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第１章 計画の概要 

１ 計画策定の趣旨 

全国の年間自殺者数は、平成１０年に急増して以来、１４年連続して３万人を超えると

いう深刻な状況が続いていましたが、現在では平成１０年以前の水準にまで戻っています。

しかし、依然として2万人を超える方々が自ら尊い命を絶たれている事実に変わりはなく、

誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現にむけて取り組んでいく必要があります。 

自殺対策を更に推進していくため、平成２８年４月に自殺対策基本法が改正され、自殺

対策が「生きることの包括的な支援」として実施されるべきこと等を明記されるととも

に、市区町村における「自殺対策計画」の策定が義務付けられました。 

本市では、健康増進計画（平成２７年度～平成３１年度）のこころの健康づくりにおい

て、相談体制の充実やうつ・自殺予防対策、地域のネットワークの構築などの取組を進め

てきました。

こうした流れを踏まえ、更なる自殺対策を推進していくための行動計画として、「加東

市自殺対策計画」を策定し、市民が自殺に追い込まれることのない社会の実現に向け、自

殺対策に取り組んでいくものです。 
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【国】

・自殺対策基本法 

・自殺総合対策大綱

【兵庫県】 

・兵庫県自殺対策計画 

２ 計画策定の位置づけ 

自殺対策基本法（平成１８年法律第８５号）第１３条第２項に基づき、本市の状況に応

じた自殺対策を進めるための方向性や目標を定める計画であり、本市の「第２次加東市総

合計画」を上位計画とし、「加東市健康増進計画」との整合性を図ります。 

また、自殺は、健康問題、経済・生活問題など社会的な問題など、さまざまな要因が複

雑に関係しており、自殺を防ぐためには精神保健的な視点だけではなく、自殺予防対策に

関連性の高い計画の取り組み等との整合性も図っています。

３ 計画の期間 

本計画は、２０１９（平成３１）年度から２０２４（平成３６）年度までを計画期間と

し、２０２５（平成３７）年度からはこころの健康づくり施策に取り組んでいる健康増進計

画と一体的に作成します。 

 なお、社会経済情勢の変化により、計画の見直しが必要な場合は、適宜見直しを行いま

す。 

2018 年度 
（平成 30 年度） 

2019 年度 
（平成 31 年度） 

2020 年度 
（平成 32 年度） 

20121 年度 
（平成 33 年度） 

2022 年度 
（平成 34 年度） 

2023 年度 
（平成 35 年度） 

2024 年度 
（平成 36 年度） 

2025 年度 
（平成 37 年度） 

策定 次期計画 

次期計画 

【関連計画】 

第２次加東市総合計画

加東市自殺対策計画 

自殺対策基本法第１３条第２

項に基づく市町村自殺対策計画

健康・笑顔・まちプラン

（加東市健康増進計画）

健康増進法第８条第２項に

基づく市町村健康増進計画

●障害者基本計画・障害福祉計

画

●加東市子ども・子育て支援事

業計画

●加東市国民健康保険 第３期

特定健康診査等実施計画

●加東市高齢者保健福祉計画・

第７期介護保険事業計画

●加東市地域福祉計画

●加東市男女共同参画プラン

●加東市人権尊重のまちづくり

基本計画

（平成 27年度 

～平成 31年度） 

整合

連携

加東市自殺対策計画 

加東市健康増進計画見直し 
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４ 計画の基本認識 

自殺は個人の自由な意思や選択の結果ではなく、その多くが心理的に追い込まれた末の死

であり、その多くが防ぐことのできる社会的な問題であることを認識し、自殺対策を生きる

ことの包括的な支援として捉え、「誰も自殺に追い込まれることのない社会」の実現を目指

します。 

また、自殺対策は、保健、医療、福祉、教育、労働その他の関連施策と有機的な連携を図

り総合的に実施していくことが重要であることを踏まえ、自分のこころの不調や周囲の悩み

に気づき、家族、地域、関係機関等がつながることにより、孤立感を防ぎ、生きることを支

援する社会環境の整備に努めます。 

５ 目標 

 現 状 本計画 目標 参考 

基準年 平成 27年 

2019（平成31）年～ 

20２3（平成3５）年 

平均  

（5ヵ年平均） 

5ヵ年平均 

自殺死亡率※ 

（人数） 

25.5 

（13人） 

21.7 以下 

（11.1 人以下）＊11人 

17.9 以下 

（9.1人）*9人 

対２8年比 100％ 85％ 70％ 

※人口動態統計による 

【参考】自殺総合対策大綱 

 数値目標：平成38年までに、自殺死亡率を平成27年と比べて30％以上減少 
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【参考：厚生労働省 自殺対策ホームページ】 

 自殺の統計として、「警察庁の自殺統計原票を集計した結果（自殺統計）」と「厚生労働省

の人口動態統計」の２種類があります。「自殺統計」と「人口動態統計」では、以下のとお

り調査対象等に違いがあります。 

１．調査対象の差異 

 「自殺統計」は、総人口（日本における外国人も含む）を対象としているのに対し、「人

口動態統計」は国内における日本人を対象としています。 

２．調査時点の差異 

 「自殺統計」は、発見地を基に自殺死体発見時点（正確には認知）で計上しているのに対

し、「人口動態統計」は住所地を基に死亡時点で計上しています。 

３．事務手続き上（訂正報告）の差異 

 「自殺統計」は、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、

計上しているのに対し、「人口動態統計」は自殺、他殺あるいは事故死のいずれか不明のと

き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訂正報告がない場合

は、自殺に計上していません。 

【自殺実態の分析にあたって】 

 警察庁から提供を受けた自殺統計原票データに基づいて、厚生労働省が毎月集計を行い、

概要資料及び詳細資料を掲載しています。 

 ここでは、厚生労働省が集計した年別の「居住地」「自殺日」の確定値を活用していま

す。 
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第２章 自殺者の現状 

自殺の統計については厚生労働省の自殺の基礎資料（人口動態統計）、自殺統計（警
察統計）、自殺総合対策推進センターの地域自殺実態プロファイルに基づいていま
す。 

１ 本市の現状 

１ 自殺者の現状 

（１）自殺者数の推移 

平成２４年～平成２８年の間に自殺で亡くなった人の数は、４８人（人口動態統計）

で、年間平均の自殺者数は約10人となっています。 

■自殺者数の推移（人口動態統計）

平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 

全国 27,589 27,041 25,218 23,806 21,703  

兵庫県 1,135 1,126 1,080 963 892  

加東市 14 9 7 10 8 

※ 人口は次年の1月1日住民基本台帳による。（外国人を含まない） 

※ 自殺者数は人口動態統計による。（外国人を含まない） 

■自殺者数の推移（自殺統計）

平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 

全国 27,858 27,283 25,427 24,025 21,897 21,127 

兵庫県 1,225 1,180 1,147 1,0３7 924 967 

加東市 14 6 9 13 9 13
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（２）自殺率の推移 

① 平均自殺率（人口 10 万の対自殺者数）の推移 

年毎の自殺率は、平成26年を除いて、国、県よりも高い値となっています。 

■自殺率の推移（人口動態統計） 

平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 

全国 21.0 20.7 19.5 18.5 16.8  

兵庫県 20.7 20.5 19.5 17.6 16.4  

加東市 34.9 22.8 17.8 25.5 20.3 

※ 人口は次年の1月1日住民基本台帳人国による。（外国人を含まない） 

※ 自殺者数は人口動態統計による。（外国人を含まない） 

※ 自殺率は人口10万人当たりの自殺者数 

■自殺率の推移（自殺統計） 

平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 

全国 21.8 21.1 19.6 18.6 17.0 16.5 

兵庫県 21.0 20.5 19.8 18.0 16.5 17.3 

加東市 35.5 15.0 22.5 32.7 22.5 32.2 

（人口動態統計） 
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② ３年間の平均自殺率（人口 10 万の対自殺者数）の推移 

３年間の平均自殺率は、県よりも高い値となっていますが、年々減少傾向となってい

ます。 

■平均自殺率の推移（人口動態統計による） 

平成22年～

平成24年 

平成23年～

平成25年 

平成24年～

平成26年 

平成25年～

平成27年 

平成26年～

平成28年 

平成27年～

平成29年 

兵庫県 21.8 21.1 20.1 19.1 17.8  

加東市 29.9 28.3 25.1 22.1 21.2  

・国、県と比べて自殺率が高いため、自殺対策のより一層の推進が必要です。 

・自殺率は年毎のバラつきがありますが、３年間の平均自殺率は減少しています。こころ

の健康づくりでの取り組み内容が、自殺率減少に効果があったと考えられます。 

（人口動態統計） 
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２ 性別・年代別の自殺者割合 

平成24年から平成２８年までの本市における自殺者について、性別・年代別でみる

と、50歳代男性、60歳代男性、70歳代男性の順で多くなっています。 

また、自殺率では、50歳代以降の男性の自殺率が著しく高く、女性は20歳未満～

40歳代の年代、60歳代、80歳代以降において全国平均より高くなっています。 

■加東市における自殺者の男女・年代別割合（平成 24 年～平成 28年） 

■加東市における自殺率の男女・年代別（平成 24年～平成 28年） 

（資料：自殺実態プロファイル） 

・50歳以降の男性に対する施策を重点的に取組んでいく必要があります。 
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３ 自殺未遂歴の有無            

本市では、平成24年から２８年の5年間の自殺者のうち、自殺未遂歴のあった者

の割合は21.6％であり、全国平均の19.8％と比べてやや高くなっています。 

また、自殺で亡くなった人の5人に1人が、亡くなる前に自殺未遂を経験していた

ということであり、一般的に自殺対策を行ううえで自殺未遂者はハイリスク対象とされ

ています。 

■自殺者における未遂の有無（平成 24 年～平成 28年平均） 

自殺未遂歴 あり なし 不詳 

全 国 24,841（19.8％） 75,488（60.2％） 25,028（20.0％） 

兵庫県 1,161（21.5％） 3,627（67.2％） 611（11.3％） 

加東市 11（21.6％） 32（62.7％） 8（15.7％） 

・自殺未遂者をハイリスク者として認識し、早期に介入・支援を行うことが大切です。 

9
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４ 加東市における自殺リスクが高い対象群 

平成24年～平成28年の5年間における自殺実態について、自殺総合対策推進セン

ターの「地域自殺実態ファイル」により、本市において自殺で亡くなる人に割合が多い属

性（性別・年齢・職業・同居人の有無）による上位５区分が示されました。 

この属性の情報から、本市において自殺者が最も多い区分が「男性・60歳以上・無

職・同居」で、次いで「男性・40～59歳・無職・独居」、「男性・40～59歳・無職・

同居」、「男性・60歳以上・無職・独居」と男性の60歳以上、次に40～59歳が多く

なっています。 

また、女性では、「女性・20～39歳・無職・同居」となっています。 

これらの情報から、本市において推奨される重点施策として、「高齢者」「生活困窮者」

「無職者・失業者」が挙げられました。 

■加東市自殺者の特徴 平成 24 年～平成 28年累計（自殺統計（自殺日・住居地）上位５区分 

上位５区分 
自殺者数 

5年計 
割合 

自殺率*

(10 万対) 
背景にある主な自殺の危機経路**

1 位:男性 60歳以上無職同居 8 15.7% 56.0 
失業（退職）→生活苦＋介護の悩み

（疲れ）＋身体疾患→自殺 

2位:男性 40～59歳無職独居 5 9.8% 1972.4 失業→生活苦→借金→うつ状態→自殺 

3位:男性 40～59歳無職同居 5 9.8% 362.7 
失業→生活苦→借金＋家族間の不和→

うつ状態→自殺 

4位:男性 60歳以上無職独居 5 9.8% 268.1 
失業（退職）＋死別・離別→うつ状態

→将来生活への悲観→自殺 

5位:女性 20～39歳無職同居 4 7.8% 51.0 
DV 等→離婚→生活苦＋子育ての悩み→

うつ状態→自殺 

順位は自殺者数の多さにもとづき、自殺者数が同数の場合は自殺率の高い順としました。 
*自殺率の母数（人口）は平成27年国勢調査を元に自殺総合対策推進センターにて推計しまし
た。 
**「背景にある主な自殺の危機経路」は自殺実態白書2013（ライフリンク）を参考にしてい
ます。（NPO法人ライフリンクが行った500人以上の自殺で亡くなった方についての実態調査
から、自殺は平均すると4つの要因が連鎖して引き起こされており、それらの要因の連鎖プロ
セス（「自殺の危機経路」という。）は、性、年代、職業等の属性によって特徴が異なることが明
らかになりました。上記表の「背景ににある主な自殺の危機経路」は、それぞれのグループが抱
え込みやすい要因とその連鎖のうちの主なものが記載されています。） 

（資料：自殺実態プロファイル） 

・「男性」、「４０歳以上」、「無職」の場合には、「同居・独居」にかかわらず、ハイリスク者

として対応を行うことが大切です。 

・自殺者の特徴の上位５位までが、「無職」となっており、生活困窮や就労支援の取組が重

要です。 
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２ 市民アンケート調査結果（概要） 

（１）調査の目的 

自殺に対する市民の意識などの実態を把握し、今後の施策に反映させるため、市民アン

ケート調査を実施しました。 

（２）調査概要 

■ 調査地域 ：加東市全域 

■ 調査対象 ：２０歳以上の加東市に住民票を有する者 1,000人 

■ 抽出方法 ：まちぐるみ総合健診受診者から抽出 

■ 調査時期 ：平成３０年4月15日（日）～５月8日（火） 

■ 調査方法 ：調査員による留置法（健診会場において調査員が協力を依頼） 

封筒による密封郵送回収（回収期日：5月31日） 

■ 回収状況   ：３２５票（回答率32.５％） 

調査対象 
調査対象者数 

（配布数） 
有効回収数 有効回収率 

加東市に住民票を有する20歳以上

の男女 
1,000 32５ 32.５％ 

※各調査項目の割合は、端数処理しているため 100％にならない場合があります 

■ 回答者の性別 年代 

11
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（３）調査結果 

 ①自殺に関する考え 

 ②相談の利用 

 ③相談対応 

 ④相談窓口 

 ⑤自殺対策 

12
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３ 加東市の基本施策・重点施策 

国の自殺対策の基本方針において、全国的に実施することが望ましい自殺対策事業を基

本施策とし、下記の５つがあげられました。本市でもこれに則り、下記の５つを基本施策

として推進していきます。 

（１）基本施策（第３章）

（２）重点施策（第４章）

本市では、市の自殺実態を踏まえ、自殺対策を推進していく必要があり、自殺総合対策

推進センターにおいて、自治体ごとに自殺実態を分析し、地域特性を考慮した自殺対策パ

ッケージ（地域自殺実態プロファイル【２０１７】）が出されました。 

加東市において推奨される重点パッケージから、以下の３つを重点施策として取り組ん

でいきます。 

１ 地域におけるネットワークの強化 

２ 自殺対策をささえる人材の養成 

３ 住民への啓発と周知 

４ 生きることの促進要因への支援 

５ 児童生徒のSOSだし方に関する教育 

１ 高齢者対策 

２ 生活困窮者対策 

３ 無職者・失業者対策 
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第３章 自殺対策推進のための基本施策

１ 地域におけるネットワークの強化 

自殺の多くは、家庭や学校、職場の問題、健康問題など様々な要因が関係しているもの

であり、それらに適切に対応するためには、地域の多様な関係者が連携、協力して、実効

性のある施策を推進していくことが重要です。このため、自殺対策に係る相談支援機関等

の連携を図り、ネットワークの強化を進めます。 

（１）地域における連携・ネットワークの強化 

取組

（事業名） 内容 担当課・団体 

加東市健康づく

り推進協議会 

関係機関や民間団体、市民代表などで構成する加東市

健康づくり推進協議会において、関係機関などとの連

携を強化し、社会全体での取組を推進していきます。 

[継続] 

健康課 

こころの健康づ

くりネットワー

ク会議 

庁内関係機関などで構成するこころの健康づくりネッ

トワーク会議において、本市の課題に応じた強化すべ

き自殺対策事業の検討と総合的な推進を図ります。 

[継続] 

健康課 
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