
いのち支える安城計画＜安城市自殺対策計画＞（案）パブリックコメント意見募集結果 

１ 意見募集の概要 

（１）意見募集期間      平成３０年１２月４日（火）から平成３１年１月４日（金）まで 

（２）周知の方法        広報あんじょう（１２月１日号）及び市公式ウェブサイト 

（３）閲覧場所         保健センター、中央及び地区公民館、アンフォーレ（図書情報館）、市民交流センター、青少年の家、市体育館、社会福祉会館、市公

式ウェブサイト 

（４）意見を提出できる人  市内に在住・在勤・在学する人、市内に事務所・事業所を有する個人・法人・団体及び市内で活動する人 

（５）意見の提出方法    住所、氏名（法人その他の団体の場合は、所在地、名称、代表者の氏名）を明記の上、持参か郵送、ファクス、電子メールで保健セン

ターへ提出 

２ 意見募集の結果概要 

（１）意見提出人数      ２名 

（２）意見総数         １１件 

（３）提出方法         電子メール２件 

（４）結果の公表       広報あんじょう（２月１５日号）、市公式ウェブサイト、保健センター、中央及び地区公民館、アンフォーレ（図書情報館）、市民交流セン 

                  ター、青少年の家、市体育館、社会福祉会館                                                                                                                             

 

 

３ 提出された意見及び市の考え方について 

番号 
計画案の 

該当箇所 
ご意見の概要 市の考え方 計画への反映 

意見 

区分 

１ P19 
5 基本的な考え方 
5-4 計画の数値目標 

1 数値目標 

➀数値の算出の根拠は理解できますが、「６ 生きる

支援の関連施策」を実施することで、この数値を達成

できる根拠が曖昧ではないでしょうか。14.5 以下を

実現できる根拠はどこにあるのでしょうか。単なる希

望的な数値目標でしょうか。 

➁内閣府のデータによれば「失業率と自殺者の推

➀目指すべきは「誰も自殺に追い込まれることのない

社会」であり、国や県の目標値と同様に計画の目標値

を算出し、当面の目標として掲げています。 

また、基本施策における関連事業を実施し、目標値

の達成が図れるようにします。 

➁自殺の問題は社会情勢が大きく影響しますが、国

左記の市の考

え方に基づき、

計画の内容は

従前のままとし

ます。 

C 

【意見区分】 
A：ご意見を受けて加筆・修正したもの        （5 件） 
B：ご意見の考え方が原稿案に含まれていたもの （0 件） 
C：現行案とおりとしたもの               （5 件） 
D：案に関する質問など                 （1 件） 



移」には「正の相関」があり、極端な話、「６ 生きる支

援の関連施策」を実施しなくても、デフレ不況を完全

に脱却し、２％程度のインフレが実現できれば、14.5 

以下は自動的に実現できてしまうのではないでしょう

か。 

の策定手引きにもあるように、「生きる支援の関連施

策」など、行政が全庁横断的に取り組む体制により、

本市において増加傾向である自殺死亡率を減少させ

ることを目指していきます。 

２ P23 
6 生きる支援の関連
施策 
6-2 基本施策におけ
る関連事業 
2 生きる支援の担い
手の育成 

(1)支援者等を対象

とする研修会等の実

施 

「対象者：健康づくりサポーター、内容：地域におけ

る支援者を対象に安城市の現状や、ゲートキーパ

ーの役割についての研修を行う。担当課名：健康

推進課」 

➀この事業は、新規事業でしょうか、あるいは継続

事業でしょうか。継続事業の場合、従来の事業内

容と何が異なるのでしょうか。 

➁具体的にはどのような内容を実施し、この事業

がどのように自殺防止に寄与しますか。 

➂自殺死亡率にどれだけ寄与するのでしょうか。

寄与率はどれだけですか。 

➀新規事業です。 

➁「ゲートキーパー」に関する内容の研修を行いま

す。本事業を行うことで、ゲートキーパーの視点を持っ

て行動できる人を増やし、周囲の人の変化に気づき、

小さな悩みのうちに専門家や相談先につなげ、個人

のレベルでの悩みの連鎖を断ち自殺防止につなげる

狙いがあります。 

➂これらは他の取組と複合的に行うことで自殺防止に

つながるため、事業ごとの寄与率は想定していませ

ん。 

左記の市の考

え方に基づき、

計画の内容は

従前のままとし

ます。 

C 

３ P24 
6 生きる支援の関連
施策 
6-2 基本施策におけ
る関連事業 
3 市民への啓発と周
知 

(1)リーフレット・啓発

ポスター等による啓

発と周知 

「事業名：読書活動推進事業、内容：いのちに関す

る本や自殺予防に関連した本の紹介や展示を行

う。担当課名：アンフォーレ課」 

➀この事業は、新規事業でしょうか、あるいは継続

事業でしょうか。継続事業の場合、従来の事業内

容と何が異なるのでしょうか。 

➁具体的にはどのような内容を実施し、この事業

がどのように自殺防止に寄与しますか。 

➂自殺死亡率にどれだけ寄与するのでしょうか。

寄与率はどれだけですか。 

 

➀新規事業です。 

➁世代を問わず多くの方が利用するアンフォーレで展

示等を行うことにより、命の大切さや自殺対策が身近

な問題であることを周知する狙いがあります。 

➂これらは他の取組と複合的に行うことで自殺防止に

つながるため、事業ごとの寄与率は想定していませ

ん。 

左記の市の考

え方に基づき、

計画の内容は

従前のままとし

ます。 

C 



４ P30、P31 
6 生きる支援の関連
施策 
6-2 基本施策におけ
る関連事業 
5 生きることの促進
要因への支援 
(6)生きることの阻害
要因の減少・促進要
因の増加につながる
支援 

②悩みや困難に気

づき相談先につなげ

る支援 

③生きがいづくりにつ

ながる支援 

「事業名：交通安全教育推進事業（交通指導員、交

通安全リーダー）、防犯啓発支援事業（安城市防犯

ボランティアリーダー、地域安全パトロール隊）、担当

課名：市民安全課」 

「事業名：東日本大震災被災者支援、担当課名：危

機管理課」 

「事業名：雇用対策定着事業、消費生活事業、中小

企業ビジネス支援事業、担当課名：商工課」 

「事業名：読書活動推進事業、担当課名：アンフォー

レ課」 

「事業名：健康づくりサポーターへの支援、健康づくり

きっかけ教室、担当課名：健康推進課」 

「事業名：自転車利用促進事業、担当課名：都市計

画課」 

「事業名：公民館講座、担当課名：生涯学習課」 

➀この事業は、新規事業でしょうか、あるいは継続事

業でしょうか。継続事業の場合、従来の事業内容と

何が異なるのでしょうか。 

➁具体的にはどのような内容を実施し、この事業が

どのように自殺防止に寄与しますか。 

➂自殺死亡率にどれだけ寄与するのでしょうか。寄

与率はどれだけですか。 

➀従来からの事業です。 

➁これらの事業は取組内容そのものが、生きることの

阻害要因の減少または促進要因の増加につながる支

援として位置付けており、事業が継続して実施される

ことが重要であると考えています。 

➂これらは他の取組と複合的に行うことで自殺防止に

つながるため、事業ごとの寄与率は想定していませ

ん。 

左記の市の考

え方に基づき、

計画の内容は

従前のままとし

ます。 

C 

５ P34 

7 計画の推進 

7-2 計 画 の 進 捗 管

理・評価 

➀安城市のホームページを参照しても「安城市保健

センター協議会委員名簿」が掲載されていないと思

いますが、名簿を非公開としている理由は何でしょう

か。 

➁公募はみえるのでしょうか。いないとすれば、その

➀➂市公式ウェブサイトに掲載しています。 

ホーム＞市政情報＞市民参加と協働＞審議会等

への市民参加＞法律・条例により設置される審議会

等＞「保健センター運営協議会」をご参照ください。 

➁協議会委員のうち公募市民は２名です。 

計画に関連す

る質問等のた

め、計画の 内

容には反映し

ません。 

D 



理由は何でしょうか。 

➂審議、評価結果は、安城市のホームページで一般

公開されますか。されないとすれば、その理由はな

んでしょうか。 

６ P25 

6 生きる支援の関連

施策 

6-2 基本施策におけ

る関連事業 

4 児童生徒の SOS

の出し方に関する教

育 

SOS を出すためには、①弱い自分を出しても否定さ

れない ②助けてと言えば助けてもらえるという信頼 

③誰にどの問題を持ち込めばよいかを知っている 

の 3 点が必要だと考えます。各事業のどこに、「SOS

の出し方に関する教育」が含まれているのでしょう

か？  

ご指摘のとおりだと考えます。 

各事業の性質により直接的に児童生徒にこれらの

内容を教育するものとそうでないものがありますが、こ

れらの事業は複合的に実施することで目的を果たす

ことが可能であると考えます。 

また、これらの考え方を含んだ命の教育を各学校で

取り組んでいるため、この取組を追加記載します。 

当該関連事業

に「命の教育」

を追加します。 

A 

７ 〃 ＜学校の点検を＞ 

 今、学校の中で、①②が保障されているかという

と、とくに中学校ではそうなっていない、と感じます。

子どもたちは、競争を煽られ、強くなれと言われ、

SOS を出すことは恥ずかしいことだと思わされている

のではないでしょうか。先生方お一人お一人は、本

当によく子どものことを考えてくださって、個別支援を

熱心にしてくださいます。しかし、そのように助けても

らうことが恥ずかしいことだと子どもが感じていると、

より弱くなっている子どもが追い詰められる可能性が

あります。このことに関する、学校の振り返りを行うこ

とが必要だと思います。これができるのは、学校教育

課のみです。ぜひ大鉈を振るっていただきたいです。 

学級担任と児童生徒とのつながりを重視した学級

経営の充実を図り、学校内で最も身近な大人である

担任にＳＯＳを出せるように、担任が一人一人の児童

生徒に気を配り、信頼関係を築いていくようにします。 

学習面について、２０２０年度から施行される新学

習指導要領では、「主体的・対話的で深い学び」がキ

ーワードの一つとなっており、この中の「主体的」な学

びを行うためには、自ら行動し、最後まで粘り強くやり

遂げることが重要であると考えます。授業を通して、最

後まであきらめない強い心を育てていきます。また、

「対話的」な学びを行うためには、学級内で他者の考

えを受け入れる雰囲気作りが重要であると考えます。

現在移行期間ですが、市内各小中学校ではこの新学

習指導要領に対応するための活動を始めています。

授業の中で、わからないことをわからないと言えるこ

当該関連事業

に「命の教育」

を追加します。 

A 



と、そのような訴えに対して、他の児童生徒が手を差

し伸べることができる環境が構築されれば、①②の保

障につながると考えます。 

また、これらの考え方を含んだ命の教育を各学校で

取り組んでいるため、この取組を追加記載します。 

８ 〃 ＜先生方がカウンセリングを受ける制度が必要＞ 

 また、先生方ご自身が、SOS を出すことができてい

らっしゃるでしょうか？ブラックだと世の中で認識され

るようになった学校現場で、しんどいこと辛いことを

語り合える雰囲気があるでしょうか。また、必要に応

じて専門家の支援を受ける時間が取れているでしょ

うか。カウンセリングを受けることに対して、恥ずかし

いというお気持ちをもっていらっしゃらないでしょう

か？ 

 カウンセリングは、自己を知るという目的や、定期

的なメンテナンスとしても利用できます。すべての先

生がカウンセリングを受ける制度を、設けられるとよ

いと思います。それも、健康診断と同じように、任意

ではなく強制で実施されるべきだと思います。受けて

みることで、自分の話を受け止めてもらう心地よさを

感じることができ、誰にでもある心理的な負担や感情

の偏りを点検することができ、日々の業務効率を上

げることができます。 

 おそらく現行制度では、長時間労働があった人や、

意見にあるようなカウンセリングを教職員が受ける

ことはよいことだと考えます。現在８中学校には常時、

小学校も６校を拠点校として全２１校にスクールカウン

セラーが派遣されています。児童生徒、保護者はもち

ろん、教職員の利用も勧めています。実際は、児童生

徒と保護者の相談で予約がいっぱいになることもあ

り、なかなか教職員がスクールカウンセラーに相談す

る時間を確保することが難しい状況です。この状況を

解消するためにも、スクールカウンセラーの配置が増

えるように取り組んでいきます。 

全職員に対しては、１年に１回ストレスチェックを行

っています。また、その結果から必要に応じて産業医

への相談を勧めています。 

しかし、現行制度では、スティグマ（偏見）を生じや

すく、必ずしも気軽にカウンセリングを受けることがで

きない状況もあることから、ＯＪＴ（オン・ザ・ジョブ・トレ

ーニング＝実際の職場で実践を通して学ぶ訓練）の

考え方活用し、後輩が先輩に相談しやすい雰囲気を

作り、さらに、先輩に対しては管理職が適切な支援を

左記の市の考

え方について

は、 

P26、27 

5  生 き る こ と

の促進要因へ

の支援 

（1）こころの健

康を保持する

ための支援 

「 教 職 員 保 健

事業」、 

（ 2 ）相談支援

事業 

「スクールカウ

ン セ ラ ー 配 置

事業」に含まれ

る た め 、 計 画

の内容は従前

C 



ご本人がメンタルヘルスの不調を感じられたときに、

カウンセリングを受けられるようになっていることと思

います。しかしそれは、「弱っているかも」という条件

付きとなっているため、スティグマを生じやすく、気軽

に受けるものにはなっていません。先生方が、普段

からカウンセリングを気軽に利用し、辛い時困ったと

きにはすぐに相談する、という習慣をお持ちになれ

ば、それは児童生徒にも必ず波及しますし、先生の

口から「自分も専門家に助けてもらっているんだよ」

という言葉があれば、子どもたちは自分も助けてもら

っていいんだ、と理解しやすくなります。 

行います。 

管理職は、全職員の状況を把握することにつなが

り、必要があればカウンセラーにつなげることも可能

であると考えます。 

の ま ま と し ま

す。 

９ 〃 ＜どこに SOS を出せばよいかの授業を＞ 

 次に、③に述べたように、子ども自身が困ったとき

に、どこに SOS を出せばよいかを知ることが大切で

す。電話相談などのカードを配布することも有効です

が、例えば、すべての生徒が一度はスクールカウン

セラーや養護教諭と面談をすると、顔の見える関係

となり、相談しやすくなります。また、社会見学として

市役所の子育て健康部や保健所、保健センター、福

祉センター、児童相談所を訪問すれば、場所・機関

のイメージがつくようになり、SOS を出してよい場所

が世の中にはあるのだ、と子ども自身が理解できま

す。それは、子どもが成長して大人になった時にも、

必ず役に立つ経験です。社会資源マップを作成する

ような授業も、効果的だと思います。 

ただ電話相談ができる場所を知らせるのではなく、

ＳＯＳの出し方の授業の中に取り入れて、児童生徒の

意識に残る知らせ方を工夫することが重要であると考

えます。ご指摘のとおり、ＳＯＳの出し方、ＳＯＳを出せ

る場所を児童生徒の意識に残るように取組を工夫し

ます。 

 また実際の取組として、スクールカウンセラーが給

食時に学級で児童生徒と一緒に食事をする学校があ

り、スクールカウンセラーと児童生徒との距離を縮め

るための取組となっているため、これらの取組を他の

学校にも広められるよう努めます。 

各学校での命の教育、スクールカウンセラー配置

事業の中にこれらの考え方も含まれるため、追加記

載します。 

当該関連事業

に 「 命 の 教

育」、「スクール

カウンセラー配

置事業」を追加

します。 

 

A 



１０ 〃 ＜スクールソーシャルワーカーの配置＞ 

 国や県が、スクールソーシャルワーカーの配置に

補助金を出しています。スクールソーシャルワーカー

は、多職種連携による支援に重要な役割をもつ専門

職であり、自殺に結びつくような絡み合った困難を抱

えた子どもや家庭の支援に力を発揮できます。その

力量が最も必要となるのは、困難の背景をアセスメ

ントするときです。学校での様子、生活の様子、成育

歴、その子どものもつ強みや社会資源などを総合的

にアセスメントし、どこを強化していけば子どもが生き

やすくなるか、学びに目を向けられるようになるか、

を見ていきます。その次にソーシャルワーカーができ

るのが、必要な社会資源と結びつける、という作業で

す。場合によっては社会資源を創ることもします。ま

た、ソーシャルワーカーは福祉職であり、虐待ケース

の解決には最重要のはたらきができます。子どもが

市役所や児相に自分で駆け込むことはあまりありま

せんが、学校にソーシャルワーカーがいるとわかっ

ていれば、そこに駆け込むことができます。虐待は子

どもの自己肯定感を弱め、将来にわたって自殺の要

因になります。スクールソーシャルワーカーが配置さ

れて機能すれば、多くの子どもを救える可能性が高

くなると考えます。 

 スクールソーシャルワーカーの重要性については、

ご指摘のとおりです。現在安城市には、スクールソー

シャルワーカーはおりませんが、平成３０年度から不

登校児童生徒支援アドバイザー１名を学校へ派遣し、

必要があれば、不登校児童生徒の家庭訪問も行って

います。今後も、この活動を充実させていくことと、市

内他課との連携を深めることで、スクールソーシャル

ワーカーの活動に近づけるようにしていきます。 

左記の市の考

え方について

は、 

P25 

4 児童生徒の

SOS の出し方

に関する教育 

「 不 登 校 児 童

生 徒 支 援 事

業」に含まれま

す が 、 事 業 の

内容に必要に

応じて関係他

課と連携を図り

支援することを

追加します。 

A 



１１ 〃 ＜いじめ指導＞ 

 いじめが起こった時に、被害者のケアは当然とし

て、加害者側となった児童生徒のケアもしなくてはな

らないということは、明らかです。そのためにカウンセ

ラーやソーシャルワーカーの活用をしてはどうでしょ

うか。「指導」と「支援」をチームで一体的に行うことに

より、その子どもの困難に寄り添い、自分の人権も他

者の人権も同じように大切にしなくてはならないとい

うことを理解させやすくなります。その子どもが人権

侵害の状態に置かれていた場合は、そこを支援する

ことにより、次の加害に向かわせないようにすること

もできるかもしれません。 

 外部の人材を活用して、いじめ問題に取り組むこと

は重要と考えます。学校現場では、実際にスクールカ

ウンセラーの意見を聞いて、いじめ問題に取り組んで

います。また、担任だけが対応するのではなく、学校

の全職員でいじめ問題を共有して取り組んでおり、も

ちろん、そこでは、加害者についても話し合われ、心

のケアにも対応しています。今後も、「安城市いじめ問

題対策連絡協議会」で多くの人の意見を取り入れなが

ら、いじめ問題を解決できるように働きかけていきま

す。 

当該関連事業

に「スクールカ

ウ ン セ ラ ー 配

置事業」を追加

します。 

A 

 


