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【 概 要 版 】

計画策定の趣旨

　我が国の自殺者数は、平成10（1998）年に3万人を超えて以降、高い水準で推移しています。
平成24（2012）年には15年ぶりに3万人を下回りましたが、自殺者数は依然として毎年2万人
を超えており、日本の自殺死亡率（人口10万人当たりの自殺による死亡率、以下「自殺率」という。）
は、主要先進7か国の中では高い状態で推移しています。
　このような中、平成18（2006）年に自殺対策基本法が施行され、それまで「個人の問題」とさ
れてきた自殺が「社会の問題」として広く認識されるようになり、社会全体で自殺対策が進められ
るようになった結果、自殺者数の年次推移は減少傾向にあります。また、平成28（2016）年には
自殺対策基本法が改正され、自殺対策を「生きることの包括的な支援」として、諸要因の解消や環
境整備を幅広くかつ適切に実施されなければならないことが規定されるとともに、「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、全ての都道府県及び市町村が「自殺対策計画」を
策定することとなりました。
　本市においては、市長を本部長とした「甲府市自殺対策推進本部」を設置して、自殺対策を推進
するための庁内横断的な体制を整備するとともに、「甲府市自殺対策推進協議会」を設置して、自
殺総合対策大綱及び山梨県自殺対策推進計画の基本方針を踏まえつつ、本市の自殺対策を総合
的かつ計画的に推進していくため、『甲府市自殺対策推進計画』を策定しました。

計画の期間

　本計画の期間は、2019年度から2023年度までの5年間とします。なお、社会情勢や国・山
梨県などの施策等に変化があった場合には、必要に応じて見直していきます。

こころの体温計（こころの健康チェック）

◀QRコード

　体調が悪いときに身体の体温を測るよう
に、少し疲れているかなと感じたら、「ここ
ろの体温計」でチェックをしてみましょう。
　「こころの体温計」FishBowlIndex（フィッ
シュボールインデックス）は、気軽にメンタ
ルチェックができるシステムです。結果は
わかりやすく、即座に表示されるので、“今”
のこころの状態を確認してみませんか。

★利用料は無料ですが、通信料金は自己負
担となります。

★このシステムの判定は、医学的診断をす
るものではなく、あくまでもストレスの程
度やこころの健康に関心を持っていただ
くためのものですのでご了承ください。

住所…〒400‐8585
　　　甲府市丸の内一丁目18番1号
電話…055‐237‐1161（代表）
URL…http://www.city.kofu.yamanashi.jp

甲府市自殺対策推進計画
発行：平成31（2019）年3月

8 1



●自殺者数は年間30 ～ 50人前後で推移しており、自殺率は直近では全国を上回っ
ています。

●性別では、男性の割合が高くなっています。

●年齢階級別では、中間年齢層の自殺者数が多く、全国平均と比べて20歳未満、20
歳代、40歳代、80歳以上の割合が高くなっています。

●職業別では、全国平均と比べて被雇用者・勤め人や無職者（その他の無職者）の割
合が高くなっています。

●原因・動機別では、健康問題や経済・生活問題、勤務問題が多くなっています。

自殺者数・自殺率の推移

1ヶ月以内に悩みやストレスを感じた問題

甲府市・山梨県・全国の自殺率の推移
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甲府市における自殺の実態

　本市における自殺の特徴を整理すると、以下のとおりになります。

こころの健康についての調査結果

　本計画策定の基礎資料とするため、平成30（2018）年8月に18歳以上の市民3,500人を対
象にアンケート調査（こころの健康に関する住民意識調査）を実施しました（回収率37.1%）。

●市民が抱える悩みやストレス
1ヶ月以内に悩みやストレスを感じた問題では、「病気など健康の問題」や「家庭の問題」が比較的高く、
過去に悩みやストレスを感じた経験を含めると「勤務関係の問題」や「経済的な問題」を抱えた経験を持
つ人が4割程度となっており、市民が様々な問題で悩みやストレスを抱えています。

「自殺予防週間・自殺対策強化月間」の認知度 「ゲートキーパー」の認知度

●「自殺予防週間※・自殺対策強化月間※」・「ゲートキーパー※」の認知度
自殺予防週間・自殺対策強化月間について「知っている」と回答した方は1割未満となっており、

「知らない」が約半数を占めています。また、ゲートキーパーについて「知っている」と回答した方は僅か
であり、大半が「知らない」と回答しています。

※自 殺 予 防 週 間… 自殺対策に関する啓発活動を広く展開する期間のこと。
 自殺対策基本法で「9月10日から9月16日まで」を自殺予防週間と定めています。
※自殺対策強化月間… 関係機関や関係団体が相互に連携協力を図りながら、自殺対策の活動を集中的に展開する期間のこと。
 自殺対策基本法で「3月」を自殺対策強化月間と定めています。
※ゲートキーパー… 自殺の危険を示すサインに気づき、声をかけ、話を聞いて、必要な支援につなげ、見守る人のこと。

病気など健康の問題

家庭の問題

勤務関係の問題

経済的な問題

恋愛・結婚の問題

学校の問題

この１ヶ月間に感じることがあった
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16.4 23.0 48.6 12.0

34.4 27.9 8.6

現在はないが過去に感じたことがある
これまでに感じた事はない 無回答

知っている…8.6％無回答…3.5％

言葉は聞いた
ことがある…
38.2％

言葉は聞いた
ことがある…
8.0％

知らない…
49.7％ 知らない…

87.1％

知っている…2.7％無回答…2.2％
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●市民が抱える悩みやストレスの原因は多岐に渡るため、幅広い分野で自殺対策や生
きる支援に関わる取組を行う必要があります。

●市民ができることとして、セルフケア※や周囲に対する行動（気づき・傾聴・つなぎ・
見守り）が重要であることを周知・啓発していく必要があります。

●自殺対策を重点的に行う「自殺予防週間・自殺対策強化月間」の周知や、地域におけ
る自殺対策の担い手となる「ゲートキーパー」の周知・育成を行う必要があります。

●市民の悩みや問題に対応できるよう、相談窓口の周知や機能の充実を図る必要が
あります。

基本方針・施策の体系

　平成29（2017）年7月に閣議決定された自殺総合対策大綱における「自殺総合対策の基本方
針」を踏まえて、本市でも“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、自殺対
策を全庁的な取組として総合的に推進していきます。
　本市の自殺対策は、国の地域自殺対策政策パッケージにおいて全国的に共通して取り組むべき
施策として定めた「基本施策」、本市の自殺の実態を踏まえてまとめた「重点施策」、その他の事業
をまとめた「生きる支援の関連施策」の３つの施策群で構成されています。

＜ アンケート結果からみる自殺対策に必要な取組 ＞

※セルフケア…自身のストレスサインに気づき、自ら対処することで、こころの健康の悪化を未然に防ぐこと。

甲府市自殺対策推進計画（１１８事業）

生きる支援の関連施策（８１事業）

基本施策（１４事業）

１  地域におけるネットワークの強化
 （２事業）
2  自殺対策を支える人材の育成
 （３事業）
3  市民への啓発と周知
 （４事業）
4  生きることの促進要因への支援
 （５事業）

重点施策（２３事業）

１  高齢者の自殺対策の推進
 （５事業）
２  生活困窮者の自殺対策の推進
 （５事業）
３  勤務者・経営者の自殺対策の推進
 （５事業）
４  子ども・若者の自殺対策の推進
 （８事業）

●連携・協働のネットワークの強化

●様々な職種を対象とする研修の実施

●市民向けの普及啓発の実施

●居場所づくりによる支援
●自殺未遂者等への支援
●自殺者の親族等への支援

地域におけるネットワークの強化1

自殺対策を支える人材の育成2

市民への啓発と周知3

生きることの促進要因への支援4

●高齢者の自殺予防に向けた取組の強化
●高齢者の孤立防止・生きがいづくり

●自殺対策と生活困窮者自立支援制度の連携強化
●生きるための包括的な支援の実施

●職場における労働環境改善・メンタルヘルス向上への取組
●経営者の自殺リスク低減に向けた相談体制の充実

●ＳＯＳの出し方に関する教育の実施
●児童生徒からのＳＯＳに対応する受け皿の整備
●児童生徒の養育に関わる保護者等への支援体制の充実

高齢者の自殺対策の推進1

生活困窮者の自殺対策の推進2

勤務者・経営者の自殺対策の推進3

生きる支援の関連施策　 ～既存事業に自殺対策の視点を加えた生きることの包括的な支援～

重点施策　 ～本市における自殺の特性や課題を踏まえた上で重点的に取り組むべき施策～

基本施策　 ～地域で自殺対策を推進する上で欠かすことのできない基盤的な取組～

自殺対策に関する広報・啓発・相談窓口の周知を図る1

様々な分野でゲートキーパー養成講座の受講等（人材育成）を推奨する2

支援を必要とする人に気づいて適切な支援機関につなぐ3

生きることの包括的な支援につながる取組を推進する4

子ども・若者の自殺対策の推進4

4 5
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●経営者の自殺リスク低減に向けた相談体制の充実

●ＳＯＳの出し方に関する教育の実施
●児童生徒からのＳＯＳに対応する受け皿の整備
●児童生徒の養育に関わる保護者等への支援体制の充実

高齢者の自殺対策の推進1

生活困窮者の自殺対策の推進2

勤務者・経営者の自殺対策の推進3

生きる支援の関連施策　 ～既存事業に自殺対策の視点を加えた生きることの包括的な支援～

重点施策　 ～本市における自殺の特性や課題を踏まえた上で重点的に取り組むべき施策～
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成果目標・活動目標

　将来にわたって誰も自殺に追い込まれることのない、安全で安心して生きることができる社会
の実現を目指し、計画の実効性を確保するため、計画期間内に達成すべき目標として、次のとお
り活動目標を設定します。

推進体制

　計画の推進については、PDCAサイクルに基づいて実施します。PDCAサイクルとは、計画
（Plan）をたて、それを実行（Do）し、実行の結果を評価（Check）して、さらに計画の見直し
（Action）を行うという一連の流れをシステムとして進めていく方法です。
　本計画は、甲府市自殺対策推進協議会との協働で策定し、計画の内容に基づき、市民、関係団体、
行政等が連携して自殺対策の推進に向けた様々な活動を実行していきます。また、定期的に事業
の進捗状況等を検証し、市民、関係団体等の意見を踏まえて、必要に応じて施策の見直しを実施し
ます。

こころの健康に関する相談窓口

成果目標

活動目標
 指　標 現状値 目標値

「自殺予防週間」・ 46.8％ 70％
「自殺対策強化月間」の認知度 平成30（2018）年 2023年

ゲートキーパー養成講座 562人 4,300人
修了者数 平成29（2017）年度末累計 2023年度末までの累計

講演会への参加者数 － 250人
  2023年度末までの累計

高齢者元気アップチェックにおける 28.6％ 26.2％
「うつ予防支援」該当者の割合 平成29（2017）年度 2023年度

生活困窮者自立支援制度 582件 1,800件
自立相談事業の相談件数 平成29（2017）年度末累計 2023年度末までの累計

こころの健康に関する － 15回
出前講座の実施数  2023年度末までの累計

SOSの出し方に関する － 市内公立校の60％
教育実施校の割合  2023年度末までの累計

 指　標 現状値 目標値

自殺率（住所地ベース） 19.1 2026年までに自殺率を
 平成27（2015）年 13.3以下とする。

 相談内容 相談窓口 連絡先 受付時間

  精神保健福祉センター ２５４－８６４４ 平日  ８：３０～１７：１５

  ストレスダイヤル ２５４－８７００ 平日  ９：００～１２：００、１３：００～１６：００
    （夜間）木  １６：００～１９：００

  こころの健康相談統一ダイヤル ０５７０－０６４－５５６ 平日  ９：００～１２：００、１３：００～１６：００
  （自殺防止電話相談）  （夜間）火～土  １6：００～２２：００

  山梨いのちの電話 ２２１－４３４３ 火～土  １６：００～２２：００

  東京いのちの電話 ０３－３２６４－４３４３ ２４時間対応

  国際ビフレンダーズ ０３－５２８６－９０９０ 毎日  ２０：００～５：３０
  東京自殺防止センター  火 １７：００～２：３０、 木 ２０：００～２：３０

 ひきこもり 山梨県ひきこもり相談窓口 ２５４－７２３１ 平日  ９：００～１２：００、１３：００～１６：００

 
心と身体の悩み

 甲府市役所　健康増進課 ２３７－２５０５ 平日  ８：３０～１７：１５

  甲府市役所　障がい福祉課 ２３７－５２４０ 平日  ８：３０～１７：１５

 難病 山梨県難病相談支援センター ２２３－３２４１ 平日  ９：００～１６：００

 がん 県立中央病院がん相談支援センター ２５３－７１１１ 平日  ９：３０～１７：００

 高齢者や介護の悩み 認知症コールセンター ２２２－７７１１ 平日  １３：００～１７：００

  女性総合相談（ぴゅあ総合） ２３７－７８３０ 毎日  ９：００～１７：００
    （ただし第２、第４月曜日を除く）

  甲府市女性総合相談室 ２２３－１２５５ 月～土  ９：００～１６：００
    （ただし土は電話相談のみ）

  女性の健康相談（甲府市役所母子保健課） ２４２－６１８６ 平日  ９：００～１６：００  ※不妊・婦人科疾患等

  配偶者暴力相談支援センター ２５４－８６３５ 平日  面接９：００～１７：００
  （山梨県女性相談所）  　　  電話９：００～２０：００

  女性の人権ホットライン（甲府地方法務局） ０５７０－０７０－８１０ 平日  ８：３０～１７：１５

  山梨県産前産後電話相談 ２６９－８１１０ ２４時間対応

 子育ての悩み 甲府市役所　母子保健課 ２３７－８９５０ 平日  ８：３０～１７：１５

  甲府市役所　子ども支援課 ２３７－５９１７ 平日  ８：３０～１７：１５

  中央児童相談所 ２５４－８６１７ 平日  ８：３０～１７：１５

  子どもの人権１１０番（甲府地方法務局） ０１２０－００７－１１０ 平日  ８：３０～１７：１５

 いじめ・不登校 いじめ不登校ホットライン（総合教育センター） ２６３－３７１１ ２４時間対応

 少年非行 ヤングテレホン ２３５－４４４４ 平日  ８：３０～１７：００

 若者の自立・就労 やまなし若者サポートステーション ２４４－３０３３ 月～金  ９：００～１８：００
    土（不定期）  １０：００～１５：００

 職場における心の健康 山梨産業保健総合支援センター ２２０－７０２０ 平日  ９：００～１７：００

  こころの耳電話相談 ０１２０－５６５－４５５ 月・火  17：00～22：00
    土・日  10：00～16：00

  中小企業労働相談所（県民生活センター内） ２２３－１３６６ 平日  ８：３０～１７：００

  警察本部総合相談室 ♯９１１０または ２４時間対応   ２３３－９１１０

  甲府警察署 ２３２－０１１０ ２４時間対応

  南甲府警察署 ２４３－０１１０ ２４時間対応

※平日は月～金曜日。祝祭日、年末年始を除きます。２０１９年３月現在のものであり、受付時間等が変更になる場合があります。

心の悩み

女性の悩み

子ども（１8才未満）
の悩み

職場内のいじめ・
嫌がらせ・労働条件等

生活安全・困りごと

配偶者による暴力
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　将来にわたって誰も自殺に追い込まれることのない、安全で安心して生きることができる社会
の実現を目指し、計画の実効性を確保するため、計画期間内に達成すべき目標として、次のとお
り活動目標を設定します。

推進体制

　計画の推進については、PDCAサイクルに基づいて実施します。PDCAサイクルとは、計画
（Plan）をたて、それを実行（Do）し、実行の結果を評価（Check）して、さらに計画の見直し
（Action）を行うという一連の流れをシステムとして進めていく方法です。
　本計画は、甲府市自殺対策推進協議会との協働で策定し、計画の内容に基づき、市民、関係団体、
行政等が連携して自殺対策の推進に向けた様々な活動を実行していきます。また、定期的に事業
の進捗状況等を検証し、市民、関係団体等の意見を踏まえて、必要に応じて施策の見直しを実施し
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自殺率（住所地ベース） 19.1 2026年までに自殺率を
 平成27（2015）年 13.3以下とする。
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結果画面（例）

赤金魚
自分自身の
ストレス

黒金魚
対人関係の
ストレス

ねこ
社会的な
ストレス

水槽のヒビ
住環境の
ストレス

石
その他の
ストレス

水の透明度
落ち込み度

2019年度～2023年度

【 概 要 版 】

計画策定の趣旨

　我が国の自殺者数は、平成10（1998）年に3万人を超えて以降、高い水準で推移しています。
平成24（2012）年には15年ぶりに3万人を下回りましたが、自殺者数は依然として毎年2万人
を超えており、日本の自殺死亡率（人口10万人当たりの自殺による死亡率、以下「自殺率」という。）
は、主要先進7か国の中では高い状態で推移しています。
　このような中、平成18（2006）年に自殺対策基本法が施行され、それまで「個人の問題」とさ
れてきた自殺が「社会の問題」として広く認識されるようになり、社会全体で自殺対策が進められ
るようになった結果、自殺者数の年次推移は減少傾向にあります。また、平成28（2016）年には
自殺対策基本法が改正され、自殺対策を「生きることの包括的な支援」として、諸要因の解消や環
境整備を幅広くかつ適切に実施されなければならないことが規定されるとともに、「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、全ての都道府県及び市町村が「自殺対策計画」を
策定することとなりました。
　本市においては、市長を本部長とした「甲府市自殺対策推進本部」を設置して、自殺対策を推進
するための庁内横断的な体制を整備するとともに、「甲府市自殺対策推進協議会」を設置して、自
殺総合対策大綱及び山梨県自殺対策推進計画の基本方針を踏まえつつ、本市の自殺対策を総合
的かつ計画的に推進していくため、『甲府市自殺対策推進計画』を策定しました。

計画の期間

　本計画の期間は、2019年度から2023年度までの5年間とします。なお、社会情勢や国・山
梨県などの施策等に変化があった場合には、必要に応じて見直していきます。

こころの体温計（こころの健康チェック）

◀QRコード

　体調が悪いときに身体の体温を測るよう
に、少し疲れているかなと感じたら、「ここ
ろの体温計」でチェックをしてみましょう。
　「こころの体温計」FishBowlIndex（フィッ
シュボールインデックス）は、気軽にメンタ
ルチェックができるシステムです。結果は
わかりやすく、即座に表示されるので、“今”
のこころの状態を確認してみませんか。

★利用料は無料ですが、通信料金は自己負
担となります。

★このシステムの判定は、医学的診断をす
るものではなく、あくまでもストレスの程
度やこころの健康に関心を持っていただ
くためのものですのでご了承ください。

住所…〒400‐8585
　　　甲府市丸の内一丁目18番1号
電話…055‐237‐1161（代表）
URL…http://www.city.kofu.yamanashi.jp
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