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平成 30 年度第 3 回中野区自殺対策審議会 議事録 

 

日時 平成 31 年 2 月 12 日（火）午後 7：00～ 

 

会場 中野区保健所 2 階講堂 

 

出席者 

1.出席委員（8名） 

北川 明、濱 玉緒、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（7名） 

鈴木 真理、酒井 秀夫、菅原 誠、吉成 武男、筒井 嘉男、松田 和也、東 雅人 

 

3.事務局（6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 

健康福祉部副参事（生活援護担当） 小堺 充 

保健予防担当職員 3名 

 

【議事】 

○北川会長 

 ただいまより、第 3 回中野区自殺対策審議会を始めさせていただきます。本来、この会議は 8 名以上

の出席が必要になりますが、今現在 6 名となっておりますので、審議に関しては後に回し、まずは説明

という形で進めさせていただければと思います。 

この審議会は、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

聴を認めたいと思います。また、議事録についても公開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ことに関しましてもご了承願います。 

では初めに、事務局より配布資料の説明、確認をお願いいたします。 

○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 がＡ3 判の 1 枚、両

面印刷の「（仮称）中野区自殺対計画の骨子」となります。資料 2 がホチキス止めになっておりますＡ4

の両面刷り 53 ページ、「（仮称）中野区自殺対策計画（素案）」の上に（案）がついているものでござい

ます。資料 3 がＡ3 の両面刷りカラーの印刷になっているものになります。「（仮称）中野区自殺対策計

画（素案）概要版（案）」となります。資料 4 が「答申（案）」Ａ4 両面刷りの 19 ページのものになり

ます。補足資料としまして、「第 2 回中野区自殺対策審議会議事録」Ａ4 刷りの 25 ページのものになり

ます。これが前回の議事録でございます。 

以上となります。不足のものがありましたら事務局にお申しつけください。 

○北川会長 

皆様、資料、大丈夫でしょうか。 
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では、まず、事務局からの資料説明ということで進めさせていただきたいと思います。 

まず、次第 1、中野区自殺対策計画の骨子について、資料 1、Ａ3 版のものとなります。こちらの説

明をよろしくお願いいたします。 

○水口副参事 

では、お手元の資料 1 をご覧ください。12 月に開催いたしました第 2 回中野区自殺対策審議会の際

に委員の皆様よりご意見をいただきました。そのときに出しました骨子案から見直しをさせていただき

ました。主な変更点として、裏面の第 4 章、施策のところをご覧ください。 

基本目標のところに、それぞれ説明を入れております。もともとそれぞれの枝の中にかなり重複があ

るということで、ある程度重複がなくなるように整備をしてみたということでございます。基本的には

広くポピュレーションアプローチ的なものを基本目標 1 の枝の中に入れ、ハイリスクアプローチの部分

を基本目標 2 の中に入れて、基盤整備に当たるようなところを基本目標 3 のところに入れさせていただ

いております。 

取り組みの方向性として重複している内容を少し整理した結果、普及啓発が重点施策の一番上のとこ

ろに区民対象の普及啓発としてまとめたもので一つの枝になっております。 

基本目標 2 では、ご意見がありました勤労者対策の推進というところを基本目標 2 の 3 本目の枝とし

て入れさせていただいております。 

基本目標 3 では、重点施策として出していた精神科、一般診療科を含めた地域の保健医療連携の強化

というところの文言を少し修正させていただいております。審議会の中でも高齢者対策については、今

後 5年後の見直しのときには恐らく課題となってくるのではないかというご意見をいただいております

ので、今回は一つの枝としては特に出してはおりません。それまでの間、今もやっております介護事業

者向けのゲートキーパー研修などの実施等、高齢者に向けた対策も取り組んでいきますが、取り組みの

方向性の枝としてはつくらない形になっております。 

以上になります。 

○北川会長 

 ありがとうございました。 

 こちらを審議するというわけにはいきませんので、もう少し補足の説明等必要でしたら、委員の皆様

から言っていただければ事務から補足説明をしていただきますけれども、何か疑問点はありますでしょ

うか。 

 私のほうから質問いいでしょうか。 

 基本目標 2 のところで、ハイリスクアプローチというふうに赤字で書かれていますけれども、取組例

を見たときには広い広報なのかなというような印象を受けるところがありますが、広報内容としてはど

のような内容を考えられているのでしょうか。 

○水口副参事 

基本目標 1 に入っている普及啓発というのが割合広い対象という想定で考えております。基本目標 2

は、ターゲットを絞り込んだものという形で考えています。ひきこもりの方や LGBT とか、若者という

のは若干あれなのですが、ある程度対象を絞り込んだ形のものは 2 のほうに入れた形にしています。 

○北川会長 

ありがとうございます。 

では、基本目標 1 の広報は比較的区民を対象に広く自殺の助けというのはどのようなものかという話

で、基本目標 2 は、困窮している、困っている人を絞り込んだ形での広報をするという理解でよろしい
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でしょうか。 

○竹之内委員 

このポピュレーションアプローチという言葉やハイリスクアプローチという言葉は、国や都が示して

いる言葉と同じ言葉になるという捉えでよろしいでしょうか。それとも中野区独自でつくった言葉でし

ょうか。 

○水口副参事 

中野区独自です。国は生きることの促進因子を増やすとか、生きることの阻害要因を減らすといった

用語を今回割合使っており、ただ、前回それだけを頼りに枝を整理しようとしたところ重複してしまう

ところもあり、そういうことで広く働きかけるものを 1 に入れ、対象を絞り込むものを 2 にするという

形で、重複するところを整理するためにそのような形にしています。 

○竹之内委員 

ハイリスクという言葉が適切なのでしょうか。イメージとしては、ターゲットアプローチのように思

えます。 

○水口副参事 

そうですね。ターゲットアプローチのほうが用語として良いかもしれません。 

○竹之内委員 

用語を中野区独自でつくることが可能であるならば、ターゲットアプローチの方がよいと思います。

「学生がハイリスクである」と誤解してしまうように思います。 

○向山所長 

割と公衆衛生は、これを使うことがあります。先生なんかも多分すっきりされちゃうと思うのですけ

れども、みんなに広くやるのはポピュレーションで、ハイリスクはターゲットを決めてまさにやるとい

うところ、個別施策層とかです。 

○竹之内委員 

そのような感じに捉えられるかなという、単なる感想的なものです。 

○向山所長 

今、申し上げた個別施策層です。先生のお話しされるターゲットアプローチですね。 

○水口副参事 

確かにそのほうが何となく一般の方としては、勤労者とか若年者が入っていることに対してすんなり

くるかもしれないですね。 

○竹之内委員 

ハイリスクの方に対するターゲットという捉えもできると思います。 

○水口副参事 

確かにターゲットアプローチという言い方のほうが、この内容としてはすんなり来るかもしれないで

す。 

○北川会長 

また、後ほど人数がそろったときにこういう形での文言はどうか確認し、進めさせていただきたいと

思います。 

では、次に、議事では自殺対策計画の素案の検討が先に来ていますが、本来は答申が先なので、答申

の説明をしていただきたいと思います。 

○水口副参事 



4 

資料 4 の答申案をご覧ください。今までの審議会の中で出たご意見を事務局としてまとめてきたもの

になります。はじめにということでまとめた言葉書きがありまして、第 1 章は計画策定にあたっての現

状を初回に説明させていただいたような内容が書かれております。 

第 2 章で中野区の自殺対策における課題ということで、出たご意見を幾つか、大きなものをまとめて

います。1 番は相談窓口のこと、2 番で普及啓発と人材育成のこと。生きづらさを抱えた方への支援、

遺族のところでは、自死に限らず大切な方を亡くした方というお話が出ていたかと思います。5 番とし

て自殺未遂者への支援が必要といったところ。6 番として地域とのつながりの強化。7 番は SNS を活用

した状況提供。8 番は若年者への自殺対策。9 番は勤労者への自殺対策といったようなことが審議会の

協議の中で課題として挙げられていたかと思います。 

計画に盛り込むべき基本的な考え方として、関係機関の連携や相談体制の充実、人材育成、普及啓発、

生きづらさを抱えた方への支援、遺族への支援、自殺未遂者への支援、地域とのつながりの強化、SNS

を活用した情報提供、若年者への自殺対策、勤労者への自殺対策というようなことが課題に対応してお

り、このような対策がいるのではないかというご意見が出ていたかと思います。 

重点的に取り組む事項について、すみません、こちらで整理しているうちに増えてしまいまして、下

記項目 3 点と書きつつ、4 点となっております。ひきこもり等を含めた生きづらさを抱えた方への支援、

地域のつながりの強化、SNS を活用した情報提供、早期からの若年者への自殺対策の推進というところ

が 12 ページの重点取り組み事項として載っております。 

取組の方向性として、それぞれこういうことが必要ではないかというご意見が出たものをまとめた形

にしています。基本的な考え方に出てきた 9 本の柱にそれぞれこのような取り組みが必要なのではない

かというご意見があったものを入れています。お話の中で出ていたものを拾ってきているつもりなので

すが、こういうことを言ったつもりなのだけれども、うまく網羅されて入っていないというようなとこ

ろ等ありましたらご意見を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。 

ただいま、事務局から資料 4 の答申について説明がありました。資料 4 の 16 ページを見ていただき

ますと、中野区長の酒井区長からの諮問ということで、盛り込むべき事項について、この審議会で話し

合いなさいということをいただいています。それに対しての答えと、我々の審議会の答えというのが、

先ほど事務から説明していただいた部分です。そこで見たときに我々の審議会の内容と、ヒアリングの

内容も一部取り込まれているというところで、我々としては計画に取り組むべき基本的な考え方、9 ペ

ージ以降のところですが、まず、関係機関との連携及び相談体制を充実する必要があるだろうというこ

とで、さまざまな医療、学校等との連携を図っていく。自殺対策にかかわる人材の育成と普及啓発とい

うことで、ゲートキーパーの育成と、また広く区民に対しての広報が必要であろうということ。3 番の

生きづらさを抱えた人への支援ということで、ひきこもりの方をなるべく早期に対策できないかという

ところと、ひきこもりに至る前に何とかできないかということで居場所づくりも含めて生きづらさを抱

えた人への支援というのが必要であろうということ。自殺で亡くなった人の遺族への支援ということで、

大切な人を亡くされた方、このような方に対しての支援も必要であるだろうということ。自殺未遂者へ

の支援ということで、こちらも救急医療との連携の中で、再発防止として関与していく必要があるだろ

うということ。6 番、地域とのつながりの強化ということで、民生委員さんも含めて地域とのつながり

を強化し、お互いに声をかけ合ったりするような社会というものをつくっていく必要があるだろう。ま

た、教育委員会からもありましたが、SNS を活用した情報提供ということで、SNS を使ってもう少し
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若者とやりとりをするということが必要ではないかということ。8 番はさらに若者への自殺対策という

ことで、学校にいる時から SOS の出し方の講習が必要なのではないかということ。中野区では 20 代か

ら 40 代の方の自殺が多いということもあり、やはり勤労者への対策というものが必要であろうという

こと。以上 9 点が今までの審議会の中で主に出てきた話題かと思うのですが、こちらの中で、言ったこ

とが反映されていない、もう少しこのようなことが必要なのではないかということがありましたら、今、

ご意見をいただければ修正は可能になります。 

ということで、こちらの答申を受けて計画がつくられることになりますので、まず、計画から抜けて

いるか抜けていないかというところを見ていただければと思います。 

○向山所長 

1 点だけ補足させていただきたいのですが、実は東京都の自殺対策計画の審議の中で、自殺の未遂者

支援や、LINE の相談などをやっているメンタルケア協議会の代表から、今回の計画は実は不満ですと

いう意見書が出たということがありました。意見書だからご意見ですね。それが何かというと、若者の

ことは非常に重要である。ただ、高齢者は数が多いので自殺率はそう高くなくてもやっぱり数としてボ

リュームとしては非常に深刻ではあります。そこが抜けているのではないかという話があり、区の事務

局でも検討したのですが、地域とのつながりを強化する必要という中で、中野が他区に先駆けて行って

きた支え合い推進の活動や、来年度課の名称も変わるという話も聞いておりますが、すこやか福祉セン

ターがアウトリーチ支援を強化していくという話もあるので、今回はこの中に包含させるということ。

また、中野が特に後期高齢者が急速に増え出すのが 2026 年という数字が出ていますので、次回の計画

のときには一つ大きな柱として立てていくのかなということで、高齢者に関してはそのような考え方に

しております。 

○北川会長 

ありがとうございました。 

委員の皆様から、何かこちらに対してご質問等ありますでしょうか。 

○佐藤委員 

警察の立場の意見として、参考として聞いていただきたいのですが、中野署管内で今年自殺した方が

2 人、未遂にとどまった方が 8 人いて、未遂のうち 6 人が若い女性で、男女間の悩みや家庭の悩みが原

因でした。救急隊により病院に運ばれ、警察としては、事件性の有無を確認後、事件性がなければ、現

実的には、家族に引き渡しという形で終わっています。そうすると、今回の議案の中のレールにはめる

とすると、13 ページの（5）の自殺未遂者の支援というところに該当すると思われます。これをもう少

し具現化するために、ここに記載されている保健所による早期介入として、救急車で運ばれた際に、本

人の了解を得て保健所を紹介するとか、直ちに保健所と連絡を取るとか、メンタルケアみたいなことを

推奨していくとか、その方の特徴を捉えた対策を取る等という現実的な話を今後、議論していただきた

いと思います。 

○北川会長 

これから医療連携のあり方というのは、まだ多分つくっていかないといけない部分で、具体的にどう

いう流れでどういうレールに乗せていくかというのは、まだここでは話し合われていない、まだ中野区

ではそういう話があまりできていないところがあるのではないかと思います。可能であれば警察、救急

医療機関から救急ということですので、生命に危険があるということですので保健所に連絡が一報入り、

そこから家庭訪問なり、何か行われるというような形でいくのが良いのかなとは思うのですが、そのあ

たり保健所ではどのようにお考えでしょうか。 
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○向山所長 

まず、来年度から確実にするのは、警察官通報の中で、自殺にかなり傾いた方ということで、保護を

して通報が上がってきた方、これは一人一人の支援計画を立てていく対象になります。もう一つは、今

お話されたような警察からのご案内で、ご本人の了解は必要だと思うのですが、すこやか福祉センター

の精神保健相談を紹介していただくと。その紹介もなかなか難しいところがあると思います。そのあた

り少し現場と話し合っていかないといけないと思います。 

もう一つは、救急医療機関が結構散ってしまっていることです。ここは新宿が非常に近いので、二次

救急で外科系が少ないです。東京警察病院と中野総合病院と総合東京病院というところがあります。実

は来月、新宿、杉並、中野で構成している精神科と一般科の医療連携の会議があります。そこで救急か

らのつなぎや身体科から精神科の受診をきちんと、入院や処置をしたときに丁寧につないでいただくと

いうことで一度提案し、逆にどこがつなぎにくいのかということのご意見も聞いてみたいと思い、15

分ぐらい中野から話をする時間をいただいております。 

○北川会長 

ありがとうございます。 

5 か年計画というところもあり、なかなかここに書かれていることがどういうことをやるのだろうと

いう形にはまだなっていないところはありますが、基盤整備ところ、計画の中に地域と保健所、医療と

の連携という会議を行うということも書かれておりますので、そこの中でどのようなレールをつくって

いくのかというのは話し合っていく必要があるのかなというように思います。 

○水口副参事 

そうですね。中野の場合、救急医療機関との連携というところが、区内だけで完結しないところがあ

るので、そのようなことも含めて徐々に体制をつくっていきたいなと思っているところではあります。

そのため計画の中にも体制整備からまず行っていくという形で入れさせていただいております。 

○北川会長 

イメージとしては、5 か年のうちにある程度のレールというか流れというものをつくっていくという

ような形の基盤整備も含めた計画であるということですね。 

○竹之内委員 

自殺されて亡くなってしまったということにおいては、先ほどのグリーフケアという流れになると思

うのですが、自殺未遂の場合はこれからもセカンドチャンスがあるので、追いかけて見守る体制づくり

が一番大事になってくると思います。医療機関との連携が難しいようであれば、管轄である警察との連

携が必要になってくると思いますので、救急医療機関に限定する必要はないと感じました。 

○向山所長 

そうですね。もう一つ、誰がどう見ていくかということなので、東京都では都事業なのですが、未遂

者支援事業ということで見守りをし、場合によるとメールで、例えば定期的に助言をし、お互いに少し

話し、だんだん頻度が下がってくるというのがあり、港区がたしか委託をしているということもありま

す。これは予算が絡むことなのですが、私どもとしても具体的な研究をして、港区の方針、成果が上が

ってくるようであれば考えていきたいなと思います。 

○竹之内委員 

少し離れるかもしれないのですが、中学校長会でも、中学卒業後のケアというところで、義務教育修

了時点での行政との連携が課題になっています。先日、すこやかの担当副参事のご発言では、「申し出

があれば対応します」とのことでした。しかしながら、申し出ができるお子さんやご家庭であれば課題
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にはなりません。卒業させることはできたけれども進学先がない、あるいは進学したけれどまた不登校

になる可能性が高いと思われる生徒を伝える機会が必要であるということです。卒業後、リスクが高く

なっていく可能性があるので、お子さんやご家庭を追いかけて見守る体制でつながっていくといいと思

います。 

○北川会長 

高校中退した子とかは、リストカットもよくしていますしね。 

○向山所長 

何もなくなってしまうのですね、学校を卒業してやめてしまうと。 

○竹之内委員 

お子さんやご家庭から申し出ることは難しいと思われます。ＳＯＳを出せない人が助からないので、

行政が追いかけていかないとならないと思います。そういったつながりができるとよいと思います。 

○向山所長 

都の話ばかりしてはいけないでしょうが、東京都もひきこもり対策はずっと青少年治安対策本部がや

っていました。でも結局、今、先生がお話されたような方が、大学までは行ったけれども最後に挫折し

たということで、その後は非常に長いひきこもりのパターンになってしまう。40、50 歳代で、今、8050

問題という一方で噴出しているわけですよね。ということもあり、実は青少年対策本部ではなく来年度

から福祉保健局でひきこもり対策を本腰を入れてやろうということになりつつありますので、そういっ

たところともうまくタイアップしながら考えていかないといけないかなと思います。 

○竹之内委員 

行政の横のつながりが重要だと思います。 

○向山所長 

やはり親御さんがオープンにすること、少なくとも行政の相談に来ても大丈夫だというメッセージも

繰り返して言わないと、家庭の中が密室化してしまっているなと感じます。 

○竹之内委員 

お子さんやご家庭と担当者との関係がうまくいかなくなると、面会等を拒否されてしまうといった事

例もあるようです。担当者を代えながらでも追いかけ続けるということが大事だと思います。 

○向山所長 

非常に早い解決を望まれるというか、次々と相談機関を変えられ結局どこにもなくなってしまうとい

う方が多いので。今、社会福祉協議会でひきこもり関係のグループを実施されていますが、どうですか、

結構たくさんいらしているのですか。 

○秋元委員 

多分、カタルーベの会のことですかね。たくさんは来ていないです。情報を流すということが必要な

のかなと思っているので、いろいろチラシをつくって関係機関に配布したり、図書館が良いだろうと思

い、そこにチラシを貼ろうかということをやっています。残念ながら来ない状況です。ただ、来ないか

らじゃあ必要がないのかというとそうではなくて、あり続けることが必要なのだということで、担当者

が一生懸命やっております。 

先ほどのお話で、いわゆる支援体制の構築というところで言うと、地域の方たちとのつながりをどう

つくるかというところも非常に個人情報の問題が難しく、民生委員さんがある程度守秘義務を保ってい

るので、ようやくそこがかなというふうに思っていますが、実は私どもも生活困窮の学習支援を行って

いても、家庭の中に問題があり、子どもさんに影響があるのではないかと思っても、なかなか学校との
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連携がかなわないというところで言うと、地域の立場に立ってどこまで介入していいのか、あるいは情

報を流していいのか、非常に迷うところがあります。地域の方とのつながりの強化というところの中身

のあり方を少し考えないと絵に描いたような形になってしまうような気がしています。非常に難しいの

ですが。ただ先日、地域ケア会議というのを民生委員さんと住民の方と関係機関が集まり、もちろん包

括支援センター、区のアウトリーチも集まり、ひとり暮らしの高齢者で家族が亡くなった方の事例が取

りあげられました。関係機関が抱えている情報よりも、実は近隣の住民の方が持っている情報のほうが

結構深く、世帯そのものを 20 年・30 年前からずっと追いかけて知っていると。そういう住民の方の支

援体制をどう専門職と絡めていくか。中高年になると学校から外れていきますので、そのような関係づ

くりは非常に難しいかなというように思います。いろいろな情報が行き渡り過ぎて、その方たちが生き

づらさを余計に抱えてしまうというところもどう感じていくのかというところもあります。地域とのつ

ながりを強化すると私も言っていたので入れていただいたのですが、これから実際にやるとなるとちょ

っと難しいなと思います、正直言って私の今の感想です。 

○北川会長 

ありがとうございます。 

確かに、個人情報保護のあたりが非常に連携といっても難しい部分があるのかなと思いますね。警察

からの情報をいただくにしても、無条件に何でもくれるというわけではないでしょうから、そこのあた

りをどのように解決していくかというのはまだ課題なのかなと思います。 

○向山所長 

そうですね。児童虐待とかだと、要保護児童対策協議会にかぶせていくのがありますが、病気かどう

かもわからないし、命や健康に直結するような話であれば個人情報を乗り越えられるのですが、そうで

はないところをどうするのか。ただ、住民の方もただ伝えるだけだと、民生委員さんもよくお話される

のですが、一方通行ではなくて背景はどうなのかを知った上で対応したいというのは必ずお話されるの

で、そこはやはりどのようにしていくかということでしょうね。 

○竹之内委員 

広報的なところも含めながら、小学校卒業、中学校卒業、なかなか高校卒業は難しいかもしれないで

すが、次は成人式など、３回ぐらいは何とか行政とつながるチャンスがあるので、そこで万が一のとき

のＳＯＳを出す場所や出し方などのリーフレットができていて、そういったアプローチをかけ続けても

らえていると、そのときは不要だと思いながらも、「こんなのあったな」と思い出せる可能性があると

思うので、そういうこともできるとよいと思います。 

○向山所長 

私、おもしろいなと思っていて。町田で中学３年のときにＰＴＡ連合会とお話をして、中学３年時の

卒業前に配ったのですね。そうすると、子どもが教えてくれる。友達がひきこもってしまって心配で、

LINE だけでつき合いがあり、そういう形での子どもからの情報ということも一つ重要な手がかりにな

るので。 

○竹之内委員 

毎年そのように配っていると、友人や兄弟姉妹などのつながりの中で紹介があるかもしれません。継

続して広めていく必要があると思います。 

○水口副参事 

今、成人のつどいのお知らせのところには入れさせていただいているのですが、やはりそのときだけ

だとおそらくそんなには届いていないと思うので、節目でということになってくると大分違うのかなと
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は思います。 

○北川会長 

ありがとうございます。 

こちらの答申は、主にこういう方向で計画を立ててくださいというもののおおもとになります。その

ためこちらに皆様の意見がまずはここに入っていないと、これをもとに計画を立てていただけないとい

うことになりますので、先ほどの警察との連携という部分の文言がやはりないのであればそこも入れた

ほうが良いのかと思います。 

○水口副参事 

失礼いたしました。ぜひ入れさせていただきます。 

○北川会長 

あと高齢者のところ、所長からもお話がありましたが、地域とのつながりをというところで入れるの

であればもう少し独居高齢者みたいな言葉も出しても良いのかなと思います。それを受けて高齢者のこ

とをやっていく、もしくは中野区ではこういうこともきちんと見ていますよということになるのかなと

思います。これもまた後ほど人がそろった後にもう一度諮りたいと思います。 

では、この答申を受けて資料 2、そして資料 3 の計画の素案が事務からつくられてきました。では、

こちらの説明を事務局よろしくお願いいたします。 

○水口副参事 

素案はかなり厚みがあるので、概要版として資料 3 をつくらせていただいております。策定に当たっ

ての前提のところは、最初のところで説明させていただいたとおりです。計画期間は 5 年間ということ

で当初お話ししておりましたとおり平成 31 年から平成 35 年までの 5 年間です。成果指標は、国も東京

都も自殺死亡率を 30％減らすと言っていますので、10年間で 30％減少というところを出しております。

ただ、成果指標がこれだけで良いのかということは少し思っているところではあるのですが、一応、国

や都にならった形にしております。 

第 2 章中野区の現状と課題ということで、いろいろなデータから見たところや意識調査、審議会、関

係機関のヒアリングから出てきた問題点ということで、下の黄色っぽい四角の中にまとめていることと

して、自殺対策に対する認知度を高める必要があるという普及啓発的な部分、2 点目は遺された人への

心のケアなどバックアップ体制の必要性、3 点目として生きづらさを抱えた人への理解促進と支援の必

要性、4 点目として若いときからの心の健康づくり、SOS を出せるようにといったところ、5 点目とし

て自殺対策に対して地域の連携が必要だろうというご意見、6 点目として本当に深刻な事態に至る前に

早期発見・早期対応といったところの視点も必要ではないかといったところがありました。 

裏面を見ていただきますと、骨子のところで示させていただいたものを簡略化したものが左側にあり

ます。それぞれの基本目標に対応した成果指標を一応数値目標を立てられるようなものを考えてみてい

るのが載せられております。これが素案の 25 ページ以降のところになりますが、数値目標を考えられ

るものを事務局で幾つかピックアップしてみました。これで良いのか、もう少しこのようなことを目標

としたほうが良いのか、このようなものを目標値としたほうが良いのではないかというご意見もあるか

と思いますので、そのようなところも見ていただければと思います。 

2 枚目表面のところで、施策のそれぞれの大きな柱に対しての施策も幾つかピックアップして載せて

おります。骨子でもあったように目標値のところが普及啓発と強化月間に合わせた普及啓発活動といっ

たもの、生きることへ促進因子への支援のところでの重点施策として遺された人への支援や心のケア、

地域における必要な支援につなげるための取組の体制づくりということ。 
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基本目標 2 では、自殺防止に向けた取組として生きづらさを抱えた人への支援、若者対策、勤労者対

策、人材育成。 

目標 3 で、地域ネットワークの強化と医療機関との連携というところを入れさせていただいておりま

す。 

分量が多いので見ていただくこともなかなか大変かなと思うのですが、幾つか目標値というものを少

し立てようということで難しいところがあるのですが、これについてもご意見がいただければと思いま

す。 

○北川会長 

資料 2 に関しての説明はもう良いでしょうか。 

○水口副参事 

資料 2 に関してなのですが、第 1 章は最初に説明させていただいたところになります。それを受け、

4 ページのところで、計画の位置づけのあとに基本理念ということで素案の 4 ページに一応、「かけがえ

のない“いのち”を守るまち中野」というものを入れてみています。5 ページが先ほど言いましたよう

に、計画期間と成果目標 10 年間で 30％減という形になります。 

2 章の現状と課題のところは前回も大分お話ししたところですので、よろしいかと思うのですが、基

本的には今後の施策として、第 3 章の中野区における今後の方向性という 24 ページからのところと、

28 ページからの第 4 章施策といったところの部分になります。 

第 4 章なのですが、主な取組としているもの、29 ページのところから幾つかの事業と、33 ページの

ところからあるような関連事業という形で分けているものは、直接的に自殺対策として区で実施してい

るものを主な取組にし、自殺対策につながるものではあるのだけれども、直接自殺対策という形ではな

いものを関連事業に入れているというところがあります。このような分け方で良いのかというところも

悩みつつもやっているところです。 

それぞれ基本目標ごとに直接自殺対策として実施している事業と関連施策として実施している事業

とに分けた形で載せた形になっています。これをこんなにはっきりと分けたほうが良いのかというとこ

ろも少し悩みながらつくっているところではあります。 

○北川会長 

よろしいでしょうか。ありがとうございました。 

資料 2 が、資料 4 の答申を受けて事務局が作成した中野区の 5 か年計画になります。これを見ていた

だきますと、第 4 章から施策というような形で、主に自殺対策としてするものというのが主な取組とい

うような形で書かれています。29 ページを見ていただきますと、ゲートキーパー研修だとか健康福祉に

関する意識調査だとかというような形で書かれている。 

これが 33 ページになると関連事業というような形で書かれていますが、関連事業に関しては、自殺

対策をメインというわけではないのだけれども、自殺対策にも当然関わるだろうというもの。例えば、

独居高齢者のところに伺うということは直接自殺対策をしているわけではないけれども、当然それには

自殺対策も含まれるだろうということで書かれています。 

ですので、取り組み自体を見るとゲートキーパー研修や広報というものが中心的に見えるのですが、

実際にやっていることを見ると、関連事業も含めてかなり多岐にわたってさまざまなことが入っている

のだろうと考えられます。こちらの第 4 章のところを今、委員の皆さんにも見ていただき、ちょっとこ

の 5 か年計画はどうなのかというようなところがあればご意見いただければと思います。 

ただ今、宮崎委員と濱委員がいらっしゃいましたので、これで会議がようやく成立いたしました。成
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立しないかと思い少しどきどきしましたけれども成立いたしました。 

では、今、来ていただいた宮崎委員と濱委員に少し簡単に今までの流れを説明させていただきます。 

今、まず事務局から資料 1 の骨子についての説明がありました。何度か骨子については見させていた

だきましたが、その中の赤字のある面を見ていただくと、前に見たものと違ってポピュレーションアプ

ローチ、ハイリスクアプローチ、基盤整備というような片仮名の言葉が、左側の括弧の中に書いてあり

ます。こちらのハイリスクという名称は若干対象者に与えるイメージが悪いのではないかということで、

ターゲットアプローチとしたほうが良いのではないかという意見が出ています。皆様からのご異論がな

ければ、確かにハイリスクという名称は若干自殺のハイリスクというふうに思われるのもイメージが悪

かろうと思いますので、公衆衛生の用語ではありますが、こちらはターゲットアプローチという形で変

更できればというようなところは 1 点ありますということで、このような話し合いがありました。 

次に話し合いがなされたのが、資料 4 となります。この資料 4 が、これまで我々が話し合ってきた審

議会の内容を区長からどのような計画を立てたら良いだろうということに対する答申としてまとめた

ものです。こちらを見ていただいたときに、我々がこのようなことが必要だろうということを 9 ページ

以降、計画に盛り込むべき事項についてというところでまとめていただいています。さまざまな相談体

制等の充実をしたほうが良いということで、全 9 項目、これも委員の皆様からの意見をまとめていただ

き、ここの中の自殺未遂者への支援というところで医療機関のことばかりが書かれていますので、警察

との連携も入れたほうが良いのではないかという意見もありました。 

地域とのつながりを強化するという中には、もう少し独居高齢者という文言も入れたほうが良いので

はないかという意見が出たところです。 

その他さまざまな意見があり、中学を卒業した後がなかなかつながりにくいので、追いかけていける

ようないろいろな話出ましたが、それは今からの主な取組のところで、もう一度ご意見いただければと

思います。 

資料 2、資料 3 の中野区の自殺対策計画という大もとのところを今から少し皆さんに見ていただいて、

ご意見をいただければと思っているところです。 

かなり多いので本当でしたら事前に送付してというのがよかったのでしょうが、最近までつくってい

たとのお話でしたので。 

○水口副参事 

すみません、作業が間に合っておりませんで。 

○向山所長 

後でご意見をまたいただいて。 

○水口副参事 

またこの後、ゆっくり見ていただいた後で、今日いただけなかったご意見は後日いただければと思っ

ております。 

○北川会長 

ということで、29 ページ以降、さまざまな取り組みをどうこうするというようなことが書かれていま

す。あと皆様にご審議いただきたい内容として、計画の名称が中野区自殺対策計画というようになって

いますがこれにはサブタイトルが要るかどうかというところ。東京都でしたら「こころといのちのサポ

ートプラン」というような名称でサブタイトルがつけられていますが、中野区であれば何かこのような

ものはどうでしょうかというものがあれば、基本理念をそのままサブタイトルにしても良いのかもしれ

ませんが、こちらの何かご意見があればというところが１点。 
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それと数値目標ですね。数値目標、成果指標及び目標値というような形で 5 ページに書かれています

が、自殺対策の 5 か年計画というものを行ったときの目標、自殺死亡率が減少するというのが大きな指

標としては当然必要だろうと思いますが、それ以外の指標としてどちらに記載されていましたかね。 

○水口副参事 

それ以外の指標としましては、25 ページのところ。 

○北川会長 

25 ページですね。25 ページを見ていただくと基本目標 1 に対して、基本目標 2 に対して、基本目標

3 に対して目標が書かれています。基本目標 1、一般区民に対する計画に対しては、自殺対策は自分自

身にかかわることと思うという区民の割合が 26.8％から 35.0％に増えるというようなことが 1 点。 

次に、ゲートキーパー研修のアンケートで今後に活用できるというように答えた人の割合が 93％にな

るという、これが一般区民に対しての計画。 

次に、基本目標 2、「生きることの阻害要因を減らす」ということで、こちらに関しましては、ハイリ

スクというように書いていますが、どちらかというとターゲットを絞った形でのプランということで、

リーフレット配付に協力を得られた関係機関の数が 20 カ所、これは若干これで良いのかどうかという

ところですね。 

ゲートキーパー研修に参加して、今後に活用できると答えた人の割合が 95％になるということです。

これはターゲットアプローチしてこの目標で大丈夫かということですね。 

そして、基本目標 3、「関係機関が連携して自殺対策を推進する」という基盤定義というようになって

いますが、こちらの目標が庁内各部課及び関係機関と連携して実施した事業の回数が年 2 回になれば良

いと、これは若干これで良いのか、基盤整備のところでこれで良いのかというところ、まずこれをご審

議いただければと思います。 

○向山所長 

事務局から申し上げると、基本的には数字をきちんと取ることができるものとしたいです。本来であ

ればアウトカム指標と言われるものが自殺率の低減であり、例えば、何カ所でやったかというようなス

トラクチャー指標という形になり、その結果、行動をこのようにしたというプロセス指標があり、アウ

トカムというような整備となるのですが、なかなかそれがきちんととれない。結構難しいのはゲートキ

ーパーの評価で、これはいつも問題になります。どこの自治体でも。いっぱいゲートキーパーの養成を

やるのだけれども、かなり長期にフォローしていかないと実際にそういう場面に合うかどうか、あるい

は気づかれるかどうかという課題があり、今回は研修を受けた上で、私はこの部分は使えるというもの

にしようと。それから、関係機関と連携してというのは、実はもっときめ細やかに個別の相談であると

か、連携し合っていると思うのですが、ここは事業として、例えば相談会を一緒にやるとか、そういっ

たことを考えていたので、回数としては割と低く見積もっております。 

○水口副参事 

本当は連携して対応したケースの数とかというのがきちんと拾えれば良いのですが、数値として出せ

ないようなものが結構あるのかなと思っているところです。 

○北川会長 

そうですね。例えば、先ほど未遂者の話が出ましたけれども、未遂者の再発率というものを何％下げ

るというような指標というのは難しいのでしょうか。 

○水口副参事 

今、未遂者の数というのが多分、余りきちんととれていませんで、恐らく医療にかかった時点で、自
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殺未遂を図ったということを本人が認めた場合のみが恐らくカウントされている。 

○向山所長 

例えば、警察が持っている、保健所が知っている、すこやかが知っているところの中でということで

限定されれば出るかもしれませんが、多分、それは非常に低い数字かなと。 

○水口副参事 

むしろ頑張って自殺対策に取り組んでいき、そのような方の行政の相談につながる割合が上がるとむ

しろ増えてしまう、未遂者が増えてしまう可能性というのもあり、見た目としては、なかなかちょっと

数字が難しいなと思っているところです。現状ある数値としては、素案 11 ページのところで、自殺し

た方の過去の未遂歴、割合とかがあるのですが、これもどの程度合っているのか、ただ情報がある人が

これだけというようなところです。 

○北川会長 

ただ、少なくてもここには情報が出ているわけですから、今言ったのは未遂者の割合ではなくて未遂

者の再発割合を減少という話ですので。 

○向山所長 

文献上は自殺された方をさかのぼったら未遂していた人が何割というのは計算上出るというのはあ

りますが。 

○水口副参事 

というのがこの 11 ページなのですが。それ以外に単に自殺未遂というのだと、多分救急外来に行く

ようなことを何かしていなければ、自殺未遂だったとしても把握されない。 

○向山所長 

把握されていた人を 1年後に実際には生きていらっしゃるところをフォローするかどうかという話で

すね。今の話しを整理すると。 

○水口副参事 

それが数値的にとれるかどうかですね。 

○北川会長 

先ほどのプランの中で、自殺未遂者をどのようにフォローしていくかという話が出ていましたので、

それをフォローするのであれば、目標があったほうが良いのかと思うわけですね。 

○水口副参事 

確かに、フォローした方が再度自殺を図らないというのも大事なことではあります。 

○北川会長 

ほかに委員の皆様、何かご意見ありますでしょうか。 

例えば、学校関係でも若者対策をするということが結構重点的に書かれているわけですが、そこに関

しては余り触れられていませんので、そこに関して何かこういった指標があったほうが良いのではない

かというのをご意見いただければと思います。 

○竹之内委員 

 指標づくりとなるとなかなか難しいですね。来年度は特に祝日が増える中で取り組まなければならな

いという非常に厳しい現状があります。指標をつくるためにアンケート調査をしたり、教員が研修や会

議に参加したりといったことは、現実的に非常に難しいと思います。 

○北川会長 

福田委員、何かありますか。 
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○福田委員 

そうですね。小学校段階では自分も友達もみんな大切にしようと、明るく生きていこうねという雰囲

気になっていきますので、基本理念はトップで「かけがえのないいのちを守る」なんかもすごいすてき

ですから、これはぜひサブタイトルに入れていただければいいのかなと思っています。なかなか数値で

あらわすというもの本当に難しいし、30％以上減少というのが一番ここでは明確かなというように思い

ます。 

それから、関連事業で中野区の行政で本当に整理されていろいろなことをされているのだなと思いま

した。さらに町会だとか地域の取り組みも拾っていくとかなり膨大な量になるのだろうなと思いました。 

○北川会長 

ありがとうございます。 

○向山所長 

今のタイトルのお話で、「かけがえのないいのちを守るまち」ということなのか、自死の遺族とか特

に遺児の子たちが、父親が非常に粗末にしたのかみたいなところでまたそこでひっかかって、その時期

によるのですよね。その方がまた成長していきこういうことだったのかというところで、これはそうい

う意味ではない、社会としてなんだなということがわかるのですが。少し長くなってもしよろしければ、

「かけがえのないいのちを守り」のあと、私がすごく好きというか大事にしたいのは、再スタートがで

きる、1 回つまずいてもまた歩き出せる、そのようなことを応援できる街ということで、何か少しそう

いう長くなってもつけさせていただければと思います。不登校であってもひきこもりの時期があっても、

必ずそこからまたこの街でスタートしてほしいなと、中野で傷ついたのなら、中野からまた一歩歩み出

してほしいなと、それを応援したいなというのがすごく思いとしてあるので。 

○北川会長 

事務局としては、「かけがえのないいのちを守り、再スタートができる街」みたいな形にしたいとい

うことですね。特に異論がなければそのような形で、また事務局から最終的にはこういうような形にし

たいというものをいただき、皆様にお聞きしたいと思いますが、方向性としてそのような形でつけると

いうことでよろしいでしょうか。 

○佐藤委員 

難しい話かもしれないですが、小学校、中学校のアンケートの中に、例えばいじめ等もあるでしょう

が、いじめにあったことありますかとかいじめを見たことがありますかというようなものを入れたり、

自殺を考えたことがありますか、自殺についてどう思いますかというようなことを何か入れるというの

は難しいのでしょうか。それを統計としてとり、考えている子どもが減ってきたというように捉えると

いうのも一つの街の子どもたちの意識がどう変わっていくかということを図ることはできるのではな

いかと、少し素人の考えですが、思ったのですが。 

○宮崎委員 

「自殺」という直接その表現は使っていないですが、いじめの調査は必ず行っていますので、いじめ

や何か困ったことがあったら書いてくださいということでやっています。自殺を考えたことがあります

かというのはなかなか難しいので、ほかの道徳の時間やそういうところで命を考えさせるようなところ

はあります。何か困っている、悩んでいることがありますかという調査は学校にやっていただいている

ところです。 

○北川会長 

そこの中に直接的に自死、死にたいと思ったことがあるかというような文言を入れることは難しいで
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しょうか。 

○宮崎委員 

逆に誘発してしまうことがあるのではないかと思います。 

○向山所長 

その話は必ずあり、私、多摩小平の保健所にいたときに、小学校 6 年生と中学 2 年生向けのリーフレ

ットをつくって先生方に授業して頂いたのですが、そのときに今のような、本当に行き詰まり心がもや

もやしたときに、相談できる、信頼できる誰でも良いから大人がいますかということを聞いたり、ある

いは、自殺ということではなく、もやもやとかなんか嫌になってしまって、全部放り出して遠くへ行っ

てしまいたいとかを考えたことや、自殺という言葉は直接出しても、先ほどの寝た子を起こすではない

ですけれども、少しどきっとするメッセージだけが伝わってしまうのではないかというお話は、スクー

ルソーシャルワーカーの方が随分言われていました。 

○竹之内委員 

既に「自分にはよいところがある」といったアンケートはとっていますし、「友達を大切にしている」

というものもとっています。自己肯定感や仲間を大切にする気持ちということについての指標というよ

うなことであれば、示すことができます。 

自分からＳＯＳを出せるということも大事ですが、困っている子がいたときにＳＯＳを出せる力も大

事です。困っている子に何もしてあげられない、やめなよと言っているのだけれどもやめてくれないと

いったときに、ＳＯＳを大人に出してほしいのです。その二つの視点をもっていないといけないと思っ

ているので、そういうことでの指標というのは大事だと思います。ＳＯＳの出し方に関連していますが、

子どもたちには、「３人の大人にＳＯＳを出そう」、「ＳＯＳを出せる大人を３人見つけよう」というア

プローチをしています。ＳＯＳの出し方に関する教育は、年に１回以上やることになっていますので、

その中で３人の大人を見つける取組が必要だと思います。 

○向山所長 

親戚でもいいし、例えば薬局の先生でも良いのです。本当に。信頼できる大人を必ず持っている人、

複数持っている人。 

○竹之内委員 

「自分が困っていたときに相談できる大人はいますか？」「お友達が困っていて助けられなかったと

きに相談できる大人はいますか？」といった視点で質問するとよいと思います。 

○向山所長 

子どもが特に秘密にしてねということをそのまま受け取り事が起きた。あのとき言えばよかったとい

うことで、秘密にするということに僕が一緒に行ってあげるから先生に言おうというような多分、ライ

フスキルじゃないですけど、具体的な行動をやっぱり子どもに示していかないと難しいなというように

思います。子どもは子どもの世界にルールがやっぱりあるので。 

○竹之内委員 

かなり難しいですね。「やめろ」と言ったのだけれどもだめだったというお子さんは多くいます。し

かし、「一緒に先生に言いに行こうよ」と言えたお子さんと出会うことはなかなかないのが現状です。 

○向山所長 

やはりメッセージとしては先生方のお話されるように粘り強く、投げ続けられる視点は落とさないよ

うにするということですね。自殺に関して私はいろいろな精神疾患での自殺というのを経験しています

が、本当に助けられなかったなという事例を考えてみると、虐待育ちが多いです。やはり SOS を出し
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てはいけないということを一番身近な親から言われ続けているというところは、本当に深刻なのだと。

今回、また児童虐待関係出てきています。あらゆる機関の将来の生きる支援つなげないと本当にいけな

いかなと、虐待死だけじゃなくて心として死んでしまうのだなと思っています。 

○北川会長 

ありがとうございます。 

今の話をまとめますので、もし可能であれば、今、竹之内委員が言われたように。 

○水口副参事 

指標に入れられそうなことを少しご相談させていただいて。 

○竹之内委員 

ＳＯＳの出し方に関する教育のときに、保健所からの支援が欲しい。保健師さんからきちんと専門的

な話をしてほしい。アンケートも保健師さんがとるのがよいと思います。東京都教育委員会は「保健師

さんと連携しながらＳＯＳの出し方に関する教育をやりなさい」と言っています。中野区はまだ体制が

整っていないということで、学校がまずは始めています。やはり、専門的な方との出会いというのは子

どもにとっても大きいので、その方との出会いがあったことでＳＯＳが更に出せるようになると思いま

す。学校と保健所のつながりができ、指標づくりにもつながっていくとよいものができていくのではな

いかなという気がいたします。 

○向山所長 

実は、今年少しお話があり、すこやか福祉センターに当たってみたのですが、なかなか難しいという

ことがあり、本来は地区を担当している保健師が地域保健とのつなぎの中で関われるのが一番良い形で

素直な形だと思うのですが、そこは少し検討させていただいて、場合によっては少しモデル校方式や、

先生方にまずお話をさせていただき、そのつなぎの部分というところをしながら、保健所の難しさや地

域保健の期待というのも意見交換させていただきながら体制を整えていくということもあるかなと思

います。丁寧にやっていきたいと思っています。 

○宮崎委員 

前々から出ているのですが、小・中学校段階は結構セーフティネットにかかりやすくて把握しやすい

です。先日、中学校長会から強い意見が出た卒業後の話し、その話なのですが。そのときにすこやか福

祉センターという話が出て、すこやか福祉センターなのか子ども家庭支援センターなのか今度できる児

童相談所なのかわかりませんが、それをやはり進めていかなければいけないということを、それを包括

的にやるのは今度総合子どもセンターではやろうとしているのですが、ただ地域に根差しているとなる

と今お話されたとおりすこやか福祉センターなので、学校段階も良いのですが、そこの切れた後のとこ

ろをぜひお願いしたいなとは思います。 

○向山所長 

家庭としての支援の部分があって、今ちょっと心配している事例があってうちは別の課がかかわって

いるのですけれども、18 歳での限界とかまたそこで子ども家庭支援センターというのは当然いろいろな

機能持っていますけれども、やっぱりそこでまた切れ間ができてしまうということがあるので、そうい

うご意見いただいたということで、私どものほうとセンターのほうで連絡会など持っていますので、検

討したみたいと思っています。 

○宮崎委員 

例えば、指標でそういう年代の方を何人、例えば医療とか相談につなげたというのはそれは指標にな

らないのですか。 
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○宮崎委員 

例えば、ひきこもりの子どもが何人、そこに今までつながっていなかった子がつながったとか、小・

中学校だと教育相談とか適応指導教室にかかった子の人数は把握できています。でも、やはり卒業と同

時にその数がぱったりなくなりますから、もちろん教育相談室とかではまだ持っていますが、そういう

ことで、例えば、すこやか福祉センターでも子ども家庭支援センターでも良いのですが、ひきこもりに

なり例えば高校中退や最初から行かなかった、精神疾患で家にいるという子を保健所につなげたとかそ

の人数が多くなると、先ほどお話されたような精神疾患の子どもとかが医療につながり、社会とつなが

りますので、結構そこは大事かなという話をいつもしています。 

○向山所長 

2 年前に都の調査に協力して医療中断ですとか未治療に関しての方なのですが、ひきこもりとか何ら

かの行動障害などがあり、どういう相談を受けていたかということを 1 カ月だけデータをとったことは

ありますが、少し軸が取れるかどうかということも少し検討させていただければと思います。毎回では

なくてある月をとってということもあるかと思います。 

○宮崎委員 

この間、中学校からもご意見がありましたが、我々はついここにこういうのがあるからどうぞ、こう

いう機関があるからどうぞ、電話相談や SNS もそうですが、どうぞということをするのですが、そう

ではなくこちらから能動的にやっていかないとつながらないことが多いということがご意見としてい

つも出てきます。 

○向山所長 

ひきこもりの方に関しては、虐待の要保護児童対策協議会と同じように関係機関が連携し、ご本人が

SOS を出さないからこそ、どうしていこうかということを街も含んでつくっていくということが大事だ

と思うのですが、そこのところは少し落ちているということで、それをきちんと検討し、そのとっかか

りになり、インパクトがありそうなことから手をつけていくというのは、中野の自殺対策の一つの特徴

にもなるかなと思いますので、そこは書き込みを。 

○水口副参事 

一応39ページのところに、少しこれからやっていきますというような決意表明はしているのですが。 

○北川会長 

そうですね。39 ページ、ひきこもり等への対応というような形ですね。 

○向山所長 

それは保健所のほうにもすこやかに渡す前にかなりシビアなケースが上がってくるとき、法的な関係

もあるので、そのときにとりあえず来年は措置入院や医療保護入院の方から始めていき、アウトリーチ

支援、集中的なアウトリーチ支援チームとしてひきこもりも対象にすべきではないかということは、庁

内には上げてはいます。 

○北川会長 

その中で家庭訪問というような、アウトリーチを行っていくということですね。 

○水口副参事 

先ほど答申のところで、警察との連携が漏れているということでご指摘いただいていたのですが、一

応 38 ページの一番下、未遂者支援のところに警察から情報をいただいたものも対応していくという話

などを対策としては入れさせていただいております。 

○北川会長 
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話をまとめますと、基本目標 2 の指標で子どもたちの SOS の出し方のあたりのところで、何かしら

の指標があれば良いのかなというところ、中学卒業後の連携、フォローについての指標ももう一つ何か

あったほうが良いのではないかということがありました。 

そのほか何かご意見ありますでしょうか。 

○秋元委員 

SOS を出せないというのが、今、話を聞いていると、子ども、青少年に集中しているような感じなの

ですが、実は大人も深刻で、例えば、私も元町会長さんが介護状態になって、奥さん一生懸命介護して

いるのだけれども誰も助けてくれない。まさに大人自体かなり大きな課題を持っているというところも

どこかで忘れないで、先ほどのところにも、要するにセルフネグレクトという状態が自殺に近い、やっ

ぱり根本的に捉える必要があると思っています。 

あと、2 点あるのですが、まず、成果指標のところで言うと、実際に、例えばゲートキーパー研修が

現状時年 1 回という目標値が年 1 回と、変わっていないということであれば、それは現実的にそうなの

だなと、予算の関係でいろいろあると思うのですが、そうなると少し目標値そのものを例えば参加人数

を何人にするとか、同じ回数を書くのではなく、少し工夫をされたほうが良いのではないかなと思って

います。同じように年 2 回とかそのようなところがある気がしますので、ご検討いただければというこ

とです。あと関連事業のところなのですが、本当に社会福祉協議会の事業をいろいろ書いていただいて

非常にありがたいなというところと、責任重いなというところと両方感じているのですが、ここはあれ

ですかね。地域の関係機関というよりは社協以外ではなかなか書きづらいということでしょうか。 

○水口副参事 

すみません、こちらで事業が余り把握できていないというところだけで、多分もっと地域でいろいろ

実施されているところはあるのだとは思うのですけれども。 

○秋元委員 

これは区のほうになるかもしれませんが、先ほど福田先生がお話されたように町会の見守り活動とか

というのは、実際に名簿を区に用意してもらい取り組んでいらっしゃると思いますのでそれとか、NPO

団体の情報とか、要するに社会福祉協議会だけではないとは思うので、もしそれ以外の情報が可能であ

れば、どこかに書き込むかというのはちょっと難しいかもしれませんが。 

○水口副参事 

少し地域の関係機関で拾い切れていないなという印象は自分たちでも持っているところです。 

○水口副参事 

社会福祉協議会さんは先日、ヒアリングにも行かせていただいたので、いろいろ教えていただいてい

て書き込めているのですが、なかなかそれ以外のところのものが、障害者福祉事業団のお子さんのとこ

ろとか、若干ほかのところも書けたものは書いているのですが、なかなか。 

ゲートキーパー研修に関しては、審議会でのご意見を受けまして、一般向けのものともう少し特化し

たものに分けてやっていこうという方向性は出しているのですが、数値として回数で書いてしまうとそ

の辺のことがうまく出せていないので、もう少しご意見いただいて、こうやっていくようにしましたと

いうところが読み取れるようにしたいと思います。ありがとうございます。 

○向山所長 

そもそも大人というか高齢者の場合は、今、セルフネグレクトとお話されたのですが、かかわり拒否

という感じですよね。そこをどうしていくかというところと、見守りで入れないのだけど見守っていっ

ていいレベルと介入に切りかえないといけないというところのポイントを具体的にどうするかという
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のが非常に悩ましいですね。 

○秋元委員 

精神的な部分と制度的な問題、両方あるので、それを見極めるということが必要ですよね。だから専

門職との連携が必要になってくるということと住民の方の力が必要なところと。 

○向山所長 

疾病であれば治療可能性を追求しなければいけない。そのあたりのところできちんと見立て、方向性

は確認した上で見守るかどうするかということで、そこは少し書き込みをしたほうが良いと思います。 

○水口副参事 

今までもそのようなお話もいただいているので、本当に成果指標が自殺死亡率の減少だけでいいのか

というところも悩んでいるところではあります。本当はそのような広いものまで含めて減らしていくと

いうのが目指すべきことなのだろうと思うのですが、少し数字としてうまく出せるものが思い至らず、

とりあえずこのような目標になっております。本当はセルフネグレクトとか生きていたくなくて自殺に

近い形で亡くなられるような方も含めて減らしていくということがあるべきことなのでしょうが。 

○北川会長 

基本施策 3 と基本施策 4 のところで、それぞれゲートキーパー研修がありますけれども、3 と 4 のと

ころのゲートキーパー研修の違いというのはあるのでしょうか。 

○水口副参事 

基本施策 4 が地域のいろいろなことに携わっている方で、基本施策 3 が割合、介護事業者ですとか、

ある程度こういう人に接するような人など絞り込みをした対象者というイメージなのですが。 

○向山所長 

業としてかかわる可能性のある方が基本施策 3 のほうで、例えば、子どもに関しても NPO でやって

いる、そういうのは基本施策 4 のほうですね。 

○水口副参事 

そうですね。そんな感じで考えて分けていたのですが、少しわかりづらいかもしれないです。 

○北川会長 

対象とか定義ものと。 

○水口副参事 

そうですね。そう分けたつもりなのですが、少しわかりづらいですよね。 

少し考えます。 

○秋元委員 

38 ページの区内居場所情報一覧の整備と書いてありますが、区内居場所情報一覧というのは社会福祉

協議会でも作っているのですが、それとはまた別に作られるということでしょうか。 

○水口副参事 

既に作っておられるところです。 

○水口副参事 

今作っていらっしゃるものがあるので、それに少しまた何か足していけるところがあればなというよ

うなことを考えております。具体的には他のところで聞いていた、Wi-Fi の設置場所が知りたいとか。

居場所としてマップが載っているとか、当事者が求めている情報を今作っていらっしゃるものにプラス

するようなことが一緒にやっていければということです。 

○秋元委員 



20 

実はまさに社会福祉協議会でそれを考えていまして、もしコラボできれば。 

○水口副参事 

ぜひ一緒にできればと思っております。もともとのお手本はそちらなので。 

○北川会長 

今、これをざっと見て急に計画をというのは難しいかと思いますので、こちらに関しては、皆様のお

手元にまたご意見をいただく用紙をお配りさせていただいています。メールでも受付可能ということに

なっておりますので、期日が余りなくて 1 週間しかないのですが、提出期限が 2 月 19 日の火曜日まで

ということで 1 週間、かなりタイトなスケジュールではありますが、こちらを見ていただいて、このよ

うな計画でどうなのか、こういう計画は要らないというようなところのご意見をまた後ほどいただけれ

ばと思います。 

では、議題の最後ですね。今後の予定についてということで、事務局からお願いいたします。 

○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。本日いただいたご意見、また、こちらに

置かせていただいています紙などでご意見をいただいたものをもとに、今日お出ししております計画素

案（案）の修正を行い、最終的に計画素案という形でまとめたいと思っております。 

また、今後、計画素案に関する区民意見交換会というものを 4 月に実施することとなっております。

皆様のご意見を反映して計画素案という形でまとめたいと思っておりますので、お手元の用紙にご意見

をぜひ記入して送っていただければと思います。 

また、「諮問事項に関する答申についてのご意見」という用紙を分けた形でつくらせていただいてお

ります。メールでもファックスでも結構ですので、どちらのご意見もいただければと思います。こちら

で事前に資料をお送りできなかったので、今日十分にご意見いただけなかったところはあるかと思いま

すので、ぜひご意見をいただければと思います。 

いただいたご意見について会長にご報告した上で素案としてまとめさせていただきます。4 月に意見

交換会を実施する予定になっておりますので、それを受けた形で次回の審議会としましては、5 月の中

旬から下旬ぐらいを予定しております。次回、年度がかわりますので、平成 31 年度第 1 回中野区自殺

対策審議会という形になります。その審議会のところで意見交換会の実施結果をご報告させていただき、

計画素案を計画案にまとめ上げていくということが次回の審議会での審議の内容となります。次回の審

議会の日程につきましては、また日程決定次第、開催通知文をお送りいたします。よろしくお願いいた

します。 

○向山所長 

少し予定があくのですが、附属機関による答申と計画ですので、議会の関連きちんとご説明をさせて

いただくのと、それから、4 月に区民意見交換会を予定しておりますので、その際には皆様、お忙しい

と思うのですが、また日時をお知らせして可能であればご参加をいただければ、直接声が、あるいは関

連している方々にもしこういうことを意見反映できるよということでお誘いいただけたら大変ありが

たいと思います。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。 

次回の会議は、事前に多くの委員が参加できる日を調整いただいて、開催いただければありがたいと

思います。 

○水口副参事 
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申しわけございません。実は直前になって欠席の方が 3 名ほど増えてしまいまして、こういう事態と

なってしまいまして申しわけありません。 

○北川会長 

では、お時間の関係もあって十分な意見をできなかった委員の皆様もいらっしゃるかと思いますが、

こちらの用紙でまたまとめていただければと思います。引き続き皆様のご意見をいただきながら進めて

まいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

では、他になければ、以上をもちまして第 3 回中野区自殺対策審議会を閉会させていただきます。 

お疲れさまでした。ありがとうございました。 

（閉会） 


