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（仮称）練馬区自殺対策計画（素案）に対する意見募集の結果について 

 

 

１ 区民意見反映制度（パブリックコメント） 

（1）意見募集期間 平成 30 年 12 月 11 日（火）～31 年 1 月 18 日（金） 

（2）意見件数 0 件 

 

２ 関係団体への説明等 

（1）開催回数  7 回（練馬区医師会、練馬区薬剤師会、保健相談所開催の家族のつどい） 

（2）参加者数 38 名 

（3）意見件数 36 件 

 

３ 練馬区自殺対策推進会議（1月 31 日開催） 

  意見件数 21 件 

 

４ 意見に対する対応状況 

区分 内      容 件数 

◎ 意見の趣旨を踏まえ計画に反映するもの 16 

〇 素案に趣旨を記載しているもの 26 

□ 素案に記載はないが事業等において既に実施しているもの 6 

△ 事業等を実施する際に検討するもの 8 

― その他上記以外のもの 1 

 

５ 意見と区の考え方 

【関係団体への説明等】 

№ 意見の概要 区の考え方 対応区分 

第１章 計画策定の趣旨等 

1 

東京都が自殺総合対策計画を策定

しているが、区の計画に関連している

のか。 

練馬区自殺対策計画は、国が定めた

自殺総合対策大綱や東京都自殺総合

対策計画を勘案して作成しています。 

 

○ 

第２章 練馬区の自殺の現状と特徴 

2 
どういう手段で自殺する人が多い

のか。 

「練馬区の自殺の現状と特徴」に自

殺手段についての資料を追加します。 
◎ 
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3 

若い世代の自殺が多いと聞いたこ

とがあるが、５ページ「練馬区の年代

別自殺者数」のグラフでは少ないよう

に見えるので、多いことが分かるよう

にした方が良い。 

練馬区における自殺の特徴に、若い

世代の自殺死亡率は、国の統計による

と全国の上位 20～40%に位置してい

ることを記載しています。 

○ 

第３章 練馬区の今後の取組 

4 
文字で見ても分かりづらいので、計

画を図などで「見える化」してほしい。 

基本方針、施策、取組の体系図を追

加します。 
◎ 

３ 基本施策 

（1）地域におけるネットワークの強化 

5 

役所は縦割りなので、健康の相談と

お金の相談など、どこに相談したら良

いか分からない。困りごとにより、フ

ローチャート図などで、どこに相談し

たら解決できるのかを分かりやすく

してほしい。 

様々な相談窓口をわかりやすく紹

介するリーフレットを作成するとと

もに、各相談窓口が「橋渡しシート」

などを活用して個々の状況に合わせ

て適切な支援につなげられるように

します。 

〇 

（2）自殺対策を支える人材育成 

6 

ゲートキーパーという言葉は聞い

たことがなく、また、自殺と関係があ

ると想像しにくい。横文字ではなく、

適切な言葉が良い。 

現段階では、ゲートキーパーに代わ

る適切な表現がないため、ゲートキー

パーの役割等の説明を入れたうえで

使用するようにしています。 

□ 

7 

ゲートキーパー講座の日時や内容

を広報しているのか。 

ゲートキーパー講座は、ねりま区報

や区ホームページにより周知してい

ますが、関係団体に個別にご案内する

など周知方法を工夫します。 

□ 

8 

ゲートキーパー講座を受講すると、

何をすればよいか分かるようになる

のか。 

講座は、「身近な人の自殺のサイン

に気づき、その人の話を受け止め、適

切な相談機関につなぐ」というゲート

キーパーの役割や相談先などを学ぶ

ことができる内容となっています。 

□ 

9 

薬物を使用して自殺をする方もお

り、うつやうつになりかけた方が薬

局に来た際には、声掛け・傾聴を行

うようにしている。 

自殺を水際で予防した薬剤師の事

例も聞いている。ゲートキーパーの

役割を薬剤師が担えるよう、協力し

ゲートキーパーとしての役割を担

っていただけるよう、これまで以上

に薬剤師会との連携を図っていきま

す。 ◎ 
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ていきたい。 

10 

「死にたい」とよく言う人が自殺

していないのは、話を聴いてくれる

人が身近にいるからではないか。 

身近な人がその人の話を受け止

め、適切な相談機関につなぐことで

自殺予防につながります。その役割

を担えるゲートキーパーの養成を推

進します。 

○ 

11 

パワーアップカレッジねりまでゲ

ートキーパー講座をすると良いので

はないか。 

パワーアップカレッジのなかで、ゲ

ートキーパーの役割等について学ぶ

授業を取り入れる旨を追記します。 

◎ 

（3）区民への啓発と周知 

12 

自殺対策についても、オレンジリ

ボンやピンクリボンのようなシンボ

ルとなるものがあれば、広まるので

はないか。 

他自治体の事例等を参考に、ゲート

キーパー講座の修了者であることが

分かるものを検討します。 
△ 

13 

SOS の電話に関する周知が足り

ず、どこに電話すればよいかわから

ない。 

個々の状況に合わせて適切な支援

につなげられるよう、様々な相談窓口

を一覧できるリーフレットを作成し、

医療機関や薬局等の生活関連施設に

配置するなど、周知を図っていきま

す。また、区ホームページにも相談窓

口がまとめて見られるページを作成

します。 

 

○ 

14 
相談したくてもどこに相談したら

よいのか分からない。 
○ 

15 

相談先の案内パンフレットを作っ

てほしい。 
○ 

16 

踏切に相談電話の掲示板があるの

を見たが、意欲のない状態だと見な

いし目につかない。電車広告、テレ

ビＣＭ等誰でも目に触れるような方

法で周知すると良い。 

区報、区ホームページや SNS 等で

相談窓口等の周知を図るとともに、

国や東京都と連携して周知・啓発に

取り組みます。 

○ 

17 

親戚や友人に精神疾患の話をしづ

らいので、精神保健相談はありがた

い。受診や福祉サービス利用の糸口

となった。保健師が身近な存在にな

ってくれると良い。 

保健相談所では、精神保健相談等

で精神疾患についての様々な悩みを

お聞きし、必要な関係機関と連携し

て継続した支援を行っていきます。 

○ 

18 

精神障害をもつ子を抱えている親

も自殺予備軍になることもあると思

う。 

保健相談所では、病気のある方だ

けでなく、その家族の方の相談もお

受けし、必要な関係機関と連携して

継続した支援を行っていきます。 

○ 
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19 

子どもが自殺した経験から、自殺

を止めることは難しいことだと思

う。本人は、家族が悲しむことやい

けないことであるということを分か

っていても、自殺を選んでしまう。

相談先へつながることも難しい。 

自殺に追いつめられる前の段階で

相談につながり、継続した支援がで

きるよう、地域のゲートキーパーを

増やすとともに、相談先の周知を図

ります。 

○ 

20 
死にたいと思っているときに相談

したいとは思わない。 
○ 

21 

精神障害者が外出するきっかけと

なる全区版マップを是非作ってほし

い。 

精神障害者等の方々が地域社会と

つながることができるよう、区内の

居場所の情報をまとめたマップを作

成します。 

○ 

（4）生きることの促進要因への支援 

22 

自殺に追い込まれる前に、気軽に

相談できる場所が街中にたくさんあ

ると良い。 

関係機関の相談窓口のほか、地域に

ある様々な居場所の情報についても

周知を図っていきます。 

○ 

23 

街かどケアカフェは聞いたことは

あるが、行ったことはない。よく利

用するのは体育館である。 

区立施設や地域サロンに設置する

街かどケアカフェのほか、コンビニ

のイートインスペースや薬局の待合

室などを活用した出張型街かどケア

カフェを実施します。 

体育館や運動場などでスポーツを

楽しみ、他者と交流することは、新

たな生きがいづくりや仲間づくりの

きっかけとなるため、生きる支援の

関連施策に追加します。 

◎ 

24 

遺族の家族会に参加して、心が癒

された。遺された家族のケアは大切

である。 

東京都や民間団体と連携して自死

遺族の方を支援していきます。 ○ 

４ 重点施策 

25 

一人ひとりが抱えている状況は多

様で複合的な課題がある。重点施策と

して、高齢者、生活困窮者、無職者・

失業者、子ども、若者、女性を柱とし

ているが、対象別にすると縦割りにな

らないか。 

 

重点施策を進めるにあたっては、複

合的な課題を抱える方に対して個々

の状況に合わせて適切な支援につな

げられるよう、基本方針に基づき関連

施策の連携を強化する旨、記載しま

す。 

◎ 
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（1）高齢者の地域包括ケアシステムの確立 

26 

高齢者が気軽に立ち寄れるカフェ

は増えてきているが、分かりにくい場

所も多い。もっと広報して目立つよう

にしてほしい。 

街かどケアカフェは、現在区内 17

か所で運営しており、パンフレットや

区ホームページ等でお知らせしてい

ます。今後、さらに街かどケアカフェ

を広げていくとともに、周知について

も充実していきます。 

○ 

（2）生活困窮者、無職者・失業者への支援 

27 

生活保護受給者の健診を自殺防止

に活用してはどうか。 

健診の結果、健康上の問題がある場

合は、医師からの健診結果の説明の際

に、丁寧に話を聞いて対応するよう、

練馬区医師会と協議します。 

△ 

28 

収入がなくてもサポートしてもら

える体制があると良い。病気と経済的

なことが重なるとより辛くなる。 

区の自立相談支援機関である「生活

サポートセンター」では、仕事や住ま

い、債務などの生活課題を複合的に抱

え、生活に困窮した状態にある区民の

方の相談に応じ、関係者・機関と連携

しながら、課題解決に向けた支援を実

施しています。支援を必要とする区民

の方が、確実に利用できるよう窓口周

知に取り組むとともに、引き続き、相

談者に寄り添った支援を提供します。 

○ 

（3）子どもと子育て家庭への支援 

29 

いじめをなくすことはできないだ

ろうが、対策は取れると思う。クラス

替えや転校を簡単にできるようにす

るなど、環境を変えることで解決でき

る場合がある。 

 個々の状況に応じて、慎重かつ丁寧

に対応していきます。 

△ 

30 

いじめから不登校、その後ひきこも

りとなる。なるべく早く環境を変える

ことが必要である。 

△ 

31 

隠れたところでいじめはある。オー

プンにならないし、先生もわからな

い。親も何もできない。本人には生涯、

心に傷が残る。 

 子どもがいじめにあった際に相談

しやすいように、メールでの相談のほ

か、匿名で通報が可能ないじめ対応ア

プリを導入するなど、いじめの早期発

見・早期対応に努めます。 

 

○ 
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32 

いじめられた時に、無理に学校に行

かなくても良いと思えるようにする

という考え方が広まってきている。学

校に返すための場所（機関）やクリニ

ックなどではなく、安心して受け止め

てくれる場所が必要である。 

区では、すべての子どもが安心して

充実した学校生活を送ることができ

るよう、学校や保護者・地域関係機関

と連携して、いじめ防止、早期発見・

対応に取り組んでいます。 

 学校教育支援センターでは、教育相

談室で保護者とお子さんの相談を受

けとめ、心理面のサポートをしていま

す。必要に応じて、適応指導教室や居

場所支援事業等、お子さんが安心して

過ごせ、自己実現が図れる場所につな

げていきます。 

○ 

33 

人と話をすることが苦手な子ども

もいるが、相談できる場があることは

必要である。 

子どもたちが安心して相談できる

場の提供と、その周知を行い、適切な

支援につなげます。 

○ 

34 

小学校低学年から「人を傷つけるこ

とはいけない」、「困ったことがあれば

相談する」というような教育が必要で

ある。 

教育活動全体を通じて人権尊重教

育を推進するとともに、ＳＯＳの出し

方教育などを進めていきます。 
□ 

35 

東京都の「子どもの生活実態調査」

から、ベースとなるデータを計画の中

で示した方が良い。実態分析を行って

いるのか。 

「子どもの生活実態調査」は、練馬

区を除く 4区 3市の調査であるため、

実態分析は行っていませんが、関係部

署や自殺対策推進会議の委員からの

ご意見を踏まえながら検討していま

す。 

－ 

5 生きる支援の関連施策 

36 
踏切での対策など、自殺の手段に応

じた対策が必要である。 

西武新宿線の連続立体交差化など

により、踏切対策に取り組みます。 
◎ 

 

 

【練馬区自殺対策推進会議】 

№ 意見の概要 区の考え方 対応区分 

第１章 計画策定の趣旨等 

37 
何のための計画かの記載があった

方がよい。 

「計画策定の趣旨等」へ計画策定の

目的についての記載を追加します。 
◎ 

第３章 練馬区の今後の取組 

３ 基本施策 （1）地域におけるネットワークの強化 
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38 

悩み事や相談の原因は複数であり、

誰でも相談できる総合相談窓口があ

ると有効ではないか。 

 どこの相談窓口からも、個々の状況

に合わせた適切な支援につなげられ

るよう、関係機関のネットワークの強

化に取り組みます。 

○ 

39 

「発見し、つなぐ」とあるが、つな

ぐだけだとたらいまわしになること

が多い。つなぐ前に、その窓口ででき

ることをすることが大事である。 

その人に寄り添って話を聞き、その

部署でできる支援を行い、必要に応じ

て関係機関につなぐ旨を記載します。 
◎ 

（2）自殺対策を支える人材育成  

40 

計画は施策を示すものだと思うが、

施策に関心をもってもらうためにコ

ラムや体験等の記載があるとよいの

ではないか。 

「ゲートキーパーとは」等のコラム

を追加します。 
◎ 

41 

ゲートキーパー講座を受講した人

が何らかの活躍ができるつなぎの場

があるとよい。 

講座受講後のアンケートや他自治

体の事例等を参考にして検討します。 △ 

42 

ゲートキーパー講座を受講した印

がほしいという人がいる。缶バッジを

配付している自治体もある。 

ゲートキーパー講座の修了者であ

ることが分かるようなものについて

は、他自治体の事例等を参考にして検

討します。 

△ 

43 

ゲートキーパーを広げるには、ま

ず薬剤師など支援に関わる可能性の

ある方から受講してもらい、少しず

つ広げていくのがよい。関係機関向

けの講座は、参加率が高い。周知の

仕方は工夫が必要である。 

薬剤師会等と連携を図り、職種等

に応じたゲートキーパー講座を実施

できるよう努めていきます。 
△ 

44 

ゲートキーパー講座の内容は、受

講者によって変更してはどうか。受

講者を業種にごとに絞れば、講座内

容が具体的になる。 

対象者に応じた内容のゲートキー

パー講座を開催できるよう検討しま

す。 
△ 

45 

学童クラブやひろば事業では、子

どもが学校では出せない面を出すの

で、スタッフの方にゲートキーパー

講座を受けてもらうとよい。 

子育てのひろばや学校応援団のス

タッフ、青少年育成地区委員、町会・

自治会、PTA 等にゲートキーパー講座

を周知し、地域のゲートキーパーを増

やしていきます。 

○ 

46 
すぐにワンストップの相談窓口を

作るのは難しいと思うが、庁内の窓

関係機関が連携して支援を行える

よう、職員向けゲートキーパー講座の
○ 
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口の職員一人ひとりがゲートキーパ

ーの役割を果たせるよう、研修をし

っかり行ってほしい。 

充実を図ります。 

（3）区民への啓発と周知 

47 

区報を手に取る機会が少ない。ホ

ームページも必要な時以外に確認す

ることがない。情報の周知は難しい

と感じている。 

多様な媒体を活用した周知を図っ

ていきます。 
○ 

48 

相談したいと思わない人をどう救

うかが大事である。自殺を考えてい

る人は、対面での相談や知らない人

に相談するのは難しいと思う。匿名

やメールで相談できるところがあっ

た方がよい。 

個々の状況に合わせて適切な支援

につなげられるよう、民間も含め様々

な相談窓口を一覧できるリーフレッ

トを作成し、匿名やメール等でも相談

できることについても周知を図って

いきます。また、区ホームページにも

相談窓口等の情報がまとめて見られ

るページを作成します。 

○ 

（4）生きることの促進要因への支援 

49 

気軽に相談できる人がいる、孤立

しないなど、地域づくり、ネットワ

ークが大事である。地域のつながり

づくりに向けた社会福祉協議会の活

動を進めていきたい。 

「地域における居場所づくり」に社

会福祉協議会の地域づくりについて

の記載を追加します。 ◎ 

４ 重点施策 

50 

重点施策の対象となる方は複合的

な課題を抱えていることが多いた

め、分野ごとの連携をより強めると

いうことが伝わる表現にしたほうが

よい。 

重点施策を進めるにあたっては、

基本方針に基づき、関連施策の連携

を強化する旨を追記します。 ◎ 

（3）子どもと子育て家庭への支援 

51 

子どもが相談しやすい環境を整え

ることが大事である。 

 匿名での通報が可能ないじめ対応

アプリを導入するなど、子どもたちに

身近なツールを活用し、相談体制の充

実を図ります。 

◎ 

52 

子どもに「人と違っていてもよい」

ということを教えることが大事であ

る。 

子どもたちが一人ひとりを尊重す

ることの大切さを実感できるように

することが求められている旨を追加

します。 

◎ 
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53 

児童虐待の防止には児童相談所と

の連携の強化が必要である。 

区による地域に根差したきめ細か

い支援と東京都の広域的、専門的な支

援を適切に組み合わせた児童相談所

行政を、共同して取り組む新たな仕組

みを構築します。その旨を記載しま

す。 

◎ 

54 

いじめや引きこもりに関する講座

やいのちの授業などを必ず全校の子

どもや保護者に受けてもらうような

取り組みが必要ではないか。 

学校公開日や道徳授業地区公開講

座などの機会を捉えて、いじめ防止の

授業や生命の尊さに関わる授業を実

施しています。 

□ 

55 

スクールカウンセラーや心のふれ

あい相談員等が、来てくれる時間や

人数が少ない。話を聴いて、きちん

と受け止め、的確な指示ができない

ケースがあるので、ふれあい相談員

は専門的な相談員だとよい。 

東京都の事業として、有資格のスク

ールカウンセラーが区内の小中学校

に各 1名、週 1回勤務しています。加

えて、練馬区独自に心のふれあい相談

員を週 14 時間配置し、学校内の相談

体制の拡充を図っています。心理職な

どの資格を持つ心のふれあい相談員

も増えています。配置の人数や時間に

ついては、各学校の事情に応じて調整

しています。 

□ 

（4）若者等への支援 

56 

自殺者だけでなく、多くの自殺未

遂者がおり、若い人も多い。ＳＯＳ

を発しているのを受け止めることが

必要ではないか。 

自殺未遂者に関わるそれぞれの機

関がＳＯＳを受け止め、連携を図りな

がら支援を行います。 

○ 

５ 生きる支援の関連施策 

57 

「生きる支援の関連施策」に多く

の事業、相談、講座等が網羅されて

いるが分類されていなくて分かりづ

らい。 

より分かりやすくなるよう見出し

項目を加えます。 
◎ 

 


