
 

 

 

 

「第２次相模原市自殺総合対策の推進のための行動計画」 

の策定について 

 
このたび、自殺総合対策の更なる推進のため「第２次相模原市自殺総

合対策の推進のための行動計画」を策定しましたのでお知らせします。 

 
我が国の自殺者数は近年減少傾向にありますが、依然として、多くの

尊い命が自殺によって失われています。 

本市では、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、

行政、関係団体、市民等が一丸となって自殺対策に取り組むため、「第２

次相模原市自殺総合対策の推進のための行動計画」を策定しました。 

また、計画では、第１次計画の評価等を踏まえ、自殺に関する基本認

識及び自殺対策の基本方針を定めるとともに、自殺を取り巻く課題に対

応するための重点施策を定めました。 

計画の概要につきましては、添付の【概要版】を御覧ください。 

計画は、近日中に各行政資料コーナーで閲覧に供するほか、市ホーム

ページに掲載します。  
 

問合せ先 

精神保健福祉課 

042-769-9813 

平成３０年５月２８日  
相 模 原 市 発 表 資 料  
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１ 計画の策定に当たって

警察庁の統計によれば、全国の自殺者数は、平成10年以降、14年連続で年間３万人を超える
深刻な状況が続いておりましたが、平成18年の自殺対策基本法（平成18年法律第85号）の制定
以後、国や地方公共団体、関係団体、民間団体等が様々な取組を進めたことにより、平成24年
以降は５年連続で３万人を下回っています。

本市においても、平成19年以降、毎年150人前後の多くの命が自殺によって失われておりま
したが、平成24年以降は年間120人ほどに減少し、平成28年には92人となりました。しかし、
依然として、毎年多くの方が自殺によって亡くなっている状況にあります。

自殺者の多くは、病気などの健康問題、倒産、失職による借金などの経済・生活問題、長時間
労働や職場環境などの勤務問題や家庭問題など、複合的な要因を抱え、それらの問題によって心
理的に追いつめられた結果、正常な判断を行うことが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。したがって、自殺を考えている人が発する何らかのサインに周囲の人が気づき、
その過程のどこかで適切な支援を行うことができれば「自殺は、その多くは防ぐことができる。」
という認識を持つ必要があります。

この基本的な認識を市民の皆様と共有し、ご協力を得て、本市における自殺の実態や実情に応
じた施策を展開していく必要があります。

自殺対策においては、個人的な問題の解決を支援するだけでなく、どれだけ追い詰められた状
況にあっても、そこから生き続ける道を選択できる社会の仕組みをつくることが重要であり、個
人に対する働きかけと社会に対する働きかけの両面から総合的に取り組んでいかなければなりま
せん。

自殺に対する偏見をなくすことや悩みは相談してもよいという意識の醸成、声を掛け合える地
域づくりなどを実現するために、長期的かつ継続的な取組が必要です。

この計画は、関係機関等で組織する相模原市自殺対策協議会のご意見等を基に、行政、関係団
体、市民等が一丸となり、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、自殺対策
を総合的に推進するために策定したものです。

　⑴　自殺は、その多くが追い込まれた末の死です。　
　⑵　自殺は、その多くが防ぐことができる社会的な問題です。　
　⑶　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言われています。

この計画は、自殺対策基本法第13条第２項及び相模原市自殺対策基本条例第９条に基づく計
画とし、自殺総合対策大綱及びかながわ自殺対策計画の趣旨を踏まえつつ、相模原市総合計画や
相模原市保健医療計画などと整合を図り、策定するものとします。

1　計画の趣旨

2　基本認識

3　計画の位置付け
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２ 現状と課題等

平成30年度から平成34年度までの５年間とします。

4　計画の期間

　⑴　自殺者数・自殺死亡率の推移

1　相模原市における自殺の現状

相模原市内の自殺者数は、近年120人程度で推移していましたが、平成28年は92人
となっています。

＜厚生労働省「人口動態統計」と警察庁「自殺統計」の違い＞

１ 調査対象の違い
　　 厚生労働省の人口動態統計は、日本における日本人を対象とし、警察庁の自殺統計は、総
　 人口（日本における外国人も含む。）を対象としており、本計画における相模原市の統計では
　 警察庁の自殺統計を基にした数値を記載しています。
２ 調査時点の違い
　　 厚生労働省の人口動態統計は、住所地を基に死亡時点で計上し、警察庁の自殺統計は、発
　 見地を基に自殺死体発見時点（正確には認知）で計上しています。

表１．自殺者数・自殺死亡率の推移
 

 平成24 年 平成25 年 平成26 年 平成27 年 平成28 年
相模原市自殺者数（人）  120 128 123 122 92
相模原市自殺死亡率  16.7 17.8 17.0 16.9 12.8
神奈川県自殺者数（人）  1,644 1,558 1,422 1,382 1,213
神奈川県自殺死亡率  18.1 17.2 15.7 15.2 13.3
全国自殺者数（人）  27,858 27,283 25,427 24,025 21,897
全国自殺死亡率  21.8 21.4 20.0 18.9 17.3

※自殺死亡率とは、10月１日現在の人口10万人当たりの自殺者数  
※全国の自殺者数及び自殺死亡率は、平成29年３月発表の厚生労働省資料から抜粋  
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平成28年の相模原市の自殺死亡率は、前年から4.1ポイント減少しており、全国や
神奈川県と比較しても減少しています。
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図１．相模原市・神奈川県・全国の自殺死亡率の推移  
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表２．年代別自殺者数と割合

　⑵　自殺者の年代別・男女別状況	 	 	 	 　　　　			
　　　ア　年代別自殺者数と割合

平成28年の年代別自殺者数は、50歳代が22人で、
全体の23.9％と最も多くなっています。

　　　イ　年代別・男女別自殺者の割合（平成28年）
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 0% 20% 40% 60% 80% 100%
80歳以上
70歳代
60歳代
50歳代
40歳代
30歳代
20歳代
10歳代

自営業者　 被雇用者・勤め人　　 無職　　 不詳

平成28年の年代別男
女別自殺者の割合は、
20歳代から50歳代ま
で及び70歳代で男性が
60％以上を占めていま
す。女性においては、
60歳代と80歳代で男
性を上回っています。

平成28年の自殺者の
職業別状況は、無職者
を除いた職業別の割合
を見ると、30歳代及び
50歳代で被雇用者・勤
め人の占める割合が高
くなっています。

※無職者には学生、
主婦、失業者、利子・
配当・家賃等生活者、
年金・雇用保険等生活
者等が含まれます。

　⑶　自殺者の職業別状況（平成28年）
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　⑷　自殺の原因・動機別状況（平成28年）
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不詳
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家庭問題
11.1%

健康問題
31.5%

経済・生活問題
7.4%

平成28年の原因 ･ 動機別の自殺者の割合
は、「不詳」を除くと、「健康問題」31.5％、

「家庭問題」11.1％、「経済・生活問題」7.4％
の順となっています。

2　「こころの健康に関するアンケート調査」結果の概要

⑴　悩みと相談行動
　・86.0％の人が「悩みを受け止めてくれる人がいる」と答えているものの、27.2％の人

　　　が「相談したくない」と考えています。
　・相談場所を調べる場合、36.7％の人が「市役所に問い合わせる」と答えています。
　・相談機関では、「ハローワーク」、「児童相談所」、「保健センター」の順に認知度が高く
　　なっています。

⑵　自殺に関する考え方
　・55.4％の人が全国の自殺者数が２万人以上であることを知っています。
　・悩みやストレスがある人は61.9％で、その原因は「家庭問題」、「勤務問題」、「健康
　　問題」の順に多くなっています。
　・自殺について、46.6％の人が「自分に関係がない」、35.2％の人が「本人の弱さから

　　　起こる」と考えています。
　・14.6％の人が「本気で自殺を考えたことがある」と答えていますが、そのうち70.5％

　　 　の人が相談をしていません。
　・身近な人から「死にたい」と打ち明けられたとき、「相談機関」に相談するよう勧める

　　 　割合は47.4％です。
　・自殺減少のために重要と思う取組については、「学校での「いのちの教育」の充実」、
　　「精神科医等へ受診しやすい環境づくり」、「気軽に相談できる場所の充実」の順に多く

　　　なっています。

　（平成29年６月～７月、相模原市実施）
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3　統計調査やアンケート調査の結果から見た主な課題

　⑴　自殺の危険度の高い対象者や集団への対策の必要性
　　　自殺者数の最も多い中高年齢層、無職者（学生、主婦、失業者等）や自殺未遂者等への
　　対策が特に必要です。
　⑵　早期対応の人材の育成
　　　自殺に追い込まれる前に地域の様々な窓口にアクセスし、適切な支援にたどり着けるよう
　　にするためのゲートキーパー養成の取組を推進することが必要です。
　⑶　相談窓口の周知の必要性
　　　様々な悩みや困りごとについて、市や関係機関に相談窓口があることを周知するとともに、
　　相談しやすい体制づくりに努めることが必要です。
　⑷　自殺予防に資する教育の必要性
　　　学校での「いのちの教育」の充実等、若年層への自殺予防（セルフケアを含む。）に資す
　　る教育の取組が必要です。

4　第１次計画の評価

　⑴　第１次計画の概要
　　　平成26年２月に策定した相模原市自殺総合対策の推進のための行動計画（以下「第１次
　　計画」という。）は、自殺対策基本法、自殺総合対策大綱及びかながわ自殺総合対策指針の
　　趣旨を踏まえつつ、平成25年４月に施行された相模原市自殺対策基本条例に基づく計画と
　　し、「新・相模原市総合計画」や「相模原市保健医療計画」などと整合を保つものとしました。 
　　　第１次計画の期間は、平成26年度から平成29年度までの４年間です。
　⑵　数値目標の状況
　　　平成28年の自殺者数は92人となり、目標の数値を下回る状況にあります。

　⑶　評価指標による評価
　　ア　市民意識調査（定性的指標）
　　　　自殺をしたいと考えた時に相談をしなかった人が増えていることから、「相談したい」

との意識を実際の援助希求行動に結び付けるための情報発信が必要です。
　　　　自殺に関する考え方については、自殺に対する市民の理解が高まってきていますが、継

続的な啓発活動が求められています。
　　　　また、相談機関や窓口についての市民の認知度が低い傾向が見られることから、相談窓

口等に関する周知の充実が必要です。
　　イ　ゲートキーパー養成数（定量的指標）
　　　　ゲートキーパー養成累計数は、平成25年度の養成数を起点とし、平成29年度の実績で

4,002人となり、平成29年度末までの目標数3,300人を達成している状況にあります。
　　ウ　自殺者数・自殺死亡率（定量的指標）
　　　　「⑵　数値目標の状況」のとおり

平成17年
130人 104人以下（△20.0％） 92人（△29.2％）
19.9   14.2以下（△28.6％）  12.8（△35.7％）

自 殺 者 数
自 殺 死 亡 率

平成29年目標（減少率） 平成28年（減少率）
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１　社会的要因も踏まえ総合的に取り組みます（主に重点施策４、５、６に関連）
　　自殺が、病気や家庭問題等の個人的要因だけでなく、失業、倒産、多重債務、長時間労働等、

様々な社会的要因によることを踏まえ、個人に対する働きかけと社会に対する働きかけの両面
から実態に即して総合的に取り組みます。

　　個人においても、社会においても、生きることの阻害要因（自殺のリスク要因）を減らし、
生きることの促進要因（自殺に対する保護要因）を増やす取組を進めます。

２　市民一人ひとりが自殺対策の主役となるよう普及・啓発に取り組みます
　　（主に重点施策２、10に関連）
　　市民一人ひとりが自殺を考えている人のサインに早く気づき、話に耳を傾け、個々の問題に

応じた支援につなぎ、見守っていくことにより、一人ひとりが自殺対策の主役となるよう普及
啓発に取り組みます。

　　自殺は「誰にでも起こり得る」という認識を醸成するとともに、自殺や精神疾患に対する偏
見をなくす取組を推進します。

３　段階ごと、対象ごとの対策を効果的に実施します（主に重点施策３、６、７、８に関連）
　　対人支援、地域連携、社会制度の各レベルに分けて考え、これらを有機的に連動させること

で、総合的に施策を推進します。
　　事前対応、自殺発生の危機対応、事後対応といった段階ごと、全ての市民又は自殺リスクの

高い集団、個人等、対象ごとの対策を効果的に実施します。
　　また、自殺の事前対応の更に前の段階での取組を推進します。

４　地域の実情に即した施策を推進します（主に重点施策１、10に関連）
　　市民が共に支え合う地域づくりの促進という観点から、地域における自殺の実態や実情に即

した施策を推進します。

５　関係機関等との相互の密接な連携の下に実施します（重点施策９、11に関連）
　　行政や各主体の様々な社会資源を把握した上で、市、国、神奈川県、近隣自治体、医療機関、

学校、民間団体、企業、市民等との相互の密接な連携を図り、取組を進めます。関連施策との
有機的な連携を強化して総合的に取り組みます。

６　施策の評価・検証を行いながら、中・長期的視点に立って、継続的に進めます
　　（全ての重点施策に関連）
　　関係機関・団体の取組の実施状況やその成果等を分析し、中・長期的視点に立って継続的に

進めます。

３ 基本方針
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１　自殺の実態及び自殺を取り巻く諸課題に関する調査・研究
　【重点目標】
　・地域における自殺の実態を分析し、調査 ･ 研究の結果を共有し、自殺総合対策にいかします。

２　自殺に関する市民一人ひとりの気づきと見守りの促進
　【重点目標】
　・自殺予防週間と自殺対策強化月間を中心とした普及啓発を実施します。
　・自殺総合対策に関する普及啓発や自殺に関する正しい知識の普及を図ります。
　・相談機関や窓口についての周知の充実を図ります。

３　自殺対策に関する早期対応の中心的役割を果たす人材の確保及び育成
　【重点目標】
　・ゲートキーパーの養成や支援者、市職員・教職員等に対する研修及び普及啓発を行います。
　・学校と連携した自殺対策教育を推進します。
　・支援者等の資質の向上や心のケアを推進します。

４　心の健康づくりのための相談体制の整備・充実
　【重点目標】
　・職場におけるメンタルヘルス対策を推進します。
　・地域や学校における心の健康づくりのための相談体制の整備・充実を図ります。
　・大規模災害等における被災者の心のケア等の推進を図ります。

５　適切な精神科医療が受けられる体制の充実
　【重点目標】
　・精神疾患の早期発見、早期受診の取組や精神科救急医療体制の充実を図ります。
　・地域の医療、保健、福祉等の施策の連携を進めるため、関係機関等による情報共有、連携等

の強化を図ります。
　・精神科病院の退院後に適切な医療・福祉サービスが受けられるよう、支援体制の整備と連携

を進めます。

４ 重点施策
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６　自殺防止のための社会的取組の強化
　【重点目標】
　・相談窓口等の情報を分かりやすく提供します。
　・生活困窮や子育て等に関する専門相談体制の拡充を図ります。
　・地域における各相談窓口間の連携による総合的な相談体制の充実を図ります。
　・若い世代を対象とした自殺対策や相談窓口の啓発活動を推進します。
　・学校における自殺予防教育を推進します。
　・関係機関や企業、労働組合等と連携して、労働者に係る自殺対策を推進します。
　・危険な場所に対する環境整備の充実を促進します。
　・ひきこもり支援や依存症対策との連携により、相談支援体制の充実を図ります。

７　自殺未遂者の再度の自殺企図を防ぐ取組の強化
　【重点目標】
　・自殺未遂者支援の充実とその人材育成を図ります。
　・救急医療機関における自殺未遂者等の支援を進めます。

８　自死遺族等関係者に対する支援
　【重点目標】
　・遺族の自助グループ等の運営に対する支援を行います。
　・遺族等の総合的な支援ニーズに対する情報提供の推進等を行います。
　・遺族等に対応する公的機関の職員の資質の向上を進めます。

９　自殺対策に関する活動を行う民間団体の育成及び連携の強化
　【重点目標】
　・民間団体の育成や人材育成に対する支援と地域での連携の強化を図ります。
　・民間団体の相談事業に対する支援を進めます。

10　自殺対策に関する若い世代をはじめとする市民参画の増進
　【重点目標】
　・若い世代を対象とした自殺対策の啓発活動やメンタルヘルス対策を推進します。
　・各種団体等との連携による啓発活動を実施します。

11　自殺対策に関する近隣自治体との広域的な連携の強化
　【重点目標】
　・近隣自治体との連携を強化します。
　・近隣自治体との連携による啓発活動を推進します。



－ 11－－ 10－

１　数値目標
　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、本市においては、平成34年の
自殺死亡率を12.5以下とすることを目標とします。

　　※自殺死亡率：10月1日現在の人口10万人当たりの自殺者数

２　評価指標
　悩みを抱えた人に気づき、声を掛け、話を聴いて、必要な支援につなげることができる人材と
して、平成34年度までに累計で4,900人以上のゲートキーパーを養成します。

自殺死亡率 16.9 12.5以下（△26％）

平成27年 平成34年目標（減少率）

相模原市自殺対策協議会

連　携

市　民

医療関係

教育関係

地　　域

民間団体等

行　　政
（地域自殺対策推進センター）

相模原市自殺総合対策に係る
庁内会議

法律関係

労働・経済関係

保健・福祉関係

警察・報道関係

情
報
提
供

　計画の着実な推進のため、相模原市自殺対策協議会が計画の進行管理を行うとともに、同協議
会を中心に関係機関・団体が連携して自殺総合対策を推進していきます。

５ 数値目標等

６ 相模原市自殺総合対策推進体制
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相談機関・窓口 電話番号 受付時間等

心
の
健
康
の
こ
と
等

こころの電話相談 042-769-9819 月～土曜日（年末年始を除く）
17時	～ 21時30分

”いきる”ホットライン
（自殺予防・自死遺族専門電話相談） 042-769-9800 日曜日（年末年始を除く）

17時	～ 21時30分

緑障害福祉相談課
（橋本・大沢・城山地区の人） 042-775-8811

月～金曜日（祝日、年末年始を除く）
８時30分	～ 12時、13時	～ 17時

津久井保健福祉課
（津久井・相模湖・藤野地区の人） 042-780-1412

中央障害福祉相談課 042-769-9806
南障害福祉相談課 042-701-7715
横浜いのちの電話 045-335-4343

年中無休　24時間対応
川崎いのちの電話 044-733-4343
自殺予防いのちの電話 0120-783-556 毎月10日８時	～	翌朝８時（通話料無料）

東京自殺防止センター 03-5286-9090 年中無休　　20時	～	翌朝６時
火曜日のみ　17時	～	翌朝６時

よりそいホットライン 0120-279-338 年中無休　　24時間対応（通話料無料）

相模原市ひきこもり支援ステーション 042-769-6632 月～金曜日（祝日、年末年始を除く）
10時	～ 16時

健
康
相
談
等

緑保健センター 042-775-8816
月	～	金曜日（祝日、年末年始を除く）
８時30分	～ 17時中央保健センター 042-769-8233

南保健センター 042-701-7708

各
種
相
談
窓
口

ソレイユさがみ女性相談室
（女性を対象とした夫婦、家庭等の問題や
様々な悩み相談）

042-775-1777

月・水・金・土・日曜日（第４月曜日、年末年始
を除く）10時	～ 16時30分
火・木曜日　10時	～ 20時
※面接相談は予約制

相模原市「ホッと！あんしんダイヤル」
（高齢者に関する各種相談） 0120-268124 年中無休　24時間対応

相模原市配偶者暴力相談支援センター
（ＤＶ相談専用電話） 042-772-5990

月・水・金・土・日曜日（第４月曜日、年末年始
を除く）10時	～ 16時30分
火・木曜日　10時	～ 20時

子
育
て
等

緑子育て支援センター 042-775-8815

月～金曜日（祝日、年末年始を除く）
8時30分	～ 17時

中央子育て支援センター 042-769-9221
南子育て支援センター 042-701-7700
児童相談所 042-730-3500

子
ど
も
や
思
春
期
の
心
の
健
康
等

相談対象は、市内在住か在勤、在学の19歳以下の人とその保護者
青少年相談センター 042-752-1658

月～金曜日（祝日、年末年始を除く）
９時～ 17時
※来所相談は事前予約制

青少年相談センター南相談室 042-749-2177
青少年相談センター城山相談室 042-783-6188
青少年相談センター相模湖相談室 042-682-7020

青少年相談センター
「ヤングテレホン相談」 042-755-2552

月～金曜日（祝日・年末年始を除く）
15時30分～ 21時
土曜日　13時～ 17時

Ｅメール相談（青少年相談センター） yantele@city.sagamihara.kanagawa.jp
※24時間受け付けますが、返信には数日かかります。

学校教育課「いじめ相談ダイヤル」 042-707-7053 月～金曜日（祝日・年末年始を除く）
８時30分～ 17時

（参考）各種相談機関・窓口のご案内（平成30年４月１日現在）
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相談機関・窓口 電話番号 受付時間等

労
働
関
係

相模原地域産業保健センター 042-772-0031
月～金曜日（祝日、年末年始を除く）
９時30分～ 17時
対象：従業員50人未満の小規模事業所

かながわ労働センター
（一般・夜間労働相談） 045-662-6110

月～金曜日（祝日、年末年始を除く）
８時30分～ 12時、13時～ 17時15分
夜間労働相談は火曜日（祝日、年末年始を除く）　
17時15分～ 19時30分

かながわ労働センター
（日曜労働相談） 045-633-6110㈹ 日曜日（年末年始を除く）

9時～ 12時、13時～ 17時

労
働
、
債
務
等

神奈川県弁護士会
相模原法律相談センター 042-776-5200

予約受付：月～金曜日（祝日、年末年始を除く）
９時30分～ 17時
＊火・木曜日は20時まで

神奈川県弁護士会
関内総合法律相談センター 045-211-7700 予約受付：月～金曜日（祝日、年末年始を除く）

９時30分～ 17時
神奈川県司法書士会 045-641-1389 電話相談：平日　13時～ 16時

消費生活総合センター 042-776-2511

月～金曜日（祝日、年末年始を除く）
９時～ 16時（第２・４金は９時～ 18時）
土・日曜日、祝日
９時～ 12時、13時～ 16時

生活再建支援相談
（かながわ中央消費生活センター） 045-312-1881

電話相談：月・木曜日（祝日にあたる場合は翌日
に実施）　13時～ 18時
面接相談：予約制

自
死
遺
族
の
方
の
相
談
等

さがみはら わかち合いの会
（自死遺族の集い）　

問合せ先：
相模原市精神保健
福祉センター
042-769-9818

奇数月原則第２木曜日　14時～ 16時
対象：大切な人を自死で亡くされた方

全国自死遺族法律相談
ホットライン 050-3786-1980 毎週水曜日（祝日を除く）

12時～ 15時

神奈川県弁護士会
「自死遺族ホットライン」 045-228-7832

月～金曜日（祝日、年末年始を除く）
９時30分～ 12時、13時～ 16時30分
20分程度、一人１回の利用

全国自死遺族総合支援センター
「自死遺族相談ダイヤル」 03-3261-4350 毎週木曜日

11時～ 19時

心の健康などに関する情報

相模原市自殺対策ホームページ「リブちゃんネル」 http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/
livechannel/

みんなのメンタルヘルス総合サイト　　
～こころの健康や病気、支援やサービスに関するウェブサイト～ http://www.mhlw.go.jp/kokoro

こころもメンテしよう　
～若者を支えるメンタルヘルスサイト～ http://www.mhlw.go.jp/kokoro/youth

「こころの耳」　働く人のメンタルヘルスポータルサイト
～心の健康確保と自殺や過労死などの予防～ http://kokoro.mhlw.go.jp/

自殺総合対策推進センター http://jssc.ncnp.go.jp/

NPO 法人自殺対策支援センターライフリンク http://www.lifelink.or.jp/

NPO 法人全国自死遺族総合支援センター http://www.izoku-center.or.jp/





相  模  原  市

～ 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 ～

平成 3300年３月発行年３月発行年３月発行年３月発行年３月発行年３月発行年３月発行年３月発行年３月発行
発発行 /行 /行 /行 /相模原市相模原市相模原市相模原市相模原市相模原市相模原市相模原市相模原市相模原市相模原市相模原市
編編編集 /集 /集 /集 /集 /相模原市 健康福祉局 福祉部 精神保健福祉課相模原市 健康福祉局 福祉部 精神保健福祉課相模原市 健康福祉局 福祉部 精神保健福祉課相模原市 健康福祉局 福祉部 精神保健福祉課相模原市 健康福祉局 福祉部 精神保健福祉課相模原市 健康福祉局 福祉部 精神保健福祉課相模原市 健康福祉局 福祉部 精神保健福祉課相模原市 健康福祉局 福祉部 精神保健福祉課相模原市 健康福祉局 福祉部 精神保健福祉課相模原市 健康福祉局 福祉部 精神保健福祉課相模原市 健康福祉局 福祉部 精神保健福祉課
〒〒〒 252-5277　相模原市中央区中央２丁252-5277　相模原市中央区中央２丁252-5277　相模原市中央区中央２丁252-5277　相模原市中央区中央２丁252-5277　相模原市中央区中央２丁252-5277　相模原市中央区中央２丁252-5277　相模原市中央区中央２丁252-5277　相模原市中央区中央２丁252-5277　相模原市中央区中央２丁252-5277　相模原市中央区中央２丁252-5277　相模原市中央区中央２丁目 11番 15号
　　　　　　　 電　話　042-769-9813（直通）　　　　　　　 電　話　042-769-9813（直通）　　　　　　　 電　話　042-769-9813（直通）　　　　　　　 電　話　042-769-9813（直通）　　　　　　　 電　話　042-769-9813（直通）　　　　　　　 電　話　042-769-9813（直通）　　　　　　　 電　話　042-769-9813（直通）　　　　　　　 電　話　042-769-9813（直通）　　　　　　　 電　話　042-769-9813（直通）　　　　　　　 電　話　042-769-9813（直通）　　　　　　　 電　話　042-769-9813（直通）　　　　　　　 電　話　042-769-9813（直通）　　　　　　　 電　話　042-769-9813（直通）
　　　　　　　 ＦＡＸ　042-750-3066　　　　　　　 ＦＡＸ　042-750-3066　　　　　　　 ＦＡＸ　042-750-3066　　　　　　　 ＦＡＸ　042-750-3066　　　　　　　 ＦＡＸ　042-750-3066　　　　　　　 ＦＡＸ　042-750-3066　　　　　　　 ＦＡＸ　042-750-3066　　　　　　　 ＦＡＸ　042-750-3066　　　　　　　 ＦＡＸ　042-750-3066　　　　　　　 ＦＡＸ　042-750-3066

※担当課は平※担当課は平成 30年４月１日現在のものです。年４月１日現在のものです。年４月１日現在のものです。年４月１日現在のものです。年４月１日現在のものです。

「第２次相模原市自殺総合対策の推進のための行動計画」「第２次相模原市自殺総合対策の推進のための行動計画」「第２次相模原市自殺総合対策の推進のための行動計画」「第２次相模原市自殺総合対策の推進のための行動計画」「第２次相模原市自殺総合対策の推進のための行動計画」「第２次相模原市自殺総合対策の推進のための行動計画」「第２次相模原市自殺総合対策の推進のための行動計画」「第２次相模原市自殺総合対策の推進のための行動計画」「第２次相模原市自殺総合対策の推進のための行動計画」「第２次相模原市自殺総合対策の推進のための行動計画」「第２次相模原市自殺総合対策の推進のための行動計画」「第２次相模原市自殺総合対策の推進のための行動計画」「第２次相模原市自殺総合対策の推進のための行動計画」「第２次相模原市自殺総合対策の推進のための行動計画」「第２次相模原市自殺総合対策の推進のための行動計画」「第２次相模原市自殺総合対策の推進のための行動計画」「第２次相模原市自殺総合対策の推進のための行動計画」「第２次相模原市自殺総合対策の推進のための行動計画」「第２次相模原市自殺総合対策の推進のための行動計画」「第２次相模原市自殺総合対策の推進のための行動計画」「第２次相模原市自殺総合対策の推進のための行動計画」「第２次相模原市自殺総合対策の推進のための行動計画」「第２次相模原市自殺総合対策の推進のための行動計画」「第２次相模原市自殺総合対策の推進のための行動計画」「第２次相模原市自殺総合対策の推進のための行動計画」「第２次相模原市自殺総合対策の推進のための行動計画」「第２次相模原市自殺総合対策の推進のための行動計画」「第２次相模原市自殺総合対策の推進のための行動計画」「第２次相模原市自殺総合対策の推進のための行動計画」
【概要版】【概要版】【概要版】【概要版】【概要版】【概要版】【概要版】【概要版】【概要版】【概要版】【概要版】【概要版】【概要版】【概要版】【概要版】

【概要版】

第２次
相模原市自殺総合対策の
推進のための行動計画
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