
1

会 議 録

平成 29年度 第 4回 第二次健康わこう 21計画･自殺対策計画策定委員会
開催年月日・召集時刻 平成 30 年 3 月 1 日 午後 13 時 00 分

開 催 場 所 和光市役所 保健センター

開 会 時 刻 午後 13 時 00 分

閉 会 時 刻 午後 15 時 00 分

出 席 委 員 事 務 局

筒井 孝子

大夛賀 政昭

山口 はるみ

川渕 由美

小室 幸士

村山 喜三江

八尾坂 そのみ

渋谷 さち子

金子 晴吉

加藤 典子

松下 いづみ

保健福祉部長 東内 京一

保健福祉部次長兼健康保険医療課長 大野 孝治

健康保険医療課課長補佐 渡部 剛

健康保険医療課副主幹兼保健センター所長 牧田いづみ

健康保険医療課統括主査 梶原 絵里

健康保険医療課 松岡 知佳

健康保険医療課 柴田 貴子

健康保険医療課 佐藤由紀子

地域包括ケア課長 阿部 剛

子供あんしん部長 喜名 明子

欠 席 委 員 傍聴人

3名福田委員

菅野委員

竹田委員

内野委員

蔵下委員

二宮委員

備

考
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発言者 会 議 内 容

事務局

東内部長

事務局

筒井委員長

1 開会

本日は、公私ともご多用の中ご出席を賜り、誠にありがとうござい

ます。只今から、第 4回和光市健康わこう２１計画・自殺対策計画策
定委員会を開会いたします。開会にあたりまして、東内福祉部長より

ご挨拶をもうしあげます。

2 挨拶

みなさま、こんにちは。部長の東内でございます。

本日、午前中雨の中と言うか、台風並みの低気圧の中それから晴天

でいっきに気温があがる中ご参集頂きまして心から御礼もうしあ

げます。今回はこれまでご審議いただきました、健康和光と自殺対

策計画策定の 4回目といったことで、最終的な案をご審議いただ
き。最終確定と言う流れになります。市では、この委員会で取り上

げた計画や、地域福祉計画、ヘルス関係の計画、医療計画と言った

ところは包括ケアの計画です。その中でまだまだ中身が発展途上に

あるんですが、これを機軸としてさらに進めていきたいと言うふう

に思います。この 3月議会明日が総括質疑といったとこで議案を市
長説明したなかで、議員さんからご質問をいただくところなんです

が、議案中の半分ぐらいは保健福祉に関するものであり、この状況

はまさに 30年 4月 1日の社会保障の大改革の中にあるのかなと思
います。

本日ご議論頂く部分のところも、国保であるだとか、長寿であるだ

とか言ったところに影響があるとこともございますので、最後まで

忌憚ないご意見いただけたらとおもいます。

この策定委員会の会議につきましては、和光市市民参加条例、第

12条第 4項の規定によりまして原則公開となっております。
また、会合には会議録を作成し、公開してまいります。そのさい記

録につきましては要点記録とさせていただき議事録を作成。なお、念

のため録音を行っておりますが、会議録作成後消去させていただきま

す。どうぞよろしくお願いいたします。それでは審議会に入りたいと

思います。会議の進行を委員長の筒井委員長にお願いいたします。

ただいまから会議を開会します。

議事に入る前に、事務局から本日の出席状況を報告願います。
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事務局

筒井委員長

事務局

本日の出席委員は１１名です

出席委員数が過半数を超えていますので、会議は成立いたします。

続きまして、議事録署名人を指名します。

名簿順で、村山委員と金子委員にお願いします。

会議を傍聴される方にお願いします。

受付で配布した資料につきましては、会議終了後に回収させていた

だきますので、宜しくお願いいたします。

それでは、今回の議題につきましては 2件ございます
今回は委員会としては最後の会議ですので、計画書素案の確定に向

けた議論を進めてまいります。

次第に沿って会議を進めてまいりますが、はじめに議事の(1)、「パブ
リックコメントの結果及び計画書素案の変更点について｣ア、第二次

健康わこう 21計画及び第三次和光市食育推進計画について事務局か
ら説明をお願いします。

健康わこう 21計画また食育推進計画についてのパブリックコメン
トの意見と内容と市の見解についてご説明させて頂きます。

健康保険医療課保健師の梶原と申します。よろしくお願いいたしま

す。まず最初にパブリックコメントを実施した概要について簡単に説

明をさせていただいたのち、資料 1にそって説明させていただきま
す。

最初にパブリックコメントは 2月 1（木）から 2月 20日（火）の
20日間実施いたしました。また、市民説明会を市内 3箇所で実施し、
それぞれの実施日と参加者数は 2月 14日（水）の夜 6時から市役所
で行い 7名でした。また、2月 18日（日）の午前中に実施した坂下
公民館では参加者が 6名、同日午後の総合福祉会館では 12名の参加
者でした。主な市民説明会での質問につきましましては、がん検診の

受診率や対象者の考え方、また健診後に栄養指導等を受けたことで健

診結果が改善したことなどの感想がでました。次にパブリックコメン

トとしましては、1名の方からご意見をいただきました。資料 1をご
覧ください。この資料の見方といたしましては、左側から意見番号、

パブコメの意見の原文、その要旨、回答とありますが、こちらは市の

考えた対応を記述してあります。また、一番右側の記号につきまして

は、上に記載してあります市としての考え方の区分になり、二重丸が

意見を反映し案を修正した。丸は意見を一部反映し、案を修正した。

三角は、案を修正しなかった。四角は、その他、感想この案件以外の

意見等となっています。順番に 4つの意見がでましたので、順番にそ
って進めさせていただきます。
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意見番号 1についての原文は記載のとおりです。この要旨といたし
まして、①として「健康増進施策として散歩の効用を記載」となり、

市としての回答案は健康増進における散歩ウォーキングの重要性は

認識しておりますが、本計画の中でも、散歩マップの活用や、わこう

健康マイレージにウォーキングに対してのインセンティブの付与等

を計画書の P83～84に記載しております。従って市としての考え方
は、四角のその他、感想、意見といたしました。②として「散歩の際

の危険要因となる暴走自転車対策について、関係各課の連携案を記

載」につきましては、本計画は市民の健康増進に焦点を当てた計画で

あることから、計画書への記載は行いませんが、関係各課において課

題として共有いたします。

意見番号 2につきましては、その内容を分解すると 3つの内容にな
ります。まず一つ目①として「４月以降１年間は計画書の修正等につ

いて、コンサルタント会社がその作業を負うよう指示」となり、この

意見に対する市の考え方としていたしまして、委託先であるコンサル

タント会社との契約については、契約書に従い平成 30年 3月末日を
もって契約を終了いたしますとなり、三角として案を修正しなかった

とさせていただきました。また、②の「計画書に P値及び P値の意
味について記載」につきましては、計画書の策定段階においては研究

機関である東京都健康長寿医療センター研究所の提供データを直接

転載していたため、P値の記載があった素案となっておりました。
しかし、素案作成の経過において、本計画の趣旨として一般市民の方

に広く見ていただくという計画書であるという観点から、統計学用語

であり一般に馴染みのない P値については、計画書の中の P値の記
載はすべて、削除させていただきました。また、改めて計画書への記

載は行わないことといたします。これらを踏まえて③として「掲載デ

ータについて、P値を踏まえた東京都健康長寿医療センターの分析と
市の分析の相違の検証」についてのご意見は市といたしましては

データからの課題抽出において、P値を考慮した分析を行い、その結
果を有意差を考慮した記述にするということで計画書の内容を一部

修正させていただきました。これに伴い、後ほど、資料 2のほうでご
説明をさせていただきますけれども、意見を一部反映し、案を修正さ

せていただきました。

意見番号 3につきましては、「修正を容易にすると共にコストの削
減のため、計画書のカタログ印刷を廃し、半紙の冊子綴じ及び電子フ

ァイルで対応」について、市としての考え方は用紙での冊子綴じ及び

電子ファイル化によるホームページによる公表等によりコストの削

減を図ってまいります。あわせて対外配布用として、最低限の部数で

ある 100部については印刷製本として実施いたします。したがって三
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事務局

角の案を修正しなかったとさせていただきました。

最後に意見番号 4の「特定健診対象者全員が受診した場合の予算額
の記載」につきましては、特定健診の対象者につきましては、現在

40歳以上 75歳未満の要介護 3以上、長期入院患者を除いた国民健康
被保険者となっています。市の方針といたしまして、全件受診を推進

するのではなく、ニーズ調査により把握した生活習慣病等リスクに基

づき、生活習慣を改善する必要性が高い方を対象としたアセスメン

ト・マネジメントの徹底により生活習慣病対策を推進してまいりま

す。よって本計画書には全件受診した場合の試算は記載いたしませ

ん。といたしました。したがって三角の案の修正はおこなわなかった、

になります。

保健センターの松岡と申します。よろしくお願いいたします。

続きまして、私の方からは、パブリックコメントでのご意見と市の

対応案、前回の委員会でいただいたご意見や市で気がついた点を踏ま

えた最終の変更点につきましてご説明いたします。

こちらのスクリーンで説明させていただきます。皆様のお手元にお配

りいたしました資料２はスクリーンと同一の内容になっております。

１点目は、基本理念、基本方針を示した箇所となりますが、基本方針

の５番めについてはこれまで「東京オリンピックの開催による健康

づくりの機運上昇を捉え」と記述しておりましたが、パラリンピッ

クも同時開催されることから「東京オリンピック・パラリンピック

開催を契機として」と変更いたしました。

２点目は、「地域の絆と安心な暮らしに関する調査概要」を示した箇

所となりますが、回収結果と集計方法を明らかにするため、「図表

53の年代別回収結果」と「図表 54の地域の絆と安心な暮らしに関
する調査 集計方法」を追記しました。

３点目は資料３ 本計画の素案でいきますと、P45をご覧ください。
調査結果として体格を示した箇所となりますが、「若年層と中年層

の男性は、肥満の割合が大きくなっています」という記述にしてい

ましたが、図表 55のやせ・肥満者の割合の推移を分かりやすく表
記するため、「平成 26年と平成 28年の経年変化を見ると、若年層
の男性は、肥満者が微増です。」と変更いたしました。

４点目は素案の P56、P57をご覧ください、このＰは第一次健康わこ
う２１計画における目標の達成状況を示した表となっております。

目標値と実態を示しており、実態の中には最終評価時における数値

を示しております。最終評価時について評価時点がそれぞれ異なる

ことから、いつの時点のなのかを明らかにするため、※１として素
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案の P57の下段にその説明を追記しています。主なものとして、例
えば１の健康生活の特定健診受診率、特定保健指導実施率は 28年
度法定報告値として、平成29年10月現在の数値を示しております。
以下 3、4、5、6、7の領域については、平成 28年度に実施した地
域の絆と安心な暮らしに関する調査結果となります。8番目のヘル
スサポーターの人数については平成 30年 2月末日現在の人数とな
っております。

５点目は、今後取組む施策の視点を示した箇所となりますが、第１節

のヘルスアップの視点として「東京オリンピックの開催による健康

づくりの機運上昇を捉え」という箇所を「東京オリンピック・パラ

リンピック開催を契機として」と変更いたしました。先ほど説明し

たものと同様となります。

６点目は 健康的な食生活・食行動の実現として、施策の方向性など

しめしたところですが、食生活などに係る評価指評を設定していな

かったのを、新たに設定するため「図表 76 健康的な食生活・食

行動に関する評価指標」を追記いたしました。

７点目は素案の P90をご覧ください。
第５章の疾病の早期発見・早期対応に関する取組として、がんの早

期発見の向上を掲げております。具体的施策の（２）として、がん

検診精密検査受診率の向上を掲げておりますがその中の③として

「特に大腸がん検診の精検受診率が低いことから」という箇所を全

てのがん検診において精密検査受診率の向上を目指す必要がある

ことから「全てのがん検診精密検査受診率が 90％以上となるよう
に」と変更いたしました。あわせて P91の「図表 81 がんの早期

発見・早期対応に関する評価指標」のなかの②がん要精密検査受診

率の目標についても単に 90％以上ではなく、「全項目で 90％以上」
と改めました。

８点目は素案の P95をご覧ください。
ここでは脳血管疾患・心疾患等の重症化予防に関する取組として循

環器疾患の再発・重症化予防の検討を掲げた箇所となります。この

目標値としては「図表 82 脳血管疾患・心疾患に関する評価指標」

で示しておりましたが、②の項目について、変更前は現状値に人数

の記載がなく、単に目標値として－5％を掲げておりましたが、目
標を明確にするために現状値に1074人、平成35年度目標値に1021
人と追記いたしました。

最後に、９点目は地域における健康づくりの取組として、ヘルスサポ

ーターによる活動の普及・活性化を掲げておりますが、評価指標の

「図表 86 地域における健康づくりの取組に関する評価指標」の

①の部分を平成 29年度の最新の数値 213人と変更いたしました。



7

事務局

以上です。

健康保険医療課の佐藤です。

食育の計画につきましては、4点変更がございます。引き続きこちら
のスライドをもちいて、お手元の資料 2のほうでご説明させていた
だきます。

1点目 スライド及び資料では P111となっておりますが、ただしく
は、P110となりますので、修正をお願いいたします。第 2章の基
本方針につきまして変更前は 4つの方針を掲げておりましたが、市
のほうで再精査を行いまして、国の重点課題である、食文化継承に

向けた食育の推進という項目を踏まえ、また、実際今年度発足した

食育推進コンソーシアム会議の中にも、農業団体や食文化に関わる

団体が参加されていることから食育において重要な視点であると

して、5つ目としまして、食文化の継承や地産地消の推進を追加さ
せて頂きました。

2点目 第 3章 P112のバランスのとれた食事の摂取についての状況
についての本文になります。

こちらは、パブリックコメントの意見を踏まえまして、P値を考慮
した文言に修正しております。変更前は、すべての年代において同

居より独居世帯のほうが、「バランスが悪い」というような記載

になっておりましたが、こちらを「バランスが悪い傾向がある」と

いうような修正をしまして、「若年男性につきましては、同居、独

居の差はないが、バランスがよくとれている者の割合が低い状況で

ある。したがって、バランスよく食べらていない若年層、中年層と

くに中年層では独居世帯について、主食・主菜・副菜を組み合わせ

た食事が摂取できる環境、支援が必要だ」というような記載に修正

をいたしました。

3点目 2点目と同様 P値を考慮した文言の修正をおこなっておりま
す。変更前は、「高齢・女性を除く世帯状況・独居の週 3回以上の
外食頻度が 7割と世帯状況・同居の同性・同年代水準を大きく上回
っている」という記載があったものにつきまして、同居・独居の間

で差が見られなかった高齢・女性においては、「同居・独居共に外

食の利用頻度が低く、家庭において自分で食事を作る頻度が高い傾

向があると推測される」という文言を追加した上で、「独居世帯は

同居世帯と比較して外食の利用頻度が高い傾向がある」というよう

な記載に修正をいたしました。

4点目 素案書の P120をご確認頂けたらと思います。こちらのほう
に施策の体系図の中にある、ライフステージ・健康度に応じた食育

の推進のところで、学童期というライフステージの区分をしており
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筒井委員長

事務局

ましたが、市のほうで再考しました結果、高校生に相当する年代が

抜け落ちてしまうということから、小、中学生に包含する学齢期と

いう記載に変更をいたしました。また、対象者をわかりやすくする

ためにライフステージごとの対象年齢をかっこ書きで○歳～○歳

というように追記をしてあります。

以上でパブリックコメントの意見の概要と市の見解また変更点の

箇所についてご説明をさせていただきました。

ご質問ご意見よろしいですか？健康わこう 21計画・及び食育推進
計画で本内容で今回修正されたところは、住民の皆様がわかりやすく

するという点とデータの解釈をかなり細かくして追記して頂いてい

るので、もし異議が無いようでしたら、この素案について承認して頂

くということでよろしいでしょうか？

それでは採決をいたします。本案にご承認いただける方は、挙手願

います。

＜全員挙手＞

では、ご承認いただけたということで続いて和光市自殺対策計画に

ついて事務局から説明をお願い致します。

和光市健康保険医療課の柴田と申します。和光市自殺対策計画につ

いてご説明させて頂きます。よろしくお願いいたします。

これよりパブリックコメントにだされた意見の概要と市の対応に

ついてご説明をさせて頂いた後にその意見の反映及び市民の皆様か

ら頂いたご意見、内部での調整等を含めた変更箇所をご説明するとい

う順番でやらせて頂きます。

本計画につきましては、パブリックコメントにおいて 4件のご意見
を頂きました。まず、パブリックコメントでだされた意見の概要と市

の対応についてご説明をいたします。

お手元の資料 4を使って説明をさせて頂きます。
表の見方は、先ほど梶原が説明したものと同じです。

意見番号 1 要旨は、｢年間死亡者数とありますが、全国警察の死体

取扱数をもとに算出した自殺者の実数の追記をしたほうがよい」と

いうご意見です。

市の対応としては、意見の一部を反映して案を修正いたしました。

その理由といたしましては、全国の警察が取扱うと言いますか、介

入する死体の中には、死因が特定できないという死体が年間およそ

16万体前後あるということで、その中には自殺死体も含まれてい



9

ると考えられるけれども、それの割合を推定するということは難し

いということで、厚生労働省をはじめ各機関その割合をだしていな

いという事がありますので、その、具体的な数値の計上は控えます

けれども、実数としては、さらに多いと推測できるという一文を加

えました。

意見番号 2 要旨は、｢全国の引きこもり見込み数を記載すべき｣とい

うご意見です。

市の対応としては、意見を反映し、案を修正いたしました。

その理由といたしましては、国の自殺総合対策大綱には引きこもり

は項目としてあがっておりますので、内閣府がおこないました、若

者の生活に関する調査のデータの推計数としてでている箇所を使

いまして、項をたてて具体策の欄も設けております。

意見番号 3 要旨は、｢一般健常者、いわゆるリスクのない方に対す

る自殺予防対策の強化」と｢自殺を回避した経験者の体験談等イベ

ント企画の実施について｣という御意見です。

市の対応としましては、修正は致しておりません。理由としまして

は計画書素案 P31お示ししておりますが、自殺予防対策について
広く周知、啓発を行っていくということをすでにお示しをいたして

おります。2点目の体験談等のイベント企画の実施については、現
在実施の想定はいたしておりませんが今後事業検討の際の意見と

して参考にさせて頂きます。

意見番号 4 要旨は、｢失恋問題について予防策も重要な課題として

取扱う｣ということと｢失恋問題を予防できる予防策を提示できる

ボランティア講師を発掘する」というご意見です。

市の対応としては、修正はいたしておりません。ご意見の中に記載

があった理由に、中学生からそういったことに取り組ませるとあり

ましたけれども、こちらも同じく計画書 P31で教育委員会の取組
みを含めてお示しをしております。ボランティア講師の発掘という

件に関しましても、現在実施の想定はいたしておりませんが、今後

事業検討の際の意見として参考にさせていただきます。

以上がパブリックコメントに対する説明になります。

続きまして、前回の委員会以降からの変更箇所をパブリックコメン

トの意見の反映及び議員の皆様から頂いた御意見それから内部での

調整などによる変更についてお手元の資料 5と 6を使ってご説明いた
します。資料 6は計画書《素案》ですが、こちらは変更後のものにな
っております。資料 5はスクリーンと同じ内容になります。一番上ペ
ージが 2ページになっておりますが、4ページの間違いです。申し訳
ございません。4ページの第 1章、第 1節の本文の 2行目から 6行目
に先ほどのパブコメの意見番号 1の自殺者の数についてのところ、こ
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筒井委員

加藤委員

ちらを追記をいたしております。

その下 9ページの第 2章、第 1節の表 1こちらは変更前は、項目の
ところに自殺死亡率をあげておりました。今お手元にある冊子には

｢人口 10万人当たりの自殺死亡者数」と記載されております。自殺死
亡率という表現はわかりにくいという意見がありまして、自殺死亡率

の「定義」に書き換えました。これ以降のところで該当する箇所もそ

の「定義」に変わっております。

続きまして、同じく表の中になりますが、皆様のお手元の資料は変

わっておりますが、パワーポイントの修正が遅れてしまいまして恐縮

なんですが、変更まえのところは、目標値が平成 38年と入っており
ましたが、こちらを平成 34年に変更しております。
この計画の計画期間が平成 34年末までになりますので、評価をす

る為に、冊子も計画案も変更いたしました。また、自殺死亡者数とし

て、4人をあげていました。これは、自殺総合対策大綱の 30％以上を
減少させるということに沿って数としてあげておりましたが、和光市

がこの計画が目指すものは「誰も自殺に追い込まれることのない和光

市」でありますので、変更後のところには、表の中「0」という表記
に変えてまいりたいと思っております。

続きまして、その下 27ページの第 4章、第 2節の 1、領域③（８）
ひきこもりにおける発見支援で、パブリックコメントの意見番号 2を
反映させているものがこちらになります。項立てをして初回対応、モ

ニタリング等対策を立てております。

最後になりますが、27ページ第 4章、第 2節 領域④学校の領域

になります。こちらのモニタリングのところで｢保護者、民生委員、

専門機関と連携し｣というこちらの文章を追記しております。

教育委員から頂いた取組の中にこの文章を記載していただいてい

ましたが、抜けていたので、今回追記をさせていただきました。計画

書の 28、29、30ページにそれぞれの図を入れておりますが、この図
が見にくいという意見がありましたので、レイアウトを変えておりま

す。中身の内容については、変更はございませんが、図柄が変わって

おります。以上が自殺対策計画の変更の部分になります。ありがとう

ございました。

どうもありがとうございました。

こちらのほうも、パブリックコメントをもとに修正をされているん

ですけれども、ご質問、御意見はございますか。

私も自殺の数値目標のところで、目標 4人というより、0人ではなく
て、すごく困っていたのですが、これを言って良いものなのかどうな
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事務局

加藤委員

筒井委員長

八尾坂委員

筒井委員長

村山委員

のか、っていうのをすごく悩んでて、結局言わなかったんですが、0
人になってとっても良かったかと思います。

ありがとうございました。

29ページと 30ページにはケアーマネジメントの事例があがってるん
ですね？失業や子育ての悩みということであがってるんですが、例え

ばいじめの部分というのは、こういうところで事例をだす必要性はな

あるのではないかと思ったのですが。

今回事例ということで特にいじめに関しても学校教育の連携となる

んですけども、特に生活困窮、ネウボラといったところで中心になる

と思われる部分をこちらに出してまいりました。

いじめというのは、やっぱりとても自殺に全体に関わってくる事なの

で、もし、事例があったほうがわかりやすかったいのでないか、と思

いました。

いかがですかね？例をいくつあげるという報告書の構成にはなって

ないので、市のほうで、また、そういうことを今後も啓発に使ってい

く、そういう提供をしていただくということでよろしいですか？他に

修正についてのご質問・ご意見何かございましたらどうぞ。

学校からの代表である、八尾坂委員はいかがでしょうか

質問 中学校の養教をしております八尾坂と申します。

教育相談、生徒指導といったところで、構内でも組織しておりまし

て、必要に応じて専門機関や医療機関やそういった児童センター、児

童相談所とも連携をしてやっているところなので、大丈夫かなと思う

んですけれども、あと、学校によっては、いろいろケースを想定し民

生委員とも連携をしておりますので、こういったかたちでよろしいか

と思います。

教育関係で村山委員、いかがですか？

私の場合は体育を通してのことが多いので、低学年、中学生、高校生

までの対応をしてますけれど、あるところでは、いじめがあった場合

には、なぜ、その子が練習にこられなくなったのか？という事まで追

求しながら、指導者を子供達と一緒にその子の家まで行って話を聞い

て、ほんとに初期の段階で、みんなと話し合う機会が持てたという事

が事例にありまして、そう言うかたち指導をやっていければ、事例に
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筒井委員

大澤委員

筒井委員長

筒井委員長

事務局

東内部長

参考人

東内部長

載せなでいただけると、実際の現場としての活動ができてるのかなと

いうふうに考えております。

今日は保健所から大澤委員がお見えなんでこの自殺対策全体ご意

見はいかがですか

保健所の視点で言えばですが、依存症ですね、アルコール依存、ギ

ャンブル依存等ですね。生活が破綻し、自殺になったという場合もご

ざいますんで、ここに自殺の原因としてあげられている経済的な要

因、 子育て等の要因に加えまして、そういった視点もあるかな？心

のどこかに置いておいて頂けたらと思います。

生活破綻の原因の１つとして、そういった、アルコールなどの依存

症についても、入れて頂いてもよいかなとと思います。

ほかにご質問、御意見よろしいでしょうか？

続いて、自殺対策について、資料がありますが、事務局から説明ｗ

お願いします。

各委員の皆さんに参考資料として、配布させて頂いております。

自殺対策について資料の提供がありましたのでそれの説明について

時間をつくりたいとおもいます。

前回も参考人の方から、多種の意見をい頂いたんですが、その部分の

不足といったところを含めて ご提言といったところで もう一度

と申し出がございましたので、 委員長含め協議を致しまして この

場を置きました。こういう形はにつきましては、いわいる介護保険だ

と事業者のヒヤリングだとか、色々なバージョンがあるんですね、そ

う言う部分として、自殺対策等に造形があるといった認識から参考人

といったとこで今回も短時間ですが、ご説明をいただきます。

参考人の方へは、完結に説明をお願いいたします。委員の皆様にお聞

きいただき最後は、 委員長一任 になるかと思うんですが、ひとつ

の参考にされていただければと思います。

参考資料に基づく

自殺サイトへの投稿等を回避すべく自殺対策の具体的な予防策につ

いて

今回の自殺のところについては、昨今 SNSに死にたい、自殺した
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筒井委員長

い、誰かころしてくれないか、みたいな投稿があり、そんなところで

さまざまな事件が起きていたというケースがございます。

自殺の投稿サイトといったところが、和光市でも投稿サイトの部分で

何か関与できるような、SNSが組めないか？という話とですね、自
殺を回避し、立ち直った方のピュアカウンセリングの方が SNSのチ
ャットコミニュケーションみたいにできるものがですね、何かないの

か？今は、NPO団体とかが自殺投稿サイトから検索をしてって先に
声をかけると、と言うことばかりがある。市役所業務の中でも「心の

相談」に電話がかかってきて、名前は言わないですよね。そこで対応

しているのが、専門職か専門職じゃないかといえば、私から見たら専

門職じゃない。そういったところの、新しいものがないと要望にも繋

がらないのかな？というのがまず 1点、後は、小学校、中学校で自殺
関係の要望に対応する講師関係のあり方というのを、今後どのように

やっていくのか？という話。いわゆる、人に対しての洞察能力とか分

析能力みたいなものをを身に着けていくという事が、自殺の予防にも

なっていくというお話と、その中で、和光市は「ネウボラ」、「子供の

計画」の中で自己肯定感をはぐくむという事を、子供子育て計画にい

れていて、そのために「あきらめない心」とか「やさしさ」「回復す

る力」というものを今、保育園の関係からも試行的にそのような保育

をおこなっています。今後そういったところをネウボラの関係で 18
歳まで繋いでいこうと言ったのが、和光市の考えでございます。あえ

ていうならば、失恋といった事にたいしてどういう風に自己免疫力で

回復していくんだ、といったところもやっていかなきゃいけないし、

逆にそういうところが難しいことについては、第三者がどうやってフ

ォローしていく？という対応もある。このようなを国等が出した大綱

では載ってないものについても、今後は独自で考えていきたいうふう

に思いますので、是非よろしくお願いいたします。

和光市の自殺対策計画について本内容の素案についてご承認

にすることついて、挙手をお願いしたいんですが、異議無しという方

挙手お願いできますでしょうか？

＜全員挙手＞

本日頂いたご意見が幾つかございましたので、それを反映し、市長へ

報告書の作成ということをやっていきたいというふうに思います。

今回計画策定にかかわらせて頂いたんですけれど、市役所側でデータ

ーの解釈をする際に、知識が低いですから、Ｐ値なんかを安易にだし

て余計混乱させたんじゃないかと言うことがあるんです。今回、得ら



14

金子委員

筒井委員長

東内部長

れたことはよい教訓だと思います。数学的な意味のＰ値というのと一

般的に解釈されている中身とは全然違います。、それをちゃんと書く

ときに市役所側で少し足して起こった事だとおもうんですよ。数学の

知識が無いと、解釈するのは大変難しいんから安易に使わない。これ

は国が行う分析とは違うわけですし、

最後の委員会になりますので、消防署からご参加されている金子委員

にお話を頂けますか。

和光消防署の金子と申します。

この健康や自殺計画は大変私も消防職員として参考になりました。

私ども消防は、自殺は１１９番の中で対応しているところがありま

す。自殺企図の自殺に対する危険度が大きいときは、消防車、救助隊、

状況によっては、はしご車を出したりとか、その行為に至らないよう

に警察との連携をとってやるということ、また、個人が「私死にたい」

という内容の電話がはいると、それに対して誠心誠意接しているわけ

ですけど、時間の配分などは、昼間であれば色々な関係各位のとこに

相談することもできますが、私ども救急隊が 6時間、7時間という対
応をとったという事も聞いております。

私どもの中では、行為に至ってしまうと意味が無いので、行為に至ら

ない対応というのを難しく考えてるところなんですが、今回このよう

なところに委員として出席させていただき、ありがとうございまし

た。

公募委員で参加していただいた加藤さんと松下さんお忙しいところ

参加していただきまして、ありがとうございました。

事務局から何かございますか。

今までの健康和光 21といったものは、どちらかというと計画書作
りが目的になっており、計画の実行といった場面でなかなかいつ、だ

れがどこで動いてとか目標に達成するという動きはなかった。今回は

そのへんを理念、実行機能、地域機能と三分野で健康和光 21と食育、
を連動して進めていくといったところでまとめていただきまして、あ

りがとうございます。

ご指摘を頂いた部分でありますが、市役所はどうしても数学的な部

分だとか、分析だとか言った部分でいいますと弱い。私も厚労省に出

向してましたが、国には数理技官とか分析系統のかたもいる。そうい

う中では、私や喜名部長も今後そういった機能や能力を持った職員採



15

事務局

用についても内部提案をしたり、更にはコンサルティングに出す場合

においても、そういう文面を含んだと言った中での的確な分析から的

を射た政策を持っていくと、言ったところには、より、気を配ってや

って行きたいと思いますのでよろしくお願い致します。また、皆さん

の中にも公募委員の方がいらっしゃいましたが、市民参加の一つとし

て公募委員の方からどんどん普通の意見を言って頂き、また、市民の

方でも、色々な専門性の持った方もいらしゃいますので、是非自分の

専門性のところの部分を発揮していただくところも重要なのかなと

思います。また、村山委員もはじめ、いろんな分野の行政委員をやっ

ている方等もいらっしゃいますね。私の個人の考えですけれども、と

にかく Aさん Bさんの課題や、地域課題というのは。解決するため
に縦割りをなくして、連携しなければ、解決しないものがほとんどな

んです。その意識を部下を始め、他部局の職員や、外部、例えば、

NPOの団体の方等、皆さん同じ意識を持っていかないと解決するも
のも解決しないということですね。逃げるのは簡単であろうし、縦割

りを作るのも簡単です。それをやっていては、解決しないものがいっ

ぱいある、地域福祉、地域保険、地域医療をやっていくには是非その

部分を大きく広げ、風通しの良い部分を広げるといった体制整備等も

保健福祉部・子どもあんしん部で発信をしていきたいと思いますの

で、今後とも是非よろしくお願いいたします。

委員長ありがとうございました。委員の皆様ありがとうございまし

た。

以上をもちまして委員会につきましては、終了させていただきま

す。

最後に自殺対策計画の意見で出された、いじめや、アルコールなど

依存症についてのご意見につきましては、最終的委員長と調整の上役

所側が作成をし、市長へ報告をさせていただきますので、何卒よろし

くお願い申し上げます。

ありがとうございました。


