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いのち支える自殺対策推進センター 

【事例 H29-59】大阪府豊中市 

いのちの授業 

 

【大綱の分類】  

５．心の健康を支援する環境の整備と心の健康づくりを推進する 

７．社会全体の自殺リスクを低下させる 

10．民間団体との連携を強化する 

11．子ども・若者の自殺対策を更に推進する 

        
【政策パッケージ分類】  

基本１．    地域におけるネットワークの強化 
基本３－１）リーフレット・啓発グッズ等の作成と活用 
基本５－１）ＳＯＳの出し方に関する教育の実施  
重点１－１）いじめを苦にした子どもの自殺の予防 
重点１－２）若者の抱えやすい課題に着目した学生・生徒等への支援の充実 
重点１－５）若者自身が身近な相談者になるための取組 

 

【事業実施年度】2018年度事例（2016年度～2019年度） 

【事業予算】900,000円（2018年度） 

【利 点】 

▼子どもたちの悩みの原因が多い学校で実施することで、教員に若年層の自殺について理解を
深めてもらい、日常の相談対応の向上などゲートキーパー的意識を醸成することができる。 

▼劇や音楽だからこそ、子どもたち一人ひとりの心に温かいメッセージを届けることができ
る。 

▼親や学校を信頼できない子どもにも、外部に信頼できる機関があることを周知できる。 
【実施に至るまで】 

経緯    
① 2015 年、本市自殺対策推進ネットワーク会議の構成機関であった社会福祉法人関西いのち

の電話（以下：法人）が、独自の取り組みとして朗読劇団を立ち上げたことを知る。本市
においても若年層の自殺対策は課題で、子どもにどうアプローチするかを模索していた
が、劇や音楽を通じて感性に訴える事の有効性を実感し、本市への協力を依頼。 

② 同年 3月に本市いじめ防止基本方針が策定されたこともあり、自殺対策とともに人権教育
の一環として、人権政策担当部局とともに中学校での事業実施を教育委員会に提案、検討
を開始。 

③ 2016 年、市内府立高校において試行的に実施。事後アンケート結果で「よかった」「まあ
まあよかった」と肯定的な意見が約８５％で、「悩み事があれば誰かに相談してみようと

【概要】市（保健所）が（社福）関西いのちの電話の協力を得て、若年層の自殺対策として、自己

肯定感の醸成や困難を抱えたときに信頼できる大人にＳＯＳを出すなど「生きることの促進要因」

を増やすことを目的に、市立中学校等において実施。事業の内容は、家庭問題や貧困、いじめを苦

に自殺を考える生徒が担任の勧めで「いのちの電話」に相談し、生きる希望を見出すという朗読劇

と、みんな誰かの大切な人と歌いあげるミニコンサート、悩みを一人で抱えず信頼できる大人に相

談するよういのちの電話や保健所も含めた相談窓口の告知カードを配布する。また、事業実施を通

じて保健所を外部資源として活用してもらえるよう学校との連携づくりを図っている。 
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思う」と回答した割合が授業の前後で増加する等、援助希求行動の促進につながる効果を
実感。 

④ 2017 年 3月に自殺を含むメンタルヘルス問題に対応するため豊中市メンタルヘルス計画を
策定（地域自殺対策計画の位置づけ）。重点テーマの一つである「子ども・若者のメンタ
ルヘルス対策」の中に、「子ども・若者の自殺を予防するための啓発」として学校との協
働による「いのちの授業」の実施を明記。 

⑤ 学校現場は、対象事案が発生しニーズは感じているが、授業時間数の確保や自殺問題の扱
いに慎重で、事業実施については消極的であった。しかし、根拠となるメンタルヘルス計
画と、教育委員会の理解と協力で、学校への働きかけを継続した結果、実施校を拡大して
きた。 

計画を立てる上での工夫   
① 本市中学校の全ての生徒が「いのちの授業」を受けて卒業できるよう、市立 18校（各校全

学年対象）を年 6校ずつ実施、3年間で一巡するよう計画。法人には計画に基づき協力を
要請。 

② 校長会議等で事業の趣旨説明。学校は「自殺」という言葉に過敏であるため、事業の主目
的からあえて「自殺対策」を外す。 

③ 外部資源の活用で学校の負担を軽減できることを強調。予算や調整は保健所（地域自殺対
策強化事業補助金活用）、学校は日程の確保と場所の提供のみ。 

④ 学校に実施意向調査を行い、希望校から実施。実施を希望しない学校にも電話訪問で再度
趣旨説明と実施勧奨。また、同様の目的で他の取り組みの有無や実施阻害要因等を把握。 

⑤ 学校以外への啓発と事業効果を実感してもらうため、実施校の協力を得て他校や市議会議
員、保護者や地域団体等の見学を受け入れる。 

⑥ 事業の効果測定として全生徒にアンケート調査を実施。効果を検証するとともに、来年度
に向けたプログラムのあり方を検討する。 

事業の取り組み内容   
▼保健所から学校事業担当へ事業説明     

・実施希望校を訪問。保健所から事業説明実施。学校の事業担当教諭と連携。 
▼三者による事前打ち合わせ       

・学校、法人（事務局・劇団）、保健所による現地打合せ。 
・学校側で朗読劇出演生徒の選出と劇団との練習日の調整。 

▼当日までの準備       
    ・朗読劇の生徒練習を放課後 3回実施。（学校、法人、保健所） 

・学校の事業担当教諭より、全教諭に事業の事前説明。 
・担任教員による生徒への事前学習と事前アンケートの実施と回収。 
・学校 PTA等への周知。 
・前日に音響機材等の搬入。 

▼事業の実施当日      
・学校体育館に全校生徒が集合。（高校は 1学年） 
・流れは、保健所講話 10分、朗読劇「声のぬくもり」50 分、「いのちの電話」紹介 10

分 
 ミニコンサート「いのちのメッセージ」30 分、保健所まとめ 10分。 
・保健所作成の相談窓口カードを担任教諭より配布。 
・学校 PTA等へのアンケートの配布と回収。 

▼事業の実施後       
・担任教諭から生徒に、事後アンケートの実施と回収。 
・事業担当教諭及び参加教諭へのアンケート実施。 

▼事後の振り返り等       
    ・概ね 2か月後、アンケート集計結果と朗読劇出演生徒の感想、従事者の意見感想をも

とに三者で振り返り。 
    

【成 果】 

▼2018 年度は、中学校 5校（全校生徒）、高校 1校（1学年）に実施。参加者は 2,704人
（教員、PTA含）。参加生徒のアンケート結果（回収数：中学校 2,319枚、高校 272枚）か
ら、「悩みや不安があるときに誰かに相談しようと思う」の割合が増加、援助希求行動の
促進につながった。＜表１＞ 

▼「悩みがあるときの相談先」が、友人や親など限定的な相談先から、「いのちの電話や保
健所」など選択肢が広がった。＜表２参照＞ 
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▼「周りの誰かが落ち込んだり元気がないときに声を掛けてあげようと思う」と答える生徒
が増加し、自身のメンタルヘルスの向上だけではなく、周囲に対するゲートキーパーの役
割を学ぶことができた。＜表３参照＞ 

▼一人ひとりの生涯を通じたメンタルヘルスの向上につながるとともに、自殺予防対策とし
て、学校や地域づくりにつながる機会である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【補 足】 
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＜表１＞ 悩みや不安があるときに誰かに相談しようと思う割合
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＜表２＞悩みがある時の相談先 事前
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＜表２＞悩みがある時の相談先
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＜表３＞ 周りの誰かが落ち込んだり元気がない時声をかけてあげようと思う割合
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▼ 相談窓口告知カード            ▼ 事業案内ちらし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

【課 題】 

▼実施した学校では事業効果を認め、継続実施を希望されている。しかし、昨今学校教育に
求められる様々なテーマが増加しており、授業時間数の確保が難しい中で何を優先するのか
は学校の判断にゆだねられており、メンタルヘルス計画に掲げられた本事業の計画的な実施
は困難な状況である。 
▼生涯を通じていのちに関わる重要な授業も、学校の方針等で受講できる子どもと受講でき
ない子どもがいることは、健康格差につながる問題である。 
▼引き続き、学校に対して事業の趣旨や内容の説明を継続するとともに、効率的効果的な実
施方法を検討していく必要がある。 
 
【事業種別】 講演会実施（中学生等対象） 
【準備期間】 5日（各１時間） 
【人数】   2人（保健所） 
【人口規模】 398,295人 
【財政規模】 295,209,090,000円           
【自治体負担率】 34％ 
【事業対象】   市立中学校   
【支援対象】   中学生   
【委託の有無】  無  但し、関西いのちの電話事業協力あり  
【実施主体・問合せ先】豊中市保健所保健予防課精神保健係  

TEL：06（6152）7315 
             Mail:yobo-seishin@city.toyonaka.osaka.jp             
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