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⑨自損行為による救急出動状況

秩父消防署管内(秩父市・横瀬町・皆野町・長瀞町・小鹿野町・その他）の救急自動車によ

る救急出動件数の内訳を搬送の原因となった事故種別にみると、自損行為による出動数は、平

成 25年は 100 件と多かったものの 70 件程度で経過しています。平成 28 年は 42件でした。傷

病程度は不搬送が多くみられます。

秩父市の自損行為による出動数は表１のとおりです。

※ 事故種別は、急病・交通事故・一般負傷・労働災害・自損行為・加害・運動競技・火災・

水難・自然災害・その他に分類されており、自損行為とは、自殺の目的による行為、故意に

自分自身に傷害を加えた事故です。

■図 17 自損行為による出動件数の推移（秩父消防署管内 救急・救助統計平成 24 年～28 年

■表 1 秩父市の自損行為による出動件数 (件）

⑩ハイリスク地関連

秩父市外から来て、秩父市内で自殺する人が多くみられます。特に 50歳代未満が多い状況

です。(図 20）

富士山原生林、樹海という自殺の名所がある山梨県の自殺率よりも秩父市の自殺率の方が高

いことがわかります。(図 19）

平成 24年 平成 25年 平成 26年 平成 27年 平成 28年
55 46 37 51 30
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■図 18 発見地と住居地別の自殺者数の推移（秩父市：平成 24 年～28 年）

■図 19 発見地と住居地別の自殺率の比較 (都道府県別集計 平成 28 年 発見地・住居地）

■図 20 発見地と住居地別の年代別自殺者数（秩父市：平成 24 年～28 年総数）

平成 24年～平成 28年
総数

住居地 77人

発見地 139 人
住居地 77人
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⑪自殺者の特徴と危機経路事例

過去 5年間の自殺の実態をみると、「女性 60 歳以上の無職同居」のケースが 19.5％を占めて

います。このケースの場合、全国的に代表的と考えられる「危機経路」は身体疾患→病苦→う

つ状態から自殺にいたる経路が代表的な事例となっています。

自殺割合の上位 1位は、女性 60 歳以上無職同居、2位は、男性 60 歳以上無職同居、3位は

男性 40～59 歳有職同居です。

■表２ 秩父市の主な自殺の特徴 （特別集計（自殺日・住居地、平成 24 年～平成 28 年合計））

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た。

*自殺率の母数(人口）は平成 27 年度国勢調査を基に自殺総合対策推進センターにて推計した。

**「背景にある主な自殺の危機経路」は自殺実態白書 2013(NPO 法人ライフリンク)を参考にした。

○自殺の特性の評価

他の自治体との比較により、当市において優先度の高い項目を提示したもので、数値データを

用いて分析できる項目について、優先度の高い集団の特徴を判断することができます。

■表３ 秩父市の特性の評価

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：女性 60歳以上の無職同居 15 19.5% 32.4 身体疾患→病苦→うつ状態→自殺

2位：男性 60歳以上無職同居 11 14.3% 37.3 失業(退職）→生活苦＋介護の悩み
(疲れ）＋身体疾患→自殺

3位：男性 40~59歳有職同居 9 11.7% 26.0 配置転換→過労→職場の人間関係の

悩み＋仕事の失敗→うつ状態→自殺

4位：女性 60歳以上無職独居 6 7.8% 56.4 死別・離別＋身体疾患→病苦→うつ

状態→自殺

5位：男性 60歳以上有職同居 6 7.8% 36.4 ①【労働者】身体疾患＋介護疲れ→

アルコール依存→うつ状態→自殺

②【自営業者】事業不振→借金＋介

護疲れ→うつ状態→自殺

指標 ランク 指標 ランク

総数１） 23.1 ★ 男性１） 30.7 －a
20歳未満１） 3.5 ★a 男性１） 15.8 ★a
20歳代１） 13.1 － 若年者(20～39歳）１） 13.7 －

30歳代１） 14.2 － 高齢者(70歳以上）１） 35.9 ★

40歳代１） 23.5 －a 勤務・経営２） 16.3 －

50歳代１） 29.2 ★a 無職者・失業者２） 37.4 －

60歳代１） 33.9 ★★a ハイリスク地３） 181％/+62 ☆☆

70歳代１） 36.3 ★a 自殺手段４） 34％ －

80歳以上１） 35.3 ★
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※ ハイリスク地・・・住民以外の自殺の多さの目安

１）自殺統計にもとづく自殺率(10万対)。自殺者数 1人の増減でランクが変わる場合はランクにａをつけ
た。

２）特別集計にもとづく 20～59歳を対象とした自殺率(10万対)(公表可能)。自殺者数 1人の増減でラン
クが変わる場合はランクにａをつけた。

３）自殺統計にもとづく発見地÷住居地（％)とその差（人）。自殺者（発見地）1人の減少でランクが変
わる場合はランクにａをつけた。

４）自殺統計もしくは特別集計にもとづく首つり以外の自殺の場合（％）首つり以外の割合が多いと高い。

ランクの標章

全国市町村中のランク

★★★/☆☆ 上位 10％以内
★★/☆ 上位 10～20％
★ 上位 20～40％
－ その他

秩父市における自殺の特徴の上位 3区分の性、年代等の特性と「背景にある危機経路」

を参考に自殺実態プロファイルにおいて、「高齢者」「生活困窮者」「勤務・経営」「ハイ

リスク地」が重点施策として推奨されました。

＜参考＞ 重点パッケージの種類とポイント

1 こども・若者・・・推奨の有無にかかわらず。20 歳未満の自殺率や「児童・生徒等の

内訳」を確認すること。

2 勤務・経営・・・・「有職者の自殺の内訳」を確認し、自営業者の人数、割合が多い

場合は、経営者対策の重要性が高い。

3 無職者・失業者・・「生活困窮者」パッケージとあわせて推奨されることが多い。

4 生活困窮者・・・・多くの自治体で推奨されている。

5 高齢者・・・・・・性・年代別の自殺者数や自殺率、同居者の有無を確認すること

6 ハイリスク地・・・これが示されている場合、全国的にみて、地域での自殺者の発見

者数が居住者数より多い地域。

7 自殺手段・・・・・これが示されている場合、全国的にみて、居住者の自殺で首つり

以外の手段が多い地域。表示の有無にかかわらず、「手段別の自殺

者数の詳細」を確認し、手段に特徴がないか確認すること。
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２ アンケートからみられる現状

本計画及び「秩父市健康づくり計画」見直しの基礎資料として、市民の日常の習慣や運動、

食事等を含めた健康に関する意識等を把握することを目的として「健康長寿の実現に向けたア

ンケート調査」を実施しました。

その中で、睡眠で疲れが十分とれていると思うか、自殺対策の取組の認知度等について、質

問しており、調査の概要は、次のとおりとなっています。

■平成 30 年度健康長寿実現に向けたアンケート調査の概要

・実施数 (単位：人）

・実施期間 平成 30 年 6 月～10 月

・実施方法 保健センター事業実施の際に、アンケートを配布し回収
※ 各種がん検診、特定健診各会場、乳幼児健診等、保健センターまつり、地域での会合、研修会等

①いつもとっている睡眠で、疲れが十分とれている人の割合

63.1％の人が睡眠で疲れが十分とれていると回答しています。 （図 a）

また、男性、女性ともに年齢の高い世代の人が、睡眠で疲れが十分とれていると回答しました。

（図 b 図 c）

図 a

図 b 図 c

対象年齢 20 歳～39 歳 40 歳～64 歳 65 歳～ 合計

男 341 402 1328 2071

女 559 758 1708 3025

合計 900 1160 3036 5096
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②生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している人の割合

男性では 12.5％の人が生活習慣病のリスクを高める量を飲酒しており、各年齢層における差

はあまりないようです。 (図 d 図 f)

また、女性は 4.6％の人が生活習慣病のリスクを高める量を飲酒しており、40 歳～64 歳の年

齢層の割合が若干多い傾向にありました。 （図 e 図 g）

※ リスクの高い飲酒量

男性：毎日 2合以上・週 5～6日 2合以上・週 3日～4日 3 合以上・週 1～2日 5合以上・月 1～3 日 5 合以上

女性：毎日 1合以上・週 5～6日 1合以上・週 3日～4日 1 合以上・週 1～2日 3合以上・月 1～3 日 5 合以上

図 d 図 e

図 f 図 g
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③悩み事やストレスを感じたときに、誰かに相談したり、助けを求めることができるか。

79.0%の方が悩み事やストレスを感じたときに、誰かに相談したり、助けを求めることがで

きると答えています。 （図 h)

また、男性よりは女性、年代別では若い世代の方が相談したり、助けを求めることができる

と回答しました。 (図 i 図 j）

図 h

図 i 図 j



20

④自殺対策の取組として知っている事業等の認知度 (知っているものすべてに○）

以下の事業や取組で、認知度が一番高かったのは、「保健センターの健康相談」2番目は「秩

父地域自殺予防フォーラム」3番目は「こころの健康相談統一ダイヤル」でした。 (図 k）

図 k

ア 9月の自殺予防週間/3 月の自殺対策強化月間の認知度は、3.4%でした。(図 m）

図 l 図 m

イ ゲートキーパー養成講座の認知度は、1.6%でした。 (図 n)

図 n
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■平成 29 年度秩父地域自殺予防フォーラム参加者アンケートより

・実施数 （単位：人）

・実施日 平成 29 年 11 月 12 日

・実施方法 秩父地域自殺予防フォーラム実施の際に、アンケートを配布し回収

①効果的な自殺予防対策

どのような対応が、自殺予防対策として大切だと思うかについては、一番多かった回答が、

「学校での命の教育」、2番目が「職場や地域でのこころの相談の充実」3番目が「高齢者の孤

立を防ぐ対策」でした。 （複数回答可）（図 o）

図 o

②自殺予防標語入り看板をみたことがあるか

65.8%の方が自殺予防標語入り看板をみたことがあると回答しました。

図p

参加者数 アンケート回収数

333 191
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③看板を設置することが自殺予防に役立っているか

54.5%の方が看板を設置することは自殺予防に役立っていると回答しています。（図 q）

図 q

３ これまでの取組と評価

（１）課題と取組

秩父市セーフコミュニティ自殺予防対策委員会において 5つの課題をとりあげ、「3つの方向

性」に分類して「重点対象」を定め、8つの「具体的な取組」を推進してきました。

(表 1 図 r)

表 1

課 題

1
・外因（病気を除く死亡原因）として自殺が多い。

・40～60 歳代の男性に自殺が多い。

2
・自殺の原因として多い「健康問題」のうち 6割が「精神障害」で、そのうち 4割が「うつ

病」である。自殺の原因には様々な要因が絡み合っている。

3 ・自殺の手段として「首つり」が多いが、秩父市の特色として「橋からの投身自殺」も多い。

4
・自殺の場所は自宅が多く、自殺者の多くは同居者がいる。

（同居の家族等がいても誰にも相談できずに「自殺」に至っている。）

5 ・市外からの自殺者が多い。

課題

１

課題
２

課題
３

課題

４

課題
５

方向性１

うつ・自殺予防
のための啓発

重点対象
・４０～６０歳代の男性
・個々の健康に不安を持
  つ人
・困りごとのある人

方向性２
自殺予防に関心を
持ち適切な対応が
できる人材の育成

重点対象
・地域福祉に携わる人
・悩みを持つ人の周囲に
  いる人
・自殺の多い橋とその近
  隣住民

方向性３
関係機関の連携強
化と自殺のホット
スポット対策への
取り組み

重点対象

・各関係機関
（自殺の名所と言われている
  場所に関わる方たち）

取組１

秩父地域自殺予防フォーラム・うつ病講演会の開催

取組２

暮らしとこころの総合相談会の開催

取組４

自殺ハイリスク群への介入
・適正飲酒啓発事業の実施

・統合失調症への理解を深める講演会の開催
・自殺未遂事例検討会の実施

取組５
ゲートキーパー養成講座の実施

取組７

ホットスポット対策への取り組み

4

取組３
・チラシ、ポケットティッシュ、リーフレット　

　の作成・配布
・自殺未遂者や家族へパンフレットを配布

取組６

自殺予防標語入り看板の設置

取組８

関係機関との連携強化

図 r 課題・方向性・重点対象・取組の整理
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（２）評価

・データー分析をして課題を見つけ、自殺予防対策を実施するという仕組みができた。

・根拠に基づいた取り組みが大切であることがわかった。

・今までよりも、関係機関との連携が深まった。

・平成 22 年に 26 人だった自殺者が、増減をしながら平成 29 年には 15 人に減少した。（図 h）

図 h （人）

厚生労働省 自殺の統計：地域における自殺の基礎資料（住居地）より

平成21 平成22 平成23 平成24 平成25 平成26 平成27 平成28 平成29

男 11 9 14 10 14 7 14 4 10

女 6 17 7 4 6 4 9 5 5

計 17 26 21 14 20 11 23 9 15

0
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20

25

30
男女別自殺者数の推移
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第3章 自殺対策の基本的な考え方

１ 自殺対策の基本認識

本市における自殺対策については、市の自殺の現状と課題等を踏まえ、次に掲げる基本認識に

基づいて取り組みます。

（１）自殺は誰にでも起こり得る身近な問題である

多くの人にとって、自殺とは、自分には関係がない「個人の問題」と考えられがちですが、実

際は当人のみでなく、家族や友人等周りの人が当事者となる可能性があり、誰にでも起こり得る

身近な問題であることを認識する必要があります。

（２）自殺は、その多くが追い込まれた末の死である

自殺は、その多くが様々な悩みが原因で心理的に追い詰められ、自殺以外の選択肢が考えられ

ない状態に陥ったり、社会とのつながりの減少や生きていても役に立たないという役割喪失感か

ら、また、与えられた役割の大きさに対する過剰な負担感から、危機的な状態に陥ってしまった

「追い込まれた末の死」であることを認識する必要があります。

自殺行動に至った人の直前の心の健康状態を見ると、大多数は、様々な悩みにより心理的に追

い詰められた結果、抑うつ状態にあったり、うつ病、アルコール依存症等の精神疾患を発症して

いたりと、これらの影響により正常な判断を行うことができない状態となっていることが明らか

になっています。

（３）自殺は、その多くが防ぐことができる社会的な問題である

自殺の原因となる様々な要因のうち、失業、倒産、多重債務、長時間労働等の社会的要因につ

いては、相談・支援体制の整備等、社会的な取組により、また、自殺に至る前のうつ病等の精神

疾患については、専門家への相談や適切な治療により、多くの自殺は防ぐことができると認識す

る必要があります。

（４）自殺を考えている人は、何らかのサインを発していることが多い

死にたいと考えている人も、心の中では「生きたい」という気持ちとの間で激しく揺れ動いて

おり、不眠や原因不明の体調不良等、自殺の危険を示すサインを発していることが多いとされて

います。自殺の危険を示すサインに気づくことで自殺予防につなげることができることを認識す

る必要があります。

図１：自殺の危機要因イメージ図（厚生労働省資料）
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２ 基本理念

誰もが自殺に追い込まれることのない秩父市をめざして

３ 基本方針

基本理念の実現を目指して、自殺対策における基本認識を踏まえ、次のような基本方針のもとに

総合的な対策に取り組みます。

① 生きることの包括的な支援

自殺はその多くが追い込まれた末の死であり、その多くが防ぐことができる社会的な問題であ

るとの基本認識の下、自殺対策を「生きることの包括的な支援」として「生きる支援」に関する

地域のあらゆる取組を総動員し社会全体の自殺リスクを低下させるとともに、一人ひとりの生活

を守るという姿勢で展開します。

また、個人においても地域においても、失業や多重債務、生活困窮等の「生きることの阻害要

因(自殺のリスク要因）」を減らす取り組みとともに、自己肯定感や信頼できる人間関係、危機回

避能力等の「生きることの促進要因」を増やす取組を行うことで、自殺リスクを低下させる生き

ることの包括的支援として取組を推進します。

② 関連施策との連携を強化した総合的な取組

自殺に追い込まれようとしている人が安心して生きられるようにして自殺を防ぐため、様々な

分野の施策、人々や組織と連携し、精神保健的な視点だけでなく、社会・経済的な視点を含む包

括的な取組を実施します。

自殺の原因となり得る生活困窮、児童虐待、性暴力被害、ひきこもり、性的マイノリティ等、

関連の分野においても、同様の連携の取り組みが展開されていることから、連携の効果を更に高

めるため様々な分野の生きる支援にあたる人々がそれぞれ自殺対策の一翼を担っているという意

識を共有します。

各種制度の狭間にある人、複合的な課題を抱え自ら相談に行くことが困難な人等を早期に発見

し支援していくため、地域共生社会づくりの取組や、生活困窮者自立支援制度等と一体となった

ネットワークの構築が大切になります。

地域共生社会の実現に向けた取組や生活困窮者自立支援制度などとの連携を推進することや、

精神科医療、保健、福祉等の各施策の連動性を高めて、誰もが適切な精神保健医療福祉サービス

を受けられるようにすることが重要です。

③ 対応の段階に応じたレベルごとの対策の連動

自殺対策は、個々人の問題解決に取り組む「対人支援のレベル」、包括的な支援を行うための関

係機関等による実務者連携で行う「地域連携のレベル」、法や計画等の枠組みの整備や修正による

「社会制度のレベル」の３つを連動させ、社会全体の自殺リスクを低下させる方向で自殺対策を

推進します。
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図２：三階層自殺対策連動モデル（自殺総合対策推進センター資料）

また、状況に応じた以下の３つの段階ごとの施策を講じます。

④ 実践と啓発を両輪とした推進

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」ですが、危機に陥った人の心情

や背景が理解されにくいといった現状があります。そうした心情や背景への理解を深めることも

含めて、危機に陥った場合には誰かに援助を求めることが適当であるということが、地域全体の

共通認識となるように積極的に普及啓発を行います。

相談することや精神科受診への心理的な抵抗を感じる人も少なくないと言われており、全ての

市民が、身近にいるかもしれない自殺を考えている人のサインに早く気づき、精神科等の専門家

につなぎ、その指導を受けながら見守っていけるよう、広報活動、教育活動等に積極的に取り組

みます。

⑤ 関係機関の役割の明確化と関係者による連携・協働の推進

自殺対策が最大限その効果を発揮して、「誰も自殺に追い込まれることのない社会」を実現

するためには、市をはじめ、関係団体、民間団体、企業、市民等が連携・協働し、市を挙げて

自殺対策を総合的に推進することが必要です。

そのため、それぞれの主体が果たすべき役割を明確化、共有化した上で、相互の連携・協働

の仕組みを構築します。

事前対応
心身の健康の保持増進についての取組、自殺や精神疾患等についての正しい知識

の普及啓発等、自殺の危険性が低い段階での対応

危機対応 自殺発生の危険に介入し、自殺を発生させない対応

事後対応
自殺や自殺未遂が生じてしまった場合に、家族や職場の同僚等に与える影響を最

小限にして新たな自殺を発生させない対応
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４ 計画の数値目標

自殺総合対策大綱では平成 38年の自殺死亡率を、平成 27年の自殺死亡率 18.5の 30％以上
減少となる、13.0以下にすることとしています。また、埼玉県では自殺対策計画最終年である
平成 32年までに自殺死亡率を平成 27年の 18.0と比べて 13.3％減となる 15.6を目標としてい
ます。

これらを踏まえながら、秩父市では、平成 24年～28年の平均自殺者数 15.4人、平均自殺
死亡率(人口 10万人あたり）23.1を、平成 39年(平成 34年～38年の平均値）に 30％以上減
少させ、自殺者数 10.8人以下、自殺死亡率 16.17以下となることを目標とし（※）、各種事業・
取組を推進します。

※人口動態統計による

参考：埼玉県 平成 32年までに平成 27年比 13.3%減

５ 数値目標を達成するための評価指標

自殺対策とは「生きることの包括的な支援」であるとの基本方針から、既存事業を最大限に

活かして、「生きる支援」に関連する・関連し得る事業に自殺対策の視点を加えた「秩父市生

きる支援施策」を、本計画へ盛り込んでいます。

本計画の推進にあたり、「生きる支援施策」のうち、自殺対策の視点を加えて新規に実施す

る事業については、事業の実施率を計画期間の最終年度である平成 35年度までに 100％とす
ることを目指します。

また、「生きる支援施策」とする個々の事業の実施が自殺の減少という「結果」となってす

ぐに現れるわけではないため、自殺の増減という「結果」ではなく、自殺を減少させるための

手段（事業）として適正であったかどうか、「第 4章 生きる支援施策」において掲げる「基

本施策」ごとに評価の指標を設け、評価・検証します。

６ 施策の体系

自殺総合対策推進支援センターより示された、全ての市町村が取り組む必要があるとされて

いる 5つの「基本施策」と秩父市における自殺の特徴から推奨された 4つの「重点施策」で構
成します。

また、基本施策と重点施策に基づく「秩父市生きる支援施策」を掲載します。既に行ってい

る「生きる支援」に関連する事業をできる限り自殺対策に活用できるようまとめたものです。

秩父市現状 本計画 （参考）

年数 平成 24年～28年
（5カ年平均）

平成 29年～33年
（5カ年平均）

平成 34年～38年
（5カ年平均）

自殺死亡率※(人
数）

23.1（15.4人） 19.6（13.1人） 16.17（10.8人）

減少率 15％減 30％減

「生きる支援施策」のうち新規事業の実施率 平成 35年度までに 100％
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■ 体系図

基本理念

誰もが自殺に追い込まれることのない秩父市をめざして

ます。

基本施策

（1）地域におけるネットワークの強化
（2）自殺対策を支える人材の育成
（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の出し方に関する教育

重点施策

（1）高齢者
（2）生活困窮者
（3）勤務・経営
（4）ハイリスク地

生きる支援施策

既存事業を自殺対策（生きることの包括的な支援）の視点から捉え直し、

それぞれに自殺対策の視点を盛り込み、様々な分野で取り組みを推進します


