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1 計画策定の概要 

 

（1）計画策定の背景と趣旨 

 

全国の自殺者数は、平成 10 年に急増し、その後も 3 万人台で推移し続けていました。

このような状況から、社会全体で自殺対策を総合的に推進するため、国は平成 18 年に

「自殺対策基本法」、平成 19 年には政府が推進すべき自殺対策の指針として定める「自

殺総合対策大綱」を制定しました。 

国を挙げた自殺対策が総合的に推進されてきたこともあり、平成 22 年以降自殺者数

は減少に転じましたが、それでもなお自殺者数は毎年 2 万人を超える水準で推移してい

ます。「自殺対策基本法」の施行から 10 年が経過した平成 28 年には自殺対策をさらに

総合的かつ効果的に推進するため「自殺対策基本法」が改正されました。「自殺対策基

本法」の改正により、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、自殺対

策は「生きることの包括的な支援」であることが盛り込まれ、自殺対策を地域レベルで

推進するため、都道府県及び市町村に自殺対策計画の策定が義務付けられました。 

平成 29 年には「自殺総合対策大綱」が抜本的に見直され、「生きることの包括的な支

援として推進する」、「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」、「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」、「実施と啓発を両輪として推

進する」、「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」という 5 つの基本方針が掲げられました。自殺を個人の問

題として捉えるのではなく、その背景に多様かつ複合的な原因があることを踏まえ、「生

きることの阻害要因」の低減と、「生きることの促進要因」の増加を目指し、「自殺対策

を社会全体の取り組みとして推進する」とされています。 

東村山市では、誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現に向け、自殺対策を保

健・医療・福祉・教育・労働、その他の関連施策を有機的に連携し推進するため、「東

村山市自殺対策推進計画」を策定します。 
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参考資料：平成 29 年 7 月公表「自殺総合対策大綱」（概要）（厚生労働省社会・援護局総務

課自殺対策推進室）より 

 

 

参考資料：自殺実態白書 2013（ＮＰＯ法人ライフリンク）より 
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参考資料：平成 29 年 12 月公表 地域自殺対策政策パッケージ（自殺総合対策推進センタ

ー）より 

 

基本パッケージと重点パッケージを組み合わせて効果的な 

地域自殺対策計画を策定するプロセス 

 

 

●地域自殺対策政策パッケージは、地域自殺対策計画の策定を支援するために国（自殺 

総合対策推進センター）が作成し、基本パッケージと重点パッケージで構成されて 

います。 

●基本パッケージは、全国的に実施されることが望ましい施策群です。 

●重点パッケージは、地域において優先的な課題となりうる施策について提示したもの 

で、自治体の地域特性に応じて地域における自殺対策をより効果的に実施するために 

基本パッケージに付加することが望まれる施策群です。 

●地域自殺実態プロファイルは、国（自殺総合対策推進センター）が地域の自殺の実態 

を詳細に分析したデータです。 
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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 項に基づく「市町村自殺対策計画」として

策定し、東村山市の自殺対策を進めるための方向性や目的を定めるものです。国の「自

殺総合対策大綱」や、東京都の「東京都自殺総合対策計画」の内容を踏まえて策定して

います。 

 「地域福祉計画」の部門計画のひとつである「地域保健計画」など関連する市の他の

計画と整合を図ります。 

 

 

 

 部門別計画 

 

 

 

 

                                 整合を図る 

 

 

 

 

 

 

（3）計画の基本理念 

 平成 28 年に改正された「自殺対策基本法」第 2 条の基本理念を踏まえ、市民の誰も

が自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指します。市の既存事業の中から「生

きる支援」に関連する事業を最大限に活かし、各事業に「自殺対策」という視点を持っ

て、全庁的な取り組みとして「生きることの包括的な支援」を推進します。また、市長

を本部長とした「東村山市いのち支える自殺対策推進本部」、本部の下部組織である「東

村山市いのち支える庁内連絡会」、有識者等で構成する「東村山市いのち支える自殺対

策推進協議会」にて、自殺対策を有機的に連携していきます。 

 

（4）計画の期間 

 本計画の期間は、令和 2 年度から令和 6 年度までの 5 年間とします。ただし、自殺実

態の分析結果や、国の動向、社会情勢の変化等を踏まえ、適宜内容の見直しを行うこと

とします。 

 

自殺総合対策大綱 

自殺対策基本法 地域福祉計画 

地域保健計画 

東京都自殺総合対策計画 

東村山市自殺対策推進計画 
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（5）計画の目標値 

国の「自殺総合対策大綱」及び「東京都自殺総合対策計画」では、平成 27 年から令

和 8 年までの 10 年間で自殺死亡率※を 30％以上減少させることを、目標値と定めてい

ます。 

この国や東京都の目標値を踏まえ、東村山市では、国や東京都との人口規模の違いや、

単年度の数値を基準とした場合に数値の大小に目標の達成度が左右されやすいことを

考慮し、平成 25 年から平成 29 年の 5 カ年の平均自殺死亡率を基準値とします。 

本計画では、平成 25 年から平成 29 年の 5 カ年の平均自殺死亡率と比較して 15％以

上減少させ、令和 2 年から令和 6 年の 5 カ年の平均自殺死亡率を 21.8 以下にすること

を目標値に設定し、その後の 5 年間については次期計画において 15％以上減少させる

ことを目標とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※自殺死亡率は、自殺者数を地方公共団体の人口で除し、これを 10 万人当たりの数値 

に換算したもの（自殺者数÷人口×100,000 人）。各地方公共団体の人口は、「住民基

本台帳に基づく人口・動態及び世帯数」から算出され、単位はないものとなっていま

す。 

 

 

 

基準値：平成 25年から平成 29年の 5カ年の平均自殺死亡率 25.6 

目標値：令和 2 年から令和 6年の 5カ年の平均自殺死亡率 21.8 以下 
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2 自殺の現状 

 

（1）自殺者数の推移 

            

自殺者数 

(自殺日・住居地※)  
H25 H26 H27 H28 H29 合計 平均 

東村山市 44 45 49 24 32 194 38.8 

東京都 2,761 2,587 2,478 2,224 2,147 12,197 2,439.4 

全国 27,041 25,218 23,806 21,703 21,127 118,895 23,779.0 

資料：地域における自殺の基礎資料（内閣府自殺対策推進室） 

 

（2）自殺死亡率の推移 

 自殺死亡率とは、自殺者数を地方公共団体の人口で除し、これを 10 万人当たりの数

値に換算したもので、人口規模の違う他の自治体と比較が可能な値となっています。 

東村山市の各年の自殺死亡率は、平成 28 年以外全国、東京都と比べて高い値となっ

ています。また、平成 25 年から平成 29 年の 5 カ年の平均自殺死亡率は、全国、東京

都と比べて高い値となっています。 

 

自殺死亡率 

(自殺日・住居地)  
H25 H26 H27 H28 H29 平均 

東村山市 28.9 29.6 32.4 15.9 21.2 25.6 

東京都 21.0 19.6 18.6 16.6 15.9 18.3 

全国 21.1 19.6 18.6 17.0 16.5 18.6 

資料：地域における自殺の基礎資料（内閣府自殺対策推進室） 

 

 

※住居地とは 

「地域における自殺の基礎資料」では、「住居地」及び「発見地」の 2 通りでそれぞれ集計して

います。「住居地」とは自殺者の住居があった場所、「発見地」とは自殺死体が発見された場所を

意味しています。「地域自殺実態プロファイル」は、「住居地」の数値をもとに作成されているこ

とをふまえて、本計画では「住居地」の数値を掲載しています。 

単位：人 
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（3）性別・年代別の自殺者割合 

 性別・年代別の自殺者割合について、男性は、国及び東京都と比較して、20歳代及び

40歳代の割合が高い割合となっており、特に 40歳代の割合が高くなっています。女性

は、国及び東京都に比較して、20歳未満、30歳代、40歳代、50歳代、70歳代の割合が

高い割合となっており、特に 70歳代の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

自殺日・住居地（H25～29 年平均） 

資料：地域自殺実態プロファイル（2018 更新版）（自殺総合対策推進センター） 
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（4）性別・年代別の自殺死亡率（人口 10万人当たりの自殺者数） 

 性別・年代別の自殺死亡率について、男性は、国及び東京都と比較して、20 歳代から

70 歳代の各年代が高い値となっており、特に 20 歳代の値が高くなっています。女性

は、国及び東京都に比較して、20 歳未満、30 歳代、40 歳代、50 歳代、70 歳代が高い

値となっており、特に 70 歳代の値が高くなっています。 

 

 

 

 

 

自殺日・住居地（H25～29 年平均） 

資料：地域自殺実態プロファイル（2018 更新版）（自殺総合対策推進センター） 
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（5）有職者の自殺の内訳 

有識者の自殺者の内訳について、自営・家族従事者が 5.3％、被雇用者・勤め人が

94.7％と、被雇用者・勤め人の割合が全国と比較して高くなっています。 

 

職業 自殺者数 割合 全国割合 

自営業・家族従業者 3 5.3% 20.3% 

被雇用者・勤め人 54 94.7% 79.7% 

合計 57 100.0% 100.0% 

自殺日・住居地（H25～29 年合計） 

資料：地域自殺実態プロファイル（2018 更新版）（自殺総合対策推進センター） 

 

（6）職業の有無及び同居の有無の状況 

 自殺者の割合について、男性は 40 歳から 59 歳の有職者で同居、60 歳以上の無職者

で独居、女性は 40 歳から 59 歳の無職者で同居、60 歳以上の無職者で同居の割合が高

くなっています。 

 自殺死亡率について、男性は 40歳から 59歳の無職者で独居、女性は 20歳から 39歳

の無職者で独居、40歳から 59歳の無職者で独居の値が高くなっています。 

 

 

 

自殺日・住居地（H25～29 年合計） 

資料：地域自殺実態プロファイル（2018 更新版）（自殺総合対策推進センター） 

 

（東村山市） （東村山市） 

自
殺
者

 

※自殺率＝自殺死亡率 
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（7）主な自殺の特徴 

生活状況別（性別・年齢階級・職業の有無・同居人の有無）の直近 5年合計の自殺者

数や自殺死亡率を示しています。東村山市全体の自殺死亡率の高低と別に、どのような

背景を持つ人の自殺死亡率が高いかを示しています。背景にある主な自殺の危機経路で

は、生活状況別の自殺に多くみられる全国的な自殺の危機経路を例示しています。 

 

上位５区分 
自殺者数 
5年計 

割合 
自殺死亡率 
(10万対) 

背景にある主な自殺の危機経路 

1位:女性 60歳以上無職同居 18 9.3% 22.5 身体疾患→病苦→うつ状態→自殺 

2位:男性 60歳以上無職独居 17 8.8% 153.7 
失業（退職）＋死別・離別→うつ状態
→将来生活への悲観→自殺 

3位:男性 40～59歳有職同居 17 8.8% 21.0 
配置転換→過労→職場の人間関係の悩
み＋仕事の失敗→うつ状態→自殺 

4位:男性 60歳以上無職同居 15 7.7% 30.0 
失業（退職）→生活苦＋介護の悩み
（疲れ）＋身体疾患→自殺 

5位:女性 40～59歳無職同居 15 7.7% 27.5 
近隣関係の悩み＋家族間の不和→うつ
病→自殺 

自殺日・住居地（H25～29 年合計） 

資料：地域自殺実態プロファイル（2018 更新版）（自殺総合対策推進センター） 

 

（8）推奨される重点パッケージ 

（1）から（7）の統計データやグラフは、国（自殺総合対策推進センター）が地域の

自殺の実態を詳細に分析した地域自殺実態プロファイルにて、市町村の自殺実態の分析

結果として示される地域特性の評価結果を示したものです。その中で対策の優先度を考

慮して重点パッケージを選択することができるようになっています。 

東村山市では、この地域自殺実態プロファイルに基づき、推奨される重点パッケージ

として示された対策を重点的に行っていきます。 

 

重点パッケージの

分類 

高齢者 

生活困窮者 

勤務・経営 

資料：地域自殺実態プロファイル（2018 更新版）（自殺総合対策推進センター） 
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3 取り組み 

 

（1）基本施策 

 国（自殺総合対策推進センター）が作成した「地域自殺対策政策パッケージ」におい

て、全国的に実施することが望ましいとされている「基本パッケージ」にて示された 5

つの施策群を、東村山市の「基本施策」として位置づけました。 

※担当課名は令和 2 年 3 月現在 

 

① 地域におけるネットワークの強化 

既存のネットワーク等と連携して自殺対策に取り組み、地域におけるネットワークの

強化を推進します。 

事業名 事業概要 担当課 

地域福祉計画

の推進 

市の地域福祉の推進にあたり、個別計画で定める自

殺対策等の推進状況について把握する。 

地域福祉推進

課 

障害者自立 

支援協議会 

福祉や医療等の各種支援機関の間に構築されたネ

ットワークを通じ、障害福祉と自殺対策の連携を図

る。 

障害支援課 

地域包括支援

センター 

地域ケア会議の開催を通じて、関係者同士の連携を

深めることにより、地域包括ケアと自殺対策を連動

させていく上での基盤を構築する。地域包括支援セ

ンターにおける種々の活動を通じて、地域の問題を

察知し支援先へつなげ、地域包括ケアと自殺対策と

の連動を進める。 

健康増進課 

家族介護者 

支援 

家族介護者向けに介護教室等を開催し、市民主体の

家族介護者のつどいの場を通じて、介護者同士が交

流することで孤立した状態を解消する。 

健康増進課 

地域保健活動 会議や研修会等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

醸成を図ることで、地域保健活動と自殺対策との連

携を推進する。 

健康増進課 

子育て支援 

ネットワーク

の推進 

子育て支援を行う関係団体同士のネットワークを

強化することで、自殺のリスクを抱えた保護者の早

期発見と支援の強化につなげる。 

子育て支援課 
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事業名 事業概要 担当課 

保幼小中連携 保育園、幼稚園、小学校、中学校間で、児童・生徒

の家族の状況等も含めて連絡会等を通じて情報を

共有し、自殺のリスクを抱える家庭を包括的・継続

的に支援する。 

子ども・教育

支援課 

指導室 

青少年対策 青少年対策地区委員会にて、青少年層の抱える問題

等に関する情報を共有してもらうとともに、地域懇

談会を開催し青少年との接触を図り、青少年たちの

集いの場や機会を創出することで自殺対策につな

げる。 

社会教育課 

ＰＴＡ活動の

支援 

ＰＴＡに対するセミナーや研修会で自殺問題につ

いて講演することにより、保護者の間で子どもの自

殺の危機に対する気づきの力を高める。相談先の情

報等をあわせて提供することで、子どもへの情報周

知のみならず、保護者自身が問題を抱えた際の相談

先の情報提供をする。 

社会教育課 

 

②自殺対策を支える人材の育成 

 自殺対策を推進する上で、さまざまな悩みや生活上の困難を抱える人に対しての早期

の「気づき」が重要です。研修等の機会を通じて、早期の「気づき」に対応できる人材

を育成します。 

事業名 事業概要 担当課 

人権啓発 人権啓発の研修の中で自殺の要因となりうる問題

などについて取り扱うなど、自殺対策の啓発を行

う。 

人事課 

職員の研修 職員向けのメンタルヘルス研修やゲートキーパー※

研修等を通じて、全庁的に自殺対策を推進する。 

人事課 

健康増進課 

認知症 

サポーター 

養成講座 

参加者に対し本人や介護者が孤立することがない

ように、周囲や相談機関に相談をすることの大切さ

を伝えるとともに相談先のチラシ等を配付し、相談

窓口の周知及び普及啓発を図る。 

健康増進課 

  

※ゲートキーパーとは、悩んでいる人に気づき、声をかけ、話を聞いて、必要な支援につなげ、見

守る人のことです。ゲートキーパー研修は、市職員を対象に行っており、傾聴方法や、声のかけ方

等の対応スキルを習得することを目的にしています。 
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事業名 事業概要 担当課 

教職員研修 教職員の研修資料の一つとして、相談先一覧等のリ

ーフレットの配布を行うことで、教員自身ならびに

児童生徒向けの支援策の周知徹底を図る。 

指導室 

生活指導・ 

健全育成 

教職員向け研修の中で自殺問題や支援先等に関す

る情報を提供することにより、子どもの自殺リスク

に直面した際の対応と支援について、理解を深めて

もらう。 

指導室 

子ども・教育

支援課 

 

③市民への啓発と周知 

 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ます。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、社会全体の共通認識となるように普及啓発を行います。 

事業名 事業概要 担当課 

広報等による

情報発信 

市報にて、「自殺対策強化月間（３月）」には特集を

組むとともに、「自殺予防週間（９月）」においては

効果的な啓発を行う。自殺対策に関連する情報を市

ホームページやツイッターにて情報発信する。 

秘書広報課 

教育施策の 

大綱への反映 

子ども・若者の自殺対策に関する内容を教育施策の

大綱へ反映させる。 

企画政策課 

教育総務課 

情報公開制度 情報コーナーにて、自殺対策に関連する相談機関等

のポスターを掲示したり、相談リーフレットを配架

することにより、市民に対し啓発を図る。 

総務課 

同和・人権 

啓発 

講演会等の中で自殺問題について言及するなど、人

権啓発とあわせて自殺に関する啓発を図る。 

市民相談・交

流課 

消費生活関連

イベント 

消費生活に関するイベントにおいて、自殺対策に係

るリーフレット等の配布を行うことで、市民への啓

発を図る。 

市民相談・交

流課 

男女共同参画

情報誌の発行 

情報誌の記事の一部として、自殺対策に関連したト

ピックを取り上げることにより、市民への情報周知

や啓発を図る。 

市民相談・交

流課 

男女共同参画

推進講座 

男女共同参画推進講座等において、自殺対策に係る

リーフレット等の配布を行うことで、市民への啓発

を図る。 

市民相談・交

流課 



14 

 

事業名 事業概要 担当課 

障害者福祉 

計画の推進 

地域福祉計画の推進にあたり、障害者福祉と自殺対

策の連携可能な部分の検討を進めることにより、両

事業のさらなる連携の促進を図る。 

障害支援課 

こころの 

体温計 

パソコン・携帯電話・スマートフォン等で、自己

問診形式のセルフチェックをすることで、自分の

こころの状態を自己認識してもらう。さらに、チ

ェック終了後に相談窓口を表示することで、相談

へとつなげる。 

健康増進課 

健康ガイドの

発行 

医療機関や各種健診等の情報を掲載しているガイド

ブックに、メンタルヘルスや相談先に関する情報を

掲載する。 

健康増進課 

市民健康の 

つどい 

市民健康のつどいにて自殺対策に関する展示を行う

ことで、市民に対して情報発信する。 

健康増進課 

地域保健計画

の推進 

計画の中で自殺対策について言及することで、自殺

対策との連動性を高める。 

健康増進課 

健康教育 健康教育の講座にてメンタルヘルスケアの内容を扱

うことで、自殺対策に関する知識の普及啓発を図

る。 

健康増進課 

教育委員会報 教育委員会報にてＳＯＳの出し方教育について取り

上げることにより、市民に対して啓発・周知する。 

教育総務課 

関連資料 

展示等による 

情報提供 

「自殺対策強化月間（３月）」や「自殺予防週間

（９月）」に関連するテーマの資料展示を行うほ

か、ポスターの掲示やリーフレットの配布を行い、

啓発を実施する。 

図書館 

 

④生きることの促進要因への支援 

「生きることの阻害要因」を減らす取り組みに加えて、「生きることの促進要因」を

増やす取り組みを行うことで、自殺対策を推進します。 

事業名 事業概要 担当課 

庁舎総合案内 窓口等を案内する委託業者の職員に庁内職員向けの

ゲートキーパー研修の内容を情報共有してもらい、

どこに相談したらよいか迷っている人に対し、適切

な支援先へつなげる。 

総務課 
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事業名 事業概要 担当課 

職員の 

健康管理 

職員の心身面の健康の保持、健康相談、健診後の事

後指導を行うことで、市民からの相談に応じる職員

の心身面の健康維持増進を図る。 

人事課 

商工相談 企業が抱える経営上の様々な課題に関して相談でき

る機会を提供することで、経営者の問題状況を把握

し、その他の問題も含めて支援へつなげる。 

産業振興課 

中小企業の 

従業員等の 

健康管理 

労働安全衛生法で定められている定期健康診断を実

施している中小企業に対して商工会を通じて支援を

行うことにより、中小企業の事業主及び従業員等の

健康管理等福利厚生の充実を図る。 

産業振興課 

不況対策 

特別資金 

全国的に業況の悪化している指定業種に属する事業

を行う中小企業者に対して、不況対策特別資金の融

資制度により市内事業者の支援を図る。 

産業振興課 

消費生活対策 消費生活上の困難を抱える人々は自殺リスクが高い

方が少なくないため、消費生活に関する相談員等に

庁内職員向けのゲートキーパー研修の内容を情報共

有してもらい、必要に応じて適切な支援先へつなげ

る。 

市民相談・交

流課 

男女共同参画

計画の推進 

相談業務に直接携わる相談員等に庁内職員向けのゲ

ートキーパー研修の内容を情報共有してもらい、必

要に応じて適切な支援先へつなげる。 

市民相談・交

流課 

ＤＶ対策 ＤＶ被害者は自殺リスクの高い方が少なくないた

め、ＤＶ被害者の支援にあたる職員に庁内職員向け

のゲートキーパー研修の内容を情報共有してもら

い、必要に応じて適切な支援先へつなげる。 

市民相談・交

流課 

納税相談 納税の支払いを期限までに行えない方は、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

する可能性が高いため、相談を受け付ける職員に庁

内職員向けのゲートキーパー研修の内容を情報共有

してもらい、問題を察知した場合には適切な支援先

へつなげる。 

収納課 
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事業名 事業概要 担当課 

公営住宅 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少

なくないため、対応する職員に庁内職員向けのゲー

トキーパー研修の内容を情報共有してもらい、自殺

のリスクが潜在的に高いと思われる方に接触した場

合には適切な支援先へつなげる。 

環境・住宅課 

指定収集袋の

交付 

一定の要件を満たす世帯に、可燃・不燃ごみ、容器

包装プラスチックの排出に必要な指定収集袋を、一

定枚数配布し、経済的負担の軽減及び適切にごみ出

しをすることで生活環境の保持を図る。 

廃棄物総務課 

粗大ごみ処理

手数料の減免 

一定の要件を満たす世帯に、粗大ごみを排出する際

の手数料の減免を行い、経済的負担の軽減及び適切

にごみ出しをすることで生活環境の保持を図る。 

廃棄物総務課 

食品ロス削減

の取り組み 

イベントを通じて家庭内の未利用食品を集め、NPO

法人へ提供することで、貧困世帯等に食品が配布さ

れることにより、貧困世帯等ハイリスク層へのアウ

トリーチ※をする。 

ごみ減量推進

課 

民生委員・ 

児童委員 

(老人相談員) 

民生委員・児童委員（老人相談員）に自殺対策に関

する情報提供を行うとともに地域の相談・支援等を

通じ、困難を抱えている人に気づいた場合は、関係

機関へ情報提供を行う。 

地域福祉推進

課 

健康増進課 

避難行動 

要支援者名簿

の整備 

避難行動要支援者名簿の提供を受ける支援者に対

し、自殺対策に関する情報提供を行う。 

地域福祉推進

課 

成年後見制度 権利擁護に関する支援を行う中で、一人暮らし高齢

者等と接する機会も多いことから、成年後見制度推

進業務の委託業者の職員に庁内職員向けのゲートキ

ーパー研修の内容を情報共有してもらい、問題を察

知した場合には適切な支援先へつなげる。 

地域福祉推進

課 

  

※ アウトリーチとは、積極的に対象者の居る場所に出向いて働きかけを行うことです。 
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事業名 事業概要 担当課 

生活保護施行

に関する事務 

訪問調査、電話・窓口での相談、就労支援、金銭管

理支援、資産活用支援、債務整理支援等の機会を通

じて、自殺リスクの高い方がいた場合は早期に発見

し、必要に応じて適切な支援先へつなげる。 

生活福祉課 

生活保護各種

扶助事務 

訪問調査、電話・窓口での相談、就労支援、金銭管

理支援、資産活用支援、債務整理支援等の機会を通

じて、自殺リスクの高い方がいた場合は早期に発見

し、必要に応じて適切な支援先へつなげる。 

生活福祉課 

法外援護事務 扶助費支給の機会を通じて、本人や家族の問題状況

を把握し、自殺リスクの高い方がいた場合は早期に

発見し、必要に応じて適切な支援先へつなげる。 

生活福祉課 

中国残留邦人

等生活支援 

言語的、文化的な障壁に加えて、収入面でも困難な

状況にある場合、安定的な生活が送れず自殺リスク

が高まる可能性もあるため、相談・助言を通じてそ

の他の問題も把握・対応を進めることで、自殺リス

クの軽減を図る。 

生活福祉課 

生活困窮者 

自立支援 

生活困窮に陥っている方と自殺のリスクを抱えた方

とは、直面する課題や必要としている支援先等が重

複している場合が多いため、生活困窮者自立支援事

業と自殺対策との連動性を高め、より効果的な支援

を行う。関連事業に関わる職員に庁内職員向けのゲ

ートキーパー研修の内容を情報共有してもらい、自

殺リスクの高い方がいた場合は、早期に発見し、必

要に応じて適切な支援先へつなげる。 

生活福祉課 

母子家庭等 

自立支援 

給付金 

給付金の申請時に自殺のリスクを抱えた方を把握

し、必要に応じて適切な支援へつなげる。 

生活福祉課 

母子父子寡婦

福祉資金 

貸付時や償還が滞っている方に対し、自殺リスクを

早期に発見し、他機関と連携し、必要に応じて適切

な支援へつなげる。 

生活福祉課 
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事業名 事業概要 担当課 

母子・父子 

自立支援員 

給付金支給の機会を通じて、自殺リスクを早期に発

見し、必要に応じて適切な支援先へつなげる。 

生活福祉課 

介護保険に 

関する相談 

介護給付の手続きや保険料の相談、認定調査時の相

談に応じる職員に庁内職員向けのゲートキーパー研

修の内容を情報共有してもらい、必要に応じて適切

な支援先へつなげる。 

介護保険課 

障害者(児)の 

日中一時支援 

障害者（児）を介護する方が、疾病等の理由により

居宅における介護ができない場合に一時的に施設に

預け、必要な保護を行うショートステイの機会を活

用し、介護者に適切な休息を提供することで、介護

負担の軽減につなげる。 

障害支援課 

障害者手当・

特別障害者 

手当・難病 

患者福祉手当 

手当の支給に際して、当事者や家族等と対面で応対

する機会を活用することで、問題の早期発見・早期

対応につなげる。 

障害支援課 

障害児支援 障害児を抱えた保護者への相談の機会を通じて、自

殺リスクの高い方がいた場合、必要に応じて適切な

支援先へつなげる。 

障害支援課 

訓練等給付 手続きを通じて、自殺リスクの高い方がいた場合、

必要に応じて適切な支援先へつなげる。 

障害支援課 

障害者就労 

支援支援室 

障害者への就労支援を通じて、仕事以外の問題にも

気づき、必要に応じて適切な支援先へつなげる。 

障害支援課 

障害者虐待の

対応 

虐待への対応を糸口に、当人や家族等、擁護者を支

援していくことで、背後にある様々な問題を察知

し、適切な支援先へつなげる。 

障害支援課 

身体・知的 

障害者相談員 

身体・知的障害者相談員に庁内職員向けのゲートキ

ーパー研修の内容を情報共有してもらい、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、必

要に応じて適切な支援先へつなげる。 

障害支援課 
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事業名 事業概要 担当課 

手話通訳者の

派遣 

手話通訳者に庁内職員向けのゲートキーパー研修の

内容を情報共有してもらい、様々な問題を抱えて自

殺リスクが高い方がいた場合、必要に応じて適切な

支援先へつなげる。 

障害支援課 

福祉作業所 一般企業等での就労が困難で、収入面に不安のある

高齢者等に、軽作業等を提供することで就労の機会

を与え、自立を助長させることを通じて、様々な問

題を抱えて自殺リスクが高い方がいた場合には、適

切な支援先へつなげる。 

障害支援課 

精神障害者の

早期発見・ 

早期治療・ 

社会復帰促進 

精神障害を抱える方とその家族は、地域社会での生

活に際して様々な困難を抱えており、自殺リスクの

高い方も少なくないため、精神障害者の早期発見・

早期治療・社会復帰促進のため、専門医・保健師に

よる相談を実施する。 

障害支援課 

子ども・教育

支援課 

精神保健福祉

の推進 

相談を通じて、自殺リスクが高い方を早期に発見

し、必要に応じて適切な支援先へつなげる。 

障害支援課 

高次脳機能 

障害者の支援 

相談やリハビリ等の機会を利用し、必要な支援の提

供を行うことで、自殺リスクの軽減を図る。 

障害支援課 

難病医療費 

助成 

相談や申請の受付の機会を通じて、必要に応じて適

切な支援先へつなげる。 

障害支援課 

高齢者住宅の

運営 

高齢者住宅ＬＳＡ※業務の委託業者の職員に庁内職

員向けのゲートキーパー研修の内容を情報共有して

もらい、問題を察知した場合には適切な支援先へつ

なげる。 

健康増進課 

  

※ LSA とは、ライフサポートアドバイザーの略で、居住している高齢者に対して、日常の生活指

導、安否確認、緊急時における連絡等のサービスを行う者のことです。 



20 

 

事業名 事業概要 担当課 

高齢者ひとり 

暮らし施策 

高齢者世帯や高齢者のひとり暮らしの方の名簿を作

成し、老人相談員が情報を共有することで、自殺の

リスクを抱えている可能性のある市民へのアウトリ

ーチに活用する。 

健康増進課 

高齢者配食 

サービス 

配食利用者の安否の確認及びコミュニケーション

を図り、孤立感の解消に努める。また、各種相談先

のリーフレットを配食時に配布し、自殺対策に関す

る情報提供を行い、啓発を図る。 

健康増進課 

介護相談 高齢者とその家族の悩みごとや介護保険等の介護に

まつわる諸問題についての相談機会を通じて、家族

や当人が抱える様々な問題を察知し、支援へつなげ

る。 

健康増進課 

高齢者への 

総合相談 

高齢者に対し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の情報を把

握し、必要に応じて適切な支援先へつなげる。 

健康増進課 

養護老人 

ホームへの 

入所 

入所手続きの中で、当人や家族等に問題状況等の聞

き取りを行い、家庭での様々な問題について察知し

た場合には適切な支援先へつなげる。 

健康増進課 

高齢者緊急 

通報・火災 

安全システム 

高齢者緊急通報・火災安全システムの設置を通じて

連絡手段を確保し、通報時に問題を察知した場合に

は委託事業者と市が連携して、適切な支援先へつな

げる。 

健康増進課 

保健推進員 保健推進員に庁内職員向けのゲートキーパー研修の

内容を情報共有してもらい、市民の異変に気づき、

必要に応じて適切な支援先へつなげる。 

健康増進課 

健康栄養相談 健康栄養相談の機会を利用して詳しい聞き取りを行

い、必要に応じて適切な支援先へつなげる。 

健康増進課 
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事業名 事業概要 担当課 

国民年金受付

相談 

相談を受ける職員に庁内職員向けのゲートキーパー

研修の内容を情報共有してもらい、必要に応じて適

切な支援先へつなげる。 

保険年金課 

葬祭費 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、窓口に相談先等の情報を

掲載したリーフレットを配布することにより、遺族

への情報提供の機会とする。 

保険年金課 

子育てひろば 乳幼児のいる保護者同士の交流・情報交換や子育て

に係る相談できる場を設けることで、保護者の自殺

リスクを早期に発見し、必要に応じて適切な支援先

へつなげる。 

子育て支援課 

子育て預かり

サポート 

乳幼児の一時預かり保育を通じて、保護者の自殺リ

スクを早期に発見し、必要に応じて適切な支援先へ

つなげる。 

子育て支援課 

ファミリー・

サポート・ 

センター 

育児の援助を行いたい会員向けの研修の機会を通じ

て、庁内職員向けのゲートキーパー研修の内容を情

報共有することで、育児の援助を受けたい会員の自

殺リスクを早期に発見し、適切な支援先へつなげ

る。 

子育て支援課 

児童扶養手当 

・児童育成 

手当

手当の支給に際して、家族との離別・死別を経験し

ている方と対面で応対する機会を活用することで、

問題の早期発見・早期対応につなげる。 

子育て支援課 

ひとり親家庭等

医療費・ 

小児慢性特定 

疾病医療費助成 

相談や申請の受付の機会を通じて、必要に応じて適

切な支援先へつなげる。 

子育て支援課 

妊産婦保健 

相談 

母子健康手帳交付などの妊婦との接触時に、産後う

つや育児によるストレス等の状態を把握し、必要に

応じて適切な支援先へつなげる。妊婦全員に対して

面接を実施し、自殺リスクを把握し、切れ目のない

支援を行う。 

子育て支援課 
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事業名 事業概要 担当課 

新生児及び 

乳児家庭全戸

訪問 

乳児のいる家庭を訪問し相談・情報提供等の支援者

側から働きかけを行うことで、問題を抱えながらも

支援につながっていない家庭を把握し、必要に応じ

て適切な支援先へつなげる。 

子育て支援課 

子ども発達 

相談 

子どもの発達に関して専門家が相談に応じること

で、保護者の負担や不安感の軽減し、必要に応じて

別の関係機関等へつなげる。 

子育て支援課 

子ども・教育

支援課 

離乳食相談 離乳食に関する相談を通じて、その他の不安や問題

を早期に発見し、必要に応じて適切な支援先へつな

げる。 

子育て支援課 

一歳六か月

児・三歳児 

歯科健康診査 

幼児の歯科疾患の予防、口腔の健全な発育・発達支

援のために歯科健診・歯科保健指導を行い、家庭の

生活状況や抱える問題等を把握する機会とし、必要

に応じて適切な支援先へつなげる。 

子育て支援課 

子ども家庭支

援センター 

子どもとその家庭からの各種相談に、様々な専門機

関と連携しながら応じることで、危機的状況に陥る

前に家庭の問題を発見する。児童虐待防止対策を実

施することで、子どもや保護者への支援を通じて問

題の深刻化を防ぎ、自殺リスクの軽減につなげる。 

子ども家庭支

援センター 

保育の実施 保育の実施を通じて、保護者の自殺リスクを早期に

発見し、保護者や家庭が問題を抱えている場合に

は、適切な支援先へつなげる。 

子ども育成課 

第一保育園 

第二保育園 

第三保育園 

第四保育園 

第五保育園 

第七保育園 

道路巡回 

パトロール 

道路不法占用等の指導の際に、自宅訪問する機会を

捉えて状態を把握し、必要に応じて適切な支援先へ

つなげる。 

道路河川課 
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事業名 事業概要 担当課 

奨学資金貸付 面談時に支給対象の学生に相談先一覧等のリーフレ

ットを配布することで、支援先の情報周知を図る。 

教育総務課 

学校職員 

安全衛生管理 

労働安全衛生法に基づき、職員 50人以上の職場で

は衛生委員会を設置するとともに、嘱託医を任命

し、職員の健康管理を行う。また、50人未満の学校

については、健康管理医を 任命し、職員の健康管

理を行う。学校職員（支援者）の健康管理を通じ

て、支援者に対する支援の充実を図る。 

学務課 

就学援助と 

特別支援学級

就学奨励補助 

経済的理由により就学困難な児童・生徒に対する給

食費や学用品等の費用や、特別支援学級就学奨励費

の補助に際して、家庭状況に関する聞き取りを行う

ことで、自殺リスクを早期に発見し、必要に応じて

適切な支援先へつなげる。 

学務課 

震災児童生徒

就学援助 

震災により就学が困難な児童生徒に対し、学用品費

や給食費を援助する機会に、保護者の抱えている問

題や生活状況等を把握することで、自殺リスクを早

期に発見し、必要に応じて適切な支援先へつなげ

る。 

学務課 

中学校部活動

の推進 

課外部活動指導員を配置し、部活動を実施できる体

制を整備することで、教員に対する支援（支援者へ

の支援）を強化する。 

指導室 

多忙化解消 

事業 

スクール・サポート・スタッフを配置することで、

学校や教職員の業務の見直しを推進し、教職員の多

忙化解消を図る。 

指導室 

発達障害相談 発達障害を抱えた人や家族は、日常生活で様々な生

きづらさを抱え、自殺リスクの高い方もいるため、

発達障害のある方とその家族からの相談対応の機会

を通じて、そうした方の抱える問題を把握し、適切

な支援先へつなげる。スクールカウンセラーの活用

及び連携を図る。 

子ども・教育

支援課 

  



24 

 

事業名 事業概要 担当課 

育児ストレス

相談 

育児ストレス等の相談を通じて、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で、自殺リスクを軽減させ

るとともに、必要に応じて他の専門機関へつなげ

る。 

子ども・教育

支援課 

就学に関する

事務 

特別な支援を要する児童・生徒は、学校生活上で

様々な困難を抱える可能性が想定されるため、関係

機関等と協力して 一人ひとりの障害及び発達の状

態に応じたきめ細かな相談を行う。スクールカウン

セラーの活用及び連携を図る。 

子ども・教育

支援課 

教育相談 学校以外の場で教育に関して相談できる機会を提供

することで、早期に問題を発見した場合には、適切

な支援先へつなげる。 

子ども・教育

支援課 

スクール 

ソーシャル 

ワーカー 

スクールソーシャルワーカーを活用し、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、関係機関等とのネッ

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。 

子ども・教育

支援課 

登校サポート

支援 

不登校の児童・生徒の訪問支援員が、問題を察知し

た場合には適切な支援先へつなげる。 

子ども・教育

支援課 

不登校児童生

徒支援 

不登校児童・生徒を対象にした希望学級の職員が、

不登校児童・生徒の保護者から相談を受けた場合に

は適切な支援先につなげる。子ども相談室相談員と

スクールカウンセラーが、会議や連絡会を通じて連

携を強化し、児童・生徒の家庭の状況にも配慮しな

がら問題解決へつなげる。 

子ども・教育

支援課 

世代間での 

交流促進 

世代間交流を通じて、学校とは違うコミュニティで

自分の役割や有用性を見出すことで、自己有用感を

醸成する。 

社会教育課 

中高生向け 

居場所提供 

中高生向けに学習席、閲覧席などを提供するほか、

通年で学生ボランティアの受入をするなかで問題の

把握をした場合には適切な支援先へつなげる。 

図書館 
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⑤児童生徒のＳＯＳの出し方に関する教育 

児童・生徒が様々な困難や問題に直面した際に、声をあげ相談ができるよう、ＳＯＳ

の出し方に関する教育を実施します。 

事業名 事業概要 担当課 

学校図書館の 

活用 

学校の図書館スペースを利用し、自殺予防週間や自殺

対策強化月間時に、「いのち」や「心の健康」をテー

マにした展示や関連図書の特集を行うことで、児童・

生徒等に対する情報周知を図る。 

指導室 

性に関する指導 望まない妊娠や性被害等は、児童生徒の自殺リスクに

つながりかねない重大な問題であるため、性に関する

指導の際に、相談先の一覧が掲載されたリーフレット

を配布することで、相談先の情報周知を図る。 

指導室 

いじめの防止 東村山市いじめ防止等のための基本的な方針に基づ

き、個別支援等を通じて、いじめの早期発見、即時対

応、 継続的な再発予防を図り、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。 

指導室 

 

         



26 

 

（2）重点施策 

 国（自殺総合対策推進センター）が作成した「地域自殺対策政策パッケージ」にて示

された「重点パッケージ」を参考に、地域の自殺実態を詳細に分析した「地域自殺実態

プロファイル」における推奨パッケージを踏まえ、東村山市の特性に応じた対策を、3

つの「重点施策」として位置づけました。 

※以下掲載の①から③の重点施策の事業は、基本施策からの再掲になります。 

※担当課名は令和 2年 3月現在 

 

①高齢者対策 

 高齢者の自殺については、家族との死別や離別、病気等をきっかけに孤立や孤独に陥

りやすいという課題を踏まえつつ、さまざまな角度から支援、働きかけを行います。 

事業名 事業概要 担当課 

民生委員・ 

児童委員 

(老人相談員) 

民生委員・児童委員（老人相談員）に自殺対策に関

する情報提供を行うとともに地域の相談・支援等を

通じ、困難を抱えている人に気づいた場合は、関係

機関へ情報提供を行う。 

地域福祉推進

課 

健康増進課 

避難行動 

要支援者名簿

の整備 

避難行動要支援者名簿の提供を受ける支援者に対

し、自殺対策に関する情報提供を行う。 

地域福祉推進

課 

成年後見制度 権利擁護に関する支援を行う中で、一人暮らし高齢

者等と接する機会も多いことから、成年後見制度推

進業務の委託業者の職員に庁内職員向けのゲートキ

ーパー研修の内容を情報共有してもらい、問題を察

知した場合には適切な支援先へつなげる。 

地域福祉推進

課 

地域福祉計画

の推進 

市の地域福祉の推進にあたり、個別計画で定める自

殺対策等の推進状況について把握する。 

地域福祉推進

課 

介護保険に 

関する相談 

介護給付の手続きや保険料の相談、認定調査時の相

談に応じる職員に庁内職員向けのゲートキーパー研

修の内容を情報共有してもらい、必要に応じて適切

な支援先へつなげる。 

介護保険課 

地域包括支援

センター 

地域ケア会議の開催を通じて、関係者同士の連携を

深めることにより、地域包括ケアと自殺対策を連動

させていく上での基盤を構築する。地域包括支援セ

ンターにおける種々の活動を通じて、地域の問題を

察知し支援へとつなげ、地域包括ケアと自殺対策と

の連動を進める。 

健康増進課 
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事業名 事業概要 担当課 

家族介護者 

支援 

家族介護者向けに介護教室等を開催し、市民主体の

家族介護者のつどいの場を通じて、介護者同士が交

流することで孤立した状態を解消する。 

健康増進課 

認知症 

サポーター 

養成講座 

参加者に対し本人や介護者が孤立することがない

ように、周囲や相談機関に相談をすることの大切さ

を伝えるとともに相談先のチラシ等を配付し、相談

窓口の周知及び普及啓発を図る。 

健康増進課 

高齢者住宅の

運営 

高齢者住宅ＬＳＡ業務の委託業者の職員に庁内職員

向けのゲートキーパー研修の内容を情報共有しても

らい、問題を察知した場合には適切な支援先へつな

げる。 

健康増進課 

高齢者ひとり

暮らし施策 

高齢者世帯や高齢者のひとり暮らしの方の名簿を作

成し、老人相談員が情報を共有することで、自殺の

リスクを抱えている可能性のある市民へのアウトリ

ーチに活用する。 

健康増進課 

高齢者配食 

サービス 

配食利用者の安否の確認及びコミュニケーションを

図り、孤立感の解消に努める。また、各種相談先の

リーフレットを配食時に配布し、自殺対策に関する

情報提供を行い、啓発を図る。 

健康増進課 

介護相談 高齢者とその家族の悩みごとや介護保険等の介護に

まつわる諸問題についての相談機会を通じて、家族

や当人が抱える 様々な問題を察知し、支援へつな

げる。 

健康増進課 

高齢者への 

総合相談 

高齢者に対し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の情報を把

握し、必要に応じて適切な支援先へつなげる。 

健康増進課 

養護老人 

ホームへの 

入所 

入所手続きの中で、当人や家族等に問題状況等の聞

き取りを行い、家庭での様々な問題について察知し

た場合には適切な支援先へつなげる。 

健康増進課 
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②生活困窮者対策 

 生活困窮者は就労や経済的な問題だけではなく、家族関係、人間関係、病気や障害等

のさまざまな問題を抱えていることが多いため、本人が抱えている問題や背景を踏まえ

た支援を行います。 

事業名 事業概要 担当課 

公営住宅 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少

なくないため、対応する職員に庁内職員向けのゲー

トキーパー研修の内容を情報共有してもらい、自殺

のリスクが潜在的に高いと思われる方に接触した場

合には適切な支援先へつなげる。 

環境・住宅課 

生活困窮者 

自立支援 

生活困窮に陥っている方と自殺のリスクを抱えた方

とは、直面する課題や必要としている支援先等が重

複している場合が多いため、生活困窮者自立支援事

業と自殺対策との連動性を高め、より効果的な支援

を行う。関連事業に関わる職員に庁内職員向けのゲ

ートキーパー研修の内容を情報共有してもらい、自

殺リスクの高い方がいた場合は、早期に発見し、必

要に応じて適切な支援先へつなげる。 

生活福祉課 

奨学資金貸付 面談時に支給対象の学生に相談先一覧等のリーフレ

ットを配布することで、支援先の情報周知を図る。 

教育総務課 

就学援助と 

特別支援学級

就学奨励補助 

経済的理由により就学困難な児童・生徒に対する給

食費や学用品等の費用や、特別支援学級就学奨励費

の補助に際して、家庭状況に関する聞き取りを行う

ことで、自殺リスクを早期に発見し、必要に応じて

適切な支援先へつなげる。 

学務課 

 

③勤務・経営対策 

 勤務時間や業務量の増加、経営状況悪化等により、健康問題、生活困窮、多重債務、

家庭内の不和等のさまざまな問題が発生し、自殺リスクが高まる可能性があるため、相

談や健康管理等を通じて支援します。 

事業名 事業概要 担当課 

職員の研修 職員向けのメンタルヘルス研修やゲートキーパー

研修等を通じて、全庁的に自殺対策を推進する。 

人事課 

健康増進課 
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事業名 事業概要 担当課 

商工相談 企業が抱える経営上の様々な課題に関して相談でき

る機会を提供することで、経営者の問題状況を把握

し、その他の問題も含めて支援へつなげる。 

産業振興課 

中小企業の 

従業員等の 

健康管理 

労働安全衛生法で定められている定期健康診断を実

施している中小企業に対して商工会を通じて支援を

行うことにより、中小企業の事業主及び従業員等の

健康管理等福利厚生の充実を図る。 

産業振興課 

不況対策 

特別資金 

全国的に業況の悪化している指定業種に属する事業

を行う中小企業者に対して、不況対策特別資金の融

資制度により市内事業者の支援を図る。 

産業振興課 

学校職員 

安全衛生管理 

労働安全衛生法に基づき、職員 50人以上の職場で

は衛生委員会を設置するとともに、嘱託医を任命

し、職員の健康管理を行う。また、50人未満の学校

については、健康管理医を任命し、職員の健康管理

を行う。学校職員（支援者）の健康管理を通じて、

支援者に対する支援の充実を図る。 

教育総務課 

教職員研修 教職員の研修資料の一つとして、相談先一覧等のリ

ーフレットの配布を行うことで、教員自身ならびに

児童生徒向けの支援策の周知徹底を図る。 

指導室 

多忙化解消 

事業 

スクール・サポート・スタッフを配置することで、

学校や教職員の業務の見直しを推進し、教職員の多

忙化解消を図る。 

指導室 
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4 推進体制 

 

（1）東村山市いのち支える自殺対策推進本部 

市長を本部長とし、全部長が参加する「東村山市いのち支える自殺対策推進本部」を

設置し、行政トップが関わる形で自殺対策を推進していきます。 

 

（2）東村山市いのち支える庁内連絡会 

東村山市いのち支える自殺対策推進本部の下部組織として、自殺対策に関する各課に

おける政策の検証、調査等を行わせるため、主に各部の次長で構成する「東村山市いの

ち支える庁内連絡会」を設置し、自殺対策の推進を庁内で横断的に進めていきます。 

 

（3）東村山市いのち支える自殺対策推進協議会 

 自殺には多様かつ複合的な原因、背景があることを踏まえ、多様な関係機関、団体が

一体となって対策に取り組むこととされています。そのため、医療、福祉、教育、警察、

消防、公共交通機関等で構成する「東村山市いのち支える自殺対策推進協議会」を設置

し、東村山市自殺対策計画及び地域の自殺対策の推進に関し必要な検討等を行います。 

 

5 策定の経過 

 

（1）東村山市いのち支える自殺対策推進本部経過 

回数 開催日 内容 

第 1 回 平成 30 年 5 月 8 日 ・自殺対策推進本部設置の検討 

 

 

第 2 回 

 

 

令和元年 7 月 23 日 

・国の自殺対策に係る概要説明 

・計画策定に向けた当市の取り組み 

・東村山市いのち支える自殺対策推進協議会の協

議結果報告 

・基本施策及び重点施策の選定 

第 3 回 令和元年 11 月 26 日 ・東村山市自殺対策推進計画（素案）の検討 

第 4 回 令和 2 年 3 月 23 日 ・パブリックコメント及び自殺対策推進協議会の 

 意見に係る報告  

・東村山市自殺対策推進計画（最終案）の確認 
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（2）東村山市いのち支える庁内連絡会経過 

回数 開催日 内容 

第 1 回 平成 30 年 7 月 11 日 ・自殺対策に関連する事業の棚卸し作業依頼 

第 2 回 平成 31 年 1 月 9 日 ・自殺対策に関連する事業の棚卸し作業の集計結

果報告 

・基本施策及び重点施策の選定依頼 

第 3 回 令和元年 8 月 28 日 ・基本施策及び重点施策の確認依頼 

・自殺対策計画策定に係るスケジュールの説明 

第 4 回 令和 2 年 1 月 17 日 ・自殺対策推進計画（案）のパブリックコメント

の実施結果報告 

・自殺対策推進計画（案）の最終確認依頼 

 

（3）東村山市いのち支える自殺対策推進協議会経過 

回数 開催日 内容 

第 1 回 平成 31 年 1 月 8 日 ・自殺に関する事例紹介 

・意見交換 

第 2 回 平成 31 年 3 月 27 日 ・国の自殺対策計画に係る概要説明 

・計画策定に向けた当市の取り組み 

・当市の自殺に係る統計データ及び市民意識調査結

果に関する説明 

・意見交換 

第 3 回 令和元年 11 月 8 日 ・東村山市自殺対策推進計画（素案）に係る説明 

・意見交換 

第 4 回 令和 2 年 1 月 17 日 ・東村山市自殺対策計画（案）のパブリックコメン

トの実施結果報告 

・東村山市自殺対策計画（案）に係る説明 

・意見交換 

 

（4）自殺対策に関連する事業の棚卸し作業経過 

期間 内容 

平成 30 年 7 月から 8 月 ・「市町村版事業の棚卸し事例集」をもとに全既存事業のうち

自殺対策に関連する事業の棚卸し作業を実施 

平成 30 年 12 月 ・担当所管課にヒアリングを実施 

平成 31 年 1 月 ・基本施策及び重点施策の選定 

令和元年 8 月から 10 月 ・基本施策及び重点施策の事業概要について確認作業を実施 

令和 2 年 1 月 ・自殺対策推進計画（案）の最終確認作業を実施 



32 

 

6 相談先一覧 

 

（1）東村山市役所の相談先 

相談内容 相談窓口 電話番号 受付時間等 

健康相談 健康福祉部健康増進課 042-393-5111（代表） 8 時半～17 時 

※土日祝日、12/29

～1/3 は除く 

精神保健福祉相

談 

健康福祉部障害支援課 

高齢者の虐待 健康福祉部健康増進課 

子どもの虐待 子ども家庭部子ども家庭

支援センター 

042-390-2271（直通） 9 時～17 時 

※土日祝日、12/29

～1/3 は除く 

妊産婦相談 子ども家庭部子育て支援

課 

042-393-5445（直通） 9 時～17 時 

※土日祝日、12/29

～1/3 は除く 

子育て 子ども家庭部子育て支援

課 

042-393-5111（代表） 8 時半～17 時 

※土日祝日、12/29

～1/3 は除く いじめ 教育部指導室 

子どもの教育相

談 

教育部子ども・教育支援

課 

042-391-0278（直通） 9 時～17 時 

※土日祝日、12/29

～1/3 は除く 

多重債務 市民部市民相談・交流課 042-393-5111（代表） 8 時半～17 時 

※土日祝日、12/29

～1/3 は除く 

※担当課名は令和 2 年 3 月現在 

 

（2）東村山市役所以外の相談先 

相談内容 相談窓口 電話番号 受付時間等 

生きていく

のがつらい

など 

東京都自殺相談ダイヤル

～こころといのちのほっ

とライン～ 

0570-087478 

（ナビダイヤル） 

14 時～翌朝 5 時半（年中無休） 

東京いのちの電話（社会福

祉法人いのちの電話） 

03-3264-4343 24 時間（年中無休） 

東京多摩いのちの電話（Ｎ

ＰＯ法人東京多摩いのち

の電話） 

042-327-4343 10 時～21 時（年中無休） 
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相談内容 相談窓口 電話番号 受付時間等 

こころの不

安や悩みな

ど（精神保健

福祉相談） 

東京都多摩小平保健所 

 

042-450-3111 9 時～17 時 

※土日祝日、12/29～1/3 は除く 

東京都立多摩総合保健福

祉センター 

 

042-371-5560 9 時～17 時 

※土日祝日、12/29～1/3 は除く 

精神障害者

相談など 

地域生活支援センター 

ふれあいの郷 

042-397-6400 9 時半～18 時（月・火・木・金・

土） 

障害者の相

談など 

東村山市基幹相談支援セ

ンター るーと 

042-394-1555 9 時から 17 時 

※土日祝日、12/29～1/3 は除く 

経済的な問

題、心身の問

題、家庭の問

題など（生活

自立相談） 

東村山市くらし・しごとサ

ポートセンター 

ほっとシティ東村山 

042-306-3427 8 時半から 17 時（月～金） 

※土日祝日、12/29～1/3 は除く 

高齢者の総

合相談、介護

に関する相

談、高齢者の

虐待など 

東村山市地域包括支援セ

ンター 

 

中部：本町・久米川町・恩多町 

東部：秋津町・青葉町 

西部：富士見町・美住町 

南部：萩山町・栄町 

北部：廻田町・多摩湖町・諏訪

町・野口町 

中部：042-394-6662 

東部：042-392-6388 

西部：042-397-1091 

南部：042-390-2211 

北部：042-397-5123 

窓口開設時間は 9 時～17 時（月

～土） 

子どもの虐

待など 

東京都小平児童相談所 042-467-3711 9 時～17 時 

※それ以外の時間帯について

は児童相談所全国共通ダイヤ

ル 189 で対応 

子どものい

じめなど 

東京都いじめ相談ホット

ライン 

0120-53-8288 

（フリーダイヤ

ル） 

24 時間（年中無休） 

労働問題 東京都ろうどう 110 番 0570-00-6110 

（ナビダイヤル） 

9 時～20 時（月～金） 

※日祝日、12/29～1/3 は除く 

9 時～17 時（土） 

※祝日、12/28～1/4 は除く 
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7 参考資料 

 

（1）自殺対策基本法 

 

自殺対策基本法（平成十八年法律第八十五号） 

 

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 

している状況にあり、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、 

これに対処してい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、全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、社会的な取り組みとして実施され 

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 
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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。 

 

（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。 
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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。 

 

（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、我が国における自殺の概況及び講じた自殺対策 

に関する報告書を提出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 
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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り組み等 

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、自殺者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、先進的な取り組み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、前項の施策の効率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、各人がかけがえ 

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 
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処の仕方を身に付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 

疾患を有する者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、救急医療を行う医 

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体制の整備及び充実に必要な

施策を講ずるものとする。 

 

（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」 
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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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（2）東村山市いのち支える自殺対策推進本部規程 

 

平成３０年９月１２日 

規程第１５号 

（設置） 

第１条 自殺対策に係る庁内の有機的な連携体制の構築を図り、もって自殺対策に関す

る総合的な政策の実施を推進するため、東村山市いのち支える自殺対策推進本部（以

下「推進本部」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 推進本部の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。 

(１) 東村山市自殺対策計画の策定及び推進に関すること。 

(２) 自殺対策に係る庁内の横断的な政策実施に関すること。 

(３) 前２号のほか、自殺対策の推進に関すること。 

（組織） 

第３条 推進本部は次の各号に掲げる者をもって組織し、当該各号に掲げる職にある者

をこれに充てる。 

(１)  本部長 市長 

(２) 副本部長 副市長及び教育長 

(３)  本部員 部長（部長相当職を含む。） 

（本部長及び副本部長） 

第４条 本部長は、本部を統括する。 

２ 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。 

（会議） 

第５条 推進本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、その議長となる。 

２ 本部長は、必要があると認めるときは、本部員以外の者を推進本部の会議に出席さ

せ、意見を聴き、又は説明を求めることができる。 

（庁内連絡会） 

第６条 第２条各号に掲げる所掌事項に関し、各課における政策の検証、調査等を行わ

せるため、推進本部に東村山市いのち支える庁内連絡会（以下「庁内連絡会」という。）

を置く。 

２ 庁内連絡会は、前項に規定する検証、調査等の結果を推進本部に報告するものとす

る。 

３ 庁内連絡会の委員については、別表に定めるとおりとする。 

４ 本部長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を庁内連絡会の会議に出席さ

せ、意見を聴き、又は説明を求めることができる。 
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（庶務） 

第７条 推進本部の庶務は、健康福祉部健康増進課において処理する。 

（委任） 

第８条 この規程に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が

別に定める。 

附 則 

 この規程は、公布の日から施行する。 

   附 則（令和元年 11 月 28 日規程第 8 号） 

 この規程は、公布の日から施行する。 

 

別表（第６条） 

  庁内連絡会の委員  

議会事務局次長、経営政策部次長（総合調整担当）、総務部次長、地域創生部次

長、市民部次長、環境安全部次長、健康福祉部次長、子ども家庭部次長、資源循

環部次長、まちづくり部次長（基盤整備推進担当）、教育部次長（生涯学習担当） 
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（3）東村山市いのち支える自殺対策推進協議会設置規則 

 

平成 30 年 9 月 12 日 

規則第６１号 

 

（設置） 

第１条 自殺対策に係る地域の関係機関のネットワークの醸成を図り、もって地域の自

殺対策を推進するため、東村山市いのち支える自殺対策推進協議会（以下「協議会」

という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 協議会は、東村山市自殺対策計画の策定その他地域の自殺対策の推進に関し必

要な検討等を行うものとする。 

（組織） 

第３条 協議会は、次に掲げる者で、市長が委嘱する委員２０人以内をもって組織する。 

(１) 医療、福祉、教育等の分野において識見を有する者 

(２) 次に掲げる関係機関から推薦を受けた者 

   ア 警視庁東村山警察署 

   イ 東京消防庁東村山消防署 

   ウ 公共交通機関 

(３) おおむね２０歳以上の市民 

（任期） 

第４条 委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任

者の残任期間とする。 

（会長等） 

第５条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。 

２ 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職

務を代理する。 

（会議） 

第６条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。 

２ 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

（意見の聴取） 

第７条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴く

ことができる。 

（謝礼） 

第８条 協議会の会議に出席した委員及び前条の規定により出席を求められた者で、必
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要があると認められるものに対しては、謝礼を支払うことができる。 

（庶務） 

第９条 協議会の庶務は、健康福祉部健康増進課において処理する。 

（委任） 

第１０条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が

協議会に諮って定める。 

 

附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 
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（4）東村山市いのち支える自殺対策推進本部員名簿 

                                                

年度 所属（役職）          委員氏名             役職         

平成 30 年度 東村山市長                    渡部 尚                         本部長                  

東村山市副市長                 荒井 浩                       副本部長                  

教育長                        森 純                         副本部長                    

議会事務局長                  南部 和彦                                                    

経営政策部長                     間野 雅之                                           

総務部長                      東村 浩二                                        

地域創生部長                    武岡 忠史                                            

市民部長                         清水 信幸                                              

環境安全部長                  平岡 和富                                            

資源循環部長                  大西 岳宏                                                

健康福祉部長                  山口 俊英                                             

子ども家庭部長                 野口 浩詞                                              

まちづくり部長                        粕谷 裕司                                              

教育部長                      野崎 満                                               

令和元年度 東村山市長 渡部 尚 本部長 

東村山市副市長 荒井 浩（平成 31 年 4 月 1 日～令和元年 12 月 31 日） 

野崎 満（令和 2 年 1 月 1 日～） 

副本部長 

教育長 村木 尚生 副本部長 

議会事務局長 南部 和彦  

会計管理者 野口 浩詞  

経営政策部長 間野 雅之  

総務部長 東村 浩二  

地域創生部長 武岡 忠史  

市民部長 清水 信幸  

環境安全部長 平岡 和富  

資源循環部長 大西 岳宏  

健康福祉部長 山口 俊英  

子ども家庭部長 瀬川 哲  

まちづくり部長 粕谷 裕司  

教育部長 野崎 満（平成 31 年 4 月 1 日～令和元年 12 月 31 日） 

田中 宏幸（令和 2 年 1 月 1 日～） 

 

※敬称略 
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（5）東村山市いのち支える庁内連絡会委員名簿 

 

年度 所属（役職） 委員氏名 

平成 30 年度 議会事務局次長 湯浅崎 高志 

会計管理者 戸水 雅規 

経営政策部次長（総合調整担当） 河村 克巳 

総務部次長 高柳 剛 

市民部次長 肥沼 裕史 

環境安全部次長 細淵 睦 

資源循環部次長 肥沼 卓磨 

健康福祉部次長 花田 一幸 

子ども家庭部次長 瀬川 哲 

まちづくり部次長（基盤整備推進担当） 山下 直人 

教育部次長（生涯学習担当） 田中 宏幸 

産業振興課長 篠宮 雅登 

令和元年度 議会事務局次長 湯浅崎 高志 

経営政策部次長（総合調整担当） 河村 克巳 

総務部次長 高柳 剛 

地域創生部次長 新井 一寿 

市民部次長 肥沼 裕史 

環境安全部次長 細淵 睦 

資源循環部次長 肥沼 卓磨 

健康福祉部次長 花田 一幸 

子ども家庭部次長 谷村 雅則 

まちづくり部次長（基盤整備推進担当） 山下 直人 

教育部次長（生涯学習担当） 田中 宏幸（平成 31 年 4 月 1 日～令和

元年 12 月 31 日） 

平島 亨（令和 2 年 1 月 1 日～） 

※敬称略 
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（6）東村山市いのち支える自殺対策推進協議会委員名簿 

 

年度 所属等 委員氏名 役職 

平成 30 年度 学識経験者（東洋大学） 加藤 千恵子 会長 

国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター病院 大森 まゆ 副会長 

東京都多摩小平保健所  筒井 智恵美  

公益社団法人 東村山市医師会 黒田 克也  

一般社団法人 東村山市薬剤師会 城田 由紀子   

警視庁東村山警察署 中島 利通  

東京消防庁東村山消防署 山田 浩靖  

東村山市中部地域包括支援センター 中島 文亜  

社会福祉法人 東村山市社会福祉協議会 生活支援課  宮田 敏行  

東村山市障害者地域自立生活支援センター るーと 稲森 直孝  

地域生活支援センター ふれあいの郷 高橋 千恵子  

西武鉄道 株式会社 増子 保幸  

東村山市民生委員・児童委員協議会 畠山 香壽惠  

東村山市教育委員会 櫻井 康博  

公募市民 本宮 美貴子  

令和元年度 学識経験者（東洋大学） 加藤 千恵子 会長 

国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター病院 大森 まゆ 副会長 

東京都多摩小平保健所  筒井 智恵美  

公益社団法人 東村山市医師会 黒田 克也  

一般社団法人 東村山市薬剤師会 城田 由紀子   

警視庁東村山警察署 中島 利通  

東京消防庁東村山消防署 森川 大介  

東村山市中部地域包括支援センター 中島 文亜  

社会福祉法人 東村山市社会福祉協議会 生活支援課  葛野 章  

東村山市基幹相談支援センター るーと 稲森 直孝  

地域生活支援センター ふれあいの郷 高橋 千恵子  

西武鉄道 株式会社 鳥井 武利  

東村山市民生委員・児童委員協議会 畠山 香壽惠  

東村山市教育委員会 櫻井 康博  

公募市民 本宮 美貴子  

※敬称略 

 


