
 

 

 

 

 

「郡山市いのち支える行動計画」評価報告 
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   ～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～ 

自殺に対する３つの基本認識 
          （国の自殺総合対策大網より） 

 

１ 自殺は、その多くが追い込まれた末の死 

・自殺に至る心理は、様々な悩みが原因で心理的に追い詰められ、自殺以外の選択肢が考えら

れない状態に陥ってしまったり、生きていても役に立たないという役割喪失感や、与えられた

役割の大きさに対する過剰な負担感などから、危機的な状態まで追い込まれてしまう過程と見

ることができます。 

･自殺を図った人の多くは、うつ病、アルコール依存症などの精神疾患により、正常な判断をで

きない状態となっていることが明らかになっています。 

 

２ 自殺は、その多くが防ぐことができる社会的な問題 

・失業、倒産、多重債務、長時間労働などの社会的要因については、制度、慣行の見直しや相

談･支援体制の整備といった社会的取組により、自殺を防ぐことが可能です。 

・健康問題や家庭問題など個人の問題と思われる要因であっても、専門家への相談や精神疾患

の治療について社会的な支援の手を差し伸べることにより、自殺を防ぐことが可能です。 

 

３ 自殺を考えている人は何らかのサインを発していることが多い 

・特に自殺者が多い中高年男性は、心の問題を抱えやすい上、相談することへの心理的な抵抗

から、問題を深刻化しがちと言われています。 

･死にたいと考えている人には、不眠、原因不明の体調不良など自殺の危険を示すサインを発し

ていることが多いものです。 

･自殺を図った人の家族など身近な人でも、自殺のサインに気づき難い場合もあるので、身近な 

人以外の人が自殺のサインに気づき、自殺予防につなげていくことも課題となっています。 

 

 

◎衝動的に自殺に至ってしまうこともあり、また、身近な人に心配をかけまいとする当事者の

心情から、身近な人こそ自殺のサインに気づき難い場合もあります。 

自殺を防ぐためには、自殺の現状を広く人々が理解し、精神保健のみならず、社会・経済等

の視点を含む様々な分野の人や組織、また、地域が密接に連携し、「生きる（ための）支援」

として取り組んでいくことが求められています。 

 

 

※自殺対策基本法及び自殺総合対策大網については、厚生労働省ＨＰを参照。 



【郡山市いのち支える行動計画 「自死と自殺」用語の用い方について】 

 

「自死・自殺」の表現によるガイドライン（NPO 法人全国自死遺族総合支援センター）の考 

え方を参考にし、法律の名称や統計用語のほか、「自殺防止」「自殺未遂」等行為を表現する際

は「自殺」を使用し、遺族や遺児に関する表現は「自死」を使用します。 

遺族の心情から、「自殺」を「自死」に言い換えている自治体もありますが、本市において

は、若者の自殺が深刻化している状況の中、「自死」にしてしまうと事の重大さが伝わらないと

いう「自死・自殺」の様々な側面を考慮し、使い分けをしております。 

 

人が自ら「いのち」を絶たなければならなかったということは、当事者のみならず遺された

周囲の人々にとって、例えようもなく辛く苦しいことであり、ひいては社会全体においても大

きな衝撃と影響を与えることです。 

また、「自殺を考えている人は何らかのサインを発していることが多い」という反面、「身近

な人であっても気づきにくい場合がある」ことは、遺された人のはかりしれない思いが伴い、

立場に立った心情の理解が大切です。 

 多くの方が、タブー視することなく現実を見ること、また、互いに心情を理解し合えるこ

と、そして、誰もが孤立に陥らないよう、支え合いと一層の支援策の強化を図ることが重要に

なっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

自殺対策リボンとは   

 

  自殺対策の啓発活動の一環として、全国スタンダードリボンとなるよう、 

2007 年７月に仙台市内の街頭キャンペーンよりリリースされました。 

       

       「リボン」・・つながる、結ぶ 

       「萌黄色」・・人と人とのつながりの広がり、信頼の芽生え、 

生きる力の回復 

      「ゴールド」・・プライドの回復 

 

 ◎リボンを身につけていただくことは、自殺予防活動や自死遺族支援活動 

を行う気持ちがあるという意思表明になります。 
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【郡山市いのち支える行動計画評価報告について】 

                               令和２年９月 

 

郡山市自殺対策基本条例（平成 29 年郡山市条例第 36 号）第 20 条により、市におけ

る自殺の概要並びに「郡山市いのち支える行動計画」（平成 31 年３月策定）の令和元年

度の実施状況と評価について報告します。 

 

 

｢自殺＝健康問題｣ではなく、自殺の多くは、「様々な要因が重なる中で、追い込まれ

た末に起きている｣ということがわかっています（「自殺実態白書 2013」より）。 

自殺対策が、「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」（自殺対策

基本法（平成１８年法律第１８号）第 2 条第 3 項）、また｢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｣（同 2 条第 5 項）実施され

なければならないと記載があるのは、そうした様々な要因の解決により、その多くが、

防ぐことのできる社会的な問題であるためです。こうした認識を、広く市民の皆様と共

有し,取り組みます。 

 

 

 

１ 郡山市自殺対策計画について（平成 31 年 3 月策定） 

 (1) 名称：「郡山市いのち支える行動計画」 

 

 (2) 趣旨：「自殺対策基本法」及び｢郡山市自殺対策基本条例｣に基づき、自殺対策を

総合的に推進するため、国の定める｢自殺総合対策大綱｣や｢第三次福島県

自殺対策推進行動計画｣の趣旨を踏まえ策定しました。 

 

 (3)  位置づけ： 

① 子どもから高齢者まで、生涯を通じて生きるための総合的な支援に取り組む

計画です。 

    ② 市の行政を総合的かつ計画的に進めるための上位計画である「郡山市まちづ 

くり基本指針｣や本市関連計画との整合性を図ります。 

 

(4)  期間：2019 年度から 2025 年度までの 7 年間（2022 年度中間評価） 
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(5) 本計画の目指すもの 

 「誰一人自殺に追い込まれることのない社会」の実現に向けて、2017（平成 29） 

年 7 月に閣議決定した｢自殺総合対策大綱｣において、国は 2026 年までに人口 10 万

人当たりの自殺者数（以下自殺死亡率という。）を 2015 年（平成 27 年）と比べて 30％

以上減少させることを目標として定めています。 

これを踏まえ、本市は、｢生きることの包括的な支援の推進｣等の基本方針のもと、

自殺対策を推進するうえで欠かすことのできない基盤的な取り組みの５つの「基本

施策」や本市の自殺の特徴等を踏まえた４つの「重点施策」に取り組み、2015（平成

27）年の自殺死亡率 19.1 を 2025 年までに 30％以上減少させることを目指します。 

 

 2005 年 

(平成 17 年) 

2015 年 

(平成 27 年) 
2025 年 

自殺死亡率 

(人口１０万人 

当たりの自殺者数)  

２９．８ １９．１ １３．４ 

出典:人口動態統計(厚生労働省：平成 17 年・平成 27 年)により郡山市が作成  

 

 

２ 令和元年度の主な実施内容 

 (1) 「郡山市いのち支える行動計画」の普及啓発 

    令和元年５月に「郡山市いのち支える行動計画」を庁内外の関係機関等に配 

付し、行動計画の普及啓発を行いました。 

 

 (2)「郡山市いのち支える行動計画」における各施策の実施状況の報告と公表 

令和元年９月、郡山市自殺対策基本条例第 20 条に基づき、市における自殺の 

概要及び施策の実施状況を議会に報告し、市民に向け、市の公式ウェブサイトに

掲載し、公表しました。 

 

  (3) 郡山市自殺対策推進庁内委員会の開催  

    自殺対策を総合的かつ計画的に推進するため、令和元年度に２回開催しました。 

①令和元年８月９日 令和元年度第１回自殺対策推進庁内委員会開催 

・本計画による取り組みを推進していくにあたり、うつ病等、精神疾患治療の

水際対策だけではなく、根本的な自殺の要因である、生活上の様々な問題に

ついて庁内で協力して取り組んでいく必要があることを共有し、各所属の一

人ひとりが自殺対策の一翼を担っていることを確認しました。 

・重点施策の取組を実施している担当課に事例を紹介してもらい、効果的な取

2018 年 

現在 

 

１７．７ 
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り組みについて意見交換しました。 

②令和２年３月 25 日 令和元年度第２回自殺対策推進庁内委員会文書開催 

最新の当市の自殺の状況、自殺の特徴について共有しました。 

 

 (4) 郡山市セーフコミュニティ推進協議会自殺予防対策委員会においての意見交換 

連携を進めながら、「郡山市いのち支える行動計画」の取り組みについての評 

価、対策に関する意見交換等を行いました。 

 

 

３ 「郡山市いのち支える行動計画」取り組み状況 

(1)  「郡山市いのち支える行動計画」体系に基づく取り組み一覧と担当課 

（第２参照） 

（2) 令和元年度基本施策及び重点施策の取り組み状況 （第３-１ 第３-２参照） 

   ① ５つの基本施策 

   ② ４つの重点施策 

   （令和元年度実施状況及び令和２年度事業内容について） 

(3) 郡山市いのち支える行動計画数値目標 現状値比較 （第３-３参照） 

 

 

４ 本市の自殺の現状について 

(1) 自殺者数、自殺死亡率（人口 10 万人当たりの自殺者数）の推移をグラフ等で経

年的にみると、単年の増減はあるものの、徐々に自殺者数が減り、自殺死亡率も低

下している状況がみられます。しかし、2016（平成 28）年からは微増しており、

2018（平成 30 年）自殺死亡率は 17.7 となっています。 

（第１-１、第１-２参照） 

 

(2) 本市の年代別死因順位（2013：平成 25～2017:平成 29 年の５年間の累計）では、

10 歳代、30 歳代の若者では、疾病も含めた全死因の中で自殺による死因が１位とな

っています。全死因から疾病を除いた外的要因による死因では、10 歳～70 歳代と幅

広い年代層で自殺が 1 位を占め、交通事故による死亡を上回っています。 

(第１-３参照)  

 

 (3) 本市の自殺死亡率（人口 10 万対）を男女別、年齢別に全国と比較すると、男女

とも全国の数値を上回る年代層が多く、特に男性の 30 歳代～40 歳代において 

  高い状況にあります。（第１-４参照） 
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５ 評価 

(1)  本市の自殺の特徴から 

本市の自殺の特徴からは、自殺者が多い属性として、「同居者がいる働き盛り年

代の有職の男性」、「同居者がいる無職の 60 代以上の男女」、「同居者がいる無職

の男性」であったことから、勤労者、高齢者、生活困窮者への支援が重要となって

います。 

「勤務・経営問題に対する自殺対策の推進」「高齢者支援の充実」「生活困窮者支

援の充実」は重点施策になっていることから、今後、行政、関係団体、民間団体、

企業、市民等、それぞれが、問題意識をもって自殺の現状をとらえ、果たす役割を

認識・共有し、相互に連携を図りながら対策を積み上げていくことが重要です。 

（第１-５参照） 

 

(2)  庁内各課の取り組み状況から 

庁内各課における取り組みの状況として、数値目標からみると、45 項目の目標

値のうち、15 項目が達成しています（第３-３参照）。しかし、令和元年東日本台

風や新型コロナウイルス感染症による影響から、令和元年度の各事業等について

は、平成 30 年度実績に比べ、実施回数、参加者数ともに減少している傾向がみら

れます（各課の取組状況は、第 3 資料のとおり）。 

今後は、感染予防に十分留意し、新しい生活様式での実施を考えるなど（ソーシ

ャルディスタンスを保ち、密閉を避ける等）、各事業の実施を柔軟に考える必要性

があり、状況の変化に応じながら、対応していきます。 

また、郡山市自殺対策推進庁内委員会やセーフコミュニティ自殺予防対策委員

会での意見交換を通じ、有効な取り組みを検討してまいります。 

 

 

６ 今後について －新型コロナウイルス感染症の影響から－ 

 

この度の新型コロナウイルス感染症の影響により、自殺対策の観点からも、様々な自

殺のリスクが懸念されます。営業自粛などの影響から、経営不振に陥る事業者や失業者

が増加すること、また、緊急事態宣言時の長期の臨時休校に夏休み、その休み明け、そ

の他にも感染対策等に起因するストレスの影響は様々あり、新型コロナウイルスの感染

者や家族が誹謗中傷を受けたり、医療従事者等においては心身の疲労が心配される中、

偏見や差別を受ける事態にもなっており、自殺のリスクが高まる状況にあります。 

 中でも、郡山市では、30 歳代～50 歳代の働き盛り年代の男性に自殺が多い状況にあ

りますが、一般に男性の自殺は経済面の影響を受けやすいと言われており、不況に陥れ

ば男性の自殺は増える可能性が高く、今後、その事態を防ぐ手立て（失業や休業等に対
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する支援策、心のケア等）の強化が必要になると見込まれます。 

 

 こうした自殺のリスクを、多くの方々に認識していただき、留意いただくとともに、

窮地に陥った方には周囲から手を差し伸べられるような理解ある地域づくりが一層必

要な状況にあり、各事業等を通じ、周知啓発に努めていきます。 

また、そうした問題を抱えた方に対応する各関係機関等においても、状況の理解を得

られるよう周知し、連携を密にしていきます。 



 第１   

６ 

 

第１ 本市の自殺の現状 

（※注 2020 年 8 月末時点での最新統計データは 2018 年となります。） 

 

（１）自殺者数・男女別自殺者数の推移  

(2009(平成 21)年～2018(平成 30)年の 10 年間の推移) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

（２）自殺死亡率の推移  (2009(平成 21)年～2018(平成 30)年の 10 年間の推移) 
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出典：人口動態統計(厚生労働省：平成 21 年～平成 30 年)より郡山市が作成 

出典：人口動態統計(厚生労働省：平成 21 年～平成 30 年)より郡山市が作成 

(人)   

H21年 H22年 H23年 H24年 H25年 H26年 H27年 H28年 H29年 H30年
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

郡山市 30.1 21.3 21.7 21.3 18.3 21.6 19.1 14.6 17.3 17.7
福島県 29.1 25.2 25.3 21.9 21.7 21.8 21.3 18.3 20.2 19.7
全国 24.4 23.4 22.9 21.0 20.7 19.5 18.5 16.8 16.4 16.1

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

(人口１０万対) 

(人)



（３）本市の年代別死因順位 第１
　　　　　　　　　　　　(2013(平成25)年～2017(平成29)年の5年間の累計)

年齢層

20-29歳 自殺 40人 悪性新生物 10人 心疾患 8人

30-39歳 自殺 38人 悪性新生物 29人 心疾患 16人

40-49歳 悪性新生物 93人 自殺 62人 心疾患 33人

50-59歳 悪性新生物 293人 心疾患 91人 脳血管疾患 57人

60-69歳 悪性新生物 849人 心疾患 251人 脳血管疾患 155人

70-79歳 悪性新生物 1259人 心疾患 430人 脳血管疾患 271人

80-89歳 悪性新生物 1483人 心疾患 1002人 脳血管疾患 652人

90歳以上 老衰 756人 心疾患 670人 肺炎 399人

年齢層

10-19歳 自殺 7人 交通事故 3人 中毒 2人

転倒・転落 1人

窒息 1人

溺死・溺水 1人

窒息 1人

中毒 1人

40-49歳 自殺 62人 交通事故 12人 窒息 3人

溺死・溺水 5人

窒息 5人

60-69歳 自殺 40人 交通事故 15人 窒息 11人

溺死・溺水 15人

交通事故 15人

80-89歳 窒息 67人 転倒・転落 37人 溺死・溺水 28人

90歳以上 窒息 29人 転倒・転落 19人 溺死・溺水 6人

70-79歳 自殺 32人 窒息 23人

50-59歳 自殺 56人 交通事故 11人

30-39歳 自殺 38人 交通事故 5人

20-29歳 自殺 40人 交通事故 6人

３位

10-19歳

１位 ２位

1位 2位 3位

悪性新生物 交通事故 ３人5人自殺 7人

全死因から疾病を除くと

出典：人口動態統計（厚生労働省：平成25年～平成29年）より郡山市が作成
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（４）自殺者の性・年代別自殺死亡率(人口10万対）(2014～2018平均）

　　(地域における自殺の基礎資料から郡山市が作成）

8

・郡山市、全国どちらにおいても、すべての年代で、男性が女性よりも自殺死亡率が高い。

・性別でみると郡山市の男性は、60歳代、70歳代を除いた年代において全国より顕著に高

く、特に30～40歳代において高い。次いで、20歳代、50歳代、80歳代以上が高い。また、

20歳未満においても全国よりも1.6倍高い。

・郡山市の女性の自殺死亡率も、全国との比較では20歳代､50歳代、70歳代以上が全国より

顕著に高い状況である。

20歳

未満

20歳

代

30歳

代

40歳

代

50歳

代

60歳

代

70歳

代

80歳

以上

20歳

未満

20歳

代

30歳

代

40歳

代

50歳

代

60歳

代

70歳

代

80歳

以上

男性 女性

郡山市 5.3 26.2 39.5 45.9 39.8 27.2 31.3 42.8 1.3 14.6 10.3 9.9 17.4 11.2 22.4 24.6

全国 3.3 25.0 25.6 28.7 34.8 28.2 31.1 38.6 1.7 9.8 9.9 11.3 13.3 12.4 15.4 15.6

5.3 

26.2 

39.5 

45.9 

39.8 

27.2 

31.3 

42.8 

1.3 

14.6 

10.3 9.9 

17.4 

11.2 

22.4 

24.6 

3.3 25.0 25.6 28.7 34.8 28.2 31.1 38.6 1.7 9.8 9.9 11.3 13.3 12.4 15.4 15.6 

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

50.0 自殺死亡率

（10万対）

郡山市 全国
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（５） 郡山市の自殺の特徴について　郡山市地域自殺実態プロファイル【2019】より

自殺者数
5年計

男性40～59歳有職同居

2位 女性60歳以上無職同居 女性60歳以上無職同居 女性60歳以上無職同居

男性20～39歳有職同居

5位 男性20～39歳 有職 独居 男性40～59歳無職同居 男性40～59歳無職同居

23 6.6%

4位 男性20～39歳有職同居 男性20～39歳有職同居

3位

1位 男性40～59歳有職同居 男性40～59歳有職同居

5位

自殺者
数

5年計

1位

2位

3位

4位

〇郡山市における自殺の多い属性（特別集計(2014～2018年合計））

男性60歳以上無職同居

上位５区分

男性40～59歳有職同居

女性60歳以上無職同居

自殺者数
5年計

総数に占
める割合

46

背景にある主な自殺の危機経路

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

身体疾患→病苦→うつ状態→自殺

失業(退職)→生活苦＋介護の悩み(疲れ)＋身
体疾患→自殺

13.2%

35 10.0%

職場の人間関係/仕事の悩み(ブラック企業)
→パワハラ＋過労→うつ状態→自殺

9

38 10.9%

失業→生活苦→借金＋家庭間の不和→うつ状
態→自殺

男性60歳以上無職同居 男性60歳以上無職同居 男性60歳以上無職同居

2012～2016年合計 2013～2017年合計 2014～2018年合計

男性20～39歳有職同居

男性40～59歳無職同居

28 8.0%

人口動態統計、自殺統計（警察庁自殺統計原票データに基づき厚生労働省自殺対策推進室から公表されている

「地域における自殺の基礎資料」。）及び 特別集計（警察庁自殺統計原票データを自殺総合対策推進セン

ターと厚生労働省自殺対策推進室で特別集計し作成したもの。）の３種類の資料を用いている。

郡山市の自殺者数 2014～2018年（H26～H30)の累計

合計349人（男性242人、女性107人）
(地域における自殺の基礎資料(自殺日・居住地）より)

・
・2019年の自殺者の多い区分は、1位 男性40～59歳有職同居、2位 女性60歳以上無職同居、

3位 男性60歳以上無職同居、4位 男性20～39歳有職同居、5位 男性40～59歳無職同居であった。

『40～59歳の有職・同居者がいる男性』の自殺者が最も多い状況は、2017年から3年連続続いている。

・勤務・経営、高齢者、生活困窮についての施策が必要である。
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 第１   
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【参考】 自殺の危機経路図（自殺に至る可能性の高い経路）  

 

 

 

 

 

 

上の図は、特定非営利活動法人ライフリンクが行った自死遺族 1,000 人に対する聞き取り調

査の結果から見えてきた自殺の危機経路図（自殺に至る可能性の高い経路）です。 

丸の大きさは、自殺に至る要因の発生頻度を表しており、丸が大きいほど自殺に至る要因とな

る頻度が高くなります。矢印の太さは要因と要因の連鎖の因果関係の強さを表しており、矢印が

太いほど因果関係が強くなります。 

要因では「うつ状態」が最も大きくなっていますが、「うつ状態」になるまでには複数の要因が

存在し連鎖しています。自殺で亡くなられた方は、平均して「4 つの要因」が連鎖して自殺に至

ったことが分かっています。 

また、図以外にも、性別、年代、職業等によって、自殺に至る要因の連鎖に特徴があることも

分かっています。 

 

 

出典：「自殺実態白書 2013」(特定非営利活動法人ライフリンク) 
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基本方針 具体的な取り組み
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務
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Ｎ
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Ｏ
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課

障
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健
康
長
寿
課

地
域
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進
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務
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保
健
所
地
域
保
健
課

こ
ど
も
未
来
課

こ
ど
も
支
援
課

こ
ど
も
育
成
課

産
業
政
策
課

生
涯
学
習
課

中
央
公
民
館

勤
労
青
少
年
ホ
ー
ム

学
校
教
育
推
進
課

教
育
研
修
セ
ン
タ
ー

総
合
教
育
支
援
セ
ン
タ
ー

(1)セーフコミュニティをはじめとした地域における連携・ネットワークの強化 ● ● ● ●

(2)庁内における連携・ネットワークの強化 ● ●

(3)特定の問題に対する連携・ネットワークの強化 ●

(1)様々な職種を対象とする研修の実施

　ア　市職員・教職員を対象とする研修 ● ● ●

　イ　民生児童委員などの支援者を対象とする研修 ● ●

(2)市民を対象とする研修の実施 ●

(1)こころの健康づくり・生きることの支援について正しい知識の普及 ● ● ●

(2)メディアを活用した周知・啓発活動 ●

(1)居場所・生きがいづくり ● ● ● ● ● ● ● ●

(2)相談体制の充実及び生活等に係る包括的な支援

　ア　こころとからだに関する支援 ● ●

　イ　生活・経済・仕事に関する包括的な支援 ● ● ● ● ● ● ●

(3)妊産婦・子育てをしている保護者等への支援の充実 ● ● ●

(4)東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所事故により精神的負担を
　抱えている方への支援

● ●

(1)ＳＯＳの出し方に関する教育の実施 ● ● ● ●

(2)ＳＯＳの出し方に関する教育を推進するための連携の強化 ●

(3)若者の不安や悩みの解消への支援 ● ●

(1)勤務・経営問題による自殺リスクの低減に向けた支援・連携の強化 ● ● ● ●

(2)勤務・経営問題についての周知啓発活動の強化 ● 　 　 　

(1)高齢者の包括的な支援のための連携の推進 ●

(2)地域における介護が必要な高齢者の支援 ●

(3)高齢者の健康不安に対する支援 ●

(4)高齢者の社会参加の促進と孤独・孤立の防止 ● ● ● ●

(1)生活困窮に陥った方への「生きることの包括的な支援」の強化 ● ● ● ●

(2)支援につながっていない方を早期に支援へつなぐための取り組み ● ●

(1)子ども・若者の居場所づくりの推進 ● ● ● ● ● ●

(2)ＩＣＴを活用した子ども・若者支援の推進 ● ●

　
原
因
・
動
機
を
踏
ま
え
た
施
策

　
本
市
の
自
殺
の
特
徴
や

１ 勤務・経営問題に
　対する自殺対策の推進

５ 関係者の役割
   の明確化と関係者
   による連携・協働
   の推進

第２　「郡山市いのち支える行動計画」　体系に基づく取り組み一覧と担当課

施　策

第
２

１ 生きることの包括
　的な支援の推進

基
本
施
策

自
殺
対
策
の
基
盤
的
な
施
策

１ 地域におけるネット
　ワークの強化

２ 自殺対策を支える
　人材の育成

２ 高齢者支援の充実

３ 生活困窮者支援の
　 充実

４ 子ども・若者支援の
 　充実

２ 関連施策との連携
　による総合的な対
　策の展開

３ 市民への啓発と周知

３ 対応の段階に応じ
　たレベルごとの対
　策の効果的な連動

４ 生きることの
　促進要因への
　支援

４ 実践と啓発を両輪
　として推進

５ 子どものＳＯＳ・若者
　の生きることの包括的
　な支援

重
点
施
策

誰一人自殺に追い込まれることのないまち こおりやま

1
1



セーフコ
ミュニティ
課

令和元年東日本台風や新型コロナウイルス感染症対策
の影響により自殺予防対策委員会は、４回の開催で
あったが、自殺対策の評価指標の見直しや自殺予防
キャンペーンについて、自殺対策について協議を行う
ことができた。

保健所地域
保健課

令和元年東日本台風や新型コロナウイルス感染症対策
の影響により自殺予防対策委員会は、４回の開催と
なったが、開催できた時間の中で必要な取り組みの検
討等を進めることができた。また、取り組み実施の手
段を変更して行うなど、柔軟に対応することができ
た。

生活支援体制整備
事業

高齢者が住み慣れた地域で安心
して在宅生活を継続していくた
めに必要な多様な生活支援・介
護予防サービスを整備します。

20
地域包括ケ
ア推進課

全市を対象とした第１層生活支援コーディネーターを引
き続き１人配置するとともに、新たに第２層生活支援
コーディネーターを３人（計６人）配置した。
第１層協議体（平成29年３月設置）を２回開催し、第２
層協議体を新たに１３地区で設置するとともに計１４回
開催したことで、高齢者を支える地域づくりの推進を
図った。

生活支援コーディネーターの配置及び協議体の設置に
より、地域における資源の開発やネットワーク構築等
を通した高齢者を支える地域づくりを進めることがで
きた。

生活支援コーディネーターの配置及び
協議体の設置により、地域における資
源の開発やネットワーク構築等を通し
た高齢者を支える地域づくりを進め
る。
（目標）
・第１層生活支援コーディネーター
　の配置１人
・第２層生活支援コーディネーター
　の配置１２人(６人追加)
・第１層協議体開催３回
・第２層協議体設置５地区
・第２層協議体開催152回

自殺対策推進事業
自殺防止を図るため、福島いの
ちの電話等の民間団体との連携
を行います。

20
保健所地域
保健課

継続して,福島いのちの電話主催事業において、チラシ配
置、ポスター貼付などの周知啓発に協力した。
また自殺対策事業の中で「いのちの電話」の活動や相談
連絡先の周知を行った。セーフコミュニティ推進協議会
自殺予防対策委員会の委員としての参画もあり、活動を
通し連携を図ることができた。
また、同様に、親、子を亡くした遺族・遺児の支援を行
うNPO団体、市内で活動する自死遺族支援グループ等につ
いても活動周知（リーフレット、イベントチラシ配置）
を行った。

自殺対策の一環として、様々な問題対応を行っている
団体や窓口の周知を行い、連携の取り組みについて
「福島いのちの電話」をはじめ、徐々に団体を増加で
きている。
今後も「福島いのちの電話」をはじめとした各団体と
の連携を図りながら、自殺対策を考える。

・福島いのちの電話主催の事業や相
　談窓口の周知啓発
・福島いのちの電話を含む民間団体
　活動の把握と連携強化

令和元年度実施状況
（内容や実績等)

担当課

基本施策１　地域におけるネットワークの強化

セーフコミュニティ自殺予防対策委員
会は新型コロナウイルス感染拡大の状
況を見ながら、感染予防に留意し、内
容の凝縮を図りつつ、４回開催する。

計画
ペー
ジ

セーフコミュニティ推進協議会
に設置している自殺予防対策委
員会において、分野横断的な連
携・協働のもと安全で安心なま
ちづくりに全市的に取り組みま
す。

セーフコミュニ
ティ推進事業

令和２年度の実施計画実施内容事業名

自殺予防対策委員会は４回開催。
自殺予防対策委員会、民間団体、郡山市との協働で開催
している自殺予防キャンペーン（街頭活動）は、令和元
年台風第19号の影響で中止となったが、「郡山市いのち
支える行動計画」の協議体として、進捗状況の確認や意
見交換を行うなど、郡山市の自殺対策について、様々な
立場から検討し、連携をとりながら活動を進めた。
キャンペーンの配布物は、地域保健課で実施の研修や講
演会、民生委員や保健委員会役員の会議、セーフコミュ
ニティフェスタの参加者に、自殺予防について説明の
上、啓発物を配布し、周知啓発を図った。（2,520人）

20

令和元年度　実施状況に関する担当課の評価

郡山市いのち支える行動計画　進捗状況【基本施策(自殺対策推進で欠かすことのできない基盤的取組み)1～５  】

  (1)セーフコミュニティをはじめとした地域における連携・ネットワークの強化

1
2

第３-１



令和元年度実施状況
（内容や実績等)

担当課
計画
ペー
ジ

令和２年度の実施計画実施内容事業名 令和元年度　実施状況に関する担当課の評価

郡山市いのち支える行動計画　進捗状況【基本施策(自殺対策推進で欠かすことのできない基盤的取組み)1～５  】 第３-１

こども総合支援セ
ンター「ニコニコ
こども館」事業

「ニコニコこども館」におい
て、子育ての相談、親子の触れ
合い、親同士子ども同士の交流
を図るため、総合的な子育て支
援を行います。

20
こども支援
課

①子育てサロン61,594人
②移動サロン217人
③わくわくつどいのひろば599人
④子育て講座162人
⑤リズムとからだのあそび1,377人
⑥おはなし会13,438人
⑦幼児教育相談会35人
⑧親子あそびと親ミーティング147人
⑨ニコニコこども館まつり3,085人
⑩ハンドベルコンサート120人

令和元年度は令和元年東日本台風の影響や新型コロナ
ウイルス感染症への不安から、事業参加者や施設利用
者は減少したが、保護者の中には、育児に対する不安
やストレスを抱えている方もおり、専門スタッフが面
談等を行うことで子育てに対するアドバイスや不安解
消をすることができた。今後も乳幼児期の子育てにつ
いて学ぶ機会を提供し、子育てに関する悩みの解消や
不安に家庭における養育力の向上を行う子育て講座等
の各種事業を継続する。

「ニコニコこども館」において、子育
ての相談、親子の触れ合い、親同士子
ども同士の交流を図るため、総合的な
子育て支援を行う。

セーフコ
ミュニティ
課

令和元年第１５号台風や新型コロナウイルス感染症対
策の影響により自殺予防対策委員会は、４回の開催で
あったが、自殺対策の評価指標の見直しや自殺予防
キャンペーンについて、自殺対策について協議を行う
ことができた。

保健所地域
保健課

令和元年第１５号台風や新型コロナウイルス感染症対
策の影響により自殺予防対策委員会は、４回の開催と
なったが、開催できた時間の中で必要な取り組みの検
討等を進めることができた。また、実施の手段を変更
して行うなど、柔軟に対応することができた。

自殺対策推進事業
郡山市自殺対策推進庁内委員会
を開催し、自殺対策を総合的か
つ計画的に推進します。

21
保健所地域
保健課

郡山市自殺対策推進庁内委員会を2回開催した。
・１回目（８月）は本市の自殺の現状や自殺対策の取
組、推進 体制を共有するとともに、行動計画における庁
内各担当課の取組みの進捗状況の報告や重点施策の効果
的な取組みの紹介を行った。
・２回目（３月）は文書開催で実施し、自殺対策の実施
状況や本市の自殺の状況や特徴、取り組みの方向性の提
案を行った。

精神疾患治療等の水際対策ではなく、自殺の要因とな
る様々な問題等について、庁内で協力して取り組んい
く必要性があることを伝えることができた。３月の文
書開催では、プロファイル結果等、郡山市の自殺の特
徴等を報告し、支援策の方向性を提示したが、次年度
はその確認を行い、効果的な取組みを委員会で検討し
ていく。

郡山市自殺対策推進庁内委員会２回開
催

自殺対策推進事業

精神疾患を有する方が適切な医
療に結び付けられるよう、専門
医や専門病院への紹介・連携を
行います。

22
保健所地域
保健課

精神疾患の診断を受けた方、また疾患が疑わしい方やそ
のご家族等の電話・来所による相談に対応し、相談事
業・専門医療機関及びカウンセリングルーム等の紹介を
行った。
また、入院された方の退院後支援において、必要時、関
係機関と情報共有や支援策の方向性の検討を行った。

必要な医療機関の受診につなげるほか、退院後の地域
での生活の支援に当たり、主治医の助言を得たり、各
専門医療機関の相談員と情報共有しながら進めること
により、その方に望ましい、より良い支援を行うこと
ができた。

専門医療機関等との連携は必要不可欠
であり、今後も連携を深めていく。
①電話･来所相談、訪問による支援
②こころの健康相談等の事業
③関係機関（医療機関や相談支援事業
所等）との連携(必要時)

21

自殺予防対策委員会は４回開催。
自殺予防対策委員会、民間団体等との協働で開催してい
る自殺予防キャンペーン（街頭活動）は、台風の影響で
中止となったが、「郡山市いのち支える行動計画」の協
議体として、進捗状況の確認や意見交換を行うなど、郡
山市の自殺対策について、様々な立場から検討し、連携
をとりながら活動を進めた。キャンペーンの配布物は、
地域保健課で実施の研修や講演会、民生委員や保健委員
会役員の会議、セーフコミュニティフェスタの参加者
に、自殺予防について説明の上、啓発物を配布し、周知
啓発を図った。（2,520人）

セーフコミュニティ自殺予防対策委員
会は新型コロナウイルス感染拡大の状
況を見ながら、感染予防に留意し、内
容の凝縮を図りつつ、４回開催する。

　(3)特定の問題に対する連携・ネットワークの強化

  (2)庁内における連携・ネットワークの強化

セーフコミュニ
ティ推進事業(再
掲）

セーフコミュニティ推進協議会
に設置している自殺予防対策委
員会において、分野横断的な連
携・協働のもと安全で安心なま
ちづくりに全市的に取り組みま
す。
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令和元年度実施状況
（内容や実績等)

担当課
計画
ペー
ジ

令和２年度の実施計画実施内容事業名 令和元年度　実施状況に関する担当課の評価

郡山市いのち支える行動計画　進捗状況【基本施策(自殺対策推進で欠かすことのできない基盤的取組み)1～５  】 第３-１

精神保健福祉事業

こころの健康の保持増進や精神
疾患の早期発見・治療、正しい
知識の普及啓発を図るため、健
康相談や講演会を行います。

22
保健所地域
保健課

こころの健康の保持増進や精神疾患の早期発見･治療、正
しい知識の普及啓発を図るため、健康相談や講演会を実
施した。
①こころの健康相談 46回（精神科医17回28人・臨床心理
士29回49人）
②精神保健福祉士電話相談 51回256人
③講演会(自殺対策含む) ６回 395人
④家族教室
・統合失調症  ４回88人
・うつ病 　４回27人
・ひきこもり等  ７回55人
⑤アルコール家族教室  10回69人

ひきこもりや発達障害の方の事件の報道が重なり、そ
の影響で、ひきこもり者、発達障害者の対応に悩む家
族等からの相談（来所・電話）対応が増え、教室等の
参加につながる状況がみられた。

今後は、新型コロナウイルス感染症の影響から、市民
の精神保健のための事業が重要性を増すと思われ、各
専門職の協力のもと、各事業を継続実施できるよう、
必要な感染対策を取り入れながら、実施を進める。

新型コロナウイルス感染症感染拡大の
状況を見ながら、下記開催を進める。
①こころの健康相談　53回
（精神科医24回・臨床心理士29回）
②精神保健福祉士電話相談51回
　　※９月は時間延長予定
③心の健康に関する講演会の開催
④家族教室（統合失調症・うつ病・ひ
きこもり等）
⑤アルコール等家族教室開催

自殺対策推進事業

自殺に関する理解を深め、悩み
を抱えた方のサインに早期に気
づき、対応できるよう、窓口・
徴収・貸付担当等の職員や教職
員等に対し、ゲートキーパー養
成研修や自殺予防に関する講演
会を実施します。

23
保健所地域
保健課

①ゲートキーパー養成研修　計４回
・市職員対象　１回55人、 フォローアップ34人
・高校生対象　１回212人
・市民対象　１回59人　（ほか3月1回中止）
②自殺予防講演会　計４回
  民生児童委員、医療従事者、消防救急職員、教育
　関係従事者、福祉関係従事者、市職員、教職員等
・自殺未遂者の生きる支援を考える　47名
     ※10月予定を延期し実施
・依存症の方の支援と自殺予防について　36人
・大切な人を亡くすということ～遺された人を支え
　るために私達ができること～　55人
・こどもたちのSOSに気づき応えるために
  （教職員のみ対象）　97人

令和元年東日本台風、新型コロナウイルス感染症拡大
の影響から、延期して再度募集したものや、中止とし
たもあり、例年以上の参加者数を得ることはできな
かった。
そうした中で、様々な角度から、自殺を予防するため
の関わりを学ぶ機会を8回設け、参加者のアンケート
記載に「有意義だった」「業務に生かしていきたい」
等の回答が多かったことから、自殺のリスクの高い
方々の望ましい支援について、理解を深めていただけ
たと考える。
また、若年層対策として、高校生への研修を開催でき
たことは、自身の心の健康を保つ方法を学ぶ機会にも
なった。

新型コロナウイルス感染症感染拡大の
状況を見ながら、影響を受ける可能性
の高い、若年層、勤労者への支援に対
応できる内容でゲートキーパー養成研
修、自殺予防講演会を開催する。
併せて、自殺の危機にある市民に接す
る機会の多い職種を対象として、実践
的な内容の研修会を開催する。

教育研修事業
学校の課題解決や教職員の資質
向上のために、校内研修の一層
の充実を行います。

23
教育研修セ
ンター

 令和元年８月１日に養護教諭等62名を対象に「子供に伝
えたい自殺予防～求められる学校と教職員の役割～」を
演題に研修講座を実施した。
　また、他に学校が抱える課題は複雑化、多様化してお
り、対応する教職員の資質・能力の向上のため研修会を
実施し、成果を児童生徒への指導に役立てた。
60講座149回
延べ6,878人参加

養護教諭等を対象とした自殺予防にかかわる講座を実
施した。受講者は、自殺の原因や動機、子供の変化の
みとり、教員としての対応方法等を学ぶ貴重な研修と
なった。また、それ以外の研修では、文部科学省教科
調査官や大学教授等を講師として招聘し、命の尊さや
相手を思いやることの大切さの指導について研修を実
施した。

 課題解決や教職員の資質向上のため研
修会を開催　64講座159回

基本施策２　自殺対策を支える人材の育成

　(1)こころの健康づくり・生きることの支援について正しい知識の普及
　　ア　市職員・教職員を対象とする研修
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令和元年度実施状況
（内容や実績等)

担当課
計画
ペー
ジ

令和２年度の実施計画実施内容事業名 令和元年度　実施状況に関する担当課の評価

郡山市いのち支える行動計画　進捗状況【基本施策(自殺対策推進で欠かすことのできない基盤的取組み)1～５  】 第３-１

スクールカウンセ
ラー配置事業

いじめや不登校等の課題や児童
生徒の悩み等の解決のため、ス
クールカウンセラー及びスクー
ルソーシャルワーカー、スー
パーバイザー（管理者、監督
者）に対し、専門性を高めるた
めの研修を行います。

23
総合教育支
援センター

スクールカウンセラー等を対象とした研修会を実施し、
専門性の向上を図った。また自主研修会を実施し、個別
の案件への対応について研鑽を深めた。
・スクールカウンセラー等対象の研修会８回
・自主研修会６回

大学教授等の専門家から、「不登校・ひきこもりの子
どもへの訪問相談」「子どもの貧困問題」「ソーシャ
ルワークの視点からの家庭支援」「コミュニケーショ
ンの心理学」をテーマに、個に応じた対応の仕方や児
童生徒の悩みを解消するためのチーム支援のあり方に
ついて指導を受けることで、共通理解が図られ、自殺
対策等の推進に効果が得られた。

専門性向上のための研修会を実施（非
行・家族療法、心理検査結果に基づく
特性の理解と支援等について）

障がい者相談支援
事業

障がい者の自立と社会参加の促
進を図るため、基幹相談支援セ
ンターにおいて、総合的な相談
支援業務にあたる相談支援員の
育成等を行います。

24
障がい福祉
課

① 市内７事業所に一般相談を委託、障がい者及びその家
族等に対し、介護相談や生活全般をはじめとする総合的
な相談受付を実施した。
相談件数23,138件
② 一般相談支援の核となる基幹相談支援を委託し、高度
な相談の受付や相談員の人材育成、事例検討会を行い、
障がい者の理解と福祉向上に努めた。
・新人相談員研修　４回開催40人
・事例検討会 　　17回開催

受給者証の更新時期でなかったため相談件数は昨年度
に比べ減少したが、8050問題の社会問題等に対応する
ため、相談体制の充実は今後も必要であり継続して実
施する。

障がい者及びその家族等の総合的な相
談を相談支援事業所に委託
・一般相談　(７か所)
・基幹相談支援　(１か所)

自殺対策推進事業

自殺に関する理解を深め、悩み
を抱えた方のサインに早期に気
づき、対応できるよう、民生児
童委員、保護司、健康づくり推
進員、認知症地域支援推進員、
手話通訳者等様々な分野に携わ
る方に対し、ゲートキーパー養
成研修や自殺予防に関する講演
会を実施します。

24
保健所地域
保健課

①ゲートキーパー養成研修　計4回
・市民対象　１回59人　（ほか３月１回中止）
②自殺予防講演会　計４回
  民生児童委員、医療従事者、消防救急職員、教育
　関係従事者、福祉関係従事者、市職員、教職員等
・自殺未遂者の生きる支援を考える　47名
   ※10月予定を延期し実施
・依存症の方の支援と自殺予防について　36人
・大切な人を亡くすということ～遺された人を支え
　るために私達ができること～　55人

令和元年東日本台風、新型コロナウイルス感染症対策
の影響で、延期して再度募集したものや、中止となっ
たものもあり、例年以上の参加者数を得ることはでき
なかった。
民生児童委員の会議の場で開催周知等を行い、参加者
も多かったことから、様々な自殺のリスクのある方々
の望ましい支援について、理解を深めていただけたと
考える。

新型コロナウイルス感染症感染拡大の
状況を見ながら、影響を受ける可能性
の高い、若年層、勤労者への支援に対
応できる内容でゲートキーパー養成研
修、自殺予防講演会を開催する。
併せて、自殺の危機にある方に接する
機会の多い職種を対象として、実践的
な内容の研修会を開催する。

自殺対策推進事業

自殺に関する理解を深め、悩み
を抱えた方のサインに早期に気
づき、対応できるよう、市民に
対し、ゲートキーパー養成研修
や自殺予防に関する講演会を実
施します。

24
保健所地域
保健課

ゲートキーパー養成研修　計４回
　　（市民対象の研修は以下２件）
・高校生対象　１回212人
・市民対象　１回59人　（ほか３月１回中止）

市民を対象とする研修として、今年度はゲートキー
パー養成研修を中心に開催。うち１回は中止（新型コ
ロナウイルス感染症対策）とした。また、市内高等学
校でのゲートキーパー養成研修開催を呼びかけ、これ
まで開催実績がなかった高等学校１校と連携し、開催
することができた。
高校生を対象とした研修は、自身の心の健康を保つ方
法（心が落ち込んだ時の対処法やリラックス法等）の
周知啓発にも重点を置き、有益な機会となった。

新型コロナウイルス感染症対策の状況
を見ながら、影響を受ける可能性の高
い、若年層、勤労者への支援に対応で
きる内容でゲートキーパー養成研修、
自殺予防講演会を開催する。

　　イ　民生児童委員などの支援者を対象とする研修

　(2)市民を対象とする研修の実施
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令和元年度実施状況
（内容や実績等)

担当課
計画
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ジ

令和２年度の実施計画実施内容事業名 令和元年度　実施状況に関する担当課の評価

郡山市いのち支える行動計画　進捗状況【基本施策(自殺対策推進で欠かすことのできない基盤的取組み)1～５  】 第３-１

人権啓発活動推進
事業

すべての方の人権が尊重され、
互いに共存できる社会の実現の
ために、人権意識の高揚を推進
します。

26
男女共同参
画課

人権尊重の意識を高めるため、人権啓発キャンペーンを
８回実施するとともに、障がいの有無に関わらず、誰も
が相互に人格と個性を尊重し、支えあう大切さをテーマ
に講演会を１回開催した。

人権啓発キャンペーンは各イベントで積極的に行い、
啓発効果を上げることができた。また、講演会では、
満足度が９割と高く、参加者への人権意識の普及・高
揚を図ることができた。

新しい生活様式を踏まえながら、感染
予防に留意し実施する。
①人権啓発キャンペーン６回
②講演会１回

男女共同参画推進
事業

市民の男女共同参画に対する理
解や関心を高め、男女平等の意
識づくりを推進します。自殺予
防週間にあわせて講演会を開催

26
男女共同参
画課

男女平等の意識づくりを推進するため、男女共同参画推
進事業者表彰、シンフォニー発行、さんかく教室の開催
を実施した。
①事業者表彰  　受賞事業者３者
②さんかく教室    21回1,399人
③「シンフォニー」  ２回発行

「さんかく教室」の受講者数は、令和元年東日本台
風、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、開
催回数が減少したため、前年度より大幅に減少したも
のの、ほぼ計画どおり実施できた。また、男女共同参
画事業者表彰は、周知企業数を増やして実施し、シン
フォニーは計画通り年２回発行することができたこと
から、男女平等の意識づくりの推進を図ることができ
た。

新しい生活様式を踏まえながら、感染
予防に留意し実施する。
①男女共同参画推進事業者表彰の実施
②さんかく教室の実施
③「シンフォニー」 ２回発行

精神保健福祉事業
(再掲）

こころの健康の保持増進や精神
疾患の早期発見・治療、正しい
知識の普及啓発を図るため、健
康相談や講演会を行います。

26
保健所地域
保健課

こころの健康の保持増進や精神疾患の早期発見･治療、正
しい知識の普及啓発を図るため、健康相談や講演会を実
施した。
①こころの健康相談 46回
 （精神科医17回28人・臨床心理士29回49人）
②精神保健福祉士電話相談 51回256人
③講演会(自殺対策含む) ６回 395人
④家族教室
・統合失調症  ４回88人
・うつ病  ４回27人
・ひきこもり等  7回55人
⑤アルコール家族教室  10回69人

ひきこもりや発達障害の方の事件の報道が重なり、そ
の影響で、ひきこもり者、発達障害者の対応に悩む家
族等からの相談（来所・電話）対応が増え、教室等の
参加につながる状況がみられた。

今後は、新型コロナウイルス感染症の影響から、市民
の精神保健のための事業が重要性を増すと思われ、各
専門職の協力のもと、各事業を継続実施できるよう、
必要な感染対策を取り入れながら、実施を進める。

新型コロナウイルス感染症対策の状況
を見ながら、下記開催を進める。
①こころの健康相談　53回
（精神科医24回・臨床心理士29回）
②精神保健福祉士電話相談51回
　　※９月は時間延長予定
③心の健康に関する講演会の開催
④家族教室（統合失調症・うつ病・ひ
きこもり等）
⑤アルコール等家族教室開催

特定感染症検査等
対策事業

性感染症のまん延防止を図るた
め、正しい知識の普及啓発活動
やＨＩＶ・梅毒抗体検査、健康
相談等を行います。町会・自治
会を通じた情報発信

26
保健所地域
保健課

性感染症のまん延防止を図るため、正しい知識の普及啓
発活動やＨＩＶ・梅毒抗体検査、健康相談等を実施し
た。
①ＨＩＶ・梅毒抗体検査受検者数　36回789人
②健康相談　778件
③健康教育 　14回2,051人
④エイズ対策研修会　１回69人
⑤世界エイズデー街頭キャンペーン 1,000セット配布

中学校・義務教育学校や高校、専修学校等を対象に健
康教育の受講者数が増加した。今後も引き続き、検査
相談体制を図るとともに性感染症予防講座を拡充する
などさらに知識の普及啓発に努めていく。
評価指標となる特定感染症検査（ＨＩＶ・梅毒・肝
炎・風しん抗体）受検者数は、2025年度目標値を達成
している。

①ＨＩＶ・梅毒抗体検査　24回
②世界エイズデー街頭キャンペーン
　１回

基本施策３　住民への啓発と周知

　(1)こころの健康づくり・生きることの支援について正しい知識の普及
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令和元年度実施状況
（内容や実績等)

担当課
計画
ペー
ジ

令和２年度の実施計画実施内容事業名 令和元年度　実施状況に関する担当課の評価

郡山市いのち支える行動計画　進捗状況【基本施策(自殺対策推進で欠かすことのできない基盤的取組み)1～５  】 第３-１

難病患者等地域支
援対策推進事業

難病患者やその家族の疾病等に
対する不安を解消するため、相
談会や研修会等を行います。

26
保健所地域
保健課

①難病患者及びその家族が疾患や療養生活等の正しい理
解ができ不安を軽減することを目的として、難病医療相
談会を実施した。
指定難病333疾患のうち膠原病、パーキンソン病、筋神経
系の疾患を選定し、医師による講話・実技及び参加者の
交流会を行った。
　　・３回33人
②難病患者を支援している専門職の資質の向上のため、
訪問看護師等研修会を実施した。
　　・１回39名

難病相談会は参加者からも好評だったことから、今後
も引き続き開催に努める。支援者向けの研修会は実技
を含めた研修とし、即応的な内容として参加者の好評
を得たことから、今後もニーズに合わせた研修の実施
を図っていく。

①難病医療相談会
指定難病333疾患のうちパーキンソン
病・筋神経系疾患・潰瘍性大腸炎選定
し３回実施
②訪問看護師等研修会の実施
新型コロナウイルス感染症拡大防止対
策を講じながら進めていく

児童虐待防止啓発
事業

児童虐待の未然防止及び早期発
見、早期対応を推進するため
に、普及・啓発を行います。

26
こども支援
課

①児童相談478件(うち虐待59件)
②児童虐待防止研修会　１回215人
③児童虐待防止講演会　１回101人
④児童虐待防止街頭啓発キャンペーンの実施
　200セット配布

本市での死亡等の重大な児童虐待事案はゼロではある
が全国的な虐待件数の増加を受け、県中児童相談所を
はじめとした関係機関等との連携をより一層図りなが
ら今後も継続して事業を実施する。

①児童相談の実施
②児童虐待防止研修会の実施
③児童虐待防止講演会の実施
④児童虐待防止街頭啓発キャンペーン
の実施

①自殺対策推進センター（JSSC)提供の「自殺実態プロ
　ファイル」や郡山市セーフコミュニティ推進協議会
　実施の、市民意識調査のデータを基に本市の自殺の
　現状や対策について確認した。
②自殺予防週間、自殺対策強化月間（９月、３月）に
　おける啓発活動
・自殺予防対策委員会、民間団体等との協働で開催し
　ている自殺予防キャンペーン（街頭活動）は、台風
　の影響で中止となったが、課で実施　の研修や講演
　会、民生委員や保健委員会役員の会議、セーフコミ
　ュニティフェスタの参加者に、自殺予防について説
　明の上、啓発物を配布し、周知啓発を図った。
（2,520人）。
・パネル展示および各種リーフレットの配布、ゲート
　キーパー養成研修の開催、庁舎内テロップによる啓
　発、広報による周知
③通年事業
・相談窓口周知を目的としたリーフレットを作成し、
　配布した（1,727か所で配布）。
　※市関係機関・コンビニエンスストア・金融機関･
　　郵便局・薬局・理美容組合、タクシー組合のほか
　、新たに医療機関、ショッピングセンター、スーパ
　ー、高等学校、小学校、中学校に配置依頼。

プロファイル内容を含めた市の自殺の現状や、自殺予
防に関する内容を記載したチラシを作成し、啓発品と
ともに、様々な場で説明し、配布を行ったところ、受
け取った方がゲートキーパー養成研修の参加につなが
るなど、関心を持っていただいた（キャンペーンでの
配布物の配布）。
また、相談窓口周知用のカードリーフレットも、新た
に配置先を広げ、身近に手に取りやすいところで相談
窓口の情報を得られるようになったと思われる。
９月、３月に行っているパネル展示も、LGBTやひきこ
もり、うつ、アルコール依存に関する説明内容のほ
か、各種相談窓口・関係機関のリーフレットも配置
し、周知に努めている。展示の会場を人の集まりやす
いショッピングセンター等で行い、アンケート記載も
増え、反応がわかる状態になってきた。
今後も「理解してもらうこと」をまず第一歩に周知啓
発を行う。

①本市の実態把握の継続
②啓発活動
（街頭キャンペーン･パネル展示･
　講演会）

自殺対策推進事業

自殺予防に係る各種の調査研究
を行うとともに、自殺に関する
理解及び関心を高めるため、自
殺予防週間及び自殺対策強化月
間において啓発活動を推進しま
す。また、年間を通して、リー
フレットや相談先カードにより
普及・啓発を行います。

保健所地域
保健課

26
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令和元年度実施状況
（内容や実績等)

担当課
計画
ペー
ジ

令和２年度の実施計画実施内容事業名 令和元年度　実施状況に関する担当課の評価

郡山市いのち支える行動計画　進捗状況【基本施策(自殺対策推進で欠かすことのできない基盤的取組み)1～５  】 第３-１

母子健康教育事業

児童、生徒が生命の大切さを実
感できるよう、発達段階に応じ
た思春期保健に関する普及・啓
発を行います。

26
こども支援
課

市内の中学校に出向き、生徒（２年生又は３年生）を対
象とし、思春期保健事業（育児体験学習講座）を実施し
た。
内容：妊婦体験、育児体験　23校79回実施　2,243人

当事業は「生命の大切さ」を生徒に考えさせる講座や
育児体験学習を講座を開催する事業である。若年の望
まない妊娠や、思春期における他者とのかかわりにつ
いて考えを巡らすことができる重要な機会であるた
め、今後も継続して事業を実施する。

令和2年度は新型コロナウイルス感染症
の影響により事業は中止する。次年度
以降の実施内容の充実のために、事業
の実施方法等を見直ししていく。

ウェブ等情報発信
事業

 市ウェブサイトで、広報こお
りやま等による、自殺対策に係
る相談窓口などの情報発信を行
います。

28 広聴広報課
各所属からの依頼により、市ウェブサイトで自殺対策に
係る相談窓口などの情報発信を行った。

各所属から依頼のあった情報を的確に配信することが
できた。

各所属からの依頼により、市ウェブサ
イトで自殺対策に係る相談窓口などの
情報発信を行います。

こおりやまイン
フォメーション事
業

市ウェブサイト、広報こおりや
まで等による、自殺対策に係る
相談窓口などの情報発信を行い
ます。

28 広聴広報課
各所属からの依頼により、広報こおりやまで自殺対策に
係る相談窓口などの情報発信を行った。

各所属から依頼のあった情報を的確に配信することが
できた。

各所属からの依頼により、広報こおり
やまで自殺対策に係る相談窓口などの
情報発信を行います。

メディア広報事業

市ウェブサイト、広報こおりや
ま等による、テレビ、ラジオ、
SNSで自殺対策に係る相談窓口
などの情報発信を行います。

28 広聴広報課
各所属からの依頼により、テレビ、ラジオ、SNSで自殺対
策に係る相談窓口などの情報発信を行った。

各所属から依頼のあった情報を的確に配信することが
できた。

各所属からの依頼により、テレビ、ラ
ジオ、SNSで自殺対策に係る相談窓口な
どの情報発信を行います。

多文化共生推進事
業

外国人住民等の利便性の向上や
交流人口の増加を図るため、多
様な言語での情報提供を行うと
ともに、安全安心な環境づくり
を推進します。

29 国際政策課

①外国人住民窓口向上セミナー実施
対象：市職員及び広域圏職員　34人
内容：外国人の方にもわかりやすい「やさしい日本語」
や多言語音声翻訳システムを紹介した。
②防災ワークショップ　未実施（令和元年東日本台風に
より中止）
③「多言語ポータル」等への令和元年東日本台風や新型
コロナウイルス感染症関連情報の掲載
④シンポジウム「共生社会と日本語教育～令和時代の日
本語教育を考える～」（市民協働政策提案事業）
対象：どなたでも　80人
内容：日本語教育推進法や技能実習制度改正の動きな
ど、多文化共生の考えを周知した。

外国人住民窓口対応向上セミナーでは、多言語音声翻
訳システム導入や福島県国際交流協会で導入している
三者間通話の翻訳サービスの活用等を通し、各所属に
おける外国人住民対応の向上を図っている。また市
ウェブサイト「外国語ポータル」、Facebook（随時更
新）や月刊英語情報誌「英go!Koriyama」を通して、
必要な情報(令和元年東日本台風及び新型コロナウイ
ルス感染症等)を提供することができた。さらに市民
協働政策提案事業でのシンポジウムにて、市民の方々
に対し、外国人住民を取り巻く状況や多文化共生の考
えを周知することができた。

外国人住民窓口向上セミナー及び防災
ワークショップ等の開催

　(1)居場所・生きがいづくり

　(2)メディアを活用した周知・啓発活動

基本施策４　生きることの促進要因への支援

1
8



令和元年度実施状況
（内容や実績等)

担当課
計画
ペー
ジ

令和２年度の実施計画実施内容事業名 令和元年度　実施状況に関する担当課の評価

郡山市いのち支える行動計画　進捗状況【基本施策(自殺対策推進で欠かすことのできない基盤的取組み)1～５  】 第３-１

コミュニケーショ
ン等支援事業
（旧「手話通訳及び要
約筆記事業」)

手話・要約筆記の普及を図ると
ともに、聴覚障がい者の日常生
活及び社会生活における意思疎
通手段を確保します。

29
障がい福祉
課

手話の普及と聴覚障がい者への理解促進を図るととも
に、聴覚障がい者が日常生活や医療・法律・行政機関等
での手続きなど社会生活を送る上で必要な情報保障とし
て、手話通訳者及び要約筆記者の派遣とICTを活用した遠
隔手話サービスを実施した。
①手話通訳件数4,618件（遠隔手話サービス利用588件含
む）
②手話通訳者数40人（専任通訳者３人含む）
③要約筆記者数19人

災害や事故、疾病など、多種多様な場面においての情
報保障とコミュニケーション支援として手話通訳の必
要性が高まっており、派遣要請に対応しつつ、タブ
レット端末を利用した遠隔手話サービスの利用の周知
を図っていく必要がある。また、同様に中途難聴で手
話が使えない聴覚障がい者にとっては要約筆記が情報
保障の手段として欠かせないものであり、今後も継続
して提供していく必要がある。

災害や事故、疾病など、多種多様な場
面においての情報保障とコミュニケー
ション支援として手話通訳の必要性は
高まっており、手話通訳の派遣依頼に
対応しつつ、ICTを活用した遠隔手話
サービスの利用促進を図っていく。ま
た、同様に中途難聴で手話が使えない
聴覚障がい者にとっては要約筆記が情
報保障の手段として欠かせないもので
あり、今後も継続して提供していく。

介護予防・生活支
援サービス事業

高齢者の自立支援・重度化防止
のため、要支援者等にホームヘ
ルプサービスやデイサービスを
提供します。

29
地域包括ケ
ア推進課

介護予防・生活支援サービス事業の実施
①訪問型サービス  　 63,147回
②通所型サービス　  111,267回
③介護予防支援事業　 18,869回

サービス実施回数は年々増加しており、要支援認定者
や事業対象者に対する自立支援や重度化防止を目的と
するサービスの提供が図られた。

訪問型サービス、通所型サービス、介
護予防支援事業を実施

一般介護予防事業
継続的に市民の通いの場を支援
し、地域づくりを推進します。

29
地域包括ケ
ア推進課

通いの場（いきいき百歳体操）設置数　115か所
参加者数　2,501人

設置数・参加者実人数は増加しており、第七次郡山市
高齢者福祉計画・郡山市介護保険事業計画の令和元年
度目標値を達成した。市民が年齢を重ねても住み慣れ
たまちで生きいきと暮らし続けられるよう介護・閉じ
こもり予防、いきがいづくりの場として機能してい
る。

通いの場設置数(いきいき百歳体操)
目標130か所
参加者見込み　2,600人

放課後児童健全育
成事業（放課後児
童クラブ）

児童の健全育成を推進するた
め、放課後、就労等により保護
者のいない児童に対し、適切な
遊び及び生活の場を提供する放
課後児童クラブを運営します。

30
こども未来
課

放課後、就労等により保護者が家庭にいない児童に対
し、適切な遊び及び生活の場を提供し、それぞれの児童
に寄り添った保育により、児童が心身ともに健康な生活
を送れるよう運営した。

児童が心身ともに健康な生活が送れるよう運営した。
また、小学校１校で新たに運営を開始し、児童クラブ
のエリア充足率は71.7％となり、児童の居場所づくり
の拡充が図られた。(次年度開所に向けては、２校の
整備を行った。)
なお、児童クラブ、子ども教室合わせてのエリア充足
率は90.6％となった。

放課後、就労等により保護者が家庭に
いない児童に対し、適切な遊び及び生
活の場を提供し、それぞれの児童に寄
り添った保育により、児童が心身とも
に健康な生活を送れるよう運営する。

地域子ども教室事
業

地域住民の協力を得ながら、子
どもたちに、勉強・スポーツ・
文化活動等の場を提供し、放課
後の児童の安全で健やかな居場
所づくりに取り組みます。

30
こども未来
課

放課後、地域住民の協力を得ながら、学習やスポーツ、
様々な体験活動の場を提供し、地域住民との交流によ
り、児童が心身ともに健康な生活を送れるよう運営し
た。

児童が心身ともに健康な生活が送れるよう運営した。
また、小学校３校で新たに運営を開始し、子ども教室
のエリア充足率は18.9％となり、児童の居場所づくり
の拡充が図られた。
なお、児童クラブ、子ども教室合わせてのエリア充足
率は90.6％となった。

放課後、地域住民の協力を得ながら、
学習やスポーツ、様々な体験活動の場
を提供し、地域住民との交流により、
児童が心身ともに健康な生活を送れる
よう運営する。
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令和元年度実施状況
（内容や実績等)

担当課
計画
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令和２年度の実施計画実施内容事業名 令和元年度　実施状況に関する担当課の評価

郡山市いのち支える行動計画　進捗状況【基本施策(自殺対策推進で欠かすことのできない基盤的取組み)1～５  】 第３-１

こども総合支援セ
ンター「ニコニコ
こども館」事業
（再掲）

「ニコニコこども館」におい
て、子育ての相談、親子の触れ
合い、親同士子ども同士の交流
を図るため、総合的な子育て支
援を行います。

30
こども支援
課

①子育てサロン61,594人
②移動サロン217人
③わくわくつどいのひろば599人
④子育て講座162人
⑤リズムとからだのあそび1,377人
⑥おはなし会13,438人
⑦幼児教育相談会35人
⑧親子あそびと親ミーティング147人
⑨ニコニコこども館まつり3,085人
⑩ハンドベルコンサート120人

令和元年度は令和元年東日本台風の影響や新型コロナ
ウイルス感染症への不安から、事業参加者や施設利用
者は減少したが、保護者の中には、育児に対する不安
やストレスを抱えている方もおり、専門スタッフが面
談等を行うことで子育てに対するアドバイスや不安解
消をすることができた。今後も乳幼児期の子育てにつ
いて学ぶ機会を提供し、子育てに関する悩みの解消や
不安に家庭における養育力の向上を行う子育て講座等
の各種事業を継続する。

「ニコニコこども館」において、子育
ての相談、親子の触れ合い、親同士子
ども同士の交流を図るため、総合的な
子育て支援を行う。

中央公民館の定期
講座開催事業

生きがいづくりとして、市民へ
多様な学習機会の提供を図るた
め、各種講座を開催します。

30 中央公民館
市民学校17回、小学生を対象とした講座「キッズスクー
ル」19回、ICT活用講座５回など併せて64の講座を開催
し、762人の申し込みがあり、延べ1,409人が参加した。

令和元年東日本台風及び新型コロナウイルス感染症の
影響により、下半期の事業については中止を余儀なく
されたものもあったため、講座開催回数、受講者とも
減少した。

新型コロナウイルス感染症拡大防止の
ため開始時期を７月に変更し、３月ま
で小中学生対象講座、成人対象講座、
女性対象講座、ICT活用講座などを開催

地区・地域公民館
の定期講座等開催
事業

生きがいづくりとして、市民へ
多様な学習機会の提供を図るた
め、各種講座を開催します。

30 生涯学習課

各地区・地域公民館において、青少年の健全育成や高齢
者の生きがいづくり・世代間交流等を目的に、市民の多
様な学習ニーズに対応した定期講座等を開催し、約
22,400人が参加した。

各地区・地域公民館において、市民ニーズに対応した
様々な分野に係る講座等を実施することにより、仲間
づくりや交流の場・新たな活動の場等の提供を行うこ
とができた。

各地区・地域公民館において、青少年
の健全育成や高齢者の生きがいづく
り・世代間交流等を目的に、市民の多
様な学習ニーズに対応した定期講座等
を開催する。また、受講者が時間や場
所に左右されない事業展開としてネッ
ト中継・配信等のICT活用も図ってい
く。

地域のびのび子育
て支援事業

少子化・核家族化等で孤立しが
ちな親子の居場所づくりと子育
ての不安解消を図るための情報
提供を行うとともに、地域住民
とのふれあいの場を提供しま
す。

30 中央公民館

①サポーター13人を委嘱
企画会議11回
研修会１回
②のびのび子育て広場
３広場各13回
③公民館スペース開放事業「はやママサロン」43回

のびのび子育て広場は前年度に引き続き、すべての広
場で定員を上回る申し込みがあり、参加者の満足度も
高かった。公民館スペース開放事業は新型コロナウイ
ルス感染症の影響により２月下旬から中止としたた
め、開催回数、参加組数とも前年より減少した。

新型コロナウイルス感染症拡大防止の
ため公民館スペース開放事業は７月か
ら開催。のびのび子育て広場は９月か
ら開催予定

勤労青少年ホーム
事業

生きがいづくりのため、勤労青
少年の余暇の有効活用と福祉の
増進を図るため、教養講座を開
催します。

30
勤労青少年
ホーム

①青年学級「ユースカレッジ木曜クラブ」36回
②郡山について学ぶ講座「はやマニア」５回
③高度な知識を身につける講座「ナイトカレッジ」４回
開催
合計参加人数　延べ416人

新型コロナウイルス感染症の影響により、中止した講
座もあり、その影響もあって前年度と比較すると講座
受講者数が減少した。周辺環境の変化に対応した事業
内容の見直しや事業の周知など、受講者数を伸ばす工
夫が必要である。

働き方改革などにより様々な余暇活動
の充実や、地域の若者の活性化を促す
ため、「ユースカレッジ木曜クラブ」
「はやマニア」「ナイトカレッジ」の
３つの講座を開催する。
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令和２年度の実施計画実施内容事業名 令和元年度　実施状況に関する担当課の評価

郡山市いのち支える行動計画　進捗状況【基本施策(自殺対策推進で欠かすことのできない基盤的取組み)1～５  】 第３-１

在宅医療・介護連
携推進事業

医療と介護の連携を図り、在宅
医療・介護連携に関する高齢者
の支援にあたる専門職の方のた
めの相談窓口を設置するなどの
支援を行います。

31
地域包括ケ
ア推進課

在宅医療・介護連携に関する研修会開催回数　１回
在宅医療・介護連携多職種懇談会開催回数　０回
在宅医療・介護連携支援センターへの相談件数　53件
在宅医療・介護連携支援センターからの情報提供数　186
件
24時間看取り対応可能な医療機関数　38か所

令和元年度は、「在宅医療・介護連携支援センター」
と協同し研修会や郡山市の在宅医療介護連携の課題を
具体的に検討をすることができた。また「在宅医療・
介護連携支援センター」が専門職に周知され、相談件
数及び情報提供件数は前年度より増加している。24時
間看取り対応可能な医療機関数がほぼ計画どおりの数
となり、在宅医療と介護を一体的に提供するための支
援体制の構築が進んでいる。在宅医療・介護連携支援
センターからの情報提供数については、新型コロナウ
イルス感染症拡大防止により研修会１回と懇談会が中
止となったため減少している。

地域の医療や介護関係者のための相談
窓口運営のほか、関係者が参画する会
議や研修会を各２回開催

認知症総合支援事
業

認知症初期集中支援チームや認
知症地域支援推進員の配置・認
知症カフェの設置などにより認
知症の方や家族等への支援を行
います。

31
地域包括ケ
ア推進課

①認知症当事者による講演会を開催。また物忘れに関す
る川柳を市民一般に広く募集し、優秀作品の表彰を実施
するなど、広く市民に周知啓発を図った。
②認知症初期集中支援チーム訪問数：191件
③認知症カフェ参加者数：1,711名
④認知症情報交換会等を開催し認知症に携わる関係機関
の連携を図った。

・市民に対して、講演会など様々な機会から周知啓発
を図ることができた。
・認知症初期集中支援チームの訪問件数は増加してい
るが相談件数は減っているが。早期支援のために関係
機関との連携が課題。
・認知症高齢者に伴うニーズの高まりや羞恥方法の工
夫などにより参加者数が増加している。
・認知症情報交換会を開催するなど、認知症に携わる
関係機関の連携を図ることができた。

①認知症の早期対応の重要性を理解し
てもらうよう引き続き市民への周知啓
発を図る。
②認知症初期の方への支援強化を図る
ため、早期に認知症初期集中支援チー
ムにつなげる支援を行う。
③認知症カフェの開催支援
④関係機関との連携強化

自殺対策推進事業

自殺防止を図るため、自殺予防
に関する知識の普及啓発、相談
体制の強化、うつ病家族教室、
アルコール家族教室、統合失調
症家族教室等を行います。

31
保健所地域
保健課

こころの健康の保持増進や精神疾患の早期発見･治療、正
しい知識の普及啓発を図るため、健康相談や講演会を実
施した。
①こころの健康相談40回
（精神科医 17回 28人・臨床心理士 29回 49人）
②精神保健福祉士電話相談  51回256人
③ゲートキーパー養成研修　４回360人
（フォローアップ含む）
④講演会(自殺対策含む) ６回395人
⑤家族教室
・統合失調症  ４回88人
・うつ病  ４回27人
・ひきこもり等 ７7回55人
⑥アルコール家族教室  10回69人

ひきこもりや発達障害の方の事件の報道が重なり、そ
の影響で、ひきこもり者、発達障害者の対応に悩む家
族等からの相談（来所・電話）対応が増え、講演会、
教室等の参加につながる状況がみられた。

今後は、新型コロナウイルス感染症の影響から、市民
の精神保健のための事業が重要性を増すと思われ、各
専門職の協力のもと、各事業を継続実施できるよう、
必要な感染対策を取り入れながら、実施を進める。

各事業を継続実施できるよう、必要な
感染対策を取り入れながら、実施を進
める。
新型コロナ感染症対策の状況を見なが
ら、影響を受ける可能性の高い、若年
層、勤労者への支援に対応できる内容
でトキーパー養成研修、自殺予防講演
会等を開催する。
併せて、自殺の危機にある方に接する
機会の多い職種を対象として、実践的
な内容の研修会を開催する。

　(2)相談体制の充実及び生活等に係る包括的な支援
　　ア　こころとからだに関する支援
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令和２年度の実施計画実施内容事業名 令和元年度　実施状況に関する担当課の評価

郡山市いのち支える行動計画　進捗状況【基本施策(自殺対策推進で欠かすことのできない基盤的取組み)1～５  】 第３-１

難病患者等地域支
援 対 策 推 進 事 業
（再掲）

難病患者やその家族の疾病等に
対する不安を解消するため、相
談会や研修会等を行います。

31
保健所地域
保健課

①難病患者及びその家族が疾患や療養生活等の正しい理
解ができ不安を軽減することを目的として、難病医療相
談会を実施した。
指定難病333疾患のうち膠原病、パーキンソン病、筋神経
系の疾患を選定し、医師による講話・実技及び参加者の
交流会を行った。
３回33人
②難病患者を支援している専門職の資質の向上のため、
訪問看護師等研修会を実施した。
１回39名

難病相談会は参加者からも好評だったことから、今後
も引き続き開催に努める。支援者向けの研修会は実技
を含めた研修とし、即応的な内容として参加者の好評
を得たことから、今後もニーズに合わせた研修の実施
を図っていく。

①難病医療相談会
指定難病333疾患のうちパーキンソン
病・筋神経系疾患・潰瘍性大腸炎選定
し３回実施
②訪問看護師等研修会の実施
新型コロナウイルス感染症拡大防止対
策を講じながら進めていく。

精神保健福祉事業
（再掲）

こころの健康の保持増進や精神
疾患の早期発見・治療、正しい
知識の普及啓発を図るため、健
康相談や講演会を行います。

31
保健所地域
保健課

こころの健康の保持増進や精神疾患の早期発見･治療、正
しい知識の普及啓発を図るため、健康相談や講演会を実
施した。
①こころの健康相談 46回
 （精神科医17回28人・臨床心理士29回49人）
②精神保健福祉士電話相談 51回256人
③講演会(自殺対策含む) ６回395人
④家族教室
・統合失調症  ４回88人
・うつ病  ４回27人
・ひきこもり等  ７回55人
⑤アルコール家族教室  10回69人

ひきこもりや発達障害の方の事件の報道が重なり、そ
の影響で、ひきこもり者、発達障害者の対応に悩む家
族等からの相談（来所・電話）対応が増え、教室等の
参加につながる状況がみられた。

今後は、新型コロナウイルス感染症の影響から、市民
の精神保健のための事業が重要性を増すと思われ、各
専門職の協力のもと、各事業を継続実施できるよう、
必要な感染対策を取り入れながら、実施を進める。

新型コロナウイルス感染症対策の状況
を見ながら、下記開催を進める。
①こころの健康相談　53回
（精神科医24回・臨床心理士29回）
②精神保健福祉士電話相談51回
　　※９月は時間延長予定
③心の健康に関する講演会の開催
④家族教室（統合失調症・うつ病・ひ
きこもり等）
⑤アルコール等家族教室開催

生活習慣病対策事
業

生活習慣病を予防し、健康寿命
の延伸を図るため、適正な食習
慣や運動の推進、受動喫煙の防
止に向けた相談等や普及・啓発
を行います。

31
保健所地域
保健課

食生活改善推進員による地域住民への伝達講習会の実
施、健康ポイント事業の周知啓発の強化、健康増進法改
正に係る飲食店等への周知及び屋内禁煙施設等認証制度
の周知等により、市民の生活習慣病予防や重症化防止を
図るための取り組みを総合的に推進した。
①伝達講習会実施回数 281回
②生きいき健康ポイント事業、県民アプリ参加者数
2,179人
③空気のきれいな施設認証数 834施設

積極的な周知活動の展開により、健康ポイント事業及
び県民アプリ参加者数や空気のきれいな施設認証施設
数が前年度より増加した。しかし、市民ネットモニ
ターによるメタボリックシンドロームの予防や改善に
取り組んでいる人の割合はやや減少しており、生活習
慣病予防や重症化防止の更なる周知継続が必要であ
る。

食生活の改善、運動習慣の普及による
健康づくりの推進や、受動喫煙防止対
策の推進を継続して総合的に実施す
る。
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健康増進事業

市民の健康の保持増進を図るた
め、健康教育、相談等を実施
し、生涯にわたる健康づくりを
支援します。また、がんの予防
及び早期発見を目的に各種がん
検診の受診率向上に向けた普
及・啓発を行います。

31
保健所地域
保健課

がん、ＣＯＰＤなど、健康増進や生活習慣病予防に関す
る内容等を取り入れた健康教育の実施や、40歳以上の市
民に対して検診開始前に個別通知等によるがん検診等の
受診勧奨、郵送による精密検査未受診者に対する受診勧
奨の強化に取り組んだが、新型コロナウイルス感染症の
影響により、健康教育、精密検査未受診者の受診勧奨の
一部は実施できなかった。
①健康教育 2,430人受講
②各種がん検診等受診者数（特定健診・後期高齢者健診
除く）113,501人

令和元年東日本台風による水害及び新型コロナウイル
ス感染症の影響により、健康教育の受講者数が減少し
ているが、各種がん検診の受診率は概ね前年度を上
回っており、各種がん検診等受診者数もほぼ目標達成
している。

市民の健康保持・増進を図るととも
に、健康寿命の延伸に寄与するため、
さらなる受診率等の向上を目指し継続
して事業を実施する。

特定感染症検査等
対策事業（再掲）

性感染症のまん延防止を図るた
め、正しい知識の普及啓発活動
やＨＩＶ・梅毒抗体検査、健康
相談等を行います。

32
保健所地域
保健課

性感染症のまん延防止を図るため、正しい知識の普及啓
発活動やＨＩＶ・梅毒抗体検査、健康相談等を実施し
た。
①ＨＩＶ・梅毒抗体検査受検者数　36回789人
②健康相談　778件
③健康教育　14回2,051人
④エイズ対策研修会　１回69人
⑤世界エイズデー街頭キャンペーン 1,000セット配布

中学校・義務教育学校や高校、専修学校等を対象に健
康教育の受講者数が増加した。今後も引き続き、検査
相談体制を図るとともに性感染症予防講座を拡充する
などさらに知識の普及啓発に努めていく。
評価指標となる特定感染症検査（ＨＩＶ・梅毒・肝
炎・風しん抗体）受検者数は、2025年度目標値を達成
している。

①ＨＩＶ・梅毒抗体検査 24回
②世エイズデー街頭キャンペーン１回

保健所駅前健康相
談センター運営事
業

市民の健康の保持増進を図るた
め、郡山駅前健康相談センター
で健康相談や保健指導、エイズ
相談やＨＩＶ・梅毒抗体検査を
行います。

32
保健所地域
保健課

各種健康相談や保健指導、エイズ相談やＨＩＶ・梅毒抗
体検査を実施した。
来所者数及び電話相談者数6,890人、うちＨＩＶ・梅毒抗
体検査の実績は延べ359人

新型コロナウイルス感染症の影響から来所者数及び電
話相談者数やこのうちのＨＩＶ・梅毒抗体検査実績と
もに微減となったが、市民の健康に関する意識の高ま
りは変わらずあると見込まれることから、市民ニーズ
に対応していくため、今後も当事業を継続していく。

各種健康相談や保健指導、エイズ相談
やＨＩＶ・梅毒抗体検査を実施する。
また、市民のニーズに応えるため、骨
コツ相談・骨密度測定の実施回数を月
３回実施する。

多様な働き方支援
事業

フリーター、ニートと呼ばれる
若年無業者及び59歳までの就労
困難者の社会参加と生活基盤の
安定を図るため、相談窓口設置
や面談、就職準備講座、就労体
験等を行います。

33 雇用政策課

就労の不安定な方及び就労困難な方や家族からの相談を
受け付けた。支援対象者にキャリアカウンセリングや支
援講座、就労体験等を実施した。
関係機関との意見交換会を３回実施した。

就労相談件数や就職支援講座の参加者が予定よりも多
かったが、40歳以上の方は未就労期間の長期化や複雑
な問題を抱えているため長期継続的な支援を必要とす
る対象者が多く、成果に結びつく就労支援対象者が少
なく、就労体験にまでいたらなかった。しかし、就職
決定者は２名と目標どおりとなり、支援対象者に実施
したアンケートでは８割以上が支援を受けて自信がつ
いたと回答していることから、一定の成果があったた
め継続して実施する。
また、関係機関との意見交換会で支援機関がわかりに
くいという指摘があったことから、ハンドブックを作
成した。

今年度から40歳未満の支援対象者とこ
おりやま広域圏に在住の方も実践講座
と就労体験の対象とする。
また、学校に通っているが就労等に不
安を抱えている方も在籍学校を通して
支援対象とする。

　　イ　生活・経済・仕事に関する包括的な支援
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市民相談事業
生活上の様々な相談に応じ、問
題の解決に向けて適切な情報提
供及び助言を行います。

33
市民･NPO活
動推進課

自殺の原因・動機（家庭、経済・生活、勤務、男女、学
校）に関係するような市民からの様々な相談（相続手
続、金銭問題、職場トラブル、離婚協議など）について
無料法律相談を実施した。
・相談件数407件

当初の計画に基づき、自殺の原因・動機に関わる相談
を含め、市民からの様々な相談に応じ、情報提供及び
助言を行うことができた。無料法律相談の実績は目標
値の84％を達成した。

市民の生活上の様々な相談に応じ、問
題の解決に向けて適切な情報提供及び
助言を行う。
・無料法律相談の開催

消費者行政推進事
業

なりすまし詐欺やインターネッ
トトラブル、多重債務等、消費
者の相談内容が複雑化している
ことから、相談体制の一層の強
化と消費者への啓発を行いま
す。

33
セーフコ
ミュニティ
課

消費者トラブルの実際の相談事例やインターネット利用
ににおけるトラブル事例を用いた講座を実施した。
「移動消費生活センター事業（出前講座）」
講座実施回数69回（前年度比　６回増）　延べ4,086人参
加（前年度比1,585人増）

講座開催回数、参加人数ともに前年の件数を上回って
おり、消費者教育と情報提供ができた。

なりすまし詐欺やインターネットトラ
ブル、多重債務等、消費者の相談内容
が複雑化していることから多様な相談
に対応している。相談体制の一層の強
化を計り、未然に消費者トラブルを防
止するため講座、ウェブサイト、チラ
シ等により継続的して啓発を行う。

生活困窮者自立支
援事業

生活困窮者等、様々な悩みを抱
えている方の自立の促進を図る
ため、関係機関と連携して支援
を行います。

33
保健福祉総
務課

生活困窮者からの相談に包括的に応じ、訪問支援（アウ
トリーチ）や各種制度及び関係機関の紹介を行うととも
に、自立相談支援事業による支援が継続して必要な方に
対しては、支援計画（プラン）を作成し、自立のための
支援を行った。
①相談件数498件
②プラン作成件数73件
③就労･増収者数22件
④住居確保給付金事業４件
⑤家計改善支援事業12件

直ちに就労が困難な生活困窮者を対象として一般就労
に向けた基礎能力の形成を計画的かつ一貫して支援す
る就労準備支援事業を新たに実施し、就労支援に関す
る包括的な支援体制の強化が図られた。しかし、新規
相談件数やプラン作成件数について、国の目標値を達
成していないことから、事業の効果的な周知、関係機
関との連携強化により、自立支援相談窓口につながっ
ていない生活困窮者を確実につなげ、効果的な支援を
実施することで、年間新規相談件数等の増加を目指す
必要がある。

令和元年度から開始した就労準備支援
事業の周知を含め、事業の効果的な周
知に努め、関係機関との連携強化によ
り、自立支援相談窓口につながってい
ない生活困窮者を確実につなげてい
く。

障がい者相談支援
事業

障がい者の自立と社会参加の促
進を図るため、相談・助言を行
います。また、基幹相談支援セ
ンターにおいて、総合的な相談
支援業務や相談支援事業所への
指導・助言等を行います。

33
障がい福祉
課

障がい者及びその家族等に対し、自立や介護をはじめと
する総合的な相談を実施した。
市直営の障がい者福祉センターのほか、委託している市
内５事業所において、一般相談を実施し、また、１か所
の基幹相談支援事業所に、高度な相談や人材育成等を委
託し23,138件の相談があった。

相談件数は毎年伸び続けており、さらに8050問題の社
会問題等に対応するため、相談体制の充実は今後も必
要であり、今後も継続して実施する。

相談支援事業所における相談支援事業
の実施継続実施

精神障がい者相談
支援事業

障がい者の自立と社会参加の促
進を図るため、相談、指導や助
言を行います。

33
保健所地域
保健課

市内７か所にある障がい者相談支援事業所のうち、主に
２か所の相談支援事業所において精神障がい者の相談を
担当し、障がい者の方とその家族の各種相談業務や情報
提供を行っている。
精神障がい者相談件数8,489件

障害福祉サービスや地域生活支援事業の情報提供・利
用調整などのほか、就労に関すること、社会参加・余
暇活動に関すること、医療・健康相談に関することな
ど障がい者の自立や社会参加のため幅広く相談支援を
行っており、昨年より1,200件程相談件数の増加がみ
られている。相談支援事業に対するニーズは高く、継
続が必要である。

相談支援事業所における相談支援事業
の実施
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中小企業融資制度
事業

中小企業者の経営の安定等を図
るため、中小企業者の資金需要
に対応した市融資制度を運営し
ます。また、災害対策資金融資
の借受者に対し利子を助成しま
す。

33 産業政策課

①中小企業融資制度融資
・新規融資件数　406件（うち令和元年台風第19号関連
223件）
・新規融資総額　3,243,585,000円
（うち令和元年東日本台風関連1,905,350,000円）
②災害対策資金融資利子補給
・令和元年東日本台風　220件　5,774,333円

市内中小企業者の資金需要に応じ、中小企業者の経営
の安定が図られた。
また、令和元年東日本台風により被災した中小企業者
向けの融資制度、利子補給制度を創設し、経営回復に
寄与した。

中小企業者の経営の安定等を図るた
め、中小企業者の資金需要に対応した
市融資制度を運営する。

商工業指導事業

商工会議所・商工会が行う小規
模事業者に対する経営指導等の
経営改善普及事業を支援しま
す。

33 産業政策課
商工会議所及び12地区商工会に対して、規模事業指導費
補助金50,339,000円を交付した。

商工会議所・商工会が行う小規模事業者に対する経営
指導等の経営改善普及事業を支援した。

商工会議所・商工会が行う小規模事業
者に対する経営指導等の経営改善普及
事業を支援する。

こども総合支援セ
ンター
「ニコニコこども
館」事業（再掲）

「ニコニコこども館」におい
て、子育ての相談、親子の触れ
合い、親同士子ども同士の交流
を図るため、総合的な子育て支
援を行います。

34
こども支援
課

①子育てサロン61,594人
②移動サロン217人
③わくわくつどいのひろば599人
④子育て講座162人
⑤リズムとからだのあそび1,377人
⑥おはなし会13,438人
⑦幼児教育相談会35人
⑧親子あそびと親ミーティング147人
⑨ニコニコこども館まつり3,085人
⑩ハンドベルコンサート120人

令和元年度は令和元年東日本台風の影響や新型コロナ
ウイルス感染症への不安から、事業参加者や施設利用
者は減少したが、保護者の中には、育児に対する不安
やストレスを抱えている方もおり、専門スタッフが面
談等を行うことで子育てに対するアドバイスや不安解
消をすることができた。今後も乳幼児期の子育てにつ
いて学ぶ機会を提供し、子育てに関する悩みの解消や
不安に家庭における養育力の向上を行う子育て講座等
の各種事業を継続する。

「ニコニコこども館」において、子育
ての相談、親子の触れ合い、親同士子
ども同士の交流を図るため、総合的な
子育て支援を行う。

母子自立支援事業

母子家庭等の母親等の自立を促
進するため、就業相談やハロー
ワークと連携した就業活動支援
を行います。

34
こども支援
課

母子・父子自立支援員がハローワークや福島県母子家庭
等就業・自立支援センター等と連携し、就業相談や就業
情報提供等の就労支援を実施した。
・相談者数44人
・就業者数２人

当該事業は母子家庭等の母親等の自立促進を図る上
で、有効であると考えられることから、今後において
も、ハローワーク等との連携を図りながら、継続して
事業を実施する。

母子家庭等就業･自立支援センター事業
の実施
・相談者数
　50人予定
・就業者数
　15人目標

母子保健推進活動
事業

安心して子どもを生み、育てる
ことができる環境をつくるた
め、育児不安を軽減するための
教室の開催やマタニティスト
ラップの配布等を行います。

34
こども支援
課

①母親教室(初産婦対象）
年10回　395人
②沐浴教室
年６回　実人数298人
③育児教室
第１子（生後4か月頃まで）を持つ方　年10回
実人数343人、延べ人数536人
④マタニティストラップ配布数2,322人
⑤ニコサポアプリ登録者数：2,376人

妊婦や乳幼児の保護者が正しい知識を獲得し、情報交
換を通して育児不安の軽減を図ることを目的としてい
る事業である。青年期～初期成人期を取り巻く現代の
社会情勢やニーズに合わせて、事業内容の見直しを行
い充実を図っていく。また、子育て支援アプリ「ニコ
サポアプリ」については、情報提供のツールとして積
極的に勧奨していく。

母親教室や育児教室等を開催し、専門
職種による講義、個別相談や参加者同
士が情報交換等を行う。
①母親教室 年10回
②育児教室 年12回
③マタニティストラップ配布（母子健
康手帳交付時）
④ニコサポアプリの登録

　(3)妊産婦・子育てをしている保護者等への支援の充実
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令和元年度実施状況
（内容や実績等)

担当課
計画
ペー
ジ

令和２年度の実施計画実施内容事業名 令和元年度　実施状況に関する担当課の評価

郡山市いのち支える行動計画　進捗状況【基本施策(自殺対策推進で欠かすことのできない基盤的取組み)1～５  】 第３-１

地域子育て支援セ
ンター事業

地域子育て支援センターにおい
て、子育てに関する不安感を軽
減するため、相談及び親子のふ
れあいや情報交換の場所を提供
します。

34
こども支援
課

利用者
・東部地域子育て支援センター11,552人
・西部地域子育て支援センター9,345人
・南部地域子育て支援センター9,197人
・北部地域子育て支援センター18,044人

地域子育て支援センターの施設利用者は増えている。
施設利用者の中には、育児に対する不安やストレスを
抱えている利用者もあり、専門スタッフが面談等を行
うことで子育てに対するアドバイスや不安解消をする
ことができた。

地域子育て支援センターにおいて、子
育てに関する不安感を軽減するため、
相談及び親子のふれあいや情報交換の
場所を提供する。

養育支援訪問事業

出産後６か月以内の家庭におけ
る母親の育児や家事の負担を軽
減し、心身の健康と安心して子
育てできる環境整備を図るた
め、ホームヘルパーの派遣を行
うほか、育児支援が必要な家庭
に助産師や保健師等を派遣し、
育児不安の解消、助言・指導を
行います。

34
こども支援
課

①産後ヘルパー派遣事業
出産後６か月以内で、育児不安や孤立を感じやすい時期
の養育支援として、産後ヘルパーを派遣し、育児や家事
の援助を行った。
141回実施
②育児家庭訪問事業
未熟児や多胎児等に関する育児指導や養育者の身体的・
精神的不調に対する相談・指導等を行った。
43回実施

当該事業は、児童虐待のリスク削減策として有効であ
ると考えられることから、今後においても子育て世代
包括支援センター事業等との連携を図りながら、継続
して事業を実施する。

出産後６か月以内の家庭における母親
の育児や家事の負担を軽減し心身の健
康と安心して子育てできる環境整備を
図る。
①産後ヘルパー派遣事業200回
②育児家庭訪問事業100回

産後ケア事業

妊娠期から切れ目のない子育て
支援の充実を図るため、産院を
退院し心身ともに不安定になり
やすい時期にショートステイ・
デイケアを行います。

35
こども支援
課

①産後ショートステイ事業
実人員19人　延べ日数72日
市内医療機関等施設4か所で実施
②産後デイケア事業
実人員148人 延べ日数159日
市内医療機関等施設７か所で実施

当該事業は、育児不安の軽減や母体回復の促進を図る
ため平成26年度から開始した事業である。利用実績は
前年度に比較し増加し、利用者アンケートによる不安
解消度は99.9％でだった。核家族化が進み、高齢化す
る妊婦が増加しているという社会情勢を鑑み、今後も
継続して事業を実施する。

産後の育児不安の軽減や母体の回復の
促進を図るため、産後ケア事業の更な
る周知を図る。
①産後ショートステイ事業
　市内医療機関等施設４か所で実施
②産後デイケア事業
　市内医療機関等施設６か所で実施

子育て世代包括支
援センター事業

妊娠期から子育て期までの切れ
目のない支援を行うため、専門
コーディネーターを配置し、妊
産婦及び乳幼児の健康の保持増
進に関する包括的な支援を行い
ます。

35
こども支援
課

①市内４か所（こども支援課、富久山行政センター、安
積行政センター、片平行政センター）にコーディネー
ター（助産師）を配属し、年間を通して妊産婦支援を
行った。
訪問（延べ）775件
来所(延べ)2,573件
電話(延べ)1,564件
他機関連絡（延べ）1,411件
合計6,323件

②母子健康手帳交付者に対してサポートプランを作成
し、リスクアセスメントにより要支援の対象となった妊
婦に対して保健師･助産師による面談・プラン作成を行っ
た。
支援プラン作成件数124件

妊娠、出産、子育て期にわたる様々なニーズに対して
の相談支援を行った。また、平成30年度から全ての妊
婦に対してサポートプランの作成を行うことを目標に
初期面談の充実をに努めた。
要支援妊産婦を対象に、ニコニコサロンを開催した。
今後においても、多様な家族環境の母子に対応できる
よう継続して事業を実施する。なお、全国的に虐待
ケースが増加していることに鑑み、支援体制の強化の
検討が必要である。

①妊娠、出産、子育て期にわたる様々
なニーズに対して、市内４か所（こど
も支援課、富久山行政センター、安積
行政センター、片平行政センター）に
配属されたコーディネーター（助産
師）による相談支援を継続して実施す
る。
②母子健康手帳交付者に対してサポー
トプランを作成し、リスクアセスメン
トを行い、安心した出産・子育てに臨
めるように助産師・保健師が継続的に
支援していく。
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令和元年度実施状況
（内容や実績等)

担当課
計画
ペー
ジ

令和２年度の実施計画実施内容事業名 令和元年度　実施状況に関する担当課の評価

郡山市いのち支える行動計画　進捗状況【基本施策(自殺対策推進で欠かすことのできない基盤的取組み)1～５  】 第３-１

幼稚園・保育所等
児童カウンセリン
グ事業

発達障がい児等の保護者や保育
士の悩みや不安の解消を図るた
め、臨床心理士が助言と指導を
行います。

35
こども育成
課

保育所や幼稚園において、臨床心理士が気になる子の保
護者等に対してカウンセリングを実施した。
①実施施設数　52施設
②実施回数　 194回

保育所や幼稚園において、専門的な知識を有する臨床
心理士に保護者や保育者が直接相談することにより、
保護者等がその児童の個性にあった対応をとることで
保育環境の向上と児童の発達支援が図られていること
から今後も継続して実施する。

保育所や幼稚園において、臨床心理士
が気になる子の保護者等に対してカウ
ンセリングを実施する。
・対象数　66施設
・回数　258回

地域のびのび子育
て 支 援 事 業 （ 再
掲）

少子化・核家族化等で孤立しが
ちな親子の居場所づくりと子育
ての不安解消を図るための情報
提供を行うとともに、地域住民
とのふれあいの場を提供しま
す。

35 中央公民館

①サポーター13人を委嘱
企画会議11回
研修会１回
②のびのび子育て広場
３広場各13回
③公民館スペース開放事業「はやママサロン」43回

のびのび子育て広場は前年度に引き続き、すべての広
場で定員を上回る申し込みがあり、参加者の満足度も
高かった。公民館スペース開放事業は新型コロナウイ
ルス感染症の影響により２月下旬から中止としたた
め、開催回数、参加組数とも前年より減少した。

新型コロナウイルス感染症拡大防止の
ため公民館スペース開放事業は７月か
ら開催。のびのび子育て広場は９月か
ら開催予定

長期避難者等支援
事業

東日本大震災及び東京電力福島
第一原子力発電所事故によって
本市に避難された方々が故郷に
帰還できる日まで、行政サービ
ス提供等の支援を行います。ま
た、本市から自主避難している
方々の帰還・自立のための支援
を行います。

36 総務法務課

①本市の各種相談窓口等の情報提供のため、毎月広報等
を送付した。
②福島県や避難元・避難先自治体、支援団体等と連携し
ながら、避難者からの個別相談に対応した。
〈毎月情報提供（広報等発送）〉
・原発避難者     自治会等約340世帯
・自主避難者     約560世帯
・避難者支援団体    27団体
・福島県生活再建拠点   24団体
〈本市の避難修了者数〉
　令和元年度　2,126人 （H30年度　2,053人）

毎月、郡山市の現状について情報提供や相談対応を行
いながら、県や避難元・避難先自治体、支援団体等と
連携し、避難者の生活再建を支援することにより、避
難終了に結びついている。

①毎月広報等による情報提供を行う。
②関係機関と連携しながら、避難者か
らの個別相談に対応する。

郡山市震災後子ど
ものケアプロジェ
クト事業

子どもの明るく健やかな成長を
促す環境整備を図るため、子ど
もや保護者等に対して、メンタ
ルヘルスケアに関する相談会
や、子どもの遊びと運動に関す
る実技講習会等を開催します。

36
こども未来
課

１心のケアに関する相談会
① 子育てに関する心のケア相談会　10回　19人
② 親子あそびと親ミーティング　　 ６回　147人
③ 保育士からの子どもに関する相談会　12施設
２運動実技講演会及び研修会　８回開催　参加者194人
３絵本の読み聞かせ　96回開催　2,007人

子ども・子育て会議での評価
①　家庭における子どもが学び育つ環境が好転できる
よう、心に不安を抱える保護者等に対しきめ細やかな
ケアをすることができているとともに、親同士の交流
により地域コミュニティの復興に寄与している
②　学んだ遊び方等をフィードバックし、子どもたち
の運動量を増進することで、子どもたちが運動あそび
を通して体の動かし方を学ぶ機会を確保できている
③　不特定多数の親子が同じ事業に参加することで、
保護者間のつながりが生まれ、子育てに関する地域コ
ミュニティの復興促進に役立っている

（１）心のケアに関する相談会
① 子育てに関する心のケア相談会８回
② 親子あそびと親ミーティング　７回
③ 保育士からの子どもに関する相談会
　　12施設
（２）運動実技講演会及び研修会
　　　８回開催
（３）絵本の読み聞かせ　94回開催

(4)東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所事故により
　　精神的負担を抱えている方への支援
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令和２年度の実施計画実施内容事業名 令和元年度　実施状況に関する担当課の評価

郡山市いのち支える行動計画　進捗状況【基本施策(自殺対策推進で欠かすことのできない基盤的取組み)1～５  】 第３-１

子どもの薬物乱用
防止教室実施事業

薬物乱用の低年齢化を防止する
ため、薬物に対する正しい知識
の普及と乱用防止を図る授業を
行います。

37
保健所総務
課

子どものうちに薬物乱用の危険性･有害性について正しい
知識を持ち、心身への影響等についての正しい知識を学
んでもらうために市内の小学５、６年生を対象に授業を
実施した。
実施回数 24回
受講者数 1,831名

小学生に対しては保健所が教室を実施することに特化
するとともに、中学校・高等学校等からの要望に対し
ては郡山薬剤師会と学校薬剤師等の派遣調整を行うな
ど地域の関係機関と連携・協力して効率よく実施でき
た。

子どもの薬物乱用防止教室
28回2,399名

いじめ防止等啓発
事業

児童生徒の人権意識を高め、い
じめのない環境づくりを推進す
るため、リーフレット等による
啓発を行います。

37
学校教育推
進課

いじめ防止リーフレット最終ページに掲載している相談
機関一覧の見直しを図り、福島県弁護士会郡山支部の協
力により、市いじめ法律相談ホットラインを新たに加え
た。
郡山市立学校及び市内の私立小・中学校の新入学全児童
生徒へ配布した。

保護者への相談機関一覧の周知には効果がある。ま
た、４月の新入学の児童生徒に対するいじめ防止の指
導資料として活用できることから今後も継続する。

継続して、いじめ防止リーフレットの
見直しを図り、郡山市内の全小中学校
（義務教育学校含む）へ配布する。

教育研修事業
（再掲）

学校の課題解決や教職員の資質
向上のため、校内研修を行いま
す。

37
教育研修セ
ンター

令和元年８月１日に養護教諭等62名を対象に「子供に伝
えたい自殺予防～求められる学校と教職員の役割～」を
演題に研修講座を実施した。
また、他に学校が抱える課題は複雑化、多様化してお
り、対応する教職員の資質・能力の向上のため研修会を
実施し、成果を児童生徒への指導に役立てた。
60講座149回
延べ6,878人参加

養護教諭等を対象とした自殺予防にかかわる講座を実
施した。受講者は、自殺の原因や動機、子供の変化の
みとり、教員としての対応方法等を学ぶ貴重な研修と
なった。また、それ以外の研修では、文部科学省教科
調査官や大学教授等を講師として招聘し、命の尊さや
相手を思いやることの大切さの指導について研修を実
施してきた。

課題解決や教職員の資質向上のため研
修会を開催　64講座159回

スクールカウンセ
ラー配置事業

いじめや不登校等の課題や児童
生徒の悩み等の解決のため、ス
クールカウンセラー及びスクー
ルソーシャルワーカー、スー
パーバイザー（管理者、監督
者）を配置します。

37
総合教育支
援センター

①市配置のスクールカウンセラー15人と県配置のスクー
ルカウンセラーを併せ、全市立学校79校にスクールカウ
ンセラーを配置し、16,599件の相談に対応した。
②総合教育支援センターに配置した３人のスクールソー
シャルワーカーを各学校の依頼により派遣し、延べ2,883
件の事案に対応した。

県配置事業と連携した全市立学校へのスクールカウン
セラーの配置、さらにスクールソーシャルワーカー及
びスーパーバイザーを配置することにより、児童生徒
の心のケア、問題行動の改善、不登校・いじめ等の未
然防止、生活環境改善等が図られたと共に、教職員や
関係機関との連携による組織的な支援体制の強化に成
果をあげていることから、今後も本事業を継続して実
施する。

①市配置のスクールカウンセラー17人
と県配置のスクールカウンセラーを併
せ、全市立学校76校にスクールカウン
セラーを配置し、相談体制の充実を図
る。
②３人のスクールソーシャルワーカー
により、家庭問題等に起因する引きこ
もりや不登校の解決にあたる。

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
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令和２年度の実施計画実施内容事業名 令和元年度　実施状況に関する担当課の評価

郡山市いのち支える行動計画　進捗状況【基本施策(自殺対策推進で欠かすことのできない基盤的取組み)1～５  】 第３-１

適応指導事業

子どもたちの様々な悩みや問題
行動に対して、教育相談体制を
充実させるとともに、直接体験
の機会を提供するなど総合的な
支援を行います。

37
総合教育支
援センター

適応指導教室に通級した児童生徒115人のうち、44人が学
校に復帰または一部復帰を果たすことができた。
また、通級生全員に不登校改善の傾向が見られた。

通級児童生徒に体験活動等を通して自己肯定感や有用
感を持たせることで、不登校の改善につながった。ま
た、人と関わることに抵抗が少なくなり、自分の困り
感を伝えることができるようになった。「学びのプロ
グラム」のシステム化をはじめと支援体制の充実を図
ることにより、不適応状態からの脱却と、学校復帰や
進路実現、社会的自立を目指す。

①「学びのプログラム」の実践によ
り、不登校児童生徒の居場所づくりや
学習支援、学校復帰に向けた取り組み
を継続する。
②自然体験、社会体験、芸術体験な
ど、さまざまな体験活動を33回実施
し、自主性や社会性が身につけられる
よう支援する。
③個に応じた心理判定員によるアセス
メントや専門カウンセラーによるカウ
ンセリングを実施し、効果的な支援を
進める。

少年サポートチー
ム推進事業

学校だけでは解決が困難な問題
行動等、生徒指導上の問題に対
して、関係機関が連携した少年
サポートチーム代表者会を活用
し、児童生徒の諸問題の解決や
健全育成を行います。また、
「いじめ問題対策連絡協議会」
を設置し、いじめ防止対策を総
合的に推進します。

38
学校教育推
進課

学校だけでは解決困難な事案について。少年サポート
チーム代表者会兼いじめ問題対策連絡協議会を2回、ケー
ス会議を２回、いじめ防止対策会議を２回、計６回開催
し、各分野の専門家と連携し、生徒指導上の問題の解
決・改善を図った。

警察（郡山警察署・郡山北警察署）、法律（県弁護士
会・法務局）、医療（郡山医師会）、保健衛生（保健
所）、福祉（子ども家庭相談センター・児童相談所）
等と連携し、学校及び当該児童生徒及びその保護者へ
の支援体制を整えることができた。

児童生徒および学校の課題に応じ、ｹｰｽ
会議・いじめ防止対策会議を積極的に
開催し、依頼の際には速やかに専門機
関と調整を図り実施する。

自殺対策推進事業
自殺防止を図るため、若者の支
援活動を行う民間団体との連携
を行います。

39 地域保健課

①若者支援団体から、セーフコミュニティ自殺予防対策
委員会の委員を担ってもらっており、自殺対策を検討す
る活動の中で、若者の立場に立った意見・助言をいただ
くなどしている。
②自殺予防講演会等の開催時には、市内高等学校、専門
学校にも周知を行い、教員等の方々に参加いただいてい
る。また、小中学校の養護教諭・保健主事教員を対象と
した自殺予防講演会も開催。
③相談窓口周知用のカードリーフレットの配置を、令和
元年度は新たに小学校、中学校、高等学校、ショッピン
グセンターまで依頼。すでにコンビニエンスストアには
依頼しており、協力を得ながら若年層の立ち寄りそうな
ところで、相談先の情報を得られる環境づくりに努め
た。

ＳＣ自殺予防対策委員会の活動を通して、若者が生き
やすいまちづくりにむけての話し合いも重ねており、
今後も自殺対策に反映できるよう、連携しながら進め
ていくことが必要と思われる。
各高等学校、専門学校等の教員の方々に自殺予防講演
会を受講いただくことも、自殺の現状や、自殺対策の
理解につながり、若者を支援する業務の中で、望まし
い関わり・支援に生かしていただいているものと思わ
れ、今後、さらに連携を深めていきたいと考える。

今後も連携を図りながら自殺対策を推
進していく。継続して連携を図り、事
業を進めていく。

　(2)ＳＯＳの出し方に関する教育を推進するための連携の強化

　(3)若者の不安や悩みの解消への支援

2
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郡山市いのち支える行動計画　進捗状況【基本施策(自殺対策推進で欠かすことのできない基盤的取組み)1～５  】

令和元年度実施状況
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担当課
計画
ペー
ジ

令和２年度の実施計画実施内容事業名 令和元年度　実施状況に関する担当課の評価

第３-１

街頭補導活動事業
青少年の非行防止と健全な環境
づくりのため、街頭補導活動や
環境浄化活動等を行います。

39
こども未来
課

〇　児童生徒への「愛の一声」運動を行った。
　5,274件
　・　街頭補導活動日数　199日
　・　街頭補導実施回数　211回
　・　補導員従事員数　　1,171人
〇　非行を未然に防ぐために啓発広報チラシを配布し
た。
　　　（６回　1,800部配布）

養護教諭等を対象とした自殺予防にかかわる講座を実
施した。受講者は、自殺の原因や動機、子供の変化の
みとり、教員としての対応方法等を学ぶ貴重な研修と
なった。また、それ以外の研修では、文部科学省教科
調査官や大学教授等を講師として招聘し、命の尊さや
相手を思いやることの大切さの指導について研修を実
施してきた。

補導員による児童生徒への「愛の一
声」運動の声かけや、非行防止の啓発
広報チラシの配布を行う。

3
0



 

　

重点施策１　勤務・経営問題に対する自殺対策の推進

 (1)勤務・経営問題による自殺リスクの低減に向けた支援・連携の強化

介護資格取得支援事
業

慢性的に人材が不足している
介護分野への人材を確保する
ため、介護資格取得費用の助
成を行います。

40
雇用政策
課

介護職員初任者研修：７件（高校生：１件）
介護福祉士実務者研修：10件

申請者数が目標よりも少なくなった。
研修スクール等へ積極的なＰＲやＳＮＳ等
を利用して情報発信し、補助対象者を増や
す。

多様な働き方支援事
業
（再掲）

フリーター、ニートと呼ばれ
る若年無業者及び59歳までの
就労困難者の社会参加と生活
基盤の安定を図るため、相談
窓口設置や面談、就職準備講
座、就労体験等を行います。

40
雇用政策
課

就労の不安定な方及び就労困難な方や家族からの相
談を受け付けた。支援対象者にキャリアカウンセリ
ングや支援講座、就労体験等を実施した。
関係機関との意見交換会を３回実施した。

就労相談件数や就職支援講座の参加者が予定よりも
多かったが、40歳以上の方は未就労期間の長期化や
複雑な問題を抱えているため長期継続的な支援を必
要とする対象者が多く、成果に結びつく就労支援対
象者が少なく、就労体験にまでいたらなかった。し
かし、就職決定者は２名と目標どおりとなり、支援
対象者に実施したアンケートでは８割以上が支援を
受けて自信がついたと回答していることから、一定
の成果があったため継続して実施する。
また、関係機関との意見交換会で支援機関がわかり
にくいという指摘があったことから、ハンドブック
を作成した。

今年度から40歳未満の支援対象者とこおり
やま広域圏に在住の方も実践講座と就労体
験の対象とする。
また、学校に通っているが就労等に不安を
抱えている方も在籍学校を通して支援対象
とする。

障がい者就労支援事
業

就労移行支援事業所等と連携
して障がい者の職場体験学習
を通して就労支援を行いま
す。

41
障がい福
祉課

就労移行支援事業所と連携して、市役所内において
障がい者の職場体験実習を年３回実施した。
7人が参加し、うち４人が就労に繋がった。

障がい者にとって、就労する前に実際の職場体験を
することは貴重な機会であり、今後も継続する。

就労移行支援事業所と連携して継続的に支
援を行う。

母子自立支援事業
(再掲)

母子家庭等の母親等の自立を
促進するため、就業相談やハ
ローワークと連携した就業活
動支援を行います。

41
こども支
援課

母子・父子自立支援員がハローワークや福島県母子
家庭等就業・自立支援センター等と連携し、就業相
談や就業情報提供等の就労支援を実施した。
・相談者数44人
・就業者数２人

当該事業は母子家庭等の母親等の自立促進を図る上
で、有効であると考えられることから、今後におい
ても、ハローワーク等との連携を図りながら、継続
して事業を実施する。

母子家庭等就業･自立支援センター事業の実
施
・相談者数
　50人予定
・就業者数
　15人目標

中小企業融資制度事
業
（再掲）

中小企業者の経営の安定等を
図るため、中小企業者の資金
需要に対応した市融資制度を
運営します。また、災害対策
資金融資の借受者に対し利子
を助成します。

41
産業政策
課

①中小企業融資制度融資
・新規融資件数　406件
・新規融資総額　3,243,585,000円
②災害対策資金融資利子補給
・令和元年東日本台風　220件　5,774,333円

市内中小企業者の資金需要に応じ、中小企業者の経
営の安定が図られた。

中小企業者の経営の安定等を図るため、中
小企業者の資金需要に対応した市融資制度
を運営する。

郡山市いのち支える行動計画　進捗状況　【重点施策(自殺の特徴や原因･動機を踏まえた施策)　1～４  】

担当課 R元年度　実施状況に関する担当課の評価 令和２年度の実施計画
令和元年度実施状況
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ペー
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第３-２

商工業指導事業
（再掲）

商工会議所・商工会が行う小
規模事業者に対する経営指導
等の経営改善普及事業を支援
します。

41
産業政策
課

商工会議所及び12地区商工会に対して、規模事業指
導費補助金50,339,000円を交付した。

商工会議所・商工会が行う小規模事業者に対する経
営指導等の経営改善普及事業を支援した。

商工会議所・商工会が行う小規模事業者に
対する経営指導等の経営改善普及事業を支
援する。

労働情報発信事業

市内企業への就職・定着を図
るため、事業所や労働者、市
内企業への就職希望者に対し
て、労働に関する様々な情報
を発信します。

41
雇用政策
課

労働情報紙：２回発行
メールマガジン：５回配信
SNS（LINE公式アカウント）：44回配信

労働情報紙は計画どおりに発行することができた。
メールマガジンについては、計画では４回だった
が、５回配信することができ、計画よりも多く配信
することができた。
SNSを利用した情報発信は週に１回配信を目標として
おり、概ね目標とおり配信することができた。

労働情報紙：２回発行
メールマガジン：４回配信
SNS（LINE公式アカウント）：週に１回配信

重点施策２　高齢者支援の充実

 (1)高齢者の包括的な支援のための連携の推進

包括的支援事業

介護予防の推進と地域包括ケ
アの推進を図るため、基幹型
地域包括支援センター及び地
域包括支援センターを設置
し、高齢者への総合相談や介
護予防ケアマネジメント等を
行います。

42
地域包括
ケア推進
課

地域包括支援センター相談件数（基幹包括含む。）
・総合相談186,756件
・権利擁護3,783件
・包括的継続的ケアマネジメント57,513件
・一般介護予防916件
・認知症施策の推進8,495件

高齢者の増加をはじめ認知症、家族・近隣関係など
高齢者に関わる課題の複雑・多様化に伴い、地域包
括支援センターのすべての支援事業において件数が
増加している。
なお、相談件数計上の仕方について、令和元年度か
ら要支援認定者や事業対象者への対応・支援につい
ても含める等地域包括支援センターの活動状況がよ
り分かるように変更している。

引き続き高齢者の総合相談窓口として相談
に応じる。
相談体制の構築、さまざまな社会資源の活
用、介護予防、地域での見守り体制の構
築、認知症への理解等を図るとともに、複
雑・多様化する課題への対応、地域包括支
援センターと精神や障がい等の多機関との
連携・ネットワークの構築を強化するため
に、研修会や事例検討会等を行う。

  (2)勤務・経営問題についての周知・啓発活動の強化
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第３-２

生活支援体制整備事
業
(再掲)

高齢者が住み慣れた地域で安
心して在宅生活を継続してい
くために必要な多様な生活支
援・介護予防サービスを整備
します。

42
地域包括
ケア推進
課

全市を対象とした第１層生活支援コーディネーター
を引き続き１人配置するとともに、新たに第２層生
活支援コーディネーターを３人（計６人）配置し
た。
第１層協議体（平成29年３月設置）を２回開催し、
第２層協議体を新たに13地区で設置するとともに計
14回開催したことで、高齢者を支える地域づくりの
推進を図った。

生活支援コーディネーターの配置及び協議体の設置
により、地域における資源の開発やネットワーク構
築等を通した高齢者を支える地域づくりを進めるこ
とができた。

生活支援コーディネーターの配置及び協議
体の設置により、地域における資源の開発
やネットワーク構築等を通した高齢者を支
える地域づくりを進める。
（目標）
・第１層生活支援コーディネーターの配置
 １人
・第２層生活支援コーディネーターの配置
  12人 (６人追加)
・第１層協議体開催３回
・第２層協議体設置５地区
・第２層協議体開催152回

認知症高齢者家族支
援事業

高齢者の安全を確保するた
め、位置情報検索機器の貸し
出しや、緊急連絡先等が確認
できるＱＲコードの配付やＳ
ＯＳ見守りネットワークの運
営を行います。

43
地域包括
ケア推進
課

①認知症高齢者SOS見守りネットワーク事業における
行方不明者の情報配信件数12件
②認知症高齢者SOS見守りネットワーク連絡会加盟団
体111団体
③位置情報探索機器貸与件数34件
④身元確認QRコード配布件数212件

位置情報探索機器貸与事業については、利用登録者
数がやや減少したが、認知症高齢者SOS見守りネット
ワーク事業、身元確認QRコード活用事業については
利用登録者数は増加しており、利用登録者の安全確
保と介護者の負担軽減を図ることができた。

・今後も認知症高齢者SOS見守りネットワー
ク事業、身元確認QRコード活用事業、認知
症高齢者位置情報探索機器貸与事業の周知
を行い、登録者・利用者を増やし、認知症
高齢者による行方不明事案発生時、その早
期発見に努める。
・認知症高齢者SOS見守りネットワーク「認
知症高齢者声かけ訓練」の開催

高齢者日常生活支援
事業

高齢者が住み慣れた地域で安
心して在宅生活を継続するた
め、日常生活の支援を行いま
す。

43
地域包括
ケア推進
課

高齢者が住み慣れた地域で安心して在宅生活を継続
するための支援を行った。
①介護用品給付券5,090人
②訪問理美容サービス事業320人
③寝具洗濯乾燥サービス事業34人
④高齢者在宅生活支援事業2,768人

交付者数が増加傾向にあることから、これらの事業
は高齢者が在宅生活を送る上での一助を担っている
と思われる。

継続して支援を行う。
①介護用品給付券
②訪問理美容サービス事業
③寝具洗濯乾燥サービス事業
④高齢者在宅生活支援事業

配食サービス活用事
業

食事管理が困難な高齢者の栄
養改善及び安否の確認を行う
ため、配食サービスを行いま
す。

43
地域包括
ケア推進
課

利用者数 706人
配食数 61,581食

利用者数、配食数ともに増加しており、配食サービ
ス利用により栄養改善と安否確認を実施することが
できた。

継続して支援を行う。

 (2)地域における介護が必要な高齢者の支援

 (3)高齢者の健康不安に対する支援
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老人クラブ育成事業
高齢者の生きがいづくりのた
め、老人クラブ活動を支援し
ます。

43
健康長寿
課

老人クラブ活動の健全な伸張を図り、高齢者の豊か
な知識と経験を生かし、高齢者福祉の向上及び明る
い地域社会づくりのため、多様な社会活動に参加す
る団体の育成を目的として助成を行った。
①郡山市老人クラブ連合会補助金3,348千円
②郡山市単位老人クラブ活動費補助金10,557千円
（185クラブ）

地域を基盤とする高齢者の自主的な組織である老人
クラブは、日頃から社会奉仕活動、生きがい活動、
健康増進活動等を行っており、知識や経験を活かし
て諸団体とも協働し、地域の一員をして活躍してい
る。

補助金の交付を継続するとともに、連合会
事業への共催、スポーツ大会等に連携して
取り組む。

高齢者の生きがいと
健康づくり事業

高齢者が趣味やスポーツを通
じて豊かな生活を創造できる
よう、高齢者スポーツ大会や
作品展を開催します。

43
健康長寿
課

高齢者がスポーツや趣味を通して、健康増進と生き
がいを見出せる機会を提供し、高齢者の豊かな生活
の創造を支援するとともに、相互の親睦を深め、広
く市民に高齢期の生活に対する理解と関心を高め
た。
①スポーツ大会参加者数　735人
②ゲートボール大会参加者数　87人
③高齢者作品展出品者数　1,019人

スポーツ大会及びゲートボール大会への参加、作品
展へ出品するため日頃から目標をもって地域等の仲
間と練習等に取り組んでおり、孤立防止や健康増進
につながっている。

①ゲートボール大会（９月16日）
②高齢者スポーツ大会（10月７日）
③高齢者作品展（12月11日～13日）

長寿社会対策推進事
業

豊かな長寿社会の構築と地域
社会への参加を促進するた
め、60歳以上を対象とした
「あさかの学園大学」の運営
を行います。また、豊かな長
寿社会を進めるため「いきい
きふれあいの集い」を開催し
ます。

44
健康長寿
課

高齢者の社会参加や生きがいを高めるとともに、地
域社会に貢献できる人材育成に資するため、「郡山
市あさかの学園大学」を開校し、各学科の教育内容
充実を図った。
また、高齢者が健康で生きがいを持ち、充実した生
活が送れる社会づくりを全市民で考え、理解を深め
ることを目的に、「郡山市豊かな長寿社会いきいき
ふれあいの集い」を実施した。
①郡山市あさかの学園大学　在籍者492人
②郡山市豊かな長寿社会いきいきふれあいの集い
650人

あさかの学園大学は、平成31（令和元）年度から募
集対象をこおりやま広域圏に拡大し、入学者172名の
うち、郡山市外の広域圏住民は41名であった。ま
た、いきいきふれあいの集いも広域圏全体に周知し
た。
高齢期の学びだけではなく、あさかの学園大学での
友人とのつながりが卒業後も続いており、孤立を防
ぐ役割を果たしている。

①郡山市あさかの学園大学年間授業回数
36回

②郡山市豊かな長寿社会いきいきふれあい
の集い（11月13日）

いきいきデイクラブ
事業

在宅高齢者の介護予防や閉じ
こもり防止、社会的孤立感の
解消を図るため、地域交流セ
ンターなどで趣味や創作活動
を行います。

44
地域包括
ケア推進
課

・登録実利用者数 277人
・延べ利用者数 6,054人

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策のため、令
和２年２月下旬から事業を中止した影響もあり利用
者が減少したが、高齢者が定期的に外出し、交流す
る生きがいづくりの場として、ほぼ目標どおりに事
業を推進できた。

効率性について検討を続けながら、事業の
周知と利用者の増加を図る。

中央公民館の定期講
座開催事業
（再掲）

生きがいづくりとして、市民
へ多様な学習機会の提供を図
るため、各種講座を開催しま
す。

44
中央公民
館

市民学校17回、小学生を対象とした講座「キッズス
クール」19回、ICT活用講座5回など併せて64の講座
を開催し、762人の申し込みがあり、延べ1,409人が
参加した。

令和元年東日本台風及び新型コロナウイルス感染症
の影響により、下半期の事業については中止を余儀
なくされたものもあったため、講座開催回数、受講
者とも減少した。

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため
開始時期を７月に変更し、３月まで小中学
生対象講座、成人対象講座、女性対象講
座、ICT活用講座などを開催

 (4)高齢者の社会参加の促進と孤独・孤立の防止
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第３-２

地区・地域公民館の
定期講座等開催事業
（再掲）

生きがいづくりとして、市民
へ多様な学習機会の提供を図
るため、各種講座を開催しま
す。

44
生涯学習
課

各地区・地域公民館において、青少年の健全育成や
高齢者の生きがいづくり・世代間交流等を目的に、
市民の多様な学習ニーズに対応した定期講座等を開
催し、約22,400人が参加した。

各地区・地域公民館において、市民ニーズに対応し
た様々な分野に係る講座等を実施することにより、
仲間づくりや交流の場・新たな活動の場等の提供を
行うことができた。

各地区・地域公民館において、青少年の健
全育成や高齢者の生きがいづくり・世代間
交流等を目的に、市民の多様な学習ニーズ
に対応した定期講座等を開催する。また、
受講者が時間や場所に左右されない事業展
開としてネット中継・配信等のICT活用も
図っていく。

多様な働き方支援事
業
（再掲）

フリーター、ニートと呼ばれ
る若年無業者及び59歳までの
就労困難者の社会参加と生活
基盤の安定を図るため、相談
窓口設置や面談、就職準備講
座、就労体験等を行います。

45
雇用政策
課

就労の不安定な方及び就労困難な方や家族からの相
談を受け付けた。支援対象者にキャリアカウンセリ
ングや支援講座、就労体験等を実施した。
関係機関との意見交換会を３回実施した。

就労相談件数や就職支援講座の参加者が予定よりも
多かったが、40歳以上の方は未就労期間の長期化や
複雑な問題を抱えているため長期継続的な支援を必
要とする対象者が多く、成果に結びつく就労支援対
象者が少なく、就労体験にまでいたらなかった。し
かし、就職決定者は２名と目標どおりとなり、支援
対象者に実施したアンケートでは８割以上が支援を
受けて自信がついたと回答していることから、一定
の成果があったため継続して実施する。
また、関係機関との意見交換会で支援機関がわかり
にくいという指摘があったことから、ハンドブック
を作成した。

今年度から40歳未満の支援対象者とこおり
やま広域圏に在住の方も実践講座と就労体
験の対象とする。
また、学校に通っているが就労等に不安を
抱えている方も在籍学校を通して支援対象
とする。

包括的支援体制構築
事業

「ダブルケア（子育てと介
護）」や「8050問題（高齢の
親と無職の子が同居する世
帯）」など、対応困難な課題
を解決するため、「相談支援
包括化推進員」を配置し、多
機関の協働による包括的な相
談支援体制の構築を行いま
す。

45
保健福祉
総務課

家族や地域社会の変化に伴い複雑化する支援ニーズ
を踏まえ、「ダブルケア」や「8050問題」など、一
つの相談支援機関だけでは対応困難な課題を解決す
るため、市民や世帯が抱える複合的かつ多様な生活
課題を「丸ごと」受け止め、様々な機関をつなぎな
がら、世帯等に寄り添った支援を行う、「福祉まる
ごと相談窓口」を市内３か所に配置し、相談支援包
括化推進員が課題の解決を目指した。
・相談件数（新規）　155件
・相談件数（継続）1,460件

関係機関へ事業説明を行ったほか、リーフレットを
関係機関に加え、社会福祉法人等への配布、市民課
モニターでの周知、市ウェブサイトや広報こおりや
まへの掲載など事業周知に努め、年間新規相談件数
は増加し155件であった。継続相談件数は1,460件で
あり、昨年度より減少したが、相談者に寄り添った
継続的な支援が実施できていると考えられる。

生活困窮者自立支援事業をはじめ、庁内及
び庁外関係機関との連携を強化し、複合的
な課題を抱える相談者の早期発見・早期把
握に努め、相談者に寄り添った支援を実施
する。

  (1)生活困窮に陥った方への「生きることの包括的な支援」の強化

重点施策３　生活困窮者支援の充実
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第３-２

生活困窮者自立支援
事業
（再掲）

生活困窮者等、様々な悩みを
抱えている方の自立の促進を
図るため、関係機関と連携し
て支援を行います。

45
保健福祉
総務課

生活困窮者からの相談に包括的に応じ、訪問支援
（アウトリーチ）や各種制度及び関係機関の紹介を
行うとともに、自立相談支援事業による支援が継続
して必要な方に対しては、支援計画（プラン）を作
成し、自立のための支援を行った。
①相談件数498件
②プラン作成件数73件
③就労･増収者数22件
④住居確保給付金事業４件
⑤家計改善支援事業12件

直ちに就労が困難な生活困窮者を対象として一般就
労に向けた基礎能力の形成を計画的かつ一貫して支
援する就労準備支援事業を新たに実施し、就労支援
に関する包括的な支援体制の強化が図られた。しか
し、新規相談件数やプラン作成件数について、国の
目標値を達成していないことから、事業の効果的な
周知、関係機関との連携強化により、自立支援相談
窓口につながっていない生活困窮者を確実につな
げ、効果的な支援を実施することで、年間新規相談
件数等の増加を目指す必要がある。

令和元年度から開始した就労準備支援事業
の周知を含め、事業の効果的な周知に努
め、関係機関との連携強化により、自立支
援相談窓口につながっていない生活困窮者
を確実につなげていく。

被保護者健康管理支
援事業

生活保護受給者の健康診断を
推進し、要指導者等へ健康指
導等を行います。

45
生活支援
課

特定健康診査、後期高齢者健康診査の対象に受診勧
奨を行った。
・対象者2,792人中受診者288人(受診率10.3％)

対象者に個別通知で複数回の受診勧奨を行い目標を
達成することができた。

特定健康診査と後期高齢者健康診査の対象
者に年度内に２回、受診勧奨を行う。
受診率10％を目標とする。

被保護者就労支援事
業

ハローワークと連携して、生
活保護受給者等に対し、ワン
ストップ型の就労支援を行い
ます。

45
生活支援
課

市役所内にハローワークコーナーを開設することに
より、福祉事務所とハローワークとの一体的就労支
援が可能となり、令和元年度は就労支援事業に147人
の対象者が参加し55人が就職した。(前年度の1.38
倍)

市役所内にハローワークコーナーを開設することに
より、福祉事務所とハローワークとの一体的就労支
援が可能となり、令和元年度は就労支援事業に147人
の対象者が参加し55人が就職した。
就労者数の目標は50人であり、目標は達成できた。

目標就労者数50人。
就労支援により就職しても、人間関係や職
場の雰囲気になじめず、短期間で離職する
ケースもあることから、就労支援とともに
職場定着支援も必要。

奨学資金給与事業

教育の機会均等を図るため、
経済的理由により高等学校へ
の修学が困難な生徒に奨学資
金を給与します。

45
学校教育
推進課

本市の奨学資金制度では、高等学校に進学する生徒
を対象として次の奨学生を採用し、高等学校等の正
規の在学期間中に思う存分学ぶことができるよう、
返還義務のない給与型の奨学資金（月額１万円）を
給与した。
①郡山市奨学生136人
（１年45人、２年45人、３年45人、４年１人）
②篤志奨学生43人
（１年18人、２年15人、３年10人）

経済的に高校への就学が困難な生徒に対し支援する
ことにより、教育機会の均等を図り、有意な人材育
成に寄与した。

①郡山市奨学生132人
（１年44人、２年44人、３年44人）
②篤志奨学生　53人
（１年20人、２年18人、３年15人）
※篤志奨学生の新規採用２人増

高等学校に進学する生徒を対象として返還
義務のない給与型の奨学資金（月額１万
円）を給与。

市民相談事業
（再掲）

生活上の様々な相談に応じ、
問題の解決に向けて適切な情
報提供及び助言を行います。

46
市民･NPO
活動推進
課

自殺の原因・動機（家庭、経済・生活、勤務、男
女、学校）に関係するような市民からの様々な相談
（相続手続、金銭問題、職場トラブル、離婚協議な
ど）について無料法律相談を実施した。
・相談件数407件

当初の計画に基づき、自殺の原因・動機に関わる相
談を含め、市民からの様々な相談に応じ、情報提供
及び助言を行うことができた。無料法律相談の実績
は目標値の84％を達成した。

市民の生活上の様々な相談に応じ、問題の
解決に向けて適切な情報提供及び助言を行
う。
・無料法律相談の開催

  (2)支援につながっていない方を早期に支援へつなぐための取り組み
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第３-２

生活困窮者自立支援
事業

生活困窮家庭の子どもに対す
る学習支援や保護者に対して
進学助言を実施します。

47
保健福祉
総務課

生活困窮世帯及び生活保護世帯の小学６年生から18
才以下までを対象に教室型や通信添削型学習の支援
提供とともに児童生徒や保護者の希望に応じた進路
相談や就学支援の実施、出席率が低い者に対し面談
等を実施した。
①〈教室型〉支援者23人により45回 延べ425人に実
施
②〈通信添削型〉支援者10人により25回 延181人に
実施

部活動等により学習支援に通えない子どもを対象に
通信添削型の学習支援を新たに実施し、より多くの
児童生徒を対象に学習機会を提供することができ
た。また、参加した33人のうち中学3年生11人中10人
が高校等へ進学した。

継続して生活困窮家庭の子どもに対する学
習支援や保護者に対して進学助言を実施す
る。
・教室型25人
・通信添削型10人

放課後児童健全育成
事業（放課後児童ク
ラブ）
（再掲）

児童の健全育成を推進するた
め、放課後、就労等により保
護者のいない児童に対し、適
切な遊び及び生活の場を提供
する放課後児童クラブを運営
します。

47
こども未
来課

放課後、就労等により保護者が家庭にいない児童に
対し、適切な遊び及び生活の場を提供し、それぞれ
の児童に寄り添った保育により、児童が心身ともに
健康な生活を送れるよう運営した。

児童が心身ともに健康な生活が送れるよう運営し
た。
また、小学校１校で新たに運営を開始し、児童クラ
ブのエリア充足率は71.7％となり、児童の居場所づ
くりの拡充が図られた。(次年度開所に向けては、２
校の整備を行った。)
なお、児童クラブ、子ども教室合わせてのエリア充
足率は90.6％となった。

放課後、就労等により保護者が家庭にいな
い児童に対し、適切な遊び及び生活の場を
提供し、それぞれの児童に寄り添った保育
により、児童が心身ともに健康な生活を送
れるよう運営する。

重点施策４　子ども・若者支援の充実

 (1)子ども・若者の居場所づくりの推進

①ゲートキーパー養成研修　計４回
・市職員対象　１回55人、 フォローアップ34人
・高校生対象　１回212人
・市民対象　１回59人　（ほか3月1回中止）
②自殺予防講演会　計４回
　民生児童委員、医療従事者、消防救急職員、教育
  関係従事者、福祉関係従事者、市職員、教職員等
・自殺未遂者の生きる支援を考える　47名
　　※10月予定を延期し実施
・依存症の方の支援と自殺予防について　36人
・大切な人を亡くすということ～遺された人を支え
  るために私達ができること～　55人
・こどもたちのSOSに気づき応えるために　97人
　（教職員のみ対象）

令和元年度東日本台風、新型コロナウイルス感染症
の影響で、延期して再度募集したものや、中止と
なったものもあり、例年以上の参加者数を得ること
はできなかった。
そうした中で、様々な角度から、自殺を予防するた
めの関わりを学ぶ機会を８回設け、参加者のアン
ケート記載に「有意義だった」「業務に生かしてい
きたい」等の回答が多かったことから、自殺のリス
クの高い方々の望ましい支援について、理解を深め
ていただけたと考える。今後も、周囲の見守る目を
増やすことで、早期支援につなげられる環境づくり
を進める必要がある。
また、若年層対策として、高校生への研修は、自身
の心の健康を保つ方法を学ぶ機会ともなった。

新型コロナウイルス感染症拡大の状況を見
ながら、影響を受ける可能性の高い、若年
層、勤労者への支援に対応できる内容で
ゲートキーパー養成研修、自殺予防講演会
を開催する。
併せて、自殺の危機にある市民に接する機
会の多い職種を対象として、実践的な内容
の研修会を開催する。

自殺対策推進事業
（再掲）

自殺に関する理解を深め、悩
みを抱えた方のサインに早期
に気づき、対応できるよう、
民生児童委員、保護司、健康
づくり推進員、認知症地域支
援推進員、手話通訳者等様々
な分野に携わる方に対し、
ゲートキーパー養成研修や自
殺予防に関する講演会を実施
します。

46
保健所地
域保健課
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　郡山市いのち支える行動計画　進捗状況　【重点施策(自殺の特徴や原因･動機を踏まえた施策)　1～４  】

担当課 R元年度　実施状況に関する担当課の評価 令和２年度の実施計画
令和元年度実施状況
（内容や実績等)

計画
ペー
ジ

事業名 実施内容

第３-２

地域子ども教室事業
(再掲）

地域住民の協力を得ながら、
子どもたちに、勉強・スポー
ツ・文化活動等の場を提供
し、放課後の児童の安全で健
やかな居場所づくりに取り組
みます。

47
こども未
来課

放課後、地域住民の協力を得ながら、学習やスポー
ツ、様々な体験活動の場を提供し、地域住民との交
流により、児童が心身ともに健康な生活を送れるよ
う運営した。

児童が心身ともに健康な生活が送れるよう運営し
た。
また、小学校３校で新たに運営を開始し、子ども教
室のエリア充足率は18.9％となり、児童の居場所づ
くりの拡充が図られた。
なお、児童クラブ、子ども教室合わせてのエリア充
足率は90.6％となった。

放課後、地域住民の協力を得ながら、学習
やスポーツ、様々な体験活動の場を提供
し、地域住民との交流により、児童が心身
ともに健康な生活を送れるよう運営する。

こども総合支援セン
ター「ニコニコこど
も館」事業
（再掲）

「ニコニコこども館」におい
て、子育ての相談、親子の触
れ合い、親同士子ども同士の
交流を図るため、総合的な子
育て支援を行います。

47
こども部
支援課

①子育てサロン61,594人
②移動サロン217人
③わくわくつどいのひろば599人
④子育て講座162人
⑤リズムとからだのあそび1,377人
⑥おはなし会13,438人
⑦幼児教育相談会35人
⑧親子あそびと親ミーティング147人
⑨ニコニコこども館まつり3,085人
⑩ハンドベルコンサート120人

令和元年度は令和元年東日本台風の影響や新型コロ
ナウイルス感染症への不安から、事業参加者や施設
利用者は減少したが、保護者の中には、育児に対す
る不安やストレスを抱えている方もおり、専門ス
タッフが面談等を行うことで子育てに対するアドバ
イスや不安解消をすることができた。今後も乳幼児
期の子育てについて学ぶ機会を提供し、子育てに関
する悩みの解消や不安に家庭における養育力の向上
を行う子育て講座等の各種事業を継続する。

「ニコニコこども館」において、子育ての
相談、親子の触れ合い、親同士子ども同士
の交流を図るため、総合的な子育て支援を
行う。

中央公民館の定期講
座開催事業
（再掲）

生きがいづくりとして、市民
へ多様な学習機会の提供を図
るため、各種講座を開催しま
す。

47
中央公民
館

市民学校17回、小学生を対象とした講座「キッズス
クール」19回、ICT活用講座5回など併せて64の講座
を開催し、762人の申し込みがあり、延べ1,409人が
参加した。

令和元年東日本台風号及び新型コロナウイルス感染
症の影響により、下半期の事業については中止を余
儀なくされたものもあったため、講座開催回数、受
講者とも減少した。

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため
開始時期を７月に変更し、３月まで小中学
生対象講座、成人対象講座、女性対象講
座、ICT活用講座などを開催

地区・地域公民館の
定期講座等開催事業
（再掲）

生きがいづくりとして、市民
へ多様な学習機会の提供を図
るため、各種講座を開催しま
す。

47
生涯学習
課

各地区・地域公民館において、青少年の健全育成や
高齢者の生きがいづくり・世代間交流等を目的に、
市民の多様な学習ニーズに対応した定期講座等を開
催し、約22,400人が参加した。

各地区・地域公民館において、市民ニーズに対応し
た様々な分野に係る講座等を実施することにより、
仲間づくりや交流の場・新たな活動の場等の提供を
行うことができた。

各地区・地域公民館において、青少年の健
全育成や高齢者の生きがいづくり・世代間
交流等を目的に、市民の多様な学習ニーズ
に対応した定期講座等を開催する。また、
受講者が時間や場所に左右されない事業展
開としてネット中継・配信等のICT活用も
図っていく。

地域のびのび子育て
支援事業
（再掲）

少子化・核家族化等で孤立し
がちな親子の居場所づくりと
子育ての不安解消を図るため
の情報提供を行うとともに、
地域住民とのふれあいの場を
提供します。

47
中央公民
館

①サポーター13人を委嘱
企画会議11回
研修会１回
②のびのび子育て広場
３広場各13回
③公民館スペース開放事業「はやママサロン」43回

のびのび子育て広場は前年度に引き続き、すべての
広場で定員を上回る申し込みがあり、参加者の満足
度も高かった。公民館スペース開放事業は新型コロ
ナウイルス感染症の影響により２月下旬から中止と
したため、開催回数、参加組数とも前年より減少し
た。

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため
公民館スペース開放事業は７月から開催。
のびのび子育て広場は９月から開催予定
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　郡山市いのち支える行動計画　進捗状況　【重点施策(自殺の特徴や原因･動機を踏まえた施策)　1～４  】

担当課 R元年度　実施状況に関する担当課の評価 令和２年度の実施計画
令和元年度実施状況
（内容や実績等)

計画
ペー
ジ

事業名 実施内容

第３-２

勤労青少年ホーム事
業（再掲）

生きがいづくりのため、勤労
青少年の余暇の有効活用と福
祉の増進を図るため、教養講
座を開催します。

48
勤労青少
年ホーム

①青年学級「ユースカレッジ木曜クラブ」36回
②郡山について学ぶ講座「はやマニア」５回
③高度な知識を身につける講座「ナイトカレッジ」
　４回開催
合計参加人数　延べ416人

新型コロナウイルス感染症の影響により、中止した
講座もあり、その影響もあって前年度と比較すると
講座受講者数が減少した。周辺環境の変化に対応し
た事業内容の見直しや事業の周知など、受講者数を
伸ばす工夫が必要である。

働き方改革などにより様々な余暇活動の充
実や、地域の若者の活性化を促すため、
「ユースカレッジ木曜クラブ」「はやマニ
ア」「ナイトカレッジ」の３つの講座を開
催する。

ウェブ等情報発信事
業
（再掲）

市ウェブサイト、広報こおり
やま等による、自殺対策に係
る相談窓口などの情報発信を
行います。

48
広聴広報
課

各所属からの依頼により、市ウェブサイトで自殺対
策に係る相談窓口などの情報発信を行った。

各所属から依頼のあった情報を的確に配信すること
ができた。

各所属からの依頼により、市ウェブサイト
で自殺対策に係る相談窓口などの情報発信
を行います。

こおりやまインフォ
メーション事業
（再掲）

市ウェブサイト、広報こおり
やまで等による、自殺対策に
係る相談窓口などの情報発信
を行います。

48
広聴広報
課

各所属からの依頼により、広報こおりやまで自殺対
策に係る相談窓口などの情報発信を行った。

各所属から依頼のあった情報を的確に配信すること
ができた。

各所属からの依頼により、広報こおりやま
で自殺対策に係る相談窓口などの情報発信
を行います。

メディア広報事業
（再掲）

市ウェブサイト、広報こおり
やま等による、自殺対策に係
る相談窓口などの情報発信を
行います。

48
広聴広報
課

各所属からの依頼により、テレビ、ラジオ、SNSで自
殺対策に係る相談窓口などの情報発信を行った。

各所属から依頼のあった情報を的確に配信すること
ができた。

各所属からの依頼により、テレビ、ラジ
オ、SNSで自殺対策に係る相談窓口などの情
報発信を行います。

自殺対策推進事業
自殺防止を図るため、関係機
関等の適切な相談窓口の周知
を行います。

48
保健所地
域保健課

市の公式ウエブサイトにより相談事業を周知し、各
種相談窓口の情報提供も行った。また、市のLINEア
カウントからも相談事業の周知を行った。
自殺予防の周知啓発のために作成しているポケット
ティッシュに、市のウエブサイト（相談事業やゲー
トキーパー養成研修周知ページ）につながるQRコー
ドを掲載し、配布した。自殺予防キャンペーンで配
布しているチラシに、LINE相談のQRコード、アドレ
スを掲載し、配布した。

相談事業や、相談機関の周知については、様々な方
法で行うことができた。様々なところから相談等に
つながるきっかけをつかんでいただくために、今後
も継続して行う必要があると考える。

市のウエブサイト内容（相談事業・窓口周
知や心の健康保持について）の充実に取り
組む。また、周知啓発にあたり、効果的な
手段の工夫を図る。

 (2)ＩＣＴを活用した子ども・若者支援の推進
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郡山市いのち支える行動計画 数値目標   第３-３ 

 

 

 

(1)セーフコミュニティをはじめとした地域における連携・ネットワークの強化 

数値目標 

目標項目 
計画策定時 

(2017 年度) 

現況値 

(2019 年度) 

目標値 

(2025 年度) 

目

標

達

成 

担当課 

セーフコミュニティ 

自殺予防対策委員会の開催数

(回) 

8 4 6 

 セーフコミュニテ

ィ課 

保健所地域保健課 

ニコニコこども館での 

各種事業参加者数（人） 
84,203 80,774 90,000 

 
こども支援課 

 

(2)庁内における連携・ネットワークの強化 

数値目標 

目標項目 
計画策定時 

(2017 年度) 

現況値 

(2019 年度) 

目標値 

(2025 年度) 

目

標

達

成 

担当課 

セーフコミュニティ 

自殺予防対策委員会の開催数(回)

（再掲） 

8 4 6 

 セーフコミュニ

ティ課 

保健所地域保健

課 

郡山市自殺対策推進庁内委員会の

開催数（回） 
0 2 2 〇 

保健所地域保健

課 

 

(3)特定の問題に対する連携・ネットワークの強化 

数値目標 

目標項目 
計画策定時 

(2017 年度) 

現況値 

(2019 年度) 

目標値 

(2025 年度) 

目

標

達

成 

担当課 

精神科医、精神保健福祉士等 

による電話・来所相談件数（件） 
278 284 300 

 保健所 

地域保健課 
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地域におけるネットワークの強化 



２ 自殺対策を支える人材の育成 

 

1)様々な職種を対象とする研修の実施 

数値目標 

目標項目 
計画策定時 

(2017 年度) 

現況値 

(2019 年度) 

目標値 

(2025 年度) 

目

標

達

成 

担当課 

教職員スキルアップのための研

修会参加者数（人） 
4,806 6,878 4,000 〇 

教育研修セン

ター 

 

(2)市民を対象とする研修の実施 

数値目標 

目標項目 
計画策定時 

(2017 年度) 

現況値 

(2019 年度) 

目標値 

(2025 年度) 

目

標

達

成 

担当課 

ゲートキーパー養成研修・ゲート

キーパーフォローアップ研修の

参加者数（人） 

293 360 400 

 

保健所 

地域保健課 
自殺予防に関する講演会の参加

者数（人） 
311 235 350 

 

 

 

３ 住民への啓発と周知 

 

(1)こころの健康づくり・生きることの支援について正しい知識の普及 

数値目標 

目標項目 
計画策定時 

(2017 年度) 

現況値 

(2019 年度) 

目標値 

(2025 年度) 

目

標

達

成 

担当課 

市民こころの健康講座、統合失調症家族教

室、ひきこもり家族教室の参加者数（人） 
215 268 250 〇 

保健所 

地域保健課 

保健師による電話・来所相談、訪問件数

（人） 
3,352 2,760 3,400 

 

特定感染症検査（ＨＩＶ・梅毒・肝炎・風

しん抗体）受検者数（人） 

※Ｒ１から国の施策で風疹抗体検査が実施 

1,314 4,951 1,360 

 

〇 

健康教育（街頭キャンペーン・思春期・出

前講座）受講者数（人） 
1,617 4,763 1,700 〇 
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４ 
生きることの促進要因への支援 

 

(1)居場所・生きがいづくり 

数値目標 

目標項目 
計画策定時 

(2017 年度) 

現況値 

(2019 年度) 

目標値 

(2025 年度) 

目

標

達

成 

担当課 

放課後児童クラブ等のエリア充足率（％） 75.9 90.6 100 
 こども未来

課 

ニコニコこども館での各種事業参加者数

（人）（再掲） 
84,203 80,774 90,000 

 こども支援

課 

中央公民館の定期講座受講者数（人） 984 1,409 1,200 〇 中央公民館 

勤労青少年ホームの教養講座受講者数

（延べ人数）（人） 
960 416 1,100 

 勤労青少年

ホーム 

 

(2)相談体制の充実及び生活等に係る包括的な支援 

ア こころとからだに関する支援 

数値目標 

目標項目 
計画策定時 

(2017 年度) 

現況値 

(2019 年度) 

目標値 

(2025 年度) 

目

標

達

成 

担当課 

認知症カフェの参加者数（人） 1,388 1,711 
1,900 

(2020 年度) 

 地域包括ケ

ア推進課 

市民こころの健康講座、うつ病家族教

室の参加者数（人）（再掲） 
100 152 150 〇 

保健所 

地域保健課 

臨床心理士による来所相談件数（人） 51 49 55  

精神科医、精神保健福祉士等による電

話・来所相談件数（件）（再掲） 
278  284 300 

 

各種がん検診等受診者数(特定健診・後

期高齢者健診除く）（人） 
108,929 113,501 119,917 

 

特定感染症検査（ＨＩＶ・梅毒・肝炎・

風しん抗体）受検及び相談者数（人） 

（再掲） 

1,314 4,951 1,360 

 

〇 
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イ 生活・経済・仕事に関する包括的な支援 

数値目標 

目標項目 
計画策定時 

(2017 年度) 

現況値 

(2019 年度) 

目標値 

(2025 年度) 

目

標

達

成 

担当課 

生活上の様々な無料法律相談件数

（件） 
481 407 480 

 市民・ＮＰＯ

活動推進課 

消費生活相談件数(多重債務相談件数

を含む)（人） 
1,969 2,156 2,000 〇 

セーフコミュ

ニティ課 

障がい者相談件数（件） 20,561 23,138 22,000 〇 障がい福祉課 

精神障がい者相談件数（件） 7,209 8,489 7,300 〇 
保健所 

地域保健課 

 

(3)妊産婦・子育てをしている保護者等への支援の充実 

数値目標 

目標項目 
計画策定時 

(2017 年度) 

現況値 

(2019 年度) 

目標値 

(2025 年度) 

目

標

達

成 

担当課 

子育て支援センター事業利用者数（人） 40,525 48,138 50,000  

こども支

援課 

子育てに関して不安感や負担を感じる人

の割合（未就学児）(％) 

12.7 

(2013 年度) 

10.1 

(2018 年度) 
10.0 

 

子育てに関して身近な相談相手がいる人

の割合（未就学児）(％) 

98.5 

(2013 年度) 

98.9 

(2018 年度) 
100 

 

 

 

(4)東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所事故により精神的負担を

抱えている方への支援 

数値目標 

目標項目 
計画策定時 

(2017 年度) 

現況値 

(2019 年度) 

目標値 

(2025 年度) 

目

標

達

成 

担当課 

本市からの避難終了者数（人） 1,964 2,126 2,400  総務法務課 
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５ 子どものＳＯＳ・若者の生きることの包括的な支援 

 

(1)ＳＯＳの出し方に関する教育の実施 

数値目標 

目標項目 
計画策定時 

(2017 年度) 

現況値 

(2019 年度) 

目標値 

(2025 年度) 

目

標

達

成 

担当課 

市内の小・中学校で実施している子ど

もの薬物乱用防止教室受講者数（小学

校・中・高等）（人） 

3,900  1,831  2,000  

 
保健所 

総務課 

市単独スクールカウンセラー配置校１

校あたりの相談件数（件） 179 176 200 

 総合教育

支援セン

ター 

 

 

２ 高齢者支援の充実 

 

(3)高齢者の健康不安に対する支援 

数値目標 

目標項目 
計画策定時 

(2017 年度) 

現況値 

(2019 年度) 

目標値 

(2025 年度) 

目

標

達

成 

担当課 

配食サービス活用事業利用者数(人) 615 706 
1,040 

(2020 年度) 

 

地域包括 

ケア推進課 認知症高齢者ＳＯＳ見守りネットワー

ク連絡会参加団体数(団体) 
95 111 150 

 

 

(4)高齢者の社会参加の促進と孤独・孤立の防止 

数値目標 

目標項目 
計画策定値 

(2017 年度) 

現況値 

(2019 年度) 

目標値 

(2025 年度) 

目

標

達

成 

担当課 

いきいきデイクラブ登録実利用者数

（人） 
367 277 

475 

(2020 年度) 

 地域包括ケ

ア推進課 

中央公民館の定期講座受講者数（人）

（再掲） 
984 1,409 1,200 

 

〇 中央公民館 
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３ 生活困窮者支援の充実 

 

(1)生活困窮に陥った方への「生きることの包括的な支援」の強化 

数値目標 

目標項目 
計画策定時 

(2017 年度) 

現況値 

(2019 年度) 

目標値 

(2025 年度) 

目

標

達

成 

担当課 

就労した方又は収入が増加した方の

数（人） 
29 22 204 

 保健福祉総

務課 

生活保護受給者の健康診断受診率

（％） 
8.4 10.3 10.0 〇 

生活 

支援課 ハローワークコーナー設置に伴う生

活保護受給者等就労者数（人） 
44 55 50 〇 

 

(2)支援につながっていない方を早期に支援へつなぐための取り組み 

数値目標 

目標項目 
計画策定時 

(2017 年度) 

現況値 

(2019 年度) 

目標値 

(2025 年度) 

目

標

達

成 

担当課 

生活上の様々な無料法律相談件数

（件）（再掲） 
481 407 480 

 市民・ＮＰＯ

活動推進課 

ゲートキーパー養成研修・ゲートキー

パーフォローアップ研修の参加者数

（人）（再掲） 

293 360 400 

 
保健所 

地域保健課 
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 子ども・若者支援の充実 

 

(1)子ども・若者の居場所づくりの推進 

数値目標 

目標項目 
計画策定時 

(2017 年度) 

現況値 

(2019 年度) 

目標値 

(2025 年度) 

目

標

達

成 

担当課 

放課後児童クラブ等のエリア充足率（％）

（再掲） 
75.9 90.6 100 

 こども未来

課 

ニコニコこども館での各種事業参加者数

（人）（再掲） 
84,203 80,774 90,000 

 こども支援

課 

中央公民館の定期講座受講者数（人） 

（再掲） 
984 1,409 1,200 〇 中央公民館 

勤労青少年ホームの教養講座受講者数 

（延べ人数）（人）（再掲） 
960 416 1,100 

 勤労青少年

ホーム 
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郡山市自殺対策基本条例 

平成 29 年６月 30 日 

郡山市条例第 36 号 

目次 

前文 

第１章 総則（第１条―第８条） 

第２章 基本的施策（第９条―第 16 条） 

第３章 推進体制（第 17 条―第 20 条） 

第４章 雑則（第 21 条・第 22 条） 

附則 

誰もが、心身ともに健康で安心して暮らすことを望んでいる。しかしながら、わが国においては、

毎年、健康問題、経済問題、家庭問題、人間関係等の様々な理由から多くの方が自殺で亡くなってい

る。 

それは本市においても例外ではなく、日々の生活に不安を感じている多くの市民がいることに加え、

東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所事故による原子力災害の影響等により避難してい

る方の孤立等、自殺につながる可能性がある様々な問題を抱えており、自殺対策は重要な課題の一つ

となっている。 

自殺に至る背景には様々な社会的要因があり、私たち一人ひとりが自ら又は家庭において自殺防止

に向けた取り組みを行うことはもとより、自殺を社会全体の問題として捉え、本市の実情に応じた自

殺に関する制度の見直し、相談・支援体制の整備等の社会的な取り組みを充実することにより、市民

一人ひとりが、自殺に対する関心と理解を深め、誰もが自殺に追い込まれることなく、心身ともに健

康で安心して暮らすことのできるまちづくりの実現を目指し、この条例を制定する。 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、自殺が社会問題になっている状況に鑑み、自殺対策についての基本理念を定め

ることにより、市、事業主、学校等教育機関、市民並びに議会及び議員の責務を明らかにするとと

もに、自殺対策に関し必要な事項を定め、自殺対策の総合的な推進を図り、市民一人ひとりが、誰

も自殺に追い込まれることなく、心身ともに健康で安心して暮らすことのできるまちづくりの実現

に寄与することを目的とする。 

（基本理念） 

第２条 自殺対策は、自殺対策基本法（平成 18 年法律第 85 号。以下「法」という。）第 12 条に規定

する基本的かつ総合的な自殺対策の大綱を踏まえ、自殺は防ぐことのできる社会的な問題として認

識し、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、安全・安心なまちづくりと一体となっ

て実施されなければならない。 

３ 自殺対策は、自殺には多様な社会的要因が背景にあることを踏まえ、単に精神保健的な観点から

のみならず、自殺の実態に即して実施されなければならない。 

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、市、国、他の地方公共団体、医療機関、事業主、学校等教育機関、自殺の防止等に

関する活動を行う民間の団体その他関係する者の相互の密接な連携及び協力の下に実施されなけ
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ればならない。 

（市の責務） 

第３条 市は、前条に定める基本理念にのっとり、自殺対策について、関係機関との連携のもと、自

殺に関する現状を把握し、本市の状況に応じた施策を策定して実施するものとする。 

２ 市は、市内の自殺に関する状況及び情報について分析するとともに、緊急を要する場合は、速や

かに対応するものとする。 

３ 市は、市民の経済的及び精神的な問題等の生活上の悩みに関する相談等について、各種窓口の充

実及び業務の連携により適切に対応するものとする。 

４ 市は、医療機関、事業主、学校等教育機関、自殺の防止等に関する活動を行う民間の団体その他

関係する者が実施する自殺対策に関する取り組みを支援するものとする。 

５ 市は、職員等が、心身の健康を保持し職務に従事することができるよう、適切な措置を講ずるも

のとする。 

（事業主の責務） 

第４条 事業主は、自殺対策に取り組む当事者としての意識を持つとともに、自殺に対する正しい理

解を深め、市及び関係機関と連携し、その職場で働く全ての者が心身ともに健康で職務に従事する

ことができるよう、職場環境づくり等適切な措置を講ずるよう努めるものとする。 

２ 福祉、医療、教育その他のサービスを提供する事業主は、市及び関係機関と連携し、当該サービ

スの利用者の心身の健康を保持するために適切な措置を講ずるよう努めるものとする。 

（学校等教育機関の責務） 

第５条 学校等教育機関は、自殺対策に取り組む当事者としての意識を持つとともに、自殺に対する

正しい理解を深め、市、関係機関、保護者等と連携し、児童生徒及び学生等が心身ともに健康な生

活を送ることができるよう、適切な措置を講ずるものとする。 

２ 学校等教育機関は、いのちの尊さを学ぶ機会を設けるよう努めるとともに、児童生徒及び学生等

からの心の迷い等の兆候を見逃すことなく、適切に対処するものとする。 

３ 学校等教育機関は、いじめと自殺の因果関係の有無に十分配慮するとともに、いじめの防止及び

早期発見に努め、いじめの対策に万全を期するものとする。 

４ 学校等教育機関は、市及び関係機関と連携し、教職員等が心身ともに健康で職務に従事すること

ができるよう適切な措置を講ずるものとする。 

（市民の責務） 

第６条 市民は、自殺が自己に関係のある問題となり得ること及び自殺の防止等に資する行為を自ら

が行い得ることを認識し、自殺及びその背景にある問題に対する正しい理解を深めるとともに、そ

れぞれが自殺に関し適切な役割を果たすよう努めるものとする。 

（議会及び議員の責務） 

第７条 議会は、自殺対策に関する市の施策が効果的に推進されるよう調査するとともに、評価を行

い、必要に応じ、提言を行うものとする。 

２ 議員は、自らが自殺対策の担い手としての自覚を持つとともに、自殺に対する正しい理解を深め、

自殺対策に積極的に取り組むものとする。 

（名誉及び心情並びに生活の平穏への配慮） 

第８条 自殺対策の実施に当たっては、自殺者、自殺未遂者及び自殺のおそれがある者並びにそれら

の親族を含む周囲の人々の名誉及び心情並びに生活の平穏に十分配慮し、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。 

第２章 基本的施策 

（調査研究の推進等） 
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第９条 市は、自殺対策に係る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、情報の

収集、整理、分析及び提供を行うものとする。 

（市民の理解の増進） 

第 10 条 市は、教育活動、広報活動等を通じ、自殺の防止等自殺に関する諸問題への市民の理解を

深め、市民一人ひとりが自殺対策の担い手となるよう必要な施策を講ずるものとする。 

（人材の確保等） 

第 11 条 市は、自殺対策を推進するため、関係団体等との連携協力を図りながら、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。 

（心の健康保持及び自殺発生回避の相談体制等） 

第 12 条 市は、職域、学校等教育機関、地域等において、市民の心の健康の保持及び増進並びに自

殺の発生を回避するための相談を受けることができる体制の整備及び充実を図るため、必要な施策

を講ずるものとする。 

（医療提供の体制整備） 

第 13 条 市は、心の健康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の早期発見に努

めるとともに、必要な医療が早期かつ適切に提供されるよう、医療機関等との適切な連携の確保等

の施策を講ずるものとする。 

（自殺未遂者等への支援） 

第 14 条 市は、自殺未遂者及び自殺のおそれがある者が、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。 

（自死遺族等への支援） 

第 15 条 市は、自死遺族又は自殺未遂者の親族等が受ける複雑かつ深刻な心情に配慮し、その深刻

な心理的影響が緩和されるよう、当該親族等に対する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。 

（民間団体等への支援等） 

第 16 条 市は、自殺対策に取り組んでいる民間団体等が継続的に事業の展開を図ることができるよ

う、各団体等の実情に応じた支援等を行うよう努めるものとする。 

第３章 推進体制 

（計画の策定） 

第 17 条 市は、自殺対策を総合的かつ計画的に推進するため、法第 13 条第２項の規定に基づき、計

画を策定するものとする。 

（推進組織の設置） 

第 18 条 市は、自殺対策を効率的、効果的に実施するため、推進組織を設置するものとする。 

（財政上の措置等） 

第 19 条 市は、この条例の目的を達成するため、財政上の措置その他の必要な施策を講ずるものと

する。 

（報告及び公表） 

第 20 条 市は、毎年、自殺対策に関する計画について評価を行い、市における自殺の概要及び施策

の実施状況を議会に報告するとともに、市民に公表するものとする。 

第４章 雑則 

（条例の見直し） 

第 21 条 この条例は、自殺対策の運用状況、実施効果等を勘案し、第１条の目的の達成状況を評価

した上で、必要に応じて見直しを行うものとする。 

（委任） 
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第 22 条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この条例は、平成 29 年９月 10 日から施行する。 
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郡山市自殺対策推進庁内委員会設置要綱 

 （設置） 

第１条 郡山市自殺対策基本条例（平成 29 年郡山市条例第 36 号）第 18 条の規定に基づき、「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、自殺対策を総合的かつ計画的に推進するため、

郡山市自殺対策推進庁内委員会（以下「委員会」という。 ）を設置する。 

 （所掌事務） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項について協議する。 

(1)  自殺対策の推進に関すること。 

 (2) 自殺対策計画の策定及び見直しに関すること。 

 (3) その他自殺対策に関すること。 

 （組織） 

第３条 委員会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。 

２ 会長には保健所次長、副会長には地域保健課長をもって充てる。 

３ 委員には、別表に掲げる職にある者をもって充てる。 

４ 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

５ 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４条 委員会は、会長が招集し、会議の議長となる。 

２ 会長は、必要に応じ委員以外の市職員等の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。 

 （庶務） 

第５条 委員会の庶務は、保健福祉部保健所地域保健課において処理する。 

 （委任） 

第６条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。 

   附 則 

この要綱は平成 30 年５月 18 日から施行する。 

附 則 

この条例は、平成 31 年４月１日から施行する。 
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別表（第３条関係） 

   部 局             職 名          

総務部 職員厚生課長 

政策開発部 雇用政策課長 

税務部 市民税課長 

収納課長 

市民部 市民・ＮＰＯ活動推進課長 

男女共同参画課長 

国民健康保険課長 

国保税収納課長 

セーフコミュニティ課長 

保健福祉部 

 

保健福祉部 

保健福祉総務課長 

生活支援課長 

障がい福祉課長 

地域包括ケア推進課長 

保健所総務課長 

こども部 こども未来課長 

こども支援課長 

こども育成課長 

産業観光部 産業政策課長 

建設交通部 住宅政策課長 

教育委員会事務局学

校教育部 

学校管理課長 

学校教育推進課長 

総合教育支援センター所長 

上下水道局 お客様サービス課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


