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で作りました。

2016年度事業報告にあたって
理事長　川端　純夫

　ここに、埼玉いのちの電話2016年度の事業報告をいたします。相談電

話回線は、大宮センター 5台、川越分室2台で、ボランテイア相談員実働

約300人により、365日、24時間、継続して受信しました。

　相談員にも様々の事情が生じるため、毎年新たな相談員を募集します。

昨年は、28期生を募集し、2017年4月から29名が研修を開始しています。

　相談員の力量の維持向上のために、経験を積んだ先輩の相談員によって、新しい相談員の研

修が計画的且つ適正に行えていることは誇りでもあります。

　自殺予防フリーダイアルは、毎月10日、8:00 ～翌日8:00の24時間受信しました。

　2014年に開始したインターネット相談事業は若者を中心に相談件数が増加しております。

　こども専用電話「こどもライン」は、2000年3月に開設し、以来、毎週金曜・土曜15:00 ～

21:30に受信してまいりましたが、こどもに対する相談窓口の増加等の時代の変化に対応して、

2017年でこの窓口は閉じることといたしました。関係の皆様に感謝申し上げます。

　埼玉県自殺対策連絡協議会への参加、自殺予防に向けた県内地域関連機関との連携や広報活

動、広報紙の発行・配布等も継続しております。

　チャリティコンサート・長谷川きよし氏とゲスト大竹しのぶ氏による「心震える時｣、クリ

スマスコンサート「二胡と笛子の奏でるクリスマス｣、公開講演会として映画「あん」の原作者・

ドリアン助川氏による「それでも生きる意味はある｣、チャリティー映画会「黄金のアデーレ」

には、それぞれ多くの方がご参加くださいました。ありがとうございました。

　自殺者は最近7年間連続して減少しておりますが、2016年には埼玉県内で1193人の貴重な生命

が失われました。生命が尊重され、すべての人が安心安全で幸せな生活を送れる社会の実現へ

の一助と考え、日夜活動しておりますが、資金面の殆んどは善意のご寄付に支えられております。

感謝にたえません。

　いのちの電話の存在をより多くの方々に知っていただき、支援の輪が一層大きくなってくだ

さることを願っております。ご支援いただいた皆様に心から感謝申し上げ、今後なお一層のご

支援ご協力をお願いしてご挨拶といたします。
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特 別 事 業 報 告

１．電話相談事業

①電話相談：24時間、365日実施　　

電話相談回線数５回線：大宮センター５台

 川越分室２台

②こども専用電話「こどもライン」

電話相談回線数：１回線１台　

　　　 毎週金曜・土曜15 :00～21 :30

③自殺予防フリーダイヤル：毎月10日

8 :00～翌日8 : 00

④ボランティア相談員数：

実働数　300人（女性 :243人　男性 :57人）

総　数　372人（女性 :301人　男性 :71人)

2．電話相談員の養成・募集

①27期生の初級研修35名

　４月より毎週１回

②28期生相談員募集説明会　

11 月・12 月・１月に県内３ヵ所（川越、所沢、

大宮）と公開講演会終了後に開催

総参加者数 77 名　

3．電話相談員の研修

①継続研修　27グループ　毎月１回実施

②相談員のための理論講座２回

③３年目相談員研修、７年目相談員研修

④こどもライン研修

⑤夏期特別講座『リフレッシュ研修』２回

⑥フリーダイヤル講座

1．厚生労働省の自殺防止対策事業

①フリーダイヤル

実施日：2016年４月～2017年３月
毎月10日（年12回）

参加センター：48センター
受信総件数：29,849件　
自殺傾向件数：8,042件（26.9％）
〈埼玉〉
参加相談員数述べ：144人
ケア担当延べ人数：24人
受信件数：682件　
自殺傾向件数：239件（35.0％）

②公開講演会の開催

開催日：2017 年１月９日（月・祝）13：30～16：00
会　場：大宮ソニックシティ小ホール
講　師：ドリアン助川氏
演　題：それでも、生きる意味はある
　　　　　　　　―Still,life is beautiful.―
来場者：250名

４．インターネット相談事業(2014年５月より開始)

相談員数54名（内コーディネーター16名)で実施

５．インターネット相談員の養成研修

①継続研修：２カ月に１回グループ研修実施

②新システムネット相談員養成研修36名

６．ボランティア研修リーダーの養成　

　SKV６回生の研修修了（2017年３月）

（SKV：埼玉いのちの電話研修ボランティア）

７．広報活動

①2015年度事業報告作成　

冊子版1,600部　ダイジェスト版4,500部

関係諸機関等に配布

②広報誌の発行　

82号(９月)、83号(12月)、84号(３月)　各7,000部

関係諸機関等に配布

８．その他の活動など

①９月15～17日　全国相談員研修「なら大会」

埼玉より12名参加

②11月20日　25周年の集い　記念誌発行

２．ウェスタ川越でのコンサート

主　催：埼玉いのちの電話
開催日：2016年12月17日（土）
会　場：ウェスタ川越
演奏会：二胡と笛子の奏でるクリスマス
演奏者： 王明君（二胡・笛子）、菅野充子（琴）、

及川夕実（ピアノ）
来場者：約215名　　

３．自殺予防に向けて県内関連機関との連携

①埼玉県自殺対策連絡協議会年１回、県央年２回、
川越年２回

②埼玉県「暮らしとこころの総合相談会」の
　　　事務局会議　毎月１回
③県・ＪＲ共催　
　　　自殺予防キャンペーン
④いのちの電話連盟・ＪＲ共催　
　　　自殺予防キャンペーン



人生

20%
思想・人権

1%

職業

6%

経済

1%

家族

13%夫婦

5%
教育

1%
対人

12%

男女

6%

身体

8%

精神

20%

情報

1%

その他

6%
内容別件数の割合

　埼玉いのちの電話は、2016年９月に開局25周年

を迎えました。1991年９月１日に電話相談を開始

した時は午前10時から17時30分までの７時間半の

受信体制でしたが、その翌年からは午前９時より

21時までの12時間、そして1997年12月より24時

間体制にすることができました。

　いのちの電話は自殺予防を目的とし、その基本

線の一つに24時間電話を受ける体制を目指すこと

が挙げられています。埼玉センターが24時間体制

を実施するようになって20年を迎える今年、改め

て深夜帯の電話に注目し、変化なども確認しなが

ら、今後の課題を探ることができるよう｢深夜帯｣

を特集しました。

　なお、深夜帯は一日24時間の中、10.5時間を担

当しています。

受信件数

2016年相談統計の概要

１． 受信相談件数

・受信相談件数　28,256件（一日平均77件）

(男性48.5％　女性51.5％)

(こどもライン917件、自殺予防いのちの電話682件）

・自殺傾向　4,387件　(全相談件数の15.5％)

・相談時間　一件平均　 33分

２．相談内容

　｢精神｣と｢人生｣に関わる相談は例年通り多く、次

いで「家族」や「対人」の相談が多くを占めてい

ます。「精神」と「人生」に関わる相談がそれぞ

れ全体の５分の1になっています。心の病を語り自

ら病名を伝えるかけ手が増えています。すでに医

療機関に通っている人が多く、話をすることで落

ち着くことも多くあります。

３．自殺傾向

　自殺傾向のある相談件数は、4,387件で、自殺傾

向率は15.5％です。昨年より２％減少しました。

４．インターネット相談件数

2014年５月より、埼玉いのちの電話はインターネ

ット相談を開始しました。

約半数に自殺傾向があります。

特集　深夜帯～休むことなく20年続けて～

　深夜帯の男女受信割合は、全体とほぼ同じです。

一日当たりの受信件数は13.4件で、全体の17.4%で

す。また、１件当たりの所要時間は41.3分で、全

体の32.8分と比べると8.5分長くなっています。

深夜帯の特徴

　相談内容を全体と比べると大きな差は見られず、

男女ともに「人生」「精神」が多くなっています。

特に、「精神」は2％増加していて、うつや統合

失調症などを抱えて夜眠れない方からの電話が深

夜帯には多くかかってきています。男性では「身

体」「その他」の割合が低くなっていて、性に関

する電話は深夜には少なくなっています。

　24時間の受信体制を維持していくことはなかな

か困難な現状がありますが、深夜帯を率先して希

望し担当する相談員や、年１回の深夜帯担当を全

相談員に依頼することによって維持しながら、20

年間休みなく深夜帯を継続してきました。

２０１６年 埼玉

延担当インターネット相談員数 ３２４人

総返信件数 ４６４件

自殺傾向件数 ２３２件

自殺傾向件数の割合 ５１．５％

内容別件数の割合

（年)

（％)

深夜帯 全体（一年間）

　 件数 ％

男性 2384 48.6%

女性 2525 51.4%

合計 4909 100.0%

　 件数 ％

男性 13694 48.5%

女性 14562 51.5%

合計 28256 100.0%



2016年度　収支計算書
2016年度後援会事業報告

あなたのご支援を

必要としています
いのちの電話の活動は、多くのボランティアの無償

の奉仕によって支えられています。

この活動をご理解いただき、ご協力くださいます

ようお願い申し上げます。

振込先

◎郵便振替　００１４０―９―１３７３８０

　加入者名：社会福祉法人埼玉いのちの電話
　ゆうちょ銀行自動引き落としの方法もあります。
　詳しくは事務局にお問い合わせ下さい。

◎埼玉りそな銀行大宮支店(普通)４３１５５１０

　口座名：社会福祉法人埼玉いのちの電話

ご寄付いただいた方へは、事業報告や広報誌の他、

様々な催し物のご案内などをお送りしておりま

す。埼玉いのちの電話は寄付金控除の指定を受け

ている社会福祉法人ですので、ご寄付は税法上の

優遇措置があります。

《応募資格》　20歳以上の男女（2018.4.1.現在）

《募集人員》　50名

《募集期間》　2017年12月1日～2018年2月1日

《募集要項》　11月から配布

《募集説明会》

募集要項 請求・問い合わせ先

埼玉いのちの電話　事務局
電話 048-645-4322

(月～土 10：00 ～ 17：00）
http://www.saitama-id.or.jp/

2018年度

電話ボランティア募集について　　　29期生

埼玉新聞(１面）に協賛広告掲載
　後援会理事各位の関係する企業等並び埼玉新聞社の

協力により、９企業(延べ29回)の協賛広告を掲載

広報誌「埼玉いのちの電話」82・83・84号に広告掲載
　後援会理事各位の関係する企業の協力により８企業

（延べ16回)の協賛広告を掲載

催しもの

＊チャリティコンサート
2016年10月８日　長谷川きよしチャリティコンサート

「心震える時」を開催（大宮ソニック大ホール）

＊チャリティ映画会
2017年３月３日　映画「黄金のアデーレ」を上映

（大宮ソニック小ホール）

　チャリティコンサート並びにチャリティ映画会とも

開催にあたり埼玉県、さいたま市、県教育委員会、県

社会福祉協議会、市社会福祉協議会、県PTA連合会等

の後援を得た。また、後援会理事各位の関係企業の協

力により各プログラムに22社の協賛広告を掲載

バザー
　公開バザーをチャリチィーコンサート、チャリティ

映画会で開催

　大宮センター・川越分室内でも販売をした

12月３日 (日) 14：00～15：30 所沢ミューズ 会議室２

12月９日 (土) 14：00～15：30 クラッセ川越 多目的ホール

12月10日 (日) 14：00～15：30 大宮ソニック 市民ホール404

１月13日 (土) 14：00～15：30 大宮ソニック 市民ホール403

予約は必要ありません

毎回「聴くこと」についてのミニ講座があります

12月17日（日）公開講演会終了後（16時頃）、簡単に

募集説明会を行う予定です

（収入の部） （単位：円）

勘定科目 予 算 額 決 算 額 差 異 摘     要

寄 付 金 13,800,000 15,358,717 1,558,717 団体、個人、後援会

補 助 金 500,000 800,000  300,000 さいたま市、川越市

特別補助金 1,577,000 1,577,000 埼玉県

助 成 金 10,000 10,000 0 伊奈町社協

共同募金配分金 2,200,000 2,888,000  688,000 赤い羽根共同募金配分金

事業収入 3,000,000 3,352,351 352,351 研修受講料

財産収入 2,000 323 -1,677 受取利息

雑 収 入 5,000 6,817 1,817 コピー代、他

演奏会収入 126,500 126,500 川越演奏会協力金

当期収入額計 19,517,000 24,119,708 4,602,708

前期純流動資産計 6,082,440 6,082,440 0 

収入合計 25,599,440 30,202,148 4,602,708

（支出の部） （単位：円）

勘定科目 予 算 額 決 算 額 差 異 摘     要

事 業 費 7,780,000 7,502,625 -277,375 研修費､広報費､調査研究費､他

事 務 費 12,613,500 12,209,030 -404,470
人件費､通信費､施設使用料､
事務費、光熱費、他

連盟分担金 320,000 225,000 -95,000 連盟分担金

演奏会経費 250,000 245,086 -4,914 川越演奏会経費

予 備 費 200,000 -200,000

小　 計 21,163,500 20,181,741 -981,759

施設整備・機材 1,000,000 1,115,640 115,640

建替積立金 2,500,000 2,500,084 84

支出合計 23,663,500 23,797,465 133,965

次年度繰越金 1,935,940 6,404,683 4,468,743

合 計 25,599,440 30,202,148 4,602,708


