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精神の健康問題が増加
依然として 40 代に多い自殺関連の相談
年
2 01512 月
1月～

18,514 件（うち男性 10,427 件、女性 8,087 件）
1,783 件（対受信率 9.63％）
（数値は全て統計部による）

１、30、40代が増加
全体件数は前年 2014年に比べ約 700件減少し
18,514件となりました。男性がやや減少傾向でし
た。男女比は男性約 56%、女性約 44% で前年に比
べ女性の割合が増えています。男女合計では 30
代が最も多く 4,000件を越え、次いで 40代 50代
でいずれも 3,000件以上ありました。（図 1）30代
40代 60代が増加傾向で、10代 20代は減少傾向で
した。
男性では 30代が最も多く前年に比べ 400 件以上
増加し、次いで 40代で、30代 40代ともに 2,000
件以上ありました。女性では 50代が最も多く約
2,000件で前年より増加傾向にあり、次いで 40代
60代 30代となりました。

３、30 代男性の人生問題の増加傾向が続く
人生問題の全体で占める割合は、かつては健康問
題と同じ程度でしたが、2015年は全体の 16％でした。
最も多い年代は男女合計件数で、30代 40代 50代と
なり、どの年代もほぼ同数でそれぞれ約 600件でし
た。（図 3）人生問題の男女比は 50％対 50％でほぼ同
じ割合となりました。
最も多いのは 30代男性で、次いで 60代女性 50代
女性 40代男性になりました。前年は 60代女性が最も
多くありましたが、2015年は 30代男性と 40代女性の
増加がみられました。
30代男性の増加は前年同様で、2年連続増加傾向に
ありました。20代は男女とも減少していました。し
かし 10代 20代の方にも心配ごとがあればぜひ「岡山
いのちの電話」に電話をかけてほしいと思っていま
す。
現代は進学、就職、結婚も簡単には出来ない時代
ですし、また出来たにせよ幾つも問題が横たわって
いることが多いものです。当然、悩みも生まれるで
しょう。そんな時、迷うことなく掛けて下さい。

２、男女ともに精神の健康問題が増加
問題別では、男女合計件数で最も多いのは精
神 の 健 康 問 題 で 約 4,000件 あ り、 前 年 に 比 べ 約
300件の増加がみられました。次いで人生問題約
3,000件、家族問題約 2,500件で、どちらも前年
に比べやや減少していました。（図 2）
人生問題は男女件数の差が少なくほとんど同数
でした。精神の健康問題は男女ともに増加し、前
年同様男性の方が多い傾向です、また身体の健康
問題では女性件数の増加が約 100件ありました。
家族問題は前年に比べ約 200件減少し、男女と
もに減少傾向でした。
2015年の傾向としては、他が減少傾向であるの
に比べ、精神の健康問題の増加が見られたことで
した。
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４、家族問題の 60代女性の増加

６、今回も 40 代に多い自殺関連

家族問題は約 2,400件あり全体に占める割合は約
13％。前年に比べ減少していますが、60代女性だけ
が約 150件増加していました。（図４）40代 50代 60
代女性の件数は男性に比べかなり多い件数です。中
には何度もかけてこられる方もいます。
家族の悩みはなかなか他の人には言いづらいもの
です。なるべく人に知られたくない悩みでもあるで
しょう。40代から 60代の女性は妻でもあり母でも
あり老親の介護者でもありといろいろな立場を持っ
ていると思われます。家族の悩みは、その家族には
言えず、しかし一人で解決はできないといった難し
さがあります。電話を掛けて話してみられません
か。話すことで楽になることがあります。

自殺関連件数は 1,783件、対受信率 9.63％で、前年
に比べ 180件の増加でした。男女比は 42％対 58％で、
女性の占める割合が多い傾向です。
年代別では 40代男性が最も多く、次いで 40代女性、
50代女性 30代女性の順になりました。（図 6）前年は
30代女性の方が 50代女性より多かったのですが、今回
異なっています。男女合計では 40代が最も多く、男女
ともそれぞれ 250件を越えていました。これは前年と同
じ傾向です。

問題別では、男女ともに精神の健康問題と人生問題
が多く、しかも増加傾向にあり、ことに女性の精神の
健康問題は前年に比べ約 50件増加していました。女性
の家族問題は前年に比べわずかな増加でした。（図 7）

５、30代 40代の精神の健康問題の増加
精神の健康問題では、前年に比べ 300件以上増加
していました。（図 5）前年が 500件増加していたの
で、2年連続の増加です。全体に占める割合は 22％
で、最も多い割合です。前年は 19％でした。男女比
は男性 58％対女性 42％と、男性件数の方が多いので
すが、女性件数は前年に比べ 200件以上増加してい
ました。
30代と 40代は男女ともに増加し、合計件数はどち
らも 1,000件を越えていました。
30代男性が最も多く 900件近くあり、次いで 40代
男性、40代女性でした。30代男性は 300件近く増加
し、著しい増加でした。30代男性は、全体件数の中
でも人生問題でも、また精神の健康問題でも最も多
い件数です。
30代の男性の生き難い社会が考えられます。先行
き不透明で不安定な雇用や、格差は広がり普通とか
中流とかという言葉が死語になりつつある今、それ
でも未来を考えて進まなければならないところに苦
悩があるのではないかと思われます。

社会の中堅である 40代が精神の健康、人生のことな
どで追いつめられ悩んでいることがうかがえます。し
かも増加傾向にあることに、40代が今を生きることの
生きづらさを考えさせられます。
2010年から 2015年までの自殺関連件数推移（図 8）を
見ると、2015年はこの直近 6年の中で 2番目に多い件数
となっています。前年と比べますと、全体件数は減少
していますが自殺関連件数は増加しているのです。

どうぞ、一人だけで悩まないで電話を掛けてお話を
聴かせて下さい。私たちは電話の前で待っています。
（文責 編集委員）
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32 期

2015 年度決算報告及び
2016 年度予算

相談員認定式・迎える会

（単位：円）

2015 年度
決 算

2016 年度
予 算

給料

2,310,000

2,300,000

賃金

720,000

840,000

法定福利費

399,035

410,000

旅費・交通費

320,500

320,000

0

50,000

印刷費

359,208

400,000

一般物品費

112,644

150,000

手数料（2015 年は役務費）

307,003

1,322,000

通信費

231,904

300,000

光熱水費

409,602

450,000

摘

３月24日(木) 新相談員13名の皆
さんを迎えました。一年間の養成講
座を経て、13名それぞれ緊張しつつ
も「聴く」ことへの思いを語りまし
た。会長をはじめ先輩相談員の厳し
くも温かい歓迎の言葉が披露され、
和やかなひと時も持ちました。

要

備品費
（含固定資産器具）

支

（単位：円）

会議費

26,615

50,000

2015年度
決 算

2016 年度
予 算

借料・貸金庫・会場費

15,552

70,000

592,690

500,000

事務費収入

12,000

10,000

14,199

50,000

受講料収入

650,000

140,000

358,982

270,000

67,000

100,000

バザー

2,900

100,000

―

80,000

受託金

2,008,166

3,452,233

連盟負担金

182,000

180,000

研修参加費

136,500

110,000

市民公開講座

800,000

800,000

補助金収入

530,260

485,000

研修費

図書

18,846

30,000

維持会費収入

2,653,666

4,000,000

研修費

養成講座

686,585

950,000

賛助会費収入

2,514,427

2,000,000

研修費

継続研修

516,000

500,000

その他の寄付金
（共同募金他）

研修費

全体研修

769,693

800,000

1,850,000

1,350,000

研修費

自主研修

241,157

400,000

47,940

50,000

334,390

350,000

6,000

30,000

9,726,605

11,572,000

10,478,859

11,827,233

752,254

255,233

摘

要

収
入

運用収入
雑収入
収入合計

メンテナス費用

修繕費

出

自殺予防シンポジウム

借料

雑費
保険料
（2015 年は役務費）

自殺予防シンポジウム
支出合計
収支差額

33 期養成講座が始まりました

岡山いのちの電話協会総会開催

４月７日 ( 木 ) より新年度の相談員養成講
座が始まりました。受講料を安くしてでも相
談員希望者を増やしたいということで、今年
から養成講座に対する助成が岡山県から受け
られるようになりました。今年の受講生は７
名という少人数ですが「人の話を聴く」訓練
に取り組んでいます。

6 月 18 日（土）2016（平成 28）年度総会を
開催、2015 年度事業報告・決算報告、2016
年度事業計画・予算について審議を行い、承
認されました。永年継続者表彰式ののち、全
体研修として森口章副会長から「塊 ( 我執 )
を“ほどく”ということ」との講義を受けま
した。
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イオン幸せの黄色いレシートキャンペーン
毎月 11 日イオンデーのイエローレシートキャンペーンでは、多くの皆さんにご協力いた
だき感謝しています。今年は４月 11 日イオンモール岡山店においてギフトカード（58,600 円）
贈呈式がありました。また、㈱山陽マルナカ ( 倉敷市内 13 店舗に登録 ) でもキャンペーンを行っ
ていますが、４月にギフトカード（293,400 円）をいただきました。
毎月 11 日イオン、マルナカでお買い物をされたら、レシート投函にご協力ください。（マル
ナカの登録店舗は、中庄、連島、チボリ、真備、老松、勇崎、天城、茶屋町、中島、新倉敷、
マスカット、倉敷駅前の各店舗です）少額でも貯まれば大きな額としていただくことがで
きます。どうぞよろしくお願いします。

共同募金「地域から孤立をなくそう」ささえあいプロジェクト
１月２月の期間限定で行う共同募金の活動ですが、今年の取り組みでは 143 件 1,094,400 円のお
振り込みがあり、平成 28 年度 1,350,000 円の助成金をいただくことができました。維持会員、賛助
会員が減る中で貴重な活動資金となっております。ありがとうございます。

事務局日誌
2015年
12月15日
2016年
１月９日
２月12日
２月22日
２月25日
２月26日
２月29日
３月４日
３月10日
３月11日
３月12日
３月16日
３月18日
３月19日
３月24日
３月25日

寄付贈呈式

４月４日
４月７日
４月11日

県民共済(堀井・草苅)

第1回自殺対策円卓会議（堀井）
岡山中央警察署協議会（草苅）
犯罪被害者支援に係る職員研修会（草苅）
地域自殺対策連携調整会議（草苅）
県青少年総合相談センター事例研修会
（佐野）
生活困窮者自立支援ネットワークフォーラム
岡山（草苅）
講師派遣「高齢者からの相談」曹洞宗
（宇野）
日本いのちの電話連盟理事会（堀井）
薬物依存基礎研修（2名参加）
第33期相談員養成講座面接
第32期相談員認定会議
講師派遣「ゲートキーパー研修」西粟倉村
（宇野、草苅）
自殺予防のための支援者研修（5名参加）
理事・評議員会（事業計画･予算案）
第32期岡山いのちの電話相談員認定式・迎
える会
講師派遣 岡山少年鑑別所（宇野）

４月15日
５月８日
５月13日
５月21日
５月22日
５月26日
５月27日
５月28日
５月29日
６月18日
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寄付贈呈式 ㈱エムズ･ユー（佐野）
第32期生養成講座 開講式
岡山県共同募金配分（ささえあいプロジェクト）
交付式（藤本）
会計監査
理事・評議員会（事業報告・決算）
講師派遣 富山学区民生委員・児童委員協
議会（宇野、草苅）
日本自殺予防シンポジウム（堀井、草苅）
理事会（代表理事選任）
連盟理事会（堀井）
日本いのちの電話連盟定期総会、理事長・
事務局長会議（堀井、草苅）
全国事務局長研修会（草苅）
中四国ブロック事務局長会議 研修室
（草苅、藤本）
岡山いのちの電話協会総会

＊自殺予防フリーダイヤル
（AM８：00～翌AM８:00）
１月10日
４月10日

２月10日
５月10日

３月10日
６月10日

◆ 資金ボランティア大募集
＜維持会員＞
個 人

Ａ 年 額
２，０００円
Ｂ
３，０００円
Ｃ
５，０００円
Ｄ
１０，０００円 以上
１０，０００円 何口でも
一 口

団 体

お振込先
郵便振替
銀行振込

01260-4-15857
中国銀行大元支店
社会福祉法人岡山いのちの電話協会

岡山いのちの電話
普通預金 1 2 2 3 2 5 7
理 事 堀井茂男

!!

＜賛助会員＞
折々に自由な金額でご寄付下さる方。
お誕生、お香典返しなど折々に頂けますと幸いで
す。
<寄付金控除について>
・法人は、「特定公益増進法人」への寄付金とし
て、 一定金額内で損金算入ができます。
・個人は、「特定寄付金」として、支出寄付金額
から 2000円を控除した金額と総所得金額の40％
の少ない 金額の範囲内で寄付金控除の対象にな
ります。
また寄付をした翌年１月１日に岡山市に在住の
方は 住民税の寄付金税額控除が受けられます。

第30回 岡山自殺予防公開講演会

市民公開講座

「こころの力」

2016 年 11 月 12 日（土）

８月21日(日)

水野スウ 氏（紅茶の時間主宰）

14 時～ 16 時 15 分

９月18日(日)

中村智志 氏（朝日新聞社勤務、

ピュアリティまきび

「あなたを自殺させない」著者）

「笑いの膏薬貼ったげる」
雷門喜助

10月16日(日)

中島豊爾 氏
（岡山県精神科医療センター理事長）

氏

※ 会場はいずれもピュアリティまきび、
※ 岡山県を拠点とし全国各地で落語会、
講演会を行っている落語家

時間は14時～16時です。

「岡山いのちの電話」は講師派遣をします

自殺予防いのちの
電話フリーダイヤル

学校、企業、団体などに「岡山いのちの電話」の
スーパーバイザーが「こころの専門家」として
参ります。
詳しくは事務局までお問合せ下さい。ホームペー
ジもご覧ください。

毎月 10 日８時から翌朝 11 日８
時まで全国センターが協力して
「自殺予防いのちの電話」に取り
組んでいます。2015 年１月〜 12
月に全国で受けた相談は 30,387
件。岡山では、そのうちの 842 件
を受けています。

４月には熊本大地震が起きました。被害の方々には心から
お見舞い申し上げます。全国からのボランティアの支援に、
心が晴れる思いです。
第29回岡山自殺予防シンポジウム「いきる ささえる
話・和・輪」では各場所での支援活動を聴くことができまし
た。地道に、しかし情熱をもって当たっている方々のお話に
元気づけられました。
いのちの電話は、掛けてこられる方のお顔も姿も分からな
いけれど、話されることをただ一生懸命聴かせていただく電
話です。それでも声と声だけで心のひだにふれることができ
ます。その一瞬を大切にしたいと思っています。
急に暑くなり、体調を崩しやすい季節になりました。健康
に気をつけてください。またご支援もよろしくお願い致しま
す。
（Ｓ）

0120 － 7 3 8 － 5 5 6
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