
保健福祉部 予防健診課 健康づくり係 

大切な命を守るために 

私達にできること 

自殺ゼロのまちをめざして 

～古賀市自殺予防ゲートキーパー研修～ 



自殺総合対策大綱（平成24年見直し後） 
～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～ 

国、地方公共団体、関係団体、民間団体等が緊密な連携を図りつつ、 
一人ひとり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」の実現を目指す。 

地域レベルの実践的な取組を中心とする自殺対策への転換 

        「自殺はその多くが追い込まれた末の死」 
基本認識  「自殺は、その多くが防ぐことができる社会的な問題」 
        「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」 

当面の重点施策 
１．自殺の実態を明らかにする（社会的要因も踏まえ） 
２．国民一人ひとりの気づきと見守りを促す（国民一人ひとりが自殺予防の主役） 
３．早期対応の中心的役割を果たす人材を養成する 
４．心の健康づくりを推進する 
５．適切な精神科医療を受けられるようにする 
６．社会的な取組で自殺を防ぐ（包括的な生きる支援） 
７．自殺未遂者の再度の自殺企図を防ぐ 
８．遺された人への支援を充実する 
９．民間団体との連携を強化する 

自殺対策の数値目標 平成28年までに自殺死亡率を平成17年と比べて２０％以上減少させる 



自殺者数の推移 

自殺する人の数は１４年連続で３万人超、平成２４年には３万人を下回ったが 
それでも１日７６人、１時間に３人が自殺。その数は交通事故死者数の７．３倍 

バブル期 

山一証券、北海道拓殖銀行の
破たん（’97）’98 3月決算期 

リーマン・ショック 



原因別自殺の状況（Ｈ１８まで） 

 

健康問題 

経済・生活問題 



 

原因別自殺の状況（Ｈ１９～） 
健康問題 

経済・生活問題 
家庭問題 



平成23年における男女別の年齢階級別の 
自殺者数の構成割合 

男性が女性の２倍、働き盛りの３０歳代～６０歳が最も多く 
近年は１０代の自殺者も増加傾向 



平成23年における職業別自殺者数の構成割合 

自殺者の６割が無職者。 被雇用者、自営業など仕事を持つ人も３割。 
学生、生徒の自殺者数が増加 平成２年５０９人→平成２３年１，０２９人 



 

 

平成23年における 
自殺未遂歴の有無別自殺者数の割合 

自殺者の３割に、自殺未遂歴がある。 
自殺未遂者は、再び自殺を図るリスクが高い。 



自殺は私たちの身近な問題 
特別な人が特別な理由で亡くなっているのではない 



自殺者１人につき４人の家族 
         ・・・自死遺族は１年で１２万人。 
 
今や４０人に１人が自死遺族と言われている。 
 
・自死遺族の苦しみ（家族を失った悲しみに加え） 
  助けられなかった自責の念、無力感 
  亡くなった家族を弱い人と見られる 偏見 
  家族を残して自殺したことを無責任と思われる 
   ↓ 
  自殺と言えない苦しみ 
 
・自殺者数の何倍もの人が心理的影響を受けている 

自殺者の遺族への影響も深刻 



古賀市の自殺者数推移 

年 自殺者数
13 12
14 15
15 13
16 10
17 7
18 20
19 18
20 13
21 12
22 12
23 11
24 11

粕屋保健福祉事務所資料より 



平成24年古賀市の自殺者数（人） 

  古賀 
粕屋管内 
（１市７町計） 県 

男 7 39 815 

女 4 17 374 

計 11 56 1,189  
警察庁統計より 



平成24年古賀市の自殺者の状況 
年齢 20歳未満 20－29 30－39 40－49 50－59 60－69 70－79 80歳以上 

人数 1 2 1 1 3 3 0 0 

職業 自営業 被雇用 無職 

          

不詳 
学生 主婦 失業者 

年金・雇
用保険生
活 

その他 

人数 0 4 6 1 0 0 1 4 1 

場所 自宅等 高層ビル 乗り物 海、川 山 その他 

人数 6 1 4 0 0 0 

手段 首つり 服毒 練炭等 飛び降り 飛び込み その他 

人数 4 1 5 1 0 0 

原因・動機 家庭問題 健康問題 
経済・生
活問題 

勤務問題 男女問題 学校問題 その他 不詳 

人数 1 7 1 1 1 0 0 3 

自殺未遂
歴 

あり なし 

人数 3 8 

警察庁統計より 



主要国の自殺死亡率 

日本の自殺率の約４分の１のイタリアの失業率は、日本の約2倍 



自殺は社会の問題 

・生きる意味、生きる意欲がそがれない社会 
・何とかなる手段がある社会 
 

→ＳＯＳをキャッチできる地域社会 
 

 
   →どうにもならない＝生きられない 
   →なんとかなる＝生きられる 

不
況 



自殺の危機経路 

ＮＰＯ法人ライフリンク「自殺実態白書２０１３」より 



自殺につながる悩みは「自殺」や「うつ」の相談
とは限らない 

 うつ病は、自殺の一歩手前の要因であると同時に、
他の様々な要因によって引き起こされた「結果」でもあ
る。 

 

自殺をほのめかす相談でなくても、 

リスクが隠れているかもしれないと意識する 

 →相談者が「置き去りにされない」「手離されない」こ
とが大切。 

     （孤独、孤立が自殺のリスクを高める） 



援助希求の実態 
（ＮＰＯ法人ライフリンクの実態調査より）自殺者２８２人のうち   
  亡くなる前に相談機関に行っていた   ２０２人（７２％） 
  どこにも相談に行っていなかった      ８０人（２８％） 



５９人中３０人が 

「自殺に関する相談を受けたことがある」 

と回答。 

市役所の窓口は 

「市民のＳＯＳをキャッチできるゲート」 

である。 

平成２４年度ゲートキーパー研修 
（古賀市保健福祉部等職員対象）の 

アンケート結果 



私達にできること 
～ゲートキーパー（命の門番）とは～ 

①気づく 
   何か悩みがありそう、体調が悪そう 

②声をかける 
   何か気になることがありますか？ 

   眠れてますか？ 

③聴く 
   まずはじっくり聴く 

④つなぐ 
   相談機関、窓口、医療機関などにつなぐ 

http://www.irasutoya.com/2012/03/blog-post_9410.html


先進自治体の取組み 
東京都足立区 
 平成１８年に自殺者が東京都２３区で最も多い区 

 平成２０年１０月から、「足立区こころといのちの相談支援
事業」を開始し、地域が連携して自殺に追い込まれない社
会づくりに取り組んでいる。 

 その内容は、消防や警察、民生委員などをはじめ、職員
全員にゲートキーパー研修を実施し、どの窓口でも相談者
のＳＯＳに気づき、連携して課題解決につなぐことができる
ようになることを目指すというもの。 
 

   取組を始めてからの自殺者数 

     平成２２年１７９人 
   →平成２３年１４９人（３０人減） 
 
 
 



研修を受講した職員の感想（足立区） 
 

• 自殺を自分とはあまり関係ないことだと思っ
ていたが、研修を受けて身近なものとして真
剣に考えるきっかけになった。 

• 自殺に対する認識が変わった。 

• 今後は「まさか」から「もしや」の視点を持って
職務に励みたい。 

• 私たち職員も自殺対策に取り組むゲートキー
パーとして、区民の方に接していきたい。 

 



自殺は、死にたくて死ぬのではない。 

自殺者の７２％は「実は生きたい」と思っている。  
（ＮＰＯ法人自殺対策支援センター ライフリンク調） 

「もう生きられない」と自ら命を絶っているのであり、 
死にたいのではない。 
 
「ゲートキーパー」は、 
相手の抱えている悩みに気づき、 
「生きられる」「まだ手段がある」という望みに 
つなぐ役割。 
 
まずは市役所職員から。 
そして市民にも、悩みを抱える人に接する機会の多い人などが 
「ゲートキーパー」になる取り組みを行いたい。 



生きてなんとかなる社会 

たとえ困難なことやつらいことがあっても 

寄り添ってくれる人がいて、 

問題を一緒に考え、 

生きる望みにつないでくれる人がいる。 

そんな古賀市にしていきましょう。 


