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令和3年7月20日 厚生労働省自殺対策推進室 出典

警察庁の自殺統計に基づく自殺者数の推移等

ゲートキーパーとは
ゲートキーパーとは
悩んでいる人に気づき、声をかけ、話を聞いて、
必要な支援につなげ、見守る人のことです
（内閣府ゲートキーパー養成研修用テキストより）

○ 令和3年6月の自殺者数(1,780人:暫定値)は、対前年同月比208人(約13.2%)増。
○ 令和3年1-6月の累計自殺者数(10,862人:暫定値)は、対前年比1,284人(約13.4%)増。
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厚生労働省自殺対策推進室HP

厚生労働省のホームページでは
「誰でもゲートキーパー手帳」の他に
ゲートキーパー養成研修用テキスト・DVD、
「マンガで読む相談例」「いのち支えるゲート
キーパーがわかる絵本」などを
公開しています。♪



社 会 貢 献 活 動

傾聴ボランティア

「高齢者の心理」 「高齢者ロールプレイ実習」 

「施設や活動についての説明」などを学び、

高齢者施設に伺って、お話を伺います。

傾聴ボランティア入門講座の
受講後、メンバー登録いただき、
活動となります。
（中国支部は現在行っておりません）

アドボケイト（代弁者）

子どもの声を聴く専門職「アドボケイト」

「アドボケイト」とは、児童虐待や親の不在などにより、

施設などで暮らす社会的養護の子どもの立場に立って、

子どもの意見や願いを届けるための理念やスキルを持った

人材です。

「アドボケイト」養成講座
受講後、活動できます。

子どもに関わる
ゲートキーパー
出前講座

小～高校生の子ども、保護者、

先生に向けて

自殺予防講座を行います。

特定非営利活動法人
日本ゲートキーパー協会主催
ゲートキーパー講座受講
講師登録後活動できます。

学 習 グ ル ー プ

【岡山】 岡山TTC
① 対人援助に関する問題意識や課題を共
　 有し実践力を向上させる
② 体験的人間関係や気づきを深め、情報交
　 換・親睦・交流活動を行う

【広島】 広島カウンセリング勉強会
「ペーパー資格から現場で役立つ資格へ」を
目的に、「実践力」を身につける研修を年間
計画で実施しています。テーマ毎に協会内
外の講師を招いて学び会う場としていま
す。また逐語録・事例検討・キャリアカウン
セリング(CC技能検定)に関するスキルアッ
プも定期的に実施中

【鳥取】よなご産業カウンセラー’S Comeこめ
①　カウンセリング事例検討会
②　テーマを決めての理論学習
③　地域における相談会への参加
④　情報交換・共有

【鳥取】 とっとり産業カウンセラー’ S
① 講師を招いた研修会
② 会員同士の事例検討
③ 会員の情報交換
④ 地域における相談会の開催（社会貢献活
　 動として）

【島根】 しまね産業カウンセリング研究会
① 講師を招いた研修会や事例検討会
② 会員による情報交換・ロールプレイなど
　 

【山口】 山口「ホーリー会」
臨床心理士の堀江先生（元児童相談所長）に
講師をお願いし、県内の会員同士の知識、技
能の研鑽とコミュニケーション

【岡山】 岡山キャリアコンサルティング勉強会
①キャリアコンサルタント実践者としての
　スキル向上のための研修の場
②キャリアコンサルタント資格（国家検定
　キャリアコンサルティング技能士・国家
　資格キャリアコンサルタント等）取得の
　ため会員間による試験勉強・相互支援・学
　びの場
③有資格者のさらなる自己研鑽の場

NHK福祉情報サイトより
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中部支部に学ぼう♪

貴重なお話をありがとうございました。
今後の中国支部の活動に大変参考になりました

社会貢献事業部

社会貢献事業部発足のきっかけは？Q
A　4年前に立ち上がりました。きっかけは、ボランティアを行った結果、スキルに繋がったという、至っ

てシンプルな理由からです。

施設の探し方は？Q
A　目ぼしい施設に足を運んで、受け入れてくれたら、話しを進めます。最初の取り掛かりが、講座が先

か施設探しが先か・・と悩ましいところですよね。施設に足を運ぶのは社会貢献事業部の活動になるので、
講座の開催に、人選、手配、そして新たな施設探しと忙しくしています。

仕組みを教えてくださいQ
A

A

　産業カウンセラー資格試験が終わった 4月と 8月に募集をしています。
相談事業部による認知症講座で「やってはいけない事」や社会福祉協議会による「身体的な特徴を感じ
てもらう」講座などを受講していただいたのち「登録」していただきます。講座には、120名程度のお
申し込みいただいた時もあります。そのうち約３割の方がボランティア登録されます。
伺う施設としては高齢者施設がほとんどですが、中には保育園に子どもさんを預けているお母さんたち
への傾聴もあります。現在の登録人数は 300名程度。
訪問までの流れですが、最初にリーダーが各施設との日程調整を行う⇨社会貢献部がボランティア登録
者に情報配信⇨応募者から人数調整・決定⇨（当日）最寄り駅で集合し、２時間～3時間傾聴（個別orグルー
プ）を行う⇨傾聴後” 振り返り” を行い、終了となります。さらに、振り返りの際に何か問題があっ場合、
リーダーは、訪問先に報告をしています。

傾聴ボランティアを経験した方の声はいかがでしょう？Q
　入所者の方が、麻雀など好きなことを楽しまれているため、傾聴したいと思ってもできない場合、ど
うすれば良いのか？慣れるまでは戸惑うことが多いかもしれません。中には一緒に唄を歌いたいという
方がいらっしゃったり（笑）。そういう時は、リーダーに聞いて臨機応変に対応しています。
また、嬉しいこととして、施設の方から「来ていただいた日はよく眠れるんです」とか、傾聴したお相
手から「楽しい」と言われた時のようです。皆さんやりがいを感じていらっしゃいますね。

A
今後 中部支部の目指すものは？Q

　現在３県で６５０名の会員さんがいらっしゃいます。今後は、もっと協会に貢献できればと考えてい
ます。講座を充実させることはもちろんですし、普及事業に注力したいと思っています。
普及活動で動くにあたり、会員さんと情報交換などを行いながら一緒に活動できるようになればと・・。
また、ワンコイン（５００円）セミナーも検討中です。会場をワンコインで借りていただき、セミナー
を開催していただく、そんな仕組みづくりも進めています。



6

　学びから10数年経ち、今で
も同期生との交流や勉強会で
の新しい出会いを重ね、人と

人の繋がりが広がる喜びを実感しています。いつの
間にか子育ての悩みを卒業し、自分がこれからどう
していきたいか考える歳になりました。
　さて、最近私は一目惚れで車を買い、ルンルンで
通勤しています。車でときめくのは人生初。日常に
ほんの少し新しい風を吹かせながら、これからも研
鑽を続けて、この世界でお役に立てたらと思ってい
ます。
★次回は、水川　弘美さんです。 

産業カウンセラー資格保持者として、協会会員
として、皆さんは日々どんなお気持ちで、どん
なことを考え、どんな日常を、お過ごしです
か？カウンセリング・マインドを学んだからこ
そ、何気ない風景、人間関係、出来事、日々触れ
る当たり前の日常が、ふとしたときに違って見
えることがあるかも・・・。
そんな、ちょっとした“つぶやき”を地域からリ
レー方式で“繋いで”いくコーナーです。

岡山地区   中原　真里
  なかはら　     まり

　ＪＡＩＣＯのブログ、「働く
人の心ラボ」の大ファンで、開
設された当初から拝読してい

ます。幸福や性格、夫婦から親子関係等々、ジャンル
も豊富、ティータイムにおすすめです。私は社会保
険労務士で、新型コロナウイルス関連のご相談や働
き方改革、メンタルヘルス対策等の仕事をお受けし
ており、日々、忙しくしていますが、ティータイム
は、「働く人の心ラボ」を読んでホッと一息、次の仕
事にとりかかります。

★次回は、豊村博明さんです。 

広島地区   石部　香 
いしべ　　かおり

　昨年度より独立し、ようや
く産業カウンセラーの資格を
活かす仕事にたどり着きまし

た。EAPカウンセラーとして、契約企業の社員・家族
への個別面談、各種研修、休職・復職支援、高ストレ
ス者への面談などに携わっています。
　時には会社から意見を求められることもありプ
ロであることを自覚します。まだまだ未熟ではあり
ますが、ポテンシャルを上げ、今後も研鑽を続けて
いきたいと思います。
　次の目標はCC１級技能士です！
★次回は和田智祐さんです。

山口地区   林  麻子
はやし あさこ

　養成講座で学び、資格を取
得してからあっという間に１
年が過ぎました。ちょうどコ

ロナが流行し始めた頃でもあります。長引くコロ
ナ、東京オリンピックの延期など今の状況を誰が予
想できたでしょうか。「コロナうつ」「コロナ疲れ」と
いう言葉も聞くようになり、改めて傾聴の大切さを
感じています。
　桜の開花も始まりだし、少しずつでも平和な新し
い春がくるのが待ちどおしいです。

★次回は、堀内　雅子さんです。 

鳥取地区   仲田　夕子　
   おきた　　  ゆうこ

　 コロナ、コロナの１年が過
ぎて、未だに抜け出せない
日々の中カウンセラーの勉強

もほとんどできていません。
　世の中は、リモートが主流。アナログ世代には、な
かなかついていけません。
　少人数でも対面講習ができれば良いなぁ～と思
う今日この頃です。
　プライベートでは、昨年子供たちが２人とも入
籍。11月には初孫が生まれました。若々しいババで
いられるよう今年も頑張ります。
★次回は、大谷　和美さんです。

島根地区  野木　千明
    のぎ　 　　 ちあき

ジモトからのリレーつぶやき



〒730-0016
広島県広島市中区幟町3-1
第3山県ビル5階
TEL：082-223-7470
FAX：082-228-2658
hiroshima@counselor.or.jp

〒690-0886
島根県松江市母衣町55-4
松江商工会議所5階
TEL：0852-28-9008
FAX：0852-28-9018
saninmatue@counselor.or.jp

広島事務所（相談室・研修室併設） 山陰事務所（相談室・研修室併設）

〒700-0815
岡山市北区野田屋町2-11-13
旧岡山あおば生命ビル4階
TEL：086-224-4050
FAX：086-234-1432
chugokushibu@counselor.or.jp

中国支部事務所（相談室併設）

悩み
働き方

コロナ禍
テレワーク

キャリア

メンタル
ストレス

人間関係

パワハラ
家庭問題

    
世界自殺予防デーに合わせて、毎年全国13支部で実施する
電話相談です。９月10～12日の３日間は、10時～22時ま
でフリーダイヤルでつながります。仕事、人間関係、生活に
関わる問題や悩みを抱える働く方、またその周りの方を対象
に、全国どこからでも無料で相談を受け付けています。

働 く 人 の 電 話 相 談 室 と は

9月10日～9 月16日は
自殺予防週間

9月10日は
WHO（世界保健機関）が定めた
世界自殺予防デー

無料
相談料
通話料

きっと心が晴れますきっと心が晴れます
悩みを聞かせてください悩みを聞かせてください

9月10日（金）～12日（日）　
本年も「働く人の電話相談」を実施します。周りの方にお知らせください

2021「働く人の電話相談」
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