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計画策定にあたって 

計画策定の趣旨 
 2009 年(平成 21 年)に副市長を委員長とした「札幌市自殺総合対策推進会

議」を設置し、2010 年(平成 22 年)に「札幌市自殺総合対策行動計画」、

2014 年(平成 26 年)に「第 2 次札幌市自殺総合対策行動計画」を策定し、各

部局が連携しながら自殺対策を総合的に推進してきました。 

 2016 年(平成 28 年)に自殺対策基本法の一部改正、翌 2017 年(平成 29 年)に

は自殺総合対策大綱の見直しが行われ、「いのち支える自殺対策」という

理念の下、「誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現」を目指すこ

ととされました。 

 札幌市では、自殺者数が 2012 年(平成 24 年)から減少傾向にあるものの、

年間 300 人を超えており、かけがえのない命が、日々自殺に追い込まれて

います。これら背景を踏まえ「札幌市自殺総合対策行動計画 2019」を策定

し、引き続き自殺対策に係る取組を推進していきます。 

 

計画の位置づけ 
 自殺対策基本法及び自殺総合対策大綱に基づき、第３期北海道自殺対策行

動計画との整合性を図った計画です。 

 札幌市の総合計画である「札幌市まちづくり戦略ビジョン」の趣旨に沿っ

た計画です。 

 2018 年（平成 30 年）４月に札幌市精神保健福祉審議会から市長に手交され

た「札幌市における自殺総合対策の在り方」答申の内容を踏まえた計画で

す。 

 

計画期間 

2019 年度（平成 31 年度）から 2023 年度までの５年間  
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札幌市における自殺の現状 

 自殺死亡率(17.4)は、 

政令指定都市の中で 

６番目であり、全国 

(16.5)よりも 0.9 ポ 

イント高いです。 

 また、「50 代」以下 

の自殺死亡率が全国 

よりも高いです。 

 自殺者の原因・動機 

は、全国的な傾向と 

同様に「健康問題」 

(51.2%)の割合が最も高いです。また、他の政令指定都市と比較すると「経

済・生活問題」(31.4％)「家庭問題」(29.0%)の割合が高いです。 

 自殺者の自殺未遂歴の有無は、「自殺未遂歴あり」(22.7%)の者の割合が、

他の政令指定都市と比較するとやや高く、全国(19.0%)よりも 3.7 ポイント

高いです。      ※自殺死亡率とは、人口 10 万人あたりの自殺者数をいいます。 

第２次計画の振り返りと課題 

振り返り  
 自殺の現状等に基づく取組と地域での支えあいとつながりづくりのための

取組を重点的に実施しました。 

 
 
 
 

課題 
 自殺の危険性の高い人を早期に発見し対応を図る「ゲートキーパー」を担

う人材の養成は、自殺対策を進めるうえで極めて重要であるため、今後は

対象をさらに拡張し、地域における自殺対策に係る人材の確保・養成及び

資質の向上を図る必要があります。 

 自殺は経済・生活問題、健康問題、家庭問題等の様々な要因が複雑に絡み

合って生じるため、保健・医療・福祉・教育・労働などの様々な分野にお

ける取組が必要であることから、さらに関係機関等が連携を深めて、対策

を総合的に展開して行く必要があります。 

札幌市における自殺者数の推移 

（資料：厚生労働省「人口動態統計」） 

＜主な重点的取組＞ 

 年代別の取組 

 自死遺族に関する取組 

 ゲートキーパー研修 

 地域の団体と連携した取組 等 

＜年間自殺者数＞ 

 

2013 年（平成 25 年） 374 人 

↓ 

2017 年（平成 29 年） 319 人 

取組の結果 
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計画の基本的な考え方 

基本認識 

自殺は、その多くが追い込まれた末の死 
 自殺は、人が自ら命を絶つ瞬間的な行為としてだけでなく、人が命を絶た

ざるを得ない状況に追い込まれるプロセスが前提にあることを認識してお

く必要があります。また、自殺行動に至った人の大多数は、うつ病等の精

神疾患により適切な判断を行うことができない状態となっています。 

自殺は、その多くが防ぐことのできる社会的な問題 
 自殺の背景・原因となる経済・生活問題、健康問題、家庭問題等の様々な

要因のうち、一見個人の問題と思われる健康問題や家庭問題等の要因であ

っても、相談支援体制の整備等の社会的取組で解決が可能な場合もありま

す。 

かけがえのない命が、日々自殺に追い込まれている 
 年間自殺者数は、2012 年（平成 24 年）から減少に転じました。しかし、年

間 300 人を超えており、かけがえのない命が、日々自殺に追い込まれてい

ます。 

 

 

基本理念 

 

 

 

 

 

 
 市民一人ひとりが、かけがえのない命を守ることの大切さを認識し、様々

な悩みや生活上の困難を抱える人に対して、早期に気づき、話を聞き、適

切な対応をとることができるよう促します。また、市民個人はもとより、

保健・医療・福祉・教育・労働・その他の様々な関係機関がより強力に連

携して取組を行うことで、「誰も自殺に追い込まれることのない社会の実

現」を目指します。 

 

 

 

 

市民一人ひとりが支え合い、 

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ます。 
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基本方針 

 基本理念を実現するため、自殺予防学の各ステージに基づく以下の６つの

目指す方向性を設定し、自殺総合対策を推進します。 

 

 

 
※ 自殺予防学の各ステージとは、以下のことをいいます。 

  １次予防…市民や社会の各領域に対する自殺予防対策の普及啓発、自殺予防対策に関わる人々 への教育のこと。 

  ２次予防…自殺の危険性の高い人を早期に発見し、必要な支援や精神科医療につなぐ取組のこと。 

  ３次予防…自殺が生じた際の事後対応のこと。 
 

目標 

「ひとりでも多くの命を救う」 
 「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、市民や行

政、様々な関係機関等、札幌市全体が自殺者を少しでもゼロに近づけて

いこうという意識の下、「ひとりでも多くの命を救う」ことを目標とし

ます。 

心の健康を支援する体制整備と

ゲートキーパー等人材養成の推進 
 

▷自殺予防に関する理解の促進とゲー

トキーパーを担う人材の養成及び教

育を推進します。 

 

（１次予防） 

地域における自殺の 

ハイリスク者対策の推進 
 
▷自殺の危険性の高い人を早期に発見

し、必要な支援や精神科医療につな

げます。 

 

（１次予防） 

若年層の教育ステージや生活 

環境に配慮した支援対策の推進 
 
▷教育ステージや社会とのつながりの

有無等、若年層の置かれている状況

に配慮した支援を推進します。 

 

（１次・２次予防） 

自殺未遂者支援の充実 

 
 

▷自殺の危険因子の中で最もリスクが

高い自殺未遂歴のある方に対する支

援の充実を図ります。 

 

 （２次予防） 

自死遺族等に対する支援の充

実 
 

▷自殺が生じた際の事後対応を推進し

ます。 

 

 

 （３次予防） 

関係団体等との連携強化と 

協働による取組の推進 

 
▷様々な分野の団体や関係者等による

緊密な連携のもと、必要な施策を推

進します。 

Ⅰ Ⅱ 

Ⅲ Ⅳ 

Ⅴ Ⅵ 
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施策の展開 

 基本方針の下に 11 の施策とそれに紐づく取り組みを展開していきます。 
※下表中、【重点】は重点的に取り組む施策、★は新規、○はレベルアップする取組を

示します。 

 基本方針ごとに成果指標を設け、取組の進捗状況を把握します。 

基本方針Ⅰ 心の健康を支援する体制整備とゲートキーパー等人材養成の推進 

施策１ 市民一人ひとりの気づきと見守りを促す 

取組の 

方向性 

・自殺や自殺関連事象等に関する正しい知識の普及 

・うつ病等についての普及啓発の推進 等 

主な

取組 

・ホームページ等の様々な媒体を活用した普及啓発の実施 

・うつ病の理解を深める研修会を開催 等 

施策２ 自殺対策に係る人材の確保・養成及び資質の向上を図る 【重点】 

取組の 

方向性 

・かかりつけの医師等の自殺リスク評価

及び対応技術等に関する資質の向上 

・様々な分野でのゲートキーパーの養成 等 

主な

取組 

・かかりつけ医等うつ病対応力向上研修を開催 

○ゲートキーパー養成研修を開催 

★医療機関向けに自殺予防に関する研修会を開催 等 

施策３ 心の健康を支援する環境の整備と心の健康づくりを推進する 

取組の 

方向性 

・地域における心の健康づくり推進体制の整備 

・学校における心の健康づくり推進体制の整備 等 

主な

取組 

・心の悩みに関する相談を実施 

・教職員等が児童生徒からの相談に対応 等 

施策４ 勤務問題による自殺対策を更に推進する 

取組の 

方向性 

・長時間労働の是正 

・ハラスメント防止対策 

主な

取組 

・冊子やリーフレット等による普及啓発 

○ホームページや SNS 等による普及啓発 
 

主な成果指標 現在値 目標値 

ゲートキーパーについて聞いたことがある市民の割合 14.7％ 20％ 

かかりつけ医等うつ病対応力向上研修受講者数 1,355 名 2,200 名 

※ゲートキーパーとは、自殺の危険を示すサインに気づき、適切な対応（悩んでいる人に気づき、声をかけ、 

話を聞いて、必要な支援につなげ、見守る）ができる人のことをいいます。 

 

基本方針Ⅱ 地域における自殺のハイリスク者対策の推進 

施策５ 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 

取組の 

方向性 

・精神保健医療福祉サービスを担う人材の養成など精神科医療体制の充実 

・うつ等のスクリーニングの実施  等 

主な

取組 

★医療関係者等に依存症支援に関する研修を実施 

・訪問事業等によるうつ等の早期発見 等 

施策６ 社会全体の自殺リスクを低下させる 

取組の 

方向性 

・生活困窮者に対する支援の充実 

・妊産婦に対する支援の充実 

・性的マイノリティ（ＬＧＢＴ）に対する支援の充実 等 

主な

取組 

・札幌市生活就労支援センター「ステップ」 

・産後のメンタルヘルス対策 

・電話相談「ＬＧＢＴほっとライン」 等 
 

主な成果指標 現在値 目標値 

育児支援ネットワーク事業を活用した医療機関の数 63 機関 86 機関 
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基本方針Ⅲ 若年層の教育ステージや生活環境に配慮した支援対策の推進 

施策７ 子ども・若者の自殺対策を更に推進する 【重点】 

取組の 

方向性 

・ＳＯＳの出し方に関する教育の推進 

・いじめ等を苦にした子どもの自殺の予防 

・学生・生徒等に対する支援の充実  等 

主な

取組 

・子どもの権利救済機関による相談・救済 

・いじめ 24 時間電話相談 

★大学保健管理センター等との連携による取組の実施 等 
 

主な成果指標 現在値 目標値 

いじめなどの不安や悩みを身近な人などに相談する子どもの割合 
※数値は、札幌市教育振興基本計画

から出典予定。 
※大学保健管理センターとは、学生や教職員が健康で充実した生活を送れるよう、心身の健康相談、健康診断、

保健指導等をはじめとした様々な相談・支援を行う、学内の窓口機関のことをいいます。 

 

基本方針Ⅳ 自殺未遂者支援の充実 

施策８ 自殺総合対策に資する調査研究等を推進する 

取組の 

方向性 

・自殺の実態や自殺対策の実施状況等に

関する調査研究及び検証     等 

主な

取組 

・札幌市における自殺の実態調査・分析 

○関係機関と連携した未遂者等実態調査事業 等 

施策９ 自殺未遂者の再度の自殺企図を防ぐ 【重点】 

取組の 

方向性 

・地域の自殺未遂者等支援の拠点機能を担う医療機関の整備 

・医療と地域の連携推進による包括的な自殺未遂者支援の強化 等 

主な

取組 

★救急患者精神科継続支援料算定施設を中心とした未遂者医療の推進 

★専門職向けに自殺未遂者支援に関する研修会を開催 等 
 

主な成果指標 現在値 目標値 

専門職向け自殺未遂者支援研修会の受講者数 なし 100 名 

※救急患者精神科継続支援料とは、自殺企図等により入院した精神疾患を有する患者に対し、精神科医又は精神

科医の指示を受けた看護師等が生活上の課題又は精神疾患の治療継続上の課題を確認し、助言又は指導を行っ

た場合に算定できる診療報酬のことをいいます。 

 

基本方針Ⅴ 自死遺族等に対する支援の充実 

施策 10 遺された人への支援を充実する 

取組の 

方向性 

・遺族等への支援 

・遺された関係者への支援     等 

主な

取組 

○関係機関と連携し自死遺族への相談を実施 

・専門職向けに自死遺族支援に関する研修会を開催 等 
 

主な成果指標 現在値 目標値 

自死遺族支援研修受講者数 609 名 850 名 

 

基本方針Ⅵ 関係団体等との連携強化と協働による取組の推進 

施策 11 関係機関等との連携を強化する 【重点】 

取組の 

方向性 

・民間団体の人材育成に対する支援 

・地域における連携体制の確立   等 

主な

取組 

★様々な分野の機関・団体と協働で自殺対策を実施するため 

「(仮称)札幌市自殺総合対策連絡会議」を設置 等 
 

主な成果指標 現在値 目標値 

(仮称)札幌市自殺総合対策連絡会議の構成団体数 なし 30 団体 



概要版 - 7 - 

 

計画の推進体制 

札幌市自殺総合対策推進会議 

 副市長を委員長とする「札幌市自殺総合対策推進会議」を通じて、庁内関

係部局の連携を図り、引き続き総合的かつ効果的に対策を推進します。 

（仮称）札幌市自殺総合対策連絡会議 

 「(仮称)札幌市自殺総合対策連絡会議」を設置し、保健・医療・福祉・教

育・労働・その他関係機関等との連携強化と、各々の果たすべき役割の明

確化と共通認識の下、協働による仕組みづくりを進めます。 

 

 

 

（仮称）札幌市自殺総合対策連絡会議 

札幌市自殺総合対策推進会議 

副市長を委員長として庁内関係部局の連

携を図り、引き続き総合的かつ効率的に

対策を推進する。 

札幌こころのセンター 
（札幌市地域自殺対策推進センター） 

札幌市自殺総合対策行動計画に基づ

き、各種事業・取組を推進する。 

また、札幌市の実情に応じた自殺対策

が総合的かつ効率的に推進されるよ

う、その支援に必要な体制整備などを

推進する。 

連携 

国 

北海道 

自殺総合対策 

推進センター 

自殺対策推進室 

北海道自殺対策 

連絡会議 

市民一人ひとり 

労働関係 
札幌市 

法律関係 

活動団体 

警察・消防 

教育関係 

保健・医療・

福祉関係 


