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会 議 次 第 

 

１ 開会 

２ 挨拶 

３ 議事 

（１）東村山市自殺対策進捗確認シートについて 

（２）その他 

４ 閉会 

問い合わせ先 

健康福祉部健康増進課庶務係 

担当者名 小澤、荻野、木原 
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ファックス番号 042-395-2131 

会  議  経  過  

１ 開会 

 

２ 挨拶（津田健康増進課長） 

 

３ 議事 

これより先は進行役を事務局から会長に移して進行。 

 

会議公開の可否について事務局より確認し、公開とする旨決定。 

 

～傍聴入場～ 

 

（１）東村山市自殺対策進捗確認シートについて（事務局より説明） 

（２）その他 

 



○会長  

事務局より説明のあった内容等についてご意見を伺いたい。 

○委員  

基本的には普段やっている困っている方を取りこぼさないようにするということを

自殺対策という観点で引き続きやって頂いており、こうやってまとめると、日々やっ

ていることが自殺対策につながっていると感じました。 

 

〇委員 

 今までやってきたことがまとめられていて、市民の方にもお知らせすることができ

て、窓口があるという安心感になると思います。新型コロナウイルス関係で、自殺対

策をしている対象が広がってきたのではないかなと思います。コロナ関連の相談事項

は、自分自身も含めて全員の問題になっているのだと思います。確認シートも、いろ

いろな事を実施しており、見える形でまとめられていており、こういう話し合いを続

けて、対策をしていけたらと思います。 

 

〇委員 

 当署で扱う自殺未遂を集計したものを報告させていただきます。今年、昨日現在の

自殺未遂件数は東村山市内で当署の取り扱いは 52件。そのうち、女性が 71％くらいで、

年齢的には 20 歳代から 40 歳代が多く、原因については様々ですが、今年はやはりコ

ロナの不安による自殺未遂も増えています。未遂者のほとんどが精神疾患の方が多く、

警察としてはできるだけ医療につなげ、既遂につながらないような対策を取っていま

す。あとは、夫婦喧嘩、ＤＶ、恋人との喧嘩も自殺未遂の原因となっております。引

き続き、取り扱いの中で話を聞いて既遂にならないよう対応しています。 

 

〇委員 

 火災予防についてご協力ありがとうございます。来週 11月 9日から火災予防運動が

始まります。管内タバコ等による出火が多いので火災につながらないよう十分注意願

います。 

 質問は、事務局からシートの位置づけについて説明がありましたが、１－１基本施

策と１－２重点施策は事務局サイドの共有資料という位置づけで、１－３が提出資料

という位置づけでよろしいでしょうか。 

 

〇事務局 

今回の資料は、東村山市の自殺対策推進計画が令和２年３月に策定されたばかりで

すので、令和２年月～９月までの取組状況を資料１-１．１-２にまとめさせていただ

きました。本来は、資料３の形で１年間を通しての取組について報告を行いますので、

令和３年度の協議会では、令和２年度の取組状況について自殺対策センターに報告す

る形式で委員の皆様に報告させていただきたいと思っております。 

 

〇委員 

 こちらの資料は、市民にも公表されるものなのですか。 

 

〇事務局 

 市民の皆様にも進捗状況を明らかにする場もあろうかと思います。その際に対応さ

せていただきたいと思います。 



 

〇委員 

 自殺者が前年より大幅に減ったというところで、基本施策の 4 ページ「自殺率の高

い方がいた場合、必要に応じて適切な支援先につなげた。」というのが数多く書かれて

います。これが今回の成功例なのかと思っています。こういった例を現場サイドと共

有できればより良いと感じました。具体的にどういう形でつなげたのか、一つの所管

課だけで終わることなくできればいいと思います。 

参考資料 1 の一番下、自殺未遂歴の有無で自殺未遂歴があったという人が 3 名いま

すが、自殺未遂があると繰り返す可能性があるのでこの 3 名の方の命を守っていかな

くてはいけないと思います。「支援先につなげた」と書いてありますが、この中にその

3名が入っているのでしょうか。もしつなげたが、亡くなったのであれば、そこは何が

悪かったのかを考えていけるのではないかと思いました。そのような分析も今後して

いくという形になりますか。 

 

〇事務局 

 厚生労働省の資料のため、個人の特定がされていないことから、どの方がというの

は市では知りえないところでございます。ただ、委員がおっしゃられたように、3名の

方が、自殺未遂有、無の方も含めて、この計画に則って行政の施策の中で救うべき命

であると考えておりますので、この特定されている人数のみならず、対応を行ってい

きたいと考えております。 

 

〇委員 

 その理由や原因がわからないと、課題や対策が立ちにくいと思います。個人情報で

難しいところはありますが、参考資料 1 の中の市内で亡くなられた方、原因動機別と

いうのがありますが、何が一番の原因かと見たとき、「不詳」が 19 名 7 割。ここを大

きく変えればいいのですが、そこはわからないということなので、課題が立たないの

で、難しい。ただ今回大幅に減ったというのがなぜかは、個表で見ていけばわかるの

ではないかと感じました。 

 

〇委員 

 今年度に入って、新型コロナウイルスの流行で、自粛期間があり高齢の方が家にい

らっしゃって認知症が進み、そのことで虐待対応や、高齢者の権利を守るということ

が包括支援センターの中で増えてきています。令和元年の自殺は減ったが、この先ま

た増えてくる可能性があるのではないかと相談を受けていて感じています。このまま

このような状態が続くと、どんどんそういう人が増えてくるだろうと思います。生活

困窮を理由として、高齢者への権利侵害が起こっていることも見え隠れしています。

困窮者への支援や、介護者の方への支援に力を入れていく必要があるのではと感じて

います。 

 

〇委員 

 コロナ関係で、生活福祉資金という貸し付けを行っています。仕事を失った方が生

活に困窮し給料が減ってしまったことで貸し付けに来所される方が多いです。政府の

対応の中で緊急小口資金、緊急でお金を貸し付けることができる資金、１回 20万円の

貸付を設けています。これで生活できない場合は、総合支援資金 1月 20万円を 3ヶ月

連続で貸し付ける制度を全国で展開しています。期間は、3月開始で 7 月まででしたが、



コロナが収束しない状況のため、9月まで延長、更に 12月まで延長と貸付期間がどん

どん延長されております。 

正確な数字は申し上げられませんが、緊急支援資金の貸し付けがおよそ 800 件に、

総合支援は 700 件代に近づこうとしており、東村山市社会福祉協議会の貸付総額は 3

億円に及んでいる状況です。コロナで生活再建が必要となった方への困窮者対策、自

立支援といったものにも力を入れていかないと自殺が危惧される対象が拡大していく

のではないかと心配しております。 

 

〇委員 

 日頃障害のある方から相談を受けています。コロナ禍の自粛で、「人と会えなくて一

人で不安」という相談があまり増えなかったという状況があります。日頃リスクの高

い方と触れ合う機会が少なかったと感じた反面、シートに記載されている「障害者自

立支援協議会」地域のネットワークの活動もあるので、日頃の相談業務と活用できる

地域のネットワークを上手く使いながらリスクの高い方をなるべく拾っていける形が

理想的だと改めて感じています。 

また、自粛ムードの中で引きこもりの家族についての相談が増えました。在宅勤務

でずっと引きこもりの家族といなくてはいけないということでの相談が増えてきたこ

とがありました。引きこもりの方が顕在化してきた面としては良い点もありますが、

そこに対する手当もしっかり行っていかないと将来的なリスクも大きくなっていくの

ではと感じています。 

 

〇委員 

 精神障害者の方の相談や、フリースペースを提供しています。自粛や在宅ワークで

家族が日中家にいることで、家族とのあつれきが高まってしまいパニック状態になる

というケースが増えました。今の段階では家族からの独立が難しい状況にある方から、

「グループホームに入りたい」、「一人暮らしがしたい」といった相談や、４月～８月

頃までの間、新規の相談が増えました。引きこもりの方で「どこかに通わせたい」、「支

援はないか」など、これも在宅ワークなどで家族が一同に会する機会が増えたことに

よるものと感じています。また、障害者の方で B型事業所、A型事業所に通所し、年金

と工賃収入で暮らしていた方も、自粛で工賃収入が減り生活が苦しくなってしまう方

増えました。福祉サービスにつながっている方は、困っている状況がわかりますが、

福祉サービスにつながっていない方への支援が課題だと思います。 

 

〇委員 

 民生委員は一人暮らしや高齢者世帯の皆さんの調査をしています。名簿をいただい

て安否確認の訪問活動をしています。今年に限っては一番大事な訪問活動ができない

ということで、本当に悩みまして、警察署や、消防署などでチラシをいただいた時に

メモと一緒にポスティング、電話での安否確認をするということを行っています。 

自粛で自分自身も家にいましたので高齢者の方からの電話相談を受けることができ

ました。先程、コロナが心配で登校ができない子どもが４名いると教育委員会からお

話しがありました。普通の不登校ではなく、コロナが心配ということですので心のケ

アもしっかりとしていただきたいと思います。 

また、新聞によると、今年は女性の自殺者が多い、子供たちの自殺も多いとありま

した。コロナは、体だけでなく心も病気になってしまうという状況なのかと感じてい

ます。これからいろいろな問題が出てくると思います。参考資料１をみても７０歳代



の内訳がかなり多く、自殺率は東京都、全国から見ても東村山市は１７．２４と多い

です。これは令和元年の数値なのでこれからもっと厳しい結果が出てくるのではない

かと思っています。自殺未遂の原因不詳というところで本当に前兆はなかったのかと

いうこと、同居人の有無、同居人有なのに１７人が亡くなっています。守るべき人が

いるのに自殺を止めることができなかったという現実に、私たちがしっかりと支えら

れるようなことを考えていかなくてはと感じました。 

 

〇委員 

 計画に基づき、各部行政部門が取り組みについて評価をしながら改善していくとい

う流れ、進捗確認シートをまとめるということは大変ですが、地道に継続していくこ

とが大切だと感じました。これが本市の市民の方たちの自殺予防にどうつながってい

るかというあたりは、先程事例でありましたが、「察知してつなげることができました」

という所管は実感があると思いますが、多くの課はそうではなくて、地道に環境づく

りをしているのだろうと思います。そうしたときに、市全体として、本市はこういう

特徴があるので、ここに重点を置くというようにある程度焦点化する必要があるので

はと思います。その為には事例がポイントではないかと思っています。何らかの形で、

自殺をされた方の追跡をするべきではないかと思います。それによって市の課題を把

握し、だからこの部分に重点を置くことがポイントになってくるのではないかと思い

ます。今までは推進計画を作るというのが大きな取り組みでしたので、次の課題とし

ては、そこではないかと思います。 

 

〇委員 

 参考資料の１を見たとき、東村山の自殺が多いのはなぜなのか、原因不詳が多くこ

のままでよいのかと感じました。原因を追跡することが自殺を少なくする一つの方法

という意見が出ましたが、私も同じ意見です。 

ボランティアで心に悩みを持っている方の相談窓口をしています。コロナ禍になっ

て、これまで電話をかけてこなかった方たちからの相談が増え電話がパンクするよう

な状況で、一人の相談時間がとても長く、男性が多いです。ある程度話を聞いた段階

で、他の人も待っているのでまたお電話くださいねと必ず言うようにしています。そ

れは危ないところに立っている人たちなので、必ずそのような言葉をかけます。誰に

も言えない、心の中の自分の中で解決できない、誰かに伝えたいけど誰にも知られた

くないという思いを聞いています。生きていることに望みがないという人たちがコロ

ナ禍で増えて、うつや精神疾患がコロナ禍でもっとひどくなっていく状態や、誰かと

いるから不安じゃないとか一人じゃないではなく、家族といるからもっと孤独になっ

てしまう方、経済的なことで先が見えない方など様々です。 

やはり、自殺未遂の原因を追跡するのは大事だと思うので、難しいとは思いますが、

追跡ができるといいと思っております。 

 

〇委員 

 それぞれの立場で自殺について考えているということは嬉しいです。高齢者はうつ

病になって自殺される方が多いと思いますが、認知症の原因となるタウロタンパクが

うつ病の状況でも脳内に蓄積されていることが分かりました。高齢者でうつ病で自殺

する方を防ぐこと=認知症を防ぐことになるので、結局は、行政が取り組んでいる認知

症施策が自殺対策につながっていくのではと思いながら話を伺っていました。 

 



〇会長 

貴重なご意見ありがとうございました。皆様のご意見を伺いましたのは、コロナ禍

という今までにない状況で、未曽有の状況で自殺や自殺未遂までいかなくても、死に

たいと思う人の層が変わってきている可能性があるのではないか、「自殺」という問題

が、生活困窮、孤独、環境の違いというものに対応できないとは言い切れないが、自

殺という道を選びかねないという少し視点を広げて自殺対策を考えていかなくてはい

けないと感じました。 

20 歳代の方が自殺する理由と高齢者の方が自殺する理由、豊かな人方が自殺する理

由、生活に困っている方が自殺する理由それぞれで、複雑な状況をどう個別と総合で

まとめていくか対策として大変難しいところと、かつ対策はだいたいまとまったので

次の一歩をどういう風に進めるか、計画があっても、コロナの事で実現できなかった

というようなこともありますので、ある程度の方向転換も必要になってくるのではな

いかと思います。 

委員のご意見にありましたように、成功事例及び未遂の方をできる限り追っていく

という地道な作業が重要になってくるところではありますが、未遂者に原因を聞くこ

と自体が傷を深めるかもしれないという怖さがあります。皆様色々な面から相談を受

けているということで、心の面及び物理的な面の環境といったところが一体どういっ

た要因が集まって、自殺につながってしまうのかいくつも分析している事例等があり

ますが、海外も含め結論が出ていません。 

益々皆様のお力が重要になってくるかと思います。誰も孤独にしない、誰も死に追

いやらない方向性を考えていけるようなことができればと思います。本日はコロナ禍

の中会議に出席いただきましてありがとうございました。 

では、その他で事務局よりお願いします。 

 

〇事務局 

委員任期が令和 3年 1 月 7日までとなっております。11月中には、推薦団体へ推薦

依頼をさせていただきます。市民公募につきましては、市報 12 月 15 日号及び市ホー

ムページにおいて委員募集の記事を掲載し募集いたします。 

 また、次回協議会は、令和 3年 3月 30日（火曜日）19時から予定しております。 

 

５ 閉会 

以上 

 


