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令和元年度 第 1回 板橋区自殺対策地域協議会 議事録 

会 議 名 令和元年度 第1回 板橋区自殺対策地域協議会 

開 催 日 時 令和元年７月２９日（月） １４時～１６時 

開 催 場 所 板橋区保健所 講堂 

出 席 委 員 

17人 西村委員、仁木委員、齋藤委員、諏訪委員、淺井委員、小泉委員、宮田委員 

   保延委員、相馬委員、韮澤委員、櫻井委員、神崎委員、桝島委員、佐藤委員

芳賀委員、武田委員、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  ３人 

議     題 

１．報告 (1)各部会での意見について 

(2)素案の構成と内容について 

(3)質疑応答 

２．協議 (1)第3章生きることへの支援、とくに重点対象者への支援について 

(2)副題について 

配 布 資 料 

素案（事前送付） 

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 計画策定スケジュール 

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 板橋区作成の資料 

     ・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        



 
 

2 

 

（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 議題（司会：会長) 

 

（１）報告事項１）各部会での意見について、２）素案の構成と内容について事務局

から報告。 

３）質疑応答 

 ・会長 

  素案の全般についてご質問いかがでしょうか。 

 ・委員 

ゲートキーパー研修について。ある政令指定都市は、ほとんどの小中学生、養

護教諭に実施している。ゲートキーパー研修を行ったと素案に書かれているが、

何名に行ったのか。また、これから何名を対象に考えているのか。人材育成は

非常に大事な視点であるため、素案に記載していくほうが良いと思う。 

相談支援について。過去に何事例あり、それがどのように推移しているのか、

ある程度報告できるのではないか。具体的な数字の裏付けがあると説得力があ

ると考えます。 

・会長 

事務局は具体的な数字を出すことが可能か。 

・事務局 

ゲートキーパー研修は、関連する会議などで 5～10 分の短時間で行う場合もあ

り、すべての養成人数を出すのは難しい部分がある。短時間のゲートキーパー

研修では「こころと生活の相談窓口」を使用し、困っている方が適切な支援に

つながることを伝えている。それ以上の時間をかけた研修は「受け止めて、つ

なげて、見守る」というゲートキーパーの役割についても話している。 

区役所職員や教職員を対象にしたゲートキーパー研修は、受講数を把握してい

るが、それ以外はすべてを拾い上げることができない。受講数の計上について

は検討したい。 

相談支援の件数については、計上できるか検討が必要。最初から「死にたい」

と役所に相談してくるわけではない。対象者への支援が深まる中で「辛い」「死

にたい」と話され、支援者が状況を知ることもある。家族からの相談も様々な

ルートで相談が入る。計上は難しいと思うが、他自治体の状況を踏まえ検討し

たい。 

・会長 

これからの人材育成の目標として、ゲートキーパー研修の対象者の拡大・強化

をするならば、今までどのような対象者にどれくらい実施したのかの記載があ

ると、より強化された部分が見えやすいかもしれない。また、実績数について

は、自殺対策として相談を受け付けた数ではなく、全体の相談数でも目安とし

てわかりやすいのではとのことかと思う。 

・委員 

「これからの取組」について。新規５つ、継続約４０、強化６つとあるが、ど

こを強化するのか。数値目標や範囲の拡大、ゲートキーパー研修を一般職員か
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ら係長に拡大するなど、具体的に強化する内容を記載してはどうか。最終項の

評価にもつながる。 

また、「これからの取組」は継続事業が多く、新規・強化が2割弱、これで自殺

死亡率の数値目標13.0％になるのか。板橋区は3年計画だが、東京都は6年計

画、どのように考えればよいのか。 

・事務局 

国の自殺総合対策大綱の自殺死亡率の数値目標は 2026年 13.0以下と目標設定

をしている。全国の自治体同様、板橋区もこの目標設定とした。素案の数値目

標は 2026 年を見据えているが本計画は 2022 年の 3 年後に一度見直し、2023

年以降もこの目標に向かい立て直していく構造になっている。また、2022年の

3年計画としているのは、国の自殺総合対策大綱は令和4年に見直しを行う予定

であり、東京都の自殺対策総合計画もこの年度で見直しをする予定であるため、

板橋区もいったん見直すこととしている。 

・委員 

2015年の自殺死亡率が18.9、6年後の死亡率は13.0にするならば、3年後の数

値も掲げて、新規、強化の取組につながるとわかりやすいと思う。 

・会長 

なかなか細かな年度で数値目標をあげられないからこの表記でしょうか。 

・副会長 

目標とする自殺死亡率について、単純に年数で割ってよいものか、毎年何％減

らしていく目標でよいのか悩み、検討した。他自治体と東京都の計画の目標値

や評価時期を参考にし、記載している。 

・会長 

数値目標は上下するものなので、細かく設定するのは難しいと思われる。特に

小さい地域は年度の変化があるので、3年後の数値目標を設定してもなかなかそ

の通りにいかないかもしれない。 

先ほどの委員からの意見で、どこを強化するのか少し分かりにくい内容がある

ということのため、できるだけ具体的に記載してはどうか。 

今まで実施している事業を強化するとなれば、具体的にどのような形で強化す

るのかを書かないと、自殺対策に貢献するのか見えにくいところがあると思う。 

情報共有カードは、役所内での運用であって、役所外の利用は想定していない

のか。 

・事務局 

本人が役所以外の他機関にも相談すると思われるため、情報共有カードが委託

事業所でも使われることを考えている。生活困窮者の相談窓口や若者サポート

ステーションなどでも、自殺の訴えを受け止めている。そのような事業所が使

用している受付カードのようなものとの整合性も図りたい。 

・会長 

それ以外のご意見はいかがか。 

・委員 

情報共有について。具体的に情報共有する場をどのように考えているのか。今

までの情報共有の流れだと、一方向の流れになっている。 

・会長 

情報共有について、現状と今後について事務局からお答えいただきたい。 
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・事務局 

現状はケースバイケースで、「本人同意あり」や「緊急性があり命に関わる事例」

については連携することを伝え、つないでいくことを現場で行っている。しか

し、口頭でのやり取りのため、対象者及びつなぎ先に十分に情報共有が図れた

か、また支援者の力量差の問題がある。そこで、これらの問題が解決されるよ

う、足立区が先行して行っている「つなぐシート」の導入を考えている。 

このつなぐシートは、「死にたい」と相談を受けたときに、本人の困りごとを始

め、聞くべき内容や関連情報を記入する様式で、その記入した用紙は本人の同

意を得た上で、次の相談窓口に情報提供される。相談終了後は結果を記入する

項目がある。 

今後は、足立区のつなぐシートを参考にし、切れ目なく次の相談窓口にしっか

りつなぐための板橋区版情報共有シートの作成を考えている。 

・会長 

質問の主旨の1つとしてフィードバックがあるかどうかということだと思う。 

相談窓口の情報提供後、対象者が相談に行ったと思っていても、実際はうまく

行っていなかった、いろいろ問題が起こり違うことになっていたこともあるだ

ろう。今後、紹介した側に紹介されたほうからのフィードバックがあるか、双

方向の情報共有を行うことが連携しながらの支援には大事と思われる。そこが

ないと結局つないで終わりになり、連携のネックになるだろう。 

新規と挙げているものに「板橋区精神科医療機関間情報交換会」があるが、具

体的に成増厚生病院等、区内の医療機関と調整しているものなのか。 

・事務局 

具体的に話をしている段階ではない。計画に盛り込むことで、一つのきっかけ

となるよう、記載している。具体的な話はこの後になる。情報共有の場に関し

てはP25の「自殺未遂者への支援」で記載した救急医療と精神科医療の連携の

強化ともつながってくる。 この点についても意見をいただきたい。 

・委員 

すでに東京都では、モデル事業で北・板橋・練馬区の地域に東京都区西北部精

神科情報センターがある。救急病院からの依頼を情報センターが引き受け、各

精神科に割り振る事業を約3年間、実施している。1年間365日24時間、かな

りの件数がある。そのようなネットワークに加盟していないクリニックや、病

院と協議することでネットワークのスケールアップができるのではないかと思

う。 

・会長 

メンタルケア協議会でも、このネットワークを活用したいが、すでにネットワ

ークに加入している身体の医療機関からしか受付けないとなっており、それ以

外の門戸が開かない。ネットワークに加入していない病院や内科クリニックな

どが、精神科医療をすぐに利用したく、そのネットワークに加入したくても入

っていけない課題があるのではないかと思われる。このことは、広域的解決は

難しいと思うが、区内であればネットワーク未加入のプライマリーの医療機関

等との連携が図れればP25の自殺未遂者支援にもなるのかと思う。他にご意見

ありますか。 

・委員 

整形外科のため、お年寄りの来院が多い。こころの悩みを抱えている方もたく
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さんいらっしゃる。この会議は自殺が中心と思うが、アルコールの40代の方、

お酒をやめられず、食べず、痩せて、頻回に救急依頼し、身体的な異常がない

ため結局自宅に帰される。 

本人が希望しなければ精神科に入院できないため、元の木阿弥になり同じ繰り

返しになる。 

精神科医療機関の情報交換を機会に、ネットワーク未加入からの情報も受入れ、

未治療の方を拾い上げていく仕組ができれば、すごく良いと思う。 

共有シートのこと。書面もいいかと思うが、それをデータベースにするのはど

うか。しかし、ネット管理する場合は個人情報管理の問題がある。 

・会長 

自殺未遂者支援となると、「すぐに精神科医療機関に入院させる仕組が必要」と

いう話になることがあるが、実際には緊急性がないこともある。そのため、地

域でしっかりその人の精神の部分を支えてくれる窓口につなぎたいと思うもの

の、上手くいかないことが多い。広い意味で、いろいろな場所でいろいろなこ

とができることが必要と思う。 

また、先ほどのアルコールの事例に関連することだが、自殺対策の基本は普段

のサービスの底上げから始まるものだと思われる。この素案の中身のほとんど

も自殺対策だけのために行っている事業ではない。相談のハードルが下がると

それがつながり自殺対策になると思われる。 

・事務局 

情報共有カードについて、委員の皆さん、それぞれの思いがあると思う。他の

部会でもどのように運用するかの話がでてくるため、検討という書き方にして

いる。データベースについては区の個人情報管理の問題があるため、なかなか

難しいと思う。 

・会長 

そうであれば、より、人とのやりとりが大事になってくるのだろうと思う。 

それ以外のご意見はありますか。 

・委員 

参考資料の区民のための相談リスト「板橋こころと生活の相談窓口」の用紙は

区内医療機関に配布していると思うが、私たちの医療機関にも定期的に少し枚

数をいただけると持ち帰る方もいると思う。 

・事務局 

1枚のちらし、「板橋こころと生活の相談窓口」からつながるものがあるのでは

ないかと思う。 

このちらしを置く場所を増やすことを強化のひとつとして具体的に検討してい

きたい。 

（２）協議事項 

 １）第3章生きることへの支援、とくに重点対象者への支援について 

  ・会長 

協議事項に移ります。特にご意見をたくさんいただきたい。 

「無職あるいは失業しており生活に困窮している人」「地域とのつながりが持ちづ

らい中高年男性」これが重点項目になる。前回の協議会では高齢者、勤務経営

者対策も入っていたが、今回はこの対象に絞ってきた。 

東京都は若者・子どもが重点施策になっているが、板橋区は重点施策にしなか
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った。重点にしなければやらないわけではないが、ご意見は。 

・委員 

自殺死亡率6.8と一番低い市町村は徳島県の海部町。新聞記事によれば、この地

域では「病を市に出せ」という昔からのことわざがある。 

これは、会長も「自殺を防ぐには前のところを解決すればいい」と言われたよ

うに、P11 のインファクターを自分で抱え込まずに隣近所に話せば「誰かが助

けてくれる」との新聞記事をみた。 

したがって、計画で取り上げられている施策を実行することは大切なことだが、

悩みごとや困りごとを言えない人が一番問題ではないか。相談しているにも関

わらず亡くなる方はいるのか。 

・会長 

国の報告で、自殺をする前に、相談機関に相談していた人は 6 割以上とのデー

タがある。相談に応じても自殺を防ぎきっていない現状がある一方、4割は相談

していないという現実もある。 

・委員 

ここに提案された計画は重要と思う。評価ができるよう進めてほしい。 

高齢者の話になるが、町会や自治会の加入率は 5 割を切っている。そこにいろ

いろ頼っても、もう限度があるのではないか。町会にゲートキーパーの講演を

行えば、すごい強化ではないか。民生委員は、町会に加入していない人にも目

を向ける。私が考えたのは、これからは、協力員を作り、各 20～30件に１～2

人の協力員を置いて、海部町のような、あたたかく、ゆるく見守る、ゆるやか

に見守る、そのようにやっていかないと。今までの継続、強化、６つの新規項

目だけでは難しいのではないかと思う。 

・会長 

他にご意見は。 

・委員 

板橋区では 4月から 5月にかけて民生委員が高齢者の見守りをしている。板橋

区は72歳以上の方が82000人おり、そのうち一人暮らしが5900人いる。その

方たちに、高齢者の登録をしてもらい、ゆるやかな見守りをしている。民生委

員は497人おり、一人当たりの見守り人数は12人いる。対象者宅に行き、熱中

症にならないよう気をつけてなど声をかけている。そのとき、少しでもおかし

いと感じれば、すぐに関係機関に連絡するようにしている。 

・会長 

そのような活動をもっと広げていきたいということか。 

・委員 

それでは大変だろう。例えば私の町会は 1200 軒だけど 600 軒くらいの加入件

数で、民生委員は2人いる。「雨戸が開いてるかな」、「電気がつけっぱなしでな

いかな」と見守る人が良いのではないかと思う。 

民生委員は何もやっていないのでなく、民生委員の活動をお手伝いしてくれる

ようなシステム、福祉でもなんでも良いので実行すればいいと思う。 

・会長 

ご近所さんみんなで、有志なら誰でもできるようなことを、考えてみてはどう

かということでしょうかね。 

国のゲートキーパーの考え方は役職のある方が行うのではなく、誰でも出来る、
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やってみようというような内容。ゲートキーパーの推進もそこを狙っていると

ころがある。そのようなものを加えていく部分はありなのかと思う。 

・委員 

おとしより保健福祉センター委託事業で、「ゆるやかご近助さん」養成講座を行

う事業を実施しており、すでに 5 年ほど経過した。ゆるやかな見守りの講座は

町会や自治会の皆様が対象者になるが、ほかにサロンやマンションの管理人な

どにも行っている。監視ではなく、ゆるやかな見守りで、郵便物が溜まってい

ないか、窓の明かりがどうかなど、そのような事業を板橋区は実施している。

そういうところは計画のなかの事業に入れても良いのではと感じた。 

・会長 

既に実施済みの事業があるなら、主な取組み事業として位置づけることができ

るかもしれない。事務局での検討をお願いしたい。 

協議事項の重点対象者について。地域とのつながりが持ちづらい中高年男性中

心に、地域とのかかわり、つながりが持ちづらい、対象者自らやってこない人

へのアプローチが重点施策かと思う。メンタルケア協会は東京都の自殺対策

SNS相談を行っているが、実は、子どもの相談者も同じ傾向で、そこでも９５％

が女の子、５％が男の子の内訳。まず、男性は相談しにくく、かつ高齢になる

とプライドもあるので自分から出てきてくれないこともあると思う。 

・委員 

相談機関にいるものとして、40代50代の男性は相談に来る。 

うつ病や双極性障害の方で、医師から紹介を受けて相談に来る場合もある。「首

をつりたいがつることもできないから働いているんだ」と話される。相談者の

皆さんは土日の相談を希望する。 

私どもは土曜日の相談を受付けているが、現在 3か月待ちの状態。40代 50代

の方も結構多い。前回の協議会でもお願いしたが、板橋区などでも土日の相談

に応じれば、この年代へ支援できるのではないだろうか。 

北欧が高い自殺率を減少できたのは自殺予防教育だったと思う。 

そういう意味では「SOSの出し方教育」について、板橋区を挙げて子どもたち

に教育の機会を整え、そして困ったら相談できるシステムを作ることが結局は

大事だと思う。 

素案はトータルにまとめられていると思うが、どこを重点化するか考えていか

ないと非常に難しいと思う。 

・会長 

就労中の方を対象に土日の相談を開催する機関や、医療機関も遅めの診療時間

や土日診療を設け始め、徐々に土日相談の窓口が増えては来ているが、行政の

窓口は難しいのかと思う。委託の場合は土日相談を受け付けている。このよう

なことをどんどん進めていくということですかね。 

続いて、子どもを中心とした教育、それに関しては重点施策ではないか、ご意

見を戴きたい。 

・委員 

P28の「SOSの出し方」に関する教育等の推進は、現在、全公立の小中学校で

取組んでいる。また、夏季休業明けは、自殺率が非常に高まるとデータがある。

そのため、夏季休業に入る前段階で、子どもたちに、学校以外の相談窓口一覧

表を渡している。 
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比較的、制度は整っていると思うが、この重点施策の中高年男性への支援と若

年層、そことの間をどう埋めるのかが、一つの課題と思う。 

具体的に申し上げれば、小中学校の支援について、子どもたちが 10年 20年後

に相談連絡先を覚えていて、何かあれば相談できる意識を持っているか。すご

くつながりにくいと思う。 

・会長 

子どもはチラシが配られると、素直に電話かけてくることがあるが、相談を受

け取る側についてはどうなのか。 

相談は、「相談してくれておしまい」ではない。相談を受け取り、双方のフィー

ドバックがあり、初めて、相談してよかったとなる。「相談したけど何もなかっ

た、終了」となれば、「相談ってこんなものか。もうしてもしょうがない。」と

負の学習をしては逆効果。SOSを学校で出す事例や問題が起こる事例は、気が

かりな子、対応に苦慮する子などと思われる。そのような子どもへの対処は、

自殺対策に入ってくる。 

相談を受け取る側の対応に関する内容について、子どもの項目にあまり入って

いないように感じるため、書き加えてもいいのではと思う。 

・事務局 

公立小中学校側からは、教員へのゲートキーパー研修などの中で、自殺リスク

のある児童生徒への気づきとSOSを出せない子どもへの気づき、受け止め方の

具体的なやりとりについてどのように行えばよいかの期待が予防対策課に寄せ

られる。 

今年度から東京都が公立、私立の小中高生向けに相談リストを一人一枚配布し

始めた。継続して欲しいと感じている。 

・会長 

議事の１について、特に重点対象者に絞ってご意見をいただきたい。 

生活に困窮している人、地域とのつながりが持ちづらい人、特に中高年につい

て、何をしていけば効果が上がるのか、高齢者の相談を受けている窓口ではど

うか。 

・委員 

素案に記載のある通り、中高年男性は比較的介護保険サービスにおいても入り

づらい印象をうける。介護保険制度の中ですべてを解決するのは無理なため、

おとしより保健福祉センターと社会福祉協議会を中心に地域づくりに取組んで

いる。この地域づくりは、地域に集まりの場を作り、支援者や地域の方が声掛

けをして集まりの場に足を運んでもらうもので、男性は長年積み上げてきたプ

ライドもあるので介護保険に抵抗がある人も地域の中で健康に過ごし、この集

まりに参加することで、ゆるやかな見守りにつながる。 

板橋区は１９か所の地域包括があり、中台は高島平についで、６５歳以上の人

口が１万人と多い。中台おとしより相談センターは職員１０名で、一人当たり

１０００人の高齢者を見ることは不可能であるため、地域の力が必要になる。 

今は、ほぼ毎日地域に出向き、P２７に記載の「１０の筋力トレーニング」とい

う、小さなグループを作り上げている。そのような集まりの場を多く作り、そ

この拠点が見守りの場になれば良いかと思う。 

生活困窮について。相談ははいるが、生活保護制度の対象外の方、微妙なライ

ンの方が多く、こちらとしてもつなぐ場所がなかなか無い現状。どうのように
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救い出していくかが課題。 

・会長 

見守り体制を兼ねた集まりの場ということとその制度の谷間に落ちてしまう人

たちということですよね。これは、国の課題というか、経済的支援に関して制

度の谷間に落ちてしまう人たちの相談を受けていくのはどうなのか。司法書士

の立場で、何か考えることありますでしょうか。 

・委員 

法律専門職として、相談をお受けしている。 

生活困窮であれば、生活保護制度を利用できそうな方についてはお勧めし、借

金を抱えている方には債務整理などで解決できるなど、できる範囲のことはも

ちろんアドバイスして、実際に一緒に解決していくことはある。先ほどの意見

の通り、生活保護の要件に満たない方や、借金はないとなると、何ができるか

と悩む。 

重点対象者の方たちにいかにアクセスできるかについて、私自身も考えてみま

したが、これをやれば解決するというわけではない。解決策が見つからない代

わりに、先ほどから出ている、いかにゲートキーパーになりうる人を増やせる

か。 

例えば、家族や知人、近所の関わりがあれば、その人たちがいかに声をかけら

れるかというところにゲートキーパーの輪を広げることができるか。重点対象

者についてストレートにピンポイントでアクセスするのは難しいと思う。その

ため、周りからどんどんつなげていくことで最終的につながるのではないかと

思う。 

・会長 

生活が苦しくても全員が自殺するわけではない。やはり、そのなかでの孤立な

どの様々な問題があると思う。苦しい生活の中で、生活を豊かにしていく別の

視点もあると思う。そういう意味で、生きていく気持ちを強くするきっかけを

つくる相談場所があるのは違うのかもしれない。 

地域の見守り方法として、近所だけでなく地域の専門職なども気づいたら何か

しらのアクションを起こしていただきたい。 

実際に調剤薬局から持ち込まれた事例で、「処方箋の薬代が払えず、帰宅してし

まった。どうすればよいのか心配」と相談があった。気がかりな方への対応に

ついてどのような関わりをしているのか。 

・委員 

大学勤務のため地域の薬局がどのような関わりをしているのかは即答できな

い。現在、薬剤師会には、かかりつけ薬剤師という制度があり、患者さんの体

の病気だけでなく精神的な危機に早く気づき、連携していくことがこれからは

必要になってくると思う。 

ゲートキーパーの講習内容にメンタルヘルスファーストエイドの要素が盛込ま

れている。メンタルヘルスファーストエイドはオーストラリア発祥のもので、

オーストラリアでは人口の１％の方がこの研修を受けている。今後、日本でも

この研修やワークショップを行うことを計画している。 

中高年世代の相談支援は、健康問題やアルコール関連問題を抱えている方が非

常に多くなっていると感じる。そこで、一般の方がメンタルヘルスファースト

エイドの講習を受けることで、精神疾患に対する正しい知識と対応方法、連携
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先を学ぶことができる。また、精神科病院の方は非常に対応に慣れておられる

と思われるが、一般科の医療従事者の方はそうではない場合もあると思う。医

療従事者全員に、メンタルヘルスファーストエイドを用いた、ゲートキーパー

養成講座を実施することで、医療機関の対応も変わるのではないか。そのよう

な取り組みを強化していただけるとすごく成果があがるのではないかと思う。 

・会長 

日本でいえばゲートキーパー研修の高度なメンタルヘルスファーストエイド研

修でしょうか、推進できたらよいと思う。救急隊や警察の方は、医学的緊急性

がないものの、心気的訴えが毎日繰り返される方について、どのような相談機

関につなげているのか。よくよく話を聞くと「一人でさみしくて死にたい、救

急車呼んじゃう」と話される方もいる。 

・委員 

消防署は、呼ばれれば、消防法第 2条第 9項に基づき「観察して処置をして医

療機関に搬送すること」を行う。病院に行きたいとなれば搬送先を設定するが、

精神疾患、自殺、高齢者の単身と、アルコールは搬送先の設定が困難。東京ル

ール上、20分5病院で決まらなければ、コーディネーターに病院を探してもら

うこともあるが、頻回に救急車要請される方、病院での対応困難な方であれば、

2～3時間、長いときは4時間、救急車で待機し、引き揚げていくことはできな

い。自傷他害があれば警察に連絡する。 

このことは、非常に苦労して対応している。救急隊は病院に何とか見てほしい

とお願いする立場にある。 

・会長 

医療機関につながれば、その場は収まると思うが、ただ、また同じことを繰り

返すことを考えれば、地域の連携につなげていくことも必要ではないかと思う。

警察側は何度も「死ぬ」と訴える方や、23条に至らないが気がかりな方をつな

げていく場合、どのように対応しているのか。 

・委員 

23条通報について、日中は保健所に、夕方 5時 15分以降は東京都衛生局に電

話している。そして医師の診察を受けるのかどうかは衛生局で判断され、場合

によっては診察を受けていただき引き継ぐ、そうでない場合は家族に引き継い

ている。 

・会長 

23条に至らないが医療機関に行かねばならない人たちの相談を受けている。医

療機関に行けなければ同じ状態の繰り返しになる。連携の核になるような相談

先が区内にあれば、例えば、本人同意のもと、保健所などに事例の共有と支援

の依頼をする。そこから支援が始まり、必要な機関と連携しながら支援に入る

ことができるのではと思う。連携することが良い、ネットワークが大事と言う

が、実際はどこに連絡するのが良いのか、はっきりわからない。連携の核がで

きれば、本人から支援を求めない方や、つながりを作りにくい人たちの相談先

ができるのではと日頃思う。 

・委員 

作成に向けたスケジュールについて。8月の庁議にかける案はこの素案になるの

か、協議会の意見が反映されるのか。そのあとのパブリックコメントは何か。 
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・事務局 

今回の協議会でいただいた意見は、事務局でできる限り計画に意見を盛りこみ、

修正を加え、その上で、この後の推進本部、区議会への報告に進む。 

パブリックコメントは区民の方にご意見を伺うというところであり、区民の

方々の意見をふまえてさらに計画を修正していく。 

（２）協議事項 

 ２）副題について 

・会長 

素案の副題は事務局の案ですが、委員の皆様から意見や特に気になることがあ

るか。（仮称）板橋区自殺対策計画も記載される予定で、「自殺対策計画」を記

載したほうが分かりやすい場合もある。区民が見るものなので、副題だけ記載

し、板橋区自殺対策計画は表に出さないこともあると思う。 

・委員 

素案のとおりでよいと思う。会長が話した、窓口を明確化し、ここに電話をす

ればすべて解決できるようなところを何とか保健所などで前向きに考えて欲し

い。ぜひ必要と思う。 

・会長 

もちろん、連携の核になる保健所が入り口で、地域が頑張る形をとらないと保

健所はつぶれてしまうと思うが、困った時には窓口があるとよりよい形になる

と思う。 

では副題に関しては委員の皆さんから承認いただけました。 

６ その他 

  今後のスケジュールの確認 

  次回協議会は12月の予定 

 

７ 閉会 

 


