
令和3年2月　書面開催
第6回（令和2年度）中野区自殺対策審議会

資料２

【中野区自殺対策計画の状況】

【令和２年度事業実施状況】

基本
施策

事業名 内容 令和２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】2月１日～3月３１日
【方　法】YouTube動画配信
【テーマ】「悩んでいる人にどう気づき、どうかかわるか」
【講　師】NPO法人OVA代表理事　精神保健福祉士
　　　　　伊藤次郎 氏
【内　容】各10分4部構成、計40分の動画配信による研修
　　　　　第1部：コロナ禍での生活への影響
　　　　　第2部：悩んでいる人にどう気づくか
　　　　　第3部：悩んでいる人にどうかかわるか
　　　　　第4部：ストレスにどう対処するか
【定　員】なし

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％

・令和2年度は新型コロナウイル
ス感染拡大に伴い、感染対策の観
点から講演会形式での研修を中
止。
YouTube動画配信での研修に変
更して実施。
・令和3年度の実施方法について
は別途検討していく。

継続

令和２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 令和２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 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。

自殺対策強化月間および各種講演会等の開催時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、地域包括ケア推進課と連携し、
１５歳～６４歳の区民10,000人に相談窓口リーフレットを配布した。

情報発信の回数：拡充 現状維持 庁内各部課との連携・調整 継続

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（9月1日（火）～9月30日（水））
　ロビー展示（8月24日（月）～8月28日（金））
　ガード下展示（9月1日（火）～9月15日（火））
　江古田図書館展示（8月29日（土）～10月29日（木））
　　※図書館のメンタルヘルスの企画展示に合わせて実施

【3月の強化月間】（予定）
　横断幕掲示（3月1日（月）～3月31日（水））
　ガード下展示（3月1日（月）～3月31日（水））
　中央図書館展示（２月２７日（土）～３月２５日（木））
　　※ロビー展示は新型コロナウイルス対策のため中止

【その他】
　人権週間パネル展示（12月3日（木）～12月10日（木））
　　※ガード下展示に変更して実施

展示実施場所：8カ所 現状維持

・令和2年度は新型コロナウイル
ス感染拡大に伴い、一部展示を縮
小して実施。
・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

遺された人および支援
者との事例検討会

庁内各部課・関係機関と事例検討
会を実施し、結果を還元していく
ことで、相談業務を担当している
庁内各部課および関係機関への
バックアップを図る。

未実施 実施回数：随時
令和2年度は新型コロナウイルス
感染拡大に伴い、実施困難。令和
3年度以降の実施を検討する。

継続

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。

未実施 開催回数：拡充
令和2年度は新型コロナウイルス
感染拡大に伴い、実施困難。令和
3年度以降の実施を検討する。

継続

バックアップ体制の整
備

生きづらさを抱えている人を支援
している庁内各部課・関係機関と
事例検討会を実施することで、庁
内各部課および関係機関へのバッ
クアップを図る。

【日　時】5月
【内　容】法律問題を抱えた対象者への支援について、弁護士に
　　　　　スーパーバイズを依頼し、関係機関と事例検討会を実施

体制整備：完了 達成
継続実施に向け庁内各部課・関係
機関への周知、調整が必要。

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。

体制整備：完了 達成

・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
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基本
施策

事業名 内容 令和２年度実施状況 成果指標（R5年度） 達成状況 課題
次年度
予定

SOSの出し方に関する
教育

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

達成
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】2月～3月（予定）
【方　法】区内全学校へ「若者のいのちを支えるミュージカル
　　　　　『つまづいても』」のDVDを配布を検討中。
【配布先】小学校（区立・私立）
　　　　　中学校（区立・国立・私立）
　　　　　高等学校（国立・都立・私立）
　　　　　短期大学
　　　　　大学
　　　　　専門学校
【その他】NPO法人ミュージカル振興会へDVD作成を委託して
　　　　　実施。

実施回数：年1回
実施方法
変更

・令和2年度は新型コロナウイル
ス感染拡大に伴い、感染対策の観
点から公演を中止。
・令和3年度の実施方法について
は別途検討していく。

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】
　成人のつどいの延期に伴い休止中

【中学卒業時】
　卒業時に約2２00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％

実施方法
変更

・令和2年度は新型コロナウイル
ス感染拡大に伴い、感染対策の観
点から一部配布を中止。
・令和3年度の実施方法について
は別途確認するとともに、リーフ
レット内容の見直しを検討してい
く。

継続

労働関係機関と連携し
た広報

産業保健センター、ハローワー
ク、商工会議所等と連携して広報
活動を実施することで、勤労者へ
の自殺対策の推進を図る。

未実施
リーフレット配布枚
数：1000部

令和3年度以降、リーフレット改
訂後に実施予定。

継続

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。

未実施

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％

令和2年度は新型コロナウイルス
感染拡大に伴い、感染対策の観点
から一部配布を中止。

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。

自殺対策講演会（区民向けゲートキーパー研修）と同様に実施

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％

・令和2年度は新型コロナウイル
ス感染拡大に伴い、感染対策の観
点から講演会形式での研修を中
止。
YouTube動画配信での研修に変
更して実施を予定。
・令和3年度の実施方法について
は別途検討していく。

継続
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基本
施策

事業名 内容 令和２年度実施状況 成果指標（R5年度） 達成状況 課題
次年度
予定

3
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】12月22日（火）18:30～20:30
【会　場】中野区役所　8・9・10会議室
【テーマ】「ゲートキーパー研修
　　　　　　〜相手からのサインに気づくために〜」
【講　師】地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター　精神科
　　　　　公認心理師　臨床心理士　今村陽子 氏
【定　員】75名
【参加数】30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％

83.4%

・令和2年度は新型コロナウイル
ス感染拡大に伴い、感染対策の観
点から定員を少なくして実施。
・令和3年度は今年度のアンケー
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内容
を検討。
・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。

未実施
リーフレット配布数：
1000部

・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

地域関係者向けゲート
キーパー研修

地域の関係者へゲートキーパー研
修を実施することで、自殺対策の
推進を図る。

自殺対策講演会（区民向けゲートキーパー研修）と同様に実施

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：93.0％

・令和2年度は新型コロナウイル
ス感染拡大に伴い、感染対策の観
点から講演会形式での研修を中
止。
YouTube動画配信での研修に変
更して実施を予定。
・令和3年度の実施方法について
は別途検討していく。

継続

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

【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
【実施状況】第2回（令和2年度）の開催を見合わせる

体制整備：完了

・令和2年度は新型コロナウイル
ス感染拡大に伴い、感染対策の観
点から開催を見合わせ。
・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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