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「 開局10周年を迎えて」

三重いのちの電話協会

理事長 鈴木 秀昭

ひとりで悩まないで、こころの苦しみを、お話ください。

自殺予防 三重いのちの電話

相談電話 ０５９－２２１－２５２５ 相談時間 毎日 １８時～２３時

毎月１０日はフリーダイヤル「自殺予防いのちの電話」の日です。

０１２０－７３８－５５６ 毎月１０日 午前８時～１１日午前８時

平成13年5月13日午後7時、記念すべき開局第1号の電話がかかりました。その瞬間から、１年

365日お盆も、お正月も1日も休むことなく、NPO三重いのちの電話協会の電話による自殺予防の

ための相談活動が続いております。

そしていよいよ今年平成23年5月14日、開局10周年を迎えることとなりました。

その間、平成22年12月31日までの9年7ヶ月に受けた相談電話は何と62788件です。1日平均18名の

方から電話がかかったことになります。

警察庁が発表する自殺統計によれば、平成10年（1998年）以来、昨年平成22年（2010年自殺者

3万1690人）まで13年連続で自殺による死亡者は毎年3万人を超えています。

このように自殺者が多くなった厳しい時代環境の中で、自主的な民間団体として開局しました。

10年間黙々と応援をしていただき、会の運営に大いに寄与していただいています会員の皆さんあ

りがとうございます。

また、この活動は人に知られず、ほめられることもなく、無報酬で、電話を通していのちの重

さに向き合う地道なボランテイア活動です。それぞれ自分の人生とも対峙しながらこの活動を忍

耐強く支えてくださった相談員の皆さんに心からお礼を申し上げます。今後共よろしくお願いし

ます。

これからは、ＩＴ化が進み、人間関係の希薄化が問題になる一方、経済もまだまだ厳しくなり、

更に多くの人が、さまざまな悩みに直面し、身近に相談する人もいない状況が続くと思います。

私達 NPO三重いのちの電話協会では、そのような人たちの 電話を通じての 相談相手になっ

て、一人でも自殺する人を減らそうとする活動を更に充実させていきます。

平成23年5月14日（土曜日）13時から三重県総合文化センター中ホールで三重いのちの電話開

局10周年記念「こころのコンサート」（入場無料）を開催いたします。地元の「津児童合唱団」

「三重ヴォークス ボーナ」「三重大学教育学部附属中学校音楽部」そして韓流歌手Zeroさんが

特別参加して『いのち』というすばらしい感動をプレゼントしてくれます。お誘いあわせて「開

局10周年記念こころのコンサート」にご参加下さい。
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◆ 12月18日
日本いのちの電話連盟の訓練委員福山清蔵氏による相

談員のための合同研修が開催されました。

電話相談の実践に役立つ充実した研修内容でした。

◆ 1月15日

７期生養成講座と相談員のための合同研修を兼ねて、
日本いのちの電話連盟常務理事 斎藤友紀雄氏が本部

講師として、日本いのちの電話の原点、日本における「い

のちの電話」の創設期の様子から現在の電話相談の特徴

や、相談員として取り組むべき姿勢について講演いただき

ました。

なお、養成講座７期生の方は、第2課程に入り、ロールプ

レイを中心とした研修に取り組んでいただいており、4月に

は全課程を終了の予定です。

◆県下「サークルＫサンクス」に啓発用ステッカー掲示
いなべ市が１昨年末、自殺に関するアンケート調査を実

施した処、“自殺予防のボランティアを知っていますか”と

の問いに49.3％が知らないと回答されたとのことです。

「三重いのちの電話」では、講演会や街頭啓発などいろ

いろな機会をとらえて、自殺予防電話相談に取組む“いの

ちの電話”があることを周知してきましたが、まだまだ知ら

れていないというのが実情です。

このため、多くの人が出入りするコンビニエンスストアで

の広報が出来ないか、コンビニ関係者に打診してきました。

この度、「サークルKサンクス」の御協力を得て、県下220

店に本年、元旦から「ひとりで悩まないでお電話ください」

と呼びかける啓発用ステッカーを掲示していただくことにな

りました。このことにより自殺される方が1人でも少なくなる

ことを願っています。「サークルKサンクス」三重運営部と各

店の皆様に感謝いたします。

◆電話相談活動２月14日E帯のみ休止

“いのちの電話”は、365日（18:00～23:00）年中無休で

電話相談に対応していますが、中勢地域に暴風・大雨・

洪水警報が発令された場合には業務を休止することに

なっています。

2月14日には、三重県全域に大雪注意報が発令されま

した。注意報でしたが、相談員の安全を確保する為との

理事長判断でＥ帯（20:30～23:00）のみ電話相談活動を

休止しました。

◆郵便局にニュースレター配置

当協会のニュースレターは、毎号5000部を印刷して会員・

寄付者に配布するとともに県下市町広報（市民）窓口・百五

銀行県内135店などのご協力を得て、来訪者に配布いただ

いております。

この度、郵便局にも置かせていただけないかと相談員Y・T

さんが中勢地区郵便局長会会長 海野 克様に依頼した処、

配置について快諾を得ました。第36号(23年4月発行)から、

中勢地区内郵便局(72局)に各10部ずつ配置して、配布いた

だくことになりました。各郵便局のご協力に感謝いたします。

三重いのちの電話

近況ご報告

◆三重県と協働で自殺予防街頭啓発活動
自殺対策強化月間の初日 3月1日に、三重県健康福

祉部健康づくり室と協働で、津駅東・西口で早朝7:30～

8:30迄、三重いのちの電話協会の三つ折パンフレットと県

の作成した啓発用ティッシュペーパー各3000部を出勤者

等通行人に配布しました。

当協会からは鈴木理事長はじめ10名の相談員・スタッフ

が参加しました。

◆津ロータリークラブ例会で卓話

津ロータリークラブ例会が3月2日 津都ホテルで開催さ

れ、珍道副理事長が「自殺予防いのちの電話」について

話させていただく機会を得ました。

本年2月に発表された警察庁の自殺統計速報値をもと

に、日本の自殺者の状況、自殺の原因、手段・場所等自

殺者の諸状況を話すと共に、自殺率の国際比較を示して、

先進国で日本が突出しているのは日本の社会構造に問

題があるのではないか、自殺予防の根幹は「日本社会の

構造改革」ではないかと訴えました。

◆相談員の青木久美子様（享年5７歳）が2010年12月27
日に膵臓がんのためご逝去されました。 亡くなられる直

前までご家族のためにお料理を作られ、たくさんの友人に

囲まれ、愛情いっぱいに過ごされていたそうです。

謹んでご冥福をお祈りいたします。
(相談員は匿名となっておりますが、逝去後は

そのお働きに対する感謝と表敬の意味で

喪主様のご了解を得て掲載いたしました。）

・定年を迎えし友の花束に

月日の流れまぶたに熱き

・年輪をしかときざみて定年を

秋陽のごとく見ゆる午後なり

やっと定年の相談員より

東北地方太平洋沖地震でご逝去された多くの方々のご冥福を衷心よりお祈り申し上げますとともに、

被災者の皆様が一日も早く平常の生活に戻ることが出来ますよう、復興を心から願っております。

◆平成22年度第2回三重県自殺対策推進部会に
鈴木理事長出席
平成23年2月3日 三重県津庁舎で行われた第2回推進

部会に鈴木理事長が出席しました。

部会では、平成22年度自殺対策事業報告がなされ、平

成23年度自殺対策事業計画が協議されました。

また,推進部会事務局を新年度から、県こころの健康セ

ンターから県健康福祉部健康づくり室に移行することが

決定されました。

理事長がいのちの電話の現況を述べると共に、三重い

のちの電話開局10周年記念「こころのコンサート」への参

加と周知を依頼いたしました。

２



《開局（2001年5月13日）～2010年12月31日までの総受信件数は62,788件です。》

《厚生労働省委託事業によるフリーダイヤル自殺予防いのちの電話相談を実施。》

　全国のいのちの電話で、2001年～2006年までは毎年12月1日～12月7日まで7日間、24時間電話相談を実施。

三重いのちの電話でも、　相談開始当初から15時～23時まで（2005年、2006年は期間中1日だけ24時間実施）

実施。これまでの総相談件数は1,557件（内 男性 884件　女性 673件）です。

　図１．通常電話相談の開局（2001年5月13日）～2010年12月31日までの年別受信件数です。

　　《相談時間》18時から23時　　（開局～2002年11月19日までの相談時間は19時～22時まで）

　図２．自殺志向のある相談（会話の中で死にたいとの訴えがある）

　　　図２ 自殺を訴える内容が男性に比べ、女性が増えてきている。

当初は

男性の

《10年間の年代別・男女別相談件数》（開局～2010年12月31日まで）

不明 小学生 中学生 高校生 他１０代 20代 30代 40代 50代 60代 70以上 合　計
男　性 6,814 36 146 896 1,423 8,112 8,969 5,021 4,794 1,460 45 37,716
女　性 3,087 22 62 166 662 4,755 6,623 3,862 3,966 1,661 206 25,072
合　計 9,901 58 208 1,062 2,085 12,867 15,592 8,883 8,760 3,121 251 62,788

《10年間の問題別・男女別相談件数》（開局～2010年12月31日まで）

人生 家族 夫婦 男女 対人 保健･医療 教育 性 法律･経済 情報提供 その他 合　計
男　性 6,733 1,659 1,306 1,981 2,127 11,192 206 4,996 346 392 6,778 37,716
女　性 4,255 3,119 1,277 1,315 4,202 7,905 315 465 220 261 1,738 25,072

合　計 10,988 4,778 2,583 3,296 6,329 19,097 521 5,461 566 653 8,516 62,788

　総相談件数の中で、年代別では、30代、20代が多く、次いで40代、50代となっています。

問題別では、医療（精神の病気）が多く、次いで人生（生き方、職業等）が多い。

三重いのちの電話は、午後6時～午後11時まで一日5時間の相談時間で月に約600件の相談を受けています。

現在は相談員不足により、電話相談を必要とされている方全ての相談に応えきれなく苦慮しています。

今後、少しでも相談時間が延長出来ますように努力をしてまいります。

統計で見る「三重いのちの電話」１０年間の推移　　

　　　（内男性 37,716　 女性 25,072)

200７年9月からは毎月10日の午前8時～翌日午前8時まで24時間相談を実施しています。.

図１開局当初に比べ最近は女性からの相談が増えている。
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三重県の自殺者減少率全国第一位、自殺率全国最低

今年3月に発表された警察庁の自殺統計（確定値）によると、平成22年の全国自殺者数は、前年比3.5％減の

31,690人となりました。その中で、三重の自殺者数は前年の476人より118人少ない358人で、減少率は－24.8％全

国第1位となり、自殺率（人口10万人当たりの自殺者数)も19.3と全国最低になりました。

全国の自殺者が平成10年以降13年連続で3万人を超えて、大きな社会問題となっており、国や県は自殺防止に関

する取り組みを強化しています。

「自殺は防ぐことのできる社会的な問題」と言われているように、自殺対策への取り組みの成果の表われとも言える

のではないでしょうか。

自殺予防電話相談に取組む「いのちの電話」も何らかのお役に立てたのではないかと考えています。

自殺者の６割は誰にも相談しないが、周囲の８割はその人の異変に気づいているとの調査結果もあります。

「決して一人で悩むことなく話してみてください。ご家族にできること、職場でできること、専門機関への相談、必ず明

日へつながる道が見つかるはずです」。「ひとりで悩まないで、お電話ください」。私たちからのメッセージです。

10周年
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▲会員募集中▼寄付も随時受付しております。

【郵便振替口座番号】００８１０ー４ー５０９９７【銀行振込口座番号】百五銀行 本店営業部 （普）９９２９９８

【口座名義】特定非営利活動法人 三重いのちの電話協会[会費]正会員：年額一口 １万円 賛助会員：年額一口３千円

【寄付】特に額を定めません＊会費、寄付の区分のない場合は金額にて、会員登録させていただきます。ご了承ください。

特定非営利活動法人三重いのちの電話協会 2011年 4月 1日発行 発行人鈴木秀昭 編集広報委員会
事務局〒514-8691 津中央郵便局私書箱25号 TEL・FAX  059-213-3975 HPアドレス http://www12.plala.or.jp/mie-inochi/
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日ごろのご支援ありがとうございます。三重いのちの電話に温かい財政援助をいただきました。

心から感謝申し上げ、ご報告いたします。電話相談活動を発展させるため、これからもご理解ご協力くださいますよ

う、よろしくお願い申し上げます。 三重いのちの電話協会 理事長 鈴木秀昭

☆ 国際ソロプチミスト三重によるチャリティゴルフ

収益金の贈呈式が、平成22年11月18日 ホテルグ

リーンパークで行われ、重藤修子会長から鈴木理

事長に30万円が贈呈されました。

国際ソロプチミスト三重様には、平成21年には認証

30周年記念に当り30万円が、22年にはチャリティー

事業収益金5万円が贈呈されるなど、多大な御支

援をいただいております。

☆三重電業株式会社 代表取締役会長楠 修次様
が、御功績により旭日双光章を受章され、平成23年

2月21日に津都ホテルで開催された变勲祝賀会の

席上 鈴木理事長に寄付金50万円が贈呈されまし

た。变勲おめでとうございます。

いのちの電話への御配慮に感謝申し上げます。

（ニュースレター35号掲載後～

平成23年2月28日）

■みえ生と死を考える市民の会結成13周年記念

講演会における後援名義の使用承諾

みえ生と死を考える市民の会は、「誰でも訪れる死

とどう向き合うか」をテーマに、市民が語り合い、考え

あう場を提供して来られました。三重いのちの電話も

このことに賛同し、今回も後援させていただくことにな

りました。みなさん是非ご参加ください。

日 時 平成23年6月18日(土) 13:00～ 16:00

開 場 三重県総合文化センター 大ホール

講 演 テーマ「妻を看取る日」

講 師 垣添 忠生氏（国立がんセンター名誉総長）

☆ 三重県精神保健福祉協議会

会長 岡田元宏様から、平成22年12月13日

「平成22年度精神保健福祉団体助成金」10万

円が交付されました。

☆「相談室」には暖房が入ってはいますが、冬

場はさすが底冷えして夜半には相談員の足も

冷えてきます。この度、匿名で2名の方から電

気ストーブ３基が進呈されました。

■長岡利貞氏著書「電話相談－現代のアジール」刊行

元愛知いのちの電話協会理事長 長岡利貞氏には、三重

いのちの電話創設以来、相談員の指導等に大変ご助力い

ただいておりますが、このたび著書「電話相談―現代のア

ジール」を刊行され、出版記念講演会が2月13日KKRホテル

名古屋で開催されました。

先生の電話相談に係わられた長いご経験とご見識から「公・

私の電話相談活動の基礎と基本」を吟味され、また「電話相

談活動の社会的意義や将来展望」について問題提起され

た貴重な書籍です。是非ご購読ください。

お 知 ら せ
◆第４次会員拡大キャンペーン実施３２医療機関の協力

を得る

三重いのちの電話では、「電話相談活動」を安定して

実施していく為、運営資金の確保を目的に、平成16年か

ら順次会員拡大キャンペーンを実施してきました。昨年11

月～12月に第4次キャンペーンとして、三重県病院協会

等の御協力を得て、県内医療機関を対象に入会等のお

願いをして参りました。その結果、正会員6医療機関、賛

助会員12医療機関、寄付14医療機関、合計32医療機関

の御協力をいただきました。皆様のご支援に心から感謝

いたします。

編集後記 三重いのちの電話も大勢の方々に支えられて5月で

10周年を迎えることとなります。今、私達は24時間相談電話

を目指して努力をしているところです。大勢の仲間たちが育ち

ましたが、去って行った仲間も多く、この活動を続けることが

いかに困難であるかということです。真のボランティアを目指

して一人でも多くの仲間が増えることを切に願っています。

正会員・賛助会員の皆様、ご寄付をいただいた方々のお名前は

ニュースレター３６号紙面に掲載させていただいております。

４


