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令和２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２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１月１５日（金） １４時００分から１５時１５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、田所公司委員、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、西克夫委員、上田功委員 

               時田雅代委員、武田憲治委員、今井克彦委員 

          欠席委員：平野剛委員、小島玲子委員 

（５）事務局    鈴木福祉部長（挨拶、委嘱状交付後退席） 

          嶋野福祉部次長、大塚係長、瀬川主査 

（６）議題     （１）会長・副会長の選出 

          （２）木更津市自殺対策計画について 

          （３）令和３年度協議会スケジュールについて 

 

（７）会議内容    

（１）鈴木福祉部長挨拶 

  （２）委嘱状交付 

  （３）議題１ 会長・副会長の選出 

   

  【事務局・瀬川主査】 

   会長・副会長の選出につきましては、木更津市自殺対策連絡協議会設置要綱第５条第２項に

「委員の互選によりこれを定める」こととなっておりますが、どのような選出方法といたしま

しょうか。 

 

  【鎌田委員】 

  皆さん面識があるわけではないので、自薦・他薦は難しいと思います。事務局に腹案でもあ

れば一任したいと思います。 

 

【事務局・瀬川主査】 

先ほど、鎌田委員より事務局案があればとのご意見がありましたが、そちらでよろしいでし

ょうか。 

 

【委員全員】 

    異議等なし 

 

      【事務局・瀬川主査】 

    異議等はないようですので、事務局案といたしまして会長にはかずさ総合法律事務所から

のご推薦の古田恭司委員、副会長には NPO 法人君津木更津薬剤師会薬業会からご推薦の望月

悦子委員を推薦させていただきます。事務局案に賛成の方は挙手をお願いします。 
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【委員全員】 

挙手 

     

   【事務局・瀬川主査】 

    挙手全員と認めます。これにより、会長は古田恭司委員、副会長は望月悦子委員に決定いた

しました。 

古田会長、望月副会長よりご挨拶を賜りたいと思います。まず、古田会長お願いいたします。 

 

【古田会長】 

    会長を仰せつかりました古田と申します。今日、錚々たる方々の前で会長という大職を拝命

いただきまして、大変僭越で、不慣れではございますが進めていこうと思います。よろしくお

願い致します。 

 

【事務局・瀬川主査】 

    続きまして、望月副会長お願いいたします。 

 

   【望月副会長】 

    望月です。よろしくお願いします。どうしても固い会議になると思うので、私はいつも笑顔

でいることをモットーにしたい。委員の方々を見渡してみると、人生経験が一番豊なのは自分

だと思う。経験は少ないが、このような場であれば皆さん一緒ですし、委員だけがこのような

ことに携わるものではない。 

何かの本で読んだのですが、９９％は自分のために使っても残り１％はどなたかのために

使う。そうするとその１％というのは大変なことではないが、集まればすごいことになると思

うのでそうなると良いと思っております。よろしくお願いいたします。 

 

   【事務局・瀬川主査】 

   会長・副会長が選出され、設置要綱第６条の規定により会長が議長を務めるとありますので、

古田会長に進行をお願いしたいと思います。各議題につきましては、事務局から説明させてい

ただきます。 

恐れいりますが、古田会長、前の席にご移動いただけますでしょうか。それでは、古田会長、

よろしくお願いいたします。 

 

   【古田会長】 

 事務局から説明がありましたように私が議長として議事を進行してまいります。 

 よろしくお願い致します。 

 

  （４）議題２ 木更津市自殺対策計画について 

 

   【古田会長】 

  議題２ 木更津市自殺対策計画について説明願います。 
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   【事務局・嶋野次長】   

 皆さん、こんにちは。自立支援課長の嶋野でございます。私から本市の自殺対策計画につい

てご説明させていただきます。 

   まず初めに、本計画策定の経緯でございますが、我が国の自殺者数は、近年減少傾向にある

ものの、依然として毎年２万人以上の方が命を絶つという深刻な状況が続いています。 

このような中、平成２８年に自殺対策基本法が改正され、自殺対策が「生きることの包括的

な支援」として新たに位置付けられ、地方自治体に自殺を防ぐための計画策定が義務付けられ

ました。これらを受け、本市におきましても、全ての人が生きがいや希望を持って暮らすこと

ができるよう、その妨げとなる様々な問題を軽減するための支援と、それを促進するための環

境整備充実を図るため、令和元年度に「木更津市自殺対策計画」を策定いたしました。 

 

自殺対策計画の 2 ページをご覧ください。本計画の計画期間は令和 2 年度から 4 年度まで

の 3 年間としております。 

３ページから 9 ページには、近年の自殺の動向をお示ししておりますが、計画書では平成

30 年までの記載となっておりますので、この部分は令和元年の状況を追加したものを別資料

としてお配りしておりますので、こちらと併せてご説明いたします。 

追加資料「令和元年 自殺者数の現状」をご覧ください。本市における自殺者数は平成２９

年に１４人まで減少いたしましたが、平成３０年に２４人に増加するなど、増加と減少を繰り

返しています。また、男女別では常に男性が女性よりも多い状況が続いております。 

 

同じく 2 ページをご覧ください。こちらは自殺死亡率の状況でございます。自殺死亡率と

は、人口１０万人当たりの自殺者数のことでございますが、全国及び千葉県の自殺死亡率は、

ゆるやかに減少している傾向にあり、本市においては、増加と減少を繰り返しています。 

 

同じくの３ページをご覧ください。こちらは年代別の状況でございます。令和元年において

は、働きざかりである４０代の自殺者が最も多く、続いて６０代が全体の２３％となっており

ます。計画書本編の 6 ページには平成２６年から３０年にかけての平均値がございますが、各

年代に万遍なく分布していることが分かります。 

次に、計画書の７ページをご覧ください。こちらは職業別の状況でございます。職業別に比

較しますと、「被雇用者・勤め人」が多く、続いて「年金・雇用保険等生活者」となっており、

令和元年においても同様の状況が続いております。 

計画書の８ページをご覧ください。原因・動機別の状況でございます。原因、動機別に比

較しますと、「不詳」が３９.８％と最も多く、続いて、「健康問題」が２２.９％、家庭問題が

１３.９％、経済・生活問題が１２.７％となっております。 

追加資料の５ページをご覧ください。令和元年においても大きな変化はございませんが、勤

務問題が増加したという状況でございます。 

 

    一番下に元年の自殺者２２名の内、同居者の有無について記載しておりますが、１６名（約

７３％）の方は同居者がいるという状況でございます。これは同居者がいらっしゃっても生活

リズムが合わない、顔を合わせる機会が少ない、相談できないなど、どこにも相談できずにい
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る方もいるのではないかと考えております。そのため、相談先があるということの周知・広報

が重要と考えられます。 

 

    次に計画書の１０ページをご覧ください。自殺は健康問題・経済問題・家庭問題・人間関係

の問題など、様々な要因が複合的に関係し、その多くが心理的に追い込まれた末の死であり、

防ぐことのできる社会的な問題と考えられております。 そのため、「誰も自殺に追い込まれ

ることのない木更津市を目指して」を基本理念とし、保健、医療、福祉、教育、労働その他の

関連施策との連携を図り、自殺リスクの要因を減らし、保護要因を増やすよう、総合的に実施

することが必要であると考えております。 

 

 11 ページをご覧ください。 

計画の目標値として自殺死亡率を設定し、２０１８年の１７．８人を基準とし、２０２２年に

は１２％減の１５．７人、２０２８年には３０％減の１２．５人にすることとしております。 

 

   １２ページをご覧ください。 

国では全ての自治体で取り組むことが望ましい基本施策を５つ挙げています。 

木更津市もこれに則り、以下５項目を基本施策として推進して参ります。 

（１）地域におけるネットワークの強化 

（２）自殺対策を支える人材育成 

（３）住民への啓発と周知 

（４）生きることの促進要因への支援 

（５）児童生徒の SOS の出し方に関する教育の推進 

 

13 ページからは、この基本施策に基づく市役所各課の取組について記載しております。この

中から、代表的な取組についてご説明いたします。 

   まず、「地域におけるネットワークの強化」につきましては、本日開催の自殺対策連絡協議会

を昨年１２月に設置いたしました。次に、「自殺対策を支える人材育成」につきましては、ゲー

トキーパー研修を開催いたしました。 

「ゲートキーパー」とは、自殺の危険を示すサインに気付き、適切な対応を図ることができる人

のことであり、「命の門番」とも位置付けられる人のことでございます。 

昨年 10 月には窓口業務の市役所職員に、11 月には地区民生委員の方へ実施いたしました。 

 

   次に、「住民への啓発と周知」でございますが、 

本日、資料として配布しております相談先情報一覧のリーフレットを市のＨＰや各種窓口に配

置し、自殺予防週間である 9 月には、広報きさらづ、やデジタルサイネージにてこの情報の広報

啓発を行いました。また、自殺強化月間である３月にも同様の周知を行う予定でございます。 

   更に、今回協議会の会長をお引き受けいただきました古田弁護士にご協力をいただき、自殺対

策に関するコラムを毎月１回、市のホームページに掲載することとなりましたので、ここで皆様

にご報告させていただきます。今月より掲載を予定しております。これをご覧になった方が少し

でも心が軽くなり、一人で悩まず相談しようと思っていただければと考えております。 
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   次に「生きることの促進要因への支援」でございますが、１７から１８ページをご覧ください。 

それぞれの担当課において、窓口対応を強化しているところでございますが、庁内での連携はも

とより、社会福祉協議会やハローワークなど、関係機関との連携を密にしながら相談支援にあた

っております。 

 

   次に、「児童生徒の SOS の出し方に関する教育の推進」でございますが、本年度、命の大切さ

に関する講演会を市内の４中学校にて実施いたしました。 

実施校は、岩根西中学校、波岡中学校、清川中学校、鎌足中学校でございます。 

講演会実施後に生徒からの感想文が提出されましたが、人により受け取り方は様々ですが、感動

を覚え、命の大切さや、もし自分が自殺を考える苦しい立場に陥った時はひとりではない、必ず

相談先があるといことを学ぶことができたと伺っております。 

また、生徒を導く側である教職員や保護者も同講演を受講することで、同様の感動や知識を得

ることができたものと考えております。 

 

   来年度の取組につきましては、今年度の取組を引き続き実施するとともに、更に強化して参り

たいと考えております。なお、本年度の取組及び来年度の取組につきましては、別添の資料にま

とめてお示ししてございます。 

効果的な自殺対策の実施は、なかなか難しいと考えております。正直に申し上げて、私共も

手探り状態で、効果的な取組を模索している状態でございます。市が実施する場合、予算や人員

等の関係で、必ず直ちに実現するとはお約束できませんが、委員の皆様方から、現場での経験な

どから、「このような取組が効果的ではないか」といったような ご意見をいただければと考え

ております。 

 

本市といたしましては、この計画に基づき関係機関との連携を更に強化するとともに、市民と

一体となった取組を展開して参りたいと考えておりますので、皆様のご理解とご協力をよろしく

お願い申し上げます。私からの説明は以上でございます。 

 

 【古田会長】 

  ありがとうございました。委員の皆様の中で、今の説明に対してご質問等がある方はいらっしゃ

いますでしょうか。  

進行が固すぎますか、大丈夫でしょうか。今日は緊急事態下なので、質問がなければ先に進めて

参ります。次の議題に移りたいと思います。 

 

 （５）議題３協議会スケジュールについて 

 

【古田会長】 

議題３ 令和３年度協議会スケジュールについて事務局より説明願います。 

 

【事務局・大塚係長】 

  お世話になっております。自立支援課 相談支援係長 大塚と申します。 

  私からは令和３年度 自殺対策連絡協議会スケジュール（案）のご説明をさせていただきます。
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令和３年度は自殺対策連絡協議会を３回開催予定です。第１回を令和３年６月、第２回を令和３

年１０月、第 3 回を令和４年２月に予定しています。 

それぞれ議題につきましては、令和３年度自殺対策協議会スケジュール（案）にございますと

おり、ご議論いただきたいと思います。 

第１回  ①各委員（各委員が所属する団体）が取り組んでいる自殺対策及び相談事例について 

     ②①を踏まえて、８月に予定する講演会の内容及び講師について 

     ③９月の自殺予防週間の取組について 

 

第２回  ①講演会の振返り 

     ②自殺予防週間（取組）について思うこと 

     ③ゲートキーパー研修の講師について 

 

第３回  ①ゲートキーパー研修の振返り 

     ②自殺対策強化月間の取組について 

     ③令和３年度取組のまとめ 

     ④令和４年度協議会スケジュールについて 

 

各回以上を予定しております。新型コロナウイルス感染症の影響等もあり変更となる場合もご

ざいますので、ご承知おきください。私からは以上です。 

 

 【古田会長】 

  ありがとうございました。委員の方何か質問がございますでしょうか。 

 

 【鎌田委員】 

  部長のご挨拶にもありましたが、新型コロナウイルスの影響が自殺者数にも関係してくると思

っている。そういう視点をこれからの研修の講師の方にも考慮してもらう必要がある。どのような

配慮があるのかわからないが、視野に入れて進めていく必要があると思いました。 

 

 【古田会長】 

  ありがとうございます。他のご質問等ございますでしょうか。 

 

 【小林委員】 

  今の点に関してですが、普段は木更津病院で働いています。君津中央病院にも行っているのです

が、今までは統計を救急科のきたむら先生が取りまとめをされていた。こちらでの統計によると令

和元年と令和２年君津中央病院で取り扱った自殺未遂の件数はどちらもおおよそ４０件で、木更

津市以外の３市の方や東京の方も含まれているが、意外と人数が多いということはなかったが、昨

年１０月から芸能人の自殺等もあり、ムードなどもあるが増えている。 

  最近の報道は、報道されるたびにいのちの電話等のお知らせがあり、自殺対策推進計画に基づい

て行われているので、偉いなと思っている。それでもふらっとムードだけで行われることもある。 

  先ほど鎌田委員も仰っておられたが、これから持ちこたえられるか。経済面もクローズアップさ

れるかなと考えている。今後報告できるものがあればしたいと考えている。 
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 【古田会長】 

  何か有意な統計や資料があれはご報告いただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

他にご意見とか感想とかでも良いと思いますのでございますでしょうか。 

 

 【小林委員】 

  先ほどのことに付随して、全国の統計だと以前大塚係長に確認したが、木更津市に在住でなくと

も木更津で自殺されるとカウントされてしまうのですか。 

 

【事務局・大塚係長】   

 そうです。 

 

【事務局・嶋野次長】 

  ただ、厚労省の統計が公表されているが、住所地と発見地があったと思います。 

 その住所地でとらえれば市内の人数となります。 

 

 【小林委員】 

今回の人数は住所地で行っているのですか。 

 

 【事務局・嶋野次長】 

  住所地の統計です。 

 

【小林委員】 

  もしそうでなければ他からやって来て目立つ所で死んでしまう場合もある。初めて行った先で

防止柵とか目を引くものがあったほうが良いのではないか。 

今回のやり方では木更津市ではいけると思うが、他から来て、中の島大橋や太田山公園等目立つ

ところがあるので他からも来やすい。木更津市を良い観光地とするためにも簡単に思いつくとこ

ろだと、例えば昼間は見えないが夜になると見えるような看板があれば良いのではないか。 

 

 【古田会長】 

なかなか意識いていなかったが、発見地と住所地という視点だと思うが、市としてその違いを意

識して進めていることはあるのですか。例えば木更津市という住所地の方に対して自殺対策を第

一優先とするのか、木更津市で自殺をする方がいらっしゃらないようにするのか。もしくは一丸

となって進めるのか。何かありますか。 

 

 【事務局・嶋野次長】 

  正直に申し上げて、対策を進める上で発見地や住所地という区別はしていないのが現状です。 

  でも、本来的に申し上げれば、木更津市民の自殺から救うという視点から、あえて言えば住所地

ではないかと捉えている。木更津市にはありませんが、例えば市内に自殺の名所と言われる所があ

ったとすれば、そういうところは違うのかなと考えている。 
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 【古田会長】 

  本日は議題としてはこれで終わりですが、時間に余裕もありますし、せっかくお集りいただいた

ので発言されていない方何かありますか。 

 

 【星田委員】 

周知という面で、悩んでいる方がどこに相談していいのかというのが、私も市民だがわかりにく

い。このパンフレットはどこに置いているのですか。新聞に折り込まれているとか、誰の目につ

くところに置いているのですか。 

 

 【事務局・嶋野次長】 

公民館、市朝日庁舎窓口ですとか、ホームページにも載せています。 

 

 【星田委員】 

うちの親もそうだが、公民館にも行かないし、市役所にも余程のことがないと行かない。ホーム

ページも開かない。もっと手に取りやすい場所にあると良い。初めてパンフレットを見ました。 

 

 【古田会長】 

  ありがとうございました。 

  私も弁護士という職業柄悩みを抱えている方にお会いするが、法律的な相談以外の方もかなり

いらっしゃる。適切な窓口についていつも悩んでいる。配偶者からの暴力、アルコール依存症等ど

こに案内していいのか。もう少し掘り下げて、適切な場所に置ければ良いのかなと思います。 

 

 【田所委員】 

私も警察官という職業柄、自殺を多く扱います。相談にのりお話を聞いてあげることが非常に大

事であるが、一方でその相談を受けた職員のメンタルケアも非常に大事だと思う。話を聞いている

とすごくしんどい。それが続くと今度は相談を受けている方がメンタルを病んでしまう。極端な話

自殺者に引っ張られてしまうこともありますので、相談を受ける職員のケアも考えていただければ

と思う。 

なかなか自殺対策には特効薬はないと思うが、この計画書を拝見していると相談、広報・啓発に

主をおいているようだが、もし自殺の名所的な所があるようであれば自殺し難い対策、中の島大橋

であれば転落防止ネットの設置、ＪＲさんにお願いして線路に飛び込み防止柵の設置ですとか、市

内の踏切には容易に入り込める場所があるので、そのような場所での広報・啓発ですとか、ハード

面でも色々ととる対策はあるのかなと思う。皆さんから意見を頂いて１つ１つクリアできれば良い。 

 

 【小林委員】 

田所委員のご意見に付随して、スウェーデンで国策もしくは１つの都市でやられていたもので、

相談を受ける方とか相談をしてきた方が亡くなったとか、関係者に対するケア等の取り決めがあっ

たと思った。ひとりの方が亡くなったりしたら、その相談員の方に対してなるべく早くカンファレ

ンスを行ったりカウンセリングを行うという流れになっていると思いました。また、亡くなった方

のご家族のケアも行っていたと思います。それは心理職とか精神科医がやられていたと思います。

付随して周りの方にも影響が出やすいと思うので、その視点は良いと思う。 
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 【古田委員】 

色々な視点や資料から策を集めて自殺対策に繋げることが大事である。 

教育の案件とかで施策とか有効策とか、感想めいたものでも良いのでありますか。 

 

 【望月副会長】 

高校の先生からお話をうかがいまして、それは性教育だったと思うのですが、お話された先生が、

「生きているだけでいいんだよ。」というお話をされたらしいのですが、感想をまとめたところ、皆

が良かったということで、中には将来、助産師になろうと思ったということでした。 

県の薬剤師会から助産師さんのお話をうかがったことがあって、その中にご家庭で伝えられる

ことというのがあって「生まれてきてくれてありがとう、あなたがいてくれて幸せ。」、肯定的なメ

ッセージは大切な存在である自分の自己肯定感を育ててくれると書いてあったのと、助産師の先生

が授業をやる時に幼稚園でやる時は大きな袋か何かを子宮に例えて、そこから出てきたり、袋に入

っていると幼稚園児は眠ってしまう。黒い紙に一点穴が開いていて、それを作ってきてくれて、そ

れを透かして見るとそれが卵子なんだよと言って、大変なことがあっても育ってきて、産むお母さ

んも大変なんだけと一番頑張ったのは赤ちゃんなんだ。みんなの存在が周りを幸せにしているとい

うことで、「生まれてきてくれてありがとう。」という言葉をかけられるだけで、子どもは違うと思

う。学校だけでなくて、親の教育も必要である。 

健診などで、悩みを抱えている親などもいるのですか。 

 

 【時田委員】 

３，４ヵ月児の健診と１歳半と３歳の３つの健診をやっています。その中で育児に悩みを抱えて

いる方や夫婦関係、嫁姑問題、ママ友等の悩み等様々な相談がある。書く欄を設けているので、書

いてきてもらい、相談にのることもしばしばあります。深刻なものはそれほどなく、短い時間では

あるがお話を傾聴して助言できることはしている。今は、コロナの影響で健診時間を短縮しており、

コロナ前のようにゆったりと聞けないのが残念である。 

 

 【望月副会長】 

私も学校薬剤師をさせていただいていて、中学生が通った時、もっと声掛けをしようと今思って

いる。遅い時間に来るお子さんがいらっしゃった時にどうかと思ったが、声をかけ挨拶したら挨拶

を返してくれたのでそういうことが命のこととか自殺対策につながると思っている。 

 

 【古田会長】 

  「生まれてきてくれてありがとう」とは良い言葉です。自分も子どもがいるが大きくなると「馬

鹿野郎」などと言う時もあるが、子どもたちにその言葉をかけてあげようと思う。 

他に何かご意見、ご質問等ありますか。特になければこれで終了といたしますが、事務局より何

かありますか。 

 

【事務局・嶋野次長】 

今後の開催ですが、本日もｚｏｏｍによる開催も検討したのですが、急であり対応には至りませ

んでした。今後、ｚｏｏｍによる会議開催に不都合があるかどうか、いかがでしょうか。 
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 【古田会長】 

委員の皆様の中でｚｏｏｍでの開催が難しい方はいらっしゃいますか。 

 

 【田所委員】 

  一般のインターネット回線から切り離して独立回線としているので難しいです。 

 

 【古田会長】 

会議のやり方について、どのような開催が良い等のご意見はありますか。 

  お一人でもｚｏｏｍ等は難しいという方がいれば、本来は参集してやるのが原則なので、コロナ

対策を徹底してやることになる。逆にこういった形で集まるべきでないというご意見があれば他

の方法も検討していくべきかと思う。 

 

 【事務局・瀬川主査】 

本日資料として配布いたしました木更津市自殺対策計画は会議ごとに使用予定ですので必ず持

参していただくようにお願いいたします。 

 

【古田会長】 

私事ですが、事務局より打診を受け、市公式ホームページにコラムを月１で書かせていただくこ

とになりました。今、模索中ですが、事務局より「来週中には提出してください。」と言われてい

る。初回は頑張って書きますが、今後の内容についてご意見をいただければありがたいので、ど

うぞよろしくお願い致します。 

では、これで令和２年度第１回自殺対策連絡協議会を終了いたします。少し、期間は空きますが、

次回、令和３年度第１回自殺対策連絡協議会は本年６月を予定しております。事前に開催通知を

十分な期間を設けて発送いたしますので、スケジュール調整等よろしくお願い致します。 

本日の会議はこれにて閉会といたします。皆様、大変ご苦労さまでした。 


