
宮城県自死対策計画（中間案）に寄せられた御意見と県の考え方

注：「反映」の「○」は御意見を本文に反映したもの，「一部」は御意見の一部を本文に反映したもの，「－」は今後の取組の参考とするもの，「()」は計画の該当ページ

項目 ページ No 意見 御意見の内容 県の考え方 反映
計画全体

全体 1 パブコメ
中間案の文中や図、表中、凡例で使用されている
「自殺率」という表記は「自殺死亡率」の略記と思わ
れますが、補足が無く表記に「ゆれ」があります。

表記方法の統一を図るため、計画全体で「自殺
死亡率」という表記に統一しました。

◯
(全体)

第１章　総論
２　計画の位置付け

4 2 パブコメ

　遺族への配慮として「自死」という表現を使用する
こととしたことについては理解致します。ただし、「自
殺対策」を「自死対策」のように書き換えてしまうこと
は「自殺」が「自死」になっただけであって、それが配
慮とは云えません。
　つまり、（県民を）「自殺」に追い込む加害的な社会
環境や個別の環境があって、「自死」に追い込まれ
「自死」に至る当事者（県民）がいるのです。
　統計的な表現以外をすべて「自死」としてしまうこと
は、何らかの加害的な環境が主体となって表れる
「自殺」という現象を不可視化し、問題の所在を曖昧
にしてしまう恐れがあります。
　実際問題として、対策計画の文中すべて「自死」と
表現することは不可能であり、表現に「ゆれ」が生じ
たり、「自殺」と書かねばならない箇所を避けてしまう
などの弊害があるのでは無いでしょうか。

本計画では誰も自死に追い込まれることのない
社会の実現を目指すため、自死に追い込まれる過
程にある様々な問題への対策を進めてまいりま
す。
県といたしましては、御意見の趣旨を踏まえ、
「自殺」と「自死」それぞれの言葉が与える印象や
影響を考慮した上で、自死遺族の方への配慮とし
まして、今後も法律名や統計用語等を除き「自殺」
に代えて「自死」の言葉を使用してまいります。

－

第２章　自死の現状と課題

14 3 パブコメ

　子ども・若者の現状についての記載が無いが、自
殺総合対策推進センター（https://jssc.ncnp.go.jp/）
が発表した、「昭和48年度から平成27年度におけ
る、通学適齢期の自殺者数に関する分析【速報
版】」によると、全国的に（特に関東地方で顕著に）
夏休み後半から夏休み明けの時期にかけて児童生
徒の自殺が多いことが報告されています。
　ところが、この報告からは東北地方においては関
東地方とは異なり自殺のピークが9月1日とは云えな
いこと、全体的に自殺者数が少ないことが分かって
います。これは、東北地方の児童生徒の置かれた
環境が関東地方と比較して良好であることを示唆し
ているものと考えたい。これは、是非ともこの状態を
維持継続して行くべきであると考えます。
　そのためにも、統計上のグラフやデータを掲載し、
県民、教育関係者と共有して、さらに改善する努力
を呼びかけること。児童生徒の自殺者をゼロとする
ことを目指すことを目標に掲げて頂きたいと思いま
す。

自殺総合対策推進センターによる「昭和48年度
から平成27年度における、通学適齢期の自殺者
数に関する分析【速報版】」には、本県のデータが
掲載されていないため、本計画への挿入は行わな
い方針ですが、本県の自殺者数全体に占める割
合及び自殺死亡率は、男女ともに20歳代から40歳
代において全国よりも高く、また10歳代から30歳代
における死因の中では、自死が最も多くなっている
ことから、子ども・若者の自死を重要な課題ととら
え、対策を推進してまいります。

－

２　重点的に取り組むべき課題
（５）経済的・社会的困窮問題

15 4 パブコメ

性的マイノリティに関しても、特にトランスジェン
ダーの就職困難問題があり、生活困窮・社会的孤
立をもたらしていることから、課題として明記すること
を提案します。

御意見の趣旨を踏まえ、第3章の2の(2)を以下の
とおり修正しました。
『多重債務や生活困窮、介護、ひきこもり、児童
虐待、性暴力被害、性的マイノリティ等の分野に関
わる「生きることの阻害要因（自死のリスク要因）」
が、心身の健康や自己肯定感の向上、信頼できる
人間関係の構築等の「生きることの促進要因（自
死に対する保護要因）」を上回ったときに自死のリ
スクが高まることから、「生きることの阻害要因」を
減らし「生きることの促進要因」を増やす取組の両
方を同時に展開していく必要があります。このた
め、関係するあらゆる機関や施策を総動員し、生
きることの包括的な支援を推進します。』

一部
(P15)

（６）子ども・若者関連問題

16 5 パブコメ
　具体的なリスク要因のある事項についての言及が
ないため、具体的な関連の分野を明記してその中に
性的マイノリティも盛り込むことを提案します。

　御意見の趣旨を踏まえ、第2章の2の(6)を以下の
とおり修正しました。
『（中略）子ども・若者は、成長過程で社会や集団と
自己との関係において、様々な課題や悩みを抱え
ることが多く、いじめ、不登校、児童虐待、性暴力
被害、ひきこもり、性的マイノリティに対する偏見等
の「生きることの阻害要因（自死のリスク要因）」に
も遭遇しがちです。また、思春期には精神的な安
定を失いやすくなったり、青年期に受けた心の傷
は生涯にわたる影響が懸念されることなど、若年
層の自死対策は人生を生き抜く土台づくりとしても
重要です。（以下略）』

一部
(P13)



宮城県自死対策計画（中間案）に寄せられた御意見と県の考え方

第３章　自死対策の考え方
２　自死対策の基本的な方針
（３）関係機関・施策が連携し総合的な取組を推進する

18 6 パブコメ

第３章の２の（３）について、「児童虐待、性暴力被
害、ひきこもり、性的マイノリティ等」について記載す
べきであると考えます。
児童虐待、性暴力被害、ひきこもり、性的マイノリ
ティ等の自殺の実態については、差別や偏見に晒さ
れてしまう恐れから隠す傾向があり、自殺の実態は
数値には表れにくいという実情があります。
しかしながら、統計的なデータが少なく表面的には
分からないことが、「児童虐待、性暴力被害、ひきこ
もり、性的マイノリティ等」への自殺対策をしないとい
う理由にはなりません。むしろ、差別や偏見を解消し
自死念慮を抱くこれらの当事者に対して自殺防止の
ためのアウトリーチを積極的にしていく必要があると
考えます。
また、このことは平成２９年7月に閣議決定した国
の「自殺総合対策大綱」の３ページに２項として次の
対応する項立てに具体の記述があること。特に性的
マイノリティについては「オリンピック・アジェンダ
2020」においても、提言14として「オリンピズムの根
本原則第 6 項を強化する「IOCはオリンピズムの根
本原則第6項に、性的指向による差別の禁止を盛り
込む」とあります。
よって、宮城県における自死対策計画においても
「性的マイノリティ」に関する記載も含め、「児童虐
待、性暴力被害、ひきこもり、性的マイノリティ等」に
ついて記載すべきであると考えます。

御意見の趣旨を踏まえ、第3章の2の(3)を以下の
とおり修正しました。
『（中略）多重債務や生活困窮、介護、ひきこもり、
児童虐待、性暴力被害、性的マイノリティ等様々な
分野で生きる支援にあたる方々が、それぞれ自死
対策の一翼を担っているという意識を共有するとと
もに、宮城県自死対策推進会議や市町村の自死
関係協議会等を通じた連携を構築し、総合的な支
援体制づくりを推進します。』

一部
(P15)

（５）各主体の役割の明確化と連携・協働を推進する

19 7 パブコメ

学校は家族と地域へ開かれた窓です。児童生徒
への支援は必ず家族と地域への支援につながって
行きます。学校や教育機関に関わることは自死対
策、自殺防止の観点からも重要です。国の「自殺総
合対策大綱」４．自殺対策に係る人材の確保、養成
及び資質の向上を図るP.１５「（４）教職員に対する
普及啓発等」の記載内容を追加することをお願いし
ます。

教職員に対する研修や地域における連携等につ
いては、第4章の1の(6)に記載しており、県が実施
する具体的な取組については、巻末の「自死対策
関連事業一覧」として記載するため、本項目への
追記は行わない方針です。
児童生徒及び日々接している教職員等への支
援は、児童生徒の自死を防ぐのに重要であると考
えているため、今後も教育分野をはじめ、関係部
局及び関係機関と連携することにより、更に推進し
てまいります。

－

第４章　自死対策推進の具体的な取組
１　重点施策と施策の方向性
（５）経済的・社会的困窮への対応

21 8 パブコメ

　性的マイノリティに関しても、特にトランスジェン
ダーの就職困難問題があり、生活困窮・社会的孤
立をもたらしていることから、対応を明記することを
提案します。

御意見の趣旨を踏まえ、第3章の2の(2)を以下の
とおり修正しました。
『多重債務や生活困窮、介護、ひきこもり、児童
虐待、性暴力被害、性的マイノリティ等の分野に関
わる「生きることの阻害要因（自死のリスク要因）」
が、心身の健康や自己肯定感の向上、信頼できる
人間関係の構築等の「生きることの促進要因（自
死に対する保護要因）」を上回ったときに自死のリ
スクが高まることから、「生きることの阻害要因」を
減らし「生きることの促進要因」を増やす取組の両
方を同時に展開していく必要があります。このた
め、関係するあらゆる機関や施策を総動員し、生
きることの包括的な支援を推進します。』

一部
(P15)

（６）子ども・若者への対応

21 9 パブコメ
具体的なリスク要因のある事項についての言及を
行うべき

御意見の趣旨を踏まえ、第4章の1の(6)を以下の
とおり修正しました。
『イ 子ども・若者は、その成長過程において多様
かつ特有の悩みを抱えます。教育機関におけるカ
ウンセリング等の取組をはじめ、児童虐待、性暴
力被害、ひきこもり、性的マイノリティ等に関する相
談体制の充実や、広く子ども・若者を取り巻く関係
者への研修、地域における児童福祉に関わる機
関との連携等を推進します。』

一部
(P18)



宮城県自死対策計画（中間案）に寄せられた御意見と県の考え方

２　基本的施策と取組方針
（２）県民一人ひとりの気づきと見守りを促す

21 10 パブコメ

　『自殺念慮の割合等が高いことが指摘されている
性的マイノリティについて、無理解や偏見等がその
背景にある社会的要因の一つであると捉えて、理解
促進の取組を推進する。』を追加すべき。

御意見の趣旨を踏まえ、第4章の2の(2)に以下の
項目を追記しました。
『ニ 無理解や偏見等の社会的要因によって、自
殺念慮を抱えることもある性的マイノリティについ
て、社会や地域における理解促進の取組を推進し
ます。』

一部
(P18)

（７）社会全体の自死のリスクを低下させる

23 11 パブコメ
　記載内容が概論に留まっているため、多岐にわた
る分野に関する項目を追加して、個別具体的な行動
の指針とできるようにすることを提案します。

一部
(P15)

23 12 パブコメ
　より具体化するため、国の「自殺総合対策大綱」か
ら対応する項目を箇条書きとして追加する。

一部
(P15)

（１０）民間団体との連携を強化する　以降について

23 13 パブコメ

　国の自殺総合対策大綱の「第4　自殺総合対策に
おける当面の重点施策」を受けた記載であるので
（１０）で終わりではなく次のとおり『（１１）子ども・若
者の自死対策を更に推進する』と『（１２）勤務問題に
よる自死対策を更に推進する』を追加すべきです。
中間案では１１と１２の施策についてはこれを実施し
ない、それについては気にしないというような間違っ
たメッセージを自死遺族をはじめ自死対策を推進す
る関係部署・関係団体に対して発信してしまうことに
なりかねません。

子ども・若者の自死対策及び勤務問題による自
死対策につきましては、本県でも重点的に取り組
むべき課題と認識していることから、本計画では
「重点施策」として位置付けることで推進してまいり
ます。

－

参考資料

25 14 パブコメ

　参考資料ということであれば、平成２９年7月に閣
議決定した「自殺総合対策大綱」は内容の大幅な拡
充があり、県の自死対策を推進する上で詳細な内
容については国の自殺総合対策を参照する必要が
あることから、参考資料としてしっかりと巻末に添付
していただきたいと考えます。

　本計画は「自殺対策基本法」に基づいたものであ
り、国の自殺総合対策大綱の見直しを受け策定す
るものですが、統計に基づいた本県の現状や課題
分析により施策等を位置づけるものであるため、
添付は行わない方針です。

－

　御意見の趣旨を踏まえ、第3章の2の(2)を以下の
とおり修正しました。
　『多重債務や生活困窮，介護，ひきこもり，児童
虐待，性暴力被害，性的マイノリティ等の分野に関
わる「生きることの阻害要因（自死のリスク要因）」
が，心身の健康や自己肯定感の向上，信頼できる
人間関係の構築等の「生きることの促進要因（自
死に対する保護要因）」を上回ったときに自死のリ
スクが高まることから，生きることの阻害要因を減
らし,生きることの促進要因を増やす取組の両方を
同時に展開していく必要があります。このため，関
係するあらゆる機関や施策を総動員し，生きること
の包括的な支援を推進します。』
　
　また、県が実施する具体的な取組については、
「自死対策関連事業一覧」として取りまとめるた
め、本項目への追記は行わない方針です。国の
「自殺総合対策大綱」に記載されているその他の
様々な取組については、必要に応じ国と連携を図
ることで推進してまいります。


