
 

第５

 

のない

県民等が連携・協働して自殺対策を総合的に推進することが必要

めには、

の連携・協働の仕組みの構築が

携・協働による自殺対策を協議・実施するため、

や

的かつ効果的に推進します。

 

１ 

（１

    

 

 

５章 山形県における自殺対策の推進体制

本県の自殺対策が最大限その効果を発揮して「誰も自殺に追い込まれること

のない山形県

県民等が連携・協働して自殺対策を総合的に推進することが必要

めには、それぞれの主体が果たすべき役割を明確化、共有化したうえで、相互

の連携・協働の仕組みの構築が

また、本計画に基づく自殺対策

携・協働による自殺対策を協議・実施するため、

や、県内４地域

的かつ効果的に推進します。

 推進体制 

１）山形県自殺対策推進会議

    行政や関係機関、民間

を行い、自殺に関わる情報の収集や自殺対策の推進方向等を議論

合的な自殺対策を推進

 

山形県における自殺対策の推進体制

本県の自殺対策が最大限その効果を発揮して「誰も自殺に追い込まれること

山形県」を実現するためには、行政、関係

県民等が連携・協働して自殺対策を総合的に推進することが必要

それぞれの主体が果たすべき役割を明確化、共有化したうえで、相互

の連携・協働の仕組みの構築が

本計画に基づく自殺対策

携・協働による自殺対策を協議・実施するため、

県内４地域ごとの「

的かつ効果的に推進します。

  

山形県自殺対策推進会議

行政や関係機関、民間

を行い、自殺に関わる情報の収集や自殺対策の推進方向等を議論

合的な自殺対策を推進

山形県における自殺対策の推進体制

本県の自殺対策が最大限その効果を発揮して「誰も自殺に追い込まれること

」を実現するためには、行政、関係

県民等が連携・協働して自殺対策を総合的に推進することが必要

それぞれの主体が果たすべき役割を明確化、共有化したうえで、相互

の連携・協働の仕組みの構築が求められます。

本計画に基づく自殺対策

携・協働による自殺対策を協議・実施するため、

「自殺対策推進会議」

的かつ効果的に推進します。 

山形県自殺対策推進会議 

行政や関係機関、民間支援

を行い、自殺に関わる情報の収集や自殺対策の推進方向等を議論

合的な自殺対策を推進します
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山形県における自殺対策の推進体制

本県の自殺対策が最大限その効果を発揮して「誰も自殺に追い込まれること

」を実現するためには、行政、関係

県民等が連携・協働して自殺対策を総合的に推進することが必要

それぞれの主体が果たすべき役割を明確化、共有化したうえで、相互

求められます。

本計画に基づく自殺対策の進捗管理を行うとともに、関係

携・協働による自殺対策を協議・実施するため、

自殺対策推進会議」

支援団体等による会議です。

を行い、自殺に関わる情報の収集や自殺対策の推進方向等を議論

します。 

 

山形県における自殺対策の推進体制            

本県の自殺対策が最大限その効果を発揮して「誰も自殺に追い込まれること

」を実現するためには、行政、関係機関

県民等が連携・協働して自殺対策を総合的に推進することが必要

それぞれの主体が果たすべき役割を明確化、共有化したうえで、相互

求められます。 

の進捗管理を行うとともに、関係

携・協働による自殺対策を協議・実施するため、「山形県自殺対策推進会議」

自殺対策推進会議」を設置し、本県の自殺対策を総合

等による会議です。

を行い、自殺に関わる情報の収集や自殺対策の推進方向等を議論

            

本県の自殺対策が最大限その効果を発揮して「誰も自殺に追い込まれること

機関、民間支援

県民等が連携・協働して自殺対策を総合的に推進することが必要

それぞれの主体が果たすべき役割を明確化、共有化したうえで、相互

の進捗管理を行うとともに、関係

「山形県自殺対策推進会議」

設置し、本県の自殺対策を総合

等による会議です。本計画の進捗管理

を行い、自殺に関わる情報の収集や自殺対策の推進方向等を議論

                

本県の自殺対策が最大限その効果を発揮して「誰も自殺に追い込まれること

支援団体、企業、

県民等が連携・協働して自殺対策を総合的に推進することが必要です。そのた

それぞれの主体が果たすべき役割を明確化、共有化したうえで、相互

の進捗管理を行うとともに、関係団体

「山形県自殺対策推進会議」

設置し、本県の自殺対策を総合

本計画の進捗管理

を行い、自殺に関わる情報の収集や自殺対策の推進方向等を議論し、総

     

本県の自殺対策が最大限その効果を発揮して「誰も自殺に追い込まれること

団体、企業、

です。そのた

それぞれの主体が果たすべき役割を明確化、共有化したうえで、相互

団体の連

「山形県自殺対策推進会議」

設置し、本県の自殺対策を総合

本計画の進捗管理

し、総 

 



 

（２

    

   

 

（３）

   

  

 

 

 

 

 

２）地域自殺対策推進会議

   県内４地域における

民間支援団体等による会議です。

    地域の自殺の現状や

た協議を行い、地域における総合的な自殺対策を推進します。

（３）山形県自殺対策推進連絡会議

    健康福祉部次長を委員長とし、各部局関係課長で構成される会議です。

全庁的、部局横断的に

づき自殺対策を推進します。

 

 
•自殺の実態把握、市町村支援、自死遺族支援、自殺対策に携わる人材の育成

山形県自殺対策推進センター

•自殺対策の企画、市町村支援、関係機関の連携調整

健康福祉部（自殺対策の主管）

•自死遺族支援（救急との連携）、消費者被害の防止

環境エネルギー部危機管理・くらし安心局

•子ども・若者への支援、妊産婦・ひとり親支援

子育て推進部

•長時間労働の是正、経営者に対する支援

商工労働部

•児童生徒・教職員の心の健康等に関する教育、いじめ対策

教育庁

•未遂者支援、インターネット上の自殺関連情報対策

警察本部

•圏域における市町村支援、心の健康づくり・相談支援、依存症対策

総合支庁

地域自殺対策推進会議

県内４地域における

支援団体等による会議です。

地域の自殺の現状や

た協議を行い、地域における総合的な自殺対策を推進します。

自殺対策推進連絡会議

健康福祉部次長を委員長とし、各部局関係課長で構成される会議です。

全庁的、部局横断的に

自殺対策を推進します。

 
自殺の実態把握、市町村支援、自死遺族支援、自殺対策に携わる人材の育成

山形県自殺対策推進センター

自殺対策の企画、市町村支援、関係機関の連携調整

健康福祉部（自殺対策の主管）

自死遺族支援（救急との連携）、消費者被害の防止

環境エネルギー部危機管理・くらし安心局

子ども・若者への支援、妊産婦・ひとり親支援

子育て推進部

長時間労働の是正、経営者に対する支援

商工労働部

児童生徒・教職員の心の健康等に関する教育、いじめ対策

教育庁

未遂者支援、インターネット上の自殺関連情報対策

警察本部

圏域における市町村支援、心の健康づくり・相談支援、依存症対策

総合支庁

地域自殺対策推進会議 

県内４地域における行政や

支援団体等による会議です。

地域の自殺の現状や課題を共有するとともに、自殺対策の推進に向け

た協議を行い、地域における総合的な自殺対策を推進します。

自殺対策推進連絡会議

健康福祉部次長を委員長とし、各部局関係課長で構成される会議です。

全庁的、部局横断的に「生きる

自殺対策を推進します。

  
自殺の実態把握、市町村支援、自死遺族支援、自殺対策に携わる人材の育成

山形県自殺対策推進センター

自殺対策の企画、市町村支援、関係機関の連携調整

健康福祉部（自殺対策の主管）

自死遺族支援（救急との連携）、消費者被害の防止

環境エネルギー部危機管理・くらし安心局

子ども・若者への支援、妊産婦・ひとり親支援

長時間労働の是正、経営者に対する支援

児童生徒・教職員の心の健康等に関する教育、いじめ対策

未遂者支援、インターネット上の自殺関連情報対策

圏域における市町村支援、心の健康づくり・相談支援、依存症対策

山形県自殺対策推進連絡会議

（委員長：健康福祉部次長）
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行政や精神科医療機関、警察、消防など

支援団体等による会議です。 

課題を共有するとともに、自殺対策の推進に向け

た協議を行い、地域における総合的な自殺対策を推進します。

自殺対策推進連絡会議 

健康福祉部次長を委員長とし、各部局関係課長で構成される会議です。

「生きることの

自殺対策を推進します。 

自殺の実態把握、市町村支援、自死遺族支援、自殺対策に携わる人材の育成

自殺対策の企画、市町村支援、関係機関の連携調整

自死遺族支援（救急との連携）、消費者被害の防止

環境エネルギー部危機管理・くらし安心局

子ども・若者への支援、妊産婦・ひとり親支援 等

長時間労働の是正、経営者に対する支援 等

児童生徒・教職員の心の健康等に関する教育、いじめ対策

未遂者支援、インターネット上の自殺関連情報対策

圏域における市町村支援、心の健康づくり・相談支援、依存症対策

山形県自殺対策推進連絡会議

（委員長：健康福祉部次長）

 

精神科医療機関、警察、消防など

課題を共有するとともに、自殺対策の推進に向け

た協議を行い、地域における総合的な自殺対策を推進します。

健康福祉部次長を委員長とし、各部局関係課長で構成される会議です。

の包括的な

自殺の実態把握、市町村支援、自死遺族支援、自殺対策に携わる人材の育成

自殺対策の企画、市町村支援、関係機関の連携調整 等

自死遺族支援（救急との連携）、消費者被害の防止 等

等

児童生徒・教職員の心の健康等に関する教育、いじめ対策 等

未遂者支援、インターネット上の自殺関連情報対策 等

圏域における市町村支援、心の健康づくり・相談支援、依存症対策

山形県自殺対策推進連絡会議 
（委員長：健康福祉部次長） 

精神科医療機関、警察、消防など

課題を共有するとともに、自殺対策の推進に向け

た協議を行い、地域における総合的な自殺対策を推進します。

健康福祉部次長を委員長とし、各部局関係課長で構成される会議です。

支援」として

自殺の実態把握、市町村支援、自死遺族支援、自殺対策に携わる人材の育成 等

圏域における市町村支援、心の健康づくり・相談支援、依存症対策 等

精神科医療機関、警察、消防など関係機関、

課題を共有するとともに、自殺対策の推進に向け

た協議を行い、地域における総合的な自殺対策を推進します。 

健康福祉部次長を委員長とし、各部局関係課長で構成される会議です。

支援」として本計画に基

等

関係機関、

課題を共有するとともに、自殺対策の推進に向け

健康福祉部次長を委員長とし、各部局関係課長で構成される会議です。

本計画に基
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２ 推進主体の基本的な役割  

 

（１）県 

本計画の推進のため、各分野の関係機関と連携し、多面的な視点に立っ

て、総合的な自殺対策を推進します。また、自殺や自殺関連事象等に対す

る県民の理解を深めるための広域的な啓発活動や、自殺対策推進センター

や保健所における心の健康相談、自殺未遂者やその家族、自死遺族等へ適

切な支援を行うとともに、民間支援団体等が行う自殺対策に関する活動を

支援します。 

また、自殺対策推進センターでは、地域の自殺の実態を明らかにするた

め情報の収集、分析等を行い、市町村の自殺対策計画の策定・進捗管理・

検証等を支援します。また、自殺対策と他の施策等とのコーディネート役

を担い、自殺対策を地域づくりとして総合的に推進します。 

また、保健所では、圏域の自殺の実態や市町村の状況を踏まえ、自殺対

策が実効性のあるものとなるよう市町村や関係機関等と連携して地域の

実情に応じた自殺対策を推進します。 

 

（２）市町村 

地域の実情に応じた自殺対策計画を策定し、住民に最も身近な立場から

中長期的な視点をもって総合的かつ計画的に自殺対策を推進します。また、

自殺や自殺関連事象等に対する住民の理解を深めるための啓発活動、職

域・学校・地域等における心の健康の保持等に関する研修の機会を確保し

ます。また、県や関係機関、民間支援団体、企業、住民等の関係者の連携

による生きることの包括的な支援を地域レベルで積極的に展開する必要が

あります。 

 

（３）関係機関 

保健、医療、福祉、教育、法律、労働等、様々な分野の関係機関は、相

互の連携に向けた取組を行うとともに、それぞれの専門的な立場から、自

殺対策に積極的に参画することが求められます。 

 

（４）学校 

教職員等に対する自殺予防に資する教育や、児童、生徒等に対する心の

健康の保持や困難な事態、強い心理的負担を受けた場合等における対処の

仕方を身につける等の教育又は啓発を家庭、地域、関係機関と連携しなが

ら取り組む必要があります。 
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（５）民間支援団体 

自殺対策を進めるためには、民間支援団体の取組が重要です。直接自殺

防止を目的とする活動だけでなく、その他の関連する分野での活動もひい

ては自殺対策に寄与し得るということを理解するとともに、他の主体と連

携・協働し、積極的に自殺対策に参画することが求められます。 

 

（６）職場・企業 

    職場や企業では、従業者等の心の健康の保持や生命身体の安全の確保

を図ることなどにより自殺対策において重要な役割を担うことを認識し、

ストレス関連疾患や勤務問題による自殺の防止など、積極的に自殺対策

に参画することが求められます。 

  

（７）県民 

    自殺の状況や生きることの包括的な支援としての自殺対策の重要性へ

の理解と関心を深めるとともに、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」であってその場合には誰かに援助を求めること

が大切であるということや、自殺が社会全体の問題であり我が事である

ことを認識し、危機に陥った人の心情や背景への理解を深めるよう努め

つつ、自らの心の不調や周りの人の心の不調に気づき、適切に対処する

ことができるようにするなど、主体的に自殺対策に取り組むことが求め

られます。 
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参考１ 山形県自殺対策検討会議設置要綱                  

 

（設置）  

第１条 自殺対策基本法第 13 条の規定により、「自殺対策計画（仮称）」の策定

に当たり、有識者等による検討を行うため、山形県自殺対策検討会議（以下「会

議」という。）を設置する。  

 

（所掌事項）  

第２条 会議は、次の事項について専門的な見地から検討を行うとともに、意

見の提出を行うものとする。  

（１）本県における自殺対策の課題と対応方策  

（２）本県の自殺対策の推進方策  

（３）その他本県の自殺対策に必要な事項  

 

（組織）  

第３条 会議の委員は、有識者のうちから知事が委嘱する。  

２ 委員の任期は１年とする。ただし、再任を妨げない。 

 

（座長）  

第４条 会議に座長を置き、委員の互選によりこれを定める。  

２ 座長は、会務を総理する。  

３ 座長に事故あるときは、あらかじめ座長の指名する委員がその職務を代理

する。  

 

（会議）  

第５条 会議は、必要に応じて座長が招集する。  

 

（委任）  

第６条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は、座

長が定める。  

 

（庶務）  

第７条 会議の庶務は、健康福祉部地域福祉推進課及び精神保健福祉センター

において処理する。 

  

附 則  

 この要綱は、平成２９年１０月２６日から施行する。  
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山形県自殺対策検討会議委員名簿 

 

 （敬称略、五十音順） 

 

氏 名 所  属（役職等） 

五 十 嵐 英 晃 鶴岡市健康課（課長） 

五 十 嵐 優 一 金山町健康福祉課（課長） 

石 垣 肇 之 山形県弁護士会 

伊 藤 和 子 社会福祉法人山形いのちの電話（評議員） 

江 口 拓 也 日本精神科病院協会山形県支部（会長） 

大 谷 浩 一 山形大学医学部精神医学講座（教授） 

川 又 真 貴 子 特定非営利活動法人オープンハウスこんぺいとう（代表） 

栗 原 穂 子 特定非営利活動法人ぼらんたす（理事・事務局長） 

後 藤 敬 子 酒田市健康課（助産師） 

鈴 木 郁 子 山形県看護協会（常任理事） 

鈴 木 義 和 山形労働局労働基準部健康安全課（課長） 

廣 木 明 日 実 特定非営利活動法人 With 優（臨床心理士） 

結 城 真 樹 山形県社会福祉協議会人材研修部（人材主査） 
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参考２ 山形県自殺対策推進会議設置要綱                  

 

（目的） 

第１条 本県における自殺対策に関し、行政や関係機関、団体が連携し、総合

的な自殺対策を推進するため、山形県自殺対策推進会議（以下「推進会議」

という。）を設置する。 
 

（組織） 

第２条 推進会議は、別表に掲げる機関をもって構成する。 
 

（協議事項） 

第３条 推進会議は、次の事項について協議する。 

（１）自殺にかかわる情報の収集に関すること 

（２）自殺対策の推進に関すること 

（３）行政や関係機関、団体の連携に関すること 

（４）その他自殺対策について必要な事項に関すること 
 

（運営） 

第４条 推進会議には座長を置く。 

２ 座長は、構成機関の互選により選出する。 
 

（庶務） 

第５条 会議の庶務は、山形県健康福祉部地域福祉推進課及び精神保健福祉セ

ンターにおいて処理する。 
 

（その他） 

第６条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関して必要な事項は、山

形県健康福祉部地域福祉推進課が定める。 
 

附 則 

この要綱は、平成 22 年 10 月 14 日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成 25 年２月 14 日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成 26 年 10 月 14 日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成 27 年８月６日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成 29 年 12 月 11 日から施行する。 
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別 表 

分 野 機  関 

保健・医療 

山形県医師会 

日本精神科病院協会山形県支部 

山形県立救命救急センター 

山形県看護協会 

山形県臨床心理士会 

警察 山形県警察本部 

司法 
山形県弁護士会 

山形県司法書士会 

教育 山形県教育センター 

労働・経済 

山形労働局 

日本労働組合総連合会山形県連合会 

山形県商工会議所連合会 

地域福祉 

山形県民生委員児童委員協議会 

山形県社会福祉協議会 

山形いのちの電話 

山形県地域包括・在宅介護支援センター協議会 

報道 山形新聞社 

学識 山形大学医学部 

自助・支援団体 

山形さくらんぼの会 

山形県断酒連合会 

青い会 

日本司法支援センター山形地方事務所 

ぼらんたす 

オープンハウスこんぺいとう 

Ｗｉｔｈ優 

行政 

市町村 

山形県健康福祉部 

山形県精神保健福祉センター 
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参考３ 自殺対策の推進に係る庁内連絡会議設置要綱             

 

（目的） 

第１条 自殺対策について庁内関係部署の緊密な連携と協力により、自殺対策

を総合的に推進するため、自殺対策推進連絡会議（以下「連絡会議」という。）

を設置する。  

 

（所掌事項） 

第２条 委員会は、次の事項について協議検討する。 

（１）自殺対策計画の検討及び推進に関すること。 

（２）自殺対策に関する施策に係る関係部局間の連絡調整に関すること。 

（３）前各号に掲げるもののほか、自殺対策に関する施策の推進に関すること。 

 

（構成） 

第３条 連絡会議の委員は、別表に掲げる職にある者をもって構成する。 

２ 連絡会議は、健康福祉部次長を委員長とし、委員長に事故等があるときは

地域福祉推進課長がその事務を代行する。 

３ 委員長は、必要があると認めるときは、委員を追加することができる。 

 

（召集） 

第４条 連絡会議は、委員長が召集し、これを主宰する。 

２ 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者に出席を求めることができる。 

 

（事務局） 

第５条 連絡会議の事務局は、健康福祉部地域福祉推進課に置く。 

 

（その他） 

第６条 この要綱に定めるもののほか、連絡会議の運営等に関し必要な事項は、

委員長が別に定める。 

 

附則 

この要綱は、平成２９年１０月１０日から施行する。 
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別表（第３条関係） 

 環境エネルギー部危機管理・くらし安心局危機管理課長 

  環境エネルギー部危機管理・くらし安心局くらし安心課長 

  子育て推進部子ども家庭課長 

子育て推進部若者活躍・男女共同参画課長 

  健康福祉部次長 

  健康福祉部地域福祉推進課長 

  健康福祉部健康長寿推進課長 

  健康福祉部障がい福祉課長 

  商工労働部雇用対策課長 

  教育庁義務教育課長 

  教育庁高校教育課長 

  県警本部生活安全企画課長 

  村山保健所保健企画課長 

  最上保健所地域保健福祉課長 

  置賜保健所地域保健福祉課長 

  庄内保健所地域保健福祉課長 

  福祉相談センター所長 

精神保健福祉センター所長 
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