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会 議 録 

 

１ 会議名 

平成 29年度上越市自殺予防対策連携会議 第 1回専門部会 

２ 議題（公開・非公開の別）  

（1）上越市における自殺の実態とこれまでの取組について（一部非公開） 

（2）上越市自殺予防対策推進計画の策定について（公開） 

（3）その他（公開） 

３ 開催日時 

平成 29年 8月 22日（火）午後 2時から 

４ 開催場所 

上越市春日謙信交流館 集会室  

５ 傍聴人の数 

0人 

６ 非公開の理由 

議題(1)は、個人を特定される恐れがあるため、一部の内容を非公開とした。 

７ 出席した者（傍聴人を除く。）氏名（敬称略） 

・委 員：15名中 14名出席 

川室 優、岩野秀人、筑山芳江、罍 真穂、丸山ひろみ、丸田明久、 

岩野由香、小池 弘、五十嵐恵美子、宮崎 研、浅井正子、澁谷恵子、 

澤田 靖、横田 一 

・事務局：八木健康福祉部長、北島健康づくり推進課長、金子統括保健師長、田中統

括保健師長、春日上席保健師長、川合保健師長、杉谷主任、小林主任、原

主任、小森主任 

８ 発言の内容 

【開 会】 

春日上席保健師長：ただいまより、平成 29年度上越市自殺予防対策連携会議第 1回専門部

会を開会する。始めに健康福祉部長の八木がご挨拶を申し上げる。 

【健康福祉部長挨拶】 

八木健康福祉部長：本日は、大変お忙しい中会議にご出席いただきありがとうございます。

また、日頃から上越市の健康福祉行政にご尽力いただいていることに改めて感謝
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申し上げる。上越地域においては自殺者が非常に多いということで、この間当市

の取組においては、平成 26 年度から市内を 30 地区に分けて、気づき・傾聴・つ

なぐ・見守りという視点で、各地区で懇談会等々を設け、自殺防止に努めてきた

ところである。しかしながら、若干減ってはいるものの毎年 50人程度の方がお亡

くなりになることを踏まえて、県では昨年度計画を策定され、国では昨年の法改

正にあわせて今般大綱が閣議決定されたと承知している。こうした状況も踏まえ、

今年度上越市では自殺予防対策推進計画を策定し、この計画に基づいて自殺され

る方を限りなくゼロに近付けたいと思っているので、それぞれ皆さんの専門的な

知見から積極的なご意見をいただければと思っている。本日は、第 1 回目のキッ

クオフなので、ぜひ皆さんからご意見をいただいて、年度末には計画の策定にこ

ぎ着けたいと考えているので、ぜひよろしくお願いする。 

春日上席保健師長：本日の出席者が過半数に達し、規定を満たしているので、協議会の設

置要綱第 6 条第 2 項の規定により、会議が成立することをご報告する。なお、本

日は新潟県立看護大学副学長の長谷川様より欠席のご連絡をいただいている。     

本会の委嘱状はお手元にお配りしてあるのでご確認いただきたい。任期は、本年

度及び来年度の 2年間であり、よろしくお願いする。 

では、次に各委員から自己紹介をいただきたいと思う。 

【自己紹介】 

各委員、順次所属等について自己紹介を行う。 

【会長選出】 

春日上席保健師長：それでは、協議会設置要綱第 5条 2項の規定により会長の選出を行う。

どなたかご推薦、ご意見はないか。 

岩野（秀）委員：お忙しいとは思うが川室委員にお引き受けいただきたいが、いかがか。

〈拍手〉 

春日上席保健師長：ただいま、岩野委員から川室委員を会長にとご意見をいただき、皆様

から拍手を早速いただいたので、川室委員に会長をお願いする。 

     では、川室会長から一言ご挨拶をお願いしたい。 

川室会長：ただいま、皆様のご推薦で会長を拝命させていただいた。一生懸命市民のため

に自殺予防対策連携会議専門部会の会長として尽力させていただく。会が良い成

果に繋がるように、皆様にご協力をよろしくお願いする。 

     私は精神科医なので、自殺者に向かい合うことがある。自殺は家族や周囲の多
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くの方々に深い悲しみをもたらすことは既にご承知のこととは思うが、社会にと

って大きな損失を被るわけである。そして、自殺はその悲しみとともに更なる不

幸を来す。それは、自殺者を支えていった方がうつ病などの心の病を患うことも

あり、また、子どもは大きなトラウマになり、健康な成長発達を遂げられない場

合がある。そして、自殺者の残された家族は、その地域で温かく見守られること

なく阻害されることが多い。地域によっては、自殺が当たり前のことのように捉

えられるような特異な文化がある。自殺者には社会的要因並びに個人的な要因が

あるが、特に個人的な要因としては健康問題が挙げられる。そのことの医療のサ

ポートは当然大事なことであるが、それ以上に地域において、その自殺要因を取

り除くように支える支援体制を構築することが重要である。そういう意味で、こ

の専門部会が非常に意義のある部会だと私は思っているので、皆様方いろんな立

場からたくさんのご意見をお出しいただければ幸いと考える。「たった一人のあな

たです・たった一つの命です」という県の標語があるが、この上越地域では「自

殺予防・みんな一緒に・考えよう」という上越地域の標語をもとにみんなで一緒

に考えていきたいと私は思っている。この専門部会の皆様とともに知恵を絞り、

より良い自殺予防対策を作り上げ、自殺者ゼロ作戦を皆さんとともに実現させ、

市民一人一人が住みやすい上越市になることを願って頑張りたいと思う。どうぞ

ご協力をよろしくお願い申し上げる。 

春日上席保健師長：本日の会議は、午後 3時 30分を終了予定としている。それでは、規定

によって、当会議の議長を川室会長にお願いする。 

     

【議題】 

1  上越市における自殺の実態とこれまでの取組について（一部非公開） 

2  上越市自殺予防対策推進計画の策定について 

 

川室議長：それでは、議題に沿って進める。議題について事務局の説明を求める。 

川合保健師長：議題 1 と議題 2 の上越市自殺予防対策推進計画をあわせて説明させていた

だく。皆様に事前にお配りした資料になるが、Ａ４横の上越市自殺予防対策推進

計画概要（案）をご覧いただきたい。平成 27年の自殺者数は 50人で死亡率は 25.4

である。また、自殺の動機としては健康問題が 1 位となっている。そこで見えて

きた特徴として、男女ともに 70歳以上の自殺死亡率が高くなっており、また男性
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の 40～60歳台の自殺死亡率が高くなっている。男性の自殺者数が女性より多くな

っていて、男女ともに複合世帯の方に自殺が多くなっている。 

   このような実態を踏まえ、これまでの取組を行ってきた。取組については、上

越保健所、上越地域いのちとこころの支援センターから支援をいただいて一緒に

活動している。既遂・未遂事例検討会、自死遺族支援を行っている。「気づき・傾

聴・つなぐ・見守る」体制づくり事業として、市内 30地区それぞれの実態にあっ

た自殺予防対策を住民と協働で行っている。また、各部署、機関が包括的な自殺

予防対策のための基盤を構築するため、自殺予防対策関係機関連携会議を今回見

直して、専門部会と今後開催する自殺予防対策連携会議として継続していく。 

自殺対策の基本方針として 3 つの柱を考えた。こちらについては、国で示され

ている自殺総合対策大綱をベースに考えた。皆様のお手元の、「自殺総合対策大綱」

（概要）をご覧いただきたいと思う。平成 28年 4月に自殺対策基本法の改正を受

け、政策の方向性を示す自殺総合対策大綱が 7月 25日に閣議決定された。ここで

は自殺総合対策の基本理念として、誰も自殺に追い込まれることのない社会の実

現を目指すということで、生きることの阻害要因を減らし、生きることの促進要

因を増やすことを通じて、社会全体の自殺リスクを低下させることが掲げられた。

この中の重点施策としては、地域レベルの実践的な取組への支援を強化すること

が挙げられている。具体的な数値目標として、平成 38年までに自殺死亡率を平成

27年に比べ 30％以上減少することが掲げられた。また、次の資料の自殺総合対策

における当面の重要施策（ポイント）には、具体的な取組が示されているのでご

覧になっていただきたいと思う。 

資料の「計画概要（案）」に戻っていただき、今ほどの自殺対策大綱をベースに

して上越市の実態に即した方針として（1）自殺ハイリスク者への対策として、自

殺未遂者、自殺企図者に対する関係機関及び団体の有機的な連携を考えている。

（2）生きるためのサポート支援対策として、今現在も各地区で実施している「気

づき・傾聴・つなぐ・見守る」体制づくりを進めていきたいと考えている。（3）

ライフステージ別対策として、高齢者の自殺が多いという実態から高齢者を対象

とした自殺予防対策を重点的に取り組みたいと考えている。今年度、皆様にお集

まりいただいている専門部会及び今後開催する自殺予防対策連携会議において基

本方針、取組、計画案の検討を進めていきたいと思う。次に、計画の推進体制と

いうことで、平成 30 年度から自殺予防対策連携会議での検討を進めていき、そし
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て、平成 34年度に評価をしていきたいと思う。最終評価目標については皆様から

ご意見をいただいて、決めていきたいと考えている。 

今回の専門部会で協議いただく内容は、資料の 5 ページにスケジュール案をお

示ししてある。目的としては、上越市における自殺対策を総合的に推進するため、

関係機関及び行政の連携を深めることとしている。会議では、自殺を減少させる

ための包括的な実施方策について検討を行うとともに、本年度は自殺予防対策推

進計画の策定に向けた協議を行っていく。本日は、自殺者の実態と取組状況、課

題などについて協議いただき、計画策定における理念、基本認識、基本方針につ

いて協議いただく。その後、9月 25日にこの専門部会の母体となる自殺予防対策

連携会議を開催して、本日いただいたご意見を基に自殺対策の基本方針について

協議いただく。 

実態、特徴、課題については、県の自殺死亡率よりも上越市は高く、図 1 に県

の自殺死亡率を示した。図 2は、平成 21年から 27年の年代別の自殺死亡率の平

均である。各年の住民基本台帳に基づいた人口を用いて、7 年間に総人口の合計

を出して、7 年間の自殺者数の合計から自殺死亡率を算出した。こちらを見てい

ただくと、70代、80代以上の高齢の方の自殺が多いことが分かると思う。 

次に、資料の 2 ページをご覧いただきたい。これまでの取組の詳細を記載して

ある、計画策定にあわせて体制の見直しを行い、平成 30年度以降、基本方針の中

で分類し取り組んでいきたいと考えている。 

次に、資料の 3 ページをご覧いただきたい。自殺対策の基本方針に沿ってまと

めたものになる。（1）自殺ハイリスク者への対策、（2）生きるためのサポート支

援対策、（3）ライフステージ別対策である。こちらは、先ほど高齢者を対象とし

た自殺予防対策を重点的に取り組みたいと考えており、詳細な内容については、

次回9月25日の自殺予防対策連携会議の中でライフステージ別に検討いただく予

定である。説明は以上である。 

川室議長：皆さんと一緒に協議して、計画を作り上げるということ。自殺対策の基本方針

の検討など、３つに絞られると思う。自殺ハイリスク者について、最近はわりに

若い女性のリストカットは少ないものか。以前は県立中央病院から紹介されてい

たが、現在はどうか。 

筑山委員：大量服薬が多い、眠剤など。 

川室議長：そういう若い方がどうして大量服薬をするのか。疾患の中にパーソナリティ障
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害が書かれていることがある。人格障害を病気として捉えるかも議論はあるが、

上越市としてはどうか。 

澁谷委員：パーソナリティ障害も多いと思われる。センターで継続して相談に乗っている

人もいる。うつばかりではない。適応障害の人もいる。 

川室議長：若い方が薬物を大量服薬する例もある。他県で薬剤を分け合って上越市で飲ん

でいた人もいた。 

罍 委 員：本人に、うつの症状があり治療することもあるが、ベースに人格障害、軽度知

的障害、適応障害があり大量服薬をするケースもある。そういったケースも増え

ていると感じる。 

川室議長：適応障害を書き加えてもらいたい。 

川合保健師長：書き加えたい。 

浅井委員：自殺未遂者とあるが、未遂者も 15％と人数はいるので、救急と消防との連携に

ついて未遂者対策を明確に出しておくと良い。いのちとこころの支援センターな

ど、自殺のハイリスクにつながりそうなケースの２割がアルコールの問題を持っ

ているので、特出しであると良い。 

川室議長：自殺ハイリスク者についてはもっと詳細に記載したほうが良い。精神疾患もラ

インを引いて、対策ポイントを分けて記載したほうが良い。救急センターの方も

よろしくお願いしたい。 

澁谷委員：身体障害を悔やんでリスクが高い人もいる。体の機能が低下したことで落ち込

む人も多い。かかりつけ医との関係について、高齢者の方は強化したほうが良い

と思う。 

川室議長：自殺ハイリスク者の対策は一括りではなく、高齢者のことも書いたほうが良い。

先程、知的障害と言われたが、現場でそれがない訳ではない。ハイリスク者への

対策については詳細に意見いただいたので、事務局でよく検討し、書き直しては

いかがか。生きるためのサポート支援対策も、先週土曜に服部幸子さんの「生き

る力」の講演を聞いた。生きることに焦点を当てるのはすごく重要なことで、こ

こはもう少し生きるとはどういう対策があるかということを具体的に書くと良い。 

浅井委員：上越市の 30 地区の「気づき・傾聴・つなぐ・見守る」取組みは新潟県内では、

これほどきめ細やかにしているところはなく、ここをベースにしてもらいたい。

生きるためのサポートというと、生活困窮者、多重債務者なども自殺ハイリスク

であり、それを柱として加えたらどうか。 
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岩野（秀）委員：昔は経済問題で自殺をされる方が多かったが、最近は対策があり減って

いると思われる。生活困窮も突然困窮すると自殺リスクが高くなると思う。徐々

になる方は自殺を余り考えないような気がする。突然に借金が増えて悩まれる方

が自殺に追い込まれる印象がある。 

川室議長：岩野委員の意見も加えたらよい。「気づき・傾聴・つなぐ・見守る」体制づくり

を一括りで言ってもわかりにくい。もう少し詳細に説明がいると思う。 

澁谷委員：男性の死亡が多いということだが、男性はなかなか相談をしない。相談機関は

たくさんある。なぜ男性は相談をしないのか、そこを吟味しないといけないので

はないか。40～60代の自殺者を減らすために必要である。 

川室議長：男性が定年後に家に引きこもる特徴があるが、男性がもう少し地域に関わるこ

と、もっと地域での役割を定年後も持てるような工夫をする、そういった体制づ

くりがあると良いかもしれない。 

岩野（秀）委員：知り合いが自殺をしている。若年性認知症であった。自殺対策の委員も

していたので、相談に乗ることを伝えていた。自分の判断能力の衰えを不安に思

っていた様子だった。会話の注意のポイントなども知っていたので、そのような

対応をしていた。とてもショックで考えさせられた。相談しても一人になると悩

み、自殺に向かってしまったのかもしれない。 

川室議長：若年性認知症については、認知症疾患医療センターで家族会を開催しているの

で、そういうところで気持ちのシェアができていたらとも思う。健康な人が病気

なり、それを苦に自殺に追いやられることもあるかもしれない。 

小池委員：民生委員の立場として、自殺に関わることは少ない。知り合いが自殺をして、

その約 5 日前に色々話をしたが自殺の兆候は全く見えなかった。研修も受け自殺

リスクを聞いていたが、全く兆候に気付けず残念だった。 

川室議長：自殺の兆候を見抜くことは難しい。貴重な意見である。 

浅井委員：生きるためのサポート支援から、高齢者の支援に移っているかもしれないが、

自殺する可能性を予見するのは厳しい。民生委員がゲートキーパー研修を受ける

ことも一つだが、健康問題が要因になることが多く、医療機関にかかっているこ

とも多い。薬剤師や看護師などの医療従事者の能力を上げていくような研修も必

要になる。多くの人はプライマリのメディカルスタッフとの関わりを持っている

はずである。 

川室議長：今の意見は貴重。かかりつけ医が自殺を予見することは難しいが、何かに気づ
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いて精神科医療などと連携することで予防していくことも対策として一つ欠落し

ているかもしれない。自殺の兆候はわかりにくいが、開業医の医師はいつも見て

いて違う感じに気づくかもしれない。かかりつけ医に焦点を当ててもらうことも

検討してもらいたい。生きるためのサポート支援はなかなか難しい。「生きる」と

いうことをポジティブに支援する体制を地域でつくることは重要だと思う。 

澁谷委員：自殺される方は複合世帯が多い。複合世帯になると高齢者に介入しにくく、そ

れが課題。複合世帯でも事情によって介入できる仕組みは必要。 

川室議長：複合世帯の高齢者は若い人に遠慮し、ご自身の思いを伝えてくれない場合も多

い。複合世帯の高齢者への介入も必要。意外とうつ的なものを持っているケース

が多いのも調査などで分かっている。独居の人の方がお元気な場合も多い。地域

の行事にも積極的に参加している。 

それでは、ライフステージ別対策についてはいかがか。意見をいただきたい。4

ページの下から行く。丸山委員いかがか。 

丸山委員：ご家族で暮らしている方で、高齢者と障害者の組み合わせは多い。また、表に

は出ないが引きこもっている家族がいるなど、問題が内在化していると感じる。

地域包括支援センターなどが高齢者に対して介入した際、その家庭に入ったとき

に、課題を抱えている人に会うことも多い。そういう時にチームで支える仕組み

があるとよい。隠れた人たちを支援することが必要。 

岩野（由）委員：高齢者とその子どもの世帯が多く、外に発信できないことが多い。その

中で、高齢者がうつ的な症状を訴えるケースもある。そういった問題は出てきて

いる。 

丸田委員：重い障害を持つ方の家族は、関係機関の支援があり保護者のネットワークを持

つことが多い。軽度発達障害やボーダーと言われる方でサービスは特に必要なく、

小学校の特別学級や普通学級に所属するようお子さんの場合、親子間で話ができ

る環境にないケースもある。夜間と休日の相談も学校教育課で受付けているが、

親御さんで福祉サービスを希望しないケースで問題が起きているように思う。 

川室議長：特別支援学級に通っている方のご両親が悩んでうつ的になって自殺につながる

ようなケースもあるということと思う。 

澤田委員：子どもの数は減っているが支援のニーズをもつ子どもは増えている。パーセン

テージが上がっている。就学支援の相談で、なかなか障害の受容が難しい。祖父

母が納得できないケースもある。リストカットの数は減っていない、重傷でない
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ケースが増えている。生きていていいということを確認するようなリストカット

が増えている。多いのは中学生の女子、二年生くらいで母親との関係が上手くい

っていないケースが多い。また、働き方改革の波が押し寄せ、教員も仕事でうつ

に陥って自殺に至るなど、その根になる勤務状況が出てこない。本当はここがで

きると良いと思う。 

川室議長：澤田委員から 2 つの問題提起があった。両親が障害を受容することが難しいと

いうこと、障害を受容するためのカウンセリングを受けることに結びつけていく

ことも必要かもしれない。働き方改革については、働いている若者が亡くなるこ

とは社会的な損失であり、防いでいかないといけない。 

宮崎委員：労働相談を受けている。長時間労働が言われているが実際にはその相談はほと

んどない。本人以外、家族から長時間労働で大変だという相談はある。本人から

最近多いのは、職場でのいじめやパワハラ。職場の問題はそれがすぐに自殺につ

ながるものではないが、長期化することによって精神疾患になり自殺につながる

ため、それを防げるとよい。職場の問題は最終手段としてやめればいいというこ

ともあるが、労働者がやめるのは解雇するよりは簡単にできる。辞めようかとい

う人にはトラブルなく辞める方法をアドバイスしたりする。 

川室議長：親御さんが心配しているのであればそれをどう解決していけばよいかというこ

とである。それから、職場のいじめはとても重要な問題。50人以上の企業はスト

レスチェックがあるので、パワハラのチェックはできるが、新潟は小規模事業所

が多い。そこで働いている人は、いじめにあってもどこへ伝えたらよいかわから

ずに悩んでうつ病になる人も多い。早期に発見して、早期に気づいてどこかに相

談できる体制をつくっていくことが大切。 

浅井委員：30～50代の働き盛り世代が自殺者の 4割なので、高齢者への自殺対策に重点を

置くことは間違っていないと思うが、働き盛り世代の対策も検討していくと、実

際に亡くなられた方の中で過重労働の方も複数いるようなので、過重労働とパワ

ハラは大きな問題。労働者の長時間労働者に対して面談を行っているのは 3 割程

度しかない。ストレスチェック制度も始まったが、上越市の企業の 13％しかして

いない。企業で行えるようなサポートが必要。 

川室議長：この問題を、皆で考えて地域でどうつなぎ、早期に地域で対策を行うかを検討

していきたいと思う。 

五十嵐委員：私の地域では、死ぬのも自由だという意見もある。自殺予防をするというと
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ころに至っていない。そういう風土を変えていければと思う。また自分から辛い

など SOS を出せない人も多くいる。誰かに相談するとか一人で問題を抱え込まな

いようにやっていければよいと思う。 

川室議長：自殺は個人の問題という意見もあるようだが、地域で自殺予防に取組むことは

重要。 

横田委員：高齢化率が 30％。そのうち、20％が要介護認定を受けている。介護認定を受け

ていない高齢者が 8 割を占める。高齢者の見守り支援ネットワークの検討会を行

っているが、複合世帯におられる高齢者に様々な課題が生じている。高齢者福祉

計画も新しい計画を立てている。複合世帯へ焦点をあてた見守り支援を検討して

いるところである。当課の専門職のケース事例もあがってくるが、高齢者が初め

て介護保険サービスを受けるタイミングで自殺が生じているケースもある。ケア

マネジャーなど介入の初期の段階がハイリスクということも気に留めながら支援

を行うことが必要。 

川室議員：高齢者が介護認定を受けるタイミングに注意を払うことが重要ということだが、

高齢者支援課と健康づくり推進課がコラボ（協働連携）で自殺対策を話合うとよ

い。横の連携が重要。様々な意見を出していただいたが、言い尽くせないことも

あると思う。 お一人ずつ意見をお聞きしたい。 

岩野（秀）委員：法律と自殺の話をしたい。比較的法律の相談は解決できることが多い。

悩み事があり相談に来ると思ったよりも簡単に解決し安心される場合も多い。相

談に来なければ悩み続けてしまう。健康問題や学校のいじめ問題などは簡単には

解決できない。そういう連携、例えば、私のところに相談に来て健康問題があっ

たら他を紹介しているが、なかなか相談窓口に来てくれない。 

筑山委員：急性期の医療機関なので、病院に来られた方には地域につなげるということを

ワーカーと心がけている。その際、いろんなケースがあるので地域につながない

とフォローできないケースも多い。どういった時にはどこへ相談するかというケ

アマップがあると病院からも家族の方にお勧めできる。ぜひそういった基本対策

で有機的な対策として書かれている顔の見える連携を考えていければと思う。 

罍 委 員：精神科は敷居が低くなったと言われるが、ちょっとした不調で受診される方は

増えている。診察で休んだほうがいいと言われて休む人もいるが、休んでいる間

に見てくれる人はいるのか。休んでいる間の支援づくりも必要。本人は望まない

場合も多い。初期に本人に対して医療だけではなく関われる体制が必要。 
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丸山委員：顔の見える関係は大切。センターに相談に来られる方は幅が広い。その相談内

容もセンターだけで解決できる問題はほとんどない。支援者側がどれだけ多くの

機関とつながっていて、そこを紹介できるかどうかが重要と思う。 

宮崎委員：先ほど自殺される方の予知が難しいと話があったが、予見することは難しい。

また、我々のところに自殺しそうな人が相談に来ることは余りないと思う。もし

来られた際には、連携できればよいと思う。 

浅井委員：上越市が高齢者対策を行う上でやりたいことがある。介護保険サービスの利用

などレベルダウンの瞬間に自殺される方が多いようだが、エンディングノートな

どで自分の老後を考える力をつけることをやれたら良いと思う。 

澁谷委員：自死遺族の支援も書いてあったが、いのちとこころの支援センターでも家族の

集いをしている。希死念慮や未遂者の家族が対象。月に１回行っているが、家族

の安らげる場も必要。 

岩野（由）委員：問題が複雑になっている状況もある。関係機関と顔の見える関係づくり

が重要。もっと地域の人と活動できるような取組を今後も行いたい。 

小池委員：民生委員は妊婦から高齢者まで人間全部と関係をもっている。高齢者が 80％と

思う。高齢者の一人暮らしの自殺が少ないのは民生委員の活動も影響していると

思う。こんにちは赤ちゃん運動を民生委員が行っているところもある。上越市で

も取り組みたいと考えている。 

丸田委員：男性の自殺が多いが、男性の家庭問題を見たときに男性が発信しないというこ

とが見えてくる。発信することが恥だと思うなど、DVなどの家庭問題について男

性が発信しないことが多い。実際に逃げてきた男性 DV被害者もある。男性の現役

時代に相談をすることが弱いことではないということをいかに伝えていくかが、

高齢者の自殺予防にもつながると思う。女性は発言するが、男性は何を話したら

良いかわからないことが多い。 

川室議長：高度成長時代を頑張ってきた世代の男性など、そういう人たちに向けてカウン

セリングなどできるとよいと思う。 

五十嵐委員：精神科の患者は、自殺リスクが高いが死にたくなった時にどう対処するかク

ライシスプランを精神科でも行っているが、自分が対処できる力を持てることが

できていけると良い。 

澤田委員：小中学生の自殺について、この子たちが親と顔を合わせ話す時間が何分あるか。

夕飯の時間も違う。廊下ですれ違うくらいだろう。１日 10分しか子どもの顔を見
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ないこともある。子どもたちが少し違うと気づくような感性を持ってほしいと教

員に指導している。 

横田委員：死を考えるのではなく、生きることを考えてもらいたい。認知症予防の講座な

ど実施しているが、すこやかな老いをテーマにもしている。年を重ねても生きる

ということを支援できたら良いと思う。 

川室議長：事務局で今日の意見をまとめ、資料を作ってもらいたい。 

以上を持って議長を解任させていただく。 

北島健康づくり推進課長：委員の皆様からは、大変貴重なご意見を頂戴した。皆様方のご

意見を踏まえ、平成 29年度の事業を進めてまいりたいと考えており、上越市自殺

予防推進計画の策定を今後進めてまいりたいと思う。次回は、9 月に自殺予防対

策連携会議として本日の専門部会の委員の皆様も含めて、総勢 32名の委員の皆様

から自殺予防対策において、各ライフステージ別の課題と対策についてご意見を

頂戴したいと考えている。どうか今後ともよろしくお願い申し上げる。 

春日上席保健師長：次回の自殺予防対策連携会議を 9月 25日月曜日に、第 2回専門部会の

開催を 10月 24日火曜日に予定している。 

     以上で、平成 29年度上越市自殺予防対策連携会議第 1 回専門部会を終了する。 

 

午後 3時 59分 閉会 

 ９ 問合せ先 

健康福祉部健康づくり推進課  TEL：025-526-5111（内線 1263） 

E-mail：kenkou@city.joetsu.lg.jp 

１０ その他 

別添の会議資料もあわせて御覧ください。 


