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こころの健康政策構想実現会議 
 

意見書採択議会数は累計で 226 議会 
日本全国民の 6 割弱が 

「こころの健康を守り推進する基本法（仮称）」の立法を望む 
 

「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数はついに２２６議会となり、採択

された傘下人口は２０都府県議会、３政令都市および４４市町村で７，４２６万４千人となりました。日本全国民

の 6 割弱が「こころの健康を守り推進する基本法」の法制化を望んでいることになります。 

現在迄の採択件数 ⇒ ２２６議会 
（４/２６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 
２０ ８ ９ １２７ ５３ ９ 

 
《都道府県議会 ⇒ ２０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 福島県 滋賀県 
熊本県 大分県     

 
《 政令市議会 ⇒ ８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 大阪市・大阪     

 
《 東京都区議会 ⇒ ９議会 》 

杉並区 葛飾区 足立区 品川区 北区 港区 
墨田区 中野区 世田谷区    

 
《 市議会 ⇒ １２７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 
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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 苫小牧市・北海道 市川市・千葉 
七尾市・石川 岐阜市・岐阜 高山市・岐阜 伊東市・静岡 大津市・滋賀 茨木市・大阪 

寝屋川市・大阪 松山市・愛媛 大牟田市・福岡 豊中市・大阪 函館市・北海道 能美市・石川 
牧方市・大阪 恵庭市・北海道 守山市・滋賀 松原市・大阪 松阪市・三重 水戸市・茨城 
箕面市・大阪 白山市・石川 帯広市・北海道 松戸市・千葉 草津市・滋賀 池田市・大阪 
淡路市・兵庫      

      
 

《 町議会 ⇒ ５３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 田尻町・大阪 平群町・奈良 飯南町・島根 精華町・京都  

      
 

《 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    
      

 

地方議会に意見書採択数がこのように２００議会を突破したことは、私達の願いである「こころの健康を日本

の基本政策に」の理念の現実化にむけ大きな後ろ盾ができたものと信じます。 

 
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 638、256 筆を達成 
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２８日（土）10 時～16 時 

会場： やどかり情報館２階 

 

 

 


