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第 2 回中野区自殺対策審議会 議事録 

 

日時 平成 30 年 12 月 11 日（木）午後 7：00～ 

 

会場 中野区保健所 2 階講堂 

 

出席者 

1.出席委員（13名） 

北川 明、鈴木 真理、酒井 秀夫、濱 玉緒、菅原 誠、筒井 嘉男、松田 和也、秋元 健策、 

佐藤 雄一郎、中村 和弘、福田 豊、竹之内 勝、宮崎 宏明 

 

2.欠席委員（2名） 

吉成 武男、東 雅人 

 

3.事務局（7 名） 

保健所長 向山 晴子、 

健康福祉部副参事（保健予防担当） 水口 都季、 

子ども教育部副参事（子育て支援担当） 古川 康司、 

保健予防担当職員 4 名 

 

【議事】 

○北川会長 

 それでは定刻になりましたので、第 2回中野区自殺対策審議会を開催いたします。 

 本日は、現在 12 名の委員の皆様にご出席いただいていますので、この会は成立いたします。 

まず、審議会の運営について、審議会は中野区自殺対策審議会条例第 6 条の規定により、個人情報保

護などの特別な理由がなければ、積極的に公開し、透明性を確保することが原則となります。 

 ご異議がなければ原則公開とし、傍聴も認めたいと思います。また、議事録につきましても、公開す

るということでご確認願います。なお、議事録の作成のため、審議内容を事務局が録音するということ

に関しましてもご了承願います。 

（異議なし） 

では初めに、事務局より配布資料の確認、お願いいたします。 

○水口副参事 

 それでは、お手元に配布しております資料の確認をさせていただきます。資料 1「中野区自殺対策審

議会委員からのご意見のまとめ」、Ａ4 判の 1枚のものになります。資料 2「中野区自殺対策審議会委員

ご意見および関係機関ヒアリング結果のまとめ」と課題取組例を載せたもの A3 の両面刷り 2 枚になり

ます。資料 3「（仮称）中野区自殺対策計画の骨子（案）」、A3 の両面刷り 1 枚になります。資料 4「2018

年中野区地域自殺実態プロファイル」、これは前回お配りしたものの新しいバージョンが国から来まし

て、新しい年度の情報が入ったものがあります。さらに、平成 30 年度精神科医療地域連携事業研修会

ということで、区西部の新宿区、中野区、杉並区の区西部ブロックの地域連携事業の研修会の 2 月 14

日のお知らせを付けさせていただいております。色の変わっている資料で、参考資料 1、2 というもの
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を作らせていただいております。参考資料 1 が、「関係機関ヒアリングの結果」ということで A4 の色紙

の両面刷りになっております。参考資料 2 が、「庁内の関連事業の追加調査の結果」というもので A4

の 1 枚になっております。資料は以上となります。不足しているもの等ありますでしょうか。なお、色

紙になっているものは、関係機関等が相談を受けているところで、相談者のことなどもお話いただけて

いる関係上、公開資料とするのは問題があるということでお話を伺っておりますので、申しわけありま

せんが、審議会終了後に色紙に刷ってあるものについては回収させていただきます。よろしくお願いい

たします。 

○北川会長 

 ありがとうございました。皆さん、資料はご確認いただけましたでしょうか。では、この色紙は回収

するということですので、メモとか書くと回収されてしまいますので、お気を付けください。 

では、前回の会議にはご出席いただけなかったリトルポケットの松田委員、自己紹介をお願いしたい

と思いますが、よろしいでしょうか。 

○松田委員 

 NPO 法人リトルポケット代表で松田といいます。中野区内で主に精神障害者の地域生活支援を行っ

ている団体となります。NPO の前は作業所という形の通所施設をやっていたのですけれども、現在で

は NPO 法人ということになってございます。 

 さまざま事業を行っていますが、一番大きいのが中野区の受託事業ですけれども、精神障害者の地域

生活支援センターせせらぎというのがありまして、そこの運営を行っております。そこは精神障害の方、

さまざまな方いらっしゃいますけれども、登録が約 370 から 400 ぐらい、流動性があるのでちょっと幅

があります。1 日の相談件数としては 50、60 件の相談を毎日受けています。 

障害を持っている方の自殺率というのは、若干、もちろん高いです。現在その中で、ここ何年かで自

殺をされた方というのは 2 名いらっしゃいます。一人は、おうちの中で首をつられてしまったというこ

と、一人は電車に飛び込まれたという形です。 

来ている方の特徴としては、いろいろありますが、つながりが例えば社会とか地域の方とか周りの

方々とつながりが切れたためとか、もしくは切れそうになってしまっている方たちが私たちの施設を使

っているということになります。 

この点で、自殺をされる方々、リスクの高い方々に共通している同じような問題を抱えているのでは

ないかと考えています。 

どうぞよろしくお願いします。 

○北川会長 

 よろしくお願いします。松田委員、ありがとうございました。 

 続きまして、事務局にも本日初めて出席される方がいらっしゃるということですので、事務局よりご

紹介をお願いします。 

○水口副参事 

では、ご紹介させていただきます。 

子ども教育部子育て支援分野担当副参事の古川でございます。よろしくお願いいたします。 

○古川副参事 

 よろしくお願いいたします。 

○北川会長 

 ありがとうございました。 
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 それでは、これから次第の議事に従って進めてまいります。 

 まず、初めに、中野区自殺対策審議会委員からのご意見についてということです。前回、皆様にご意

見をいただきましたけども、そちらに関して事務局より報告をお願いします。 

 なお、ご意見をいただきました委員の皆様からも、是非、どういった意見かということをより詳しく

ご説明いただければありがたく思います。 

 それでは、事務局よりお願いいたします。 

○水口副参事 

では、お手元の資料 1 をご覧ください。 

9 月に開催いたしました第 1 回の審議会の際に、委員の皆様から、いろいろご意見をいただきました。

終了後も文書により 5 名の委員の方よりご意見をいただきましたので、審議会終了後にいただいたご意

見の報告をさせていただきます。 

まず、佐藤委員から、対象別の対策を検討ということで、学生、学生以外、また協定書の策定といっ

たようなことでのご意見をいただいております。学生の対策、学生以外の対策の詳しい中身は資料をご

覧ください。 

中村委員からは、関係機関との連携を適切かつタイムリーに行うために、各関係機関における夜間・

休日の対応窓口の拡充というご意見をいただいております。 

秋元委員からは、地域住民の役割について、計画に明記するのはどうかというご意見をいただいてお

り、ひきこもり状態の方を早期に相談機関に結び付けたり、地域社会の中でさまざまな社会的なつなが

りを作れるように支援するといったことや、若い世代の方が学校だけでなくて、親以外にもさまざまな

社会人との関わりを持てる機会が必要ではないかというようなこと。また地域社会の一員、地域で暮ら

しているという意識の大切さというようなご意見をいただいております。 

濱委員からは、当事者のインプットとアウトプット双方への働きかけ、区の自殺対策事業の充実とい

うことで、インプットとしては、自殺に追い込まれていく環境等のマイナス面を取り除くというような

こと。アウトプットとして、自殺の前に引き止める。独居男性へのアプローチとして、SNS や立ち寄り

そうな場へのポスターなどの掲示や薬局などとの連携、気軽に立ち寄れる居場所作りといったところ。

薬剤師会としてのご協力で医薬品での自殺防止として、薬局での購入時の注意喚起や服薬指導による未

然防止といったご意見をいただいております。 

あと、もう一人、お名前の記載がなかったので内容のみご報告させていただきますが。地域ネットワ

ークの強化、各分野の細分化、エキスパートの充実、各分野の横のつながりの強化とのことで、子ども・

若者、無職・失業者、高齢者、自殺の手段などそれぞれのテーマに応じた関係のネットワークというこ

とでのご意見をいただいております。 

委員の皆様、いろいろご意見をいただきましてありがとうございました。出席されている委員から、

是非、追加でご意見について補足していただければと思います。 

○北川会長 

 ありがとうございました。 

 それでは、ご意見いただきました、今、濱委員がいらっしゃいませんので、3 名の委員の皆様に、ご

意見について少し補足、説明を加えていただければと思います。 

 では、佐藤委員、よろしくお願いいたします。 

○佐藤委員 

前回の会議でお話した内容と重複しているのですが、対象者を学生、まちで育てていかなきゃいけな
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い学生については、学校が主として命の大切さを教えていただく。また、学生以外の方というのは、外

から来て住んでいらっしゃる方なので、これについては育てるというよりも守っていくというような考

え方で、いろんな窓口を作って連携していくべきではないかということで対象を分けて提案させていた

だきました。 

以上です。 

○北川会長 

 ありがとうございます。 

 では、続きまして中村委員、お願いします。 

○中村委員 

自殺対策は関係機関との連携が大切だと思うのですが、どうしてもそのような事案が平日の昼間だけ

ではなくて、夜間・休日にもあるものですから、そのときの連携先窓口があると良いという考えでござ

います。 

○北川会長 

ありがとうございます。 

では、秋元委員、よろしくお願いします。 

○秋元委員 

前回もお話させていただきましたが、中高年のひきこもりの方に関わる機会があったところで、長期

にわたってひきこもりの期間が長いと、地域社会に結び付けるのにかなり時間を要する。長い時間の支

援が必要だということ。若い世代の方が学校の中だけではなくて、いろいろな地域の方との関わりを作

る必要、親や先生以外の関わりを作っていくということが必要ではないかということを少し追記させて

いただきました。 

○北川会長 

 ありがとうございました。 

 匿名の方は、これは匿名の方ということでよろしいでしょうか。 

○筒井委員 

私でございます。特に名前は書きませんでした。 

○北川会長 

 よろしくお願いします。 

○筒井委員 

ここに記載したとおりのことですが、自殺の防止に関わることであれば、それぞれ分野の専門の人が

いると思います。例えば小学校の先生と中学校の先生が高齢者と言っても、なかなかぴんと来ない部分

がある。それは子ども・若者の担当と細分化して、みんなで意見を出し合って行ったほうが良いのでは

ないか。こうして皆で集まってやるのも一つの方法ですが、もっと具体的にやっていくためには、防止

なのでチームワークを作って、良いところを出し合って意見を話し合っていったほうがまとまるのでは

ないかということで書きました。 

○北川会長 

対策の協議会みたいなものを作ったら良いのではないかというようなことですね。 

○筒井委員 

この次の話ですね。 

○北川会長 
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 わかりました。ありがとうございました。 

 委員の皆様からいただいたご意見をもとに、この（仮称）中野区自殺対策計画策定の参考にさせてい

ただきたいと思い、今回、この資料の中にご意見を入れさせていただいております。 

続きまして、さらに事務局に関係機関にヒアリングを行っていただきました。こちらの結果について、

事務局のからお願いいたします。 

○水口副参事 

参考資料１にヒアリング結果をまとめております。また、資料 2 の中央の行のところに、関係機関か

らのご意見を似たような分野でまとめたものを作らせていただいております。 

資料 2の裏面のところにヒアリングを実施した関係機関名の一覧が 4ページの下のところに付いてお

りますので、あわせてご覧ください。 

では、参考資料 1 の 1 ページ目をご覧ください。特定非営利活動法人 OVA さんに行ってまいりまし

た。 

こちらは自殺関連用語をネットで検索しますと広告が表示されて、そこのサイトに誘導され、そこに

誘導された方々はハイリスク者であるということで、そのような方からの連絡が来るのを誘導するとい

うやり方で自殺の相談を受けている機関になります。 

そういう形で相談につながる方ですので、圧倒的にご本人からの相談が多い。相談者の背景は、いじ

め、不登校、ひきこもり等いろいろあります。原則、精神科受診中の人の相談は受けないということに

しているようですが、かなりそのような疾患が疑われる方もいらっしゃるということです。 

最初はメールの相談から入り、電話や対面につなげるということで、徐々に相談を解決につなげてい

くということを考えておられます。 

次のページに行きまして、基本的にはメール 1 通の返信に対して支援者 2 名体制でメール返信をする

ということで実施されています。相談機関や自治体、医療機関などにつないでいくケースは 3、4 割い

るということです。メールで相談を受けるということに、普通の電話と違い、すぐに返事が返せるわけ

ではないので、24 時間以内に返信するということにはしていますが、文章量を相手が大量に文書を打っ

てくる人だとある程度多く、相手が少ない文章のところあまり大量の文章を返すと、キャッチボールが

成り立たないので、そのようなことも心がけているということでした。 

必要があれば、相談者が生活している自治体の担当などにも連絡を取ることもあるということですが、

なかなか窓口がわかりにくいときもあり、困ることもあるということでした。外部のスーパーバイズな

ど相談員が疲弊しないために、みんなで共有をすることも心がけているということです。 

基本的に、検索から連動している広告からつながった方のみ対象ということで、一般的なところに紹

介していただくということはお断りしているという形でここは運営されております。 

ウェブ相談の場合、非言語情報がないのでアセスメントが難しいということ。相談を受ける方も普通

の相談のスキルと違うことが求められるということを言われていました。普通に電話相談とか対面の相

談を受けている方がそのまま受けられる相談の形態ではないということを言われていて、また、子ども

は大人と違って衝動性が高いぶん、なかなかアセスメント等が難しいという話をされていました。 

自治体に求めることとしては、研修、さまざまな職員の研修をやっていっていただければということ、

このような検索連動広告をやっているところとうまく連携していただければというお声が出ておりま

した。 

次に、特定非営利活動法人メンタルケア協議会に行ってきました。 

こちらは、東京都の自殺相談ダイヤル、東京都夜間こころの電話相談、東京都精神科救急医療情報セ
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ンターなどの事業を行っているところになります。 

自殺相談ダイヤルは、相談者の背景として、職場や家庭の問題、うつ状態や発達障害などのメンタル

問題を抱えていらっしゃり、相談者の 99％がご本人の相談で、自殺企図をしたことがある方が 17%ぐ

らいおられるというお話がありました。深刻な方もおられるが、傾聴することで相談を終えられた方が

89.7％というお話がありました。 

夜間こころの電話相談は、メンタルな問題を抱えた方の相談がとても多いということで、こちらも

98％がご本人の相談だということです。 

東京都自殺の相談ダイヤルは、自殺相談ダイヤルとネーミングしているため、一般の相談は抑えられ、

比較的つながりやすいけれど、自殺リスクがないと判断されたリピーターの方には、他の相談窓口を紹

介して、新規の方がつながりやすい場所に設定しているということです。 

夜間こころの電話相談は、こころの悩みに幅広く対応する相談窓口なので、架電件数が多く、なかな

か電話がつながりにくく、1 回の相談を 20 分に制限しているというお話がありました。 

相談員としては心理職の方が多いですが、福祉職や看護師さんもおられ、看護師が体のことの相談は

受けられるという話をされていました。 

相談員が疲弊しないように、チームプレイでやっていくことで支え合っていくことが必要という話が

ありました。 

年間 50 件ぐらい他機関に連携するように介入しているのですが、なかなか連携がスムーズにいかな

いこともあるというお話がありました。 

次のページに行きまして、医療と福祉の連携は、自治体の窓口もいろいろあって、難しいことが多い。

特に高齢者のケースをどこにつなげるかが難しいというお話がありました。 

自殺未遂者は再企図のリスクが高いので、再企図を防止する支援が必要だが、病院の救急の現場は多

忙を極めていて十分な対応ができない。自殺未遂者支援のための仕組みが必要で、東京都で新しい取り

組みを行っているというお話がありました。 

中野区のこととしては、自分から支援を求めることが上手ではない若者が多い、就職してすぐの方の

相談が多いのではないかということを言われておりました。 

東京都の LINE 相談もおこなっていますが、こちらはキャンペーンのときには多くの相談があり、そ

の後、一旦少し落ち着いてはいるようです。10 代、20 代からの相談が多く、この年代は電話で話すこ

とが苦手なことと、電話代から相談していることが親にばれるかもしれないので、無料の LINE だと相

談しやすいということでした。しかし、LINE 相談には難しさがいろいろあり、一方通行の会話にない

やすい、即答を求めてくるが言われたくないことを言われるとシャットダウンしてしまうことが多い。

電話をかけることを案内してもなかなか希望しない。LINE で終わってしまうと言われておりました。

相談を受ける側としては LINE では傾聴を表現するのは難しいところがあり、コミュニケーションの難

しさがあります。電話相談は平均 19 分だけれど、LINE 相談は 1 時間以上かかってしまうということ

です。やり取りをしていると相手からの返信を待つ時間があり、なかなか効率的に相談にならないとい

うお話がありました。 

相談者の書き込みに、どのように返したら良いか判断に迷うことがあって、相談員をバックアップす

る仕組みが必要で、5 回線に一人、スーパーバイザーも付けて対応しているということでした。 

LINE 相談は子どもの自殺防止に有用なので、子どもたちがもっと活用するために工夫したいとのこ

とでした。それと併せて、自殺率が高い 40 代や 60 代の人たちへの取り組みも力を入れる必要があるの

で、全体をカバーできるようにしていきたいということを言われておりました。 
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次に、特定非営利活動法人アカーに行ってまいりました。 

こちらは中野区内に事務所があり、同性愛者の当事者グループとして、かなり古くから活動されてお

ります。 

相談事業としては、法律相談というものと総合相談というのをやっております。法律相談は平均 30

代、40 代からですが、かなり幅広く 10 代から 70 代までいろんな方が相談されているということです。

10 代は、本人からよりは親が相談してくることが多いと言われておりました。60 代、70 代では、遺言

や遺産とかの問題が法律相談なので入ってくるというお話があります。 

いろいろなところからつながってくることも多いですが、最近はインターネットで検索してつながっ

てくることも多いということです。こちらは最大 30 分の予約制という形で法律の相談を受けていると

いうことで、必要時には弁護士さんを紹介していますが、必ずしも弁護士を紹介しなくても解決してい

くこともあると言われていました。 

総合相談は、いろいろな訴えがあるようですが、一番多いのは孤立感で話せる相手がいない。こちら

は中野区保健所ともエイズ検査のときなどにご一緒にさせていただいていますが、そのような性感染症

に対する相談というのが 2 位に上がってきております。3 位にメンタルヘルスに関すること、4 位が人

間関係ということです。こちらも 30 代が一番相談してくる方が多いということで、10 代、20 代は自分

の性的指向に気づいてからの孤立感といったような悩みがあり、30 代、40 代は先の見通しがというよ

うなことでの閉塞感のような訴えが多いということでした。相談は、こちらも 30 分を目安にしている

ということです。 

こちらはライフガードやエイズデーの前後にやっているイベントなどもあるので、そのようなところ

お誘いをして顔をつないでいくこともあるというお話でした。 

個別に勧誘するということでは、以前にこちらの保健所からご案内した方の生活支援なども一緒にや

っていただいたり、グリーフケアのようなことも一緒にやっていただいたこともあります。 

相談員への心のケアということで、以前、精神科医師が総合相談を担当していたこともあり、みんな

で事例検討会や、困難事例を共有するなど工夫しながらやっているということでした。 

関係機関につなぐケースは比較的少ないとはいうことではありました。 

SNS の利用については、日本だと同性愛者はツイッターの利用がとても多いということで、ツイッタ

ーは顔が見えないということと、指定したものをブロックできるということで、割合皆さんそれを使っ

ているということです。 

電話相談を利用する方は、ネットを使ったやりとりに慎重な方が多いのではないかというのが相談を

受けていらっしゃる方の印象としてあるようです。 

自殺に関連する相談としては、10 代で自殺未遂の方の相談を受けているとか、家に帰れずにアカーの

事務所に泊まり、落ち着いたら帰るといったこともあるということで、スタッフの方も自分が同性愛者

であることに気付いたときに自殺を考えたことがあるというお話しをしていただいております。 

最近ですと、軽度うつ障害の方が学校などで理解していただけずに死にたいと相談してきたこともあ

るということで、なかなか難しい問題でありました。 

区に要望したいこととしては、研修の実施、居場所ということがありました。ちょっと帰りたくない

ときにいられる、無料でいられるスペースで、若者だと Wi－Fi や電源などそのようなものがあること

が大事と、居場所としてそのようなものがあるところだと居やすいという話がありました。ちょっと立

ち寄れるようなところのマップなどがあると良いというお話しや、ひきこもりの方でもゲームなどはや

っているので、そのようなものから誘導できると良いのではないかというような話もありました。 
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また、遺族支援では、アカーでも自殺者の家族への追悼イベントなどを実施しているという話があり

ました。 

その他、医療情報が欲しいとお話があり、この医療機関はこういうことが得意など、そのような情報

があるといいということで、精神科に限らず内科、皮膚科といろいろ医療機関情報があると相談を受け

るときに助かるという話がありました。行政としても PR していただけると良いというお声もありまし

た。 

次に、地域生活支援センターのせせらぎさんに行ってまいりました。 

こちらは、もともと精神障害者の作業所としてスタートしているところで、法人全体としては、つな

がりが切れそうな方を、どのように拾っていくかというところを法人として心がけていらっしゃるとい

うことでした。 

今、利用している方が、発達障害や高次脳機能障害などいろいろな方になってきているということで

す。登録している方が 400 名程度おられ、年齢構成は 40 代が多いということです。徐々に高齢化に伴

い、体を含めた全体の健康を見ることができる専門家が少ないというお話しがありました。 

統合失調症が多いですが、最近は気分障害、発達障害、高次脳機能障害などいろいろな方が増えてき

ているということで、障害者地域自立生活支援センターつむぎで発達障害の連携ができるようになった

ということです。 

せせらぎは、プログラムが充実しているのが利点ではないかということで、地域生活支援センターは

プログラムをやらず、居場所としての機能をもっているところも多いですが、プログラムがあることで

参加しやすい、つながりやすい人もいるので、プログラムを実施するという形で続いてきているという

ことでした。 

今後の目標や課題としては、切れてしまった方の状況確認等が課題であるというお話しがありました。 

あると良い機能としては、レスパイトとしていられる施設というお声がありました。 

区としては、スタッフのサポートをしてもらえるとすごく良いというお声がありました。現在は、東

京都中部総合精神保健福祉センターや障害福祉分野などいろいろなところでやっているということで

すが、関わりの中でこぼれ落ちそうな人がいたらつないでもらえると良いというお声がありました。 

現在は、電話対応だけでも精一杯で、メール相談についてはかなり困難だというお声がありました。 

なかなかサービスにつながらない人でも、ここなら来られるというお声も結構ありました。 

ピアスタッフの方にお伺いした話としては、ふらっと参加できる敷居が低い感じにしていますという

ことです。ピアスタッフがいることで安心でき、安心感につながるというようなお声がありました。 

こんな仲間がいるよということが退院前に知ることができる状況があると良いというお話しもあり

ました。 

利用者兼ピアスタッフの方たちについては、居場所があることが大事だということ、利用するに至っ

た経過としても、居場所がなくなると不安定になるというお声がありました。 

参加してみて、これを知らなかったらなかなかつながらないというお声もありました。 

区に対しても、孤立、居場所などの相談する場といったところについてのご希望がありました。居場

所が一つだけではなく、思い出したときに行けるような場所があると良いというご意見もありました。 

次に、社会福祉協議会と社会福祉協議会のやっているカタルーベの会にお話を聞いてきました。 

社会福祉協議会では、中高年のひきこもりについて相談を受ける機会があったということと、2015

年に中野地域福祉推進フォーラムで中高年のひきこもりを考える分科会を実施したのを機に、このカタ

ルーベの会を立ち上げたということで、中高年のひきこもりについて考えてきたという経過があるとい
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うことです。 

この課題に関心のある方たちでボランティアグループで活動している方にお声がけをしたりし、この

会を立ち上げております。 

参加して来られる当事者の方のほとんどはチラシやインターネット、家族はインターネットや図書館、

区の掲示板を見てというのが参加した経過としてはあるようです。すこやか福祉センターからのご紹介

というのもあったそうです。区外から来る方はひきこもりの家族会やスタッフの紹介で来た方が多いそ

うです。 

実際、ひきこもり当事者は中高年と思っていたのですが、比較的若い方も参加されることが多いとい

うというお声もありました。 

カタルーベの会の今後の課題としては、どのようなところで PR をしていくか、当事者の参加をどう

増やしていくかということ。ひきこもりの当事者が居場所だけではなく、いろいろな社会経験などを積

める場があると良いという話しが出ておりました。 

社会福祉協議会では、多重債務の相談などもありしているので、そのような場合は必要な相談機関に

つなげていくための同行なども実施しているということ。 

また、そのようないろいろな活動をしていく中でグリーフケアが必要なのではないかということ。高

齢の独居者の方が自殺をするわけではなくてもセルフネグレクト状態になり、実質的に自殺に近いよう

な形で亡くなる方の問題など、50 代、60 代の男性が地域で行ける場があると良いのではないかという

こと。子ども食堂ではなくて大人食堂があると良いのではないかというお話をされていました。 

ケアマネジャー等、高齢者の支援をするなかで同居の子どもがひきこもりで家にいることがわかると

いうようなことがあるという話もありました。 

社会福祉協議会の中で今後の課題と感じることとしては、相談窓口と支援体制の充実や、その後のフ

ォロー体制。ここでも医療的な視点がある相談体制というのが社協としては弱いというお声がありまし

た。 

SNS を通じての周知等が課題としてありました。 

また、医療につなげるまでの大変さというところもありました。 

区に希望することとしては、医療と医療をつなげるための生活支援の一体化が必要ということで、医

療だけではなくて生活を支えることと両方の側面が必要というご意見がありました。 

今後は、SNS のことは情報発信手段としてはあれなのですが、相談に乗るシステムというのは難しい

というお声もありました。 

SOS の出し方教育などの実施を通して、困ったことがあったら相談しても良いという社会作りが行政

としても必要なことではないかというご意見もいただいております。 

ゲートキーパー研修、今後、社協で実施している地域活動担い手養成講座などと一緒に実施していく

こともできるのではないかということもご提案いただいております。 

ということで、今後インターネットの活用やいろいろなことの課題を言われておりました。 

カタルーベの会を実際やっていただいているボランティアの方たちのお話も聞いてきました。社協の

フォーラムに参加され、社協の協力のもと、このカタルーベの会を立ち上げた方たちです。 

実際、その会をやっているところの現場にも参加させていただきまして、お菓子代 100 円を集めて、

みんなでお菓子とお茶をしながら話す。言いっ放し、聞きっ放し、相手の話は否定しないということを

ルールにして、みんなでおしゃべりをするという形で実施されております。参加している方はひきこも

りの当事者の方や、ひきこもり経験者の方、家族の方。ひきこもりを経験した方で自分がこのようにそ
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こから抜け出してきたという立場で参加されている方もいらっしゃいました。 

講演会やイベント、いろいろな情報提供があり、ひきこもりから少し外に出てきているような方から

も、自分の体験に基づいての情報提供などがあります。 

もともとは親の介護とかがあるような年齢層を想定してスタートしたのですが、むしろそれより若い

層が多く、今、なかなかその層の方に届きづらいというお声が挙がっておりました。 

こちらでも図書館でチラシを見てきたというような方もいて、ひきこもりの方は日中図書館を利用し

ていることが多いというような情報もいただきました。やはり居場所として中野区図書館はいろいろ使

えますので、ちょうどその居場所の条件に合致しているのかなと思います。 

区へのご意見としては、研修の実施といったこと。ゲートキーパーを自殺という狭い観点ではなくて、

ひきこもりなど対象を広げたテーマにすると、関心を持って参加してくれる方が増えるのではないかと

いうご意見をいただきました。 

次に、町田市の二つの部署にお話を伺いに行ってまいりました。 

一つは健康推進課という自殺対策計画を策定している部署です。町田市は 2013 年 6 月に町田市自殺

総合対策基本方針というものを法律で計画の策定を定められる前に先駆的に策定されていたというこ

とで、お話を伺いに行ってまいりました。 

その基本方針の中で実態把握や広報・普及啓発、ゲートキーパー養成、相談支援の充実、連携体制の

構築といったようなことをうたっておられます。 

2017 年に計画に反映させるべくアンケート調査なども実施されているということ。また、今日、中

野区のお渡ししているようなプロファイルから自殺の傾向を出しているということです。 

計画の体系として基本理念、基本目標、基本施策、取組の方向性というような枠組みで計画体系を作

られております。 

自殺率は 3 年平均で設定し、出しているということでした。 

新規で実施される予定のこととしては、啓発標語のコンクールの実施ですとか OVA との連携で検索

対応事業ということで、町田市内で自殺に関連する検索をすると町田の相談機関の情報が出るといった

ようなことを新規で実施する予定ということでした。 

既存事業の見直しとして、ゲートキーパー養成研修のあり方として、これまでは広く普及啓発、初級、

中級という形で実施していたのを、今後はそれぞれ対象者を分けて教職員編、地域のネットワークや医

療機関などの専門職編というようなものに分け、かつ初級編という一般的なものも継続しつつ、対象を

分けた形のものもやっていくということを考えておられるということでした。 

自死遺族支援としては、わかちあいの会というのが町田市を拠点に活動を開始されているということ

です。 

町田市、もう 1 カ所、保健予防課というところで、ひきこもりの対策をされており、そちらにもお話

を伺ってまいりました。 

そちらの参考資料はホームページから打ち出したものを付けさせていただいております。お手元に町

田市からいただいた悩みの相談先一覧というものがあります。それぞれこのような悩みだとここに相談

できるという一覧にしたものがありますが、これもホームページにも載っておりまして、それを打ち出

したものが 1 枚付いております。次に、町田市ひきこもり者支援ということでの、真ん中に人の顔があ

る図がありまして、安心できる場所や、それぞれ就労の方向など医療に関することや、福祉・居場所、

教育など四つのベクトルに分けたもので、それぞれこのような対策をおこなっていくという形の図が載

っております。 
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町田市としては、1990 年代から思春期の専門相談をやっていた中で、2002 年からひきこもり問題を

抱える親のグループや、その後、ご本人のグループも開始してという形で、ひきこもりの対策もかなり

先駆けてやってきているということで、このような対策をやっているということです。 

このひきこもり者支援の後にひきこもりのご家族の方へということでの冊子にまとまる形になるの

だと思いますが、このようなものもあり、どのような問題だとここに相談するとよい、ひきこもりとし

てはここで、教育としてはこのようなところに相談できるといった相談の仕方などが付いたものが作ら

れております。 

ひきこもりについては、実態把握として、市民の意識調査を実施し、そのような中で早期に適切に相

談支援に移る体制はどうして行けば良いのかということを検討しながら進めているということでした。 

当事者へのアンケートやインタビューなどで、そのようなことを探りながら対策を行っているという

ことです。 

昨年度まではひきこもりのネットワーク会議ということで、関係機関で連携しているものを年 4 回開

催されていて、保健医療、福祉、教育、就労、当事者支援など四つのグループに分かれた分科会を実施

されているということでした。 

町田市でほかに行っていることとして、ひきこもり相談員による個別支援ということで、心理職 3 名

で対応しており、予約制で 3 カ所の保健センターをまわり、家庭訪問等による支援も行っているという

ことです。予約がいっぱいになるぐらいニーズがあるというお話しがありました。 

A3 の資料 2 のところに、このような関係機関などからそれぞれいただいたご意見を真ん中の欄にま

とめて付けさせていただいております。 

1 ページ目の上のところに、行政に希望することとしては研修といったことがありましたので、その

ようなご意見をまとめたもの。下のところが、若者や生きづらさを抱えた方に対しての支援というご意

見。2 ページ目には、関係機関連携、未遂者支援、SNS というところをまとめています。3 ページ目に、

何カ所かのところでお話しが出ておりました居場所やレスパイトというような課題。3 ページ目の真ん

中のところで遺族支援、私たちもお話しを聞きに行く前には自死遺族ということしか頭になかったので

すが、身近な方が亡くなるということは死亡の理由に関わらず、グリーフケアの必要なリスクとしてと

らえるべきということを関係機関の方のお話を聞いていて思いました。3 ページ目の下のところで医療

機関との連携や広報活動というところ。4 ページ目には、地域連携や相談体制の充実ということで、同

じようなご意見が幾つものところで出てきたので少し課題別にまとめまして、こちらで作成させていた

だいております。 

○北川会長 

 ありがとうございました。 

 では、ちょっと長くなりましたけども、このヒアリングについて黄緑の資料のヒアリングに関して、

何かご質問もしくはご意見等があれば言っていただければと思います。何かヒアリングに関して、リト

ルポケット松田委員も来られていますので、何かご質問等があればお話いただければと思いますが。委

員の皆様、何かご質問はありますでしょうか。 

 松田委員、何か追加したいことなど、何かないでしょうか。 

 すみません、私のほうから事務局に質問したいのですが、このいろいろな関係機関のところにヒアリ

ングに行かれたというので、この中で積極的に例えば家庭訪問をしているアウトリーチですか、危ない

なというようなところに、こちらから相談を受ける前から何か情報をもらって声をかけたりとかという

ようなところはありましたでしょうか。 
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○水口副参事 

 なかなか相談を受けているところでも、相談から会ってつなげていくところが難しいというお声もあ

りまして、相談に来た方と一緒にどこかに行くとか、そのようなことはかなり積極的にされていたりし

ますが、なかなか情報を得てひきこもっている人のところに入っていくというのは。 

○向山所長 

 町田市ぐらいですね。 

○水口副参事 

 町田市のひきこもりの心理職の方で行かれているというように、そのようなところ以外では、なかな

か難しいということです。 

○向山所長 

 メンタルケア協議会というところで、夜間の電話相談や救急医療情報センターなど、いろいろ先進の

相談、主に電話を使ったものをしています。ここで未遂者支援事業というのもしていて、ちょっと見守

りが必要、しばらくは毎日決まった時間に連絡を取りましょうというような、訪問はしないけれども、

個別性や状態に合わせて対応をしているということ。その方の了解をとってですが、例えば中野だった

らせせらぎにつなぐなど、地域でここを伝えておくので、きちんと介在して、こちらからの紹介だから

保健師さんにきちんと来てもらっていいですよねというつなぎ方をしている。ただ、自分のところで解

決はしないですが、少しそういう動きをしているところはあるのだなということはわかりました。 

○北川会長 

せせらぎさんも、例えば来られたけども、急にパタッと来なくなったというような方とかがいらした

場合というのは、どのようにされていますか。 

○松田委員 

自殺対策としてではないのですが、体調不良を起こした方ということで、例えば毎日電話が入ってい

る方からピタッと来なくなったと、そのようなときには、私たちは動くことにしています。私たちが動

けるかどうかというのは、そのときの忙しさによって変わるということがありまして、そのときには、

例えば紹介していただいたところにもう一度お願いをして、そこに行っていただくとか、そのような形

でつながりがどんどん広がっていくような気がしています。紹介してくれた方のところは、積極的にこ

ちらも使わせていただくということで広げているような形です。 

○北川会長 

ありがとうございます。そのほか、委員の皆様から何かご質問はありますでしょうか。 

○菅原委員 

最初の二つのところは自殺予防のいろいろ相談を受けている有名なところで、私も西村さんよく知っ

ていますが。それはそれで良いと思うのですが、残りのヒアリング先の LGBT とかの関係のところと、

あとひきこもりです、中野区としてはそれをやりたいのですか。要するに普通であればヒアリング先と

して救急病院ですね。救急で担ぎ込まれてきた、主に大量服薬とリストカットが多い、その次に首吊り

で、その次がと相場は決まっているのですが、そのようなところにどうしたいのか、あるいは連携はで

きないか。未遂者支援で世田谷区とか港区とか、そういう連携組んで実際に同意が得られれば保健師が

アウトリーチするというようなことやっているのですが、メンタルケア協議会だと港区などでしている。

要するに、何をしたいのかでヒアリング先が決まっているはずなので。要するに、いろいろな区にいろ

いろな特色があって良いと思うのですが。中野区というと何となく私は中小企業が多くて、それからこ

の間の話だと、個人商店など、個人事業主さんが多いかなというところがあるので、どこに焦点を当て
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るのかというところだと思うのです。要するにひきこもりとそういうセクシャルマイノリティみたいな

人をやりたいということなのか、それとも人数ベースでいうと 20 代、30 代の働いている人、あぶれて

しまった人を含めた、ある程度の恒久気味の方々、あるいは働く人のメンタルヘルスですね、そちらの

ほうなのか。ちょっとだからバランスの問題がある。要するにひきこもりはひきこもりで別の問題があ

る。そこと自殺をセットにして見せたいのか。自殺は自殺、ひきこもりはひきこもり、これは私は別の

ものだと正直思うのですが、セットにして何か見せるパッケージにしたいのかというのが、ちょっと私

にはわかりにくいなという印象でした。 

それとあとは、メンタルケア協議会とか OVA さんがやっているような、そういう自殺相談みたいな

電話を中野区でも、よその区でもやっているところはありますけれども、そういうものを LINE とかい

ろいろありますよね。確かに東京都の LINE 相談ですごい数が集まっていてメンタルケア協議会はちょ

っと悲鳴を上げていますが、そのようなものを中野区としてやりたいのか。何をやりたい、何をヒアリ

ングしたいのかが、ちょっと私にはわかりにくいです。それはそうだろうなという返答がそれぞれみん

な返ってきて、中野区へのご要望というのもありましたが、中野区の今までの既存の事業、自殺対策の

事業、そう多くはない中で、希望していることもまちまちだし、非常に相場的な希望があって。ちょっ

と何かヒアリング、正直意図がわかりかねた感じが私にはしました。 

○北川会長 

ありがとうございます。事務局からそのヒアリングの意図、お答えできますでしょうか。 

○水口副参事 

救急に関しては、かなり他区にまたがってしまうところがありまして。新宿に大病院が多い隣接区で

あるという性格上、なかなか区内完結しづらいというところがあり、救急医療機関に手を付けづらいと

いう要素が若干ございます。 

職場に関してはプロファイルでも出ていることとして、区内にお住まいの方が必ずしも区内で働いて

いらっしゃらないということで、区内事業所と区民というかお住まいの方をどう考えていくかというと

ころが難しいのと、今、かなり若い方の就業形態が不安定になっていて、必ずしも 1 個の職場にいると

いう形態ではなくなっているので、なかなか職場アプローチが難しいというようなところもあります。

仕事関係のところにうまく手を付けられずにいるというところがあります。 

○向山所長 

地域特性としては、実は中野区は新宿区のベッドタウンでもあるので、公開はしていませんが LGBT

がすごく多い、それはわかっています。全国区のアカーという団体があり、実際には相談員の中でも自

殺が起きていたりして、精神科医が振り返りに関わったり、つなぎ先に困っていたり。その中で、そう

いうところもそうなのですが、生活の若い人、特に大学生年齢以降ぐらいですか、割と単身で、結核な

ども出てくるのですが、何の仕事をしているのかよくわからなくて、ずっとアパートにいらしてという

方が結構ひきこもりと言っていいのかどうかわからないのですが、そういう方が一定の割合で生活して

いらっしゃる。逆に過ごしやすいということもあると思うのですが、それは地域性としてあるのだなと

いうように思っております。 

なので、そのプロファイリングから出てきた、そのプロファイリングの自体、先生いろいろご意見が

あると思うのですが、ここから出てきたところとの重なりということで、自殺対策そのものをひきこも

り対策ということではないのですが、ひきこもっている方のアプローチの仕方というのが、どの機関か

らも切れてしまった人が問題とか、潜在的な人が問題ですとか、あるいは例えば包括とかであれば、息

子がいるのをわかっているのだけれども、対象の介護保険の方が亡くなれば自分たちは訪問看護とか介
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護に入れなくなると。すごく気になるのだけれども、その後どうなったのだろうかというお話が出てく

るので、そういう取っ掛かりをどうやって浮かび上がらせるかということで、若年者だけではなくて 40

歳以降のひきこもりに関しても活動している町田市の事例を聞いてきたということがあります。 

その中の少しエッセンスを一番アプローチしにくいところを入れ込んで、相談とかあるいはゲートキ

ーパーとかで。 

一番課題として、うちとしてやらなければいけないと思ったのは、ゲートキーパー研修にしても啓発

にしても、今まではもう一般的にまず自殺ということをみんなの問題だよ、社会の問題だよということ

を中心に啓発してきたのですが、これは委員のご意見もあるように、もっとレベルアップして、本当の

つなぎ方とか、ある課題、ある世代を取り上げて、その方たちでグループワークをすると。つなぎ方と

言っても、幅と奥行きがどんな人が取っているか、対応しているか、何を得意としているかというのを

結構お互いに知られてないということもわかりましたので、こうやってつないでもらったら嬉しいとか、

この相談はちょっと得意じゃないからこういうふうに回していますというような。都民向け、区民向け

の相談とか啓発とプロ向けというのですかね、支援者向けというのは、やっぱりきちんと分けていきた

いなということが、それは一つあります。 

それと、どの世代にも共通するのですが、先ほどの SOS の出し方という、いろいろなところでキー

ワードになっていて、それでひきこもりですとかを聞いてきている。 

それから、もう一つは、遺族支援とか先ほどの未遂者支援というのは中野は手を付けてきていないの

ですね。ちょっと人の軒先を借りるようですが、やっと昨年度から精神科と身体科の医療連携の会議が

立ち上がっていたりはしているので、そことのパイプですとかも、区では作ってこなかった精神科医会

との連携というものを是非手がけていきたいなというように思っています。 

そういう意図でヒアリングをさせていただいています。 

○北川会長 

ありがとうございました。中野区としては、新宿区のベッドタウンでセクシャルマイノリティが多い

だろうということと、あと自殺のプロファイリングを見ると、独居の方。無職、独居の方も 2 位、3 位、

4 位というようなところでいるので、ひきこもりの方というところで少し手をかけていければというよ

うなところで、このヒアリングを行ったということですね。 

○向山所長 

SNS に関しては、事務局ですごくやりたいというわけではないのですが、お声はすごくあります。し

かし、メンタルケア協議会が数だけではなくて、今まで出会ったことがない層とか、LINE でもっと広

くいろいろな人とつながりたいのかと思ったら、決してそうではなくて、実は LINE 自体を自分がやら

ないのでよくわからなかったのですが、今までのつながりの延長であったこと。非常に承認要求が強い

ので、アドバイスを求めているというよりも、自分のつぶやきとか、いろいろなその時々の話にすぐ返

事が欲しいということがあるので。東京都の相談を紹介していくという一つのとまり木として。それで

十分なのか、各区がやはりやるべきと考えているかということで聞いてきています。 

○北川会長 

ありがとうございました。ちょっとお時間もありますので、次の報告事項（３）、前回の会議でも庁

内関連事業の調査というのがありましたが、これの追跡調査結果ということで、ご報告を事務局よりお

願いいたします。 

○水口副参事 

 参考資料 2 をご覧ください。一つ目の部署として、犯罪被害者等相談支援事業をやっている部署のと
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ころに連携して実施できそうなことはないかというところをお伺いしてきました。ここでは、犯罪被害

者やその遺族などは精神的な問題をいろいろ抱えていて、自殺のハイリスク者であるということですが、

現時点では、なかなか相談窓口で把握している事例が少ないというお話でした。 

必要な時は病院と連絡を取って同行受診するときもあるということですが、なかなか婦人科と精神科

の連携が取れておらず、別々に紹介してつなぐなどの事例があるということでした。 

支援をする中での課題としては経済面、住居、就労に関する施策が課題ですが、なかなか不十分とい

うことです。 

犯罪被害者相談支援を受ける中で、例えば死亡届を出した際に、死亡後に必要な事務手続のパンフレ

ット等を死亡届のところでお渡ししているようですが、そのようなものとあわせてグリーフケア等の相

談先一覧などを渡せるといいのではないかというようなことがご意見としてありました。 

もう一つ、職員の研修をやっている部署のところで、現行でいろいろメンタルヘルス研修や、職員向

けゲートキーパー研修などをやっている中で、うまくリンクしながらできる部分がないかというような

ことでお伺いしてきました。 

もう一つ、職員の研修をやっている部署のところで、現行でいろいろメンタルヘルス研修や、職員向

けゲートキーパー研修などをやっている中で、うまくリンクしながらできる部分がないかというような

ことでお伺いしてきました。 

今、新任と主任昇任時の必修研修で職員のメンタルヘルスの研修というのをやっているということ。 

ただ、人材育成としてやっているので、ゲートキーパー研修とのリンクが可能かどうか、もし考える

場合には、内容の調整等について検討しなければならない、とのことでした。 

また、研修の他にも、ストレスチェック等、職員の健康管理として福利・健康管理担当でやっている

事業等もあるので、別途そちらについても確認した方がいいのではないか、とのことでした。 

もう 1 カ所は、障害福祉分野の相談支援担当のところに行ってまいりました。 

こちらは、障害者の雇用や自立支援、手話通訳の派遣、高次脳機能の支援事業等をやっている部署に

なります。 

こちらに関しても、連携してできそうなことはないかということでお伺いしてまいりましたが、いろ

いろと事業所からも相談を受ける機会があり、相談窓口の情報提供とかサービス内容の調整等で対応は

しているということで、実際、ハイリスク者と直接の接点を持つことは少ないのですが、そういったと

ころとつながりのある関係機関のネットワークはあるということです。関係機関の研修実施等を共催の

形で実施していくことが可能ではないかというご意見をいただいております。 

居宅介護事業所などでは、精神疾患への理解等、研修へのニーズが高いので、そのようなところと絡

めて実施したりすると良いのではないかということで、相談支援の専門員研修等の中に組み込んでいく

とかいうやり方もあるのではないかというところもありました。 

 いろいろそのようなヘルパーさんや障害者自立支援協議会合同研修などの中でも一緒にやっていけ

るのではないかといったご意見もいただいております。 

 このようなところでの研修で発達障害とか高次脳とかいろいろなニーズも高いので、そのようなもの

と一緒にやっていければという話もありました。 

 また、広報活動についても、窓口に相談機関一覧等を置くことは可能だというようなことで周知を図

っていくという協力ができるという話はありました。 

 また、精神通院の自立支援医療の申請のところなどで、相談機関一覧などを紹介していくこともでき

るというご意見をいただいております。 



16 

 最後に、生活援護分野です。こちらは生活保護や受給相談、路上生活者対策、自立支援事業といった

ことをやっている部署になります。こちらで連携して実施できそうなことはないかをお伺いしてまいり

ました。 

こちらの部署としては、区内の生活保護者の自殺者数が年 5、6 件程度あり、自殺率としても 0.08％

とかなり一般よりは高いのではないかということで、ベースにやはり精神疾患があることが多いという

話がありました。 

現在、生活援護分野では精神保健福祉士による相談支援などを実施し、そのような相談につなげると

いうケースは年々増えているということでした。 

研修については、生活援護分野内で、精神保健福祉士の活用などで対応して研修を実施しているとい

うお話でありました。 

以上です。 

○北川会長 

ありがとうございました。今、事務局からの報告というようなところは一通り終わりましたが、ここ

までで委員の皆様から何かご質問等ございますでしょうか。 

特にないようでしたら、お時間もありますので、本日の本題の中野区の自殺対策計画の骨子について

の検討ということで、議題の 2 ですね、骨子の検討について進めたいと思います。 

では、事務局から説明をお願いいたします。 

○水口副参事 

 資料 3 をご覧ください。中野区自殺対策計画骨子（案）ということで、表面に目次として落としてい

くとこのような形になるというものを付けております。裏面で見ていただいたほうが体系としてわかり

やすいかと思いますので、裏面の基本理念、基本目標、基本施策、取組の方向性、取組例という枝にな

っているものをご覧ください。 

一応、こちらで基本理念、基本目標等とりあえず言葉を作らせていただいておりますが、命を守ると

いうことを基本理念にし、基本目標として、生きることの促進因子を増やすということと阻害因子を減

らすということ、関係機関連携というところを目標の 1、2、3 として挙げさせていただいております。

基本的な施策として、普及啓発がまず必要だろうというところと、生きることへの促進因子への支援、

自殺防止に向けた取り組み、地域ネットワークの強化ということで基本の施策として挙げさせていただ

いております。取組の方向性という中で、この重点施策というので挙げさせていただいているものは国

が重点施策の中に挙げているようなものは一応色を変えさせていただいているものになります。啓発と

しては、ハイリスク層に向けたもので、それ以外に強化月間などの啓発活動を関係機関と連携したもの、

区民全体を対象とした広くやるような研修の実施。生きることへの促進への支援ということでの取り組

みとしては、グリーフケアといったようなところのこと、地域における必要な支援をつなげるための取

り組みといったところ。自殺防止に向けた取り組みとしては、生きづらさを抱えた方への支援、若年者

への対策、自殺対策を支える人材育成といったところを言っております。地域ネットワークの強化とし

て、地域における関係づくり強化ということと、先ほどお話がありました精神科、身体科の医療連携の

強化というものを取り組みとして挙げさせていただいております。 

まだ取組例として具体的なものがまだピックアップし切れてない部分がございますが、このような形

で作らせていただいております。 

○北川会長 

では、この骨子例をもとに、このような形になるのですが、具体的な対策については、こちらの資料
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2 で事務局が皆様方のご意見とヒアリング、それらを入れ込んだ形で一番右側に課題と取組例というよ

うな形で作っています。こちらについても事務局から説明していただいてもよろしいでしょうか。 

○水口副参事 

 資料 2 ですが、1 ページ目のところ、ゲートキーパー研修ということで、今まで行ってきていたよう

なもの以外に、ある程度区民に向けた広いものは継続しつつ、対象を分けたゲートキーパー研修の実施

ということで考えております。ハイリスク者層と接する機会のある関係者へのゲートキーパーの実施や、

地域で関係者に向けてのゲートキーパー研修といったもの、それも考えていきたいと思っております。 

 課題の二つ目として、若年者対策の推進ということで、現在、教育で実施されている SOS の出し方

研修や、学校との連携強化。町田市で大学と連携したミュージカルを活用した広報活動などもやってお

りましたので、そういうものも考えられるかなということを思っております。 

 生きづらさを抱えた方への支援ということで、関係機関との情報共有、今、かなり部内でいろいろさ

れているところがあるので、バックアップ体制の整備。居場所についての情報が欲しいというお声もあ

りましたので、そういうことの整備。相談窓口一覧も、もっとわかりやすい形にしていければと思って

おります。 

また、対象者が利用しやすい場所への相談窓口一覧の配布ですとか広報活動といったことで、図書館

やコンビニなどには行くというお声もありましたので、そういうところを考えております。 

2 ページ目に行きまして、関係機関、相談窓口一覧のいろいろな窓口への配布なども考えていきたい

と思っております。 

課題4として、関係機関との連携ということで、まず庁内の関連事業の継続及び連携といったところ。 

庁内の関連事業と連携した形での研修の実施や広報活動。 

関連分野の方に自殺対策担当者会議へ参加していただいて、そういったところでの事例検討や情報共

有といったところも考えておりまして、課題 3 の 1、2 とも重なってくる部分があるかと思っています。 

課題 5 として、未遂者支援ということで、ちょっとなかなか救急病院との連携というのもお声として

あるのですけれども、なかなかちょっと区がまたがるところであれなのですが、とりあえず事例を検討

するようなところを実施していきたい、また実施していければというようなことをちょっと考えてはお

ります。 

課題の 6 として、SNS を利用した相談事業というのがあるのですが、情報提供のほうはあれなのです

が、相談に関してとりあえず東京都の LINE 相談等との連携というところで考えています。 

3 ページ目に行きまして、居場所づくり、居場所の情報提供ということで、課題 3 のところでも出し

ているような、マップ化するようなことを考えています。 

課題 8 で遺族支援、支援者への心のケアといった問題でして、スーパーバイズとかそのようなところ

への支援。また死亡届のところでのアプローチといったことを考えています。 

課題 9 として、医療機関連携、精神科と身体科医療連携強化。 

課題 10 として、広報活動ということで、今まで出てきていたようなものと、それにプラスして月間

のときの広報や、東京都の事業との連携、関係機関との連携というようなことと、あとホームページの

整備ももう少し強化していければと思っております。 

課題 11 として、地域とのつながりの強化ということで、課題 1 のところでも出てきているような地

域の関係者の研修や、イベントでの広報活動、商店街や企業等への広報活動の協力依頼というのをどこ

までできるかなのですが、少し考えています。 

相談体制の充実というのは、課題 3 のところで出てきているような相談窓口や居場所のこと、バック
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アップ体制といったようなことになっております。 

大分、重複する部分等があるので、見づらいところもあるかと思いますけれども。 

以上です。 

○北川会長 

ありがとうございました。こちらの具体例というように書かれているものが、結局のところ中野区の

自殺対策の計画というようなところ、この骨子の部分にいろいろ当てはまっているというように考えて

いただければ良いのかなと思います。これから委員の皆様に、もっとこういう取り組みというのはどう

だろうかということ、あと、骨子の構造として、対象のところはこれで良いのかというような部分、こ

ちらの構造と、あと具体的な対策について、今から話し合いをさせていただければと思います。次回の

会議のときには、ある程度この制度ができ上っているような段階になってしまいますので、今日、この

場でこちらの計画で、もっとこういうことができないか、もっとこういうことは足りないのではないか

というようなことを、是非お話いただければと思います。まず、委員の皆様から、これ読んでいただい

て、見ていただいて、骨子（案）でも具体例でも構いませんが、何かご意見がありますでしょうか。 

○菅原委員 

 まず、課題がいっぱい出ているのですが、私にはどうも多過ぎに見えます。もっと整理すべきじゃな

いかと思います。特に課題 3 の生きづらさを抱えた人への支援、あと課題 10 の効果的な広報活動と課

題 12 の相談体制の充実はほぼ一緒じゃないかと私には思います。 

あと、完全に抜け落ちているのが、さっきもありました働く人への支援が完全にすっぽりないです。

なので、やはりどう具体例を出すか考えどころですが、課題として私にはあるように見える。だから、

それこそ一番の課題だろうと。若年者対策は結構だと思います。ゲートキーパーの研修も結構だと思い

ます。 

今、例えばここでやっている自殺予防対策という業務も、区としてやっぱりやっていかなければいけ

ないのは若年者対策、それから働く人の支援、向山先生一番詳しいと思うのですが、そのような打ち出

しをしていっているところもあるのですけれども。そういう意味では、中野区、いかに新宿区のベッド

タウンであっても、東京みんな同じなのですよね。自前の区で働いている人なんて、多分、新宿区とか

港区の方はそういう方もいるかもしれないけど、大半は世田谷区、杉並区や中野区やいろんなところか

ら大手町に行く、いろんなところ行って仕事をしている。その状況もみんな一緒だと思うのです。それ

を言っていたら対策支援なんてできないので、それぞれの区ごとに何をしていくかということだと思い

ます。 

多くの区は残念ながら講演会をやるとか、あるいはメンタルヘルス相談を時々そういう専門家を招い

てやるとか、精神保健福祉相談なんかそういうマップを作るとか、あと企業からのご相談も受けますみ

たいなことをやっている例でとどまっているのですが、それすらないのはちょっと寂しいのではないか

なというように正直思います。 

あとは、未遂者支援に関しては事例検討会の実施等なのですが、例えばですが、別の他の区の話であ

れですが中野、多分一番近いのは東京医大ですね。だと思うので、そういうところの精神科教室なんか

と少し組んで、多分運ばれている人いっぱいいるでしょうから、何ができるかということをあえてやっ

ていって。例えば世田谷区ですと国際医療センターと組んでいますし、港区ですと済生会中央病院です

ね、何か組んでやっているのですけれども、そういう組みようがあればそういうところと少しずつやっ

ていき、例えば同意が得られたら保健所での支援をやってみるとか、そういうやり方もありではないか。

全国で見れば堺市みたいな全例やっているところもありますが、そういうのはちょっと特例として、そ
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ういうやりようがあるのかなと思います。 

ただ、私は課題も多過ぎで、正直こんなにできるのかという。正直な印象なので、もうちょっと絞っ

たほうが良いのかなという感じはします。 

あと、もう一つ抜けている視点があって、高齢者対策がすっぽり抜けています。これは多分、保健所

で障害福祉部だと思うのですが、そっちのほうの部、だから何か所属部署が違うからということもあっ

て書きづらいのかもしれないのですが、高齢者への対策というのもどこかで。一応、区の全体のものだ

と思うのですが、どこかに落とし込むかというのは、視点として僕はなくてはいけないかなという気は

ちょっと思っています。 

○北川会長 

ありがとうございます。確かに構造を見ましても自殺予防に向けた取り組みで、①で②は若年者対策

になっているのですけれども、その下、働く人も高齢者もないなというようなところでありますので、

この辺りはちょっと考えなければいけないのかなというようには思います。 

○向山所長 

ヒアリングとご意見から入ってきているので、今、先生のお話しされる例えば高齢者のところであれ

ば、中野区でも 2020 何年をピークに、そこから今度後期高齢者が増えるのですね、今、若い人が多い

ので 20 ポイントぐらいです。だからそこをこの先の計画期間を考えれば、やらなければということと。

うちの部ではないのですが、中野地域支え合いということで、非常にその高齢者の見守りとか、生き方

支援みたいなところは地域活動を重視してやってきているので、そこのところとうまく入れていけばで

すね。 

ただ、働く人に関してはハローワークもそうなのですが、行政区と、これは東京都の会議でも問題に

なるのですが、職域が一致しなくて、そこをどうしていくのか。それから未遂者支援に関しては手を付

けたいのですが、事例がということが大事なので、今お話しされたこちらの事例をもとに精神科医療連

携で大学の救急なども追っかけていくということが一番効率的かなというように思っています。 

少し絞りたいし、重複は落としたい、全体としてのポピュレーションの動きなどを含めた動きとして

ブラッシュアップはしたいと思います。 

○菅原委員 

区として何ができるかという課題出しだと思うのです。課題としてはやるやらないは別にして、やは

りここにお題目を上げておかないと、政策に結び付かないので、漏れはやっぱりないようにしておか

ないといけないかなと思ったので、ちょっと言わせていただきました。 

○水口副参事 

わかりました。課題は整理したいと思います。重複も多いですし、今も介護事業者さんのゲートキー

パー研修をやっているのとかが大変好評なので、高齢者のところも作っていきたいとは思っております。

少し枝を整理するというのと、ご指摘のありました高齢者、漏れている部分を少し強化したいと思いま

す。 

○北川会長 

 ありがとうございます。では、今聞いて、なるべく漏れがないようにというのもありましたので。こ

ういうところをもっとできないのかなとかというようなところでご意見はありますでしょうか。 

○筒井委員 

先月、中野区の地域包括ケア会議、出ていらした方もいると思うのですが、私が思うのは、その地域

ケアの中に例えば認知症があったり高齢者があったり独居老人があったり、その中の自殺企図者だった
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り未遂者だというのは、包括の中の一部分で重複していて。例えばこの前、どこかの先生が、インフラ

事業者と連携を取って、例えば水道・ガスが止まっているところについては、情報共有してそこに行き、

警察も来て確認したみたいな話も出たところで、ここの会議の 5、6 倍の人が集まり、区長も来てやっ

ていたのですが、多分、そういう大きな、遠くから見れば大きな枠組みの中の一つの自殺対策というと

らえ方のほうが何か非常にスマートなような感じがするのですが、その辺どうでしょうか。 

○北川会長 

 区としてどういう扱いかですね、この自殺対策というものが。 

○向山所長 

最終的には、その地域包括ケアシステムというところに尽きてしまうというか、今お話しされた地域

包括ケアシステムを作っていくことそのものが自殺対策でもあり生活支援でもあり、そういう地域づく

りでもありなのですが、なかなか自殺をというと、いや、うちはと言われてしまうというのが出てくる

ので、例えば今お話しされたように、見守りもすごく今やっているのです、包括協定で。保健所は今ま

でそういうところ提案していないのですけれども、そういう中に組み込んでいってもらうと。その目的

ではないのですけれども、だから関連事業みたいになるかもしれないのですが、地域包括ケアでやって

いる仕組みというのは、かなり実は自殺対策で既に使われているし、やれるところだし、中野区の特性

ではないかなというように思っています。 

○北川会長 

 地域包括ケアで見守っているところに、さらに自殺の焦点を当てて。 

○向山所長 

孤立とか自殺とか安否確認とかですね。 

○北川会長 

 ということですね。あとは地域住民全体に対してのポピュレーションアプローチというか、全体に対

しての啓発というようなことも、より進めていかないといけないという。 

 では、私のほうから当てさせていただいてご意見をいただいてもよろしいでしょうか。 

では、鈴木委員、よろしくお願いします。 

○鈴木委員 

私も思ったのですが、私も精神科ではないのでちょっとわからないところもあるのですが。やはり精

神科にかかっている方で自殺の可能性のある方はかなりいらっしゃると思います。守秘義務とかがあり、

具体的に危ない人というのを保健所とかそういうところに知らせることができるものなのかどうかと

いうのが、そういうことができるとある程度抑止になるのではないかなと思うのですが。実際に未遂者

とかも抱えていると思いますし。 

○向山所長 

児童虐待とかだと本当に法が整備されていて、疑った段階ではむしろ幅広く行政に伝えてくださいと。

ただ、区の個人情報の考え方からすると、容易に突合できない個人情報だと言いながら、やはり生命と

安全というのはすべてを乗り越えることができるということがあるので。例えばうちで言えば保健所と

いうかすこやか福祉センターになるかもしれないのですが、クローズでこういう人がいるので。望まし

いのは、もちろんご本人に、ちょっと気になるから保健師に伝えておくねって言っていただければ、介

入がしやすいということはありますが。伝えていただくということは、それぞれの法人の考えとか、医

療機関が良ければ、それは区としては受け取ることはできる。 

○菅原委員 
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精神科なので。基本的には生命の危機が迫っている場合には守秘義務は解除されますので、基本的に

は警察もしくは保健所に。今、もう死にます、あるいは高いビルの上にいますとかいうことも実際にあ

ります。そういう場合にはビルと連絡とり警察に通報します。それで助かる例もあります。そういう意

味で、一番最後に頼りになるのは警察なのですね。その次ぐらいのレベルだと消防です。保健所はその

さらに次ですね。まだ迫っていないけど、死にたいぐらいつらいよという話があって、例えばその人が

家族もいなくて独居というときに、保健所に一応こういう人がいますという情報提供は医療機関として

はやります。なので、そのぐらいで、保健師がそこで直ちに立ち会うというところにまでなるかどうか

はわかりませんが、一応情報提供はしておくということですね。実際、我々のセンターにも死にたいと

いう電話相談は入ってきますので、その状況を聞いた上で場合によってはその方の住まいと思われると

ころの近くの警察署に一応情報提供するということはあります。ということですので、そういう意味で

は生き死に当たっている場合の守秘義務は一応解除されることにきちんとなっていますので、それは問

題ないと思います。 

○北川会長 

ありがとうございました。そのほかに委員の皆様から何かございますでしょうか。 

教育の現場からでは、宮崎委員。 

○宮崎委員 

そうですね、ちょっとその前に質問なのですが、若年者の支援は、この若年者はいわゆる先ほどの話

だと未成年者ということで理解して良いのでしょうか。自殺が多いのは 20 代の方のほうが多いのです

が、ここでの若年者対策というのは学校段階の未成年者。主に学校での取り組みと理解して良いでしょ

うか。 

○菅原委員 

いや、そうでは。行政的にはそうではないです。若年者というときは、ざっくりとした言い方で、そ

の場合、児童・生徒になるので。いわゆる高校生までの年齢というように普通は行政は考えていないで

す。 

○宮崎委員 

何が言いたいかというと、そういうようになると、やっぱり。 

○向山所長 

 学生とそうではない若年者を分けないといけない。 

○宮崎委員 

 そうですね。特にここにある義務教育段階の小学校、中学校の先生ですけれども、そういう段階での

対策と、お仕事を持っている 20 代の方とか、そういう方々となると少し取り組みが変わってくるかな

と思っていて。今日、古川副参事が来ていらっしゃいますが、30 歳ぐらいまでのむしろそちらのほうが

と思います。 

○向山所長 

 今、どんどん思春期が後ろに行っていて。 

○宮崎委員 

 というか、やり方が少し変わってきますので。そう考えると、やはり私たち学校は、ここに書いてあ

る、まず教職員の研修の部分と、それから今やっている SOS の出し方に関する教育もそうなのですが、

先ほど SNS が出てきたので、少しお話ししておきますと、まだ、これ予算通っているわけではないの

で、はっきり申し上げられないのですが、いろいろな行政の考えがあり、是非、学校段階で SNS 相談
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を中野区でもという、そういう政策が今検討されているところです。ただ、いろいろ予算的なことがあ

るので、あまり広いことではなくて、いじめ・不登校とか悩み対策ということで。今回検討しているの

は主に中学生で、そういうことを導入しようと思っています。昼の間は電話相談とか、それから学校で

のカウンセリングとかカウンセラーの相談とかがありますので、主に夜間、東京都と同じなのですが、

5 時から 10 時ぐらい。平日、休みの日もそうなのですが、そこを今、実は教育センターでの電話相談

は 5 時までしかやっていませんので、5 時を過ぎると東京都の電話相談のほうにかけてくださいとアナ

ウンスが流れることになって、その時間を少し違う方向から SNS でカバーするようなことを考えてい

ます。 

これもこちらに書いてあるようないろいろな課題とかあるのですけれども、今回、これから来週校長

先生方に話す予定だったのですが、実は東京都では、高校生の自殺者が今年は減っているのですが、逆

に中学生の自殺者が増えているという報告を受けて、それを東京都でいろいろ調べたところ、特に中 3

等での自殺の場合は、1、2 年のときにいじめの経験があるものが多いということが、たまたまなのかも

しれませんが、あったそうです。それがもとに不登校などになっていて。東京都は、直接そこは何が言

いたかったかというと、不登校になっている子どもをケアしてください。特にその不登校の原因をよく

調べてください。その原因の中で、もしかしたら 1、2 年のときにそういういじめがきっかけになって、

不登校になっているような子どもは、非常にそういう危険性が高いのでケアしてくださいという話だっ

たのです。 

あと、もう一つあるのは、休み明けです。ちょうど夏休み明けのときに非常に多いということがある

ので。だから、そういうところに厚く東京都はその時期に期間を限定して SNS 相談やったのですけど

も。中野区ではなかなか電話ではかけられない子がいるから、是非、そういうことをやってくれという

要請が強かったので、来年、そういうことを導入することを検討しております。 

○北川会長 

 ありがとうございます。中学生に増えているということで、竹之内先生いかがでしょうか。 

○竹之内委員 

 男性に自殺が多いというデータに着目します。中学生男子は年齢が高くなるにつれて、保護者や先

生に言葉を発さなくなっていく傾向があります。そのような中で、課題を抱えている生徒に対して、ど

のようによい関係を維持していくかが重要です。保護者に対しても、お子さんとの向き合い方に自身を

失わないように支援していかなければなりません。学校との縁が薄くなると、ＳＮＳを介した世界に気

持ちが向いていく傾向があります。ＳＮＳを介した仲間で寄り添い、自尊感情が高まっていけばよいの

ですが、なかなかそのようにはいかないようです。民生児童委員、すこやか福祉センター、子ども家庭

支援センターなどの関係諸機関と、関係者会議等をやって、個々について対応することもありますが、

なかなか好転しない場合もあります。生徒は、スマホの操作が上手なので、ＳＯＳを出す方法の一つと

して、チャット形式の相談は効果があると思います。 

○北川会長 

 ありがとうございました。なかなか SNS の活用は難しいとこう書かれていますが。 

○向山所長 

 今すぐではなくて、日曜日に筑波大の土井先生の、今の子どもたちのつながり過剰症候群というか、

以前は反抗期がきちんとあって、校内暴力といえば徒党を組んで対教師だったところが、全然そこは変

わってきてしまっていると。それが何かということを親世代も含めたギャップがなくなってきている、

価値観のですね。多様化しているのだけども、そこは類似してきて。何となくお友達、何となくつなが
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っていたいという、非常にそれでメンタルケア協議会も、プロでありながら非常に戸惑っているわけで

すね。そのあたりのところはきちんと押さえながら対策を考えていかないと、やはりそこで全部は解決

しないし。でも、それが唯一の手段になる子たちも現実にはいるのだなということで、非常に参考にな

るお話なのかなと思いました。 

○竹之内委員 

 チャットでのやり取りだけで救われる人もいると思いますので、チャット形式の相談は有効なのでは

ないかと思います。チャット形式の相談に予算を付けたあとには、その相談を誰が受け取るのかといっ

た次の課題が出てきます。そして、どのように助けるのかというところまで準備しておかなくてはなら

ないと思います。実際にやってみないとわからないところはたくさんあると思いますので、やってみた

中で知恵を出し合い、更なる有効活用について考えていくことが大切だと思います。違う形式のものが

これから出てくる可能性もあります。ＳＯＳを出す方法の種類が、複数あることが重要だと思います。 

○北川会長 

ありがとうございます。 

 では、他にもまだヒアリングの中でも身近な人を亡くした人というのはハイリスクになるよというよ

うなところで、遺族支援というもの。自殺で亡くされた以外でも配偶者を亡くされた方というのも非常

にハイリスクになるということで。確かに高齢者の自殺の中では、身近な人の死というところで、自殺

になってしまうという方もいらっしゃいますので。是非、そのあたりのことは警察の佐藤委員、中村委

員で何か遺族に対しての実例の中で何か遺族を亡くされた方が何かあったとか、そのようなところを何

か対策などご意見ありますでしょうか。 

○佐藤委員・中村委員 

 あまり聞かないです。あまり事例は聞かないです。 

○北川会長 

 あまり事例は聞かないですか。旦那さん亡くした奥さんがというような、というのはあまり聞かない

でしょうか。 

○佐藤委員・中村委員 

 そんなに聞かないですね。 

○北川会長 

 わかりました、ありがとうございます。この遺族支援もちょっと悩ましいところですね。 

○向山所長 

 監察医務院で、リーフレットは渡してもらっているのですよね。 

○菅原委員 

 渡していると思います。 

○向山所長 

 突然大切な人を亡くした方へというタイトルでやっている。 

○菅原委員 

 そうですね。あとは、区によってはセットができていて、死亡届を出しに行ったときに、グリーフセ

ットができており渡すところが増えてきています。ほぼやっているのは、わかちあいの会とか決まった

団体なので、大体そこに委託されてやっているのですが、おもしろい例ではお坊さんの団体がそういう

ケアをやってくれたりとか、あと教会がやってくれたりというところもありますので、そういうのを活

用するのもあります。宗教がどうかといろいろな意見もあるかもしれませんが、それも手だとは思いま
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す。お坊さんの会はちなみに仏教は仏教ですけど、宗派は一切関係なくやっているそうです。というの

は一応おもしろい試みとしてあったりします。 

○北川会長 

 ありがとうございました。そのほか、ご意見ございますでしょうか。精神障害者がというようなとこ

ろで、ヒアリングでもかなりありましたが、リトルポケットの松田委員、何か対策等ありますでしょう

か。 

○松田委員 

 幾つかあるのですが、先ほど精神障害の方のことが少し出たのですが。私たちのところは精神障害の

相談に乗っているのですが。自殺と考えたときには、精神障害者の方も自殺はしますが、精神障害が理

由で自殺する方というのは、全体の中の本当にごく一部なのではないかなと思っています。先ほど少し

出ていましたが、経済問題、人間関係の問題、いじめの問題とか、そういうところが原因でちょっと精

神的に病んでいて、最終的には精神病の何かの診断が付いて亡くなるということもあるのではないかと

思っていて。精神障害以外のところにもやはり焦点は当てたほうが良いのだろうなと思っています。 

 二つ目として、先ほど学校で LINE を使っての相談というのがありましたが、そういうのはすごく良

いなと思っています。私たちのところは、どちらかというと卒業された後の成人の方が中心で若くても

成人の方というのですかね、18 歳とかが中心なのですが、課題になっているのは、やはり学校のときに

はいろいろな、例えば放課後のデイも含めてなのですが、さまざまなサービスとか支援があるのですけ

れども、出てきたときにはそれが一切ボンと切れてしまうということがすごく大きな問題になってくる

のですね。学校でやれるのはすごく良いのですけれども、やっぱり中野区としてはその先、それも継続

されるかどうかも含めて、代案も含めて、その辺をしっかりと計画では考えていったほうが良いのかな

というようには思います。 

 もう一つは、最後のところ、12 番のところは相談体制の充実と書いてあるのですが、私たち、すごく

相談に乗っているのですが、最終的には、じゃあどこにつなげようとか何を使わせたら良いのだろうと

か、いろいろ具体的なところに落とし込んでいくということがすごく困るわけなのです。そういうとき

に、今、ここに出ているこの具体例のところというのは、私たち心の中ではすごく思っていることがた

くさん書かれているのですが、その先、もう一歩というのが是非ですね、計画というか、この自殺対策

の計画としては、将来の目標としてもう一歩進んだものがあがってくると良いなと思っていて、いろい

ろありますけれども、そんなところです。 

○北川会長 

 ありがとうございました。 

○向山所長 

 今、最後にお話しされたことは、いろいろな機関から実は出ているのです。 

○松田委員 

 ああ、そうですか。 

○向山所長 

 やっぱり、本当のところが知りたい。どこがというところが、そこは共有しないと意味がないという。 

○北川会長 

 ありがとうございます。僕のほうからも 1 点事務局に、セクシャルマイノリティのことのヒアリング

を行いましたが、そのあたりはどこに含まれるのでしょうか。 

○水口副参事 
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 生きづらさを抱えた人たちというところになるのですが、ちょっとあまり具体例が落とし込めていな

いです。 

○菅原委員 

 それを入れるのなら、アルコールとか依存症も入れるべきだと思います。このセクシャルマイノリテ

ィより数多いですから。 

○北川会長 

 では、すみません、お時間にもなりましたので、こちらで一旦意見を打ち切らせていただきます。 

 今、いただきました意見は、もう少し課題を整理しましょうというところと、働く人、高齢者、もう

少し他のセクシャルマイノリティや依存症の方というようなところを考えましょうというところ、若年

対策では学校で SNS 等も使ったところと、それをまた連絡が切れないように継続的に卒業した後もつ

なげていきましょうというようなところ。こういうようなところにもう少し注目して整理をして見直し

ていただければいいのかなと思います。 

 こちらの意見はまたメールか何かで受け付けできるのでしょうか。 

○水口副参事 

 ご意見は引き続きいただければと思います。 

○北川会長 

 では、今日はこの場では言いにくかったということがあれば、いろいろな具体例を見て、こういうこ

とはどうだろうというような意見を、メール等で事務局にお知らせいただければと思います。 

 では、最後、今後の日程について、事務局から説明をお願いいたします。 

○水口副参事 

 それでは、今後の予定についてご説明させていただきます。 

 本日、ご審議いただきました計画骨子をいただいたご意見をもとに手を入れまして、計画素案の策定

を進めてまいります。同時に会長と諮問に関する答申案についてご相談をさせていただく予定でござい

ます。 

 次回、第 3 回の審議会は 2 月上旬を予定しております。第 3 回の審議会では、計画の素案と答申案を

お示しし、ご審議いただく予定でございます。なお、その後の予定になりますが、第 3 回審議会終了後

に計画素案に関する区民の意見交換会を実施し、5 月に予定しております第 4 回の審議会では、意見交

換会での意見を反映した計画（案）という形にしてお示しすると同時に答申の確定をお願いする予定で

ございます。次回、第 3 回の審議会のご案内については、詳しい日程等が決定次第、開催の通知文をお

送りいたします。どうぞよろしくお願いいたします。 

○北川会長 

 ありがとうございました。 

 では、この会、全体通しまして、最後、何か一言ございますでしょうか。大丈夫でしょうか。 

（委員より質問・意見なし） 

○北川会長 

それでは、以上をもちまして第 2 回中野区自殺対策審議会を閉会させていただきます。なお、こちら

の緑の紙は回収資料となりますので、机の上に置いてお帰りいただければと思います。 

本日はお疲れさまでした。ありがとうございました。 

（閉会） 


