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NPOあなたのいばしょは

チャット相談を通じて

自殺・孤独対策等に取り組んでいます。



本日の内容

チャット相談窓口

孤独対策の概要

ご提案



令和2年年間の累計自殺者数(20,919人)は、 

対前年比750人(約3.7%)増。 

年間としては 11 年ぶりに増加。



令和2年3月から昨日(令和3年2月24日)までの 

あなたのいばしょチャット相談利用人数 

36,520人



そのうち、 

約8割が10代・20代



チャット相談は若者に効果的です。

総務省情報通信政策研究所「令和元年度 情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査」

10代の1日の平均利用時間

携帯電話

固定電話

SNS

3.3分
0.4分
64.1分



世界13カ国に600名以上の相談員



神奈川県ではいじめの相談が水曜日の 

夜の23時に多くなる。



チャット相談内容を分析し、 

今後の対策に生かすことができます。



共通しているのが「孤独」

虐待
生活困窮

友人はいるけど相談できません

自死

DV



孤独とは

❶  個人の社会的関係の欠如に起因する 
❷   主観的な体験であり、客観的な 
　   社会的孤立とは同じ意味ではない  
❸   不快であり苦痛を伴うもの



孤独とは 

望まないものであり、苦痛を伴う。



社会的孤立とは

家族やコミュニティと 
ほとんど接触がないこと。



孤独は・・・・・主観的概念 

社会的孤立は・・客観的概念



社会的孤立と孤独のアプローチの違い

概念図

甲 乙

丙

社会的孤立 社会的に孤立していないが孤独

社会的孤立側からのアプローチ

孤独側からのアプローチ

孤独と社会的孤立



孤独が及ぼす影響

(Holwerdaら,2012)

(Eisenbergerら,2003)

ヒトが社会的に拒絶されると身体的痛みを感じたときと同じ領域（背側前帯
状皮質）が活性化する。⇨ 類似のメカニズムで心身に悪影響を及ぼす。

身体・精神などへの影響

・死亡リスク26%増 (Holt-Lunstadら, 2015)

・冠動脈疾患発症リスク29%増
(Valtortaら, 2016)

・脳卒中発症リスク32%増
(Valtortaら, 2016)

・2型糖尿病発症の予測因子
(Hackettら, 2020)

・認知症発症確率 1 . 6 4倍
・うつ病の発症リスク上昇 (Cacioppoら,2006)

・自殺者の心理的特徴の1つ (長田ら,2013)

など

英国において孤独対策が開始
これらの背景もあり

・社会保障費の圧迫 
・経済損失(英国では約4 . 7兆円/年)

孤独がなぜ問題か



・定義 
・指標 
・エビデンスに基づいた予防的政策



3つの軸

① エビデンスに基づいた政策推進
・定義 
・指標 
・政府の施策改善と効果検証

② 既存施策の整理と新規施策の立案
・課題の洗い出し 
・電話相談窓口の統合,SNS相談窓口の強化 
・社会的処方の検討開始

③ 国民へのメッセージ発信
・SNSも活用したキャンペーンの展開



孤独はすべての人が人生の 

どこかで必ず感じる。



Appendix



チャット相談あなたのいばしょチャット相談

令和2年3月の開設以来、総相談者数は 33,860人
令和3年2月13日現在

あなたのいばしょチャット相談名称

URL https://talkme.jp/chat

24時間時間

目的 自殺・DV・虐待・いじめ対策等

同居している親族から 
性的虐待を受けています。 
助けてください。

聴覚障害があり、電話では
相談できません。

24時間365日、年齢や性別を問わず、無料・匿名で利用できる
チャット相談窓口。厚生労働省支援情報検索サイト登録窓口。 

最短5秒で19カ国にいる「いばしょカウンセラー(相談員)」が相
談に応じます。「いばしょカウンセラー」は所定の訓練を終了し
たボランティアの皆さんです。 

自殺行為やDV、虐待などの緊急性が高い事案には、 
警察や児童相談所などの関係機関と連携し対応にあたります。 

相談内容は全てデータ化し、頻繁に使用される単語、相談時間、 
相談者の性別、相談時間等を個人情報が特定できないように 
加工した上で、オープンデータとして社会に提供しています。

死にたい

※実際に寄せられた相談です。



チャット相談メディア掲載

2020年3月の団体設立以来、全キー局、全5大紙をはじめ、 
(米)ワシントンポスト紙、(米)CNN(英)テレグラフ紙など国内外で報道。



団体概要なぜチャット相談か

全年齢層で減少傾向にあるなか、19歳以下は
横ばい、ないしは増加している。

既存の電話相談中心の支援
体制は若者に効果的にアプ
ローチできていない。

総務省情報通信政策研究所「令和元年度 情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査」

10代の1日の平均利用時間

携帯電話　 3.3分　
固定電話　 0.4分　
SNS 64.1分　



チャット相談相談の満足度

NPS®(ネットプロモータースコア)

-1.6

電話相談と比べて相談しやすい

80.7%

必要に応じて今後も受けたい

86.2%



チャット相談相談分析結果

日別相談者数

3月8日に相談窓口を開設して以来、総相
談者数は33,860人、受信メッセージ数は
299,597件にのぼり、相談数は増加傾向
にある。特に7月以降、相談が増加してい
る。また、著名人の自死報道があった当日
や翌日(例：9月28日)などは、相談が急増
している。

時間帯別相談者数

時間帯別に相談数を分析すると、夜間の相
談が多いことがわかる。特に20時以降に
増加する。当団体理事である早稲田大学の
上田路子准教授が1974年から2014年の
間に自殺で亡くなった約90万人の死亡時
刻を調べ、性別・年齢グループ別に自殺の
起こりやすい時間帯を調査したところ、深
夜から07:59分までに亡くなった方が多い
ことがわかった。いのちの電話などの自殺
予防を目的とした電話相談サービスは夕方
から深夜にかけて相談を受け付けていると
ころが多いため、あなたのいばしょチャッ
ト相談では、今後深夜から朝方にかけての
相談体制拡充を推進する。



チャット相談相談者の属性

年齢別

女性からの相談が全体の約7割を占める。また年代別では20代・10代が最も多く、チャット相談が若者に受け入れられやすい
可能性がある。参考：「香川いのちの電話」50代・40代・30代からの相談が6割以上を占める。 

年代別

都
道
府
県
別



なぜチャット相談か

電話相談

チャット相談

24時間相談できなかったり、繋がらない(参考:横浜いのちの電話の2017年度の応答率は3.5%)

電話相談窓口の周知があっても、周囲に人のいる駅構内・電車内において電話することは非現実的。

時間・場所的制約を受けず、その場で相談できる

周囲を気にせず相談できる→うつ状態の症状は強弱をもって押し寄せてくる波。その場で相談できる環境が重要。

仮に繋がらなくても、自分の気持ちを書き出すことで問題解決につながる。

電話相談



チャット相談相談内容別
全カテゴリー 女性 男性

相談カテゴリについては、若者の間では学校、友人関係、また職場に関する相談が多く、い
ずれも増加傾向にある。40代以上になると家庭内問題・夫婦間の相談が多くなる。こころの
病気は、比較的どの年代でも相談者が多い。 

10代・20代では、「不安・ストレス」に次いで、「学校・学業・不登校」に関する相談が
増えている。10代・20代の女性で、その他を除く最も多い相談は「不安・ストレス」で全
体の13%を占める。次に多いのが、「学校・学業・不登校」で全体の10%を占める。 

10代20代の男性で最も多い相談は、同年代の女性と同じ「不安・ストレス」だが、次に多
いのが、「『死にたい』のみなどの相談理由が分からない相談」で、全体の8.3％を占め、
その次に多い相談内容は「こころの病気」に関する相談であった。このことから、10代・
20代の男性は、こころの病気にかかったり、「死にたい」という思いが強まるまで相談でき
ない可能性があることがわかった。



チャット相談相談内容別
10代「不安ストレス」

20代

「家族の悩み」

「こころの病気」



チャット相談問題意識

対症療法的な相談窓口では限界がある。 
問題の源流にアプローチしなければならない。

年間自殺者数 11年ぶりに増加

約2割増DV相談数
(配偶者暴力相談支援センター)

精神疾患患者数 約419 . 3万人



孤独が及ぼす影響英国における孤独対策

第3代孤独問題担当大臣

ダイアナ・バラン氏

UK Parliament 

2010年

Age UK Oxfordshire、Counsel and Care、Independent Age and WRVS、
Calouste Gulbenkian Foundationの4つの非営利団体が合同で、高齢者の社会
的つながりを創設することを目的に孤独廃絶のためのキャンペーン
(Campaign to End Loneliness)を開始した。

2016年

労働党のJo Cox下院議員が、孤独は高齢者のみならず、親世代や子どもたちを
はじめとする幅広い世代に対する危機であるとして、孤独の問題に対処するた
め超党派の委員会を設立した。同年6月Jo Cox下院議員が殺害される。

2017年12月

Jo Cox孤独問題委員会が孤独に関する最終報告書を公表

2018年

1月、Theresa May首相が孤独担当相の設置や、全国統計局(ONS)を孤独の国
内指標開発のための部署として任命。12月に政府の対孤独戦略を公表。

英国における孤独対策はデジタ
ル・文化・メディア・スポーツ
省 ( D C M S )の市民社会局が主導
しているが、保健省、住宅・コ
ミュニティ・地方自治省、教育
省、ビジネス・エネルギー・産
業戦略省、労働・年金省、運輸
省、内務省、環境・食糧・農村
地域省の 9省も関わっており、
政府横断型で展開されている。



孤独が及ぼす影響英国の対孤独戦略①

国民全員が社会と強いつながりを持ち、家族・友人・コミュニティが互いをサポートし、互いに気を配る社会を創る。

ビジョン

常にまたは頻繁に孤独を感じるすべての人

対象

包括的目標

① 孤独の原因と影響、それに取り組むために、どのような介入が機能するかを理解する。そのために、エビデンスに基
づいた改善を行い、政府の計画と介入に関するレビューの最新情報を提供していくこと。

② 孤独を悪化させたり、人々の幸福感や回復力をサポートする可能性のある要因を認識し、政府全体の政策立案にお
いて社会とのつながりの強化を考慮事項とすること。

③ 人々の身体的・精神的・社会的健康を守る必要があること、孤独について話し合うことについての認識を高め、ス
ティグマ に取り組むこと(約30%が孤独を感じているのは恥ずかしいと感じているという調査結果がある)。

① 親密な友人がいないときに感じる孤独　　　　　② 家族や友人との関係性に焦点をあてた孤独

孤独の種類



孤独が及ぼす影響英国の対孤独戦略②

① 16歳から24歳の若者、②寡婦、③健康状態が悪い人、④介護の責任がある人、⑤失業中の人、⑥軍人 など

特に孤独を感じているグループ

○政府のみならず、企業・保健セクター・地方自治体・ボランティア・市民との連携し、効果的な対策を講じること

アプローチの原則

○既存のエビデンスには限界があるため、政府はアプローチをテストし続け、そこから得た知見を学ぶこと

○人が頻繁に孤独を感じる可能性のあるトリガー(引越し、転職、失業、死別など)を特定する

○ケースワークとコミュニティ全体に対するアプローチの両方が重要である

人と人とつながりの強化 社会とのつながりの強化

つながるコミュニティ文化の醸成 戦略構築



2018年以降の実績と課題

○　世界初の孤独問題担当大臣を設置
○　2018年の1年間で2000万ポンド(約28億円)を支出

○　全年齢を対象とする「孤独の国内指標」を開発

○　世界初の政府の対孤独戦略を公表

○　地方自治体の孤独対策に関する包括的ガイドラインを策定

○　「Let’s Talk Lonelinessキャンペーン」を展開

○　新たな教育指針に、孤独について教えて必要がるとの規定を追加

○　英国住宅調査・英国健康調査などの政府調査に孤独の項目を追加

① 若者に効果的なアプローチできていない

課題

② 現政権における優先順位としては低い



5 .すべての人が頼れる存在にアクセスできる体制を整える

1 .国として孤独・孤立対策に取り組む意思の明確化
・孤独・孤立対策基本計画(全世代の対象とした孤独の問題に対する国家的戦略)の策定 
・国会内に孤独・孤立対策調査会または孤独対策特別委員会の設置 
・孤独対策を推進する担当大臣の設置

2 .効果的な対策のため、孤独・孤立に関する調査研究を推進する
・孤独・孤立の定義を定め、全年齢層にわたる孤独・孤立の適切な指標を開発 
・上記の定義、指標を用いて、孤独・孤立に関する全国調査を行い、エビデンスを蓄積

3 .社会全体で孤独・孤立対策を実施する体制を整える
・学際的な観点から関係者が連携して孤独・孤立対策に取り組むためのエビデンスの提供および民間団体を含め地域に 
　おける孤独・孤立対策を支援するための「孤独対策推進センター」の設置 
・地域における官民合同の孤独・孤立対策地域協議会の設置

・チャットやSNSを用いた相談窓口への支援強化 
・現在分散している相談窓口を3桁の全国共通ダイヤルに統合 
・高齢者がデジタル化から取り残され、デジタル・アイソレーションに陥らないよう、インターネットやICT機器の使 
　い方等を相談できるデジタル民生委員の設置

4 .孤独・孤立のスティグマの軽減と正しい理解の普及
・民間団体や報道機関等と連携し、孤独や個人の抱える悩みなどについて相談することができる特設ホームページの設 
　置とキャンペーンの展開

日本における総合的な孤独・孤立対策(案)




