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新旧対照表 

（赤字：委員の意見による修正箇所、青字：関係課による修正箇所） 

新 旧 

第１章・第２章 （略） 

第３章 自殺対策の取組 

１・２ （略） 

３ 基本施策 

【基本施策１】地域におけるネットワークの強化 

(1) 地域におけるネットワークの強化 

①・② （略） 

③ 福祉事務所内の連携強化に向けた職員研修の実施（福祉総務

課） 

市民の困りごとに対して、世帯を単位とした最適な保健福祉

サービスの提案を実施するため、システムを活用した各部署間

の円滑な連携を目的とした福祉事務所内の職員研修を実施しま

す。 

(2) （略） 

 

【基本施策２】自殺対策を支える人材の育成 

(1) 様々な職種を対象とした研修の実施 

① 市職員向けゲートキーパー（※）養成講座の開催（健康づくり

課） 

窓口における各種相談対応や、税金・保険税等の徴収業務の機

会を利用することで、自殺のリスクを抱えた市民を早期に発見

第１章・第２章 （略） 

第３章 自殺対策の取組 

１・２ （略） 

３ 基本施策 

【基本施策１】地域におけるネットワークの強化 

(1) 地域におけるネットワークの強化 

①・② （略） 

③ 庁内の連携関係の強化に向けた研修の実施（福祉総務課） 

様々な分野における支援策を連動させ、各分野の支援策や相

談窓口の情報等について、担当職員がともに学ぶ研修会等を開

催します。 

 

 

(2) （略） 

 

【基本施策２】自殺対策を支える人材の育成 

(1) 様々な職種を対象とした研修の実施 

① 市職員向けゲートキーパー養成講座の開催（健康づくり課） 

 

窓口における各種相談対応や、税金・保険料等の徴収業務の機

会を利用することで、自殺のリスクを抱えた市民を早期に発見

資料３ 
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し、支援へとつなぐ役割を担える人材を育成するため、ゲートキ

ーパー研修の受講の呼びかけを行います。 

※「ゲートキーパー」：自殺の危険を示すサインに気づき、適切な

対応（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）を図ることができる人のことで、言わば「命

の門番」とも位置づけられる人のこと。 

②・③ （略） 

(2) （略） 

(3) 学校教育に関わる教職員を対象とした研修の実施（学校教育課） 

 

教職員に対する研修で、自殺予防に関する取組を取り上げるこ

とにより、教育相談を担当する教職員の資質向上を図ります。 

 

【基本施策３】市民への啓発と周知 

(1) （略） 

(2) 市民向け講演会やイベント等の開催 

① （略） 

 

 

 

 

 

 

② 各種講演会と連携した問題の啓発（人権・同和政策・男女参画

し、支援へとつなぐ役割を担える人材を育成するため、ゲートキ

ーパー研修の受講の呼びかけを行います。 

 

 

 

 

②・③ （略） 

(2) （略） 

(3) 学校教育に関わる人への研修 

① 教職員向けの研修（学校教育課） 

教職員に対する研修で、自殺予防に関する取組みを取り上げ

ることを検討します。 

 

【基本施策３】市民への啓発と周知 

(1) （略） 

(2) 市民向け講演会やイベント等の開催 

① （略） 

② 人権関連イベントにおける問題の啓発（人権・同和政策・男女

参画課） 

人権関連イベントにおいて、自殺と関連し得る虐待やいじめ、

差別等のテーマを扱う際や、人権問題に関する市職員向け研修会

の際に、自殺問題にも言及することで、自殺問題に対する問題理

解の促進と啓発を図ります。 

③ 各種講演会と連携した問題の啓発（生活安全課、人権・同和政
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課、高齢福祉課ほか） 

人権教育や男女共同参画、介護予防等の各種講演会やイベント

等の中で、それぞれが自殺対策の一翼を担っているという意識を

共有することにより、自殺問題の周知を進めます。 

 

(3) （略） 

(4) 地域や家庭と連携した啓発活動 

① （略） 

② 児童生徒の自殺に対する理解の促進（学校教育課） 

地域全体で児童生徒への見守りを進め、生活行動等の変化に早

期に気づくことができるよう、ＰＴＡの役員会や講演会の中で、

いじめの問題等と関連付ける形で児童生徒の自殺実態や自殺の

リスク等についても取り上げる等、ＰＴＡや地域の関係団体と連

携して啓発活動に努めます。 

 

 【基本施策４】生きることの促進要因への支援 

(1) 自殺リスクを抱える可能性のある人への支援 

① 市民相談コーナーにおける相談対応（市民生活課） 

日常生活における悩みごとや心配ごと等についての相談対応

を行うほか、弁護士による法律相談、人権擁護委員による人権・

心配ごと相談等、各種専門機関による相談対応を行います。 

② 犯罪被害者等への支援・多重債務者に関する相談対応（生活安

全課） 

犯罪被害者等への支援や相談対応において、必要に応じて、適

策・男女参画課、高齢福祉課） 

消費生活に関する講演会や男女共同参画に関する講演会、介護

予防講演会等の各種講演会や、いじめ防止フォーラム等の中で、

自殺の問題を取り上げることにより、市民に対する自殺問題の周

知を進めます。 

(3) （略） 

(4) 地域や家庭と連携した啓発活動 

① （略） 

② 児童生徒の自殺に対する理解の促進（学校教育課） 

地域全体で児童生徒への見守りを進め、生活行動等の変化に早

期に気づくことができるよう、ＰＴＡや地域の関係団体と連携し

て啓発活動に努めるとともに、ＰＴＡの役員会や講演会の中で、

いじめの問題等と関連付ける形で児童生徒の自殺実態や自殺の

リスク等についても取り上げられるよう、検討・調整を進めます。 

 

 【基本施策４】生きることの促進要因への支援 

(1) 自殺リスクを抱える可能性のある人への支援 
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切な関係機関や庁内関係部署へつなぐ等の対応を行います。 

また、複雑・高度化に対する消費者問題に迅速・的確に対応す

る弁護士相談を実施し、自殺リスクが高い多重債務等の問題解決

への対応に努めます。 

③ 地域における相談対応や見守り活動（福祉総務課） 

民生委員児童委員や福祉協力員（※）、コミュニティソーシャ

ルワーカー（※）等による相談対応や見守り活動を通じて、様々

な課題を抱えた対象者の早期発見と対応に努めます。 

※「福祉協力員」：佐賀市社会福祉協議会や校区社会福祉協議会

等が主体となって、地域での見守り体制を強化し、生活課題や

異変等を早期発見、早期対応するための地域の担い手のこと。 

※「コミュニティソーシャルワーカー」：住民に身近な圏域にお

いて、住民が主体的に地域課題を把握し、解決を試みる体制を

構築することを支援し、地域の課題解決力強化を図る専門職の

こと。 

④ 障がい者に関する相談窓口（障がい福祉課） 

（略） 

⑤ 高齢者虐待における入所支援（高齢福祉課） 

被虐待高齢者等を一時的に高齢者施設等へ入所させて保護し、

あわせて養護者への支援を実施します。 

⑥ ＤＶ被害者への支援・児童虐待への対応（こども家庭課） 

ＤＶ被害者への支援として、相談窓口の周知や相談しやすい環

境整備を進め、関係機関との連携を図りながら、被害者の安全確

保と自立に向けた支援に取り組みます。 

 

 

 

 

① 地域における相談及び見守り活動（福祉総務課） 

民生委員児童員や福祉協力員、コミュニティソーシャルワーカ

ー等による相談活動や見守り活動を通じて、様々な課題を抱えた

対象者の早期発見と対応に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

② 障がい者に関する相談窓口（障がい福祉課） 

（略） 

③ 高齢者虐待における措置入所（高齢福祉課） 

被虐待高齢者等を一時的に養護老人ホーム等へ入所させて保

護するなどの支援を実施します。 

④ ＤＶ被害者への支援（こども家庭課） 

ＤＶ被害者への支援、相談対応において必要な場合には適切な

機関へつなぐ等の対応を行います。 

⑤ 児童虐待への対応（こども家庭課） 
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また、児童虐待の早期把握に努めるとともに、関係機関との情

報共有や継続的な支援を通じて、児童虐待の発生防止に取り組み

ます。 

⑦ 児童生徒や保護者への対応（学校教育課） 

（略） 

(2) 子どもの居場所づくり（子育て総務課） 

家庭環境によって様々な困難を抱える子どもに対し、学習支援、

遊び場の提供、食事の提供等を通して地域における居場所をつく

り、多面的な支援を行うことで、子どもの心・体・学習の健やかな

成長につなげ、貧困をはじめとした負の連鎖の解消を図ります。 

 

 

(3) 遺された人への支援（健康づくり課） 

 

自死遺族支援わかち合い「ハートの海」（佐賀いのちの電話）や

佐賀自死遺児を支える会「おあしす」（佐賀ビッグフット）、佐賀県

弁護士会等の各種相談先の情報や相談会の開催等の情報を市のホ

ームページや広報誌等に掲載することで、自死遺族への情報周知

を進めます。 

 

 

(4) 支援者への支援 

① 介護者（家族含む）に対する支援の提供（高齢福祉課） 

介護をしている家族等の不安や負担を軽減するために「家族介

児童虐待通告への早期対応に努めるとともに関係機関との情

報共有や継続的な見守り活動などを通じて、児童虐待の発生防止

に取り組みます。 

⑥ 児童生徒や保護者への対応（学校教育課） 

（略） 

(2) 居場所づくり 

① 子どもの居場所づくり（子育て総務課） 

 家庭環境によってさまざまな困難を抱える子どもに対し、学習

支援、遊び場の提供、食事の提供等を通して地域における居場所

をつくり、多面的な支援を行います。また、児童生徒との接触を

通じて、本人や保護者の抱える問題や家庭の状況等を把握し、必

要に応じて適切な機関へつなぐ等の対応を行います。 

(3) 遺された人への支援 

① 相談機関の情報提供（健康づくり課） 

佐賀ビッグフットや佐賀自死遺児を支える会「おあしす」等の

各種相談先の情報や相談会の開催等の情報を市のホームページ

や広報誌等に掲載することで、自死遺族への情報周知を進めま

す。 

② 死亡届時の情報提供（市民生活課） 

死亡届時に配布する資料に、遺族支援に関する相談情報を追加

掲載して周知を推進します。 

(4) 支援者への支援 

① 介護者（家族含む）に対する支援の提供（高齢福祉課） 

介護者（家族含む）同士が交流し様々な情報を交換するととも
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護教室」を実施します。また、教室を通じて、介護に関する情報

を提供することで、介護者の介護疲れやうつの予防等を図りま

す。 

② 認知症患者とその支援者（家族含む）に対する支援の提供（高

齢福祉課） 

認知症の人やその家族、地域住民、福祉や介護の専門職等、認

知症の人に関わる人たちが集い、気軽に会話や情報交換等を楽し

むことができるよう「認知症カフェ」の開設や運営に関して、助

言や関係機関との連携、広報等を行います。 

③ （略） 

  (5) 自殺未遂者への支援（健康づくり課） 

    地域における自殺未遂者支援の対応力の向上や医療機関との連

携等について、国・県の動向等を踏まえて取組を検討します。 

 

 【基本施策５】児童生徒のＳＯＳの出し方に関する教育 

(1) 児童生徒に対する教育の実施（こども家庭課） 

子どもには安心して安全に自由に暮らしていく権利があること

や、子どもが様々な暴力から身を守る方法を知り、つらいことがあ

った時や怖い目にあった時は、一人で悩まずＳＯＳを出すことが

できるよう、「子どもへの暴力防止ワークショップ」を開催します。 

また、「こどもＳＯＳカード」を作成し、小中学校を通じて使い

方を説明し、配布します。 

(2) 教職員に対する研修の実施（学校教育課） 

（略） 

に、医師による講和等に触れる機会を年●回設けることで、介護

者が日頃抱える課題の解決や、悩みの解消を図ります。 

 

② 認知症患者とその支援者（家族含む）に対する支援の提供（高

齢福祉課） 

認知症の当事者やその支援者（家族含む）等、認知症に関心の

ある市民が気軽に集まり交流できる場を設けることで、認知症の

当事者及びその支援者の、課題の解決や悩みの解消を図ります。 

 

③ （略） 

 

 

 

 

 【基本施策５】児童生徒のＳＯＳの出し方に関する教育 

(1) ＳＯＳの出し方に関する教育の実施 

① ＳＯＳの出し方に関する教育の実施（学校教育課） 

（略） 
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４ 重点施策 

（略） 

 【重点施策１】高齢者の自殺対策の推進 

   （略） 

(1) 高齢者とその支援者に対して、支援先情報の周知を図る 

（略） 

 

ア 高齢者を対象とした事業への参加者に対して、生きる支援に関

するリーフレット等を配布することで、地域の相談先に関する情

報の周知を図ります。（高齢福祉課） 

イ 高齢者の保健福祉サービスに関する施策や、保健福祉全般に

関する基本的知識等を分かりやすく掲載した冊子（「高齢者福

祉サービスのご案内」、「佐賀市認知症ケアパス」、「保健福祉ガ

イドブック“あんしんナビ”」等）に相談窓口の情報等を掲載

することで、高齢者に対し相談先の情報の周知を図ります。（高

齢福祉課） 

ウ （略） 

エ 民生委員児童委員が地域の見守り活動を行う際、各家庭に対

して生きる支援に関する相談先が掲載されたリーフレット等

を配布し活用することにより、相談先の情報の周知を図りま

す。また、困りごとを抱える住民を早期に発見し、適切な支援

が得られるよう、関係機関につなぎます。（福祉総務課） 

オ 市内の事業所や店舗等の「おたっしゃ見守りネット」に登録

 

４ 重点施策 

（略） 

 【重点施策１】高齢者の自殺対策の推進 

   （略） 

(1) 高齢者とその支援者に対して、支援先情報の周知を図る 

（略） 

① 啓発リーフレットの配布 

ア ●●事業に参加する高齢者に対して、生きる支援に関する 

リーフレット等を配布することで、地域の相談先に関する情報

の周知を図ります。（高齢福祉課） 

イ 高齢者の保健福祉サービスに関する施策や、保健福祉全般に

関する基本的知識などを分かりやすく掲載した冊子「高齢者福

祉サービスのご案内」「介護保険べんり帳」「保健福祉ガイドブ

ック“あんしんナビ”」に、生きる支援に関する相談窓口の情

報等を掲載することで、高齢者に対し相談先の情報の周知を図

ります。（高齢福祉課） 

ウ （略） 

エ 民生員児童委員が地域の見守り活動を行う際、各家庭に対し

て生きる支援に関する相談先が掲載されたリーフレット等を

配布や活用することにより、相談先の情報の周知を図ります。

また、困りごとを抱える住民を早期に発見し、適時必要な相談、

支援機関につなげます。（福祉総務課） 

オ 市内の事業所や店舗等の協力を得て市内●カ所が登録して
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している事業者へリーフレット等を配布することで、支援先情

報の周知に努めます。（高齢福祉課） 

カ 佐賀市老人クラブ連合会の会員が、友愛活動の一環として、

地域での移動が困難で閉じこもりがちな高齢者宅を訪問し、声

かけや傾聴活動を実施する際に、訪問対象の高齢者にリーフレ

ット等を配布します。（高齢福祉課） 

キ 高齢者が健康で明るい生活を送ることができるように設置

された「いきがい館」に相談先が掲載されたリーフレット等を

配置することで、高齢者に対する相談先情報の周知を図りま

す。（高齢福祉課） 

 

(2) 支援者の「気づき」の力を高める 

（略） 

① 既存の研修枠の活用 

（略） 

② ゲートキーパー研修の受講の推奨 

    ア・イ （略） 

 

 

 

    ウ 高齢者からの相談に応じる職員等に対し、ゲートキーパー

養成講座の受講を推奨します。（高齢福祉課） 

 

 

いる「おたっしゃ見守りネット」にリーフレット等を配布する

ことで、支援先情報の周知に努めます。（高齢福祉課） 

カ 佐賀市老人クラブ連合会の会員が、地域での移動が困難で閉

じこもりがちな高齢者宅を訪問し、声かけや傾聴活動を実施す

る際に、訪問対象の高齢者にリーフレット等を配布します。（高

齢福祉課） 

キ 高齢者が地域で生きがいを持ち、生活するためのきっかけづ

くりの場として設置された「生きがい館」に、生きる支援に関

する様々な相談先情報の掲載されたリーフレット等を配布す

ることで、高齢者に対する相談先情報の周知を図ります。（高

齢福祉課） 

(2) 支援者の「気づき」の力を高める 

（略） 

① 既存の研修枠の活用 

（略） 

② ゲートキーパー研修の受講の推奨 

    ア・イ （略） 

    ウ 一人暮らし高齢者等に配食サービスを提供する職員及びボ

ランティアに対してゲートキーパー養成講座の受講を推奨し

ます。（高齢福祉課） 

    エ 高齢者からの相談等に応じる高齢者相談員に対し、ゲート

キーパー養成講座の受講を推奨します。（高齢福祉課） 

    オ 高齢者の生活支援を行う職員等に対し、ゲートキーパー養

成講座の受講を推奨します。（高齢福祉課） 
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    エ 認知症の人やその家族と接する支援者に対して、ゲートキ

ーパー養成講座の受講を推奨します。（高齢福祉課） 

 

(3) 高齢者が生きがいと役割を実感できる地域づくりの推進 

 （略） 

① 地域における「居場所づくり」の推進 

ア 高齢者や子育て中の親子、児童生徒等、年代に関係なく、｢誰

でも｣、｢気軽に｣、｢自由｣に参加し、交流できる場である「コ

ミュニティカフェ」の設置を推奨することで、地域での見守り

機能の強化を図り、自殺リスクの高い市民の早期発見につなげ

ます。（福祉総務課） 

 

イ 各種介護予防事業を実施し、高齢者の生活機能の向上を図る

とともに、支援者や他の高齢者と交流できる機会を高齢者に提

供することで、地域で元気に日常生活を送れるよう支援しま

す。（高齢福祉課） 

ウ 高齢者を対象とした各種講座を「いきがい館」で実施するこ

とで、憩いの場を提供します。（高齢福祉課） 

 

エ 高齢者を対象とする閉じこもり予防を目的としたふれあい

サロン等の活動を定期的に実施することで、高齢者が元気に生

活を送れるような地域づくりを推進します。（高齢福祉課） 

② （略） 

(4) 高齢者を支える家族等の支援者への支援の推進 

    カ 認知症の人やその家族と接する支援者に対して、ゲートキ

ーパー養成講座の受講を推奨し、自殺対策の意識づけや理解

の促進を図ります。（高齢福祉課） 

(3) 高齢者が生きがいと役割を実感できる地域づくりの推進 

 （略） 

① 地域における高齢者向けの「居場所づくり」の推進 

ア 高齢者に限らず地域のあらゆる市民が、自由に集まって交流

できるとともに、相談員や看護職等の専門職と気軽に相談でき

る場所として、「地域コミュニティカフェ」の設置を推奨しま

す。また、地域において自治会や民生委員児童委員等との連携

をさらに促進・強化させていくことで、地域において自殺リス

クの高い市民の早期発見と対応を進めます。（福祉総務課） 

イ 各種介護予防事業を通じて、参加者同士の交流等、高齢者の

生活機能の向上に向けた各種活動を実施し、支援者や他の高齢

者と交流できる機会を高齢者に提供することで、地域で元気に

日常生活を送れるように支援します。（高齢福祉課） 

ウ 65 歳以上の高齢者を対象に、軽運動などができる機会等を

設けることで、生きがいなどを実感できるような地域づくりを

推進します。（高齢福祉課） 

エ 高齢者を対象とする閉じこもり予防を目的とした茶和会や

運動等の活動を定期的に実施することで、高齢者が元気に生活

を送れるような地域づくりを推進します。（高齢福祉課） 

② （略） 

(4) 支援者への支援の推進 
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    （略） 

 

ア （略） 

イ 福祉に関する複合的な問題を抱えている世帯や、福祉に関す

る困りごとをどこに相談すればよいのか分からない世帯に対

して、「福祉まるごと相談窓口」の推進員が庁内外の各専門機

関をコーディネートします。（福祉総務課） 

 

ウ 介護をしている家族等の不安や負担を軽減するために「家族

介護教室」を実施します。また、教室を通じて、介護に関する

情報を提供することで、介護者の介護疲れやうつの予防等を図

ります。【再掲】（高齢福祉課） 

 

 

エ 複数の専門職で構成される「佐賀市認知症初期集中支援チー

ム」が、各地域包括支援センターと連携しながら認知症の人と

その家族に対する初期の支援を包括的・集中的に行います。（高

齢福祉課） 

 

 【重点施策２】生活困窮者支援と自殺対策の連動性の向上 

   （略） 

(1) 生活困窮者に対する「生きることの包括的な支援」の強化 

（略） 

 

    （略） 

① 高齢者を支える家族等の支援者への支援の推進 

  ア （略） 

  イ どこに相談すればよいのか分からない、世帯で複合的な問

題を抱えている（8050、ダブルケア）等の福祉の困りごとに関

して、「佐賀市福祉まるごと相談窓口」で、相談支援包括化推

進員が様々な専門機関などと連携しながら、問題の解決に向

けた支援をします。（福祉総務課） 

  ウ 認知症に関する正しい知識や接し方等の講義、介護をして

いる家族等の不安や負担を軽減するために参加者同士の交流

などを行う「家族介護教室」を実施します。教室を通じて、介

護者同士の交流を促進し、介護に関する情報を提供すること

で、介護者の介護疲れやうつの予防等を図ります。（高齢福祉

課） 

  エ 認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み

慣れた地域で暮らし続けられるために、認知症の人やその家

族に早期に関わる「佐賀市認知症初期集中支援チーム」を配置

し、早期診断・対応に向けた支援を行います。（高齢福祉課） 

 

 【重点施策２】生活困窮者支援と自殺対策の連動性の向上 

   （略） 

(1) 生活困窮者に対する「生きることの包括的な支援」の強化 

（略） 

① 生活苦に陥った人への「生きることの包括的な支援」の強化 
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ア～ウ （略） 

エ 経済的な理由から就学が困難な児童生徒の保護者に対して、

給食費・学用品費等を援助することにより、生活に困窮してい

る世帯の児童生徒の就学を支援します。また、高等学校進学に

あたって必要な資金等に関する相談に訪れた保護者や生徒に

対して、他の機関の奨学金制度や相談先に関する情報提供を行

います。（教育総務課、学事課） 

 

オ （略） 

(2) 支援につながっていない人を、早期に支援へとつなぐための取

組の推進 

（略） 

① （略） 

② 複数の問題を抱える人（世帯）への支援 

自殺リスクの高い人の中には、病気や離婚、失業、多重債務等

の深刻な問題を複数抱えている人も少なくありません。これらの

問題を複合的に抱える方を支援するために、「福祉まるごと相談

窓口」の推進員が相談を受けとめ、庁内外の各専門機関をコーデ

ィネートします。（福祉総務課） 

 

 

③ 問題が深刻化する前に支援へとつなげるための取組 

ア 地域住民と日頃から接し、地域の状況を熟知している民生委

員児童委員に対して、定例会等での情報発信やゲートキーパー

  ア～ウ （略） 

エ 経済的な理由から就学や進学が困難な児童生徒に対して、給

食費・学用品費等を補助するほか、進学にあたって必要な資金

を奨学金として貸与または支給することにより、生活に困窮し

ている世帯の児童生徒の就学・進学を支援します。また、就学

や進学に関する相談に訪れた保護者や生徒に対し、様々な相談

先の情報が掲載されたリーフレットを配布することで、相談先

に関する情報周知を図ります。（学事課） 

オ （略） 

(2) 支援につながっていない人を、早期に支援へとつなぐための取

組みの推進 

 （略） 

① （略） 

② 複数の問題を抱える人へのつなぎの強化 

ア 自殺リスクの高い人の中には、病気や離婚、失業、多重債務

などの深刻な問題を複数抱えている人も少なくありません。そ

うした方々を早期に発見し、包括的な支援へとつなげていくた

めに、「福祉まるごと相談窓口」では福祉における様々な問題

を１カ所で応じ、相談支援包括化推進員が様々な専門機関など

と連携しながら、問題の解決に向けた支援をします。（福祉総

務課） 

③ 問題が深刻化する前に支援へとつなげるための取組 

    ア 地域住民と日頃から面し、地域の状況を熟知している民生

委員児童員を対象とした研修の中に、自殺対策の内容を盛り
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養成講座の受講を推奨します。また、福祉協力員連絡会議の開

催やコミュニティソーシャルワーカーが地域へ積極的にアウ

トリーチを行うことで、自殺のリスクを抱えた地域住民の早期

発見と早期対応の推進を図ります。（福祉総務課） 

 

イ （略） 

(3) 多分野の会議の連携・協働を推進する 

生活困窮者・多重債務者等対策会議や相談支援包括化推進会議、

要保護児童対策地域協議会等のそれぞれの会議において、必要に

応じて情報を共有し、「生きることの包括的な支援」を推進します。

（生活安全課、福祉総務課、生活福祉課、こども家庭課ほか） 

 

 

 【重点施策３】勤務・経営問題に関わる自殺対策の推進 

   （略） 

(1) 勤務問題による自殺リスクの低減に向けた相談体制の強化 

昼間に相談時間が取れない労働者や経営者の方々の相談に応じる

夜間労働相談を実施し、必要に応じてメンタルヘルス対策の相談先・

支援先に関する情報を提供することにより、過労やパワハラ、職場の

人間関係上のトラブル等、各種勤務問題を抱える労働者や経営者

の自殺リスクの低減を図ります。（商業振興課） 

 

 

 

込んだり、ゲートキーパー養成講座の受講を推奨したりする

ことにより、自殺のリスクを抱えた地域住民の早期発見と対

応の推進を図ります。また、福祉協力員やコミュニティソーシ

ャルワーカーなどの地域における相談支援体制の強化を図り

ます。（福祉総務課） 

    イ （略） 

(3) 多分野の会議の連携・協働を推進する 

生活困窮者・多重債務者等対策会議や相談支援包括化推進会議、

要保護児童対策地域協議会等の庁内の会議体の連携し、「生きるこ

との包括的な支援」を推進するため、「つなぎシート」や「相談・

案内先一覧表」、「福祉総合窓口システム」等のツールの活用を進め

ます。（生活福祉課、福祉総務課、こども家庭課ほか） 

 

 【重点施策３】勤務問題に関わる自殺対策の推進 

   （略） 

(1) 勤務問題による自殺リスクの低減に向けた相談体制の強化 

過労やパワハラ、職場の人間関係上のトラブル等、各種勤務問題

にまつわる自殺リスクの低減に向けて、労働者や経営者を対象と

した各種事業を展開します。 

① 相談機会の充実 

ア 労働者や経営者が問題を抱えたときに相談できる夜間労働

相談において、相談を対応する社会保険労務士を対象にゲート

キーパー研修の受講を推奨するとともに、労働問題に関する相

談窓口の情報提供を行います。（商業振興課） 
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(2)（略） 

(3) 健康経営に資する取組の推進 

（略） 

① ワーク・ライフ・バランスの推進 

ア 市内の企業・事業所における経営者等の意識改革、長時間労

働の削減、育児や介護等をしながら働きやすい職場環境づくり

の整備等、多様で柔軟な働き方を可能とするワーク・ライフ・

バランスの更なる推進に向けた研修会等を実施します。 

また、男女共同参画の推進に積極的に取り組む「男女共同参

画推進協賛事業所」への登録を推奨します。（人権・同和政策・

男女参画課） 

イ 労政広報誌「佐賀市労政だより」や市の広報誌「市報さが」

等の媒体を活用し、ワーク・ライフ・バランスの理解促進や、

ワーク・ライフ・バランスに取り組む事業者が利用できる制度

の周知を図ります。（商業振興課） 

② （略） 

 

第４章 自殺対策の推進体制 

１ （略） 

２ 庁内関係会議 

 

 

(1) 自殺対策庁内連絡会議（仮称） 

本市の自殺対策を庁内各分野の部署と連携し、総合的かつ効果

(2)（略） 

(3) 健康経営に資する取組の推進 

 （略） 

① ワーク・ライフ・バランスの推進 

ア ワーク・ライフ・バランスに取り組もうとしている、または、

さらに取組みを進めようとしている企業・事業所向けに働き方

改革出前セミナーを開催します。（人権・同和政策・男女参画

課） 

 

 

イ 労政広報誌「佐賀労政だより」や市の広報誌「市報さが」、

テレビ、ラジオなどの媒体を活用し、ワーク・ライフ・バラン

スの理解促進や、ワーク・ライフ・バランスを実施する市内の

企業を対象とした優遇制度（ワーク・ライフ・バランス応援貸

付）の周知を図ります。（商業振興課） 

② （略） 

 

第４章 自殺対策の推進体制 

１ （略） 

２ 自殺対策庁内連携 

自殺対策に関連する庁内●課や各会議体と相互に情報共有を図

り、自殺対策を総合的に推進します。 

(1) 関係課 

人事課、企画政策課、商業振興課、工業振興課、建築住宅課、環
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的な対策を推進するため、庁内関係課で構成する自殺対策庁内連

絡会議（仮称）を必要に応じて設置します。 

 

 

 

(2) 関係会議 

自殺対策に関連する庁内の各会議と相互に情報共有を図り、自

殺対策を総合的に推進します。 

① 相談支援包括化推進会議 

生活安全課、生活福祉課、障がい福祉課、高齢福祉課、こども

家庭課、富士大和温泉病院 

② 生活困窮者・多重債務者等対策会議 

人事課、建築住宅課、市民生活課、納税課、福祉総務課、生活

福祉課、人権・同和政策・男女参画課、保険年金課、健康づくり

課、障がい福祉課、高齢福祉課、保育幼稚園課、こども家庭課、

学校教育課、学事課、上下水道局業務課、富士大和温泉病院、佐

賀中部広域連合、生活安全課、子育て総務課 

③ （略） 

３ （略） 

境政策課、市民生活課、生活安全課、納税課、人権・同和政策・男

女参画課、福祉総務課、生活福祉課、保険年金課、健康づくり課、

障がい福祉課、高齢福祉課、子育て総務課、こども家庭課、保育幼

稚園課、協働推進課、公民館支援課、教育総務課、学校教育課、学

事課、社会教育課、図書館 

(2) 会議 

① 生活困窮者・多重債務者等対策会議 

人事課、建築住宅課、市民生活課、納税課、福祉総務課、生活

福祉課、人権・同和政策・男女参画課、保険年金課、健康づくり

課、障がい福祉課、高齢福祉課、保育幼稚園課、こども家庭課、

学校教育課、学事課、上下水道局業務課、富士大和温泉病院、佐

賀中部広域連合、生活安全課、子育て総務課 

② 相談支援包括化推進会議 

生活安全課、生活福祉課、障がい福祉課、高齢福祉課、こども

家庭課、富士大和温泉病院 

 

 

③ （略） 

３ （略） 

 


