
 

いのち支える牧之原市自殺対策計画（案）に対するパブリック 

コメント（意見募集）の実施結果について 
（健康推進部健康推進課） 

１ パブリックコメントの募集期間 

  平成 31年１月 12日から２月 11日までの１か月間 

 

 

２ 意見の提出状況 

（1） 意見数 ６名 26件 

 

 

 （2）提出された意見の概要と内訳 

項目 内容 件数 

計画全般 

各種統計グラフについて 

これまでの取組の掲載について 

計画の評価及び推進について など 

12件 

基本施策 

情報発信について 

相談体制について 

自己肯定感を高める取組について 

ＳＯＳ発信の重要性について など 

10件 

重点対策 
こども、若者支援について 

高齢者の生きがいづくりについて など 
４件 

 

   

３ 意見への回答 

 （1）回答内容 

  ・提出いただいた貴重な御意見への回答については、別紙「提出された意見の概 

要と内訳」のとおりです。 

  ・具体的な事業への御意見やアイデアに係るものは、事業を実施する際に参考と

します。 

 

 （2）回答の公表 

  ・牧之原市ホームページに掲載することで回答を公表します。 
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提出された意見の概要と内訳 

No 項目 御意見 回答の方向性（市の考え方） 

１ 

 

計   

 

画 

 

全 

 

般 

計画策定の背

景と趣旨につ

いて 

２ページの参考資料の自殺総合対策大綱につい

ては、資料編にもあるため、大綱の概要版の掲載

もそこで良いのではないか。 

見やすい計画書となるよう、自殺総合対策大綱の概要版は、

第５章「資料編」へ掲載します。 

２ 

牧之原市の実

態について 

８ページの性別年代別グラフは国のプロファイ

ルの全国との比較の方が市の特徴がわかりやすい

のではないか。 

市内の比較だけでなく、全国と比較したグラフを追加しま

す。 

３ 

９ページの原因別グラフについて、自殺の理由

が単一と捉えられる恐れがある。 

健康問題だけが自殺の原因と捉えられないよう、第２章１

「牧之原市の自殺の現状」の中で、自殺の原因は複雑に絡ん

でいることがわかるよう変更します。 

４ 

小規模事業所割合は、市の自殺の特徴というよ

りも、牧之原市の概要として掲載するのはどうか。 

小規模事業所割合のグラフについては、牧之原市の現状を

表すものであるため、第２章３「牧之原市の課題」の中で示

します。 

５ 
これまでの取

組について 

これまでの取組については、平成 27年度以前も

取り組んでいたはず。平成 28年度からの 3年間に

絞るのはもったいないと感じる。 

平成 23年度からの事業について掲載します。 

 

６ 
牧之原市の課

題について 

課題の掲載が２か所に分かれており、読みにく

さを感じる。現状→取組→課題の順番に整理する

のはどうか。 

御意見のとおり、現状→取組→課題の順番に修正します。 

 

  

別紙 
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No 項目 御意見 回答の方向性（市の考え方） 

７ 

計   

 

画  

 

全  

 

般 

計画の推進に

ついて 

簡単なことではないが、積極的な失敗を許容で

きる風土づくりが大切と考える。担当者の個性を

生かしたマネジメントによって、担当者及び組織

が積極的に計画推進を行うための工夫及び明記を

するのはどうか。 

互いの多様性を認め合い、自己肯定感を高める働きかけが

必要と考えます。計画の基本理念にその旨を追加記載します。

今後、計画を推進していく中で、基本理念が達成できるよう、

ネットワーク会議等で取組の検討をしていきます。 

８ 

全てを新たに始めるのでは無く、既存の施策の

中に自殺対策の視点を加えたり、複数の側面を表

したりすることで、業務の効率化を図るべきと感

じる。 

市役所の既存事業の中に、自殺対策に関連しうるものが 120

事業ありました。今後は自殺対策の視点を加え事業に取り組

み、評価シート等を活用して事業の実効性を高めていきます。 

９ 

対策事業のためには資金繰りが必要である。市

で予算を確保することも大切であるが、外部から

資金を集める視点も必要である。牧之原市単独の

自殺対策になりすぎないよう、関係する法人と組

むことも必要と考える。他の機関を巻き込み、ソ

ーシャルキャピタルを醸成していく工夫が必要と

考える。 

外部の関係機関との連携や情報共有を図り、自殺対策を支

える人材を広く育成します。 

なお、現在は国からの補助金を活用しています。今後も補

助金に関する情報を収集し、有効に活用していきます。 

 

10 

評価指標につ

いて 

指標の出典について、明記が必要だと思います。 出典を掲載します。 

11 

評価指標にネットワーク会議の開催回数につい

て入れても良いのではないか。 

評価指標は成果を評価しやすいものを記載しています。ネ

ットワーク会議の開催回数は、事業評価の中で確認していき

ます。 

12 その他 
自殺しにくいまちは誰にとっても住みやすいま

ちと感じる。 

基本理念にあるまちづくりにつながるよう自殺対策を推進

していきます。 
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No 項目 御意見 回答の方向性（市の考え方） 

13 

基 

本 

施 

策 

連携について 

 

自殺に対して、社会、学校、関係機関などの連

携を図る。その連携過程や場において「人生には

いい事もあるし、悪い事もある」という事を教え

たい。 

自殺対策として市役所全部署が関わる本部会議と外部機関

が関わるネットワーク会議で連携をしています。また、自殺

対策に特化していませんが、市内には多岐にわたるネットワ

ークがあります。その中においても、「生きる支援」の視点を

おいて活動を進めていきます。 

また、学校においては、子どもたちへの自己肯定感や立ち

直り力（レジリエンス）を高めるための取組を、健康推進課

では、保護者に対して子どもの自己肯定感を高める方法につ

いて助言を行っています。今後も、関係機関で連携を図り、

子どもの心の成長を促す支援を行っていきます。 

14 

人材育成につ

いて 

 

現場に立ち会う警察官、葬儀を行う葬儀業者や

宗教関係者、例えば就労を支援した担当者に心理

的負荷がある事例が考えられる。このように関わ

る人たちが過剰な責任を感じなくても良いよう

に、ゲートキーパー養成を優先的に実施するのは

どうか。また、遺族に接する機会が多いと考えら

れる為、遺族支援に関する研修会に参加してもら

うことも、有効と考える。 

今後、自死遺族支援に関する情報を幅広く発信します。 

また、自殺対策を支える人材を育成するために、ゲートキ

ーパー養成研修や、関係機関の相談員等を対象とした自殺対

策やメンタルヘルスについての専門研修を開催します。 

自死遺族の相談については、県の精神保健福祉センターが

実施しているわかちあいの会などと連携し、支援していきま

す。 

15 

情報発信につ

いて 

誰もが気軽に手に取る無料の就職、アパート、

観光情報誌に相談先を掲載するのはどうか。 

市民の方に広く周知できるよう、民間の情報誌の掲載を含

めて情報発信の方法を検討していきます。 

16 

自殺に関わる情報が少ない、触れる機会が少な

い。メディア・ポスターを通しての方法や講演会

などを開催して啓発を図りたい。 

自殺対策強化月間や自殺予防週間の機会を活用してポスタ

ー掲示や啓発カードの配置、広報への掲載などを実施します。

また、講演会を開催し、情報提供をしていきます。 
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No 項目 御意見 回答の方向性（市の考え方） 

17 

基 

 

本 

 

施 

 

策 

相談体制につ

いて 

悩みや自殺に対する相談窓口は、様々な職種の

方が職場の了解の基、相談にのるのも良いと感じ

る。 

「日々の困りごとや悩みごと相談」を中心に各関係機関が

互いの役割を理解し、適切な支援につなぐことができるよう

実施していますので、今後も継続していきます。 

18 

自死遺族について、同じ境遇で話し合う場を与

えたり、場合によっては相談窓口の相談役になる

等役割を与えるのはどうか。 

自死遺族の相談については、県の精神保健福祉センターが

実施しているわかちあいの会などと連携し、支援していきま

す。 

19 
相談体制につ

いて 

漫然と死にたいという患者が増加していると感

じている。「生きたい」と「死にたい」という気持

ちは共存しているもので、そのバランスが「死に

たい」に傾かないように、傾聴できる場が必要と

思う。 

 傾聴する場として、市役所の「こころとねむりの健康相談

会」を始め、様々な相談場所があります。対応する職員のス

キルアップを図るとともに、相談会の場でなくても、様々な

場面が傾聴の場となるように、ゲートキーパー養成講座等を

通じて、誰もが対応できる体制づくりを進めていきます。 

20 
ＳＯＳの発信

について 

ＳＯＳ発信事業を特に重視すべきと考える。Ｓ

ＯＳを発信することは心理的抵抗があるもので、

簡単にはできない。自分ができることは何か認識

し、組織にどう貢献するか、集団の中でどう振舞

うべきかというスキルの発達と密接な関係があ

る。円滑な組織マネジメントや集団の中での振舞

いにつながるもので、非常に期待されるものと考

える。 

ＳＯＳを出せる人づくりや出しやすい環境づくりを進める

ことが、組織マネジメントや集団の中での振舞い等のスキル

の向上につながると考えます。 

ＳＯＳの発信については、自殺対策として重要な部分と捉

え、関係機関が連携して広報・研修・個別支援により、ＳＯ

Ｓの発信を促す働きかけをしていきます。 

21 

自己肯定感を

高める取組に

ついて 

 自己肯定感を高める取組として、多様性を理解

しあい、認め合う生活環境が大事と考える。「～ね

ばならない」「～らしく」といった心を窮屈にする

考えをなくすことが必要と感じる。 

自己肯定感を高めるための多様性の理解については、自殺

対策を進める上で、世代や職域を問わず、必要な視点と考え

ます。多様性を認めあえる地域づくりについて、基本理念に

追記し、計画を推進していきます。 
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No 項目 御意見 回答の方向性（市の考え方） 

22 

基
本
施
策 

自己肯定感を

高める取組に

ついて 

自己肯定感は誰かに無条件にまるまる愛されて

いると感じられることが、第一だと感じる。身近

な人に自分の気持ちを素直に表すことができると

良いと思う。 

身近な人に気持ちを表すには、受け入れられているという

体験が必要であると考えます。現在行っている未来のパパマ

マ子育て体験学習を始めとする自己肯定感を高める取組を今

後も継続していきます。 

23 

重 

点 

対 

策 

若者支援につ

いて 

企業における新規就労者への受入れ体制の整備

と企業へのストレスチェックの働きかけを重視す

べきと考える。若者世代の自殺対策を行うことは、

若者世代の定住促進に繋がることであると明文化

した計画とすべき。 

若者が働きやすい環境づくりのため、商工企業関係者と連

携し、うつ等の早期発見のためのストレスチェックの実施を

企業に対し啓発するとともに、実施後の相談体制の整備を図

ります。 

24 
高齢者につい

て 

年金も含め安心して暮らせる、生きがいづくり

ができる環境づくりを図りたい。 

高齢者サロン事業などをはじめとした通いの場などの事業

を継続して実施していきます。 

また、高齢者の生きがいや社会の中での役割の創出につな

げる取組を進めます。 

25 

こどもについ

て 

自己肯定感を育むために、自然の中での体験を

多く積むことが大切と考える。 

保育園・幼稚園・小学校などで農業体験や栽培活動等の自

然体験の機会を今後も継続していきます。また、児童館事業

等の中でも実施できるよう検討します。 

26 

居場所としての図書館の充実にとても期待して

いる。図書館は自分を見つめなおす、解決方法を

見つけるなど大きな存在と感じている。 

子どもにとって図書館がより安心して過ごせる居場所とな

るよう、環境の整備に取り組んでいきます。 

 


