
 第３章　射水市の現状と課題

１　自殺者数・自殺死亡率の年次推移

（１）自殺者数の推移
（人）

　　　（厚生労働省「人口動態統計」） 

（２）自殺死亡率の推移（人口10万対：人口10万人あたりの自殺者数）

　　　（厚生労働省「人口動態統計」） 

　　　（厚生労働省「人口動態統計」） 

人口動態統計（厚生労働省）によると、平成18年から28年までの本
市の各年の自殺者の人数は20人前後となっており、自殺者数・自殺死
亡率はともに年によりばらつきがあります。県・国は、ともに減少傾向
にあります。

自殺者数及び自殺死亡率年次推移
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２　射水市の自殺の現状（平成24年～平成28年の５年間の分析）

《現状の分析にあたって》

○

○

○

＊１

＊２

（１）自殺死亡率（人口10万対）

　　　（厚生労働省「人口動態統計」） 

（２）性別割合

（自殺総合対策推進センター「地域自殺実態プロファイル（2017）」）

自殺者の現状の分析にあたっては、厚生労働省「人口動態統計」、警察庁
「自殺統計」ならびに自殺総合対策推進センター＊１が示した「地域自殺実態
プロファイル」＊２等を基に、５年間の自殺者の現状を分析しています。

自殺対策推進センターとは・・改正自殺対策基本法の新しい理念と趣旨に基づき、地域
の自殺対策を支援する機能を強化することを目的に設立された厚生労働省所管の組織。

地域自殺実態プロファイルとは・・自殺総合対策推進センターにおいて、すべての自治
体ごとの自殺実態を分析したもの。

自殺死亡率の平均で比較すると本市は、県・国より低い状態となって
います。

調査対象の差異：厚生労働省の人口動態統計は、日本における日本人を対象としてい
ますが、警察庁の自殺統計は、総人口（日本における外国人も含む）を対象としてい
ます。

事務手続き上の差異：厚生労働省の人口動態統計は、自殺、他殺あるいは事故死のい
ずれか不明な時は自殺以外で処理しており、死亡診断書等について作成者から自殺の
訂正報告がない場合は、自殺に計上していません。警察庁の自殺統計は、捜査等によ
り、自殺であると判断した時点で自殺統計原票を作成し、計上しています。

項目の差異：警察庁の自殺統計は、「職業」「原因・動機」といった項目があります
が、厚生労働省の人口動態統計にはそれらの項目はありません。

自殺者の性別割合は男性が女性の約３倍となっており、県、国と比
べ、男性の割合が高い状況です。

市 県 国

18.2 21.2 19.3

■ 統計の違い

厚生労働省「人口動態統計」、警察庁「自殺統計」には以下の違いがありま
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（３）年代・性別自殺者割合と自殺死亡率

①　年代別自殺者割合（％）（全自殺者数に占める割合）

（警察庁自殺統計原票データを厚生労働省自殺対策推進室で特別集計）　

②　性・年代別自殺者割合（％）（全自殺者数に占める割合）

（警察庁自殺統計原票データを厚生労働省自殺対策推進室で特別集計）　

③　性・年代別自殺死亡率（人口10万対）

     　　

（警察庁自殺統計原票データを厚生労働省自殺対策推進室で特別集計）　

年代別自殺者割合では、50歳代、60歳代が高くなっており、
60歳以上が49.4%と全体の約半数を占めています。

自殺者割合では男性は60歳代、次いで50歳代の順で高く、い
ずれも県、国より高くなっています。80歳以上は県・国より低く
なっています。女性は80歳以上が最も高く、県・国より高くなっ
ています。

自殺死亡率（人口10万対）では男性は50歳代が最も高く、
50・60・70歳代は県・国より高くなっています。女性は80歳
以上が高く、30歳代、40歳代は低くなっています。50歳代のみ
県・国より高くなっています。
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（４）自殺者の職業の有無等

①　20歳から59歳の職業の有無

　　
＊％は全自殺者に対する割合  

（自殺総合対策推進センター「地域自殺実態プロファイル（2017）」を集計）

②　20歳以上の有職者の職業の内訳

（自殺総合対策推進センター「地域自殺実態プロファイル（2017）」）

（５）原因・動機

（警察庁自殺統計原票データを厚生労働省自殺対策推進室で特別集計）　

20歳から59歳を対象に集計すると、有職者の割合が若干高く
なります。また、有職者の40～59歳が18.3％と最も高くなって
います。

遺書等により明らかに推定される原因・動機を一人につき最大３つまで集計したもの。

8割以上が被雇用者・勤め人で、全国割合より少し高くなってい
ます。

どの年代でも健康問題が１位でした。健康問題の内訳は多い順にうつ
病、身体の病気、統合失調症となっています。30歳代は、健康問題と
同率で経済・生活問題も１位になっています。

年齢階級 人数 　（％）＊職業の有無

有職者
24人

54.5％

20～39歳 9.2%

40～59歳 18.3%

8

16

無職者
20人

45.5％

20～39歳 8.0%

40～59歳 14.9%

7

13

１位 ２位 ３位

計 健康問題 経済・生活問題 家庭問題

～19歳 － － －

20～29歳 健康問題 経済・生活問題 家庭問題／学校問題

30～39歳 勤務問題

40～49歳 健康問題 経済・生活問題 家庭問題

50～59歳 健康問題 経済・生活問題 家庭問題

60～69歳 健康問題 家庭問題 経済・生活問題

70～79歳 健康問題

80歳～ 健康問題 家庭問題 その他

経済・生活問題／家庭問題

健康問題／経済・生活問題

職業 自殺者数 割合 全国割合

自営業・家族従業者 6 18.8% 21.4%

被雇用者・勤め人 26 81.3% 78.6%

合計 32 100.0% 100.0%
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（６）自殺者の同居の有無

①  同居人の有無

（警察庁自殺統計原票データを厚生労働省自殺対策推進室で特別集計）　

②  60歳代以上の同居人の有無

（警察庁自殺統計原票データを厚生労働省自殺対策推進室で特別集計）　

（７）自殺未遂の有無

　自殺者87人のうち自殺未遂有は14人となっています。

（警察庁自殺統計原票データを厚生労働省自殺対策推進室で特別集計）　

（８）自損行為での救急搬送件数

　

（射水市統計書）

60歳代以上では「同居人あり」が79.2％と、全国より高い割
合となっています。

自殺者の8割以上は「同居人あり」でした。しかし、「同居人な
し」の場合、自殺者割合は18.4％ですが自殺死亡率（人口10万
対）では46.2と「同居人あり」の16.6の2.5倍以上になります。

H24 H25 H26 H27 H28

出場件数 47 31 29 27 25

搬送人数 31 17 19 16 14

同居人 人数 割合（％） 自殺死亡率（10万対）

あり 71 81.6% 16.6

なし 16 18.4% 46.2

あり なし あり なし

79.2% 20.9% 69.8% 30.2%

60歳代 32.6% 13.9% 28.1% 14.0%

70歳代 25.6% 7.0% 24.3% 9.7%

80歳以上 21.0% 0.0% 17.4% 6.5%

内訳

60歳代以上

（合計）

同居人の有無（割合） 全国 （割合）
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３　射水市のその他の現状
（１）総人口と高齢者人口の推移

（国勢調査）　

（２）世帯数及び一世帯当たりの人員の推移

（国勢調査）

（３）生活保護人員の推移

（射水市統計書） 

平成7年から平成27年までの総人口と高齢化率をみると、総人口は
平成17年以降は減少しています。一方、高齢化率は上昇しています。

世帯数は年々増加していますが、一世帯当たりの人員は減少していま
す。

生活保護世帯は横ばいであり、平成28年には118世帯となっていま
す。平成25年度以降、生活保護人員は緩やかに減少し、平成28年には
136人となっています。

世帯 人員 保護率 総数 生活扶助 教育扶助 住宅扶助 医療扶助 その他

H24 120 144 1.55 3,909 1,367 21 833 1,400 288

H25 122 149 1.61 4,203 1,474 37 944 1,446 302

H26 116 147 1.59 4,258 1,517 78 978 1,380 305

H27 117 139 1.51 3,899 1,353 34 909 1,299 304

H28 118 136 1.48 3,754 1,316 13 845 1,235 345

保護実数（平均数） 保護延人員
区分
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（４）勤務の状況

①　就業状況

単位：人、％　

（国勢調査）

全労働人口に占める高齢者の割合は13.6%となっています。こ
のうち、卸売業・小売業に従事している高齢者が最も多く、
17.4%となっています。その他、製造業14.0%、サービス業
12.1%が比較的高い割合となっています。

全労働人口に占める製造業の割合が一番高く、22.7%となって
います。その後、卸売業・小売業16.3%、医療・福祉12.9%の順
に高い割合となっています。
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②　地域の就業者の常住地・従業地

単位：人

（Ｈ27国勢調査）

③　事業所規模別事業所／従業者割合

（H26 経済センサス-基礎調査）　

（H26 経済センサス-基礎調査） 

（５）介護認定者数

（射水市高齢者保健福祉計画第6、7期介護保険事業計画）

射水市内常住就業者の46.2%が市外で従業しています。また、
射水市内従業者の42.8%が市外に常住しています。

市内事業所では従業員19人以下の事業所が89％、20～49人
の事業所が7％であり、従業員50人未満の事業所は約96％でし
た。全国（97％）県（97％）とほぼ同じ割合となっています。

介護認定者の数は年々増加していましたが、要支援認定者の一部が地
域支援事業に移行したことなどにより、平成29年にはやや減少しまし
た。平成29年度の介護認定者数の内訳では、要介護1が最も多く、次
いで要介護2、要介護4の順となっています。

射水市内 射水市外 不詳・外国

射水市内 24,691 21,520 394

射水市外 18,463 - -
常住地

従業地

総数 1～4人 5～9人 10～19人 20～29人 30～49人 50～99人 100人以上
出向・派遣

従業者のみ

事業所数 4,334 2,531 817 518 174 151 82 55 6

従業者数 45,249 5,223 5,405 6,989 4,093 5,752 5,511 12,276 -
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（６）母子の状況

①　支援が必要な妊婦の割合（妊娠届より）

　支援が必要な妊婦の割合は横ばいです。

（保健センター統計） 
＊３

＊４

②　産後不安・産後うつのある母の割合（H29 エジンバラ産後うつ質問票＊５より）

（保健センター統計）  

＊５ エジンバラ産後うつ質問票は、産後うつ病のスクリーニングテストです。高得点者は産後うつ
病の可能性が高く、高得点者には二次評価（面接）を実施し、産後うつを疑う場合には精神科
医療機関に紹介します。

新生児と未熟児を比較すると、未熟児を出産した母親の方が産
後不安や産後うつのある割合が高くなっています。

「ハイリスク妊婦」をアセスメントし、出産後の養育について出産前に支援を行うことが特に
必要と認められる妊婦（要保護児童対策協議会に報告）

妊娠届出票、アンケート、医療機関等から情報提供をもとに、リスク項目を抽出し、フォロー
の必要があると判断された妊婦

　産後うつ等を背景とした母親のメンタルヘルスケアの充実が重
要です。全国的には妊産婦死亡のうち、自殺が３割で最多となっ
ています。
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③　出産病院にて継続支援が必要な母子の人数＊６

（保健センター統計）

＊６

④　乳幼児健診での要観察児の割合

（保健センター統計） 

地域での継続支援が必要な場合に、医療機関から市への連絡票の送付により連携をとり、支援
を実施しています。

乳幼児健診での要観察児の割合は、1歳6か月児健診、3歳6か
月児健診ともに増加しています。発達面について保護者の不安、
育児負担の相談も増加しています。
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４　射水市の課題

（１）自殺リスクが高い集団

（自殺総合対策推進センター「地域自殺実態プロファイル（2017）」）

＊７

＊８

＊９

・「背景にある主な自殺経路」とは

○自殺の危機経路

下図の「背景にある主な自殺の危機経路」の欄には、それぞれのグループが抱え込みやすい要因とその連
鎖のうちの主なものが記載されています。

ＮＰＯ法人ライフリンクが行った500人以上の自殺で亡くなった方についての実態調査から、自殺は、
平均すると4つの要因が連鎖して引き起こされており、それらの要因の連鎖のプロセス（「自殺の危機経
路」という）は、性、年代、職業等の属性によって特徴が異なることが明らかになりました。（詳細は『自
殺実態白書2013』（ＮＰＯ法人ライフリンク））

「背景にある主な自殺の危機経路」は自殺実態白書2013（ライフリンク）を参考にしました。
（下図参照）

自殺総合対策推進センターの分析によると、平成24年から平成28年
までの5年間において自殺者数の多い上位5区分が地域の主な自殺の特
徴として抽出されました。本市では、これら上位5区分を、市として支
援が優先されるべき自殺リスクが高い集団等とし、重点的に支援を進め
ます。

自殺順位は自殺者数の多さに基づき、自殺者数が同数の場合は自殺死亡率の高い順としました。

自殺死亡率の母数（人口）は平成27年度国勢調査を元に自殺総合対策推進センターにて推計しまし
た。
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（２）自殺の特性の評価（H24～H28年合計）

（自殺総合対策推進センター「地域自殺実態プロファイル（2017）」）

＊10

＊11

＊12

＊1３

○指標ランクの基準（自殺率）

自殺総合対策推進センターから示された地域自殺実態プロ
ファイル（2017）によると、射水市における自殺の特徴の上
位3区分の性別・年代等の特性と、「背景にある主な自殺の危
機経路」を参考に、「高齢者」、「生活困窮者」、「勤務・経
営」が重点課題としてあげられました。

指標ランクでは、自殺率の全国順位上位10％以内（★★★ラン
ク）、上位10～20％（★★ランク）に該当する年代はありませんでし
たが、20歳代、50歳代、60歳代は上位20～40％（★ランク）でし
た。そのうち20歳代は、自殺者数1人の増減でランクが変わるため注
意が必要です。

自殺統計に基づく自殺率（10万対）。自殺者数１人の増減でランクが変わる場合はランクにaをつ
けています。

特別集計にもとづく20～59歳を対象とした自殺率（10万対）。自殺者１人の増減でランクが変わ
る場合はランクにaをつけています。

自殺統計にもとづく発見地÷住居地（％）及びその差（人）。自殺者（発見地）１人の減少でラン
クが変わる場合はランクにaをつけています。

自殺統計又は特別集計に基づく縊首以外の自殺の割合（%）。

ランク 全国順位 

★★★ 上位 10%以内 

★★ 上位 10~20% 

★ 上位 20~40% 

－ その他 
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