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こころの健康政策構想実現会議 
 

３月議会までの意見書採択数は１８９議会、 
国会請願のための地域別署名集約作業始まる 

 

「こころの健康を守り推進する基本法（仮称）」の制定を求める意見書採択の陳情活動は、大きな反響を呼び

各地の議会で審査され採択されました。その数は 18９議会となり、採択された傘下人口は 16 府県議会、1 政

令都市および 26 市町村で５，９８７万人にも上ります。この数は日本の全人口の半数に近い値です。 

これと同時に１００万人署名活動での署名を国会請願を行うため、地域（都道府県）別集約作業が始められ

ました。これまでの署名数も４月１３日の集計で 632、915 筆に到達しました。各地域でご尽力いただきました

皆様に深く感謝申し上げます。 

現在迄の採択件数 ⇒ １８９議会 
（本議会で採択された数：４/１６日現在） 

都道府県議会 政令市議会 東京都区議会 市議会 町議会 村議会 
１６ ７ ８ １００ ４９ ９ 

 
《都道府県議会 ⇒ １６議会》 

京都府 石川県 和歌山県 長崎県 島根県 宮崎県 
鳥取県 東京都 青森県 秋田県 神奈川県 福岡県 
愛知県 宮城県 千葉県 奈良県   

 
《 政令市議会 ⇒ ７議会 》 

京都市・京都 横浜市・神奈川 千葉市・千葉 さいたま市・埼玉 名古屋市・愛知 仙台市・宮城 
北九州市・福岡      

 
《 東京都区議会 ⇒ ８議会 》 

杉並区 葛飾区 足立区 品川区 北区 港区 
墨田区 中野区     

 
《 市議会 ⇒ １００議会 》

芦屋市・兵庫 宝塚市・兵庫 町田市・東京 立川市・東京 調布市・東京 八王子市・東京 
武蔵野市・東京 三鷹市・東京 小金井市・東京 米原市・滋賀県 府中市・東京 羽村市・東京 
青梅市・東京 三木市・兵庫 あきる野市・東京 諫早市・長崎県 井原市・岡山県 東久留米市・東京

稲城市・東京 福生市・東京 長崎市・長崎 東大和市・東京 新見市・岡山 鳥取市・鳥取 
尾張旭市・愛知 一宮市・愛知 黒石市・青森 清瀬市・東京 昭島市・東京 宮崎市・宮崎 
佐倉市・千葉 倉敷市・岡山 浜田市・島根 雲仙市・長崎 南島原市・長崎 つがる市・青森 
国立市・東京 多摩市・東京 武蔵村山市・東京 赤磐市・岡山 津山市・岡山 笠岡市・岡山 

長久手市・愛知 岩倉市・愛知 犬山市・愛知 江南市・愛知 日立市・茨城 日南市・宮崎 

 

１００万⼈署名推進ニュース
～精神疾患は三大疾患の一つ～ 

こころの健康推進をわが国の基本政策に 
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和歌山市・和歌山 海南市・和歌山 由利本荘市・秋田 八戸市・青森 橋本市・和歌山 御坊市・和歌山 
新宮市・和歌山 青森市・青森 秋田市・秋田 江津市・島根 豊橋市・愛知 東海市・愛知 
三郷市・埼玉 有田市・和歌山 瀬戸内市・岡山 平塚市・神奈川 日野市・東京 国分寺市・東京 
米子市・鳥取 秦野市・神奈川 西宮市・兵庫 倉吉市・鳥取 習志野市・千葉 八千代市・千葉 

紀の川市・和歌山 田辺市・和歌山 藤沢市・神奈川 亀岡市・京都 八幡市・京都 向日市・京都 
和泉市・大阪 高槻市・大阪 西東京市・東京 摂津市・大阪 益田市・島根 雲南市・島根 

長岡京市・京都 宇治市・京都 大田市・島根 串間市・宮崎 野田市・千葉 小平市・東京 
奈良市・奈良 大和郡山市・奈良 大和高田市・奈良 天理市・奈良 御所市・奈良 香芝市・奈良 
葛城市・奈良 石巻市・宮城県 野洲市・滋賀 交野市・大阪   

 
《 町議会 ⇒ ４９議会 》 

日の出町・東京 久米南町・岡山 勝央町・岡山 美咲町・岡山 奥多摩町・東京 七戸町・青森 
今別町・青森 大間町・青森 大鰐町・青森 吉美中央町・岡山 大口町・愛知 扶桑町・愛知 
和気町・岡山 国富町・宮崎 南部町・鳥取 三朝町・鳥取 八頭町・鳥取 湯梨浜町・鳥取 
江府町・鳥取 伯耆町・鳥取 国富町・宮崎 岩美町・鳥取 日南町・鳥取 紀美野町・和歌山

かつらぎ町・和歌山 九度山町・和歌山 高野町・和歌山 湯浅町・和歌山 広川町・和歌山 有田川町・和歌山

白浜町・和歌山 上富田町・和歌山 すさみ町・和歌山 古度川町・和歌山 串本町・和歌山 島本町・大阪 
北栄町・鳥取 大山町・鳥取 古賀町・島根 津和野町・島根・ 高原町・宮崎 奈義町・岡山 

奥出雲町・島根 若桜町・鳥取 琴浦町・鳥取 川本町・島根 美郷町・島根 斑鳩町・奈良 
門川町・宮崎      

 
《 村議会 ⇒ ９議会 》 

佐井村・青森 新郷村・青森 檜原村・東京 西目屋村・青森 東通村・青森 椎葉村・宮崎 
日吉津村・鳥取 新庄市・岡山 明日香村・奈良    

      
 

【 採択が済んだ所は教えて下さい ⇒ 080(2251)8780 氏家 】 

地方議会に意見書採択の陳情を提出し、議会で審査されこのように着々と採択されていく進捗状況をみると、

私達の願いである「こころの健康を日本の基本政策に」の理念が現実として形作られようとしています。 

東京都議会での意見書内容をページ３でご紹介いたします。みなさまから東京都の状況はどうかと度々お問

い合わせいただきました。お陰様で議員提出議案として審査され、満場一致で採択されました。 

 

国会請願のための地域別署名集約作業始まる 

署名集計結果 632、915 筆を達成 
４月１３日（金）、埼玉，東京の家族会有志，やどかりスタッフも加わって署名集約の作業を行いました。各地

域別ごとに署名数を数え直す作業を進めています．各地域別に署名数を数えていく作業はなかなか大変で、最

終日と銘打って作業を開始したのですが、残念ながら終わりませんでした。これが進まないと国会請願の署名

提出ができません． 

 
そのため、次回の集約作業日を下記のように設定しましたので、お時間が合う方はぜひご参集ください． 

 

日時： 4 月 21 日（土）10 時～16 時 

会場： やどかり情報館２階 

 

 

 

 



３ 

 

下記は東京都議会で議員提出議案として審査され、採択された意見書です。 

 
 


