
第 2次新潟市自殺総合対策行動計画の策定について 

1 新潟市自殺総合対策行動計画（以下「計画」という。）

平成 24年度に策定した計画の期間が平成 30年度で終了となるため，今年度，
平成 31年度からの第 2次計画（計画期間 5年間）を策定する。
本計画は，関係機関・団体，庁内関係各課と連携を図り，自殺総合対策を推進す

ることを目的とする。

  【第 1次計画の数値目標達成状況】
平成 28年数値目標 平成 30年数値目標 平成 28年

自殺者数 160人以下 144人以下 133人
自殺死亡率 19.9以下 17.8以下 16.5 

※ H28 政令市ワースト 4 位 

2  計画の策定に関連する会議 

（1）自殺対策協議会（以下「協議会」という。）
関係機関・団体，有識者等 20人で構成される懇話会
多方面から意見をいただき，自殺総合対策を推進する。

（2）自殺総合対策庁内推進会議（以下「庁内推進会議」という。）
委員長は保健衛生部長，構成員は庁内関係各課の所属長で構成される会議

 関係各課から，自殺対策と連携できる事業について情報提供いただくととも

に，計画策定について意見をいただき，計画に反映させる。

3  庁内推進会議の構成員について 

平成 22年に制定した庁内推進会議の要綱では，本庁の関係所属長及び中央区の
健康福祉課長，保護課長に構成員として就任していただいていた。

第 2次計画では，各区の現状も可視化したいと考えており，庁内推進会議にお
いて区の意見をお聞きしたいことから，全区の健康福祉課長及び東・中央・西区の

保護課長に構成員をお願いしたいと考えている。

また，本庁については，自殺対策と関連のある課の所属長にお願いしたいと考

えている。

4  庁内推進会議の構成員（案） 

新潟市自殺総合対策庁内推進会議構成員（案）別紙 1 

5 参加を依頼する会議等の回数 

庁内推進会議 1回，協議会オブザーバーとして 2～3回

6  参考資料 

平成 30年度 新潟市自殺対策協議会委員名簿 別紙 2 

庁 議 資 料
平成 3 0 年 5 月 2 1 日
保 健 衛 生 部
こころの健康センター



関連事務

1 消費生活センター所長 消費生活の相談及び苦情処理

2 男女共同参画課長 配偶者からの暴力に係る相談等　　女性相談の総括

3 広聴相談課長 市民生活相談の実施及び総括

4 福祉総務課長 民生委員及び児童委員の総括　　生活保護の総括

5 障がい福祉課長 共生社会の推進　　障がい者の社会参加の促進

6 高齢者支援課長 高齢者生きがいづくり等支援事業の総括

7 地域包括ケア推進課長 地域包括ケアの推進　　地域包括支援センターの総括

8 こども家庭課長 母子保健の総括

9 児童相談所長 児童等の援助　　児童虐待の対応

10 保健衛生総務課長 保健衛生施策の企画及び総合調整

11 こころの健康センター所長 精神保健及び精神障がい者福祉に係る相談　　自殺総合対策

12 保健所　健康増進課長 健康づくりの推進

13 雇用政策課長 雇用の促進及び定着

14 農林政策課長 農業行政の企画及び調査並びに農業災害に関する事項

15 住環境政策課長 市営住宅に関する事項

16 人事課長 職員の労務管理　　職員の研修

17 職員課長 職員の健康管理

18 財務課長 予算の編成及び執行監督

19 債権管理課長 債権管理　　滞納対策等の総括

20 北区役所　健康福祉課長 保健福祉に関する事項   生活困窮者自立支援制度

21 東区役所　健康福祉課長 保健福祉に関する事項

22 東区役所　保護課長 生活困窮者自立支援制度

23 中央区役所　健康福祉課長 保健福祉に関する事項

24 中央区役所　保護課長 生活困窮者自立支援制度

25 江南区役所　健康福祉課長 保健福祉に関する事項   生活困窮者自立支援制度

26 秋葉区役所　健康福祉課長 保健福祉に関する事項   生活困窮者自立支援制度

27 南区役所　健康福祉課長 保健福祉に関する事項   生活困窮者自立支援制度

28 西区役所　健康福祉課長 保健福祉に関する事項

29 西区役所　保護課長 生活困窮者自立支援制度

30 西蒲区役所　健康福祉課長 保健福祉に関する事項   生活困窮者自立支援制度

31 消防局　救急課長 救急医療体制　　患者等搬送事業

32 水道局　総務課長 局の事務事業の総合調整

33 市民病院　管理課長 職員の福利厚生，保健衛生及び公務災害補償に関する事項

34 教育委員会　地域教育推進課長 青少年教育の推進　　青少年の健全育成及び非行防止

35 教育委員会　学校支援課長 教育課程の編成及び実施の指導

新潟市自殺総合対策庁内推進会議構成員　（案）

構成員
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平成30年度　新潟市自殺対策協議会委員名簿

【敬称略　五十音順】

氏名 構成機関・団体・所属 役職等

1 池田　伸一
イケダ　シンイチ

社会福祉法人 新潟いのちの電話 事務局長

2 石橋
ｲｼﾊﾞｼ

　秋美
ｱｷﾐ

自死遺族語り合いの会「虹の会」 世話人

3 川崎
カワサキ

　晃
ヒカル

連合新潟地域協議会 事務局長

4 川瀬　正之
カワセ　マサユキ

新潟市社会福祉協議会 福祉相談支援課長

5 熊谷　敬一
クマガイ　ケイイチ

一般社団法人　新潟市医師会 監事

6 興梠
コウロ

　建郎
タツロウ 独立行政法人労働者健康福祉機構

新潟産業保健総合支援センター
所長

7 後藤
ゴトウ

　雅博
マサヒロ

こころのクリニック　ウィズ 所長

8 小林
コバヤシ

　恵子
ケイコ 新潟大学医学部保健学科

新潟大学大学院保健学研究科
教授

9 小日山
コヒヤマ

　俊哉
トシヤ

新潟県警察本部生活安全部生活安全企画課 課長

10 齋藤
サイトウ

　正行
マサユキ

特定非営利活動法人新潟ＮＰＯ協会 代表理事

11 鈴木
スズキ

　美和
ミワ

新潟県産業看護部会 会長

12 高橋
タカハシ

　渉
ワタル

新潟日報社 編集局報道部デスク

13 竹内　雄介
タケウチ　ユウスケ

新潟県司法書士会 司法書士

14 田中
タナカ

　恒彦
ツネヒコ

新潟大学人文社会・教育学系教育学部 准教授

15 玉木
タマキ

　尚子
ヒサコ

新潟商工会議所 事業企画委員会副委員長

16 名和　淳
ナワ　ジュン

新潟県臨床心理士会
メンタルヘルス関連
専門委員会委員長

17 長谷川
ハセガワ

　伸一
シンイチ

一般社団法人新潟県経営者協会 総務部長

18 堀田
ホッタ

　伸吾
シンゴ

新潟県弁護士会
人権擁護委員会
委員長

19 南
ミナミ

　ミイ子
コ

新潟市民生委員児童委員協議会連合会 地域福祉部会長

20 向井
ムカイ

　勉
ツトム 一般社団法人

　新潟市薬剤師会
理事

○　庁内関係委員

1 阿部
アベ

　隆一
リュウイチ

新潟市教育相談センター 所長

2 豊岡
トヨオカ

　正則
マサノリ

新潟市消防局救急課 課長

3 廣瀬
ヒロセ

　保夫
ヤスオ 新潟市民病院 救命救急

循環器病・脳卒中センター
センター長  救急科部長
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