
平成２６年度第２回千葉市自殺対策連絡協議会 

 

１ 日 時 平成２７年３月９日（月）１４時００分～１５時１５分 

 

２ 会 場 総合保健医療センター ５階大会議室 

 

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               井出委員  

福祉関係  （社福）千葉市社会福祉協議会         土屋副委員長 

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          岩坂委員  

（一社）日本産業カウンセラー協会東関東支部 大槻委員 

（一社）千葉市老人クラブ連合会       平島委員 

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  

労働関係  千葉労働基準監督署             高安委員 

法律関係  千葉県弁護士会             常岡委員  

   

＜千葉市＞ 

市民局      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、石渡保護課長補佐、 

佐藤精神保健福祉課長、井上こころの健康センター所長 

こども未来局   渡邉健全育成課長 

経済農政局   村杉経済企画課長 

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 安部指導課主任指導主事 

   

＜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 

  （１）委員長、副委員長の選出について 

  （２）千葉市自殺対策計画の改定について（報告） 

 

 

 

 



５ 議事概要 

（１）委員長、副委員長の選任 

任期満了に伴い、委員が改選されたため、互選により、小川委員が委員長に、 

土屋委員が副委員長に選任された。 

（２）議題 

千葉市自殺対策計画の改定について説明した後、質疑応答及び意見交換があった。  

 

６ その他 

  事務局より、自殺対策強化月間における実施事業について、保護課より生活自立・仕 

事相談センターの活動について報告した。 

 

７ 会議経過 

 

和田厚生  ただ今から、「平成２６年度第２回千葉市自殺対策連絡協議会」開催させ 

係長   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１－１として、「２６年度第 

１回千葉市自殺対策連絡協議会（２６年１０月２９日開催）における委員の 

皆様からのご意見ならびに意見書によるご意見について」、資料１－２とし 

て、「協議会および意見書による意見反映一覧」、資料２－１として、「千 

葉市自殺対策計画の一部見直し（案）に係るパブリックコメント手続の実施 

について」、資料２－２として、「パブリックコメント手続による意見反映 

一覧」、資料３として、「千葉市自殺対策計画（平成２７年３月改定）」、 

資料４として、「千葉市自殺対策計画（平成２７年３月改定）の概要」、参 

考資料として、「平成２６年度自殺対策強化月間事業実施予定一覧」、別添 

として、「ホットペッパー千葉版３月号」、「自殺対策啓発ステッカー」、 

「生活自立・仕事相談センターチラシ」中央区版と稲毛区版となっており 

ます。 

      ご確認はよろしいでしょうか。 

それでは、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  保健福祉局次長の岡部でございます。 

福祉局次長  本日は、年度末のお忙しい中ご出席いただき、誠にありがとうございます。

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 

をいただいたこと、誠に感謝申し上げます。 

本日は、平成２６年度第２回の自殺対策連絡協議会です。本年２月１日に 

委員の皆様が任期満了を迎え、委員の改選がございました。一部の委員につ 



いては新たに就任していただきました。また引き続き委員就任をご快諾くだ 

さった委員の皆様にも感謝申し上げます。 

本日の議題としましては、まず委員長・副委員長を選出していただきます。 

その後、前回の協議会でご意見を頂戴しました「千葉市自殺対策計画」の 

一部見直しについて、頂戴したご意見の計画への反映状況、およびパブリッ 

クコメントの実施結果等をご報告させていただきます。 

本市といたしましては、自殺対策におきまして、本市の関係機関の皆様と 

共に政策を進めていくことが必要と考えておりますので、今後も皆様と共に、 

自殺対策を推進していくために、それぞれの立場からご意見を頂ければと思 

います。 

それでは、今後ともご協力をお願いすることと、本日の審議を、どうぞよ 

ろしくお願い申し上げます。 

 

和田厚生  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。 

係長   「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、一般社団法人千葉市医師会の田那村彰委員、 

千葉商工会議所の北山洋一委員、公益財団法人千葉市産業振興財団の、髙橋 

義郎委員の３名の方が、所用によりご欠席されております。また、千葉市小 

中学校長学校運営協議会の平野委員におかれましては、少々遅れる旨のご連 

絡をいただいており、間もなく到着される予定です。平野委員を合わせて、 

１１人のご出席をいただく予定でございますので、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。 

なお、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。 

続きまして、事務局より、委員の皆様のご紹介、および事務局職員を紹介 

     させていただきます。 

 

大塚地域  地域福祉課長の大塚でございます。 

福祉課長  お手元の「委員名簿」の順に、委員の皆様をご紹介させていただきます。 

淑徳大学の小川恵委員でございます。 

 

小川委員  小川と申します。よろしくお願いいたします。  

 

大塚地域  千葉県警察千葉市警察部の井出明夫委員でございます。 

福祉課長 

 

井出委員  井出です。よろしくお願いいたします。 

 



大塚地域  社会福祉法人千葉市社会福祉協議会の、土屋稔委員でございます。 

福祉課長 

 

土屋委員  土屋でございます。よろしくお願いいたします。 

 

大塚地域  千葉市民生委員児童委員協議会の、余語一晃委員でございます。 

福祉課長 

 

余語委員  余語です。よろしくお願いいたします。 

  

大塚地域  社会福祉法人千葉いのちの電話の、岩坂友子委員でございます。 

福祉課長 

 

岩坂委員  岩坂と申します。よろしくお願いいたします。 

 

大塚地域  一般社団法人日本産業カウンセラー協会東関東支部の大槻敏子委員でご 

福祉課長 ざいます。 

 

大槻委員  大槻でございます。よろしくお願いいたします。 

 

大塚地域  一般社団法人千葉市老人クラブ連合会の平島弘二委員でございます。 

福祉課長 

 

平島委員  平島です。よろしくお願いします。 

 

大塚地域  千葉市小中学校長学校運営協議会の小松礼子委員でございます。 

福祉課長 

 

小松委員  小松です。よろしくお願いいたします。 

 

大塚地域  千葉労働基準監督署の高安俊行委員でございます。 

福祉課長 

 

高安委員  高安です。よろしくお願いいたします。 

 

 

大塚地域  千葉県弁護士会の常岡久寿雄委員でございます。 

福祉課長 

 

常岡委員  常岡です。よろしくお願いいたします。 



大塚地域  なお、委員名簿の上から３番目、一般社団法人千葉市医師会から推薦いただ 

福祉課長 く委員につきましては、前回に引き続き、田那村彰様に就任いただける旨の内 

諾を得ており、千葉市医師会からの推薦書が届き次第、正式に委員に就任いた 

だく予定でございますので、ご報告いたします。 

 委員の皆様のご紹介は以上でございます。 

次に、事務局職員を紹介いたします。 

 先ほどご挨拶させていただきました、保健福祉局次長の岡部史哉でござい 

ます。 

 

岡部保健  岡部です。よろしくお願いいたします。  

福祉局次長 

 

大塚地域  私は、保健福祉局地域福祉課課長の大塚和美でございます。 

福祉課長  よろしくお願いいたします。 

その他の職員につきましては、恐れ入りますが、お手元の席次表で、紹介 

に代えさせていただきます。 

紹介は以上でございます。 

 

和田厚生  それでは、これより議題に入らせていただきます。 

係長   「３ 議題の(１)」、委員長、副委員長の選出についてでございます。 

「千葉市自殺対策連絡協議会規約」の第７条第１項により、「協議会は、委 

員長が招集し、その議長となる。」と規定されておりますが、本日は、委員 

改選後、はじめての協議会となりますので、委員長が決まるまでの間、保健 

福祉局次長の岡部が務めさせていただいてよろしいでしょうか。 

 

委 員  （異議なし） 

 

和田厚生  ありがとうございます。では、岡部次長お願いします。 

係長 

 

岡部保健  では、僭越ながら、私が務めさせていただきます。「千葉市自殺対策連絡 

福祉局次長 協議会規約」の第６条第２項により、「委員長は、委員の互選により定める。」 

と規定されておりますので、皆様の互選により委員長を選出していただきた 

いと存じます。どなたか、ご推薦をお願いいたします。 

 

余語委員  前任期中、委員長をお引き受けいただいた小川委員さんは、自殺対策等へ 

の造詣が深いので、委員長として適任ではないでしょうか。 

 

岡部保健  ただ今、余語委員さんから、委員長に小川委員さんを推薦するとのご意見 

福祉局次長 がございましたが、いかがでしょうか。 



委 員   （異議なし） 

 

岡部保健  それでは、委員長は小川委員さんにお願いしたいと存じますが、小川委員、 

福祉局次長 お引き受けいただけますでしょうか。 

 

小川委員  はい。よろしくお願いいたします。 

  

岡部保健  それでは、小川委員を委員長とすることに決しました。以後の会議の進行 

福祉局次長  は、小川委員長にお願いしたいと存じます。小川委員長には席をお移りい 

ただき、就任のご挨拶をいただきたいと存じます。 

ご協力ありがとうございました。 

 

小川委員長  皆さんこんにちは。ただ今ご推薦いただきました小川と申します。 

   前回委員長を務めさせていただいたときは、不慣れでございましたが、皆 

  様のご協力で務め上げることができました。今回も委員長を務めることにな 

  りましたので、よろしくお願いいたします。 

それでは、議事を続けます。 

副委員長の選出についてですが、「千葉市自殺対策連絡協議会規約」の第 

６条第４項により、「副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。」と 

規定されておりますので、僭越ながら、私の方から副委員長を指名させてい 

ただきます。 

副委員長は、地域福祉の要である社会福祉協議会の会長でいらっしゃる、 

土屋委員にお願いしたいと思いますが、土屋委員、お引き受けいただけます 

でしょうか。 

 

土屋委員  お引き受けいたします。 

 

小川委員長  それでは、土屋委員を副委員長とすることに決しました。土屋委員には席 

を移っていただいて、就任のご挨拶をいただきたいと存じます。 

 

土屋副   只今、委員長のご推薦をいただき、副委員長を務めることになりました、 

委員長  土屋でございます。 

私どもは社会福祉協議会において心配ごと相談所を開設しており、人の悩 

みや相談を受けております。国の資料を見ますと、４、５年前は自殺者数が 

約３万人でしたが、昨今は減りつつあり良い傾向でございます。しかし、ま 

だ２万数千人の方々が、自殺をされています。委員の皆様と協力しながら、 

改善に向けて取り組んでいきたいと思います。また小川委員長のお助けにな 

れるよう努力してまいりますので、皆様どうぞよろしくお願いいたします。 

 

小川委員長  ありがとうございました。 



 議事を続けます。「３ 議題の（２）」、千葉市自殺対策計画の改定につ 

いて、事務局より説明願います。 

 

大塚地域  地域福祉課長の大塚でございます。失礼して、座って説明させていただき 

福祉課長 ます。 

本市の自殺対策計画の改定については、委員の皆様に対し、昨年１０月の 

前回の協議会で案をご説明し、頂いたご意見等を踏まえ、この案を一部修正 

し、これについて１２月の約１か月間、パブリックコメント手続を実施し、 

頂いた意見を反映させた最終案を作成し、先般、市長決裁により改定が終了 

したところです。 

本日は、改定した計画について、前回の協議会で委員の皆様から頂いたご 

意見等の反映状況とパブリックコメントの反映状況をご報告させていただ 

きます。 

はじめに、「資料４ 千葉市自殺対策計画(平成２７年３月改定)の概要」 

     をご覧ください。委員改選により新任の委員の方もいらっしゃいますので、 

     改定の概要について、改めてご説明させていただきます。 

      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」と記載していたことから、今回、 

平成２４年８月の国の大綱の見直しに呼応する形で、市計画を改定したもの 

です。 

      改定にあたっては、「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、新規またはこれまでの計画より 

も強調して盛り込む」、「計画の期間については、次の国の大綱の見直しの 

時期が平成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２９年１０月から３０年 

９月の間に策定し、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、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。 

      なお、改定した計画書そのものについては、お手元に「資料３」として配 

付させていただきましたので、後ほどご覧ください。 

      それでは、「資料１－１ ２６年度第１回千葉市自殺対策連絡協議会にお 

ける委員の皆様からのご意見ならびに意見書によるご意見について」をご覧 

ください。 

      この資料は、前回の協議会で、委員の皆様から頂きましたご意見と協議会 



終了後に頂いた意見書によるご意見について、その概要と市の対応をまとめ 

たものです。 

      本日は、頂いたご意見のうち、計画に反映した項目のみについてご説明い 

たします。なお、計画に反映した部分には下線を引いております。 

      はじめに、１つ目、「関係機関が持っている情報を一元化するとともに、 

関係機関が積極的に情報を共有すべき」というご意見です。情報の一元化に 

は様々な調整が必要であり、導入には時間がかかりますが、関係機関の積極 

的な情報共有や連携強化については、一元化と比べて取り組みやすく、かつ 

重要な視点であると考えましたので、第５章「推進体制等」の部分に、「情 

報共有および連携強化」を新たな項目として追加しました。 

      次に、４つ目、「労働問題や労働相談を充実させるとともに、若年層への 

自殺対策、具体的には、若い人が集まる場所で自殺対策の取組みを推進すべ 

き」というご意見です。 

若年層対策については、具体的な取組みが記載されていなかったことから、 

若者をはじめとした、市民が多く集まる場所での啓発活動について、追加し 

ました。 

      次に、５つ目、千葉市警察部から、「第４章の１ 自殺の実態を明らかに 

する」の具体的取組事項の中に、『自殺者に関するデータ提供』が入ってい 

るが、市内の自殺者に関するデータは、千葉県警および警察庁を通じて、既 

に国に提供しており、市に直接提供は行っていないことから、ここでの具体 

的取組みとしては削除すべき」とのご意見です。 

      現在、本市の自殺者数を集計・分析する際には、国から提供されている 

     データを使用しており、千葉市警察部からは直接的な提供を受けていないこ 

     とから、具体的取組みの所管部署から削除しました。 

      最後に、一番下、千葉産業保健総合支援センターから、「現在は組織の名 

称を変更しており、取組みも変更している」とのご意見です。 

      センターからの修正文案のとおりに、名称および具体的な取組み内容を修 

正しました。 

      いただきましたご意見の概要と市の対応については以上ですが、実際に変 

更した内容については、「資料１－２ 協議会および意見書による意見反映 

一覧」にまとめてありますので、後ほどご覧ください。 

続きまして、資料２－１「千葉市自殺対策計画の一部見直し（案）」に係 

るパブリックコメント手続の実施について」をご覧ください。昨年１２月、 

千葉市市民参加および協働に関する条例に基づいてパブリックコメント手 

続を実施し、市民の皆様からの意見を募集しました。 

公表期間、公表方法、意見の募集、募集結果については、記載のとおりで 

す。 

      意見の概要と市の考え方については、５のとおりで、「パワハラや過重労 

働、いじめ対策については、被害者側の救済だけでなく、問題を発生させる 

側の対策も実施するべき」とのご意見でした。 



      労働問題については、問題を発生させる側についても様々な取組みを記載 

していましたが、いじめ対策については、心のケアなど被害者の視点を中心 

に記載し、問題の発生抑制についてはあまり触れていなかったことから、い 

じめの未然防止に取組むことを追加しました。 

      頂きましたご意見の概要と市の対応については以上ですが、実際に変更し 

た内容については、「資料２－２ パブリックコメント手続による意見反映 

一覧」にまとめてありますので、後ほどご覧ください。 

 

最後に、本計画は、４月１日から施行することとし、これまでと同様、定 

期的に具体的取組みについて、所管する部署に確認し、数値目標である「自 

殺死亡率１７．３以下」の達成に向けて、引き続き、取組みを進めて参りま 

す。 

なお、計画書につきましては、現在、製本作業を進めておりますので、完 

成しましたら、後日、委員の皆様にお渡しいたします。説明は以上です。 

 

小川委員長  ただ今の報告に対し、ご質問等がありましたらお願いいたします。  

ございませんでしょうか、それではまず私が口火を切ります。パブリック 

コメントが１件しか出なかったことは、少なすぎると思います。 

議事録の公開が昨年から始まって、アクセシビリティが上がったことを考 

えると、パブリックコメントを実施する際に、もう少し周知方法を考えるべ 

きだったのではないでしょうか。 

 

大塚地域  パブリックコメント手続きにつきましては、市の所定の方法に則って実施 

福祉課長 した結果、１件だったということになります。パブリックコメントは市民の 

関心の度合いで寄せられる意見数が異なります。 

自殺対策について市では、これまでも自ら選択した死ではないということ 

を啓発しておりますが、パブリックコメントの結果を踏まえ、今後もさらに 

周知していく必要があると考えております。 

 

小川委員長  そういったことを踏まえ、前回までの自殺対策連絡協議会において、どう 

広報していくかを考えてきたのではないかと思います。市民に自殺について 

より広く知ってもらい、意見を広く集めるためには、どうしたらよいのか、 

まだ反省すべき問題として残っていると思います。 

 

大塚地域  委員長のおっしゃる通り、私どもといたしましても、自殺対策において啓 

福祉課長 発を重点的に行っております。毎年９月に九都県市の自殺対策強化月間と、 

３月に国の自殺対策強化月間があり、本市においても９月と３月に自殺対策 

を重点的に行っております。 

啓発については２点意味があると思います。１つめは、自殺は誰にでも起 

こりうることであり、他人事ではないということ。自殺は周りの気づきと 



適切な対応でその多くは防げること。２つめは、相談窓口の周知ということ

     がございます。その両方の観点から、様々な啓発を行っております。過去 

の啓発事例を申し上げますと、モノレールやバスのラッピング広告、電車の 

車内広告、駅貼りのポスター、その他に、後ほど説明をさせていただきます 

が、相談窓口を記載したステッカーを公共施設に貼ることや、若者がよく読 

む雑誌で、コンビニや駅で無料配布しているホットペッパーの表紙の裏面に 

自殺対策の広告を出しております。 

私どもといたしましても、引き続き自殺対策の啓発を行っていきたいと考 

えています。 

 

小川委員長  他にございますでしょうか。 

 

常岡委員  確認ですが、資料４「千葉市自殺対策計画の概要」に自殺未遂者、遺族へ 

の支援が記載されています。改定の中で、関係機関相互の情報共有を検討い 

ただけたと思いますが、情報共有は遺族に対してもできるということでよろ 

しいでしょうか。 

また、パブリックコメントにある、学校でいじめを行う者、つまり加害者 

     への支援も必要となってくると思いますが、今のところまだ計画には盛り込 

     まれていないということでよろしいでしょうか。２点伺います。 

 

大塚地域  自殺未遂者の実態把握について、社会福祉法人千葉いのちの電話が主体と 

福祉課長 なり、「わかちあいの会ひだまり」という遺族の方々が共通の体験を分かち 

合う場を月に１回程度設けております。この事業の運営を市は支援するとい 

うことで補助金を支出しています。 

      自殺未遂者の情報共有は難しいことですので、情報共有をするメリットが 

あるかどうかを考え、いのちの電話と協議して慎重に対応していきたいと思 

います。  

      また、いじめ問題については、具体的な対策がまだ見えてこないところで 

はあるのですが、例えば学校で課外授業をして、仲間意識を醸成するという 

ことをやられておりますので、教育委員会が中心となって対策を行っていき 

たいと思います。  

 

常岡委員  遺族に関して、遺された方、特に世帯主が亡くなれば生活苦が出てくると 

思いますので、そういった意味の把握や情報共有ができるのかを確認したい 

ところです。 

 

大塚地域  自殺について、誰が亡くなったかにより困ることが異なる状況にあります。 

福祉課長  世帯主が亡くなると、どう生計を立てていくかが問題になります。 

市では生活困窮者対策を行っており、千葉いのちの電話からご相談があれ 

ば、そういった対策をご案内します。また市の方から「わかちあいの会ひ 



だまり」に出向いて説明するなどの対応を取り、連携したいと思います。 

 

平島委員  千葉市老人クラブ連合会副会長として、自殺対策の委員を任命された平島 

でございます。どんな論議をされるかと、かなりの諦めを持ち、かなりの期 

待を持ち、初めて出席しました。どうしても言っておきたいことがありま 

す。 

      千葉県健康福祉部高齢者福祉課が高齢者孤立化防止活動「ちばSSKプロジ 

ェクト」（しない、させない、孤立化！）という孤立化防止キャンペーンを 

行っています。しかし、なぜ孤立死がいけないのか、なぜ自殺がいけないの 

か、なぜいじめはいけないのか、なぜ結婚しなければならないのか、という 

道徳的な原点の部分がはっきりしない。孤立するのも自殺するのも勝手、い 

じめられる側にも原因があるという考えまでも出ました。 

      是非とも命を大事にするということの原点を確かめて、自殺対策を進めて 

いただきたいと思います。 

 

小川委員長  平島委員の話については、難しいところがあると思いますが、学校教育段 

階で学校の中で教えることと、１８歳以降の市民に語りかけていくことと、 

２つあると思います。本会では学校関係の方にも出ていただいておりますが、 

先生の委員からご意見を聞きたいと思うのですがいかがでしょうか。 

 

小松委員  小学校に勤めている小松と申します。子どもたちに、いじめの構造などを 

     教えることで、いじめを防ぐことに繋がると感じております。 

      被害者や加害者、傍観者など、いじめが起きている人間関係の構造の中で 

自分がどこにいるかを認識させるだけでも、いじめられる子との関わり方が 

違うと思います。 

      また、本校に千葉大医学部の院生に、院生が作成した「いじめのビデオ」 

を使い授業をしていただく機会がありました。そのビデオでは、子どもたち 

が誰かいじめられていると気づいても、それを先生や大人に「話す」ことが 

出来ない。先生や大人に話すことを「チクる」という行為になると考える子 

が多く、「チクる」ことと友達がいじめられていることを教えてあげること 

とでは全く意味が違うという、言葉の説明からしなければならない。そこで 

「チクる」ということは自分が利益を得ようとしてやること。「教えてあげ 

る」ということは、友達を助けるためにやるということを、分別して理解さ 

せる内容でした。 

ビデオを見る前と後でアンケートを実施すると、いじめについての意識が 

     変わっている様子が良くわかりました。そして、２か月後にビデオを見ずに 

アンケートを取りましたが、意識の定着率が高かったので、きちんと指導し 

ていくことが大事だと思いました。 

 

小川委員長  ありがとうございました。例えば私は大学に勤めていますが、学生からバ 



     イトの話を聞くと、それはパワハラだと思う話もあります。学生はそれをパ 

ワハラと理解していないこともありますし、それをどこにどう伝えてよいの 

かを分かっていないことがあります。基本的な生きていくための情報が得ら 

れていないようですが、こういった社会に出てからのことについて、労働関 

係や弁護士の方など、社会における権利擁護の立場の方がいらっしゃると思 

いますので、ご意見を頂けますでしょうか。 

 

高安委員  資料番号３の１５ページ、こちらに「心の健康づくりを進める」というこ 

     とで千葉労働基準監督署で進めている事業について記載されております。 

職場におけるメンタルヘルス対策を推進するため、現在職場でメンタルヘ 

ルス対策に取り組んでいる事業所は大体半分ほどしかありません。これを平 

成２９年に８割になることを目指しています。メンタルヘルス対策は、心の 

健康づくりを進めるということで、事業所には「心の健康づくり計画」を作 

成していただき、メンタルヘルス対策を定着させていくことをお願いしてい 

ます。 

      続いて、「セルフケア」、「職場の管理監督者によるケア」、「事業所内 

産業保健スタッフによるケア」、「事業所外資源によるケア」という４つの 

ケアについても推進していきます。 

 また最近では、パワハラ・セクハラが原因で心の健康を損ねる方が多いた 

め、パワハラなどの対策も順次進めていく次第でございます。 

      そして、「千葉産業保健総合支援センター」がございます。こちらのセン 

ターではメンタルヘルス対策について精通した者がおらず、推進の方法がわ 

からない場合に相談等行っておりまして、必要に応じて講師の派遣も行って 

おります。 

      さらに、総合保健医療センターの中に「地域産業保健センター」がござい 

まして、こちらでは、労働者数５０名以下の事業所にメンタルヘルス・産業 

保健・労働者の健康についての相談も行ってございます。 

このように、心の健康づくりについて進めて行っております。 

 

小川委員長  ありがとうございます。様々な組織のセーフティネットがそれぞれ委員の 

間で結ぶことが本会の大切なところであると思っております。 

      他に意見はございますでしょうか。 

 

小松委員  意見という程ではないのですが、千葉都市モノレール内に“死なないであ 

なたの苦しみ受け止めたい”という広告があり、とても目につきました。こ 

の広告の連絡先をもう少し大きくしていただけたら、より良いのではないか 

と思いました。 

 

小川委員長  ありがとうございます。他にございませんでしょうか。 

 



大槻委員  産業カウンセラー協会の大槻です。ただ今、モノレール内の広告について 

     お話が出ましたが、モノレール内の広告を見て相談に来られた方もいました 

     が、人数は多くなく、自殺対策強化月間の周知について課題が残るというこ 

     とで、産業カウンセラー協会でも話し合いを持ちました。また、来年度に強 

     化月間が年２回あるといたしますと、その週間を市民に理解していただくた 

     めに、どう取り組むべきか。少し掲示の期間を早くするなど、今年度とは 

違うやり方で変わってくるのではないかと感じました。 

私たちが手を差し伸べることができる部分が伝わりきれていないと思い 

ますので、その辺を皆様により知っていただけるような関わり方をどうぞ 

よろしくお願いいたします。  

 

小川委員長  ありがとうございます。他にございませんでしょうか。 

 

岩坂委員  千葉いのちの電話、岩坂と申します。 

      ホットペッパーの広告に千葉いのちの電話は電話相談ということで電話 

番号を掲載していただいておりますが、千葉いのちの電話の活動として、先 

ほどお話がありました「分かち合いの会ひだまり」があります。また、対面 

相談の実施や、若い人は電話よりメールのやり取りのほうが多いことから、 

インターネット相談も実施しております。これは３回まで相談できます。 

ホットペッパーによる啓発が若い方向けであれば、インターネット相談の 

掲載についてもご検討いただければと思います。実際に統計を取りますと、 

     利用されている方は若い年代が多いです。 

 

大塚地域  啓発につきまして、委員の皆様からご意見をいただき、ありがとうございま 

福祉課長 した。 

現在、モノレールや京成電鉄に広告を出しておりますが、こちらは千葉県 

が出しているものです。本市も平成２５年度に京成の駅舎にポスターを貼り 

ました。平成２４年度にはモノレールと京成電鉄の車内に広告を、平成２３ 

年度にはバスなどのラッピング広告を実施し、バスの座席の後ろにもステッ 

カーを貼ったことがございます。しかし、こういった啓発はお金がかかりま 

す。特にＪＲは掲出料が高く、駅の中でも乗降客が多い駅ほど値段が高いた 

め難しいという事情がございます。今後はお金との兼ね合いも考えながら、 

啓発の方法について工夫していきたいと思います。 

また、こちらは情報提供になりますが、現在国からの自殺対策の補助が、 

本年度までは自殺対策緊急強化基金として、都道府県に国がお金を出し、都 

道府県が事業を実施する自治体に分配する形を取っておりました。そのため、 

本市を含む事業を実施する自治体の事業費は、国からの補助で全額賄ってお 

りました。ところが近年自殺者が減少傾向にあることから、国も基金の有り 

方を考え直し、従前どおりどの事業でも全額補助する訳ではなく、事業対象 

を絞ることや、補助率を見直すことになっております。そのため本市として 



も、事業を精査していかなければならないと考えています。  

 

小川委員長  ありがとうございました。他にご意見ございますでしょうか。 

 

大槻委員  「生活自立・仕事相談センター」のチラシについてですが、チラシを見た 

     方が、自分がチラシの内容に該当するかわからないことがあると思います。 

このチラシの裏面には、相談者の事例が載っていて、チラシを見た方が自 

     分が該当しているかどうかがわかりやすく、とても良いと思いました。 

 

小川委員長  ありがとうございました。他にございませんか。 

      無いようですので、「３ 議題」を終了させていただきます。 

次に「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、事務局のほうから何かございますか。 

 

半澤地域福  地域福祉課課長補佐の半澤でございます。事務局から、２点ほど、ご報告の 

祉課長補佐 時間を頂戴したいと思います。はじめに、地域福祉課から３月の自殺対策強化 

月間に係る事業について、続いて保護課から、生活困窮者の支援事業について 

説明させていただきます。 

失礼して、座って説明させていただきます。 

３月は、全国的に自殺者が増加する傾向にあることから、国が３月を「自殺 

対策強化月間」に定めており、全国で自殺防止に関する様々な取組みが行われ 

ております。 

これにあわせて、本市でも、自殺対策の取組みを展開しておりますので、紹 

介させていただきます。お手元に、参考資料の「平成２６年度自殺対策強化月 

間事業実施予定一覧」をご用意ください。ここには、本市が３月に行う、主な 

自殺対策の取り組みを記載しています。 

はじめに、表の一番上、「対面相談事業の臨時開設」についてです。 

現在、市では「千葉市こころと命の相談室」として、毎週月曜日と金曜日、 

ＪＲ千葉駅近くにおいて、対面相談の窓口を設置しておりますが、自殺対策強 

化月間である３月のうち、３日・火曜日から５日・木曜日まで、臨時に相談窓 

口を開設いたしました。これによって、３月２日・月曜日から３月６日・金曜 

日まで、連続して５日間、相談窓口を開設いたしました。 

次に、表の上から２番目、「フリーペーパーでの啓発広告掲出」についてです 

が、これは主に若年層への自殺対策として行ったもので、ホットペッパーとい 

う、月刊の無料クーポンマガジン、この千葉版３月号の表紙の裏１面を使い、 

啓発広告を掲載しました。実際の広告につきましては、机上に冊子を配付して 

ございますので、後ほどご覧いただければと思います。 

次に、表の上から３番目、「公共施設でのトイレ内、啓発ステッカー掲出」に 

     ついてです。 

市の公共施設のトイレに、自殺対策啓発ステッカーを１か月間掲出しており 



ます。実際のステッカーも机上に配付してございますので、後ほどご覧いただ 

ければと思います。 

次に、表の上から４番目、「自殺対策講演会の開催」についてです。「子ども 

の自殺予防～文部科学省の検討会から見えてきたもの～」をテーマに、千葉市 

こころの健康センターで講演会を開催いたしました。 

      次に、表の上から５番目、「ゲートキーパー養成研修の開催」についてです。 

今年度は、主に市立小・中学校教職員や民生委員を対象に、ゲートキーパー 

養成研修を８回開催してまいりましたが、３月は少し趣を変えまして、散髪の 

際にお客さまと話す機会の多い、市内の美容業者を対象に、ゲートキーパーの 

養成研修を実施いたします。ちょうど明日、１０日に開催することとなってい 

ます。 

      最後に、表の一番下、「全国一斉こころの健康相談統一ダイヤルの開設」につ 

いてです。３月２日から８日まで、全国統一の電話番号、「０５７０－０６４－ 

５５６」、こちらは「おこなおう まもろうよ こころ」と読むそうです。こち 

らを開設し、本市内からその電話番号に電話をかけると、自動的に市の相談ダ 

イヤルである「こころの電話」に転送され、相談をお受けするというシステム 

に参加いたしました。私からの説明は以上です。 

引き続き、保護課から、生活困窮者の支援事業についてご説明いたします。 

 

石渡保護  保護課課長補佐の石渡と申します。よろしくお願いします。 

課長補佐  保護課では、平成２５年１２月から失業や病気など様々な理由によって生 

     活にお困りの方々の相談を受け、自立に向けた支援をする相談の窓口、「生 

     活自立・仕事相談センター」を中央区および稲毛区に開設いたしました。お 

     手元に配らせていただきました中央区のチラシ裏面のように、様々なケース 

     に対する支援を行っております。本日お越しいただいております皆様に対し 

て、日頃のご活躍の中で両センターがお役にたてるようなことがございまし 

たら、このセンターのご紹介をいただきたいというお願いをこの場でさせて 

いただきたいと思います。また、自らＳＯＳを発してセンターに来ることが 

難しい方に対しましては、センターから積極的に訪問するアウトリーチ活動 

も進めております。来ることが難しい方がおりましたら、センターに直接情 

報を頂ければ対処したいと存じますので、どうぞよろしくお願いします。 

保護課からは以上です。ありがとうございました。 

 

小川委員長  ありがとうございました。ただ今の２つの報告に対し、ご質問等ございま 

     すか。無ければ、私から申し上げます。 

      参考資料の上から３番目、公共施設のトイレ内啓発ステッカーについて、 

公共施設以外にも貼ることはできないのでしょうか。区役所や保健福祉セン 

ター、公民館などにアクセスできる人は社会的資源が十分使える方なのでは 

ないかと思います。 

広告を掲載するには費用の問題があると思いますが、企業の協賛を募るな 



ど何らかの形で資金を確保することも一つの手立てではないかと思います。 

 

大塚地域  費用の問題について、私どもも民間企業に打診をいたしましたが、断られ 

福祉課長 ている状況でございます。委員長のおっしゃる通り、区役所、公民館となり 

ますと来れる人も限定されます。今回は、公共施設の中でもレジャー施設 

として千葉市動物公園や三陽メディアフラワーミュージアムにも貼らせて 

いただいております。 

      今後は公共施設だけに留めることのないよう、民間施設のほうにもアプ 

ローチを粘り強く行っていきたいと思います。 

 

小川委員長  ありがとうございます。他にご質問等はございますか。  

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、自殺 

対策を進めていただきたいと思います。 

それでは、進行を事務局のほうにお返しいたします。 

 

和田厚生  皆様、長時間にわたり誠にありがとうございました。 

係長   これをもちまして、本日の「平成２６年度第２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。どうぞ気を付けてお帰りください。 


