提供することで、親の抱える負担 

     を軽減させ、自殺の予防に寄与します。 

【養護教育センター】 

 

ｃ 児童相談所における相談・支援 

児童相談所において来所相談・電話相談を通じ、子どもや家庭に 

     関わる様々な相談に応じます。 

【児童相談所】 

 

ｄ 青少年育成委員会による相談・支援 

市が委嘱した青少年育成委員が、地域における青少年育成関係機 

関・団体の相互の連絡調整を図りながら地域ぐるみで青少年の健全 

育成活動を総合的に推進します。 

【健全育成課】 

 

ｅ 青少年相談員による相談・支援 

市と県が委嘱した青少年相談員が、青少年育成活動の積極的な推 
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     進を図るため、レクリエーション活動、スポーツ活動、文化活動等 

を企画・運営する中で青少年とともに喜び、ともに語り、よき相談 

相手となることを目的とした活動を行います。 

【健全育成課】 

 

（ク）市税の滞納者に対する相談・支援 

生活困窮等で市税を滞納している方に対し、納付勧奨等の措置を講 

ずる中で、当事者から状況の聞き取りを行い、分割納付等の相談に応 

じ、必要に応じて適切な支援機関につなげるようにします。 

【納税管理課】 

 

（ケ）ひとり親家庭に対する相談・支援 

児童相談所、青少年育成委員会、青少年相談員により、子どもや家 

庭に関わる様々な相談に応じます。 

【児童相談所、健全育成課】 

 

ウ アウトリーチの強化 

（ア）精神保健福祉相談及び訪問指導の実施 

ａ 地域住民の心の健康増進を図るため、精神科医の相談や精神保健 

 福祉相談員、保健師等による面接相談及び訪問指導を実施します。 

【区健康課、精神保健福祉課】 

 

ｂ うつ病以外の自殺の危険因子である統合失調症、アルコール依存 

症、薬物依存症、病的賭博等について、専門相談や啓発活動として 

の講演会を実施するとともに、自助グループや家族会との連携によ 

り精神疾患を有する者等への支援を行います。 

【こころの健康センター、精神保健福祉課】 

 

（イ）民生委員・児童委員等の見守り体制の充実 

民生委員・児童委員や老人クラブ等と連携し、地域における見守り 

    や相談体制の充実を図ります。 

【地域福祉課、高齢福祉課、千葉市民生委員児童委員協議会、 

千葉市老人クラブ連合会、千葉市社会福祉協議会】 
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（ウ）ひとり暮らし高齢者の安否確認 

ひとり暮らし高齢者に対し、緊急通報システムにより定期的な安否 

確認等を行います。 

【高齢福祉課】 

 

エ 職場におけるメンタルヘルスの推進 

（ア）職場におけるメンタルヘルス対策の充実を推進するため、「労働者の 

  心の健康の保持増進のための指針」の普及啓発を図ります。 

【千葉労働基準監督署】 

 

（イ）職場におけるメンタルヘルス対策に関する相談に応じます。また、 

  管理監督者教育をはじめ、心の健康づくり計画の策定やメンタルヘル 

ス不調者の早期発見などメンタルヘルス対策の取組等について、希望 

する事業場へ訪問し支援します。 

【千葉産業保健総合支援センター】 

 

（ウ）メンタルヘルスの不調により休業した労働者の円滑な職場復帰支援  

を推進するため、「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援 

の手引き」の周知を図ります。 

【千葉労働基準監督署】 

 

（エ）過重労働による健康障害防止のための監督指導を強化します。 

【千葉労働基準監督署】 

 

（オ）職場でのメンタルヘルスに係る研修等を行い、メンタルヘルス対策 

  の必要性について理解促進を図ります。 

【こころの健康センター】 

 

（カ）経済関係団体に対する普及啓発の実施 

経済関係団体に対し、職場における心の健康保持増進に関する知識、 

    相談窓口の設置等について普及啓発を行います。 

【産業支援課】 
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オ 地域や学校における心の健康づくりの推進 

（ア）保健事業の場における心の健康に関する普及啓発の実施 

健康診断や健康相談などの各種保健事業を通じて、心の健康に関す 

    るポスターの掲示、リーフレットの配布などを行うとともに、心の健 

康に関する相談窓口、関連する保健事業等の紹介等を行います。 

【区健康課、健康支援課】 

 

（イ）地域保健と職域保健との連携の推進 

地域・職域連携推進協議会において、地域保健と職域保健の連携を 

    図り「健康情報」や「健康づくりのための保健事業」を共有すること 

で、市民の健康管理を支援します。 

【健康支援課】 

 

（ウ）うつ病当事者の会の実施 

うつ病患者を対象に、ストレスや不安感を軽減するために、参加者 

同士が支え合い、回復につながることを目的としたグループワークを 

行います。 

【こころの健康センター】 

 

（エ）大規模災害における被災者の心のケア、生活再建等の推進 

被災者及び救護従事者のメンタルヘルス支援体制の整備、及びここ 

    ろのケア相談窓口の設置について、千葉市地域防災計画におけるここ 

ろのケア対策として位置付けます。 

災害による精神的・物質的打撃から立ち直るための支援の窓口を広 

    く開放することにより、被災者の生活再建等を推進するため、災害相 

談の実施について、千葉市地域防災計画に盛り込みます。 

【危機管理課】 

 

（オ）学校における心の健康づくり推進体制の整備 

  大学等においては、学生の心の問題・成長支援に関する課題やニー 

 ズへの理解を深め、心の悩みを抱える学生等を必要な支援につなぐた 

めの教職員向けの取組みの推進を図ります。 
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【地域福祉課】 

 

（カ）「ＣＨＩＢＡスクールレスキュー」制度の活用 

教職員の不安や心配ごと等を教育委員会に直接連絡・相談できる「Ｃ 

ＨＩＢＡスクールレスキュー」制度についてのリーフレットの配布や、 

学校管理訪問等の機会を通して、教職員のメンタルヘルスの啓発に努 

めます。 

【教育委員会教育職員課】 

 

（キ）教職員ヘルシーシステム 

精神疾患による教職員の長期休職を未然に防止するとともに、教職 

    員のメンタルヘルスの向上を図るため、メンタルヘルス研修会などを 

開催します。また、教職員等の代表者で構成する教職員メンタルサポ 

ート委員会において、効果的な教職員へのサポート方法について協議 

します。 

【教育委員会教育職員課】 

 

（２）若年層へのサポート 

ア ＳＯＳの出し方に関する教育の推進 

（ア）児童生徒の自殺予防に資する教育の実施 

ａ 道徳等の授業の充実 

学校において、体験活動、地域の高齢者等との世代間交流等を活 

     用するなどして、児童生徒が命の大切さを実感できる教育や、生活 

上の困難・ストレスに直面したときの対処方法を身に付けるための 

教育を推進するとともに、児童生徒に対する自殺予防を目的とした 

教育の実施に向けた環境づくりを進めます。 

【教育委員会教育指導課】 

 

ｂ 児童生徒の自殺対策に資する教育の実施 

18歳以下の自殺は、長期休業明けに急増する傾向があることから、 

長期休業前から長期休業期間中、長期休業明けの時期にかけて、小 

     学校、中学校、高等学校等における早期発見・見守り等の取組を推 

     進します。 

【教育委員会教育支援課】 



 

33 

 

（イ）情報モラル教育の推進 

児童生徒のインターネットの適切な利用に関する情報モラル教育及 

    び違法・有害情報対策を推進します。 

【教育委員会教育支援課、教育指導課、教育センター】 

 

（ウ）ＳＯＳの出し方に関する教育の推進 

     学校において、児童生徒が命の大切さを実感できる教育に偏ること 

    なく、社会において直面する可能性のある様々な困難・ストレスへの 

対処方法を身に付けるための教育（ＳＯＳの出し方に関する教育）、心 

の健康の保持に係る教育を推進するとともに、児童生徒の生きること 

の促進要因を増やすことを通じて自殺対策に資する教育の実施に向け 

た環境づくりを進めます。 

【教育委員会教育支援課、教育指導課、保健体育課】 

 

イ 子どもの貧困対策等の推進 

（ア）奨学金等の情報提供 

千葉市育英資金を始め、高校、大学、専門学校等の奨学金に関する 

    情報を提供します。 

【教育委員会教育指導課】 

 

（イ）生活保護世帯等学習支援事業の実施 

生活保護世帯及び生活困窮者世帯等の生徒に対し、高校進学に必要 

    な基礎学力の向上を図るための学習支援やその他助言などを行います。 

【保護課】 

 

（ウ）就学援助 

市立小中学校に就学する、経済的に困窮する世帯の児童生徒の保護 

    者に対し、学用品や対象となる医療費、給食費等を支給します。 

【教育委員会保健体育課】 

 

ウ ひきこもり、児童虐待や性犯罪・性暴力の被害者等への支援 

（ア）ひきこもり・不登校者への支援 
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ａ 千葉市ひきこもり地域支援センター 

千葉市ひきこもり地域支援センターにおいて、ひきこもりのご本 

     人やご家族からの相談に応じます。 

【精神保健福祉課】 

 

    ｂ 千葉市子ども・若者総合相談センター（Link：リンク） 

千葉市子ども・若者総合相談センター（Link：リンク）において、 

ニート、ひきこもり、不登校、その他社会生活を営む上で困難を抱 

えている 30歳代までの子ども・若者の相談を受け、助言、情報の提 

供、専門機関の紹介を行います。 

【健全育成課】 

 

ｃ 学生・生徒への支援の充実 

不登校の子どもへの支援について、早期からの支援につながる効 

     果的な取組等を推進するとともに、学校内外における相談体制の充 

実を図ります。 

【教育委員会教育支援課】 

 

ｄ 適応指導教室運営事業 

不登校児童生徒に対して、個別のカウンセリング・体験活動や集 

     団での活動・個に応じた学習指導等を行い、学校生活への復帰を手 

助けします。 

【教育センター】 

 

（イ）児童虐待被害者への支援 

ａ オレンジリボンキャンペーン 

児童虐待防止月間（１１月）を中心に、児童虐待を受けたと思わ 

     れる子どもを見つけた時の通告・相談を促す広報・啓発を行う。 

【こども家庭支援課】 

 

ｂ 児童虐待対策事業 

児童虐待の発生予防、早期発見・早期対応や虐待を受けた子ども 

     の適切な保護・支援を図るため、児童相談所などにおける相談支援、 
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     一時保護等の体制を強化し、社会的養護の充実を図る。また、性暴 

力の被害者への支援を行う。 

【児童相談所】 

 

（ウ）性犯罪・性暴力被害者への支援 

ａ 性暴力被害者支援センターへの助成 

性暴力被害者の支援及び性暴力のない社会実現のため、性暴力被 

     害者支援センターへの事業経費の助成及び相談窓口の周知を行いま 

す。 

【男女共同参画課】 

 

エ その他若年層への支援 

（ア）いじめ被害者への支援 

    ａ 家庭教育支援事業 

学校、地域、家庭が連携して、いじめを早期に発見し、適切に対 

     応できる地域ぐるみの体制整備を促進します。各地域団体、行政等 

との連携を図り、臨床心理士等の様々な講師を招いて、子育てに関 

する不安や悩みを解消できるよう、学習機会の提供や、個別相談を 

行います。 

【教育委員会生涯学習振興課】 

 

（イ）子どもの見守り・学力支援 

    ａ 学校セーフティウォッチ事業 

「地域の子どもは、地域で守る」を基本に、平成 17年度から、保 

護者・地域のみなさまに子どもたちの登下校の安全を見守る事業を 

行います。 

【教育委員会学事課】 

 

    ｂ 「わかる授業」の推進 

全国及び本市の学力調査の分析結果をもとに、各学校における学 

力向上のためのアクションプランを作成・実施するとともに、各種 

研修会や訪問指導を通して、授業改善に努め、「わかる授業」の推進 

を図ります。 
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【教育委員会教育指導課】 

 

ｃ キャリア教育の推進 

 小中学校及び高等学校において、社会的・職業的自立に向けて必 

要な意欲・態度や能力を育てるとともに、地域の企業等の事業への 

理解を深めてもらうために、職業に関する学習や職場体験等のキャ 

リア発達を促す体験活動を地域の様々な機関と連携して行います。 

また、大学、専門学校等の高等教育機関と連携して資格取得のため 

の講座等の情報提供やｅラーニングを活用した就労や学び直し、キ 

ャリアアップに寄与する学習機会の提供など、個人生活の向上とと 

もに、市民生活や地域産業経済を支える人材の育成にもつながる、 

キャリア教育を推進します。 

【教育委員会教育指導課】 

 

ｄ 放課後子ども教室 

小学校の放課後において、地域の参画を得て、学習や交流などの 

体験機会を提供することにより、子どもたちが地域社会の中で、心 

豊かに健やかに育まれる環境づくりを推進します。 

【教育委員会生涯学習振興課】 

 

（３）支援を必要とする方へのサポート 

ア 高齢者、生活困窮者、ひとり親家庭、妊産婦、性的マイノリティ等 

への支援 

  （ア）高齢者への支援 

    ａ 介護予防生活支援ニーズ把握 

６５歳以上の高齢者に対し、うつ関係の項目を含めた基本チェッ 

     クリストを活用し、総合的判断のもとに、介護予防への支援を行い 

ます。 

【地域包括ケア推進課】 

 

ｂ 高齢者等ごみ出し支援事業 

自ら家庭ごみをごみステーションに出すことが困難な高齢者・障 

     害者世帯等のゴミ出しを支援します。 

【高齢福祉課】 
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ｃ 地域支え合い型訪問支援実施団体への支援 

買い物、調理等の生活支援サービスや、サロン・趣味活動等を通 

     じた高齢者の日中の居場所づくりを行う町内自治会やＮＰＯ法人等 

へ助成を行うことで、高齢者等の孤立化の防止につなげます。 

【高齢福祉課】 

 

ｄ 三世代同居等支援事業 

高齢者の孤立防止と家族の絆の再生を目的として、三世代家族の 

     同居などに必要な費用の一部を助成します。 

【高齢福祉課】 

 

（イ）生活困窮者への支援 

ａ 生活困窮者への支援 

生活困窮者の経済的困窮と社会的孤立からの脱却と、親から子へ 

     の「貧困の連鎖」の防止を図るため、生活困窮者支援体系の確立に 

向けて、各種関係機関や地域との連携を強化するとともに、支援の 

充実について検討を進めます。 

【保護課】 

 

ｂ 生活保護に関する事務の実施 

  各種相談・支援の提供や、扶助受給等の機会を通じて、当人や家 

 族の問題状況を把握し、必要な支援先につなげるようにします。 

【保護課】 

 

ｃ 路上生活者への見守りの実施 

  路上生活者への相談支援等の見守り活動により、必要な支援先に 

 つなげるようにします。 

【保護課】 

 

ｄ 住宅関連情報提供コーナー（すまいのコンシェルジュ） 

市内への引越しを考えられている低額所得者や高齢者等に対して、 

     住宅情報のほか、より身近な地域の住環境の情報提供を行います。 
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【住宅政策課】 

 

（ウ）ひとり親家庭への支援 

ａ 民間賃貸住宅入居支援制度・入居支援補助制度 

ひとり親世帯等などに対し、入居を拒まない民間賃貸住宅の情報 

     を提供します。また、保証会社を利用した場合、初回分の保証委託 

料の一部を補助します。 

【住宅政策課】 

 

（エ）妊産婦への支援 

ａ エンゼルヘルパー派遣 

妊娠中又は産後、介助者のいない世帯の家事又は育児を援助する 

     ため、ホームヘルパーを派遣します。 

【幼保支援課】 

 

    ｂ 一時預かり事業 

家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児に 

    ついて、幼稚園、認定こども園、保育所等において一時的に預かり 

必要な保護を行います。 

【幼保運営課】 

 

（オ）性的マイノリティへの支援 

  ａ ＬＧＢＴ（性的少数者）理解促進のための講座 

自殺念慮の割合等が高いことが指摘されているＬＧＢＴ（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 

つであるととらえて、理解促進の取組みを推進します。 

【男女共同参画課】 

 

（カ）うつ病等患者への支援 

ａ うつ病集団認知行動療法 

うつ病の改善に効果の高い認知行動療法などの治療法の普及を図 

     ります。 

【こころの健康センター】 
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ｂ うつ病以外の精神疾患等に対する対策の推進 

薬物乱用防止について、啓発を行うとともに、庁内関係部局や関 

     係機関との連携を図ります。 

【健康企画課】 

 

イ 長時間労働の是正、ハラスメント防止対策 

  ※外部機関の事業を掲載予定 

 

ウ 居場所づくりの推進 

（ア）精神障害者等の交流の場の提供 

ａ うつ病当事者の会 

うつ病の受診率を向上させるため、うつ病についての正しい知識 

     を普及し偏見をなくすよう啓発を行い、早期相談・早期受診につな 

げます。また、地域においてかかりつけの医師等がうつ病と判断し 

た人を専門医につなげるための医療連携体制の整備を推進します。 

【こころの健康センター】 

 

ｂ うつ病以外の当事者同士の交流の場 

うつ病以外の自殺の危険因子である統合失調症、アルコール依存 

症、薬物依存症、病的賭博等について、専門相談や啓発活動として 

の講演会を実施するとともに、自助グループや家族会との連携によ 

り精神疾患を有する者等への支援を行います。 

【こころの健康センター】 

 

ｃ 精神障害を抱える方の当事者同士の交流の場 

精神障害を抱える方とその家族に当事者同士の交流の場を提供す 

     ることで、地域でのつながりを構築し、当事者の状況を定期的に把 

握することで、症状悪化等の場合の対処策を講じます。 

【こころの健康センター】 

 

（イ）生きがい対策事業の推進 

老人クラブの育成、敬老事業、シルバー人材センター・ことぶき大 
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    学校の運営補助等、高齢者の生きがい対策を推進します。 

【高齢福祉課】 

 

（ウ）子どもの居場所、地域子育て支援拠点施設の設置 

子ども及びその保護者が相互の交流を行う拠点施設を開設し、子育 

    てについての相談、情報の提供、助言その他の援助を行います。 

【こども企画課、幼保支援課】 

 

エ 自殺未遂者支援の強化 

（ア）自殺未遂者、遺族等の実態の把握及び支援方策の検討 

自殺未遂者や遺族の実態把握に努めるとともに、支援方策について 

    検討します。 

【地域福祉課】 

 

（イ）自殺未遂者やその家族等に対する相談等の実施 

自殺未遂者の再度の自殺を防ぐため、こころの健康センター等にお 

    いて自殺未遂者やその家族等を対象とした相談に応じるとともに、必 

要な情報提供を行います。 

また、救急搬送された自殺未遂者に対し、救急隊員より相談機関を 

    掲載したカード・リーフレットを配布します。 

【こころの健康センター、区健康課、救急課】 

 

オ 自死遺族に対する情報提供等の支援 

（ア）遺族への相談支援の実施 

こころの健康センターや区保健福祉センター健康課の保健師等によ 

    る遺族への相談支援を実施します。 

【こころの健康センター、区健康課】 

 

（イ）自死遺族支援事業の助成 

民間団体が主催する遺族の自助グループ等の運営、相談機関の遺族 

等への周知を支援します。 

【地域福祉課、こころの健康センター】 

 

カ その他の支援 
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（ア）ホームドアの設置の促進 

市内の鉄道の各駅に転落防止のためのホームドアの設置を鉄道事業 

    者に対して要望します。 

【交通政策課】 

【評価指標】 

目標項目 現状（基準年） 目標（評価年） 

（１）相談体制の充実・心の健康づくりの推進 

ア 相談窓口の周知 

（意識）自殺相談窓口があるこ

とを知っている人の割合の増加 

 

（H28年度（2016年度）） 

 

（H38年度（2026年度）） 

イ 相談の多様な手段の確保 

（意識）ストレスが解消できて

いると思う人の割合の増加 

人 

（H28年度（2016年度）） 

人 

（H38年度（2026年度）） 

（取組）こころと命の相談室の

相談件数 

件 

（H28年度（2016年度）） 

件 

（H38年度（2026年度）） 

ウ アウトリーチの強化 

（取組）民生委員の訪問回数 
回 

（H28年度（2016年度）） 

回 

（H38年度（2026年度）） 

エ 職場におけるメンタルヘルス 

（取組）メンタルヘルスに関す

る措置を受けられる職場の割合 

61.3％ 

（H27年度（2015年度）） 

100％ 

（H32年度（2020年度）） 

オ 地域や学校における心の健康づくりの推進 

（意識）気分障害・不安障害に

相当する心理的苦痛を感じてい

る人の割合の減少 

16.7％ 

（H27年度（2015年度）） 

13.3％ 

（H34年度（2022年度）） 

（２）若年層へのサポート 

ア ＳＯＳの出し方に関する教育の推進 

（取組）ＳＯＳの出し方に関す

る教育の実施 

未実施 

（H28年度（2016年度）） 

実施 

（H38年度（2026年度）） 

イ 子どもの貧困対策等の推進 

（取組）生活保護世帯等学習 

支援事業の充実 

生活保護受給世帯、生活

困窮者等 

（H29年度（2017年度）） 

就学援助・児童扶養手当

受給全世帯への周知 

（H39年度（2027年度）） 
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ウ ひきこもり、児童虐待や性犯罪・性暴力の被害者等への支援 

（取組）ひきこもり地域支援 

センターの充実 

電話による相談 

（H29年度（2017年度）） 

アウトリーチ型の支援 

件数の増加 

（H39年度（2017年度）） 

エ その他若年層への支援 

（取組）放課後子ども教室の 

対象学校数 

校 

（H26年度（2014年度）） 

校 

（H31年度（2019年度）） 

（３）支援を必要とする方へのサポート 

ア 高齢者、生活困窮者、ひとり親家庭、妊産婦、性的マイノリティ等への支援 

（意識）介護・支援を必要と 

しない高齢者の増加 

85.0％ 

（H26年度（2014年度）） 

88.0％ 

（H33年度（2021年度）） 

（取組）千葉市生活自立・仕事

相談センターの従事者数 

15人 

（H29年度（2017年度）） 

20人 

（H34年度（2022年度）） 

イ 長時間労働の是正、ハラスメント防止対策 

（意識）睡眠による休養を十分

にとれていない人の割合の減少 

25.3％ 

（H28年度（2016年度）） 

15.0％ 

（H34年度（2022年度）） 

（意識）週労働時間 60時間以上

の雇用者の割合の減少 

11.2％ 

（H28年（2016年）） 

5.0％ 

（H32年（2020年）） 

ウ 居場所づくりの推進 

（意識）生きがいがあると思っ

ている人の割合の増加 

人 

（H28年度（2016年度）） 

人 

（H38年度（2026年度）） 

エ 自殺未遂者支援の強化 

（取組）相談窓口を掲載したカ

ード・リーフレットの配布部数 

部 

（H28年度（2016年度）） 

部 

（H38年度（2026年度）） 
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悩みを抱える者だけでなく、悩みを抱える者を支援する家族や知人等を含め

た支援者が孤立せずにすむよう、これらの家族等に対する支援を推進します。 

 

（１）支援策・相談窓口情報等の分かりやすい発信 

ア 相談窓口情報の分かりやすい周知 

（ア）パンフレット等の作成・配布 【再掲】 

自殺の危険を示すサインとその対応方法、相談窓口等を掲載した、 

市民向けのわかりやすい自殺予防のためのパンフレット等を作成し、 

市民が多く集まる場所等で積極的に配架・配布します。 

【地域福祉課】 

 

（イ）相談窓口や自殺予防関連情報等の情報発信 【再掲】 

各相談機関、窓口相互の周知と連携を図るとともに、効果的な相談 

体制の在り方について検討します。また、インターネット等を活用し 

て、支援を必要としている人が容易に適切な支援策にたどり着けるよ 

うな、わかりやすい情報発信に努めます。（こころの体温計） 

【地域福祉課、精神保健福祉課、こころの健康センター】 

 

（２）自殺対策従事者への心のケアの推進 

ア スーパーバイザーの配置 

市立小・中学校における緊急時の対応やスクールカウンセラーの相談を

担当するスーパーバイザーを配置し、緊急時等における即時対応、適切な

初期対応を可能とすることで、児童生徒の心のケア等をよりスムーズに行

います。 

【教育委員会教育支援課】 

 

（３）介護者への支援 

ア あんしんケアセンター、区介護保険室における相談・支援の充実 

高齢者を介護する方の負担を軽減するため、あんしんケアセンターや関

係機関等との連携協力体制を整備し、また介護者に対する相談等が円滑に

実施されるよう、相談業務等に従事する職員の確保や資質の向上等を図り

５ 支援者へのサポートを推進する 
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ます。 

【高齢福祉課、介護保険管理課】 

 

イ 家族介護研修会 

家族介護者への研修を実施し、介護技術の習得による介護負担の軽減 

を図り、介護負担から起こる殺人や心中等の防止に寄与します。 

【高齢福祉課】 

 

ウ ちば認知症相談コールセンター 

介護者や家族等支援者への相談機会の提供を通じて、支援者への支援 

強化を図ります。 

【地域包括ケア推進課】 

 

エ 認知症介護研修 

認知症についての正しい知識や接し方等の講義や、支援者同士の交流 

機会を提供することにより、支援者への支援強化を図ります。 

【地域包括ケア推進課】 

 

【評価指標】 千葉市貧困対策アクションプランより 

目標項目 現状（基準年） 目標（評価年） 

（取組）あんしんケアセンター

の配置人数 

137人 

（H29年度（2017年度）） 

150人 

（H34年度（2022年度）） 
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地域における多様な支え手による生きることの包括的な支援を円滑に行える

ようにするため、関係機関の有機的な連携により必要な情報を共有することが

できるよう、適切な相談体制の提供を推進します。また、自殺対策を目的とし

た相談事業を行う民間団体に対し、必要な支援・情報提供を行います。 

 

（１）関係機関等の連携に必要な情報共有の仕組みづくり 

ア 関係機関相互の情報の共有 

関係機関の活動内容等について、相互の情報共有を図ります。 

【地域福祉課】 

 

イ 相談窓口会議の開催 

各区健康課をはじめとする庁内相談窓口の担当者で構成する「相談窓 

   口会議」を定期的に開催し、相談情報・事例・対処法などを共有します。 

【地域福祉課】 

 

ウ 地域自殺対策推進センターの設置 

地域自殺対策推進センターを設置し、情報収集、庁内・外部との連絡 

   調整、民間団体への支援等を行います。 

【地域福祉課】 

 

（２）民間団体との連携 

  ア 民間団体への助成、及び先駆的・試行的取組みに向けた情報提供 

社会福祉法人千葉いのちの電話が実施する電話相談員の研修費用の一 

   部を助成するとともに、民間団体が先駆的・試行的な自殺対策に取り組 

みやすくなるよう、必要な情報提供等を行います。 

【地域福祉課】 

 

 

６ 地域全体の自殺リスクを低下させる 

 

≪つなぐ≫ ～ネットワークの強化～ 
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【評価指標】 

目標項目 現状（基準年） 目標（評価年） 

（意識）地域の人が助け合って

いると思う人の割合の増加 

人 

（H28年度（2016年度）） 

人 

（H38年度（2026年度）） 

（取組）相談窓口会議の開催 未実施 

（H28年度（2016年度）） 

実施 

（H38年度（2026年度）） 
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第５章 計画の推進に向けて 

 

（１）千葉市自殺対策連絡協議会 

市内の関係機関及び民間団体等の相互の密接な連携を確保し、自殺対策を

総合的かつ効率的に推進するため、定期的に千葉市自殺対策連絡協議会を開

催します。 

協議会は、学識経験者のほか、警察、医療、福祉、教育、労働、経済、法

律関係の機関、団体により構成されています。 

 

（２）千葉市自殺対策庁内連絡会議 

市の関係部局が、自殺対策に関し、共通の認識を持ち、連携して取り組む

ことができるよう、定期的に千葉市自殺対策庁内連絡会議を開催します。 

会議は、保健福祉関係課等のほか、労働、消費生活、経済、教育関係課等

により構成されています。 

 

（３）情報共有および連携強化 

   必要に応じて、関係部局が把握している情報を共有し、積極的な意見交

換を行うことにより、関係部局の連携を強化して自殺対策の推進に取り組

みます。 

 

 

この計画に基づく施策を着実に展開するため、千葉市自殺対策連絡協議会に

おいて、具体的な進捗状況を把握し、点検、評価等を行っていくとともに、新

たな課題等に関する対応策等について意見を交換し、関係部局、関係機関等と

連携しながら、対応策等を取組内容に反映させ、この計画の推進を図っていき

ます。 

 

１ 計画の推進体制 

 

２ 計画の進行管理 
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