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基本方針
平成 年７月に閣議決定された自殺総合対策大綱では、以下の５点が基本方針として

掲げられています。区でもこの基本方針に則って計画の策定・推進を行ってまいります。
 

（１）生きることの包括的な支援として推進
自殺対策は「生きることの阻害要因」を減らす取組に加えて、「生きることの促進要

因」を増やす取組を行い、自殺防止や遺族支援だけでなく、地域のあらゆる取組により
「生きることの包括的な支援」として推進することが重要です。

（２）関連施策との有機的な連携による総合的な対策の展開
自殺の要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、関連分野との連携の効果を高めるため、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する必要があります。
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効果的な連動
自殺対策は、「様々な分野の対人支援を強化すること」、「対人支援の強化等に必要な

地域連携を促進すること」、更に「地域連携の促進等に必要な社会制度を整備すること」
が連動する形（三階層自殺対策連動モデル ）で進めることが重要です。

また、自殺の危険性が低い段階における啓発等の「事前対応」と、自殺発生の危険
に介入する「危機対応」、自殺や自殺未遂が生じた場合等における「事後対応」の各段
階で施策が必要です。加えて、「自殺の事前対応の更に前段階での取組」として、児童
生徒等を対象とした「ＳＯＳの出し方に関する教育」も重要とされています。 

（４）実践と啓発を両輪として推進
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うことが重要です。区民が自殺を考
えている人のサインに早く気づき、精神科医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、教育活動等に取り組んでいくことが必要です。

（５）関係者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、国、地方公共団体、関係団体、民間団体、企業、地域の住民等
の連携・協働が必要です。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することが重要です。

1 三階層自殺対策連動モデル：「社会制度」（法律、大綱、計画等の枠組みの整備や修正）「地域連携」

（包括的支援を行うための関係機関等による連携）「対人支援」（個々人の問題解決に取り組む相談支

援）の 3つのレベルの有機的な連動により、総合的な自殺対策を推進するという考え方 

計画の策定にあたって

策定の背景と趣旨
自殺は、その多くが追い込まれた末の死です。自殺の背景には、精神保健上の問題だけ

でなく、過労、生活困窮、育児や介護疲れ、いじめや孤立などの様々な社会的要因がある
ことが知られています。
区ではこれまで、精神科医師による「心の相談室」、保健相談、講演会、精神障害者デ

イケアを行うとともに、自殺対策について基礎知識を持った支援者を養成するゲートキー
パー養成講座などを行いながら、心の健康づくり推進会議を中心に課題を把握して、効果
的な心の健康づくり事業を展開し、自殺対策の推進を行ってきました。
この度、平成 年に改正された自殺対策基本法において、全ての市町村が「地域自殺

対策計画」を定めることを義務付けられたことから、国の定める自殺総合対策大綱の趣旨
や区の実情等を踏まえて本計画を策定しました。
本計画は、自殺対策基本法第 条第２項に定める「市町村自殺対策計画」であり、庁

内の取組を活用して包括的に自殺対策を推進するための方針とするものです。

計画の期間
本計画の期間は 年度から 年度までの８年間とします。
ただし、国や東京都の情勢や区の自殺の実態等に応じて、適宜内容の見直しを行います。

計画の数値目標
当面の目標として、過去５年間（ 年 平成 年 ～ 年 平成 年 ）の平均の

自殺死亡率 を、 年までにおおむね ％減少させ、自殺死亡率を まで減ら
すことを目指します。

また、区の上位計画である「ちよだみらいプロジェクト（千代田区第３次基本計画
）」にならい、悩みを相談できる人がいる人の割合を増加させることを目指します。

推進体制
本計画の施策や事業を着実に実施していくために、区民の皆様をはじめ、福祉・保健・

医療・教育・労働の関係機関や団体、民間事業者等と連携を図り、区全体の取組みとして
推進していきます。
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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

千代田区 東京都 全国

過去５年間における区の自殺者の死亡原因の状況では「健康問題」が最も高い割合となっ
ていますが、経済・生活問題や勤務問題、家庭問題など複数を抱えるケースもあります。

また、「不詳」の割合が高く、周囲に問題を抱えていることが把握されないケースも多くなっ
ています。

区の自殺者の死亡原因の状況【平成 年～平成 年】

厚生労働省 自殺の統計：地域における自殺の基礎資料（平成 年～平成 年）を元に作成
※死亡要因が複数に該当する場合はそれぞれにカウントしているため、原因の合計は ％を超える。

２ これまでの区の取組
区では、妊婦全数面接（ちよ♥まま面談）や新生児全戸訪問、乳幼児健診を通して継続的に

支援が必要な方を把握しています。この継続訪問の実施件数は、平成 年度（ 件）と比較
して、平成 年度では 件と大幅に増加しています。
これら面接や訪問時には、自己記入式の質問票を使用して、「産後うつ」リスクの状況把握に

努めています。 

 

 

区の地域特性に応じた課題
 

区における自殺の実態や分析等、また行ってきた過去の取組等から、以下のように課題
が整理できます。

❶ 壮年期（ 歳～ 歳）の自殺死亡率が高い

❷ 無職の高齢者による自殺が多い

❸ 自殺の要因として「健康問題」、「経済・生活問題」の割合が高い

❹ 支援が必要な妊産婦が増加している

千代田区における自殺の現状
全国・都との比較
区の年間の自殺者数および自殺死亡率は、平成 年から平成 年にかけて減少してい

ましたが、平成 年は過去５年間で最も高い水準になっています。

自殺者数の推移【平成 年～平成 年】 自殺死亡率【平成 年～平成 年】（全体）
＊「自殺死亡率」＝人口 万人当たりの自殺者数

出典：厚生労働省 自殺の統計：地域における自殺の基礎資料（平成 年～平成 年）

区の過去５年間の自殺者の年齢構成は、全国および東京都と比較すると「 歳」と
「 歳」、「 歳」の割合が高い傾向になっています。

自殺者の年齢構成【平成 年～平成 年】

厚生労働省 自殺の統計：地域における自殺の基礎資料（平成 年～平成 年）を元に作成

※ 構成比は小数点以下第 位を四捨五入しているため、合計しても にならない場合があります。

千代田区 東京都 全国

千代田区 東京都 全国

単位：人

千代田区

東京都

全国

歳

未満 歳 歳 歳 歳 歳 歳

歳

以上

不詳
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重点施策（地域の特性に応じた課題に対する施策）
区の課題：壮年期（ 歳～ 歳）の自殺死亡率が高い
多忙で役割や社会とのかかわりも大きい壮年期は、自殺リスクにさらされ

やすく、「健康問題」「経済・生活問題」「家庭問題」「勤務問題」など多岐に
わたる課題に対して、複合的に対策していくことが求められます。
働いている男性に対する「情報発信」を今後一層強化し、支援に繋げます。
●主な事業：生活習慣病予防 心の健康づくり 保健師活動
区ホームページ 公式 ・公式 ・公式ユーチューブチャンネル）

区の課題：無職の高齢者による自殺が多い 
高齢者は、身近な人の死や介護疲れを経験しやすく、自殺対策は、運動機

能や心の健康の維持・向上、医療連携、介護支援、生活困窮、孤独・孤立の
防止など、複合的に生きることの包括的支援を行っていくことが重要です。
区は介護予防・日常生活支援の充実、 時間 日の相談対応に取組んで

おり、町会のような地域資源も含め、様々な既存事業や関係機関等との連携
を強化しながら取り組んでいきます。
●主な事業：生きがいづくり等事業（長寿会の助成） 介護支援事業（介護
カウンセリング） 介護予防・日常生活支援総合事業 よろず総合相談

区の課題：自殺の要因として「健康問題」、「経済・生活問題」の割合が高い
生活困窮者や生活保護受給者の自殺リスクは高く、「健康問題」など他の要

因と絡み合い、自殺に至ることもあると考えられています。
地域の相談窓口や関係機関が連携し、自殺リスクを抱えた生活困窮者、あ

るいはその可能性がある方を必要な施策・支援につなげるための方策を検討
していきます。経済的な支援だけでなく、就学・就労支援等の自立支援を行っ
ています。
●主な事業：生活困窮者自立支援（自立相談支援事業・就労支援・子どもの
学習支援） 母子家庭及び父子家庭自立支援給付金事業 

区の課題：支援が必要な妊産婦が増加している
出産後は女性のライフサイクルの中で、精神障害の発生率が最も高い時期

と言われます。
妊娠期から子育て期にわたり、見守りと支援を切れ目なく行うことにより、

妊産婦の心身の健康の保持・増進を図っていきます。問題を抱えている妊産
婦には、関係機関で連携して包括的な支援を展開しています。さらに、必要
な医療の継続のために、保健師が家庭訪問や受診同行を行っています。
●主な事業：乳幼児家庭訪問指導 健やか親子相談 ちよ♥まま面談 産後
ケア事業 

生きる支援の関連施策

区の事業のうち、自殺対策に資する事業を「生きる支援の関連施策」として
います。
施策の中には、環境整備により自殺を防ぐ事業なども含まれています。
●ホームドアの設置に対する補助
●地域の民間事業者と警察等とのネットワークや地域内の巡回パトロール
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千代田区における自殺対策の施策
これまでの自殺の実態や分析等を踏まえ、以下の５つの「基本施策」、４つの「重点施策」、

「生きる支援の関連施策」により、自殺対策を講じてまいります。
地域におけるネットワークの強化

自殺対策を支える人材の育成

住民への啓発と周知

生きることの促進要因への支援

子どもの危機・困難に気がつく環境づくり
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基本施策（すべての市区町村が取り組むべきとされている施策）
 

子ども・教育、保健福祉、男女平等、虐待防止等の分野における会議等で
自殺対策に関する情報を提供し、有機的な連携を強化していきます。
●主な事業：青少年問題協議会 高齢者・障害者虐待防止推進会議 千代田
区自殺対策検討会議

悩みや困難を抱える人を自殺リスクから遠ざけるために、適切な支援へと
つなぐことができるよう、自殺対策施策の関係者だけでなく、地域、区民に
対応する職員、子ども・保護者に接する専門従事者においても人材育成をし
ていきます。
●主な事業：心の健康づくり事業（ゲートキーパー養成講座） ファミリー・
サポート・センター事業（支援会員養成講座） 民生委員・児童委員 

各種窓口や関係施設へのリーフレット等の配置、各支援機関への情報共有、
地域の会議や精神保健に関する講演会などで啓発と周知を行います。

●主な事業：各種窓口等手続き 町会等地域振興事業 広報千代田

各種相談事業や地域における見守り活動、健康づくりの推進などによる「生
きることの阻害要因」の縮小と、安心できる居場所の提供や生きがいづくり、
自殺未遂者・遺された人への支援等の取組による「生きることの促進要因」
の拡大を図っていきます。
●主な事業：教職員の人事（健康管理） 生きがいづくり等事業（長寿会の助
成） 心の健康づくり 消費生活相談（千代田区消費生活センター）

子どもたちに対する 教育活動を推進します。
また、自殺に直結する恐れがあるいじめ問題には、学校、教育委員会、各

関係機関等が連携し、対策を講じます。
●主な事業：子どもと家庭に関わる総合相談 いじめ対策 スクールライフ・
サポーター
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身近にある「相談窓口」一覧
【千代田区】ホームページ

発行 千代田区
編集 千代田区保健福祉部（千代田保健所）健康推進課

〒 東京都千代田区九段北
電話： 代 ：

電話番号 開設日時・対象等

認定NPO国際ビフレンダーズ　東京自殺防止センター （年中無休）月曜日・水曜日・金曜日・土曜日・日曜日　20時～翌朝5時30分
火曜日　17時～翌朝2時30分　木曜日　20時～翌朝2時30分

いのちと暮らしの相談ナビ

東京いのちの電話 24時間（年中無休）

東京都 自殺相談ダイヤル  こころといのちのほっとライン 14時～翌朝5時30分（年中無休）

厚生労働省「自殺対策」ホームページ

電話番号 開設日時・対象等
「自死遺族相談ダイヤル」全国自死遺族総合支援センター＜グリーフサポートリンク＞ 木曜日　11時～19時　　http://www.izoku-center.or.jp

「自死遺族傾聴電話（悲しみの傾聴）」NPO法人グリーフケアサポートプラザ 火曜日・木曜日・土曜日　10時～18時

一般社団法人　全国自死遺族連絡会 24時間365日 （HPからも問い合わせ可）http://www.zenziren.com/

全国自死遺族法律相談ホットライン  自死遺族支援弁護団 水曜日　12時～15時（祝日を除く）

電話番号 開設日時・対象等
「地域の福祉サービス、生活福祉資金に関する相談」千代田区社会福祉協議会 月曜日～金曜日　8時30分～17時  詳しくは千代田区社会福祉協議会のホームページへ

「生活保護に関する相談」千代田区　生活支援課 経済的に生活を維持できなくなったときの相談

「多重債務特別相談」千代田区　商工観光課 消費生活センター（区役所2階）（予約制）
第4木曜日　13時～16時（受付は15時15分まで）

電話番号 開設日時・対象等
「健康相談」（千代田区）千代田保健所 健康推進課 【保健師による相談】 月曜日～金曜日　9時～17時

「心の相談室」（千代田区）千代田保健所 健康推進課 【医師（精神科）による相談】 詳しくは千代田区ホームページから「心の相談室」のページへ

東京都 女性相談センター 月曜日～金曜日　9時～20時（年末年始・祝日を除く）
※夜間休日の緊急の場合　TEL:03-5261-3911

「こころの健康相談」 東京都立精神保健福祉センター 月曜日～金曜日 9時～17時

電話番号 開設日時・対象等

「LGBTs相談」（千代田区）国際平和・男女平等人権課 第2木曜日　16時30分～19時30分（相談予約はFAX・メールでも受付）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　FAX:03-3264-1466　メール:kokusaidanjo@city.chiyoda.lg.jp

電話番号 開設日時・対象等
千代田区いじめ・悩み相談ホットライン　千代田区教育委員会 24時間365日（夜間・休日は相談員のみ）

24時間子供ＳＯＳダイヤル 24時間365日

チャイルドライン　NPO法人チャイルドライン支援センター 毎日16時～21時（年末年始を除く）　（インターネット相談もあり）https://childline.or.jp/

子ども１１０番　ダイヤル・サービス株式会社

電話番号 開設日時・対象等

「子どもの健康相談室」（千代田区）児童・家庭支援センター  発達支援担当
【小児科医・心理士・言語聴覚士による相談】
　詳しくは千代田区ホームページから「子どもの健康相談室」のページへ

「千代田っこホットライン」（千代田区）児童・家庭支援センター 24時間365日　詳しくは千代田区ホームページから「子どもと家庭にかかわる総合相談」のページへ

＜妊娠期の全数面談事業＞「ちよ♥まま面談」（千代田区）千代田保健所 健康推
進課 保健相談係

平日　8時30分～17時　　土曜日　午前9時／10時／11時の3枠　（予約制）
【保健師・看護師による相談】詳しくは千代田区ホームページから「ちよ♥まま面談」のページへ

「こころの電話相談室」都立小児総合医療センター 月曜日～木曜日 9時30分～11時30分／13時～16時30分（土日祝・年末年始を除く）

東京都児童相談センター「4152（よいこに）電話相談」 月曜日～金曜日　9時～21時　　土曜日・日曜日・祝日　9時～17時（年末年始を除く）

児童相談所（全国）「全国共通ダイヤル」 24時間365日

電話番号 開設日時・対象等
「千代田っこホットライン」（千代田区）（再掲：上記23） ＊ 緊急の対応が必要な場合は、警察または児童相談所（上記27）へ連絡をしてください。

こどもの虐待ホットライン NPO法人児童虐待防止協会 月曜日～金曜日　11時～17時（土日祝・年末年始を除く）

社会福祉法人子どもの虐待防止センター　「電話相談」 月曜日～金曜日　10時～17時　　土曜日　10時～15時（日・祝日を除く）
電話番号は、http://www.ccap.or.jpをご覧ください。

障害者虐待防止センター　千代田区　障害者福祉課 月曜日～金曜日　8時30分～17時

電話番号 開設日時・対象等
千代田区障害者よろず相談窓口「MOFCA（モフカ）」 月曜日～金曜日　9時～19時　　土曜日　10時～17時（日・祝日を除く）

電話番号 開設日時・対象等
高齢者総合サポートセンター　（相談センター） 24時間365日

高齢者あんしんセンター麹町

高齢者あんしんセンター神田

「介護カウンセリング」（千代田区）かがやきプラザ研修センター
予約電話 （予約制）個別面談（1人50分）

毎月第1火曜日　10時～14時（祝日を除く）　毎月第3土曜日　13時～17時（祝日を除く）
詳しくは千代田区ホームページから「介護カウンセリング」のページへ

電話番号 開設日時・対象等
「MIW（ミュウ）相談室」（千代田区）男女共同参画センターMIW 詳しくは千代田区ホームページから「男女共同参画センターMIW（ミュウ）」のページへ

電話番号 開設日時・対象等
千代田保健所 健康推進課 相談日時：月曜日～金曜日　9時～17時

その他、様々な相談窓口

（平成31年3月現在）

高齢者サービス／介護に関する相談

月曜日～土曜日　９時～18時（日・年始を除く）

その他の相談

相談先に迷ったら…

詳しくは千代田区ホームページから「区民相談室とその他の相談窓口での相談」をご覧ください。

LGBTsのための相談

子ども・若者本人のための相談

     http://www.kodomo110.jp/   （メール相談）　小学生から高校生が対象

子ども・子育て・妊娠期の相談

虐待に関する相談（児童・障害者）

障害者に関する相談

自殺に関する相談（死にたい・・・と悩んでいる方へ）

様々な分野の相談先をインターネットやスマートフォンで検索できるサイト   http://lifelink-db.org/

自死遺族へのサポート・相談（身近な方を自殺でなくされた方へ）

生活・お金に関する相談

心と体の健康相談
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