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第１章 計画策定にあたって 

１. 計画策定の背景と基本認識 

（１）背景 

わが国の自殺死亡者は、平成10年（1998年）以降3万人を超え、平成22年（2010年）以降

減少しているものの、いまだに 2万人を超えており、自殺死亡率は主要先進 7カ国で最も

高い状況となっています。 

これを受けて、国は平成 28年（2016年）4月に「自殺対策基本法」（以下、「基本法」と

いう）を改正し、全ての地方公共団体に自殺対策計画の策定を義務付け、地域レベルでの

自殺対策をさらに推進することとなりました。 

また、平成 29 年（2017 年）7 月に閣議決定された自殺総合対策大綱では、令和 8 年

（2026年）までの数値目標を掲げ、自殺に対する基本認識を整理しています。 

こうした自殺の現状や自殺対策の動向を踏まえ、本市では、自殺対策を総合的かつ効果

的に推進していくため、「うるま市自殺対策計画」（以下「本計画」という）を策定し、市

民一人ひとりがかけがえのない命の大切さを考え、全ての市民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社会の実現」に向け、市を挙げて自殺対

策に取り組んでいくものです。 

国の大綱では、自殺対策の基本方針が示されています。本市においても、国の大綱にお

ける基本方針を踏まえながら、関係機関等と連携し、自殺対策の取組を進めます。 

 

 

国の自殺総合対策における基本方針 

1 生きることの包括的な支援として推進する 

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 

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 

4 実践と啓発を両輪として進める 

5 国、地方公共団体、関係団体、民間団体、企業及び国民の役割を 

明確化し、その連携・協働を推進する 
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（２）自殺に対する基本認識 

国の大綱では、自殺の現状と基本認識を以下のとおり示しています。本計画において

も、この基本認識に基づいて、自殺対策を総合的に推進していきます。 

① 自殺の多くが追い込まれた末の死であり、社会的な問題であること 

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、与えられた役割の大きさに対する過剰な負担感など

により、危機的な状態にまで追い込まれてしまう過程とみることができます。 

【図１】「1000人実態調査」から見えてきた自殺の危機経路 
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参考：NPO法人ライフリンク資料 
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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おり、継続して取

り組むべき課題であること 

国内の年間自殺者数は、平成 30 年（2018 年）に 20,668 人となり、平成 22 年

（2011年）以降、連続して減少していますが、いまだに 2万人を超える状況にあり非常

事態は続いています。また、令和 2年からの新型コロナウイルス感染症拡大の影響によ

り、自殺の要因になりかねない問題が深刻化しています。 

③ 地域に応じた実践的な取組について PDCA（計画・実行・評価・改善）を通じ

推進する必要があること 

自殺対策が目指すものは「誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現」であり、

そのためには、「より良く生きること」、「生きがいを持って暮らすこと」のできる地域を

形成していくことが求められます。 

市民への自殺に関する正しい理解の普及や人材育成をはじめ、地域と協働しながら「生

きにくさ」、「暮らしにくさ」の解決につなげる取組を計画し、実行し、成果や課題を評

価し、改善することで、地域の実情に合わせて取り組む必要があります。 

 

【図２】「自殺総合対策大綱」（概要）（厚生労働省ホームページより） 
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２. 計画の位置づけ 

本計画は、自殺対策基本法第 13 条第 2 項に規定される市町村自殺対策計画であり、

国の定める自殺総合対策大綱の基本理念に基づき「誰も自殺に追い込まれることのない

社会の実現」に必要な施策を推進します。 

【図３】計画の位置づけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自殺を防ぐためには、様々な分野の施策と連携する必要があるため、地域における人

と人、人と社会資源のつながりを強化する必要があります。 

そのため、関連性の高い保健・医療・福祉分野の個別計画、施策との整合を図り、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クを低下さ

せていくものとします。 

促進要因：自己肯定感、信頼できる人間関係、危機回避能力など 

阻害要因：過労、生活困窮、育児や介護疲れ、いじめ、孤立など 
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３. 期間及び進行管理 

本計画の期間は、令和 4年度（2022年度）から令和 8年度（2026年度）までの 5年

間とします。 

なお、「自殺対策基本法」、「自殺総合対策大綱」、「地域の実情の変化」等を踏まえ、必

要に応じて計画の見直しを行います。 

 

４. 数値目標 

国は、大綱において「令和 8年（2026年）までに人口 10万人当たりの自殺者数（以下、

「自殺死亡率」という。）を平成 27年（2015年）と比べて 30％以上減少させる」とし

ています。 

本市においても、国と同様に自殺死亡率を令和 8 年（2026 年）までに平成 27 年

（2015年）と比べて 30％以上減少させることを目標とし、平成 27年（2015年）の自

殺死亡率は 20.6であることから令和 8年（2026年）の自殺死亡率を 14.4以下にするこ

とを目指します。 

 

【表１】目標数値 

 

基準値 目標 

平成 27年（2015年） 令和 8年（2026年） 

自殺者数 

（人） 
25 17 

自殺死亡率 

（10万人対） 
20.6 14.4 

 

※人口 10万人当たりの自殺死亡者数（自殺死亡率）…自殺死亡者数÷人口×100,000 
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第２章 うるま市における自殺の現状 

１. 自殺者数の推移 

本市の平成23年から令和2年の自殺者数の推移を見てみると、男性の自殺者数が女性

の自殺者数を上回っており、10年間の総数 253人のうち、男性は 200人、女性は 53人

で、女性より男性が高い状況にあります。 

【図４】自殺者数の推移 

 

資料：地域における自殺の基礎資料（内閣府及び厚生労働省） 

２. 死亡率の推移（全国・沖縄県・うるま市の年次推移） 

本市の自殺死亡率は、平成 23年から平成 25年までは減少傾向にありましたが、その

後、増加を続け平成 27年には全国・沖縄県の自殺死亡率を上回り、平成 29年には 29.3

で最も高い数値を示しています。その後、減少しているものの令和 2年においては 17.7

で、全国・沖縄県の自殺死亡率と比較すると高い状況にあります。 

【図５】自殺死亡率（人口 10万対）の推移と比較 

 

資料：地域における自殺の基礎資料（内閣府及び厚生労働省）  
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３. 自殺者の性別構成割合 

本市における平成 23 年から令和 2 年の自殺者の性別構成割合は、男性 79.1％、女性

20.9％となっており、全国、沖縄県に比べ、男性の割合が高い状況にあります。 

 

【図６】自殺者の性別構成割合 

 

資料：地域における自殺の基礎資料（内閣府及び厚生労働省） 

 

４. 「性別・年代別」自殺者の性別構成比 

本市における平成 23年から令和 2年の「性別・年代別」自殺者数をみると 50代が 67人

と最も多く、次いで 40代の 42人、60代の 37人となっています。40代から 60代におけ

る自殺者数は約 60％を占め、いわゆる働き世代の自殺者数が高い割合を示しています。 

 

【図７】自殺者の性別構成比 

 

資料：地域における自殺の基礎資料（内閣府及び厚生労働省） 
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５. 「原因・動機」別の状況 

平成 23 年から令和 2 年の 10 年間の自殺者の原因・動機別の割合では、男女ともに

「健康問題」が一番多く、次いで「家庭問題」となっています。三番目に多いのが、男性

では「経済・生活問題」、女性では「不詳」となっています。 

【図８】原因・動機別自殺者数 

資料：地域における自殺の基礎資料（内閣府及び厚生労働省） 

６. 職業別自殺者の割合 

職業別の自殺者数は、60％以上が無職者（学生・生徒等、主婦含む）となっています。

また、無職者の内訳としては、その他の無職者が 45％と一番多く、続いて年金・雇用保険

等生活者が 34％と多くなっています。 

【図９】職業別自殺者の割合と無職者の内訳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：地域における自殺の基礎資料（内閣府及び厚生労働省）  
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７. 地域自殺実態プロファイルによるうるま市の特徴 

地域自殺実態プロファイルによる本市の自殺者の特徴をみると、男性の60歳以上の無職

者同居の割合が最も高くなっています。次に高いのは男性の 40歳～59歳の無職者同居の

割合が高くなっています。女性においては、40～59歳の無職者同居の割合が一番高く、次

に同年代 40～59歳の有職者同居の割合が高くなっています。  

【図１０】全自殺者数に占める階級別自殺者の割合 

（平成 27年（2015年）～令和元年（2019年）：合計値） 

 

資料：自殺総合対策推進センター「地域自殺実態プロファイル 2020」 

【表２】対策が優先される対象群 

（平成 27年（2015年）～令和元年（2019年）：合計値） 

上位 5区分 
自殺者数 

（5年計） 
割合 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 
18人 13.3％ 

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

無職同居 
13人 9.6％ 

失業→生活苦借金→家族間の不和→う

つ状態→自殺 

3位：男性 20～39歳

無職同居 
12人 8.9％ 

①［30 代その他無職］ひきこもり+家

族間の不和→孤立→自殺 

②［20 代学生］就職失敗→将来悲観→

うつ状態→自殺 

4位：男性 40～59歳

有職同居 
12人 8.9％ 

失業→生活苦→借金＋家族間の不和→

うつ状態→自殺 

5位：男性 60歳以上

無職独居 
11人 8.1％ 

失業（退職）+死別・離別→うつ状態→

将来の生活への悲観→自殺 

※「背景にある主な自殺の危機経路」自殺実態白書 2013（ライフリンク）を参考に、NPO

法人自殺対策支援センターにて分析したものです。 

資料：自殺総合対策推進センター「地域自殺実態プロファイル 2020」  
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第３章 自殺対策の基本方針 

本市では、平成 29年 7月に閣議決定された自殺総合対策大綱を踏まえて、以下の 5つ

の基本方針に基づき自殺対策を推進します。 

 

１. 生きることの包括的な支援として推進 

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のできる社会的な

問題であることからも、自殺対策を生きることの包括的な支援として、社会全体の自殺リ

スクを低下させるとともに、一人ひとりの生活を守るという姿勢で展開するものとしてい

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（自殺に対する保護要因）」よ

り「生きることの阻害要因（自殺のリスク要因）」が上回ったときに自殺リスクが高くなり

ます。裏を返せば、「生きることの阻害要因」となる失業や多重債務、生活苦等を同じよう

に抱えていても、全ての人や社会の自殺リスクが同様に高まるわけではありません。「生き

ることの促進要因」となる自己肯定感や信頼できる人間関係、危機回避能力等と比較して、

阻害要因が上回れば自殺リスクは高くなり、促進要因が上回れば自殺リスクは高まりませ

ん。 

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」を増やす取組みを行い、双方の取組を通じて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する必要があります。 

 

参考：NPO法人ライフリンク資料  

１ 生きることの包括的な支援として推進 

２ 関連施策との有機的な連携の強化 

３ 対応の段階に応じた対策の推進 

４ 実践と啓発を両輪として推進 

５ 役割の明確化と連携・協働の推進 

「生きることの促進要因」 

△家族や友人との信頼関係 

△やりがいのある仕事や趣味 

△経済的な安定 

△ライフスキル（問題対処能力） 

△信仰 

△地域とのつながり 

△自己肯定感      など 

「生きることの阻害要因」 

▼将来への不安や絶望 

▼失業や不安定雇用 

▼過重労働 

▼借金や貧困 

▼虐待、いじめ 

▼病気、介護疲れ 

▼孤独、役割喪失感   など 
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２. 関連施策との有機的な連携の強化 

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することが重要です。 

【図１１】自殺の危機要因イメージ図 

 
参考：NPO法人ライフリンク資料 
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３. 対応の段階に応じた対策の推進 

（１） 対人支援・地域連携・社会制度のレベルごとの対策を連動させる。 

自殺対策に係る個別の施策は、以下の３つのレベルに分けて考え、これらを有機的に連

動させることで、総合的に推進します。 

① 個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」 

② 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事務

連携などの「地域連携のレベル」 

③ 法律、大綱、計画等の枠組みの整備や修正に関わる「社会制度のレベル」 

（２） 事前対応・自殺発生の危機対応・事後対応等の段階ごとに効果的な施策の推進 

① 事前対応：心身の健康の保持増進についての取組、自殺や精神疾患等についての正し

い知識の普及啓発等、自殺の危険性が低い段階での対応。 

② 自殺発生の危機対応：現に起こりつつある自殺発生の危険に介入し、自殺を発生させ

ない対応。 

③ 事後対応：不幸にして自殺や自殺未遂が生じてしまった場合に家族や職場の同僚等に

与える影響を最小限とし、新たな自殺を発生させない対応。 

（３） 自殺の事前対応の更に前段階での取組の推進 

地域の相談機関や抱えた問題の解決策を知らないがゆえに支援を得ることができず自殺

に追い込まれる人が少ないことから、学校において、命や暮らしの危機に直面したとき、

誰にどうやって助けを求めればよいかの具体的かつ実践的な方法を学ぶと同時に、つらい

ときや苦しいときには助けを求めてもよいということを学ぶ教育（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 

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うことが重要です。 

全ての市民が、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

活動等に取り組んでいくことが必要です。 

５. 役割の明確化と連携・協働の推進 

「誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現」のためには、国、県、市町村、関係

団体、民間団体、企業、そして、市民一人ひとりが連携・協働して自殺対策を総合的に推

進することが必要です。それぞれの主体が果たすべき役割を明確化、共有化した上で、相

互の連携・協働の仕組みを構築することが重要です。 

具体的には、国には「自殺対策を総合的に策定し実施する」責務があり、県及び市町村

には「地域の状況に応じた施策を策定し実施する」責務があります。また、関係団体や民

間団体、企業には、それぞれの活動内容の特性等に応じて「積極的に自殺対策に参画する」こ

とが求められ、市民には「誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現のため、主体的

に自殺対策に取り組む」ことが期待されます。  
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第４章 自殺対策における取組 

１. 施策の体系 

自殺対策の本質は、「生きることの支援」であることから、「いのち支える自殺対策」と

して、「だれも自殺に追い込まれることのない社会の実現」に向けて推進します。 

基本施策は、地域で自殺対策を推進する上で欠かすことのできない基本的な取組で、「地

域におけるネットワークの強化」、「自殺対策を支える人材の育成」、「市民への啓発と周知」、

「生きることの促進要因への支援」、「児童生徒の SOS の出し方に関する教育」の５つと

し、重点施策は、地域自殺実態プロファイルにより示された地域における優先的課題とし

てあげられ強化して取り組むことが推奨されている「高齢者への支援の強化」、「生活困窮

者への支援の強化」、「無職者・失業者への支援」、「若年者への支援」の４つとし、また、

自殺対策に資する庁内の関連する事業・取組としてまとめた「生きる支援の関連施策」で

構成しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

「基本施策」 

１. 地域におけるネットワークの強化 

２. 自殺対策を支える人材の育成 

３. 市民への啓発と周知 

４. 生きることの促進要因への支援 

５. 児童生徒のSOSの出し方に関する

教育 

「重点施策」 

１. 高齢者への支援の強化 

２. 生活困窮者への支援の強化 

３. 無職者・失業者への支援 

４. 若年者への支援 

 

 

「生きる支援の関連施策」 
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２. 基本施策 

【基本施策１】地域におけるネットワーク強化 

自殺対策を推進する上で基盤となる取組が、地域におけるネットワークの強化です。こ

れには、自殺対策に特化したネットワークの強化だけでなく、他の目的で地域に展開して

いるネットワーク等と自殺対策との連携の強化も含みます。特に自殺の要因となりうる分

野のネットワークとの連携を強化していきます。 

① 庁内におけるネットワークの強化 

庁内各分野の部署と連携し、自殺対策を総合的かつ効果的に推進するため、うるま市自

殺対策計画推進本部を設置します。 

② 地域の関係機関との連携強化 

保健所、医療機関、社会福祉協議会、民生委員・児童委員、商工会等の関係機関との連

携を強化します。 

【基本施策２】自殺対策を支える人材の育成 

地域におけるネットワークは、それを担う人材がいて初めて機能するものです。そのた

め、自殺対策を支える人材育成は、対策を推進する上で基盤となる重要な取組です。 

本市では、市民及び市職員が自殺に関する現状や対応などの知識を深め、市民のＳＯＳに

気づき、関係機関と速やかに連携、支援ができるよう研修等の機会を充実させます。 

① 一般市民に対する人材育成 

市民向けゲートキーパー養成講座：身近な地域で、支え手となるゲートキーパー養成講

座を市民向けに実施し、悩んでいる人に「気づき」、「声をかけ」、「話をきいて」、「つなげ・

見守る」ことができる人材の育成を推進します。 

② 様々な分野での人材育成 

保健、医療、福祉、労働など様々な分野において相談・支援等を行う職員等に対し、ゲ

ートキーパー研修への参加を呼びかけ、生きるための包括的な支援を行う人材の育成を推

進します。 

【基本施策３】市民への啓発と周知 

地域のネットワークを強化して相談体制を整えても、市民が相談機関や相談窓口の存在

を知らなければ、誰かが問題を抱えた際に適切に支援につなげることができません。 

うるま市では、市民との様々な接点を生かして、相談機関等に関する情報を提供すると

ともに、市民が自殺対策について理解を深められるよう機会を作っていきます。 
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① 相談先情報を掲載したリーフレットの配布 

心の悩みに関する相談先を一覧に掲載したリーフレットを配布することで、市民に対す

る情報周知を図ります。 

② 広報等を通じた自殺予防についての啓発 

毎年 9月の自殺予防週間や 3月の自殺対策強化月間には、広報うるまや市のホームペー

ジへの情報掲載による啓発や相談先の情報周知を図ります。 

【基本施策４】生きることの促進要因への支援 

自殺に追い込まれる危険性が高まるのは、自己肯定感、信頼できる人間関係、危機回避

能力、地域のつながりなどの「生きることの促進要因（自殺に対する保護要因）」よりも、

過労、生活困窮、育児や介護疲れ、いじめや孤立などの「生きることの阻害要因（自殺リ

スク要因）」が上回ったときです。そのため、「生きることの阻害要因」を減らす取組のみ

ならず、「生きることの促進要因」を増やす取組を併せて行うことによって、自殺リスクを

低下させる必要があります。こうした点を踏まえて、うるま市では「生きることの促進要

因」を強化する様々な取組を推進します。 

① 交流の場、居場所・生きがいづくりの推進 

② 生きる事への直接的な支援の推進 

③ 生きやすい地域社会の実現の推進 

④ 相談支援の充実 

【基本施策５】児童生徒のＳＯＳの出し方に関する教育 

経済・生活問題、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

な問題は、人生の中でも誰もが直面し得る危機ですが、自殺を防ぐには、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着けておくことが重要です。こうした

ことから、うるま市では、保護者や地域の関係者等と連携しつつ、児童生徒に対する SOS

の出し方に関する教育を推進するなど、問題を抱える前の段階から対策を講じることで、

将来的な自殺リスクの低減を図ります。 

① 子どもがＳＯＳを出しやすい環境整備 

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。 

② 関係機関とのケース会議等を通じた児童・生徒の支援体制の強化 

不登校やいじめ等の問題行動及びハイリスク児童・生徒の早期発見と適切な対応を進め

るために、スクールカウンセラー等を配置して、支援体制の環境整備を促進します。また、

必要に応じて、児童相談所をはじめとする各種機関との連携を図ります。 
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③ 児童・生徒や若者に対する支援情報の提供 

青少年に対し、いじめやネット上のトラブル、薬物依存等、自殺のリスクにつながりか

ねない各種問題に対する注意喚起のパンフレット等の配布、市のホームページでの情報掲

載等を行います。 

【基本施策の評価指標】 

 指標 

現状 

令和３年度 

（2021年度） 

目標 

令和 8年度 

（2026年度） 

１ 自殺対策啓発普及回数 ― 普及回数の増加 

２ 自殺対策ゲートキーパー養成講座開催数 ― 年１回以上 

３ 市民向け講演会の開催数 ― 年１回以上 

３. 重点施策 

うるま市では、平成 27 年（2015 年）から令和元年（2019 年）までの 5 年間に、自殺

によって 135人がなくなっており、そのうち 49人（男性 41人、女性 8人）が 60歳以上

となっています。その多くが無職であり、原因、動機別の自殺者の状況の割合は、「経済・

生活問題」、「健康問題」が高くなっています。自殺総合対策推進センターの作成した本市

における「自殺実態プロファイル」においても、「高齢者」や「生活困窮者」に係る自殺対

策の取組が特に重点的に支援を展開する必要があるとして推奨されています。 

また、「無職者・失業者」の自殺が占める割合が高くなっていることからも、「無職者・

失業者」に対する支援も必要です。 

これらの点から本市では、「高齢者」、「生活困窮者」、「無職・失業者」、「子ども・若者」に

関わる自殺対策を今後の重点施策として定めた取組を進めていきます。 

【重点施策１】高齢者への支援の強化 

過去 5 年間に、自殺で亡くなった 135 人のうち、49 人（36.2％）が 60 歳以上であり、

高齢者の自殺は深刻な問題となっています。 

今後、高齢化が進むにつれて、家族や地域との関係が希薄化し、社会的に孤立する独居

高齢者や高齢世帯が増加することが考えられます。 

高齢者の社会的な孤立は、本人の生きがいの喪失につながるとともに、様々な問題を抱

えたときに誰にも相談ができず、自殺リスクが高まると考えられることから、これをいか

に防ぐかが課題となっています。 
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（施策の方向性） 

すでに孤立状態にある高齢者は、早期に必要な支援につなげることが重要です。また、

民生委員・児童委員や老人クラブ、社会福祉協議会等関係者との連携のもと、高齢者向け

の啓発活動の推進及び家族を含む支援関係者の自殺対策に関する知識の向上を図ります。 

また、高齢者の孤立を防ぐため、他者との関わりを持ち、生きがいを感じられる多様な

居場所を確保するなど、高齢者が生きがいを感じることができる地域づくりを推進します。 

【重点施策２】生活困窮者への支援の強化 

本市の平成 27 年～令和元年の 5 年間に自殺で亡くなった人を職業別にみると、学生・

生徒等、主婦を含む無職の自殺者が約 6 割（全自殺者 135 人のうち、無職者が 84 人）に

上ります。失業・無職によって生活困窮状態にある人は、経済的な困窮に加え、心身の健康や

家族との人間関係、引きこもり等の様々な問題を抱えた結果、自殺に追い込まれることが

少なくないと考えられます。そのため、生活困窮者自立支援制度に基づく支援と自殺対策

の施策が連携し、経済や生活面の支援のほか、心身の健康や人間関係等の視点も含めた包

括的な支援を行う必要があります。 

（施策の方向性） 

うるま市では、生活困窮者自立支援制度に基づき、生活困窮に関する専門相談員（生活

困窮者自立支援相談員）を設置し、相談者に寄り添った相談支援を実施しています。専門

相談員と自殺対策の関係機関が、実践的なレベルで連携を強化し、様々な悩みや問題を抱

える生活困窮者の支援を充実させていきます。 

【重点施策３】無職者・失業者への支援 

平成 27 年～令和元年の 5 年間の本市の職業別自殺者数の構成割合では、有職者が全体

の 36.3％であるのに比べて、無職者は全体の 63.7％であり多く占めています。その内訳で

は、その他の無職者が 26.7%、年金・雇用保険等生活者が 22.2％、失業者が 8.1％、学生・

生徒等が 3.0％、主婦が 2.2％、不詳 1.5％となっています。 

【表３】職業別自殺者構成割合 

有職者（36.3％） 無職者（63.7％） 

不詳 
自営業・家

族従事者 

被雇用者・勤

め人 

学生・ 

生徒等 
主婦 失業者 

年金・雇用保険

等生活者 

その他の無職

者 

11.9％ 24.4％ 3.0％ 2.2％ 8.1％ 22.2％ 26.7％ 1.5％ 
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（施策の方向性） 

有職者に比べて、無職者の自殺者数の割合が高いことから、無職者に対する自殺対策は

重要であり、また無職者・失業者の抱える問題は多肢にわたることを踏まえ適切な支援を

行うことが重要です。そのためには、相談体制の充実を図り、必要な相談先を周知し就労・

自立を促進する必要があります。経済部門及び生活困窮者自立相談支援事業との連携を図

りながら推進します。 

【重点施策４】若年者への支援 

近年、子ども・若者を取り巻く環境は時代の急速な変動とともにめまぐるしく変化し、

その結果生じてきた様々な困難や新たな課題に対応できない子どもや若者が増え、ニート

や引きこもりなど若者に関わる諸問題が深刻化しています。様々な問題を抱えたときに誰

にも相談できないことがないよう、様々な媒体や相談機関があることを周知し、つながる

ことができるようにしていく必要があります。 

（施策の方向性） 

子ども・若者の成長に関わりを持つ家庭、学校、地域、社会がそれぞれの特性を生かし

ながら、相互に連携協力して支援していくことが重要です。うるま市では、必要となる支

援の仕組みづくりとして、福祉部門、子育て部門、健康部門、経済部門、教育部門などそ

れぞれの関係機関の連携を進めます。 

【重点施策の評価指標】 

 指標 

基準値 

平成 27年 

（2015年） 

目標 

令和 8年 

（2026年） 

１ 人口 10万人当たりの自殺者数（自殺死亡率） 20.6 14.4 
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４. 生きる支援関連施策【事業・取組一覧】 

市が実施している事業の中で、下記の事業を「生きる支援」に関連する施策として、抽

出し、自殺対策を「生きることの包括的な支援」として推進します。 

事業・取組の分類を５つの「基本施策」の中に組み込んで整理しました。複数の施策に

またがる事業は（再掲）と表示しています。 

基本施策１：地域におけるネットワークの強化 

「誰も自殺に追い込まれることのない社会」を実現するためには、関係機関が連携、目

標を共有するため自殺対策を総合的に推進することが必要です。そのため、庁内の連携を

強化するとともに、地域とのネットワークの強化を図ります。 

【庁内におけるネットワークの強化】 

事業・取組 事業内容 担当部署 

自殺対策計画推進本部の

運営 

自殺対策に関する施策を総合的かつ効果的に

推進するため、自殺対策推進本部を設置し自

殺対策計画を推進します。 

健康支援課 

【地域の関係機関との連携強化】 

事業・取組 事業内容 担当部署 

第 2次健康うるま 21 

（健康増進・健やか親

子・食育）計画推進 

第 2次健康うるま 21推進会議の運営。 

ライフステージごとの健康課題を踏まえなが

ら、妊娠期を含めできるだけ早い段階からの

健康的な生活習慣の確立による生活習慣病の

発症予防と重症化予防の徹底、地域のつなが

りを含む健康を支えるための社会環境づくり

など、市民の健康づくりを支援します。 

健康支援課 

食生活改善推進事業 

食生活改善推進員の養成・育成を通じて、地

域住民の食生活の改善を図ることにより、生

活習慣病等の予防、健康寿命の延伸を目指し

ます。 

健康支援課 
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事業・取組 事業内容 担当部署 

うるま市民生委員・児童

委員協議会補助金交付 

地域の身近な相談役として、住民の介護や子

育ての悩み、心配事や困りごとなどを行政等

の支援機関へつなぐ等、必要な支援を行う民

生委員・児童委員の活動強化と円滑な活動に

資するための支援を行います。 

福祉総務課 

生活支援体制整備事業 

生活支援コーディネーターと協議体を設置し

て地域住民の「互助」による助け合い活動を

推進し、高齢者の生活を支える体制づくりを

進めます。 

介護長寿課 

障がい者自立支援協議会 
医療・保健・福祉・教育及び就労等に関係す

る機関とのネットワークを構築します。 
障がい福祉課 

子育て支援ネットワーク 

子育て支援施設や子育て団体、関係機関との

ネットワーク等を構築し、多様な情報発信と

さまざまな主体による子育て支援の仕組みを

整えます。 

こども健康課 

児童家庭課 

子どもを守る地域ネット

ワーク機能強化事業 

児童虐待の発生予防、早期発見・早期対応に

資することを目的として、要保護児童対策調

整機関の職員や地域ネットワークを構成する

関係機関等の専門性強化及び地域ネットワー

ク構成員の連携強化を図ります。 

児童家庭課 

基本施策２：自殺対策を支える人材の育成 

様々な悩みや生活上の困難を抱える人に対する早期の「気づき」が重要であり、「気づ

き」のための人材育成の方策を充実する必要があります。そのため、早期の「気づき」に

対応し、人に寄り添いながら課題解決や支援につなげることができるゲートキーパー研修

を実施します。 

【市民に対する人材育成】 

事業・取組 事業内容 担当部署 

自殺対策推進事業 

悩んでいる人に気づき、声をかけ、話を聴き、

必要な支援につなぎ、見守る役割を担う人材

を育成するゲートキーパー養成講座を実施し

ます。 

健康支援課 
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【様々な分野での人材育成】 

事業・取組 事業内容 担当部署 

うるま市職員の研修事業 

メンタルヘルス研修（課長職・係長職）、ハラ

スメント防止研修（職員）等の職員研修を行

うことにより、メンタルヘルス対策を推進し

得る。 

職員課 

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

症当事者やその家族に対応する認知症サポー

ター養成講座を実施します。 

介護長寿課 

就労支援事業 

（グッジョブ） 

うるま市の幼小中及び高等学校の児童生徒に

対してキャリア教育を行い、将来の職業観の

醸成に寄与する事を目的に就労支援事業を実

施します。 

商工労政課 

人材育成事業 

（テレワーク事業） 

ひとり親や親の介護を行っている方、副業を

したい方向けに自宅に居ながら仕事ができる

テレワーカーの育成を行います。 

商工労政課 

人材育成事業（地域雇

用人材育成事業） 

継続雇用を促進する為に企業から人材育成の

企画を提案してもらい、その職種に合った人

材育成を行う為の事業を実施します。 

商工労政課 

救急事案検証 

全救急事案での現場の傷病者観察や処置等に

ついて検証し、救急隊員へフィードバックを

行い、復習訓練を実施することで処置技術力

ならびに救命率の向上を目指します。 

消防本部 

警防課 
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基本施策３：市民への啓発と周知 

自殺に追い込まれるという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、社会全体の共通認識となるように、積極的に普及啓発を行う必要があり

ます。また、自殺を考えている人の存在に気づき、思いに寄り添うなど自殺対策における

市民一人ひとりの役割等について意識が共有されるよう、啓発事業を展開します。 

【相談先情報を掲載したリーフレットの配布】 

事業・取組 事業内容 担当部署 

相談先情報を掲載したリ

ーフレットの配布 

自殺対策に関連した相談窓口やこころの

健康づくりに関するリーフレットを配布し周

知します。 

健康支援課 

 

【広報等を通じた自殺予防についての啓発】 

事業・取組 事業内容 担当部署 

市広報活動（市ホームペ

ージ、ＳＮＳの運営、管

理） 

閲覧する人が求める情報を見やすく分かりや

すく掲載し、市内外へ、うるま市からの情報

を発信します。 

秘書広報課 

精神保健福祉講演会 

市民へ精神疾患や障がいの特性について普

及・啓発し、障がいに対する理解及び誤解や

偏見の解消による精神保健の向上を推進しま

す。 

障がい福祉課 

働く世代の健康づくり事

業 

市民健康講座、出前健康教室を実施、市民の

健康増進を推進します。 
健康支援課 

男女共同参画事業 

▶男女共同参画に関する講座やパネル展を開

催し、暴力等について意識啓発を図ります。 

▶男女共同参画情報誌「みもざ」やホームペー

ジで相談窓口の情報を掲載し、周知します。 

男女共同参画 

センター 
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事業・取組 事業内容 担当部署 

救急フェア（9月 9日） 

救急医療及び救急業務に対する住民の正しい

理解と認識を深め、救急医療関係者の意識の

高揚を図るため、「救急の日」及び「救急医療

週間」を設けます。また、救急医療システム

及び救急搬送システムの紹介と適正な利用方

法の普及啓発に努めます。 

消防本部 

警防課 

応急手当講習会 

バイスタンダー（居合わせた人）が行う救急

処置が患者の予後や生存率を左右するとして

重視されていることからも、救命率の向上を

目指し、市民や地域の事業所従業員の方々に

AED の使い方や心肺蘇生法を指導する講習

会を実施します。 

消防本部 

警防課 

社会教育学級・公民館講

座 

市民に身近な自治公民館・学校等において、

家庭教育講座、高齢者学級、自治公民館講座、

婦人女性学級の実施や自治公民館講座の実施

を図ります。 

生涯学習文化振興

センター 

基本施策４：生きることの促進要因への支援 

生きるための支援とは、失業・過労や生活苦、家族の不和等の「生きることの阻害要因」を

減らす取り組みに加え、個人においても、自己肯定感や信頼できる人間関係、危機回避能

力等の「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自殺リスクを

低下させることです。基本施策では生きる事の促進要因への支援という観点から、市の取

組を推進します。 

【交流の場、居場所・生きがいづくり】 

事業・取組 事業内容 担当部署 

介護予防把握事業 

介護予防実態把握調査を実施し、閉じこもり

など何らかの支援を要する人を把握し介護予

防の各事業や活動につなげます。 

介護長寿課 

老人クラブへの活動助成

事業 

高齢者がその経験と知識を生かし、希望と能

力に応じた創造的活動に参加することによっ

て、老後の生きがいを高め、その生活を健康で

豊かなものとすることを目的として、老人ク

ラブ連合会と各自治会で活動する単位老人ク

ラブへ補助金を交付します。 

介護長寿課 
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事業・取組 事業内容 担当部署 

家族介護支援事業 

在宅でおおむね６５歳以上の要援護高齢者を

介護している家族等に対し介護に関する知識

等を習得させ、又は心身等の元気回復を支援

することにより、家族等の精神的及び身体的

負担の軽減を図ります。 

介護長寿課 

認知症カフェ 

認知症の人やその家族、認知症に関心のある

方、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

で、気分転換や情報交換ができる場を提供し

ます。 

介護長寿課 

一般介護予防事業 

自治会集会所等の地域で集える場において、

生きいき健康クラブ等を開催し、運動・レク

等の介護予防に取り組みます。 

介護長寿課 

地域子育て支援センター 
乳幼児のいる保護者同士の交流・情報交換や

子育についての相談の場を設置します。 
保育幼稚園課 

沖縄子供の貧困対策 

うるま市の子どもたちを取り巻く環境は厳し

い状況にあり、様々な困りごとを抱えている

事が見込まれています。そういった子どもた

ちへの居場所づくりの運営を行い、食事の提

供（共同での調理など）や生活指導・学習支

援等を通して、自己肯定感や将来へのビジョ

ンを見据えることができるよう支援を行いま

す。 

児童家庭課 

各種団体育成助成費 

社会体育活動における県

外派遣に関する補助金 

競技力の向上を目指し、各種競技団体の育成

を行うとともに、協議関係団体との連携のも

とスポーツ活動の指導者やリーダーとなる人

材の育成を図ります。また、各種公共施設の

有効活用等により、地域のスポーツ関係団体

といつでも誰でも気軽に楽しむことができる

スポーツ・レクリエーション活動の環境づく

りに努めます。 

生涯学習スポーツ

振興課 
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事業・取組 事業内容 担当部署 

社会教育各種団体育成助

成費 

教育委員会の職務の一部を担っている団体に

ついて、団体育成補助金の交付を行い、行事

などの際のサポート実施を行います。 

生涯学習スポーツ

振興課 

スポーツ施設等における

各種スポーツ教室の開催 

生涯スポーツ社会の実現をめざし、より多く

の市民がスポーツに親しむことができるよ

う、市内スポーツ施設における各種スポーツ

教室や地域巡回スポーツ教室の充実を図りま

す。 

生涯学習スポーツ

振興課 

放課後子ども教室推進事

業 

小学校及び中学校において、放課後や週末等

に子ども達が安全に安心して活動する拠点

（居場所）を設け、地域の参画を得て、勉強

やスポーツ、文化、地域住民との交流活動等

を実施することで、子ども達が心豊かで健や

かに育まれる環境づくりを推進します。 

生涯学習スポーツ

振興課 

中央公民館講座の充実・

生涯学習情報「ゆらてく

通信」 

市民の学習ニーズに的確に対応していくこと

ができるよう、市民ニーズを踏まえた講座・

教室内容の拡充を図ります。 

生涯学習文化振興

センター 

学校図書館（図書館教

育）に関する事務 

学校図書館司書を配置し、学校図書館の利活

用促進を図ります。 
指導課 

【生きる事への直接的な支援】 

事業・取組 事業内容 担当部署 

生活困窮者自立支援 

事業 

自立相談支援、住居確保給付金、一時生活支

援、就労準備支援等を行います。 
保護課 

生活保護事務 
生活保護に係る訪問及び相談、就労支援、

健康支援等を行います。 
保護課 

中国残留邦人等生活支援

事業 

特定中国残留邦人等とその配偶者の方で、世

帯の収入が一定の基準に満たない方に、通訳

派遣や日常生活上の困難に関する相談・助言

を行います。 

保護課 
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事業・取組 事業内容 担当部署 

緊急通報システム事業 

在宅でひとり暮らしの高齢者等の急病又は事

故等の緊急時に迅速かつ適切な対応ができる

緊急通報システムを整理し、日常生活上の安

全の確保と不安の解消を図ります。 

介護長寿課 

福祉電話設置事業 

低所得で電話のないひとり暮らし高齢者及び

高齢者のみの世帯に対し、安否の確認と孤独

感の解消を図るために、福祉電話を貸与しま

す。 

介護長寿課 

食の自立支援サービス事

業 

65歳以上の高齢者世帯で、食事の用意が困難

な要援護高齢者に対し、配食サービスを提供

することによって、食生活の改善と健康の保

持を図るとともに、自立した生活の維持や安

否の確認等を行います。 

介護長寿課 

第１号訪問・通所・生活

支援事業 

訪問型サービス（従前相当の介護予防訪問介

護及び多様なサービス等）・通所型サービス

（従前相当の介護予防通所介護及び多様なサ

ービス等）により生活支援を行います。 

介護長寿課 

沖縄子供の貧困対策事業 

うるま市の子どもたちを取り巻く環境は厳し

い状況にあり、様々な困りごとを抱えている

事が見込まれている。そういった子どもたち

への居場所づくりの運営を行い、食事の提供

（共同での調理など）や生活指導・学習支援

等を通して、自己肯定感や将来へのビジョン

を見据えることができるよう支援します。 

児童家庭課 

ひとり親家庭生活支援事

業 

ひとり親家庭の子どもの心身の健全な発達を

保障するため、民間アパート等を活用し児童

福祉法に基づく「母子保護の実施」に準じた

支援を行います 

【付帯事業】 

ア 学習支援事業 

イ 親子交流事業 

ウ 子育てサポート事業 

エ 生活物品貸与事業 

オ 技術力向上支援事業 

児童家庭課 
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事業・取組 事業内容 担当部署 

児童扶養手当事業 

父母の離婚等により、父又は母と生計を同じ

くしていない児童(18 歳に達する日以降の最

初の 3月 31日までの間にある者又は 20歳未

満で、政令で定める程度の障害の状態にある

者)を看護する母、生計を同じくする父又は扶

養者に手当を支給します。 

児童家庭課 

児童手当事業 

家庭等における生活の安定に寄与するととも

に、児童の健やかな成長に資することを目的

に、児童（15歳に達する日以後の最初の 3月

31日までの間にある者）を養育している者に

児童手当を支給します。 

児童家庭課 

母子家庭等自立支援事業 

▶自立支援教育訓練給付金 

ひとり親家庭の父母が自主的に行う職業能力

の開発を推進するため、教育訓練給付金の対

象講座を受講したものに対して、訓練終了後

に給付金を支給します。 

▶高等職業訓練促進給付金 

ひとり親家庭の父母の就職の際に有利であ

り、かつ生活の安定に資する資格の取得を促

進するため、看護師等の資格に係る養成訓練

の受講期間の一定期間について給付金を支給

することで生活を援助し、資格取得を支援し

ます。 

児童家庭課 

母子・父子自立支援プロ

グラム策定事業 

児童扶養手当の支給を受けている者の自立を

促進するため、母子・父子自立支援プログラ

ム策定事業を実施し、受給者のニーズ等に対

応した自立支援プログラムを策定し、きめ細

やかで継続的な自立・就業支援、住宅支援資

金貸付（県事業）へプログラムを提供し申請

を支援します。 

児童家庭課 

母子及び父子家庭等医療

費助成事業 

母子家庭及び父子家庭等(以下「母子家庭等」と

いう。)に対し、医療費の一部を助成すること

により、母子家庭等の生活の安定と自立を支

援し、母子家庭等の福祉の増進を図ります。 

児童家庭課 
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事業・取組 事業内容 担当部署 

こども医療費助成事業 

こどもの医療費の一部を助成することによ

り、疾病の早期発見と早期治療を促進し、保

健の向上と健全な発育を推進します。 

児童家庭課 

ひとり親家庭生活支援モ

デル事業 

ひとり親家庭の子どもの心身の健全な発達を

保障するため、親と子に安定した家庭環境を

与えることが必要であることから様々な課題

を抱えて困窮しているひとり親家庭等に対し

て、民間アパート等を活用し児童福祉法の規

定に基づく「母子保護の実施」に準じた支援

を行い、地域の中で自立した生活を営むこと

が出来るよう支援を行います。 

【付帯事業】 

ア 学習支援事業 

イ 親子交流事業 

児童家庭課 

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・学校用品等を援助します。 

特別支援学級在籍者に対し、就学奨励費の援

助を行います。 

学務課 

【生きやすい地域社会の実現】 

事業・取組 事業内容 担当部署 

うるま市発達を支援する

関係課等連絡会 

こどもの心身の発達支援に関する情報交換を

行い、関係課等が持つ役割を有機的に組み合

わせ共通課題について検討し、協力関係を築

き問題解決に取り組みます。 

障がい福祉課・委

託相談支援事業

所 ・ こ ど も

健康課・保育幼稚

園課・児童家庭

課・こども未来

課・こどもステー

ション整備室・指

導課・教育支援セ

ンター・商工労政

課 
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事業・取組 事業内容 担当部署 

地域防災計画の策定と避

難行動マニュアルの作成 

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態勢を構築し、

効率的かつ効果的に防災対策及び避難対策事

業等を実施するとともにあらゆる災害に対す

る諸対策として地域防災計画と避難行動マニ

ュアル等の作成に取り組み、総合的かつ計画

的に防災対策を推進します。 

危機管理課 

市民税賦課・減免申請業

務 

市税（市民税・法人税・軽自動車税・たばこ

税）の賦課・減免申請の受付を行います。 
市民税課 

生活習慣病予防健診、特

定健診、長寿健診 

がん検診 

生活習慣病の発症予防を目的に生活習慣病予

防健診、特定健診、長寿健診、対象年齢の市

民に対し、がん検診（胃・肺・大腸・子宮・

乳）を実施します。 

健康支援課 

妊産婦健康診査 
親子健康手帳交付時に妊婦健康診査を始めと

する子育て支援を行います。 
こども健康課 

放課後児童健全育成事業

（放課後児童クラブ） 

就業等により昼間、保護者のいない家庭の小

学校児童を放課後及び学校の長期休業中に学

童保育所において保育を行います。 

こども未来課 

ファミリーサポート事業 

地域における子育て支援の環境づくりの促進

を図るため、育児に関する援助を受けたい人

と援助を行いたい人を組織化し、会員同士が

相互援助活動を行うことにより、子育てと就

労の両方の支援を行います。 

保育幼稚園課 

保育の実施 
公立保育園等による保育・育児相談を実施し

ます。 
保育幼稚園課 

うるま市高齢者福祉計

画・介護保険事業計画 

うるま市高齢者福祉計画・介護保険事業計画

の進行管理を行い、計画に定める施策等を推

進します。 

介護長寿課 
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事業・取組 事業内容 担当部署 

介護保険料に関する窓口

業務 

介護保険料や介護保険申請等全般の事務手続

きを行います。 
介護長寿課 

介護給付に関する窓口業

務 

高額介護サービス、住宅改修、福祉用具購入

等、介護給付に係る事務手続きを行います。 
介護長寿課 

就労支援事業 

（街角コンタクトセンタ

ー運営） 

市内に就労支援センター（街角コンタクトセ

ンター）を設置し若年者、子育て世代から高齢

者世代に対してきめ細やかな就労相談等や職

業斡旋を行い失業率改善に努めます。 

商工労政課 

若者就業支援プログラム 

貧困の連鎖を断ち切る為に、うるま市内の若

者（15歳～30歳）に対して、資格を取得させ

就職の斡旋まで可能な養成機関と連携して事

業を実施し、その資格取得の費用を助成する

事業を実施します。 

商工労政課 

公営住宅事務 公営住宅の管理事務・公募を行います。 維持管理課 

教職員ストレスチェック 

労働安全衛生法に基づき、学校職員等のスト

レスチェックを実施しメンタル不調の未然防

止を図ります。 

指導課 

キャリア教育 

中学校で行われている職場実習体験を支援す

ることで、望ましい勤労観、職業観を育てま

す。 

指導課 

若者居場所運営支援事業 

困窮世帯の若者（概ね 12歳～18歳）であっ

て、かつ不登校やひきこもり、非行などの専

門的な支援を要する若者などに対して食事や

生活支援、キャリア形成支援等の専門的な支

援を行う若者の居場所の設置及び家庭支援員

を配置し、学校への登校や進学、就職など自

立に向けた総合的な支援を行います。 

教育支援センター 
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【相談支援】 

事業・取組 事業内容 担当部署 

納税相談 
納税等に関する相談窓口を設置し、納税相談

を実施します。 
納税課 

ふれあい総合相談支援事

業 

身近な地域での、健康づくりや福祉に関する

総合的な相談ができるように、各基幹福祉圏

域（社協本庁・石川・勝連・与那城支所）に

「ふれあい総合相談支援センター」を設置し

コミュニティソーシャルワーカー（CSW）に

よる相談を実施します。 

福祉総務課 

（委託事業） 

ふれあいコール事業 

在宅生活に不安を抱えるひとり暮らし高齢者

に、定期的に電話を掛けることにより、生活

状態や健康状態の確認、緊急事態発生時の迅

速な通報、連絡等の体制を整えます。                   

介護長寿課 

認知症初期集中支援推進

事業 

認知症の人やその家族の支援に早期に関わる

「認知症初期集中支援チーム」の活動を推進

し、早期診断・早期対応に向け、認知症に関

する相談等を集中的に行い自立生活のサポー

トを行う支援体制の構築を図ります。 

介護長寿課 

介護認定調査員による訪

問調査 

要支援・要介護認定申請のあった被保険者に

対し、看護師や介護支援専門員などの資格を

持ち研修を修了した認定調査員が、全国一律

の方法によって、心身の状況や介護に係る手

間についての調査を行います。 

介護長寿課 

高齢者への総合相談 

事業 

高齢者が住み慣れた地域で安心した生活が続

けられるよう、健康・介護・福祉等の相談を

受け、さまざまな面から総合的な支援を行い

ます。 

介護長寿課 

認知症地域支援・ケア向

上事業 

認知症の人や介護している家族の不安や悩

みについて、認知症に関する相談員（認知症

地域支援推進員）が対応するとともに、認知

症に関する情報提供や支援を行います。 

介護長寿課 

障がい者差別解消の対応 

障がいを理由とする差別の解消を推進するた

め相談窓口を設置し、市民や関係事業所等に

対し周知・啓発を行います。 

障がい福祉課 



32 

 

事業・取組 事業内容 担当部署 

障がい者虐待防止対策支

援事業 

障がい者虐待に関する通報・相談窓口を

設置します。 
障がい福祉課 

障がい者等基幹相談支援

センター事業 

障がい者等の福祉に関する様々な問題につい

て障がい者(児)及びその家族等からの相談に

応じ、必要な情報の提供及び助言その他の障

害福祉サービスの利用支援等、必要な支援を

行います。また、関係機関との連絡調整、そ

の他障がい者等の差別解消・権利擁護のため

に必要な相談支援の基幹となる相談支援セン

ターを運営します。 

障がい福祉課 

相談支援事業所による相

談業務 

行政より委託した相談支援事業所において相

談を行います。 障がい福祉課 

児童虐待防止対策事業 
児童虐待防止対策（(相談員の配置、養育支援

訪問事業)）を充実させます。 
児童家庭課 

子ども家庭総合支援拠点

設置運営 

子どもが心身ともに健やかに育成されるよ

う、子ども及び妊産婦の福祉に関し、必要な

実情の把握に努め、情報の提供を行い、家庭

その他からの相談に応じ、調査及び指導を行

うとともに、その他の必要な支援を行う。 

児童家庭課 

養育支援訪問事業 

養育支援が特に必要であると判断した児童及

びその養育者の家庭を訪問し、養育に関する

指導、助言等（以下「支援」という。）を行い、

当該家庭の適切な養育の実施が可能になるこ

とを目的とする事業を実施します。 

児童家庭課 

女性福祉相談等事業 

家庭や生活上の問題解決のための各種相談

（総合相談、女性に対する暴力相談、女性の

ための法律相談） を実施します。 

児童家庭課 
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事業・取組 事業内容 担当部署 

家庭児童相談室設置 

事業 

家庭児童相談室は、家庭における適正な児童

養育、その他家庭児童福祉の向上を図るため、

福祉事務所の家庭児童福祉に関する相談指導

業務の充実強化を図ります。 

児童家庭課 

乳児家庭全戸訪問事業 

乳児家庭全戸訪問事業（乳児家庭を訪問し

健康状況確認、相談・情報提供を実施）を実

施します。 

こども健康課 

乳幼児訪問指導 

訪問指導を担う保健師や助産師に対し研修を

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いて理解してもらうこと

で、母親との面談時に異変や困難に気づき、

問題があれば関係機関につなげます。 

こども健康課 

母子保健相談 

来所や自宅訪問、電話等による随時相談（産

後うつや育児ストレスに対する専門家による

必要な助言・指導）を行います。 

こども健康課 

のびのび相談 

こども発達相談（心理） 。子どもの発達に関

して専門職である臨床心理士が、母親の負担

や不安感への助言と子育て支援を行います。 

こども健康課 

妊娠届出時面談 

妊娠届時に保健師等の面談において、妊娠子

育てに関する相談や各種子育て支援事業を紹

介し、その後の妊娠、出産、子育て期の切れ

目ない支援を行います。 

こども健康課 

産後ケア事業 

お母さんが安心して子育てできるよう、出産

後に医療機関や助産院、自宅などでお母さん

と赤ちゃんのケアや授乳相談、育児サポート

などを受けるサービスを行います。 

こども健康課 
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事業・取組 事業内容 担当部署 

子育て世代包括支援セン

ター「だいすき」 

産前産後において、出産や子育てに不安を抱

えている妊産婦とその配偶者に対し面談や各

種サービスの案内を行います。 

こども健康課 

離乳食教室・栄養相談 

教室等を通じて子育て支援に関する情報発信

の機会とする。また就学前の子どもを持つ保

護者を対象に、 栄養に関する相談・悩み等の

相談を行います。 

こども健康課 

各種乳幼児健診における

保健指導 

乳児健診、1歳 6か月児健診、2歳児歯科検診、

3歳児健診からの成長・発達の状況の確認と保

健相談を同時に行います。 

こども健康課 

消費生活センター運営事

業 

消費生活相談、消費生活講座を実施します。 市民協働課 

市民相談（法律相談、人

権・行政相談） 

弁護士による法律相談、人権擁護委員による

相談、行政相談員による相談を行います。 
市民協働課 

特定保健指導 

特定健診の結果をもとに生活習慣病発症予

防・重症化予防のための保健指導を実施しま

す。 

健康支援課 

高齢者の保健事業と介護

予防の一体的実施 

国保の保健事業と後期高齢者の保健事業及び

地域支援事業を断絶することなく、一体的に

実施することで重症化予防・介護予防を効果

的に推進します。 

健康支援課 

重複多受診者訪問指導 
重複多受診者を訪問し、被保険者の健康相談、

適正受診の指導を行います。 

国民健康保険課 

健康支援課 

国民健康保険税の賦課、

収納、減免 

国民健康保険税納税等に関する相談窓口を

設置し、納税相談を実施します。 
国民健康保険課 
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事業・取組 事業内容 担当部署 

後期高齢者保険料の収納 
後期高齢者保険料に関する相談窓口を

設置し、納税相談を実施します。 国民健康保険課 

市民課窓口業務 

住民異動届、戸籍届、各種証明交付申請、年

金に関する届出等の受付、相談対応等を行い

ます。 

市民課 

創業支援 

商工会や金融機関と連携し、創業希望者向け

への創業セミナー開催や創業相談、事業計画

作成等の支援に取り組みます。 

商工労政課 

水道料金収納業務 水道料金滞納者に対し滞納相談を行います。 水道部営業課 

教育相談 
教育上の問題や悩みをもつ幼児・児童生徒及

び教師の相談に応じ支援します。 教育支援センター 

基本施策５：児童生徒のＳＯＳの出し方に関する教育 

将来の社会を担う、かけがえのない子どもの命を守るためには、様々な問題を抱える子

どもへの支援に加え、学校の場においても児童・生徒が命の大切さを実感できる教育や、

命や暮らしの危機に直面したときに、誰にどう助けを求めればいいのかを学ぶ教育を推進

する必要があります。 

【子どもがSOSを出しやすい環境整備】 

事業・取組 事業内容 担当部署 

（再掲） 

沖縄子供の貧困対策 

うるま市の子どもたちを取り巻く環境は厳し
い状況にあり、様々な困りごとを抱えている
事が見込まれています。そういった子どもた
ちへの居場所づくりの運営を行い、食事の提
供（共同での調理など）や生活指導・学習支
援等を通して、自己肯定感や将来へのビジョ
ンを見据えることができるよう支援を行いま
す。 

児童家庭課 

ひとり親家庭生活支援事

業 

ひとり親家庭の子どもの心身の健全な発達を

保障するため、民間アパート等を活用し児童

福祉法に基づく「母子保護の実施」に準じた

支援を行います。 

児童家庭課 
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事業・取組 事業内容 担当部署 

人権教育・道徳教育の推

進 

人権教育や道徳教育の要となる道徳科の授業

を中心に、他者の気持ちや考えを自分事とし

て捉え行動しようとする心を育むことを目的

とし事業を推進します。 

指導課 

中学校教育指導推進事業 

▶児童生徒及びその家庭が抱える様々な問題

に対して、社会福祉の視点から問題解決を図

ります。 

▶児童生徒や保護者が、自らによる問題解決が

困難な状況の場合、スクールソーシャルワー

カー（SSWr）が関わることによって、行政機

関や家庭支援員、民生委員等と連携し自立の

糸口を見つけます。 

指導課 

学校における緊急支援 

事故等突発的に発生した事案に対して、緊急

的な対応として早期に介入を行い、児童生徒、

教職員の不安を軽減に努めます。 
教育支援センター 

【関係機関とのケース会議等を通じた児童・生徒の支援体制の強化】 

事業・取組 事業内容 担当部署 

（再掲） 

児童虐待防止対策事業 

児童虐待防止対策 (相談員の配置、養育支援訪

問事業) を充実させます。 児童家庭課 

（再掲） 

子どもを守る地域ネット

ワーク機能強化事業 

児童虐待の発生予防、早期発見・早期対応に

資することを目的として、要保護児童対策調

整機関の職員や地域ネットワークを構成する

関係機関等の専門性強化及び地域ネットワー

ク構成員の連携強化を図ります。 

児童家庭課 

（再掲） 

うるま市発達を支援する

関係課等連絡会 

こどもの心身の発達支援に関する情報交換を

行い、関係課等が持つ役割を有機的に組み合

わせ共通課題について検討し、協力関係を築

き問題解決に取り組みます。 

障がい福祉課・委託

相談支援事業所 

こども健康課 

保育幼稚園課 

児童家庭課 

こども未来課 

こどもステーショ

ン整備室 

指導課 

教育支援センター 

商工労政課 
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【児童・生徒や若者に対する支援情報の提供】 

事業・取組 事業内容 担当部署 

思春期教室 

児童生徒等に、産婦人科などの専門医、助産

師等を講師として学校に派遣し、性に関する

指導を行います。 
こども健康課 

ココロカラダ健康づくり

事業 

市内小中学校へ思春期保健相談士を派遣し、

心と身体の変化や性について考える教室を開

催します。 

教育支援センター 
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第５章 自殺対策計画の推進体制 

１. 計画の推進体制 

自殺予防対策においては、そのリスクとなる課題を早期に発見し、ひとつひとつ解決し

ていくことが重要であり、そのためには、庁内関係各課との横断的な連携のほか、関係機

関、団体との連絡・調整も必要となります。 

計画の総合的・効果的な推進に向けて、庁内関係各課及び関係機関、団体との連携を図

り、基本施策等の取組内容に応じて、広く市民や関係者などの協力を得ながら、主体とな

る関係課が連携してその対応にあたり推進していきます。 

２. 計画の進捗管理 

本計画に基づく自殺対策の取り組みを着実に推進するために、うるま市自殺対策推進本

部会議において、進捗状況の報告、確認、課題等の情報を共有していきます。 

また、うるま市健康づくり推進協議会においては、庁内会議等で出された取り組み状況

や課題等を報告し、意見交換を行い継続的な改善を図るためＰＤＣＡサイクルによる計画

の進捗管理を行います。 

【図１２】ＰＤＣＡサイクルのイメージ 

 

Plan 

（計画） 

Ｄｏ 

（実施） 

Ｃｈｅｃｋ 

（評価） 

Ａｃｔｉｏｎ 

（改善） 
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資料編 

１. 自殺対策計画策定経過 

開催日 内容等 

（令和 3年） 

8月 3日 

（庁議） 

①うるま市自殺対策計画策定基本方針等の説明（計画構成案など） 

②今後のスケジュール 

（令和 3年） 

8月 12日 

（第 1回自殺対策計画推進本部会議） 

①うるま市自殺対策計画策定基本方針等の説明（計画構成案など） 

②全庁的な取組として自殺対策計画策定の承認 

③各課における関連事業の把握の承認 

④今後のスケジュール（案）の承認 

（令和 3年） 

8月 26日 

（第 1回自殺対策計画推進本部検討委員会） 

①うるま市自殺対策計画策定基本方針等の説明（計画構成案など） 

②全庁的な取組として自殺対策計画策定の承認 

③各課における関連事業の把握の承認 

④今後のスケジュール（案）の承認 

（令和 3年） 

8月 30日 

～ 

10月 12日 

（事業棚卸の実施） 

①関連部署を対象に現在実施している事業に自殺対策の視点を取り入整

理 

②各課における関連事業の把握の承認 

（令和 3年） 

10月 19日 

（第 1回自殺対策計画推進本部作業部会） 

①うるま市自殺対策計画策定基本方針等の説明（計画構成案など） 

②自殺対策計画策定（案）の承認 

③各課事業及び取組内容等の確認 

④質疑応答 

（令和 3年） 

10月 19日 

～ 

11月 5日 

各課事業及び取組内容の確認 

（令和 3年） 

11月 8日 

（第 2回自殺対策計画推進本部検討委員会） 

①自殺対策計画策定（案）の承認 

②各課事業及び取組内容等の確認 

③質疑応答 

（令和 3年） 

11月 17日 

（うるま市健康づくり推進協議会） 

①うるま市自殺対策計画（案）の承認 

②質疑応答 

（令和 3年） 

11月 
パブリックコメント実施 

（令和 4年） 

2月 
第 2回自殺対策計画推進本部会議 

（令和 4年） 

3月 
市長決裁 
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２. 自殺対策基本法（平成一八年法律第八十五号） 

目次 

第一章 総則（第一条―第十一条） 

第二章 自殺総合対策大綱及び都道府県自殺対策計画等（第十二条―第十四条） 

第三章 基本的施策（第十五条―第二十二条） 

第四章 自殺総合対策会議等（第二十三条―第二十五条） 

附則 

 

第一章 総則 

(目的) 

第一条 この法律は、近年、我が国において自殺による死亡者数が高い水準で推移している

状況あり、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、これに対処して

行くことが重要な課題となっていることに鑑み、自殺対策に関し、基本理念を定め、及

び、国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、自殺対策の基本となる事項を

定めること等により、自殺対策を総合的に推進して、自殺の防止を図り、あわせて自殺

者の親族等の支援の充実を図り、もって国民が健康で生きがいを持って暮らすことので

きる社会の実現に寄与することを目的とする。 

 

(基本理念) 

第二条 自殺対策は、生きることの包括的な支援として、すべての人がかけがえのない個人

として尊重されるとともに、生きる力を基礎として生きがいや希望を持って暮らすこと

ができるよう、その妨げとなる諸要因の解消に資するための支援とそれを支えかつ促進

するための環境の整備充実が幅広くかつ適切に図られることを旨として、実施されなけ

ればならない。 

2  自殺対策は、自殺が個人的な問題としてのみ捉えられるべきものではなく、その背景

に様々な社会的な要因があることを踏まえ、社会的な取組として実施されなければなら

ない。 

3  自殺対策は、自殺が多様かつ複合的な原因及び背景を有するものであることを踏まえ、

単に精神保健的観点からのみならず、自殺の実態に即して実施されるようにしなければ

ならない。 

4  自殺対策は、自殺の事前予防、自殺発生の危機への対応及び自殺が発生した後又は自

殺が未遂に終わった後の事後対応の各段階に応じた効果的な施策として実施されなけれ

ばならない。 

5  自殺対策は、保健、医療、福祉、教育、労働その他の関連施策との有機的な連携が図

られ、総合的に実施されなければならない。 
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(国及び地方公共団体の責務) 

第三条 国は、前条の基本理念(次項において「基本理念」という。)にのっとり、自殺対策

を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 

2  地方公共団体は、基本理念にのっとり自殺対策について、国と協力しつつ、当該地域

の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。 

3 国は、地方公共団体に対し、前項の責務が十分に果たされるように必要な助言その他

の援助を行うものとする。 

 

(事業主の責務) 

第四条 事業主は、国及び地方公共団体が実施する自殺対策に協力するとともに、その雇用

する労働者の心の健康の保持を図るために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

 

(国民の責務) 

第五条 国民は、生きることの包括的な支援としての自殺対策の重要性に関する理解と関心

を深めるよう努めるものとする。 

 

(国民の理解の増進) 

第六条 国及び地方公共団体は、教育活動、広報活動等を通じて、自殺対策に関する国民の

理解を深めるよう必要な措置を講ずるものとする。 

 

(自殺予防週間及び自殺対策強化月間) 

第七条 国民の間に広く自殺対策の重要性に関する理解と関心を深めるとともに、自殺対策

の総合的な推進に資するため、自殺予防週間及び自殺対策強化月間を設ける。 

2  自殺予防週間は九月十日から九月十六日までとし、自殺対策強化月間は三月とする。 

3  国及び地方公共団体は、自殺予防週間においては、啓発活動を広く展開するものとし、

それにふさわしい事業を実施するよう努めるものとする。 

4  国及び地方公共団体は、自殺対策強化月間においては、自殺対策を集中的に展開する

ものとし、関係機関及び関係団体と相互に連携協力を図りながら、相談事業その他それ

にふさわしい事業を実施するよう努めるものとする。 

 

(関係者の連携協力) 

第八条 国、地方公共団体、医療機関、事業主、学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十

六号)第一条に規定する学校をいい、幼稚園及び特別支援学校の幼稚部を除く。第十七条

第一項及び第三項において同じ。)、自殺対策に係る活動を行う民間の団体その他の関係

者は、自殺対策の総合的かつ効果的な推進のため、相互に連携を図りながら協力するも

のとする。 
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(名誉及び生活の平穏への配慮) 

第九条 自殺対策の実施に当たっては、自殺者及び自殺未遂者並びにそれらの者の親族等の

名誉及び生活の平穏に十分配慮し、いやしくもこれらを不当に侵害することのないよう

にしなければならない。 

 

(法制上の措置等) 

第十条 政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上又は財政上の措置その他の

措置を講じなければならない。 

 

(年次報告) 

第十一条 政府は、毎年、国会に、わが国における自殺の概況及び講じた自殺対策に関する

報告をしなければならない。 

 

第二章 自殺総合対策大綱及び都道府県自殺対策計画等 

(自殺総合対策大綱) 

第十二条 政府は、政府が推進すべき自殺対策の指針として、基本的かつ総合的な自殺対策

の大綱(次条及び第二十三条第二項第一号において「自殺総合対策大綱」という。」を定

めなければならない。 

 

(都道府県自殺対策計画等) 

第十三条 都道府県は、自殺総合対策大綱及び地域の実情を勘案して、当該都道府県の区域

内における自殺対策についての計画(次項及び次条において「都道府県自殺対策計画」と

いう。)を定めるものとする。 

2 市町村は、自殺総合対策大綱及び都道府県自殺対策計画並びに地域の実情を勘案して、

当該市町村の区域内における自殺対策についての計画(次条において「市町村自殺対策計

画」という。)を定めるものとする。 

 

(都道府県及び市町村に対する交付金の交付) 

第十四条 国は、都道府県自殺対策計画又は市町村自殺対策計画に基づいて当該地域の状況

に応じた自殺対策のために必要な事業、その総合的かつ効果的な取組等を実施する都道

府県又は市町村に対し、当該事業等の実施に要する経費に充てるため、推進される自殺

対策の内容その他の事項を勘案して、厚生労働省令で定めるところにより、予算の範囲

内で、交付金を交付することができる。 

 

第三章 基本的施策 

(調査研究等の推進及び体制の整備) 

第十五条 国及び地方公共団体は、自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するため、自殺

の実態、自殺の防止、自殺やの親族等の支援の在り方、地域の状況に応じた自殺対策の
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在り方、自殺対策の実施の状況等又は心の健康の保持増進についての調査研究及び検証

並びにその成果の活用を推進するとともに、自殺対策について、先進的な取組に関する

情報その他の情報の収集、整理及び提供を行うものとする。 

2 国及び地方公共団体は、前項の施策の効果的かつ円滑な実施に資するための体制の整備

を行うものとする。 

 

(人材の確保等) 

第十六条 国及び地方公共団体は、大学、専修学校、関係団体等との連携協力を図りながら、

自殺対策に係る人材の確保、養成及び資質の向上に必要な施策を講ずるものとする。 

 

(心の健康の保持に係る教育及び啓発の推進等) 

第十七条 国及び地方公共団体は、職域、学校、地域等における国民の心の健康の保持に係

る教育及び啓発の推進並びに相談体制の整備、事業主、学校の教職員等に対する国民の

心の健康の保持に関する研修の機会の確保等必要な施策を講ずるものとする。 

2 国及び地方公共団体は、前項の施策で大学及び高等専門学校に係るものを講ずるに当た

っては、大学及び高等専門学校における教育の特性に配慮しなければならない。 

3 学校は、当該学校に在籍する児童、生徒等の保護者、地域住民その他の関係者との連携

を図りつつ、当該学校に在籍する児童、生徒等に対し、各人がかけがいのない個人とし

て共に尊重し合いながら生きていくことについての意識の涵養等に資する教育又は啓発、

困難な事態、強い心理的負担を受けた場合等における対処の仕方を身につける等のため

の教育又は啓発その他当該学校に在籍する児童、生徒等の心の健康の保持に係る教育又

は啓発を行うよう努めるものとする。 

 

(医療提供体制の整備) 

第十八条 国及び地方公共団体は、心の健康の保持に支障を生じていることにより自殺のお

それがある者に対し必要な医療が早期かつ適切に提供されるよう、精神疾患を有するも

のが精神保健に関して学識経験を有する医師(以下この条において「精神科医」という。

)の診療を受けやすい環境の整備、良質かつ適切な精神医療が提供される体制の整備、身

体の傷害又は疾病についての診療の初期の段階における当該診療を行う医師と精神科医

との適切な連携の確保、精神科医とその地域において自殺対策に係る活動を行うその他

の心理、保健福祉等に関する専門家、民間の団体等の関係者との円滑な連携の確保等必

要な施策を講ずるものとする。 

 

(自殺発生回避のための体制の整備等) 

第十九条 国及び地方公共団体は、自殺をする危険性が高い者を早期に発見し、相談その他

の自殺の発生を回避するための適切な対処を行う整備及び充実に必要な施策を講ずるも

のとする。 
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(自殺未遂者等の支援) 

第二十条 国及び地方公共団体は、自殺未遂者が再び自殺を図ることのないよう、自殺未遂

者等への適切な支援を行うために必要な施策を講ずるものとする。 

(自殺者の親族等の支援) 

第二十一条 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、当該親族等への適切な支援を行うために必

要な施策を講ずるものとする。 

 

(民間団体の活動の支援) 

第二十二条 国及び地方公共団体は、民間の団体が行う自殺の防止、自殺者の親族等の支援

等に関する活動を支援するため、助言、財政上の措置その他の必要な施策を講ずるもの

とする。 

 

第四章 自殺総合対策会議等 

(設置及び所掌事務) 

第二十三条 厚生労働省に、特別の機関として、自殺総合対策会議(以下「会議」という。)

を置く。 

2  会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 

一  自殺総合対策大綱の案を作成すること。 

二  自殺対策について必要な関係行政機関相互の調整をすること。 

三  前二号に掲げるもののほか、自殺対策に関する重要事項について審議し、及び自殺対

策の実施を推進すること。 

 

(会議の組織等) 

第二十四条 会議は、会長及び委員をもって組織する。 

2  会長は、厚生労働大臣をもって充てる。 

3  委員は厚生労働大臣以外の国務大臣のうちから、厚生労働大臣の申し出により、内閣

総理大臣が指定する者をもって充てる。 

4  会議に幹事を置く。 

5  幹事は、関係行政機関の職員のうちから、厚生労働大臣が任命する。 

6  幹事は、会議の所掌事務について、会長及び委員を助ける。 

7  前各項に定めるもののほか、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。 

 

(必要な組織の整備) 

第二十五条 前二条に定めるもののほか、政府は、自殺対策を推進するにつき、必要な組織

の整備を図るものとする。 
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３. うるま市自殺対策計画推進本部設置規程 

 

令和３年１０月１５日 うるま市訓令第５６号  

（設置） 

第１条 本市における自殺対策に関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、うるま

市自殺対策推進本部（以下「推進本部」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 推進本部は、次に掲げる事務を所掌する。 

（１） 自殺対策計画の策定及び変更に関すること。 

（２） 自殺対策の評価及び進捗管理に関すること。 

（３） 自殺対策に係る庁内関係部署の連絡調整に関すること。 

（４） その他市長が特に必要と認める事項に関すること。 

（推進本部の組織） 

第３条 推進本部の委員は、別表第１に掲げる職にある者をもって組織する。 

２ 委員の任命は、別に辞令を用いることなくその職に命ぜられたものとする。 

（推進本部の本部長及び副本部長） 

第４条 推進本部に本部長及び副本部長を置き、本部長に副市長、副本部長に市民部長及

び福祉部長をもって充てる。 

２ 本部長は、推進本部を代表し、会務を総理する。 

３ 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、

その職務を代理する。 

（推進本部の会議） 

第５条 推進本部の会議は、必要に応じ本部長が招集し、その議長となる。 

２ 本部長は、会議での審議事項の内容により必要な委員のみを招集するものとする。 

３ 委員が推進本部の会議に出席できない場合は、委員の指名する職の者を代理で出席さ

せることができる。 

４ 本部長は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、又は関係職員に対し

資料の作成及び提出並びに説明を求めるものとする。 

５ 本部長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴くことが

できる。 

６ 本部長は、会議で検討した事項について、必要に応じて市長に報告するものとする。 

（検討委員会） 

第６条 推進本部に提出する事項又は推進本部から求められた事項について協議し調整す

るため、推進本部にうるま市自殺対策検討委員会（以下「検討委員会」という。）を置く。 

２ 検討委員会は、委員長、副委員長及び委員で組織する。 
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３ 委員長は市民部長を、副委員長は市民部健康支援課長をもって充てる。 

４ 委員は、別表第２に掲げる職にある者をもって充てる。 

５ 委員が検討委員会の会議に出席できない場合は、委員の指名する職の者を代理で出席

させることができる。 

６ 委員長、副委員長及び委員の任命については、別に辞令を用いることなくそれぞれの職

に命ぜられたものとする。 

７ 委員長は、検討委員会を代表し、事務を総理する。 

８ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、又は委員長が欠けたとき

はその職務を代理する。 

９ 検討委員会は、会議における審議の参考に供するために必要があると認めるときは、

会議の事案に関係する者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。 

１０ 委員長は、検討委員会における会議の経過及び結果を推進本部に報告するものとす

る。 

（作業部会） 

第７条 検討委員会に、うるま市自殺対策計画作業部会（以下「作業部会」という。）を置く。 

２ 作業部会は、第２条各号に掲げる事務の具体的な内容を検討する。 

３ 作業部会には、部会長及び副部会長を置き、部会長は市民部健康支援課長を、副部会

長は市民部健康支援課健康推進係長をもって充てる。 

４ 部会員は、別表第３に掲げる職にある者をもって充てる。 

５ 部会員が会議に出席できない場合は、部会員の指名する職の者を代理で出席させるこ

とができる。 

６ 部会長は、作業部会を代表し、事務を総理する。 

７ 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは

その職務を代理する。 

８ 作業部会は、会議における審議の参考に供するため必要があると認めるときは、会議

の事案に関係する者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。 

９ 部会長は、作業部会における会議の経過及び結果を検討委員会に報告するものとする。

（庶務） 

第８条 推進本部、検討委員会及び作業部会の庶務は、市民部健康支援課において処理す

る。 

（補則） 

第９条 この訓令に定めるもののほか、うるま市自殺対策計画の策定等に関し必要な事項

は、本部長が推進本部に諮って定める。 

 

附 則 

この訓令は、令和３年１０月１５日から施行する。 
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別表第１（第３条関係） 

項 役職 備考 

１ 副市長 本部長 

２ 市民部長 副本部長 

３ 福祉部長 副本部長 

４ こども部長 委員 

５ 企画部長 委員 

６ 企画部参事 委員 

７ 総務部長  委員 

８ 経済部長 委員 

９ 都市建設部長 委員 

１０ 都市建設部参事 委員 

１１ 教育部長 委員 

１２ 指導部長 委員 

１３ 消防長 委員 

１４ 水道部長 委員 

別表第２（第６条関係） 

項 役職等 備考 

１ 市民部 部長 委員長 

２ 市民部  健康支援課長 副委員長 

３ 市民部  市民協働課長 委員 

４ 市民部  男女共同参画センター主幹 委員 

５ 総務部 職員課長 委員 

６ 福祉部 福祉総務課長 委員 

７ 福祉部  保護課長 委員 

８ 福祉部 介護長寿課長 委員 

９ 福祉部 障がい福祉課長 委員 

１０ こども部 児童家庭課長 委員 

１１ こども部 こども健康課長 委員 

１２ 経済部 商工労政課長 委員 

１３ 指導部 指導課長 委員 

１４ 指導部 教育支援センター所長 委員 

別表第３（第７条関係） 

項 役職等 備考 

１ 市民部 健康支援課 健康支援課長 部会長 

２ 市民部 健康支援課 健康推進係長 副部会長 

３ 市民部 健康支援課 保健指導係長 部会員 

４ 市民部 市民協働課 市民生活係長 部会員 
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５ 市民部 市民協働課 男女共同参画係長 部会員 

６ 総務部 職員課 人材育成係長 部会員 

７ 福祉部 福祉総務課 福祉総務係長 部会員 

８ 福祉部 保護課 保護第１係長 部会員 

９ 福祉部 介護長寿課 地域支援係長 部会員 

１０ 福祉部 障がい福祉課 障がい相談係長 部会員 

１１ こども部 児童家庭課 家庭相談第１係長 部会員 

１２ こども部 こども健康課 子育て世代包括支援係長 部会員 

１３ 経済部 商工労政課 雇用推進係長 部会員 

１４ 指導部 指導課 指導係長 部会員 

１５ 指導部 教育支援センター 青少年係長 部会員 

 

 

 


