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〜 ひ と り で 悩 ま ず 話 し て み ま せ ん か〜

フリーダイヤル
毎月10日

北海道いのちの電話
24時間：011- 231- 4343

ナビダイヤル：0570-783-556

124

№

女性の悩みと向き合う現場を訪ねて

（午前 8 時〜翌日 8 時）

0120-738-556
ファックス相談

（聴覚・言語に障がいのある方）

011- 219-3144
「自殺予防を願って」

「北海道いのちの電話」はそうした方々に「一人じゃないよ、話を聞かせて」
と呼びかけて、24 時間電話相談にあたっています。
道内、札幌市内には、ほかにも女性の深刻な悩みに向き合う多くの現場があ
ります。
（別掲）迷わずそれらの門を叩き、相談する事をお勧めします。
その現場のひとつ「札幌市男女共同参画センター」を訪ねました。

深刻な女性の 悩み

このセンターは、女性と男性が互いにその人権を尊重し、責任を分かち合う男女共同参画社会の
実現を目指して事業を行っています。特に女性のための無料の相談窓口が開設されています。
今回、同センターで日々相談にあたっている方に聞きました。

〜自殺傾向・男性の2倍 〜
平成 26 年の「北海道いのちの電話」への相談件数を見ると、総件数は男性が 9,403 件、女性
が 9,222 件と、ほぼ同じです。しかし、その中での、自殺傾向件数（自殺したいという訴え）は
男性が 624 件、女性が 1,290 件と 2 倍になっています。この数字から、女性が自殺に結びつく

Q

A.

ような、とても辛い悩みを抱えているケースが多い事がわかります。

経済 1.17％

男性
人生
24.49％

職業
5.25
％

教育 0.47％
精神
17.98％

その他
18.56％

思想・人権 0.69％

女性

その他 2.70％
人生
24.24％
思想・人権 0.69％

職業
4.03
％
経済 1.41％

家族
18.33％

夫婦
5.82
％

対人
14.57％

教育 0.53％

男女 身体
5.04 4.84
％
％

Q

A.

WHO の 2012 年統計によると、日本の女性の、人口 10 万人あたりの自殺者数は 13.0 人と世
界で 5 番目になっており、日本の女性が特に深い悩みを抱え、苦しんでいる事が分かります。

営していますが、シェルターには子供の手を引い
て駆け込んでくる女性も多い。DV と児童虐待は
ども心のケアを含めた自立支援が必要です。若年
層のデート DV も増えており、最近はさらに高

み相談（3）法律相談です。総合相談はカウンセラー、仕事の悩み相談は産業カウンセ

なケースに苦しむ女性には『勇気を持って SOS

ラー、法律相談は弁護士、とそれぞれの分野のエキスパートが相談に向き合います。特に

を発信して』と呼びかけたいです」

今、女性はどのような悩みを抱えているのでしょうか。
総合相談では、家庭関係の相談（離婚問題、DV、夫婦間の問題等）が半数以上を占めて
います。仕事の悩み相談では「職場の人間関係で悩んでいる」という声が多く聞かれます。

最近の相談傾向に変化がありますか。
「モラルハラスメント」を訴える相談も目立っているようです。家庭内で、罵倒された
り、物を投げつけられたりして、精神的に圧迫されるケースです。自覚してはいないもの

Q

A.

相談者との話し合いや、関わりの中で、あなたたちが心がけているのは？
「相談者がどうしたいのか」という事を最も大切にしています。
「母親だから」とか「妻
だから」と気持ちを抑え込まず、あくまでも「自分らしく」ある事が一番大切ではないで

今は男女を問わず職業に就き、社会に参画し、家事も負担し合う時代になりつつあります。しか

しょうか。私たちが「このような選択肢もありますよ」と提示する事はありますが、あく

し、女性ならではの悩み、女性だから誰にも相談できず、悩みを深めてしまう、という事例も少な

までも決めるのは本人です。当人の意思を最大限に尊重しながら、コーディネートする事

くありません。「北海道いのちの電話」の相談の中で、最近特に多くなってきた、と感じるのは、女

を心がけています。自分らしい人生を送るために「あなたはどう生きたいのか」という部

性から寄せられる「死にたい」「生きていても仕方がない」という切実な訴えです。

分に寄り添い「あなたらしさ」を精一杯サポートできれば、と考えています。

1

「道の委託事業として民間シェルターを開設運

齢女性に対する夫の暴力が目立ちます。そのよう

の、実際は何年もモラルハラスメントの状態が続いていた、というケースもあります。

精神
16.79％
情報 1.01％

勇気を持って SOS 発信を

男女共同参画センターは 3 つの相談窓口を開いています。
（1）総合相談（2）仕事の悩

法律相談では、離婚、夫婦間の問題が多くなっています。

情報 1.04％

家族 夫婦 対人 男女 身体
8.26％ 3.93 5.74 5.48 6.92％
％
％
％

Q

A.

相談の内容

どのような相談窓口が開かれているのですか。

一人で悩まずに新しい一歩を踏み出すきっかけになるはずです。

係、友人関係等）も男性の 540 件に対し、女性は 1,344 件と、とても多くなっています。気が

年の 29.3％から 30.5％へ、そして昨年は 31.1％になりました。

うに話しています。

ほぼ同時に行われているケースが多く、母子とも

話したくない、という方も安心して相談できます。勿論、プライバシーは必ず守られます。

男性の 777 件に対し、女性は倍以上の 1,690 件です。また「対人関係の悩み」
（職場の人間関

いる事です。全国では 2012 年 30.8％、2013 年 31.1％、2014 年 31.6％、道内も 2012

について「駆け込みシェルター運営委員会（女のスペース・おん）
」の山崎菊乃代表理事は、次のよ

当センターは、全ての相談員が女性で構成されていますので、男性相手では話しにくい、

相談内容の分類で、特に女性に目立つのは「家族の問題」（親子間の問題、嫁と姑間の問題等）で

かりなのは、自殺者数が年々減少する中で、全体に占める女性の割合が、じわりじわりと上昇して

男女共同参画センターで「最近多い」と指摘があった“家庭関係”の相談の中の「家庭内暴力」

2

女性のための相談窓口
道立女性相談援助センター

011-666-9955

（配偶者暴力相談支援センター）

札幌市配偶者暴力相談センター

011-728-1234

札幌市男女共同参画センター

011-728-1225

札幌市緊急保護連絡所

011-251-7994

駆け込みシェルター運営委員会

011-219-7011

（女のスペース・おん）

性犯罪被害 110 番（警察庁）

0120-756-310

警察の相談ダイヤル

011-241-9110

札幌市ひとり親家庭支援センター

011-631-3353

女性の人権ホットライン

0570-070-810

（札幌法務局人権擁護委員連合会）

※相談内容や時間帯はそれぞれ異なりますので、直接お問い合わせください。
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までも決めるのは本人です。当人の意思を最大限に尊重しながら、コーディネートする事

くありません。「北海道いのちの電話」の相談の中で、最近特に多くなってきた、と感じるのは、女

を心がけています。自分らしい人生を送るために「あなたはどう生きたいのか」という部

性から寄せられる「死にたい」「生きていても仕方がない」という切実な訴えです。

分に寄り添い「あなたらしさ」を精一杯サポートできれば、と考えています。

1

「道の委託事業として民間シェルターを開設運

齢女性に対する夫の暴力が目立ちます。そのよう

の、実際は何年もモラルハラスメントの状態が続いていた、というケースもあります。

精神
16.79％
情報 1.01％

勇気を持って SOS 発信を

男女共同参画センターは 3 つの相談窓口を開いています。
（1）総合相談（2）仕事の悩

法律相談では、離婚、夫婦間の問題が多くなっています。

情報 1.04％

家族 夫婦 対人 男女 身体
8.26％ 3.93 5.74 5.48 6.92％
％
％
％

Q

A.

相談の内容

どのような相談窓口が開かれているのですか。

一人で悩まずに新しい一歩を踏み出すきっかけになるはずです。

係、友人関係等）も男性の 540 件に対し、女性は 1,344 件と、とても多くなっています。気が

年の 29.3％から 30.5％へ、そして昨年は 31.1％になりました。

うに話しています。

ほぼ同時に行われているケースが多く、母子とも

話したくない、という方も安心して相談できます。勿論、プライバシーは必ず守られます。

男性の 777 件に対し、女性は倍以上の 1,690 件です。また「対人関係の悩み」
（職場の人間関

いる事です。全国では 2012 年 30.8％、2013 年 31.1％、2014 年 31.6％、道内も 2012

について「駆け込みシェルター運営委員会（女のスペース・おん）
」の山崎菊乃代表理事は、次のよ

当センターは、全ての相談員が女性で構成されていますので、男性相手では話しにくい、

相談内容の分類で、特に女性に目立つのは「家族の問題」（親子間の問題、嫁と姑間の問題等）で

かりなのは、自殺者数が年々減少する中で、全体に占める女性の割合が、じわりじわりと上昇して

男女共同参画センターで「最近多い」と指摘があった“家庭関係”の相談の中の「家庭内暴力」

2

女性のための相談窓口
道立女性相談援助センター

011-666-9955

（配偶者暴力相談支援センター）

札幌市配偶者暴力相談センター

011-728-1234

札幌市男女共同参画センター

011-728-1225

札幌市緊急保護連絡所

011-251-7994

駆け込みシェルター運営委員会

011-219-7011

（女のスペース・おん）

性犯罪被害 110 番（警察庁）

0120-756-310

警察の相談ダイヤル

011-241-9110

札幌市ひとり親家庭支援センター

011-631-3353

女性の人権ホットライン

0570-070-810

（札幌法務局人権擁護委員連合会）

※相談内容や時間帯はそれぞれ異なりますので、直接お問い合わせください。
3

会／北光幼稚園／ほんわか会

イ ベ ン ト 予 告

第36期相談員認定式と相談員交流会
5 月 9 日（土）午後 1 時から、新相談員認定式が行われ、所定の研修を終えた 17 人が、南理事
長から認定証を授与されました。また認定式では相談員継続表彰も行われました。続いて、いのち
の電話理事、相談員 100 人余りが参加して相談員交流会が開催され、認定されたばかりの新相談員
を交え、茶話会、自主グループの発表会などに楽しい一時を過ごしました。
なお、今回 17 人の相談員が認定されましたが、24 時間 365 日無休で電話相談に対応する体制
として厳しい現状は否定できず、更なる相談員の養成、人数増加が必要とされています。

皆様に「いのちの電話」事業への理解を深めてもらい、支援をお願いするため、今年も次のイベントを
開催することになりました。

理

事

南

「ナイト de ライト」チャリティーコンサート

島津宏興、嶋津
監

事

評 議 員

青山

博、坪田伸一、牧

岡本雄一、小谷和雄、榊原綾子、梶原
島

隆、今野

3 月 20 日（金）運営会議

「大平まゆみ」アフタヌーンティーパーティー

寿、

今後ともご支援のほど、よろしくお願いいたします。

28 日（土）理事・評議員会

池田輝明 池本真美

浅川三男

36 期生認定式
16 日（土）法人監査

23 日（土）〜 24 日（日）
リーダー宿泊研修
6 月 6 日（土） 38 期生応募面接

講師は札幌医科大学神経精神医学講座・教授の河西千秋

13 日（土）研修委員会
27 日（土）運営会議

安達亮介

阿部芳江

荒木貞一

在田則子

在田則子

妙典寺／宗教

飯塚ちどり 生島典明

石井紀恵子 石井嘉 石川由男 泉雅子 泉真知子 和泉睦子 磯野岳臣 井手悟

家久仁子 瓜田一郎 越橋理恵 遠藤優

（精神科医）先生です。詳細はホ－ムページにアップします。

稲垣豊穂

井上敬一

井原貴男 岩井雄三 岩﨑恵美子

岩本勝彦 上田正勝

伊藤孝子

上田稔

伊藤

魚住昌也 氏

尾池一仁 大泉三千代 大須賀夏 大竹実 岡島静子 岡田浥子 岡林律子 岡

本雄一 小田嶋政子 鬼丸美保子 小野寺裕子 小野道弘 小原幸子

カ行

信雄 加藤春子 加藤峰 金子千恵 金子禎子 狩野廣 加納万寿美

神埜文典 河井博

角田今日子 筧石雄 葛西美保子 笠田薫 桂
河合淑子 川上貞子 川上由紀

子 川口宗美・夏代子 川崎スミヱ 川尻榮子 菊地孝子 北山多恵子 木太陽子 国島やよい 熊谷トキ 黒川輝世 黒島
芳江

合田功

古賀清敬

越野宣之

小島育子

小島良秀

後藤一保

後藤道

小林義康

近藤邦雄

サ行

斎藤テエ 斉

藤智子 齊藤光晴 斉藤泰史 斎藤雪子 酒井玲子 阪口晶美 佐川節子 櫻田純子 佐々木克彦・敏江 佐々木春代 佐々
木僚子 笹崎雅江 佐藤正晴 佐藤順子 佐藤愼一郎 佐藤時弘 佐藤宣男 サトウヒロキ 佐藤泰光 寒川ナミヱ 澤田道
子 塩田越波 品川久美子 柴田薫心 柴田牧子 清水京子 新谷純鋪 末次邦雄 菅田洋子 菅原祐雄 杉原律子 杉本
拓

須田明夫

武田征勝

園田忠幸

田坂伸子

﨤町賢治・恵美子

田澤麗

田島安都子

タ行

平博

田中朱實

高口安子

田中文宏

田辺等

千葉悟 千葉正昭 塚田陽子 辻田恭子 出口寿美枝 遠山貞子
智子

永田京子

中原准一

鍋島あけみ

野原茂・裕紀子

髙橋賢治

ナ行

信太義弘

髙橋寛・スミ子

谷暎子

谷口惠美子

髙原久美子

高谷昌子

多筥佳杖子

多筥量子

永井和夫 長江由美子 長尾新 中川洋子 中島真
野村玲子

幡江美智子

ハ行

浜下洋司

林志有久

林多美子 林恒子 林律子 早瀬龍宏 原本昌代 姫野信子 平原紀子 平原邦幸 廣田典子 舩越政明 古本忠 細田俊

今号の
一枚

ご支援ありがとうございます

期間：2015年3月1日～2015年6月30日

2015 年 3 月 1 日～ 2015 年 6 月 30 日の間に次の方々からご支援をいただきました。ご厚志は 24 時間眠ら
ぬダイヤル活動の貴重な資金として使わせていただきます。
銀行、郵便局からの振り込みの場合入金まで若干時間がかかり、この期間からずれることがあります。そ
の時は次号でお名前を掲載させていただきます。また銀行振り込みの方のお名前はカタカナのままとなり、
撮影：M.S

May you be content with yourself just the way you are. Mother Teresa
「あなたは、あなたであればいい」
無理をしていませんか？ 頑張りすぎていませんか？
青い空を眺めて、ホッと一息ついてみませんか。
あなたは世界でたった一人のあなた。
ありのままのあなたが、一番輝いています。

社会福祉法人

青山力・令子

ア行

19 日（火）37 期生前期修了式

ホール（第 1・第 2 会議室）で実施します。

青木淳子

21 日（土）36 期生認定面接

サポーターズ委嘱状授与式

者、自殺企図者への関わり－仮題－」をテーマに札幌市民

森田健児、横田昌治郎、米倉美佐男

札幌別院／三井寺／日蓮宗

個人からのご寄付

5 月 9 日（土）相談員交流会

2016 年 2 月 16 日（火）18 時 30 分から「自殺未遂

典賢、﨤町賢治、高橋義人、中原准一、藤田慶一、水野匡勝、

昭念寺／本願寺

法人 真宗大谷派 大願寺／社）
北海道開発技術センター

忠男 伊藤まち子

「市民公開講座」

渉、佐藤國彦、

ト教団 函館教会／札幌市仏教連合会／観音寺／真宗興正派

4 月 11 日（土）研修委員会

ホームページにアップします。

力、佐藤正晴

／北土建設㈱／北海道放送㈱／幌村建設㈱／横山食品㈱／和光技研㈱／ワコオ工業㈱／㈱イーエス総合研究所／㈱興陽技建

（2015 年 3 月 1 日～ 6 月 30 日）

で開きます。入場料 2,000 円。発売日が決まりましたら

泰昌、宮﨑善昭、吉田陸雄

池田光幸、伊藤雅彦、大町信也、岡崎大介、岡島光行、岡田

事務局日誌

島出身のシンガーソングライター玉城ちはるさんが出演。

12 月 6 日（日）13 時から札幌市北区の札幌サンプラザ

槇子（理事長）、髙杉純二（常務理事）、池田輝明、佐々木敏明、

医法社）
やんべ皮膚科クリニック／旭イノベックス㈱／札幌第一興産㈱／佐藤水産㈱／高砂熱学工業㈱札幌支店／中井聖建設㈱

るいち／日本キリスト教会 札幌発寒教会／日本キリスト教団 麻生教会 有志一同／日本キリスト教団 札幌教会／日本キリス

出身の 4 人組ロックバンド「ナイト de ライト」のほか、広

5 月 31 日までです。（敬称略）

林田たか子／医法）
荒木病院／医

／㈱さっぽろテレビ塔／㈱セイコーマート／㈱ドウデン／㈱藤井ビル／㈱北海道アルバイト情報社／㈱丸真 真木呉服店／㈱ま

札幌駅前通りの地下歩行空間北 3 条広場で行います。札幌市

「北海道いのちの電話」の新しい役員が決まりました。任期は 2015 年 6 月 1 日から 2017 年

会長

法）
こぶし 植苗病院／医法）
順真会 メイプル病院／医法社）
小野眼科医院／医法社）
健心会 桑園病院／医法社）
ふるや内科／

9 月 10 日（木）18 時、世界自殺予防デーに合わせて、

役員のご紹介

前多恵美子／南円山地区民生委員児童委員協議会

4

堀井敏子

本妙子

本間雄

本間フジ

松山正子 間宮和代

マ行

馬杉栄一

三浦俊祐

松尾宏子

三浦直也

山本伸夫

山本秀子

湯浅志真

松川知 松崎吉昭 松原シオリ 松平英明 松

水野さつき 光崎明生

宮本倭文子 村田悠紀子 森井徹 森公代 森山令子
中貴義

松尾みつ子

横田昌治郎

ヤ行

南槇子

南善巳

蓑島雅登・礼子 宮崎京子

八幡敬一 山北文代 山口久美子 山下よ志江 山田政光 山

横山末雄

吉澤慶信

吉中朋子 吉見紫乃 吉峰洋子 吉見溶子 吉山八郎 吉山みさ子

ワ行

吉田和俊

吉田陸雄

吉田桃代

吉田洋子

渡辺健生 渡辺信英 匿名：3

個人情報保護のため住所の確認ができず領収書をお送りできません。あわせてご了承願います。
お名前の記載漏れや誤記がありましたらお許し下さい。お気付きの場合、恐縮ですがご連絡をお願いします。
＊このご寄付には所得税、道・市民税に関して寄付金控除が適用されます（必要な方は領収書をご請求ください）。
〒 060-8693

社会福祉法人 北海道いのちの電話

理事長 南 槇子

札幌市中央郵便局私書箱 107 北海道いのちの電話事務局
事務局電話 011-251-6464

FAX 011-221-9095

募金箱

引き続きご支援をお願いします。銀行振り込み、郵便振替ご利用
の場合、下記口座番号へお願いします。
口座名「北海道いのちの電話」

京王プラザホテル カフェ デュエット
㈱札幌エルムカントリークラブ

団体からのご寄付

北海道いのちの電話（開局 1979 年 1 月）

事務局 〒 060−8693  札幌中央郵便局私書箱 107
TEL  011−251−6464 FAX 011−221−9095
URL  http://www.inochi-tel.com/

紀

いのちの電話 ドリーム／カトリック 北広島教会／きたえるーむ小樽稲穂 利用者一同／北海道いのちの電話分室／札幌市清
発行人
編集人

南
槇子
広報委員会

田区

役職者会／札幌市職員共済組合／札幌市都市局 役職者会／札幌市東区役所

大和リゾート㈱ ロイトン札幌

役職者会／司法書士ほしおき駅前通事

務所／聖ベネディクト女子修道院／税理士法人春野会計事務所／治療院 スマイル／北海道精神科病院協会／北海道鉄道 OB
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北洋銀行本店営業部

普通 028-0238134

北海道銀行本店

普通 101-0604497

札幌信用金庫本店

普通

北海道労働金庫本店

普通 012-4692543

郵便振替口座番号

02770-9-2444

01-6116682

