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令和 2年 8月 11日発行 

 

前号に引き続き、不登校・自殺予防を目的に、その現状と要因、予防と支援についてお届けします。 

今号は、「子ども若者の自殺の現状と原因・動機」についてです。 

 

日本の子ども若者の死因のトップが自殺であることは、よく知られていることだと思います。 

厚生労働省の最新のデータ（令和元年）でも、 

10～14 歳で 2位、15～39歳までのそれぞれの年齢階級で 1位となっています。 

※10歳未満では、不慮の事故や先天奇形等が上位 

 

自殺は「孤立の病」とも呼ばれ、その多くが追い詰められた末の死と言われています。 

自殺に対する理解を深めることが、一人で悩み苦しんでいる子ども若者を救う第一歩となることを

願っています。 

 

 

★☆★配信予定★☆★ 

 

・第 28 号（8/11 配信）：「子ども若者の自殺の現状と原因・動機」 

・第 29 号（8/18 配信）：「不登校、自殺予防」 

・第 30 号（9/1配信）：「支援について」 

※8月は第 1、2、3火曜日配信予定です 

 

 

■□■今号のもくじ■□■ 

 

子ども若者の自殺の現状と原因・動機 

 

[1-1]自殺者数 

[1-2]学生・生徒等の月別自殺者数 

[2]自殺死亡率 

[3]自殺の原因・動機 

[4]自殺に関する迷信と事実 

[5]まとめ 



[6]次回予告♪ 

[7]リンク集 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

[1-1]自殺者数（全国・令和元年） 

 

■全体 

令和元年の自殺者数は 20,169 人で、平成 22 年以降、10年連続減少。 

昭和 53 年から始めた自殺統計で過去最少。 

男女別にみると、男性は 10 年連続減少。 

男性の自殺者数は女性の約 2.3倍。 

令和元年は、3月が最多、12 月が最少。 

 

 

■子ども若者（0～39歳） 

10 歳代の自殺者数は平成 22 年以降で見ると、平成 28 年に最少となったが、それ以降、3 年連続で

増加。 

20 歳代、30 歳代は減少しており、30歳代は 11年連続の減少。 

 

・～9 歳：0 人 

・10～19歳：659 人 

・20～29歳：2,117 人 

・30～39歳：2,526 人 

 

 

■学生・生徒等（職業別） 

統計を取り始めた昭和 53年から現在までで最多は、平成 23 年の 1,029人。 

 

・未就学児童：0人 

・小学生：8人 

・中学生：112人 

・高校生：279人 

・大学生：390人 

・専修学校生等：99人 

※学生・生徒等の合計 888 人のうち 40歳以上は 7人 

 

 



[1-2]学生・生徒等の月別自殺者数（全国・平成 30年） 

平成 21 年以降の 10 年間における小学生、中学生、高校生の月別自殺者数は総じて、1 月、8 月、9

月に多くなる傾向がうかがえる。 

 

■小学生 

1 月、3月、9月、11月が多い。 

※自殺者数が少ないため留意が必要 

 

 

■中学生 

8 月が最多で、次いで、1月、3月、7月、9月が多い。 

 

 

■高校生 

1 月、8月、9月がほぼ同数で最も多い。 

ただし、季節による振れ幅はそれほど大きいとはいえない。 

 

 

■大学生 

3 月が多くなっている。 

その原因・動機としては、「その他進路をめぐる悩み」、「学業不振」、「就職失敗」が多くなっている。 

大学生にとって年度替わりの進級・就職関連で自殺リスクが高まることが示唆される。 

 

 

■専修学校生等 

4 月が最も多いが、季節による振れ幅は小さい。 

 

 

[2]自殺死亡率（全国・令和元年） 

自殺死亡率とは、その年の人口 10万人あたりの自殺者数のこと。 

 

■全体 

令和元年の自殺死亡率は 16.0 で、平成 22年以降、10 年連続低下。 

また、昨年に続き、過去最少を更新。 

男女別にみると、男性は 10 年連続低下。 

また、男性は女性の約 2.4 倍。 

 

 



■子ども若者（0～39歳） 

20 歳代は 8年連続、30歳代は 6年連続で低下。 

10 歳代は前年より微増。 

 

・～9 歳：0.0（0人） 

・10～19歳：5.9（659人） 

・20～29歳：16.8（2,117 人） 

・30～39歳：17.7（2,526 人） 

※（ ）内は自殺者数 

 

 

[3]自殺の原因・動機（全国・令和元年） 

遺書等の自殺を裏付ける資料により明らかに推定できる原因・動機を 3つまで計上可能としている。 

自殺の多くは多様かつ複合的な原因及び背景を有しており、様々な要因が連鎖する中で起きている。 

 

原因・動機が特定できない者は、全自殺者数の 26％。 

自殺の原因・動機に関する判断資料を残していない割合は、特に10歳代前半の自殺者において多い。 

 

 

■全体 

個々の要因別にみると、「健康問題」が 9,861人で最多。 

次いで「経済・ 生活問題」（3,395人）、「家庭問題」（3,039 人）、「勤務問題」（1,949 人）の順で、

この順位は前年と同じ。 

 

 

■子ども若者（0～39歳） 

どの年齢階級でも健康問題は上位 3つに入っている。 

以下、年齢階級別の原因・動機上位 3つ。 

 

・～19 歳（合計：618人） 

(1)学校問題：202 人 

(2)健康問題：138 人 

(3)家庭問題：116 人 

 

・20～29歳（合計：2,130 人） 

(1)健康問題：679 人 

(2)勤務問題：367 人 

(3)経済・生活問題：341 人 



 

・30～39歳（合計：2,612 人） 

(1)健康問題：979 人 

(2)経済・生活問題：474 人 

(3)家庭問題：435 人 

 

 

■学生・生徒等（職業別・合計：856 人） 

どの校種でも学校問題が最多。 

いじめが原因・動機となっているのは、中学生で 2人、専修学校生等で 1人の合計 3人。 

以下、校種別の原因・動機上位 3つ。 

 

・未就学児童（合計：0人） 

なし 

 

・小学生（合計：9人） 

(1)学校問題：6人 

(2)家庭問題：3人 

 

・中学生（合計：101人） 

(1)学校問題：41人 

(2)家庭問題：28人 

(3)健康問題：15人 

 

・高校生（合計：266人） 

(1)学校問題：110 人 

(2)健康問題：51人 

(3)家庭問題：49人 

 

・大学生（合計：387人） 

(1)学校問題：132 人 

(2)健康問題：122 人 

(3)経済・生活問題：38人 

 

・専修学校生等（合計：93 人） 

(1)学校問題：34人 

(2)健康問題：17人 

(3)男女問題：13人 



 

 

[4]自殺に関する迷信と事実 

ここまで、具体的な数字で自殺の現状と原因・動機を見てきました。 

最後に、より理解が深まるよう、自殺に関する迷信に触れていきます。 

 

〈迷信(1)〉 

自殺について語る人が自ら命を絶つことはない。 

 

〈事実〉 

自殺について語る人は外に向けて助けや支援を求めているのかもしれません。 

自殺を考えている人のきわめて多くが不安、うつ、絶望を感じており、自殺以外に選択肢がないと

考えている可能性があります。 

 

〈迷信(2)〉 

自殺の多くは何の前兆もなしに突然起きる。 

 

〈事実〉 

自殺のほとんどの事例では、言葉か行動に周囲の人が気づくような兆候が示されています。 

そのため、自殺の兆候とはどのようなものであるかを理解し、注意を払うことが大切です。 

もちろん兆候がなく自殺が起きる場合もありますが、だからこそ、自殺対策について多くの人が理

解すること、そしてそのための情報発信が非常に重要です。 

 

 

[5]まとめ 

実際の数字を見る前と後で、自殺に対する印象やイメージに変化はありましたか？ 

 

小中高生の自殺では、「いじめを苦に自殺」などの言葉をよく耳にします。 

「いじめとの関連」にフォーカスされがちですが、実際は多様かつ複合的な原因及び背景を有して

います。 

 

自殺は不登校同様に、誰にでも起こりうることであり、また、間違った認識や印象のもとに語られ

ることが多いように思います。 

子ども若者に関わる大人として、常に情報をアップデートし、目の前の一人ひとりに先入観を持た

ずに寄り添っていきたいと思います。 

 

今号では、子ども若者の自殺の現状と原因・動機についてお届けしました。 

次号（第 29 号 8/18配信）は、「不登校、自殺予防」についてです。 



 

参考・引用 

文部科学省 教師が知っておきたい子どもの自殺予防 

厚生労働省 令和元年版自殺対策白書 

厚生労働省 令和元年(2019)人口動態統計月報年計(概数）の概況 

厚生労働省 令和元年中における自殺の状況 

自殺総合対策推進センター 自殺対策を推進するためにメディア関係者に知ってもらいたい基礎知

識 2017年 最新版 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

[6]次回予告♪ 

■第 29 号は 8月 18日（火）配信予定です。 

「不登校、自殺予防」についてです。 

 

※感想や取り上げてほしい内容等ございましたら、子ども若者課メールマガジン担当までご連絡く

ださい。 

子ども若者課メールアドレス A0017309@city.toshima.lg.jp 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

[7]リンク集 

・豊島区子ども若者総合相談「アシスとしま」 

 http://www.city.toshima.lg.jp/429/asistoshima/asistoshima.html 

・豊島区立中高生センタージャンプ 

 http://www.city.toshima.lg.jp/229/kosodate/kosodate/hokago/1502161607.html 

・子どもの権利委員会 

 https://www.city.toshima.lg.jp/229/kuse/shingi/1801241614.html 

・豊島区子どもの権利擁護委員の山下敏雅弁護士のブログ 

 http://ymlaw.txt-nifty.com/ 

・としま子ども学習支援ネットワークリーフレット（PDF） 

 http://www.city.toshima.lg.jp/164/kenko/sekatsu/documents/tokonetto.pdf 

・としま子ども食堂ネットワーク 

 http://www.city.toshima.lg.jp/kosodate/kosodate/kodomosyokudo/index.html 

 https://toshimakodomosyoku.wixsite.com/home 

・虐待等子どもの権利に関する相談（東部子ども家庭支援センター） 

 http://www.city.toshima.lg.jp/265/kosodate/kosodate/shiencenter/001743/011897.html 

・豊島区子育て情報ハンドブック（デジタルブック版） 



 http://www.city.toshima.lg.jp/265/kosodate/kosodate/shiencenter/joho/030866.html 

・豊島区子育て支援携帯サイト「とことこ」 

 http://wagmap.jp/tokotoko/portal/index.asp 

・子育て応援サイト「ママフレ」 

 https://toshima-city.mamafre.jp/ 

・教育に関する相談 

 http://www.city.toshima.lg.jp/392/kosodate/inkai/soudann/1506301323.html 

・相談一覧（豊島区） 

 http://www.city.toshima.lg.jp/guide/sodan/index.html 

・豊島区立東池袋フレイル対策センター 

 https://www.city.toshima.lg.jp/167/kenko/koresha/kaigoyobo/1903181809.html 

・としま出前講座 

 http://www.city.toshima.lg.jp/134/bunka/shogai/gakushu/003373.html 

・いたばし子育て情報サイト 

 https://www.city.itabashi.tokyo.jp/kosodate/index.html 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

最後までお読みいただきましてありがとうございました♪ 

みなさまからのご意見・ご要望は、下記アドレスまで、お寄せください。 

 

発行：豊島区子ども家庭部子ども若者課 

電話 03-4566-2475 メール A0017309@city.toshima.lg.jp 

Copyright（C）豊島区 All rights reserved 

掲載記事の無断転載を固く禁じます。 

※このアドレスは配信専用です。返信いただいても対応することができません。 

 

本メールは豊島区メールマガジンにご登録いただいたお客様に、豊島区子ども若者総合相談アシス

としまから配信しています。 

※このアドレスは配信専用です。返信いただいても対応することができません。 

メール配信を希望されない方は、お手数ですが本文最下部の URL をクリックして、配信停止の手続

きをしてください。 

 

------------ 

※利用者情報の変更・解除はコチラ 

https://service.sugumail.com/toshima/m/u/i/6042f1d331b25540f25d9f9be0e0b44b 


