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（単位：％）

�0歳
未満

�0～
��歳

�0～
��歳

�0～
��歳

�0～
��歳

�0歳
以上

�0歳
未満

�0～
��歳

�0～
��歳

�0～
��歳

�0～
��歳

�0歳
以上

家庭問題 ��.� �.0 �.0 �.� �.� �.� �.� �.0 ��.� ��.� ��.� �.�

健康問題 ��.� ��.� ��.� �0.� �0.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.�

経済･
生活問題

0.0 �.� �0.� ��.� ��.� ��.� 0.0 �.� �.� �.� �.� �.0

勤務問題 �.� ��.� �.� ��.� �.� �.� 0.0 �.� �.� �.� 0.0 0.�

男女問題 �.� �.� �.0 �.� 0.� 0.� �.� ��.� �.� �.� �.� 0.�

学校問題 ��.� �.0 0.� 0.0 0.0 0.0 ��.� 0.� 0.� 0.0 0.0 0.0

その他 0.0 �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.�

不詳 ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.�

男性 女性

表３ 「健康問題」の内訳（平成 �� 年、東京都）

人数 割合 人数 割合 人数 割合

病気の悩み（身体の病気） ��� ��.� ��� ��.� ��� �0.�

病気の悩み・影響（うつ病） ��0 ��.� �0� ��.� ��� ��.�

病気の悩み・影響（統合失調症） �� ��.0 �� ��.� ��� ��.�

病気の悩み・影響（アルコール依存症） �� �.� � 0.� �0 �.�

病気の悩み・影響（薬物乱用） � 0.� � 0.� � 0.�

病気の悩み・影響（その他の精神疾患） �� �.� �� �.� �� �.0

身体障害の悩み �� �.� �� �.� �� �.�

その他 � 0.� � 0.� � 0.�

合 計 ��� �00.0 ��� �00.0 ���0 �00.0

男性 女性 合計

 

 

（４）区市町村別の状況 

○ 区市町村別の自殺の状況を３か年の平均でみると、区部の方が市部よりも自殺死

亡率が高くなっている。区部の中では、西南部地域の自殺率は比較的低く、中央部、

東部地域の方が自殺率が高いという傾向が見られる。 

資料：警視庁統計

表２ 自殺の原因・動機（性・年齢階級別、平成 �� 年、東京都） 

（単位：人、％）

資料：警視庁統計
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平成��年 平成��年 平成��年 �か年平均 平成��年 平成��年 平成��年 �か年平均
総　数 �,��� �,��� �,��0 ����.� ��.�� ��.�� ��.�0 �0.�
区　部 �,��� �,��0 �,��� ����.� ��.�� ��.�� �0.�� ��.�
市　部 ��� �00 �0� ���.0 ��.�� �0.0� ��.�� ��.�
郡　部 �� �� �� ��.0 ��.0� ��.�� ��.�� ��.�
島　部 �� �� � ��.� �0.�� ��.�� ��.00 ��.�

千代田区 �0 � � �.� ��.�� ��.�� �0.�� ��.�
中央区 �0 �� �� ��.� ��.�� ��.�� ��.�� ��.�
港区 �� �� �� �0.0 ��.0� ��.�� ��.�� ��.�
新宿区 �� �� �� ��.0 ��.�� ��.�� ��.�� ��.�
文京区 �0 �� �� ��.� ��.�� ��.�� �0.�� ��.0
台東区 �� �� �� ��.� �0.0� ��.�� ��.�� ��.�
墨田区 �� �� �� ��.0 �0.�� ��.�� ��.�� ��.�
江東区 �� �� �� ��.� ��.0� ��.�� �0.�� ��.�
品川区 �0 �� �� ��.� ��.�� ��.0� ��.�� ��.�
目黒区 �� �� �� ��.� ��.�� ��.�0 ��.�� ��.0
大田区 ��� ��� ��� ���.� ��.�� ��.�� ��.�� �0.�
世田谷区 ��� ��0 ��� ��0.� ��.0� ��.�� ��.�� ��.�
渋谷区 �� �� �� ��.0 ��.�� ��.�� ��.�� �0.�
中野区 �� �� �� ��.� ��.�0 ��.�� �0.�� ��.0
杉並区 �0� ��� �0� �0�.� �0.�� ��.�� ��.�� �0.�
豊島区 �� �� �� ��.0 ��.�� ��.�� ��.�� ��.�
北区 �� �� �0 ��.� ��.�� ��.00 ��.�0 ��.�
荒川区 �� �� �0 ��.� ��.�� ��.�� ��.0� ��.�
板橋区 ��� ��� ��� ���.� ��.�� ��.�� ��.�� ��.0
練馬区 ��� ��� ��� ���.� ��.�� �0.�0 ��.0� ��.�
足立区 ��� ��� ��� ��0.� ��.�� ��.�� ��.�� ��.�
葛飾区 �� �� �0� ��.� ��.�� ��.�� ��.�� ��.�
江戸川区 ��� ��� ��� ���.0 �0.�� �0.�� ��.�� ��.�
八王子市 ��� �0� �� �0�.0 ��.�� ��.�� ��.0� ��.�
立川市 �0 �� �� �0.� ��.�� ��.�� ��.�� ��.�
武蔵野市 �� �� �� ��.� ��.�� �0.�� ��.�� �0.�
三鷹市 �� �� �� ��.� ��.�� ��.�� ��.�� ��.�
青梅市 �� �� �� ��.� ��.�� ��.�� ��.�0 ��.�
府中市 �� �� �� ��.0 ��.�� ��.�� ��.�� ��.�
昭島市 �0 �� �� ��.� ��.�� ��.�� ��.�� �0.�
調布市 �0 �� �� �0.0 ��.�� ��.�� ��.�� ��.�
町田市 �� �0 �� ��.0 ��.�� �0.�� ��.�� ��.�
小金井市 �� �� �� �0.� �0.�� ��.�� ��.�� �0.�
小平市 �� �� �� ��.� ��.�� ��.0� ��.00 ��.�
日野市 �� �� �0 ��.� ��.�� ��.�� ��.�� ��.�
東村山市 �� �� �� ��.0 ��.�� ��.�� ��.�� ��.�
国分寺市 �0 �� �� �0.0 ��.�� ��.�� ��.�� ��.�
国立市 �� �� � ��.� �.�� ��.�� �0.�� ��.�
福生市 �� �� �� ��.� ��.�� ��.�� ��.�� ��.�
狛江市 �� �� � ��.� ��.�� ��.�� �.�� ��.�
東大和市 �� �� �� ��.0 ��.�� �0.�� ��.�� ��.�
清瀬市 �� �� �� ��.� ��.�0 ��.�� ��.0� ��.�
東久留米市 �� �� �� ��.0 ��.�� ��.�� ��.�� ��.�
武蔵村山市 �� �� �� ��.0 ��.�� ��.�� ��.�� ��.�
多摩市 �� �� �� ��.� ��.�� ��.�� ��.�� ��.0
稲城市 �� �� �0 ��.� ��.�� ��.�� ��.�� ��.�
羽村市 �� �� � �0.� ��.�� ��.�� ��.�� ��.�
あきる野市 �� � � �.� ��.�� �0.0� ��.�� ��.�
西東京市 �0 �� �0 ��.0 ��.0� ��.�� ��.�� ��.�
瑞穂町 �0 � �0 �.� ��.�� ��.�� ��.�� ��.�
日の出町 � � 0 �.0 ��.�0 ��.0� 0.00 ��.�
檜原村 - - - - - - - -
奥多摩町 � � � �.� ��.�� ��.�� ��.�� ��.�

資料:人口動態統計

自殺者数 自殺死亡率
区市町村名

表４　区市町村別の自殺者数、自殺死亡率



- �� -- 22 - 

＜こころといのちの相談・支援 東京ネットワーク＞ 

 

 

図８ 地域のネットワークのイメージ図 
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