
平成２７年度第１回千葉市自殺対策連絡協議会 

 

 

１ 日 時 平成２７年８月３１日（月）１５時００分～１７時００分 

 

２ 会 場 千葉市役所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         井出委員  

医療関係  （一社）千葉市医師会       浅野委員 

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）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  御園生委員 

千葉市小中学校長学校運営協議会 関委員  

労働関係  千葉労働基準監督署       高安委員 

経済関係  （公財）千葉市産業振興財団    稲増委員  

   

＜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、市原保護課長、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   大町こども家庭支援課長 

経済農政局   大久保経済企画課主査 

区保健福祉センター 石井稲毛区健康課長 

消防局    深井救急課長 

教育委員会事務局 大西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、和田主査、犬飼、山下、佐藤 

 

４ 議 題 

（１）千葉市の自殺者数等について 

（２）千葉市自殺対策計画における平成２６・２７年度の具体的な取組みについて 

（３）若年層への自殺対策について 

 

 



５ 議事概要 

（１）新任委員の紹介 

人事発令等により新たに、浅野委員、御園生委員、関委員、河野委員、稲増委員 

が選任された。 

（２）議題 

議題２「千葉市自殺対策計画における平成２６・２７年度の具体的な取組みにつ 

いて」、議題３「若年層への自殺対策について」について質疑応答があった。 

 （３）意見交換 

    各委員から、所属団体での自殺対策に関する取組みや意見等を発表した。 

   

６ 会議経過 

 

和田主査  定刻となりましたので、ただ今から、「平成２７年度第１回千葉市自殺対策連 

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、地域福祉課厚生班主査の 

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、「千葉市の自殺者数等 

について」、資料２として、「千葉市自殺対策計画における平成２６・２７年度 

の具体的な取組一覧表」、資料３－１として、「若年層への自殺対策について」、 

資料３－２として、「啓発ノートイメージ」、参考資料として、本年３月に改定 

しました「千葉市自殺対策計画」、次に「千葉市広報広聴課のチラシ」、最後に、 

「ちば市政だより９月１日号」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送付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、本日配布しました資料をご使用くださる 

ようお願いいたします。 

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、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協力をいただい 

ておりますこと、感謝申し上げます。 

昨年度は、千葉市自殺対策計画の一部見直しについてご審議をいただき、あ 

りがとうございました。今年３月に市計画を改定し、引き続き自殺対策につい 

て取り組んでまいります。 

全国的に自殺が減少傾向にあると言われていますが、鉄道による自殺や事故 

は未だに減っていないと強く感じます。 

 



先週は、人身事故による電車の遅れが平日５日間のうち３日もありました。 

ある新聞によると、首都圏では、毎日のように複数の鉄道死亡事故が発生し 

     ているとあります。 

ＯＥＣＤの統計によると、日本はＯＥＣＤ加盟国の中で、韓国、ハンガリー、 

に続いて三番目に自殺率が高くなっています。韓国は２０００年代に発生した 

経済危機が、自殺の原因として大きな影響を与えており、現在まで尾を引いて 

いるのではないかと思われます。しかしギリシャ、スペイン、アイルランドな 

どは、２００９年から２０１０年にかけて国の経済が傾いたものの、自殺率は 

大きく変わりませんでした。 

これらの状況は、自殺の原因が非常に複合的であることを表しているように 

思います。国の経済状況の悪化は大きな原因ですが、国ごとに抱えている個々 

の事情はより複雑であり、自殺率に差が出たと考えます。つまり、社会の取組 

みにより、自殺はかなりの部分を防ぐことができると思います。 

自殺を防ぐための重要な取組みとして、ＳＮＳを利用した取組みがあります。 

鎌倉市の図書館では、子どもの自殺が多い９月１日に、ツイッターを利用し 

て、「死にたくなったら図書館にいらっしゃい」という文章を投稿しました。 

この投稿は非常に良い評判を得ました。私もこの投稿はすごく温かい文章で 

あると思い、感激しました。 

ある新聞の記事によると、鎌倉市教育委員会において、学校に来なくてよい 

旨の記事を投稿してもよいのかという議論があったようですが、現在も鎌倉市 

の図書館のツイートは掲載されたままとなっています。 

このように、自殺対策に携わっているかどうかに関わらず、公的機関の者が 

常に自殺予防に関する感覚を持ち合わせている必要があります。自殺対策に関 

わることが少ない者でも、自殺予防に関する感覚があれば、いざというときに 

自殺予防に貢献することができます。 

長くなりましたが、そういった観点でも委員の皆様に、専門のお立場からで 

     きるだけ厳しいご意見をいただければと思います。 

 

本日は３件の議題を予定しております。最初は「千葉市の自殺者数等につい 

て」、２つ目として「千葉市自殺対策計画における平成２６・２７年度の具体的 

な取組みについて」、最後は、特定の年齢層にとって深刻な課題である「若年層 

への自殺対策について」ご報告します。千葉市自殺対策計画に基づく本市の取 

組みを、できるだけ役立つものにしたいと考えておりますので、本日はどうぞ 

よろしくお願いいたします。以上です。 

 

和田主査  つづきまして、事務局より、新たに委員となられた方のご紹介及び、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。新任委員の方について、ご紹介させてい 

福祉課長 ただきます。 

お手元の「委員名簿」をお願いします。  

左端、区分の「医療関係」として、一般社団法人千葉市医師会からご推薦い 

ただきました、桜並木心療医院院長の浅野誠委員でございます。 

 

浅野委員  浅野です。よろしくお願いします。 

 

大塚地域  ありがとうございました。続きまして、左端、区分の「教育関係」として、 

福祉課長 千葉市小中学校長学校運営協議会からご推薦いただきました、大椎小学校校長 

の御園生博文委員でございます。 

 

御園生委員  御園生です。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

大塚地域  ありがとうございました。続きまして、同じく、千葉市小中学校長学校運営 

福祉課長 協議会からご推薦いただきました、更科中学校校長の関紀子委員でございます。 

 

関委員   関です。よろしくお願いいたします。 

 

大塚地域  ありがとうございました。続きまして左端、区分の「経済関係」として、千 

福祉課長 葉商工会議所からご推薦いただきました、常務理事の河野功委員でございます。 

河野功委員でございますが、所要によりご欠席されるとの連絡を受けておりま 

す。  

続きまして、公益財団法人千葉市産業振興財団からご推薦いただきました、 

事務局次長の稲増浩委員でございます。 

 

稲増委員  稲増です。よろしくお願いいたします。 

 

大塚地域  ありがとうございました。委員の皆様のご紹介は以上でございます。 

福祉課長  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  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。よろしくお願 

福祉課長 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。 

 



和田主査  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１５人中、１１人のご出席をいただいておりますので、会 

議が成立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。 
 

小川委員長  みなさんこんにちは。 

先ほどの岡部保健福祉局次長の話を、心強く思い、感動した次第です。 

自殺に至る原因が多岐にわたる中で、様々な可能性について話し合っていく 

ことが大切だと思います。 

 

それでは次第に沿って進めていきたいと思います。 

次第の４、議題１「千葉市の自殺者数等について」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ます。 

福祉課長  議題１「千葉市の自殺者数等について」説明させていただきます。 

資料１をお願いします。 

はじめに、自殺の統計については、厚生労働省が発表する人口動態統計と警 

察庁が発表する自殺統計の２種類があります。厚生労働省の方がいわゆる住民 

票ベースであるのに対し、警察庁の方は発見地ベースとなっています。いずれ 

も、４月から翌年３月までの年度統計ではなく、１月から１２月までの１年間 

の統計です。 

参考１の表は、厚生労働省が発表した人口動態統計の概数・確定数から、平 

成２６年、平成２５年における、各政令市の、人口１０万人あたりの自殺者数 

を表します自殺死亡率と自殺者数について、自殺死亡率の低い順に記載したも 

のであり、網掛け欄が千葉市となっております。 

平成２６年における千葉市の自殺死亡率は１７．５人、自殺者数は１６９人 

で、平成２５年と比較しますと、自殺死亡率は１．４ポイント下がり、自殺者 

数も１３人減少しました。 

また、他の政令市と自殺死亡率で比較しますと、本市は２０市中低い方から 

９番目となり、平成２５年より順位が前進しています。 

参考２の表は、本市における自殺死亡率、自殺死亡率を政令市の中で比較し 

た順位及び自殺者数の推移を、過去５年分まとめたものです。説明は以上です。 

 

 



小川委員長  ありがとうございます。ただ今の説明に対して、ご質問、ご意見等がござい 

ましたらお願いいたします。いかがでしょうか。 

 

ないようですので、次の議題に進みます。 

議題２「千葉市自殺対策計画における平成２６・２７年度の具体的な取組み 

について」事務局から説明願います。 

 

大塚地域  「千葉市自殺対策計画における平成２６・２７年度の具体的な取組みについ 

福祉課長 て」ご説明いたします。資料２をご覧ください。 

この資料２は、千葉市自殺対策計画における平成２６年度の取組実績と平成 

２７年度の取組状況を、自殺対策計画の具体的な取組に沿って、９つの項目に 

整理してあります。 

 

早速、資料に沿って、説明させていただきますが、取組項目が９０と非常に 

多いため、お時間の都合上、事務局で説明する事業を選択させていただきまし 

た。 

本日は、各取組の中から抽出した事業について、平成２７年度の事業内容を 

主にご説明させていただきます。 

資料２の左側から３列目「説明項目」という欄に○の付いている事業につい 

て、資料の記載順に所管部署から説明させていただきます。 

まず、１ページをお願いします。 

取組項目「自殺の実態を明らかにする」に関する事業のうち、№４の事業に 

ついて、教育委員会指導課からご説明いたします。 

 

大西指導課  №４の「明るい学校づくり推進週間」の実施について説明します。 

主任指導  「明るい学校づくり推進週間」は、不登校やいじめを解消し、楽しい学校や 

主事   学級づくりのための意欲を高め、自ら進んで実践する態度を育てることを趣旨 

     としています。 

明るく楽しい学校や学級づくりを実現するためには、相手を思いやる心、認 

め合う心、信頼しあう気持ちが大切です。 

今年度の「明るい学校づくり推進週間」の設定期間は、９月１日から１２月 

     ４日までのうちの一週間です。各学校は趣旨を踏まえて、「明るい学校づくり推 

     進週間」にふさわしいテーマを設定します。今年度も９月１０日から１６日ま 

     での自殺予防週間や、９月の九都県市自殺対策強化月間に合わせて命の尊さを 

     中心とした啓発を実施するよう各学校にお願いしています。 

なお、取組み例として、道徳や学級活動における取組みや、全校集会、学年 

集会における講話を中心とした取組みなど、地域に応じて様々なものがありま 

す。以上です。 

 

 



大塚地域  次に、３ページをお願いします。  

福祉課長  取組項目「市民一人ひとりの気づきと見守りを促す」に関する事業のうち、 

№１１の事業について、地域福祉課長補佐の半澤からご説明いたします。 

 

半澤地域  地域福祉課補佐の半澤でございます。 

福祉課長  取り組みの№１１「自殺予防週間や自殺対策強化月間などのあらゆる機会に 

補佐   普及啓発活動を行い、自殺の防止等に関する市民の理解の促進を図る」につい 

てご説明いたします。   

資料の一番右側の列、平成２７年度の取組予定の欄をご覧下さい。 

地域福祉課では、自殺予防の広報活動として、主に４つの取組みを予定して 

います。 

取組みの①として、本市の主要な広報媒体であるちば市政だよりを活用しま 

す。 

お手元に、明日から配布予定の９月１日号を配布させていただきましたので、 

お手元にお広げください。 

市政だより３ページ左側に囲み記事で、「気づいてください、体と心の限界サ 

イン」というタイトルで掲載しています。ご覧のとおり、９月１０日木曜日か 

ら１６日水曜日が、自殺予防週間であること、そして、多くの自死は個人の自 

由な意思や選択の結果ではなく、さまざまな悩みにより、心理的に追い込まれ 

た末の死と言われていることをお伝えし、その下にはお悩みの内容ごとに、「こ 

ころの健康、労働・勤労者、借金問題、経営・事業資金、学校生活」、それぞれ 

に関する相談窓口を掲載しています。 

 

では、資料２の３ページにお戻りください。 

取組みの②については、ＳＮＳ、いわゆるソーシャル・ネットワーキング・ 

サービスを活用した自殺予防啓発を予定しております。 

お手元に、千葉市広報広聴課のチラシを配布させていただいておりますので、 

併せてご覧ください。 

本市は、広報媒体として様々なチャンネルを持っていますが、チラシの右下 

にある、ツイッター、フェイスブックを活用します。このインターネット上の 

交流を通じて、社会的ネットワークを構築するこれらのサービスは、若者を中 

心として急速に拡大しており、効果が期待できると考えております。 

 

取り組みの③については、自殺予防の記事を掲載したノートを作成し、市内 

の大学及び短期大学の構内で、学生に無償で配布する予定です。 

ただいまご説明いたしました②のＳＮＳ、③の自殺予防啓発ノートにつきま 

     しては、この後の議題３「若年層への自殺対策について」におきまして詳しく 

ご説明いたします。 

 

 



取組みの④につきましては、「千葉市広報広聴課のチラシ」の中ほど左側、Ｂ 

ＡＹ－ＦＭのラジオ広報番組「ベイ・モーニング・グローリー」の番組内で、 

相談窓口の周知などを行います。 

一つ目として、９月の自殺予防週間の前後である９月６日日曜日と１３日日 

曜日にＣＭ放送を行います。二つ目として、来年３月、自殺対策強化月間に地 

域福祉課の職員が番組に出演し、現状への問題提起、市の施策の紹介、相談窓 

口の周知を行う予定としております。説明は以上です。 

 

大塚地域  次に、８ページをお願いします。 

福祉課長  取組項目「早期対応の中心的役割を果たす人材を養成する」に関する事業の 

うち、№３４の事業、続いて、９ページをお願いします。同じく、取組項目「早 

期対応の中心的役割を果たす人材を養成する」に関する事業のうち、№４０の 

事業、続いて、１１ページをお願いします。取組項目「心の健康づくりを進め 

る」に関する事業のうち、№４５の事業について、こころの健康センターから 

ご説明いたします。 

 

井上こころの  こころの健康センターの井上です。よろしくお願いいたします。 

健康センター  №３４の事業では、地域住民の身近な相談相手である民生委員・児童委員に 

所長   対し、こころの健康づくりや自殺予防についての研修を実施します。 

これは、地域において自殺のリスクがある者をいち早く把握し、必要な支援 

に結びつける、いわゆるゲートキーパーを養成する事業を指しています。 

ゲートキーパー養成研修は平成２１年度から年１回実施し、平成２５年度か 

らは、研修対象者の職種を市職員、介護職員、教職員まで広げました。 

これまで、９３９人のゲートキーパーを養成しました。平成２７年度は、稲 

毛区、若葉区、美浜区の３区で定員を１２０人と設定し、民生委員・児童委員 

のゲートキーパーを養成しています。 

平成２７年度予算の増額は、高齢化社会に対応するため、研修資料に加えて、 

高齢者向けのメンタルヘルスチェックリストを追加したことによるものです。 

 

続きまして、９ページの№４０をご覧ください。「ゲートキーパーとしての役 

割が期待される様々な職業に従事する人に対して、メンタルヘルスや自殺予防 

に関する知識の普及に資する情報提供等、関係団体に必要な支援を行うこと等 

を通じ、ゲートキーパーの養成を行い、必要な基礎的知識の普及を図る」とい 

うものです。 

平成２５年度にゲートキーパー研修の職種を広げ、平成２６年度はさらに、 

市内小学校、中学校、高校の教職員、保健師、生活保護のケースワーカー、ケ 

アマネジャー、介護ヘルパーの方々、それぞれの特性に即した研修を実施しま 

した。 

平成２７年度は４月から８月にかけて、市内の小学校、中学校、高校、特別 

 



支援学校の教職員を対象に、３８人のゲートキーパーの養成を行っています。 

今年度はその他に、市職員、ケアマネジャー等のゲートキーパーを養成してい 

く予定です。 

 

続きまして、１１ページをご覧ください。№４５の取組内容は、職場のメン 

タルヘルス研修を行い、メンタルヘルス対策の必要性について理解促進を図る 

という事業です。 

平成２７年度の取組予定は、地域自殺対策強化交付金を利用し、中小企業の 

管理職や人事労務担当者を対象とした職場のメンタルヘルス研修を実施します。 

労働者に対するストレスチェック制度が、１２月に施行されることから、厚生 

労働省の厚生労働技官による同制度の研修を定員１２０名で実施します。 

以上です。 

 

大塚地域  次に、１２ページをお願いします。 

福祉課長  取組項目「心の健康づくりを進める」に関する事業のうち、№５０の事業に 

ついて、教育委員会指導課からご説明いたします。 

 

大西指導課  指導課の大西です。№５０の市立小中学校におけるスーパーバイザーの配置 

主任指導 について説明します。本市では平成１７年度より市内全中学校にスクールカウ 

主事   ンセラーを配置しています。今年度は全中学校５５校と統合小学校１校にスク 

     ールカウンセラーを配置しました。また、拠点校方式で小学校６校に配置し、 

それぞれ２校の巡回校に派遣して、小学校１８校への相談体制の充実を図って 

います。 

近年、相談内容が複雑になり、相談が長期化していることから、平成１９年 

度より、困難事例の対応に苦慮しているスクールカウンセラーに適切な支援を 

行うスーパーバイザーを３名配置しております。内１名は、平成２１年度から 

指導課配置とし、困難事例への対応、若手スクールカウンセラーの質を向上さ 

せるための支援や緊急事態等が発生した場合の支援を行っています。以上です。 

 

大塚地域  次に、１３ページをお願いします。 

福祉課長  取組項目「適切な精神科医療を受けられるようにする」に関する事業のうち、 

№５４の事業について、こころの健康センターからご説明いたします。 

 

井上こころの  こころの健康センターの井上です。この取組みは、うつ病の改善に効果が高 

健康センター いとされる認知行動療法等の治療の普及を図るものです。 

所長    当センターでは平成２５年度から千葉大学の臨床心理士の協力を得て、うつ 

     病の方々を対象に集団認知行動療法を実施しています。平成２６年度は１０回 

     を一区切りとして２クール実施し、各クール４人ずつ、計８人参加しました。 

      平成２７年度は、１クールの実施ですが、実施日を１４回に増やし内容を濃 

 



くしております。また、定員は６人で実施します。以上です。 

 

大塚地域  次に、１５ページをお願いします。 

福祉課長  取組項目「社会的な取組みで自殺を防ぐ」に関する事業のうち、№６７の事 

業について、精神保健福祉課からご説明いたします。 

 

佐藤精神  精神保健福祉課の佐藤です。よろしくお願いいたします。 

保健福祉  №６７の事業は、計画上の取組内容が「日中働いている市民が利用しやすい 

課長   相談支援体制を整備する」となっています。   

内閣府の統計資料によると、働き盛りである４０、５０歳代男性の自殺割合 

     が高く示されています。また、失業者数と自殺者数が連動していることから、 

     働き盛りのサラリーマン男性の自殺が多いといわれています。しかし、サラリ 

     ーマンの方々は勤務時間から、行政機関の開庁時間内に相談に訪れることが困 

     難です。このような方々が対面で相談できるよう、平成２４年４月から平日の 

     夜間に「こころと命の相談室」を開設しています。  

「こころと命の相談室」の開設日は毎週月曜日と金曜日の週２回、時間は午 

後６時から９時までの３時間としています。場所は利用者の利便性を考慮して、 

ＪＲ千葉駅の近隣に開設しています。 

利用方法は、予約専用電話から予約し、相談に行くというものですが、予約 

なしで来られた方にも応じられるよう枠を設けています。 

平成２７年度は９月の自殺予防週間に、月曜日と金曜日の他、９月８、９、 

１０日と、開設日を追加し、月曜日から金曜日まで一週間通して相談を受けら 

れるようにします。また、３月の自殺対策強化月間では、２月末から３月の第 

一週頃に、同じく月曜日から金曜日まで相談日を拡大する予定です。 

相談体制は、産業カウンセラー、臨床心理士、行政書士など３名の専門職の 

方が、こころの健康、職場の問題、多重債務問題など様々な問題の相談に応じ 

ています。 

また、相談の対象者はサラリーマンだけでなく、サラリーマン以外の方も相 

談できます。以上です。 

 

大塚地域  次に、１９ページをお願いします。 

福祉課長  取組項目「社会的な取組みで自殺を防ぐ」に関する事業のうち、№８１の事 

業について、保護課からご説明いたします。 

 

市原保護  保護課の市原でございます。よろしくお願いします。 

課長    №８１「生活困窮者への支援の充実」についてご説明いたします。 

計画上の取組内容は、生活困窮者の経済的困窮と社会的孤立からの脱却と、親 

から子への「貧困の連鎖」の防止を図るため、生活困窮者の支援体制の確立に 

向けて、各種関係機関や地域との連携を強化するとともに、支援の充実につい 

 



て検討を進めていくというものです。 

平成２７年度の取組予定は、教育委員会や精神保健福祉課が所管しており、 

今年度設置予定の「ひきこもり地域支援センター」や、民生委員への情報共有 

を図るとともに、包括的な支援ができるよう「生活自立・仕事相談センター」 

へつなげていきます。「生活自立・仕事相談センター」は、今年度から新たに施 

行された生活困窮者自立支援法に基づき設置されているセンターです。同セン 

ターは生活困窮者の様々な問題に対し、包括的な相談支援を行っており、中央 

区と稲毛区の保健福祉センター内に設置されています。 

昨年９月、千葉県銚子市で家賃の滞納を理由に県営住宅から退去を迫られた 

母親が、退去すれば生きていけないという強迫観念に追いつめられ、娘を窒息 

死させた痛ましい事件がありました。この事件の背景にも生活困窮があり、結 

果として娘の殺害に至りましたが、母親本人が自殺に至ることも大いに考えら 

れます。 

生活困窮者を支援し、経済的困窮、社会的孤立からの脱却などを図ることに 

より、自殺防止につなげる必要があります。また、特に困難を抱えている生活 

困窮者の情報は、関係連絡機関で共有していくことが必要であると考えていま 

す。以上です。 

 

大塚地域  議題２の説明は以上でございます。 

福祉課長 

 

小川委員長  ただ今の説明に対し、ご質問、意見等がございましたらお願いいたします。 

 

それでは私から質問します。№１１のＳＮＳを活用する啓発について、具体 

的にどのような方法を考えてらっしゃいますか。 

 

大塚地域  まず、昨今の全国における自殺者の状況を見ると、自殺者全体が右肩下がり 

福祉課長 で減っている中で、若年層における自殺者の減りが鈍いことが問題となってい 

ます。 

これまで、国は、自治体が行う自殺対策事業費の全額を補助していましたが、 

今年度より地域自殺対策強化事業費を大きく見直しました。より対策が必要と 

される４０歳未満までを若年層とし、若年層に対する事業は従来通り全額補助、 

一般の啓発については補助率が２分の１と、事業により補助率を設けています。 

本市においても、地域自殺対策強化事業費の見直しを踏まえ、より対策が必要 

とされている若年層への啓発を行います。 

ＳＮＳを活用した自殺予防は、若者が多く利用しているツイッター、フェイ 

     スブックを活用し、相談窓口のお知らせと、自殺に対する問題提起の二本立て 

     を考えています。以上です。 

 

 



小川委員長  ありがとうございました。他に質問やご意見等ありますでしょうか。 

それでは私から質問をします。№５４の認知行動療法の普及について、昨年 

度の認知行動療法の参加者が２クールの合計で８名、今年度は１クールの実施 

予定と伺っています。  

これは千葉市の人口規模から考えると、周知していく上でも、少ないのでは 

ないでしょうか。 

 

井上こころの  ご指摘の通りです。しかし、全国的に認知行動療法を受けることのできる医 

健康センター 療機関が少ない状況です。当センターでは、数は少なくとも、先進的に認知行 

所長   動療法を無料で行うことにより、治療法の普及啓発に努めています。 

また、千葉大学と共同で、千葉市障害者相談センターにおいて認知行動療法 

士を養成しています。これまで４０人近くの方が認知行動療法士として養成 

され、千葉大学の修士課程や博士課程を出て巣立っています。こういった事業 

の積み重ねにより、普及を図っていきたいと考えます。 

 

小川委員長  療法士の養成は効果が大きいと思います。 

認知行動療法は、参加者の定員が少ないので、参加者を募集するための周知 

方法を検討されてはいかがかでしょうか。 

 

井上こころの  参加者の募集は、医療機関にパンフレットを配布しているほか、今年度から 

健康センター 市政だよりに掲載しています。さらに、千葉大学のホームページに当センター 

所長   のリンクを貼らせていただいております。 

また、幅広い方にご参加いただけるようさらに広報に努めていきたいと考え 

ています。 

 

小川委員長  ありがとうございました。他に何かございますか。 

 

関委員   関です。№４０のゲートキーパー養成研修について要望します。 

学校教員は平日時間を作ることが難しいので、教育センターや養護教育セン 

ターが教員のために実施する希望型の研修に、ゲートキーパー養成研修を組み 

込んでいただきたいと思います。 

 

井上こころの  ご要望いただき、ありがとうございます。  

健康センター  実は既に実施しており、ゲートキーパー養成研修は、教育委員会の協力を得 

所長   て、今年度より７月から８月までの夏休み期間を利用して、教職員研修として 

行われております。 

 

平島委員  №７５の「高齢者の生きがい対策」ですが、昨年度に比べ、今年度予算が削 

減されている理由についてお答えください。 

 



大塚地域  高齢福祉課の所管事業でございますが、私が代わりにお答えします。 

福祉課長  事業内容は昨年と同様ですが、敬老祝い金を見直したことにより予算額が少 

なくなっています。 

 

土屋副委  №６７の「相談体制の充実」について質問します。 

員長    平成２６年度中に何人の方が相談にお見えになりましたか。 

 

佐藤精神  精神保健福祉課です。平成２６年度は３２５人です。平成２５年度の３６３ 

保健福祉 人に比べ減っております。 

課長 

 

平島委員  こころと命の相談室を訪れるにあたり、人から見られない配慮はされている 

のでしょうか。 

 

佐藤精神  ビルの５階にあり、目立たない場所ですが、ビルそのものはＪＲ千葉駅付近 

保健福祉 であり、比較的わかりやすい場所にあります。 

課長 

 

小川委員長  他にございませんか。ないようですので、次の議題に進みます。 

議題３「若年層への自殺対策について」事務局からご説明願います。 

 

大塚地域  地域福祉課長の大塚でございます。議題３「若年層への自殺対策について」 

福祉課長 について説明させていただきます。 

お手元の資料３-１「若年層の自殺対策について」をご覧ください。 

本資料の中で記載しております「若年層」は、４０歳未満の者を指しており 

ます。これは、自殺対策に係る国の補助制度が今年度から変わり、補助の対象 

となる事業の中心が、「４０歳未満の若年層」を対象とした事業となりました。 

これを踏まえ、本市においても、若年層への自殺対策を実施するにあたり、 

     対象年代を４０歳未満とするものです。 

 

はじめに、「１ 若年層の自殺の状況」ですが、「若年層の自殺者数の推移」と 

書かれた表をご覧ください。これは厚生労働省の人口動態統計を基に、千葉市・ 

千葉県・全国における過去５年間の若年層の自殺者数を示したものです。 

全国の自殺者総数は年々減少していますが、若年層の自殺者数は増減を繰り 

返しており、平成２６年の若年層の自殺者数は６，４１３人です。 

本市においては、平成２４年以降、若年層の自殺者数は増加傾向にあり、若 

年層に対する自殺対策の必要性が増しています。 

 

 

 



次に、「２ 若年層への自殺対策事業」についてです。今まで若年層対策とし 

て行った普及啓発として、コンビニや駅などで、無料で配布するホットペッパ 

ーという雑誌に自殺対策啓発記事を掲載したことがあります。ホットペッパー 

は、居酒屋の割引券や、エステ・ネイルサロンなど若者向けの情報が載ってい 

る雑誌で、多くの若者が読むものです。  

毎年３月に、ホットペッパーの表紙の次ページに自殺対策の啓発記事を掲載 

しました。これは過去３年、若年層の自殺対策啓発事業として行いました。 

 

今年度は、若年層への自殺対策啓発事業として、ＳＮＳを活用した自殺予防 

啓発や、大学生等に絞った自殺対策事業を予定しています。 

まず、「（１）ＳＮＳを活用した自殺予防啓発」については、画像や文章の投 

稿や閲覧、記事の共有などができるＳＮＳの一つであるツイッターやフェイス 

ブックなどの市公式アカウントに、自殺予防啓発記事を掲載します。 

ツイッターやフェイスブックは多くの若者が利用していると考えられること 

から、相談窓口の他に、自殺問題について問題提起をする内容を盛り込みます。 

掲載日につきましては、九都県市自殺対策強化月間の初日である９月１日に 

     ツイッターによる広報を、自殺予防週間の初日である９月１０日にフェイスブ 

     ックによる広報を予定しています。 

 

資料の裏面をご覧ください。 

次に「（２）大学生等に対する自殺予防啓発事業」については、自殺予防啓発 

記事及び各相談窓口を掲載したノートを作成し、市内の大学・短期大学の構内 

で配布します。 

学生が学習等の際に使用する頻度が高いと思われるノートの裏表紙に、自殺 

予防啓発記事及び各相談窓口を掲載することによって、学生に受け取ってもら 

いやすいこと、また、使用するたびに啓発記事を見ることができることから、 

比較的長期間にわたる啓発効果を期待しています。 

なお、ノートに掲載する自殺予防啓発記事については、作成作業を進めてい 

るところであり、現段階のノートイメージの案を「資料３-２」として添付して 

います。 

「資料３-２」をご覧ください。表紙の裏面には若い世代における自殺問題の 

現状や自殺をほのめかすサインの紹介、及び多くの自殺は防ぐことができるこ 

とを、裏表紙の裏面には相談窓口を、裏表紙には参考資料として本市について 

紹介する内容が記載されています。 

それでは、「資料３-１」の裏面にお戻りください。 

「ア 対象者・啓発媒体」は、市内の大学・短期大学に通う学生を対象に、た 

だいま説明しましたノートを配布します。 

「イ 配布時期」は、本年１０月から１１月にかけての配布を予定しています。 

「ウ 配布方法」は、食堂や学生ホールなどの共有スペースに市職員が出向き、 

 



手渡しで配布します。また、可能であるならば、自殺対策に関連がある授業の 

冒頭又は最後に時間をいただき、市職員が説明および配布を行うことも検討・ 

交渉していきます。 

これにつきましては、各大学と個別に協議を進め、大学のお許しをいただい 

     た方法で考えています。 

「エ 配布候補大学」ですが、本市内には通信制を除き、１２の大学・短期大 

学がありますが、今回の作成部数ではすべての学生に配布することはできませ 

ん。配布する大学等を絞り込むことも検討しましたが、各大学・短期大学の状 

況やニーズ等を少しでも把握するために、今年度は試行的にすべての大学等で 

配布することとします。 

次に、「３ 大学との事業連携」ですが、ノートの配布について各大学と協議 

をしていく中で、自殺対策事業の連携を模索していきたいと考えています。 

最終的には、若年層への自殺対策について学生と意見交換をして、学生から 

意見等をいただきたいと思っています。 

若年層対策については、本市でも苦慮しており、本日は、委員の皆様から、 

若年層への自殺対策について、このような対策が効果的なのではないか、など 

のご意見をいただければと思います。資料３についての説明は以上です。 

 

小川委員長  ただ今の説明に対し、ご質問やご意見等がございましたらお願いいたします。 

 

岩坂委員  千葉いのちの電話の岩坂と申します。大学生の自殺予防について、今年就職 

されたばかりで、最近まで大学生だった方とお話をする機会がありました。そ 

の方は大学から相談窓口を記載した資料を貰っており、千葉いのちの電話のこ 

とを知っていました。就職活動で悩んだ際に、千葉いのちの電話に電話をしよ 

うか迷ったこともあり、悩んだときに相談窓口を知っているだけで心強かった 

と聞いています。 

ノートという形で大学生へ相談窓口の情報提供をされることは良いことだと 

思います。 

しかし、配布方法については、大学に来ている方に配布すると、大学に行く 

ことができない方への配布が漏れてしまうので、配布方法を検討していただき 

たいと思います。 

 

大塚地域  ありがとうございます。事前に小川委員長が在籍しております淑徳大学にご 

福祉課長 相談させていただきましたが、大学において自殺念慮者が増えてきており、問 

     題になっていると伺っております。 

大学ではこころの問題を相談する窓口を設置しているものの、学生が大学構 

内にある相談窓口へ入りにくいため、市が外部の窓口を紹介することはありが 

たいとのご意見をいただきました。 

しかし、配布方法は注意する必要があるとご意見をいただいております。当 

 



初、当課では、大学構内にいる大学生に直接配布しようと考えていましたが、 

自殺念慮がある学生に無差別に配ると逆効果になる可能性があるという意見を 

いただきました。 

そのため配布方法は、それぞれの大学に即した方法を検討したいと思います。 

 

小川委員長  大学と相談することも大事ですが、今の若者は自分が関心を持ったものを発 

信することに価値を置いているので、学生の提案を吸い上げて、それを発展さ 

せていくと良いと思います。 

 

大塚地域  ありがとうございます。 

福祉課長  当課としても、同じことを考えており、今年度は試行的な部分が強いものの、 

近い将来は学生の意見を聞きながら若年層に対する自殺対策を行いたいと思っ 

ています。例えば、若年層の方はどういった場所に行くのか、どういった物を 

見るのか、どういった方法が効果的なのかなどについてご意見をいただき、学 

生と一緒に自殺対策を進めていきたいと考えています。 

 

小川委員長  私からもう一つ質問があります。 

私は仕事で小・中学校の先生方やスクールカウンセラーのスーパーバイザー 

と関わる機会がありますが、最近は高校生への自殺対策が難しいと伺っていま 

す。 

家庭崩壊などの原因で自殺未遂を起こす高校生が見受けられる状況になって 

います。 

中学までは義務教育を受け、スクールカウンセラーを含めて学校の手が届い 

ていますが、高校生へは届きにくくなっていますので、高校生という対象も検 

討してみてはどうでしょうか。 

 

大塚地域  数週間前に市内の高校へ通う方が千葉駅で飛び込み自殺を行ったこともあり、 

福祉課長 高校生への自殺対策も重要と考えております。 

 今年度、ノートを大学へ配布することを考えていますが、今後大学と協議し 

ていく中で配り切れなかったノートは、年度末に高校で配布することも視野に 

入れ、高校とも協議していきたいと考えています。 

 

小川委員長  市内の学校の中には、学力を含めて怪しい生徒をよく見てくださる学校があ 

りますので、そういった学校へ支援が届くと良いと思います。 

 他にご質問やご意見等はございますか。 

 

浅野委員  子どもや青年は、９月１日の夏休み明けに自殺が多いという統計があるよう 

ですが。 

 

 



大塚地域  国において、１８歳未満の青少年の自殺が９月１日に多いという統計を出し 

福祉課長 ております。 

これは非常に長い期間をかけた統計です。青少年の自殺は、全体数から比べ 

ると少ないのですが、マスコミの扱いが大きく、社会問題となる傾向がありま 

す。 

本市において自殺の全体数が毎年１８０人前後で推移しており、規模が小さ 

いことから、どの年代が多いかは、年によるところが大きく、傾向を掴み辛い 

状況です。 

 

浅野委員  夏休み明けに不登校も激増します。それに関連した資料が見たいです。 

また、私が患者を診る限り、小・中学生は生育上の問題、家庭の問題、高校 

生は精神疾患、中高年は長時間労働など、年齢層によって問題は異なるため、 

年齢層に応じた対策が必要です。 

 

大塚地域  まず、初めのご質問にある資料として、本市における１９歳未満の自殺者数 

福祉課長 があり、平成２６年は６人、平成２５年は２人、平成２４年は６人となってい 

ます。 

次に、年代に応じた対策が必要であることについて、浅野委員のおっしゃる 

通り、例えば、子どもは学校におけるいじめや家庭問題、働き盛りの中高年は 

失業などの経済問題、高齢者は健康問題や介護疲れがあり、年代別に自殺対策 

が必要だと考えています。 

 

浅野委員  何年生くらいからＳＮＳを利用するのでしょうか。 

携帯から自殺に関する情報が入ってくることもあり、携帯に親しんでいる子 

どもの自殺率は高くなっています。 

そのため、ＳＮＳを使った啓発をするのはいかがなものでしょうか。 

 

小川委員長  ＳＮＳの利用について、ある学生の研究によると、ＳＮＳを利用してハイリ 

スク層に自殺予防啓発の内容を刷り込ませていく方法があるそうです。 

他にご質問やご意見等はございますか。 

 

ないようですので、以上で次第の議題４についての協議を終了させていただ 

きます。 

 

続きまして議題５「意見交換」に進みます。 

ここまで、議題について事務局から説明を受け協議して参りましたが、これ 

より先は、意見交換と題しまして、日頃、各委員の皆様の所属団体で行われて 

いる自殺対策の事業の紹介や、「自殺対策について、こんなことをやったら効果 

的なのではないか、あるいは、こんなことは出来ないのか」などの意見や質問、 

 



何でも結構ですので、お一人ずつご発言をいただき、意見交換をしたいと思い 

ますので、よろしくお願いいたします。 

 

では、僭越ながら、私から発言させていただきます。 

私は大学でカウンセラーもやっています。大学構内の学生相談センターでは、 

修学上の悩みや、家庭、病気の相談を受けています。最近相談の内容として比 

率が高くなってきているのが発達障害を前提とした修学や友人関係の困難です。 

特別支援教育が実施されるようになり、修学面での個別支援は改善されまし 

た。しかし、発達の遅れは解消しづらく、自分をコントロールする自己制御と、 

他者との関わり方の社会性という２点は個人の能力の範疇とされ、高校では支 

援がないまま大学まで進学します。  

その結果、ストーカーまがいのことをする学生や、はた目には軽度のストレ 

スで自殺未遂を行う学生が出てきています。学生相談センターでは発達障害の 

グループワークを実施するなど、以前と対応を変えています。しかし学内でで 

きることは限界があり、医療機関への紹介や、就職については障害者への就労 

支援を行っている蘇我のハローワークに紹介するなどの対応を取っています。 

学生の中には問題を抱えながらも、自ら大学に支援を求めず、かつ大学側か 

ら声を掛けざるを得ないほど深刻ではない学生がいます。こういった学生は、 

支援がなくてもなんとか就職までたどり着くことができますが、就職後３年以 

内に様々な問題がおこり、自殺の予備軍となる恐れがあります。そういった方々 

へどのように支援をしていくことができるのか、本日の会議で良い意見が聞け 

るとありがたいと思っています。 

次は土屋副委員長にお願いいたします。 

 

土屋副委  私は社会福祉協議会におりますが、最近、地域の力や結びつきが弱くなって 

員長   います。 

      そういう中で、社会福祉協議会では、地域を強めるべく取組みを行っており 

ます。 

      地域において、自殺念慮者を早く発見して相談を受けることや、適切な支援 

へつなぐことができれば良いと思います。 

      自殺の問題は、例えば人身事故により電車が遅れるなど、実際に自殺に関係 

する出来事に立ち会わなければ、日頃意識が持てないということが実情である 

と思います。そのため、自殺問題についての意識づけを強めていくことが大切 

だと考えています。 

 

小川委員長  では、以降は浅野委員から席順にお願いいたします。 

 

浅野委員  私の経験上、自殺の原因は様々な理由がありますが、自殺に至るきっかけは、 

非常に信頼している人との関係が切れたことによるものが多いです。しかし、 

 



どのような人でも、誰かとは関係があるはずなので、個々の関係からどう支援 

に結び付けていくかを考えていく必要があります。 

 

岩坂委員  千葉いのちの電話では、誰にも相談ができず苦しんでいる方などの相談を、 

耳を傾け共感をすることで自殺予防を図っています。 

      ３０歳代、続いて４０歳代の方からの相談も自殺傾向が高くなっています。 

また、自死遺族の方からの相談も増えています。自死遺族の方々はこころに 

大きな負担を抱えておられます。 

千葉いのちの電話ではわかちあいの会を実施しています。大切な方を亡くす 

理由として、病死や事故死の場合もありますが、自殺で亡くなったことは人に 

言いにくいようです。 

こういったことも踏まえ、最近は自死遺族に対する支援も事業の一つとして 

続けております。 

 

平島委員  老人クラブ連合会の取組みとして、市の自殺対策について講習を行いました。 

      この中で、高齢者の自殺と生活困窮について関心が集まりました。 

  

関委員   私が勤めております更科中学校は、全校生徒３２名という小規模校ですので、 

問題件数が少なく、生徒に教職員の目が行き届きます。 

いじめに限らず、問題は他人事ではなく、いつどこでも起こり得るという意 

     識を教職員に持たせることを大切にしています。生徒の変化やＳＯＳを見逃さ 

ず、問題の早期発見をするゲートキーパーの役割をしっかりと担います。 

具体的には、悩み相談、いじめ相談のアンケート調査を各２回ずつ実施しま 

す。そのアンケートは、学級担任１人だと見逃すこともありますので、複数の 

目で見て、問題を早期に発見します。 

また、学級担任は生活ノートによって生徒とのコミュニケーションを図って 

     います。 

中学校は教科担任制です。生徒が教員に見せる顔は教員ごとに異なるため、 

複数の目での問題発見が有効です。 

学校だけでは対応できない家庭の問題があります。外国籍の方で、子どもが 

     病気になった時の対応などがわからない方のために、民生委員、青少年育成委 

員と市こども家庭課と２４時間体制のネットワークを組みました。学校を核と 

して地域の力を強める必要があり、学校だけではできない問題は関係諸機関の 

援助が必要だと感じました。 

道徳や、教科等でも人権教育をしています。生徒だけではなく、生徒を見守 

る教職員のこころのケアも非常に大切であり、教職員に対して研修も受けさせ 

ますが、管理職の声掛けや、管理職と教職員における交換ノートの役割を果た 

している、週の授業計画を書いた週案への言葉掛けを大切にしています。 

 

 



井出委員  千葉市警察部の井出と申します。 

      いじめや、非行少年に関連する事件等の発生については、社会的な関心が高 

くなっていますが、警察として、学校警察連絡協議会への参加や街頭補導活動 

により把握した情報を元に、少年非行等の防止あるいは、必要な保護措置によ 

り、少年の健全な育成を図っていくことになります。 

今後も、千葉市や関係機関との情報の共有など、連携強化を図ってまいりた 

いと考えます。 

 

余語委員  千葉市民生委員児童委員協議会の余語です。よろしくお願いします。 

ＮＨＫの「老人漂流社会」という番組で、子どもが親の年金をあてにして同 

居し、親子共倒れになる事例が紹介されました。 

      民生委員活動は、対象者の年齢層の幅が広いのですが、学校と連携して支援 

ができる子どもと異なり、高齢者や働き盛りへの支援は難しいです。しかし、 

高齢者と関わると、同居している人の家族構成が見えてくるので、危ないと思 

う家族には支援ができると思います。 

      民生委員は家庭の問題に一方的に踏み込むことができません。介入の度合い 

について微妙なところもありますが、関係機関と連携を取りながら、自殺を防 

いでいきたいと思います。 

 

御園生委員  私は小学校現場に勤務しております。明日から夏休みが明け、学校が始まり 

ます。明日から学校で友達と活動ができるという前向きな考えの子もいれば、 

不安な気持ちを抱えている子もいると思います。 

      明日から学校に来てくれる子どもたちの変化に気づけるように、担任教員だ 

けでなく、学校全体で見守っていきたいと考えています。 

      小学生の頃から、自分自身の素晴らしさに気づいていけるようにし、学級 

活動や道徳など様々な時間を通して命の大切さを伝えていきたいと思います。 

学校現場としては、自殺に繋がる大きな懸念材料としていじめ問題がありま 

す。いじめは、いつどのクラスでもおこりうるという認識の上で、いじめ防止 

対策推進法に基づき、学校ごとにいじめ防止の基本方針を定めて定期的なアン 

ケートを行っております。アンケートなどを通して早期発見に努めております。 

スクールカウンセラーや２４時間電話相談の相談窓口を子どもや保護者の 

方々に周知し、関係機関との連携を図っていきたいと思います。 

自殺対策については、いつでも気軽に相談できる体制の整備や周知徹底が必 

要なため、大学生へのノート配布は一つの手段として有効ではないかと思いま 

す。 

今後、もし可能であれば高校や中学校に数冊ずつのノートを配布し、各学校 

     にストックしておくことも考えられます。そして、そのノートを教育相談など 

     で個別に対応している子どもや、休みがちな子どもに渡し、必要なものが必要 

     としている子に渡るような体制を整えることができると良いと思います。 

 



高安委員  千葉労働基準監督署の高安と申します。 

      自殺予防対策の一環として１２月１日からストレスチェック制度が始まりま 

す。当面は労働者数が５０名以上の事業所に実施をお願いしていきます。 

      ストレスチェックの結果によって、高いストレスが認められる人には、医師 

による面接指導を受けていただきます。 

また、ストレスチェック制度の説明会を、１１月１８日に京葉銀行文化プラ 

ザで実施します。定員は７００名と数に余裕がありますので、周知くださるよ 

うお願いいたします。こちらの説明会については、千葉労働局のホームページ 

にも掲載されています。 

      労働基準監督署では引き続きメンタルヘルスや過重労働の対策に取り組んで 

いきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

稲増委員  産業振興財団の稲増と申します。 

      千葉市産業振興財団では、市内企業から年間２０００件ほど相談を受けてい 

ます。 

経営者などから経営に関する相談を受けるため、直接自殺に関する相談では 

ありませんが、不渡りを出してしまい自殺に追い込まれている方に対し、千葉 

いのちの電話を紹介したことがあります。 

そういった方には、民事再生の手続きで一時的に取引先にご迷惑をおかけす 

ることになりますが、再建に取り組む中で恩返しができるということを申し上 

げます。しかし追い込まれている方は、お金で死ぬことはないと理屈では理解 

しながらも、自殺するしかないという考えになってしまいます。 

直接的な自殺に関する相談を受けることはありませんが、様々な相談機関と 

     も連携し、自殺を根絶したいと考えております。 

 

小川委員長  ありがとうございました。 

只今、各委員の皆様から、多岐にわたり自殺対策に関わるご発言をいただき 

ました。市の対策として実行可能なものや、効果的な対策であっても諸問題が 

あり、なかなか実行が難しいものなど、様々あったと思いますが、いずれにせ 

よ千葉市の自殺対策の推進に役立てていただきたいと思います。 

以上で次第５「意見交換」を終了させていただきます。 

続きまして、次第６「その他」として、委員の皆様から何かございますか。 

 

よろしいでしょうか。では、事務局の方からは何かありますか。 

 

大塚地域  本日はありがとうございました。 

福祉課長  本日委員の皆様からいただきましたご意見を反映し、よりいっそう効果的な 

自殺対策事業に取り組んでいきたいと考えております。事務局からは以上です。 

 

小川委員長  以上で、本日の連絡協議会の議事はすべて終了いたしました。  



事務局におかれては、本日の協議会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、事務局の方に進行をお返しいたします。 

 

和田主査  皆様、長時間にわたり誠にありがとうございました。 

最後に、事務連絡を申し上げます。 

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２７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。どうぞ気を付けてお帰りください。 


