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〇 文中の「アンケート」とは、平成29年度に実施した「八幡平市健康づくり21プラン（第３次）

策定に係るアンケート調査」のことを指します。 

 

〇 年度の表記について 

策定時点では平成31年４月より後の元号が決まっていないため、本文中、平成30年度までは和

暦のみの表記、それ以降については、策定時点の元号での和暦表記と西暦表記の併記（例：平成32

（2020）年度）を基本としました。 

なお、表及びグラフ中については、策定時点の元号での和暦のみの表記を基本としました。 

 

〇 本計画におけるアンケート調査は、公立大学法人岩手県立大学地域協働研究「住民・関係機関参

画型健康増進計画の策定に関する研究」の一環として、岩手県立大学の支援のもとに実施しまし

た。 
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第１章 基本的事項 
１ 計画策定の背景と趣旨 
我が国の自殺対策は、平成18年に「自殺対策基本法」の制定により大きく前進し、それまで、個人

の問題とされてきた自殺が、社会的な問題と認識されるようになりました。しかし、それでも自殺者

数は毎年2万人を超える状況で推移しており、非常事態が続いていると言わざるを得ません。 

「誰も自殺に追い込まれることのない社会」の実現を目指して、総合的に推進されてきた自殺対策

は、平成28年の自殺対策基本法の改正で「生きることの包括的な支援」として展開され、全ての人が

健康で生きがいを持って暮らすことができるよう、地域づくり、社会づくりとして推進されることと

なりました。 

この間、本市においても国や県の指針及び「八幡平市健康づくり21プラン」に基づき、さまざまな

取り組みを行ってきたところですが、改正された自殺対策基本法において定められた「市町村自殺対

策計画」として「いのち支えあう 八幡平市自殺対策計画」を策定することとしました。 

この計画を指針として、市民、各関係機関・団体等と有機的な連携を強化しながら、「生きること

の包括的な支援」を推進し、市民一人一人がかけがえのない個人として尊重され、「誰も自殺に追い

込まれることのない社会」「いのち支えあう八幡平市」を目指します。 

 

 

２ 計画の位置づけ 
本計画は、「自殺対策基本法」に基づき、「自殺総合対策大綱」の趣旨を踏まえつつ、本市の自殺

対策を総合的に推進していくための計画であり、具体的な行動計画も含んでいます。 

また、「第２次八幡平市総合計画」を上位計画とし、「八幡平市健康づくり21プラン（第３次）」

の健康増進計画及び食育推進計画と一体で策定するもので、市の他の福祉等に関する計画や「岩手県

自殺対策アクションプラン」など関連ある計画と整合性を図ります。  



 

2 

 

３ 計画の期間 
本計画は、平成30年度から平成35（2023）年度までの６カ年計画として策定します。ただし、「自

殺対策基本法」または「自殺総合対策大綱」が見直された場合など、必要に応じて見直しを行うこと

とします。 

 

 

 

 

 

  

岩手県自殺対策キャラクター 

“アイばあちゃん” 

アイばあちゃんの「アイ」は

⽀え合いの「アイ」、 

Iwate の「アイ」 

です。 
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第２章 八幡平市の自殺の現状 
１ 自殺に関する統計 
本計画の自殺の統計資料は、警察庁の「自殺統計」に基づき内閣府（平成28年３月集計分から厚生

労働省）が作成した『地域における自殺の基礎資料』を使用しています。自殺の統計には厚生労働省

の「人口動態統計」もあり、２つの統計には以下のような違いがあります。 

 

（１）自殺者数と自殺死亡率の推移 

本市の自殺者数は10人前後で増減を繰り返しながら推移しており、自殺死亡率（人口10万人当た

りの自殺者数）は平成25年以降増加傾向となっています（図１、図２）。 

 

出典：警察庁自殺統計 自殺日/住所地       

厚生労働省「人口動態統計」と警察庁「自殺統計」の違い 

 人口動態統計 自殺統計 

対象者 日本における日本人 日本における外国人を含む総人口 

調査時点 住所地を基に死亡時点で計上 
発見地を基に自殺死体発見時点（正

確には認知）で計上 

事務手続き上 

（訂正報告）の差異 

自殺、他殺あるいは事故死のいずれか

不明の時は、自殺以外で処理してお

り、死亡診断書等について作成者から

自殺の旨訂正報告がない場合は、自殺

に計上しない。 

捜査等により、自殺であると判明した

時点で、自殺統計原票を作成して計上

する。 
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出典：警察庁自殺統計 自殺日/住所地       

 

（２）男女別・年代別の現状 

男女別割合では、男性が71％を占めています（図３）。 

平成23年以降、６年間の自殺者数の状況は、男性で40歳代～60歳代が多く、女性では80歳以上で

多くなっています（図４）。 

 

出典：警察庁自殺統計 自殺日/住所地                
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出典：警察庁自殺統計 自殺日/住所地  

 

（３）職業別の現状 

男性では「自営業・家族従業者」「被雇用・勤め人」「年金・雇用保険等生活者」「その他の無職

者」でほぼ同じ割合となっています。女性では、「年金・雇用保険等生活者」が多くなっています

（図５）。 

 

出典：警察庁自殺統計 自殺日/住所地  
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（４）原因・動機別の現状 

原因・動機別では「健康問題」と「経済・生活問題」が多く、次いで「家庭問題」「勤務問題」の

順になっており、概ね全国と同様の傾向です。男性では「経済・生活問題」、女性では「健康問題」

が最も多くなっています（図６、図７）。 

 

出典：警察庁自殺統計 自殺日/住所地        

 

※出典：警察庁自殺統計 自殺日/住所地        

※自殺統計では、遺書等の自殺を裏付ける資料により明らかに推定できる原因・動機を自殺者1人につ

き３つまで計上可能としている。 
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２ 市民へのアンケート調査から 
（１）生活の充実感について 

毎日の生活が「充実している」「どちらかといえば充実している」と回答した人の割合は69.5％で

す。年代別では、80歳代で「充実していない」と回答した人の割合が高率です。 

 

 

 

（２）睡眠の状況 

睡眠を「十分に取れていない」「どちらかといえば取れていない」と回答した人は、全体で33.3％

おり、10・20歳代～50歳代の各年代で約40～50％と高い状況です。 

 

 

毎日の生活が充実していますか。（全体） 毎日の生活が充実していますか。（年代別） 

睡眠は十分に取れていますか。（全体） 睡眠は十分に取れていますか。（年代別） 
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（３）ストレスの状況 

最近1か月間の悩みや強いストレスに関しては、男性の41.1％、女性の51.9％が「あった」と回答

しています。年齢別に見ると、10・20歳代～50歳代のほか、80歳以上の年代でストレスを感じていま

す。 

 

 

 

 

この 1 か月間に悩みや強いストレスがありましたか。（男女別） 

この 1 か月間に悩みや強いストレスがありましたか。（年代別） 



 

9 

 

（４）相談相手や相談機関について 

相談相手が「身近にいる」と回答した人は、男性で70.2％、女性で83.3％となっています。また、

公的機関や専門家などの相談機関については、どの年代でも約半数の人が「知らない」と回答してい

ます。 

 

 

 

 

心配事や悩みを相談できる人が身近にいますか。（男女別） 

相談・受診できる医療機関や公的機関、専門家を知っていますか。（年代別） 
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（５）精神疾病と自殺の関連について 

うつ病などの精神疾病と自殺の関係が深いと「知っている」と回答した人は、10・20歳代～50歳代

の年代で60％以上あり、70歳代以上では「知っている」と回答した人の割合は低くなっています。 

 

 

 

 

  

こころの病気（うつ病など）と自殺の関連が深いことを知っていますか。（年代別） 
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第３章 計画の基本的な考え方 
１ 自殺対策の基本方針 
（１）生きることへの包括的な支援 

全ての人がかけがえのない個人として尊重されるとともに、生きがいや希望をもって暮らすことが

できるよう、「生きることへの包括的な支援」として、その妨げとなる諸要因を減らす取り組みと、

生きることを支え、促進するための取り組みの双方からの支援を推進していくことが重要です。 

 

（２）関連する分野との連携の強化 

自殺対策は、精神保健的な視点だけではなく、社会・経済的な視点も含め、福祉、教育、労働、そ

の他の関連施策との有機的な連携を図り、総合的に展開していくことが必要です。 

 

（３）対応の段階とレベルごとの対策との効果的な連動 

自殺の事前予防、自殺発生の危機対応及び自殺または自殺未遂後の事後対応の段階ごとの施策に加

え、対人支援、地域連携、社会制度の３つのレベルに分けて対策を考え、有機的に連動させることが

必要です。 

 

（４）実務と啓発の推進 

自殺は「誰にでも起こり得る危機」という認識とともに、社会全体の偏見をなくし、誰でも援助を

求めることができるよう、広報活動、教育活動に取り組むことが必要です。 

 

（５）関係者の役割の明確化と連携・協働の構築 

「誰も自殺に追い込まれることのない社会」の実現のために、国、地方公共団体、民間団体、企業

等が、それぞれの果たすべき役割を明確にし、共有した上で相互の連携・協働の仕組みを構築するこ

とが重要です。  
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２ 計画の数値目標 
（１）全体目標 

 

 

国は、「自殺総合対策大綱」の中で、平成27年の自殺死亡率と比べて30％以上減少させ、平成38

（2026）年までに自殺死亡率を13.0以下とすることを数値目標としています。 

本市においては、平成26年の自殺死亡率39.2から30％以上の減少（自殺死亡率27.4以下）を目

標とします。 

 

 

 

本市の直近６年間（平成23年から平成28年まで）の自殺者数は62人で、年間平均自殺者数は

10.3人でした。年間平均自殺者数を30％以上減少させることとし、今後６年間（平成30年から平成

35（2023）年まで）の自殺者数を42人以下（平均７人以下／年）とすることを目標とします。 

 

  

平成35(2023)年の自殺死亡率を27.4以下とします。

今後６年間の年間平均自殺者数を７人以下とします。
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（２）成果目標 

本計画では、自殺死亡率や自殺者数だけでなく、自殺の背景にある問題の解決状況として、計画の

推進による「成果目標」を掲げます。 

 

目標項目 現状値(※) 目標値 

毎日の生活が充実している人の割合の増加 69.5％ 80％以上 

十分な睡眠を取れていない（熟睡できていない）

人の割合の減少 

全体 33.3％ 12.6％ 

10～20歳代 52.5％ 40％以下 

30～50歳代 39.3％ 25％以下 

60～80歳代 20.5％ 15％以下 

最近1か月でストレスがかなりたまった人の割合の減少 47.0％ 30％以下 

身近に相談相手のいない人の割合の減少 19.6％ 10％以下 

悩み等の相談・受診場所や公的機関を知っている人の割合の増加 48.7％ 60％以上 

※出典：アンケート 
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第４章 具体的な取り組み 
１ 基本施策 
（１）自殺対策を支える人材育成の強化 

自殺の危険性が高まっている人の早期発見、早期対応を図るため、自殺の危険を示すサインに気づ

き、適切な対応ができる人材等を養成します。 

 

➀ ゲートキーパーの養成 

事業・取り組み 内容 関係課等 

ゲートキーパー養成研修 

自殺の危険を示すサインに気づき、声をかけ、話を聞

いて、必要な支援につなぎ、見守る「ゲートキーパー」

の養成を行います。 

地域で活動する支援者、関係部署の職員や学校の教職

員等を対象に研修会を実施します。 

健康福祉課 

 

➁ 窓口や相談業務に携わる職員等に対する知識の普及 

事業・取り組み 内容 関係課等 

精神保健福祉基礎研修 

申請や相談窓口等、市民と接する機会の多い関係課の

職員等を対象に、精神保健の基礎的知識を学ぶための

研修を実施します。 

健康福祉課 

養護教諭研修会 
小・中学校の養護教諭を対象に、健康相談等について

の研修を実施します。 
健康福祉課 

 

取り組みの指標 

事業・取り組み 指標 平成35年度目標 

ゲートキーパー養成研修 ゲートキーパー養成研修の受講者数 
（平成35（2023）年度までに） 

累計200人 

精神保健福祉基礎研修 研修会開催回数 １回 

養護教諭研修会 研修会開催回数 １回 
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『ゲートキーパー』とは 

 

 ゲートキーパーとは、悩んでいる人に気づき、声をかけ、話を聞いて、必要な支援につなげ、

見守る人のことです。 

 

【ゲートキーパーの役割】 

気づき 家族や仲間、身近な人などの変化に気づいて、声をかける。 

傾 聴 本人の気持ちを尊重し、話に耳を傾ける。 

つなぎ 早めに専門家に相談するよう促す。 

見守り 温かく寄り添いながら、じっくりと見守る。 

 

 

 

 

ゲートキーパーに求められる役割は、それぞれの立場によって多少異なります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：「ゲートキーパー養成研修用テキスト」内閣府

 

それぞれの立場におけるゲートキーパーの役割 

専門職（精神医療・専門機関）など 

高い専門性、問題解決 

医療・福祉、相談機関など 

問題の抽出、対応、連携 

住民組織、ボランティアなど 

見守り、共生、気軽な相談 
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（２）住民への啓発と周知 

自殺に追い込まれるという危機は「誰にでも起こり得る危機」であり、悩みを抱えたり自殺を考え

たりしている人に周囲が気づき、相談窓口につなげていけるよう、自殺対策に関する情報提供と意識

啓発に取り組みます。 

 

➀ 自殺予防週間や自殺対策強化月間における啓発事業の実施 

事業・取り組み 内容 関係課等 

自殺予防週間や自殺対策強化

月間における啓発事業 

広報誌への掲載やポスター掲示等により、自殺予防週

間と自殺対策強化月間を周知します。また、店頭キャ

ンペーンや講演会等、集中的な啓発を行います。 

健康福祉課 

 

➁ 自殺や自殺関連等に関する正しい知識の普及 

事業・取り組み 内容 関係課等 

健康教育等の実施 

こころの健康や自殺に関する正しい知識について、講

演会や出前講座等、健康教育の機会を通して普及啓発

を図ります。 

健康福祉課 

精神疾患等についての 

普及啓発 

自殺との関連性が深いうつ病など精神疾患に対する正

しい知識について、講演会の開催やリーフレットの配

布等を通して普及啓発を図ります。 

健康福祉課 

 

➂ 統計資料の活用及び自殺関連情報の提供 

事業・取り組み 内容 関係課等 

自殺関連情報の提供 

人口動態統計及び警察庁自殺統計、救急統計等の関連

統計を活用し、本市における自殺の傾向等を把握する

とともに、自殺に関連する情報を提供します。 

健康福祉課 

防災安全課 

 

取り組みの指標 

事業・取り組み 指標 平成35年度目標 

自殺予防週間や自殺対策強化

月間における啓発事業 

普及啓発キャンペーンでの啓発グッズ等

の配布者数 
3,000人 

精神疾患等についての 

普及啓発 

うつ病やうつ病の自己チェック等につい

ての啓発リーフレット配布数 
全戸配布 
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『自殺予防週間』『自殺対策強化月間』について 

 

 広く自殺対策の重要性に関する理解と関心を深めるとともに、自殺対策の総合的な推進に資す

るため、平成28 年４月に改正された自殺対策基本法の第７条に規定されました。 

 ９月10 日の「世界自殺予防デー」に合わせて、９月10 日から９月16 日までは「自殺予防週

間」とされています。また、国は例年自殺者数の最も多い３月を「自殺対策強化月間」と定めて

います。どちらも全国でさまざまな啓発活動等が集中的に行われます。 
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（３）生きることの促進要因への支援 

自殺対策は、「生きることの阻害要因」を減らすことと併せて、「生きることの促進要因」を増や

すことで、社会全体の自殺のリスクを低下させます。 

こころの健康づくりの取り組みを推進し、居場所づくりやハイリスク者への支援を行います。 

 

➀ 地域におけるこころの健康づくりの推進 

事業・取り組み 内容 関係課等 

健康教育等の実施 

（再掲） 

こころの健康や自殺に関する正しい知識について、講

演会や出前講座等、健康教育の機会を通して普及啓発

を図ります。 

健康福祉課 

精神保健相談 
こころの悩みや不安など、こころの健康について、専

門医による相談会を実施し、適切な支援を行います。 
健康福祉課 

地域コミュニティ活動支援 
地域振興協議会の運営に資する講演会等を開催し、人

材育成を行い、地域の活性化を図ります。 
地域振興課 

体育振興事業 

幼児から高齢者まで幅広い世代がスポーツに親しみ、

心身の健康増進を図るため、スポーツ活動を充実しま

す。 

地域振興課 

つどいの広場事業 

保育所等を利用していない乳幼児とその保護者が相互

に交流を行う場を開設するなど、子育てについての相

談、情報の提供を行います。 

地域福祉課 

ふれあいいきいきサロン事業 
仲間づくりや介護予防を目的に、身近な場所で気軽に

参加できるふれあいの場づくりを支援します。 
健康福祉課 

 

➁ 学校におけるこころの健康づくりの推進 

事業・取り組み 内容 関係課等 

教育相談 

児童・生徒の相談内容に応じて、担任、養護教諭、教育

相談担当者、特別支援教育コーディネーター等と連携

して、相談体制の充実を図ります。 

教育指導課 
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➂ 職場におけるこころの健康づくりの推進 

事業・取り組み 内容 関係課等 

勤労者のメンタルヘルスに関

する情報発信 

事業主や働く人等に向けたリーフレットの配布、関係

課等への配置を行い、普及啓発を図ります。 
健康福祉課 

 

➃ うつ病やその他精神疾患等への対策 

事業・取り組み 内容 関係課等 

精神保健相談 

（再掲） 

こころの悩みや不安など、こころの健康について、専

門医による相談会を実施し、うつ病等の懸念がある人

には、受診勧奨します。 

健康福祉課 

うつスクリーニングの実施 
産婦、成人、高齢者に対してうつに関するスクリーニ

ングを実施し、適切な支援や治療につなげます。 
健康福祉課 

 

➄ 自殺未遂者への支援 

事業・取り組み 内容 関係課等 

精神保健相談 

（再掲） 

自殺未遂者やその家族等に対し、こころの健康に関す

る相談に応じて、適切な支援のあり方を検討します。 
健康福祉課 

 

➅ 遺された人への支援 

事業・取り組み 内容 関係課等 

自死遺族交流会の周知 

大切な家族等を自死で亡くした方の気持ちを分かち合

う場や相談対応について、情報提供や普及啓発を行い

ます。 

健康福祉課 

 

➆ 各種相談体制の整備と相談窓口の周知 

事業・取り組み 内容 関係課等 

健康相談 
生活習慣病やその他の疾病に関する健康相談、精神保

健に関する相談等を実施します。 
健康福祉課 

障がい者福祉等の相談 
関係機関との連携のもと、障がい者及び家族の相談に

対応します。 
地域福祉課 
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事業・取り組み 内容 関係課等 

地域包括支援センターによる

相談 

高齢者を対象に、ケアマネジャーや保健師、社会福祉

士が、介護・福祉・医療等さまざまな面から支援しま

す。 

健康福祉課 

教育相談 

（再掲） 

児童・生徒の相談内容に応じて、担任、養護教諭、教育

相談担当者、特別支援教育コーディネーター等と連携

して、相談体制の充実を図ります。 

教育指導課 

市税及び公共的料金等の相談 
市税や後期高齢者医療保険料、水道料金等の公共的料

金の納入に関する相談に対応します。 

税務課・市民課・地

域福祉課・農林課・

建設課・学校給食セ

ンター・上下水道課

児童虐待に関する相談 
児童虐待の防止及び早期発見に努めるとともに、相談

や支援を行います。 

地域福祉課 

教育指導課 

ＤＶ相談 
配偶者やパートナー等から暴力を受けた方への相談や

支援を行います。 
地域福祉課 

ひとり親家庭に対する相談 
ひとり親家庭の児童・生徒の養育、生活等の相談に対

応します。 
地域福祉課 

人権相談 差別、いじめ、嫌がらせなどの人権相談に対応します。 市民課 

消費生活相談 
悪徳商法、多重債務などの相談に対応し、関係機関と

連携して解決にあたります。 
市民課 

相談窓口一覧の普及 
多分野の相談窓口情報を市ホームページやリーフレッ

ト等により周知します。 
健康福祉課 

こころの健康に関する相談窓

口や医療機関の紹介 

こころの健康に関する情報提供や相談窓口、医療機関

情報を掲載したパンフレットを作成します。 
健康福祉課 

子育て関連窓口の周知 

「はちまんたい子育て応援ガイドブック」等を活用し

て、子育て支援や育児相談、各種制度等について啓発

します。 

地域福祉課 

 

取り組みの指標 

事業・取り組み 指標 平成35年度目標 

精神保健相談 相談延べ件数 
（平成35（2023）年度までに） 

累計60件 

うつスクリーニングの実施 成人うつスクリーニング調査回収率 40％ 
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（４）地域におけるネットワークの強化 

失業、多重債務、生活困窮などの社会的要因は、こころの悩みを引き起こし、こころの健康に不調

をもたらすなど、自殺の危険性を高める要因となることから、さまざまな関係機関・団体と連携した

取り組みを展開できるネットワークの構築を進め、地域全体で自殺対策を推進します。 

➀ 関係機関や民間団体との連携体制の整備 

事業・取り組み 内容 関係課等 

自殺対策推進の庁内ネット

ワークづくり 

市長をトップとした庁内ネットワークを構築し、各課

の横断的な連携体制を整備します。 
健康福祉課 

関係機関との連携体制づくり 

市民、医療、福祉、教育、労働、警察等、幅広い関係者

で構成する自殺対策ネットワークを設立し、有機的な

連携を進めます。 

健康福祉課 

生活困窮者自立相談支援事業 

生活に困窮した人が抱える個々の問題について相談を

受け、情報の共有や支援の検討を行い、生活困窮者の

自立の促進を図ります。 

地域福祉課 

 

取り組みの指標 

事業・取り組み 指標 平成35年度目標 

自殺対策推進の庁内ネット

ワークづくり 
八幡平市自殺対策庁内連絡会開催数 ２回 

生活困窮者自立相談支援事業 新規相談件数 
（平成35（2023）年度までに） 

累計90件 
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（５）児童・生徒の自殺対策に資する教育の推進 

いじめを苦にした自殺予防のため、いじめの兆候を把握して、迅速に対応します。また、問題の解

決策を知らないために支援を得ることができず、自殺に追い込まれることにならないよう、児童・生

徒が、命や暮らしの危機に直面したときに助けを求めることを学ぶ教育を推進します。 

➀ いじめの防止等の対策 

事業・取り組み 内容 関係課等 

いじめアンケートの実施 
児童・生徒を対象にいじめアンケートを定期的に実施

し、早期発見、早期対応を図ります。 
教育指導課 

 

➁ ＳＯＳの出し方に関する教育の推進 

事業・取り組み 内容 関係課等 

道徳教育、保健学習の充実 

命の大切さ、心と体の相互関係、不安や悩みへの対処

方法などについて、児童・生徒の理解を深めるよう、道

徳教育や保健学習の充実を図ります。 

健康福祉課 

教育指導課 

 

取り組みの指標 

事業・取り組み 指標 平成35年度目標 

いじめアンケートの実施 
いじめアンケートを年３回以上実施する 

市内小・中学校数 
14校 

道徳教育、保健学習の充実 
ＳＯＳの出し方に関する教育を実施する 

市内小・中学校数 
14校 
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２ 重点施策（ターゲットを絞った対策） 
本計画では、５つの基本方針に基づき、総合的な自殺対策を推進していきます。 

それとともに、本市における自殺の現状と課題を踏まえ、重点的に取り組まなければならない施策

を抽出し、重点施策として実施していくこととします。 

 

（１）高齢者の自殺対策 

本市の高齢化率は年々増加しており、平成29年（９月末）は37.6％でした。65歳以上の老年人口

は平成32（2020）年を境に減少に転じるものと見込まれていますが、総人口の推計は今後も減少が続

く見通しとなっており、これに伴い高齢化率は増加していくことが予測されます。 

自殺の現状において、男女ともに60歳代以上の高年齢層での割合が高くなっていることを考慮し、

高齢者の自殺対策について特に重点的に取り組みます。 

 

 

出典：人口は「国立社会保障・人口問題研究所」のデータに基づく推計値   
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➀ 健康問題を抱える高齢者に対する取り組み 

事業・取り組み 内容 関係課等 

うつスクリーニングの実施 

（再掲） 

うつ項目のハイリスク高齢者について、訪問相談等を

実施し、適切な支援につなげます。 
健康福祉課 

精神保健相談 

（再掲） 

不安やこころの悩みなど、高齢者のこころの健康につ

いて、専門医による相談会を実施し、適切な支援を行

います。 

健康福祉課 

地域包括支援センターによる

相談 

（再掲） 

高齢者を対象に、ケアマネージャーや保健師、社会福

祉士が、介護・福祉・医療等、さまざまな面から支援し

ます。 

健康福祉課 

相談窓口一覧の普及 

（再掲） 

各種専門相談窓口の情報を掲載したチラシ等の媒体を

作成し、配布します。 
健康福祉課 

 

➁ 孤独・孤立予防のための地域づくりと連携 

事業・取り組み 内容 関係課等 

ふれあいいきいきサロン事業 

（再掲） 

仲間づくりや介護予防を目的に、身近な場所で気軽に

参加できるふれあいの場づくりを支援します。 
健康福祉課 

関係機関との連携体制づくり 

（再掲） 

地域包括支援センターやケアマネージャー、民生委員

など、高齢者の生活を支える関係機関等との連携を強

化します。 

健康福祉課 

地域福祉課 
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 ○自殺対策基本法（平成18年法律第85号） 

  最終改正：平成28年法律第11号 

 

目次 

第一章 総則（第一条―第十一条） 

第二章 自殺総合対策大綱及び都道府県自殺対策計

画等（第十二条―第十四条） 

第三章 基本的施策（第十五条―第二十二条） 

第四章 自殺総合対策会議等（第二十三条―第二十

五条） 

附則 

 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、近年、我が国において自殺に

よる死亡者数が高い水準で推移している状況にあ

り、誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現

を目指して、これに対処していくことが重要な課題

となっていることに鑑み、自殺対策に関し、基本理

念を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らか

にするとともに、自殺対策の基本となる事項を定め

ること等により、自殺対策を総合的に推進して、自

殺の防止を図り、あわせて自殺者の親族等の支援の

充実を図り、もって国民が健康で生きがいを持って

暮らすことのできる社会の実現に寄与することを目

的とする。 

 

（基本理念） 

第二条 自殺対策は、生きることの包括的な支援と

して、全ての人がかけがえのない個人として尊重さ

れるとともに、生きる力を基礎として生きがいや希

望を持って暮らすことができるよう、その妨げとな

る諸要因の解消に資するための支援とそれを支えか

つ促進するための環境の整備充実が幅広くかつ適切

に図られることを旨として、実施されなければなら

ない。 

２ 自殺対策は、自殺が個人的な問題としてのみ捉

えられるべきものではなく、その背景に様々な社会

的な要因があることを踏まえ、社会的な取り組みと

して実施されなければならない。 

３ 自殺対策は、自殺が多様かつ複合的な原因及び

背景を有するものであることを踏まえ、単に精神保

健的観点からのみならず、自殺の実態に即して実施

されるようにしなければならない。 

４ 自殺対策は、自殺の事前予防、自殺発生の危機

への対応及び自殺が発生した後又は自殺が未遂に終

わった後の事後対応の各段階に応じた効果的な施策

として実施されなければならない。 

５ 自殺対策は、保健、医療、福祉、教育、労働そ

の他の関連施策との有機的な連携が図られ、総合的

に実施されなければならない。 

 

（国及び地方公共団体の責務） 

第三条 国は、前条の基本理念（次項において「基

本理念」という。）にのっとり、自殺対策を総合的

に策定し、及び実施する責務を有する。 

２ 地方公共団体は、基本理念にのっとり、自殺対

策について、国と協力しつつ、当該地域の状況に応

じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。 

３ 国は、地方公共団体に対し、前項の責務が十分

に果たされるように必要な助言その他の援助を行う

ものとする。 

（事業主の責務） 

第四条 事業主は、国及び地方公共団体が実施する

自殺対策に協力するとともに、その雇用する労働者

の心の健康の保持を図るため必要な措置を講ずるよ

う努めるものとする。 

 

（国民の責務） 

第五条 国民は、生きることの包括的な支援として

の自殺対策の重要性に関する理解と関心を深めるよ

う努めるものとする。 

 

（国民の理解の増進） 

第六条 国及び地方公共団体は、教育活動、広報活

動等を通じて、自殺対策に関する国民の理解を深め

るよう必要な措置を講ずるものとする。 

（自殺予防週間及び自殺対策強化月間） 

第七条 国民の間に広く自殺対策の重要性に関する

理解と関心を深めるとともに、自殺対策の総合的な

推進に資するため、自殺予防週間及び自殺対策強化

月間を設ける。 

２ 自殺予防週間は九月十日から九月十六日までと

し、自殺対策強化月間は三月とする。 



 

26 

 

３ 国及び地方公共団体は、自殺予防週間において

は、啓発活動を広く展開するものとし、それにふさ

わしい事業を実施するよう努めるものとする。 

４ 国及び地方公共団体は、自殺対策強化月間にお

いては、自殺対策を集中的に展開するものとし、関

係機関及び関係団体と相互に連携協力を図りなが

ら、相談事業その他それにふさわしい事業を実施す

るよう努めるものとする。 

 

（関係者の連携協力） 

第八条 国、地方公共団体、医療機関、事業主、学

校（学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第

一条に規定する学校をいい、幼稚園及び特別支援学

校の幼稚部を除く。第十七条第一項及び第三項にお

いて同じ。）、自殺対策に係る活動を行う民間の団

体その他の関係者は、自殺対策の総合的かつ効果的

な推進のため、相互に連携を図りながら協力するも

のとする。 

 

（名誉及び生活の平穏への配慮） 

第九条 自殺対策の実施に当たっては、自殺者及び

自殺未遂者並びにそれらの者の親族等の名誉及び生

活の平穏に十分配慮し、いやしくもこれらを不当に

侵害することのないようにしなければならない。 

 

（法制上の措置等） 

第十条 政府は、この法律の目的を達成するため、

必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じ

なければならない。 

 

（年次報告） 

第十一条 政府は、毎年、国会に、我が国における

自殺の概況及び講じた自殺対策に関する報告書を提

出しなければならない。 

第二章 自殺総合対策大綱及び都道府県自殺対策計

画等 

 

（自殺総合対策大綱） 

第十二条 政府は、政府が推進すべき自殺対策の指

針として、基本的かつ総合的な自殺対策の大綱（次

条及び第二十三条第二項第一号において「自殺総合

対策大綱」という。）を定めなければならない。 

 

（都道府県自殺対策計画等） 

第十三条 都道府県は、自殺総合対策大綱及び地域

の実情を勘案して、当該都道府県の区域内における

自殺対策についての計画（次項及び次条において

「都道府県自殺対策計画」という。）を定めるもの

とする。 

２ 市町村は、自殺総合対策大綱及び都道府県自殺

対策計画並びに地域の実情を勘案して、当該市町村

の区域内における自殺対策についての計画（次条に

おいて「市町村自殺対策計画」という。）を定める

ものとする。 

 

（都道府県及び市町村に対する交付金の交付） 

第十四条 国は、都道府県自殺対策計画又は市町村

自殺対策計画に基づいて当該地域の状況に応じた自

殺対策のために必要な事業、その総合的かつ効果的

な取り組み等を実施する都道府県又は市町村に対

し、当該事業等の実施に要する経費に充てるため、

推進される自殺対策の内容その他の事項を勘案し

て、厚生労働省令で定めるところにより、予算の範

囲内で、交付金を交付することができる。 

 

第三章 基本的施策 

（調査研究等の推進及び体制の整備） 

第十五条 国及び地方公共団体は、自殺対策の総合

的かつ効果的な実施に資するため、自殺の実態、自

殺の防止、自殺者の親族等の支援の在り方、地域の

状況に応じた自殺対策の在り方、自殺対策の実施の

状況等又は心の健康の保持増進についての調査研究

及び検証並びにその成果の活用を推進するととも

に、自殺対策について、先進的な取り組みに関する

情報その他の情報の収集、整理及び提供を行うもの

とする。 

２ 国及び地方公共団体は、前項の施策の効率的か

つ円滑な実施に資するための体制の整備を行うもの

とする。 

 

（人材の確保等） 

第十六条 国及び地方公共団体は、大学、専修学

校、関係団体等との連携協力を図りながら、自殺対

策に係る人材の確保、養成及び資質の向上に必要な

施策を講ずるものとする。 

 

（心の健康の保持に係る教育及び啓発の推進等） 

第十七条 国及び地方公共団体は、職域、学校、地

域等における国民の心の健康の保持に係る教育及び
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啓発の推進並びに相談体制の整備、事業主、学校の

教職員等に対する国民の心の健康の保持に関する研

修の機会の確保等必要な施策を講ずるものとする。 

２ 国及び地方公共団体は、前項の施策で大学及び

高等専門学校に係るものを講ずるに当たっては、大

学及び高等専門学校における教育の特性に配慮しな

ければならない。 

３ 学校は、当該学校に在籍する児童、生徒等の保

護者、地域住民その他の関係者との連携を図りつ

つ、当該学校に在籍する児童、生徒等に対し、各人

がかけがえのない個人として共に尊重し合いながら

生きていくことについての意識の涵かん養等に資す

る教育又は啓発、困難な事態、強い心理的負担を受

けた場合等における対処の仕方を身に付ける等のた

めの教育又は啓発その他当該学校に在籍する児童、

生徒等の心の健康の保持に係る教育又は啓発を行う

よう努めるものとする。 

 

（医療提供体制の整備） 

第十八条 国及び地方公共団体は、心の健康の保持

に支障を生じていることにより自殺のおそれがある

者に対し必要な医療が早期かつ適切に提供されるよ

う、精神疾患を有する者が精神保健に関して学識経

験を有する医師（以下この条において「精神科医」

という。）の診療を受けやすい環境の整備、良質か

つ適切な精神医療が提供される体制の整備、身体の

傷害又は疾病についての診療の初期の段階における

当該診療を行う医師と精神科医との適切な連携の確

保、救急医療を行う医師と精神科医との適切な連携

の確保、精神科医とその地域において自殺対策に係

る活動を行うその他の心理、保健福祉等に関する専

門家、民間の団体等の関係者との円滑な連携の確保

等必要な施策を講ずるものとする。 

 

（自殺発生回避のための体制の整備等） 

第十九条 国及び地方公共団体は、自殺をする危険

性が高い者を早期に発見し、相談その他の自殺の発

生を回避するための適切な対処を行う体制の整備及

び充実に必要な施策を講ずるものとする。 

 

（自殺未遂者等の支援） 

第二十条 国及び地方公共団体は、自殺未遂者が再

び自殺を図ることのないよう、自殺未遂者等への適

切な支援を行うために必要な施策を講ずるものとす

る。 

 

（自殺者の親族等の支援） 

第二十一条 国及び地方公共団体は、自殺又は自殺

未遂が自殺者又は自殺未遂者の親族等に及ぼす深刻

な心理的影響が緩和されるよう、当該親族等への適

切な支援を行うために必要な施策を講ずるものとす

る。 

 

（民間団体の活動の支援） 

第二十二条 国及び地方公共団体は、民間の団体が

行う自殺の防止、自殺者の親族等の支援等に関する

活動を支援するため、助言、財政上の措置その他の

必要な施策を講ずるものとする。 

 

第四章 自殺総合対策会議等 

（設置及び所掌事務） 

第二十三条 厚生労働省に、特別の機関として、自

殺総合対策会議（以下「会議」という。）を置く。 

２ 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。一 自

殺総合対策大綱の案を作成すること。 

二 自殺対策について必要な関係行政機関相互の調

整をすること。 

三 前二号に掲げるもののほか、自殺対策に関する

重要事項について審議し、及び自殺対策の実施を推

進すること。 

 

（会議の組織等） 

第二十四条 会議は、会長及び委員をもって組織す

る。 

２ 会長は、厚生労働大臣をもって充てる。 

３ 委員は、厚生労働大臣以外の国務大臣のうちか

ら、厚生労働大臣の申出により、内閣総理大臣が指

定する者をもって充てる。 

４ 会議に、幹事を置く。 

５ 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、厚生

労働大臣が任命する。 

６ 幹事は、会議の所掌事務について、会長及び委

員を助ける。 

７ 前各項に定めるもののほか、会議の組織及び運

営に関し必要な事項は、政令で定める。 

 

（必要な組織の整備） 

第二十五条 前二条に定めるもののほか、政府は、

自殺対策を推進するにつき、必要な組織の整備を図

るものとする。 
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  附 則（抄） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を

超えない範囲内において政令で定める日から施行す

る。 

  附 則（抄） ※平成27年法律第66号 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成二十八年四月一日より施

行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各

号に定める日から施行する。 

一・二 （略） 

 

（自殺対策基本法の一部改正に伴う経過措置） 

第六条 この法律の施行の際現に第二十七条の規定

による改正前の自殺対策基本法第二十条第一項の規

定により置かれている自殺総合対策会議は、第二十

七条の規定による改正後の自殺対策基本法第二十条

第一項の規定により置かれる自殺総合対策会議とな

り、同一性をもって存続するものとする。 

 

  附 則（抄） ※平成28年法律第11号 

（施行期日） 

１ この法律は、平成二十八年四月一日から施行す

る。ただし、次項の規定は、公布の日から施行す

る。 

２ （略） 
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