
令和2年（2020年）1月31日（金）
第5回（平成31年度第2回）中野区自殺対策審議会

資料５

【中野区自殺対策計画の状況】

【平成31年度事業実施状況】

基本
施策

事業名 内容 平成31年度実施状況 成果指標（R5年度） 達成状況 課題
次年度
予定

自殺対策講演会
（区民向けゲートキー
パー研修）

自殺予防に求められる理解と援助
について区民向けに広く知識の普
及を行う。

【日　時】10月5日（土）14:00～16:00
【会　場】中野区保健所　講堂
【テーマ】「困った人が助けを求めるとは限らない～自殺やセル
フネグレクトへの向き合い方を考える～」
【講　師】医療法人社団成仁成仁病院　院長　春日武彦氏
【定　員】60名
【参加者数】56名

自殺対策講演会参加者
のうち、今後に活用で
きると答えた人の割
合：93.0％

81.3%
今年度のアンケート結果、社会状況
等を踏まえ、区民のニーズを確認し
ながらテーマ・講師の選定

継続

普及啓発
自殺対策に関する情報を区の媒体
を使い情報発信する。

自殺対策強化月間を中心に区ホームページ・区報等で情報発信を
行った。また、各種講演会等の開催時には、区ホームページ、区
報、フェイスブック、区掲示板等を活用し、情報発信を行った。

情報発信の回数：拡充
フェイスブッ
クの活用を拡
充

庁内各部課との連携・調整 継続

平成31年度中野区自殺対策事業実績

基本目標１　生きることの促進要因を増やす（ポピュレーションアプローチ）
　【成果指標（R5年度）】
　　　①自殺対策は自分自身に関わることと思う人の割合（健康福祉に関する意識調査）：35.0％
　　　②自殺対策講演会参加者のうち、今後に活用できると答えた人の割合（自殺対策講演会アンケート）：93.0％

基本目標2　生きることの阻害要因を減らす（ターゲットアプローチ）
　【成果指標（R5年度）】
　　　①リーフレット配布に協力を得られた関係機関の数：20カ所
　　　②ゲートキーパー研修参加者のうち、今後に活用できると答えた人の割合（ゲートキーパー研修アンケート）：95.0％

基本施策３　自殺防止に向けた取組
　【取組】　■【重点施策】生きづらさを抱えた人への支援
　　　　　　■【重点施策】若年者対策の推進
　　　　　　■勤労者対策の推進
　　　　　　■自殺対策を支える人材の育成

基本目標３　関係機関が連携して自殺対策を推進する（包括的な推進体制の基盤整備）
　【成果指標（R5年度）】
　　　庁内各部課および関係機関と連携して実施した事業の回数：年5回

基本施策４　地域ネットワークの強化
　【取組】　■【重点施策】地域における顔が見える関係づくりの強化
　　　　　　■【重点施策】精神科と一般診療科を含めた地域の保健医療連携の強化

基本施策１　区民への普及と啓発
　【取組】　■【重点施策】区民を対象とした普及啓発の実施
　　　　　　■自殺対策強化月間における普及啓発および広報活動

基本施策２　生きることの促進要因への支援
　【取組】　■【重点施策】遺された人および支援者への心のケア
　　　　　　■地域における必要な支援につなげるための取組　
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基本
施策

事業名 内容 平成31年度実施状況 成果指標（R5年度） 達成状況 課題
次年度
予定

1 自殺対策強化月間にお
ける普及啓発

自殺対策強化月間にあわせ、区内
での普及啓発活動を行う。

【9月の強化月間】
　横断幕掲示（8月19日（月）～8月30日（金））
　ロビー展示（8月26日（月）～8月30日（金））
　ガード下展示（9月2日（月）～9月30日（月））
　本町図書館展示（9月1日（日）～9月15日（日））

【3月の強化月間】
　実施予定

【その他】
　人権週間パネル展示（12月2日（月）～12月6日（金））

展示実施場所：8カ所

強化月間以外
に人権週間パ
ネル展示にも
新たに展示

適宜掲示物の内容を見直す等、必要
な情報、最新の情報を区民にわかり
やすく伝えていく方法の検討

継続

2 自殺対策担当者会議
自殺対策に関連する庁内各部課と
の担当者会議を実施し、自殺対策
を推進する。

2月に実施予定 開催回数：拡充 継続

ひきこもり等への対応

地域で課題を抱えて生活し、自ら
支援を求めることが苦手な方に対
して、家庭訪問等を通じてチーム
対応で支援を行う。

今年度新たに医療中断予防チームを設置。精神科医師・保健師・
精神保健福祉士を中心とした多職種で、地域で課題を抱えて生活
している方を支援。（別途報告）

体制整備：完了
体制整備の実
施

・事例から出てきた地域課題を自殺
対策審議会および地域精神保健連絡
協議会、自殺対策担当者会等で共有
し解決をはかる
・事例を通して、医療中断予防チー
ムの事業見直し

継続

SOSの出し方に関する
教育
※指導室に確認

各区立小・中学校において、教育
課程に位置づけて実施。

SOSの出し方に関する教育をいづれかの学年で実施することを教
育課程に位置づけている。区立中学校に関しては、全校全学年に
SOSの出し方に関する教育に関連した授業を実施。

実施時間数：各区立
小・中学校1時間以上

各区立小・中
学校１時間以
上

実施方法は各学校判断となるため実
施状況の把握が必要

継続

若年者向け普及啓発
区内高校・短期大学・大学・専門
学校等と連携し、学生への普及啓
発を行う。

【日　時】12月16日（月）16:00～18:30
【会　場】なかのZERO　小ホール
【テーマ】「若者のいのちを支えるミュージカル『つまづいて
も』」
【定　員】450名
【参加者数】275名
【その他】
　・NPO法人社会貢献ミュージカル振興会との共催
　・東京都地域自殺対策強化補助事業補助金交付事業
　・帝京平成大学、新渡戸短期大学が授業の一環として参加

実施回数：年1回 年1回実施
今年度の実施状況から次年度以降の
対象者および実施方法の検討

継続
予定

若年者への広報
新成人、中学卒業時での相談窓口
リーフレットの配布。

【新成人】
　配布数：3194部
　　　　　（日本人2276部、外国人918部）
　※育成活動推進課に確認

【中学卒業時】
　2月に約2000部配布予定

区内中学卒業生に対し
てリーフレット配布が
できた割合：100％

該当者に全配
布

リーフレット内容の見直し 継続
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基本
施策

事業名 内容 平成31年度実施状況 成果指標（R5年度） 達成状況 課題
次年度
予定

勤労者が利用しやすい
場での広報

勤労者が利用しやすい、飲食店等
への広報活動。

中野区食品衛生協会加盟店の協力を得て配布予定

リーフレット配布に協
力いただける中野区食
品衛生協会加盟店の割
合：100％

継続

職員向けゲートキー
パー研修

職員に対するゲートキーパー研修
を実施し、自殺対策の推進を図
る。

実施予定
【日　時】2月18日（火）14:00～16:30
【会　場】中野区産業振興センター　多目的ホール
【テーマ】「生きづらさを抱えた人への支援～ひきこもり支援に
ついて考える～」
【講　師】・東京都立中部総合精神保健福祉センター
　　　　　　地域支援科長　西いづみ氏
　　　　　・特定非営利活動法人KHJ全国ひきこもり家族会
　　　　　　連合会　深谷守貞氏
　　　　　・特定非営利活動法人楽の会リーラ
　　　　　　事務局長（副理事長）　市川乙允氏
　　　　　・中野わの会　会長　綱島啓友氏
【定　員】60名程度

ゲートキーパー研修参
加者のうち、今後に活
用できると答えた人の
割合：95.0％

継続

介護事業者向けゲート
キーパー研修

介護・高齢者支援課と共催で区内
介護事業者へのゲートキーパー研
修を実施し、高齢者に対する自殺
対策の推進を図る。

【日　時】11月8日（金）10:00～12:00
【会　場】中野区役所　9・10会議室
【テーマ】「環境改善でストレスフリー！働くあなたのメンタル
ヘルス～福祉現場でのストレスを解消して前向きな気持ちに～」
【講　師】タッチランゲージケア協会　来栖裕子氏
【定　員】100名
【参加者数】38名

ゲートキーパー研修参
加者のうち、今後に活
用できると答えた人の
割合：95.0％

89.5%

・今年度のアンケート結果、社会状
況等を踏まえ、対象者のニーズを把
握しながら実施
・本研修方針について介護・高齢者
支援課との連携・調整

継続

地域イベントでの広報
地域で実施される各種イベントに
て相談窓口リーフレットを配布す
ることで普及啓発を行う。

中野わの会一周年記念講演会
【日　時】8月24日（土）12:00～17:30
【会　場】スマイルなかの
【テーマ】「復活！親と子のコミュ二ケーション～親も子も、豊
かに生きる～」
【講　師】親業訓練協会　インストラクター　山崎詔子氏
【定　員】40名
【参加者数】39名
【その他】
　・中野区社会福祉協議会、中野わの会（ひきこもり家族
　　会）からの依頼あり。個別相談会を共催で実施。
　・講義（1時間30分）、予約制の個別相談会（1時間）と
　　という内容で実施。個別相談会に保健所より医師、保健
　　師が参加。

リーフレット配布数：
1000部

参加者のうち
希望する方へ
配布

・今年度は、広報活動だけではな
く、講演会・個別相談会において潜
在的事例の顕在化等が図られた。広
報活動だけにとどまらない内容の展
開。
・関係機関と連携した継続実施
・連携できる事業の確認、庁内各部
課、関係機関への調整

随時

地域における保健医療
連携のあり方について
協議する場の設置

地域における保健医療連携のあり
方について、協議する場を設置す
るなど体制整備を図る。

地域精神保健連絡協議会の設置
第1回
【日　時】11月18日（月）19:00～21:00
【会　場】中野区保健所　講堂
【委員数】14名
【委員構成】学識経験者、保健医療関係者、社会福祉関係者、
　　　　　　関係行政機関の職員

体制整備：完了 新規設置

・地域における保健医療連携のあり
方に関する課題の抽出
・課題解決に向けた検討
・自殺対策審議会との課題共有

継続
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