




誰もが将来に希望を抱く社会の実現を目指して

　自殺は、私たちのすぐ身近にある重大な脅威です。

　東京の自殺者数は、平成 23年をピークに減少してきました。しかし、

令和 2年以降は、再び増加傾向にあります。新型コロナウイルス感染症

の感染拡大の影響などで、自殺の要因となり得る状況が悪化したことが

考えられます。

　自殺の背景には、健康問題や経済問題、就労や働き方の問題など、様々

な要因が複雑に絡み合っています。自殺対策は、社会全般の取組として

実施されることが必要です。

　東京都は、平成 30年 6月に「東京都自殺総合対策計画〜こころといのちのサポートプラン〜」

を策定し、関係機関や関係団体、区市町村と連携を図りながら、対策を進めてまいりました。

　今回策定した「東京都自殺総合対策計画〜こころといのちのサポートプラン〜（第 2次）」では、

取組を更に推し進めるため、「自殺未遂者への継続的な支援」、「早期に適切な支援窓口につなげる

取組」、「働き盛りの方々の自殺防止」、「困難を抱える女性への支援」、「若年層の自殺防止」、「遺さ

れた方への支援」の 6つを重点項目に位置付け、集中的に取り組むこととしています。また、こ

れまでの施策の成果や現状の分析を踏まえ、12の分野で取組の方向性を示しました。

　例えば、未来を担う若者に向けて、動画コンテンツを新たに作成し、大学の講義等での活用を促

すほか、デジタル技術を活用した普及啓発を強化していきます。自死遺族の相談窓口を新たに設置

し、様々な問題に直面する遺族を早期の段階から支援します。

　本計画に基づき、福祉、医療、経済、教育等との連携のもと、「生きることの包括的な支援」と

して自殺対策をより一層推進し、自殺という悲しい事態が起こらない、誰もが将来に希望を抱くこ

とのできる社会の実現に努めてまいります。

　引き続き、都民や関係者の皆様の御理解と御協力をお願い申し上げます。

　　令和 5年 3月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東京都知事
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