
部局名 担当課名 現状の課題 新規の取り組み等 コロナに関連した動向，取り組み 令和３年度の動向

福祉政策課

・若年層(30代以下)に対する自殺予防対
策が必要：相談窓口の周知や有効なアウ
トリーチ施策が提示できていない。
・令和2年度は，前年度と比べて全国的に
女性の自殺者数が増加しており，コロナ
ウイルス感染拡大の影響による失業や家
庭の問題によるものではないかと推測さ
れている。本市においても，同様の自殺
者数の推移が見られる。

・若年層向けのゲートキーパー研修を開
催(柏商工会議所：青年部と共催で研修を
実施（令和2年10月)。
・一般市民向けゲートキーパー研修(3月)
を民生委員に広報し，地域での活動に反
映していただく。
・ゲートキーパー研修の動画をホーム
ページで公開し，自殺予防に資する基礎
的スキルを広く市民に周知する。(3月)

対面開催が困難な講座等について，中止
ではなくオンラインで実施することで，外
出が困難な場合であっても自殺予防に資
する人材育成ができる体制をつくる。
・若年層向けのフォーラムに代えて，ゲー
トキーパー研修の動画を市ホームページ
で公開する(左記)。
・自死遺族支援公開講演会⇒講義動画を
委託先ホームページで公開(3月)。

・自殺の可能性の高い方を特定して相談
や支援につなげるため，若年層や女性の
利用頻度が高いＩＣＴを活用した相談事業
を導入する(インターネットゲートキーパー
事業)。
・国や県が開設しているＳＮＳ相談窓口等
の周知を推進する。
・近年，関心が高まっているゲートキー
パー研修について一層の充実を図る。

高齢者支援課

老人クラブは，年々会員数が減少してお
り，会員が高年齢化している。高齢者の
価値観，交流の場や居場所が多様化して
おり，高齢者の過ごし方について，選択肢
が広がったことで，老人クラブに魅力を感
じられないことが要因と考えられる。

老人クラブの活動について，一定の見直
しが必要であることを老人クラブ連合会へ
伝えている。地域貢献活動の強化につい
て，模索し，ボランティア活動等を通じて
周知していく。

コロナで老人クラブの活動ができなくなっ
ているため，電話での見守り活動を強化
している。

高齢者のニーズが多様化しているが，老
人クラブは交流の場や居場所づくりの一
つとして，会員数の減少に歯止めをかけ
られるよう，引き続き所管課として，支援し
ていく。

地域包括
支援課

　通いの場については，感染予防対策を
行い，９月から一部の団体は活動を再開
した。コロナ禍のため，新たな通いの場の
開設は難しい状況になっている。たすけ
あい活動，通いの場共に，立ち上げ後の
担い手・利用者の確保が課題になってい
る。
　地域包括支援センターでは高齢者の総
合相談支援を行い，必要に応じ関係機関
へつないでいるが，複合的な課題を抱え
る方への支援に対する関係機関との連携
が課題である。

　2020年４月から40歳以上の市民を対象
に，健康づくりやボランティア活動などの
フレイル予防に資する活動に参加するこ
とで，専用のカードにポイントを貯める「か
しわフレイル予防ポイント制度」を実施し，
高齢者の社会参加の促進を図っていく。
　また令和２年６月から地域包括支援セン
ター１か所，相談窓口１か所増設し，市内
全１３か所で高齢者の総合相談支援を
行っている。
　

　 通いの場再開に向けて，各団体へ開催
の留意事項の説明と，課題の聞き取り
や，通いの場の実施団体同士が情報共
有する機会を作った。また，オンラインに
よる通いの場の実施に関する情報提供
や，活動に役立てられるよう，居宅で取り
組める体操等のちらしを配布した。
　地域包括支援センターの運営において
は，新型コロナウィルス感染拡大防止の
ため，対面に代わり電話による相談やモ
ニタリング等も併用した。また，関係機関
との会議も書面会議やオンライン等，状
況に応じてさまざまな方法で開催した。

　コロナに関連した対応は引き続き継続。
　地域包括支援センター，支えあい推進
員と連携した地域関係者への支援の継
続と，フレイル予防ポイント制度の周知を
行い，ポイント付与事業数を増やし，居場
所づくりを進めていく。

障害福祉課

精神障害を抱えた方の，相談や福祉サー
ビスを利用する方は増加傾向にある。そ
のため，精神障害を抱えた方への相談支
援や関わり方など支援の質の向上が必
要である。

・新たに地域生活支援拠点が管轄する地
区の相談支援事業所職員を対象に質の
向上に向け研修会を実施。
・その他，精神障害にも対応した地域包
括ケアシステムの構築に向けて，実務者
会議に障害福祉課並びに委託相談支援
事業所が参画をし，連携強化に向けて取
り組んでいる。

濃厚接触在宅障害者を対象に，一時保
護所を開設した。

引き続き，各地域生活支援拠点が管轄す
る地区の相談支援事業所や地域包括支
援センター職員等を対象に，連携の強化
や相談支援の質の向上に向け研修会な
どを実施する。

生活支援課
事業目的が生活困窮者の自立であり，事
業利用中の対象者の状況把握にとどまっ
てしまう。

特になし。 特になし。

現行の事業を利用している方だけでなく，
利用を希望している方の生活状況につい
ても相談段階での聞き取りを徹底する意
識を当該事業の委託先である，「柏市地
域生活支援センターあいねっと」と共有す
る。

保健予防課

①精神保健福祉相談
・自殺企図や希死念慮等訴えのある方や
自殺のリスクの高いアルコール関連問題
を抱える方等に対しての相談支援を実施
している。
②啓発
・出前講座では，相談支援事業者や企
業，民生委員からうつやストレスケア等，
支援者対応の要望が増えており，ニーズ
に応じて実施している。
・担当者研修会では，自殺予防対策の一
環として支援者向けの研修会を実施して
いる。
③自殺未遂者支援
・救急医療機関から要請があれば，病院
への訪問支援等連携し，支援を実施して
いる。今後も関係医療機関等と連携し，
自殺未遂者支援に取り組んでいきたい。

・市ホームページを改編し，コロナ禍での
メンタルヘルスケア等の普及啓発をおこ
なった。

・市ホームページに『新型コロナウイルス
に係るこころのケア』として，コロナ禍での
メンタルヘルスケア，適正飲酒等について
掲載し，市民向けの啓発に努めている。

コロナ禍の影響等を見据えながら，自殺
企図や希死念慮等のある方や自殺のリ
スクの高いアルコール関連問題を抱える
方等に対してのさらなる相談支援の充実
を図っていく。

地域保健課

・妊娠期からの切れ目ない支援の展開と
子育て支援の充実
４箇所の柏市妊娠子育て相談センターに
て，妊娠届出時の専門職による全数面談
を実施。支援が必要な妊婦は増える中，
特にこころの問題をかかえる妊婦が増加
傾向にある。関係機関と連携をした早期
の支援体制の強化が必要。

・昨年から引き続き，特に妊産婦のﾒﾝﾀﾙ
ﾍﾙｽ支援体制の強化を図っている。
新規の取り組みは無し。

・感染症等の懸念から，訪問支援を希望
しない場合は，オンライン面談等を提案。
ホームページ等での情報発信を強化。

・産後ケアの移管等により，妊産婦等へ
の支援強化を図り，切れ目のない支援の
充実を図る。

健康増進課

①健康づくり普及啓発
・若い世代や働く世代に向けた効果的な
啓発方法の検討
②健康相談
・へるすアップ相談(健診の事後指導とし
て実施)の利用率向上,利用後の行動変容
の評価
・心身の健康に係る多様な相談に対応す
るための，職員のスキルアップ
③柏地域・職域連携推進協議会
・地域と職域の各機関が抱える健康課題
や取組みに関する情報交換を行い，協議
会として取り組む健康課題についての共
通認識を図る。構成機関に期待される役
割を各々が認識し，適切な役割分担のも
とに健康課題の解決に向けた共同事業を
展開する。

①健康づくり普及啓発
・第一生命との包括的連携協定に基づ
き，健康づくりに係る啓発チラシを市民や
企業向けに配布。
②健康相談
・へるすアップ相談の相談体制の見直し
（従事者，相談時間，会場等），電話での
事後フォローの実施
③柏地域・職域連携推進協議会
・「地域・職域連携推進ガイドライン」の共
有を図る。
・働く世代向けの啓発リーフレット「柏市で
働く人のための健康増進ガイド」をメール
配信事業所へ郵送にて配付。
・事業所向け健康情報等のメール配信の
内容について，こころの健康・アルコール
に関する情報を配信。

①健康づくり普及啓発
・民間企業（第一生命，モラージュ柏）と連
携し，啓発チラシを配布。
・図書館及び沼南庁舎での企画展示にて
心の健康及びアルコールに関するリーフ
レットを配布。
②健康相談
・感染防止策を講じた上での，へるすアッ
プ相談の開催（健康チェックシートの活
用，従事者と利用者のマスク着用・検温・
手指消毒，飛沫防止シートを設置し従事
者と利用者が対面しないような席配置，
室内の換気，使用物品や室内の消毒）。
③柏地域・職域連携推進協議会
・事業所向け健康情報等のメール配信の
内容について，こころの健康・アルコール
に関する情報およびコロナ関係の情報を
配信。

①健康づくり普及啓発
・第一生命やモラージュ柏等の民間企業
と引き続き連携し，働く世代，子育て世代
に向けた健康づくりに係る啓発を推進。
②健康相談
・新型コロナウイルス感染状況を踏まえて
のへるすアップ相談開催や相談体制の検
討を行う。
③柏地域・職域連携推進協議会
・「柏市で働く人のための健康増進ガイド」
を，協議会の関係機関と連携の上，作成
し，事業所等に配付する。
・事業所向けに健康情報等のメール配信
を実施。登録事業所の増加に向け，引き
続き周知を行う。

各課自殺対策の実施状況

保健福祉部

保健所
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学校教育部 児童生徒課

STOPitアプリについては，毎年多くの相
談が寄せられているが，あくまでもセーフ
ティネットを可能なかぎり広げることが目
的である。引き続き，教職員と子ども達と
の信頼関係を深め，児童生徒が相談しや
すい環境を構築すること，教職員の気づ
きの感度を高めること，学校として組織的
な取り組みがなされることに力を入れてい
く。
また，性の多様性という観点も踏まえなが
ら，生活のきまり（いわゆる校則）の見直
しについて継続して呼び掛けていく。

児童生徒の相談窓口の多様化，および
セーフティーネットの拡大を目的として，
STOPitアプリを小学校６年生にも導入し
た。
「SOSの出し方教育」については小学校に
合わせた教材を開発中である。

自殺予防に係る取組に関する文書，新型
コロナウイルス感染症に係るいじめ防止
等についての文書の発出。相談先の周
知。
STOPitにて休業明けメッセージの送付。
（休業明けの自殺者数が多く，コロナによ
る家庭内でのストレスも懸念されるため）

小学校において，いじめの認知件数が増
加傾向にあることから，小学校段階にお
けるメンタルヘルス対策および，「SOSの
出し方教育」をより一層推進していく。

こども部 こども福祉課

子育てに悩んでいる保護者等の養育や，
ひとり親家庭等の自立，子どもがいる家
庭でのDVなどに関する包括的な相談・支
援の充実

引き続き，包括的な相談・支援の充実を
図る

コロナに関連するかは不明だが，家庭児
童相談において，相談件数の伸びが見ら
れた。さらに，表層化されていない事案も
多いと捉えて，引き続き慎重に相談・支援
に取り組んでいく

引き続き，包括的な相談・支援の充実を
図る

消防局 救急課

令和２年の自損行為による救急出場件数
は１７４件あり，その内病院に搬送した人
数は１２６名でした。年齢別では，少年３
名・成人９８名・高齢者２５名で，程度別で
は，軽傷４１名・中等症５１名・重症２５名・
死亡９名でした。
（少年７歳以上１８歳未満・成人１８歳以上
６５歳未満・高齢者６５歳以上）

特になし 特になし

対象となる事案が発生した際は，警察，
学校，保健所等関係機関に連絡をし，再
発防止ができるものについては更なる連
携強化に努め，再発防止を図る。
また，市役所内に相談できる部署があれ
ば連携強化したい。

市民生活部
消費生活
センター

消費者問題の発生や被害の未然拡大防
止を図るための効率的・効果的な啓発の
実施。

新型コロナウイルスの影響により，当初
予定していた若者等への啓発活動ができ
なかった。

新型コロナに関する契約トラブルについ
ては，相談内容を分析するとともに，ケー
スによっては，多重債務や生活困窮など
が潜んでいることがあり，時間をかけて相
談を聞かないといけないものが増えてき
た。事前に生活困窮に関する連携先を把
握して，関係機関と連携しながら進めてい
る。

若者や現役世代へのアプローチについて
成功事例があればご教示ください。

経済産業部 商工振興課
・就業できない方，職を失った方への対応
（相談等）
・所得減少の方への対応（相談等）

特になし

市に相談の電話があった際には，ハロー
ワークや千葉県労働局等，関係機関を案
内し，適切な支援が受けられるよう情報
提供に努める。

市に相談の電話があった際には，ハロー
ワークや千葉県労働局等，関係機関を案
内し，適切な支援が受けられるよう情報
提供に努める。

広報広聴課

ホームページや広報かしわ等を活用した
情報発信については，自殺対策担当課か
らの積極的な情報発信が必要である。
市民相談においては，引き続き，丁寧に
お話を伺い，必要に応じて専門家の相談
につなげている。

予定なし 特になし
引き続き，市民相談についてホームペー
ジや広報かしわ等で案内していく。

協働推進課

①男女共同参画社会の推進のための啓
発事業への集客が少ない。
②多様な性への理解に関する悩みの相
談窓口等の情報発信が不十分である。
③柏市国際交流センターの認知度，在住
外国人支援内容の情報発信が不足して
いる。

①男女共同参画フォーラムに麗澤大学生
が参加（３回目）
②ホームページでの情報発信を継続
③在住外国人のための支援について，
ホームページやツイッターなどでの情報
発信を継続

ホームページやＳＮＳを活用した情報発
信に努める。

①若年層及び幅広い年代への周知に努
める。
②ホームページの充実を図る。
③情報交換会を継続する。

地域づくり
推進部
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