
41 

 

資料編                               

１ 計画作成の経過 

日程 実施項目 主な内容 

平

成

29 

年

度 

8/23 群馬県地域自殺対策トップセミナー 

市長、健康づくり課長、福祉課長出席 

（群馬県市町村会館） 

地域自殺対策計画策定に向けての首長

等を対象としたセミナー 

9/21 桐生地域自殺対策連絡会議 

（桐生保健福祉事務所） 

地域の自殺実態について 

地域レベルの実践的な取組について 

12/15 桐生地域自殺対策担当者会議 

（桐生保健福祉事務所） 

市町村「自殺対策計画」の手引き案、地

域自殺実態プロファイルデーター（サン

プル）、地域自殺対策政策パッケージ（暫

定版）について 

1/9 

～1/31 

庁内関連事業把握作業の実施 関係課 18 課より報告 

関する事業 66 関連しうる事業 31   

1/19 自殺対策担当者研修会 

（群馬県社会福祉総合センター） 

行政説明 

モデル事業報告 足立区 

3/15 桐生地域自殺対策担当者会議 

（桐生保健福祉事務所） 

地域自殺実態プロファイルデーター、地

域自殺対策政策パッケージについて 

平

成

30 

年

度 

4/23 

～5/11 

こころに関する意識調査の実施 

対象者 15 歳以上の 2,000 人 

回答数 642 件 回収率 32.1％ 

6/6 桐生地域自殺対策担当者会議 

（桐生保健福祉事務所） 

市自殺対策計画策定進捗状況について 

6/28 自殺対策推進委員会 

（市役所 正庁 1） 

委員会の設置、自殺対策計画の策定の経

緯及び概要について 

こころに関する意識調査の結果報告 

7/26 自殺対策推進委員会 

（市役所 601 会議室） 

自殺対策計画骨子について 

8/20 桐生地域自殺対策担当者会議 

（桐生保健福祉事務所） 

市自殺対策計画策定進捗状況について 

情報交換等 

8/30 自殺対策推進委員会 

（市役所 601 会議室） 

自殺対策計画（素案）について 

9/6 部局長へ自殺対策計画（素案）を配布 部局長へ自殺対策計画（素案）の内容報

告及び意見聴取 

9/26 桐生地域自殺対策連絡会議 

（桐生保健福祉事務所） 

桐生市自殺対策計画（素案）について意

見聴取 

10/1 桐生市健康づくり推進協議会 

（桐生市保健福祉会館） 

桐生市自殺対策計画（素案）について意

見聴取 
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10/31 自殺対策推進委員会 

（市役所 601 会議室） 

自殺対策計画（案）について最終確認 

12/17 ～

1/16 

計画案の市民意見提出実施  

3/6 自殺対策推進委員会 

（市役所 601 会議室） 

計画案の市民意見提出の結果報告 

桐生市自殺対策計画策定 
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２ 桐生市自殺対策推進委員会の設置及び運営に関する要綱 

(設置) 

第 1 条 桐生市自殺対策計画(以下「計画」という。)を総合的かつ計画的に推進するため、

桐生市自殺対策推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。  

(所掌事務) 

第 2 条 委員会の所掌事務は、次に掲げるものとする。  

(1) 計画の作成及び見直しに関すること。  

(2) 計画の評価及び進行管理に関すること。  

(3) 関係部課相互の連絡調整に関すること。 

(組織) 

第 3 条 委員会は、委員 20 人以内で組織する。  

2 委員会の委員は、自殺対策に関係する部課等の職員のうちから、所属長の推薦する係長

以上の者をもって充てる。  

3 委員会に委員長 1 人、副委員長 1 人を置く。  

4 委員長及び副委員長は、委員の互選により選任する。  

5 委員長は、会務を総務し、委員を代表する。  

6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。  

(任期) 

第 4 条 委員の任期は 1 年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠

の委員の任期は、前任者の残任期間とする。  

(会議) 

第 5 条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長は会議の議長となる。 

2 会議は、必要あるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができ

る。  

(庶務) 

第 6 条 委員会の庶務は、保健福祉部福祉課において処理する。  

(補則) 

第 7 条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。  

附 則  

(施行期日) 

1 この要綱は、平成 30 年 4 月 1 日から施行する。  
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自殺対策推進委員会 委員名簿 

部署 担当課 職名 氏名 備考 

総務部 納税課 係長 髙沢 信幸  

市民生活部 
市民生活課 課長補佐 白川 実  

安全安心課 係長 小林 正人  

産業経済部 産業政策課 課長補佐 山田 和彦  

都市整備部 建築住宅課 係長 石橋 恵美  

地域振興整備局 
新里 市民生活課 課長補佐 尾池 敬子  

黒保根 市民生活課 課長補佐 星野 次男  

消防本部 警防課 係長 星野 和広  

教育委員会 

管理部 生涯学習課 課長補佐 浅野 都 副委員長 

教育部 学校教育課 係長 林 三樹夫  

教育部 青少年課 課長補佐 星野 正史  

保健福祉部 

長寿支援課 課長補佐 藤本 幸太郎 委員長 

子育て支援課 課長補佐 大竹 美佐子  

健康づくり課 課長補佐 船越 正枝  

福祉課 課長補佐 吉田 雅彦  

    

 

オブザーバー 健康づくり課 課長 宮地 敏郎  

事務局 福祉課 

課長 高草木 郁夫  

課長補佐 山形 啓子  

主査 瀬谷 清子  

主査 茂木 亮子  

 


