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平成 30年度 板橋区自殺対策地域協議会 会議録 

会 議 名 平成30年度 板橋区自殺対策地域協議会 

開 催 日 時 平成30年12月18日（火） 午後1時～3時 

開 催 場 所 板橋区保健所 講堂 

出 席 委 員 

18人 尾﨑委員、西村委員、仁木委員、齋藤委員、三橋委員、小泉委員、宮田委員 

   宮﨑委員、相馬委員、臼井委員、韮澤委員、桜井委員、神崎委員、桝島委員 

   夘野委員、芳賀委員、新飯田委員、鈴木委員 

会議の公開（傍聴） 

 

公開（傍聴できる） 部分公開（部分傍聴できる） 非公開（傍聴できない） 

傍 聴 者 数  ２人 

議     題 

１．報告(1)国における自殺対策の経緯 

(2)板橋区の自殺の現状と計画策定の必要性 

２．協議(1)板橋区自殺対策計画構成案について 

(2)板橋区自殺対策計画目標値について 

配 布 資 料 

次第 

資料１ 委員名簿 

資料２ 板橋区自殺対策地域協議会設置要綱 

資料３ 国における自殺対策の経緯 

資料４ 板橋区の自殺の現状と取り組み 

資料５ 板橋区自殺対策計画構成案等 

参考資料１ 自殺総合対策大綱(概要) 

参考資料２ 地域自殺対策政策パッケージ 

参考資料３ 板橋区地域自殺実態プロファイル 

参考資料４ 東京都自殺総合対策計画の概要 

板橋区自殺対策資料 ・冊子 気づいていますか？心の危険信号 

          ・こころの健康サポートします 

・板橋こころと生活の相談窓口 

・ゲートキーパー手帳 

審 議 状 況 

（会 議 概 要） 
【裏面】 

 所  管  課 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        
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（会議概要） １ 開会  

２ 委嘱状交付 

３ 板橋区あいさつ 

４ 委員紹介 

５ 会長の選任 

６ 議題（司会：会長) 

 

（１）報告事項①国における自殺対策の経緯について（資料３）(参考資料１)について

事務局から報告 

②板橋区の自殺の現状と計画策定の必要性について（資料４）(参考資料２)（参考資

料３）について報告 

 

＜質疑応答＞ 

 ・会長 

  報告の中には特に出てこなかったが、板橋区はアルコール依存症の患者さんが

多いような気がする。 

 ・委員 

  アルコール専門病院で治療される方は年間280名くらい、そのうち20%の方が

依存症の診断がつく前に「うつ」の治療を長くされている。アルコール問題が

隠れているまま長期間通院していても改善されないままの方がいる。「アルコー

ル・うつ・自殺」の死のトライアングルと言われるように開業医の先生の所で

肝機能検査や家族からも聞き取りして下さると自殺の減少にもつながるのでは

ないかと思っている。 

・委員 

自殺の原因・動機別内訳で学校問題で亡くなった方がいなくて、いじめによる

自殺がなくて良かった。学校での取り組みを教えてほしい。 

・委員 

いじめ対策防止に関わる法律が制定され適切な対応に全国どこでも取組んでい

る。いじめと同じく問題になるのが不登校。区内中学校の不登校率が課題で、

年間30日以上休むと不登校になる。都内平均が3%台であるのに対し、区内中

学校は 5%近くあり高い。40人クラスで 2人ぐらいが不登校の計算になる。家

庭への支援も大切だし、将来的に自殺の予備軍となることが考えられる。 

・会長 

板橋区の無職者の多さは、もしかしたら中高学生の不登校からひきこもり、精

神疾患の名はつかなくてもその状態から無職という繋がりに関係するのかもし

れない。早めの対策の重要性が伺える。 

東京都では9月10日から小中高生向けのSNS相談が始まり、たくさんの相談

が寄せられている。すぐ解決には繋がらないものが多いが、問題はたくさんあ

るのだと感じている。若年層対策は必要。 

・委員 

資料 3 の原因動機内訳には健康問題があるが、プロファイルの重点パッケージ

に健康問題が無いのは当たり前のことだから載っていないのか？→事務局「自

殺の経路の中にはうつ状態が入っているが重点施策の中に健康問題は載ってい

ない」 
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・会長 

国が出しているプロファイルでは失業してうつ状態となっているが、そもそも

失業の原因は何だろうと思う。精神的な健康問題が以前からあった可能性があ

るのでは？自殺後の調査だと本人がもともと持っていた課題が抽出されず、き

っかけとなった事柄が記載されることが多いので本当のことはわかりにくい。 

ご指摘の通りプロファイルだけでは見えないし、隠れている事を前提に考えな

くてはいけない。 

  

（２）協議事項①板橋区自殺対策計画構成案について(資料５)事務局から説明 

  

＜構成案について各委員の意見＞ 

 ・委員 

  自殺に関して精神疾患が絡まないようなことは、ほぼ無い。基本施策のネットワ

ークの中に保健医療として精神科医療は入っていく。医療機関での対応はもちろ

ん大事、ほかのいろいろな現場で自殺のリスクを評価して医療に繋げ、医療で治

療が終わった後も職場や教育現場でフォローをお願いしていく。単独で医療機関

だけでは十分なことは行えない。ネットワークの中の医療機関になると思う。 

 ・会長 

  重点施策の高齢者でも生活困窮者でも全てにおいて精神科医療は絡んでくる。ど

の課題に取り組んでも精神科医療と切り離せないところがあるのではないか。 

 ・委員 

  重点施策は多い順？高齢者の自殺が多いということ？→事務局「プロファイルで 

示されているものと統計で見るものとは必ずしも一致していない」 

  整形外科で患者さんを診ていると高齢者も多いし、板橋区は生活保護受給者も患

者さんでとても多い。また、子育てに頑張りすぎて辛いお母さんもたくさんいる。。 

 ・会長 

  どの世代にも自殺対策は必要で、数の大小で計れるものではない。子どもは自殺

率は少ないが影響が大きいし、子どもの問題を考えるときに親の問題も影響が大

きい。統計上では隠れてしまうところ、委員の皆さんが日頃から感じているとこ

ろを施策に反映できると良い。 

 ・委員 

  地域におけるネットワークの強化は非常に大事だと考えている。自殺対策は一つ

の職種では支えきれない。人材の育成・住民への周知が本当に大切で、なかなか

精神疾患の正しい理解が難しい。認知症も早期に見つけての取り組みであるのと

同じように精神疾患うつ病の啓発をすすめていくことが大事。 

薬物の多量服用が問題。薬剤師が何かできないかといつも思っている。 

 ・委員 

  ネットワークの強化を大事にしてほしい。その背景には金銭経済面の問題が隠れ

ていて、それが解決することでうまくおさまることも多い。弁護士や司法書士を

うまく活用してもらえるネットワークを考えてほしい。 

 ・会長 

  高齢者問題や障がい者問題で法律的なことが大事になる。 

 ・委員 

  離別した独居の高齢男性の自殺が多い。 
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 ・委員 

  40代、50代、60代の男性が高齢の親を介護するケースがかなり多くなっている。

別居でも介護のために一時同居している中高年の方が多くなっている。介護保険

サービスを使っている方は、介護家族支援としてストレスや介護負担を軽減する

サービスを紹介できる。介護保険利用者が亡くなった後、残された家族で精神疾

患がある方などは継続相談があったりと、そういう方を支えている。他のネット

ワーク、行政だったり、医療だったりと繋がっていき日々の仕事の中でもネット

ワークの大切さは感じている。 

区の周知も本当に必要な人には届いていないと感じる。中高年は内科や整形外科

には受診しているがこころのケアの部分、精神科は抵抗があり、内科や整形の先

生たちも精神科に繋がるよう本人にすすめてほしい。 

 ・会長 

  お伝えしてもなかなか相談にいかない方に、どうやって手を差し伸べていけばよ

いのか、その取っ掛かりが介護だったり、かかりつけ医だったり、そこから上手

く問題が引きあがり繋げていけたらと感じる。 

 ・委員 

  高齢者の自殺は身近な問題だと改めて感じた。自殺者数が多い60歳以上の独居の

人は、なかなか支援を受けてくれない。男性介護者は人の手を借りることに抵抗

あり。そこを支援し、ネットワークの一員になり繋げていきたい。男性は家にひ

きこもり生きがいも持てない方が多いので、その対策も考えられると良い。 

 ・委員 

  自殺者数の全体は減少傾向だが小中高校生の自殺者数はむしろ増えているはず。

データで子供たちの状況がわかるように過去 5 年間の合計を出すべき。5 年合計

と1年統計では比較はできない。 

いじめ自殺の問題の話が先ほど出たが、子ども若者対策を施策に入れるべきでは

ないか。基本施策の 5 番目の生きづらさを抱えたとあるが、生きづらさは高齢者

にもあり若年者に限ったものではない。やはり子ども若者で柱を一つ立てるべき。

自殺予防教育は大きな柱で自殺者数が減ってきた背景にも寄与している。SOSの

出し方教育、教育内容の充実と推進を柱にしてほしい。 

  公的な相談窓口も土日夜間にやってほしい。 

 ・会長 

  形にならない支援は政策にしにくいと思うが考えていってもらいたい。 

 ・委員 

  精神疾患の方が自殺につながるという話が続いているが、通所施設等利用されて

いる方は亡くならない。65歳になられて障がいサービスから介護保険サービスに

切り替わり今までの居場所がなくなると自殺のリスクが高まる。精神疾患があっ

たとしても、自分の居場所が存在することが重要である。 

  常にコミュニケーションがとれることが自殺を予防するのではないか。 

  地域におけるネットワークの具体策。どういう形でコミュニケーションをとり続

けていくか。自殺未遂をした方からSOSがあり、救えたことがある。信頼関係の

場、繋がる場としてのネットワークの多様性を求める。 

相談の電話が来た時にうまく繋げられる相談員の育成をお願いしたい。 

・委員 

アルコール依存症の家庭で育つ子供へのプログラム、思春期プログラムをやって

いて中高生が参加している。死について考えたことがあるかと問うと皆「あり」
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と答える。生きづらさを抱えた子ども、それを支えるべき大人の問題も大きい。

リストカット常習者はその親の不健康問題がある。施策にアディクション依存症

問題を取り上げてほしい。 

ギャンブル依存も生活困窮者には多い。違法薬物や過量服薬、飲むほうも飲むほ

うだが出す方も出す方だと思う。いったいどこからこんなに集めたかと思う量を

持っている。医療も含めたネットワークは大事。 

 ・委員 

  小さなこころの悩みを聴いてその方が明るくなって帰っていく。落ち込んだ顔で

来た方が笑顔になるといいなと思う。うつやうつの再発から自殺に至らないよう

活動していきたい。 

  先ほどから出ている「ネットワーク」は定義がわからない。医療のネットワーク

なのか何なのか。小さな活動のネットワークなのか。区なのか保健所のネットワ

ークなのか。ボランティアセンターがやっているひきこもりカフェもひっくるめ

てネットワークなのか。もう少し詰めていかないといけない。 

  数値目標が本来あってこそのPDCAだと思う。PLAN、DOのところの自殺対策

事業の活動の報告があり、たくさん良いことやっているが、チェックがあったほ

うが良い。 

 ・会長 

  それをすすめていくのがこの会の役割と思う。ネットワークを考えるとき、公的

支援のネットワークも大事だし、もっと身近な家族や友達、日頃ちょっと話がで

きるような場とか非公式な支援も大事なネットワークの支援だと思うがどうして

もそこが抜けてしまう、視野に入ってこないことがあるので位置づけをしっかり

していくことが大事。 

 ・委員 

  鉄道は自殺が多くて苦慮。ホームドア、青色照明、ホームに鏡、アロマディヒュ

ーザーの設置等いろいろな対策をやっている。地域住民、板橋区保健所と共に啓

発活動を重点的にやっていきたい。「板橋こころと生活の相談窓口」を一枚でも多

く配布していく方法を考えたい。自殺が多い踏切道についてはネットワークの電

話番号を貼っている。 

 ・会長 

  JRとタイアップして駅の声掛け活動を長くしている。駅という場所は大事な場所

で、自殺予防活動を全面に出さなくても、例えば視覚障がいのかたのご案内とか

お客様も含めての駅全体での啓発活動が大切。 

 ・委員 

  ちょうど20代から60代までの働く世代に自殺が多い状況。一日の三分の一を過

ごす職場で安全衛生についての教育を各事業所にお願いしている。労働者の立場、

管理監督者の立場、事業所内の保健スタッフ、衛生管理者に対するそれぞれの立

場に応じた教育を行う様にお願いしている。ストレスへの対応の教育が大事。う

つで休業後、復職時のならしについてもお願いしている。 

 ・委員 

  自殺を取り扱う機関は警察と消防。自殺あるいは自殺企図の原因となっていると

ころは男女間トラブルも多い。男女間トラブルだとほぼ亡くならない。リストカ

ットとや薬の多量服用がほとんど。１～２日入院後、どこに連れていくのかが非

常に問題になる。だいたいの方は独居で実家が遠方。その場は警察に留めおいた

りすることもあり、相談機関をすすめるが、まず行かない。そこに連れて行って
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あげられる体制、それを引き継げるネットワークがあると良いと思っている。再

び同じことを繰り返す方も多く、そうならないようにやはり笑顔で帰っていただ

けるような体制の構築ができると良い。 

高齢者は話しを聴いてくれる人がたくさんあるが、若い人のそのような場が無い

のでネットワークの構築に具体的なところと情報共有をお願いしたい。 

 ・会長 

  未遂者事業で警察の方のご苦労よくわかる。地域の支援体制が整うと良い。 

 ・委員 

  基本施策の中のネットワークが大事と思う。（３）の住民への啓発と周知が大事と

思い、消防でも最近は目先を変えて小学生にパンフレットを渡すと、小学生は気

にしてお家の人に言うので周知度が上がる。住民への教育をどうしていくか検討

しないといけない。 

リストカットした方や自殺未遂した方に優しく接してほしいため、救命士の資格

講習会で夜回り先生の講義を入れている。 

重点施策にいじめと不登校対策が入ってほしい。社会的に関心が高く社会的打撃

も多いのはやはり子どもたちであって、そこに光を当ててほしい。 

DVから離婚→うつ病→自殺も結構あるのでこの問題も入れてほしい。 

 ・委員 

  学校段階でつまづくと無職者、生活困窮者に繋がっていく確率が高まるのは周知

の通り。板橋区内の小中学校では学校の先生だけでは解決できない問題が多く、

外部機関との連携をすすめスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー

が定期的にケアに当たっている。福祉の面では子ども家庭支援センター、児童相

談所が対応してくれていて、小学生中学生段階の子どもたちにはかなりきめ細や

かにケアがされているのではないかと思う。 

  小中学生の自殺は相当な悲しい出来事なので最大限の努力をしていきたい。 

不登校児の中学校卒業後については、まなぽーと大原・成増が支援機関としてあ

る。 

 ・委員 

  ネットワークについての様々なご意見があり、計画にどう書き込んでいけばよい

のか今後も教えて頂きたい。 

 

（２）協議事項②板橋区自殺対策計画目標値について(資料５)事務局から説明  

 ・会長 

 その他の指標についてはまた今後出されるということで、次に期待していきたい。 

 

７ その他 

  今後のスケジュールの確認 

  次回協議会は来年7月と12月に予定 

 

８ 閉会 

 

 

 


