
 平成 31 年３月 27 日 

 

 

「いのち支える観音寺市自殺対策計画(案)」についてのパブリック・コメント 

手続実施結果 

 

 平成 31 年２月１日から平成 31 年３月４日までの 32 日間「いのち支える観音寺

市自殺対策計画(案)」について実施したパブリック・コメント手続では、１人から  

22 件の意見をいただきました。ご意見をいただき、ありがとうございました。 

 この意見について、内容を要約して整理し、それに対する市の考え方とあわせて

以下に示します。 

 今後とも市政につきまして、ご理解とご協力のほど、よろしくお願いします。 

 

○意見を募集した施策等：「いのち支える観音寺市自殺対策計画(案)」 

○提出意見  <意見の提出者数>     1 名 

  <意見の数>       22 件 

<意見の提出方法> 持参  1 名 

※ 提出いただいたご意見は、趣旨を変えない範囲内で、簡略化または文言等の

調整をしています。また、内容が類似しているご意見につきましては、まと

めて１件分として市の考え方を示しています。 

 

№ 該当箇所 ご意見（要約） 意見に対する市の考え方 

１ 【計画全体】 

 

 

 

 

 

全ての図・表に対し整

理番号を付記することを

求める。 

 

 図・表に整理番号を付記

します。 

２ 全ての図・表に対する

「単位」の付記を求め

る。 

 

 

 単位の付記をしていない

自殺死亡率に関する図・表

において、自殺死亡率の単

位についての説明「自殺死

亡率は、人口 10 万人当た

りの自殺による死亡率（年

間自殺者数）のことであ

る。」を追記します。 

 単位の有無については、

資料の参照先である国の表

示方法に準じています。 

３ 「自殺死亡率」の単位

の説明付記を求める。 



４ 【Ｐ１】 

１ 計画策定

の背景と主旨 

 

「（前略）うつ病等の健

康問題を背景とした自殺

が４割を超えています。

（後略）」とあるが、「う

つ病」と判断できる根拠

の明示を求める。 

 「うつ病」と判断できる

確実な根拠は無いので、

「うつ病」の記載を削除し

ます。 

 

 

５ №４の意見の「うつ

病」と判断できる根拠が

無いのであれば、削除・

修正を求める。 

６ 【Ｐ６】 

① 自殺の発

生状況 

 

 

男女別の自殺者数の推

移において、（１）男性で

は、平成 23 年 14 人、平

成 25 年 13 人と多い年

と、平成 26 年４人と少な

い年があり、（２）女性で

は、平成 25 年２人、平成

27 年１人と少ない年と、

平成 26 年９人と多い年が

あり、変動が大きい。 

また、自殺死亡率の推

移において、平成 27 年の

減少は記述されている

が、平成 23 年の急増には

言及していない。 

これらの特異点に対す

る検証の付記を求める。 

 平成 23 年の急増につい

ては、「平成 23（2011）年

に大きく上昇していま

す。」と追記します。 

自殺死亡率の推移の特異

点について、原因は特定で

きませんが、自殺の原因・

動機としては、［図 10］原

因・動機別自殺者の割合で

示されているように「健康

問題」が多くなっていま

す。その対策については、

Ｐ27 以降で示しています。 

７ №６の意見の特異点に

対する対策の追加を求め

る。 

８ 

 

【Ｐ７】 

② 性別・年

代別自殺死亡

率 

 

 

性別・年代別自殺死亡

率に関して「性別・年代

別の死亡率をみると、男

性は『20 歳代～50 歳代』

で高くなっており、全国

を上回っています。一方

 性別・年代別自殺死亡率

の図に、香川県の資料を追

記します。 



で、女性は『60 歳代』で

高くなっており、20 歳未

満、20 歳代、40 歳代、60

歳代は全国を上回ってい

ます。」の文章は、表の示

している内容を正確に示

していない。 

全国・当市のデータの

みであり、図の示す特徴

が、当市特有の状況なの

か、香川県特有の状況な

のか、が判断できない。

特有の問題としての重要

度が判断できないので、

対応優先順序も判断でき

ない。  

また、全国と当市の比

較のみであり、当市の中

の問題点が把握できてい

ない。 

「男性は『20 歳代～50

歳代』で高くなってお

り、全国を上回っていま

す。」となっているが、自

殺率の高さで見ると①40

歳代②50 歳代③80 歳以上

④20 歳代と、状況が異な

り、問題点が異なってく

るのではないか。 

「女性は『60 歳代』で

高くなっており、20 歳未

満、20 歳代、40 歳代、60

歳代は全国を上回ってい

ます。」となっているが、

自殺率の高さでみると、

①60 歳代②40 歳代③70 歳

代④20 歳代と、こちらも



異なった状況を示してい

る。 

国・県・同時期の資料

を追加することを求め

る。 

９ №８の意見のことか

ら、現状に関する着目点

の再評価を求める。 

 

 

現状に関する着目点につ

いて「性別・年代別の自殺死

亡率をみると、男性は「40 歳

代」がもっとも高く、次いで

「50 歳代」「80 歳以上」とな

っており、20 歳未満、20 歳

代、40 歳代、50 歳代におい

ては全国及び香川県を上回

っています。 

一方で、女性は「60 歳

代」がもっとも高く、次い

で「40 歳代」「70 歳代」と

なっており、20 歳未満、40

歳代、60 歳代においては全

国及び香川県を上回ってい

ます。」と修正します。 

10 №９の意見の再評価後

の着目点による本計画の

再検討を求める。 

 

 

第４章施策の展開の重点

施策９勤務問題に関する自

殺対策において、「40 歳

代、50 歳代男性の自殺死亡

率が非常に高く、失業や過

労、職場の人間関係等の勤

務問題がその背景にあるこ

とが本市の特徴としてあげ

られます。」と追記しま

す。 

11 【Ｐ９】 

⑥ 地域の自

殺の特徴 

「男性 40～59 歳無職同

居」の自殺死亡率が 254.6

と高い数値である。他の

区分の 10 倍以上の異常値

である。担当課から受領

した資料によると、香川

 「男性 40～59 歳無職同

居」の方の背景にある主な

自殺の危機経路として、

「失業→生活苦→借金＋家

族間の不和→うつ状態→自

殺」との分析結果が出てい



県の値は「152.0」であっ

た。「国」の資料に同一区

分はないが、類似の「男

性 40～59 歳有職同居」は

「18.9」である。「香川

県」と「当市」は同一傾

向であるが、国とは異な

る。「国」の数値と「香川

県」・「当市」の数値は桁

違いである。香川県より

も顕著な特異値である

「男性 40～59 歳無職同

居」の「自殺死亡率

254.6」は、非常に大きな

問題である。 

「自殺死亡率 254.6」に

関する分析・検証の付記

を求める。 

ます。観音寺市では他に

も、「職場の人間関係」「仕

事の悩み」「過労」等の勤

務問題が自殺の背景に見ら

れる傾向が強く、重要な課

題の１つであり、勤務問題

に関する自殺対策に取り組

むことを施策の展開で示し

ています。また、自殺死亡

率が 254.6 と高い数値であ

ることの１つの要因とし

て、当該母数が少なく、自

殺者１人が自殺死亡率に与

える影響が大きいことが考

えられます。 

12 表中の「割合」の意味

についての説明・付記を

求める。 

 割合について、説明「割

合は、各区分の自殺者数 5

年計の人数を平成 25～29

年自殺者数の合計で割り、

算出した。」を追記しま

す。 

13 【Ｐ23】 

４ 本市にお

ける自殺対策

の主なポイン

ト 

 

 

 

（１）現状からみる特

徴「統計から」につい

て、全面的再検証、訂正

を求める。 

 

 「自殺者の性・年齢区分

は、男性は「40 歳代」が最

も高く、次いで「50 歳代」

「80 歳以上」となってお

り、女性は、「60 歳代」が

最も高く、次いで「40 歳

代」「70 歳代」となってい

る。」 

「自殺の原因・動機は健

康問題が最も多いが、背景

にある主な自殺の危機経路

によると、失業や過労、職

場の人間関係等の勤務問題



が背景にあることが多

い。」と追記及び修正をし

ます。 

14 【Ｐ26】 

１ 計画の基

本理念 

計画の基本理念の内容

と、Ｐ９表「地域の主な

自殺の特徴」とは、異な

る現実がある。 

現実の「地域の主な自

殺の特徴」に則した計画

への見直しを求める。 

 

 

 「自殺の原因は様々であ

り、本市は、［図 10］原

因・動機別自殺者の割合で

示されているように、「健

康問題」が約４割を占め、

次いで「経済・生活問題」

「家庭問題」「勤務問題」

という順に多くなっていま

す。［表１］観音寺市の主

な自殺の特徴で示された、

背景にある主な自殺の危機

経路では、１位は身体疾患

で、２位～５位は職場問題

となっています。」と追記

及び修正をします。 

15 【Ｐ26】 

２ 計画の基

本方針 

Ｐ９表「地域の主な自

殺の特徴」に示された

「職場問題」はトップに

扱われていない。基本方

針における最重点課題と

して、「職場問題」に関す

る観音寺市独自の検討を

求める。 

 

 

「職場問題」は観音寺市

の重要な課題の１つではあ

りますが、本市の自殺の原

因の１位は「健康問題」で

あり、また自殺の特徴の１

位も「女性 60 歳以上無職

同居」となっています。自

殺には様々な要因が複雑に

関係していることが多く、

それらすべてに対応が必要

であると考え、施策の展開

を図ります。「職場問題」

も重点施策の１つとして掲

げており、掲載の順番が取

組の重要度・優先度を示す

ものではありません。 

16 【Ｐ41】 

３ 計画の進

捗状況の確認 

進捗状況確認の対象事

業を明示・確定すること

を求める。 

 本計画の重点施策に掲げ

た各事業について、毎年

度、事業評価シートで達成



17 進捗状況確認方法の明

示・確定を求める。 

状況の評価や今後の展開に

ついて確認し、国、県の動

向を注視しながら行ってい

きます。 

18 進捗状況確認作業の実

施周期の明示・確定を求

める。 

19 見直しの判断は誰が、

どの様に実施するのかに

ついての明示・確定を求

める。 

20 その他 パブリック・コメント

が１月に２案、２月に３

案と短期間に多数実施さ

れている。実施時期に関

する検討を求める。 

本計画の内容とは別に、

貴重なご意見として検討し

ます。 

21 【問い合わせ先】その

他における連絡・郵送部

署所在地の明記を求め

る。 

 次回から問い合わせ先に

住所を記載します。 

22 持参提出先として「市

役所総合案内所」・「各支

所」の追加を求める。 

 

 次回から提出先に市役所

総合案内所、各支所を加え

ます。 

 

【連絡先】 

住 所：〒768-8601 

観音寺市坂本町一丁目１番１号 

担 当：健康福祉部社会福祉課障がい者福祉係 

電 話：0875-23-3963 

ＦＡＸ：0875-23-3993 

E-mail：shakai@city.kanonji.lg.jp 


