
平成２５年度第１回千葉市自殺対策連絡協議会 

 

１ 日 時  平成２５年１２月２６日（木）１６時００分～１８時００分 

 

２ 場所   本庁舎８階 正庁 

 

３ 出席者  

＜千葉市自殺対策連絡協議会委員＞ 

学識経験者 淑徳大学 教授 小川委員長 

警察関係  千葉県警察千葉市警察部 総務課長 髙本委員 

福祉関係 （福）千葉市社会福祉協議会 大場常務理事（高梨委員代理） 

（福）千葉市いのちの電話 事務局長 灰谷委員 

      千葉市こころと命の相談室 千葉相談室長 大槻委員 

     （社）千葉市老人クラブ連合会 副会長 藤森委員 

教育関係  千葉市小中学校長学校運営協議会 大宮台小学校校長 反町委員 

      千葉市小中学校長学校運営協議会 轟町中学校校長 佐藤委員 

法律関係者 千葉県弁護士会 弁護士 常岡委員 

 

＜千葉市＞ 

市民局    坂本広聴課長 

       深堀消費生活センター所長 

 

保健福祉局  岡部保健福祉局次長 

初芝保健福祉総務課長 

       風戸健康企画課長補佐 

       古屋健康支援課長  

       佐藤保健所総務課精神保健福祉室長 

       鳰川高齢福祉課長 

       須田介護保険課長  

       柏原障害者自立支援課長 

       井上こころの健康センター所長 

 

こども未来局 大町こども企画課長補佐 

       渡邉健全育成課長 

 

 



経済農政局        今井経済企画課長 

             濱野産業支援課長 

 

消防局          大极警防部救急課長 

 

教育委員会事務局     山下教職員課長補佐 

         安部指導課主任指導主事 

         飯田保健体育課係長 

         長瀬教育センター副所長 

 

区保健福祉センター健康課 石原稲毛区健康課長 

 

事務局（地域福祉課）   大塚地域福祉課長、及川地域福祉課長補佐  

石井厚生係長、山下、山本、佐藤 

 

４ 議題 

（１）千葉市の自殺者数について（資料１） 

（２）千葉市自殺対策計画における平成２４・２５年度の具体的な取り組みに

ついて（資料２） 

（３）千葉市における自殺の実態調査の中間報告について（資料３） 

 

５ 議事概要 

（１）委員の選任 

人事発令等により新たに、髙本委員、藤森委員、反町委員、佐藤委員、 

余語委員が選任さされた。 

（２）議題 

・千葉市の自殺者数について 

  資料１に基づき、地域福祉課長が説明。 

・千葉市自殺対策計画における平成２４・２５年度の具体的な取り組みについて 

 資料２に基づき、障害者自立支援課長、こころの健康センター所長、経済 

企画課長、産業支援課長、指導課主任指導主事、地域福祉課長が説明。 

・千葉市における自殺の実態調査の中間報告について 

  資料３に基づき、地域福祉課長補佐が説明。 

（３）意見交換 

内容については「５会議経過」参照 

（４）今後について 



次回の連絡協議会において自殺実態調査の最終結果を報告する。 

この実態調査の内容を踏まえて来年度に、千葉市の自殺対策計画の見直しを 

行う予定である。 

 

６ 会議経過 

○厚生   定刻となりましたので、ただ今から、「平成２５年度第１回千葉 

係長  自殺対策連絡会議」を開催させて頂きます。 

      私は、本日の司会進行を務めさせて頂きます。地域福祉課、厚生

係長の石井と申します。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頂きます。 

      まず、本日の次第、委員名簿、席次表。 

次に、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「千葉市の自殺対策計画における平成２４・２５年度の具体的

な取り組み一覧表」。資料３として、「千葉市における自殺の実態調

査の中間報告」です。 

このほか、社会福祉法人・社会福祉協議会から企業に関わるリーフ 

レットなど、そして自殺対策啓発物品のクリアファイルの中に千葉 

市「こころと命の相談室」のリーフレットを入れた物を配付させて 

頂きました。資料は以上でございますが、不足等がございましたら 

事務局にお声をかけて頂きたいと思います。 

よろしいでしょうか。それでは、会議の開催に当たり、保健福祉 

局次長の岡部よりご挨拶申し上げます 

 

○局次長  みなさんこんにちは。保健福祉局次長岡部でございます。本日は 

     年末のお忙しい中、お集まりいただき、まことにありがとう 

ございます。 

  また委員皆様方におかれましては日頃より、市政各般にわたる 

 ご指導とご協力をいただきまして、厚く御礼を申し上げます。 

さて本日の議題となります自殺者ですが、警察省の自殺統計は 

平成１０年以降１５年連続して３万人を超えて高い水準を推移して 

おりましたが、昨年は３万人を割ったということで、もしかしたら 

自殺者の減少の兆しが見え始めているというところでございますが、 

一方で若年層の自殺が減らないどころか増加している状況で 

ございまして、今後もより具体的な自殺対策を推進していく必要が 

あるわけでございます。 

本日は３件議題を予定しております。初めに、千葉市の自殺者数 



○局次長 について、次に千葉市自殺対策計画における平成２４・２５年度の 

     具体的な取り組みについて報告いたします。最後に現在実施して 

  おります自殺の実態調査の中間報告をしたいと考えております。 

それぞれにつきましてご意見を頂きたいと考えております。 

その後、様々な見識をお持ちの委員の皆さんがお集まりですので 

意見交換の時間を設けたいと考えております。せっかくの機会で 

ありますので、日頃の取り組みやご要望を含めまして、忌憚のない 

ご意見をいただければと思っておりますので、よろしくお願い 

いたします。 

本市と致しましては本連絡会におきまして皆様から様々な 

ご意見、アドバイスをいただきながら、ともに自殺対策を推進して 

いきたいと考えておりますので、今後ともご協力をお願いいたし 

まして挨拶とさせていただきます。本日はよろしくお願いいたし 

ます。 

 

○厚生   続きまして、人事発令等により、新たに委員となられた方の 

係長  ご紹介をさせて頂きます。お名前をお読み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。千葉県警察千葉市 

警察部、総務課長、髙本 哲雄委員でございます。 

 

○髙本   千葉市警察部の髙本と申しますが、千葉市内の部署の総括調整、 

委員  それから市との連絡調整、これを担当しております。よろしくお願 

いします。 

 

○厚生   社団法人千葉市老人クラブ連合会副会長、藤森 清彦委員でござい 

係長  ます。 

 

○藤森   紹介いただきました。千葉市老人クラブ連合会の副会長をして 

委員  おります藤森です。よろしくお願いします。 

 

○厚生  千葉市小中学校長学校運営協議会、大宮台小学校校長、反町 京子 

係長  委員でございます。 

 

○反町   はい、千葉市立大宮台小学校反町と申します。よろしくお願い 

 委員  いたします。 

 



 

○厚生   同じく、千葉市小中学校長学校運営協議会、轟町中学校校長、 

係長  佐藤 和男委員でございます。 

 

○佐藤   はい、千葉市轟中学校の佐藤でございます。よろしくお願いいた 

委員  します。 

 

○厚生   このほか千葉市民生委員児童委員協議会会長の余語 一晃委員が 

係長  いらっしゃいますが、本日は所用のため欠席される旨のご連絡を 

頂いております。 

また、千葉市医師会、内科医会の田那村 彰副委員長および、千葉 

労働基準監督署、次長の濱崎 喜明委員、千葉商工会議所、常務理事 

の北山 洋一委員、千葉市産業振興財団、事務局次長の高橋 美朗 

委員におかれましても、所用のため欠席される旨のご連絡を頂いて 

おります。 

また本日、社会福祉法人、社会福祉協議会の高梨 茂樹委員の代理 

     といたしまして、常務理事の大場様に出席して頂いております。 

本日の会議は委員１４人中代理も含めまして、９人のご出席を 

     頂いておりますので、千葉市対策自殺連絡協議会規約の第７条、 

第２項の規定により会議が成立していますことをご報告させて 

頂きます。 

      また前回の会議でご承認を頂きましたとおり、市政の透明性を図 

る観点から、本日の会議から会議を公開し、議事録も公表すること 

としておりますので、合わせてご報告いたします。 

      それではこれより、議事に入らせて頂きますが、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。それでは小川委員長に挨拶を頂きまして進行をよろし 

くお願いいたします。 

 

○小川   みなさんこんにちは。私も昨年に続きまして、委員長をさせて 

委員長  頂きます。今日は先ほどお話がありましたけれども中間報告が 

あります。私はこの中間報告を楽しみにしております。 

自死自殺とは個人として孤独に追い詰められて死んで 

いくことです。これを社会的排除と呼びます。しかし、社会的排除 

による個人の自殺の要因は、統計をとると見えにくいのです。 

統計的データとして出てくるのは平均化されます。たとえば、全 



○小川  国平均との比較という形などです。そうすると、追い詰められた 

委員長  個人の体験であるという社会的排除の特性がはがれてしまいます。 

     その中で千葉市の中間報告がでるので、今回、特徴や手ごたえが 

  見えるかどうかを楽しみにしております。 

そして、今日は皆さんにお集まりいただいたように自殺について 

のネットワーク、これを社会的包摂と呼びますが、問題意識を共有 

する広がりを明確化し、その中でデータの共有あるいは問題思考 

ということを楽しみにして参加させて頂きました。 

また前回からなのですが、今回議事及び議事録の公表という形で 

市民全体に共有していくという事を考えると、準備や整理も大変な 

ことかと思い、千葉市に敬意を表します。本日は、どれだけのことが 

出来るか自信はございませんがよろしくお願いいたします。 

      それでは次第に沿って進めさせて頂きます。まず次第１、千葉市 

の自殺者数について事務局より説明をお願いいたします。 

 

○地域  地域福祉課長の大塚でございます。どうぞよろしくお願い申し上 

福祉課長  げます。私から（１）「千葉市の自殺者数等」について説明させて 

頂きます。失礼ですが座って説明させて頂きます。 

資料１をお願いします。初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省が発表する自殺統計の二種類が 

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になっております。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 

間の統計となっております。 

参考１の表は厚生労働省の人口動態統計、月報年計確定数の概況

から、平成２４年と２３年の各政令市における自殺死亡率、これは

人口１０万人あたりの自殺者数ですが、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、網掛欄が、千葉市となっており 

ます。 

平成２４年における千葉市の自殺死亡率は１８．２人、自殺者数 

は１７５人であり、自殺死亡率では政令市１９市中低い方から７番 

目でありました。平成２４年は政令市における自殺死亡率の順位は、 

前年の２位から７位に後退致しましたものの、全国的に自殺者数が 

減少傾向であったため、本市おいても２３年と比較しますと、自殺 

死亡率は０．７ポイント下がり、自殺者数も７人減少致しました。 

参考２の表は本市における自殺の推移を過去５年分まとめたもので 



○地域  す。説明は以上でございます。 

福祉課長 

 

○小川   ただいまの説明対して、質問、ご意見などございましたらお願い 

委員長  します。 

 

○常岡   自殺死亡率というのはどこから割り出した数字ですか。 

 委員 

 

○地域   その地域における自殺者数が多いか少ないかを比較する場合に、 

福祉課長 単純に自殺者数で比較しますと、当然のことながら人口の多い市の 

     方が自殺者数が多くなってしまいます。そこで人口１０万人あたり 

に換算すると自殺者が何人いたのかというのが自殺死亡率でして、 

千葉市の場合平成２４年は人口１０万人あたり１８．２人自殺者が 

いたという事でございます。 

  

○常岡   １８．２人ということですね。率ではなくて。 

 委員 

 

○地域   はい。正確に申しますと、この自殺死亡率につきましては、単位 

福祉課長 というものはないのですが、一般的には人とした方がわかりやすい 

ので、人と捉えられて結構でございます。 

 

○常岡   はい。わかりました。ありがとうございます。 

 委員 

 

○小川   他にございますか。ないという事なので次に次第の２番「千葉市 

委員長  自殺対策計画における平成２４・２５年度の具体的な取り組みにつ 

いて」事務局から説明をお願いします。 

 

○地域   それでは、「千葉市自殺対策計画における平成２４・２５年度の具 

福祉課長 体的な取り組みについて」ご説明いたします。資料２をお願いいた 

します。この資料には千葉市自殺対策計画における平成２４年度の 

取り組み実績と、平成２５年度の取り組み状況を自殺対策計画の具 

体的な取り組みにそって９つの項目に整理してあります。 

さっそく資料に沿い説明させて頂きますが、取り組み項目が６６ 



○地域  項目と非常に多いため、時間の都合上、事務局で説明する事業を、 

福祉課長 選択させて頂きました。本日は取り組みの中から抽出した事業の 

平成２５年度の事業内容を説明させて頂きます。 

     資料２の左側の説明という欄に○がついていて、ゴシック太字に 

     なっている事業でございます。資料の記載順に説明させて頂きます。 

まず１ページをお願いいたします。取り組み項目「自殺の実態を 

明らかにする」に関する事業のうちナンバー３の事業について、 

教育委員会指導課の方から説明いたします。 

 

○指導課  それでは３番の教育現場における実態把握、児童・生徒の自殺 

主任指導 予防に資するため、児童・生徒の自殺について教育現場における 

主事     実態把握に努めることに関しまして、指導課の安部が説明いた 

します。 

 明るい学校づくり推進週間についてですが、楽しい学校・学級 

づくりを実現するために、相手を思いやる心、認め合う心、信頼 

し合う心を育むとともに、児童・生徒が自ら進んで実践する態度を 

育てるために行うものでございます。各学校における不登校や 

いじめを解消し、児童・生徒が明るく伸び伸びと学校生活を送れる 

ようにすることをイメージしております。 

そこで、各学校では９月から１２月の長い期間ではありますが、 

     教育課程、年間指導計画等も含めまして無理のない１週間を各学校 

     が選び、９都県市自殺対策強化月間、また自殺予防週間を踏まえた 

明るい学校づくり週間を設定し、道徳等の授業において、命の尊さ 

を中心とした啓発活動を実施しているところであります。 

具体的な学校の取組については、１つ目に道徳や特別活動での  

取組、２つ目には集会活動での講話、３つ目には児童会や生徒会 

活動での取組、４つ目には地域の方々との交流の取組、 

５つ目は弁論会や文化祭等行事での取組等がございました。 

なお、全ての小・中学校が実施しており、各学校の実態に応じて命 

     の尊さの大切さを十分踏まえ、特色のある取組を実施しておりまし 

た。平成２６年度につきましても、本年度と同様の取組を実施し、 

いじめによる自殺等が発生しないようこれまで以上に子供からの相 

談や話に傾聴するとともに、早期対応に努め、保護者との連携また 

は連絡を密にするよう指導してまいります。 

 

 



○地域   次に２ページをお願いします。取り組み項目「市民一人ひとりの 

福祉課長  気づきと見守りを促す」の取り組みのうち、ナンバー７の事業に 

ついて私からご説明いたします。 

①については９月の９都県市自殺対策強化月間において、市内の 

  ＪＲ線と京成線の主要駅に啓発ポスターを１か月掲出致しました。 

     ただ今、主要駅と申しあげましたが、具体的に申し上げますと 

乗降客の多い駅でございます。ＪＲ線が６駅、千葉駅、西千葉駅、 

稲毛、海浜幕張、幕張本郷、蘇我駅。京成線が６駅、千葉中央駅、 

京成千葉駅、みどり台駅、京成幕張駅、幕張本郷駅、学園前駅、 

でございます。 

②については、千葉市政だより９月１日号で、自殺予防週間や、 

こころの健康、労働条件、多重債務軽減、事業資金、学校、健康等 

に関する悩みに係る相談窓口等を掲載いたしました。 

③および④においては、来年３月の国の自殺対策強化月間内で、 

若年層への自殺対策の一環として、フリーペーパー、これは駅など 

で配っている無料のクーポン券がついている冊子のことですが、 

フリーペーパーに自殺防止の啓発広告を掲載すると共に、ちば市政 

だより３月１日号に、自殺予防に係る啓発記事を掲載する予定です。 

次にお手元に資料と一緒に配布させて頂いたクリアファイルで 

ございますが、昨年度自殺対策の啓発物品として当課で作成した 

ものであります。本日はこの中に、表面に「こころと命の相談室」、 

裏面にその他の相談窓口を記載したリーフレットを入れてあります 

が、これに関わらず、中に様々なリーフレット等を入れて配布する 

ことが出来ます。２万８千枚作成し、まだ在庫がございますので、 

ご希望の方は、遠慮なくお申し付け下さい。私からの説明は以上で  

ございます。 

      次に３ページをお願いします。取り組み項目「早期対応の中心的 

役割を果たす人材を育成する」の事業のうち、ナンバー１７の事業 

についてこころの健康センターから、ナンバー１９の事業について 

障害者自立支援課から、また５ページ、ナンバー２９の事業につい 

て産業支援課から、順次ご説明いたします。 

  

○こころ   こころの健康センターの井上でございます。それでは座って説明 

の健康   させて頂きます。１７番の取り組み内容でございますけれども、 

センター  精神保健福祉相談業務等により自殺の危険性の高い人の早期発見、 

所長    早期対応を図るため、自殺の危険を示すサインに気づき適切な対応 



○こころ をすることが出来るような自殺の防止等に資する人材、これは 

の健康  「ゲートキーパー」と言いますけれども、こういった方々の育成を 

センター 行っていくという事を内容としております。 

所長    平成２１年からこういった事業を行っておりますけれども、昨年 

     度までこのゲートキーパー、民生委員、児童委員を中心に４２７名 

    の養成をしているところであります。平成２５年度におきましては、 

これまで年１回の研修会でございましたが、計７回、各保健 

福祉センター６か所、もう１か所は当センターにて行う７回の 

養成研修会とし、これは国の地域自殺対策緊急強化基金を利用 

いたしまして、自殺の危険を示すサイン、ＳＯＳに気づき適切な 

対応ができるような人材を育成するために、臨床心理士１人にお願 

いしまして、「命を繋ぐために私たちが出来ること」というテーマで、 

各区で既に養成事業を行っております。これによりまして、新たに 

１４４人のゲートキーパーを養成いたしました。 

来年の２月１８日は子どものいじめ自殺が問題になっていること 

から、中学校、高校の生徒指導にあたられる先生方をお招きいたし 

まして、新たにゲートキーパーを育成する予定でございます。 

こころの健康センターからは以上でございます。 

 

○障害者  続きまして、１９番のかかりつけ医うつ病対応力向上研修事業の 

自立支援 実施について、障害者自立支援課の柏原と申しますがご説明させて 

課長   頂きます。座って説明させて頂きます。 

      うつ病等の精神疾患の早期発見、早期治療による一層の自殺対策 

の推進という事で、日頃から地域で受診するかかりつけの医師に 

対しまして、適切なうつ病診療の知識・技術・及び精神科等の専門 

の医師との連携方法、家族からの話や悩みを聞く姿勢等を取得する 

ための研修を、平成２１年度から千葉市医師会に委託しまして実施 

しているということでございます。 

平成２４年度には５４人が受講しており、平成２５年度、来年の１ 

月からになるのですが、平成２４年度と同様のカリキュラムを用意 

しております。 

対象者といたしましては、かかりつけ医と書いてありますが、平 

成２４年度から地域医療に携わる医療関係者の方として、かかり 

つけ医のみならず、保健師、薬剤師、行政機関に勤務するケース 

ワーカーや児童相談所職員、教育機関に勤務する養護教諭や 

スクールカウンセラーにもお声掛けをして、今年も関係者の連携を 



○障害者 含めたカリキュラムを実施したいと考えております。 

自立支援  説明は以上でございます。 

課長 

 

○産業   産業支援課の濱野と申します。５ページ、ナンバー２９を説明 

支援課長 いたします。座って説明させて頂きます。 

計画上の中項目名ですが各種相談窓口における相談員の資質向上 

と題しまして、計画上の取り組み内容は、消費生活センターの消費 

生活相談、労働相談室の窓口、商工会議所、商工会等の経営相談 

窓口、公共職業安定所の相談窓口の相談員に対し、心の健康づくり 

や自殺予防に関する施策について、普及啓発を図るというものが 

ございます。私ども経済部産業支援課の取り組みといたしましては、 

平成２４年度千葉商工会議所、土気商工会等の会員企業に対しまし 

て、自殺予防週間についての啓発活動の推進、これらを周知、情報 

提供を実施したところであります。平成２５年度につきましても、 

同様の取り組みを実施致しました。以上でございます。 

 

○地域   引き続き５ページをお願いします。取り組み項目「こころの健康 

福祉課長 づくりを進める」に関する事業のうちナンバー３５について、教育 

委員会指導課からご説明します。 

 

○指導課  指導課の安部です。座って説明させて頂きます。 

主任指導 学校における緊急時の対応やスクールカウンセラーの相談を担当 

主事   するスーパーバイザーを配置し、緊急時等における即時対応、 

適切な初期対応を可能とすることから、児童生徒の心のケア等をよ 

りスムーズに行うということですが、本市はスーパーバイザー３名 

を配置しております。スーパーバイザーは臨床心理士であり、スク 

ールカウンセラーの経験が豊富であり、事件事故における学校対応 

の在り方も熟知している心理の専門家でございます。スクール 

カウンセラーへの指導も行い、平成２５年９月４日水曜日スクール 

カウンセラー連絡会議を開催しました。これは年に３回行う会議で 

あり、そのうちの１回でございますが、全中学校の教頭、全 

スクールカウンセラー、ソーシャルワーカー、スーパーバイザーが 

参加し、自殺予防教育についての講演会を開催しました。 

講演会等を企画したのが、スーパーバイザーであります。内容に 

     関しましては、自殺予防教育という演題で、国立精神神経医療研究 



○指導課 センター並びに精神保健研究所自殺予防総合対策センターの川野  

主任指導 健治氏をお招きし、実際にうつ病からの自殺、または突発的な行動 

主事   等をとる自殺等の事例等をいろいろ説明して頂き、スクール 

カウンセラーの知見等を深めたところでございます。 

        相談業務にあたるのはスクールカウンセラーでございますが、 

        子供のサイン・兆候を見逃さずにアドバイスができるよう努めて 

       いるところであります。また普段の学校生活におきましては、 

校長の要請を受けて学校にスーパーバイザーを派遣するという 

ことで対応しています。特に、学校の事故等が発生した時には、 

ショックを受けている児童・生徒の心のケア、保護者との連携等を 

図り、帰りの会に担任が話すべき内容とか、状況にもよりますが 

全員に配る手紙への指導、助言などもしております。以上です。 

 

○地域   次に６ページをお願いします、取り組み項目「適切な精神科医療 

福祉課長 を受けられるようにする」に関する事業のうちナンバー４１の事業 

について、こころの健康センターからご説明します。 

 

○こころ  こころの健康センターの井上でございます。うつ病以外の自殺の 

の健康  危険因子である統合失調症、アルコール依存症、薬物依存症等に 

センター ついて、専門相談や啓発活動としての講演会を実施するとともに、 

所長   自助グループや家族会との連携により精神疾患を有する者等の支援 

を行うということを内容と致しております。 

 平成２５年度の実施状況でございますけれども、当センターでは 

一般職員による相談のほか、月に７回精神科医を招きまして、専門 

相談を行っております。 

これは、統合失調症でございますとか、アルコール依存症、薬物 

     依存症の方や家族の方を中心に相談を実施したところであります。 

また一般市民を対象といたしまして、疾患の予防、早期発見、 

早期治療を目指しまして、統合失調症や、アルコール依存症、薬物 

依存、あるいは思春期のこころの問題につきまして、昨年より講演 

会を増やしまして、計１１回の講演会をこれまで行ってきておりま 

す。このうち薬物依存症と思春期の心の問題につきま 

しては千葉県と共催で、講演会を実施いたしまして、全ての講演会 

でこれまで７５４人地域の方々が参加いたしました。こころの健康 

センターからは以上でございます。 

 



○地域   引き続き６ページをお願いします。取り組み項目「社会的な取り 

福祉課長 組で自殺を防ぐ」に関する事業のうちナンバー４３の事業について、 

障害者自立支援課から、また次のページのナンバー５０の事業に 

ついて、経済企画課から、ナンバー５２の事業について教育委員会 

  指導課から順次ご説明いたします。 

 

○障害者  障害者自立支援課でございます。４３番「相談体制の充実等」の 

自立支援 うち、当課の方で所管しております事業について説明させて頂き 

課長   ますが、お手元のクリアファイルの中のリーフレットも合わせて 

ご覧いただきたいと思います。ここにございます「千葉市こころと 

命の相談室」、これがここに掲載されている事業です。座って説明 

させて頂きます。 

サラリーマン等を対象として仕事帰り等に気軽に相談できるよう、 

自殺予防に関する相談窓口を千葉駅の近くに開設するという事で、 

こちらのお手元にございます「こころと命の相談室」を平成２４年 

４月に開設したところでございます。平成２４年度は、この一年間 

で延べ２４０件の相談がございました。 

こちらは相談無料と枠の中にございますが、毎週月曜、金曜。祝 

日、年末年始は除く訳ですが、夕方の１８時から２１時、相談時間 

といたしまして一人につき５０分ということで千葉駅より徒歩３分 

のそごうの向い側のビルにございます。 

そちらの方に、予約電話を入れて頂いて、予約で受け付ける場合 

とそのまま来る場合と、両方対応しています。 

産業カウンセラー協会に委託をしておりまして、リーフレット上 

の表題にございます、こころと健康に関する知識と社会や労働関係 

の情報を持つ産業カウンセラーがおうかがいしますという事で。 

職場の問題、多重債務、家族の問題、こころと体の健康など、 

これを一緒に解決の道を探しましょう、気軽にお立ち寄りくださいと 

いう事で、この相談体制の充実を図っております。 

 平成２５年の１１月末までの状況ですが延べ２５５件、平成２４年 

度の一年間で延べ２４０件ですので、既に１１月末現在で２５５件に 

なっている状況でございます。 

当課からの説明は以上でございます。 

 

○経済   続きまして７ページ、項目５０番お願いいたします。経済企画課 

企画課長 今井と申します。座って説明させて頂きます。では私からは失業者 



○経済  等に対する相談・支援の充実、内容が労働相談、就職相談の充実と 

企画課長 併せ公共職業安定所等の関係機関との連携を図るという事です。 

本市では、蘇我勤労市民プラザ内に労働相談室を開設しまして、 

     市民の方々の無料相談に応じると共にキャリアカウンセリング等 

    にも対応いたしております。また稲毛区役所内に設置致しました 

ふるさとハローワーク、それからふるさとハローワークの相談員の 

  方によります出張相談等によりまして、ハローワークの情報に加え、 

就職に関する相談や紹介を行っております。労働相談に関しまして 

は、職業安定所ＯＢによる相談員による相談を、第２月曜日、 

年末年始を除き実施いたしております。労働相談の件数ですが、 

平成２４年度は３３７件、平成２５年度は１１月末現在で１６５件 

でございます。ここでの相談内容といたしましては、厚生年金、 

雇用保険受給相談、求職、再就職に関する相談等がございます。 

 続きまして、ふるさとハローワークですが、こちらに関しまして 

は稲毛区役所２階に国と共同で開設しておりまして、月曜から金曜 

まで相談に応じております。ふるさとハローワークの相談に関しま 

して、市の生活就労相談は平成２４年度が３９０件、平成２５年度 

は１１月末現在で２１０件のご相談がございました。相談の主な 

内容が、ほぼ求職相談が中心となってございます。私からは以上で 

ございます。 

 

○指導課  指導課の安部でございます。座って説明させて頂きます。 

主任指導  ５２番でございます。自殺の原因の一つとなっている児童生徒の  

主事   いじめに関する相談・支援の充実を図ることにつきまして、説明 

させて頂きます。まず、相談体制の充実を図ることが重要と考えて 

おりまして、教育相談ダイレクト２４時間体制を行っております。 

スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、特にスク 

ールソーシャルワーカーは今年度から新規配置、スクールカウンセ 

ラーについては拡充をしまして、相談体制の充実を図っております。 

いじめ防止対策推進法が平成２５年９月２８日に施行となり、 

     それを受けて、国のいじめ防止基本方針が１０月１１日に通知され、 

各学校に通知したところであります。各学校では学校の基本方針を 

作成するとともに、いじめ防止等のための組織も設置するという形 

になっております。この組織にはスクールカウンセラー、スクール 

ソーシャルワーカーとも活用できるように今、配慮しているところ 

でございます。今後、教育委員会としましては、いじめ対応マニュ 



○指導課 アルを策定し、また、学校いじめ防止基本方針の策定の手引きも作 

主任指導 成し、年度末に各学校に配付できるようにしていく予定です。 

主事    また、教育委員会の付属機関に関しましては、今検討中であり、  

市長部局との連携も図りながら対処しているところでございます。 

 

○地域  議題２の説明は以上でございます。 

福祉課長 

 

○小川   ただ今の説明に対して、ご意見、ご質問がありましたらお願い 

委員長  いたします。 

 

○常岡   弁護士会の常岡と申します。組織図が頭に入ってないのでわから 

委員  ないのですが、生活保護は社会援護課でしたか。何か社会援護課に 

関する報告はございますか。 

 

○地域    生活保護に関しましては、本庁の方が保護課というところが、 

福祉課長  やっておりまして、主に生活保護政策などを検討する部署で 

ございます。 

実際に、市民の方に、個々の相談を受け、申請を受け決定する 

     のは各区の社会援護課という事になっております。本日は保護課の 

職員は来ておりませんが、お手元に配付しています、社会福祉協議 

会の資料をご覧いただきたいのですけれども、昨今、生活保護と 

いうのが非常に増え続けておりまして、一向に保護率が下がる傾向 

が無いという事で、生活保護というものは最後のセーフティネット 

と言われておりますが、実際には最初で最後のセーフティネットと 

いうような状況になっているのが現状であります。 

そこで国の方で、生活保護に入る前の段階での支援というものを 

充実させようという事で、昨今、法律等も制定されまして、生活 

困窮者対策の実施というものをモデル的事業という事もあるのです 

が、本年度、来年度、千葉市の方でモデル事業をやりまして、 

再来年度２７年度から全国的に本格実施という事になっております。 

以上です。 

 

○常岡   自殺対策の計画の中では、役割は与えられていないのですかね。 

 委員 

 



○地域   現行の千葉市の自殺対策計画におきましては、おっしゃられる 

福祉課長 とおり保護課は入っておりません。ただし生活保護受給者の自殺と 

     いうものが非常に多いという事が言われております。一説により 

ますと、保護を受けていない方の２倍以上自殺者数がいるという 

ことでございますので、このことにつきましては、後ほどの議題に 

はなってしまいますが、千葉市の自殺実態調査というものを行いま 

して、この結果を踏まえて来年度現行の千葉市の自殺対策計画の 

一部見直しを行う予定でございます。これは昨年の８月に国の大綱、 

     自殺総合対策大綱というものがございますが、こちらが政府が推進 

すべき自殺の指針というものでございまして、各市町村は、この 

大綱に沿って、計画を作っているという状況でございます。 

昨年の８月に国が一部見直したのですが、この大綱というものが 

作られてから５年が経過しておりまして、この大綱自体が１０年 

スパンという非常に長いものでございます。で５年に一回、見直し 

をするという事になっておりまして、定期的な見直しという事に 

なります。国の方の大綱は、目標とか全体的なつくりの方は同じ 

わけなのですが、一部昨今の状況を勘案致しまして、いじめ対策の 

強化や、性的マイノリティへの対応などを打ち出してきましたので、 

これらと一緒に、来年見直す際に、生活保護の施策についても取り 

入れていきたいと考えております。 

 

○小川   他にございますか。では私から一つ。 

委員長   平成２４年の実施計画と２５年の実施状況とだいたいどんな対策 

を折られていて、どんな再発見をなされているのかよくわからない 

のですが、２４年の結果についてどういう評価だったかということ 

なんかはどういう風に乗り越えていくのでしょうか。 

 

○地域   これにつきましては、庁内をはじめ、こちらの委員さんの団体の 

福祉課長 方でも取り組みというものをして頂いている訳なのですが、本来で 

あれば、計画を見直す際には、その結果の検証というものを行って、 

次の計画に反映させるのがベストだろうとは考えております。 

ただし、この自殺対策におきましては、なかなか取り組みの成果 

というものが見えてこないというような状況にあります。この取り 

組みをしたから自殺者数が何人減ったというような事がなかなか 

わからないといった状況にあります。そんな中、私どもは、はっき 

り申しあげまして、啓発事業の方に重点をおいてやって参りました。 



○地域   ところが資料１の方に戻って頂きたいのですけれども、下の参考 

福祉課長  ２の本市における自殺の推移というところで、平成２２年をご覧頂 

きたいのですけれども、平成２２年に、自殺者数が２２０人と、 

千葉市の場合、急増してしまいました。前年が１６０人ですので、 

一気に６０人も増えてしまったということで、これに関しましては 

我々も非常に危機感をもちましたが、どうしてこの年だけこんなに 

増えてしまったのか未だにわからない状況であります。翌年の２３ 

年の方は１８２人に減っておりますので、一過性のものであったの 

  だろうとは思いますが、非常に危機感を持ったことは事実でござい 

まして、これをきっかけとしまして、これまでの啓発事業中心から、 

相談窓口の充実という事で、先ほど説明がありました「こころと命 

の相談室」ですね、サラリーマンが相談しやすい時間帯ということ 

で、日中は各区役所の健康課であるとか、こころの健康センターと 

いうとこで相談をやっているのですが、どうしてもお勤めされて 

いるサラリーマンというのは、日中は相談できない状況であります 

ので、夜間相談しやすいとこということで、「こころと命の相談室」 

を実施したというようなところと、もう一つは、対策を講じていく 

ためには、千葉市の自殺の実態といったものを把握できないと難し 

いだろうという事で、これもまた千葉市では２００人前後で自殺者 

数が推移しておりますので、自殺の実態を把握するのは難しいので 

すが、自殺の実態調査も今年度やって、次の計画へ引き継いでいき 

たいと思います。 

 

○小川   ありがとうございます。統計をとると意外にデータはのっぺらぼ

委員長  うになると思うのですが、そこで私としては各事業の中で、実際の 

手ごたえがある報告はございますでしょうか。例えば夜間の相談 

窓口というのは対象者のことを考えると、おそらくベストだと 

思われるでしょうし、実際に利用も多いと思うのですけれど、 

手ごたえなどはありますでしょうか。これはもっと拡大して 

もっとニーズがあるのではないかとか、この規模が適正かとか 

手ごたえというものを、単純に出てこないですか。 

 

○障害者   障害者自立支援課でございます。今、地域福祉課長の方からあり 

自立支援 ました「こころと命の相談室」の掴んだ感触という事ですが、 

課長   例えば２４年度、やはりターゲットがサラリーマンの年代という 

ことですので、総件数２４０件のうち４０代が約９０名、続きま 



○障害者 して３０代が約７０件で３０パーセント、４０代と３０代で約７０ 

自立支援 パーセントという事になります。 

課長    先ほど申しました２５年度の状況で１１月末の中では、やはり半 

数以上を占めているのが４０代です。今回「こころと命の相談室」 

は、ニーズにあったところに開設できたと考えております。ただ男 

性や女性の中で、男性の場合は人間関係の就業での悩みが多数を占 

めますが、女性につきましては人間関係ということでざっくりとし 

た印象での相談事項が多いという事になりました。 

   先ほど委員長さんからご指摘がありました、「ではそれで足りてい 

るのか。」という事ですが、実は先ほど言った時間帯と配置している 

人数から言えば、まだ半分くらいのキャパしか使っていません。 

ですので、もっと周知啓発、先ほどありましたように、リーフレ 

ット等で、もっと広く知らしめまして、気軽に枠数全部を使うくら 

い相談して頂いて、こころの重荷を少しでも軽くして頂ければと、 

当課では考えております。以上でございます。 

 

○小川   ありがとうございます。もう一点お聞きしたいことがございます。

委員長  今年パワハラについてガイドラインが出たりしたのですが、いじめ    

は子どもの問題のことばかり言われていますが、実は企業内での 

いじめがより深刻だと思います。そういった形で追い詰められて 

うつになる方を仕事柄よく見ているのですが、そういう意味では 

いじめは子どもの問題だけでなく、会社にもあるということを 

はっきり言った方がいいと思うのですが、千葉市のご回答はいかが 

ですか。 

 

○障害者  確かに今委員長がおっしゃられたとおり、一般的ないじめと言い 

自立支援 ますと、小学生とか中学生で起こっているものという感覚はあるの 

課長   ですが、やはりパワハラという企業内のいじめも、何と言いますか 

非常に重要ではあるかと思うのですが、これも計画の見直しの際に、 

盛り込んでいきたいと考えております。 

 

○局次長  一つ補足ですが、事業所ということで、自殺対策は千葉市だけで 

     なく様々な機関で対応しているものと承知しております。事業所の 

いちばん近くで働きかけている機関としては厚生労働省の労働局 

でありまして、解雇、労働条件、などの労働問題に関する相談への 

対応を行っております。 



○局次長  具体的には、セクハラなど雇用均等室における職場トラブル等に 

  関する相談や、労働局本局における総合労働相談です。 

自殺の要因というのは多様で複合的なものですので、千葉市とし 

て対策を講じていく際には、労働局との連携を図っていきたいと 

考えております。 

 

○小川   ほかにご意見等はございますか。 

委員長 

 

○常岡   消費生活センターの方で、消費者サポーターなどの制度も準備 

 委員  されていると思うのですが、高齢者とかの見守りを含めた連携して 

やっていけるのではないかと思ったのですね。ただ自殺対策には 

お金の縛りもあるのでしょうけれども、そういった連携をしていく 

などのお話はあるのでしょうか。 

 

○消費   消費生活センターでございます。本計画におきましては多重債務 

生活   相談という形での取組をさせて頂いておりますが、ご質問にも 

センター ございました、高齢者への見守りという観点では、千葉市高齢者等 

所長   悪質商法被害防止ネットワークという福祉関係部門等との連携を 

させて頂きまして、そういった中で民生委員を始めとし、関係団体、         

施設職員等との連携を図りながら、地域の見守り活動に関する対策 

に取り組ませて頂いているところであります。また一般の方たちも 

含めまして消費者力アップ、そうした地域での発信力を持って、 

悪質商法等の被害から高齢者の方を守っていくという事で、消費者 

サポーターの養成事業も、今年度から取り組ませて頂いております。 

消費生活相談は非常に間口の広いご相談を承るという事でございま 

して、多重債務などの借金関係の相談のみならず様々なご相談を、 

特にご高齢の方に関しましては、認知力等が衰えている方もおられ 

ますので、悪質化する手口の様々な被害という事では、かなり深刻 

な事態も承っております。 

今後も千葉県警等との連携も図りながら対策を引き続き進めて 

いきたいと考えております。以上でございます。 

 

○小川   ほかにご意見・ご質問はありますでしょうか。 

委員長   無いようですので、次に３番「千葉市における自殺の実態調査の  

     中間報告」について事務局から説明をお願いします。 



○地域   はい。地域福祉課長補佐の及川と申します。千葉市における自殺 

福祉課長 の実態調査の中間報告」に説明させて頂きます。失礼ですが座って 

補佐   説明させて頂きます。はじめに、資料の方をご説明させて頂きます 

前に、本調査を実施するに至った経緯等について簡単にご説明させ 

て頂きます。 

      本市では、平成１９年６月に国が策定した「自殺総合対策大綱」 

に基づき、本市において自殺対策を総合的かつ効率的に推進する 

ため、自殺対策基本法第４条の規定に基づき、本市の状況に応じた 

  自殺対策の施策として、平成２１年３月に「千葉市自殺対策計画」 

を策定しました。その後、平成２４年８月に国が５年に一度の 

「自殺総合対策大綱」の見直しを行ったことに伴い、本市も「千葉 

市自殺対策計画」を見直すこととし、計画見直しの際の基礎資料の 

収集を目的とし、民間に調査を行うことと致しました。 

なお、前回の協議会において政府の総合的な自殺対策を支援して 

いる独立行政法人国立精神・神経医療研究センターの精神保健研究 

所自殺予防総合対策センターへの委託を予定しているとのご説明を 

いたしましたが、センターとの事前の打ち合わせにおいて、千葉市 

の実態調査を受託するにあたり、センターが求めている調査の内容 

は、研究を主体とするものでした。 

それに対しまして、本市としては、あくまで市の計画の見直しの 

際の基礎資料の収集を主体とするものでありますため、調査の方向 

性に相違があるという結論に至りました。そこで、希望型指名競争 

入札によりまして、神奈川県厚木市にある民間のシンクタンクで 

ある「株式会社 流通研究所」を委託先と致しました。経緯に 

ついては以上でございます。 

      それではお手元の資料３をお願いします。表題が「千葉市におけ 

る自殺の実態調査の中間報告書」と書いてあるものです。まずは 

目次をご覧ください。こちらの報告書は、本市の自殺の実態につき 

まして、第１部として人口動態調査を用いた分析、第２部として 

消防局などの関係機関の資料の分析、そして第３部として今後の 

自殺対策の方向性の以上３部を本編とし、次に用語解説等の資料編 

を加え、構成することを考えております。 

本日はこのうち第１部と第２部の案が作成できておりますので、 

ご報告させていただきます。 

それでは、２ページ「調査の概要」をご覧ください。（２）「調査 

     の方法」ですが、まず第１部では主に厚生労働省の人口動態調査を 



○地域  基に、自殺死亡数や自殺死亡率について、年次別・男女別・１０代 

福祉課長 毎の年代別に数値を調査し、あわせて全国や千葉県の数値と比較を 

補佐   行いました。内容の掲載は、４ページから１４ページまでとなって 

おります。個々の説明は省略させて頂きます。 

また、第２部では、千葉市消防局および警察統計の自殺者の分析 

を行っております。内容の掲載は１５ページから２１ページまでと 

なります。なお、３ページ及び１５ページの消防局からの資料として 

「救急活動記録」となっておりますが、こちらは後程、修正させて 

  いただきます。 

なお、今後、市内で生活保護を受けていて自殺した方のデータ、 

および市内の精神科医療機関を始め、関係機関へのアンケート調査を 

基にした分析も予定しております。 

 最後に、現在、作成中の第３部では、第１部と第２部の分析結果 

を基に現計画に記載されている取組等で特に、推進体制の強化や見 

直しが必要であると考えられる自殺対策についての提言を行う予定 

です。 

次に（３）結果および考察ですが、第１部の人口動態統計におけ 

る分析結果ですが、 

１ 平成２１～２４年の千葉市における自殺死亡率は年平均１９.３ 

で、現千葉市自殺対策計画で基準年としている平成１７年の、 

２１.７からは減少しているが、目標値としている１７.３にはまだ 

至っておりません。 

２ 全国と比較すると、千葉市における自殺死亡率は男女ともに、 

相対的に低い傾向にあります。 

３ 千葉市における男性の自殺死亡率は平成２１～２４年の平均 

２８.０で、同じ期間の女性の自殺死亡率１０.５に比べて３倍 

近く高くなっております。 

４ 男性は年齢別では、全国と同様に中高年の自殺死亡率が高く、 

特に５０～６９歳の自殺死亡率は、平成９～１２年をピークに減少 

しているものの、平成２１～２４年においてもこれらの年代の死亡 

率が依然として最も高くなっています。 

５ 女性は、全国と同様に概ね年齢の上昇に伴って死亡率が高くなる 

傾向にあり、７０歳以上の死亡率は、平成１２年以降減少している 

ものの、平成２１～２４年においてもこれらの年代の死亡率が依然 

として最も高くなっています。 

  ６ 男女ともに２０～３９歳の若年層の自殺死亡率が近年増加傾向 



○地域  にあります。 

福祉課長 続きまして、第２部 市内関係機関資料の分析結果でございます。 

補佐   １ 消防局の「救急活動記録」から、自殺企図は男性より女性の方が 

多く、女性の自殺未遂者は自殺死亡者の４倍以上存在し、特に２０ 

～３９歳の若年層に多い結果となっております。 

２ 警察統計の分析の結果、自殺死亡者の６３.３％が無職者であり 

まして、自殺の原因動機は健康問題、次いで経済・生活問題がある 

と推察されるものが多いのですが、特に近年は経済・生活問題が 

   原因だと思われる自殺死亡者の割合が増えています。 

今後についてですが、警察が持つ更に詳細な統計情報や生活保護 

を受けていて自殺した方のデータ、および精神科を持つ市内医療 

機関へのアンケート調査から得られたデータの分析も行い、調査を 

完結する予定としております。以上、簡単に説明いたしましたが、 

詳細については後程、資料をご覧いただければ幸いです。説明は 

以上です。 

 

○小川   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 

委員長  たします。 

 

○常岡   弁護士会の常岡です。統計の取り方の問題かもしれませんけれど 

員長  も、家族構成とかは分かるのでしたっけ。 

 

○地域   申し訳ありません。人口動態統計ではそこまで分からない結果に 

福祉課長 なっております。 

補佐 

 

○常岡   警察の方だとわかるのですかね。おそらく家族がいる方とか、 

委員  いない方とか社会的な条件によっても変わってくると思うのですけ 

ど、職業柄とか年齢とかはもちろんイメージするのですけど、家族 

関係というか同居していたなどがわかるといいかなと。 

 

○髙本   １１月現在ですと、大塚課長さんのとこにお話しして警察庁の方 

委員  から総務省の方にデータを流しますので、総務省が窓口としてやる 

こととなりました。これに関して言うと、平成１８年にできた「地震 

に対して自殺対策事務法」というのがあるのですね。これをベースに 

して作られてます。先ほど大塚さんも言った大綱には、その実態に 



○髙本  おいてではないと、２のお話で出ていました、生活保護の関係が 

委員  この法律には出てこないのですわ。ですからなかなか難しい問題が 

ある。 

ただし実態的に言いますと、生活保護は全然うちのデータには出て 

きません。１１末現在で１５５人です。男性１０５、女性５０、 

年齢別に行きますと、一番多いのが６５歳以上です。ですから必然 

的に決まってくるのは健康ですね。データで見ますとやはり、普通 

対象になります。 

けれども、健康な方が７８、そうすると他の行政でやっている 

     こと、例えば高齢者の見守りであるとか、それから医療からだとか、 

  先ほど出ました相談事だとか、それから１９歳以下のイメージが 

  少ないんですけども、少なくて非常にいいことなんですね。子ども 

さんの学校でいじめの問題がないんだろうという感じがします。 

そうすると今度は学校でのいじめの問題、これは法律もできまし 

て先ほど、教育指導課からお話がありましたが、そういうのが、 

トータルして、どういうやり方をするのかというのがもの凄く大事 

になってきます。その中で先ほど委員さんが言った、上限というも 

のがいくつか出てくると思います。ただし基本的に、ニュースで 

よく出ますけど、介護に疲れて自殺という無理心中もありますんで、 

それ以上３人以上必要となってくればその可能性は薄いと感じはし 

ます。 

ただうちの方ではそのデータについて何人家族かということを 

公式にとらないと思います。なぜかというと自殺に直接関係ござい 

ませんので、あくまでも自殺の動機があったかどうか、もっと言う 

と不明なのが３４あります。そこがとても難しいところです。以上 

です。 

  

○地域   今髙本委員からの方から説明があったとおりなのですが、内閣府 

福祉課長 の方で、一括で出すというシステムになっておりまして、千葉市の 

方も内閣府の方に依頼しまして、特別に詳しい資料を出して頂きた 

いということをお願いしております。 

その中で家族構成まで求めるのは難しいのですけれども、同居人 

がいるかいないか程度はわかるのではないかなと思っております。 

以上です。 

 

 



○小川   よろしいでしょうか。同居人がいる中での自殺、特に若年の自殺 

委員長  が増えているという事も出ていますので、何かやっているような、 

ちょっと私もそのデータベースがなんだかわからないのですけど、  

あるはずなのですが。他に何かございますか。 

 

○藤森   下世話な質問で恐縮です。ここ一年学校のいじめの問題、それか 

 委員  らスポーツ関係の同じような問題が、世間でいろいろ騒がれており 

ますが、千葉市内ではそういう深刻な事件というものは、あまり私 

たちは耳にしていないのですが、あったのですか、ないのですか。 

 

○指導課  指導課の安部でございます。指導課の方が、いじめ問題に関しま 

主任指導 して、各学校からいじめ事案が起こった場合には、相談ないしは報 

主事   告をうけ、それに対して適切な対応が出来ているかどうかを確認し、 

指導、助言しております。学校からの報告では、いじめにより自殺 

した事案はございません。ただし、現在、いじめ問題が非常に多様 

化しておりまして、その中でネットによるいじめ等が非常に大きな 

問題となっております。ネットに関しましては、ネットパトロール 

が千葉県県民生活課にあり、ネット上のものが見れるのですが、 

スマートフォンによるＬＩＮＥになりますと、全く外から見えない 

状況があり、非常に早期発見、早期対応が難しくなっております。 

この対策としても、相談体制の充実を図っていく必要があります。 

以上です。 

  

○小川   他にございますか。ではないようですので、議題については終了 

委員長  させて頂き、続きまして４、意見交換に移らせて頂きたいと思いま 

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まいりまし 

たが、これより先は意見交換と題しまして、各委員の皆様の行われ 

ている自殺対策の事業の交換や、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できないの 

ですか、などの意見や質問なんでも結構ですので、お一人ずつ 

ご発言を頂き意見交換を行いたいと思いますので、よろしくお願い 

いたします。 

      まず僭越ながら私から発言させて頂きます。先ほども言いました 

けれども、自殺の問題というのが、一人ひとり死んでいくにも 

関わらず、件数をまとめて追っていくと消えてしまうというところ 



○小川  がありますので、それぞれ専門の中で引っかかる点をもう一回 

委員長  ほかの専門の方に知っていただけるかという事が結構大事なのかな 

と思います。 

特に大学で見てますと、若い人の未遂が増えています。統計的な 

     形になってしまいますけれども、その傾向はもっと進んで行くので  

はないかと思います。では次に髙本委員からお願いします。 

 

○髙本   自殺の関係は個人の問題ではない、しかし時代によって変わって 

委員  くるものがあると思います。通称アベノミクスで景気がよくなって 

くる、景気が悪いと自殺は増えるが、景気がいいと自殺が減る。 

ただ全体的に変わらないのは、個人的な考え方ですけれども、私も 

  ６０近くになりますけれども、やはり社会が、家庭で子供が一番で 

  育っています。そうすると社会に出たとき自分が一番下になります。 

  ここに一つのギャップがあるのではないか。それは学校のいじめに 

しても同じことが言える訳で、自分が一番で他人を認めたくない。 

そこに集団のいじめが昔と全然違う形で出てくる。そして大きな 

問題は先ほど教育委員会からお話しがありましたけれども、凄い 

情報化の時代という事でですね、これに振り回されてると。 

そして少子高齢化で私の先輩の方、年齢が高くなります。そうする 

とどうしても介護の問題、本人の病気の問題が出てくると、このこと 

は少なくともここ１０年２０年で、大きく変わることはないんじゃな 

いかと、変わるとすればその時の経済状況によって懐がどうなるか、 

そこの部分かなとは思いますけども、今まで自分が３０数年警察官や 

ってきて、見てきたことを言いますと、非常にやはり「この人、自殺 

するな。」と外見上すぐにわかる人は少ないですね。それをどうして 

いくかというと、やはり各方面でやっている。情報の一元化をして 

地域全体でどうするのか、極論ですけども、そういう考え方が無いと 

これは難しいのかなと思います。抽象的な言い方で恐縮ですけど、 

そんな感じがしております。以上です。 

 

○小川   内容について何かなければ次へ。 

 委員 

 

○灰谷   ボランティアの団体といたしまして、自殺療法という事で相談に 

 委員  行くボランティアの活動も限界はありますが、今は若年層の方に 

     対しても、インターネット相談であったり、亡くされた方の家族と 



○灰谷  話しあってみたり、電話だけでなく、直接伺って体験コーナーと 

委員  いう事で、ボランティア活動をしております。 

      やはり聞くだけではなくて対話ができる傾聴に持っていこうと 

     いうのが大きな課題、どれだけその方に寄り添えるかを示すという 

     事を目指してはいるのですが、特に「また一週間後に電話をかけて 

ください。」とか本当に小さな約束なのですが、つないでいく事と 

なっていくのかなという事と「電話だけでは…」という事でしたら、 

対面の方もという事で活動を行っております。必要としている方に 

活動が知られていないＰＲ不足という事もあって、活動をしていま 

しても、なかなかここまでたどり着くまでに時間がかかっており、 

職員の方からの取り次ぎということもありまして、その形を職員の 

  方に知って頂ければありがたいなと思います。 

 

○大槻   こころと命の相談室の大槻でございます。私も直接相談に関わっ 

委員  ておりますので、少し感じたことをお話し出来たらなと思っており 

ます。 

先ほど障害者自立支援課の課長さんからお話がございましたけれ 

ども、まず私どもの方に相談に来られる方の年代を見ておりますと、 

１０代の方から、高齢の方では８０代の方までいらっしゃいました。 

中核というか一番多いのは、３０代後半、４０代、５０代とまさに 

働き盛りというか、家庭で言ったら大黒柱でいらっしゃるお父さん 

という、そういう方が非常に多いんですけれども、また反対にそう 

いう方だけではなく、実は独身の方、家庭というところに結びつい 

ていない方も非常に多いんですね。守秘義務がありますので、どこ 

までお話ししたらいいのかなという事もありますが。 

例えば去年相談に来てて、仕事に結びつき、その方は東北の方に 

行きました。何回か更新していく中で、また千葉に戻ってこられた 

と、実は戻ってこられた時には外傷をされて、カプセルホテル暮ら 

しをするような状況になっていて仕事を探していると、実はその方 

も凄く自殺感情があった方なのですけれども、仕事を得たことで 

自分の中の力を発揮することが出来たのです。帰ってきて即仕事が 

見つからないという状況になりますと、気持ちも落ち込んでくると、 

そういう中でも、先ほど生活保護という話もありましたけれども、 

そこに結びつくという事ではなくして、とにかく自分で仕事を探そ 

うということで、取り組んでらっしゃると、そういう方もおります。 

また親からの相談だけではなくてですね、お婆ちゃんがお孫さんを 



○大槻  連れて一緒に相談にみえるという方もいらっしゃるのですよね。 

委員  こういった方はやはり家族の中で愛情を受けて来なかったというか、 

貧しかったという、親から十分な愛情を受けていなかったという事 

で、お婆ちゃんと一緒に来てらっしゃる方もいらっしゃいます。 

そういう方も非常に自殺願望、自殺願望の裏には健康問題とかメン 

タル的な問題を抱えてらっしゃいますので、ですけれどもそこから 

何らかの就労につながっていくという事が、非常に回復、社会へ 

一歩踏み出せるような状況につながっていくのかなと思います。 

そういう中で、先ほど申し上げましたけれども、家庭の中で支援 

してくれる人がいるというと変わってくるんですけど、やっぱり 

孤 独 と い う 事 が 、 非 常 に 大 き い の か な と 思 い ま す 。 

それからですね、私どもの相談室で携わる一つの見解となって 

  ますので、やはり連携という事が非常に大事なことと考えておりま 

  す。以上でございます。 

 

○常岡   弁護士会ですけれども、弁護士会は自殺対策関係でも生活問題に 

委員  関わることを意識しております。弁護士会としてはサラ金問題も 

    受け付けたりですね、あとは電話相談で何でも相談という事で実施 

    したりしています。 

     千葉市ではなくて、千葉県弁護士会としても、千葉県の自殺対策 

     支援の方を活用しまして、相談会を行ったりしています。 

     その中では臨床心理士さんとか、保健師さんも一緒になって 

     やったりしていますけども、毎回好評だったのですけども、別の 

        事件の中でも、ソーシャルワーカーさんですとか、相談員の方と 

一緒に支援にあたって役割を決めて物事を進めていることもありま 

すので、個人的には相談会を持つべきで、そこでは当然専門の違う 

みんなで合同でやることが一番望ましい、また自殺の理由が当然 

一つに限られないという事もあるでしょうから、色んな分野で 

一緒になって相談会をしていく、その後また支援なんかも誰がと 

いう訳でなく各々が連携していくという事がやはり効率的かと思い 

ます。 

  

○佐藤   中学校現場の轟町中学校の佐藤です。学校の方では、子供を直接 

委員  見ている訳ですけれども、この自殺に対しては、はっきりした統計 

が教育委員会の方がお持ちだと思いますが、先ほど藤森委員からあ 

った、いじめや不幸な子供たちの死亡というのは、ここ数年聞いた 



○佐藤  ことはないのですけれども、この統計の１６ページの１９歳以下の 

委員  自殺は９人と書いてありますけれども、子供たちが昨年今年と大き  

なニュースになってきましたが、そういう事が無いようにしていき 

たいという風には思っております。 

あと学校としては一番取り組んでいるのは、いじめの撲滅とかも 

そうなのですけれども、子供たちの居場所、先ほども孤独という 

言葉もありましたけれども、集団の中で自分のいる場所の確保と 

いうのか、話がずれてしまうのですけれども、子供がいろんな学力 

調査などをしたときにも、学力の面はクローズアップされますけど、 

自分に自信がない、自己肯定感なんかというものが、学校の私たち 

教員の中で話すときに非常に話題になります。 

やはり自殺をする子どもたちというよりも、自殺願望が実際に 

  自傷行為に走る子供たちは現場にはいます。ただ自殺をするよりも、 

     そういうことに興味をもっているという事の方が多いのですけど、 

    やはりそういう子たちを見ていると、自分に自信がないという事が 

非常に感じとれます。先ほど指導課の方の取り組みで、明るい学校 

づくりをすることによって子供たちのそこの所在感というか、居場 

所づくりをして、自己肯定感を高めるということが大事なのかなと。 

結局それは長い目で見れば、義務教育を終えた後も、若い１０代、 

２０代前半の若い人たちが自分に自信を持っていけば、自殺願望に 

走ることが少なくなるだろうという願いと希望を持って、学校とし 

ては取り組んでおります。 

具体的にもっと身近に言えば、一つは、命の尊さについて学校は 

先ほどありましたように道徳はもちろん理科での生命、家庭科にお 

ける自分の小さいころの事とか、お母さんがどうやって育ててきた 

とか出産の事とか、保健体育とか、全てを含んである命の大切さと 

いう事も、学習を学校現場では行っております。自分にやはり自己 

肯定感というか自信を持たせる、それと共に、とても大切な命とい 

う学習を進めてきております。その辺が明るい学校づくりの基盤に 

なっています。正直言って学校によって取り組みを、どういう風に 

設定するかは別として、そういう取り組みをしているという事です。 

もう一つは、教育委員会の方が配置して下さっているスクールカ 

ウンセラー、中学校では各学校に１名配置をして頂いておりますの 

で、悩みの相談という事で、子供たちの心のケア、もちろんそれは 

学校の職員全体が如何に子どもたちのそういうものに気が付くかと 

いう事で、各種アンケートをしたり、子供との面談時間を設けたり 



○佐藤  して、なるべくそういうものを気づいて、対応するようにしており 

委員  ます。ただやはり相談をすることが、子供たちも親も、悩みを持っ 

ていることが後ろめたさを感じているという事を、最近感じる時が、 

気軽に相談という事を先ほど、どなたかおっしゃいましたけれども、 

悩みっていうのは誰でもあるし、そういうような自然と発生する 

ものだとか、相談することが決して恥ずかしくないという事を子供 

たちもそうですけど、保護者の方にどう啓発をしていくのかという 

のが、自分は正直言って悩んでいるところであります。 

子どもたちの悩みは非常にひどい中で、もう一つ学校現場として 

     悩んでいるのは、やはり先ほどから家庭の話が出ましたけれども、

そこに入っていかなければならない、スクールカウンセラーにして

も我々にしても、子供たちが来て話をするんですが、こちらから 

     家庭訪問とかいろいろあるのですけれども、家庭の中の問題まで 

     入るというのは難しいので、教育委員会の方でソーシャルワーカーを 

     今年度配置して頂きましたけれども、今後どういう風にそういう方 

たちと一緒に家庭に入っていくのか、外部の機関に関係機関、保健 

センターや教育委員会の方やいろいろな関係機関の方を呼んで相談 

会をやった時にどう相手につなぐものかという事が一番難しく、 

今後さらに取り組んでいきたいなという風に思っております。 

以上です。 

 

○反町   本日はありがとうございました。小学校現場におります、反町と 

委員  申します。 

小学校で自殺対策に関する事業と考えると教育課程の中では 

「心の教育、命をお大切にする教育、それから外部人材による講話」 

などが挙げられます。小学生ですので、子供たちには「お金で買え 

ない大事なものがあるね」という事を全校集会で話題にして、 

「命と時間と心だね」という確認をしております。 

またスクールカウンセラーによるメンタルヘルスなども先ほど 

委員会からの報告があったように充実してきております。 

      また教育相談活動も、本校では担任が子供のアンケート調査を 

     もとにしながら、直接顔と顔を合わせて、相談活動をしております。 

 このような事を通して、悩みを一人で抱えない工夫をしたり、 

生徒指導会議等で、職員間で情報を共有したりするなど、様々 

な工夫をしています。それから先ほど連携という言葉があったので 

すが、地域で子供たちの安心・安全を見守る体制作りも出来てきて 



○反町  おります。 

委員   民生委員・児童委員の皆さん、それから地域のセーフティ 

ウォッチャーの皆さん、また関係諸機関、あるいは委員会、 

小、中、高校まで含めて連携の可能性があるように思います。 

本日は中間報告をお聞きまして、強く感じたところがあります。 

それは男女ともに２０から３９歳、つまり若年層の自殺、死亡者が 

増えているというこの実態です。これをどのように受け止めれば良 

いのか、自分の立場で考えました。今まで子供たちは学ぶ事に対 

して、学力向上の課題もありますが、小学生は中学校へ行くため、 

中学生は高校へ行くため、高校生は大学へ行くためということで、 

そ れ ぞ れ 進 学 す る こ と を 目 指 し て 勉 強 し て き て い る 

ような、多分そういう実態だったと思います。でもこの２０から 

  ３９の年代層は学生から社会人へつなぐ部分の世代です。 

  つまり学ぶ事と働く事と生きる事を繋げていく世代です。 

   ですから教育の現場では、将来子供たちが自分が役に立つ実感と 

か、学んでる事が将来へつながっていくとか、そういう学ぶ意味や 

価値をとらえることが大事になってくるのではないかなと 

いう気がしました。 

      子供たちが将来に夢を持って前向きに進むためには、やはり今 

自分が役に立っているとか、自分がそれぞれの係や、家の仕事で、 

できることをやるとか、そういうことに自分の存在の意味や価値を 

感じて生活していくことが大事だと考えます。つまり学校教育に 

おいて「生き方学習」として、学ぶ事の意味を実感することが 

自殺予防につながっていくのではないかなという事を、今日、 

改めて２０から３９までの層の問題に絡めて、感じた次第で 

あります。 

 まだまだやり足りないことはたくさんあると思いますが、今後は 

連携ということについて課題を持って進んでまいりたいと思います。 

今日はいろいろ勉強させて頂きまして、ありがとうございました。 

以上です。 

 

○藤森   千葉市の老人クラブとしてはですね、次のような大きい見解を 

 委員  しております。 

老人クラブの目標の一つに友愛活動、友を愛する活動という大き 

な柱がございます。お互いに仲間を支え合う、改めて言いますと 

そういう内容です。その中にＳＳＫ勉強会と、ＳＳＫというのは、 



○藤森  しない・させない・孤立化しない・させない、孤立化による死亡と 

委員  いう意味がありまして、ＳＳＫというのは千葉県が提唱する、一つ 

の名称でございます。そういうような運営をしまして、それを通し 

てですね、間接的に自殺を少なくするというようなものに結びつけ 

ていこうという運動をしております。見守りという事がその中に大 

きな要素として、展開をしております。 

それから、若葉区では、若葉区地域福祉推進協議会という一つの、 

６年たちますけれども制度で孤立化対策だとか、そういうような 

もので、自殺防止というような形での一つの連携、スクラッチさせ 

ようという事も併せてやっております。 

      個人的な話でございますが、私は福祉関係のボランティアをいく 

つかさせて頂いておるんですが、年に１、２回、私の家に自殺をし 

  たいという電話がかかってきます。自殺は老人クラブや私の関係で 

     は無いのですが「私は知りません。」という形で電話を取らない訳に 

    はいかないので、一応話は聞きます。半分は自殺をする人が誰かに 

言いたい、自殺するという事を言い残して自殺をしたいというのが 

半分くらいです。半分ぐらいの内容は、自殺をしたいと言いながら、 

何かアドバイス、助けて欲しいという意味で、そういう願望を含め 

た電話を掛けてきます。自殺をどうぞという訳にはいかないので、 

私は私なりの内容で話をさせて頂いておりますけれども、できるだ 

け近くの人には会いに行くように心がけております。 

で色んな話をするのですが、今日、ここの色んな資料には直接的 

     には出てきておりませんが、自殺をするということに対して、残さ 

     れた家族や、親せきや仲間が如何に大変かということも一緒に説明 

     してやれば、少しは防止につながるのじゃないかなと、いつも私は 

そういう風に思います。 

死んじゃう人は勝手です、だけど残された人はもっと大変です。 

家族は大変です。もっと卑近な例で言えば、不動産屋は自殺される 

と商売になりません。そういうようなやはり色んなケースがあるの 

で、そういうものと合わせながら、自殺防止対策というものも考え 

ていきたいな、という風に思っております。以上です。 

 

○小川   はいありがとうございました。私も一言申し上げます。うつが 

委員長  全て自殺に繋がる訳では無いのですが、様々な研究があります。 

子供のうつ病尺度で言うと、小学校で５、６年男子１５%、女子で 

２５%が精神科にかかってよいというレベルです。中学生になると 



○小川  ３年生になると、男女とも３０パーセント超えます。 

委員長  彼らの心理的特徴は先ほどありました自己肯定感の低さです。 

どうせやっても出来ないという信念から、やれば出来ることも 

やらないという発展をとります。専門的には「回避」と言いますが、 

彼らが高校、大学と成長する中で不安から逃げて回る傾向を 

とります。逃げて回るけれども、嫌なことを避けることが出来る 

のは大学までです。働くと嫌な上司や客の相手をしなくては 

ならない。結果として大体３年以内に退職していきます。七五三の 

法則と言って、大学で３割が３年以内、高卒５割、中卒７割やめる 

と言われてますが、その中にこの傾向を持つ人が多いと考えます。 

「回避」以外の方法を持たない人というのは、その後精神科医療に 

くる率が高くて、そして８年くらいまで派遣で何とかやっているの 

  ですけれども、そこから先に３５歳の壁が来るのです。 

      私は自殺には、この不安と回避の問題がくっついてると思って 

     いてそういう意味では子供の自己肯定感、自己効力感と言います 

     けど本当に学校の大きな課題だと思ったりしています。同時に 

     孤独さということを考えた時に学校はまだいいのです。子供には 

     まだ学校という一つの社会がありますから、閉じていません。 

     でも大人になると時間がたつと共に関わりがない孤独という事態が 

     起こります。 

そう考えた時に、今日いろいろな相談会があって、多職種の人が 

集まってというのは開かれている事が重要だと思います。居場所と 

言いますか、例えば千葉市の中にはいっぱい相談機関があって、 

「千葉市に住んでいていいな。」と思えるような事が少しでもあると 

よいと考えます。行政は家庭の中まで言えないという事だとは思い 

ますけども、でもそういう雰囲気を作っていくという市の姿勢が 

大切と改めて思いました。 

      どうも皆さんからたくさんの意見を頂きましたけども、これで 

     意見交換を終了させて頂こうと思いますが、ほかに何かございます

か。なければ事務局の方から何かございますか。 

 

○地域   先ほど資料３によりご説明させて頂きました、「千葉市における 

福祉課長 自殺の実態調査」ですが、次回の連絡協議会において最終結果を 

報告させて頂きます。 

 

 



○地域   なお次回の連絡協議会の日程につきましては決まり次第、連絡 

福祉課長 させて頂きます。この実態調査の内容を踏まえて来年度に、千葉市 

の自殺対策計画の見直しを行う予定でおり、その際に委員の皆様の 

ご意見等を賜りたいと考えておりますので、ご協力をお願いいたし 

ます。事務局からは以上です。 

 

○小川   では以上で本日の連絡協議会の予定は全て終了致しましたので 

委員長  事務局の方へ、進行をお返しいたします。 

 

○厚生   長時間にわたり、誠にありがとうございました。以上を持ちまし 

係長  て平成２５年度第１回千葉市自殺対策連絡協議会を終了させて頂き 

ます。本日は誠にありがとうございました。 


