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必要があると思うのはなぜですか。一番あなたの考えに近いものを選んでく

ださい。 
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問 19 
区では「こころの健康サポーター」という区民ボランティアを２年に１回募

集していますが、このことを知っていましたか。 
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※ n（number of cases）は、その設問に対する回答者の総数を示しています。 

質問によっては複数の回答を得たものがあります。 

また、質問によっては、回答がなかった、もしくは、択一選択の質問に複数の回答があっ

たため、総数について整合がとれていない部分があります。
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令和元年度 第２回いたばし・タウンモニター いたばし・ｅモニターアンケート 

 

１ アンケート概要 

板橋区の自殺対策について 

 

 

２ 調査目的 

 区では、令和元年度中の「（仮称）板橋区自殺対策計画」の策定に向けて、現在準備を進めて

います。これは、国が定めた「自殺総合対策大綱」の基本理念である「誰も自殺に追い込まれ

ることのない社会」を実現するために、計画的に対策を進めていく道しるべとなるものです。

「（仮称）板橋区自殺対策計画」では、これまで区が行ってきた自殺予防のための取組を整理

し、今後さらに推進していくべき取組を明記することを目指しています。 

つきましては、自殺対策に関する区民の方々の意識や区の取組に関する認知度を確認し、計

画の策定にあたっての参考とするため、ご意見をお聞きします。 

 

３ 調査対象 

（１）いたばし・タウンモニター   49名 

（２）いたばし・ｅモニター    121名 

 

 

４ 調査方法 

（１）いたばし・タウンモニター  郵送 

（２）いたばし・ｅモニター    インターネットを使ったアンケートシステム 

 

 

５ 調査期間 

（１）いたばし・タウンモニター 

令和元年７月 26日（金）から令和元年８月７日（水）まで 

（２）いたばし・ｅモニター  

令和元年７月 26日（金）から令和元年８月７日（水）23時 59分まで 

 

 

６ 回答結果（回答率） 

（１）いたばし・タウンモニター  44名（89.8％） 

（２）いたばし・ｅモニター    89名（73.6％） 

 

 

７ その他 

ご意見・ご要望等で、アンケートに関連のない内容等については、割愛させていただきまし

た。また、紙面の関係上、同様の内容のものについては要約・省略をしているものもあります。 

回答の比率（％）は、小数点以下を四捨五入しています。したがって、数値の合計が 100％

にならない場合があります。 



１　男 69人 51.9%

２　女 63人 47.4%

３　答えたくない 1人 0.8%

n=133

１　10代 2人 1.5%

２　20代 8人 6.0%

３　30代 28人 21.1%

４　40代 17人 12.8%

５　50代 26人 19.5%

６　60代 22人 16.5%

７　70歳以上 30人 22.6%

n=133

１　自営業・自由業 11人 8.3%

２　会社員 57人 42.9%

３　公務員 4人 3.0%

４　主婦・主夫 16人 12.0%

５　パート・アルバイト 13人 9.8%

６　無職 19人 14.3%

７　学生 4人 3.0%

８　その他 9人 6.8%

n=133

「８ その他」の回答

 ● 自営業・自由業・社外取締ほか

 ● 保育士

 ● 年金受給者。ボランティア活動をしている。

 ● 団体職員

 ● 合同会社社員

 ● パート＆フリーランス

≪「複数回答可」の質問を除き、あてはまる番号を一つだけ選択≫

問１　性別

問２　年齢

問３　職業

2



１　単身（一人世帯） 19人 14.3%

２　二人 53人 39.8%

３　三人 32人 24.1%

４　四人 21人 15.8%

５　五人以上 8人 6.0%

n=133

１　必要がある 113人 85.0%

２　必要がない 4人 3.0%

３　わからない 16人 12.0%

n=133

１　自殺は、全ての人にとって身近に存在する問題だから 27人 23.9%

２　自殺は、自殺した人の家族や周囲に大きな悲しみや困難をもたらすから 23人 20.4%

３　自殺は、社会全体にとって大きな損失になるから 17人 15.0%

４　様々な社会制度や慣行が多くの人を自殺に追い込んでいるから 19人 16.8%

５　自殺者を減らす取組は社会を良い方向に変えることができるから 21人 18.6%

６　自殺する人が可哀そうだから 2人 1.8%

７　わからない 0人 0.0%

８　その他 4人 3.5%

n=113

「８ その他」の回答

 ● 天から与えられた命。病気による死と違い、自殺は死から避けることができる。自殺は許されない。

 ● 困っている人にやさしい社会が良いと思う。

問６（問５で「1　必要がある」と回答した方にお聞きします。）
必要があると思うのはなぜですか。一番あなたの考えに近いものを選んでください。

 ● 家族にも迷惑がかかるし、自殺の方法・仕方によって使わなくてもよいような経費（税金）がかか
る。家族もお金（費用）がかかる。家族の肩身が狭くなる。

 ● 自殺する人は、小さな悩みをその人の人生上大きなものと考えていると思います。自分もそのよう
な時があり、悩みが小さなものであることを考えて救われ、今日があります。彼らの悩み事が、小さな
ものだと言うことを教えてあげたい。

問４　あなたを含む同居者の人数は

問５　自殺対策は社会的な取組として実施する必要があると思いますか。
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１　そう思う 34人 25.6%

２　どちらかといえばそう思う 43人 32.3%

３　どちらかといえばそう思わない 28人 21.1%

４　そう思わない 18人 13.5%

５　わからない 10人 7.5%

n=133

１　小学校・中学校 104人 19.7%

２　高等学校・高等専門学校 88人 16.7%

３　大学・専門機関 50人 9.5%

４　医療、福祉、法律その他相談窓口等の専門機関 81人 15.4%

５　企業 52人 9.9%

６　ＮＰＯ法人等の民間団体 34人 6.5%

７　警察・消防 39人 7.4%

８　民生委員・児童委員 44人 8.3%

９　町内会、自治会等の自治組織 26人 4.9%

10　わからない 3人 0.6%

11　その他 6人 1.1%

n=527

「11　その他」の回答

 ● 家族、家庭

 ● 選択したがその他何がよいか難しい。ケースバイケースなのかも。

 ● 古い団地等の独り暮らしの多いエリア

問７　自殺対策は自分自身に関わる問題だと思いますか。

問８　区以外で、自殺対策を推進した方がよいと思う地域の機関はどこだと思いますか。
（複数回答可）

 ● 自分自身も気づかないうちに追い込まれて精神的にコントロールが効かなくなり、自殺をしてしま
う人が多いと感じる。形だけの「対策」ではなく、本質が備わったものが必要だと強く感じる。
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１　小・中学生、高校生、専門学校生、大学生 96人 27.4%

２　会社等で働く人 46人 13.1%

３　自営業・自由業 19人 5.4%

４　主婦・主夫 20人 5.7%

５　失業者・無職者 48人 13.7%

６　高齢者（65歳以上の人) 32人 9.1%

７　生活困窮者 44人 12.6%

８　全ての人 36人 10.3%

９　わからない 5人 1.4%

10　その他 4人 1.1%

n=350

「９　わからない」の回答

「10　その他」の回答

 ● 全般的に広く・浅く

 ● 教育関係者、カウンセラーなど

１　広報いたばし 66人 15.1%

２　区公式ホームページ 46人 10.6%

３　自殺予防ポスター 64人 14.7%

４　区公式ツイッター、フェイスブック 57人 13.1%

５　いたばしくらしガイド 30人 6.9%

６　板橋区統合アプリ「ＩＴＡ－Ｐｏｒｔ」 19人 4.4%

７　区の印刷物（チラシ等) 42人 9.6%

８　講演会・研修 48人 11.0%

９　街頭イベント 42人 9.6%

10　その他 22人 5.0%

n=436

 ● いじめやハラスメントなどが多発する環境、心理的なストレスを強く感じる環境に置かれている人
には特に実施するべきだと感じる。

問１０　自殺対策に関する知識や情報の提供として有効だと思うものは何ですか。
　　　（複数回答可）

問９　自殺対策について、重点的に取り組む必要があるのはどのような区民の方々だと思
いますか。(複数回答可）

 ● 勉強不足で恐縮ですが、どの世代、どのような人々に自殺者が多いのかがわからないので、すべて
の人のようにも思えます。
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「10　その他」の回答

 ● １～９は有効ではないと思う。

 ● テレビ

 ● 教育・学校、学校の保健師、（小・中・高）学校ＨＰ

１　両方とも聞いたことがある 29人 21.8%

２　自殺予防週間のみ聞いたことがある 21人 15.8%

３　自殺対策強化月間のみ聞いたことがある 4人 3.0%

４　両方とも聞いたことがない 79人 59.4%

n=133

 ● （使用者が多いので）LINEでの呼びかけ

 ● 可能なことをすべてやる以外に防ぐ手立てはないと思います。日本の自殺率は高いです。

 ● システム的およびマニュアルでもいいので定期的な安否確認をおこなう

 ● 自殺問題の統計について詳しくなくて申し訳ないのですが、自殺をしようと思いつめている方は、
なかなか周りが目に入らず、自ら問題解決の行動を取るのに疲れてしまっていると思います。ホーム
ページや広報いたばし、アプリ等、ある程度ユーザー側が能動的な作業（アクセスする、取得する、ダ
ウンロードするという作業）をしないと情報に接触できない媒体に露出しても、自殺問題に関心のある
人にしか届かないと思います。いま自殺に思い悩んでいる人に届けるには、自殺スポットでの看板／ポ
スターや、統計的に自殺が多いと見込まれる地域居住者へデジタルならターゲットWeb広告や、アナロ
グでいうとポスティングや駅前等人が集まる場でのOOH（Out Of Home 広告）（細かい内容を読むはず
ないので、懸垂幕のようなどデカいもの）がよいのではないでしょうか。

 ● 自殺者がいそうな場所（駅など）で対応する

 ● 単純に自殺ストップを呼びかけるのではなく、「生きていて楽しい」「生きていたい」「希望や目
標を持てる」イベントなどを地道に行っていく

 ● SNSは有効ではないでしょうか？ターゲティングの精度が高いので、区民以外でも目につくと思い
ます。板橋区は困った人にも手を差し伸べてくれるという、イメージ戦略にも貢献できるかと思いま
す。Instagram、LINEも予算があるのであれば有効活用すればよいと思います。Instagramの場合はイ
メージで魅せなくてはいけませんのでテクニックは必要かと思います。交通広告も有効かと思います。
板橋区を走る、JR、都営、東京メトロ、東武に広告出ししても良いかと思います。

 ● 皆何かで悩んでいると思う。小さな悩み事が何かの拍子で、大きなものになり悩める人を左右する
ようになる。なに事でもいい、何が悩める人を変える機会になるのか、他人には分からない。何が、悩
める人を変えることができるのか。

 ● 何がきっかけで自殺を思いとどまるかはわからないため、予算の許す範囲でできることはすべてし
た方がよいと思う。

 ● 板橋区として有効な手段は、選択肢に挙げていただいている項目かと思いますが、自殺対策に関す
る知識や情報の提供方法は他にもあると思います。テレビやYouTubeの広告など、能動的ではない状態
で入ってくる情報の中にあると良いと思います。

 ● 正直、既に自殺にまで精神的に追い込まれている人は、このようなものに耳を傾けないと思う。自
分で自分のコントロールができていない状況の人に、こちらから働きかけて自殺予防するというのは不
可能に近いと感じる。特に、ホームページや講演会などは、興味を持つ人でない限り訪問しないと思
う。

 ● 「命の大切さ」、「自分の命が大切なら他の人も自分の命が大切だと思う」、「生きていることの
価値」など。子供の頃から折にふれて「掛け替えのない命」を認識させること　→　学校教育の場で理
解させるのが良いと思う。「自殺は人を殺すことと同じだということ。」＝「自殺者は殺人者だという
こと。」

問１１　自殺予防週間（9月10日～9月16日）、自殺対策強化月間（３月）について聞いた
ことがありますか。
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１　広報いたばしの記事 26人 15.1%

２　区公式ホームページの掲載内容 9人 5.2%

３　自殺予防ポスター 36人 20.9%

４　自殺対策シンポジウム 6人 3.5%

５　東武鉄道（株）との協働キャンペーン 11人 6.4%

６　ゲートキーパー研修 5人 2.9%

７　小・中学生を対象とした「ＳＯＳの出し方」教育 9人 5.2%

８　いずれも知らない 70人 40.7%

n=172

１　言葉をかけたいがためらいを感じて何もしない 11人 8.3%

２　励ましの言葉をかける 6人 4.5%

３　ひたすら耳を傾けて話を聞く 66人 49.6%

４　悩みに応じた専門機関への相談を勧める 34人 25.6%

５　特に何もしない 3人 2.3%

６　わからない 4人 3.0%

７　その他 9人 6.8%

n=133

「２　励ましの言葉をかける」の回答

「４　悩みに応じた専門機関への相談を勧める」の回答

「７　その他」の回答

 ● 本人と向き合う。死んだら終わりである。生きる楽しさを見つけ、安易な死を選択させない。

 ● 3名の悩める人に会った。1人目は、その悩み事を医師の相談し、内科と言うことで悩める人を医師
に合わせた。元気になった。2人目は、その悩みを聞き、次の異動時その人を動かした。悩みの職場か
らその人を動かしたら、元気になった。3人目は、怒って欲しいと言う悩みを聞いて、小さな悩みだと
怒った。その晩、彼は帰らぬ人になった。

 ● 悩みを聞いた上で、専門機関に連れて行くと思います（追い込まれた人を一人にすべきではない）

 ● あくまでも他人なので、本人の気持ちはわからないと思う。変に声をかけられた方がかえってよく
ないと思う。

問１２　区がこれまでに行った自殺対策事業について、知っているものは何ですか。(複
数回答可）

問１３　仮にあなたの周りの人に自殺の予兆を感じたとき、あなたはどのような行動をと
ると考えますか。一番あなたの考えに近いものを選んでください。

 ● 理解者や同じ境遇の人がいるとわかるだけで救われると思うから。また、自分一人の力では不十分
だと感じたら専門機関を紹介すると思う。

 ● 相談（解決）できる身近な存在が必要と考えます。自殺を決意した人に自殺をやめなさいと伝えた
ところでそれぞれの理由があり、一旦自殺をやめたところで根本解決にはいたらず、再度自殺をする可
能性がある為。

 ● あえて決めていない。相手を見て、考えて最適な対応をする。決めてしまうと、下手をすれば、さ
らに自殺に追い込んでしまうかもしれないから。
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１　意味もわかる 18人 13.5%

２　聞いたことはあるが意味はよくわからない 35人 26.3%

３　聞いたことがない 80人 60.2%

n=133

１　広報いたばし 2人 11.1%

２　区公式ホームページ 1人 5.6%

３　区の印刷物（チラシ等） 3人 16.7%

４　テレビ・新聞 6人 33.3%

５　その他 6人 33.3%

n=18

「５　その他」の回答

１　はい 27人 20.3%

２　いいえ 36人 27.1%

３　わからない 70人 52.6%

n=133

 ● 薬剤師です。はるか昔、薬剤師は医薬品の副作用に対するゲートキーパーであるという教えを聞い
て以来。

 ● ネットの記事

問１６　あなたは自分も「ゲートキーパー」になれると思いますか。

 ● 話を聞いてあげ、自分の人生を大切にして欲しいと話す。ポジティブな考えになるように寄り添
う。

問１４　「ゲートキーパー」という言葉を知っていましたか。

【「ゲートキーパー」とは】
　自殺の危険を示すサインに気づき、適切な対応（悩んでいる人に気づき、声をかけ、話
を聞いて、必要な支援につなげ、見守る）を図ることができる人のことです。
　自殺対策では、悩んでいる人に寄り添い、関わりを通して「孤立・孤独」を防ぎ、支援
することが重要です。専門性の有無にかかわらず、ゲートキーパーとしての意識を持ち、
それぞれの立場でできることから行動を起こす人を増やすことが自殺対策につながりま
す。

問１５（問14で「１　意味もわかる」と回答した方にお聞きします。）
「ゲートキーパー」という言葉を何で知りましたか。

 ● 相談機関のスタッフに説明を受けたことがある。

 ● 心の悩み電話相談にかかわっているので。

 ● 以前仕事をしていた時に研修で聞いた。

 ● 気晴らしに遊びにさそったり晩御飯をさそったりするでしょうか。変に励ますと落ち込むだけのよ
うな気がするので、少しでも気分転換になるような、何か気楽で目新しいことを。気に入って趣味にな
れば生きる目的のひとつになりますし。

 ● 側にいる人や、側に誰もいない場合は警察などに巡回で様子見をしてもらうように依頼する。
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１　役割が不明 8人 22.2%

２　大変そうで自分には無理 17人 47.2%

３　必要性を感じない 2人 5.6%

４　その他 9人 25.0%

n=36

「１　役割が不明」の回答

「４　その他」の回答

１　はい 60人 45.1%

２　いいえ 15人 11.3%

３　どちらともいえない 58人 43.6%

n=133

１　はい 6人 4.5%

２　いいえ 127人 95.5%

n=133

 ● 共感力強めの性格の為、該当者から話を聴いたときに気持ちが引きずられてしまい自分のメンタル
にダメージを受けてしまうため。

 ● 自分はその器ではないと確信しているから。

問１８　区では、区民を対象に自殺予防につながる講演会やゲートキーパー研修を実施し
ています。あなたはこれらの講演会や研修に興味がありますか。

問１９　区では「こころの健康サポーター」という区民ボランティアを２年に１回募集し
ていますが、このことを知っていましたか。

【「こころの健康サポーター」とは】
　板橋区がメンタルヘルスに関する講座により養成し、講座終了後も継続的に活動を支援
している、精神保健福祉のための区民ボランティアです。現在は、自殺対策キャンペーン
等にも協力しています。

 ● 時間が足りない。忙しい。

 ● 悩んでいる方に歩み寄る自信がこの年齢になってもなく、むしろ相談相手になって頂いていること
が多いのです。

 ● 一人一人抱える悩みや性格が違うため、それに合った対応が自分にできるとは思わないから。

 ● 自分もそれほどメンタルが強い方ではないので。

 ● 本人でない限りどこまで辛いのかを測るのが難しいと感じるから。また、私自身も、悩みを人に相
談した際に大変さや境遇を理解してもらうのが難しいと感じることが多々あるから。

 ● それぞれの役割があることがわかり、現状寄り添って解決に向かうことが不可能である為。

問１７（問16で「２　いいえ」と回答した方にお聞きします。）
「ゲートキーパー」になれると思わない理由は何ですか。

 ● 必要とする人がわからない。

 ● 豊富な知識を持っていない為、受け答えが多分出来ないと思うので。
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１　広報いたばし 4人 66.7%

２　区公式ホームページ 0人 0.0%

３　区の印刷物（チラシ等） 1人 16.7%

４　テレビ・新聞 1人 16.7%

５　その他 0人 0.0%

n=6

　　　　（※一部を抜粋。）

それぞれ所属する会社、学校、地域などが連携して、SOSを出している人
に気付き、支援をする必要がある。 そういったコミュニティとしての支
援も必要だが、ひとりひとりが、身近な人のSOSに気付くことが最も重要
だと思う。そういった気付きができる人間性を、小さな頃から育ててい
く必要がある。

・自殺対策よりは、「生きるっておもしろい。大変なこともあるけど」
「ともに生きる」「あなたがいると楽しい」など、存在の意味を小さな
ときから感じてもらえる教育を。 
・自殺によって親を失った子どもたちのケア。 
・遺児育英会への予算配分を手厚く。 
・あるがままで生きること。他人と比較することのないよう。子どもた
ちの存在は、そこに元気でいるだけで充分と思います。貧困、虐待、戦
争から子どもたちを遠ざけること。 

ゲートキーパーレベルまでいかなくても、声かけや傾聴ができる程度の
精神的・時間的余裕を持てない人が多いように思う。余裕や寛容の心を
どう養うか、身近なヒントを示唆してくれる専門家の話を聞く機会があ
ればと考える。そういう専門家を多く育成していくことも求められてい
るのではないか。

孤立化が自殺の原因の一つと考えられるので、孤立を防ぐ対策も重要と
考えています。

自殺問題を考える時には、今現在自殺を考える状況にある方へ向けるの
と同時に、「自分は自殺とは無縁だ。」と思っているような方にも意識
を向ける必要があると思います。そのような方は当事者意識が無いの
で、なかなか自殺対策へは関心が向かないと思います。仮に支援対策が
十分になったとしても、それを知らないままいざ自分が自殺を考える程
に追い込まれた時に、冷静に支援などに目を向けるのは難しいと思いま
す。自殺を考える前から「こういう選択肢もあるんだ。」という事を
知っているか否かで、自殺を選ばない可能性も大きく変わると思いま
す。さらに言うと、今、現在自殺を考えている人に、支援があるという
事を伝えられるのも、周りの方です。自殺対策を、ＳＮＳなどを通じて
広くメッセージとして伝えていく事が必要だと考えています。

自殺をする（考える）ような人は、原因がある程度決まっていると思い
ます。自殺を思いとどまったあとの、対応・見守りが重要、大事かと思
います。年代によっても、自殺に至る原因は決まるかと思うので、やは
りよく話を聞いて楽にしてあげることかな、なんて思います。 
孤立した一人暮らしの訪問をすることは、とても良いです。 

30代

70歳以上

60代

50代

20代

60代

問２０（問19で「１　はい」と回答した方にお聞きします。）
「こころの健康サポーター」という言葉を何で知りましたか。

問２１　板橋区民のための自殺対策全般についてのご意見を下記にお書きください。
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低学年から専門学校生ぐらいまでは「文部科学省系」、大学生から一般
社会人・お年寄り年齢層などは「厚生労働省」かな？（従来の20歳を分
岐点とする。） 
一般論で言いますと、学校の先生も、企業では管理職などの上司も、地
域での福祉に携わる専任者達も「聞き手になる」「言ってこさせる環
境」を整備しておくことが大事なのではないでしょうか。「ガス抜き」
という言葉があるようですが、自分の体内にくすぶっているガス体をは
かせる環境があることで、一息つけることができると思います。そのこ
とが「ちょっと待ちなさい！」と言葉を発してくれて一命を取り止める
きっかけになるのでは！と思います。

区内で自殺者がどの位いるのか、不勉強でわかりません。誰でも自殺
（死にたくなる）のささやきが聞こえる時があります。いかに乗り越え
られるかだと思います。年齢問わず、いじめが理由の上位かと思います
が、周囲の助けが必要でしょう。今までの常識にとらわれず、広い視野
と心で対処すべきだと思います。行政がどこまで関与できるのか、私は
わかりません。自殺＝心の弱い人間ではないと思います。

命は尊い大切なもの。自殺を回避した本人から、自殺への道程を聞ける
講演会等を設置してほしい。病気により、18歳を目前にして死んだ兄の
無念な声を60余年経過しても忘れることができない。

９月と３月のみ予防週間をしてもおそらく意味が薄く、長期休暇に入る
前や休暇中（夏・春休み）の、環境が変わる時期に、子ども・大人とも
に周知できると良いと思う。

自殺予防の裾野にある「ストレスチェック」は特に大切である。すでに
入念に検討されているとは思うが、犯罪でも小さな犯罪の抑止に効果が
あるように、自殺前に出す小さなシグナルを捕らえる手段を工夫してほ
しい。スクリーニングチェックが広範囲に行われるのが理想。ただしプ
ライバシー保護など為政者側のモラル力量が問われる。

親切運動や慈善運動を通して、優しい思いやりを持つ人間の育成を図
る。

自殺という問題は、各々の個人により相違があるため、通りいっぺんの
答えにはならない。その人の知り得た情報に対してのアドバイス等は出
来るかもしれないが、その立場にならないと不明である。

私は、民生委員をしている時、いつもの訪問をした時に、様子の変化に
気がついた。一人暮らしの60歳代の人で、家の中がきれいに片付き、ビ
ニールの袋がいくつもありました。「もういいんだ」と言われました。
それから仕事の話、ふるさとの話と、寄り添って話をしました。その内
に、お金に困っている、食べる物もないと。その話を赤塚福祉事務所に
相談しました。翌日相談に歩いて行きました。現金を頂きました。泣き
くずれていました。自殺対策は、地区民生委員が行政に連絡・相談する
事です。

小・中・高校生の場合、いじめの原因が大きいと思う。教員の指導が大
事ではないか？社会人は、精神的な事が大きいと思う（これも、会社内
のいじめではないか？）。自殺を考える人は自分に心の余裕がないと
思っています。精神保健専門医を多く確保したらどうでしょうか？

自殺対策に限らず、その他の活動の「アナウンス」不足を感じます。担
当している方は大変だと思っていますが・・・。

対象者にとって、表現が直接的過ぎる様な印象があります。誰にでも共
有できる言い回し、例えば、成人病→生活習慣病、ボケ→痴呆と言い換
えたように、うまく思いつきませんが、自殺→自裁・自傷はどうでしょ
うか…

30代

70歳以上

60代

60代

70歳以上

70歳以上

60代

70歳以上

70歳以上

60代

70歳以上
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昔、子どもが入学した時、公立の小学校の担任の先生がおっしゃいまし
た。「学校はすばらしい所です。教育を受け、給食があり、安全である
場所、子どもを安心して預けることができる最高の所である」とおっ
しゃいました。中学校に入りますと複雑な気持ちへと入っていきます。
未来ある子どもたちの命を守る大切な頃の受け持ちの大変さは大きいも
のでしょう。どうか先生守ってあげてください。小さなことでも耳をか
たむけてください。お願いします。

弱った時に支えとなる大きな要素は家族だと思いますが、 寄るべきもの
がない方が弱った時に人間らしい生を全うできるよう支えるのは、それ
が区なのか国なのかはよくわかりませんが、社会や行政だと思います。 
社会といっても、いまの時代の町内会にきめ細かい自治機能はないと思
いますから、 殺伐とした社会にならないよう取り組むとなると区になる
んだろうなと思いますので、区として自殺対策に経費をかけて取り組ま
れることに違和感はありません。 
弱って視野が狭くなってしまった人、自暴自棄になってしまった人と行
政が意思疎通を行うのはなかなか難しいんだろうなとおもいますが、
セーフティネットが存在することの周知に加えて、 気晴らし・気分転換
の方法論を伝えるのも大事なんじゃないかとおもいます。 深呼吸して空
を眺めるとか、３秒背伸びをするとかそういう簡単なものでもいいとお
もいます。 
行政としては、伝える方法論が統計的に自殺を思いとどまる手法として
有用か気になるかもしれませんが、データがないなら区内の大学と連携
して実証研究としてデータをつくる取り組みにしても良いのではないで
しょうか。 簡単に解決する問題とは思えませんが、なにか取り組まない
と前に進まないので。

青少年の自殺が新聞等で報じられることは、大変痛ましく感じる。自殺
を防ぐ策は簡単ではなく、難しいことではあるが、町会では「青少年健
全育成」を目的に運用する専門部を設け、青少年が区や町会主催の行事
に参加を促し、またスポーツクラブへの積極的な支援を実施している。
このことが青少年の心身の健康に寄与していると信じている。

いい意味でも悪い意味でも目立たないような気がします。ただ、地道な
活動が必要だと思いますので、引き続き継続的な活動をお願いいたしま
す。

自殺対策の取り組みは重要かつ必要です。しかし、そのことについて私
はほとんど何も知りません。もしかすると日本語以外の言葉での情報が
不足しているかもしれません。板橋にはたくさんの外国人が住んでいる
ので、詳細な情報を日本語以外でも提供するといいと思います。

自殺を実行しようとしたが、思いとどまって現在は通常の生活を営んで
いる人がゲートキーパーに向いていると思います。

どこにも相談できずに悩んでいる人のゴールが自殺であってはいけな
い。孤立して、相談先のない人に相談先を教える、又は相談にのる等、
受け皿が必要であると思う。

誰にでも自殺につながるようなことが起こり得ると思いますが、まずは
社会的に弱い子どもや生活困窮者、病人へのケアが優先されるべきかと
思います。失業者・無職者は自殺対策よりも再就職対策の方が大事かと
思います。

自殺された方についての情報は全然持っていない、認識しておりません
でした。先ほど、厚生労働省のHPを拝見いたしました。区民のための自
殺対策ですが、現在実施しているような活動は大変重要と思います。区
のHPのトップページに「こころのホットライン」のリンクを設けてはい
かがでしょうか。”白黒健ちゃん”マーク付き、SNSへの入り口。LINEな
どのホットページの作成など。

30代

50代

50代

40代

50代

30代

40代

70歳以上

70歳以上
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障がい者支援。その家族に対しての援助・支援が必要な情報を発信す
る。

自殺に踏み切る前に、死にたくなるほど嫌なことをする(仕事をするな
ど)・される(いじめなど)なら、それから逃げられる場所があるという
『場所』を知らせてあげてほしいし、作ってあげてほしい。

若年層には、いじめ対策等教職員の研修教養の充実。 
中・高齢年層については、鬱病等のメンタルヘルスに関しての対応の充
実を目指してはいかがと思います。

多くの企業でも心の健康づくりで自殺防止について、対策をしている。
こころの健康づくりサポーターは企業でも研修を受けたくさん配置され
つつある。このような取組を生活している地区の場でも広めて行くこと
は大切だと思う。自分から相談するのは難しいので、声掛けが大切にな
ると思う。住民が区の研修に参加して、サポーターになって行くのはよ
いことだと思う。

月並みですが、自分や家族を含め皆が自殺につながる状況にならない社
会環境づくりに尽きると思います。人類の歴史から永遠の課題ゆえに皆
無にすることは不可能なので少しでも自殺件数の減少する世の中になっ
て欲しい。

コミュニケーションが取れない人は孤独になる。 「声かけ運動」のよう
に地道に、おせっかいにならないような取り組みがあるといいと思う。 
度を越した親切は迷惑であって有難味は少ない。 
死にたいと思う人は、ちょっとした言葉に救われることも多い。正しい
判断ができる人がかかわらないと逆効果になってしまう。 

行政が「心の問題」に取り組むのは簡単では無いと思います。 やるなら
徹底的に、中途半端にやるなら やらないほうが良いと思います。 

高校生の娘は板橋区立の小中学校に通いました。今まで何回か学校での
いじめに関するアンケートに答えてきた様ですが、先生からの何も書い
てくれるなというオーラが強く、本当の悩みや状況が書ける雰囲気では
なかったそうです。 やはり家庭での対応が一番と思います。

人の心は一瞬にして壊れやすく、ゲートキーパー自身が自殺に向かうこ
ともある。（自殺を身近な問題として捉えているからこそ自殺という選
択肢そのものが身近。） 
SOSの出し方は大人でもわからない。継続的な周知啓蒙が必要と思いま
す。

板橋区は自殺者が多いのですか？統計がわからなかったので、すこし他
人事です。板橋区内の企業さんとちらし配布するなり、PDFを配布するな
りして、連携するのも手かもしれません、従業員から配偶者、子ども、
友人まで口コミが広がるかもしれません。区外の従業員もいるかと思い
ますが尊い命ですので板橋区が先導するのも素晴らしいと思います。

本当に自殺したいと考えている人は、HPを見たり広報を見たりしないと
思う。自殺の防止策を考えるより、自殺の原因となっている、イジメや
パワハラ等の対策を進めるべきだと思う。

私は自殺対策と聞いて、必ずしも防止だけが対策ではないと思いまし
た。 
人には自分の意思に反した生き方をしないことを選ぶ尊厳・権利がある
と思います。 
なので、一緒くたに防止だの禁止じゃなくて、スイスなどの取り組みを
もっと調査研究して、本人が望むなら尊厳死を許すあるいは苦痛のない
安楽死を許す社会も同時に考えてほしいと思います。 私も、自分の意に
沿わない愚かで醜く貧しい老後生活を送りたくありません。

60代

70歳以上

50代

50代

30代

40代

20代

50代

60代

20代

50代

40代
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自殺は本人はもとより周囲の人間に悲しみとどうして助けてあげられな
かったかという悔恨を長く残します。 
止められる機会があるならば、その機会を増やすべきと考えます。SOSが
発信されたときに、行政というよりも身近で話を聞いてあげることので
きる人を多く作るべきと思います。その辺の支援をぜひ行政にお願いし
たいと思います。私自身もできるだけのことをやりたいと思います。

ほんとに悩める人の事を知らないと、その人の悩み事は、分かりませ
ん。 悩める人は、極わずかの心を許す人にのみ相談してくれます。 悩め
る人の、わずかな異常に気が付く必要があります。 
研修やポスター等も良いが、研修を受けた人が悩める人を助けることが
できるとは思えない。 研修では、親身に考えることや悩める人の異常に
気付く訓練等が必要です。 僕の経験です。

自殺の要因は年齢によって違いがあると思います。 
子供のころは友人、親による虐待、成人になると就職、結婚、家庭問題
等、高齢者は健康など、いろいろの要因が重なり自殺に追い込む連鎖が
多いです。 
死にたいと思い詰める人の多くは「生きたい」とも思っており、地域活
動、行政との「生きる」支援があれば自殺は減少するのではないでしょ
うか。

区が自殺対策を行っていること自体、まったく知りませんでした。 
『自殺対策』『ゲートキーパー』という固いイメージのキーワードだけ
でなく、もっと身近な言葉でメンタルヘルスについて知る＆学ぶ機会が
あった方がいいのかなと思いました。 
『自殺対策』と言われると、ちょっとハードルが高い気がします。
『ゲートキーパー』という言葉も初めて聞きましたが、あまり普及して
おらず何のことか、初めて聞く人にはわかりにくいなと思いました。

特に小学生、中学生等の年齢が比較的若い世代の心のケアに関する相談
者及び日程が少ない。月１回ではなく、少なくとも２週間ないし１週間
に１回は必要である。

SNSを活用したコミュニティを作ってはどうか？SNS操作を苦手とする高
齢者がいれば対面でフォローすることで自殺願望を和らげる効果が期待
できるし、PCやスマホを持たない方に対しては、図書館などの公共施設
に設置されるPCを利用させることで、引きこもりを防いで外出を促す効
果が期待できる。

板橋区の弱者への対応がよいことは私自身の体験からも他県の方々から
の情報でも明らかです。区の相談窓口も完備しています。でもそこは相
談に来る人を待っているところです。来た人だけが対象です。そのため
切羽詰まった相談者に対応する区の職員の資質・感性が大切です。報道
されているように児童相談所の職員の感性や資質が欠如しているため多
くの児童を死に追い詰めています。
意見１： 職員の適性検査、相談者の心の奥に潜む事情を見逃さない人を
配置すべき。順番に配置はだめです。また行政は自殺に追い込まれる人
を積極的に見つけだす努力をすべきです。意見２：関係部門・組織等に
セーフテイネットを張り自殺しそうな人を探す努力が欠けています。 

「ゲートキーパー」や「こころの健康サポーター」の存在を今まで全く
知らなかった。これらの存在を多くの人に知ってもらうためにも区とし
て取り組みを行う必要があると感じた。

板橋区は、都内でも最多の飛び込み自殺者が出ると言われる東武鉄道が
走っており、他の区以上に対策が必要と考える。 各種の対策は講じられ
ているが、自殺対策の一環として東武鉄道とさらに連携を強化してほし
い。

30代

70歳以上

10代

30代

50代

60代

70歳以上

30代

50代
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自殺願望を持っている人を特定することは、大変難しいことと思いま
す。そのような方が、気軽に相談できる雰囲気の行政組織を作り、専門
家のカウンセリングを受けることができるようにすべきと思います。悩
み電話相談があると聞いていますが、担当者は専門家や有資格者でない
場合が多いように聞いています。改善が必要に思います。

精神疾患や障がいへの偏見をなくす教育をして、心の病をオープンにで
きる将来になって欲しい。

若者対策として、様々なメディアで見ることができるように活動をお願
いしたいです。 
インターネット上の広報活動も、新しいSNSがリリースされたら、そうい
う場所でも積極的に広報することで、見てもらいたい人に届くと思うの
で、広報誌やホームページだけでなく、活動いただけると良いと思いま
す。

自治体と自殺対策が私の中で結びつかないです。学校や職場で行う対策
の一助となることの方が直結する気がします。主婦や子育て世代辺りに
対して、自治体が対策されるのは、区民生活に直結しそうな気がしま
す。 区の情報を取りに行こうとするのは主婦や子育て世代が多いのでは
ないでしょうか。 
正直、その上の世代（年金世代）に対して、自殺対策が必要かどうかわ
かりません。

自殺したい人は講演会などには参加したいとは思わないと思うので、講
演会を開いても意味がない。 相談できる場所を設けて、心の拠り所とな
る場所を作り、それをアピールしたほうが良いと思う。

自殺の原因は様々ですが、いじめ・差別・貧困・仕事などによる強度の
ストレス・社会からの疎外感などが考えられます。 目の前の自殺防止は
もちろん必要ですが、未然の予防のため、上記の自殺要因への対策を講
じることが重要と考えます。 
また、殺人者が自殺願望も抱いていることがあります。原因は自殺と共
通する部分がありますので、殺人対策と併せて自殺対策を検討していく
と漏れのない対応に繋がると考えています。

自殺する人は、自分が追い込まれていることを自分で認識できず、知ら
ず知らずのうちに精神状態が不安定になり、結果的に自殺を図るという
状況に陥っていると感じる。 学校内でのいじめや、会社内でのパワハラ
が主な例であると感じる。 
私は現在会社員として働いているが、仕事や人間関係のトラブルで、知
らず知らずのうちにストレスを溜め、体調を崩してしまう経験をしたこ
とが数回ある。 
おそらく、自殺者のうちのほとんどはこのように自分を追い詰め、ほか
に手段がないと感じてしまうほど深刻なものであるのだろうと感じる。 
それを防止するためには、そのような精神状態に陥る前に、こういった
機関や取り組みがあることを知ってもらうことだと思う。

こんなにしっかり対策をされていたとは知らなかったです。とても難し
い問題ですが、この情報を必要とする方々に届くような取り組みがもっ
と必要なのではないかと個人的に感じました。

自殺は心の問題です。生まれ育った時から「命の大切さ」を本人が無意
識のうちに認識する必要があります。教育がいかに大切かにつきます。
情操教育の必要性があると思います。 
「自殺対策」＝「命の大切さを理解させること」

もっと自殺対策をやっていることをアピールしてほしい。 
気楽に話せる窓口が欲しい。

20代

40代

70歳以上

10代

70歳以上

30代

30代

30代

30代

40代

15



色々な対策をしていることを今回初めて知りました。実際に自殺してし
まいたいと思った時に広報やポスタ ーに目を向けることができるか、そ
れで思い留まれるのかは疑問なので、思い詰める前に相談したり解決し
たりするのが大事だと考えます。今は自分の家族のことで精一杯の生活
ですが、ゲートキーパー講習を継続的にしていただければいつか受講し
て困っている人の役に立ってみたいと思います。

自殺は自分だけではなく、残された方に深い悲しみが残ると、知らせる
のが良い。

自殺するくらい追い込まれている人は、何かに頼ることが難しいと思
う。そのような追い込まれた状態にならないよう、みんなに優しくゆと
りある社会になって欲しいです。

自殺防止のポスターを各地域の掲示板や駅などに掲示してほしい。 人が
目につくところに貼ってほしい。

自殺対策に関心のない人もいると思うので、学校や企業と連携して進め
ていくことが重要だと思います。 
デリケートな問題なので、慎重に関わらないと自殺を考えている人を逆
に追い込んでしまう危険もあることを念頭において対策を進めるべき。

子供達の自殺が一番痛ましい。学校以外で相談出来る場所、安心して過
ごせる場所が欲しい。

難しい問題だとは思うが、本人にかかってるとこもあるので、苦しいこ
との先にはいいこともあるようにしてあげないと、自殺したい人はたと
え今防止したところで自殺してしまうのかなと思います。個人的には身
近で信頼できる人を作らせるようなイベントとかをやったらいいんじゃ
ないかと思います。

そもそも自殺することは、憲法に保障されている幸福追求権を行使する
ための一つの手段であり、全否定されるものではない。もちろん失業者
には就業支援、経済的な問題で苦しんでいる人には、経済的支援や破産
手続きの支援、パワハラや過労で苦しんでいる人には、企業に対する指
導、学校でのいじめや学業不振、進路の問題で苦しんでいる人には、教
師への指導や親への働きかけが必要であり、そのことにより、うつ病の
人を減らす効果も期待できる。また、日本の場合は安楽死が認められて
いないため、不治の病で苦しんでいる人が、自殺に追い込まれてしまっ
ている側面があると考える。区内や都内だけででも安楽死が認められる
ように、国や都に働きかけてもらいたい。

75歳ですが色々なサークルに参加しています。 
・自分で他人と接する事で仲間をつくる努力をする事 
・色々特技等を第三者に認めてもらう事 
・自分にないものを積極的に吸収する努力をする事 
以上のように自分の為に色々な事に興味を持つ事が大切で楽しくなると
思う。

自殺をしたい時はどんな時か。私も過去に自殺を考えたことがありまし
た。その時のことを思い返してみると、誰にも頼れず孤独でした。 
自殺を防止するには私個人の考えではありますが、孤独を感じている人
に繋がりを持てるような場を簡単に見つけられるようにするべきではな
いかと考えます。孤独を感じないような区になればいいと思っていま
す。

正直、広報いたばしなどの案内は残念ながら目にしてる人は多くない印
象があり、メインの告知をそこに頼ってるとしたらせっかくの対策も案
内も届きにくいような気がする。 
社会人・高齢者はさておき、子供に関しては学校という狭い世界と家庭
しか逃げ場がない。 学校での自殺対策や、親への勉強会をして欲しい。

30代

40代

30代

40代

30代

30代

40代

60代

30代

50代

70歳以上
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個々に自殺は良くないもの、意味の無い事として 認識させる必要があ
り、小中高と一貫教育の中で 刷り込む必要があると思います。 
また問題解決に向け、他人のせいにすれば心は軽くなるが、何の解決に
もならず、無意味であり、自分自身で問題解決できるような教育も必要
と考えます。 
生きている役割（必要性）が認識できるような教育が 出来ればもっと良
い社会になるかと思います。

命の大切さを教える小学校の課程、 悩んでいる人の知る機会が少ない老
人会、民生委員会合等 に周りの人が相談窓口を教える。

ゲートキーパーや区の自殺対策活動が全く初耳であった 。
税金を使っての公の活動を行っていると思いますので、もっと活動して
いる内容、結果等を区民に明確に示していただきたいと考えます。

根本的な対策は生後直ぐから10歳くらい迄の間に自己肯定感を育てる心
の教育を毎日の生活の中で培う事に尽きると思います。 
成人している方を対象とする時には今まで通りに『苦しい時には頼れる
所が有る』事を広く知らしめる活動が一番大事だと考えます。 
そして一つ一つのケースごとにどれだけ親身な対応が出来るかどうかだ
と考えます。

難しい研修や講演ばかりでなく、楽しいイベントの中に盛り込んでいけ
れば、 今はピンとこない人や興味のない人も自殺対策に興味を持つきっ
かけになるのではないかと思います。

身近にもし自殺の予兆のある人がいても、みんなどうしたらよいのかわ
からない人がほとんどだと思う。また、自殺しようとする人も、どこに
相談すればよいのかわからずに命を絶ってしまうのだと思う。 
だからまずは、その2点を全国民に知らせることが一番大切だと思う。板
橋区だけの問題ではなく、芸能人やスポーツ選手などがTVやインター
ネットを通じて知らせて、みんなで考える機会を作る。 
予防月間などには、学校や会社等での大人への研修、子供たちへの講
演、TVや映画館や遊園地やお祭りなどの娯楽の場でも宣伝、電車のラッ
ピング、インターネットなどのホーム画面などにも出ていてもよい。 
それから、以前、TVで自殺相談窓口の様子を見たことがあるが、電話が
かかってくるのは夜中が多く、せっぱ詰まった感じで、対応する職員に
とっては、肉体的にも精神的にも本当に大変な仕事だと感じた。だか
ら、相談窓口は24時間体制であることが大切。 
対応職員は、命を救う人たちなのだから、人の心に寄り添える人格者で
あり専門家である必要がある。また、勤務体制も無理がないように配慮
してほしい。 
自殺を思いとどまった人のその後のフォロー、家族との連携も必要であ
り、大切だと思う。 
その役割は、保健センターなどが担うのか？ 
 考えばかりで、具体的な案が浮かばず、すみません。

ポスターを見かけることがあるが、子どもだけにではなく大人にも言葉
で語っている人をまだ見かけたことがない。学校の先生のみが子どもた
ちに教えるだけではなく、全ての機関で全ての人に伝えていくべきだと
考える。

心の問題は非常にデリケートです。傷ついてしまうと二度と相談する気
持ちになれなかったり…本当に本気で聞こうという姿勢がないと。安易
な対策なら、むしろ不要と思いますがいかがでしょうか？
人には、自分では意識していないトラウマがあったりするので、下手に
そこを刺激したりしないほうが良い場合があります。大変難しい事業だ
と思います。「エセ」カウンセラーには気を付けて！

60代

40代

50代

30代

40代

20代

60代

70歳以上
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令和元年度 第2回 いたばし・タウンモニターアンケート 

 

 

 

 

 

板橋区の自殺対策について 

 

 

 

 

 

日頃から、板橋区の広聴広報活動にご理解、ご協力をいただき、ありがとうございます。 

区では、令和元年度中の「（仮称）板橋区自殺対策計画」の策定に向けて、現在準備を進めてい

ます。 

これは、国が定めた「自殺総合対策大綱」の基本理念である「誰も自殺に追い込まれることの

ない社会」を実現するために、計画的に対策を進めていく道しるべとなるものです。 

「（仮称）板橋区自殺対策計画」では、これまで区が行ってきた自殺予防のための取組を整理し、

今後さらに推進していくべき取組を明記することを目指しています。 

つきましては、自殺対策に関する区民の方々の意識や区の取組に関する認知度を確認するため、

アンケート調査を実施することといたしました。アンケートの結果につきましては、プライバシ

ーの保護を図ったうえで、計画の策定にあたっての参考とさせていただきますので、ご協力の程、

どうぞよろしくお願いいたします。 

なお、ご記入いただいたアンケートは、同封の封筒により8月7日（水）までに、ご返送くだ

さいますようお願いいたします。 

    

＊ 自殺対策に役立つ「板橋こころと生活の相談窓口」と「誰でもゲートキーパー手帳」を同封 

させていただきますのでご覧ください。 

 

 

令和元年７月 

 

 

 

板橋区健康生きがい部（保健所）予防対策課 
 



●以下の質問について、お答えください。 

（「複数回答可」の質問を除き、あてはまる番号を一つだけ選択してください。） 

 

問１ あなたの性別は 

  １ 男   ２ 女   ３ 答えたくない 

 

問２ あなたの年齢は 

  １ 10代  ２ 20代  ３ 30代  ４ 40代  ５ 50代  ６ 60代  

７ 70歳以上 

 

問３ あなたの職業は 

  １ 自営業・自由業  ２ 会社員  ３ 公務員  ４ 主婦・主夫 

  ５ パート・アルバイト  ６ 無職  ７ 学生  ８ その他（        ） 

 

問４ あなたを含む同居者の人数は 

  １ 単身（一人世帯） ２ 二人  ３ 三人  ４ 四人  ５ 五人以上 

 

問５ 自殺対策は社会的な取組として実施する必要があると思いますか。 

１ 必要がある  ２ 必要がない   ３ わからない   

 

問６ 問５で「1 必要がある」と回答した方にお聞きします。 

必要があると思うのはなぜですか。一番あなたの考えに近いものを選んでください。 

  

１ 自殺は、全ての人にとって身近に存在する問題だから 

２ 自殺は、自殺した人の家族や周囲に大きな悲しみや困難をもたらすから 

３ 自殺は、社会全体にとって大きな損失になるから 

４ 様々な社会制度や慣行が多くの人を自殺に追い込んでいるから 

５ 自殺者を減らす取組は社会を良い方向に変えることができるから 

６ 自殺する人が可哀そうだから 

７ わからない 

８ その他（                                  ） 

 

問７ 自殺対策は自分自身に関わる問題だと思いますか。 

 １ そう思う  ２ どちらかといえばそう思う  ３ どちらかといえばそう思わない 

４ そう思わない  ５ わからない   

 

 

 

 



問８ 区以外で、自殺対策を推進した方がよいと思う地域の機関はどこだと思いますか（複数回 

答可）。 

  １ 小学校・中学校  ２ 高等学校・高等専門学校  ３ 大学・専門機関 

  ４ 医療、福祉、法律その他相談窓口等の専門機関  ５ 企業 

  ６ ＮＰＯ法人等の民間団体  ７ 警察・消防  ８ 民生委員・児童委員 

  ９ 町内会、自治会等の自治組織   10 わからない  11 その他（       ）  

 

問９ 自殺対策について、重点的に取り組む必要があるのはどのような区民の方々だと思います

か（複数回答可）。 

  １ 小・中学生、高校生、専門学校生、大学生  ２ 会社等で働く人  

３ 自営業・自由業  ４ 主婦・主夫  ５ 失業者・無職者   

６ 高齢者（65歳以上の人） ７ 生活困窮者  ８ 全ての人  ９ わからない 

10 その他（                 ） 

 

問10 自殺対策に関する知識や情報の提供として有効だと思うものは何ですか（複数回答可）。 

  １ 広報いたばし  ２ 区公式ホームページ  ３ 自殺予防ポスター   

４ 区公式ツイッター、フェイスブック  ５ いたばしくらしガイド   

６ 板橋区統合アプリ「ＩＴＡ－Ｐｏｒｔ」  ７ 区の印刷物（チラシ等）  

８ 講演会・研修  ９ 街頭イベント  10 その他（            ） 

 

問11 自殺予防週間（9月10日～9月16日）、自殺対策強化月間（３月）について聞いたこと

がありますか。 

  １ 両方とも聞いたことがある 

  ２ 自殺予防週間のみ聞いたことがある 

  ３ 自殺対策強化月間のみ聞いたことがある 

  ４ 両方とも聞いたことがない 

 

問12 区がこれまでに行った自殺対策事業について、知っているものは何ですか（複数回答可）。 

  １ 広報いたばしの記事  ２ 区公式ホームページの掲載内容   

３ 自殺予防ポスター  ４ 自殺対策シンポジウム   

５ 東武鉄道（株）との協働キャンペーン  ６ ゲートキーパー研修   

７ 小・中学生を対象とした「ＳＯＳの出し方」教育  ８ いずれも知らない 

  

 

 

 

 

 

 



問13 仮にあなたの周りの人に自殺の予兆を感じたとき、あなたはどのような行動をとると考え

ますか。一番あなたの考えに近いものを選んでください。 

  １ 言葉をかけたいがためらいを感じて何もしない 

  ２ 励ましの言葉をかける 

  ３ ひたすら耳を傾けて話を聞く 

  ４ 悩みに応じた専門機関への相談を勧める 

  ５ 特に何もしない 

  ６ わからない 

  ７ その他（                               ） 

 

問14 「ゲートキーパー」という言葉を知っていましたか。 

「ゲートキーパー」とは、自殺の危険を示すサインに気づき、適切な対応（悩んでいる人に気

づき、声をかけ、話を聞いて、必要な支援につなげ、見守る）を図ることができる人のことです。 

 自殺対策では、悩んでいる人に寄り添い、関わりを通して「孤立・孤独」を防ぎ、支援するこ

とが重要です。専門性の有無にかかわらず、ゲートキーパーとしての意識を持ち、それぞれの立

場でできることから行動を起こす人を増やすことが自殺対策につながります。 

   

  １ 意味もわかる  ２ 聞いたことはあるが意味はよくわからない 

３ 聞いたことがない 

 

問15 問14で「１ 意味もわかる」と回答した方にお聞きします。 

「ゲートキーパー」という言葉を何で知りましたか。 

  １ 広報いたばし  ２ 区公式ホームページ  ３ 区の印刷物（チラシ等）   

４ テレビ・新聞  ５ その他（                   ） 

 

問16 あなたは自分も「ゲートキーパー」になれると思いますか。 

  １ はい  ２ いいえ  ３ わからない  

 

問17 問16で「２ いいえ」と回答した方にお聞きします。 

「ゲートキーパー」になれると思わない理由は何ですか。 

  １ 役割が不明  ２ 大変そうで自分には無理  ３ 必要性を感じない 

  ４ その他（                            ） 

 

問18 区では、区民を対象に自殺予防につながる講演会やゲートキーパー研修を実施しています。 

あなたはこれらの講演会や研修に興味がありますか。 

１ はい  ２ いいえ  ３ どちらともいえない 

 

 

 



問19 区では「こころの健康サポーター」という区民ボランティアを２年に１回募集しています

が、このことを知っていましたか。 

「こころの健康サポーター」とは、板橋区がメンタルヘルスに関する講座により養成し、講座

終了後も継続的に活動を支援している、精神保健福祉のための区民ボランティアです。現在は、

自殺対策キャンペーン等にも協力しています。 

 

１ はい  ２ いいえ 

 

問20 問19で「１ はい」と回答した方にお聞きします。 

「こころの健康サポーター」という言葉を何で知りましたか。 

  １ 広報いたばし  ２ 区公式ホームページ  ３ 区の印刷物（チラシ等）   

４ テレビ・新聞  ５ その他（                    ） 

 

問21 板橋区民のための自殺対策全般についてのご意見を下記にお書きください。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

質問は以上です。ご協力ありがとうございました。  

 

                       

            【 お 問 合 せ 】 

             健康生きがい部（保健所）予防対策課 管理・精神難病グループ 

 担当：山本・小熊・義本 

             ＴＥＬ ０３－３５７９－２３２９  

             ＦＡＸ ０３－３５７９－１３３７ 

             E-mail: ki-kanketsu@city.itabashi.tokyo.jp                                                                                                                                                        


