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令和元年度 第 2回 板橋区自殺対策地域協議会 会議録 

会 議 名 令和元年度 第２回板橋区自殺対策地域協議会 

開 催 日 時 令和元年12月13日（金） 午後15時～17時 

開 催 場 所 板橋区役所 大会議室A 

出 席 委 員 
14人 尾﨑委員、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、韮澤委員、櫻井委員、桝島委員、田中委員、芳賀委員、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)板橋区いのちを支える地域づくり計画２０２２（案）  

(2)「板橋区いのちを支える地域づくり計画２０２２（素案）」に対するパ

ブリックコメント（10月12日～10月28日実施）結果について 

２．意見交換 

配 布 資 料 

次第 

・板橋区いのちを支える地域づくり計画２０２２（案） 

・「板橋区いのちを支える地域づくり計画２０２２（素案）」に対するパブリックコ

メントと区の考え方 

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 

 

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 板橋区あいさつ 

３ 報告 

（１）板橋区いのちを支える地域づくり計画２０２２（案） 

（２）「板橋区いのちを支える地域づくり計画２０２２（素案）」に対するパブリック

コメント（10月12日～10月28日実施）結果について 

４ 意見交換（司会：会長） 

・会長 

次第４の意見交換に進みます。 

変更点、全体についてご意見をいただきたい。パブリックコメントについてはたく

さんのご意見をいただいている。これだけ読み込み、細かなところまでご意見いた

だいたことは素晴らしいことと思う。 

すべてのご意見を反映できない部分もあるが、普段、行政が行っている一つ一つの

ことを大事にしながら気持ちを入れて、連携をしていくと自殺対策に繋がっていく

のではとのご意見があった。本計画案について、だいぶ具体的なことを加えてくだ

さり、行動計画は、項目を増やしてくださった。本日は計画策定までの最後の会議

となるため、全員にご発言をいただきたいと思う。 

まずはP17「区民ボランティア」の記載を「こころの健康サポーター」に変更して

いることについて。ボランティアへのゲートキーパー研修についてご意見をいただ

きたい。 

・委員 

こころの健康サポーターとは、保健所が隔年養成する区民ボランティアである。４

日間の講座を受講し、サポーター活動への登録をすると、保健所が開催する月1回

の定例会で、職員等よる精神保健に関する講義を受けることができる。 

サポーター活動の実践の場として、大山駅や成増駅で自殺予防を呼びかけるパンフ

レットや相談窓口を配布するなどを実施している。 

私の感覚だと、こころの健康サポーターを他のグループに対して積極的に拡散して

いくのが望ましいと考えている。 

ゲートキーパー研修については、様々な方が講習を受けている。本来はこの受講者

が、板橋区に散らばって活動するのが望ましいと思う。さらに、ネットワークを作

れば、よい組織が出来上がってくると思う。 

・会長 

ゲートキーパー研修をただ実施するのでなく、それをボランティア、サポーターが

広めていく活動ができないか、そして、それをネットワークの中でできればよいと

いう意見だと思うが、P21にネットワーク、連携体制の記載がある。サポーター活

動を拡大することについて、ネットワークの項目に追記できるのか。 

・事務局 

自殺対策は地道な日々の活動であり特効薬がない。悩みを抱えている方に気づき、

専門機関につないで見守る人が、地域に一人でも多くいることと、一人一人の活動

が自殺者を減らし、そして最終的な目標である、誰も自殺者がいない地域に向かい

進むこと、これらは非常に長期的な歩みで地道な活動となる。 

P22（２）自殺対策を支える人材育成の一番としてゲートキーパー研修を記載して

いる。 

ゲートキーパー研修を多くの人に知ってもらい、一人でも多くの人に研修を受けて



 
 

3 

 

いただこうと、これまで区民、ボランティア、こころの健康サポーター、または障

がい者等の支援事業所を対象に実施してきた。そして今後は、医療、介護関係者、

民生委員、児童委員等に対象を広げていきたいと記載した。 

また既存の会議や研修などにゲートキーパー研修を組込み増やしていく、そして区

職員にもゲートキーパー研修を引き続き実施する、このような研修の拡大を記載し

た。（１）地域におけるネットワークにおいて、ゲートキーパー研修を受講した方

のネットワークに関する記載について他にもご意見をいただきたい。 

・会長 

この計画が開始してから、他にも新しい取り組みの必要性が出てくると思う。少し

自由度がある項目があれば、区民の方からのご意見や思いを組み入れることが可能

と思う。先ほどのゲートキーパー研修の拡大について民生委員さんから、現状を教

えていただきたい。 

・委員 

ゲートキーパー研修開催に関するお知らせはまだない。一人暮らし高齢者の見守

り、緩やかな見守りは民生委員で実施している。民生委員がゲートキーパー研修を

受ければ、また違った見守り方ができると思う。ぜひとも民生委員にゲートキーパ

ー研修を実施して欲しいと思う。 

・会長 

いままでの民生委員活動をより充実させていくために、このような勉強の機会があ

れば、さらによい活動ができるのではということと思う。では介護の面ではいかが

か。 

・委員 

全事業所のケアマネジャーや事業所の方にもゲートキーパー研修を受けてもらい

たいと、前回の会議でそう思った。AIP開始後、各地域にグループができているた

め、そのグループに、出前講座としてゲートキーパー研修があれば広く周知ができ

る。各地域で大々的にやるのではなく、少人数を対象に、認知症サポーターのよう

に、ゲートキーパー研修受講者がその内容を広げていくと良いのではないかと思

う。 

・会長 

まずはゲートキーパー研修を受けて、それを教えられる人が増えたら、それぞれ小

規模の現場に出向いて実施する方法を広げていくことを考えているということと

思う。民生委員を対象にするゲートキーパー研修を実施するとなれば、社協が取り

まとめる形になるのか。社協からはいかがか。 

・委員 

社協が取りまとめるかどうかはわからない。現在、地域で支えるまちづくりがかな

り進んでいるので、まちづくりを活用してゲートキーパー研修を組込んでいくのが

非常に意味があると感じる。 

・会長 

H２７年度は薬剤師へのゲートキーパー研修を実施したと記載されている。前回の

協議会ではメンタルヘルスファーストエイド研修に関する話もあったがいかがか。 

・委員 

板橋区薬剤師会の研修で（以下MHFAと記載）MHFAについて研修を実施してい

る。 

本来、MHFAは１２時間の研修内容だが３時間に短縮した「うつ」と「自殺予防」
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のワークショップを行ったところ、受講した薬剤師から、「最終的に連携する先に

ついて具体的にどこにつないでいけばよいか」「かかりつけ医に戻す話もあったが、

かかりつけ医は内科で、メンタルは見られないと言われることもあり、具体的にど

こにつないでよいのかわからない、困っている」との意見が出され、課題が残った。 

命にかかわることであるため、一人で対応していくことは難しい。連携していくこ

とが重要と思う。薬剤師は、「心の危機的状態になられる方の対応をしていきたい」

という方が大勢いる。ゲートキーパーの養成を進めるなかで、連携方法について具

体的にしていただければ薬剤師も動きやすくなると思う。 

また、ゲートキーパーになると、その人の命を支えていく支援をするため、支援者

への心のサポートケアが必要ではないか。ゲートキーパーが相談できる窓口を設け

るなど、支援する人へのサポートを充実させ、連携していければよいと思う。 

・会長 

かなり心配な方に出会ったとき、ゲートキーパーの役割は「気づいて、話を聞いて、

つなぐ」となるが、薬剤師であればかなりの頻度でつなぐ必要があり、医療が必要

な方もいる。しかし、精神科受診歴がない場合はどのようにつなぐか課題と思う。

このことについて、ご意見をいただきたい。 

・委員 

医師会は、開業医の集団になる。話を聞くことはできても、治療することは専門で

なければ難しい。そして、精神科の医師は少ない。 

今回、実は、理事の任期を迎えたため降りている。次期は現在の理事にとも思う。

ホームレスへの支援などをかなり行っている先生になる。 

具合の悪い患者さんを精神科に紹介したいと思い、精神科統合の病院に問い合わせ

るが、タイムリーに予約が取れないことが多く、紹介先が見つからない。また、ご

本人も精神科受診を悩まれる場合もある。医師会として医療連携の仕組みについて

は考えていかなくてはいけないと思う。 

・会長 

それでもやはりかかりつけ医から心療内科受診を勧めていただくほうが、より受診

へのハードルが低くなると思う。 

・委員 

高島平や赤塚に、医師会に加入していないメンタルクリニックがあり、状況がわか

らない。心のケアができるクリニックについては患者さんが把握していることもあ

る。医師会に話を戻し何か方法を考えたいと思う。 

・会長 

医師会の理事の先生はメンタルケア協議会理事としても活躍されている。 

P26記載の「東京都こころといのちのサポートネット」は、医療機関を探したりつ

ないだりすることができる。開業医にはあまり知られていないため、先生だけでご

苦労されているのかとも思い、また、精神科と一般科との連携が進むとよいと感じ

た。精神科医師からもご意見をいただきたい。 

・委員 

関係機関連携は非常に大事。そこにどうアクセスしてもらうかが大変難しい問題。

精神科受診や相談にアクセスできない人たちはリスクが高いと思われる。薬剤師さ

んとも連携が必要と思う。精神科外来診察時に、患者さんは「内服している」と話

されるが、調剤薬局では「実は内服していない」と話すこともあると思う。医者の

前では、「ちゃんとやってます」と言うが本当は飲み心地や症状について十分言え
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ないでいる。診療時間も十分な時間がとれないため聞くことができないが、他の場

所で話せているかもしれない。薬剤師さんがそれを拾ってくれて、「さあどう繋ぐ

か」が大事。そこは十分できていないと思いますし、医師会を超えた医療機関の連

携となってくるかもしれない。事務局機能の強化とは、この事務局になるのか。 

・会長 

実質的には保健所になるのかと思われる。記載の工夫をされたのだと思う。 

・委員 

関係機関の連携を強化していくのはもちろん大事であるが、いかに拾い上げるか、

アクセス手段があるか、SNS などを使わない人を、どのように感度よく拾い上げ

ていくか。日常的に顔を合わせる方にこのような意識が広がっていくと、より拾い

上げていきやすいと思う。 

・会長 

感度よく拾い上げていくことは大きな課題。事務局機能の強化と、支援者のサポー

トについても後ほど議論したい。 

・委員  

P12（８）について、悪性新生物は誰が見てもわかりやすいのか。皆様がわかり

やすいのであればよいが、そうでなければ注釈を添えてはどうか。 

ハローワークは就労のサポートをしている。最終案では取組内容の中にいくつも

記載がある。P27のイに就労に関し具体的な記載がある。この記載でよいと思う。 

窓口対応で本人をつないでいくことに難しさを感じる。ゲートキーパーを広げる

とともに相談できる窓口を周知していくことが必要と思う。 

・会長 

一つ目は悪性新生物を「がん」と記載したほうが良いのではないかということか。

国の統計報告で使用される言葉とするか、わかりやすい言葉にするかは検討して

いただきたい。 

ハローワークの就労支援について。一般の人は求人を見に行くイメージで、利用

登録すれば閲覧ができ、窓口に行き問い合わせるとなる。 

支援をしている対象者の中には、なかなかすぐに就職が決まらず配慮が必要な方

など、微妙な調整が難しいと感じることがある。そのようなとき、どう利用して

よいかわからない時がある。連携のなかで利用方法などを示してくれたりできる

のか？ 

・委員 

P9の板橋区自殺者職業別構成割合をみると、生活苦になり精神的にも追い詰めら

れる構造となっているかもしれない。国の支援、セーフティーネットの中で雇用

保険、失業保険を一定期間受給できることを理解してもらい、就職支援を行って

いる。就職活動がなかなかうまくいかない場合も相談に応じ、生活の場や費用の

心配があれば福祉事務所につなげている。ホームページや SNS などでハローワ

ークの周知を行っているが、すべての方に十分に行き届いていないかもしれない。

皆様からもお知らせしてくれればと思う。 

・会長 

幅広く支援してくれる可能性があり、窓口の職員に相談をしていくということと

思う。それでは就労について、他の委員からもご意見をいただきたい。 

・委員 

P10自殺の原因・動機について、一番多いのが健康問題、次に経済・生活問題と
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なっている。しかし、厚労省では「事業場における治療と仕事の両立支援のため

のガイドライン」を出しており、以前はガンなどの不治の病のため、退職し入院

治療していたが、医療技術の発展により、通院しながら就労を継続する方が、が

ん患者32万5千人に昇っている。 

ただし、治療しながら就労継続することについて、会社も状況を把握しないと、

治療中断につながることがある。そのようなことがないよう、○○は金銭的な面

も含めて事業所に指導している。勤務者のメンタルヘルスについて。平成 27 年

から健診にストレスチェックを導入し、事業所が心の健康づくり計画を作成し、

会社の中に精神相談員を配置するよう、会社に出向きお願いしている。うつにな

る方を少しでも減らす、職場復帰のプランをしっかり計画するよう指導している。 

・会長 

昔と違い、病気などを抱えながら仕事をする世の中に変化している。まだまだ理

解していない事業所など様々で、このようなことについてP26の勤労者への支援

の項目に記載するとよいのではないか。 

重点対象者については 40～60 代の男性が失業をきっかけに心身の不調をきたし

自殺に至るケースが上位であるため、職場環境、就職活動、そこからの心身の不

調、医療との連携が重要なことになると思う。 

・委員 

ゲートキーパー研修の実施にあたり、場所と時間の確保が大変だと思う。私の考

えていることは、地域の支えあい会議の会合で、5 分ほど話をしたいと考えてい

る。ゲートキーパーとなると大げさになる。P11 の＜参考＞動機につながる危機

要因を皆さんに説明し、こころと生活の相談窓口をセットにしてお渡ししてはど

うか。例えば、板橋区の目標値について、2026年に自殺死亡率13にすると。参

加者には、周りの人の変化に気づき、それをつないでください、そのつなぎはこ

ころと生活の相談窓口というパンフレットをご覧ください、そして見守ってくだ

さい、と伝え、ゲートキーパー手帳の後半の内容などを話し、お互いに見守りま

しょうと伝えていこうと思っている。当初は、自分で始めようと思ったが、ネッ

トワークの構築には私だけでは難しい。板橋区が簡略版を作成し共有してくれれ

ばよいが、お願いになる。 

・会長 

ゲートキーパー研修について簡略版ができれば沢山の方が聞く機会が増え協力で

きるのではないか。事務局では様々な事業とゲートキーパー研修を抱き合わせ、

短時間で実施する案もあり、これを拡張してできればと思う。様々な事業に取り

入れていくことができればよいと思う。広く浅く沢山の方に少しでもよいから協

力してほしいという活動とハイリスク者をより重点的に確実に医療などもつなげ

ることの２本構成になるのかと思う。その２本をつなげていくこともこの活動の

難しさと思う。 

それについては事務局機能の強化が必要になるが、医療との連携、ゲートキーパ

ーや専門職がハイリスク者を抱えて辛くなる、大変な思いをしてしまう、ハイリ

スク者を支援する場合の連携や支援をし合うことについて議論を深めたいと思

う。介護関係、医療関係の方は大変と思う。 

・委員 

ケアマネ業務では、利用者さんに関わるご家族が精神の方である場合が結構多く、

家族支援をしなければ、利用者さんのサービスにつながらない、成り立たないケー
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スがかなり増えてきている。 

利用者さんが亡くなると、介護保険制度から離れ、その方の支援は終了する。その

ため介護保険サービス期間中に保健師につなぐ、医療機関につなぐことを行ってい

る。また、利用者さんが亡くなった後も、ご家族から定期的に事業所に電話がはい

る場合、相談に応じるケアマネもいる。相談機関につながる方は良いが、精神症状

の自覚がない方は医療機関につながらなく、同居する家族が病んでしまう事例もあ

り、家族全体を CM がみるのか？と、大変な事例が増えてきている。64歳までは

障サービス、65 歳からは介護保険サービスに変わる際、その受け入れが難しい方

もおり、ケアマネの力量では限界を感じる事例もある。そのため保健師につないで

いるが、保健師につないでも支援が途切れ、信頼関係が構築できず、ケアマネに再

相談となることもある。行政の方も考えてほしい。ケアマネが支援をお願いしても

途切れてしまい、数か月後の確認時には、行けてない、来なくていいと拒否されて

いるなどがあり、なかなかつながらない事例があった。 

・会長 

重点的支援が必要な方への連携について、どうするか。一つの健康福祉センターの

保健師にお願いしていいのか、保健師1人が難しければ他の連携先を探してとなる

のか。現状はどうか？ 

・副会長 

保健師から、おとしよりセンターからそのような相談が入るとは聞いている。保健

師は直接のサービスではなく、コーディネート業務が中心となる。今、保健師業務

の中で多くの割合を占めるのが母子保健になる。板橋区は特殊な組織となってお

り、おとしより保健福祉センターのような組織がある区は無い。おとしより保健福

祉センターと健康福祉センターの役割分担も課題、子ども家庭支援センターと健康

福祉センターの役割も課題、いろいろ試行錯誤しつつ支援している。うまくいく事

例もあると思うが、ケアマネに負担がかかっているのではないかとは思う。 

・会長 

これから精神保健業務が地域包括ケアに移行するなかで、高齢と精神の連携は課題

になる。自殺対策にも直結する問題と思う。 

・委員 

20 年前、精神科の依存症医療現場では、連携は保健所から紹介されることが圧倒

的に多かった。保健所機能の変化に伴い、保健所からの紹介は２％になった。イン

ターネットなどから自分で情報を得る方が多く、時代の変化と思う。 

うつや生活困窮の裏側にはアディクションの問題が大きく絡んでいると思う。板橋

区は保健所が頑張り、先手先手で依存症の話題を取り入れた講演会などを実施して

いるため、板橋区は恵まれていると感じる。 

先月、保健所主催の講演会で久里浜医療センターの講師が節酒指導を話してくださ

った。医療機関では、飲みすぎの方への節酒療法に取り組み、医療の敷居を低くし

て早めに健康生活を送っていただこうとしている。しかし最近は、依存症について

地域住民の反応は薄い。世間の温度と私たちの活動の温度にズレがあるが、かなり

一生懸命取り組んでいると思う。 

医療現場から地域のゲートキーパーや民生委員への紹介はまだまだ少なく、地域の

方の連携は薄いと感じる。治療する、入院するということはかなり地域生活に問題

があると理解している。連携がスムーズにできるシステムになればと思う。 
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・会長 

地道な活動なので、大変だと思う。P25エ、アルコールなどの依存症相談と記載が

ある。区の特性として重点と位置付けたため項目立てしていると思うが、関係機関

の連携は大変だと思う。 

・委員 

P11板橋区の自殺者の多い集団の特徴、借金の問題からうつを発症し自殺すると記

載されている。もちろん経済面以外にも複合的な問題が絡まり自殺に至ると思う

が、法律専門職の立場からは借金の問題が一番の要因で自殺に至る、これほど悲し

いことはない。借金は法律の手続きを使い解決できるため、「借金で悩んでいます」

と相談された場合はほぼ解決できる。解決手段をどうするかのために借金の中身を

聞き取る。借金は法律手続きで解決できることを前面に押し出していただけるとよ

い。司法書士会でも数年前から出前講座を実施している。やはり周知に限界があり、

実施件数が少なく、昨年は6回であった。チラシを見た方からの申し込み先に出向

いており、自らアクセスしてくださっただけあって参加者のモチベーションが高

く、こじんまりした中であったため、会の特徴を活かし細かく対応できた。ゲート

キーパーを増やす観点においては地道であるが、小規模の出前講座は非常に有益と

思うため是非ご検討いただきたいと思う。 

・会長 

出前講座について詳しく話していただきたい。 

・委員 

「いのちを守る出前講座」、この講座は司法書士会の自死問題対策委員の司法書士

が出向く。 

これまでの実績では民生委員、病院SW、養護教諭、または大学職員の方、保健所、

福祉団体、今年は、NPO などからの申し込みをいただき、不適切でなければどこ

へでも出向いている。かなり広く実施しているが周知が難しく、司法書士会が行え

る広報には限りがあると感じている。区が行う広報は桁違いに能力があると思うた

め、ぜひ実施してほしい取り組みと思う。 

・会長 

司法書士が行う出前講座となれば、借金に対し具体的な解決方法を教えてくれるの

か。 

・委員 

講座内容の1例であるが、いわゆる、自死に関するデータ、ゲートキーパーの役割、

相談の受け方、借金のこと、成年後見の問題、LGBTの問題などテーマを幅広くし、

とにかく自死につながるようなこと、法律が絡むようなことであれば何でも可とし

ている。要望をまずお聞きして実施している。 

・会長 

心の専門家だけではわからないような内容について教えてもらうことはとても大

事。 

・委員 

出前講座の講師派遣費用について教えていただきたい。 

・委員 

無料であるが、限られた予算のため、100件の依頼に応じるのは難しい。 

・会長 

借金を苦にして亡くなる必要はないとおっしゃっていただいたが、問題は、借金の
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問題の裏側にアルコール依存や精神疾患が絡み、複合的な場合は他機関の連携が必

要となる。 

・委員 

連携の話について。司法書士会で実施している「いのちを守る何でも相談会」の面

談を年 10～15回、電話相談も同回数、9月と 3月の自殺予防月間・週間に合わせ

て実施している。実際に自殺を考えている方に司法書士が対応できるのかについて

は、心理専門職の方とペアで連携を図り応じている。また、精神保健福祉士、臨床

心理士（公認心理士）も同時に相談に応じている。 

・会長 

拾い上げた大変な問題をどうするか、さらに奥の問題があれば、連携をしていく。

この連携は一番大変なところになる。まずはそのような窓口があることは心強いと

思う。連携が最後に課題となると思う。 

なかなかつながっていかない方々のことや、自殺未遂を繰り返す方などへの関わり

があるのが救急ではないかと思うがいかがか。 

・委員 

昨年度の板橋区と東京都の自殺者を比べると、東京都全体では、10 代後半が受験

などを苦にして自殺している。20 代は仕事について悩み、いくつかの要因が重な

り自殺している。50代後半は老後への不安、70代以降は伴侶が亡くなり独居、孤

独から自殺となっている。一番我々が苦慮しているのは、外傷が伴わない状況下の

自殺未遂、精神、高齢者独居、アルコール依存の病院選定。精神を病んでいる方に

アプローチをかけていく、ゲートキーパー制度は大事と思うが、どうアプローチを

していくのか。また周囲の目もあるため、周囲の理解を深めつつ、うまく集合体と

して教育していていくことも盛り込めばよりよくなると思う。東京消防庁では、ゲ

ートキーパーとは違うが、災害時支援ボランティアがある。ボランティア登録後の

活動はしぼんでしまう。ゲートキーパー研修終了後も、養成した方へのフォローア

ップを深めていけば素晴らしいものになると思う。 

・会長 

病院選定に苦慮する事例は、医療機関間の連携が必要になる。医療現場からのご意

見をいただきたい。 

・委員 

自殺企図もいろいろある。かなり深刻な自殺企図をされた方は医療に結びつく。軽

い手段、例えば、過量服用したが死に至る状況ではない、リストカットしたが軽度

の出血など、軽い自傷行為を繰り返す方がいる。どこかのクリニックや医療機関に

つながっていることが多いが、医療現場でもこのような場合、対応に苦慮している。

内服治療で解決するわけではなく、対人、家族、交友、職場関係や生い立ち、場合

によっては幼少期に虐待を受けていたということもあるため、非常に長期的視点で

取り組まなければいけない方たちであるため、そう簡単に自傷行為を止められる方

法はなかなか無い。見守り、治療的関与を行い、働きかけをしながらいくしかない。

アルコールや薬物の問題などの背景もあり、複合的な問題を抱えながら生きてい

る。「軽い自傷行為を繰り返している方について本当は死なないのではないか？」

と思われがちだが、既遂してしまう率が高いため決して軽く見てはいけない。搬送

後、精神科がある病院ならばよいが、軽い傷の手当だけして帰宅する場合は、かか

りつけ医に情報が入らなく、同じ繰り返しをすることになる。このことは非常に難

しい問題で、精神科救急も対応に苦慮する事例。解決方法はないのかもしれない。
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粘り強くやっていくしかないと思っている。 

・会長 

救急隊が臨場するような時がつながるきっかけになるかもしれない。その時そのよ

うな機関につながればよい。今後の支援につながるように。 

・委員 

救急隊員にはそこまでは難しい。受けた医療機関が精神科的なフォローが必要であ

れば、クリニックを含めた医療機関間で連携をとれる体制が必要だと思う。 

・会長 

医療機関間の連携について、保健所にも相談が入る場合もあると思うが。 

・副会長 

連携について事務局の話題がでているが、委員の皆様のご意見をいただき、P21に

記載した。実際の体制やどこまで対応できるのかなどは、これからになる。区とし

ても厳しい状況の中、計画に記載した。 

・会長 

目標として事務局機能をどうするかについて、この計画に検討できる要素を入れ込

んだと考えてよいか。大変と思うが、連携がうまくいくかは取りまとめがないと難

しい。ぜひお願いしたい。P33「SNSなどを活用した相談窓口の周知の記載につい

て。東京都教育委員会「SNS 教育相談」は中高生が対象で、小学生は受けてもら

えない。小学生は「相談ほっと LINE＠東京」の中に SNS 教育相談とメンタルケ

ア協議会で実施している自殺に関する相談窓口があり、一つのアカウントのなかで

相談先が分かれている。もしかしたら「相談ほっとLINE＠東京」を先に出してい

ただいたらどうか。記載を工夫してはどうかと思う。 

・委員 

3年後、板橋区に児童相談所が開設するとシンポジウムで聞いた。虐待の支援をす

る機関が次にトスするのは地域であると説明していた。ゲートキーパーは大事、自

殺に限らず虐待、引きこもりなど、P11の図をPRしたい。 

・会長 

それでは、計画策定のための最後の会議になるため、委員の皆様から感じたことな

どいただきたい。 

・委員 

関係機関間の連携ももちろん大事ですが、いかにアクセスするか、拾い上げる仕組

みを作るかが大事と思う。 

・委員 

労働者の健康、安全を重点的に指導しておりますのでよろしくお願いしたい。 

・委員 

前回の協議会で、自殺者の4割は相談につながっていないことを知り、地域を意識

しだした。どのようにすれば板橋区全体に広がるのか。私の課題でもあるし、皆様

にも考えていただきたい。 

・委員 

自殺対策にかかわる様々な団体、ゲートキーパー、施設を束ねて交通整理をしてく

れる、それが事務局の役割と思う。板橋区内に24時間の情報センターができれば、

だいぶ助かると思う。 

・委員 

高齢者と子どもたちが一緒にいられるような場所が地域にもっと増えていけば、子
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どもたちの変化に高齢者が気づく環境、そうなっていけばいいなと思う。 

板橋区は昔ながらの人のつながりがある。PTAのお母さん方にも働きかけても良い

のではと思う。 

・委員 

民生児童委員は子育てのお母さんから高齢者まであらゆる相談を受けている。そし

て行政につなげていく懸け橋として頑張っている。。ますます、地域が大事だなと、

この会を通じて思った。 

・委員 

P28につながりの支援について記載がある。地域の中のつながりの支援は社協にと

っても一番大きな事業だろうと思う。今回、「ゆるやかご近助さん」もいれていた

だき、直接的な自殺予防ではないが地域の中でゆるやかな見守りをすることが結果

的にゲートキーパー的な役割を持つのではないかと改めて思った。こうした事業を

多面的に展開してほしいと思う。 

・委員 

よりよいものを作っていただいたので、あとはそれが周知されるかということと思

う。知らなければアクセスしようがない。難しい問題と思うが周知には力を入れて

頑張っていただきたいと思う。 

・委員 

P23の住民への啓発と周知について。こころの健康に関心を持つということで、精

神疾患への正しい知識を持つことが非常に重要と思う。精神科病院に勤務していた

時、患者さんやご家族の中には、精神疾患に対する偏見差別、恥の意識が非常に大

きく、薬に対する偏見の意識があり、脳に作用する薬だから危険だと、最初から思

っている方もいた。やはり、住民への啓発と周知は非常に重要と思う。薬剤師会で

も、ゲートキーパー、メンタルヘルスファーストエイドに取り組み始めているため、

ぜひ連携できればと思っている。 

・委員 

司法書士の話を聞き、出前講座や、自殺に対する委員会があるなど、一生懸命取り

組まれていると感じた。今回のパブリックコメントでは、計画の実行の部分を厳し

く批判されていると思う。やはり、患者さんからいろいろな相談を受けた際は、な

るべくよく話を聞くことと心がけているが、医者もみんなそうなってほしいと思

う。今回、協議会で、つないでいく様々な窓口があることを知り、地域の皆さんに

還元して勧めてあげられるようになりたいと感じている。他の委員からも話したよ

うに、それをうまくコーディネートし集約する窓口機能があれば連携についてさら

に活かしていけるのではと思う。 

・委員 

昨年の 10 月に板橋区の地域防災担当課長に着任した。７４町会を回らせていただ

く中で、必ず参加してくださる方は高齢者で、若い世代は子どもがいないと来ない。

今年の４月からは、子育て世代と地域が融合できるよう、防災講和を積極的に実施

している。先般も中学校で２時間授業を行い、地域と子どもたちのつながりを進め

ている。令和2年１月25日、青少年健全育成分所式で「夢の実現」をテーマに40

分間の防災講和を実施する。将来、板橋区で大人になる子たちを対象に、地域の中

で自分たちがどう活躍できるのかについて話をする。何よりも地域の高齢者の方々

が生き生きと、また若い世代が高齢者を見守り助けるといった、自助共助だけでな

く、近助に力をいれて頑張っていきたい。いつでもご依頼をくだされば、1時間で
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も3時間でも講演可能であるため、お声掛けしていただきたい。 

・副会長 

いろいろなご意見をいただき、ありがとうございます。P20に板橋区精神科医療機

関間情報交換会を記載している。板橋区は医療機関が多く、医師会に加入していな

い医療機関もあるが、医療機関の皆様とはこのような形でつながりを持ちたいと考

えている。またご相談させていただきたい。表題について。いろいろなところで地

域が大切とお話をいただき、表題にも「地域づくり」を記載した。きっと良い地域

づくりができるのではと思う。 

・会長 

今日はたくさんのご意見をいただいた。計画を作成するとはこのような意味がある

と思う。皆さんが考えていることがここに集約され、そして形にして、考える機会と

なり、更に実現していくことが大事と思う。このような活動は継続して行うことで、

支援者等が疲れる様な無理をするのではなく、根付いていくための活動が必要と思

う。自殺予防への支援は負荷のかかることであり、誰かだけに負荷がかかるのではな

く皆で連携していく、その核ができていくことが今回の計画の肝になると思う。計画

名もよいものになった。 

５ その他 

・事務局 

次年度は、本計画に基づき、事業を含めて検討し周知、実行していく年となる。 

自殺対策地域協議会では、進捗の共有をし、委員の皆様と連携させていただき、長

期に自殺対策を実施していくため、この協議会の委員の皆様にはご協力をお願いし

たいと思う。次年度の協議会開催については、次年度以降ご連絡させていただきた

い。 

６ 閉会 

 


