
　２　提出された市民意見とそれに対する市の考え方

意見
番号

提出された市民意見（要旨） 市の考え方
中間とりま
とめ案
頁

計画への
反映

1

計画を策定するための自殺対策計
画策定部会の委員に、マスコミ関係
が入っていない。マスメディアは、多
くの自殺例を知っており、その情報
を生かすべきである。

自殺対策計画策定における審議を行
う委員として、他市の状況も踏まえ
ながら、関係機関の方にお願いしま
した。

3

2

兵庫県が開催しているような自殺対
策協議会を立ち上げるべきである。
行政だけでなく、産業医や企業、学
校、各業種関係者が集まって姫路
市の自殺対策について情報・意見
交換を行うことが大切。

今後は、保健医療福祉分野、各関係
機関、学識経験者からなる「自殺対
策連絡会議（仮称）」を開催し、自
殺対策について広く意見を聞くとと
もに、計画の進行管理や進捗状況の
報告を行ってまいります。

3

3

姫路市の自殺者が多いことに驚い
た。自殺の原因は、お金の問題が
大きいと思っていたが、健康問題が
一番となっていたことが意外であっ
た。
健康問題、特に精神的な病気を解
決すれば、多くの自殺が防げるので
はないかと思った。

自殺の原因として、健康問題が第１
位ではありますが、その背景には、
精神保健などの健康問題だけでな
く、過労、生活困窮、育児や介護疲
れ、いじめや孤立などの様々な社会
的要因があり、平均４つの要因が連
鎖して引き起こされると言われてい
ます。P10に、自殺の危機経路など、
自殺の原因となる背景について記載
いたしました。

10 〇

4

自殺者は男性が多いが、未遂者
では、女性の方が多い。どのよ
うな原因が考えられるのか、状
況がわかると良い。

自殺未遂者で女性が多いことは、全
国的な傾向ですが、原因については
分かっておらず分析を進めてまいり
ます。なお、自殺の背景にある危機
経路として、性、年代など区分ごと
の想定される要因が示されており、
P12に記載いたしました。

9、11 ◯

5

多職種連携により一人でも自殺
者が減ると共に、姫路市が中・
西播磨地域のモデルとなり他地
域を牽引していく取組みとなる
ように期待している。「この街
に住んで良かった」と思っても
らえるよう私たちも頑張りたい
と思う。

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、生きること
の包括的な支援として、庁内横断的
な体制で、総合的かつ効果的に自殺
対策を推進してまいります。

14

第１章　計画の推進体制

第２章　姫路市における自殺の現状

第４章　施策の推進
基本施策１　地域におけるネットワークの強化
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6
ゲートキーパー研修は積極的に取り
組んでもらいたい。

15

7
相談者が必ず相談窓口に行くとは
限らないので、ゲートキーパー研修
は積極的に取り組んでもらいたい。

15

8
ゲートキーパー養成講座のようなプ
ログラムを立ち上げてもらいたい。

15

9

健康の問題や経済的な問題など、
人生の危機的な状況で出会う行政
機関の担当者が、適切な対応をし
てくれること、親身に向き合ってもら
えることで救われる人は多いと思う。
職員向け・支援者向けゲートキー
パー研修は大切なことだと思う。

悩みを抱えた人からの相談に応じる
事が多い職員や支援者が、相談者の
悩みや心のサインに気づき、必要な
見守りができるよう、ゲートキー
パー研修を通し、人材の育成に努め
てまいります。

15

10

学校でのいじめ、パワハラ、家庭で
の虐待など、簡単には逃げ出せな
い閉じた関係の中で苦しんでいる人
にとって、一人でも味方になってく
れる人がいれば、自殺を考える状況
にまでならない。そういう人が増える
ことが必要である。

悩みを抱えた人に気づき、寄り添え
るゲートキーパーの役割は重要であ
り、市政出前講座において「ゲート
キーパー講座」を行い、一人でも多
くの人が、ゲートキーパーとなるよ
う啓発に努めてまいります。

15

11

「相談しても意味がない」と
思っている層に対して、支援を
受ける動機づけなども探ってい
く必要がある。

ストレスやこころの健康づくり、相
談することの大切さについて正しい
知識を啓発し、また様々な相談支援
窓口があることを周知していくとと
もに、効果的な働きかけの方法につ
いても検討してまいります。

16

12

市民全体で取り組むために、企
業、大学、高校などの機関での
啓蒙活動が必要である。
啓蒙活動の内容として①市民が
参加するという意識が重要②計
画でまとめた資料を、わかりや
すく展開する③資料を使いファ
シリテーターを動員して自殺に
対するディスカッションを開催
するべき。
対話を促進するスキルやノウハ
ウを持ち合わせた人を登録し
て、会社や大学、学校でディス
カッションを行い、市民の意識
を高める活動が必要。

自殺対策では、自殺に追い込まれる
危機は、「誰にでも起こりうる危
機」であることを、市民が理解し、
自殺問題に関心を持つ人が増えるこ
とが必要です。
自殺のサインに気づき、必要な見守
りができるゲートキーパーとなる人
材を育成するとともに、講演会、市
政出前講座を活用し、自殺の現状や
課題も含めた自殺予防の普及啓発に
取り組んでまいります。

16

第４章　施策の推進
基本施策３　市民への啓発と周知

第４章　施策の推進
基本施策２　自殺対策を支える人材の育成

職員や支援者、地域で支援する人を
対象に、ゲートキーパー研修を行い
ます。また、市民や企業を対象に、
市政出前講座に「ゲートキーパー講
座」を設け、広く啓発を行ってまい
ります。
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13

こころの病気があると、仕事を
することが難しく、病院を受診
するとなると金銭的にも負担が
大きくなり、受診をしないまた
は中断することにつながると思
う。受診しやすい支援方法につ
いて考える必要があると思う。

精神疾患を持つ人は、自殺のリスク
が高く、特に支援が必要です。必要
な時に必要な医療を受けられること
は重要であり、相談体制の整備と合
わせて適切に医療が受けられる体制
づくりに努めて行く旨を、P18に記載
いたしました。

17 ◯

14

うつ等の精神疾患での自殺より
も、具体的な健康、金銭的問
題、社会的問題等理由があるこ
との方が多いため、関係部署が
集まっての総合相談会の開催は
素晴らしいと思う。

関係部署における連携した相談体制
の強化に取り組んでまいります。

17

15

よくまとまった分かりやすいプ
ランである。
精神の病気で悩み、苦しみ、戦
い、追い込まれて自殺する人を
防止できる団体となるよう、講
演会や研修会、地域住民への啓
蒙活動、相談業務に、ひめかれ
んとして頑張りたい。

精神疾患を持つ人は、自殺のハイリ
スク者であり、今後も、関係団体と
の連携を深め、普及啓発、相談・支
援体制の充実を図ってまいります。

17

16

電話相談に特化した活動を続け
ている「はりまいのちの電話」
と連携を密にし、あるいは事業
を委託する方策を検討してもら
いたい。

「はりまいのちの電話」の活動は、
今自殺を考え悩んでいる人達にとっ
て、大変重要なため、様々な機会を
とらえて、「はりまいのちの電話」
の活動の周知を行ってまいります。
また、相談員の研修会を共同開催す
る等、支援・連携をさらに図ってま
いります。

17

17
若年者から高齢者まで各種相談
窓口があり、フォロー体制も充
実しており良い。

今後も、相談・支援体制の充実に取
り組んでまいります。

18

18

高齢者の自殺が多いが、一人暮ら
しでもそうでなくても、近所の人と話
したりでかけるなどの付き合いや機
会があれば、自殺したいとの気持ち
を持つ人が減ると思う。
市として、そういう機会を増やしてい
く事を考えてはどうか。

高齢者は、慢性疾患による継続的な
身体的苦痛や、身体機能の低下に伴
う社会や家庭での役割の喪失感、近
親者の喪失体験、介護疲れ、将来へ
の不安等で精神的負担が大きくなる
ことは、自殺のリスクが高くなると
考えられます。社会的に孤立するこ
となく、他者とかかわり、生きがい
づくりを推進し、そのリスクを減ら
すことが重要と考え、身近な地域で
のいきいき百歳体操など、地域での
つながりや自主的な生きがいづくり
の推進を図ってまいります。

19

第４章　施策の推進
基本施策４　生きることの促進要因への支援

第４章　施策の推進
重点施策１　高齢者への支援
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19

若者への支援は大切である。
高校生以下の自殺未遂者が増加
しているという点でも、重要な
課題であると感じる。

23

20

子どもや若者は、将来の姫路市
を担う貴重な人材であることか
ら、コストをかけてでもサポー
トする体制構築が急務だと考え
る。

23

21

「こころを育む」教育が、自分
を大切にしたり、自尊心を高め
たり、他者への思いやり等につ
ながっていく。
小・中・高を対象に一貫性のあ
る教育ができるようにしてもら
いたい。

道徳の授業や各学校における人権教
育を柱にして、自尊心を高めるため
の指導を全教育活動を通して計画的
に進めています。また、児童・生徒
への「いのちの教育」や「思春期出
前授業」などを通して、自尊感情を
持ち、自分も周囲の人も大切にでき
るように、関係機関が連携して啓発
に取り組んでまいります。

23

22

連携支援や予防の視点から教育
の重要性、様々な機会を活用し
進めていくことは分かったが、
具体的な内容が分かりにくい。

まずは、学校において、現在行われ
ているいのちの教育に加え、道徳や
保健体育などの教育活動において
「SOSの出し方に関する教育」に取り
組んでまいります。
その他、具体的な方法等について
は、今後「いのちの教育推進連絡会
議（仮称）」において、学校だけで
なく、関係する機関とが連携しなが
ら、検討を進めてまいります。

23

23

SNSの利用が主流となり、コミュ
ニケーションが苦手で自分で
困っていること、しんどいこと
を伝えられない児童・生徒が増
加していることが、誰にも相談
出来ずに自殺未遂に至ってしま
う一つの要因ではないか。
そのためにもSOSの出し方につい
ての教育はとても大切である。

児童・生徒の小さな変化に敏感に対
応できるように、生徒指導に関する
実践的指導力を高める研修の充実を
図ります。そして、「困難やストレ
スに直面した児童・生徒が信頼でき
る大人に助けの声をあげられる」こ
とを目標に、学校の教育活動におい
て「SOSの出し方に関する教育」を進
めてまいります。

23

24

若年層への支援について、学校
の先生が「弱音を吐いてはいけ
ない。頑張れ！」と言う人も多
い印象があるので、教職員の意
識を変えていく必要があると思
う。

教職員が児童・生徒の悩みに気づ
き、傾聴し、寄り添うことができる
教職員の育成に努めてまいります。
また、スクールカウンセラーなどの
専門家と連携して、若者の立場に
立った支援ができるようにしていき
ます。見守ることを目指し、教職員
へのゲートキーパー研修に取り組ん
でまいります。

23

第４章　施策の推進
重点施策２　若年者への支援

保健所や教育委員会、学校等の関係
機関の職員からなる「いのちの教育
推進連絡会議（仮称）」を設置し、
学識経験者等の専門家の意見を聞き
ながら、連携に取り組んでまいりま
す。
また、保健、医療、福祉、労働等関
係機関が連携し、生きづらさを抱え
る若者への支援体制の構築を進めて
まいります。
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25

膨大な相談が寄せられている
「教育相談総合窓口」の充実に
加え、「教育を外から支える仕
組み」が必要ではないか。
そこで、「子ども・若者総合相
談センター」を姫路市でも実施
してもらいたい。

児童・生徒、教職員・保護者等から
の相談にワンストップで応じる相談
窓口である「教育相談総合窓口」の
充実を図るとともに医師、大学教授
やスクールカウンセラーなどの専門
家がスーパーバイザーとして相談体
制を指導できる組織のさらなる充実
と強化に努めてまいります。

23

26
学校で行うものと卒業後に行う
ものが混在しており分かりづら
い。

生きづらさを抱える若者への支援
は、その背景に様々な問題があるこ
とから、学校だけでなく、関係する
機関が連携して継続的に支援してい
くことが重要と考え、連携の必要性
についてご理解いただくために、そ
の背景について、P24に記載いたしま
した。

23 ◯

27
生徒の問題を学校だけでなく、
行政機関等と協力して動くこと
が必要と思う。

23

28

不登校児やその保護者等の相談
対応、子ども若者の居場所作
り、アウトリーチを充実させる
など、教育や保健部局の受け皿
となれるような取組があるとよ
い。
人口50万以下の地方自治体でも
設置している窓口を、姫路市が
設置していない事に危機感を抱
いている。

23

29

SSWと保健師がペアを組み学校訪
問や相談対応など実施している
市町もあるが、姫路市において
は教育部局と保健部局の連携を
どのように行っているのか。
また、今後、どのような連携を
行う予定か。

保健センターの地域担当保健師が
「思春期出前授業」を通し、学校と
の連携を行っています。
また、今後は、「いのちの教育推進
連絡会議（仮称）」において、関係
機関の連携について協議し、進めて
まいります。

23

30

神戸市のように若者の活動支援
だけでなく、就労支援、相談支
援、居場所なども兼ねた青少年
支援センターを姫路市としても
設置し、多様な子どもの悩みも
受け入れ、自立に向けて支援対
応できるように取り組んでもら
いたい。

生きづらさを抱える若者への支援
は、その背景に様々な問題があるこ
とから、新たに開催する総合相談会
において、若者を含めた幅広い相談
に対応できるよう取り組んでいく旨
をP24に記載いたしました。

23 ◯

不登校の児童・生徒への支援体制に
ついては喫緊の課題であると認識し
ております。適応指導教室の充実を
図り、また若者サポートセンター等
との連携を強化し組織的な受け皿づ
くりに取り組んでいきます。そし
て、学校と、関係する機関とが連携
して支援することが重要と考えてい
ます。今後、「いのちの教育推進連
絡会議（仮称）」において、関係機
関の役割や取り組み内容について検
討してまいります。
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31

失業や求職などでストレスが高
い状態で、仕事の相談をした時
に、疲れている心の相談もでき
るとよい。

経済的困窮している人では、こころ
の病気を抱える人も少なくありませ
ん。仕事の相談であっても、相談に
応じる者が、気づき、寄り添い、こ
ころの相談の担当部署につなぐこと
で、必要な支援につながります。複
数の窓口間における必要な相談につ
ないでいくための「ゲートキーパー
研修」や「窓口連携シート」を活用
し、庁内で連携し必要な人が必要な
相談を受けられるよう取り組んでま
いります。

25

32

今後のアンケート調査があれ
ば、問５「悩みやストレスを感
じた時にどうするか？」と聞く
前に「どんな時、何に、悩みや
ストレスを感じるのか？」とい
う設問があるとよい。

本計画の計画期間最終年度（2022年
度）に、計画の見直しを実施する予
定にしており、アンケートにおける
質問項目として検討いたします。

42

資料５　市民意識調査「こころの健康に関するアンケート」の分析結果と解説

第４章　施策の推進
重点施策３　生活困窮者への支援


