
様式第3号(第9条関係) 

会議結果 

   次の附属機関等の会議を下記のとおり開催した。 

附 属 機 関 等 の 名 称 平成３０年度第２回みよし市保健対策推進協議会 

開 催 日 時 
平成３０年１２月１９日（水） 

午後１時３０分から午後２時３０分まで 

開 催 場 所 みよし市保健センター2階 医師会室 

出 席 者 

（会長）桜井充、（委員）島典広、廣田直美、田代和久、石川

邦子、谷端浩明、根岸さなえ、久野知英、塩之谷真弓 

（事務局） 

林子育て健康部長、野々山健康推進課長、藤森副主幹、植山

主任、野々山主任、関根主任、岡本副主任 

次 回 開 催 予 定 日 平成３１年２月末頃 

問 合 せ 先 

健康推進課 担当者名 藤森 

電話番号0561-34-5311 

ファックス番号0561-34-5969 

メールアドレスkenko@city.aichi-miyoshi.lg.jp 

下 欄 に 掲 載 す る も の 
・議事録全文 

・議事録要約 
要約した理由 

 

 

審  議  経  過
 

１ あいさつ 

【事務局林子育て健康部長】あいさつ 

【事務局野々山健康推進課長】 

 （資料の確認） 

 （欠席委員の連絡：加藤委員） 

【桜井会長】あいさつ 

【事務局野々山健康推進課長】 

  それでは議事に入らせていただきます。議事の進行につ 

きましては桜井会長にお願いします。 

【桜井会長】 

 （本日の出席委員は９名、会議は成立） 

 

２ 議題 

（１）みよし市自殺対策計画策定について 

【桜井会長】それでは議題に従いまして、議事を進めて参り 

ます。議題（１）みよし市自殺対策計画策定につい

て、事務局より説明をお願いします。 

【事務局】 

（みよし市自殺対策計画策定について説明） 

【桜井会長】ただいまの事務局の説明について、ご意見ご質 

問がございましたらお願いします。 

【石川委員】私は学校薬剤師をやっているのですが、現在、



小中学校の方でメンタルをケアする人が専任でいる

ということ聞いています。対応している課が違うと

思いますが、その方達が扱った事例といったものは

こちらにも上がってくるのでしょうか。 

【事務局】今現在、上がっていません。 

【石川委員】１件も聞いていないですか。 

【事務局】１件も聞いておりません。 

【石川委員】どの小中学校も困っていないということですか。

学校などで把握していることがこちらに上がって来

なければ、自殺対策の取組み云々が曖昧になってし

まうのではないかと思います。 

私は学校教育課や長寿介護課としか関係がないので

他の所は分かりませんが気になります。お年寄りも

今、一人暮らしの方が増えているので、外に出ても

らって上手くコミュニケーションとれればいいかな

と思います。 

【事務局】自殺対策計画については、仰られたことを含めて

全庁的に取組むということになります。横の連携を

作っていこうということが計画の根底にあります。 

【石川委員】是非よろしくおねがいします。 

【塩之谷委員】保健所がメンタルヘルスをやっている関係で、

各市の計画の委員会の方に出席させて頂いていま

す。みよし市はアンケートもしっかりやって素晴ら

しいなと思いましたが、できたらあるといいなと思

ったことが２点あります。 

まず１点目が、自殺死亡率の経過についてです。今

見ると２４年から２８年の平均から１５％減少と

いうことで、少ないなら少ないでキープすることも

大事になるので、今後も何％以下を目指すというこ

とで目標値を設定したほうがいいと思います。評価

会議をする時に、結局何なのと言われた時に答えに

くくなると思うので、柱として死亡率があると良い

かなと思いました。あとは死亡率だけだとそれだけ

で良いのかということでどこの市町村でも意見が

でています。その中でみよし市さんは福祉とか色ん

な所で連携ができている町だと思っているので、そ

れを数として評価できることがあればあげておく

と良いかなと思います。例えばゲートキーパーにつ

いてみんな知らないとおっしゃっていたので、ゲー

トキーパーを知っているかという割合をどのくら

いにするとか、ゲートキーパー研修をやっていない

のであれば今後何人受講させたいといったことを

目標としてあげておくとか、そうしたら何人受講し



たということで評価することができると思います。

あと、自殺の関係でそうした指標で出るものがあれ

ばと思います。それがないと評価会議の時に言葉で

並べても曖昧になってしまい、せっかく素晴らしい

活動が埋もれそうでもったいないと思いました。 

もう一つは、３７ページの遺された人への支援とい

うところですが、２４ページにも「生きることへの

促進要因への支援」があり、自分が辛いということ

を保健センターや福祉の人に発信し、皆さん対応し

ていらっしゃると思いますが、計画書では葬祭事業

の支給費用のことしか書かれていませんでした。グ

リーフケアという名前まで出さずとも、市民の皆さ

んに相談してください、まずお話を聞きますという

ファースト相談について記載があってもいいので

はないでしょうか。また、３６ページの生きること

の促進要因について、居場所づくりの数を行動計画

的に増やしたいというところであれば、数や頻度を

計画に載せている市もあったと思うので、その辺り

もあるといいかもしれません。また、特に私が強調

したいのが子育て支援センター運営のところで、も

ともとの愛着形成や安心した育ちができていなか

ったお子さんが自殺したいと保健所で暴れたりす

ることがよくあります。そこをみよし市さんは大変

丁寧にやっているので、母子保健も頑張っていると

いう事がどこかに記載されているといいなと思い

ました。 

【桜井会長】ありがとうございました。 

【久野委員】よろしいですか。アンケートの中でゲートキー

パーを知らなかったという人が多く、私もその一人

です。ゲートキーパーを育てるということについ

て、それが若い人なのか高齢の人なのか、もしくは

誰でもいいのか分からないのですが、ゲートキーパ

ーを増やしたいということであれば老人会に話を

してくれればいつでもやりますし、次の人にも引き

継ぎます。 

また、アンケートの今後どのような自殺対策が重要

かというところで、「様々な分野におけるゲートキ

ーパーの養成」が１９３人（21.0％）となっていま

すが、この人たちはゲートキーパーを知っているの

か、知らないのかが分からないです。ゲートキーパ

ーを知らない人が多いということなので、この数値

は意味があるのでしょうか。初めて見る横文字の単

語については説明が必要なので、老人会ではそうい



う必要な説明を引き受けてやっていこうと思って

います。老人会の大きな目的の中に、友愛や寝たき

りの人を見守るという項目があります。みよし市で

はそれが欠けていたため来年度からそれをやって

いくという方向性であるということで、どういう形

でやっていくのかはまだ分かりませんが、我々もそ

ういう方向で活動していきたいと思っています。ま

ず意識付けからはじめていくように指導していき

ます。老人会には３，３００人ぐらいいるので、上

手に使うことを考えたほうがいいと思います。友愛

活動を我々はやっていくということを市役所には

言っているので、そこを上手に使ってもらいたいで

す。長寿介護課だけでなく、アンケートをしたいと

いうのであれば、老人会に来てもらってお話しして

もらえれば、人数も多いですし、会に入っていない

人よりも入っている人の方が能動的なこともあり

ます。自殺の件についてももう少し関わっていける

のではないかと思います。 

【桜井会長】ありがとうございました。ゲートキーパーと言

う言葉に関してはより認知されるように周知して

いった方がいいですね。 

【事務局】アンケートの中には、ゲートキーパーについて注

釈があり説明されております。 

【桜井会長】議題１の参考の広報にもゲートキーパーについ

ての言葉の説明がありますね。これを普通の人がわ

かるかどうかということがあると思います。 

     アンケートの回答者が９１９人ということですが、

何人にお願いして返ってきた数ですか。 

【事務局】男女１，０００人ずつの合計２，０００人にお願

いして、９１９人の回答を頂きました。 

【桜井会長】この数は想定通りですか。 

【事務局】６割ぐらいはあった方がいいかと思ったのですが、

全体の４０％以上の回答はありました。期待の数字

まではいっていませんが、少なくはないと思ってい

ます。 

【桜井会長】前回の会議で設問数が多すぎるということで数

を絞ってもらったと思うのですが、何割ぐらい減ら

しましたか。 

【事務局】当初は４７の質問を用意していましたが、最終的

には２０問となっています。 

【田代委員】アンケートについて、同じような内容で他の市

町でも行っているようですが、みよし市の地域特性

が見えるものがあれば教えていただきたいです。 



【事務局】設問を２０問に絞ったため、特殊性のある質問に

関しては控えさせていただきました。 

【田代委員】ゲートキーパーはどのような方を対象に養成し

ていく予定ですか。 

【事務局】アンケートの中に記載したのは、地域のかかりつ

け医師、保健師、精神保健福祉従事者、行政の相談

窓口職員、地域の活動をしているボランティア、児

童更生員、民生委員、手話のお手伝いをしていただ

いている人など、幅広く受けていただける人がいれ

ばと思っております。 

【久野委員】たとえば老人会がゲートキーパーをやるという

のはいいのですか。 

【事務局】将来的にはそのようにしたいのですが、今年、来

年といわれるとまだ準備が出来ないと思うので、ま

ず市の職員で養成・研修できる形を整えてからとい

うことになります。 

【塩之谷委員】違う市で、要請をしたいということで市の職

員さんたちが保健所に研修に行き、その人たちが来

年度から色々な課で実行して広げていく、というこ

とをやり始めているので、ぜひ保健所も使ってくだ

さい。 

【廣田委員】４１ページの施策７「勤務問題による自殺対策 

の推進」ですが、これは市の職員の方が対象にな 

っているかと思うのですが、長時間労働の是正や 

職場のメンタルヘルス対策の推進はどの方が対象 

となるのでしょうか。 

【事務局】現在の内容は、主にみよし市の職員が対象となっ

ています。 

【廣田委員】自治体だけではなかなか支えきれないことがあ

りますので、地域の職員で連携して実施していくこ

とが重要になるかと思います。 

【事務局】ご指摘の通りで、市役所の組織では産業課が職務

を担当しておりますので、こちらの方に産業課を絡

めて進めていくことが必要になるかと感じました。 

【桜井会長】ありがとうございました。この計画案でパブリ

ックコメントを募集し、その結果を反映させて計画

の策定を進めてください。自殺の対策というのはな

かなか奥が深くて難しい部分もありますが、よろし

くお願いいたします。 

 

（２）母子支援事業（みよし市版ネウボラ）の実施について 

【桜井会長】続きまして、議題（２）母子支援事業（みよし

市版ネウボラ）の実施について、事務局より説明を



お願いします。 

【事務局】 

（母子支援事業（みよし市版ネウボラ）の実施について 

 説明） 

【桜井会長】ただいまの説明について、質問がありましたら 

    お願いします。 

【桜井会長】今までのところ外国の方のホームヘルプ事業や

産後ケア事業についての申請はたまたま無かった

ということですか。 

【事務局】相談はありましたが、旦那さんが仕事をお休みし

て支援することになったため申請には至らず、いい

方向での利用しないということになりました。 

旦那さんは日本語ができて奥さんは日本語ができな

い場合、相談にはご夫婦で来られるのですが、実際

に私たちが訪問に行くときは日本語が話せないお母

さんとホームヘルプの担当者のみになるので、言語

の面でも課題が出てくるかと思います。 

【桜井会長】そうですね。皆が外国語を話すというわけにも

いかず、なかなか難しいですね。 

【事務局】毎週月曜日の午前中にポルトガル語の通訳の方に

家庭訪問をしてもらっていますが、最近だと国が多

岐に渡っており、英語なら話せるという人もいれば

ネパール語だけしか話せないという場合もありま

す。 

【塩之谷委員】外国語に関しては保健所も常に困っています。

愛知医療通訳システムというものがあり、契約をす

ると１回３，０００円で通訳の方に来て頂いて、そ

の方と一緒に乳幼児の訪問など行ったりすること

ができます。ネパール語に関しては言語対応してい

ないので、保健所では国際交流協会などで、ネパー

ル語を話せる方と知り合って協力していただくこ

ともありましたので、何とかできる方法もあるかも

しれないと思いました。 

【桜井会長】一応、対策の道はあるということですね。 

他にはよろしいでしょうか。よろしければ、これか

らも安心して出産・子育てを出来る環境づくりに努

めていければと思います。 

 

【桜井会長】それでは本日予定しておりました議事はすべて

終了となります。 

ありがとうございました。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


