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令和３年度 第１回木更津市自殺対策連絡協議会 会議録 

 

（１）会議の名称  令和３年度 第１回木更津市自殺対策連絡協議会 

（２）開催日時   令和３年６月２９日（火） １４時３０分から１６時００分 

（３）開催場所   木更津市役所朝日庁舎 多目的室 B 

（４）委員の出欠  出席委員：古田恭司委員、小林圭介委員、望月悦子委員 

               鎌田哲也委員、星田麻由美委員、臼井弘子委員、嶋林武彦委員 

               秋山恵子委員、時田雅代委員、武田憲治委員、今井克彦委員 

          欠席委員：平野泰弘委員、鶴岡英樹委員 

（５）事務局    鈴木福祉部長（挨拶、委嘱状交付後退席） 

          石井福祉部次長、大塚係長、瀬川主査 

（６）議題     （１）各委員（各委員が所属する団体等）が取り組んでいる自殺対策 

             （相談業務）事例について 

          （２）「心の健康や自殺対策に関し正しい知識を得られるための講演会」 

             の内容等について検討 

          （３）自殺予防週間の取組について 

 

（７）会議内容    

（１）鈴木福祉部長挨拶 

  （２）委嘱状交付 

  （３）議題１ 各委員（各委員が所属する団体等）が取り組んでいる自殺対策（相談業務） 

         について 

 

   【古田会長】 

  議題１ 各委員（各委員が所属する団体等）が取り組んでいる自殺対策（相談業務）事例に 

ついて説明願います。 

 

   【事務局・石井次長】   

 お手元に配布いたしました「取組内容表一覧」をご覧ください。あらかじめ、取組内容をご

報告いただき、一覧表にまとめたものでございます。なお、朱書きになっているものが相談業

務、広報・啓発に関することでございます。まさに自殺をしようとしている方を止めるという

のはとても難しいことだと思っております。その手前で思いとどまっていただくためには、相

談をしっかりと傾聴することや各種相談窓口が用意されていることの広報・啓発（自殺対策）

が大切だと思われます。各種相談業務や自殺対策に関するポスターの掲示、相談窓口リーフレ

ットの配布がこれにあたりご回答をいただきました全ての団体等にて実施されております。こ

こで、報告いただきました事例の中で小林委員より資料の提供がございました。また、資料は

ございませんが、星田委員よりケアマネジャーとしての業務の中での取組事例をご報告いただ

いておりますので、両名の方に発表を頂き協議会として共有していきたいと思います。 
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  【小林委員】 

 私は、木更津市にある木更津病院で精神科の医師をやっております。そこでは自殺をしそ

うな方、自殺願望のある方などの関りになっていると思いますが、地域的に精神科を希望し

ている人をみることは、可能なのですが、精神科に初めから予測していない人に関してはで

きてないです。どういうふうに、そのような人を拾えるのかなというと、私は、君津中央病

院に行っているのですが、平成１７年から２０年までは君津中央病院で常勤をやっていたの

で、そのつながりで統計をとっていたのです。自殺者に関してまとめたことはなかったです。

平成２０年に非常勤になりまして、２０年から今まで週２回来てますが、そこでどんな人が

入院して、どんな人が自殺企図しているのか、統計にしてまとめていたのですが、そこから

２年間統計にまとめてみました。基本的には、自殺した方については私どもにはわからない

です。医者は来ている方を見なくてはいけないし、精神科医では、特にしゃべれる方を相手

にしている。だから、自殺企図を行って意識不明のまま ICU に入院して亡くなってしまう方

については、精神科医はわかりません。こちらに回ってこないので。あくまでも自殺企図し

て入院が必要でしゃべれる人が対象となってきますが、では、軽い人なのかというと、そう

いうわけではないです。君津中央病院は、３次救急病院となっておりまして、３次救急とは、

より重い人が来るところです。１次救急・２次救急というところではなく、３次救急にくる

人は放っておいたら、命が危ないとか、高度の医療技術が必要な方とか、手術が必要な方と

なってきます。そのため、自殺企図の人の中でも比較的重い方がやってくる。リストカッタ

ーくらいでは入院はしない。それぐらいに思っていただいてよい。 

これまで自殺に関しての統計はあるのですが、未遂者に関しての状況は明らかになっていな

い。未遂者が自殺企図後に自然と生活の場に戻っていると考えられますし、誰かが何処かに

相談してないと把握が困難です。君津中央病院は４市にまたがる病院で、自殺企図患者さん

も集まりやすいです。令和２年にそういった自殺企図患者さんで、精神コンサルタントのあ

ったものとしては４５例でした。これを、大雑把に分析して、共有していきたいと思います。

何か気づいたことがあったらいいなと思います。既遂者の原因がわからないのは、遺書がな

いから、孤立していてわからない。未遂者だと話が聞けるので何か対策が講じられたら良い

なと思います。 

 

地域に関してですが、居住地ですけれども、基本的には木更津市が一番多く、一番多い順

に書いてあるのですが、東京から来るケースとか千葉県外から来るケースもそこそこいまし

た。トータルで言いますと、４５人中５％で２人だったということです。これは、どんな感

じかというと、インターネットで自殺する人を募って、煉炭をやるものであった。幸い二人

とも助かったのですが、割とケロッとしていて、仕事があるから早く帰してくださいと言う。

どこまで本気なのか、よくわからないケースでした。富津だと、富津岬、こっちの方に来る

と海があったり、暗かったりしてここまでくると言っていました。 

 

性別ですが、女性の方が男性より少し多かったです。お亡くなりになった方が令和２年で

３３人のケースがありました。未遂者は４５人しか拾えなかったです。本当はもっと君津中

央病院以外でもたぶんあったと思います。基本的に亡くなる方は、資料によるともうちょっ

と男性が多かったのではないか。木更津市の自殺の統計とか、インターネットとかで統計が

あると思いますが、今回は女性が多かったです。 
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年代別にまとめてみましたが、５０代が一番多く、その後は３０代となっております。木

更津市の統計によると５０代・６０代が多くなっており、亡くなった方だと思いますが、そ

れが健康不安だったり、仕事がないとか金銭的なことだったりしていると思われます。今回

は５０代の女性が多かったのですが、理由を絡めて提示していきたいと思います。３０代・

２０代は人間関係、仕事の悩みがありました。 

 

実は、精神科通院歴のある方というのが、半数以上となっています。精神科でしっかりお

話をして、しっかり治療している方であったらいいのですが、基本的には背景に、うつ病等

が増えていると取り沙汰されていると思いますが、うつ病をチェックすることは、自殺企図

の方には必要だと思います。国や自治体等でやっており、多くの方がやっており、有効だと

思います。残りの２０ですが、統合失調症がありました。統合失調症を発病したての人、実

際は診断されていないが、うつ状態的になっている人等多くありました。酔っ払った勢いで

やっている人もありました。 

 

私たちが呼ばれて診断すると、抑うつ状態の人が６２％おりました。統合失調症の方が具

合悪くなって幻覚妄想状態となり、飛び降りとか、辛くなって死のうとなったりする方が１

１％となっております。適応障がいというのは、仕事が変わったり、環境が変わったりして、

一過性の抑うつ状態となったりするものです。うつ病とほぼ同じようなニュアンスで考えて

いただければと思います。そうすると、４分の３ぐらいがうつではないのかと考えます。他

には認知症の方は、暑いから死のうと思ったと言ったりする。多分、聞かれたからそう言っ

たのだと思いますが、認知症の方なので、実際はわからなかったという人もおりました。喧

嘩して酔っ払って死のうと思ったという方もいました。こういう方の特徴として助かると、

すいませんでしたということになる。不詳とは、飛び降りとか記憶がなくなって、何で飛び

降りたかわからない。実際は事故だったかもしれない。状況的には飛び降りだと思います。 

 

自殺企図の手段ですけれども、これはすごく特徴的で、あくまで医薬品を飲むとか、私た

ちはオーバー・ドーズといい、ODと呼びます。ODが一番多いです。医薬品といっても風邪薬

とか精神科通院歴の多い方で精神科の薬を飲んでしまう。特に、睡眠薬を飲んでしまうとい

うのが多い。風邪薬というのは、しっかり飲んでしまうと腎機能や肝臓を悪くしたりして、

治療をしっかりしなくてはいけなくなり、入院が必要となってくる。自室にあまりおいてお

けないので入院となっていく。それ以外は、刃物というものがありまして、カッターや包丁、

ナイフとかが普通です。ちゃんとやろうとすると１回だけではなく、複数刺します。珍しい

とドリルで穴をあけたりした方もいらっしゃいました。ためらってしまうことから、大きな

怪我に繋がらない場合もあります。実際に亡くなってしまう場合も中にはいると思います。

あと、飛び降りが１３％で、この飛び降りの方は助かっているということです。飛び降りと

いうのは、橋から飛び降りているケースがあります。入水ということにも繋がります。飛び

降りと入水の２つの手段と考えてもいいのではないのか。意識的には、飛び降りと考えてい

ると思われます。海に入っていく入水は夏場に多かったりします。令和２年度に関しては、

無かったです。それ以外は、医薬品以外の劇物で、やはり都会の方では、農薬、漂白剤とか、

これもちゃんと死のうとする方は、医薬品だけでなく、酒を飲む、それから農薬を飲むと何
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種類も飲む方が多くいます。この中で複数にまたがっている方もいらっしゃいます。煉炭も

いて首つりもいて、首つりは少ないイメージですが、多分、飛び降りとか首つりとかは亡く

なってしまうケースがあり、内房線は飛込があります。電車の飛込はかなりの確率で亡くな

ってしまいます。助かるケースは、医薬品だと考えてください。飲んでも死なない、うっか

り飲んで死んでしまうケースは、１０回飲んで、１回死んでしまうというケースはあります。

実際のところは私もよくわかりません。 

 

こういったケースの理由を調べてみますと、上から高齢者となり若い人になっています。

家庭環境問題が一番多かったです。特に、５０代の女性が多かったです。女性の場合は家庭

関連が多いと考えてもらっていいと思います。あくまでも未遂の方ですが。 

それまでの木更津の亡くなった方の統計として、生活困窮者であったり、健康不安であった

り、それに応じて、５０代・６０代の方の自殺が多かったと記憶しております。 

今回はそうではなく、家庭関連が多かったのは、実は、自殺それ自体が、亡くなってもいい

けど助かってもいいというところもあって、これだけ自分は悩んでいるんだということを周

りに判ってもらいたいという意味があるんだと思います。家庭で悩んでいる方は、大体５０

代の主婦の方（奥様）で、旦那さんのことで悩んでいるとか、そういった方が多かったです。

一方で、奥さんのことで悩んで、自殺してしまう男性の方はいなかったです。やっぱり、お

嫁さんに来て、慣れない土地で辛い思いをしているという流れもあるのかなという思いがし

ました。恋愛関係は、若い人が多いです。一人暮らしとか同居かに分けて検討してみました

が、はっきりとした優位差はなかったです。ただ、一人で相談相手がいない、若しくは孤立

してしまうというタイプの方はどうしても難しく、性格的な問題があると思いますが、だか

ら第三者の介入が大事であると思う。この中で、社会活動と書いてあるのは、学校とか仕事

という自分たちが生活している家から出て生活しているという問題の話です。 

 

まとめですが、一過性を含めた、うつ状態になっているのが４分の３あるので、うつ病の

早期発見・早期治療が有効である。お薬を飲んで自殺未遂をしているケースが多かったです

が、助からないケースでは、もっと重い手段をとっている。 

実際、君津中央病院では、首つりで入院しているケースの場合、見つけるのが遅い場合は亡

くなっています。中には、見つかるようにやるケースもありました。２０代・５０代の生活

困窮者では、５０代の家庭問題、７０代の健康不安が目立つという印象でした。２０代の生

活困窮は、遊興による借金でした。５０代は家庭内環境の悩みです。 

 

今後についてですが、思いつきで言っているんですが、地域性もありますが家父長制から

脱却でき、ジェンダーレスができたら将来的に良い。自己主張トレーニング、コミュニケー

ショントレーニングをどこかで取り入れたら良い。金銭教育は意外と大事かなと。SOS カー

ドとか学校教育で取り入れられていますが、何か悩みがあったら書いてくれとか、そこで虐

待を拾えたりするので大事かなと思っています。医療としては、啓発活動とか、うつ病の早

期発見として精神科以外と医療機関との連携を深める。医師会として応援し、これはうつ病

ですなど言ったりはしています。医者に限らず、色々な所で、うつ病の啓発をやった方がい

いのではないか。これまで、自治体でも、結果が出ています。あとは、環境の改善もしたい

なと。自殺の起きる場所はいくつかある。私の患者さんで「きみさらず」の方に行って、飛
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び降りしようとした。前にもやったようなことを言っており、ちょっと嫌だなと思ったりし

ており、何とかできないかなと思う。あとは、自殺企図後の介入としては自殺企図の患者さ

んは全例、精神科紹介をする。他の病院ではやっていないのですが、もしやるのであれば、

ネットワークを作っていかないと厳しい。退院後の通院先の紹介は君津中央病院でやってお

ります。今後はネットワークができたらいいのかなと思う。自治体としては、保健師さんの

紹介、入院中に保健師さんに来てもらうということをやっているところもある。 

令和３年の自殺者は、１２・１３人とそんなに多くはないです。半年すぎていますから。 

令和元年と令和２年を比べてみると、そんなに変わっていないところです。以上です。 

なにか、ご質問等あればお受けいたします。 

 

【古田会長】 

   発表ありがとうございました。では、何か質問等あればお願いします。 

 

【鎌田委員】 

自殺の理由で５０代女性で、ご主人の問題で悩んでいる方が多いとのことですが、どういう

ケースですか。 

 

【小林委員】 

     旦那さんに何を言っても威圧的だったり、意見があわない。力関係だと旦那さんの方が 

強い。それに対して文句も言えず、そんな方々は、愚痴を言えず、他の人に相談したり、 

子供さんに援護を求めることができない。基本的には、熟年離婚になりそうだが、そうもい 

かず、女性としての生活の行き場を失うイメージが一番近い。 

 

【鎌田委員】 

     木更津市の令和２年の自殺者３３名は人口比で、結構多い。この数字は他市から来られた

方も含めたものなのか。木更津市に住まわれている方だけなのか。何か要因があるのか。 

 

【小林委員】 

     統計には２種類ありますよね。市外からの人を含め、実際に亡くなる場所での統計と住民

登録地の統計がある。 

 

【大塚係長】 

     ２種類あります。お示ししたのは居住地の統計です。 

 

【小林委員】 

     自殺企図で君津中央病院で４５名と言いましたが、実際問題、入院しないで帰られる方も 

います。外国籍の方でコミュニケーションがあまりにもとれず、帰られた方もいます。 

    カウントされていないものもあります。 

    ３３名は、ちょっとびっくりしています。 
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【秋山委員】 

     季節的な要因はありますか。何月が多いとか、ありますか。 

 

【小林委員】 

      何月がというのも出したが、意外となかったです。３月・５月病・子供たちは夏休みの

時あたりが取り出されていますが、未遂者に関してはなかったです。 

 

【古田会長】 

     未遂者、既遂者で決定的な違いは、何かあるのでしょうか。 

 

【小林委員】 

   精神科医としての見方として捉えてほしいのですが、未遂の方は、とりあえず辛い状態か

ら早く抜け出したい、早送りしたい、寝てすごしてしまおう等、そのためにお薬を選ばれて

いる。結果的に死んでもいいやと考えている。とにかく辛いことから逃れたい。たまたま助

かった方から聞くと、エネルギーが必要かというと、そういうことはなくて、普通に歩いて

いて、ふうっと足元から地面がなくなるみたいに死んでしまうという方がいらっしゃる。例

えば、電車のホームに飛び込もうとするところを助けられた人は、何かすっと入っていって

しまったと話していた。死ぬ勇気があればという話がありますが、高い所から低い所に水が

いく自然な感じのイメージがあります。お酒とか睡眠薬で勢いを借りる人もおりました。令

和２年とは関係ないのですが、昔、子供同士で一緒に飛び降りをしたというケースがありま

して、助かった子に聞いたら、お母さんの睡眠薬を飲んで大好きな友達と飛び降りた。衝撃

を和らげて、抵抗をなくしていく。助かった方、亡くなられた方を明確に分けることは難し

いが、死ぬ、死なないということに重きを置くよりも、つらいところから逃げたいというこ

とに重きを置いている。 

 

【古田会長】 

     次に星田委員お願いします。 

 

【星田委員】 

     ケアマネジャーは７０代・６０代位の高齢者の方々を平均３０～３５名担当している。 

先ほど、小林先生が話されていた、辛い状態から逃げたいということが、心に響いてきまし

た。高齢者の方々で毎月訪問するのですが、ほとんどの方が毎月問題なく過ごされておりま

すが、中には、本当に眠れないという悩みを訴える方を、どのケアマネジャーも抱えていま

す。眠れないということから、精神的に追い込まれていく。主治医の先生を変えたり、薬の

量が増えていき、それでも眠れない。先ほど、先生がおっしゃっていたように、辛いことか

ら逃げたい、不眠から追い込まれていく方を何人か担当させていただいております。主治医

との連携をなるべくとっていくのですが、主治医の先生も眠れないということで安易に薬

を出す先生もいたり、逆に出さない先生もいたり、ご本人の訴えをうまく汲み取ることが難

しいのかなと感じている。生活面で一番気をつけていることは、高齢者２人暮らし、ご夫婦

２人暮らしの方が多く、中でも気を付けていることは、ご主人が奥さんを介助しているケー

ス。特に、ご主人が会社勤めをしていて、完璧な介護を目指している方がまれにいる。介護
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が辛いとケアマネジャーに訴えてこないケースが結構あります。完璧を目指すがゆえに、辛

さを言えず、それが虐待に繋がっていく。残念なケースとして心中してしまったケースとか。

お二人暮らしの完璧を目指すご主人については、包括支援センターの協力を得て、目配りを

しています。自殺に関しては、ケアマネジメント研究会では、これを期に１０月以降は研修

会もやっていこうと思っています。うつ病の早期発見・早期治療についても、ケアマネジャ

ーも徹底して行こうと思っています。特に、不眠からくるのかなということは、とてもよく

感じております。以上となります。 

 

【古田会長】 

     ありがとうございました。 

   ケアマネジャーとしての発表がありました。 

   ご質問ありますか。 

 

【小林委員】 

     確かに不眠が続くと何となく理性的に考えられなくなっていく。それだけで一過性の精 

神病となっていく方も中にはいらっしゃる。入院してしっかり寝るとすっかり元気になる 

方もいます。睡眠は大事だと思います。ただ、不眠が悩みごとからきているのか、何なのか 

によって対応が違ってくると思います。うまく原因に則していくのが良い。 

 

【星田委員】 

     眠れない悩みの方は多い。眠れない背景を探っていくのは難しい。 

 

【古田会長】 

     他に何か質問等ありますか。何か同じ体験や感想などある方はいらっしゃいますか。 

 

【鎌田委員】 

    眠れないということで、理性的に考えられなくなるとのことですが、人間の体はずっと 

   起きているのはできないし、どこかで寝てしまうと思います。 

 

【星田委員】 

    そういう眠れないのではなく、寝ているのですが、時間的には寝ているのですが、特に高齢

になってくるとぐっすりと眠れない。良い眠りがやってこない。常に、うつらうつらしている

感じだったり、夜中トイレに２回、３回いくケースもかなりあり、意識的に寝ていないという

思いが強くなってくる。でも、「寝ているよね」と言うと、本人は寝ていない。よけいに寝て

いないという辛さがくる。それで、睡眠導入剤、安定剤をくださいということになる。 

 

【小林委員】 

     悪循環というのがありまして、寝た感じがない、ちゃんと寝ないと色々なところで寝よう 

と試みる。夜の睡眠も浅くなり、浅い睡眠だと夢まで記憶している。寝なおしたくなる。 

一日がダラダラ、なんとなくメリハリがなくなってくる。１０歳年とると、３０分睡眠が短 

くなる話もあり、男性の場合は、朝早く起きてしまう。女性の場合は寝付けないという場合
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がある。だから、年齢的なものもある。それに対しても、うまく指導できていない。様々

な地元を取り巻く状況もあり老老介護等悩みごとがあれば難しい。 

 

【古田会長】 

     何か補足して説明いただくようなことがありますか。 

 

【秋山委員】 

     健康福祉センターは色々な相談窓口があり、もちろんケアマネさんにも関わって頂いて

いる。訴えられているのが、休息が取れないということです。コロナ禍のなか２４時間介護

しており、大変な状況の中で安定して眠れないということです。 

 

【古田委員】 

     教育の関係ではいかがでしょうか。 

 

【臼井委員】 

     昨年度、職員で眠れないと訴えてくる職員がおりまして、いつも元気なので、あまり気に

していなかったのですが、教室で眠っていることがあって、夜、薬を飲んでも眠れないとの

ことでした。学校に来ると眠くなってしまい、空き時間に寝てしまう。寝てしまったことに

罪悪感を覚える。薬を１０錠くらい飲んでいたと言っていたが、倍以上服用していたことが

分かった。今から思えば「眠れない」と言っていたことがサインだったと思う。 

本当に睡眠は大事だと思いました。 

 また、生徒についてですが、授業中に寝てしまう生徒がいて、死にたいというのですが、 

そのあたりに関係があるのか、サインを見つけて、どのように手を差し伸べていけば良いか

苦慮している。 

 

【小林委員】 

     ＳＯＳの出し方教育等、アンケートで拾うことは難しいのか。 

 

【臼井委員】 

     ＳＯＳを出せる子もいるが、上手く出せない、表現できない子もいる。 

 

【小林委員】 

     オープンクエスチョンだと出でこない場合があるので、いくつか絞って聞いていくし 

かない。子供が昼間寝てしまうのは家の中のストレスがあると、親が寝ている時間を自分 

時間にしようとする。昼夜逆転してしまう。 

 

 【古田会長】 

死という言葉を聞くと何かに繋げなければいけないが、なかなか難しいことです。 

では、次の議題に移りたいと思います。 
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 （５）議題２ 「心の健康や自殺対策に関し正しい知識を得られるための講演会」の内容等につい 

て検討 

 

【古田会長】 

議題２ 「心の健康や自殺対策に関し正しい知識を得られるための講演会」の内容等について検討

を事務局より説明願います。 

 

【事務局・大塚係長】 

令和３年度の地域の方への啓発と周知として「心の健康や自殺対策に関し正しい知識を得

られるための講演会」の実施を予定しております。昨年度協議会でお示ししたスケジュール

（案）では８月を予定しておりましたが、1か月予定を遅らせまして自殺予防週間でもある９

月に実施を予定しております。講師につきまして、先ほど君津中央病院の取組を発表いただき

ました小林委員にご協力をいただけることとなりました。小林委員より講演会内容の案をお

伺いして、皆様にご意見を頂ければと思います。 

 

【小林委員】 

    専門的ではないので、予めどういう人を対象に、何を話すかを決めてから勉強するという感

じになる。その方が私はやり易いのですが。一般向けに話すのですね。先に告知してからです

よね。 

 

【事務局・大塚係長】 

     自殺という切り口だけだと、なかなか地域の方々に参加できる、考える場が難しいのかな

というのが事務局としての悩みどころです。 

 

【小林委員】 

     私自身が精神科医なので、自殺に対する偏見や自殺は特別なことではないということは

申し上げたい。周りの方がいて、自殺のサインが見抜ける。うつ病が判ったら、だいぶ防げ

るところがあるので、うつ病の知識を提示して、これがサインなのか。 

そうするやり方が私はすごくやり易い。何か、そちらに比重を置いてしまいそうです。ただ、

皆様の方で、先ほどのように、例えば、悩み事があるとか、どうやれば引き出せるのか、そ

ういうようなことに対して言うのであれば、それで、コミュニケーションのとり方であった

りとか。できるかどうかは別として、これを盛り込んでほしいとか、ご意見を頂ければ検討

します。 

 

【古田会長】 

     支援者サイドが聞きにくるということが前提になるのですが、正しい対応が絶対的にあ

るということではなく、間違った対応、自殺を促すよう対応は取りたくない。死ぬと言われ

るとドキッとすると思います。持ち帰り易いノウハウのようなものをいただきたい。 
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【小林委員】 

     なるべく短い言葉で解説するという感じですね。支援者・周りの人間として、自殺を考え 

るタイプの方々と接するかもしれない方たち向けで考えていく。 

    

【星田委員】 

     先ほどに続いているのですが、こういう切り替えしだけはしてはいけない、最低限これだ

けはやめてくださいというものはどのようなことか。中には、自然にやってしまっている場

合もあるのかもしれませんが。 

 

【小林委員】 

     皆さん忙しい中で、時間をかけて聞かなくてはいけないですものね。例えば、今から言 

うことを入れようかなと思いますが。例えば、時間を決めて、あらかじめ時間がない時は聞 

かない。当直の時に体験するのですが、この時は時間があるので、その時に聞くとか、聞き 

始めたら朝まで聞いてあげるよという姿勢。その方が解決する。向こうは幸せな気持ちにな 

る。根本が解決するわけではないが、安心感が生まれる。その安心感が大事だと思う。 

このような内容は入れていこうと思います。 

 

【鎌田委員】 

     やっぱり人間関係だったりして、悩みがあったりして一人で抱え込む。 

それが、中々発信できず、うつの状態になってしまう。そういうケースが多いのかなという 

感想をもっています。私ども社会福祉協議会でも、仕事を持っていない、生活保護者だった

り、仕事につけない方々を地域社会から手を差し伸べ、仕事を何とか見つけて、ボランティ

アで社会との関わりを持たせる。そのような、取り組みを今年からやっている。就労支援と

して木更津市から補助をいただき取り組んでおります。つながるところも多いので社協の

事業の研修の一環として、小林委員にお話し頂くのはどうかと思いました。 

 

【小林委員】 

     この中でやるのはありですよね。皆さまの活動を紹介するというのは、色々なことについ 

    て相談できるところがあるということは紹介できると思います。 

 

 

【大塚係長】 

     皆様のお話をうかがっていて、自殺対策研修と社会福祉協議会の合同研修にして、そこで 

相談窓口のリーフレットの配布等できると思います。いずれは、地域の方や支援者の方を含 

めて参加していただき皆で孤立のことや自殺対策のことを考える場のきっかけづくりにす 

る。 

 

【小林委員】 

     基本的には、リモートでもなくてよいのですよね。 
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【大塚係長】 

    はい。リモートでなくて良いです。 

 

【小林委員】 

    せっかくなので色々な窓口を紹介できれば良い。 

 

【鎌田委員】 

    実際に就労支援事業に取り組みだして、支援員が３名いるのですが、働けないような方の 

   お宅にお伺いして、一緒に掃除、面談、散歩、買い物等をするのだが、信頼関係が出てきて、 

   ドロンとしていた目や表情が良くなり、そういうことが顕著に出ている。 

   なので支援員にも聞かせたいし、他の方にも伝えられると救える人も多くなると思う。 

    

【古田会長】 

    市民の皆様に対する周知方法はどのように考えていますか。 

 

【大塚係長】 

    講演会については、小林委員とテーマについて、詰めさせていただきホームページやチラシ 

を配布していきたい。それと社会福祉協議会さんが最近ツイッターを始めたとお伺いしてお

りますので、SNSでの配信を検討しています。 

 

【古田会長】 

    小林委員、講演会の準備をよろしくお願いします。 

 

【小林委員】 

    皆さんの方で意見がありましたら、事務局の方へ意見をお願いします。 

 

 【古田会長】 

    チラシの配布等、各委員には広報にご協力をお願いします。 

では、次の議題に移りたいと思います。 
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 （６）議題３ 「自殺予防週間の取組」について 

 

【古田会長】 

議題３ 「自殺予防週間の取組について」を事務局より説明願います。 

 

 

【事務局・瀬川主査】 

木更津市の９月１０日から１６日の自殺予防週間の取組予定につきましてご説明いたしま 

す。昨年度も実施しておりますが、 

 

１．デジタルサイネージ 

市民課記載台横に設置されていますデジタルサイネージにて（資料を掲載しながら）こち 

らの自殺対策についての広報・啓発内容を放映予定です。エレベーターを上がりきったすぐ 

目の前にあることと、庁舎内で一番来庁者が多い市民課近くに設置されていますので、目に 

される方も多いと考えております。 

 

２．広報きさらづ 

（資料を掲載しながら）こちらが令和２年９月号の掲載内容です。大きな掲載記事ではあ 

りませんが、紙媒体ですので保管することも可能です。また、末尾に記載されているホー 

ムページ番号より相談窓口一覧ページをすぐに閲覧することが可能となっております。 

 

３．市公式ホームページ 

市公式ホームページには自殺対策や相談窓口一覧ページを常時掲載しておりますが、自殺 

予防週間にはさらにトピックスにも掲載し、市民への周知に努めることを予定しています。 

 

４．国・県より送付されるポスターの掲示 

例年、この時期になりますと国・県よりポスターが送付されますので、市役所庁舎内に掲 

示し広報・啓発に努めて参ります。 

 

 今年度は以上４つに加えまして、市公式ツイッターでも発信をしていく予定です。 

他に各委員の方が行っている情報発信方法やこのようなことをやってみてはどうかとい 

うご意見等あればうかがいたいと思います。よろしくお願い致します。 

 

【古田会長】 

   質問等ありますでしょうか。 

 

 【鎌田委員】 

     社協でも広報媒体を持っていますので、出していければ良いと思います。 

  

 【事務局・瀬川主査】 

     検討させていただきます。 
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 【小林委員】 

     ポスターは病院とかには配るのですか。 

 

 【事務局・瀬川主査】 

     送付されるのが２、３枚なので来庁者の多い朝日庁舎の市民課周辺等に掲示し、周知を 

図りたいと思います。 

 

 【望月委員】 

     薬局ですが、今まで自殺予防のポスターが送られてきたことはありましたが、こういう週 

    間に自殺に限らずなんでも話せるということを提案できたら良いと思っている。また、市の 

支援で健康相談室というのが６月から毎月第１木曜日にあるようなので自殺週間に限らず 

発信していけると良い。古田先生のコラムについて知らない方が多い。薬剤師の仲間にはよ 

く言うのですが、コラムがあることを皆の目にふれるようにすると良い。 

 

 【事務局・瀬川主査】 

     広報きさらづ６月号にコラムを掲載している旨の記事を掲載済です。 

 

 【古田会長】 

     犯罪被害者の支援もやっているのですが、被害に遭われた方、遺族の方の話を聞いてみる 

    のも良い。そういったものを計画していますか。 

 

 【事務局・瀬川主査】 

     今のところ計画はしていませんが、協議会で要望があれば今後検討していきます。 

 

 【小林委員】 

     そういうのは大事ですよね。 

 

 【星田委員】 

     ホームページのお話ですが、該当ページを探し出すのが大変です。可能であれば、子育て 

記事のようにホームページのトップページに相談窓口一覧をもってこれると良い。 

 

 【古田会長】 

     相談窓口一覧リーフレットは使いやすいので、紙媒を関係機関に渡せるのが良い。 

 

 【事務局・瀬川主査】 

     ホームページのトップページに掲載できるか検討していきます。 

 

 【嶋林委員】 

     私自身は医療職ではなく、また、労働基準監督署では、従業員のメンタルヘルス対策に取 

り組むよう会社に指導することや、仕事が原因で鬱病等になった方などからの労災請求に 

基づく調査を行っています。話が戻りますが、講演会については、一般市民向けであれば鬱 
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病やコミュニケーションに関することでよいと思うのですが、最近はコロナ禍により在宅 

勤務の導入が進むなど働き方が変わってきており、以前のように職場の人間関係を築くこ 

とが難しい、コミュニケーションが取りづらい等新たな問題が出てきていると思います。一 

般市民向け講演会にふさわしいか分かりませんが、このような新たな問題があることを踏 

まえて、精神的な問題を抱える従業員をどうやって早く察知し、次につなげることができる 

のかなどを入れてはどうでしょうか。 

 

 【小林委員】 

     現代とコロナ禍というような。 

     考えてみます。 

 

 【古田会長】 

     他に事務局から何かありますか。 

 

 【事務局・石井次長】 

     先ほどから情報発信の関係でお話を頂いていますが、市は情報発信が苦手分野でありま 

す。高齢者の方であれば広報きさらづは見ていただけるが、インターネットは見ていただけ 

ない。また、若者は SNSの方を見るというようなことがあります。今年度、自立支援課は情 

報発信をテーマにしています。市ホームページはなかなか見にきてくれませんので、SNSや 

ツイッターなどプッシュ型の情報発信もやっていければと考えております。つきましては 

それぞれの団体の方のお持ちの媒体とうまく連携しながら情報発信に特化していきたく、

お力をお借りいたしたいと思いますのでよろしくお願い致します。 

 

 【古田会長】 

     では、議題は全て終了いたしました。 

     次回は１０月下旬とのことです。これで閉会といたします。 


