
１　概要

２　意見募集の概要

　○募集期間　　　令和３年１０月５日（火）から令和３年１０月２５日（月）まで

　○募集方法　　　意見箱への投函、郵送、ファクシミリ、電子メール

※意見箱設置場所

福祉総務課、情報公開コーナー、北市民プラザ、南市民プラザ、くにたち駅前市民プラザ、公民館、中央図書館

３　結果

　○意見提出者数　５人（２６件）

「国立市自殺対策計画（素案）」に対するパブリックコメントの実施結果について

　本市では、自殺対策基本法第１３条第２項に基づく地域の実情を勘案した自殺対策の計画として、「国立市自殺対策計画」を策定する

ことといたしました。

　この度、本計画を策定するに当たり、市民の皆さまからご意見を募集したものです。
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４　いただいたご意見の内容及びご意見に対する本市の考え方

No 対象箇所 意見の概要 市の考え方

1
P.33　「重点施策1」

P.34　「重点施策2」

世間では自殺は本人が悪いという風潮がありますが、遺伝
子の研究をされている安藤寿康氏の著書によれば7割方環境
要因であるとのことでした。
主な原因は、子供ならイジメ、従業員であればパワハラで
の離職、経営者であれば取引先からの圧力などが多いで
しょう。私自身それら全てを経験しましたが、イジメは生
物の本能なので完全になくすことは不可能です。しかしそ
れを回避することは可能だと思います。

従業員の勤務環境や労働環境の改善を図る施策として、
P.34「重点施策1　勤務環境や労働環境の多様化に対応した
自殺対策の推進」に記載し、推進してまいります。
また、子どもの自殺の一因としても挙げられる「いじめ問
題」への対策として、P.35「重点施策2　子ども・若者に対
する自殺対策の推進」において、子どもの人権オンブズマ
ンや学校・関係機関の連携、相談窓口の周知などを記載
し、推進してまいります。

2
P.13～

「第3章　国立市の現状」

日本財団の調査では、15歳～20代が高リスク帯として示唆

されている中、国立市の自殺の概要について、年齢が20歳
以上となっています。
重点施策2に子ども・若者に対する自殺対策の推進を掲げて

いますので、20歳未満も統計に加えたほうが良いかと思い
ますがいかがでしょうか。

ご意見いただきましたとおり、日本財団の「日本財団第4回
自殺意思調査　報告書」上におきまして、「自殺念慮、自
殺未遂ともに15～20代のリスクが高い」という報告がなさ

れており、また、2020年更新版の地域自殺実態プロファイ

ルにおいても、当市の20歳未満の自殺死亡率が東京都と比
較し、やや高い傾向にあるため、そちらの内容を示すデー
タを追加いたします。

3
P.27

「基本施策1」

地域ネットワークの構成員に行政以外では「民生委員・児
童委員」しか名前が挙がらないのはネットワークと言えな
いと思います。
社会福祉協議会や女性支援NPO、介護保険事業者連絡会、
社会福祉士会等専門団体など連携主体はあると思いますの
で、具体的なネットワークのイメージを記載いただいても
いいのではないかと思います。
また、このネットワークにいかに地域住民に参加してもら
うかの視点が必要だと思います。

「基本施策1　地域におけるネットワークの強化」におい
て、社会福祉協議会や民生委員・児童委員協議会など、
様々な連携主体があることがわかるよう、記載内容の修正
を行います。
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No 対象箇所 意見の概要 市の考え方

4
P.28

「基本施策2」

地域におけるネットワークに収納課が入っていないことも
疑問です。
家庭の困窮は福祉だけではなく様々な部署で把握する可能
性があり、収納課はその最たる例だと思います。急な失業
やその結果の税の滞納で自死を選ばないよう、福祉の部署
に限定しないネットワークを構築するべきだと思いますが
いかがでしょうか。

ご意見いただきましたとおり、収納課の業務は家庭の困窮
や急な失業による税の滞納など、状況の変化に気づくこと
ができる一つの業務であると考えています。そのため、収
納課の徴収過程において、様々な問題に早期に気づき、支
援へとつなぐ体制を構築するため、「基本施策1　地域にお
けるネットワークの強化」、又は、徴収職員向けの啓発や
育成として「基本施策2　自殺対策を支える人材の育成」に
おいて記載してまいります。

5
P.30

「基本施策4」

図書館ボランティア事業の推進が唐突に感じました。自殺
防止として実施しているということでしょうか？生きがい
づくりであれば市や教育委員会でも様々な事業を行ってお
り、この事業を特出する必然性がちょっとわかりませんで
した。
また、メンタルヘルス相談事業は市職員向けの内容だと思
いますが、この計画に記載するべきものかは疑問に思いま
した。もし掲載するのであれば、P.33の勤務・経営が妥当
かと思います。
基本施策4は総じて施策に書いてある内容と具体的な取組に
関連性が薄いように見受けられます。
「自殺未遂者への居場所づくりや遺された人への支援に関
する対策を推進することが不可欠です」と記載されていま
すが、具体的な取組は実施されないのでしょうか？

孤立化の防止や自尊感情や自己効力感への働きかけへの取
組として、生きがいづくりや居場所づくりを行っており、
図書館ボランティア事業以外にも市の取組がございますの
で、記載してまいります。
メンタルヘルス相談事業は市職員向けの取組となるため、
本計画上への記載は省略いたしますが、事業としては継続
してまいります。
ご意見いただきましたとおり、自殺未遂者の方や遺された
方への支援に関する対策の記載がございませんでしたの
で、居場所づくりや遺された人への支援について、具体的
な取組や支援方法を記載してまいります。

6
P.30

「基本施策4」

国でも孤独・孤立担当大臣が任命されるなど、孤独・孤立
対策は自殺対策の上でも必須かと思います。孤独・孤立対
策のため、「一人ひとりの居場所を作る」ことを具体的な
取り組みに入れることを提案します。
これはサロンなど従来の居場所に限らず、例えば行きつけ
の店がある、愚痴を言い合える人が近くにいる、お茶を飲
みに行く友人がいるなど、仕事・家庭以外で自分の居場所
となるサードプレイスを持っていることが孤独・孤立を防
ぐことに繋がると思います。

ご意見いただきましたとおり、仕事や家庭以外の自分の居
場所を持つことは重要であると考えています。そのため、
「基本施策4　生きることの促進要因の支援」におきまし
て、「生きがいづくり・居場所づくりの促進」の中で具体
的な取組や事業を記載し、孤立・孤独を防止するための取
組を推進してまいります。
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No 対象箇所 意見の概要 市の考え方

7 計画全体

平成29年の計画パッケージを使っているので、少し現状に
即していない部分があると思います。新型コロナウイルス
感染拡大により、他人との交流が制限される中で以前より
自殺リスクは高まっています。
日本財団の第4回自殺意識調査を参照し、計画に取り入れる
ことをご検討ください。
報告書では、20代未満の若い層こそ高リスク帯であるとい
うことを示唆しています。

2020年更新版の地域自殺実態プロファイルを用い、現状の

分析を行ってまいります。2020年の速報値では、男性の自

殺者数は減少しましたが、女性の自殺者数が増加し、11年
ぶりに自殺者合計が増加に転じている状況など、最新の
データに基づく内容及び対策も記載してまいります。
記載の中で、日本財団のデータの活用も検討していきたい
と考えています。

8 計画全体
計画内で「民生・児童委員」であったり、「民生委員・児
童委員」であったり、「民生児童・委員」であったり表記
ブレが見られます。

ご意見いただきましたとおり、計画内で表記のブレがござ
いましたので、計画全体を通して、「民生委員・児童委
員」に表記を統一いたします。

9 計画全体

言葉として、最近は「自殺」を「自死」と言い換えて使う
ことも増えましたが、この計画では「自殺」という用語を
使うということで意思決定されていると考えていいです
か？

本計画におきましては、一部、遺族に関する表現は「自
死」を用いておりますが、それ以外につきましては、「自
殺」で統一表記いたします。

10
P.12

「5　計画の数値目標」

自殺者数の計画目標値は、0人ではないのですか。

64人が44人以下になる施策にどんな評価を下すつもりです
か。
人の命を統計的に扱うべきではない。
行政がやることは、人の命と財産を守ることであり、地方
自治の本旨をわきまえた計画をたてるべきである。目標を
あえて書かなければならないのなら、0人であるはず。
一般的な計画と同じように、人の命に対して目標値を立て
るべきではない。
命を統計的に扱う姿勢を持ってもらいたくない。強く要望
する。

国の自殺総合対策大綱の目標においては「2026（令和8）年

までに自殺死亡率を2015（平成27）年と比べて30%減少さ

せ、自殺死亡率を13.0以下とすること」と定めており、東
京都内の他自治体の自殺対策計画におきましても、国の基
準に則った数値目標を設定している計画が多く見られたと
ころです。
しかし、検討を進めていく中で、本計画の基本理念である
「誰もが生きることを保障される社会」の実現のために
は、直近5年間の自殺者総数を30%減少させる目標値を立て

るのではなく、「自殺者0人」を目標として、それに向けて
取組を推進するべきであるのではないかと考えました。当
市の自殺者数は減少傾向にあることや、人口規模の違いは
ありますが、東京都内の自治体の中で、自殺者数は少ない
水準にあることも踏まえながら、本計画の基本理念である
「誰もが生きることを保障される社会」の実現に向け、
「自殺者0人」を目標にすることを検討してまいります。
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No 対象箇所 意見の概要 市の考え方

11

P.19～

「3　自殺の発見地としての
国立市の特徴」

自殺の場所、方法を記載することについて、家族、親族、
関係者の気持ちを考えたことがあるのか。
このような記述がどれだけ関係者を不快な思いにさせるこ
とを想像したことがないのか。
まったく人間的な配慮がない計画を作成することに市への
不信を感じる。
P.45に自殺対策基本法が掲載されているが、第9条に「親族
らの名誉及び生活の平穏に十分配慮し、・・・」とあるよ
うに、行政が計画を立てるに当たり、人としての配慮を十
分行うべきである。計画に、場所、方法などの記述が必要
とは思わない。

本内容を記載することで不快に思われるご家族、ご親族、
ご友人、関係者の方がいらっしゃることや自殺対策基本法
第9条の内容に対する十分な配慮が必要であることから、場
所や方法の情報に関しましては、担当課で保有するに留
め、計画上への記載は行わないよう努めてまいります。

12
P.27

「基本施策1」

自殺を完全に防げるという対策がありえません。しかしな
がら、一人でも少なくすることは可能だと思います。全体
を読んで思ったことは、自殺対策は行政だけの問題なの
か？と思いました。国立市だけにはとどまらず、民間で自
殺対策に取り組まれている団体もあるので、一緒に取り組
むことが必要だと思います。社会福祉協議会と連動して取
り組み、地域包括で考えたり、地域の民生委員さんに呼び
掛けて、孤独な人を救えるのではないかと思っています。

ご意見いただきましたとおり、行政だけでは解決できな
い、対応できないことも十分考えられるため、「基本施策1
地域におけるネットワークの強化」に、社会福祉協議会や
民生委員・児童委員協議会等の関係機関と連携して取り組
んでいくことを明記してまいります。

13
「基本施策」
「重点施策」

自殺の事例で掲載されていたと思うのですが、精神疾患が
より重症化されて、自殺を遂げた例が多かったと思いま
す。
「自分が悪いんだ」と自らを責めてしまって、肝心の医療
にはかからないし、自分だけの考え方に固執してしまうと
いう話を多く聞かせてもらっています。私自身も相談する
ことが苦手だったので、話せる場所を増やせていければ良
いかと思います。

基本施策や重点施策において、福祉総合相談窓口や子ども
総合相談窓口、くにたち男女平等参画ステーション「パラ
ソル」など市の相談窓口を始め、社会福祉協議会、民生委
員・児童委員協議会、NPO、民間団体など、必要なときに
適切な相談を受けられるよう、相談窓口や話せる場の充実
を図ってまいります。

14 計画全体
表紙及び本文内の表タイトル、本文の一部（P.14など）が
和暦のみとなっているので、西暦と和暦の併記にしてほし
い。

計画全体を通して、西暦（和暦）の表記に変更いたしま
す。
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No 対象箇所 意見の概要 市の考え方

15 計画全体
統計や表に、2017年や2018年までのデータが使われている

が、可能な限り最新（2020年）のデータ分析をしてほし
い。

ご指摘のとおり、統計や表のデータに関しましては、可能
な限り最新の情報を使用し、データ分析を実施いたしま
す。

16
P.12

「5　計画の数値目標」

2014～2018年の5年間と比較して30%減少を目標としてい

るが、直近の2016年～2020年、もしくはコロナ禍の直近

2015～2019年と比較すべき。
住居地（国立市民）発生数のみとなっているが、「自殺死
亡率の推移」グラフ（P.16）も含め、住居地だけでなく、
発見地（国立市内）の推移と数値目標を入れてはどうか。

目標値の比較対象を直近5年間の数値に修正いたします。
また、発見地の推移及び数値目標の併記に関しましては、
数値の把握をしていく中で、計画への掲載を検討してまい
ります。

17

P.16

「2　市民における自殺の特
徴」

2009年以降の推移となっているが、90年代半ば以降の推移
とすべき。
国立市の推移は各年ではなく、前3年間もしくは5年間の平

均値としてはどうか。あるいは、2次医療圏あるいは多摩地
域の推移を掲載し分析してはどうか。

90年代半ばのデータにつきましては、全国の自殺者数の推

移のデータを使用し、第1章の1「国の動向」で自殺総合対
策大綱策定につながった経緯を記載してまいります。
当市の自殺死亡率は、国や東京都と比較し、人口が少ない
ことから、自殺者の僅かな増減でも自殺死亡率の変化が大
きくなる傾向にあります。その中で、平均値による記載も
検討しましたが、どの年が国や東京都より自殺死亡率が高
い傾向にあったのかを把握できるようにするため、毎年の
データを記載しています。
推移につきましては、全国・東京都・国立市の比較に留め
ますが、医療圏のデータに基づく分析を実施し、医療圏内
の自治体との違い等を把握し、今後の取組に活かしていき
たいと考えています。

18
P.18～19

表7・表8

「自殺者における未遂歴の総数」グラフが2013～2017年合

計と2014～2018年合計の2つ掲載されているが、2014～

2018年合計のもの一つでよい。

ご意見いただきましたとおり、最新の数値情報を利用し、
2015（平成27）年から2019（令和元）年までのグラフのみ
を掲載いたします。
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No 対象箇所 意見の概要 市の考え方

19

P.19～

「3　自殺の発見地としての
国立市の特徴」

2013～17年合計をもとに「自殺者の多くが、居住地を自殺
地としていることが伺えます」と分析しているが、疑問。

表記に誤りがありましたので修正いたします。
正しくは、「国立市内や東京都内で発見された自殺者数
（区域内で発見された自殺者数）は、市内や都内に住民登
録のある住民の自殺者数（住民の自殺者数）より少なく
なっており、住居地外における自殺が多いことが伺えます
（表8参照）。」でございます。

20

P.26

「2-6　基本パッケージ以外の
対策」

「自殺者のうち、駅のホームからの飛び込み自殺の割合は
全体として少ない」としているが、都内では国立市は住居
地・発生地とも自殺の発生割合が高く、特に国立駅のホー
ムドア設置は急がれるのではないか。

ご意見いただきました通り、発見地の自殺手段としての飛
び込みの割合を見ていくと、高い割合を示しているため、
P.26の記載内容を修正いたします。

21 P.4、27
誤「SDGグローバル指数」→正「ゴール（もしくは目
標）」
誤「（P.39図17参照）」→正「（P.40図17参照）」

ご意見いただきましたとおり、「SDGグローバル指標」は
ターゲット達成のための進捗状況を測るための指標である
ため、「SDGグローバル指標」を「目標」に修正をいたし
ます。
図17のページ数に関しましても正しいページに修正いたし
ます。

22
P.4

「基本施策」
「重点施策」

ゴール「3：保健」のみを挙げているが、他の関連するゴー
ルも明記すべき。
抽象的なゴールだけではなく、具体的なターゲットにも目
を向けてほしい。
また、冒頭に抽象的に触れるだけではなく、具体的に施策
や重点施策がどのゴールと関連するかも明記してほしい。
（例：日田市自殺対策計画）

P.4において、「3：すべての人に健康と福祉を」以外の目
標についても「生きることの包括的支援」に関連するた
め、説明文の中にその旨を記載いたします。
また、基本施策や重点施策のゴールとの関連性につきまし
ては、日田市の自殺対策計画を参考にし、検討を行ってま
いります。

23
P.30

「基本施策4」

くにたち中央図書館が担当課の事業として「図書館ボラン
ティア事業」をあげているが、「生きることの促進要因へ
の支援」としては違和感がある。

孤立化の防止や自尊感情や自己効力感への働きかけへの取
組として、生きがいづくりや居場所づくりを行っており、
いただいたご意見のとおり、図書館ボランティア事業以外
にも市の取組がございますので、取組の記載をいたしま
す。
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No 対象箇所 意見の概要 市の考え方

24
P.41

「2　計画の推進体制」

福祉総合相談事業、民生・児童委員協議会、地域包括支援
センター運営事業などタテ割りで別々に連携するだけでな
く、関係機関（医師、警察、弁護士会、児童相談所、労働
基準監督署、労働組合、保健所、校長会、民生委員）や市
民（公募及び団体/地域では「東京多摩いのちの電話」等が
活動）及び学識が参加した、自殺対策もしくは「生きるこ
との包括的支援」に特化した協議会が必要ではないか。

本計画におきましては、第6章　計画の推進の「2　計画の
推進体制」記載のとおり、国立市自殺対策庁内連絡会ワー
キンググループを中心に、国立市の自殺における現状分析
及び対策を行ってまいります。現状分析を実施する中で、
社会福祉協議会や民生委員・児童委員協議会、有識者、保
健所など、様々な関係者・機関と連携していきたいと考え
ています。「生きることの包括的支援」に特化した協議会
等の設置の必要性につきましては、既存の国立市自殺対策
庁内連絡会ワーキンググループを中心に現状分析等を実施
する中で、今後検討してまいります。

25
P.28

「基本施策2」

「人権感覚醸成のための研修の実施」の担当課が「教育指
導支援課」となっており、（市立）学校教職員の人材育成
として想定されているようだが、一般職員、保育園や幼稚
園、社会教育、私立学校や高校・大学、企業における研修
も必要ではないか。

始めに、市立学校教職員への「人権感覚醸成のための研
修」実施を行い、その後、市役所職員や保育園・幼稚園、
企業と徐々に広げていけるよう工夫してまいります。

26
P.37

「重点施策4」
具体的取組として、生活保護・生活困窮者自立支援事業だ
けではなく、労働政策、経済的支援策が必要ではないか。

ご意見いただきましたとおり、労働や経済的支援に対する
施策が必要になるため、生活保護・生活困窮者自立支援事
業に併せて、就労支援（定着支援・ジョブコーチ）や相談
支援等を充実させることで、就労及び経済の安定につなげ
ていけるよう、取組を推進してまいります。
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