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「豊島区自殺対策計画（素案）」に対する 

パブリックコメント実施結果について 

 

（1） 実施期間  

平成 30年 12月 10日（月）から 31年 1月 9日（水） 

 

（2） 周知方法  

広報としま 12月 11日号掲載、区ホームページ掲載（実施期間と同期間） 

 

（3） 閲覧方法 

区ホームページ、池袋保健所、長崎健康相談所、行政情報コーナー、 

区民事務所（東・西）、各区民ひろば、各図書館 

 

（4） 受付方法  

郵送０名 Ｅメール１６名 窓口０名 ＦＡＸ０名 合計１６名 

 

（5） 提出意見数  

２５件 

 

【内訳】 

 

 

 

 

項 目 意見件数 

全体を通してのご意見 ４件  

６章 豊島区における施策    

施策全体へのご意見 1件  

 Ⅰ.基本施策   

  １.地域のおけるネットワークの強化 1件  

  ２.自殺対策を支える人材育成 ４件  

  ３.区民への啓発 1件  

  ４.相談や支援体制の強化 ３件  

 Ⅱ.重点施策  

  １.子ども・若者への対策 ７件  

  ４.うつ病への対応及び自殺未遂者への支援  ３件  

その他のご意見 1件  

合計   ２５件  
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（6） 提出されたご意見と区の考え方 

全体を通しての意見 

No ご意見等の概要 件

数 

区の考え方 

1 自殺に関する対策がとてもまとまって

いて、また相談機関などの情報も記載さ

れているので、とても役に立つと思いま

す。この計画が普及することで、自殺対

策がより推進されると思います。 

１ 区では、自殺総合大綱の理念を踏まえ、「誰も自

殺に追い込まれることのない社会の実現」を目

指し、豊島区自殺対策計画を策定しました。こ

の計画を、様々な機会を通じて皆様に普及して

まいります。 

2 ゲートキーパー養成講座の開催や、区内

の大学院と連携、相談窓口を設けたり、

真摯に自殺対策に取り組んでいると思

いました。 

１ 区は、セーフコミュニティ活動のひとつである

「自殺・うつ病の予防対策委員会」の活動を中

心に、対策を推進してまいりました。今後も今

までの活動を継続しつつ、新たに本計画に盛り

込んだ対策も含めて取り組んでまいります。 

3 自殺者の状況がよく分かりました。ま

た、対策の効果が出ていると感じまし

た。 

１ 今後も自殺者の状況を分析し、効果的な取り組

みを推進してまいります。 

4 自殺予防のために、区として様々な活動

に取り組んでいるその姿勢には心を打

つものがありました。 

１ 今後も関係機関との連携を深め、効果的な取り

組みを推進してまいります。 

 

６章 豊島区における施策 

６章全体への意見 

No ご意見等の概要 件

数 

区の考え方 

5 ６章の具体的施策は、様々な部署で課題

にとりくんでいることがよくわかり、改

めて勉強になりました。 

１ 自殺対策は家庭、学校、職場、地域など社会全

般に深く関係しており、多くの分野にまたがる

ため、広域かつ多岐にわたる横断的な取り組み

として、掲載しました。 

 

 Ⅰ．基本施策 １．地域のおけるネットワークの強化 

No ご意見等の概要 件

数 

区の考え方 

6 自分は若くして病気になって、死にたい

と思ったことがあります。そんな時に、

癒されるのは、同じ病気や同じような状

況の仲間たちです。そんな同じような仲

間たちと出会える街に豊島区がなって

くれたらよいなと思います。 

１ 地域における患者団体や家族会、精神障害者事

業者連合会などが、区と連携を行いながら、交

流会や啓発活動を実施しています。ご意見を踏

まえ、P26 の「地域におけるネットワークの強

化」の項目に、地域における関連機関等の取り

組みを、追記しました。 
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Ⅰ．基本施策 ２．自殺対策を支える人材育成 

No ご意見等の概要 件

数 

区の考え方 

7 周囲の友人や家族でゲートキーパーに

ついて知っている人が少なかった為、ゲ

ートキーパーについての呼びかけを行

うことで自殺対策に繋がるのではない

かと考えました。 

１ ゲートキーパーについては、広報、ホームペー

ジ他、イベント等でのリーフレット配布などを

行い、周知しています。今後ともさらに多くの

人が、ゲートキーパー養成講座を受講できる機

会を増やしてまいります。 

8 ゲートキーパー養成講座を受けられる

機会が、より広く多くの方々に提供され

ることで、少しずつ変わってくるように

思います。 

１ より多くの方が受講できるよう次年度以降の

ゲートキーパー養成講座については、区が主催

するだけでなく、地域の方が主体となって開催

できるよう講師役の養成を行ってまいります。 

9 ゲートキーパーにおける役割のニーズ

が、より一層増してくるのではないかと

感じました。 

自殺や関係機関に関する知識のある人

が、身近にいるということだけで、死に

たいと思うぐらい苦しい気持ちを抱え

ている人にとっては「あの人なら私の気

持ちを分かってくれるかもしれない」、

「何か力になってくれるかもしれない」

等と一つの光になりうるのではないか

と思いました。 

１ ゲートキーパーの質の向上について、区職員向

けの研修は、本計画 P29にお示ししたとおり、

入門編から基礎編、応用編までの体系をこの計

画で整理いたしました。区民向けについて、区

職員のみならず地域の講師が講座を実施する

ことにより、自殺や関係機関に関する知識のあ

る方を増やしてまいります。今後も具体的な相

談事例対応を交え、苦しい気持ちに寄り添える

方を増やしていけるよう、養成講座の開催に努

めてまいります。 

10 ゲートキーパーから相談窓口につなが

った具体例を知りたいと思いました。 

１ いただいたご意見を参考に、ご依頼を受けた団

体の特性に合わせ、具体例を盛り込んだゲート

キーパー養成講座を実施してまいります。 

 

Ⅰ．基本施策 ３．区民への啓発 

No ご意見等の概要 件

数 

区の考え方 

11 相談や助けを求めることへのためらい

を持つ人への予防対策が、重要と考えま

した。 

１ 区としては、早期に相談や支援につながるよ

う、都や民間団体も含めた相談窓口の周知に取

り組んでまいります。 

 

Ⅰ．基本施策 ４．相談や支援体制の強化 

No ご意見等の概要 件

数 

区の考え方 

12 誰でも自分から何かを行うのは非常に

エネルギーを消耗することになるので、

こちらからのさりげない能動的アプロ

１ 本計画に基づき、悩みを抱えた方に寄り添いな

がら支援できる人材の育成に取り組んでまい

ります。 
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ーチが大切だと感じました。 

13 各窓口の方々が要サポートのサインを

敏感に察知することが、予防に大きく資

するのだろうと思いました。福祉的支援

を必要とされる方々は、支援につながる

力自体が弱く、また、援助関係を構築す

ることに時間がかかるケースが少なく

ないかと思います。 

１ 福祉関連の相談窓口では、信頼関係の構築から

始め、長期支援体制を確立してまいります。ま

た、福祉的支援を必要とされる方の障害の特性

に合わせた支援してまいります。 

14 行政等の窓口では、福祉的支援には専門

職の配置が不可欠であること、また頻繁

な人事異動は要援助者との援助関係の

形成を難しくしてしまうことにご配慮

いただき、運営していただけるとよりこ

れらの施策の効果が出るのではないか

と感じました。 

１ 行政の福祉関係の相談窓口には、各種専門職を

配置し相談対応を行っております。援助関係の

継続に配慮しつつ、施策の充実を図ってまいり

ます。 

 

Ⅱ．重点施策 １．子ども・若者への対策 

No ご意見等の概要 件

数 

区の考え方 

15 ハートプロジェクトは、地域連携という

点でとても素晴らしい取り組みだと思

っています。 

１ 若者の自殺予防を目的とした取り組みとして、

今後も、池袋保健所と子ども・若者課、区内大

学と連携した取り組みを継続してまいります。 

16 「ジャンプ」の活動にも参加させていた

だき、子どもたちが本音をぶつけること

ができる居場所、そして、こういう居場

所があるからこそ、子どもたちのメンタ

ルヘルスが守られ、ひいては、自殺対策

にもつながっていくという体験もさせ

ていただきました。 

２ 若年層の健やかな成長と自立に向けた多岐に

わたる支援には、緩やかなつながりとともに、

安心していられる居場所が重要です。子ども・

若者課の取り組みである「中高年センタージャ

ンプ」の活動を通して、若者の支援に努めてま

いります。 

17 今後の提言として、ハートプロジェクト

の活動が、豊島区の他の臨床心理系の大

学にも広がっていき、臨床心理系の学生

と子どもたちの接点を増やすことで、さ

らにハートプロジェクトが拡充されて

いくことを期待しています。 

１ 今後とも地域での若者の自殺予防推進のため、

より多くの区内大学と連携し、ハートプロジェ

クトの拡充を図ってまいります。 

18 豊島区は若年層の自殺が多いというこ

とを聞きました。そんな中でいかにアウ

トリーチし、児相や他の機関に繋ぐかと

いうことが大切ではありますが、限界も

あります。そこで若年層の方が自ら SOS

１ 若年層に対して地域の相談窓口を周知してい

くとともに、東京都が行う SNSでの相談なども

周知し、より相談しやすい体制の整備に努めて

まいります。 

また、小・中学校では、生きぬく力をつける授
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を出しやすくなれば、救われる命は増え

るのではと思います。 

業とともに、「児童・生徒の SOS の出し方に関

する教育」に取り組んでまいります。 

19 相談窓口やゲートキーパーなど大学生

の認知度が低いように感じるので、大学

等などにおいてこのような活動を広く

行う必要性を感じました。 

１ 若者の自殺予防については、さらなる推進が必

要と感じております。今後とも大学等と連携し

た取り組みを実施してまいります。 

20 10 代、20 代の自殺対策を行う必要は十

分あると考えます。 

そのためにも不登校児の対応やいじめ

問題の解決など自殺対策のみならず

様々な対策が必要だと考える。学校や教

育委員会などを巻き込んだ対策の作成

が望まれると思います。 

１ 豊島区自殺対策計画策定委員会には、教育部門

の担当者も含まれており、今後とも一丸となっ

て対策を実施してまいります。 

学校においては、生命尊重及び人権尊重の精神

を基盤として、「豊島区いじめ防止対策推進条

例」に基づく対策の一層の推進を図るととも

に、小学校 3年からの心理検査「ハイパーQU」

を実施し、問題を早期に解決する取り組みを進

めていきます。 

 

Ⅱ．重点施策 ４．うつ病への対応及び自殺未遂者への支援  

No ご意見等の概要 件

数 

区の考え方 

21 早期発見から結局自殺してしまっては

元も子もないので発見したらどのよう

に繋いでいくかもはっきりと体制化で

きればと思います。 

１ 早期の発見や相談からの支援体制については、

「自殺予防対応マニュアル」に分かりやすく記

載しているほか、ゲートキーパー養成講座でも

詳しく説明しております。今後とも、自殺予防

体制の充実に努めてまいります。 

22 家族がいるので死にたいと思ったこと

はありませんが、家族が負担に思わない

よう、家族のことを支えてくれる対策が

あると良いなと思いました。 

１ 身近な支援者であるご家族の存在は大変重要

です。関係機関と連携し、ご家族の支援にも取

り組んでまいります。 

23 私は『死にたい』と頻繁に連絡してくる

友人に困っています。本当に死なれたら

嫌だけど、自分にも家族がいるし、助け

ることはできません。だから、自分だけ

が助けなくても、他の誰かが助けられる

世の中になってほしいなと思います。 

１ 日頃のお友達へのご支援に感謝いたします。適

切な関係機関をご紹介するとともに、複数での

支援体制を構築できるよう相談に応じてまい

ります。本計画が皆様の目にとまることや、ゲ

ートキーパー養成講座等にご参加いただくこ

とで、地域での助け合いがより一層促進される

よう、努めてまいります。 

 

その他のご意見（1件） 

No ご意見等の概要 

24 若者の自殺予防に心理士として何ができるかを考えるきっかけとなりました。 

 


