
 

 
 

平成２６年度第１回千葉市自殺対策連絡協議会 

 

１ 日 時 平成２６年１０月２９日（水）１４時３０分～１６時００分 

 

２ 会 場 千葉市役所 本庁舎８階 正庁 

 

３ 出席者 

  ＜委 員＞ 

学識経験者 淑徳大学         小川委員長 

警察関係  千葉県警察千葉市警察部        髙本委員  

医療関係  （社）千葉市医師会             田那村副委員長 

福祉関係  （社福）千葉市社会福祉協議会   土屋委員 

千葉市民生委員児童委員協議会  余語委員  

      （社福）千葉いのちの電話    灰谷委員  

千葉市こころと命の相談室   田口勉氏（大槻委員代理） 

教育関係  千葉市小中学校長学校運営協議会 小松委員 

千葉市小中学校長学校運営協議会 平野委員 

経済関係  千葉商工会議所      北山委員  

千葉市産業振興財団     髙橋委員  

法律関係  千葉県弁護士会      常岡委員  

   

＜千葉市＞ 

総務局      髙間人事課コンプライアンス推進室長 

市民局      時田広聴課長、宍倉男女共同参画課長、 

椎名消費生活センター所長 

保健福祉局   岡部保健福祉局次長、石橋保健福祉総務課長補佐、 

市原保護課長、飯島健康企画課長補佐、 

阿部健康支援課担当課長、中島高齢福祉課長補佐、 

須田介護保険課長、井上こころの健康センター所長 

こども未来局   植草こども企画課長、高須児童相談所長 

経済農政局   村杉経済企画課長、中台産業支援課長補佐 

区保健福祉センター 山﨑緑区健康課長 

消防局    深井救急課長 

教育委員会事務局 伊藤教職員課長、尾高指導課長補佐、 

池田教育センター副所長 

   



 

 
 

＜事務局＞ 

   大塚地域福祉課長、半澤地域福祉課長補佐、和田厚生係長、犬飼、山下、 

佐藤 

 

４ 議 題 

千葉市自殺対策計画の一部見直しについて 

 

５ 議事概要 

（１）委員の選任 

人事発令等により新たに、土屋委員、平島委員、小松委員、平野委 

員、高安委員が選任された。 

（２）議題 

事務局が千葉市自殺対策計画の一部見直しについて説明した後、質 

疑応答があった。 

 

６ 会議経過 

 

○和田  定刻となりましたので、ただ今から、「平成２６年度第１回千葉市自 

厚生係長  殺策連絡協議会」を開催させていただきます。私は、本日の司会進 

行を務めさせていただきます、地域福祉課厚生係長の和田と申します。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

会議に先立ち、資料の確認をさせていただきます。 

  まず、次第、委員名簿、席次表があり、資料１として、「自殺総合 

対策大綱の見直しのポイント①・②」。資料２として、「千葉市にお 

ける自殺の実態調査の結果概要について」。資料３として、「千葉市 

自殺対策計画の一部見直し（案）の概要」。資料４として、「千葉市 

自殺対策計画の一部見直し（案）」。資料５として、「千葉市自殺対策 

計画の見直しスケジュール（予定）」。 

また、参考資料１として、「千葉市の自殺者数等について」。参考 

資料２として、「千葉市自殺対策計画の具体的な取組みに関する平成 

     ２５年度の実施状況及び２６年度の実施予定一覧表」。参考資料３と 

して、「千葉市における自殺の実態調査報告書」。参考資料４として、 

「千葉市自殺対策計画（現行計画）」冊子。別添として、「意見書」 

となっております。 

      ご確認はよろしいでしょうか。 

 なお、皆様には、開催案内とともに資料を事前に郵送させていた 



 

 
 

 だきましたが、内容に一部変更がありますので、本日配付しました 

 資料をご使用くださるようお願いいたします。 

      はじめに、会議の開催にあたり、保健福祉局次長の岡部よりご挨 

拶申し上げます。 

 

○岡部   保健福祉局次長の岡部でございます。 

保健福祉  本日は、お忙しい中ご出席いただき、誠にありがとうございます。 

局次長   委員の皆様におかれましては、日頃より市政各般にわたりご理 

解・ご協力をいただき、厚く御礼申し上げます。 

さて、昨年に引き続きご協力いただいておりますこの「自殺対策 

連絡協議会」は、委員の皆様に本市の自殺対策について総合的な見 

地からご意見を頂き、本市の政策に反映していく目的で開催してお 

ります。 

ご挨拶の時に話を一つ膨らませようと思いまして、世界各国の自 

殺率の統計を見てきました。ご存知の方も多いと思いますが、Ｏ 

ＥＣＤの統計では、ＯＥＣＤ加盟国の中で日本は非常に悪い位置に 

おります。２００９年の統計では、自殺率が高い順に韓国、ハンガ 

リー、ロシア、日本となっております。いわゆる、先進Ｇ８の中で 

も一番高い位置におります。 

さらに数字を申し上げますと、同じく２００９年の１０万人あた 

りの自殺者数は日本が１９．７人です。ＯＥＣＤの平均が１１．３ 

人となっており、最も数字が低いギリシャでは１０万人あたり２． 

８人しかいない。この数字を単純に倍数にしてよいものかはわかり 

ませんが、約６倍の差があります。 

例えばＷＨＯが作成した色別で自殺率が示されている資料におい 

て、日本は最も高い色になっております。ヨーロッパでは自殺率の 

低い国のほうが多くなっております。 

何が申し上げたいかというと、国別の傾向が明確に現れていると 

     いうことです。自殺率が高い国もあれば低い国もあり、そこには様々 

な要因がありますが、社会経済的な要因がその背景にあると思いま 

す。 

国によって文化や習慣などがありますが、それ以上に、経済や働 

き方など、現代社会の抱える問題が総合的にこの数字に表れている 

と思います。その意味では日本は悲劇的な要素が大きいということ 

になります。そういった部分を少しでも良い方向に動かしていくこ 

とが我々の使命と考えています。 



 

 
 

  この数年間、自殺率は全国統計において少し下がっておりますが、 

      世界の統計と比較すると全く褒められた位置にありませんので、千 

葉市においてもできる限りのことをしなければなりません。 

また、このための対策におきましては、ある政策だけを取り組め 

ばよいということではなく、市が所管しておりますあらゆる政策に 

おいてそれぞれ取り組む必要があります。委員の皆さまにおかれま 

してはそれぞれのご専門のお立場から、市の政策に対して忌憚のな 

いご意見を頂き、政策をできるだけ良いものにしていくことにご協 

力いただければと思います。本日はよろしくお願いいたします。 

 

○和田   つづきまして、人事発令等により新たに委員となられた方のご紹 

厚生係長 介をさせていただきます。お名前をお呼びいたしますので、恐れ入 

  りますが、それぞれ自席で一言お願いいたします。 

社会福祉法人千葉市社会福祉協議会会長の土屋稔委員でございま 

す。 

 

○土屋   土屋でございます。どうぞよろしくお願いします。 

 委員 

 

○和田   千葉市小中学校長学校運営協議会、千城台北小学校校長の小松礼 

厚生係長 子委員でございます。 

 

○小松   小松でございます。よろしくお願いします。 

 委員 

 

○和田   同じく、千葉市小中学校長学校運営協議会、緑が丘中学校校長の 

厚生係長 平野正春委員でございます。 

 

○平野   平野でございます。よろしくお願いします。 

 委員 

 

○和田   ありがとうございました。 

厚生係長  このほか、一般社団法人千葉市老人クラブ連合会副会長の平島弘 

二委員がいらっしゃいますが、本日は所要の為欠席される旨のご連 

絡を頂いております。 

  なお、千葉市こころと命の相談室の大槻敏子委員の代理としまし 



 

 
 

 て、田口勉様にご出席をいただいております。 

つづきまして、会議の成立要件について、ご報告申し上げます。 

千葉市自殺対策連絡協議会規約の第７条第２項により、「協議会は、 

委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。」と 

規定されております。 

本日の会議は、委員１４人中、代理の方も含めて１２人のご出 

     席をいただいておりますので、会議が成立いたしますことをご報告 

     させていただきます。 

また、本日の会議内容は公開し、議事録も公表いたしますので、併 

せてご報告いたします。 

それでは、これより議事に入らせていただきますが、議事の進行 

につきましては、規約の第７条第１項の規定により、小川委員長に 

お願いいたします。 

小川委員長、議事の進行をお願いいたします。 

       

○小川   小川でございます。皆さんよろしくお願いします。 

委員長   早速ですけれども、次第に沿って進めさせていただきます。 

      次第の３、議題、千葉市自殺対策計画の一部見直しについて、事 

務局より説明願います。 

 

○大塚   地域福祉課長の大塚でございます。失礼して、座って説明させて 

地域福祉 いただきます。 

課長    これまで、本連絡協議会においては、事務局より主に「千葉市の 

自殺者数等」と「千葉市自殺対策計画の具体的取組みに関する実施 

状況及び実施予定」についてご説明申し上げ、これらに対して委員 

の皆様からご意見を頂いておりましたが、本日は、議題を「千葉市 

自殺対策計画の一部見直しについて」１点とし、これについてご意 

見等を頂きます。 

なお、「千葉市の自殺者数等」と「千葉市自殺対策計画の具体的取 

組みに関する実施状況及び実施予定」については、参考資料１及び 

２としてお手元に配付してございますので、ご覧ください。 

それでは、議題の「千葉市自殺対策計画の一部見直しについて」 

説明させていただきます。 

      まず、「ア 自殺総合対策大綱の見直しのポイント①・②」につい 

て、資料１をご覧ください。 

    国の自殺総合対策大綱は、平成１８年１０月に施行された自殺対 



 

 
 

   策基本法に基づき、政府が推進すべき自殺対策の指針として１９年 

   ６月に策定されたもので、各自治体は概ねこの国の大綱に沿って自 

殺対策計画を策定しており、本市も同様です。 

国の大綱は、１９年６月の策定当初より、社会経済情勢の変化、 

自殺をめぐる諸事情の変化、大綱に基づく施策の推進状況や目標達 

成状況等を踏まえ、概ね５年を目途に見直しを行うこととなってい 

たため、２４年８月に初めての見直しが行われたものです。 

この資料は、その見直しのポイントをまとめたものです。 

      上段の、「自殺総合対策大綱の見直しのポイント①」をご覧くださ 

い。 

見直し前の大綱では、目指すべき姿を、「生きやすい社会」として 

いたのに対し、見直し後の大綱では、「誰も自殺に追い込まれること 

のない社会」の実現とし、より具体的に改められました。 

      また、「第１ はじめに」で、地域レベルの実践的な取組みを中心 

     とする自殺対策への転換を図る必要性等を指摘しております。 

      さらに、「第２ 自殺総合対策の基本的考え方」では、「自殺は不 

名誉で恥ずかしいものである」という間違った社会通念からの脱却 

や、自殺に追い込まれるという危機は「誰にも起こり得る危機」で 

あって、その場合には誰かに援助を求めることが適当であるという 

ことを普及することの重要性を指摘したほか、特に若年層への取組 

みの必要性・重要性について、大きく記述されました。 

下段の、「自殺総合対策大綱の見直しのポイント②」をご覧くださ 

さい。 

      大綱の核となる、「第３ 当面の重点施策」については、この見直 

しでは、９つの大項目の大枠は据え置かれ、様々な分野でのゲート 

キーパー養成の促進、児童生徒が自殺した場合の実態把握、自殺未 

遂者向けの対策などの細かな施策が追加されています。 

       なお、「第４ 自殺対策の数値目標」については、見直し前の大綱 

と同様となっております。  

このように、平成２４年８月の国の大綱の見直しは、当面の重点 

施策の大枠や数値目標が据え置かれており、５年に一度の定期的な 

見直し、いわばマイナーチェンジであり、大綱の全面的な見直しに 

ついては、平成２９年８月頃の次の見直しで行われるものと考えて 

おります。 

    

   続きまして、「イ 千葉市における自殺の実態調査の結果概要につ 



 

 
 

 いて」、資料２をご覧ください。 

   「１ 調査の目的・方法」についてですが、国の大綱の見直しで、 

新たに、「地方公共団体は、地域の自殺の状況を分析し、その結果に 

基づき必要な自殺対策を自ら企画立案し、計画的に実施する」旨が 

明記されたことから、本市の自殺対策計画の一部見直しを行う前に、 

昨年度、本市における自殺の実態を把握するため、民間のシンクタ 

ンクに委託し、厚労省の人口動態統計や市内の関係機関の保有する 

データを分析する実態調査を行ったものです。 

「２ 分析結果」についてですが、「(1)人口動態統計を用いた分 

析」では、全国の自殺の傾向と比較して、本市独自の際立った特徴 

等は見られなかったものの、全国と同様に若年層の自殺死亡率が増 

加傾向にあることが分かりました。 

また、「(2)市内関係機関等の保有するデータの分析」のうち、「① 

     消防局警防部救急課」の保有するデータから、自殺企図者は男性よ 

     り女性の方が多いこと、「②警察統計」から、原因・動機としては、 

うつ病を主とした「健康問題」、生活苦を主とした「経済・生活問題」 

によるものが多いこと等が分かりました。 

      さらに、「③市内相談機関 アンケート調査」では、利用者が多い 

相談機関は「千葉いのちの電話」で女性が多く利用していること、「④ 

市内医療機関、アンケート調査」では、うつ病が自殺企図につなが 

る可能性があること、「⑤保護課 被保護者の自殺」の保有するデー 

タからは、生活保護受給者が「健康問題」による自殺の割合が比較 

的高いことが分かりました。 

このような、分析結果を踏まえ、「３ 今後強化を図るべき取組み」 

を、「健康問題」、「経済・生活問題」、「職場・仕事の問題」の別に記 

載しております。 

以上が実態調査の概要となりますが、詳細について、「参考資料 

     ３ 千葉市における自殺の実態調査報告書」をご覧ください。 

 

           続きまして、「ウ 千葉市自殺対策計画の一部見直し（案）」につ 

いて、ご説明します。 

先ほど申し上げましたとおり、本市の自殺対策計画は、他都市と 

同様に国の大綱に沿って策定しており、「国の大綱が見直された等 

自殺対策を巡る状況の変化を踏まえながら、必要に応じて、計画の 

見直しを行うものとする」と記載していることから、今回、計画の 

一部見直しを行うものです。 



 

 
 

      一部見直しにあたっては、「国の大綱に大幅な変更が無かったこと 

から、市計画についても大綱に変更があった部分を中心とした一部 

見直しとする」、「見直し後の国の大綱および自殺の実態調査で示さ 

れた、自殺未遂者、いじめ、性的マイノリティ、性暴力、児童虐待、 

生活困窮、若年層、ゲートキーパー、精神疾病などに関する自殺対策 

については、新規または現行計画より強調して盛り込む」、「計画の期 

間については、次の国の大綱の見直し、これは全面的な見直しになる 

と思われます、この次期が平成２９年８月頃と想定されることを念頭 

に置き、計画期間を１年６か月延長し、平成３０年９月までとする。 

これにより、次の国の大綱の見直し内容を反映させた、「第２期千 

葉市自殺対策計画」を平成２９年１０月から平成３０年９月の間に 

策定し、平成３０年１０月より実施する」、「計画の数値目標につい 

ては、平成２５年の本市の自殺死亡率が１８．９で、市計画の目標 

値である１７．３以下を下回っていることから、引き続き１７．３ 

以下とする」などを基本としました。 

 

それでは、具体的な内容についてご説明します。資料３と資料４ 

をご覧ください。 

この２つの資料は、国の大綱の見直し内容や自殺の実態調査結果 

     を踏まえ、当課で計画の一部見直し素案を作成のうえ、庁内及び外 

部の関係部署に意見を求め、それらの意見を反映させた千葉市自殺 

対策計画の一部見直し（案）です。 

まず、資料３は、一部見直し（案）の概要、一部見直し計画を冊 

子にした場合の目次部分にあたるもので、下線及びゴシック体で強 

調した部分が、修正、拡充、新規の部分です。これにより、一部見 

直し計画（案）の全体像を把握していただきたいと思います。  

次に、資料４は、一部見直し（案）の全文となります。 

構成は、真ん中から左側が国の大綱、右側が千葉市自殺対策計画 

となっており、国の大綱、市計画ともに、左に旧、右に新を記載し 

ています。 

      資料３にお戻りください。本日は、一部見直し計画（案）のうち、 

「第４章 具体的な取組９項目」のうち、新規及び拡充した項目に 

ついて説明させていただきます。 

資料３に併せ資料４をご覧ください。 

      まず、資料３の第４章「１ 自殺の実態を明らかにする」の「（２） 

自殺未遂者、遺族等の実態の把握及び支援方策の検討」についてです。 



 

 
 

資料４では、２６ページの右の列の（２）をご覧ください。 

自殺に至る危険の高い自殺未遂者、及び相当な精神的ダメージを負 

っている自死遺族については、その支援が非常に重要であることから、 

その実態把握に努め、支援の方策について検討することを新たに追加 

しました。 

次に、同じく資料３の第４章「１」の「（３）教育現場における実 

態把握」についてです。資料４では、同じく２６ページの右の列の 

（３）のイをご覧ください。 

見直し後の大綱においては、自殺した児童生徒について、自殺の 

分析評価に高度な専門性を要する場合や、遺族が学校や教育委員会 

主体の調査を望まない場合、第三者による実態把握を進めるとして 

  います。 

  本市では、本年４月から、いじめ等による重大事案が発生した場 

合、必要に応じて、教育委員会の調査委員会だけでなく、人事課コ 

ンプライアンス推進室が所管する「千葉市いじめ等調査委員会」で 

調査を行うこととしております。 

      そこで、本市の計画においても、学校や教育委員会だけでなく、 

第三者による実態把握を進めることを盛り込みました。 

次に、資料３の第４章「２ 市民一人ひとりの気づきと見守りを 

促す」の「（４）うつ病についての普及啓発の推進」についてです。 

資料４では、３０ページの右の列の（４）をご覧ください。 

      自殺の大きな要因の一つとなりうる「うつ病」については、本人 

が罹患していることに気づかないまま、病状が悪化していくケース 

が多いといわれていることから、うつ病に対する正しい知識の普及 

啓発を実施し、早期の相談や医療機関の早期受診を促進していくこ 

ととしました。 

      次に、同じく資料３の第４章「２」の「（５）自殺や自殺関連事象 

等に関する正しい知識の普及」についてです。 

資料４では、３０ページの右の列の（５）をご覧ください。 

      見直し後の大綱において、自殺念慮の割合が高いことが指摘され 

ている性的マイノリティについて、理解促進を図る内容が新規で追 

加されたことから、本市の計画でも、性的マイノリティの理解促進 

について新たに追加することとしました。 

 

      次に、資料３の第４章「３ 早期対応の中心的役割を果たす人材 

を養成する」の「（１１）様々な分野でのゲートキーパー養成」に 



 

 
 

ついてです。 

資料４では、３４ページの右の列の（１１）をご覧ください。 

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あるといわれており、自殺の 

危険を示すサインに気づき、声をかけ、話を聞いて、必要な支援に 

つなげ、見守ることができる、いわゆる「ゲートキーパー」の養成 

が重要となっております。 

見直し後の大綱においても、個人に限らず、業務の性質上、人と 

直接関わる様々な職業の方のゲートキーパー養成の取組みを促進す 

ることが明記されたことから、本市の計画でも、ゲートキーパー養 

成を一層進めていくことを新たに追加することとしました。 

次に、資料３の第４章「４ 心の健康づくりを進める」の「（１） 

職場におけるメンタルヘルス対策の推進」についてです。 

資料４では、３６ページの右の列のオをご覧ください。 

自殺と深い関係があるといわれるメンタルヘルスは、近年ある程 

度の認知は進んでいると思われるものの、特に職場において、その 

重要性が十分に理解され、手厚いケアが行われている事業者が多い 

とは言い難い状況です。 

見直し後の大綱においては、職場におけるメンタルヘルスの重要 

性や対応について、様々な対策を進めていくことが記載されており 

ます。 

そこで、本市の計画においても、職場でのメンタルヘルスの研修 

等を行い、メンタルヘルス対策の必要性について理解促進を図るた 

め、新たに追加することとしました。 

次に、資料３の第４章「５ 適切な精神科医療を受けられるよう 

にする」の「（１）精神科医療対策の充実」についてです。 

資料４では３９ページの右の列の（１）をご覧ください。 

うつ病にあっては、薬物療法のほか、認知行動療法などの治療法 

が改善に効果的といわれていますが、薬物療法ほどの認知は進んで 

いない状況にあります。 

      そこで、認知行動療法の普及を図ることを新たな取組みとして加 

     えることとしました。 

次に、資料３の第４章「６ 社会的な取組みで自殺を防ぐ」の「（８） 

     児童虐待や性暴力の被害者への支援の充実」についてです。 

資料４では４８ページの右の列の（８）をご覧ください。 

      虐待や性暴力の被害者については、身体はもちろん、精神的に大 



 

 
 

きな傷を負い、自殺に至る可能性が高いと考えられるため、見直し 

後の大綱においても、その虐待の発生予防やケアの推進について新 

たに追加されたことから、本市の計画においても、虐待や性暴力被 

害者への支援について新たに追加することとしました。 

   次に、同じく資料３の第４章、６の「（９）生活困窮者への支援の 

 充実」についてです。 

資料４では４８ページの右の列の（９）をご覧ください。 

見直し後の大綱において、経済的困窮が社会的孤立や貧困の連鎖 

を生んでいる点が指摘されており、本市の自殺の実態調査において 

も、経済問題により自殺する割合が全国平均よりも高いという結果 

も出ております。 

そこで、本市の計画でも、生活困窮者への支援について、新たに 

追加することとしました。 

      この他にも文言等を修正した項目がありますが、恐れ入りますが 

後ほどご覧いただければと思います。 

なお、「参考資料４」として、本市の現行計画の冊子を配付させて 

いただいております。 

 

最後に、「エ 千葉市自殺対策計画の見直しスケジュール（予定）」 

について、資料５をご覧ください。 

本日、頂いたご意見等を参考に、市の計画（案）を修正し、１２ 

     月１日からパブリックコメントを実施する予定です。 

      このパブリックコメントの意見を反映後、年明けに第２回連絡協 

議会を開催して計画（案）を確定し、来年４月から見直し計画を施 

行したいと考えております。 

説明は以上です。       

 

○小川   ありがとうございました。では只今の説明に対して、ご意見・ご 

委員長  質問等ございますか。 

 

○常岡   千葉県弁護士会の常岡です。ご説明ありがとうございます。 

 委員  大綱に沿うということで、若干話がずれるかもしれませんが、市内 

関係機関が把握している被支援者の情報交換等については資料４、 

９の５３ページに記載されているところだけなのでしょうか。 

 

 



 

 
 

○大塚   関係機関の情報交換は、例えば庁内では関係部署が集まる庁内連 

地域福祉 絡会議、外部の委員の皆様には、この連絡協議会でやっております。 

課長    また、被支援者に対する情報提供ですと、こころの問題でご相談 

であれば、例えば最初は「区の健康課」のほうに行き、それが重症 

的なものであれば、より専門的な機関である「こころの健康センタ 

ー」に行く形になりますが、例えば借金などの問題であれば、「消費 

生活センター」とか、あるいは弁護士相談という適切な部署を紹介 

していくことになります。 

自殺は、多くの方が最終的にはうつ病を患って自殺に追い込ま 

     れるケースが多いわけですが、うつ病を患う理由は１つではなく、 

     いくつかの問題が複合的に絡み合うケースが多いと聞いています。 

例えば健康問題や家族の介護疲れなどの介護問題、失業や借金な 

どの経済問題、教育現場や職場におけるいじめなど、そういった様々 

な要因がうつ病の前に問題としてあり、相談機関でも 1 か所で用が 

足りるとは限りませんので、相談を受けたところは、適切な相談機 

関を紹介していただいておりますし、今後もそういった形でやって 

いきたいと考えております。 

 

○常岡   自殺に関することで、最近千葉県銚子市で娘さんを殺害してしま 

委員  う事件がありました。報道などでしか見ていないので情報の出処と 

しては定かではないのですが、娘さんを殺害したお母さんに適切な 

支援がなされていたのかというと、多分されていなかった。その理 

由は、個人情報の問題で市内でも保有している 

情報を関係機関に伝えるわけにはいかないことが壁になり、うまく 

情報伝達ができなかったようです。 

これは問題だと思いますので、そういった人が適切に支援を受け 

られるように、個人情報の壁があればそれを見直すような考え方を 

組み込んでいただけると良いと思います。 

 

○小川   他にご意見ございますか。 

委員長   他になければ、今の常岡さんの話について、私からも意見を述べ 

たいと思います。 

      ワンストップという複数のサービスを１つの窓口で受けることが 

できるという考え方があります。ワンストップは、利用者がたらい 

回しされやすいこともありますが、自殺に絡む要因の多さを考える 

と 1 か所で多くの立場、視点の違う他職種の人の話を聞いてもらう 



 

 
 

ような形のほうが良いのではないかと思います。 

守秘義務についても、最初に相談に行く時に、相談する人は守秘 

  情報を開示するので、それをたくさんの職種の人が共有できます。 

例えば名古屋市はハローワークでワンストップを始めております 

が、千葉市だと「いのちの電話」は圧倒的に相談がきます。その時 

に話を聞くだけではなく、必要であればいろいろな機関に紹介して 

くださいますが、その方法では相談者を取りこぼすことがあるので、 

現行の方法をどう考えていますか。 

 

○大塚   個人情報につきましては、自殺問題だけでなくいろいろな面で問 

地域福祉 題となっております。現在、市民の方は個人情報保護意識が高いた 

課長   め、個人情報を同意もなく出すことは問題と考えます。そのため、 

相談を受けた場合には、市や関係機関が持っている情報をどこまで 

外部に出して良いのか、同意を取ることが肝要かと思います。 

また、相談機関の「いのちの電話」や「こころと命の相談室」な 

ど実際に相談を受けられている機関の方も委員となっておりますが、 

相談を受けた場合に個人情報を聞き出すことも難しいケースがあり 

ます。相談者の方は名乗らず相談する場合が往々にしてあると伺っ 

ております。相談者の方は自分の個人情報を出すことに非常に抵抗 

を感じる方もおりますので、最初は匿名等で相談を受け、相談をし 

ていく中で、うまく個人のお名前などを聞き出す相談側のテクニッ 

クも要求されます。そのため難しい問題であると考えております。 

 

○小川   例えば「いのちの電話」などは相談側の技術をトレーニングされ 

委員長  ていると思いますが、ハローワークや他の部署の一般職員がどのよ 

     うにうまく相談に乗ることができるのか、またどのように他の部署 

     に相談をできるよう案内するかというトレーニングを積んでいくと 

いう提案はいかがでしょうか。 

 

○大塚   委員長のおっしゃる通りでございまして、いわゆる自殺対策の相 

地域福祉 談を受ける部署ではないところが相談を受けた場合に、対応を間違 

課長   ってしまいますと重大事案に発展する可能性もございますので、相 

談に乗る技術のトレーニングについても考えていかなければならな 

いと思っております。 

 

 



 

 
 

○小川   他にご意見ご質問等ございますでしょうか。 

委員長   項目がたくさんありますので、皆さん自分の専門に近いところに 

目を通していただければと思います。 

その間、私が質問します。 

 資料４は具体的にどこの部署が担当するのかが明記されてあって 

分かりやすくて良いと思います。その資料４、４８ページ（８）の 

児童虐待や性暴力の被害者への支援の充実とありますが、現状の児 

童相談所の仕事の量から考えて、新たな仕事が課せられると負荷が 

かかってしまうことが危惧されると思ったのですがいかがでしょう 

か。何かそれに対する手当てを想定されているのでしょうか。 

 

○高須   児童相談所では年間４５００件程度の相談を受けており、うち虐 

児童相談 待通告が８００件程度ありまして、正規職員は４６名配置されてお 

所長   ります。 

相談の中には自殺をほのめかすような内容もありまして、「子供を 

殺して私も死にます」というようなご相談があった場合には警察と 

連携を図り、急遽現場に向かうこともしております。そういった中 

で組織体制の強化は常に必要だと考えておりまして、人員の拡充や 

専従班の設置など検討を進めておりまして、できるだけ自殺への対 

応も図っていきたいと考えております。 

 

○小川   ありがとうございました。 

委員長   

 

○髙本   一か月ほど前の新聞を見ますと、精神疾患での自殺が７割を占め 

委員  るというデータが出ておりました。そういった中で今回自殺対策計画 

はより具体的になってきている感じがします。ただ、自殺対策の情   

報をどのように一元化するのかが大きな課題ではないかと思います。 

いじめ防止の条例の関係で教育委員会に顔を出すこともあります 

が、先ほど大塚課長さんからご説明があった第三者委員会の調査に 

ついて、いじめ防止の法律に基づく条例ができております。いじめ 

もしくは、長期の不登校や身体、財産に関する被害が生じる重大事 

案については、警察に届けるようになっております。 

   そういった事案が起きた後に調査が入るのですけども、その前の 

  段階でどうするのか。例えば今の学生の話でいえば、いじめにあっ 

    たらどのような兆候があるのか。 



 

 
 

それからもう一つ、児童虐待関係は家庭が複雑になっており、子 

供の相談に親が応じません。この間の、神奈川県で自殺することを 

ほのめかす事件では、千葉市と警察が連携を取ることができました 

が、そのような情報をどこでどう繋ぐかが課題ではないかと思いま 

す。それには情報交換ができるシステムを作っていかないと難しい 

と思います。 

これは警察も同じで、精神衛生法第２４条、現在の精神保健及び 

精神障害者福祉に関する法律第２３条に「警察官は、職務を執行す 

るに当たり、異常な挙動その他周囲の事情から判断して、精神障害 

のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認めら 

れる者を発見したときは、直ちに、その旨を、最寄りの保健所長を 

経て都道府県知事に通報しなければならない。」とあります。 

千葉市では警察とのトラブルはありませんが、千葉県では通報し 

ても扱ってくれない時がありまして、大きな課題の一つです。 

      こういう自身を傷つけ又は他人に害を及ぼす事件もあり、今回の 

計画では医療体制も強化するとありますので、具体的にどの段階で 

どう対応するかを詰めていき、そこで扱う個人情報もパブリックコ

メントの中に入れたほうがいいのではないかと思います。      

それからもう一点言いますと、相談体制に関して市政だよりなど 

を見させてもらっておりますが、現実的にそれを見て相談に行く人 

がどれくらいいるのかが気になります。モノレールに市の相談体制 

を掲示されておりますが、相談する方はお年寄りも多いため、老 

いも若きも利用するコンビニに掲示をすればより効果があるのでは 

ないかと思います。 

       

○小川   ありがとうございました。 

委員長   今のご意見について答えはございますか。 

 

 

○大塚   個人情報の件に関しては我々も検討していかなければならないと 

地域福祉 考えております。それとやはり啓発です。自殺の啓発は２通りの意 

課長   味があると考えておりまして、一つは、自殺が個人の選択した死で 

はなく、多くは社会的な取組みで防ぐことができることを広く知っ 

てもらうということがあります。 

未だに、自殺は個人が選択した死であるため防ぎようがないと考 

えている方も多いので、そうではないことを普及啓発していかなけ    



 

 
 

ればなりません。 

もう一つは髙本委員さんがおっしゃられたように、どこの相談機 

関に相談したらいいのかを明確にしなければならないと思います。 

これは市のホームページには掲載しておりまして、毎年９月の九 

都県市の自殺対策の強化月間、あるいは３月の国の自殺対策の強化 

月間の、９月と３月に啓発事業を行っております。 

９月は例年乗り物啓発ということで、最初はモノレールのラッピ 

ング広告、次は車内広告、バスの座席の後ろに相談機関を掲示する 

などの啓発を１か月間やっております。 

昨年度は駅にポスターを張り、相談機関の場所を示すような啓発 

を行っております。 

３月は、例年若者の自殺対策ということで、リクルートさんが出

版し、コンビニや駅などで、無料で配布するホットペッパーという

雑誌がございます。ホットペッパーには居酒屋の割引券や、女性で

すとエステ・ネイルサロンなど若者向けの情報が載っており、本年

の３月号の表紙の次のページという比較的目立つページに自殺対策

の記事が掲載しております。 

 

一つ頭を悩ませていることが、この自殺対策について啓発や事業 

を行っても、自殺者は何人減ったのかということが数字として現れ 

ないため、啓発や事業がやりにくいということがあります。 

もう一つ頭を悩ませておりますのが、若年層に対してどのような 

取組みを行えばいいのかということがあります。若年層に対しても 

相談機関のありかを示すなどの啓発を進めなければならないと考え 

ていますが、例えば小中学校に通っていれば学校で道徳教育という 

形で手を打てますが、小中学校の年代ではない１０代後半から２０ 

代の方々に対してどういう啓発を行うべきかと悩んでおります。 

  もし委員の皆様の中で、こんなことをやるとよいのではないかと 

いうようなご意見がありましたら是非ともお伺いしたいところです。 

 

○小川   どなたかご意見はございますか。 

委員長 

 

○常岡   若年層の自殺は、警察庁の資料などいろいろな資料があるのでご 

委員  覧になっていると思うのですが、私がみたところ、労働問題が根っ 

    こにあるのではないかと考えています。働く企業がないと、いわゆる 



 

 
 

ブラック企業ではひどくこき使われることがあると思います。過酷 

な労働が原因で自殺することもありますので、その手前の段階とし 

て、労働相談などの充実が必要と思っています。 

また、自殺する方の家族構成はよくわかりませんが、引きこもり 

     の方の相談に親が乗れているのかということも気になります。 

     ここにも少し書いてありますが、アウトリーチ型、つまり訪問型の 

     相談を積極的に地域の中で行わないと、減らないと思っています。 

つまり、相談に行くことができる人は相談機関を見ればおそらく 

行きます。相談窓口の広告等を見ても、「自分のことじゃない。」、「自 

分は頑張ればいい。そんなに弱くない。」と考える方は相談に行かな 

い。 

そのため、こちらから訪ねていく形もおそらく必要だと思います。 

それは大きな話ではなくミクロな話ですけれども、アウトリーチ 

     型の方法で相談者を発掘し捕まえていくことに力を入れるべきと思 

っております。 

 

○小川   何か意見はございますか。 

委員長 

 

○髙本   大塚課長がおっしゃっていた懸案事項の若者への啓発ですけれど 

委員  も、先ほど言ったのですが、人が動く場所ということで必ず老いも 

若きも入ってくるコンビニの中に示す方法。それから市内の各企業、 

それから各相談場所がありますけれど、どこに相談していいのかわ 

からないことが現状ではないかと思います。私は現場を離れてしば 

らくになりますけれども、相談を受ける際は必ずどこに相談すれば 

よいのかと聞かれます。 

   ですから相談場所を明確に示して、先ほど大塚課長さんが強化月 

間に広告を貼っているお話がありましたが、恒常的に掲示していけ 

ればと思います。 

例えばうちのほうでお手伝いできるのであれば、交番の掲示板に 

     も貼ります。 

そういう人目に付き、ぱっと見て覚えて帰り、自分で連絡できる 

ような広報が一番よろしいのではないかと思います。そうすれば相 

談する方が相談内容や相談に行くことを他者に知られなくて済み 

ます。 

 



 

 
 

○大塚   ありがとうございました。 

地域福祉  まず常岡委員さんがおっしゃられた、相談に来れる人は来るけれ 

課長   ども、来ない人が問題ということは、まさにその通りだと思います。 

自殺の実態調査概要、資料２の３、「今後強化を図るべき取組み」 

の中で、健康問題の２番目の四角に「自ら悩みを発信できる力の養 

成」と書いてありますので、これもどうしていけばいいのかを考え 

ていかなければなりませんが、「悩んでいたら相談する」という力を 

身につけていかなければならない。それが難しい問題であり、例え 

ば普段の学校教育の段階から指導していかなければならないと考え 

ております。  

また、髙本委員さんから、人が集まるところで啓発すべきという 

ご意見を頂きました。現在、人が集まるところが多様化していると 

いう問題もございますが、コンビニに行かない方はいないと思い 

ますので、特に若者への対策に関しても、そういったところを考え 

ていきたいと思います。 

当方でも若者への啓発として、例えば成人式で配ることも考えて 

みたのですけれども、成人式ではいろいろな物が配られるので、 

その中で一枚のビラとして配布しても、すぐに捨てられてしまうの 

であれば、あまり効果はないのではないかと考えておりました。コ 

ンビニ啓発という手は今後考えていきたいと思います。ありがとう 

ございました。 

 

○小川   他にございますか。 

委員長 

 

○小松   千城台北小学校の小松と申します。 

 委員   学校の子供たちや、不登校で家に引きこもっている人達にも啓発

を行うというお話がありましたが、千葉市教育センターには家庭訪

問相談員さんが１０名程おりまして、学校にも来られないし、教育

センターにも来られない、相談機関に行って相談もできない子供た

ちの所に訪問し、お家の中でいろいろな対応をする方達がいらっし

ゃいます。家庭訪問相談員さんから、いろいろな話を聞くことも大

きな力になるのではないかと思います。家庭訪問相談員さんに対応

していただいた子供たちが学校に復帰する率も大変高くなっており

ますので、できれば家庭訪問相談員さんをもっと増やしていただき

たいと考えます。 



 

 
 

また、学校に小さな名刺サイズのいろいろな相談機関の電話番号が 

入った物がよく配られるのですが、そういった物も家庭の隅々まで配 

布されますので、最近お金の問題などで少なくなっているように思い 

ますけれども、これからも続けていただきたいと思っています。 

 

○小川   ありがとうございます。他にございますか。 

委員長   なければ私の方から申し上げます。小松委員さんから家庭訪問相 

談員の話がありましたが、私の大学ではカウンセラーの養成をして 

います。養成したカウンセラーたちが相談機関等に勤め、そのカウ 

ンセラーたちがうまく対応できない事例の相談を受けます。 

引きこもりの方の親御さんは、一人親であるとか、精神障害を持 

っている率が高く、ひどい場合は子供が学校に行くことを親御さん 

が阻止して、子どもが閉じこもってしまうことや、その親御さんが 

自殺されているケースもあり、これは学校だけの問題ではありませ 

ん。現状では、保健所に通報しようとしても、学校と親の関係が壊 

れてしまうからできないなどいろいろな形で放置されることが多い 

です。 

そういうことを考えますと、やはり関係機関との連携を行政の中 

で、もう少し考えていただくことが必要ではないかと思います。 

また、私は県の仕事で、高校で全校生徒あるいは学年単位を担当 

し、メンタルヘルスの授業をやることがございます。その授業では、 

うつについての基本的なことと、メンタルリテラシーについてお話 

します。メンタルヘルスリテラシーは、心の健康問題を解決する能 

力を意味します。メンタルヘルスリテラシーという考え方で重要な 

ことは、「愛着」という言葉を作った発達の専門家ボウルビィの言葉 

である、「必要なときに適切な相手を頼ることができれば、大人であ 

る」という考え方です。このような指導を継続的にしていくほうが 

いいと思います。 

また、先ほど髙本さんがおっしゃっていたコンビニやモノレール、 

ホットペッパーの啓発もとてもいいと思いますが、一つお願いがあ 

ります。 

ドイツの虐待の報告を見ていただくと、自殺しそうな人が自分の 

こととして捉えられるような広告の仕方をします。 

例えば、育児が苦しい子供が小さい時期のお母さん向けの広告、 

仕事でいうと派遣切りにあいそうな人達に対して不当な働き方のこ 

とを伝えていく広告であるとか、若い人であれば、先ほど常岡委員 



 

 
 

がおっしゃっていたように仕事で適切な情報がないまま良いように 

使われ、くたびれてしまう。 

東大の大澤教授が経済学的な見地から、名古屋でどういう人がど 

ういう苦しみ方をするかを考え、広告費をどう使い、自殺率がどう 

下がるかという検証をしています。 

今日の話を聞いて千葉市でも、それぞれの層に対し的を絞った広 

告を組み立てるというのはどうかと思いましたが、いかがでしょう 

か。 

 

○大塚   自殺対策を経済学的な検証から行うことはこれまでやっておりま 

地域福祉 せんので、いろいろな面で有効であると考えております。 

課長    ただ、行政単独で一市町村がやるということはなかなか難しい面 

があるかと思います。今まで国も経済学的な見地から自殺を分析し 

たことは無いと思いますので、１１月の国の自殺対策会議において 

も働きかけていきたいと考えます。 

 

○小川   どの層にどう訴えていくかということについて、市民に問うては 

委員長  どうかと思うのですが、いかがでしょうか。 

 

○大塚   年齢別の対策は重要だと考えております。一例を申し上げますと、 

地域福祉 現在ＪＲの千葉駅の近くに「こころと命の相談室」というものを週 

課長   に２回開設しております。これは仕事帰りのサラリーマンをターゲ 

ットに絞り事業を行っており、一律的な啓発より明らかに効果的だ

と思っております。 

 

○小川   ありがとうございます。他にございますか。 

委員長 

 

○小松   私はずっと小学校に勤めていますので、民間企業の中はよくわか 

委員  らないのですが、知り合いの方からの話では、企業では収益を上げる 

ことが第一目標であり、会議等で上手くいかない人はもの凄い罵倒 

をされ、そういうことが重なった方が病気になって休んでしまうこ 

とがよくあると聞いています。 

市役所や学校などの公的な機関にはすぐに自殺対策の広告を掲示 

できると思うのですが、自殺対策の広告が必要な、一般企業で自殺 

に追い込まれている方たちがいる場所に、掲示はされているのでし 



 

 
 

ょうか。もし調査などでわかっているところがあれば教えていただ 

きたいと思います。 

 

○大塚   小松委員さんがおっしゃられた、いわゆるパワーハラスメントに 

地域福祉 ついては「こころの健康センター」のほうで「職場のメンタルヘル 

課長   ス研修」なども行っています。しかし啓発部分においては市の公共 

     機関を中心にやっていました。ＪＲやモノレールでは強化月間に広 

     告を貼っておりますが、非常にお金がかかる事業となっております。 

本連絡協議会では商工会議所さんも委員としておりますし、企業 

内に啓発ポスターなどを貼ることは非常に有効と考えておりますの 

で、検討していきたいと思います。 

 

○小川   他にございますか。 

委員長 

 

○常岡   「自殺」という言葉を、例えば「自死」と変更するなどの検討は、 

委員  私は必要ではないかと思っております。その辺りは何かお考えなのか 

ということと、この計画書は人材育成がほとんどだと思いますが、 

ハード面としての整備体制のようなことは別途に検討されているの 

でしょうか。 

 

○大塚   「自殺」という言葉が広く一般的に使われておりますけれども、 

地域福祉 遺族の方からは「自殺」ではなく「自死」という言葉を使ってほし 

課長   いという話があります。これは千葉市に個別に来ているお話ではな 

く、全国的に遺族会の方が「自死」という言葉を使ってほしいと 

要望していると聞いています。 

ただし、すべてにおいて「自死」という言葉を使うのではなく、 

一般的には「自殺」という言葉を使い、遺族に係ることに関しては 

「自死」という言葉を使うというように分けていきたいと考えてお 

ります。何でも「自殺」、「自死」ではなく、使い分けが重要と考え 

ておりますので、千葉市としても確固たる方針で決めているわけで 

はございませんが、遺族の方々には配慮して「自死」という言葉を 

使う考えでおります。 

また、ハード面での整備は別途に検討しているかどうかについて 

のお話ですが、現行で千葉市が自殺対策として特化して行っている 

事業はさほど多くありません。啓発やゲートキーパーの養成、ＪＲ 



 

 
 

千葉駅近くの「こころと命の相談室」などは自殺対策に特化してい 

ますが、事務局として集まっております各所管課については、各所 

管で行う、または行おうとしている事業の中で、自殺対策にもなる 

事業を挙げていただいております。そういった事業の中でいろいろ 

考えていきたいと思っております。 

 

○小川   よろしいでしょうか。 

委員長 

 

○岡部   今までの話を聞いて二点ございます。 

保健福祉  まず一点目として常岡委員がおっしゃっていたアウトリーチのお 

局次長  話について、大塚のほうからもありましたが、市役所では自殺対策 

に関していろいろな機関で対応することになりますので、それぞれ 

の機関がアウトリーチ、つまり問題を抱えている方を積極的に見つ 

け出して掘り起こしていく作業が必要だと思います。 

例えば各区保健福祉センターでは、自殺対策に限らず、引きこも 

り、生活困窮者や高齢者の方など問題を抱えている方に対するアウ 

トリーチの強化が課題となっておりますので、それぞれ政策の必要 

性の中で、それぞれアウトリーチ活動を強化していくことを考えて 

おります。問題を抱えている方を見つけ出すことは自殺対策にも寄 

与することになると思います。 

二点目として、小松委員さんからパワハラの問題に関するお話が 

ありましたが、これは労働問題をどうしていくのかということだと 

思います。 

      承知しています限りでは、労働基準監督署で対応できない労働相 

談は労働局が対応することが基本となっております。特に労働局本 

局が行っている個別労働紛争解決制度の周知等は市としても協力し 

ていきたいと思っております。 

 

○小川   何かご意見はございますか。 

委員長 

 

○田那村  千葉市医師会から来ました田那村と申します。 

副委員長  私は在宅介護の問題について話し合う会議に出ております。在宅

介護と自殺対策は、問題と解決するための手段をどう具体化する

かが非常に似ていると思います。 



 

 
 

自殺では自殺者をどう出させないか、介護ではどう健康寿命を延 

ばし介護を必要とする方を出さないか。自殺しそうな方をどう見つ 

けるか、介護では一人独居の介護が必要な方をどう見つけるか、見 

つけた時に対応をどう一本化するか、相談の入口はどこか。 

例えば介護では地域包括支援センターがあります。地域包括支援 

センターの担当者が行政、介護、医療関係と連絡を取るなどを考え 

ます。 

予算のある介護の世界だからできるのでしょうけれど、流れとし 

ては自殺の大綱を具体化する時に非常に役立つと思いました。 

 

○小川   他にございませんか。 

委員長   無いようですので、次第の「３ 議題」を終了させていただきま 

す。 

議事を進めます。 

次第の「４ その他」として、委員の皆様から何かございますか。 

   無いようですので、次第の「４ その他」を終了させていただき

ます。 

      以上で、本日の議事は全て終了いたしました。 

事務局におかれては、本日の会議で出ました質問や意見を参考に、 

千葉市自殺対策計画の一部見直しを進めていただければと思います。 

      それでは、進行を事務局のほうにお返しいたします。 

 

○和田   皆様、長時間にわたり誠にありがとうございました。 

厚生係長  最後に、事務連絡を二点申し上げます。 

   計画の一部見直し（案）について何かご意見がありましたら、別 

添の「意見書」に記入のうえ、恐れ入りますが、ファックスまたは 

メールで１１月５日の水曜日までに送付くださるようお願いいたし 

ます。 

また、本庁舎の市民駐車場にお車を止めていらっしゃる方は、駐

車券に印鑑を押印いたしますので、事務局職員までお申し出くださ

い。 

これをもちまして、本日の「平成２６年度第１回千葉市自殺対策 

連絡協議会」を閉会させていただきます。 

どうぞ気をつけてお帰りください。 


