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２月１９日の第６２回メンタルへルスケア研究会は、自殺対策問題に取り組

んでいるＮＰＯ法人自殺対策支援センター ライフリンク代表の清水康之さ

んに講演をしていただきました。 

経済不況の中で自殺者が増える懸念のなかで、私たちは何ができるのか、ど

う対処したらいいのかについて貴重な話を聞くことができました。 

   

 

『労働者にとっての自殺問題』 
 

ＮＰＯ法人自殺対策支援センター ライフリンク  

代表 清水康之 

 

膨大な数の自殺者、未遂者、遺族 

現在の自殺の実態、私たちの聞き取り調査の結果わかってきたこと、さらにそうした実

態にどのような対処方法が必要なのかについて話をします。 

 年間自殺者数の「３万人」というのはどれくらいの数か。私は去年２月に行われた東京

マラソンを、スタート地点から１.５キロメートル離れた靖国通り沿いのビルの屋上からビ

デオカメラで撮りました。カメラを回し始めた時、とにかく早く撮らないと過ぎちゃうん

じゃないかとあわてて回しました。しかし回しても回してもどんどん来ます。結局、人が

道路を埋めつくしている状況を２０分間撮り続けることになりました。 

（ビデオを上映しながら）これだけの数の人が、この社会で自ら命を断っています。未

遂者は１０倍いるといわれていますので、１０年連続「自殺者３万人」ということは、こ

はたらく仲間たちへの 
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の１０年間で３００万人もの人が、自ら命を断とうとしたということになるわけです。 

走っているランナー１人ひとりにそれぞれのゼッケン番号があるように、亡くなった１

人ひとりにも、かけがえのない人生があります。 

マラソンを応援している人のように、自殺で亡くなった人には遺族がいます。私たちの

推計では、１人が自殺で亡くなると、４人から５人が遺族になります。毎年１２万人から

１５万人が、自死遺族となっているのです。 

自殺は「人の生き死に」の問題 

自殺の問題を論じる時、うつ病の問題、多重債務の問題、いじめの問題といったように、

自殺のある側面だけを取り上げてそれを本質のように受け止めてしまいます。 

しかし、自殺は「人の生き死に」の問題です。自殺の問題を考えるとき、そこに「ひと

の面影」「ひとの存在」を感じられるかどうかが、とても重要になってきます。自殺を、あ

る分野の問題として捉えるか、それとも「ひとの生き死に」の問題として捉えるか。それ

によって、対策のあり方がまったく変わってくるからです。 

しかも、遺族の方たちから、どうやってご家族が亡くなったのかを聞いていくと、実は

「生きたい」という意志を持ちながら、しかし「もう生きられない」ところに追い詰めら

れて、それで亡くなっている人が多いということが分かってきます。 

年間３万人ということは、毎日９０人が自殺で亡くなっている。しかも、その中には様々

な社会的要因によって追い込まれた末に亡くなっている人が少なくない。 

「いじめ」で亡くなる子どもたちが続くとマスコミが一斉に報道して、あたかもその時

は自殺者が増えたように話題になりますが、実際には報道されない中で亡くなっている人

たちがたくさんいるのです。 

遺書の共通の言葉は「ごめんね」「申し訳ありません」 

ライフリンクとはどういう団体かについて話をします。 

私は２００４年春までＮＨＫでディレクターをしていました。自殺の問題に取り組むき

っかけは、２００１年１０月に放送したクローズアップ現代『お父さん死なないで ～親

が自殺 遺された子どもたち～』という番組の取材です。 

子供たちから話を聞くまで、自殺は自分で選んで死んでるのだから、納得している、覚

悟を決めて死んでるん

だろうと、私自身も思

っていました。しかし

父親たちがどうやって

亡くなったのかを聞い

ていくと、実は死にた

くて死んでいった訳で 
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はない人がものすごく多いことに気付きました。 

そこで今度は、自殺する人がどういう思いで亡くなったのかを知りたくて遺書の取材を

しました。するとおどろくほど共通して語られている言葉がありました。自殺で亡くなっ

た子供から、働き盛り、高齢者までのあらゆる世代に共通しているのが「ごめんね」「申し

訳ありません」という言葉です。 

中高年の男性で多いのは「こんなだめな父親でごめん」。職場に対しては「仕事ができな

い部下で申し訳ありません」。高齢者は「いろいろと迷惑をかけてごめんなさい」など。 

自殺から始まる悲しみもある 

「ごめんね」と謝っているといっても、その人たちが何か悪いことをしたということで

はありません。むしろ真面目にこつこつと働いてきた人、責任感が強い人たちが、追い詰

められて、最後に「ごめんね」と言って亡くなっている。 

人生の最後に語る言葉が「ごめんね」というのは、何とも切なくてなりません。この「ご

めんね」には、自分が先立って、後に色々苦労をかけるねという意味での「ごめんね」だ

けでなく、こんな生きられない状況に追い詰められてしまっただめな私で「ごめんなさい」

という意味が込められているように感じます。 

人生最後に「ごめんなさい」と言って亡くなるのはどれだけ無念だろうかと思います。

自分自身を否定しながら、亡くなっていかなければならないだなんて。 

それに、自分の大切な人が人生最後に「ごめんね」と綴って亡くなる。遺された人たち

が、その言葉をどう受け止めて、どう背負って、その後の人生を歩んでいくのか。これは

決して他人事ではない、本当に重い課題です。 

自殺は決して悲しみの終わりではなく、実はそこから始まる悲しみもある。悲しみの連

鎖が確実に拡がり続けているのが、私たちの社会だということです。 

そんな話もあるんだなと涙を流して終わっていた 

遺書の取材に続けて、自殺の問題にどのような対策が行われているのかを取材しました。

するとほとんど対策がない。行政は、「自殺は個人の問題だから、国や自治体でやるべきこ

とはない」というのが一貫した姿勢でした。 

また民間の専門家も、医療者は医療者で、法律家は法律家で、学校関係者は学校関係者

でと、それぞれの専門分野の中だけで固まってしまっている。自殺の問題を社会全体の問

題として捉え、社会的な対策を総合的に取り組んでいこうという動きもないし、その先導

役もいない。取材を進めていく中で、いろんな支援策や対策の狭間に落ちていった人たち

が自殺に追い込まれていっているのだという、問題の全体像がおぼろげながら見えてきた

のです。 

遺児たちを取材した番組は、大きな反響を呼びました。電話がきたり、手紙が寄せられ

たり。国会でも取り上げられたことがあります。しかし、対策は進まなかったわけです。
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極端なことを言えば、「可哀想な子供たちがいるんだな」「そんな話もあるんだな」と涙を

流して終わってしまうといった状況でした。せっかく子供たちが「声」を上げてくれたの

に、消費されて終わってしまっているように感じられました。 

いずれ誰かが対策に動くだろうと思っていたのですが動かない。自分の頭の中でも自殺

の問題が気になってしょうがない。そこで自分でもやれることがあるのではないかと考え、

自ら対策の現場で活動することを決めて、２００４年３月末でＮＨＫを退職。同年１０月

に、ライフリンクを結成しました。 

ライフリンクは名前のとおり、命を守るために繋がりあおう、繋がりあうことで命を守

ろうという意思を込めました。 

３万人の重さを実感する署名活動 

対策を進めるには、「自殺は社会問題だ」という共通認識が醸成されなければうまくいき

ません。ですので、まずはその認識を徹底して深めていくことに集中しました。 

自殺の問題は決して個人の問題ではない、社会全体の問題であると訴えるためにシンポ

ジウムを開催して、メディアにも報道してもらい、社会に訴えました。 

メディアに登場すると、いろんな分野の人たちが自分たちも問題だと捉えている、なん

かやりたいと思っていたと繋がってくれて仲間が増えていきました。 

また、国会内にも何とかしなければと思っている議員たちがいました。そのなかで最も

関心を持っていたのは民主党参議院議員で、一昨年末にガンで亡くなった山本孝史さんで

す。山本さんが自民党の尾辻元厚労相や武見敬三参議院議員（当時）と連携して超党派で

「自殺防止を考える議員有志の会」を結成し、法制化に向けて活動を始めていました。 

そこで山本さんたちと連携することにして、私たちは議員の方々が超党派で法制化のた

めに動きやすい環境を作ろう、社会的雰囲気を作ろうと、「自殺対策の法制化を求める３万

人署名」活動を展開することに決めたのです。毎年３万人が亡くなっている事実がどれほ

どの重みなのかを、３万人分の署名を集めることでわかってもらおうという意味をこめま

した。全国各地の民間団体などとも連携して行った結果、１か月半で１０万以上の署名が

集まり、それを国会に届けました。 

法制化、そして啓発 

そうした中で、２００６年６月、自殺に関する日本で初めての法律「自殺対策基本法」

が成立しました。すでに年間自殺者３万人越えが８年も続いてしまっていた後ですから、

遅ればせながらではありますが。 

法律ができればすぐに対策のために社会全体が動くということではありません。次の行

動として、私たちは、法律の理念をそれぞれの地域に伝え歩くために、「自死遺族支援全国

キャラバン」と銘打って４７都道府県でシンポジウムを開催して回りました。開催に際し

ては、自殺問題に取り組むのは自治体の責務でもあるということで、それぞれの都道府県
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に主催者になってもらうことにし、関係の民間団体や私たちは後援や共催に回るようにし

ました。 

シンポジウムを開催するプロジェクトを通じて行政とも繋がりを持ちました。会場に来

た人には「生の声」を伝えることもできました。大きな啓発になったと思っています。 

具体的対策のために実態調査 

法律ができた、でも具体的に何をやればいいのかが判らない。どういう人たちが、どう

いう理由で亡くなっているのか実態が判らないのでは、それぞれの地域で何を具体的にや

ればいいのか対策を立てようにも立てられない。 

そこで私たちは、自殺の実態調査を行って「どういう人たちが、どういう理由で、亡く

なっているのか」を解明することにしました。そうすれば、おのずと対策の中身が見えて

くるからです。 

また、自治体が対策に取り組んでいるかを監視するために、自治体の自殺対策取組状況

について調査・評価することも始めました。それが新聞等で取り上げられると、記事を読

んだ地方議員が議会で質問をするなどして、行政への監視になればと思ってのことです。 

９８年３月に急増、そのまま持続 

実態調査の結果を２００８年７月に「自殺実態白書２００８」としてまとめました。 

調査の中から分かってきたことを、鍵となる 3つの数字を使って説明します。 

３つの数字とは、９８.３、４.０、７２です。 

自殺者数は、９７年までは大体２万人台の前半で推移していました。それが９８年に一

挙に８.０００人急増して３万人を突破。そのまま高止まりを続けています。ちなみに、自

殺率でみると、アメリカの２倍、イギリスやイタリアの３倍で、先進国では突出した高さ

です。 

日本で自殺が急増した９８年を、もっと細かく見てみると、９７年１月から９８年２月

までは毎月だいたい２.０００人前後が亡くなっていることが分かります。それが、９８年

３月に急増。一月だけで１.０００人以上も増えています。 

９８年３月は、９７年度の決算期です。９７年１１月に、三洋証券や北海道拓殖銀行が

破綻し、山一証券が自主廃業に追いやられました。決算期には、倒産件数も急増して、完

全失業率が始めて４％台になりました。そうした社会経済状況の悪化に引きずられるよう

にして、自殺は急増し始めたのです。 

今まさにこれと同じようなことが起きるんじゃないかということで、自殺対策の現場で

は非常に危機感を募らせています。 

中高年の男性が始めて社会的弱者に追い込まれた 

労働者の力によって、景気の悪化などの社会経済的状況の変化を封じることができるわ
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けではありません。景気はある一定のサイクルを持って変化し続けるものです。ですから

問題は、景気が悪化することというよりも、景気が悪化したことによって自殺に追い込ま

れる人が増えてしまうということなのだろうと思います。失業したから自殺しなければな

らないというのは、そこに明らかな飛躍がある。その間にセーフティーネットが介在し、

何らかの手立てが打たれるべきで、実際に打てるはずです。 

いま私たちが直面している事態に対しては、過去に起きたことから学んで、しっかりと

対策をとらなければなりません。本当はこの１０年間に打つべき対策はあったはずですが、

それが十分でなかったがために、また危機に陥ってしまっている。 

この１０年間、私は「自殺対策の失われた１０年」と捉えています。反省をしながら、

せめて今また同じ事態が起きないように、対策に取り組むことが必要です。 

自殺の背景には、４つの危機経路 

私たちは、３０５人の亡くなられた方について、その遺族の方々から、どうやって自殺

したのか、自殺に追い込まれていったのかを聞き取りました。その中から、ある一定の規

則性が見えてきました。 

４.０の数字が、その一つです。結論から言うと、１人の自殺の背景には平均４つの危機

要因があったのです。自殺は、「うつ病」とか「借金」とか「生活苦」とか、何か１つだけ

の要因によって起きていると考えられがちですが、実際はそれほど単純ではありません。

ある要因が発生し、それがまた別の要因を引き起こし、要因が連鎖していきながら、自殺

は言わばプロセスで起きているのです。そのプロセスを「危機経路」と呼んでいます。 

例えば、労働者であれば、配置転換がきっかけで過労に陥り、職場の人間関係がおかし

くなり、あるいは仕事に失敗して、うつ病にといった 具合です。そしてさらにその連鎖

が悪化していった先に、自殺があるのです。 

この、過労の前に配置転換や昇進があるというのは、私たちの調査の発見でした。これ

はどうやって起きているかというと、まず企業は業績が悪化するとリストラをしますよね。

リストラされた人たちの生活がそこで追いやられるわけですが、リストラされなかった人

たちにも自殺のリスクは押し寄せます。つまりリストラされずに残った職場は、人員が減

っている。しかし業績回復をさせなければと、結果的に１人当りの労働負担は大きくなり

ます。 

しかも、職種がまったく違う職場間の配置転換がおきています。これまで営業をしてい

た人が総務をする、技術畑の人が営業もしなければならないといった具合です。しかし人

員削減に合い、１人あたりの労働負担が大きくなっている中では、引継ぎ時間が充分に取

れていません。前任者がリストラされていないということもあります。そのような状況下

で配置転換後の新しい仕事を始めなければならない。そうすると、前任者が１時間で終わ

らせていた仕事が３時間とか５時間かかる。過労に陥っていくわけです。 

中でも追い込まれやすいのが、責任ある立場の人たち、責任感、正義感が強い人たちで
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す。仕事に失敗したり、上司から叱責され、部下からは仕事ができないと突き上げられる。

それでも何とか頑張ろうとする中でうつ病になってしまう人が少なくないのです。 

自殺は要因が連鎖している 

自殺の要因の連鎖の仕方にも一定の規則性が見られました。 

自殺の背景に認められた６６要因の中で多かった１０要因をピックアップしました。 

その１０要因が全体の７割を占めます。自殺の１０大要因といえます。カッコの中に示

してある数値は、それぞれの 

要因が平均すると危機経路の何番目に来ていたかを示しています。一番上の、過労や事業

不振、職場環境の変化は、 

つまり危機経路の出発点に近いものです。次に連鎖して引き起こされやすい要因が、身体

疾患、職場の人間関係、失 

業、借金などです。さらに連鎖が深刻化したときに起きてくるのが、家族の不和、生活苦、

うつ病です。連鎖が悪化 

する中で、こうした要因は起きるわけです。 

よく自殺対策として、うつ病対策が強調されます。 

うつ病の数値は３.９です。確かに、うつ病は自殺の一歩手前にある要因なので、そこか

ら自殺に連鎖させない対策が極めて重要です。しかし同時に、うつ病は他の平均すると３

つぐらいの要因が連鎖した結果でもあるわけですから、うつ病にならないように、連鎖を

悪化させないように、手前の段階で食い止める必要があるのです。 

自殺者の７２％はどこかに相談している 

ところが、いろんな問題が連鎖しているにもかかわらず、その対策がうまく連動できて

いない。過労は過労の問題、医療者は身体の問題にだけ、多重債務はその問題だけの対策

になっています。その結果、７２という数字に関わることが起きています。 

私たちは実態調査の中で遺族の方たちにこういう質問をしています。「ご家族は亡くなら

れる前に、どこかの専門機関に相談に行きましたか」と聞いてみたのです。すると、亡く

なられた方３０５人のうち２３人については、遺族の方が離れて暮らしていたので不明 

だったのですが、残り２８２人の内の実に７２％が、相談に行っていたというのです。し

かもその６割以上、全体の４５％は、亡くなる前１か月以内にどこかの専門機関に相談に

行っていたことが分かりました。どこかの相談機関というのは、約半数が精神科や心療内

科。４分の１が内科や整形外科などの医療機関。残りの４分の１が行政機関や民間の相談

窓口、法律の専門家などです。 

自殺というと覚悟の死だと思われがちですが、実は亡くなった方の多くが実際には生き

ようとしていたということです。ただ、もう生きられない、死ぬしかないといった状況に

まで追い込まれていって、それで亡くなってしまっているのです。 
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支援策の連動、相談窓口の連携を 

これは、要因が連鎖しているにもかかわらず、支援策が連動されていない、相談機関が

連携していないために起きていることです。つまり、問題を４つ抱えた人がいたとして、

その人がその内のどれか１つの相談窓口、支援策のところには辿り着いても、支援策の連

動がないために他の３つの要因の支援策には辿り着くことができず、結果的に連鎖の悪化

を食い止められずに亡くなっているのです。 

１つひとつの要因に対する対策も確かに重要です。でも要因の連鎖にあわせた支援策の

連動、相談窓口の連携をしっかりしていかなければ、セーフティーネットの網の目は細か

くなっていきません。 

もし問題をかかえた人が、辿り着いた１つの相談窓口を入り口にして、抱え込んだ他の

問題に対する支援策の相談窓口にまで辿り着くことができていたならば、死なずにすんだ

人も少なくなかったはずです。ですから、どこかに辿り着けば、いい意味で芋弦式に支援

策にたどり着けるよう仕組みを、地域や社会の側が作っていく必要があります。問題解決

のためのコストを個々人にすべて負担させるのではなく、地域や社会が負担できる部分は

負担する。その必要があります。 

以上３つの数字からわかることは、自殺は複数の要因が連鎖して起きている、自殺者の 

０９年 自殺防止！ 東京キャンペーン標語の優秀作品 

・最優秀賞（１点） 

「気づいてください こころのサイン つないでください心の手」 

 

・優秀賞（３点） 

「顔を上げて あなたはひとりじゃない」 

 

「もしよかったら あなたの苦しみを 私に聞かせてください…。」 

 

「死ぬほどつらいその苦しさを 誰かに話してみませんか」 

 

多くは覚悟の死ではなくて追い込まれた末の死だということ。そして、自殺対策は生き

る支援であり、多分野の専門機関が連携して取り組んでいかなければならないということ

です。 

自殺の問題は、いろんな社会問題がもっとも深刻化して起きています。自殺の問題に対

応できる地域のネットワーク、社会のネットワークは他のあらゆる問題にも対応できるは

ずです。私たちは命への支援という問題意識を持って、自殺対策を地域で推進したいと思

っています。自殺を防止する、家族を支援するというだけでなく、地域社会をもっと生き
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ていて気持ちがいい、心地よい社会、生きるに値する社会にしていこうと思っています。 

 

質問・回答 

労災認定では要因の連鎖を無視 

Ｑ ４.０の数字と「自殺の危機経路」、「自殺要因の連鎖図」の資料を使わせてもらって、

労災認定の問題で勉強会をしました。 

今現在の精神疾患の労災認定判断基準で、厚生労働省は連鎖を考えていません。１つ

の「出来事」の心的負荷の強度で判断しています。例えば図の中には「過労プラス職場

の人間関係」とありますが、プラスという判断はありません。１つの「出来事」の心的

負荷の強度が「Ⅲ」でなければなりません。うつ病は連鎖で起きているのにおかしいこ

とです。連鎖の要因は加算されて判断されるべきではないか、現在の判断基準は不充分

だと主張したいと思っています。 

質問は、４.０の数字は、どのようにして「発見」されたのでしょうか。 

Ａ 自殺で亡くなられた３０５人の方お一人お一人について、どうやって自殺するに至った

のかを、弁護士や精神科医などの専門家らと分析していきました。その結果、平均する

と１人あたり４つの要因を抱えていたことがわかったのです。中には１０の要因を抱え

ていた人もいます。 

なお、警察庁の情報は、うつ病は何パーセント、過労問題は何パーセントというこ と

で、個々の要因と自殺との関連性しか明示していませんが、本当は要因の因果関係を明

らかにすることこそが対策にとっては重要なのだと思います。 

警察がやっとデータを開示 

Ｑ 遺族が３００万人いるということでしたが、実は労働組合も自殺者を出しています。

しかし労働組合の判断として、連鎖が起きるのではないかとオープンにはしていない実

情があります。ショックを受けている者は遺族以外にもいます。 

   昨年９月の「世界自殺予防デー」のシンポジウムの時に、自殺の多い地域の分析があ

りました。労働組合の問題として関心があります。そこに至った経緯と結果について教

えてください。 

Ａ 警察庁が自殺者の統計を警察署単位でまとめているので、東京大学大学院経済学研究科

の澤田准教授がその統計データを使って解析しました。 

結局、それぞれの地域で、どういう職業の人たちが、どういう要因で亡くなったのか

がわからなければ実効性のある対策は望めませんから、それを「自殺実態白書」にまと

めて明らかとしたのです。 
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ちなみに、全国に１３００警察署がありますが、被雇用者の自殺が多かった順に並べ

ると、一番多かったのが愛知県豊田署でした。その他、工業団地や大手の工場があると

ころが軒並み上位に来ていました。これらの地域では事業所を巻き込んで対策をとって

いかなければならないことは明白です。 

Ｑ 警察は、交通事故を減らすために原因を突き止め、みんなに呼びかけて対策をとって減

らしてきました。そういう対策をとってきたのだから自殺にも取れると思います。 

Ａ 最近、警察は今後毎月の自殺者のデータを出すと発表しました。 

「死にたい」という相談への対応は？ 

Ｑ 自殺の危険性が発見された時に、どこに相談に行けばいいでしょうか。 

Ａ 自分の思いを聞いてもらいたいというような人でしたら「東京自殺防止センター」があ

ります。訓練を受けた相談員が対応していて、頼れる NPOです。 

  また、全国の相談窓口や支援策を簡単に検索できる仕組みをネット上に作ろうと、「生

きる支援の総合検索サイト～ライフリンク～」を立ち上げたところです。 

  現在ネット上では死ぬための情報が、生きるための情報よりも簡単に検索できてしまう

環境があり、せめてそれを逆転させたい。そう思って作ったものです。 

 

Ｑ 「死にたい」と言われたらどう寄り添いますか。 

Ａ 相談で「死にたい」と明確に言っている場合、つい誤魔化したくなります。「そんなこ

とを言うなよ」とか、「そんな馬鹿なことを言ってはいけません」と。そうするとせっか

く「死にたい」という気持ちを打ち明けたのに、相談を受けた人もわかってくれない、

と気持ちを押しこめてしまいます。 

「死にたい」と言っているのであれば、まずその気持ちを肯定してあげる、「あなたは

死にたいんですね」と寄り添う必要があります。でもその気持ちを打ち明けたというこ

とは、実はどこかで本当は生きたいという思いがあるということだろうと思います。で

すので、話を聞きながらどこに相談者の人生、命を引きとめる重石があるのかを探し、

そこを注意しながら聞きます。またそれが見つかった時は、そのことを一緒に確認しま

す。そうやってその人にまだ生きる意志があることを自覚してもらい、ではもう生きら

れないという状況からどうすれば抜け出せるのか、具体的な解決策を考えていくのです。 

「死にたい」とは言わないけど明らかにおかしい相談者には、無理に解決策を引き出

すのではなくて、「何かあったらまたいつでも話をしてね」という雰囲気を伝えます。も

し近しい関係なら、相談を受ける人から悩みを打ち明けると、「こいつが悩みを言ってい

るなら俺のこともわかってくれるかもしれないな」と打ち明けやすい雰囲気を作ること

が大切だと思います。 
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資 料 

２００８.９.２４ 

第 60 回 メンタルヘルス・ケア研究会(10 月１５日)の案内 

自殺者は、地方の製造工業地帯で多発 
労働者の自殺多発地域と労災申請が多い地域は重なる 

 

９月１４日、第 4回「WHO世界自殺予防デー」シンポジウムが開催されました。その中で

『自殺実態白書２００８』の分析とその中から見えてきたものについて報告がありました。 

警察署ごとの自殺者数が分析されていますが、被雇用者の多い警察署をリストアップすると

（警察署の規模、人口数は違うことを踏まえなければならないが）、1 位が愛知豊田、2 位

が山梨富士吉田、3位が福岡筑紫野……の順になっています。（裏面参照） 

これについて首都大学東京の宮台教授が報告しました。特徴として①工業地帯（隣接）

が多い、②地方都市が多い、③製造業が多いなどがあげられました。そこの製造業の特徴

は①国際的競争から長時間労働が多い、②２４時間交代の深夜労働がある、③誘致しても

らったという地域性は労働法規を守りにくくしている、④非正規労働者（特に派遣労働者）

が多い、⑤成果主義・ノルマに負われている、ということです。 

この地域性は、地域ごとの精神障害等の労災申請数にも裏づけられています。そして労

災申請の業種ごとの分析では製造業がトップになっています。 

この問題と「秋葉原問題」とを重ねると現在の非正規労働者が置かれている状況がより

はっきりしてきます。より総合的な検討と対策が必要になっています。 

 

 

２００９.１.１７ 

第 6２回 メンタルヘルス・ケア研究会（２月 19 日）の案内 
 

「派遣テント村」は多くの自殺者を食い止めた 

派遣テント村に、ロープを持った派遣切り労働者が「入村」したことが報じられていま

した。生活にいき詰まり、自殺しようとしていた時、派遣村があることを知ってたどり着

いたということでした。実際に、「派遣テント村」のニュースは、多くの自殺者を食い止め

ることになったと思われます。 
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ＮＰＯ法人自殺対策支援センターライフリンクの調査では「自殺の危機経路」の「無職

者（就業経験あり）」の事例のなかに「派遣切り（失業）→生活苦→多重債務→うつ病→自

殺」（→は連鎖）があります。 

同じような状況の人はたくさんいます。１２月２７日の『朝日新聞』に「自殺の名所」

といわれる福井・東尋坊の話が載っています。遠くから来た派遣切り労働者は履歴書用紙

の裏側に書いた遺書を持って死に場所を探している時に、地元で自殺を思いとどまらせる

ボランティア活動を続けているＮＰＯ法人の方に声をかけられました。 

東尋坊では１１月だけで６人を保護したが４人は派遣切り労働者でした。昨年の倍だと

言います。例年では年間で２５人前後が残念ながら「実行に至っ」ています。発表になっ

ていませんが、この年末年始は大変な状況だったと思われます。 

さらに、この後３月には倒産、大量解雇が続くと予想されていますが、私たちは、今か

ら対策をうっておかなければなりません。 

 

 

２００９.４.２７ 

第 63 回 メンタルヘルス・ケア研究会（5 月 20 日）の案内 
 

自傷者には、援助希求行為を評価し、 

自傷のポジティブな面に「共感」する 
東京都は、この間「自殺防止！ 東京キャンペーン」を展開しました。３月２７日その

一環として講演会が開催され、国立精神・神経センター精神保健研究所の松本俊彦医師が

自傷と自殺について講演しました。色々な報告がありました。 

現在１０代の若者は１割が自傷しているというデータがあります。特徴としては、飲酒・

喫煙・薬物の誘いを受けた経験者が多く、自尊心が低い者なのだそうです。 

リスクカットする理由は、不快感情への対処が５５％を占め、自殺の意思は１８％です。

リスクカットに至る経緯は、耐えがたい「こころの痛み」を自傷という「からだの痛み」

で抑えて心に蓋をする行為です。でもすぐに「からだ」は痛みに慣れてしまいます。 

自傷者と会うときに心がけることは、頭ごなしに自傷を「止めなさい」とは言わない、

援助希求行為を評価する、自傷のポジティブな面に注目し「共感」する、エスカレートに

対する「懸念」を伝える、「もうしないって約束してね」などと無意味な約束はしない、な

どです。 

「よく言えたね」と援助希求行為を評価して、「あなたには、安心して自分の気持ちを表

現できる場所がある」「ありのままのあなたは、それだけで充分に生きている価値がある人
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間である」ということを伝える必要があります。「よく言えたね」はあっさり言うのが秘訣

です。 

 

第 64 回 メンタルヘルス・ケア研究会（６月 17 日）の案内 
 

昨年の自殺概要は３０代が過去最多 

５月、警察庁は「平成２０年中における自殺の概要資料」が発表されました。 

そこでは３０歳代の増加が問題となっています。ライフリンクの「速報」を紹介します。 

「年齢構成的には、３０代が過去最多となっています。しかも１０代、２０代も増加傾向に

あります。中高年世代の自殺が依然として高止まりを続ける中で、若年世代の自殺も増え

始めた。事態がより複雑かつ深刻になってきていると言わざるを得ません。」 

「３０代、つまり社会に出た時は就職氷河期だったために非正規として働かざるを得な

い人が多い世代（それだけ生活の基盤が脆弱である世代）に、9月以降の世界同時不況の影

響が最もシビアに直撃し、結果、失業して生活苦に陥り、再就職も果たせない中で生きる

道を失って自殺に追い込まれていったのではないかと推測できます。 

そもそも３０代というのは、内閣府が行った意識調査の中で『自殺を本気で考えたこと

があるか』との問いに対して『はい』と答えた割合が最も高かった『生きるモチベーショ

ンが脆弱な世代』です。 

社会的な問題の打撃を受けやすい土壌があったとも考えられます。」 

 

 

「生きる」 

 

谷川俊太郎 

 

生きているということ 

いま生きているということ 

それはのどがかわくということ 

木もれ陽がまぶしいということ 

ふっと或るメロディを思い出すということ 

くしゃみすること 

あなたと手をつなぐこと 

 

生きているということ 

いま生きているということ 

いま遠くで犬がほえるということ 

いま地球がまわっているということ 

いまどこかで産声があがるということ 

いまどこかで兵士が傷つくということ 



 14 

いまぶらんこがゆれているということ 

いまいまが過ぎてゆくこと 

 

生きているということ 

いま生きているということ 

それはミニスカート 

それはプラネタリウム 

それはヨハン・シュトラウス 

それはピカソ 

それはアルプス 

すべての美しいものに出会うということ 

そして 

かくされた悪を注意深くこばむこと 

 

生きているということ 

いま生きているということ 

鳥ははばたくということ 

海はとどろくということ 

かたつむりははうということ 

人は愛するということ 

あなたの手のぬくみ 

いのちということ 

 

生きているということ 

いま生きているということ 

泣けるということ 

笑えるということ 

怒れるということ 

自由ということ 

 

 

 


