
基本施策・重点施策及び生きる支援関連施策一覧

事業名 事業概要 「生きる支援」実施内容 課名 係名

①
飯綱町いのちを支える自殺
対策推進本部

●町長を本部長とし、自殺対策の推進に係る計画策定実
施

▼自殺対策基本法に基づいた、飯綱町の現状に合った自殺対策計画の策定を
実施する
▼策定後、PDCAサイクルに基づき、事業の評価を行い、随時改定、更新を
行う

保健福祉課 健康推進係

②
飯綱町いのちを支えるネッ
トワーク推進協議会

●自殺対策計画策定に関し、町内関係機関及び関係する
団体で構成連携を強化し、総合的な事業推進を取り組
む。

▼関係団体、町職員を含めた27名で構成し、自殺対策計画策定に関し聴取、
審議を行う

保健福祉課 健康推進係

③
自殺対策計画ワーキング
チームの設置

●自殺対策計画策定に応じた町事業の検討、及び調査 ▼自殺対策計画策定に伴い、現在、町で取り組んでいる事業を把握するた
め、係長職以上をワーキングチーム員とし、町事業と自殺対策の関連性を調
査
▼事業棚卸によって、各事業と自殺対策との関連性を理解し、事業推進を図
る

保健福祉課 健康推進係

④ 行政連絡事業

●区長組長会を通じ、自治運営に関して連絡強化を図
り、あわせて、団体及び関係機関と連携し、町の健全な
発展に寄与する。

▼区長組長会の場で自殺対策に関する講演、講習会を行うことを検討し、地
域全体で自殺対策について考える

総務課 総務係

⑤ 連携中枢都市圏推進事業

●経済的な結びつきの強い近隣自治体と連携中枢都市圏
を形 成し、圏域の経済の活性化や公共サービスの確保を
図る

▼連携中枢都市圏の枠組みを活用し、隣接自治体と連携して、自殺対策事業
を推進することを目標とする

企画課 企画係

① 職員研修

●職員に対する各種研修 ▼職員研修として、自殺対策に関する講義を導入する

総務課 総務係

② 教職員人事・研修関係事務

●町費教職員の研修実施 ▼教職員の過労や長時間労働が問題となる中で、研修によりメンタルヘルス
の状態を客観的に把握し、必要な場合には専門機関などにつなげるなどの支
援対策を取る 教育委員会 総務教育係

③ 職員健康管理事務
●職員の心身健康の保持／健康相談／健診後の事後指導
（職員共済組合など）

▼住民からの相談に応じる職員の心身面の健康の維持増進を図り、「支援者
への支援」となる町職員の育成を図る 総務課 総務係

④
⑤

ゲートキーパー養成事業
●ゲートキーパー養成講座 ▼自殺についての知識や、事業の周知を行うため、住民に対して養成講座を

行い、ゲートキーパーとして養成する 保健福祉課 健康推進係

基本施策（１）　地域におけるネットワークの強化

基本施策（2）　自殺対策を支える人材の育成

基本施策（3）　町民への啓発と周知
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基本施策・重点施策及び生きる支援関連施策一覧

事業名 事業概要 「生きる支援」実施内容 課名 係名

①
広聴に関する事務（広報等
による情報発信）

●行政に関する情報・生活情報の掲載と充実
●自治体のホームページ、フェイスブック、ツイッター
による情報発信
●新聞各社、テレビ、ラジオでの情報伝達
●広報誌などの編集・発行

▼広報は住民が地域の情報を知る上で最も身近な情報媒体であり、自殺対策
の啓発として、総合相談会や居場所活動などの各種事業、支援策などに関す
る情報を提供する
▼「自殺対策強化月間（３月）」や「自殺予防週間（９月）」には特集を組
むなど効果的な啓発を行う

企画課 企画係

③
健康教育に関する普及啓発
事業

●地区健康教室 ▼地区健康（出前講座）の中で、自殺問題を含めた「心の健康」について言
及し、当該問題に関する住民の理解促進を図る 保健福祉課 健康推進係

③ 健康づくり講演会

●健康の重要性及び定期健診などの必要性について、住
民の関心を喚起するとともに、住民の認識を深めるため
講演会を開催

▼講演会のテーマで自殺対策（生きることの包括的な支援）を取上げたり、
パネル展示やリーフレット配布を行うなど、住民への啓発、周知を図る

保健福祉課 健康推進係

④ 心の体温計の導入

●ＷＥＢサイト「心の体温計（メンタルヘルスチェッ
ク）活用

▼住民が「心の体温計」を活用することで、現在のメンタルの状態を確認す
ることができる
▼状態が悪かった場合、相談先も表示されるため、利用者が個人的に対応す
ることが可能である

保健福祉課 健康推進係

⑤ 人権教育啓発活動事業

●すべての人の人権を守り育てなければならないことか
ら、恒常的に人権教育を推進するため、飯綱町人権教育
推進委員を20人以内で組織
●学校、地域及び企業それぞれの立場における人権教育
の実施及び社会教育関係各会議を通じて人権教育啓発を
実施

▼講演会などの中で自殺問題について言及することにより、自殺対策を啓発
する機会となり得る

教育委員会 生涯学習係

⑥ 行政出前講座事業

●住民からの要請により、職員が地域に出向いて行政に
関する情報を分かりやすく伝えるとともに、住民の意見
や提言など を伺いながら、ともにまちづくりを考えてい
くために、双方向型の広報・広聴を行うことにより、住
民の声を行政施策に反映させる

▼出前講座の中に「ゲートキーパーの役割」や「地域自殺対策の取組」など
を加え、情報提供を行う

企画課 企画係

⑥ 町長のお出かけ懇談会

●町長が自ら地域や住民の活動の場などに出向き、行政
について住民と語り合い、行政に関する意見、意向など
を聴取する ことで行政運営の参考とする

▼「地域自殺対策の取組」などを、懇談会のテーマに盛り込む

企画課 企画係

精神保健福祉講演会
●精神保健福祉講演会の開催 ▼精神障害を抱える方の中には自殺リスクの高い傾向がある。講演会の中に

自殺問題についてを取り上げることにより、周知を図る 保健福祉課 健康推進係

① 住民への相談事業
●住民への相談事業(来館・電話)・法律 ▼各相談対応を行う職員にゲートキーパー研修を行う

総務課 総務係

②
子育て支援センターの運営
（乳幼児教室、健康相談）

●マタニティサロン、育児教室にこにこ、すこやか教室
の運営

▼社会問題化した「産後うつ」による自殺予防対策が極めて重要となってお
り、子どもも含め母親の精神状況の把握に努める
▼健康推進係との連携を図り、相談業務に携わる担当者が共通認識を持って
見逃さない対応する

教育委員会 子育て支援係

基本施策（4）　生きることへの促進要因への支援
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基本施策・重点施策及び生きる支援関連施策一覧

事業名 事業概要 「生きる支援」実施内容 課名 係名

②
子育て支援センターの運営
（総合相談及び情報提供）

●子どもと家庭に関する総合相談及び情報提供 ▼子育て中の保護者からの育児に関する各種相談について、様々な専門機関
と連携しながら応じることにより、自殺のリスクにつながる危機的状況に陥
る前に家庭の問題を発見、対応する 教育委員会 子育て支援係

③
発達支援・就学前相談に関
する事務

●特別に支援を要する児童・生徒に対し、関係機関と協
力して 一人ひとりの障がい及び発達の状態に応じたきめ
細かな相談を行うため、発達支援・５歳児相談事業の実
施

▼発達障がいや特別な支援を要する児童・生徒は、学校生活上で様々な困難
を抱えており、また、保護者も同様に悩みを抱えている
▼早期発見、支援を目標に、個々の状況に応じた支援策を講じ、関係機関と
の連携・展開することにより、児童及び保護者の負担軽減を図る
▼子どもたちの健やかな成長を早期から支援し、今後のより良い学校生活へ
と繋げることを目的に、専門機関が保育園を訪問を行い、発達の様子などを
観察記録する

教育委員会 総務教育係

④
産後ケア事業
（メンタルヘルス事業）

●専門家による、産後うつや育児ストレスに対する必要
な助言・指導

▼産後うつや育児によるストレスなどは母親の自殺リスクを高める場可能性
があるため、出産直後の早期の段階から専門家が関与し、問題の聞き取りを
踏まえて必要な助言・指導を提供することにより、自殺のリスクを軽減させ
るとともに、必要時には他の専門機関へとつなぐなどの対応を行う 保健福祉課 健康推進係

⑤ 児童扶養手当支給事務

●児童扶養手当の支給 ▼家族との離別・死別を経験しているj児童及び家族は自殺のリスクが高い傾
向がある
▼手続きの過程で、自殺のリスクとなりうる生活困窮を含めた生活上のさま
ざまな問題に早期に気づくよう、担当職員にゲートキーパー研修実施を行う 教育委員会 子育て支援係

⑥
青少年健全育成事業（青少
年健全育成事業）

●飯綱町青少年健全育成町民会議の活動補助
●青少年健全育成のための体験イベントの実施（トム
ソーヤフェスティバル）
●イベント行事でのパトロールや街頭啓発及び有害環境
チェックなどの実施
●活動費の補助や環境美化、伝統行事継承のための活動
などの実施に対する支援

▼青少年層は学校や会社などでのつながりが切れてしまうと、社会との接点
を喪失し孤立化する危険性が高い
▼青少年たちの集える場や機会の創設・運営を支援することにより、自殺の
リスクを抱えかねない青少年との接触を図る
▼協議会において、青少年層の抱える問題や自殺の危機などに関する情報を
共有することにより、実務上の連携の基礎を築く
▼街中の徘徊など一見すると「非行」と思われる行動が、実は青少年にとっ
ての「SOS」である場合も少なくない
▼研修会などの際に、青少年の自殺の現状と対策（生きることの包括的支
援）について 情報提供を行うことにより、青少年向け対策の現状と取組内容
について理解を深める

教育委員会 生涯学習係

⑦ 子供居場所づくり事業

●土・日曜日を対象として、子どもたちに安心・安全な
居場所（活動拠点）を設け、地域の方と連携し、文化・
スポーツ活動を行う。7くらぶ（茶道、生花、料理、陶
芸、囲碁、ものづくり、飯綱権現太鼓）による活動。

▼青少年層は学校や会社などでのつながりが切れてしまうと、社会との接点
を喪失し孤立化する危険性が高い
▼青少年たちの集える場や機会の創設・運営を支援することにより、自殺の
リスクを抱えかねない青少年との接触を図る
▼リスクの早期発見と対応など、気づき役としての役割を担えるよう、指導
者などを対象にゲートキーパー研修を実施する

教育委員会 生涯学習係
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基本施策・重点施策及び生きる支援関連施策一覧

事業名 事業概要 「生きる支援」実施内容 課名 係名

⑧ 病院運営

●地域住民の信頼と期待に応えうる地域医療の担い手と
して、急性期医療から慢性期医療までを提供する。

▼医療提供の中で自殺未遂者支援の地域の拠点となりうる。

飯綱病院 飯綱病院

⑧ 生活習慣病予防

●健康普及イベント・保健指導・健診結果相談会の実施 ▼健康状態に不安を抱えている方は、自殺するリスクが高い傾向がある
▼健康診断や結果報告会の中で、健康問題に関する詳しい聞き取りを行い、
健康状態が異常な場合には専門機関につなぐなど支援連携の役割となる

保健福祉課 健康推進係

⑧ 各種検診、健康診査事業

●健康増進法に基づく各種検診、健康診査事業実施
・各種検診（骨検、肝炎ウイルス、歯周疾患）実施
・町民健健康診査
・生活保護受給者健康診査（集団健診）
・健康教育、健康相談

▼健康に問題を抱えている方は、自殺のリスクも高いことが多い
▼問診確認の機会を活かし、問題がある場合にはより詳細な聞き取りを行
い、必要な場合には適切な支援先の情報提供などを行う
▼生活保護受給者の健康診査実施により、受給者の健康状況を把握が可能と
なる

保健福祉課 健康推進係

⑨ 断酒会開催

●アルコール依存症の方の自助グループである断酒会の
開催、参加

▼アルコールの問題を抱える住民は、自殺するリスクが高い傾向にあり、本
人だけでなく家族も困難を抱えている場合が多い
▼断酒会に保健師が参加することにより、飲酒行動上の問題を抱える方の情
報をキャッチし、支援が必要な場合、関係機関につなげるなど対応の強化を
図る

保健福祉課 健康推進係

⑩ 精神保健事業

●精神保健福祉手帳の申請・交付・変更などの窓口事務
（長野県へ進達）
●自立支援医療（精神通院）の申請・交付・変更などの
窓口事務（長野県へ進達）

▼精神障害を抱える方で、特に困難事例とされる方とその家族の自殺のリス
クの高い傾向がある
▼県と連動した個別支援を充実させることにより、自殺のリスクが高い方々
の自殺防止に向けた有効な取組を図る

保健福祉課 健康推進係

⑪
精神障がい者家族会への支
援

●精神障害者がいる家族が集まり、研修や情報交換など
の交流会の開催

▼精神障害を抱える方とその家族には、周囲とのつながりを失い、地域で孤
立化している傾向がある
▼当事者同士が交流できる場を提供することにより、地域でのつながりの構
築に向けた一助となり、生きることの促進を図る
▼当事者の状況を定期的に把握し、症状悪化などの場合には対処策を講じる
などの支援を行う

保健福祉課 健康推進係

⑫ 心の健康相談事業

●精神保健福祉士による相談会（年12回開催） ▼相談者は相談できる場所を知らずに悩んでいるため、自殺へのリスクも高
い。精神保健福祉士のアドバイスにより当事者の悩みが軽減されることよ
り、自殺予防につながる
▼精神保健福祉士と保健師が情報を共有することで、相談者への今後の対応
策を講じる

保健福祉課 健康推進係

⑬ 社会福祉委員事業

●民生・児童委員による地域の相談・支援などの実施 ▼相談者の中で問題が明確化しておらずとも、同じ住民という立場から、気
軽に相談できるという強みが民生・児童委員にはある
▼地域で困難を抱えている人に気づき、適切な相談機関につなげる上で、地
域の最初の窓口として機能する
▼民生・児童委員の研修の中に、自殺対策に関しての研修を取り入れ、問題
意識の共有化を図る

保健福祉課 福祉係
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基本施策・重点施策及び生きる支援関連施策一覧

事業名 事業概要 「生きる支援」実施内容 課名 係名

② 学校専門指導員活用事業

●教員経験の豊かで専門的な知識や技術を有する専門員
を活用し、さまざまな課題を抱えた児童生徒に対し、当
該児童生徒が置かれた環境へ働きかけたり、関係機関な
どとのネットワークを活用したりするなど多様な支援方
法を用いて課題解決への対応を図る

▼さまざまな課題を抱えた児童は、本人だけでなくその保護者なども自殺リ
スクを抱えてい可能性がある
▼リスクの早期発見と対応など、気づき役としての役割を担えるよう、専門
官などを対象にゲートキーパー研修を実施する 教育委員会 総務教育係

③ いじめ防止対策事業

●飯綱町いじめ防止基本方針の策定 ▼いじめは児童生徒の自殺リスクを高める要因の1つであり、いじめを受けて
いる児童生徒の早期発見と対応を行うだけでなく、いじめを受けた子どもが
周囲に助けを求められるよう、SOSの出し方教育を推進することにより、児
童生徒の自殺防止を図る

教育委員会 総務教育係

④
就学相談に関する事務
（保小中連携事業）

●保育園、小学校、中学校間で連携し、スムーズな移行
を図るとともに、希望や目標をもって各学校に入学し、
それぞれの学校生活にスムーズに移行できる児童生徒を
育てる ことを目的とし、就学相談委員会を実施している

▼保育園、小学校、中学校間で、児童生徒の家族の状況なども含めた情報の
共有し、自殺のリスクを抱える家庭を包括的・継続的に支援を行う
▼心身に障がいなどをもつ園児、児童、生徒の就学先の判断や個々の教育的
ニーズに応じた適切な教育支援を行うため、学校、関係機関や専門機関と連
携した就学相談を実施し、保護者やこどもの悩みなどの情報共有を図る 教育委員会 総務教育係

⑤
コミュニティスクール運営
事業

●関係団体やボランティアで構成する、コミュニティス
クール運営事業を実施し、地域全体で学校やこどもたち
を支援する

▼運営委員会などで、青少年の自殺の現状と対策（生きることの包括的支
援）について情報提供を行う

教育委員会 総務教育係

⑥ 児童虐待防止対策の充実

●児童虐待防止対策の充実 ▼子どもへの虐待は、家庭が困難な状況にあることを示す一つのシグナルで
あり、保護者への支援を行うことにより、問題の深刻化を防ぎ、自殺リスク
の軽減を図る
▼被虐待の経験は、成長後の自殺リスクを高める要因になる可能性があるた
め、関係機関と連動したケア事業の充実を行う

教育委員会 子育て支援係

①
就職情報サイト「おしごと
ながの」事業

●長野市を連携中枢都市として、周辺の市町村で構成す
る連携都市圏形成に係る連携協約に基づき実施する
●地域の仕事に関する情報をワンストップで提供する
ポータルサイトを構築し、雇用機会の拡大につなげる

▼ポータルサイトに就労や労働問題に関する相談先情報を掲載することによ
り、無職者及び失業者の支援策を図る

産業観光課 商工観光係

③ 確定申告相談事務
●確定申告等の相談 ▼申告相談受付時に、現在の生活状況などの相談にも応じ、他の相談窓口や

支援先を紹介を行う 税務会計課 課税係

基本施策（5）　児童・生徒へのSOSの出し方に関する教育

重点施策（１）　無職者・失業者の自殺対策の推進
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基本施策・重点施策及び生きる支援関連施策一覧

事業名 事業概要 「生きる支援」実施内容 課名 係名

⑦ 病院運営
●医療費滞納者に対する医療費徴収（集金）事務 ▼徴収事務の過程で、滞納者に対して必要に応じて他機関へ繋ぐ対応ができ

るよう担当職員のゲートキーパー研修を行う 飯綱病院 飯綱病院

⑦ 公営住宅家賃滞納整理対策

●公営住宅の滞納使用料の効率的収納と自主納付を促進
し、 住宅使用料収納率の向上を図る

▼家賃滞納者の中には、生活面で困難や問題を抱えていることが多く、自殺
のリスクが潜在的に高いと思われる住民に接触するため、対応など行う担当
職員にゲートキーパー研修を行う
▼徴収事務においては各課と連携をとり、情報共有、支援できる体制を作る 建設水道課 建設係

⑦
国民健康保険税の賦課・
徴収 後期高齢者医療保険
料の徴収

●加入者に収めていただく保険税の計算と徴収の実施 ▼年金の支払いを期限までに行えない住民は、生活面で深刻な問題を抱えて
いたり、困難な状況にあったりする可能性が高い
▼徴収の過程で、自殺のリスクとなりうる生活困窮を含めた生活上のさまざ
まな問題に早期に気づくため、担当職員にゲートキーパー研修を行う
▼徴収事務においては各課と連携をとり、情報共有、支援できる体制を作る 住民環境課 国保年金係

⑦ 国民年金の加入手続き

●国民年金への加入事務（法律で20歳以上60歳未満の
方は、国民年金への加入が義務付 られている）
●厚生年金保険から国民年金への変更届出事務（勤務先
を退職した場合）
●「学生納付 特例制度」等通知

▼国民年金の窓口申請など各種手続を行う上で、保険料免除手続や減免申請
などあった場合、聞き取りによる生活状況の把握を行う
▼手続の際、リスクが高いと思われる住民に対して、生きる支援に関する相
談先一覧が掲載されたリーフレットを手渡すなど、適切な相談支援先につな
げる措置を図る

住民環境課 国保年金係

⑦ 保育料徴収業務

●保育園の利用者負担として保護者の所得に応じて保育
料を徴収する

▼保育料滞納者の中には、生活面で深刻な問題を抱えていたり、困難な状況
である可能性が高いため、対応などを行う担当職員にゲートキーパー研修を
行う
▼徴収事務においては各課と連携をとり、情報共有、支援できる体制を作る 教育委員会 こども保育係

⑦ 上下水道料金徴収業務

●上水道料金滞納者に対する料金徴収事務
●給水停止執行業務

▼上水道使用料金を滞納している住民の中には、生活面で深刻な問題を抱え
ている可能性が高く、自殺のリスクが潜在的に高いと思われる住民に接触す
るため、対応など行う担当職員にゲートキーパー研修を行う
▼徴収事務においては各課と連携をとり、情報共有、支援できる体制を作る 建設水道課 上水道係

①
生活困窮者自立相談支援事
業

●自立相談支援事業 ▼生活困窮に陥っている人と自殺のリスクを抱えた人とは、直面する課題や
必要とし ている支援先などが重複している場合が多く、厚生労働省からの通
知でも生活困窮者・自立支援事業と自殺対策との連動が重要であると指摘さ
れている
▼関連事業に関わる職員向けの合同研修会の実施、共通の相談票を導入する
ことを検討し、連動性を高めていく

保健福祉課 福祉係

重点施策（2）　生活困窮者の自殺対策の推進
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基本施策・重点施策及び生きる支援関連施策一覧

事業名 事業概要 「生きる支援」実施内容 課名 係名

② 消費生活相談体制整備事業

●長野地域連携中枢都市圏事業による長野市消費生活セ
ンターの利用

▼専門の相談員による問題解決のためのアドバイス、専門機関の紹介や事業
者との仲介が受けられる
▼各分野の専門家による相談も可能 住民環境課 生活環境係

② 無料法律相談委託

●消費生活上のトラブルを抱えた住民に対し、専門家へ
の相談機会を提供するため、県弁護士会法律相談セン
ター 相談所での、無料法律相談紹介状（チケット）を発
行する

▼総務課

総務課 総務係

② 地域福祉推進事業

●心配ごと相談
●ボランティアセンター運営補助
●福祉関係団体補助金（遺族会・身体障害者福祉協会・
手をつなぐ育成会・ボランティア連絡会）

▼住民が気軽（無料）にどんなことでも相談できるという強みがある（民生
児童委員、行政相談員など）
▼飯綱町社会福祉協議会ボランティアセンターにおいて、生活困窮者に対し
「生活福祉資金貸付」を行うことにより、金銭問題の軽減解消を図る 保健福祉課 福祉係

③ 多重債務者対策

●多重債務者に対して相談窓口等への紹介 ▼納税相談において、複数のローン会社からの借入などにより多重債務に
陥っているか、あるいはその可能性に近い町税など滞納者が多い。そこで納
税相談とともに無料相談窓口や法テラスなどへの紹介を行う 税務会計課 収納係

⑤ 生活保護施行に関する事務

●就労支援・医療ケア相談・高齢者支援・資産調査 ▼生活保護利用者（受給者）は利用（受給）していない人に比べて、自殺の
リスクが高い傾向がある
▼自殺要因をもつ受給者に各種相談・支援提供による生きるための包括支援
を行うことにより、自殺するリスクの軽減を図る

保健福祉課 福祉係

⑥
就学援助と特別支援学級就
学奨励補助に関する事務

●経済的理由により、就学困難な児童・生徒に対し、給
食費・ 学用品等を補助を行う
●特別支援学級在籍者に対し、就学奨励費の補助を行う

▼就学に際して経済的困難を抱えている児童・生徒はその他にも様々な問題
を抱えていたり、保護者自身も困難を抱えている傾向がある
▼費用の補助に際して保護者と対応する際に、家庭状況に関する聞き取りを
行うことにより、リスクの早期発見と対応などを行う

教育委員会 総務教育係

⑥ 町単独融資事業
●生活困窮者（住民税非課税世帯）が医療費の一部負担
金の支払いができない場合の医療費貸付制度

▼金銭的な理由により、医療受けられないことがない体制を構築する
保健福祉課 福祉係

⑦ 窓口での収納業務

●会計窓口で税等収納業務 ▼こころの相談室などのリーフレットを窓口に配置したり、ポスターの掲示
などにより住民への情報周知と啓発を行う
▼窓口での接客により、相手の顔色や言動から自殺につながりそうな様子を
くみ取り、必要な場合は関係課につなぐ

税務会計課 会計係

⑦
国民健康保険料、介護保険
料等との連携滞納整理

●他課との連携 ▼納期限までに税金を納付していない住民の中には、国民健康保険料、介護
保険料、上下水道料金などを滞納しているケースも多い
▼他課と情報連携することにより、生活実態の現状把握し、自殺防止につな
げる

税務会計課 収納係

重点施策（３）　高齢者の自殺対策支援
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基本施策・重点施策及び生きる支援関連施策一覧

事業名 事業概要 「生きる支援」実施内容 課名 係名

④ 認知症サポーター養成講座

●誰もが安心して暮らせる地域づくりを目指して、認知
症につい ての正しい知識を持ち、認知症の人や家族を応
援する認知症サポーターを養成する

▼認知症の家族にかかる負担は大きく、介護の中で共倒れとなったり、心中
が起きる危険性もある
▼リスクの早期発見と対応など、気づき役としての役割を担えるよう、サ
ポーターにゲートキーパー研修を行う

保健福祉課 介護支援係

④
認知症キャラバンメイト養
成事業

●認知症の人が住み慣れた地域で安心して暮らせる地域
づくりを推進するため「認知症キャラバンメイト養成講
座」を開催
講座終了後はサポーター養成講座の講師役、または認知
症に関わる活動に参加できるよう支援

▼認知症の家族にかかる負担は大きく、介護の中で共倒れとなったり、心中
が起きる危険性がある
▼リスクの早期発見と対応など、気づき役としての役割を担えるよう、キャ
ラバンメイトにゲートキーパー研修を行う 保健福祉課 介護支援係

⑤ 老人クラブ活動助成事業

●老人クラブ補助金 ▼町内の老人クラブ（１２クラブ）へ活動促進補助金を交付することによ
り、活動の活性化と生きがいの促進を図る

保健福祉課 福祉係

介護給付に関する事務

●居宅介護・重度訪問介護・行動援護・同行援護・重度
障害者 等包括支援・短期入所・療養介護・生活介護・施
設入所支援
●相談支援

▼介護は当人や家族にとって負担が大きく、介護の中で共倒れとなったり、
心中が起きる可能性がある
▼相談支援の提供を行うことにより、介護にまつわる問題を抱えている自殺
のリスクが高い住民との接触を図る
▼対応などを行う担当職員にゲートキーパー研修を行い、相談を通じて当人
や家族の負担軽減を図る

保健福祉課 介護支援係

認知症カフェ

●認知症の家族がいる住民や、認知症に関心のある住
民、介護従事者など、地域で認知症に関心を持つ住民が
気軽に集まれる場を開設することにより、気分転換や情
報交換ができる機会を提供

▼認知症の当事者やその家族だけでなく、介護従事者が悩みを共有したり、
情報交換を行ったりできる場を設けることにより、支援者相互の支え合いの
推進を図る 保健福祉課 介護支援係

① 高齢者への総合相談事業

●高齢者に対し必要な支援を把握するため、地域包括支
援センターにおいて初期段階から継続して相談支援を行
い、ネットワークの構築に努める（24時間対応）

▼問題の種類を問わず総合的に相談を受けることで、困難な状況に陥った高
齢者及び家族の情報を最初にキャッチできる窓口とする
▼訪問などのアウトリーチ機能も有していることから、支援の途中で関わり
が途切れる事態を防ぐ

保健福祉課 介護支援係

① 地域包括支援センター運営

●地域包括支援センター運営。
●協議会・地域ケア会議の開催

▼地域の高齢者が抱える問題や自殺リスクの高い住民の情報などを把握し、
運営協議会や地域ケア会議などで共有することにより、高齢者向け施策を展
開する関係者間での連携関係の強化や、地域資源の連動につなげる 保健福祉課 介護支援係

② 介護相談

●高齢者とその家族の悩みごとや介護保険などに関する
総合相談

▼高齢者の介護は当人や家族にとっての負担が大きく、介護の中で共倒れに
なったり、心中が起きる可能性がある
▼介護にまつわる諸問題についての相談機会の提供を通じ、家族や当人が抱
える様々な問題を察知し、支援につなげる

保健福祉課 介護支援係

② 家族介護講習会等開催事業

●家族介護講習会を開催し、介護技術の習得による家族
の介護負担の軽減を図るとともに、交流会を開催し、介
護者の心身のリフレッシュを図り、在宅介護を支援する

▼支援者（家族）への支援は新しい自殺総合対策大綱でも重点項目の1つとさ
れている
▼講習会は家族との接触を通じ、支援者（家族）の異変を察知する機会とな
り、介護の負担から起こる殺人や心中などの防止策を講じる
▼認知症キャラバンメイトなどと連携をとり、情報共有、連携を図る

保健福祉課 介護支援係
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基本施策・重点施策及び生きる支援関連施策一覧

事業名 事業概要 「生きる支援」実施内容 課名 係名

② 介護者のつどい
●介護従事者の日ごろの悩みの解消や、リフレッシュ、
情報交換の場を開設する（年1回）

▼介護従事者が悩みを共有したり、情報交換を行ったりできる機会を設ける
ことにより、支援者相互の支え合いを推進を図る 保健福祉課 介護支援係

③ 認知症介護教室

●認知症についての正しい知識や接し方等の講義、介護
家族 等の介護の不安や負担を軽減するための参加者の交
流など を内容とした認知症介護教室を実施する

▼支援者同士の交流機会の提供により、支援者への支援（新しい自殺総合対
策大綱における重点項目の1つ）の強化を図る

保健福祉課 介護支援係

③
認知症介護専門相談会の開
催

●認知症の人や介護している家族の不安や悩みについ
て、相談を受け、介護負担の軽減を図る

▼介護者や家族など支援者への相談の機会を通じて、支援者への支援（新し
い自殺総合対策大綱における重点項目の1つ）の強化を図る 保健福祉課 介護支援係

⑤ 文化活動事後等

●高齢者・団塊の世代が健康であるとともに生きがいを
持ち、若者が新たな学びを取り入れ一人ひとりが毎日を
楽しく生きるための、多世代の学ぶ場を提供し継続して
いく
●文化芸術分野における自主的な活動を通じて、地域づ
くりの担い手の育成・発展につながることを目的とし、
教養講座及び文化教室の開催を行う

▼教養講座の中で、地域の自殺実態や対策についての講座を開講することに
より、情報の周知徹底と問題に対する住民の理解促進を図る

教育委員会 生涯学習係

⑤ 運動場管理運営事業

●牟礼ゲートボール場、三水ゲートボール場、日向運動
場、マレットゴルフ場の維持管理及び施設整備

▼町所有のゲートボール場やマレットゴルフなど高齢者が集う場所を提供・
整備することにより、孤独感の軽減や余暇を楽しむことで生きることへの意
欲を図る 教育委員会 生涯学習係

⑤ 老人福祉一般事務

●ゲートボール場整備事業 ▼区などが行うゲートボール場の整備し、高齢者が集う場所を提供すること
により、孤独感の軽減や余暇を楽しむことで生きることへの意欲を図る

保健福祉課 福祉係

⑤
シルバー人材センター運営
事業

●高齢者の就業機会を確保し、高齢者のいきがい対策事
業を運営する長野シルバー人材センターへ補助金の交付

▼高齢者の就労先を確保し、いきがいの場を提供することにより、心理的安
定を図る

保健福祉課 福祉係

⑥
総合事業、生活支援・介護
予防事業及び一般介護予防
事業

●心身機能の維持向上、生きがいづくり、社会参加をめ
ざし、通所・訪問・生活支援などのサービスを提供

▼一般高齢者及び要支援者、事業対象者に対して、ケアマネジメントする中
で、閉じこもりがちであったり、身体的精神的な問題や不安を抱えて孤立状
態にある高齢者を把握する 保健福祉課 介護支援係

生きる支援関連施策

あらゆる分野での広報・啓発の強化
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基本施策・重点施策及び生きる支援関連施策一覧

事業名 事業概要 「生きる支援」実施内容 課名 係名

1
中学校開放施設管理運営事
業

●青少年の育成並びに地域住民の文化の向上及びスポー
ツの振興を図るため、中学校施設を学校教育に支障のな
い範囲で開放する
●飯綱町図書施設運営委員会設置要綱により委員10人以
内をもって組織し、委員の任期は３年とする

▼自殺対策強化月間や自殺予防週間などの際に関連の展示や常時リーフレッ
トを設置することにより、住民に対する情報提供の場として活用する

教育委員会 生涯学習係

2
歴史ふれあい館管理運営事
業

●後世へ伝えるべき資料の収集、保管、調査、研究を行
い、展示、講演、講習などの「学ぶ機会」を設け、人材
を育成しつつ住民の広範な学習活動への支援を行う

▼自殺対策強化月間や自殺予防週間などの際に関連の展示や常時リーフレッ
トを設置することにより、住民に対する情報提供の場として活用する

教育委員会 生涯学習係

3 海洋センター運営事業

●生涯スポーツ活動の場として町内にある海洋センター
（２施設）の管理運営を目的とする

▼自殺対策強化月間や自殺予防週間などの際に関連の展示や常時リーフレッ
トを設置することにより、住民に対する情報提供の場として活用する

教育委員会 生涯学習係

4 食生活改善推進協議会

●食を通じた健康づくり、食育推進の担い手である組織
の育成及び支援を図る
●健康づくりと食育の推進、食育推進に関わる団体、関
係機関との連携を図る
●「食」を通して適塩や野菜摂取などのの必要性を理解
することで、生活習慣病を予防と健康寿命の延伸を図る
（食生活改善推進協議会への委託事業）
●食生活改善推進協議会への支援

▼食生活改善の支援を通じて、個人の生活状況を把握するとともに、必要時
には他の支援機関や窓口につなげる

保健福祉課 健康推進係

5 新生児訪問指導

●新生児訪問指導
●乳幼児健康診査

▼乳幼児を抱えた母親の抱えがちな自殺のリスクや支援のポイントなどを把
握することにより、母親との面談時に異変などに気づき、問題があれば関係
機関につなげるなど、対応の強化を図る 保健福祉課 健康推進係

6 町民健診の実施

●生活習慣病対策として「町民健診」を実施
　（対象：20～39、後期高齢者医療保険加入者）
●健診後、生活習慣の改善が必要な場合は「特定保健指
導」を実施

▼健康診断や結果報告会の機会を活かし、必要時には他の専門機関へとつな
ぐなどの対応を推進し、自殺対策を踏まえた対応の強化を図る

保健福祉課 健康推進係

7 国保特定健康診査の実施

●生活習慣病対策として「特定健康診査」を実施
　（対象：国民健康保険加入者）
●健診後、生活習慣の改善が必要な場合は「特定保健指
導」を実施

▼健康診断や結果報告会の機会を活かし、必要時には他の専門機関へとつな
ぐなどの対応を推進し、自殺対策を踏まえた対応の強化を図る

保健福祉課 健康推進係

8 人間ドック推進事業

●住民への人間ドック受診促進を行い、死亡原因の高い
「がん」について、早期発見・治療により早世の減少を
目指す
●飯綱総合健診（旧住民人間ドック）の実施（対象者：
40歳から2歳刻みで74歳まで）
●人間ドック受診料金の一部助成

▼健康診査確認を活かし、問題があれば他の専門機関へとつなぐなどの対応
を推進し、自殺対策を踏まえた対応の強化を図る

保健福祉課 健康推進係
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基本施策・重点施策及び生きる支援関連施策一覧

事業名 事業概要 「生きる支援」実施内容 課名 係名

9 各種検診事業

●国の指針に基づき各種がん検診の実施（集団及び個
別）、受診率の向上を図るために検診受診勧奨の推進を
行う
●各種がん検診（胃・子宮・乳房・大腸・前立腺・肺）
●子宮頸がん・乳がん・大腸がん検査について、該当年
齢の方には無料検診を実施

▼検診受付、結果確認を活かし、問題があれば他の専門機関へとつなぐなど
の対応を推進し、自殺対策を踏まえた対応の強化を図る

保健福祉課 健康推進係

10 結核予防事業
●法令に基づき地区巡回による結核検診（集団検診）を
実施

▼検診受付、結果確認を活かし、問題があれば他の専門機関へとつなぐなど
の対応を推進し、自殺対策を踏まえた対応の強化を図る 保健福祉課 健康推進係

11 特定不妊治療助成事業

●安心して妊娠できる環境の整備、少子化対策の充実、
特定不妊治療を受けている夫婦の経済的負担軽減のた
め、町実施要綱により、特定不妊治療費用の一部を助成

▼結婚後、妊娠の兆候がない場合、夫婦間にとって深刻な問題となっている
場合がある
▼窓口相談の際、相談者に不安要因があれば他の専門機関へとつなぐなどの
対応を推進し、自殺対策を踏まえた対応の強化を図る

保健福祉課 健康推進係

12 離乳食講習会の実施

●調理実習や試食を含めた、離乳食に関する相談会を開
催

▼離乳食に関する相談会を通じて、相談者に不安な要素が見られた場合、聞
き取りを行うこなど対策を講じることにより、必要時には他の専門機関へと
つなぐなどの対応を推進し、自殺対策を踏まえた対応の強化を図る 保健福祉課 健康推進係

13
1歳・2歳歯っぴいお誕生
教室

●幼児の歯科疾患の予防、口腔の健全な発育・発達支援
のために歯科保健指導や栄養相談・育児相談を実施

▼子どもに対する歯科検診は、家庭の生活状況や抱える問題などを把握する
貴重な機会となるため、検診時に幼児のみならずその親をも含めて状況を確
認することにより、保護者との面談時に異変などに気づき、問題があれば関
係機関につなげるなど、対応の強化を図る

保健福祉課 健康推進係

14 商工業指導事業補助金

●町内商工業者の総合的な改善発達と、それに従事する
方々の福祉の向上と雇用の安定を図り、商工業の振興策
と地域経済の発展に資することを目的とする

▼商工会の経営指導員が商工業事業者の悩み事などに対する全般的な相談窓
口を市町村と情報共有することにより、支援策の啓発を図る

産業観光課 商工観光係

15 奨学金に関する事務

●奨学金に関する事務 ▼支給対象の家族との相談時に、家庭の状況やその他の問題などにつき聞き
取りを行うことにより、資金面の援助に留まらず、他の機関につなげて包括
的な支援を行う 教育委員会 総務教育係

16 税金滞納整理業務

●納税相談 ▼支援組織などと連携し、滞納者が置かれている生活実態などの現状把握に
努め、生活が困窮しているようであれば分割納付への提案や就労支援、ま
た、根拠法令に基づく滞納処分の停止（徴収猶予）などを行う

税務会計課 収納係

17 中小企業振興資金事業

●資金の借入者の対して、利子の一部または保証料の全
部若しくは一部について補給することを目的とする

▼中小企業資金の借入者に対して、利子の一部または保証料の全部若しくは
一部について補給することにより、経済上の生活支援策とする

産業観光課 商工観光係

既存の生きることの包括的な支援の継続
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基本施策・重点施策及び生きる支援関連施策一覧

事業名 事業概要 「生きる支援」実施内容 課名 係名

18
飯綱町プレミアム商品券発
行事業

●商工業などの活性化および消費サービスの向上を図
り、また、町民個人の消費喚起を促すことを目的とする

▼低所得者向けのプレミアム商品券を発行することにより、経済上の生活支
援策につなげる

産業観光課 商工観光係

19 学用品費補助事業

●学用品費の一部を助成 ▼費用の補助に際して保護者と対応する際に、家庭状況に関する聞き取りを
行うことにより、リスクの早期発見と対応などを行う

教育委員会 総務教育係

20
登下校の際の地域での見守
り

●通学時の安全確保のため、スクールバスの運行や地域
見守り隊などの見守りボランティア体制の整備

▼通学時に地域住民が児童生徒の様子を観察することにより、小さなSOSを
見逃さずにリスクの早期発見と対応などを行う

教育委員会 総務教育係

21 老人保護措置
●養護老人ホームへ入所した高齢者に対し、老人保護措
置費を公費負担を行う

▼身内もいなく金銭的余裕もない高齢者に対し、町が保護措置を行い生命の
維持を図る 保健福祉課 福祉係

22 地域生活支援事業

●あいサポート研修の実施
●福祉啓発研修
●手話奉仕員養成研修事業
●地域生活支援センター事業
●食の自立支援事業（障がい者）
●福祉フォーラムの実施
●北部地区障害者自立支援協議会運営
●通園奨励費補助
●移動支援事業
●日常生活用具補助
●訪問入浴支援

▼心身障がい者に対し、施設へ通園、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇
活動などの社会参加のため外出支援を行うことにより、心身障がい者自身の
生きる力の醸成を図る

保健福祉課 福祉係

23
まちづくり事業費（まちづ
くり塾いいづな事業）

●住民のまちづくり活動を支援し、住民と町の協働のま
ちづくりを目指すため、住民のまちづくり活動を資金面
で応援する「まちづくり活動支援事業補助金」などやま
ち塾地域探訪、まち塾講座、まち塾フォーラムなどを通
じてまちづくりに取り組む人の育成を目指す「まちづく
り塾いいづな」を実施する

▼研修会の中で自殺対策についても言及することにより、住民間での意識の
醸成と自殺対策事業の周知を図る

企画課 企画係

24 長野広域連合への負担

●近隣市町村と協力し広域的に取り組むべき諸施策の調
査研究を長野広域連合で行うとともに、ガイドブックや
ホームページなどを通して、飯綱町を含む構成9市町村
の情報発信を行う
●広域的課題調査と検討
●職員共同研修

▼職員共同の研修会で「いのち支える自殺対策」をテーマとした研修を実施
するよう働きかける

企画課 企画係

既存の研修等と連携した生きる支援（自殺対策）の推進
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基本施策・重点施策及び生きる支援関連施策一覧

事業名 事業概要 「生きる支援」実施内容 課名 係名

25 新任保健師育成支援事業

●保健師OBなどが育成トレーナーとなり、実際の保健
指導の現場において、必要な助言の提供などを通じて新
任保健師を育成
●健康教育や訪問指導などの指導案に関する指導、指導
案の点検、デモンストレーション、実施の確認、評価、
見直し

▼保健師業務に関する指導やオリエンテーションの中に、自殺対策に関する
講義を入れることにより、保健師が新任時より自殺対策の視点をもって地域
住民の支援に行う

保健福祉課 健康推進係

26 地域保健活動事業

●地域全体の健康のレベルアップを図るために、地域組
織との連携を図りながら、地域保健活動を推進する
●地域づくり健康づくりを語る会（住民との連絡会）開
催、地域支援ケアネットワークづくりなど

▼連絡会やネットワーク、研修会などの場で自殺対策と地域づくりとの関連
性について言及し、関係者の理解促進と意識の醸成を図る

保健福祉課 健康推進係

27 保健補導員会事業

●地区で推薦された補導員が保健活動活動を通じて、住
民の健康意識改革、啓発を行う地域づくりを推進するた
めの保健補導員会活動を支援

▼研修会などの場で自殺対策と地域づくりとの関連性について言及し、事業
の理解促進を行うことにより、地域保健活動の組織と自殺対策（生きること
の包括的支援）との連携強化を図る 保健福祉課 健康推進係

28 未熟児養育医療給付事業費

●養育のため病院又は診療所に入院することを必要とす
る未熟児に対しその養育に必要な医療費を扶養義務者の
所得に応じて公費負担を行う
また、2,000グラム未満で出生した低体重児に対して、
その養育に必要な医療の給付及び訪問指導を実施

▼窓口職員・保健師に対し研修を行い、乳幼児を抱えた母親の抱えがちな自
殺のリスクと対応につき理解することにより、母親との面談時に異変や困難
に気づき、問題があれば他の専門機関へとつなぐなどの対応を推進し、自殺
対策を踏まえた対応の強化を図る 保健福祉課 健康推進係

29
青少年健全育成事業（飯綱
町青少年育成町民会議補助
金）

●青少年の健全育成の重要性に鑑み、地域住民、団体及
び行政が一体となった活動を推進する

▼会議の中で、青少年の自殺の現状と対策（生きることの包括的支援）につ
いて情報提供を行うことにより、現状と取組についての理解を深めてもらう
機会となる 教育委員会 生涯学習係

30 行政連絡事業

●区長組長会を通じ、自治運営に関して連絡強化を図
り、あわせて、団体及び関係機関と連携し、町の健全な
発展に寄与する。

▼区長組長会の場で自殺対策に関する講演、講習会を行うことを検討し、地
域全体で自殺対策について考える

総務課 総務係

31
ＰＴＡ活動の支援・育成に
関する事務

●ＰＴＡ補助金の支給
●町とＰＴＡとの懇談会の実施

▼懇談会などで自殺に対する研修を行うことより、情報の周知徹底と問題に
対する住民の理解促進を図る 教育委員会 総務教育係

32 地域生活支援事業

●あいサポート研修の実施
●福祉啓発研修
●手話奉仕員養成研修事業
●地域生活支援センター事業
●食の自立支援事業（障がい者）
●福祉フォーラムの実施
●北部地区障害者自立支援協議会運営
●通園奨励費補助
●移動支援事業
●日常生活用具補助
●訪問入浴支援

▼今後の研修・講座・講習において、テーマに即した形で自殺の問題を取り
上げる

保健福祉課 福祉係
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基本施策・重点施策及び生きる支援関連施策一覧

事業名 事業概要 「生きる支援」実施内容 課名 係名

33 病院運営
●医療費滞納者に対する医療費徴収（集金）事務 ▼徴収事務の過程で、滞納者に対して必要に応じて他機関へ繋ぐ対応ができ

るよう担当職員にゲートキーパー研修を行う 飯綱病院 飯綱病院

34 介護給付に関する事務

●居宅介護・重度訪問介護・行動援護・同行援護・重度
障害者 等包括支援・短期入所・療養介護・生活介護・施
設入所支援
●相談支援

▼対応などを行う担当職員にゲートキーパー研修を行い、相談を通じて当人
や家族の負担軽減を図る

保健福祉課 介護支援係

35 認知症サポーター養成講座

●誰もが安心して暮らせる地域づくりを目指して、認知
症についての正しい知識を持ち、認知症の人や家族を応
援する認知症サポーターを養成する

▼リスクの早期発見と対応など、気づき役としての役割を担えるよう、認知
症サポーターにゲートキーパー研修を行う

保健福祉課 介護支援係

36
認知症キャラバンメイト養
成事業

●認知症の人が住み慣れた地域で安心して暮らせる地域
づくりを推進するため「認知症キャラバンメイト養成講
座」を開催
講座終了後はサポーター養成講座の講師役、または認知
症に関わる活動に参加できるよう支援

▼リスクの早期発見と対応など、気づき役としての役割を担えるよう、認知
症キャラバンメイトにゲートキーパー研修を行う

保健福祉課 介護支援係

37 上下水道料金徴収業務

●下水道使用料金滞納に対する料金徴収事務 ▼下水道使用料金を滞納している住民の中には、生活面で深刻な問題を抱え
ている可能性が高く、自殺のリスクが潜在的に高いと思われる住民に接触す
るため、対応などを行う担当職員にゲートキーパー研修を行う 建設水道課 下水道係

38 保健補導員会事業

●地区で推薦された補導員が保健活動活動を通じて、住
民の健康意識改革、啓発を行う地域づくりを推進するた
めの保健補導員会活動を支援

▼保健補導員にゲートキーパー研修を実施し、自殺対策や住民の状態把握に
ついて理解を深めることにより、指導員から自殺のリスクの高い住民を行政
につなぐなどの連携体制を構築する 保健福祉課 健康推進係

39 母子健康手帳交付等事業

●母子健康手帳交付
●妊婦健康診査受診券交付
●産婦健診受診券交付

▼保健師を対象にゲートキーパー研修を実施

保健福祉課 健康推進係

40 新生児訪問指導
●新生児訪問指導
●乳幼児健康診査

▼保健師を対象にゲートキーパー研修を実施
保健福祉課 健康推進係

41 町民健診の実施

●生活習慣病対策として「町民健診」を実施
　（対象：20～39、後期高齢者医療保険加入者）
●健診後、生活習慣の改善が必要な場合は「特定保健指
導」を実施

▼保健師などを対象としたゲートキーパー研修を実施する

保健福祉課 健康推進係

42 保健補導員会事業

●地区で推薦された補導員が保健活動活動を通じて、住
民の健康意識改革、啓発を行う地域づくりを推進するた
めの保健補導員会活動を支援

▼保健補導員にゲートキーパー研修を実施し、自殺対策や住民の状態把握に
ついて理解を深めることにより、指導員から自殺のリスクの高い住民を行政
につなぐなどの連携体制を構築する 保健福祉課 健康推進係

気づきのための人材育成（ゲートキーパー研修の受講推奨）
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基本施策・重点施策及び生きる支援関連施策一覧

事業名 事業概要 「生きる支援」実施内容 課名 係名

43 国保特定健康診査の実施

●生活習慣病対策として「特定健康診査」を実施
　（対象：国民健康保険加入者）
●健診後、生活習慣の改善が必要な場合は「特定保健指
導」を実施

▼保健師などを対象としたゲートキーパー研修を実施する

保健福祉課 健康推進係

44 住宅管理

●町営・若者住宅の管理事務・公募事務 ▼公営住宅の居住者や入居申込者は、生活困窮や低収入など、生活面で困難
や問題を抱えていることが多く、自殺のリスクが潜在的に高いと思われる住
民に接触するため、対応などを行う担当職員にゲートキーパー研修を行う 建設水道課 建設係

45 公営住宅家賃滞納整理対策

●公営住宅の滞納使用料の効率的収納と自主納付を促進
し、 住宅使用料収納率の向上を図る

▼家賃滞納者の中には、生活面で困難や問題を抱えていることが多く、自殺
のリスクが潜在的に高いと思われる住民に接触するため、対応などを行う担
当職員にゲートキーパー研修を行う 建設水道課 建設係

46 住宅造成事業

●住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸
することにより、住民の生活安定と社会福祉の増進に寄
与する ことを目的に公営住宅を建設

▼公営住宅への入居申請者の中に様々な困難を抱えた方が少なくない。申請
対応などを行う職員にゲートキーパー研修行うことにより、適切な支援先の
情報提供をおこなうなど自殺へのリスク軽減を図る 建設水道課 建設係

47 高齢者集合住宅の運営
●県と協力し、公営アパ－トに相談員を配置したり、段
差の解消などに配慮した高齢者向けの住宅を設置するな
ど、高齢者の暮らしやすい住宅を確保する。

▼独居高齢者は一般的に自殺のリスクが高い傾向があるため、相談員などに
ゲートキーパー研修実施を行う 建設水道課 建設係

48
国民健康保険税の賦課・
徴収 後期高齢者医療保険
料の徴収

●加入者に収めていただく保険税の計算と徴収の実施 ▼徴収の過程で、自殺のリスクとなりうる生活困窮を含めた生活上のさまざ
まな問題に早期に気づくため、担当職員にゲートキーパー研修を行う

住民環境課 国保年金係

49
ファミリー・サポート・セ
ンターの運営

●育児の援助を行いたい人と育児の援助を受けたい人の
会員組織化

▼リスクの早期発見と対応など、気づき役としての役割を担えるよう、会員
を対象にゲートキーパー研修を実施する 教育委員会 子育て支援係

50 放課後児童クラブ
●放課後などの教室・校庭・体育館など学校施設を有効
に活用し、様々な活動を実施

▼リスクの早期発見と対応など、気づき役としての役割を担えるよう、指導
者などを対象にゲートキーパー研修を実施する 教育委員会 こども保育係

51 保育所運営事業
●就学前の児童を保育する ▼リスクの早期発見と対応など、気づき役としての役割を担えるよう、保育

士などを対象にゲートキーパー研修を実施する 教育委員会 こども保育係

52 保育料徴収業務

●保育園の利用者負担として保護者の所得に応じて保育
料を徴収する

▼保育料滞納者の中には、生活面で深刻な問題を抱えていたり、困難な状況
である可能性が高いため、対応などを行う担当職員にゲートキーパー研修を
行う
▼徴収事務においては各課と連携をとり、情報共有、支援できる体制を作る 教育委員会 こども保育係
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基本施策・重点施策及び生きる支援関連施策一覧

事業名 事業概要 「生きる支援」実施内容 課名 係名

53 税金滞納整理業務

●納税相談 ▼徴収事務の過程で、自殺のリスクとなりうる生活困窮を含めた生活上のさ
まざまな問題に早期に気づくため、担当職員にゲートキーパー研修を行う
▼支援組織などと連携し、滞納者が置かれている生活実態などの現状把握に
努め、生活が困窮しているようであれば分割納付への提案や就労支援、ま
た、根拠法令に基づく滞納処分の停止（徴収猶予）などを行う 税務会計課 収納係

54
人権擁護委員・人権擁護審
議会委員

●人権擁護委員(5人）は、法務大臣の委嘱により人権擁
護活動を行い、人権擁護審議会（12人）は、町長の諮問
に応じ、差別撤廃と人権擁護に関する重要事項の調査及
び審議を行う

▼相談者の自殺を未然に防ぐため、気づき役としての役割を担えるよう委員
にゲートキーパー研修を行う

住民環境課 住民係

55 住民基本台帳事務

●民法、戸籍法、住民基本台帳法、成年後見登記法、入
管法、人口動態令などに基づく戸籍、住民登録などの届
出及び各種証明書の発行並びに記録・記載・保管業務

▼各種証明窓口にくる住民の中には、自殺などにつながる可能性があるた
め、担当職員にゲートキーパー研修の実施を行う

住民環境課 住民係

56
青少年健全育成事業（育成
会補助金）

●各地区育成会に対する活動支援を行うほか、子どもた
ちが健全で豊かな人間性を育むために実施する育成会事
業に要する経費に対し、補助金を交付する

▼リスクの早期発見と対応など、気づき役としての役割を担えるよう、育成
会代表者などを対象にゲートキーパー研修を実施する

教育委員会 生涯学習係

57
青少年健全育成事業（飯綱
町青少年育成町民会議補助
金）

●青少年の健全育成の重要性に鑑み、地域住民、団体及
び行政が一体となった活動を推進する

▼薬物を乱用している若者の中には、様々な問題を抱えて自殺リスクの高い
傾向があるため、リスクの早期発見と対応など、気づき役としての役割を担
えるよう、育成会代表者などを対象にゲートキーパー研修を実施する 教育委員会 生涯学習係

58 子供居場所づくり事業

●土・日曜日を対象として、子どもたちに安心・安全な
居場所（活動拠点）を設け、地域の方と連携し、文化・
スポーツ活動を行う。7くらぶ（茶道、生花、料理、陶
芸、囲碁、ものづくり、飯綱権現太鼓）による活動。

▼リスクの早期発見と対応など、気づき役としての役割を担えるよう、指導
者などを対象にゲートキーパー研修を実施する

教育委員会 生涯学習係

59
社会体育活動育成費（社会
体育活動育成補助金）

●生涯スポーツ推進において、自主的な活動で、広く住
民に定期的なスポーツ活動を推進し、選手育成を進める
●体育協会・スポーツ少年団・スポーツクラブ活動育成
への補助
●全国大会に出場する選手補助

▼リスクの早期発見と対応など、気づき役として役割を担えるよう、指導者
などにゲートキーパー研修を実施する

教育委員会 生涯学習係
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基本施策・重点施策及び生きる支援関連施策一覧

事業名 事業概要 「生きる支援」実施内容 課名 係名

60 上下水道料金徴収業務

●上水道料金滞納者に対する料金徴収事務
●給水停止執行業務

▼上水道使用料金を滞納している住民の中には、生活面で深刻な問題を抱え
ている可能性が高く、自殺のリスクが潜在的に高いと思われる住民に接触す
るため、対応などを行う担当職員にゲートキーパー研修を行う 建設水道課 上水道係

61 資源リサイクル事業
●高齢者や障がい者などへの戸別訪問によるごみ出し支
援

▼リスクの早期発見と対応など、気づき役としての役割を担えるよう、担当
職員を対象にゲートキーパー研修を実施する 住民環境課 生活環境係

62 行政相談委員活動の支援
●国や独立行政法人などの行政に対する苦情や相談に応
じ、その問題解決を図る。

▼行政相談員などにゲートキーパー研修を行う
総務課 総務係

63 住民への相談事業
●住民への相談事業(来館・電話)・法律 ▼各相談対応を行う職員にゲートキーパー研修を行う

総務課 総務係

64 学校専門指導員活用事業

●教員経験の豊かで専門的な知識や技術を有する専門員
を活用し、さまざまな課題を抱えた児童・生徒に対し、
当該児童・生徒が置かれた環境へ働きかけたり、関係機
関などとのネットワークを活用したりするなど多様な支
援方法を用いて課題解決への対応を図る

▼リスクの早期発見と対応など、気づき役としての役割を担えるよう、専門
官などを対象にゲートキーパー研修を実施する

教育委員会 総務教育係

65 農業アドバイザー配置事業

●アドバイザーが生産から流通・加工までの幅広い視点
から指導・助言を行う

▼アドバイザーが指導・助言の機会に自殺リスクのありそうな生産者から相
談を受けた場合、気づき役としての役割を担えるよう、ゲートキーパー研修
を行う 産業観光課 農政係

66 保護司会負担金
●地域の保護司会の健全な運営を図るため、各保護司会
に対し県に賛助会費を交付

▼リスクの早期発見と対応など、気づき役としての役割を担えるよう、保護
司にゲートキーパー研修を実施する 保健福祉課 福祉係

67 地域生活支援事業

●あいサポート研修の実施
●福祉啓発研修
●手話奉仕員養成研修事業
●地域生活支援センター事業
●食の自立支援事業（障がい者）
●福祉フォーラムの実施
●北部地区障害者自立支援協議会運営
●通園奨励費補助
●移動支援事業
●日常生活用具補助
●訪問入浴支援

▼手話奉仕員がゲートキーパー研修を受講することにより、障害者の中で
様々な問題を抱えて自殺リスクが高まった方がいた場合、適切な支援先につ
なぐなど手話奉仕員が気づき役やつなぎ役としての役割を担うになる

保健福祉課 福祉係

68 介護保険支援対策事業

●緊急宿泊事業
●輸送サービス事業
●高齢者等訪問美容サービス事業

▼リスクの早期発見と対応など、気づき役としての役割を担えるよう、理美
容サービスを行う業者にゲートキーパー研修を行う

保健福祉課 福祉係

様々な分野での啓発の機会を活用した自殺対策の理解促進
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基本施策・重点施策及び生きる支援関連施策一覧

事業名 事業概要 「生きる支援」実施内容 課名 係名

69 社会教育団体補助事業

●社会教育分野における自主的な学習活動を通じて、地
域づくりの担い手の育成・発展につながることを目的と
する
●婦人会、飯綱女性会議及び青年団連合へ活動事業補助
金を交付

▼自殺対策についての事業を補助対象の一つとすることにより、啓発推進を
図る

教育委員会 生涯学習係

70 在宅医療介護連携推進事業

●誰もが住み慣れた地域で安心して自分らしい暮らしを
続けることができるよう、「住まい・医療・介護・介護
予防・生活支援」を地域で一体的に提供する地域包括ケ
アシステムの構築の中で医療介護関係者間の連携を推進
する

▼地域包括ケアシステムの中で、医療介護連携推進事業は、自殺対策を進め
る上での中心的役割を担いうる
▼事業を通じて、地域の問題を察知し支援へとつなげる体制を整備するとと
もに、地域住民が自分らしく生きることへの意思決定、心がまえの醸成への
支援する

保健福祉課 介護支援係

71 養護老人ホームへの入所

●65歳以上で経済的理由などにより自宅での生活が困難
な高齢者への入所手続き

▼老人ホームへの入所手続きの中で、問題状況などの聞き取りを行い、家庭
での様々な問題について察知し、必要な場合には適切な支援先につなげる

保健福祉課 介護支援係

72 予防接種事業

●伝染のおそれのある疾病の発生及びまん延を予防する
ために公衆衛生の見地から予防接種の実施
●予防接種法に基づき定期予防接種（Ａ類疾病、Ｂ類疾
病）を実施し、予防接種に係る経費を公費負担し、ワク
チン接種により防げる疾病を予防する
●生活保護受給者のうち、B型疾病（高齢者肺炎球菌、
高齢者インフルエンザ）接種対象年齢の方へ対して無料
接種を実施

▼予診票の交付時や窓口相談時の機会を活かし、自殺予防に関し問題がある
場合にはより詳細な聞き取りを行うことにより、必要な場合には適切な支援
先の情報提供などを行う

保健福祉課 健康推進係

73 自然保護事業

●自然環境の保護を図るため、保存樹などの保護や自然
遊歩道の維持管理を行う。
●保存樹・保存樹林・自然環境保護地区の保護
●自然遊歩道の維持管理

▼自然遊歩道協力員が遊歩道の巡視を行う際に、自殺事案の発生や可能性な
どがないか状況確認を行うことにより、事案発生を防ぐ

建設水道課 建設係

74
公園・児童遊園等の管理及
び 設置に関する事務

●公園・児童遊園などの管理に関する事務
●公園施設の維持補修に関する事務
●公園などの整備に関する事務

▼地域内の公園施設が自殺発生の多発地となっている場合、巡回などを行う
などの対応を取り、ハイリスク地対策を進める

建設水道課 建設係

75 道路維持

●道路及び河川使用の適正化指導に関する事務(ホームレ
ス への対応など)

▼ホームレスの方は自殺のリスクが高い傾向にある
▼他課でなく、町内外の関係機関と連動した巡回を行うなど、自殺リスクの
高い層にアウトリーチするための施策を講じる 建設水道課 建設係

76 全般
▼町内の各事業現場に出向いたときに、不審な行動者の発見と適切な相談機
関につなぐ 産業観光課 耕地林務係

77 病後児保育事業
●病後児を一時預かりし、保護者の仕事と子育ての両立
を支援

▼利用手続きの際に保護者と対面することにより、自殺リスクを早期に発見
し、他機関と連携して支援を行う 教育委員会 子育て支援係

その他、様々な「生きる支援」との連動
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基本施策・重点施策及び生きる支援関連施策一覧

事業名 事業概要 「生きる支援」実施内容 課名 係名

78
子育てと両立する働き方改
革事業

●仕事と子育ての両立を可能とする新たな働き方にチャ
レンジするする事業所の支援

▼企業・事業所従業員の自殺予防の取り組みを実施する場合に、社会労務士
の派遣などを行う 教育委員会 子育て支援係

79
ワークセンター（iワーク）
の運営

●育児ママなどの就労・起業支援のため、ワークスペー
スの提供と託児・相談・スキルアップ支援・企業との
マッチング支援・起業イベントの開催

▼申請手続きの際に保護者と対面することにより、自殺リスクを早期に発見
し、他機関と連携して支援を行う
▼託児業務を通じて保護者と対面することにより、自殺リスクを早期に発見
し、他機関と連携して支援を行う

教育委員会 子育て支援係

80 子育て応援祝い事業
●誕生・卒園・卒業祝い金、誕生記念品の支給 ▼申請手続きの際に保護者と対面することにより、自殺リスクを早期に発見

し、他機関と連携して支援を行う 教育委員会 子育て支援係

81 戸籍事務

●戸籍法に基づく各種届出及び各種証明書、謄抄本の発
行並びに記録・記載・保管業務

▼戸籍閲覧の禁止者の中には、家庭内暴力（DV）など悩みを抱える者も少な
くない。庁内での閲覧制限情報を連携することにより、相談窓口の情報提供
など自殺予防対策を図る 住民環境課 住民係

82
分館活動事業費（分館補助
金）

●分館活動促進。飯綱町公民館分館活動の経費に対して
の補助を行う

▼地域内における啓発活動として、分館活動事業の中で、自殺対策について
の事業を行った場合、補助の上乗せ行うといったような、補助制度の拡充、
創設を行うことを検討する 教育委員会 生涯学習係

83
環境対策・公害対策の苦情
相談

●環境・公害に関する苦情相談の受付と問題の早期解決 ▼住民などによる苦情相談の背景に、精神的失調などによる影響の可能性が
考えられる場合は、長野県保健所につなぐといった対応を行う

住民環境課 生活環境係

84
中学校部活動推進事業
（部活指導員補助事業）

●中学校の部活動について、学校と地域の人々が継続的
に連携できる体制を構築することで、部活動の改善と 充
実を図り、生徒が意欲的に学校生活を送ることができる
ようにする。また、町費の講師が部活動指導員となった
場合の補助も行う

▼部活動の監督指導は、多忙な教員にとって少なからず負担となっている。
教師の負担軽減のため、地域住民と連携・協力し、部活動を実施できる体制
を整備する

教育委員会 総務教育係

85 通学路安全対策事業

●通学路安全確保のため、関係機関が一堂に会し地域を
巡回し、危険個所の把握を行う

▼自殺は人目につかない場所での事案が多いため、通学路を巡回し、危険個
所などを把握することにより、児童・生徒のいじめの抑止や自殺予防の防止
策を講じる 教育委員会 総務教育係

86 農業者年金事務

●独立行政法人農業者年金基金との業務委託契約に基づ
き、農業者年金一般事務及び加入推進事務を実施してい
る。本事務事業では、農業者年金基金との業務委託契約
に係る業務委託手数料を財源充当している

▼相談機会に自殺リスクのありそうな生産者から相談を受けた場合、年金ア
ドバイザーが適切な相談機関につなぐなどの対応を取る

産業観光課 農政係

87 援農推進事業

●労働力の安定化を図る中で、適期作業での収量や品質
の向上を図り、地元農業・農産物に愛着や理解をもち、
併せて遊休農地の解消も図っていくための人的支援組織
事務局経費の補助

▼自殺リスクのありそうな生産者から相談を受けた場合には、適切な相談機
関につなぐなどの対応を取る

産業観光課 農政係

88
農業振興負担金補助（果樹
共済掛金補助金）

●共済掛金を減額することで共済加入を促進し、果樹栽
培農家が安心して農業に取り組めるようにする

▼自殺リスクのありそうな生産者から相談を受けた場合には、適切な相談機
関につなぐなどの対応を取る

産業観光課 農政係
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基本施策・重点施策及び生きる支援関連施策一覧

事業名 事業概要 「生きる支援」実施内容 課名 係名

89
地域農業担い手育成・支援
事業（地域農業担い手育
成・支援事業）

●後継者不足の中で、新規就農者の確保及び認定農業者
への補助など

▼自殺リスクのありそうな生産者から相談を受けた場合には、適切な相談機
関につなぐなどの対応を取る 産業観光課 農政係

90
地域農業担い手育成・支援
事業（地域農業担い手支援
事業補助金）

●高齢化に伴う農業の担い手確保とTPPなど農業を取り
巻く環境が非常に厳しい折、飯綱町の農業、自然、景観
を守り町の活性化につなげる

▼自殺リスクのありそうな生産者から相談を受けた場合には、適切な相談機
関につなぐなどの対応を取る

産業観光課 農政係

91 新規就農総合支援事業
●農業の担い手を確保 ▼自殺リスクのありそうな生産者から相談を受けた場合には、適切な相談機

関につなぐなどの対応を取る 産業観光課 農政係

92
農業振興負担金補助金（そ
の他負担金補助金）

●認定農業者などへの支援対策及び各関係機関への補助 ▼自殺リスクのありそうな生産者から相談を受けた場合には、適切な相談機
関につなぐなどの対応を取れるようになる可能性がある

産業観光課 農政係

93 高齢者住宅改良事業

●高齢者の日常生活と介護者の負担軽減を図るため、住
宅改良に要する経費に対し補助金を交付

▼介護者が介護しやすくなるように、生活環境を整えることにより、介護疲
れの軽減を図る

保健福祉課 福祉係

94
飯綱町版生涯活躍のまち推
進事業

●アクティブシニアを含むすべての世代が交流できる場
所や健康増進を図り、生涯に渡り活躍できる仕組みを形
成

▼多世代交流施設を建設し、子供から大人が集える居場所を作り、健康増進
や悩みごと相談、子ども食堂を運営し、自殺防止への啓発の場とする

保健福祉課 福祉係

95
地域福祉総合助成金交付事
業

●心身障害児（者）タイムケア事業
●軽度・中度難聴児補聴器購入助成事業
●身体障がい者住宅改修整備

▼障がい者の心理的・経済的不安を解消し、自殺のリスクを軽減を図る

保健福祉課 福祉係

96 障害者総合支援給付事業

●障がい福祉サービス（居宅・生活介護・短期入所・施
設入所・行動援護など）の介護給付
●共同生活援助（グループホーム）、就労移行、就労継
続、自立訓練など給付
●放課後などデイサービス
●保育所など訪問支援

▼障がい者へのきめ細かなサービスなどを行うことにより、生きがいが生ま
れる
▼障がい者が共同で生活することにより、精神的も身体的にもリラックスす
ることができ、一人で悩むことが軽減される
▼子供の障がいなどの問題において、専門的な支援や相談により、親の心配
ごとのリスクが軽減される

保健福祉課 福祉係

97 補装具購入事業

●障がいの程度により補聴器や車いすなどの購入助成 ▼障がい者（児）は、外出するのが大変で自宅に閉じこもりがちになる
▼外出する機会を増やすため、車椅子などの補装具の購入補助を行うことに
より、障がい者（児）と家族の心の開放を図る 保健福祉課 福祉係

98 権利擁護の仕組みづくり

●安心生活センター(社会福祉協議会内に設置)に対する
助成
●成年後見人制度利用者の相談受託など

▼判断能力に不安を抱える住民の中には、精神疾患や知的障害などを有し、
自殺のリスクが高い傾向がある
▼事業の中で当事者と接触し、自殺のリスクが高い住民の情報をキャッチ
し、支援につなぐための措置を講じる

保健福祉課 福祉係

調査・分析結果の活用
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基本施策・重点施策及び生きる支援関連施策一覧

事業名 事業概要 「生きる支援」実施内容 課名 係名

99 国保特定健康診査の実施

●生活習慣病対策として「特定健康診査」を実施
　（対象：国民健康保険加入者）
●健診後、生活習慣の改善が必要な場合は「特定保健指
導」を実施

▼健診時にメンタルヘルスについてのチェック項目を設け、その検診結果を
踏まえた支援を行う

保健福祉課 健康推進係

100 町民健診の実施

●生活習慣病対策として「町民健診」を実施
　（対象：20～39、後期高齢者医療保険加入者）
●健診後、生活習慣の改善が必要な場合は「特定保健指
導」を実施

▼健診時にメンタルヘルスについてのチェック項目を設け、その検診結果を
踏まえた支援を行う

保健福祉課 健康推進係

101 葬祭費

●被保険者の死亡に対し、葬祭費を支給する ▼亡くなった方の中には自殺による死亡のケースがあることも想定されるた
め、遺族に対して一律で相談先などの情報を掲載したリーフレット（自死遺
族の相談・支援先も掲載）を配布する 住民環境課 国保年金係

102 国民年金の加入手続き

●国民年金への加入事務（法律で20歳以上60歳未満の
方は、国民年金への加入が義務付 られている）
●厚生年金保険から国民年金への変更届出事務（勤務先
を退職した場合）
●「学生納付 特例制度」など通知

▼手続の際、リスクが高いと思われる住民に対して、生きる支援に関する相
談先一覧が掲載されたリーフレットを手渡すなど、適切な相談支援先につな
げる措置を図る

住民環境課 国保年金係

103 介護保険支援対策事業

●緊急宿泊事業
●輸送サービス事業
●高齢者等訪問美容サービス事業

▼高齢者向け相談機関の窓口一覧情報などを輸送車内に掲示することによ
り、高齢者への相談先情報などの周知を図る

保健福祉課 福祉係

104 飯綱町総合戦略事業

●「飯綱町まち・ひと・しごと創生総合戦略」の改訂及
び各施策事業の評価

▼総合戦略の中で自殺対策について言及し、総合的・全庁的に対策を進める
▼今後、戦略が改訂となる際、自殺対策と連携できる部分を検討・相談し、
連携を図る 企画課 企画係

105 健康増進事業費

●総合的な健康づくりを支援するため、「飯綱町健康づ
くり推進協議会」を設置し、関係機関、団体と連携し
「健康いいづな２１」を推進・知識の普及などを行う
●健康づくり推進協議会の運営、飯綱町健康づくり計画
の推進

▼次期改訂の際には、計画の中で自殺対策に関する内容を反映させ、より実
効性を高める

保健福祉課 健康推進係

包括的な生きる支援の情報（相談先一覧等）の提供

他の分野の行政計画との連動・連携
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基本施策・重点施策及び生きる支援関連施策一覧

事業名 事業概要 「生きる支援」実施内容 課名 係名

106 防災対策一般事務費

●各種防災対策を推進するため、国や県をはじめとする
関係機関と密接な連絡をとり、効果的に事業を行うとと
もに、災害に対する諸対策として地域防災計画の作成な
どを行い、 総合的かつ計画的な防災対策を推進する。

▼大規模災害における被災者の心のケア支援事業の充実・改善や、各種の生
活上の不安や悩みに対する相談や実務的な支援と専門的な心のケアとの連携
強化などの必要性がある
▼地域防災計画において、危機発生時における被災者のメンタルヘルス対策
を講じる

総務課 総務係

107
企画調整に関する事務
（教育大綱の策定）

●教育大綱の策定 ▼子ども・若者の自殺対策に関する内容を「教育大綱」にも反映させ、より
実効性を高める 教育委員会 総務教育係
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