
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年度第１回船橋市自殺対策連絡会議 

会議録 

  



令和 4年度第 1回船橋市自殺対策連絡会議 

 

日  時  令和 4年 7月 12日（火） 15時 40分～17時 30分 

場  所  市役所 9階 第一会議室 

 

 

議  題  （1）自殺対策計画進捗状況及び今年度の推進体制について 

（2）自殺の現状について 

（3）今後の計画の推進について 

 

 

 

出 席 者  清水 栄司   千葉大学 

宇田川 雅彦  一般社団法人船橋市医師会 

安増 知子   一般社団法人船橋薬剤師会 

斎藤 浩一   社会福祉法人千葉いのちの電話 

宮本 瞳    船橋市民生児童委員協議会 

白鳥 敦子   社会福祉法人船橋市社会福祉協議会 

成瀬 榮子   特定非営利活動法人 セカンドスペース 

岩佐 吉章   船橋商工会議所 

田村 誠志   千葉県弁護士会京葉支部 

鹿島 良行   東日本旅客鉄道株式会社 船橋駅 

倉上 宜治   船橋公共職業安定所    

大竹 陽一郎  健康福祉局 

 

  



（事務局） 

それでは、定刻前にはなりますが、委員の皆様お揃いになっておりますので、ただいまから令

和 4 年度第 1 回船橋市自殺対策連絡会議を開催させていただきます。委員の皆様におかれまして

は、お忙しい中、お集まりいただきまして、そして本日はお足元の悪い中、こちらの方にご足労

いただき、まことにありがとうございます。本日、進行を務めさせていだだきます、健康政策課

長の林と申します。よろしくお願いいたします。 

本会議ついては、令和２年度、３年度においては新型コロナウイルス感染症対策のため書面形

式での会議開催となっており、対面形式での開催は３年ぶりとなります。 

ここで、開会に先立ちまして資料の確認をさせていただきます。 

 

・次第  

・席次表 

・委員名簿 

・船橋市自殺対策連絡会議設置要綱 

・（資料１）令和３年度 自殺対策計画進捗確認シート 

令和４年度 自殺対策推進体制一覧表 

・（資料２）船橋市の自殺の現状について 

・（資料３）自殺総合対策の推進に関する有識者会議報告書 

・（資料４）市民意識調査について 

・リーフレット「ひとりで悩まず相談を…」 

・千葉無料カウンセリングチラシ 

・船橋市自殺対策計画（冊子） 

以上でございますが、お手元にない場合は事務局へお声かけください。 

 

続きまして、私のほうから、委員の皆様のご紹介をさせていただきます。お手元にあります、

委員名簿の順に紹介をさせていただきます。  

 まず、第１号委員として、千葉大学より清水栄司委員でございます。 

続いて、第２号委員として、一般社団法人船橋市医師会より宇田川雅彦委員でございます。続

いて、一般社団法人船橋薬剤師会より安増知子委員でございます。続いて、社会福祉法人千葉い

のちの電話より斎藤浩一委員でございます。続いて、船橋市民生児童委員協議会より宮本瞳委員

でございます。続いて、社会福祉法人船橋市社会福祉協議会より白鳥敦子委員でございます。続

いて、特定非営利活動法人セカンドスペースより成瀬榮子委員でございます 続いて、船橋商工

会議所より岩佐吉章委員でございます。続いて、千葉県弁護士会京葉支部より田村誠志委員でご

ざいます。続いて、東日本旅客鉄道株式会社より鹿島良行委員でございます。 

次に、第３号委員として、船橋公共職業安定所より倉上宜治委員でございます。 

次に、第４号委員として、船橋市健康福祉局、大竹陽一郎委員でございます。 

只今、紹介いたしました委員の他に、本日欠席となっておりますが、3名の委員がいらっしゃい



ます。ご紹介のみさせていただきます。第２号委員として、一般社団法人千葉県公認心理師協会

より早川けい子委員、また、第３号委員として、船橋警察署より田中翔委員、船橋東警察署より

小栗健路委員が同じく委員が選出されています。 

 また、昨年度の書面会議において、本会議の会長には清水委員、副会長には白鳥委員を選出さ

れ、そして皆様の承認をいただいておりますので、よろしくお願いいたします。 

まず初めに、船橋市健康福祉局長の大竹よりご挨拶を申し上げます。 

 

（大竹局長） 

   船橋市健康福祉局長の大竹でございます。 

皆様、本日は大変お忙しい中、本会議にご出席いただきまして誠にありがとうございます。 

平成２８年度自殺対策基本法の改正によりまして、市区町村に自殺対策計画の策定が義務づけ

られました。今日、冊子をお配りしましたが、本書は平成３０年度に、「誰も自殺に追い込まれる

ことのない生きる道をつなぐ船橋市」としまして、平成３１年度を初年度とする５年計画として

の自殺対策計画を策定したところでございます。 

この計画では、国の目標と同様に計画策定から 10 年後までに段階的に 30％以上自殺死亡率を

減らすことを目標としていますが、しかしながら、新型コロナウイルスの感染症が市民の社会生

活に様々な影響を及ぼしておりまして、現在のところ、自殺死亡率は増加傾向にあるという現状

でございます。 

自殺は個人的な問題ではなく、その多くが追い込まれた末の死であり、防ぐことができる社会

問題と言われております。昨今、第７波に入ったと言われております、コロナ禍でございますけ

れども、これまで以上に関連団体の皆様と連携強化を図り、包括的な支援を行っていくことが重

要となりますので、本市の自殺対策の更なる推進についてご協力をお願い申し上げまして、ご挨

拶とさせていただきます。 

 

（事務局） 

ありがとうございました。 

 それでは、ここから会議に入りますが皆様に一つお願いをさせていただきます。会議の中で発

言をされる際、目の前のマイクがございますが、こちらの右下のグレーのボタントークボタンを

押してから赤いランプがつきますので、そこから発言をお願いいたします。そして、発言が終わ

りましたら、同じトークボタンを押していただく、ということで会議の方進めてまいりたいと思

います。 

それでは清水会長よろしくお願いいたします。 

 

（清水会長） 

 千葉大学の清水栄司と申します。本日は、どうぞよろしくお願いいたします。 

着座のまま、進めさせていただきます。それでは、会議の次第に沿って、進めさせていただきま

す。まず、会議の公開・非公開について、事務局から説明をお願いいたします。 



（事務局） 

会議の公開・非公開について説明させていただきます。 

船橋市においては、「船橋市情報公開条例」及び「船橋市附属機関等の会議の公開実施要綱」に

基づき、「個人情報がある場合」または、「公的にすることにより、率直な意見の交換もしくは意

思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある場合」などを除き、原則として公開することに

なっております。公開する場合、議事録については、発言者、発言内容も含め、全てホームペー

ジ等で公開されます。 

また、本日の会議につきましては、傍聴人の定員は 3 名とし、事前に市のホームページにおい

て、開催することを公表しております。傍聴人には、「公開事由の審議」の後に入場していただき

ます。 

清水会長には、会議の公開事由の審議についてお願いします。  

 

（清水会長） 

それでは会議の公開事由の審議を行いたいと思います。本日の議題につきましては公開として

差し支えないものと考えますが委員の皆様いかがでしょうか。 

【異議なし】のご発声 

特にご異議はないとのことで、ありがとうございます。それでは本会議は公開とさせていただ

きます。本日傍聴を希望されている方はいらっしゃいますでしょうか。 

 

（事務局） 

本日は傍聴人が３名いらっしゃいます、 

 

（清水会長） 

それでは事務局は傍聴者の方を入場させていただければと思います。ご参加いただいてありが

とうございます。傍聴者の方におかれましては事前に事務局よりお渡しした「傍聴される方への

注意事項」を遵守していただきますようにお願いいたします。 

それでは議題（１）に進みます、「自殺対策計画進歩状況および今年度推進体制について」事務

局よりご説明をお願いします。 

 

（事務局） 

健康政策課の黒木でございます。 

まず始めに、船橋市自殺対策計画の冊子３ページをご覧ください。 

先ほど挨拶でもあったとおり、平成２８年に自殺対策基本法の改正によって、市区町村に自殺

対策計画の策定が義務付けとなりまして、船橋市自殺対策計画を平成３０年に策定し、平成３１

年 4月から施行となりました。 

次に 5 ページをご覧ください。本計画の期間は、２０１９年度から２０２３年度までの５年間

とし、国の自殺総合対策大綱の見直しがあった場合等に必要に応じ見直しを行うということにな



っております。 

次に、計画の数値目標ですが。10年後に国が自殺の死亡率を 30％以上減少させるというところ

から当計画では表のとおり、5 年後までに約 15％減少で自殺死亡率 11.3 を目標にしております。 

続きまして、9ページをご覧ください。こちらは計画策定時の自殺統計データを掲載しておりま

す。 

続きまして 40ページに移ります。こちらは市の自殺対策の施策の体系となっております。 

基本方針が「誰も自殺に追い込まれることのない、生きる道をつなぐ船橋市」とし、そして、

その横に基本施策が 5 つ、更に基本施策を推進する施策内容が書かれております。星印のついて

いるものが重点施策となっております。 

続きまして、45ページから 72ページに掲載されているのが、計画策定時に、庁内・庁外に、自

殺対策に寄与する事業「生きる支援関連施策」について、棚卸しを行った結果、出された事業と

なります。市の事業が 123事業、そして、関連団体の事業は 25事業となっております。 

次に資料１をご覧ください。この資料は、国が自殺対策の進捗管理に全国の自治体で活用して

ほしいとされている様式で、本市でも活用し、毎年 1 回、計画書に掲載されている「生きる支援

関連施策」の担当に取組状況と評価を実施してもらった結果を取りまとめ、資料とし、本会議で

皆様にご意見をいただいております。 

次に資料１ですが、お時間が限られておりますので重点施策などに基づいて選んで取組を説明

させていただきます。 

まず、1 ページ NO.3「ゲートキーパー研修」をご覧ください。悩んでいる人に気づき、声をか

け、話を聞いて必要な支援に繋げ、見守る人のことを、ゲートキーパーと言います。そのゲート

キーパーの養成に市では取り組んでいますが、特に令和３年度につきましては、市役所の全職員

を対象に、ｅラーニングを活用して、ゲートキーパー研修を実施しました。 

続きまして NO.7「リーフレットによる啓発」ですが、本日の資料としてお配りしていますが、

この「ひとりで悩まず相談を…」というリーフレットは、様々な悩みに対応した形で相談窓口を

紹介しているリーフレットになります。こちらを様々な庁内の関係各所や関係団体、学校、イベ

ント等で配付をしまして、約 2 年間で 5 万部のリーフレットを配ることができました。また、最

近はコロナ患者が療養するホテルや、生理の貧困対策である生理用品の配布のときにこのリーフ

レットを配布しました。引き続き配布については皆様にもご協力をお願いしたいと思います。 

続きまして NO.8「自殺予防週間と自殺対策強化月間の実施」です。毎年パネル展の開催や市ホ

ームページ、広報、駅前サイネージ等様々な方法で普及啓発を行っております。令和３年度は、

コロナ対策により講演会は実施せず、「誰だって死にたくなる時があるから」という自殺予防動画

を作成し YouTube で配信し、視聴回数約 1,000 回となりました。パネル展は、市役所１階と各図

書館で実施しました。実施の状況は市ホームページで公開しておりますので、是非ご覧ください。 

続きまして、2ページ中段、追加①「ＳＮＳ相談事業」は令和２年 7月 15日から新型コロナ感

染症の影響による自殺者数の増加を懸念し、スタートした事業になります。令和３年度の相談件

数は延べ 2,255 件、相談内容がメンタル不調、家族問題、勤務問題の順に多く、性別では女性が

多く、年齢は、30代 40代 50代 20代の順に多くなっております。相談終了後のアンケートでは、



ＬＩＮＥの相談のしやすさ、開設時間帯、対応内容など、各項目で約 9 割が「よい」と回答し高

評価を得ています。 

続きまして、3ページをご覧ください。NO.30「精神保健福祉相談」は電話メール含む相談が令

和３年度は 4,899件、令和２年度実績 4,025件となっており、相談件数は増加しております。 

続きまして NO.40「総合相談窓口事業（自立相談支援事業）」は地域福祉課の事業ですが、令和

３年度の相談件数は 22,214 件、令和２年度が 22,671 件で２年度から３年度は横ばいですが、令

和元年が 16,570件だったので令和２年度にかけて増加し、令和３年度は高めで横ばい推移してい

る状況です。 

続きまして 4ページをご覧ください。NO.43「民生委員・児童委員による相談事業」は地域福祉

課の事業ですが、後ほど宮本委員からご報告をお願いします。6ページ NO.77「若年無業者支援事

業」は商工振興課の事業ですが、後ほど、成瀬委員からご報告をお願いします。NO.81「スクール

カウンセラー配置」については市立小中学校全校に配置が進んでおりまして、相談件数、相談人

数ともに年々増加傾向となっています。次に NO.89「がんに関する相談支援」NO.90「入院患者の

心身のケア」は医療センターの事業になりますので、後ほど宇田川委員からご報告をお願いしま

す。7ページをご覧ください。 

NO.96「社会福祉協議会の活動促進事業補助金」ですが、後ほど白鳥委員からご報告をお願いし

ます。 

次に NO.101「自殺企図者の相談支援事業」は保健所の事業で３年度は新規ケースが 0名となっ

ておりますが、この事業は医療センターとの連携事業でございます。NO.30「精神保健福祉相談」

でも自殺の不安の相談を行っておりますので相談件数は併せてご確認ください。 

次に 8ページ NO.108「ＳOＳ教育を行うための体制作りの推進」ですが、「ＳＯＳ教育」とは児

童・生徒が現在あるいは今後起こり得る危機的状況に対応するために身近にいる信頼できる大人

にＳＯＳを出す援助希求行動ができるようにすることを目的とした教育です。船橋市におきまし

ては全小中学校で実施しておりまして、また先ほどお話ししました、ゲートキーパー研修を教職

員に対しても実施しておりますので、児童・生徒の発したＳＯＳを受けとめる体制づくりを同時

に推進しているということになります。 

続きまして 11ページ NO.165「鉄道駅バリアフリー化設備整備補助事業」については、道路計画

課の事業ですが、後ほど鹿島委員からご報告をお願いします。 

次に 12ページ以降は関係団体の取組事業を掲載しています。NO.9「無料電話相談、対面カウン

セリングの実施」は、令和３年 12月から船橋市と産業カウンセラー協会の共催事業として実施し

ています。お手元にチラシを配っておりますので、参考にしてください。 

次に 13ページ NO.13「事案対応」については船橋東警察署の取組ですが、本市のＳＮＳ相談に

おいても、事前に連絡方法を取り決め、自殺の具体的な日時や方法が書き込まれた場合などに連

携して対応しています。 

続きまして 15 ページをご覧ください。こちらは、令和 4 年度の推進体制を示した表になりま

す。重点施策毎に設置した作業部会と作業部会を構成する課、主な実施事業のスケジュールをお

示ししていますのでご確認ください。私からの説明は以上となります。 



（清水会長） 

どうもご説明ありがとうございました。 

ただいま「自殺対策計画の進捗状況および今年度の推進体制について」ご説明いただきました。

ただいまの議題につきまして、委員の皆様から何かご質問ございますか。 

非常に沢山の内容がございまして、先ほど事務局からもございましたけど、各委員の皆様から

ぜひ活動状況をご報告いただきたいと思っております。 

先ほど資料１の該当部門もご活用いただいてお話しいただければと思いますので、それでは、

各団体にご説明いただくということで。それでは船橋市医師会、船橋市立医療センターの宇田川

先生から、説明をお願いいたします。 

 

（宇田川委員） 

船橋市立医療センター精神科の宇田川と申します。よろしくお願いいたします。 

6 ページ NO.89「がんに関する相談支援」と NO.90「入院患者の心身のケア」が当院の活動です。 

 まず NO.89 は、がんに関する相談支援、相談窓口です。がん患者においては、希死念慮が発生

しやすく、自殺リスクが高いといわれています。がん患者に対する相談窓口として相談対応した

中で、希死念慮の疑いがあれば、特にその後ケアを行うということをやっております。これは、

がん相談支援センターにおいて、がんの治療における不安とか精神的な落ち込み、希死念慮につ

いて、専門的な相談を行っているわけですね。特に精神的な問題があれば、我々は精神科を中心

にリエゾンチームというのを結成しておりまして、そのチームで取り組むようにしています。院

内のチーム医療はリエゾンチーム、それから癌に関する緩和ケアチーム、この二つが活動してい

るわけです。たまに、重複して両方でケースを取り扱うということもありますし、それぞれにお

いて、別のケースを扱うようになることも多いのですけれども、よく連携をして、チームのメン

バーも重複していますから、リエゾンチームと緩和ケアチーム両方で面会、問題を持つがん患者

さんのケアを行っています。相談件数は 168件とケース数がかなり多いです。 

それから NO.90「入院患者の心身のケア」、これどういうことかといいますと、船橋市立医療セ

ンターの救命救急センターがございまして、そこに自殺未遂の患者さんが運ばれてくるわけです。

年間、平均 40件、50件ぐらいですけれども、２０２０年は増えまして 70件でした。これはコロ

ナと関係があるかどうかは今、分析中です。２０２１年は少し落ち着いて 50件ぐらいでした。そ

れぞれ自殺未遂における入院患者さんの全件に対して精神科リエゾンチームが介入するわけです

ね。そして、場合によっては退院後精神科の外来でフォローアップしたり、精神科病院に入院が

必要なケースにおいては、精神科病院探しをしたりというふうに結びつけるというようにケアを

しています。自殺未遂のケース、精神科外来、今、申しました救命センターに入院したケースの

中に船橋市の方で、そして同意のあった方においては、先ほど、船橋保健所の事業で「自殺未遂

者支援事業」というのがありましてそこに結び付けて保健所のスタッフの方の訪問をしてフォロ

ーアップしています。自殺未遂者は決して減ってはいないのですけれども。同意を取ったりする

ということが、上手く行かずに保健所の「自殺未遂者支援事業」に結びつけるケースは、滞って

いるのですけれども、実際には訪問によりフォローアップしたいケースはたくさんあります。 



私からは以上です。 

 

（清水会長） 

 宇田川委員、どうもありがとうございました。 

続きまして、船橋薬剤師会の安増委員からのご発言、お願いいたします。 

 

（安増委員） 

 船橋薬剤師会としましては、直接活動というのはない、平年、学校薬剤師というのをやってお

りますので、その活動を通じて、または、薬物乱用の話だとかをお話しして、本当に命の大切さ

をご理解いただく、あとは、薬局に来られた患者様とか、あるいは、お薬相談のコーナーなどを

設けて、市民の方たちからお話を伺う活動くらいしかしていなくて、実際に、掲載するような内

容がなくて申し訳ないのですけれども、できるだけリーフレットを配布できるようにしています。 

 

（清水会長） 

 安増委員、どうもありがとうございました。 

続きまして、千葉いのちの電話、斎藤委員からお願いいたします。 

 

（斎藤委員） 

 はい、ではご報告申し上げます。13 ページの NO.15「電話相談受付」、NO.16「自死遺族への支

援」は千葉いのちの電話で担当させていただいております。昨年、やはりコロナ禍ということで、

一昨年と同様、私たちの相談員自身が、自分の健康維持ということで、活動に 100％参加出来ない

ということで、24 時間、365 日と言っていますけれども、365 日こそ達成しましたけど、24 時間

がかなわず、未だに深夜帯ですね、夜の 9 時から朝の 7 時までが閉鎖された状態になっておりま

す。8月から一部 24時間、復旧させていただきますけれども、現状ではそういうことで、昨年度

は、年間の相談件数が、10,203 件ということで、一昨年に比べれば 13％ほど増えておりますが、

通常ですと 17,000件ぐらい年間受けておりますので、まだまだ万全ではないという状況です。電

話以外の他の 3 事業、インターネット相談、それから対面相談、自死遺族への支援事業としての

「わかちあいの会」、これは、「自死遺族支援」でご説明いたしますけれども、こちらは、人数的

に大きな変動はございませんでした。粛々と活動させていただきました。 

 ボランティアの募集を毎年１回やっているのですけれども、昨年度、募集しましたところ、通

常は 20～30人位の応募なのですが、89名ということで、2倍以上の応募の方があって、ある意味

嬉しいのですけれども、社会的な、自殺予防という関心が、高まっている証拠かなと。これは、

一昨年、著名人の自死をテレビで報道される度に、相談機関の紹介がされるようになりましたの

で、そういう意識の高まりというのを非常に感じます。 

相談に関しましては、電話を 24時間、年度内に復活、復旧させると、いうことを今、相談員一

同検討しつつ、準備を進めております。 

 それから、自死遺族の方への支援事業として、わかちあいの会「ひだまり」というものを開催



しております。これは、事前に予約も要らない、お名前を登録する必要もない、気が向いたら来

てくださいということで、場所は千葉市と佐倉市、それから柏市の 3 会場をお借りして、月に 1

回、もしくは隔月でさせていただいています。そちらにつきましては、そういったご本人の特定

の問題もありまして、緊急事態宣言が出ました 8 月から 9 月の間の 2 ヶ月は、全て中止させてい

ただきました。それ以外は、通常通りやっております。参加者は、昨年度 47人、これは開催回数

が少ないので減って当然なのですけれども、115人ということで、回数の比例以上に非常に多くの

方に参加していただいたなという感じがします。資料に書いてありますけれども、昨年度の特徴

としては、従来は、大切な方が亡くなられて、1、2年は、なかなか自分からは外に出て、活動し

ようという気になかなかならなかったと一般的に言われていたのですが、特徴として、直近で亡

くなられた方のご遺族が随分参加されるようになっております。それから、3 組くらいですけれ

ども、夫婦で揃って来られるみたいなケースもございまして、今までにない、コロナ禍の影響が

どのくらいあったのか分かりませんが、ここ 1、2年の影響かなと思っております。遺族の方の受

け止め方。身内、大事な方の自死に対して、受け止め方が変わってきたのかなと思います。元々、

自死の遺族の方、悲しみとかそういうものを周りに言えないということが、日本では強いと言わ

れているのですけれども、そういう状況を少しでも改善して、グリーフケアに繋げるということ

を始めておりますので、この部分だけ取れば、良い方向に向かっているのかなという気はします。  

 報告は以上です。 

 

(清水会長) 

 どうもありがとうございました。 

続きまして、船橋市民生児童委員協議会の宮本委員からお願いいたします。 

 

(宮本委員) 

 はい、宮本でございます。 

民生委員は、市民の皆さんの相談に応じて見守り活動をしているわけですけれども、やはりコ

ロナで、この 2、3年ほとんど対面がなかなか思うように果たせませんでした。それで、市の方か

らのご指導もありまして、電話なり、あるいはインターホンを使って、様子をお伺いするという

のが大半の活動です。それと合わせまして、対象は高齢者が主ですけどもやはり外に出歩かれな

いということで、身体的にどんどん衰えが進んでいるのも現状で、そういう方たちにどういう形

で外に引っ張り出せるかっていうのが大きな課題であります。 

私達もここにも書かれていますけれどもゲートキーパー研修を受けて、新人中心になるのです

けれども、それぞれの相談のスキルアップ、私たち皆全てボランティアですから、専門職ではあ

りませんので、それぞれ自分の生きてきた人生経験が土台になってやっているわけですので、い

ろんな研修を受講して、自分自身のスキルを上げながら、市民の皆さんに寄り添っていくのが民

生委員でございますので、その活動は引き続きこれからも一生懸命やっていきたいなと思ってい

ます。 

それから 今年は 3 年に一度の民生委員の一斉改選の年で、全国で 23 万人、本市ですと 800 名



弱の人たちが一斉に任期が終わり、また一斉改選となります。 そうしますと 12 月 1 日から新し

い任期が始まるのですが、ここでまた数十名の新任民生委員が一度に誕生しますので、この方た

ちもまた、スケジュール化していただいて、ゲートキーパー研修をしっかりと受講ができるよう

にしていただけたらと思っておりますのでよろしくお願い申し上げます。 

私の方からは、以上です。 

 

(清水会長) 

 ありがとうございました。 

続きまして、船橋市社会福祉協議会、白鳥副会長からよろしくお願いいたします。 

 

(白鳥副会長) 

社会福祉協議会では、各地区船橋市内に 24地区の社会福祉協議会がございまして、そこでいろ

いろな事業を展開しておりますが、このコロナ禍で事業を延期や中止ということを止む得なくし

たところもございました。高齢の方や子育て中の方の通いの場がなくなってしまったり、あるい

はボランティア活動を熱心にされていた方の活動の場がなくなってしまったりというところがあ

ります。そういった中で、どこにも行く場所がなくなったと、そこまで言っていいのかわからな

いのですけれども、なかなか地域に出るような機会も失った方々が、家でひきこもりのような状

態になったり、認知症状が進んだりというようなお話しも聞いております。そのような方たち、

私たちの視点では、なかなか自殺というところには、今まで考えが、及ばなかった点があります

けれども、そういった方たちの、これから、今は事業ができるようになりましたので、どんどん

外に出てきてもらおうということで、各地区の方で取り組みの方を再開しているというところで

ございます。 

社会福祉協議会からは以上になります。ありがとうございます。 

 

(清水会長) 

 はい、ありがとうございました。 

続きまして、セカンドスペース、成瀬委員からお願いいたします。 

  

(成瀬委員) 

セカンドスペースの成瀬でございます。 

私どもは、『ふなばし地域若者サポートステーション』を厚生労働省と船橋市と習志野市からの

委託を受けまして運営をしております。14 ページ NO.27「子ども・若者総合相談」、NO.28「発達

を抱えた方の支援プログラム」、NO.29「就労に意欲のある若者たちへの支援」をご参照ください。 

私どもは就労を希望する方であれば、どのような状態の方でもウェルカムです。それは就労に

よって生きる希望、エネルギーを見出すことになると解釈しております。その中でどういう事業

をしているかということになりますけれども、15 歳から 49 歳までの方たちの無料の就労支援に

なります。  



まず、企業さんであったり、スクールソーシャルワーカーの方であったり、スクールカウンセ

ラーであったり、それと、ドクターにも連携させていただいて事業を行っているわけですけれど

も、皆さんは働きたいっていうことであれば、特にキャリアカウンセリングを中心として、お医

者様が必要な方に関しましては、お医者様の意見書を出していただいて、安全安心の中で私共も

含めて、一歩ずつ、就労に向けて、いろいろお話を伺いながら行っています。 

大きな業務内容の一つとしましては、企業と連携をした合同就職フェアというのが、 今まで年

3 回ございましたが、コロナがひどくなって令和２年度は 2 回にとどまっておりますけれども、

このような大きな事業もございますし、それから、土曜日には個別相談、そして親御さんだけの

相談であったり、就職氷河期の親御さん専門の相談会などを開催してみたり、あと、高校を中退

した方に対しましては、学びの直し支援ということで、週 1 回でございますが、専門の先生に付

いていただいて、高卒認定を取っていただいて次のステップに行っていただくということをして

おります。 

そして、令和２年 6 月から、それをもっと深めるということで、お医者様と連携し、午前と午

後を分けまして、9歳から 18歳までのご病気があったり、発達障害があったりするのではないか

という方で、学校復帰を望んでいる方のデイケアを院内で行っております。 

 それともうひとつ、リワークであったり、ずっとひきこもっていたりして、なかなか外に出る

ことができなかった方たちのためのプログラムというのを、午後プログラムとして行い、実際に

働けるようになる一歩手前の方の支援というものを行っております。 

スタッフも頑張ってくれまして、全国 177カ所のサポステ中、令和３年度の実績としましては、

就職率第 8 位です。就職等率は、ちょっと下がって第 9 位です。千葉県においては、事業として

は、うまくいっているのかなぁと自己評価しておりますけれども、そういうような形で、今、現

在、悩んでいる方たちの支援をしていると思っております。 

ありがとうございました。 

 

(清水会長) 

 ありがとうございました。続きまして、船橋商工会議所、岩佐委員からお願いいたします。 

 

(岩佐委員) 

 船橋商工会議所の岩佐でございます。 

船橋商工会議所といたしましては、主に経済関係の補助的な業務が多いので、自殺に直接関わ

るというのは、非常に少ない状況です。いろいろ行っている業務の中で、12 ページ NO.10「相談

窓口設置等」という項目がありまして、『専門相談応じ隊』という相談会を月に１回開催していま

す。やはり、コロナ禍で、２年度３年度は開催が通年通しては出来ない状況でした。２年度と３

年度を比べると相談件数が 67件増加しています。その相談内容としては、やはり経営面での相談

が多く、特に助成金や補助金の申請についての相談が多く寄せられています。私が見たところで、

例えば高齢の方で、申請書類が整えられないという方が相談に来られて、そこを職員の方が丁寧

に指導し整えてあげる、そのような状況が見受けられます。以上です。 



(清水会長) 

 はい、ありがとうございました。 

続きまして、千葉県弁護士会京葉支部、田村委員からお願いたします。 

 

(田村委員) 

はい、皆さんこんにちは。千葉県弁護士会京葉支部の田村と申します。 

弁護士会京葉支部としては、13ページの NO.17.18「法律相談の相談受付」に記載してございま

す。NO.17がクレジット・サラ金、債務整理の相談を無料で行うという事業です。 

クレジット・サラ金問題が顕在化してからもう 10年、20年経っておりますので、ずっと昔からや

っている事業ではあるのですけども、やはり多重債務を抱えられている方は自殺のリスクが高い

ということがありまして、お急ぎの方にはできるだけ当日、次の日に相談が設けられるよう調整

していると聞いております。  

これ以外にでもですね、一般相談を弁護士会では受け付けておりまして、こちらが NO.18 にな

るのですけども、コロナが蔓延するようになってから、コロナ関連の相談については、多重債務

でなくても、無料相談に変わっております。実際問題そんなに、コロナ関連ですという相談はな

いのですけれども、昨年度は 10件ですかね。ただこういったチャンネルを広くしていってですね、

そういった問題を抱えて生きづらさを抱えておられる人の、少しでもサポートができればと考え

ております。 

また、学校でいじめ問題が発生したり、それがいじめから自殺に繋がるということがあるので

すけれども、弁護士会として、いじめの重大事態などが生じたときに、専門的な第三者委員を推

薦したり、学校にスクールロイヤーを派遣したり、いじめ防止の授業を行ったり、そういうこと

を弁護士会としてサポートしています。弁護士会の活動としては以上です。 

 

(清水会長) 

ありがとうございました。続きまして、東日本旅客鉄道株式会社船橋駅、鹿島委員お願いいた

します。 

 

(鹿島委員) 

はい、船橋駅の鹿島と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

私の方からは、13ページ NO.14『「自殺対策強化月間」等での啓発活動』のところです。こちらに

記載してある通りなのでございますけれども、鉄道のＯＢの社員が、ゲートキーパー的な役割と

してホームを巡回してちょっとホーム上に、長居をする人がいたりとか、ウロウロしている人が

いたりすると、そういう方に声掛けをして（自殺）防止に努めているというようなものがコロナ

で止まっていましたが、3月から再開したという状況がまず一つです。 

それから、13 ページ NO.12.13 の警察の取組みとも絡んでくるのですけれども、ＪＲのサイバ

ーチームがありまして、そちらのチームの方から、ところどころの駅で、自殺をほのめかす人が

いますよという連絡が来るようになっています。また、警察からもそのような連絡がありますの



で、そのような連絡を密にすることで、情報が入り次第、社員の方で時間を見て巡回で警備する

と、いうようなことは継続して取り組んでおります。 

次に 11 ページ NO.165「鉄道駅バリアフリー化設備整備補助事業」の補足をさせていただきた

いと思います。令和３年 6 月に西船橋の駅にホームドアができ上がりまして、その後、下総中山

駅にも整備をされてきて、稼働が始まっております。 ホームドアができることによって、鉄道自

殺というのは、飛び込みが非常に多いというのがありまして、通常考えれば、飛込みができなく

なったというようなかたちです。だいぶ、ホームドアができたことによって鉄道自殺は減ってき

ているというふうに考えておりますが、ホームドアがないところであったり、駅間であったり、

踏切であったり、こういったところでは相変わらず、あるのかなと考えております。 

船橋駅については、ホームドアの要請は出しているのですけれども、総武線の各駅停車の中に

メトロの車両が入ってくるために、ドアの位置が違ったり、形式が違ったりするものですからす

ぐにホームドアをつくるということが難しくて、東船橋、津田沼というところは後になるかなと

いうのが現状です。あと快速電車のホームについても快速列車だけが走っていればいいのですが、

あずさ号が入ったり、特急列車が入ったり、事故があった時にはＮＥＸの車両が止まってお客様

おろして京成電車に振り変えることもやっているもので、船橋駅にホームドアが入るのが遅くな

ってしまっているというのはあります。ただ計画としてはありますので、ただ部品を海外の方か

らも輸入している部分もあるので、昨今の状態をちょっと鑑みるとなかなか政策がおくれている

とか止まっているとかこういうのがあるので予定よりは遅れているなという状況でございます。  

私の方からは以上です。 

 

(清水会長) 

ありがとうございました。 

続きまして、船橋公共職業安定所倉上委員からお願いいたします。 

 

（倉上委員） 

ハローワーク船橋の倉上でございます。よろしくお願いします。 

ハローワークでは直接自殺対策という具体的にお示しできるわけではございませんが、長時間

労働であったりハラスメントのため精神疾患を患ったり自殺に至るということも発生している事

は事実でございます。現在、長時間労働規制のために労働基準監督署において監督指導、労働局

においてハラスメントの防止についての啓発なども実施しているところでございます。ハローワ

ークでは、特に中小企業とか人材不足によりなかなか働き方改革が進んでいない状況で、むしろ

人手不足により業務が過重になっているという声も聞いているところでございます。ハローワー

クではこの人材不足対策として人材の不足している業種、建設・医療・福祉・運輸を対象とした

業種にかかる重点対策を専門の窓口を設置して強化しているところでございます。 

これと併せて非正規労働対策、特に就職氷河期世代の強化策などでこちらも専門窓口を設置し

て対応を強化しているところでございます。 

あと、14 ページ NO.31「専門家（臨床心理士）による巡回相談」を行っております。ハローワ



ークの窓口に相談に来た方に、こういった相談もありますよと声をかけたり、所内のポスターを

見ていただいたりして、相談をしたいというご予約が相当数いらっしゃいまして、コマ数は少な

いということもあるのかもしれないですが、ほぼ予約は毎回埋まっています。 

これが直接解決に繋がるかどうかというと別問題ではございますが、そういった機会を提供し

て、少しでも相談者が良い方向に向けるようにと願っているところでございます。 

私からは以上です。 

 

(清水会長) 

はい。どうもありがとうございました。各委員の皆様から御報告いただきまして、ここまでで

何かご意見、ご質問のある方はいらっしゃいますでしょうか。 

宇田川委員からお願いいたします。 

 

（宇田川委員） 

先ほどの説明を補足させてください。6ページの NO.89「がんに関する相談支援」と NO.90「入

院患者の心身のケア」についてご説明したのですが、この NO.90 の方が二つのことがごっちゃに

なっていまして、一つは救命センターに入ってくる自殺未遂の方の自殺予防、そしてもう一つは、

（自殺未遂をしてない）全入院患者さんに対する自殺予防、この二つのことが一緒に書かれてい

るのでわかりにくくなっています。一般の入院患者さんに対する自殺予防については、自殺リス

クがある人を見つけ出して、そしてケアフローしようということで対策を始めました。まず昨年

度、勉強会を開き、それから今年の秋から自殺リスクがある患者へのケアフローというのを、特

にナース中心に行っていくという予定になっています。 

つまり、もう１回言い直しますと船橋市立医療センターにおける自殺予防は、がん患者さんを

対象とした自殺予防(NO.89)、そして自殺未遂を起こしてしまった患者さんに対する自殺予防、そ

して全入院患者さんに対する自殺予防、大きく分けて三つ行っております。 

以上、補足させていただきます。 

 

(清水会長) 

ありがとうございました。ご質問、ご意見ございますか。 

それでは議題（２）「自殺の現状について」に移らせていただきたいと思います。 

事務局からご説明をお願いいたします。 

 

（事務局） 

健康政策課伊藤と申します。私から資料２の船橋市の自殺の現状についてご説明いたします。 

1ページをご覧ください。まず、自殺死亡率、自殺者数の推移についてございます。 

先ほど説明もございましたが、計画書の 5 ページの方に船橋市の自殺対策計画の数値目標を示

しております。そちらの中で基準としているのか 3年平均の自殺死亡率となります。 

図表 1をご覧ください。計画作定時の基準値が 13.4ですけれども、現在の直近の値は令和元年



～令和３年平均値は、15.4となっております。こちらの数値の年次推移は平成２５年以降低下し

ていたのですけれども、平成２８年を境に上昇しておりまして、令和３年については令和２年と

比較して減少はしていますが、まだ高い水準といえます。 

2ページを御覧ください。「２．国の自殺死亡率の推移」になります。 

令和３年の自殺死亡率は全体で 16.8、自殺者数は 21,007 人となっております。こちらは男女別

に見ますと、男性が 22.9 で令和２年と同水準。女性は 11.0 で令和２年度に比べて 0.2 ポイント

上昇となっておりまして、男女比率は男性が女性の約 2.1倍となっています。 

「３．船橋の自殺者数の年次推移」になります。表 5 の一番右側が令和３年の自殺者数を示し

ております。自殺者数の総数は 99人、男性が 63人、女性が 36人になっています。 

前年と比較しますと、総数で 6 人減少、男性が 2 人、女性 4 人という内訳となっております。男

女比率ですが、男性が女性の 1.75倍になっております。 

続きまして、3 ページに「令和３年の船橋市の自殺の動向」についてまとめております。「１．

自殺者総数」は先ほどご説明した内容と同じとなりますのでご確認ください。「２．年代別自殺者

数」は令和３年の年代別自殺者数ですけれども、令和２年と同様に、50-59歳が 21人と最も多い

状況です。令和２年と比較すると、20 歳未満、20-29 歳で増加している状況です。さらに男女別

年代別自殺者数で比較したものが４ページ【図表 8】となっておりますが、男性では 50-59 歳が

14 人と最も多く、60-69 歳では 8 人減と最も減少している状況で、女性では 60-69 歳で自殺者数

が最も多く、令和２年よりも 7人増加と最も増加しているという傾向にございます。 

5ページは「３．職業別自殺者数」になります。令和３年の職業別自殺者数は被雇用・勤め人が

37人と最も多く、次いで年金・雇用保険等生活者 21人で、その他の無職者が 13人と続いており

ます。令和２年度と比較いたしますと、自営業・家族従事者、学生・生徒等で自殺者数が増加し

ています。特に自営業・家族従業者については、令和元年が 1人でありましたが令和２年は 4人、

令和３年は 8人と増加傾向です。一方で年金・雇用保険等生活者は自殺者数が 10人の減少となっ

ています。 

6 ページに、「【図表 11】職業別男女別自殺者数」を載せております。自営業・家族従業者、失

業者における女性の自殺者数は 0、学生・生徒等では、男性よりも女性が多いという状況になりま

す。 

続きまして「【図表 12】自殺者の原因・動機別自殺者数」になります。令和３年は健康問題が 47

人と最も多く、次いで家庭問題が 22人となっております。ただ健康問題によってうつ病等の精神

疾患については、家庭問題、経済生活問題をはじめとする他の問題が深刻化する中で連鎖してい

るということが多いことに留意が必要となっております。令和２年と令和３年を比較しますと、

健康問題、経済生活問題、不詳を除く全てで増加しています。7ページに令和元年、２年、３年、

男女別「原因・動機特定者の原因・動機別自殺者数」【図表 13.14】をまとめております。令和元

年と比較いたしますと令和２年、令和３年は、男性女性ともに家庭問題が顕著に増加しています。

男性では、経済・生活問題でも増加している状況です。令和元年、２年、３年と変化が見られる

ことから新型コロナウイルス感染症の感染拡大による影響の可能性も考えられるのではないかと

思います。 



続きまして、8ページ、「５．自殺未遂歴有無」をご覧いただきたいと思います。令和３年の自

殺者のうち、自殺未遂歴ありが 20人となっております。男女別で見ますと、女性自殺者の約４割

は未遂歴があるという状況となっております。 

続きまして 9 ページをご覧ください。こちらは令和３年の月別自殺者数の推移となります。令

和３年は月別自殺 1月 2月 3月 5月で 10人を超える自殺者数となっております。 

令和２年と比較いたしまして、男女ともに１月２月で自殺者数が増加し、8月から 10月は自殺

者数が減少しているという状況になりました。 

10ページ「【図表 19】月別自殺者数前年比較（全国・千葉県・船橋市）」をご覧ください。 

こちら全国・千葉県の傾向としては３月が最も多く、4 月以降前年より減少している状況となっ

ております。「【図表 20】令和２年～令和３年の自殺者数の推移」ですが、こちらでは令和２年か

ら令和３年 3 月までの自殺者数の推移でして、その中にさらに新型コロナウイルス感染症の関係

から緊急事態宣言や蔓延防止等重点措置があった時期というものを付しているのですけれども、

こちらを見ますと、やはり令和２年 4月 7日から 5月 25日の初めての新型コロナウイルス感染症

の緊急事態宣言以降、令和３年 4月 20日、8月 1日までのまん延防止と重点措置までの間は月別

自殺者数が高い状況が続いておりました。この期間については、内容として不要不急の外出、移

動自粛、出勤者の削減などの行動制限。時短・休業要請イベント開催提言等も強い制限があった

時期となっておりまして、様々な要因が影響を与えていたことが考えられます。 

11ページを御覧ください。こちらは昨年、船橋市の市民意識調査で『新型コロナウイルス感染

症の影響』について調査をいたしまして、その中で自殺と関連するメンタルヘルスの関するもの

を抜粋したものです。調査の概要ですが、対象は 18歳以上の男女 3,000人、有効回収数は 1,485

人、回収率 49.5％となっております。 

「２．不満、悩み、苦労、ストレスなどの有無」のところで、この 1カ月間に不満、悩み、苦労、

ストレスなどがありますと聞いてみたところ、「大いにあった」、「多少あった」の合計は 68.4％、

一方で、「余りなかった」、「全くなかった」の合計は 30.9％となりました。 

こちら男女別で見た場合なのですけれども、「あった」が女性は 75.7％、男性は 58.5％と 17.2ポ

イント女性が高くなっているという状況でした。 

12 ページを御覧ください。「【図表 2】不満、悩み、苦労、ストレスなどの有無（性別・年齢別）」

ですが、男性は 18 歳～29 歳の若い年代が 66.1％と「あった」と答えた割合が高く、年齢が下が

るに従い高くなる傾向にございました。女性ですけれども、こちらについては、女性の 30～39歳、

40～49 歳、50～59 歳の方が約 80％「あった」と答えており、高い状況という傾向がございまし

た。 

13ページをご覧ください。「３．不満、悩み、苦労、ストレスなどの解消状況」ですが、「十分

解消できている」と答えた方が 8.9％、「なんとか解消できている」と答えた方が 53.0％でした。

一方で「あまり解消できていない」、「まったく解消できてない」の割合を合わせて 31.5％という

状況でした。 

14 ページを御覧ください。「４．不安やストレスを解消するために行っていること」について

は、「手洗いやマスクの着用、人との距離をとり、できる限り自宅にいるようにするなど予防行動」



の割合が 74.2％と最も高く、次いで「スマートフォンやインターネットを使って情報を検索」す

るが 43.4％。「家族や友人に話をする」が 43.3％でした。 

続きまして 15ページをご覧ください。「５．困っていること・心配していること」については、

「旅行やレジャーの機会の減少」の割合が 59.0％と最も高く、次いで「外出制限による交流機会

などの減少」が 53.7％。「感染状況や感染防止対策」34.4％でした。この中で収入の減少（失業や

経営不振など）による生活困窮等の理由は割合も 15.4％という状況でした。 

16ページをご覧ください。「【図表 7】困っていること、心配と感じていること（職業別/世帯状

況別）」についてですが、「収入の減少（失業・経営不振など）による生活困窮」をご覧いただきま

すと、「自営・自由業・経営者」で 32.9％、「非正規従業員」で 22.2％と他の業種に比べて高くな

っている状況です。さらに、世帯状況別に見ますと、「単身世帯」が 19.6％と高くなっている状況

が見られました。 

17ページをご覧ください。「６．生活スタイルが変化したことによる影響」ついて、【図表 8.9】

『良いと思える影響』があったという回答の中では、「家族と過ごす時間が増えた」という割合が

28.8％と最も高く、次いで「通勤・通学の負担が減った」、「対人関係のストレスが減った」、「睡

眠時間が増えた」が 10 ポイントを超えています。また一方で、『良い影響は特にない』の割合は

49％となり、全回答数の中で最も高くなっているという状況でした。 

19 ページに要旨を記載しています。現状の船橋の自殺者数は年代別では 50-59 歳が最も多く、

令和２年以降については 20歳未満、20-29歳の年代で増加が見られております。職業別において

は学生・生徒、自営業・家族自従事者が増加傾向となっております。自殺の原因動機では、健康

問題が最も多いのは依然として変化はございませんが、家庭問題、経済生活問題で増加傾向とな

っております。特に男性において、経済生活問題だと増加している状況が見られております。令

和３年の市民意識調査の結果でも、不満、悩み、苦労、ストレスが「多い」と答えた人の中では、

やはり 30-59歳の女性で約 8割が高い状況ということころでございました。 こちらの方で新型コ

ロナウイルス感染症の拡大により、困っていることを心配と感じていることについては旅行やレ

ジャーの機会の減少、外出制限による交流機会などの割合が高く、職業別では外出制限の効率化

の現象は家族従業、専業主婦で高く 6 割を超えているという状況でした。また、スポーツや文化

活動の機会の減少は、学生で 42.3％、 収入の減少による生活困窮は自営・自由業・経営者で 32.9％、

非正規従業員で 22.2％と他と比べて高くなっている状況でした。さらに世界状況別にみると、単

身世帯において収入の減少による生活困窮が 19.6％と他と比べて高くなっていました。 収入の

減少による生活困窮が自殺の原因動機の状況で経済生活問題が増加している状況は、自営業や家

族自従事者への自殺の増加傾向に関連している傾向がございます。 

今後の船橋市の自殺対策の推進としましては、国の示す自殺地域プロファイル 2020 の中で、

「地域の自殺の特徴」に基づき選定される「推奨されるパッケージ」に基づき、「勤務・経営」、

「高齢者」、「生活困窮者」に加え、最近の「20 歳未満」、「20-29 歳」の自殺者の増加計画を鑑み

まして、子供・若者についても重点的に実施していく必要があると考えております。私からの説

明は以上となります。 

 



（清水会長） 

現状についてのご説明をいただきました。委員の皆様からご意見、ご質問などございませんで

しょうか。では、続いての議題、（３）今後の自殺対策計画の推進について、事務局からご説明を

お願いいたします。 

 

(事務局）  

今後の自殺対策の推進については自殺対策における国の動向や今年度の本市の予定についてご

報告をさせていただきます 

資料３の１ページをご覧ください。中段になりますが、政府が推進すべき自殺対策の指針とし

て、自殺総合対策大綱を定めることが規定されております。お手元に配布してありますのは３度

目に策定された現大綱となります。国の動きとしては令和３年 11月から現在までに 6回の大綱の

見直しの会議を開催し、今年の 5 月～6 月の間にパブリックコメントをやる予定となっておりま

したが、現時点では始まっていない状況です。 

資料３が国の会議の報告書ですが、概ね新大綱の方向性が記載されております。  

３ページをご覧ください。 中段に記載されている内容をそのまま読み上げますが「現段階では

コロナ禍が人々に与える影響を明確にすることは困難であるが、これまでの取り組みを基本に置

きつつ、新型コロナウイルス感染症の影響や、子ども・若者、女性の自殺者数の増加など、喫緊

の課題への対応も含め、今後更に取り組むべき課題は何かという視点で検討を行った」と示され

ています。  

4ページに移りまして、ここに大綱見直しに関するポイントが示されております。①から③が総

論、④から⑬が個別施策となっておりますが、この順番については重要な順番ではないというこ

とです。特に、現大綱と新大綱を比較していただきますと、変更点は②の「コロナの影響を踏ま

えた支援」と④の「スティグマの解消」、⑧の女性の支援が特徴かと思います。 

先ほど、いのちの電話の斎藤委員から自死遺族の方が声を上げられないと報告がありましたが、

自殺ということ自体に偏見をもち、また、精神疾患や精神医療、病院受診することに対しても、

そこにせっかく支援策があるのに、スティグマのためにたどりつけない人がいることが問題であ

るというふうに言われています。  

こちら、ひとつずつ見ていっていただきますと、細かい考え方などが掲載されておりますので、

後ほどお目通しいただきたいと思います。 

次に 14 ページ＜施策の推進体制等＞をご覧ください。こちらには PDCA サイクルのさらなる推

進ということが示されておりまして、新大綱に基づく施策の実施状況、目標の達成状況を把握し

効果的に評価する必要があるとされています。 

資料４「市民意識調査について」をご覧ください。これまでご説明した新大綱の内容も踏まえ、

そして現行計画の取り組みがどの程度、市民に浸透しているのか、今後どのように施策を行って

いったらよいのか検討するための参考資料とするために、市民意識調査を今年度実施する予定で

準備をすすめています。 この資料はその内容を抜粋したものとなります。 調査内容については、

国で昨年度「自殺に関する意識調査」実施していまして、その結果とベンチマークができるよう



に参考にして設問を設定しています。  

 また、議題（２）自殺の現状でご説明した内容は厚生労働省や警察庁のデータを基に報告しま

したが、自殺で亡くなる方の現状イメージが充分でないと思います。そこで、現状把握や計画の

評価をしていくにあたって、皆様に事業の実績など参考になる関連データの照会をさせていただ

きたいと思っておりますので、ご協力をお願いします。私からの説明は、以上になります。 

 

（清水会長） 

 どうも、ご説明ありがとうございます。 

ここまでのところで、委員の皆様からご意見、ご質問などございますか。  

只今、有識者会議の報告書の概要というところでもご説明いただきましたけど、スティグマの

解消というところが、今回新しく出てきております。 

スティグマというのはご存知かと思いますけど、日本語で言いますと偏見、あるいは差別という

ような言葉。 あるいは、烙印という言い方でしょうかね、特に精神疾患、精神科にかかることで

まだまだそういった偏見、差別があると言われております。 

鬱病あるいは不安症などの精神疾患に大体 6 人に 1 人くらいの方が罹るのですが、医療機関に

受診している方が 25％、4 分の 1 ぐらいしか医療機関に繋がっていなくて、それ以外はこころの

病気を抱えながらも、医療機関に来ていない方が４分の３ですかね。そういったことが医療機関

に繋がらないまま、自殺をしてしまうこともある。 

もちろん、そういった病気を知らないということもあるかもしれませんが、一方でやはりステ

ィグマがある。これはセルフスティグマというものもあると言われておりまして、ご本人自身が

こころの病気になってしまったことを受け入れられないというか、弱い人間だとか、そういうふ

うに見られるのが怖いというのがございます。そういったところはお子さんのころからやはりＳ

ＯＳ教育というのもありましたけど、ＳＯＳを出せるようになるという。これもありますし、ま

た最近では高校でも精神疾患について、保健体育の授業で教えていただくようなことになってい

るので、教育というところからもうスティグマというものが解消されるというのは、望ましいと

思いますし、今後も、自殺というものがスティグマの対象ではない、差別や偏見を受けるもので

はない、死にたいという気持ちが誰にも起こるものであって、ゲートキーパーでも、判断、批評

せずにそういった気持ちを受け入れてもらおうというふうなところが行われていくのかと思いま

す。そういったところで新しい有識者会議の報告書があって、今後、市民意識調査をしていただ

く中で、さらに取り組みが進んでいくということでございます。 

いかがでしょうか。委員の皆様からご意見ご質問はございますか。 

 

（田村委員） 

1点、基本的なことかもしれないですけど質問をさせていただければと思います。最後で触れら

れました資料４の市民意識調査について、どういう形で調査をかけられるか、そこを教えていた

だければと思います。 

 



（事務局） 

先ほどの資料２11 ページに記載された船橋市の市民意識調査は健康政策課が特別にやるとい

うものではなく、「市民の声を聞く課」という課が毎年、行っているものです。18 歳以上の男女

3,000人を、住民基本台帳から性別・年齢・地域などを考慮し無作為抽出し、調査票を郵送し、郵

送で回収をするというものです。市ではいろいろな行政の施策をしております。そういった中で

市民の方々がそういった施策をどのように理解していただいているか、浸透をしているかという

ようなことで、分野は毎年違いますが、調査を持って、市民の意識を確認させていただきながら

次の施策に生かしております。 

 

（清水会長） 

ありがとうございました。他にはないでしょうか。 

 

（成瀬委員） 

資料４のところでお伺いいたします。アンケートの調査項目「家族関係」と申しましても、母

子関係・父子関係・夫婦関係・兄弟姉妹関係の何が問題なのか、知った方が対策をとれるかなと

思います。ご参考にしていただければと思います。 

 

（清水会長） 

はい、ありがとうございました。他には委員の皆様、ご意見などはよろしいでしょうか。 

それでは、本日の、次は終了となります。皆様におかれましては、貴重なご意見をいただき誠

にありがとうございました。近々新しい自殺総合対策大綱が発行されますので、今後はそう内容

を踏まえて、検討してまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

それでは本日の議事は全て終了いたしましたので、進行を事務局にお返しいたします。 

 

（事務局） 

本日は皆様、貴重なお時間いただきまして、各所属の活動の状況等、あるいはご意見いただき、

誠にありがとうございます。本日いただきました内容は、私ども健康政策課だけではなく、これ

から今年度、庁内の施策をつかさどっている関係課とも会議を開いて参りまして、皆様の活動に

ついて情報共有をさせていただきたいと思っております。 

今年度の会議については今回で終了となりますが、委員の皆さんには引き続き、予防週間など

における啓発活動ですとか、計画推進に関する文書照会などをさせていただくことも今後ござい

ますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

来年度の会議につきましては、また改めて通知を差し上げることとさせていただきます。 

それでは、これで令和４年度第一回自殺対策連絡会議を終了させていただきます。本日は長時

間にわたりどうもありがとうございました。 


