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平成 30 年度 第 2回浜松市保健医療審議会 会議録

1 開催日時  平成 30年 11 月 16 日（金） 午後 7時 30 分～午後 9時 08 分 

2 開催場所  浜松市口腔保健医療センター 講座室 

3 出席状況   委員 11 名 

        滝浪 實会長 ・ 荻野和功副会長 

        稲田謙一委員 ・ 大野守弘委員 ・ 加陽直実委員 ・ 品川彰彦委員 ・ 

正田 栄委員 ・ 鈴木恵美子委員 ・ 鈴木勝之委員 ・ 羽田浩史委員 ・ 

平井 章委員 

事務局 21 名  

新村医療担当部長・西原保健所長・板倉健康福祉部医監・山中健康医療課長 

辻村健康増進課長・二宮精神保健福祉センター長・月花佐久間病院事務長・ 

市川保健環境研究所副所長・小池保健総務課長・寺田生活衛生課長・天野看護

専門学校副校長・山内高齢者福祉課医療介護推進担当課長・松下病院管理課長・ 

伊藤警防課救急管理担当課長・小久江警防課専門監・土井（警防課）・市川介護

保険課長・座馬国保年金課長補佐・西崎健康医療課長補佐・河島健康医療課主

幹・瀧下（健康医療課） 

4 傍聴者   0 名（一般） 

5 議事内容  審議事項 

（１） 第三次浜松市自殺対策推進計画（素案）について 

その他 

（１） 台風 24 号への対応について 

6 会議録作成者  健康医療課  瀧下 

7 記録の方法  発言者の全部記録       録音の有無  ○有・無 

8 会議記録 

公開・非公開の別 
■ 公 開 □部分公開 

□ 非公開 
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1 開会 

山中健康医療課長が平成 30 年度第 2回浜松市保健医療審議会の開会を告げた。 

（事務局） 

浜松市保健医療審議会条例第 4条第 2項により会議が成立している旨の報告 

2 議事 

（滝浪会長） 

本日はお忙しい中、またお疲れのところお集まりいただきありがとうございます。今回は「自

殺」をテーマとして審議いただくことになっていますので、どうぞ宜しくお願いいたします。専

門であります山岡先生がご欠席ですが、二宮先生から詳しいお話がうかがえると思いますので、

ご審議の程、宜しくお願いいたします。浜松市では、若年層の自殺がテーマとなっております。

当然、中高年の自殺も踏まえてですが、浜松市の特徴をいかした計画となることをお願いしたい

と思います。 

議事に入る前に、本審議会の公開について、各委員の了承をいただきたいと思います。本日の

審議会では個人情報などの非公開情報を審議する予定がないようです。浜松市情報公開条例によ

り議事を公開することにしてよろしいでしょうか。 

（委員の了承を確認） 

（滝浪会長） 

 それでは、議事に入ります。はじめに、報告事項（１）の「第三次浜松市自殺対策推進計画の

素案について」事務局から説明をお願いします。 

（事務局 山中健康医療課長） 

健康医療課でございます。素案の説明の前に、資料２をご覧ください。国から示された「地域自

殺実態プロファイル」でございます。重点パッケージとして、高齢者、生活困窮者、勤務・経営

が浜松市の特徴とされています。中段の黒四角、地域の自殺の特徴として、平成 24～28 年までの

浜松市の自殺者を集計し、地域の主な自殺の特徴として表にまとめられています。自殺者数の多

さに基づき、右の欄には、自殺に至った経路が示されています。計画の中に、「地域自殺実態プロ

ファイル」の文言が記載されておりますが、資料２を参考にご覧いただければと思います。 

審議事項（１）第三次浜松市自殺対策推進計画の素案についてご説明いたします。 

本年８月に開催いたしました「第１回保健医療審議会」では計画の骨子案についてご審議いただ

きましたが、今回はその骨子案に基づき作成しました素案について、ご審議をお願いするもので

ございます。 
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それでは、資料１、第三次浜松市自殺対策推進計画（案）をご覧ください。１枚めくっていた

だきまして、目次をご覧ください。計画は五つの章立てにより構成しています。１ページをお願

いします。「第１章 計画の概要」、１計画策定の背景でございますが、３段落目、本市では平成

21 年 3 月に浜松市自殺対策推進計画を策定し、相談体制の充実や関係機関との連携を図りながら

自殺対策を推進してきました。また、第二次浜松市自殺対策推進計画では、若年層への対策の充

実のほか、浜松市自殺対策地域連携プロジェクト（いわゆる絆プロジェクト）を運用し、より多

くの関係者によるセーフティネットの強化を図ってきました。そして、国は平成 28年に「自殺対

策基本法」を改正し、平成 29年に自殺総合対策大綱が閣議決定され、全国的な自殺対策が推進さ

れています。 

２ページをお願いします。国の自殺総合対策大綱では、自殺対策の基本理念を以下のとおり示

しています。“誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指す”というものでございます。 

また、自殺総合対策大綱では、自殺の現状と自殺総合対策における基本認識を以下のとおり３点

示しています。“自殺は、その多くが追い込まれた末の死である。”“年間自殺者数は減少傾向にあ

るが、非常事態はいまだ続いている”“地域レベルの実践的な取組をＰＤＣＡサイクルを通じて推

進する”というものでございます。 

３ページをお願いします。２計画の期間でございますが、平成 31 年度から平成 35 年度までの

５年間とします。３計画の位置付けでございますが、この計画は、自殺対策基本法第 3 条に基づ

き策定されるもので、自殺総合対策大綱を踏まえ、本市の状況に応じた施策を策定します。 

また、本市の基本指針である浜松市総合計画を上位計画とし、自殺対策に関する特定部門計画

のひとつとして位置づけ、各関連計画と連携して推進します。 

４ページをお願いします。４計画の目標は、“浜松市の自殺者が一人でも少なくなることを目指

します”。数値目標としては、平成 27年の浜松市の自殺死亡率１４.９から平成 34年に１２.０以

下とすることを目標とします。 

５ページをお願いします。５計画の策定・推進体制でございますが、この計画の策定にあたっ

ては、今年の７月に実施したアンケート調査結果と地域自殺実態プロファイルをもとに自殺対策

連携会議及び保健医療審議会においてご検討いただき、今後パブリックコメントを実施してまい

ります。最後の段落ですが、また、引き続き、市民の皆さんはもとより医療、福祉、経済団体、

法律関係等、地域の関係機関及び行政が連携し、自殺対策の総合的かつ計画的な事業の推進を目

指します。 

７ページをお願いします。「第２章 自殺をめぐる現状」、１統計データ結果からみた現状、（１）

自殺者数・自殺死亡率（人口 10 万人あたり）の年次推移でございますが、人口動態統計では、平

成 29年の自殺者数は 104 人となり、平成 26年を除き、平成 22 年から減少に転じていますが、平

成 10年以降 100 人を上回り推移しています。また、自殺死亡率の全国との比較は、下のグラフに

なりますが、平成 7年以降、本市の自殺死亡率は平成 26 年を除き３ポイント以上低い状態となっ

ています。 

８から１０ページは、性別・年代別自殺者数・年代別自殺死亡率（人口 10万人あたり）の推移
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でございます。平成 25 年から 29 年までの全国との比較で、全国より上回っている年代は、平成

26 年は１０代、２０代と４０代、27 年では３０代と４０代、28 年では２０代で、ほかの年代に

ついては、すべて全国を下回っています。 

１１ページをお願いします。（３）自殺の原因・動機の分析でございますが、本市の平成 29 年

に特定された自殺の原因・動機は、「健康問題」が 45 件と最も多く、次いで「家庭問題」が 23 件、

「勤務問題」が 15件、「経済・生活問題」が 11件等となっています。 

１２ページをお願いします。（４）自殺者の職業の分析でございますが、本市の平成 29 年の自

殺者の職業は、「その他の無職者」が４４.１％と最も多く、次いで「被雇用・勤め人」が２９.

７％、「自営業・家族従業者」と「年金・雇用保険等生活者」が７.２％等となっています。また、

４年間の平均を比較すると、本市の「年金・雇用保険等生活者」は全国の２分の１以下と少なく、

一方、本市の「その他の無職者」は全国の約１.４倍という結果でございました。 

１３ページをお願いします。（５）消防統計の分析でございます。性別の自損行為による出動件

数でございますが、男性より女性の方が多い傾向が見られます。 

１４ページをお願いします。性別・年代別の自損行為による救急出動件数の分析でございます

が、２段落目の２行目、年代別で比較すると、30代以下では女性が男性を大きく上回り、40 代以

上では逆に男性が女性を上回っています。また、自損行為は、20 代から 40 代までの年代で多く

発生しています。居住区別の自損行為による救急出動件数は、ご覧のとおりで、全区において女

性が男性を上回っており、また、中区、東区、南区においては、男女とも市全体平均よりも上回

っています。 

１５ページをお願いします。重症度別にみた自損行為による搬送件数の分析でございますが、

性別で比較すると、男性は女性より「重症」「死亡」が多く、女性は「軽症」「中等症」が多くな

っています。 

１６ページをお願いします。２アンケート調査結果からみた現状でございます。浜松市在住の

１５歳以上７９歳以下の男女 2,000 人を対象に、平成３０年７月に実施しました。 

アンケート結果は、１７ページから２５ページに記載しております。 

２０ページをお願いします。平成２５年の前回のアンケート調査では、「浜松いのちの電話」が

５７.０％で３番目でございました。 

２１ページをお願いします。「あなたは、今までの人生の中で、本気で自殺をしたいと考えたこ

とがありますか。」との問いに、２０代では３４.３％が「はい」と答え、３人に１人が自殺をし

たいと考えたことがあるとの結果となっています。 

２２、２３ページの自殺しようとしたことがあるか、自分自身を傷つけたことがあるかとの問

いに対して、年代別では２０代が一番多い状況となっています。 

２６ページをお願いします。３第二次計画の目標との比較でございます。第二次計画では、平

成 28年の自殺死亡者数を１１５人以下とするという目標に対し、結果は１０６人ということで目

標を達成しています。 

２８ページをお願いします。「第３章 計画の基本方針」、１計画の基本的な考え方でございま
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す。第三次計画では、第二次計画の事業を踏まえつつ、さまざまな悩みに対応する相談支援体制、

福祉・高齢者分野などとの有機的な連携、若年層・働き盛り世代への対策、多職種連携によるセ

ーフティネットの強化を図るなど、自殺対策を総合的に推進していきます。第一次計画から第三

次計画に至るまでの主な施策、考え方を下記に示しています。平成２１年策定の第一次計画では、

相談体制の充実、啓発、関係機関との連携・協力、調査を主に進め、平成２２年度には、多職種

が連携し互いの専門性を活かしながら自殺のハイリスク者を支援する仕組みとして、絆プロジェ

クト事業を開始しました。平成２６年策定の第二次計画では、包括的な生きる支援の充実、若年

層への対策の充実、より多くの関係者によるセーフティネットの強化を重点施策といたしました。 

その後、平成２９年に自殺総合対策大綱が国から示され、社会全体の自殺リスクを低下させる、

子ども、若者の自殺対策を更に推進する、民間団体との連携を強化することなどが重点施策とし

て示されています。今回の第三次計画では、これまでの計画、新たな大綱、国から示された地域

自殺実態プロファイルを踏まえ、さまざまな悩みに対応する相談支援体制、福祉・高齢者分野と

の有機的な連携、若年層・働き盛り世代への対策、多職種連携によるセーフティネットの強化を

図ってまいります。 

２９ページをお願いします。２基本理念は「孤立を防ぐ～ひとりじゃないよ、大丈夫。～」と

第二次計画を引き継ぎ、身近な人同士の支えあいと地域のセーフティネットを両輪とした孤立を

防ぐための施策を展開し、一人ひとりが、かけがえのない個人として尊重される社会の実現を目

指します。 

３０ページをお願いします。３施策の体系でございます。前回の審議会におきまして、骨子案

をご審議いただきましたが、重点施策につきまして、若干修正させていただいている部分がござ

います。「１安心して暮らすための包括的支援の充実」でございますが、骨子案の「安心しいきい

きと暮らすための…」から「いきいきと」を削除し、また、２つ目は「２若年層への対策の充実」

としていたものを、働き盛り世代を追記し「２若年層・働き盛り世代への対策の充実」といたし

ました。 

３１ページをお願いします。「第４章 重点施策」、１安心して暮らすための包括的支援の充実

でございます。対策の必要性として、市民アンケート調査では、抑うつ傾向が見られる人ほど、

「相談したいが相談できないでいる」、「相談する人が誰もいない」と回答しています。そのため、

心理的に追い込まれる前に、地域の中で気軽に話をする人々や行政、民間の窓口において、相談

者の自殺のサインに気づき、悩み事や困りごとに応じた相談窓口につないでいくことが求められ

ます。また、本市の地域自殺実態プロファイルでは、高齢者の生活苦・病苦・介護疲れ等による

自殺割合が高いため、高齢者を対象とした健康づくり、介護人材の確保、生活支援体制づくりな

ど、安心して暮らすための包括的支援の充実が求められます。 

３３ページをお願いします。本市の取り組みでございますが、地域で共に支え合い、すべての

市民が安心して暮らせるまちづくりのため、次に記載する施策に取り組み、更なる推進を図って

まいります。 

３４ページをお願いします。これは、今年度更新予定の「浜松市地域福祉計画」に記載されて
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いる「包括的な相談支援体制のイメージ」でございます。地域福祉計画の策定にあたっては、自

殺対策と各福祉分野に共通して求められる、状態が深刻化する前の早期発見のための地域づくり

や、誰もが立ち寄れる居場所づくり、複合的課題に対応するためのネットワークづくり等の取り

組みを推進することが盛り込まれます。 

３５ページをお願いします。２若年層・働き盛り世代への対策の充実でございます。 

若年層・働き盛り世代の全国の自殺死亡率は、近年、他の年齢層が減少傾向を示している中で、

増加傾向を示しており、若年層・働き世代における自殺の問題は深刻さを増しています。本市に

おいても、若年層・働き盛り世代の自殺死亡率は他の年代に比べて全国平均に近い値であり、重

点的な対策が必要です。（１）若年層 ～こころの健康づくりの教育～ でございますが、対策の

必要性として、思春期は、大人になる過程で誰もが通過する時期でございます。下から４行目、

精神的な葛藤や不調和をきたしやすい時期でもあり、次代を担う思春期の子どもたちが成長する

過程において、将来にわたってこころの健康を保持するためにも、教育を行う必要があります。 

３６ページをお願いします。本市の取り組みでございますが、学校との連携により、若年層への

教育や啓発、相談支援・連携体制の充実を図ります。また、表に示したとおり、子どもの心の健

康づくりの取り組みと危機介入について、次のとおり取り組んでまいります。 

３７ページをお願いします。（２）働き盛り世代 ～生きづらさを抱える人の支援と雇用環境の

整備～ でございます。対策の必要性ですが、３段落目、働き盛りである 20 代から 40 代への対

策は、企業の産業保健分野と連携し積極的な推進を図ることや就労にかかる相談支援の充実を含

めた雇用環境の整備等、若者に対する相談支援策を社会全体で推進していく必要があります。ま

た、本市の地域自殺実態プロファイルでは、働き盛り世代の職場の人間関係、パワハラ、過労な

どによる自殺割合が高いため、関係機関との連携による自殺対策の推進が求められます。 

３８ページをお願いします。本市の取り組みでございますが、関係団体との連携により、働き

盛り世代への教育や啓発、相談支援体制の充実を推進し、自殺リスクの低減を図ります。 

３９ページをお願いします。３多職種連携によるセーフティネットの強化でございます。対策

の必要性ですが、自殺は、健康問題、経済・生活問題、人間関係の問題、地域・職場の在り方の

変化等さまざまな要因とその人の性格傾向、家族の状況、死生観等が複雑に関係しています。 

自殺を防ぐためには、医療・福祉の視点だけでなく、社会・経済的な視点を含む地域における取

り組みが重要です。また、このような取組みを実施するためには、さまざまな分野の人々や組織

が密接に連携する必要があります。同時に、それぞれの主体が果たすべき役割を明確化・共有化

し、相互の役割を認識して対応することが求められますが、個人情報の取り扱いなど連携の妨げ

になっていることが課題となっています。複雑化・複合化した問題が最も深刻化したときに自殺

は起きやすく、平均４つの要因が連鎖する中で自殺が起きているという調査報告もあることから、

このような自殺リスクの高い人に対して、早期に多職種が連携した支援を行うことが求められま

す。 

４０ページをお願いします。本市の取り組みでございますが、地域を支える専門職の多職種連

携による支援体制を強化します。 
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４２ページをお願いします。「第５章 分野別施策」でございます。４つの分野別施策体系とし

て、４３ページから５４ページに各課の関連事業・取組みを記載しています。区分欄に新とある

のは、前計画から新たに追加した事業でございます。後ほどご覧いただければと思います。 

以上が計画の素案でございます。 

今後のスケジュールでございますが、１２月上旬の市議会厚生保健委員会にて計画（案）を報

告後、１２月から１月にかけてパブリックコメントを実施、３月に保健医療審議会及び厚生保健

委員会に最終案の報告を予定しています。 

 説明は以上でございます。 

（滝浪会長） 

 ありがとうございました。第三次浜松市自殺対策推進計画を第１章から第５章までご説明いた

だきましたけれども、この件について、委員の皆様からそれぞれのお立場でご意見、ご質問をい

ただけますでしょうか。宜しくお願いします。 

（鈴木勝之委員）

 教えていただきたいですが、15ページの自損行為の重症度のところですが、男性より女性の方
が圧倒的に軽症、中等症が多くて、重症が男性 35％、女性 15％くらいで、残念ながら男性の方
が命を落とされる方が多いと思われますが、自損行為の中にもいろいろあると思いますが、ひど

いケースだと焼身自殺とか、飛び込み自殺、飛び降りとかありますが、軽症となると薬物とかリ

ストカットとかありますが、女性の軽症の内訳はどうなっていますか。資料があればお願いしま

す。

（事務局 二宮精神保健福祉センター所長）

 以前、消防からの情報をいただいて対応をきいたところでは、大量服薬、リストカットは女性

の方が多くなっていました。男性は、縊頸で、重症や死亡に至ることが多くなっているといった

内容となっていました。

（鈴木勝之委員）

 年代別でも 20 代、30 代の女性が圧倒的に多いので、多分そのようなケースが多いと思います
が、心の病ということであれば、男性の方がより、焼身のように自殺へのメッセージが強いと言

われますが、重症化する自損行為をする人は相当悩みが多いと理解されていると思います。職場

の問題や高齢で病気を発症することなども絡んでくるのではないかと思われるので、今後検討し

ていただいて、重症化に対する施策をとっていただけたらよいと思います。

（事務局 二宮精神保健センター所長）

 精神保健福祉センターの事業で、今年度から始めたのが、44ページの「若年層自殺未遂者訪問
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相談支援事業」がございます。こちらが、10代を対象とした、まだ軽症の自殺未遂のうちにフォ
ローアップしていくという事業になっていまして、ＭＣ協議会を軸にしまして、救急の先生と精

神科医の先生方で連携する形でネットワークを作って、自殺未遂が起こった時に、精神保健福祉

センターと訪問支援をしてくれる民間団体と共に対応していく事業になっていますので、自殺未

遂は繰り返すと重症化していくことが分かっていますので、対処していく繋がりとなっています。

まだ今年度、数としては多くない状況で、事例が上がってきていない状況ですが、市内の救急医

療機関で研修会を実施しています。なかなか自殺未遂者への対応は救急現場でも難しい現状です

ので、その場で丁寧に話を聞く等、医療者ができることの研修会を病院内で実施していますので、

なるべく裾野を広げていけば、重症化を防いでいくことに繋がるのではないかと思っています。

（正田委員）

7 ページの「自殺をめぐる現状」のところで、（１）自殺者数・自殺死亡率（人口 10 万人あた
り）の年次推移ですが、平成 17年に浜松市は合併しているので、母数が変わると思います。数で
論ずるのであれば、その旨を添える必要があると思いますがいかがでしょうか。

（事務局 山中健康医療課長） 

 合併以前の数につきましては、12 市町村分を合算して集計しております。 

（稲田委員） 

 4 点、質問させていただきます。 

一つ目ですが、自殺の最少年齢は何歳くらいでしょうか。 

二つ目ですが、この計画は浜松市地域福祉計画の関連計画となっていくようですが、各計画の

関係の中に自殺の問題をどうしていくかが示されているかどうかを教えていただきたい。私は民

生委員代表ですので、福祉のことは存じていますが、その中で自殺のことが話題に上がることは

ありません。計画自体をほとんど知りません。言葉だけの連携ではなく、どのように連携してい

くかを具体的に示す必要があると思うが、どのようにお考えかうかがいたい。 

三つ目ですが、多職種連携のところで、個人情報保護により、情報共有がなかなか難しいとあ

りました。私はいつも感じていますが、個人情報保護法で情報の共有ができず、連携ができてい

ません。多職種による連携や包括的支援が名ばかりで実際には成り立っていない状況をどのよう

に考えているかうかがいたい。 

四つ目は、各関係団体が、自殺問題に対してどのような取り組みをするかを、もう少し具体的

に、各分野ごとに考えていかないと自殺を減らしていくことはできないと思います。 

（滝浪会長） 

 まず一点目からお願いします。 
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（事務局 二宮精神保健福祉センター所長） 

 一点目のご質問ですが、何歳からというところが問題になること自体が多くないですが、自殺

が追い込まれた末の死であることを考えると、何歳でも起こり得ると思われます。ただ、実例と

して出てくるのは、ニュース等を見ても、10歳前後ではないかと思われます。やはり年齢的に多

感にもなりますし、自殺を意識し、追い込まれていくことにもなりやすいのが 10 歳前後ではない

かと思われます。 

 二つ目のご質問ですが、他の計画の中でどのような折り合いがついているかというところです

が、地域福祉計画の中には、自殺対策との連携が明記されています。また、浜松市では平成 22年

から絆プロジェクトという多職種連携プロジェクトを実施してきました。当初は、司法書士と精

神保健福祉士との連携体制を作ってきましたが、今年度からは、障害福祉の分野で基幹相談支援

センターにも委員になっていただきましたし、地域包括支援センターにも委員になっていただい

ています。多職種連携という形で実ケースも扱いながら、対応してきました。議論の中では、ネ

ットワークをうまく機能させることが大事だということで、地域包括ケアシステムの議論も進ん

できております。地域包括ケアシステムの中に精神障害を含めていこうという動きもありますの

で、そこでセーフティネットをしっかり作って、実例が出た時にどのように繋いでいけるかを絆

プロジェクトから広げて地域福祉計画に繋いでいこうかという話が先日も出ました。 

（事務局 山中健康医療課長） 

 まず一つ目ですが、「地域実態プロファイル」では、中学生以下というのが最低年齢の表現とな

っております。ただし、何歳かは具体的には分かっておりません。 

（稲田委員） 

 新聞を見ると、小学生の自殺を目にします。幼稚園の子が自殺したというのは聞かないので、

小学生は自殺の心配があると捉えておかないといけないのかなと思います。いじめが原因で自殺

に至る子どもはたくさんいます。小学校１年生でも自殺の心配があるのか、どのくらいから心配

をする必要があるのかということで参考にうかがいましたが、先ほど 10歳前後との話もありまし

たので結構です。 

（事務局 山中健康医療課長） 

 あと、地域福祉計画との関係ですが、策定にあたり国から自殺対策への支援が明記されており

ますので、今回の地域福祉計画では自殺のことが盛り込まれております。先ほどもご説明したと

おり、自殺対策と各福祉分野に共通して求められるのが、深刻化する前に早期発見をすることで

あり、連携して対応していかなければいけないと考えております。 

（稲田委員） 

 連携が、人の命に大切なのは分かりますが、今まで自殺は福祉の対象になってこなかったと感
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じています。働き盛りの人が追い込まれて自殺に至るケース等を福祉の課題や対象として取り扱

うにはまだまだハードルが高い気がしています。 

（事務局 新村医療担当部長） 

 先ほど絆プロジェクトの話をさせていただきまして、第一期、第二期の計画の推進の中で絆プ

ロジェクトを立ち上げ、多重債務者を自殺に追い込まないよう進めてきましたが、今年度からは

司法書士、精神保健福祉士以外にも地域包括支援センター等多職種の方にも委員になっていただ

き情報共有の場を設けておりまして、普段の相談の中で自殺を疑わせるような相談があった時に

リスクのある方を発見して、専門機関に繋いでいくことのネットワークを強化していきたいとい

うのが目標です。稲田委員のおっしゃる連携が不十分である点は承知していますが、多職種で連

携が広がってまいりましたので、今後は地域包括ケアで地域と専門職を繋いでいく取組をしっか

りと行っていきたいと思っており、今回の計画の大きな目玉だと思っております。 

（滝浪会長） 

 これまで、連携なく、分断されて、それぞれの分野で各々実力を発揮してきた状況を、今後は

問題点をはっきりさせながら、連携を深めていく。第１章のところでは計画の実行について、第

２章のところでは、問題点をはっきりさせて多専門分野の連携による支援を行うといったことを

考え出してきた経緯となっているということだと思います。あとは、それらが成果として表れて 

いるかどうかだと思います。 

現状についてご質問があればお願いします。 

（平井委員） 

 10 月に北九州から講師等を招いて研修会を二回行いましたが、その時の講師がおっしゃってい

たのは、大人も子どもも助けを求める声を上げないということでした。この計画では男女別、年

齢別、職業別等のデータがありますが、研修会の講師は「月別」のデータを基に話をしていまし

た。そうすると、例えば小中高校生等で注意が必要になる月が見えてくることもありますので、

月別データはとても参考になりましたので、提案させていただきます。 

 49 ページの中に「若者沿相談支援窓口」となっているが、「若者相談支援窓口」が正しいと思

うので訂正をお願いします。 

（滝浪会長） 

 まず、訂正につきましては、お願いします。 

月別に関しましては、小中学生については数字が出ていて、学校見解では既に共有されている

ことであり注意を要するキャンペーンを行っている状況ですので、このような場で情報共有する

ことはとても大事なことであり、虐待や自殺やいじめといったことを周りの目で見ていくことが
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必要であり、どのようなことが重要な観点であるかということを情報共有していく必要があると

思います。いずれにしても、データはあるので、プレゼンしていただけたらと思います。 

（事務局 新村医療担当部長） 

 人口動態統計ですが、本日お示しできませんが、複数年まとめていけば傾向が見えてくると思

いますので、あらためて集計をして、ご報告したいと思います。 

（荻野委員） 

 非常に多岐に渡る対策で、原因も多種多様なのでこのような計画になるのだろうなと思います

し、まとめるのも苦労されているのが分かりますが、最初の方に戻って、「年間自殺者数は減少傾

向にあるが、非常事態はまだ続いている」と書いてありますが、自殺率も現在の 14.9 を 12.0 の

目標値になっていますが、非常事態というのが具体的にどのくらいの数値以上を指すのかあって、

目標値を定めているのでしょうか。

（事務局 新村医療担当部長）

 これにつきましては、リーマンショックの時からの数値からはかなり下がっているんですが、

これは国の認識として記載しておりますが、比較対象を先進諸国にしており、外国の自殺者数が

少ないところと比較して、まだまだ多いということの認識のもとに記載されているようです。具

体的に、人口 10万人あたりといった数値の記載はございませんでした。ただ、諸外国と比べてま
だまだ高い水準だということで、このような記載をしているようです。

（荻野委員）

 人種間の差も大分あるようで、ブラジルとかは少なく、日本や韓国は多いようです。それを以

って国際的に言って非常事態かと言うと、それはなかなか難しいかなと思いますし、ここでいろ

いろ議論されているのは多職種連携とか追いつめられた人をどうするかという対策ばかりで、追

いつめられる原因となる、例えばリーマンショックだとか、自殺は減ってきているけども、ずっ

と景気はいいので、だから自殺率も下がっていると私は思います。いじめが横行したら自殺も増

えるだろうし、経済が大きく悪化すれば自殺もまた増えるだろうし、症状が出てからでしか議論

はできないですけれども、原因となる根元が爆発すれば、もっと酷いことになるのかなという気

がしまして、ここでの議論はこれしかできないですけど、これでは一定の効果しか出ないのでは

ないかと思います。

（事務局 新村医療担当部長）

 それは、おっしゃるとおりで、リーマンショックの状況を見ても、経済状況が悪化すれば自殺

者数も増えると想像されますが、我々ができるところでは対症療法も必要なんですけれども、様々

な相談を受ける方々に「自殺」というキーワードを持っていただいて、どこかの段階で、自殺リ
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スクを高めないように複数のセーフティネットで食い止め、自殺に至らないようなセーフティネ

ットを増やしていくことが本計画の目標であって、やはり数値目標というのは必要なもので、国

の目標値を参考に、浜松市の目標値を定めておりますけれども、そこだけを捉えていくというよ

りは、セーフティネットを如何に厚くしていく、重層的にしていくのかというところが、経済状

況の浮き沈みであるとか、いじめの横行であるといった諸問題が発生してもセーフティネットで

助けていくというのが、本計画の究極の目標ではないかと思います。なかなか数値化していけな

いところはございますが、そこを目指していくところとしていきたいと思います。

（稲田委員）

 精神障がいの方の対応が一番難しくて、とてもデリケートな問題だと存じていますが、困って

いる人が相談機関等に相談に来てくれればいくらでも対応できる。相談機関がたくさんあっても

申請できない等、そこまでたどり着けない人が困っていると思う。地域の中で、困っている人を

どのように見つけていくか、見つける方法を詰めていかなければしかたがないと思う。そういっ

た発見機能がぜんぜん強化されていない。誰かが気付いて相談機関に繋げてあげれば、おそらく

自殺者も減ると私は思います。いろいろな事情で追いつめられて自殺に至る人がいますが、誰か

が気付いてあげる、見つける機能と相談機関へ繋ぐ機能をどのように強化していくかを考えてい

かないと、相談機関をいくら充実させても、相談にくる人がいなければ対応しようがないので、

その点を考えていただきたい。また、情報共有しながら皆で支援をしていくことになるわけです

が、私が先日出席した別の会議の方が、スクールソーシャルワーカーとスクールカウンセラーで

情報共有ができない。双方で情報共有できず、壁がある。連携とは名ばかりである。それが現状

である。同じ学校内の関係者でさえ情報共有ができていないわけだから、そこをなんとかしなけ

れば、子どもの自殺の問題、いじめの問題も何も解決に向け、機能しないと言っていました。こ

のようなケースはどこの分野にでもあることなので、自殺の問題に関してもそこのところをもっ

と掘り下げ、仕組みを考えていただきたいと思います。

（滝浪会長）

 教育委員会でも、稲田委員がおっしゃたように個人情報についてはハードルが高い状況にあり

まして、一人の子どもに関して、多数の人で見守ってあげるのが本当は良いですが、親御さんの

ご意見もあり、なかなか情報共有に関しては難しいところがあります。連携をするため、専門員

にどう繋いでいくかということだと思いますが、子どもに関しては、少し特殊性があるようにも

感じます。

 繋がりをどのように見出していくかということについては、無職の方が多いという特徴もある

中で、例えば企業であれば同僚、上司、産業医が関わって見つけて医療機関に繋げてくれるとこ

ろもありますが、なかなか見つけ出すことができない中でどうしたらよいかということがあって、

今回の議論の中にもありますように地域包括支援センター等も見つけ出す一つの手段としていた

だくと良いかもしれません。
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（品川委員）

 先ほど稲田委員から、地域で早い段階で気づいて関係機関に繋いでいくということが出ました

が、それがまさにゲートキーパーという役割だと思いますが、実際にゲートキーパーの養成が施

策に入っておりますが、どのくらいゲートキーパーがいるのか、市から依頼をするのか、委託先

があるのか等、実態を教えていただきたい。

（事務局 新村医療担当部長）

 詳細はお答えできませんが、県でもゲートキーパーの養成は行っています。市の中でも、市の

職員に対するゲートキーパーの養成も行っておりまして、それぞれの相談窓口で気づきがあれば、

自殺ということを念頭に置いた対応をするでしょうし、専門家でなければ次の専門職等に繋いで

いくことができるような流れで、ゲートキーパーの養成は継続して行っております。この場で実

数をお答えできなくて申し訳ございませんが、行政としてもそのような取り組みをしております。

（事務局 二宮精神保健福祉センター所長）

 先ほど稲田委員がおっしゃった、早めに気づき、声かけをして、繋いでいくというのがゲート

キーパーのよく言われる役割ですが、それと、見守りまで含めて研修会をしています。県のよう

にゲートキーパー研修受講者にバッジを渡すといったことは、浜松市では行っていません。一般

の方のゲートキーパーの役割は今申し上げたようなことで良いと思いますが、我々が行っている

医療機関へ行って看護師や研修医に行っている研修会の中では、もう少し職種に合わせた役割を

お願いしておりますし、レベルに応じた研修会を様々なところでゲートキーパー研修会を行って

おります。また、学校の中では、スクールカウンセラーに対して研修会を進めているところです。

浜松市のスクールカウンセラーは 50人前後いらっしゃって、まさにゲートキーパー役として自殺
対策を進めていただける方が 20人程度いらっしゃいます。今まで、精神やメンタルに関わるとこ
ろは扱いが難しいということで、学校の先生もどうしてよいのかよく分からないという状況でし

た。現在、浜松市で進めているのが、「子どものストレスマネジメント講座」という学校の一時間

の授業をいただいて、スクールカウンセラーが生徒さんの前に立って「ストレスって何だろう」

という話をするといった講座を行っています。その中で、生徒さんたちも、話をした人がスクー

ルカウンセラーという方で、何か困ったことがあれば、この方に相談すればいいんだと分かりま

すし、その授業をすることで学校の先生との連携もできるということもあります。これまで知ら

れていなかったスクールカウンセラーが、学校の中で当たり前の存在になり、声もかけやすいし、

かけられやすいというところでのゲートキーパー役になるという事業です。「子どものストレスマ

ネジメント講座」は市内の小学校の約半分で開催している状況になっております。同時に、中学

生に関しては、先生方のＳＯＳの受け止め方、大人がしっかり受け止めないと、子どもはＳＯＳ

を出せないところがありますので、しっかりとそのあたりのゲートキーパー役ができるような

様々な研修会を精神保健福祉センターで企画をして、スクールカウンセラーが前に立って講師を
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するという授業を進めているところです。特に若い世代の人たちにＳＯＳを出していく大切さを

分かっていただき、大人たちもそれを受け止める中で、そのような状況を変えていかなければ、

諸外国と比較をして、自殺率が高い状況は変わってこないと考え、浜松市としては対策を進めて

いるところです。

（滝浪会長）

 ありがとうございました。いろいろとやっていただいているようです。 他によろしいでしょ

うか。

 私からひとつだけあります。14ページの居住区別のデータがありますがそれぞれ世界との比較、
国との比較、県との比較、市の中ではどうかといった話になった時に、北区と天竜区は男性が多

くて、それ以外は女性が多い。浜北区は男女ともに少ない。この差は、年齢層とか分析をすると、

例えば天竜区はお年寄りが多くて自殺するのか、その原因は何かといったようなことが分かると、

各区で活動していただいていることもありますので、分析を詳しく見せていただくと、この取り

組みは良いといったことが分かるのではないかと思いますが、いかがでしょうか。特に、浜北区

は男女ともに低いので、分析していただくと良いと思います。他と比較して実際を見ていただく

と、先ほどから話に出ているセーフティネットを充実することは大事ですけども、ポジティブな

アクションを起こして、何をしたら自殺が減るのかといったことも分析から分かるかと思います。

（事務局 山中健康医療課長）

 どのような形でお示しできるか、出るもの出ないものも含め、検討させていただきたいと思い

ます。

（滝浪会長）

 他にいかがでしょうか。

 いいろいろなところから関わりが増えてきつつあるのは、在宅であるとか、高齢者世帯等の孤

立したコミュニティになっているものを、また再構築して繋がりを作ろうとしていますが、なか

なか繋がりを作るには努力が必要ですが、それぞれの団体の方々でご尽力をいただいて、協力し

て、情報発信をしていただくという会を作っていただくことになると思います。

（稲田委員）

もう一点質問します。6ページの「期待される役割」ですが、「関係団体」の中に「自殺対策に
関係する団体」という表現があります。次の「地域活動団体」の中に、「地域で活動する民間団体」

とあります。具体的に、「自殺対策に関係する団体」とは何を指すのか、それから「地域で活動す

る民間団体」とは何を指すのか、教えていただきたい。

（事務局 山中健康医療課長）
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 まず「自殺対策に関係する団体」ですが、医師、精神保健福祉士、臨床心理士といった専門職

とするようなものをイメージしております。また、「地域で活動する民間団体」は、タイトルにも

ありますとおり地域で活動する団体、具体的には自治会等地域で活躍する団体をイメージしてお

ります。

（稲田委員）

 今説明のあったような意味であることは想像できますが、ただ、今の時代、なんでも地域と言

われますが、地域にそんな実態はないです。自治会はそんな役割は担えない。自治会は、他に期

待されることが山ほどある中で、自殺対策まで自治会が担うのかと各自治会長から声が上がりま

す。地域でも少し注意をしてもらうことくらいはできるにしても、計画に文章として盛り込んで

しまうと、各自治会から言われると思います。そのあたりをもう少し丁寧に説明していく必要が

あると思います。

（滝浪会長）

 ご指摘ありがとうございます。様々なところに広報して、現状の問題点を伝え、解決策に向け

て、携われる部分はご協力くださいといった広報をしていただきたいと思います。

 他によろしいでしょうか。

 まだまだ議論はあるかと思いますが、またご意見等ございましたら事務局へ連絡していただけ

たらと思います。

（事務局 山中健康医療課長）

 皆様のお手元に「ご意見提出様式」を配布させていただきました。ご意見等ございましたら、

ＦＡＸ又はメールにてお寄せいただきたいと思います。

（滝浪会長）

 活動自体が、オープンになっていない中でのものであることに稲田委員の想いがあると思いま

すので、いろいろなところで情報共有していただいて、市は発信性が高いところですので、様々

な部署でお願いをしていくということでよろしいでしょうか。

 それでは、本審議事項を締めさせていただきたいと思いますが、他にご発言があればお願いし

ます。

 ないようですので、その他、事務局から報告があればお願いします。

（事務局 山中健康医療課長）

 先般の台風２４号における対応等につきまして、少しお時間をいただいて説明申し上げます。

（事務局 西崎健康医療課長補佐）
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 台風２４号への対応について、お手元の資料をご覧ください。

 ２ページですが、ラインワークスを用いた連携ということで、このラインワークスというもの

についてですが、今年の７月に新たに「浜松市災害医療ネットワーク」を構築いたしまして、ラ

インワークス（ラインの企業版）のアプリケーションを使いまして、浜松市内の全病院、透析医

療機関、周産期医療機関、医療関係団体等と連携して、災害時等に行政や医療関係機関の間での

情報伝達をするシステムとして構築いたしました。

 先日の台風２４号の時、９月３０日の夜から市内で停電が起きましたが、１０月１日の早朝に

浜松医大の災害医療コーディネーターである吉野教授から一報が入りまして、各医療機関にＥＭ

ＩＳ（救急医療災害情報システム）への入力を求めましょうとの連絡がありまして、朝８時から

救護病院、精神科病院、療養病院等にＥＭＩＳの入力を指示したほか、周産期や透析医療機関の

グループに停電の状況を報告してくださいとの依頼をしまして、以降、随時ラインワークスを用

いて情報共有を行いました。

 また２番にありますとおり電話回線が切れる等により電話が不通となった医療機関がございま

したが、携帯電話がつながるということで、スマートフォンにラインワークスのアプリケーショ

ンを入れれば通信できますので、電話が不通となった医療機関とラインワークスを用いて個別に

連絡をとり合いました。

 ３ページをご覧いただきまして、ＥＭＩＳへの代理入力ということで、ラインワークスの既読

率が低かったものですから、電話により停電状況をすぐに問い合わせまして、市内の３４病院中

３０病院について、市でＥＭＩＳの代理入力を行いました。１１時時点の停電中の病院は、８病

院でございました。

 ４ページをご覧ください。中部電力への早期復旧要請ということで、市の危機管理課の中に中

部電力の方が２名、リエゾンとして入ってきましたので、１０月１日の午前中から市内の停電中

の医療機関のリストを作りまして、それを危機管理課に送り、危機管理課を通じて中部電力に早

期復旧の要請をいたしました。聞くところによりますと、周辺が停電になっているにも関わらず、

医療機関がポツンと電気が点いたということを聞いておりますので、中部電力の方にも聞きまし

たが、市から要請が入ったものについては優先して停電の復旧をしたということも聞いておりま

す。

 ５ページをご覧いただきまして、在宅酸素療法患者等への対応ということで、こちらも１０月

１日の朝に、病院から在宅酸素療法患者等電気を必要とする患者に対する福祉避難対応について

問い合わせがありました。こちらにつきましては、静岡新聞に載りましたが、在宅で人工呼吸器

等を使用している小児等について、人工呼吸器のバッテリーがおよそ２時間くらいしかもたない

ということで、長時間の停電になると困るということで、福祉避難対応できないかという問い合

わせが入りまして、高齢者福祉課に対応を依頼し、その後すぐに、介護保険課から市内の介護施

設、高齢者施設、協働センター等へ在宅酸素療法患者等電気を必要とする患者に対して、その施

設と電気を使用させてくださいと依頼いたしました。依頼先は全部で１５７０か所に依頼いたし

ました。このような対応をしたことを、ラインワークスにて医療機関に情報提供いたしまして、
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もし患者さんから電気に困っているという問い合わせがあったら、お近くの介護施設や高齢者施

設に場所と電気を貸してくださいといった対応を伝えてくださいといった対応をお願いしました。

 最後、６ページをご覧ください。課題等でございます。このラインワークスというところには、

有床診療所が入っておりませんでしたので、有床診療所の状況把握が若干遅れましたので、今後

は早期確認施設としていきたいと思っています。それから、在宅酸素療法患者等要支援者への対

応ということで、こちらも今後、市の福祉部門との連携であるとか、訪問看護ステーションとの

連携ということで、早期の対応や状況把握ができるような仕組みづくりを考えなければいけない

というところでございます。それから、ラインワークスの既読率が低かったということで、医療

機関における情報の受信が課題ということが分かりましたので、メーリングリストの併用を検討

いたしまして、こちらには１０月６日から看護職ボランティアのメーリングリストと書いてあり

ますが、この後、１０月１７日頃から浜松市災害医療ネットワークメーリングリストというもの

も作成いたしまして、運用を開始したところでございます。

 台風２４号への対応については、以上でございます。

（滝浪会長）

 ありがとうございました。停電が長かったですが、早くから対応していただいておりますけど

も、すぐに停電は解除するかなと思っていましたが、少し危機感が違ったのかなと思いました。

 何かご質問はございますか。

（正田委員）

 ラインワークスは、スマートフォンでも受け取れますよね。そうすると、スマートフォンの充

電がどんどん減っていってしまうので困ったと言っていました。課題の中に、スマートフォンの

充電できる場所を、小学校や中学校等、もう少し増やした方がよいと思います。

（稲田委員）

 私が聞いたところでは、学校の休校のお知らせなどはメーリングリストで一斉に出すようです

が、停電になったため休校の案内を送ることができなかったようです。停電を想定していなかっ

たそうです。しかし、大規模災害の時は、停電が一ケ月くらい続くことも考えられます。

 今回はよい経験となっただろうと思いますが、スマートフォンの充電も切れて、南区では充電

対応しましたが、あまりに文明機器に依存することは、大規模災害時に果たして機能するのかと

心配しています。できるだけあらゆる想定をして対応できるようにしておいていただきたい。

 もうひとつは、以前、他都市で小学校のブロック塀が倒れて、小学生が亡くなりました。それ

が問題となって、浜松でも民生委員が通学路を歩いて、危険なブロック塀がないか点検をしまし

た。ところが、肝心の学校がやっていない。ブロック塀の見直しひとつ行政がやっていない。で

きることはひとつずつ確実にやっておいていただかないと、いざ大きな災害が起こった時に困る

ことになるので、やれることはしっかりとやっておいていただきたいと思います。
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（加陽委員）

 今回の台風時の浜松市の対応は非常によかったと思いますし、県内のよい災害経験となったと

思います。県内で話し合いはありましたか。以前やったような気がしますが、浜松の事例を出し

て、浜松は非常に先進的なことをやっているし、非常に参考になると思います。

（事務局 西崎健康医療課長補佐）

 県全体では行っておりませんが、先日新聞にも載りましたが、西部圏域と中東遠圏域と中部電

力で行いまして、その会議に参加いたしまして、このような話はさせていただきました。

（加陽委員）

 ありがとうございます。ぜひ挙げていただきたいなと思っています。

（事務局 西崎健康医療課長補佐）

 それから、先ほどのメーリングリストの件ですが、小学校等はパソコンでないと発信ができな

いんですが、今回私共でやり始めたものについてはスマートフォンから発信できるようにしてお

りますので、仮に停電になったとしても、パソコンから発信しなくても医療機関に情報発信はで

きるようにしております。

（滝浪会長）

 稲田委員がおっしゃったように、ある程度自分の賢さを利用するような啓蒙活動も必要かと思

います。今回のことに関しては、大きな災害ではなかったので、一度学校に行って、休校を直接

確認するというのもあると思いますので、その時事によって違うと思いますが、俊敏な対応は大

事だと思います。我々医療に携わる者としては、早い段階での広報、対応は大事だと思います。

 中東遠の方では停電はありませんでしたが、大変な状況でした。そこに対しても、浜松市がし

っかりサポートして、透析の患者さんを浜松市で受ける等、非常にありがたいことをやっていた

だいたと思います。

 よろしいでしょうか。

 それでは、本日の議事は以上ですが、その他ご意見はございますか。

 それでは、議事が終了しましたので、事務局にお返しします。

（事務局 山中健康医療課長）

 先ほどの意見用紙ですが、申し訳ございませんが、来週２１日くらいまでにいただけると大変

ありがたいです。

 それでは、以上で審議会を終了させていただきます。本日は誠にありがとうございました。


