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平成29年度 第1回 堺市自殺対策連絡懇話会 議事録 

 

１ 日 時  平成29年8月3日（木）午後2時～午後3時30分  

２ 場 所  堺市役所 本館地下1階 多目的室 

３ 委 員 

出席者 隈元委員・阪口委員・佐藤委員・鈴木委員・髙橋委員・辻井委員・梨谷委員・西川委員 

福井委員・北條委員・右田委員・森委員・横田委員 

 

４ 関係者 

  出席者 こころの健康センター 木内所長 

        教育委員会学校教育部 外山部長 

        消防局警防部救急課 山﨑課長（鎌田部長の代理出席） 

 

５ 事務局 

精神保健課：柴田課長・上田課長補佐・川瀬係長・片山主査・木下 

 

６ 会議次第 

（１）開会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2 

（２）委員及び事務局職員紹介・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2 

（３）案件・報告  

①座長の選出について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2 

    ②自殺者の状況と国の動向について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2 

・平成 28年中における自殺の状況   資料➀―１ 

・全国・堺市の自殺者数の推移     資料➀―２ 

・自殺総合対策大綱の見直しについて 資料➀－３ 

・自殺対策の今後の動きについて    資料➀－４ 

    ③自殺総合対策大綱の見直しに伴う「堺市自殺対策推進計画（第２次） 

及び各課の自殺対策取組施策との関連について 資料②－１ 資料②―２・・・・・・・・・・・4 

    ④自殺対策における精神保健課（いのちの応援係）の役割について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5 

・精神保健課（いのちの応援係）の役割及び平成 28年度 事業実施状況 資料③―１ 

・平成 29年度 事業実施予定 資料③－２ 

（４）その他 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7 
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７ 議事の内容 

（１）開会 

 ・堺市情報公開条例第 35条に基づき、会議を公開することを確認 

（２）委員及び事務局職員紹介 

（３）案件・報告 

案件① 座長の選出について 

・座長には辻井委員、職務代理者には梨谷委員が選任される。 

 

案件② 自殺者の状況と国の動向について 

【事務局】 

平成 28年中における自殺の状況（資料➀―１）、全国・堺市の自殺者数の推移（資料➀―２） 

・平成 28年の堺市の自殺死亡率（概数）が 15.9 となり、堺市自殺対策強化プラン（旧計画）の目標値、自

殺死亡率 19 を下回り、目標達成となる見込みである。併せて、平成 28 年の自殺死亡率の全国平均 16.8 を

下回る結果となる。 

・全国及び堺市の自殺者数は減少傾向にあるが、自殺で亡くなられた方は戻ってこないので、自殺で亡くなられた方

は累計で増えていると考えてもらえたらと思う。この 5年間で、日本では 12万人以上、堺市では 793人の方が自

殺で亡くなっていることとなる。 

 

自殺総合対策大綱の見直しについて（資料➀－３） 

・平成 29年 7月 25日に新たな自殺総合対策大綱が閣議決定された。『誰も自殺に追い込まれることのない社会

の実現をめざす』を基本的な考え方とし、これまで「生きることの阻害要因を減らす」ことに偏りがちだった政策を、「生

きることの促進要因を増やす」ことも含めた、より包括的なものにしていくというのが国の姿勢であると考えている。 

  ・当面の重点施策として12の項目が挙げられている。旧大綱から「子ども・若者の自殺対策」、「勤務問題」が追記さ

れている。「勤務問題」に関しては、国が掲げている「働き方改革」と関連付けられた記載も含まれている。 

  ・自殺対策の数値目標として、平成 38年までに自殺死亡率 13.0以下（平成 27年の 30％以上減少）をめざ

すとしている。 

 

自殺対策の今後の動きについて（資料➀－４） 

・国（自殺総合対策推進センター）からは、地方自治体に向けて、①計画策定のガイドライン、②地域の自殺実態

のプロファイル、③自殺対策の政策パッケージ集の作成・提供が予定されている。提供後、堺市では、ガイドラインと

本市の計画との整合性の確認、自殺実態プロファイルの内容と施策の整合性の確認等を行っていく予定。 

 

委員からの意見・質疑 

【髙橋委員】 

 ・資料①－4の「生きることの促進要因」の中に「信仰」とあるが、行政の出す資料の中に「信仰」と記載するのが適切

なのかどうか。 

  ・自殺対策の中で、医療・福祉は大きな部分が含まれると思うが、「生きることの促進要因」の記載に、医療・福祉と



3 

 

いった記載がないのはどういったことからなのか。 

 

【事務局】 

  ・資料①－４の記載については、地域自殺対策推進センター研修において資料として使用された NPO法人ライフリ

ンクによる作成資料から転用して記載したものである。「信仰」が人によっては、「生きることの促進要因」になる部分

があるということと考えている。 

  ・「生きることの阻害要因」に記載のある「病気、介護疲れ」等を減らすために、医療や福祉が関わるということで理解

いただければと思う。 

 

【髙橋委員】 

 ・病気を治すことだけが医療ではなく、病気にしないのが医療。予防医学という感覚も持っておいていただきたい。 

 

【西川委員】 

・総合モデルというのは、地域の行政における縦割りの部分を横断的にやるという意味での総合モデルだと考えている。

堺市として、横での取組をどうするかという姿が見えないので、その辺りをどうしていくのか示していただけたらと思う。 

 ・信仰というのは、行政の資料にはなじまないと思う。 

・自殺対策の数値目標の部分で、比較として欧米の自殺死亡率が挙がっているが、数値を下げるだけでなく、背景

の部分等も踏まえて、日本と欧米と何が違うのか国が示している部分はあるか。 

 

【事務局】 

・市役所内で、関係部局の担当者が集まる庁内連絡会を定期的に実施し、計画に記載のある事業の実施状況の

確認や、庁内の他部局と連携できる部分はないか等の提案は行っているところ。今後、懇話会の中でもどのような形

で連携しているのかなど示した資料を提示できればと思う。 

・欧米の自殺率については、国の自殺対策白書の中で言及されている部分はある。 

 

【西川委員】 

・経済的、社会構造など、どのようなところが影響しているのかを関連付けてやっていかないと、自殺対策を的確に捉え

られないと考える。 

 

【梨谷委員】 

  ・信仰という記載が行政の資料になじまないという点についてであるが、引用元を記載し、資料作成すればいいと考え

る。 

 

【辻井座長】 

 ・医療や福祉を「事後」というだけでなく、「予防」という側面でも捉えていただきたいというご意見、総合的な取組とい

うことで、今までやってきたことをより効果的に進めていただきたいというご意見があった。 

 ・大綱の中では自殺死亡率が数値目標として出てきているが、昨年度の懇話会の中では、あくまで自殺者ゼロをめ

ざしていくこと、「ゲートキーパーを何人養成する」などの取組の実情が見えるものを数値として示していくことが話合わ

れたと思う。今後、数値目標の取扱いについても、検討していく部分になると思う。 
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案件③ 自殺総合対策大綱の見直しに伴う「堺市自殺対策推進計画（第２次）」及び各課の自殺

対策取組施策との関連について（資料②－１、資料②―２） 

【事務局】 

 ・「堺市自殺対策推進計画（第２次）における関連事業一覧 新大綱における分類」（資料②－1）は、本市

の堺市自殺対策推進計画（第 2 次）に記載している全 92 事業を、事務局の判断で、国が示す大綱の重点

施策の新分類に当てはめたものである。「新たな自殺総合対策大綱」における項目」（資料②－1）は、新たな

大綱に記載されている 12 の重点施策の項目をさらに細分化したものを一覧にまとめている。 

・今後、国から出される自殺対策の計画策定ガイドラインの記載等と比較して、対応ができている部分、不足があ

るのかどうかについて、整理していきたいと考えている。 

・資料②－２は、堺市の旧計画と新しい計画の間に終了した事業、新たに始まった事業をまとめた資料である。 

 

委員からの意見・質疑 

【髙橋委員】 

・大綱の重点施策7の16には、「性的マイノリティへの支援の充実」とあるが、「マイノリティ」という言葉の社会的通念は、

肯定的な意味ではないので、「性多様性」という言葉を使う方がいいのではないかと思う。 

 

【西川委員】 

・資料②－1 には、新大綱の重点施策の 12 分類に、堺市の事業を落とし込んでいただいているが、整理の仕方を工

夫して、実施している事業に偏りがないかどうかを見えやすい形で次回の懇話会の際に示していただきたい。 

・堺市にがん対策の電話窓口ができたと聞いている。がんになって、精神的にダメージを受けた時に、そのがん対策の窓

口との連携ができれば、がん対策との関連が出てくると思うので、お願いしたい。 

 

【事務局】 

・事業の偏りがないかという部分に関しては、今後出される国のガイドラインの項目に対して、堺市の事業がどれくらいで

きているのか、できていないのかをより見やすい形で提示できればと考えている。 

・国の大綱においても、各病院にあるがん相談支援センターを中心に、がん患者の方への対応の中での連携についても

言及されていた。何か連携できることがあるか、検討していきたい。 

 

【西川委員】 

・がん対策の窓口は、総合窓口になる。そこからどういうつなぎ方をしたか、その中で自死に至った例があるのかどうかとい

う部分で、堺市が関わっているとなれば、市民の方にもよく分かっていただけると思う。 

 

【辻井座長】 

・「マイノリティ」という言葉を、あえて社会的に置かれている状況を強調するために使われることもあるが、性に関連する

多様性も言われている中で、今後、堺市の計画を見直していく際に、「マイノリティ」の表現をどうしていくべきか検討し

ていただきたいと意見があった。 

・計画の相互表の中では、事業に偏りがあるのかどうかをより分かりやすい形の資料で次回の懇話会で示していただくと

いうことと、がん対策との関連性も確認いただきたいと意見があった。 
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案件④ 自殺対策における精神保健課（いのちの応援係）の役割について 

【事務局】 

精神保健課（いのちの応援係）の役割及び平成 28年度 事業実施状況（資料③―１） 

 ・国による所管が内閣府から厚生労働省に代わり、自殺対策推進室が社会援護局内に設置されている。厚生労働

省が自殺総合対策推進センターを運営していて、計画策定に向けたガイドライン、地域の自殺実態のプロファイルなど

を作成し、地域に対する支援を行う。 

・都道府県、政令市に関しては、地域自殺対策推進センターを設置することとなっている。堺市においては、精神保健

課いのちの応援係が地域自殺対策推進センターとなっている。 

・各市町村は自殺対策についての計画を策定し、対策事業を実施しなければならないと、自殺対策基本法において 

義務付けられている。 

・政令市は、地域自殺対策推進センターでもありつつ、一市町村でもあるので、地域自殺対策推進センターとしての役

割と市町村としての二つの役割を持っている。 

・堺市に求められる二つの役割に関して、市で実施している事業をそれぞれの役割ごとに整理し、着実に進めていきた

い。 

 

平成 28年度実績 地域自殺対策推進センターの役割 

情報収集・分析・提供 

・警察庁統計、人口動態統計を基に、随時情報収集、分析を行ってきた。 

市内関係機関の連絡調整 

・市内部としては、他部局から担当者が集まって、庁内連絡会を年 3回実施した。 

・自殺対策連絡懇話会も委員の皆さまから意見を聴取するため、広く連絡調整の場として記載している。 

・自殺未遂者ケア研修として、市内の救急医療の関係者に向けて、自殺未遂者の方への対応の研修を実施してい

る。 

民間団体への支援 

・当係が自殺未遂者支援を行う中で、民間団体と協力して事例対応した。 

人材育成研修 

・市内の相談機関従事者に向けて、年 2回研修を実施した。 

・内科医等を中心に、うつ病等への知識の研修として、かかりつけ医うつ病対応力向上研修を実施した。 

市内関係機関における自殺未遂者及び自死遺族等支援に対する指導 

・行政以外が自殺未遂者支援及び自死遺族等支援を行っている場合、そこに対する指導を行う。堺市では、いのち

の応援係が実施。 

 

 

平成 28年度実績 市町村としての役割 

計画の策定 

・平成 29年度より堺市自殺対策推進計画（第 2次）に切り替わっている。 

対策事業の実施 

ゲートキーパー養成研修 

・梨谷委員に講師として協力いただき、年 3回実施した。 



6 

 

職域連携事業 

・職場へのメンタルヘルス研修、職場でメンタルヘルスを担当している方に向けての研修として、大阪府総合労働事務

所さん、堺商工会議所さんと共同で行っている。 

 

普及啓発 

・例年、こころの健康づくり講演会を実施している。 

・毎年、9月に自殺予防週間、3月に自殺対策強化月間の時期に、街頭啓発やパネル展といった啓発活動を実施し 

た。 

 

いのちの相談支援事業（自殺未遂者支援） 

・警察、救急隊、救急告示病院から、実際に自殺企図のあった方をいのちの応援係に紹介いただき、直接関わりを持た

せていただいて、再度の自殺企図を防ぐという取り組みをしている。 

・平成 21年度から事業を実施しており、平成 28年度までで、合計 400人を超える実績になっている。 

・平成 28 年度は 62 人の紹介があった。紹介経路としては、警察が一番多い。救急隊、救急告示病院からの紹介も

増えてきている。 

・自殺未遂の主な原因動機は、健康問題が一番多く、実際に亡くなられた方の原因動機と近い部分があるように思う。 

・関係機関との連携として、6割の方に対し、当係だけでなく、他の機関と連携して支援を行った。 

 

・資料③－2は平成 29年度の事業実施予定の資料となるので、各自確認いただき、説明は割愛する。 

 

委員からの意見・質疑 

【辻井座長】 

・資料③－1の地域自殺対策推センターの役割の中の、市内関係機関の連絡調整として、昨年度3回実施している

庁内連絡会について、具体的な中身を教えていただきたい。 

 

【事務局】 

・役所内の関係部局から委員を選出していただいている。委員は担当係長、課長補佐級の担当者レベルで構成し、

情報共有等を行っている。先日行われた平成 29年度第 1回庁内連絡会では、懇話会でも説明のあった新大綱に

ついて共通理解を図った。また事業として、現計画に掲載のないものの内、自殺対策にあたるような事業はないかの

確認や、国庫補助金の活用、また、当係実施の研修・資料活用などから自殺対策につながっていく場面がないか、

連携ができるものはないかなどの声かけを行ったところである。 

 

【右田委員】 

・警察が、いのちの相談支援事業で情報提供を行えているのは 3～4 割で留まっていて、つながっていないケースがある。

例えば生活援護の窓口であるとか他の相談窓口でも、悩みを抱えている人をいのちの相談支援につなぐことができれ

ば、自殺者数も減らすことができるのではないかと思う。 

 

【事務局】 

・いのちの相談支援事業における自殺未遂者支援は、ハイリスク者に対する集中的な支援という観点から、警察署や
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救急隊など入口を限定した形で、本人もしくは家族の同意に基づいて支援を開始することとしているが、例えば生活

保護の担当者が、通常業務における対応の中で、精神面に問題を抱えている方がいたような場合には、各区の保健

センターの精神保健福祉相談員等と連携し、対応することとなる。 

・また、基本的には、相談経路を警察、救急隊、救急告示病院に限定しているが、それ以外に直接当係に連絡があり、

必要に応じて対応する場合もある。 

 

【辻井座長】 

・資料③－１の［②－１：「いのちの相談支援事業」実績資料］の【紹介経路】の内、その他３事例の内訳はどう 

なっている。 

 

【事務局】 

・直接連絡いただいた事例と、府内の保健所で関わっておられた方が、堺市に転居されて、堺市に紹介された事例が

含まれている。 

 

【辻井座長】 

・生活保護の部局との連携は、保健センターを通じてやりとりがほとんどで、直接いのちの応援係ということではないかもし

れないとあった。 

 

【梨谷委員】 

・いのちの相談支援事業の平成 28 年度新規相談者の 62 人の方が最終的にどうなっているのかという資料はあるの

か。 

 

【事務局】 

・同意を得た、ということで本人・家族に連絡するが、連絡してみたところ、「相談を希望しない」と言われ支援に至らない

ケースもある。62人のうち、現時点で関わりを終了している方が 16人。16人の内 8人がそのような相談を希望しな

い、もしくは連絡が通じないといったケースである。残りの8人が、関わりの中で、再度の自殺企図のリスクが低くなったと

判断し、関わりを終了したケースである。 

 

【辻井座長】 

・貴重なデータになると思うので、分析をして、自殺予防に活かせるようなものを引き出していただきたい。 

 

（４）その他 

【事務局】 

・相談機関一覧が完成した。ゲートキーパー養成研修でも活用し、昨年度よりも配布先を増やして配布する予定。 

・ゲートキーパー養成研修（基礎編）の紹介。 

・大阪精神科診療所協会と共催の、こころの健康市民講演会の紹介。 

 

【西川委員】 

・ゲートキーパーの名簿は作っているのか、区ごとの受講者の分散はどのようなものか教えて欲しい。 
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・相談機関一覧の中にがんの総合窓口が載っていないが、どうなっているのか確認をお願いしたい。 

 

【事務局】 

・ゲートキーパー研修の受講者名簿は作成している。受講者の区ごとの分散は、次回の懇話会までに確認しておく。 

・相談機関一覧におけるがんの総合窓口の掲載についても確認しておく。 

 

【北條委員】 

・相談機関一覧は、とてもいいものを作っていると思うので、予算上の制約もあるだろうが、より見やすいものにしてもらえ

たらと思う。 

 

 


