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第１章 計画策定の趣旨・目標

１ 計画策定の趣旨

本県の自殺者数は、平成１０年に５００人を超えて以来、高い水準で推移し、平成１９

年の自殺者数は５２７人（人口動態統計）と交通事故死亡者の３．４倍となっています。

また、人口１０万人当たりの自殺死亡率も２６．６と、全国平均の２４．４を上回り、

関東地区ではもっとも高い数値であり、自殺は本県にとって極めて大きな社会問題の一つ

となっています。

これまで、県では、心の健康づくり・精神保健の一環として、特にうつ病に焦点を当て

た対策を講じるとともに、関係機関・団体の御協力をいただき、「群馬県自殺防止対策会

議」を設置し、自殺予防対策等に取り組んできたところです。

このような中、国においては、平成１８年に「自殺対策基本法」を制定するとともに、

平成１９年には、政府が推進すべき自殺対策の指針となる「自殺総合対策大綱」を策定し

たところです。

「自殺対策基本法」では、自殺対策は、「自殺の背景に様々な社会的要因があることを

踏まえ、社会的な取組として実施されるべきこと」や、「単に、精神保健的な観点からだ

けでなく、自殺の実態に即して実施されるべきこと」、「国・地方公共団体・医療機関・

事業主・学校・関係する民間団体等の相互の密接な連携のもとに実施されるべきこと」が、

基本理念として示されるとともに、「地方公共団体が、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こと」を規定しています。

このため、本県においては、年間５００人以上の方々が自ら命を絶っているという現状

を踏まえ、自殺対策に全県的に取り組んでいく必要があるとの認識のもと、総合的な自殺

対策を推進するために、「群馬県自殺総合対策行動計画－自殺アクションプラン－」を策

定しました。

本計画の実行を通して、県民一人ひとりが、「いのちの重み」、「いのちの大切さ」を認

識し、生きがいを持って、安心して暮らせる社会の実現に取り組んでいきます。
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２ 自殺対策推進の基本的考え方

（県民一人ひとりが主役）

第一に、県民一人ひとりが自殺対策の主役となるよう、知識の普及や様々な啓発活動等

により、自殺に対する県民の理解を深めるとともに、地域のより多くの関係者の力を活用

しながら、自殺の危険性のある人の早期発見・早期対応のための取り組みを進めます。

（誰もが相談できる相談体制の充実・強化）

第二に、自殺は、その背景に様々な社会的要因が関わっていることから、各種の相談機

関相互の連携を強化するなど、問題を抱えた人に対する相談体制を充実・強化します。

（地域の自殺対策ネットワークづくり）

第三に、自殺対策は、社会的要因に係る全県的な取り組みが必要である反面、県民が日

々暮らす身近な地域で問題を抱えた人を支えていく仕組みが必要であることから、地域の

ネットワークづくりにも取り組んで行きます。

（関係者の問題意識の共有化）

第四に、国、市町村、医療機関、事業主、学校、民間団体等の関係機関・団体における

自殺に対する問題意識の共有を図り、相互の連携強化に努め、自殺対策を充実させていき

ます。

（世代別自殺対策）

第五に、自殺の要因は、世代に応じて大きく異なることから、青少年、中高年、高齢者

等、世代別の自殺の実態や特徴を踏まえた総合的な自殺対策の取り組みを進めます。

（自死遺族・自殺未遂者支援）

第六に、自殺未遂者や自殺者の家族(自死遺族)等への事後対応（支援等）の取り組みは、

再度の自殺を防ぐなど、将来の予防へのつながりも期待されることから、新たな取り組み

を進めます。

３ 計画期間及び目標
（１）計画期間

計画期間は、平成２１年度から平成２５年度までの５年間とします。

（２）計画の目標

計画の目標は、平成２５年までに年間の自殺者数を４５０人以下とすることを目標

とします。

４ 計画の評価及び管理
計画の着実な推進を図るために、具体的な取組状況について、群馬県自殺対策連絡協議

会に報告し、専門家等の意見を踏まえながら点検・評価するとともに、結果を公表してい

きます。

また、点検・評価の結果や今後の県内の自殺の状況等を踏まえ、必要な見直しを行います｡
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第２章 本県における自殺の現状

１ 自殺者数・自殺死亡率の推移

(1) 群馬県の自殺者数・自殺死亡率の推移
本県の自殺者は、平成１０年に５０２人と前年の４０５人から急増し、以降５００人

前後で推移しています。

自殺者数・自殺死亡率の推移(厚生労働省「人口動態統計」)
全 国 群 馬 県

実 数 自殺死亡率 実 数 自殺死亡率 全国順位

昭和６３年(1988) ２２，７９５ 18.7 ４１８ 21.5 １４

平成 ８年(1996) ２２，１３８ 17.8 ４１３ 20.8 １０

９年(1997) ２３，４９４ 18.8 ４０５ 20.4 １６

１０年(1998) ３１，７５５ 25.4 ５０２ 25.2 ２１

１１年(1999) ３１，４１３ 25.0 ４９４ 24.7 １５

１２年(2000) ３０，２５１ 24.1 ４９４ 24.7 ２１

１３年(2001) ２９，３７５ 23.3 ４９７ 24.9 １３

１４年(2002) ２９，９４９ 23.8 ４８８ 24.4 ２３

１５年(2003) ３２，１０９ 25.5 ５６２ 28.1 １２

１６年(2004) ３０，２４７ 24.0 ４９４ 24.7 ２２

１７年(2005) ３０，５５３ 24.2 ５０３ 25.3 ２０

１８年(2006) ２９，９２１ 23.7 ５０３ 25.3 ２２

１９年(2007) ３０，８２７ 24.4 ５２７ 26.6 １３

※自殺死亡率：人口１０万人当たりの自殺者数

群馬県の自殺者数の推移
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(2) 群馬県の年代別自殺者数 (厚生労働省「人口動態統計」)

本県の年代別の自殺者は、平成１０年以降は、中高年の自殺者が増加しています。

特に、３０歳代の自殺者は、１０年前の約２．６倍と急増しています。

群馬県の年代別自殺者数（人） (厚生労働省「人口動態統計」)

年齢 ０～9 10～19 20～29 30～39 40～49 50～59 60～69 70～79 80～ 総計(比率)

男 ０ ３ ３２ ７６ ４９ ７９ ６７ ４２ ２３ ３７１(70.4％)
平成

女 ０ ４ １０ ２６ ２１ ２４ １８ ２３ ３０ １５６(29.6%)
19年

総計 ０ ７ ４２ １０２ ７０ １０３ ８５ ６５ ５３ ５２７

割合 － 1.3％ 8.0％ 19.4％ 13.3％ 19.5％ 16.1％ 12.3％ 10.1％

男 ０ ６ ３３ ２８ ３７ ５９ ４７ ２８ ２１ ２５９(64.0％)
平成

女 ０ ３ １５ １１ １５ ２３ １９ ３２ ２８ １４６(36.0%)
9年

総計 ０ ９ ４８ ３９ ５２ ８２ ６６ ６０ ４９ ４０５

割合 － 2.2％ 11.9％ 9.6％ 12.8％ 20.2％ 16.3％ 14.8％ 12.1％
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(3) 群馬県の職業別自殺者数 (群馬県警｢平成１９年中における自殺の概要資料｣)

平成１９年中に群馬県内で発生した自殺者を職業別で見ると、無職が３７２人と６割

以上を占めています。

２ 自殺者の原因・動機別状況

(1) 自殺者の原因・動機別状況

①自殺者の原因・動機別状況(群馬県警｢平成１９年中における自殺の概要資料｣)

平成１９年中に群馬県内で発生した自殺のうち、原因・動機が明らかなものでは、

健康問題が最も多く、次いで、経済・生活問題、家庭問題の順となっています。

健康問題 経済･生活問題 家庭問題 勤務問題 男女問題 学校問題 その他 不 詳

人 数 ３８０ １３５ ８６ ４１ ２３ ４ ５８ ５

②自殺者の世代別の原因・動機別状況(群馬県警｢平成１９年中における自殺の概要資料｣)

自殺の原因・動機別を世代別に見ると、健康問題がいずれも上位を占めていますが、

中高年では、経済・生活問題の割合が高くなっています。
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（グラフは、青少年（３０歳未満）、中高年（３０歳～５９歳）、高齢者（６０歳以上）で分類）
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第３章 自殺対策のための具体的な取り組み

１ 検討組織・推進体制

(1) 群馬県自殺対策連絡協議会による総合的な自殺対策の推進

自殺の背景には、様々な社会的要因が関係していることから、自殺対策は、県や

市町村だけではなく、社会的要因に関係する多くの関係機関・民間団体等の相互の

密接な連携のもとに総合的に実施する必要があります。

県、市町村、医療機関をはじめ、経済、労働、司法、福祉、教育、警察、大学等

の各機関が行う自殺対策が有効に行われるよう、群馬県自殺対策連絡協議会を定期

的に開催し、関係機関・団体等との連携による総合的な自殺対策を推進します。

また、自殺対策を全県的に推進するために、より多くの関係機関・団体等の協力

参加を求めることとします。

◎群馬県自殺対策連絡協議会の開催

◎群馬県自殺対策庁内連絡会議の開催：自殺の要因に関係する分野を所管す

る県の各部署（知事部局・教育委員会・警察本部）が相互の連携のもと全庁

的に自殺対策に取り組みます。

(2) 県と市町村との自殺対策の連携強化

自殺対策には、全県的な取り組みとともに、地域の実情に応じた対策が求められ

れることから、県と市町村による自殺対策連携会議を開催し、連携を強化します。

また、全市町村に自殺対策窓口が設置されるよう、要請します。

◎県市町村自殺対策連携会議の開催

◎市町村の相談窓口設置の推進

(3) 地域自殺対策ネットワークづくりの推進

自殺対策には、身近なところで相談・支援が受けられる顔が見えるネットワー

クづくりが重要であり、市町村単位での、市町村、医療機関をはじめ、保健、福

祉、経済、労働、教育、その他の民間団体等関係機関のネットワークづくりを支

援します。
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地域自殺対策ネットワークモデル事業イメージ図

２ 普及啓発・実態把握

(1) 普及啓発－県民一人ひとりの気づきと見守り－

県民一人ひとりが、自分の家族や近隣者等、周りにいる悩みを抱えている人の存

在に気づき、専門家につなぎ、見守っていくことが重要であり、自殺や心の病につ

いて県民の理解を深めるため､広報活動や教育活動等を通じた啓発事業を展開しま

す。

①自殺予防月間(９月)の設定と啓発事業の実施

自殺や心の病についての正しい知識の普及を図るとともに、これらに対する偏見

をなくすため、９月１０日の「世界自殺予防デー」、９月１０日から１６日までの

「自殺予防週間」に因んで、本県では９月を「自殺予防月間」と設定し、県、市町

村、関係機関が連携して、幅広い県民の参加による啓発活動を集中的に推進し、命

の大切さについて、県民の理解を深めます。

◎自殺予防月間(９月)の設定(講演会､キャンペーン､相談会､研修会等の集中的
実施)

②自殺予防やうつ病等に関する普及啓発

ア 自殺や心の病に対する誤った先入観や偏見をなくし、自殺や心の病に関する正

しい知識の普及や早期発見の啓発のため、うつ病や心の健康に関するリーフレッ

ト等の作成配布や講演会、セミナー等を実施します。

地域自殺対策ネットワーク

地域自殺対策ネットワーク

警 察

弁護士会・司法書士会等
各種相談機関

商工経済・労働団体

自殺対策関連の民間団体

医師会等医療機関

教育委員会・学校

自治会・地域団体

保健・福祉関係機関

市 町 村

こころの悩みを抱える人

県自殺対策連絡協議会 県・市町村自殺対策連携会議

県

研修等の支援・
情報提供等

連携 情報提供等



- 9 -

特に、より多くの県民への普及啓発を図るため、県及び市町村等の広報誌等、

様々な広報媒体を活用したきめ細やかな情報提供に努めます。

【第４章 「中高年世代の自殺対策」「高齢者世代の自殺対策」に再掲】
イ 児童生徒の自殺予防のため、児童生徒を対象に「命の大切さ」を伝える教育

を実施するとともに、教職員、保護者に対する啓発活動を実施します。

ウ 地域福祉の重要な役割を担っている民生委員・児童委員等に対して、自殺に

関する正しい知識を普及するため、研修会等の機会を通じて心の健康づくりや

自殺予防に関する啓発を実施します。

【第４章 「中高年世代の自殺対策」「高齢者世代の自殺対策」に再掲】

エ 自殺の背景にある経済、仕事、家庭、健康等の諸問題に対応する行政、司法、

民間団体等の関係機関・団体による相談窓口について、ホームページやパンフ

レット等を活用し、県民へ周知します。

【第４章 「中高年世代の自殺対策」「高齢者世代の自殺対策」に再掲】

③情報提供体制の充実

人口動態調査等の自殺統計等に係るデータや自殺対策に関する情報をこころの

健康センターのホームページ等を通じて、広く県民に提供します。併せて、自殺

の要因に関わる相談機関等の情報についても提供します。

◎こころの健康センターのホームページ

http://www.pref.gunma.jp/cts/contents?CONTENTS_ID=38861

(2) 自殺の実態把握－自殺の実態を明らかにする－

自殺対策を進める上で、社会的要因を含む自殺の原因・背景、自殺に至る経過

等、自殺の実態を把握することは極めて重要であることから、自殺の実態把握と

ともに自殺に関わる様々な情報提供を進めます。

①実態把握のための調査等の実施

ア 人口動態調査（死亡小票)の調査結果を活用するなど、県内自殺者の実態把

握を進めます。

イ 自殺者の遺族等の理解のもと、国の自殺予防総合対策センターが実施する「自

殺予防と遺族支援のための基礎調査」等の実施に協力し、自殺の実態把握に取

り組みます。

◎自殺予防と遺族支援のための基礎調査

ウ 自殺の実態解明に向けて、各機関が保有する自殺に関わるデータ等の収集及

びその活用方法等について、関係機関との協議を進めます。
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３ 相談体制の充実・人材の育成

(1) 相談体制の充実

社会的要因等による悩みを抱え自殺の危険性が高まっている人に対し、支援の手

を差し伸べることにより、自殺を防止します。

①相談体制の整備・充実

ア 悩みを抱えながら相談機関等を知らないで相談ができないことがないよう、相

談体制の充実を図ります。

【第４章 「中高年世代の自殺対策」に再掲】

イ こころの健康センター、保健福祉事務所等の県機関、市町村及び関係団体等が

相互に連携して、様々な悩み事等に関する相談に応じます。

【第４章 「高齢者世代の自殺対策」に再掲】

②職場におけるメンタルヘルスの推進

群馬労働局等と連携し、メンタルヘルス対策を推進します。

【第４章 「中高年世代の自殺対策」に再掲】

③市町村等地域における心の健康づくりの推進

ア こころの健康センター、保健福祉事務所等における心の健康問題に関する相

談機能を向上させるとともに、心の健康づくりにおける地域保健と産業保健と

の連携を推進します。

イ 地域における自殺対策を推進するために、市町村・保健センター職員を対象

とした自殺対策研修を実施します。

【第４章 「中高年世代の自殺対策」「高齢者世代の自殺対策」に再掲】

④学校における心の健康づくりの推進

ア 養護教諭等の行う保健相談活動を推進するとともに、スクールカウンセラー

やスクールソーシャルワーカー等の配置等学校における相談体制の充実を図り

ます。

イ 児童生徒の自殺予防に資する教育の実施

学校において、体験活動、地域の高齢者等との世代間交流等を活用するなど

して、児童生徒が命の大切さを実感できる教育を推進します。

ウ メディアリテラシー（情報メディアを主体的に読み解いて、必要な情報を引

き出し、その真偽を見抜き、活用する能力）教育とともに、情報モラル教育を

推進します。

【第４章 「青少年世代の自殺対策」に再掲】

エ 児童生徒の心の悩みの早期発見、ケア等について、教職員に対する研修を実

施します。

オ いじめを苦にした子どもの自殺の予防
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学校において、いじめを早期に発見し、適切に対応できる体制を充実するとと

もに、子どもがいつでも不安や悩みを打ち明けられるようないじめなどの問題に

関する相談機関等の周知を図ります。

カ こころの緊急ケア活動（ＣＲＰ）の構築

学校等での大規模な事件・事故、自然災害等に起因した児童生徒の心理的な影

響が懸念される場合に、精神科医師等の専門家で構成されたＣＲＰ（クライシス

レスポンスプロジェクト）を学校等の要請によって派遣して、ストレス被害等の

拡大防止の支援を行うシステムづくりを推進します。

【第４章 「青少年世代の自殺対策」に再掲】

⑤多重債務者、失業者、無職者に対する相談窓口の充実

ア 多重債務者に対する相談窓口の充実

・ 多重債務の解決に向けて、消費生活センターの相談体制を充実します。

・ 弁護士会、司法書士会等において、多重債務者に対する相談を実施します。

・ 市町村における多重債務に関する相談対応体制の充実を図るための市町村と

関係機関とのネットワーク構築を支援します。

【第４章 「中高年世代の自殺対策」に再掲】

イ 失業者・無職者等に対する相談窓口の充実等

・ 失業者に対して、ハローワーク等の窓口においてきめ細やかな職業相談を実

施します。

・ 失業に直面した際に生じる心の悩み等様々な生活上の問題に関する相談に対

応します。

・ 失業者や就労を希望する者に対し、就職や職場定着に関する支援を行います。

⑥経営者に対する相談窓口の充実

ア 中小企業経営者の経営相談や資金繰りに関する相談に対応します。

【第４章 「中高年世代の自殺対策」に再掲】

イ 商工会・商工会議所等と連携した、中小企業経営者の経営相談を実施します。

【第４章 「中高年世代の自殺対策」に再掲】

ウ 県中小企業再生支援協議会において、中小企業の再生を支援します。

【第４章 「中高年世代の自殺対策」に再掲】

⑦ニート状態の若者への支援等

ア 失業者や就労を希望する者に対し、就職や職場定着に関する支援を行うととも

に、ニートに関する悩み事や困り事についての相談に対応します。

イ 「若者サポートステーション」において、地域の関係機関とも連携し、ニート

状態にある若者等の自立を個別的・継続的に支援します。

⑧様々な問題を抱える人への相談窓口の充実等
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ア 犯罪被害者等支援

犯罪被害者や消費者被害等県民の不安や悩み事に関する相談に対応します。

イ 法的問題解決のための支援

法的問題解決のために、日本司法支援センター（法テラス）等の県民への周

知等を図ります。

【第４章 「中高年世代の自殺対策」に再掲】

ウ 女性相談センターにおいて、生活全般の悩み事や問題、法律や心と体の健康

に関する相談に対応します。

【第４章 「中高年世代の自殺対策」に再掲】

⑨精神科医療等体制の整備推進

うつ病等により自殺の危険性が高い人の早期発見に努め、精神科医療につなぐ

取り組みに併せて、これらの人々が適切な精神科医療を受けられるよう精神科医

療体制の充実を進めます。

ア 精神科医療との連携体制の充実

県内の精神科医療機関等の保健・福祉機関のネットワークの構築を促進しま

す。

イ うつ病の受診率の向上

・ うつ病についての正しい知識を普及し偏見をなくすための普及啓発を行い

ます。

・ かかりつけ医等がうつ病と診断した人を専門医につなげるための仕組みづ

くりを進めます。

ウ 慢性疾患患者等に対する支援

重篤な慢性疾患に苦しむ患者等からの相談等への適切な対応や心理的ケアが

できるように、看護師等への研修を実施します。

【第４章 「中高年世代の自殺対策」「高齢者世代の自殺対策」に再掲】

エ 自殺未遂者等対策の推進

思春期・青年期において精神的問題を抱える者や自傷行為を繰り返す者につ

いて、救急医療機関、精神科医療機関、こころの健康センター、教育機関等に

より支援を進めます。

(2) 相談機関の連携強化

①相談機関ネットワークの構築

相談者の複合的な悩み事に適切に対応するため、相談窓口によるネットワーク

を構築するなど、各種相談機関相互の連携を強化します。

【第４章 「中高年世代の自殺対策」「高齢者世代の自殺対策」に再掲】

(3) 人材の育成－早期対応の中心的役割を果たす人材を養成する－

自殺の危険性が高い人の早期発見、早期対応を図るため、自殺の危険を示すサ
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インに気づき、適切な対応を図ることができる役割を担う人材（ゲートキーパー）

等を養成します。

①医師等研修

うつ病等の精神疾患患者は身体症状が出ることも多く、かかりつけ医等を受診

することも多いことから、県医師会、郡市医師会との協力のもと研修会を開催し、

うつ病等精神疾患に対するかかりつけ医等の診断・治療技術の向上を図ります。

【第４章 「中高年世代の自殺対策」「高齢者世代の自殺対策」に再掲】

②地域保健・福祉関係者等に対する研修

ア 地域保健スタッフや産業保健スタッフの資質の向上

・ 地域における心の健康問題に関する相談機能を向上させるため、市町村保

健センター等のスタッフに対する心の健康づくりや自殺予防についての研修

を実施します。

・ 職域におけるメンタルヘルス対策を推進するため、産業保健スタッフの資

質向上のための研修等を実施します。

【第４章 「中高年世代の自殺対策」に再掲】

イ 介護支援専門員等に対する研修の実施

高齢者と高齢者を介護する者の心の病についての理解を深め、自殺予防につ

なげるため、介護支援専門員等を対象に、心の健康づくりや自殺予防に関する

研修等を実施します。

【第４章 「高齢者世代の自殺対策」に再掲】

ウ 民生委員・児童委員等への研修の実施

地域の見守り活動を支援するため、民生委員・児童委員等に対する心の健康

づくりや自殺予防に関する研修を実施します。

【第４章 「中高年世代の自殺対策」「高齢者世代の自殺対策」に再掲】

③教育関係者等に対する研修

教職員に対し、心の病や自殺の危険性がある児童生徒に気づいたときの対応方

法等について研修等を実施します。

④企業関係者等に対する研修

企業経営者や管理監督者等に対して、うつ病等の理解を深めるとともに、うつ

病にかかった社員への対応方法等について研修を実施します。

【第４章 「中高年世代の自殺対策」に再掲】

⑤自殺の社会的要因(多重債務､失業､倒産等)に関係する職員への研修

ア 自殺の原因・動機に関連する消費生活センターの多重債務相談窓口、商工会

・商工会議所等の経営相談窓口、ハローワークの相談窓口、子育てや教育等様

々な相談機関等の相談員等に対し、うつ病や自殺予防に関する正しい知識の普
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及を図ります。

【第４章 「中高年世代の自殺対策」に再掲】

イ 地域において自殺対策の役割を担う民間団体等のスタッフに対する研修を実

施します。

【第４章 「中高年世代の自殺対策」に再掲】

(4) インターネット上の自殺予告等への対応

①インターネット上の自殺予告等への対応

インターネット上の自殺予告事案に対する迅速・適切な対応を図ります。

また、インターネット上における自殺予告サイトや電子掲示板への特定個人を

誹謗中傷する書き込み等の違法・有害情報について、フィルタリングソフトの普

及、プロバイダにおける自主的措置の要請、相談者への対処方法の教示等を実施

します。

②インターネット上の自殺関連情報対策の推進

硫化水素ガス等第三者に危害を及ぼすおそれが高い物質の製造方法を教示し、

その製造を誘因する情報について、プロバイダ等に削除するよう要請を行います。

また、インターネット・ホットラインセンターへの通報について周知を図ります。

③インターネットの適正利用の推進

「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する

法律」に基づく取り組みを促進し、同法に基づく基本計画等を作成する等、青少

年へのフィルタリングの普及を図るとともに、インターネットの適切な利用に関

する教育の推進及び啓発活動に取り組みます。

４ 自死遺族・自殺未遂者支援

(1) 自死遺族のための相談支援

ア 自死遺族等の心理的影響を和らげ、回復を促すため、こころの健康センター

において、自死遺族等の相談に対応します。

◎自死遺族相談の実施

イ 自死遺族等向けに、各種相談窓口や支援制度に関するパンフレットを作成し、

遺族と接する機会の多い関係機関等に配布します。

(2) 自死遺族のための自助グループの運営支援

自殺で遺された家族等の心理的影響を和らげるためのケアを行うとともに、遺
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族交流会を開催します。また、自助グループの地域における活動を支援します。

◎自死遺族交流会の開催・支援

(3) 自殺未遂者への支援－自殺未遂者の再度の自殺を防ぐ－

ア 自殺未遂者の再度の自殺を防ぐため、こころの健康センターや保健福祉事務

所において、自殺未遂者やその親族等を対象とした、自殺予防に係る相談に応

じます。

イ 自殺未遂者やその親族等に対し、自治体の各種相談窓口や関連する民間団体

等の連絡先等の情報を提供します。

ウ 自殺未遂者の再度の自殺を防ぐため、救急医療機関と精神科医療機関、各種

相談窓口と連携し、自殺未遂者を支援します。

エ 自殺未遂者の再度の自殺を防ぐため入院中及び退院後の心理的ケアを中心に、

看護師等を対象に自殺未遂者ケア対策研修を実施します。

５ 自殺予防等に取り組む民間団体との連携・支援

(1) 自殺予防等に取り組む民間団体との連携

地域において、自殺対策に関わる公的機関、民間団体等のネットワークの構築

を進めます。

(2) 自殺予防等に自主的に取り組む民間団体への支援

ア 民間団体等が行う相談事業や自殺予防活動等、自殺対策のための取り組みを

支援します。

【第４章 「高齢者世代の自殺対策」に再掲】

イ 民間団体等が実施する心の悩みの相談や自殺予防活動に携わる人材の育成を

支援します。

【第４章 「高齢者世代の自殺対策」に再掲】

６ その他の自殺対策の取り組み

(1) 危険な場所・薬品等の規制等

ア 自殺が発生しやすい、自殺の名所や高層建築物等における安全確保の徹底等

による自殺防止対策について関係者との協議を進めます。

イ 硫化水素等、不適切な方法により危険な物質を生じさせる事案が発生した場
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合は、販売事業者に対して速やかに注意喚起等の対応を行います。

ウ 危険な薬品の譲渡規制を遵守するよう周知徹底を図ります。

エ 従来から行っている自殺のおそれのある家出人に関する家出人発見活動を継

続して実施します。
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第４章 世代別自殺対策の具体的な取り組み

１ 世代別対策の意義

自殺の要因は様々であり、世代に応じてその抱えている問題も大きく異なることか

ら、青少年、中高年、高齢者の世代別の自殺の特徴を踏まえた自殺対策の総合的な取

り組みを進めます。

世代は、青少年(30歳未満)、中高年(30歳～64歳)、高齢者(65歳以上)に分類しまし

た。

なお、統計上の年代区分の関係から、60歳～64歳を中高年でなく、高齢者に含めて、

分析している箇所があります。

厚生労働省「人口動態統計」

厚生労働省「人口動態統計」

１０～１９歳, 7人

２０～２９歳, 42人

３０～３９歳, 102

人

４０～４９歳, 70人

５０～５９歳, 103

人

６０～６９歳, 85人

７０～７９歳, 65人

８０歳～, 53人

群馬県の年齢別自殺者数（平成１９年）
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２ 青少年世代（３０歳未満）の自殺対策

(1) 青少年の自殺の特徴

①未成年者（２０歳未満）の特徴

○県内の未成年者の自殺者の割合は自殺者全体の約２％未満です。

未成年自殺者の割合 平成18年:1.8%、平成19年:1.3%【人口動態統計】

○うつ病は、中高年、高齢者の病気と考えられていましたが、青少年のうつ病も少な

くありません。（【群馬県警「平成１９年中における自殺の概要資料」】

②青年(２０歳～２９歳)の特徴

○県内の青年の自殺者の割合は、自殺者全体の約１割程度です。

青年の自殺者の割合 平成18年:11.9%、平成19年:8.0%【人口動態統計】

○青年の自殺の「原因・動機」としては、「健康問題(うつ病等)」の割合が高く、う

つ病の他に、統合失調症、その他の精神疾患等との関連性も高くなっています。

【群馬県警「平成１９年中における自殺の概要資料」】

(2) 青少年の自殺対策

① 学校における心の健康づくりの推進

ア 教育現場における相談支援体制の充実

学校に養護教諭やスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、生徒指

導担当嘱託員等を配置し、学校生活下の不適応や心の悩み等を抱える児童生徒に対

する支援を行います。

家庭問題

7％

健康問題52％
経済・生活問題

13%

勤務問題

5%

男女問題
7%

学校問題

7%

その他

11%

青少年の自殺の原因・動機
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◎スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーの配置

◎いじめ対策室による電話相談の実施

◎子ども教育支援センターによる電話・来所相談の実施

◎児童生徒のいじめや不登校の未然防止と早期解決

イ 児童生徒の自尊心等の育成や命を大切にする教育の推進

児童生徒の自尊心の育成や自他の生命の尊重等の教育を行います。また、児童生

徒が自分の存在を価値あるものと実感し、命を大切にする教育を行います。

◎命をはぐくむ体験学習等の推進

ウ 教職員に対する児童生徒の心のケアのための研修

教職員に対して、児童生徒の心のサインの早期察知や心のケア等に関する研修を

実施し、心の悩み等の早期解決・早期対応を図ります。

◎教職員等への児童生徒の心のケア研修の実施

エ 児童生徒の心の悩みに関する相談機関の周知

児童生徒や保護者に対し、心の悩み等が相談できる専門的な相談機関を周知しま

す。

◎学校等への各種相談窓口・支援機関一覧パンフレットの作成配布

オ 学校現場と外部の相談機関との連携を進めます。

◎相談機関ネットワーク会議の開催

カ メディアリテラシー教育とともに、情報モラル教育を推進します。

◎児童生徒や保護者を対象とした情報モラル講習会等の実施

◎学校裏サイト等を把握するためのネットパトロール等の実施
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《参考データ》

○県内小中高生の携帯電話保有率【ぐんま青少年基本調査(平成19年9月)】

小学生16.6％ 中学生40.0％ 高校生95.1％

○リストカット等の自傷行為経験率【全国高等学校ＰＴＡ連合会「高校生の心身の

健康を育む家庭教育の充実事業」調査】）

自傷行為の経験有り 男子高校生の約５％、女子高校生の約10％

キ こころの緊急ケア活動（ＣＲＰ）の構築

学校等での大規模な事件・事故、自然災害等に起因した児童生徒の心理的な影響

が懸念される場合に、精神科医師等の専門家で構成されたＣＲＰ（クライシスレス

ポンスプロジェクト）を学校等の要請によって派遣して、ストレス被害等の拡大防

止の支援を行うシステムづくりを推進します。

◎ こころの緊急ケア活動（ＣＲＰ）のシステムの推進

②若者に対する支援

ア 若者の就職支援

学校卒業後の無職者やアルバイト等不安定な雇用状況にある若者に対して、カウ

ンセリング、職業紹介や正規雇用に向けた支援を行います。

◎若者就職支援センターでの就職支援

◎若者サポートステーションによるニート状態の若者等の支援

③インターネット上の自殺関連情報対策の推進

硫化水素等による自殺について、情報が手に入りやすく、安易に真似される傾向が

あるのでインターネット情報等への対策を進めます。

◎プロバイダ等への協力要請

④子育て支援

育児・子育て等に悩む方の相談に対応するとともに、地域ネットワークにより、子

育て中の家庭を支援します。
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◎母子保健相談

◎市町村の「要保護児童対策地域協議会」との連携促進

◎子育てに関する電話相談（２４時間対応）

⑤自殺未遂者への支援

ア リストカット等の自傷行為者、自殺未遂者やその家族等をフォローする仕組みづ

くりを推進します。

イ 救急医療機関等との連携により自殺未遂者に対する支援を実施します。

ウ 青少年相談担当者連絡協議会等関係機関との連携を図ります。

◎自殺未遂者こころの支援事業の実施

３ 中高年世代（３０歳～６４歳）の自殺対策

(1) 中高年の自殺の特徴

○県内の中高年(30歳～59歳)自殺者数は県内自殺者の概ね半数を占めています。

中高年の自殺者の割合 平成18年:47.5%、平成19年:52.2%【人口動態統計】

○群馬県では、平成１０年以降に中高年男性の自殺者数が急増しています。

中高年の自殺者数 平成9年:124人→平成19年:204人【人口動態統計】

○県内中高年の自殺者は、他の世代に比べて男性の割合が高くなっています。

自殺者の男女比 平成19年：男:70.4%、女29.6%、中高年：男74.2%、女25.8%

【人口動態統計】

○中高年の自殺の原因・動機は、健康問題（うつ病、その他の精神疾患）、経済・

生活問題（多重債務等）が多く、中でも、うつ病の割合が高くなっています。

【群馬県警「平成１９年中における自殺の概要資料」】

○自殺の原因・動機における健康問題では、うつ病、その他の精神疾患の他に、統

合失調症、アルコール依存症等の割合も高くなっています。
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《参考データ》

○正規労働者と非正規労働者の割合【総務省労働力調査】

昭和62年(1988年) 平成10年(1998年) 平成20年(2008年)

正規労働者 80.9％ 76.4％ 65.9％

非正規労働者 19.1％ 23.6％ 34.1％

○精神障害等に係る労災支給決定件数【厚生労働省調査】

平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度

支給決定件数 108 130 127 205 268

うち自殺者 40 45 42 66 81

(2) 中高年の自殺対策

①推進体制の整備

ア 地域自殺対策ネットワークづくりの推進

自殺対策には、身近なところで相談・支援が受けられる顔が見えるネットワー

クづくりが重要であり、市町村単位での、市町村、医療機関をはじめ、保健、福

祉、経済、労働、教育、その他の民間団体等関係機関のネットワークづくりを支

援します。

自殺の原因は多岐、複合的にわたるので、その過程の中で、多くの人達がゲー

トキーパーの意識を持ち、気づいた時点で、それぞれの専門家につなぐという体

制づくりを進めます。

◎地域自殺対策ネットワークモデル事業の実施

②普及啓発

ア 自殺予防やうつ病等に関する普及啓発

家庭問題
13%

健康問題

45%

経済・生活

問題

23%

勤務問題

9%

男女問題
5%

その他

5%

中高年の自殺の原因・動機
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・ 自殺や心の病に対する誤った先入観や偏見をなくし、自殺や心の病に関する

正しい知識の普及や早期発見の啓発のため、うつ病や心の健康に関するリーフ

レット等の作成配布や講演会、セミナー等を実施します。

特に、より多くの県民への普及啓発を図るため、県及び市町村等の広報誌等、

様々な広報媒体を活用したきめ細やかな情報提供に努めます。

◎こころの県民講座、講演会等の開催

◎睡眠障害予防、自殺予防パンフレットの作成配布

・ 地域福祉の重要な役割を担っている民生委員・児童委員等に対して、自殺に

関する正しい知識を普及するため、研修会等の機会を通じて心の健康づくりや

自殺予防に関する啓発を実施します。

◎保健福祉関係者等への自殺予防に関する研修の実施

・ 自殺の背景にある経済、仕事、家庭、健康等の諸問題に対応する行政、司法、

民間団体等の関係機関・団体による相談窓口について、ホームページやパンフ

レット等を活用し、県民へ周知します。

◎各種相談窓口・支援機関一覧パンフレットの作成配布

③相談体制の充実

ア 相談体制の整備・充実

悩みを抱えながら相談機関等を知らないで相談ができないことがないよう、

相談体制の充実を図ります。また、相談者の複合的な悩み事に適切に対応する

ため、相談窓口によるネットワークを構築するなど、各種相談機関相互の連携

を強化します。

◎相談機関ネットワーク会議の開催

◎各種相談窓口・支援機関一覧パンフレットの作成配布

◎群馬県多重債務者対策協議会との連携強化

イ 職場におけるメンタルヘルスの推進

・ 群馬労働局等と連携し、メンタルヘルス対策を推進します。

・ 特に、メンタルヘルス対策が進んでいない、中小企業経営者やその従業員

等に対する支援を推進します。
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◎労働関係者等へのうつ病等に関する研修の実施

◎働く人のメンタルヘルス相談の実施

◎産業保健推進センター等でのメンタルヘルス相談、研修、普及啓発等

【群馬労働局等のメンタルヘルス対策】

・管理・監督者等に対する心の健康問題への正しい知識の普及

・事業場内メンタルヘルス推進担当者の選任の指導

・メンタルヘルス教育研修担当者の育成の支援

・産業保健スタッフの資質の向上等による相談体制の充実支援

・労働者が職場内で相談しやすい環境整備の支援

・メンタルヘルス対策が進んでいない小規模事業者への支援

・過重労働等による健康障害防止のための指導監督

・メンタルヘルス不調者の早期発見、専門機関への取り継ぎの推進

・メンタルヘルス不調者の職場復帰に取り組む事業所への支援 等

ウ 市町村等地域における心の健康づくりの推進

地域における自殺対策を推進するために、市町村・保健センター職員を対象とし

た自殺対策研修を実施します。

◎保健福祉関係者等への自殺予防に関する研修の実施

エ 多重債務者、失業者、無職者に対する相談窓口の充実

・ 多重債務の解決に向けて、消費生活センターの相談体制を充実します。

・ 弁護士会・司法書士会等において、多重債務者に対する相談を実施します。

・ 市町村における多重債務に関する相談対応体制の充実を図るための市町村と関

係機関とのネットワーク構築を支援します。

・ 失業者に対して、ハローワーク等の窓口においてきめ細やかな職業相談を実施

します。

・ 失業に直面した際に生じる心の悩み等様々な生活上の問題に関する相談に対応

します。

・ 中高年の再就職希望者に対し、就職や職場定着に関する支援を行います。
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◎弁護士会、司法書士会による多重債務者相談の実施

◎多重債務者生活再建相談の実施

◎こころの健康センターと連携した多重債務者無料相談会等の実施

◎ハローワークの職業相談の充実

◎県シニア就業センターによる中高年者への再就職支援

オ 経営者に対する相談窓口の充実

中小企業経営者等に対する経営相談を実施するとともに、相談担当職員への心の

病や自殺予防に関する正しい知識の普及等を図ります。

◎中小企業経営者の経営相談や資金繰りに関する相談の実施

◎商工会・商工会議所等と連携した、中小企業経営者の経営相談の実施

◎県中小企業再生支援協議会における、中小企業の再生支援

カ 様々な問題を抱える人への相談窓口の充実等

・ 自殺の要因ともなる様々な問題を抱える人への相談窓口を充実します。

・ 犯罪被害者に対する相談に対応します。

・ 県民の不安や悩み事に関する相談の受付や相談事に対する助言等を行う警察安

全相談を実施します。

・ 消費生活センターにおいて、専門の職員が消費者被害等の消費生活に関する相

談に対応します。

・ 法的問題解決のために、日本司法支援センター（法テラス）等の県民への周知

等を図ります。

・ 女性相談センターにおいて、生活全般の悩み事や問題、法律や心と体の健康に

関する相談に対応します。

・ 妊娠、育児、子育て等女性の相談に対応します。

◎被害者支援センターの犯罪被害者支援

◎消費生活センターの被害者支援

◎日本司法センター(法テラス)の法制度及び相談機関の情報提供

◎女性相談センターの女性相談支援

◎母子保健相談

◎子育てに関する電話相談（２４時間対応）

キ 精神科医療等体制の整備推進

・ うつ病等により自殺の危険性が高い人の早期発見に努め、精神科医療につなぐ

取り組みに併せて、これらの人々が適切な精神科医療を受けられるよう精神科医

療体制の充実を進めます。

・ かかりつけ医等がうつ病と診断した人を専門医につなげるための仕組みづくり
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を進めます。

◎精神科医療機関と一般診療科とのネットワークづくりの推進

ク 慢性疾患患者等に対する支援

重篤な慢性疾患に苦しむ患者等からの相談等に対し適切な対応や心理的ケアがで

きるように、看護師等への研修を実施します。

◎医療関係者等への自殺予防に関する研修の実施

④人材の育成

自殺の危険性が高い人の早期発見、早期対応を図るため、自殺の危険を示すサイ

ンに気づき、適切な対応を図ることができる役割を担う人材（ゲートキーパー）等

を養成します。

ア 医師等研修

うつ病等の精神疾患患者は身体症状が出ることも多く、かかりつけ医等を受診す

ることも多いことから、県医師会、郡市医師会の協力のもと研修会を開催し、うつ

病等精神疾患に対するかかりつけ医等の診断・治療技術の向上を図ります。

◎かかりつけ医うつ病対応力向上研修の実施

イ 地域保健・福祉関係者等に対する研修

・ 地域保健スタッフや産業保健スタッフの資質の向上

地域における心の健康問題に関する相談機能を向上させるため、市町村保健セ

ンター等のスタッフに対する心の健康づくりや自殺予防についての研修を実施し

ます。

・ 職域におけるメンタルヘルス対策を推進するため、産業保健スタッフの資質向

上のための研修等を実施します。

◎保健福祉関係者等への自殺予防に関する研修の実施

ウ 民生委員・児童委員等への研修の実施

地域の見守り活動を支援するため、民生委員・児童委員等に対する心の健康づく

りや自殺予防に関する研修を実施します。

◎保健福祉関係者等への自殺予防に関する研修の実施

エ 企業関係者等に対する研修
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企業経営者や管理監督者等に対して、うつ病等の理解を深めるとともに、うつ病

にかかった社員への対応方法等について研修を実施します。

◎企業関係者等へのうつ病等に関する研修の実施

オ 自殺の社会的要因(多重債務､失業､倒産等)に関係する職員への研修

・ 自殺の原因・動機に関連する消費生活センターの多重債務相談窓口、商工会・

商工会議所等の経営相談窓口、ハローワークの相談窓口、子育てや教育等様々な

相談機関等の相談員等に対し、うつ病や自殺予防に関する正しい知識の普及を図

ります。

・ 地域において自殺対策の役割を担う民間団体等のスタッフに対する研修を実施

します。

◎相談窓口担当者等への自殺予防に関する研修の実施

カ 地域ボランティア等の育成

地域で様々な相談活動や支援活動を行っているボランティア等に対し、うつ病等

についての講習会等を実施します。

◎ボランティア関係者への講演会・講習会の実施

４ 高齢者世代（６５歳以上）の自殺対策

(1) 高齢者の自殺の特徴

○県内の高齢者（６０歳以上）の自殺者数は自殺者全体の約４割弱を占めます。

平成18年:38.8％、平成19年:38.5％【人口動態統計】

○県内の７０歳以上の自殺者数に大きな変動は見られないが、６０歳代の自殺者

が大幅に増加しています。

７０歳以上の自殺者数 平成9年:109人→平成19年:118人【人口動態統計】

６０歳～６９歳の自殺者数 平成9年: 66人→平成19年: 85人【人口動態統計】

○県内女性では、高齢になると自殺者が増加しています。

女性の自殺者数 平成19年：60歳代:18人、70歳代:23人、80歳以上:30人

【人口動態統計】

○高齢者の自殺の原因・動機は、健康問題（身体の病気、うつ病）が多く、特に、

身体の病気の割合が高い。また、孤独感を原因・動機とする自殺者も多い。

【群馬県警「平成１９年中における自殺の概要資料」】

○全国的には、自殺者の多くが家族との同居世帯です。
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(2) 高齢者の自殺対策

①推進体制の整備

ア 地域自殺対策ネットワークづくりの推進

自殺対策には、身近なところで相談・支援が受けられる顔が見えるネットワー

クづくりが重要であり、市町村単位での、市町村、医療機関をはじめ、保健、福

祉、経済、労働、教育、その他の民間団体等関係機関のネットワークづくりを支

援します。

◎地域自殺対策ネットワークモデル事業の実施

②普及啓発

ア 自殺予防やうつ病等に関する普及啓発

・ 自殺や心の病に対する誤った先入観や偏見をなくし、自殺や心の病に関する

正しい知識の普及や早期発見の啓発のため、うつ病や心の健康に関するリーフ

レット等の作成配布や講演会、セミナー等を実施します。

特に、より多くの県民への普及啓発を図るため、県及び市町村等の広報誌等、

様々な広報媒体を活用したきめ細やかな情報提供に努めます。

◎こころの県民講座、講演会等の開催

◎睡眠障害予防、自殺予防パンフレットの作成配布

・ 地域福祉の重要な役割を担っている民生委員・児童委員等に対して、自殺に

関する正しい知識を普及するため、研修会等の機会を通じて心の健康づくりや

自殺予防に関する啓発を実施します。

家庭

問題
11%

健康問題

62%

経済・生活問

題
14%

勤務問題
2%

男女問題
1%

その他

11%

高齢者の自殺の原因・動機
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◎保健福祉関係者等への自殺予防に関する研修の実施

・ 自殺の背景にある経済、仕事、家庭、健康等の諸問題に対応する行政、司法、

民間団体等の関係機関・団体による相談窓口について、ホームページやパンフ

レット等を活用し、県民へ周知します。

◎各種相談窓口・支援機関一覧パンフレットの作成配布

③相談体制の充実

ア 相談体制の整備・充実

相談者の複合的な悩み事に適切に対応するため、相談窓口によるネットワーク

を構築するなど、各種相談機関相互の連携を強化します。

◎相談機関ネットワーク会議の開催

◎各種相談窓口・支援機関一覧パンフレットの作成配布

◎群馬県多重債務者対策協議会との連携強化

イ こころの健康センター、保健福祉事務所等の県機関、市町村及び関係団体等が

相互に連携して、様々な悩み事等に関する相談に応じます。

◎各種相談窓口・支援機関一覧パンフレットの作成配布

◎こころの健康電話相談の実施

◎いのちの電話の電話相談の実施

◎高齢者総合相談センターの相談の実施

ウ 市町村等地域における心の健康づくりの推進

地域における自殺対策を推進するために、市町村・保健センター職員を対象と

した自殺対策研修を実施します。

◎保健福祉関係者等への自殺予防に関する研修の実施

エ 精神科医療等体制の整備推進

・ うつ病等により自殺の危険性が高い人の早期発見に努め、精神科医療につな

ぐ取り組みに併せて、これらの人々が適切な精神科医療を受けられるよう県内

精神科医療体制の充実を進めます。

・ かかりつけ医等がうつ病と診断した人を専門医につなげるための仕組みづく

りを進めます。
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◎精神科医療機関と一般診療科とのネットワークづくりの推進

オ 慢性疾患患者等に対する支援

重篤な慢性疾患に苦しむ患者等からの相談等に対し適切な対応や心理的ケアがで

きるように、看護師等への研修を実施します。

◎医療関係者等への自殺予防に関する研修の実施

カ 関係機関と連携した高齢者支援

関係機関と連携の下、高齢者世帯への訪問活動等を通じた支援等の高齢者福祉対

策を推進します。

◎高齢者友愛訪問リーダーの養成

◎傾聴ボランティアの養成

◎高齢者の生きがいづくりの推進

◎介護予防の推進

◎在宅介護者への支援

◎認知症サポーターの養成

④人材の育成

ア 医師等研修

うつ病等の精神疾患患者は身体症状が出ることも多く、かかりつけ医等を受診す

ることも多いことから、県医師会、郡市医師会の協力のもと研修会を開催し、うつ

病等精神疾患に対するかかりつけ医等の診断・治療技術の向上を図ります。

◎かかりつけ医うつ病対応力向上研修の実施

イ 地域保健・福祉関係者等に対する研修

・ 地域保健スタッフの資質の向上

地域における心の健康問題に関する相談機能を向上させるため、市町村保健セ

ンター等のスタッフに対する心の健康づくりや自殺予防についての研修を実施し

ます。

・ 介護支援専門員等に対する研修の実施

高齢者と高齢者を介護する者の心の病についての理解を深め、自殺予防につな

げるため、介護支援専門員等を対象に、心の健康づくりや自殺予防に関する研修

等を実施します。

・ 民生委員・児童委員等への研修の実施
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地域の見守り活動を支援するため、民生委員・児童委員等に対する心の健康

づくりや自殺予防に関する研修を実施します。

◎保健福祉関係者等への自殺予防に関する研修の実施

⑤自殺予防等に自主的に取り組む民間団体への支援

・ 民間団体等が行う相談事業や自殺予防活動等、自殺対策のための取り組みを

支援します。

・ 民間団体等が実施する心の悩みの相談や自殺予防活動に携わる人材の育成を

支援します。

◎自殺予防等に取り組む民間団体への支援

◎民間団体等職員への自殺予防に関する研修の実施
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資料編

１ 群馬県自殺総合対策行動計画－自殺対策アクションプラン－策定の経過
県では、平成１７年８月に「群馬県自殺防止対策会議」を設置し、県民の自殺予防、うつ病の早期発

見・治療等に取り組んできましたが、さらなる総合対策に取り組むため、既存組織である「群馬県自殺

防止対策会議」を改組し、平成２０年３月に「群馬県自殺対策連絡協議会」を設置しました。

計画の策定にあたっては、群馬県自殺対策連絡協議会、群馬県自殺対策連絡協議会青少年・中高年・

高齢者対策分科会及び群馬県自殺対策庁内連絡会議等において検討を実施しました。

（１）検討の経過

平成２０年５月２１日 平成２０年度第１回群馬県自殺対策連絡協議会

平成２０年５月２１日 平成２０年度第１回群馬県自殺対策連絡協議会青少年・高齢者対策分科会

平成２０年５月２１日 平成２０年度第１回群馬県自殺対策連絡協議会中高年対策分科会

平成２０年７月１７日 平成２０年度第２回群馬県自殺対策連絡協議会中高年対策分科会

平成２０年８月１日 平成２０年度第２回群馬県自殺対策連絡協議会青少年・高齢者対策分科会

平成２０年１２月２日 平成２０年度群馬県自殺対策庁内連絡会議

平成２０年１２月１５日 平成２０年度第３回群馬県自殺対策連絡協議会青少年・高齢者対策分科会

平成２０年１２月１８日 平成２０年度第３回群馬県自殺対策連絡協議会中高年対策分科会

平成２１年２月４日 平成２０年度第４回群馬県自殺対策連絡協議会青少年・高齢者対策分科会

平成２１年２月１２日 平成２０年度第４回群馬県自殺対策連絡協議会中高年対策分科会

平成２１年３月２７日 平成２０年度第２回群馬県自殺対策連絡協議会

群馬県自殺対策連絡協議会委員名簿（敬称略）

（平成２１年３月３１日現在）

氏 名 所 属 ・ 役 職 等 青少年対 中高年対 高齢者対
策分科会 策分科会 策分科会

浅野 茂充 群馬労働局労働基準部長 ○

阿部 和彦 連合群馬(日本労働組合総連合会・群馬県連合会)事務局長 ○

飯島 惠子 群馬県看護協会会長 ○

副会長 井田 信夫 群馬経済同友会副代表幹事･サンヨー食品（株）相談役 ○

市場 和政 群馬弁護士会 ○

梅澤 朋子 群馬県民生委員児童委員協議会副会長 ○ ○

尾嵜 志保理 ＮＰＯ法人市民メディアぺぱーみんとかんぱにー理事 ○

亀田 慎也 (社）日本青年会議所 関東地区 群馬ブロック協議会直前会長 ○ ○

亀山 敏雄 群馬県警察本部生活安全部長 ○

後藤 孝 （財）群馬県老人クラブ連合会 女性委員会委員長 ○

小山 洋 群馬大学大学院教授（公衆衛生学） ○

櫻井 裕 群馬司法書士会会長 ○

椎原 康史 群馬大学医学部教授（基礎作業療法学） ○

下城 茂雄 群馬県健康福祉部長 ○

関根 正喜 (社福)群馬いのちの電話理事長 ○

高橋 健 前橋市保健福祉部長 ○

野村 直正 群馬県高等学校長協会会長 ○

萩原 俊一 上毛新聞社広告局推進部長 ○

真下 延男 群馬県医師会理事(産業衛生担当) ○

会長 三國 雅彦 群馬大学大学院教授(神経精神医学) ○

宮下 智満 群馬県社会福祉協議会会長 ○

横澤 修一 群馬県桐生保健福祉事務所長 ○

吉野 勉 群馬県教育委員会教育次長 ○



人数 割合 未婚 割合 離婚 割合 死別 割合 計 割合

男 8 6.2% 114 88.4% 7 5.4% 0 0.0% 121 93.8%

女 5 9.1% 46 83.6% 2 3.6% 2 3.6% 50 90.9%

計 13 7.1% 160 87.0% 9 4.9% 2 1.1% 171 92.9%

男 350 49.4% 205 28.9% 139 19.6% 15 2.1% 359 50.6%

女 103 51.8% 47 23.6% 29 14.6% 20 10.1% 96 48.2%

計 453 49.9% 252 27.8% 168 18.5% 35 3.9% 455 50.1%

男 162 64.8% 14 5.6% 7 2.8% 67 26.8% 88 35.2%

女 67 37.4% 12 6.7% 11 6.1% 89 49.7% 112 62.6%

計 229 53.4% 26 6.1% 18 4.2% 156 36.4% 200 46.6%

男 520 47.8% 333 30.6% 153 14.1% 82 7.5% 568 52.2%

女 175 40.4% 105 24.2% 42 9.7% 111 25.6% 258 59.6%

計 695 45.7% 438 28.8% 195 12.8% 193 12.7% 826 54.3%

性別 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月１１月１２月不詳

男 99 84 101 90 103 96 87 88 98 80 81 83 4

割合 9.0% 7.7% 9.2% 8.2% 9.4% 8.8% 8.0% 8.0% 9.0% 7.3% 7.4% 7.6% 0.4%

女 36 29 44 57 34 33 37 29 28 40 31 33 6

割合 8.2% 6.6% 10.1% 13.0% 7.8% 7.6% 8.5% 6.6% 6.4% 9.2% 7.1% 7.6% 1.4%

計 135 113 145 147 137 129 124 117 126 120 112 116 10

割合 8.8% 7.4% 9.5% 9.6% 8.9% 8.4% 8.1% 7.6% 8.2% 7.8% 7.3% 7.6% 0.7%

性別 縊死 ガス 薬物 溺死
飛び
降り

飛び
こみ

その他

男 651 200 63 20 71 14 74

割合 59.6% 18.3% 5.8% 1.8% 6.5% 1.3% 6.8%

女 251 30 43 28 44 8 31

割合 57.7% 6.9% 9.9% 6.4% 10.1% 1.8% 7.1%

計 902 230 106 48 115 22 105

割合 59.0% 15.1% 6.9% 3.1% 7.5% 1.4% 6.9%

199

33.4

180

250

908

1,094

14.0

31.3

全体では「縊死」（首つり）が、５９．０％で最も多く、次いで「ガス」が１５．１％、「飛び降り」７．５％「薬
物」６．９％である。男女別では、「縊死」に差は少ないが、「ガス」で、男性１８．３％、女性６．９％と差
がある。

群馬県
自殺死亡

者数
死亡率（人
口10万比）

配偶者の有無

14.2

25.3

55

184

709

24.4

36.7

48.0

高 齢 者
（65歳以上）

55

計

1,531

437

179

計

430

129

715

202

129

184

917

45.4 250

青 少 年
（30歳未満）

中 高 年
（30歳～64

歳）

13.7

6.2

10.0

あ り な し

人数

100.0%

1,531

1,521

429

1,088

433

計

調査した３年間の自殺者数は１，５３１人（男１，０９４人、女４３７人）で、自殺死亡率は２５．３（男３
６．７、女１４．２）である。自殺死亡率は中高年と高齢者が高く、特に中高年では、男性が４８．０で女
性が１４．０と男女の差が大きい。
「配偶者なし」は、男性５２．２％、女性５９．６％で共に「配偶者あり」を上回っている。高齢者は男性

が「配偶者あり」が高く、女性は逆に「配偶者なし」の割合が高い。「配偶者なし」の理由は、男性は
「未婚」が一番多く、女性は「死別」が多い。

1,094

100.0%

437

男性は月別の差は少ないが、女性は「３月」「４月」がやや高い。

群馬県

100.0%

1,093

100.0%

435

100.0%

100.0%

（ありなし不詳８人、なしの理由不詳２人を除く）

（手段別不詳３人を除く）

２ 人口動態調査（死亡小票）による自殺実態調査結果（平成１７年～１９年）

２ 自殺が発生した月別数

群馬県

３ 自殺手段別数

計

自殺を予防ためには、自殺に至った背景等の実態を把握する必要があります。そこで、
平成１７年から１９年までの３年間の群馬県人口動態調査死亡票において、自殺により
死亡した人の自殺の状況、背景等を調査した。

1,528

１ 自殺死亡者数、死亡率、配偶者の有無及びなしの理由

33
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３ 各 種 相 談 機 関 一 覧

分 類 窓 口 電話番号 受 付 時 間

群馬県こころの健康センター 027-263-1156 9:00～17:00（月～金）

（うつ病や心の悩みについて）

群馬いのちの電話 027-221-0783 9:00～21:30（毎日）

（電話相談活動を通じた自殺防止活動） 第２・４金曜日9:00～翌日9:00

フリーダイヤル 自殺予防 いのちの電話 0120-738-556 毎月10日 8:00～翌日8:00

心の悩み 渋川保健福祉事務所 ０２７９－２２－４１６６ 吾妻保健福祉事務所 ０２７９－７５－３３０３

伊勢崎保健福祉事務所 ０２７０－２５－５０６６ 利根沼田保健福祉事務所 ０２７８－２３－２１８５

西部保健福祉事務所 ０２７－３２２－５１０１ 東部保健福祉事務所 ０２７６－３１－８２４３

藤岡保健福祉事務所 ０２７４－２２－１４２０ 桐生保健福祉事務所 ０２７７－５３－４１３１

富岡保健福祉事務所 ０２７４－６２－１５４１ 館林保健福祉事務所 ０２７６－７２－３２３０

前橋市保健所 ０２７－２２０－５７８５ 各保健福祉事務所及び前橋市保健所とも 8:30～17:30（月～金）

群馬県労働政策課「労働相談」 027-226-3404 8:30～17:30（月～金）

労 働 群馬労働局企画室総合労働相談コーナー 027-210-5002 8:30～17:15（月～金）

独立行政法人労働者健康福祉機構 027-233-0026 9:00～17:00（月～金）

群馬産業保健推進センター

関東財務局前橋財務事務所総務課 027-221-4495 8:30～12:15、13:00～16:30（月～金）

多重債務相談窓口 （直通）

群馬弁護士会総合法律相談センター 027-234-9321 相談予約受付9:00～12:00、13:00～

１7:00（月～金）

多重債務 群馬司法書士会クレジット・サラ金相談センター 027-221-0156 10:00～16:00（月～金）

群馬県商政課「サラ金無料法律相談」 027-223-3100 相談予約受付（月8:30～17:30)

（弁護士による面接相談） 面接日（火）

群馬県消費生活センター 027-223-3001 9:00～17:00（月～金）

027-226-2266 9:00 ～12:00、13:00～１7:00（土・日）

法律相談 法テラス群馬 （法的トラブル等の悩み） 050-3383-5399 9:00～17:00（月～金）

犯罪被害 警察安全相談 027-224-8080 24時間対応

生活困難 各市町村福祉担当課 各市町村役場

心配ごと 群馬県社会福祉協議会 027-255-6226 相談予約受付 9:00～17:00(月～金)

（家族関係、財産問題等暮らしに関わる悩み） 相談日10:00～12:00（木）

群馬県高齢者総合相談センター 027-255-6100 9:00～17:00（月～金）

高 齢 者 （高齢者の悩み）

群馬県高齢者介護総合センター（介護相談） 027-269-4380 8:30～17:30（月～金）

群馬県女性相談センター 027-231-4488 9:00～20:00（月～金）

女 性 13:00～17:00(土・日・祝日)

前橋地方法務局女性の人権ホットライン 0570-070-810 8:30～17:00（月～金）

（セクハラやDV等の人権侵害）

群馬県総合教育センター 0120-889-756 9:00～17:00（月・火・木・土・日）

いじめ対策「いじめ電話相談」 携帯電話の場合 9:00～20:00（水・金）

青 少 年 子ども教育支援センター 0270-26-9200 9:00～17:00（月・火・木） 9:00～20:00

子 ど も （不登校、発達相談等） （水・金） 9:00～12:00（第2・4土）

中央児童相談所「こどもホットライン24」 0120-783-884 24時間対応

（児童虐待・子育て・心身の発達等） 携帯電話の場合

027-263-1100

前橋地方法務局子どもの人権110番 0120-007-110 8:30～17:00（月～金）


