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４ ライフステ－ジ※６に応じた取り組み 

  地域における心の健康づくりは、子どもから高齢者までのライフステージに応じた地域ぐるみの

取り組みが必要です。そのためライフステ－ジの課題に対して、地域の関係機関・団体との連携を

図り取り組みを推進します。 

（１）子ども・若者への支援 

    子ども・若者を取り巻く家庭・生活環境や個々が抱えている特性などにより、人間関係の構築

が困難・いじめ、あるいは学びづらさ、生きづらさを感じる子どもや若者がいる現状があります。   

どのような特性や環境にあっても、一人ひとりが自分を大切に思い、お互いの個性が尊重される

関係づくりが必要です。また、困難やストレスに直面したときのために対処法を学ぶとともに、

ＳＯＳを出せる力や、ネットトラブルによるいじめ防止のための情報モラル教育※７も必要です。

そのために、子どもたちへの教育、周囲の理解や支援関係者との連携を図ります。 

 

   ■自己肯定感を育む教育・SOSの出し方に関する教育の推進 

事業名・内容 担当部署 関連協力団体 

性・命・人権教育講演会 

 性と生をテーマに人権教育を含め、生きる力や自

己肯定感を高める機会として開催します。 

学校 

学校教育課 

保健課 

邑南町教育研究会 

SOSの出し方に関する教育 

心の健康やストレスについての理解と、対処法を

身につけるための教育の機会を設けます。また、子

どもがいじめ等の悩みや不安を打ち明けられるよ

う、いじめ 110番など相談窓口の周知を図ります。 

学校 

学校教育課 

生涯学習課 

保健課 

― 

 

   ■関係機関が連携した教育の推進 

事業名・内容 担当部署 関連協力団体 

おおなん子どもの集い 

 各小中学校の子どもたちがともに学びつなが

る機会をつくることで、仲間とつながるために大

切なこと（コミュニケーション等）を学び、いじ

めのない学校づくりを進める子どもリーダーを

育てます。 

学校教育課 ― 

特別支援連携協議会・研修会 

 関係者で特別な支援が必要な子どもの理解と

支援について情報交換や研修を行い、連携して支

援します。 

学校教育課 

保育所・園 学校  

教育支援センター  

浜田教育事務所  

発達障害者支援センタ－ウィ

ンド 

相談支援事業所 

用語注 ※６ライフステ－ジ 人間の一生における、幼年期・児童期・青年期・壮年期・老年期等それぞれの段階 

※７情報モラル 情報社会を生きぬき、健全に発展させていく上で身につけておくべき考えや態度 
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事業名・内容 担当部署 関連協力団体 

ICT等情報モラルに関する教育 

 各学校においてインターネット等の適切な利用に

関する啓発を行い、ネットトラブルによるいじめの

防止や望ましい生活習慣の確立を目指します。 

学校 

学校教育課 

保健課 

 

健康長寿おおなん 

推進会議 

 

■関係機関と連携した相談支援体制 

事業名・内容 担当部署 関連協力団体 

学校における相談支援体制 

 教員、養護教諭、スク－ルカウンセラ－、ス

クールソーシャルワーカー等、子どもや保護者

が悩みを相談できる体制を充実させるととも

に、児童生徒の心の変化への気づきや対応の理

解を深め、必要時、教育支援センタ－、主任児

童委員、行政等と連携して支援を行います。 

 

 

学校 

学校教育課 

 

教育支援センター 

民生児童委員協議会 

相談支援事業所 

医療機関 

若者への相談支援体制 

 引きこもり等地域で支援の必要な若者に対

して、参加者同士の交流や社会体験の場づくり

を引き続き行います。必要に応じて、関係機関

と連携して個別相談・就労支援につなげていき

ます。 

また、家族に対して、相談窓口や研修会の情

報提供を行います。 

 

 

福祉課 

保健課 

 

 

相談支援事業所 

医療機関 

他関係機関    

 

 

 （２）子育て世代への支援 

    妊産婦の心の不調は、その後の子育てに影響する大変大きな問題です。妊娠期から子どもを待

ち望み、産後も安心して子育てをしていくために、関係機関と連携し、産後のうつ予防、安心し

て子育てできる妊娠期からの途切れない支援体制を充実します。 

   ■医療機関と連携した産前・産後の支援の強化 

事業名・内容 担当部署 関連協力団体 

妊産婦健康診査事業 

産婦人科と連携し、支援の必要な妊産婦を把握し

訪問や支援につなげることで、産後うつ、虐待を予防

します。 

保健課 委託医療機関 



- 20 - 

 

事業名・内容 担当部署 関連協力団体 

産後ケア事業 

 産後、産婦人科や助産師と連携し、心身のケアや育児

支援を行うことにより、産後うつを予防します。 

保健課 
委託助産院 

医療機関 

乳児全戸訪問事業 

 出産後、できるだけ早い時期に地区担当保健師が訪問

し、産婦の不安への対応と適切な支援につなげます。 

保健課 
助産院 

医療機関 

    

■母性・父性の育成、親子の愛着形成への支援 

事業名・内容 担当部署 関連協力団体 

両親学級 

具体的な育児指導を通して母性や父性を高め

る意識付けや、あわせて妊娠中、出産後のスト

レス軽減のための仲間づくりを行います。 

保健課 

 

助産院 

子どものこころを考える会 

 子育て支援関係者が親子の愛着形成について

理解し、町の子育て環境の課題や取り組みを検 

討します。また、虐待予防の視点をもって早期発

見、見守りにつながるようネットワークの強化

を目指します。 

保健課 

 

保育所・園 学校 児童クラブ 

子育てボランティア 

ファミリーサポートセンター 

社会福祉協議会 

 

（３）働きざかり世代への支援 

    町内事業所は、衛生管理者の設置義務がない５０人以下の小規模事業所が９割を占めており、

職場内で悩みを相談する体制やストレス、心の健康についての知識を高める機会が少ないと考え

られます。一方で厚生労働省の労働者健康状態調査によると、働きざかり世代がストレスを抱え

る割合は、約６割と依然高い現状があり、過重労働等による健康障がいを防止するために、働き

やすい職場環境づくりを推進します。また、国の働き方改革実行計画をふまえ、従業員が健康に

働くためのメンタルヘルス対策や人材確保対策について、関係機関と連携して取り組みます。 

 

   ■事業所における働きやすい職場環境の推進 

    事業名・内容 担当部署 関連協力団体 

働きやすい職場環境の整備 

事業主や健康管理担当者が、研修会等に積極的

に参加し、心の不調者への対応を含めた職場環境

の整備を図ります。また、過重労働や過労死を予

防するために働き方改革を推進します。 

町内事業所 

産業保健総合支援セン

タ－※８ 

浜田労働基準監督署 

   用語注※８ 産業保健総合支援センタ－ 産業保健関係者への支援や、事業主等に対して職場の健康管理の啓発 

を行う独立行政法人 
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事業名・内容 担当部署 関連協力団体 

経営者に対する相談事業の実施 

売上の減少等経営難に直面している経営者を

支援するため、邑南町しごとづくりセンタ－や商

工会と連携して、中小企業・小規模事業者を対象

とした相談事業を推進します。 

邑南町しごとづく

りセンタ－ 
商工会 

従業員に対する情報提供の機会の確保 

ストレスや心の健康について理解し、自らがス

トレスに気づき、必要時、相談窓口を利用できる

よう、正しい知識を得る機会を設けます。 

町内事業所 

 

産業保健総合支援セン

ター 

 

小規模事業所の相談支援体制 

管理職以外の従業員が相談員を担い管理職や

行政とのパイプ役になる等、事業所内の相談しや

すい関係づくり体制づくりを検討します。 

 

町内事業所 

保健課 

 
 

産業保健総合支援セン

ター 

いきいき働く事業経営・環境整備 

 従業員が年間計画をたて目標管理を行うこと

で、自身のモチベーションを高めるとともにワー

クライフバランスを図ります。 

町内事業所 

 

－ 

不調者への気づきと早期対応 

ストレスチェック※９を実施し、早期に不調者に

気付き早期対応につなげます。 
町内事業所 

産業医 

産業保健総合支援セン

ター 

   用語注※９ ストレスチェック 定期的に労働者のストレスの状況について検査を行い、本人にその結果を通知

して自らのストレスの状況について気づきを促し、個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減させるとともに、

検査結果を集団的に分析し、職場環境の改善につなげる取り組み 

 

 

■働きやすい職場環境を推進するための支援 

事業名・内容 担当部署 関連協力団体 

心の健康づくり研修会・出前講座 

 事業主や健康管理担当者を対象に、働きやすい

職場環境づくりや心の不調者への対応、コミュニ

ケーション力を高める方法等について研修会を

行います。また、出前講座で従業員に対して心の

健康に関する正しい情報提供を行います。 

保健課 

町内事業所 

産業保健総合支援セン

ター 

事業所訪問 

 町内事業所を訪問し、専門相談窓口の周知や研

修会や出前講座の利用について働きかけます。ま

た、事業所担当者と連携を図りながら心に関する

啓発を行います。 

保健課 町内事業所 
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■人材確保の推進 

    町内事業所では、必要な人員が不足しているために、従業員にかかる負担が増加している現状 

があります。適正な人員確保を支援することで、過重労働による心の不調を防ぎます。 

事業名・内容 担当部署 関連協力団体 

進出企業人材確保対策会議 

 企業・学校・行政が連携し、定住対策や企業・

町の魅力を生徒や教員、保護者に情報提供等を行

い、人材確保に努めます。 

商工観光課 

邑南町進出企業会 

島根県、学校 

ハローワーク川本 

商工会 

邑南町無料職業相談 

 役場内に、職業相談の専門員が駐在し、定期的

な巡回相談をしながら、就労希望者と町内事業所

をつなぎます。 

商工観光課 
町内事業所 

ハローワーク川本 

  

 

（４）高齢者への支援 

独居高齢者や、高齢者世帯が年々増加しています。高齢者の多くは、糖尿病・高血圧・心疾患

等の生活習慣病や関節痛等の慢性疾患を抱えていることが多く、継続的な身体的苦痛、将来への

不安がうつ病の引き金となり、自死につながると考えられています。 

また、高齢化・過疎化に伴い、地域の関係性の希薄化による孤独・孤立感からうつに至る場合

もあります。たとえ同居家族がいても、家族に看護や介護の負担をかけることへの遠慮など、家

族への精神的負担も自死の要因の１つとされています。 

高齢になっても住み慣れたところで安心して暮らし続けるために、多機関が連携し取り組みを

推進します。 

 

■高齢者が安心して暮らせるための地域包括ケアシステムの構築 

事業名・内容 担当部署 関連協力団体 

第１層協議体会議 

 地域における様々な課題に対して必要な取組みにつ

いて協議し、政策提案を行います。 

 

福祉課 

 

－ 

在宅医療介護連携推進事業の推進 

 介護や療養が必要となっても、住み慣れた地域で安心

して暮らせるよう、在宅医療と介護・福祉の連携を進め

ます。 

福祉課 

医療機関 

介護保険サービス事

業所 
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事業名・内容 担当部署 関連協力団体 

生活支援体制整備事業の推進 

 生活支援コーデイネーターの配置や協議体の設置を

推進し、多様な生活支援や介護予防サービスが利用でき

る地域づくりを推進します。 

福祉課 社会福祉協議会 

認知症総合支援事業の推進 

 国の新オレンジプラン※10に基づき、認知症への理解

を深めるための知識の普及・啓発、認知症を介護する

方への支援等を中心に取り組みを推進していきます。 

 

・認知症カフェの開催 

 本人や家族、地域住民が気軽に参加し、日頃の思いを

語り合い、学習する機会をもつことで本人や家族の精神

的負担を軽減するとともに、地域における認知症の理解

を深めます。 

・認知症ケアパス※11による情報提供 

 本人や家族が、認知症の治療や支援について早期に理

解を深めることにより、精神的負担の軽減を図ります。 

 

 

福祉課 

医療機関 

介護保険サービス事

業所 

 

 

 

医療法人 

福祉法人 

 

 

医療機関 

居宅介護支援事業所 

介護者家族の会 

 長期に渡る介護の中で、ストレスや悩みを抱えこみや

すい家族が、同じ悩みをもつ人と語り合い学習する機会

をもつことで、精神的負担の軽減を図ります。 

 

福祉課 

 

－ 

   用語注※10 オレンジプラン 認知症の方の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境で自分ら

しく暮らし続けることができる社会を実現するために、厚生労働省が策定した「認知症施策推進総合戦略」 

   用語注※11 認知症ケアパス 認知症の方とその家族が、地域の中で本来の生活を営むために、認知症の方と

家族及び地域・医療・介護の人々が目標を共有し、それを達成するための連携の仕組み 

 

■相談窓口の充実と周知 

事業名・内容 担当部署 関連協力団体 

高齢者に関する相談体制の充実 

 高齢者に関する相談に対し、早期に問題解決

ができるよう、地域包括支援センターを中心と

して、各種専門ネットワークを活用し、対応し

ます。 

福祉課 各種専門関係機関 

 


