
自殺対策の現状とCOVIDｰ19の影響について

弁護士 山田治彦（大阪弁護士会）



自己紹介

平成１１年４月弁護士登録（修習51期）

大阪弁護士会 消費者保護委員会委員（多重債務部会）
同 貧困・生活再建問題対策本部副本部長

（自殺対策、生活困窮者支援、奨学金）
同 行政連携センター委員

日本弁護士連合会 貧困問題対策本部委員（自殺対策、生活困窮者支援）

2



第1 自殺の現状と自殺対策



１ 自殺の現状

自殺者数：
平成１０年以来、過去１
４年間にわたり、年間３
万人以上

平成９年から１０年の間
で、約８５００人増加。

平成２４年、１５年ぶり
に年間３万人を下回る２
７，７６０人となる（２
０００人以上の減少）。

令和元年は、
２０，１６９人

令和2年版自殺対策白書



平成９年

日産生命破綻
（生保初の破綻）
東海興業倒産
（上場ゼネコン初）
ヤオハンジャパン倒産
（上場スーパー初）
世界同時株安
三洋証券倒産
北海道拓殖銀行経営破
綻
山一証券自主廃業
（金融システム不安）

岩波ブックレット「年表 昭和・平成史」より



平成１０年

金融機関の不良債権問題
日本長期信用銀行・日本
債券信用銀行が経営破綻
（一時国有化）

アジア経済危機

岩波ブックレット「年表 昭和･平成史」より



自殺率（人口１０万人あ
たりの自殺者数）：

令和元年は、１６．０

まだ世界的には高率

令和２年版自殺対策白書



令和２年版自殺対策白書



令和２年版自殺対策白書



年齢別の自殺者数の推移：

男性、特に中高年男性が大
きな割合を占める状況は変
わらないが、自殺者数、自
殺率とも全体に減少傾向に
ある。

他方、若年層では死因の第
１位が自殺となっており、
深刻な問題となっている。

令和２年版自殺対策白書



原因・動機別の自殺者数の推移：

「健康問題」「経済・生活問題」
が多い。

令和２年版自殺対策白書



・男女比についてはこれまで大きな変動はなかった
→これまでの自殺対策の関心は、主に若年層と中高年
女性の自殺について、これまで自殺対策白書の特集でテーマとして取り上げ
られたことはない。

・ただ、自殺未遂者数については、自殺者数と男女比は異なる
日本財団自殺意識調査2016（2017年3月1日）によれば、
●過去1年以内の自殺未遂者数は、推計535，000人 うち男性264，000人

女性271，000人
●希死念慮は、女性（28．4％）が男性（22．6％）に比べて高い



２ 自殺対策基本法
（２００６年→２０１６年改正）

（目的）
第一条 この法律は、近年、我が国において自殺による死亡者数が高い水準で推移して
いる状況にあり、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、これに対
処していくことが重要な課題になっていることに鑑み、自殺対策に関し、基本理念を定
め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、自殺対策の基本となる事
項を定めること等により、自殺対策を総合的に推進して、自殺の防止を図り、あわせて
自殺者の親族等に対する支援の充実を図り、もって国民が健康で生きがいを持って暮ら
すことのできる社会の実現に寄与することを目的とする。



（基本理念）
第二条 自殺対策は、生きることの包括的な支援として、全ての人がかけがえのない
個人として尊重されるとともに、生きる力を基礎として生きがいや希望を持って暮らす
ことができるよう、その妨げとなる諸要因の解消に資するための支援とそれを支えかつ
促進するための環境の整備充実が幅広くかつ適切に図られることを旨として、実施され
なければならない。
２ 自殺対策は、自殺が個人的な問題としてのみとらえられるべきものではなく、その
背景に様々な社会的な要因があることを踏まえ、社会的な取組として実施されなければ
ならない。
３ 自殺対策は、自殺が多様かつ複合的な原因及び背景を有するものであることを踏
まえ、単に精神保健的観点からのみならず、自殺の実態に即して実施されるようにしな
ければならない。
４ 自殺対策は、自殺の事前予防、自殺発生の危機への対応及び自殺が発生した後又
は自殺が未遂に終わった後の事後対応の各段階に応じた効果的な施策として実施されな
ければならない。
５ 自殺対策は、保健、医療、福祉、教育、労働その他の関連施策との有機的な連携
が図られ、総合的に実施されなければならない。



※自殺対策の３つの段階
・ 事前予防

心身の健康の保持増進についての取組、自殺や精神疾患に
ついての正しい知識の普及啓発等自死の可能性が低い段階
で予防を図ること

・ 危機対応
現に起こりつつある自殺の危険に介入し、自殺を防ぐこと

・ 事後対応
不幸にして自殺や自殺未遂が生じてしまった場合に、家族や
職場の同僚等他の人に与える影響を最小限とし、新たな自殺
を防ぐこと



２００７年にはじめて策定
２０１２年に改訂
「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」
との副題を追加
２０１７年、昨年の自殺対策基本法の改正に伴って再度改訂

３ 自殺総合対策大綱



厚生労働省資料



厚生労働省資料



地域における計画的な自殺対策の推進

都道府県自殺対策計画
自殺総合対策大綱及び地域の実情を勘案して定める

市町村自殺対策計画
自殺総合対策大綱及び都道府県自殺対策計画並びに

地域の実情を勘案して定める



４ 自殺対策の必要性

自殺対策は本当に必要なのか？

・素人が自殺対策に関わるのは危険ではないか？

・そもそも、自殺は個人の自己決定によるもの（自由意思による選択）であり、
むやみに関わるべきものではないのではないか？



しかし、
・ 自殺は、社会的要因を含む、社会的な問題

→社会的要因の解決に対してであれば、様々な立場から関与することが
できる
生命に関わる基本的な問題を放置すべきではない

・ 自殺の大半は、「追い込まれた末の死」
→真摯な自己決定と評価することはできない

→「強いられた死」は「生きる権利」の侵害
自殺対策に積極的に関与していくべき
（「自殺への自由」から、「自殺からの自由」へ）
憲法上の根拠：１１条・１３条・２５条



自殺における主な社会的要因：
・経済・生活問題：倒産、事業不振、生活苦、負債、失業、

就職失敗
・家庭問題：家庭の不和、離婚、DV

・勤務問題：職場の人間関係、職場環境の変化、過労、職
場のいじめ

・男女問題：結婚、失恋、不倫
・学校問題：進路に関する悩み、学業不振、いじめ

など



NPO法人自殺対策支援センターライフリンク「自殺実態白書２００８」より



５ 自殺対策における援助者の役割
１ 前提（自殺予防・自死遺族支援活動に際して）
① 自殺の実態及びその捉え方についての理解の共有が必要
② 自殺対策の３段階（事前予防・危機対応・事後対応）を意識した対応が必要
③ 各種専門家との連携が必要不可欠

→そのためのネットワークの形成が必要

※援助者のメンタルヘルスにも注意が必要



２ 援助者の役割
① 希死念慮者の発見、及び、希死念慮者の抱える問題への対応

＝ゲートキーパーとしての役割
※ゲートキーパー：
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）を図ることができる人



厚労省のホームページ

誰でもゲートキーパー手帳（第２版）

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya
/0000134637.html

ゲートキーパー養成研修用テキスト（第３版）

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya
/0000128774.html

ロールプレイシナリオあり

動画あり

https://www.youtube.com/playlist?list=PLMG33RKI
SnWjI0JFBIe6i4eyYatP33rq0



② 自殺を企図したものの、未遂に終わった者への対応
（自殺未遂者は、自殺を再度企図することが多い）

・自殺未遂者の抱える問題を把握し、支援につなげることが必要
感情面で不安定なことがある
健康面で問題があることがある

・家族に対する対応が必要な場合もある
（未遂者への対応で疲弊、混乱していることが多い）

※自殺未遂の場合でも、傷病保険の給付が認められる場合がある
（精神疾患等に起因するものと認められる場合）



※依存症（アルコール依存症、ギャンブル依存症など）患者の自殺率は、一般に
比べて高いといわれている
→依存症対策と自殺対策とは関連が深い、とされる

※多重債務事件の中には、取引履歴からギャンブル依存症（特にパチンコ依存
症）を発見できる場合がある
（同じ日に少額の借り入れを何回も行う、同様の日が、一週間等、一定間隔を
おいて現れる）

※自己破産申立件数の減少は、自殺者数の減少と軌を一にしている
ただし、平成28年以降、自己破産申立件数は上昇に転じている
←銀行のカードローンの影響か？

※その他、自殺率の増減と関係があると言われている指標
・完全失業率
・離婚件数
←生活に困窮することが影響しているものと思われる

※生活保護受給者の自殺率は一般を大きく上回るといわれている



“
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自殺総合対策の推進に関する有識者会議（第３回 令和２年１２月２１日配付資料）



③ 自死遺族への支援（「後追い」防止の必要性）
自死遺族に特有の問題への対応が必要
Ⅰ 請求される側になる場面

ⅰ 故人に負債がある場合
相続放棄・限定承認
即時に判断することが困難→熟慮期間（３ヶ月）の伸張（通常３ヶ月）

ⅱ 損害賠償請求を受ける場合
・ 賃借した不動産での自殺（心理的瑕疵）
・ 鉄道での自殺

Ⅱ 請求する側になる場面
ⅰ 労災申請、使用者等に対する損害賠償請求
ⅱ 生命保険（自殺免責特約との関係）
ⅲ いじめ加害者に対する損害賠償請求
ⅳ 過払い請求
ⅴ 医療過誤に基づく損害賠償請求



第２ COVIDｰ19の影響について



1 令和2年の自殺の動向（暫定）
「コロナ禍における自殺の動向に関する分析（緊急レポート）」

（厚生労働大臣指定法人いのち支える自殺対策推進センター）

ポイント（抜粋）
1 自殺者数は、本年1月から6月までは対前年比で減少した。特に、4月から6月ま
では大きく減少した。

2 本年7月以降、自殺者数が増加している。
特に、女性の自殺者数は、本年6月以降、大きく増加しており、増加の割合は
男性を上回っている（自殺者数そのものは男性の方が依然多い）。

3 自殺報道（本年7月18日以降、9月27日以降）の影響とみられる自殺の増加が見
られる（ウェルテル効果）。





2 本年4月から6月までの自殺者数の減少
・社会的危機の最中あるいは直後には人々の死への恐怖や社会的連帯感・帰属感
の高まりにより、自殺者数は減少することが多くの研究で報告されており、本
年4月から6月にかけても、同様のことが起きた可能性がある。
新型コロナウイルス感染症による死への恐怖によって人々が自身の命を守ろう
とする意識が高まったのではないか。

・政府が打ち出した各種支援策（緊急小口資金、総合支援資金、住宅確保給付金、
特別定額給付金など）により、自身の命や暮らしを守るための具体的な施策に
アクセスできるようになり、生活等への不安が、少なくとも一時的には、ある
程度払拭された可能性がある。
（7月以降も自殺の増加を抑制している可能性がある）



3 本年7月以降の自殺者数の増加

1 女性の自殺者数の増加
すべての年代において自殺者数は増加している。
「同居人のいる女性」と「無職の女性」とが、自殺率を上昇させている。
女性の自殺の背景には、経済生活問題や勤務問題、DV被害や育児の悩み、介
護疲れや精神疾患など、様々な問題が潜んでいる。コロナ禍において、そう
した、自殺の要因になりかねない問題が深刻化しており、これらが女性の自
殺者数の増加に影響を与えている可能性がある。
（昨年 １０・１１月の自殺者について前年同月と比較すると、女性については、
主に家庭問題、男女問題、健康問題を原因・動機とする自殺者の増加が見られ
る）



・非正規雇用の職員・従業員の減少は女性において著しく、コロナ禍で仕事
を失った女性は非常に多い。

・内閣府によれば、政府や自治体の相談窓口に寄せられたDVの相談件数の合計は、
本年5月と6月において前年同月比でそれぞれ約1.6倍に増えている。

・筑波大学の研究者（松島みどり准教授）の調査で、出産後の母親の「産後う
つ」が新型コロナウイルスの影響で、以前（約10％）の2倍以上（約24％）に増
えている、との報告がある。

→コロナ禍で、人と接する機会や場が少なくなり、経済的にも不安定な生活を強
いられる女性が増えている中で、今後女性の自殺リスクがさらに高まっていく
ことが懸念される。
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「コロナ禍における自殺の動向に関する分析（緊急レポート）」

（厚生労働大臣指定法人いのち支える自殺対策推進センター）



“
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2 男性の自殺者数も、7月以降、増加している
（昨年１０・１１月の自殺者について前年同月と比較すると、男性については、
勤務問題、家庭問題、経済・生活問題を原因・動機とする自殺者の増加が見
られる）
（以下、個人的な推測）

・緊急事態宣言の解除から日常生活への回帰が進んだこと
・新型コロナウイルスに対する情報の普及や、コロナ禍の長期化による「コロ
ナ慣れ」「コロナ疲れ」

→危機感が減少した？



4 新たな対策（厚生労働省）
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5 援助者にできる（かもしれない）こと

・普段接する人々の中に、希氏念慮者や自殺未遂経験者がいるかもしれない、と
いうことを意識する

・「もしかしたら」と思ったら、声をかけて、支援窓口に誘導する
・確信が持てなかったら、観察して、支援窓口と相談する



ご清聴、ありがとうございました

弁護士 山田治彦（山田・長田法律事務所）
〒５３０－００４７
大阪市北区西天満４－１１－１６ ニュー梅新東ビル７階
電話０６－６３６０－２０３１ FAX０６－６３６０－２０３２
e-mail：nrh０５１５１@nifty.com


