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「生きていこう !」のためのパンフレット

藤里物語Ⅲ

撮影者（藤里町役場職員）

世界遺産白神山地の麓にある藤里で暮らす私たちは
悩みや苦しみをかかえながらお互いに助け合って生きてきました。
これからのことを考えると不安になることもありますが、
自分と家族、そして地域の仲間を信じて生きていこうと思います。



あなたと、あなたの身近な人のことを想いながら…
はじめに

最初の藤里物語を作ったのは平成15年の春でした。

みなさんは、その頃どんな生活をしていましたか？

思い出せますか？

心の健康づくりと「生きていこう！」のためのパンフレットには、

こころもからだも健康でいきいきと生きていくために

一緒に考え、行動していく時が来ました

このパンフレットは新しい藤里のスタートラインです

と書かれていました。

　

藤里中学校の生徒会役員が、意見を出し合って作ってくれた
藤里物語Ⅱ。

平成16年の春に配りました。

表紙には当時保育園に通っていた子どもたちの写真が載っていました。

写真の子どもたちの多くは、今小学生になっています。

最後のページには中学校の卒業式の写真。

彼ら／彼女らは昨年成人式を迎えました。

平成21年春に、ようやく藤里物語Ⅲを作ることができました。

こころの健康づくりと自殺予防のためには、

家族はもちろん、地域のつながりも大事だということ、

そして、辛
つ ら

いときは「辛
つ ら

い」と、

死にたいくらい辛
つ ら

いときは「もう死にたいくらい辛
つ ら

い」と

誰かに語れる／聴ける絆
きずな

が必要だというところに

私たちは、今、たどり着きました。

 （表紙の写真は藤里町役場職員撮影）
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藤里物語Ⅲ

最近よく眠れていますか？

�

第１幕

Ａさんは最近友だちのＢさんのことが気になっていました。毎年春になると一緒に山菜

を採りに行っていたので、今年はいつ頃から山に入るか相談に行ったのですが、元気があ

りませんでした。そこで、Ｂさんを元気づけようと明るい感じで…　

 Ａさん　Ｂさん、どうした。元気出さなきゃだめだろう。

 Ｂさん　（疲れた感じで）そうだよなぁ…。

 Ａさん　悩みがあったら話してくれよ。

 Ｂさん　（ため息をつきながら）たいしたことはないから大丈夫だ。
ちょっと疲れたから休むよ。今日はせっかくきてくれたのに悪
かったな。

Ａさんはそれ以上話が続かず、帰ってきました。

それから数日後、Ａさんは「心の健康づくり地区講座」に参加してみました。Ｂさんの

ことと心の健康づくりという言葉が結びついて、ちょっと気になったのです。

講座は「身近な人が悩みをかかえていないかを確かめる方法」がテーマでした。

「この２〜３週間、食欲がなく眠れない日々が続き、体重が減ってきました。また

ひどくふさぎ込む様になり、仕事に集中できなくなってしまいました。話しかけられ

ても返事をするのもおっくうで、悲観的なことを考えるようになってきました。」

これが「うつ病」になっている可能性がある人の特徴だときいて、Ｂさんの状態に似て

いると感じました。そしてうつ状態にある人を励ましたり無理に元気づけてはいけないこ

とや、いきなり「悩みがあったら話してごらん」と言われても、なかなか最初から話せる

人はいないことなどもききました。Aさんは、今までBさんのためだと思ってやってきた

ことが、ちょっと違っていたように感じてきました。でも、それではどうしたら良かった

のでしょう。

心配ごとや悩みごとは誰にでもあるものです。でもそれを誰にも話さないでいると、

だんだん心が疲れてきます。身近な人がちょっと元気がないように見えるとき、あな

たはどうやって声をかけていますか？

（第 1 幕）
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うつ病の人の多くは、布団に入ってもすぐ眠れなかったり、夜中何度も目が覚めたり、

朝早く（例えば３時頃）目が覚めてしまったりするので、まずよく眠れているか、朝スッ

キリ目覚めているかについてきいてみるのがいいようです。また食事や体調などについて

質問してから、気持ちの落ち込みや悩みがないかきくと話しやすいということを知りました。

数日後、AさんはまたBさんを訪ねて、研修会できいた質問をさっそく試してみました。

 Ａさん　Ｂさん、あんた最近ぐっすり眠ってるか？

 Ｂさん　えっ、いや〜、今まで通りの時間に布団に入っているけど、すぐ
眠れなくて…。
朝起きてもちょっとボーッとすることが多くなった感じがする
なぁ。

 Ａさん　そうだったのか。食欲はどうだい。食事はちゃんととっているか？

 Ｂさん　それがさ、食欲もなくて…。食べるのもおっくうなんだ…。

 Ａさん　それじゃ、体調も良くないだろう。

 Ｂさん　わかるかい。実は肩こりと頭痛がひどくて大変なんだ。

 Ａさん　そんな調子だと、気持ちが落ち込むこともあるんじゃないか？

 Ｂさん　そうなんだ。何か元気出なくて、もやもやした感じがあって…。

 Ａさん　そうか、何か悩んでることや心配ごとがあるんじゃないか？

 Ｂさん　実は、誰にも言っていないんだけど…

Bさんは数ヶ月前から家族のことで心配ごとがあって、それを誰にも言えずに悩んでい

たそうです。AさんもBさんの家族のことはだいたいわかっていましたから、一緒になっ

て考えてあげることが出来ました。

その悩みは簡単に解決出来ることではありませんでした。Bさんはもう少し悩みが続き

そうでしたので、AさんはBさんに病院に行ってお医者さんに相談することも勧めてみま

した。

（第 1 幕）
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うつ病は、強いストレスを長い間感じていると、誰でもなる可能性がある病気です。主

な症状としては「元気がなく憂
ゆう

鬱
うつ

な気分」や「何をしても楽しくない」などがあります。たま

に落ち込むことは誰にでもあることですが、２週間以上続くとちょっと心配です。それま

で楽しんでいたことが楽しく感じられない（楽しんでいない）というのも大事なサインです。

眠れなくなるという特徴もあり、また食べ物の味がわからなくなることも多いようです。

うつ病に気をつけてほしい理由の一つは、症状の一つに「死にたくなる」ということが

あるからです。うつ病になると元気がなくなって、思い通りに身体が動かなくなります。

そうすると「自分は迷惑をかけている」と思うようになり（自責感）、「生きている資格が

ない」と思ったりすることもあるようです。これらは、みんなうつ病の症状ですから、治

療して良くなれば考えなくなることです。

K6と呼ばれるストレス度を測定する質問を紹介します。６つの質問に対する回答の数

字を合計して15点以上の場合は、ストレスを強く感じて気持ちが落ち込んでいたり、話

をするのがおっくうになっている可能性があります。休養や愚
ぐ

痴
ち

をこぼすことをお勧めし

ます。また19点以上の方は体調が悪い可能性もあります。当てはまる人は、まず保健師

さんに相談してみてください。

◎過去30日の間にどれくらいの頻度で次のことがありましたか。

１）神経過敏（ちょっとした事も気になる）に感じましたか。

　　１．全くない　　２．少しだけ　　３．ときどき　　４．たいてい　　５．いつも

２）絶望的だと感じましたか。

　　１．全くない　　２．少しだけ　　３．ときどき　　４．たいてい　　５．いつも

３）そわそわ、落ち着かなく感じましたか。

　　１．全くない　　２．少しだけ　　３．ときどき　　４．たいてい　　５．いつも

４）気分が沈みこんで、何が起こっても気が晴れないように感じましたか。

　　１．全くない　　２．少しだけ　　３．ときどき　　４．たいてい　　５．いつも

５）何をするのも骨折りだと感じましたか。

　　１．全くない　　２．少しだけ　　３．ときどき　　４．たいてい　　５．いつも 

６）自分は価値のない人間だと感じましたか。

　　１．全くない　　２．少しだけ　　３．ときどき　　４．たいてい　　５．いつも

うつ病に気をつけましょう

（第 1 幕）
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飲み過ぎていませんか？

�

第 2 幕

Cさんは藤里町の人と結婚して10年になりました。三人の子どもを育てながら、隣町でパー

トとして働いています。夫も仕事が忙しく、最近はゆっくり話をしたことがありませんでした。

もっとも、夫に話してもあまりわかってくれないので、あてにしなくなってきています。

Cさんは何とか頑張ってやってきていたのですが、最近上の子どもが学校に行かなく

なってしまいました。パートを休んで子どもと一緒にいるとイライラしてきます。そんな

時、冷蔵庫にあった缶ビールを飲んでみると…。ちょっと気持ちが楽になった感じがしま

した。Cさんは、以前から夫と一緒に晩酌をしたり、お風呂上がりのビールは好きでした。

でも、「子どもが学校を休んでいるというのに、こんな明るいときからお酒を飲んで…」

と自分を責める気持ちもありました。

近くに住んでいる夫の両親も、孫が学校を休んでいるという話をきいて、心配して訪ねて

きました。Cさんは自分が責められると思って会いたくなかったのですが…。　

 姑さん　あんた、ずいぶん大変だったね…。近くにいても気づかなくてごめんね。

 Ｃさん　えっ…。

 姑さん　息子は仕事で忙しくして、子どもの世話を全部あんたにおしつけ
てね。私たちも気にはなっていたけど、ちょっと遠慮して声をかけ
ないでいたものね。

 Ｃさん　私、昼からお酒飲んでしまって…。

 姑さん　大変な時は、お酒も飲みたくなるだろうさ。あんたの気持ちもわか
るよ。

 Ｃさん　怒らないんですか、おかあさん？

 姑さん　一番大変なあんたを怒ってどうする。それより、大変なことあっ
たら何でも話してくれないかい。もし私に話しするのが嫌だった
ら、保健師さんに相談してみてごらん。一人で抱えていたら大変
だもの。

 Ｃさん　私一人ぼっちだと思っていたんです。でも、今は少しホッとしました。

悩みや心配ごとがあると、お酒で気持ちをまぎらわそうとする人がいます。働いて

いる人が疲れてうつ状態になると、まず「一杯飲んで元気を出そう！」と考えること

があるようですが、これは逆効果です。

（第 2 幕）



藤里物語Ⅲ�

藤里町には孤独を感じながら頑張っている人たちがたくさんいます。食べたり飲んだり

煙草をすったりするのは、ストレスを発散する方法だと言われていますが、ストレスの分、

食べ過ぎたり飲み過ぎたりするのです。一人で悩みをかかえて、寂しくて、苦しくて、自

分ではどうにも出来なくて、ついお酒を飲んでしまうことがあるのです。

しっかりしている人の中には、「私だって同じような大変さを味わっているのに、お酒

なんか飲まない！」と思う人がいます。そして「どうして、そんなことをするの」と、注

意したりお説教することがあります。

自分の大変さをわかってくれて、自分がやったことを否定しないで受け入れてくれる人

のアドバイスは、素直にききたいと思うのではないでしょうか。姑さんは、普段から相手

の話を否定しないで聴いてくれる人でした。そして口癖のように、「わかる」「大変だった

ね」「あんたの言うとおりだよ」と言ってくれる人でした。

◎問題飲酒・アルコール依存症の目安

◆最近6 ヶ月の間に、次のようなことがありましたか？

◦この二つの質問に「ある／あてはまる」と回答した人は、問題飲酒やアルコール依存

症の可能性があります。

１．お酒が原因で大切な人（家族や友人）との人間関係にひびが入ったことがありますか

２．「せめて今日だけは酒を飲まないでいよう」と思っても、つい飲んでしまうことが

ありますか

◆次の４つの質問はＣＡＧＥという問題飲酒かどうかを判断する一つの目安になる質問で

す。「はい」か「いいえ」で答えますが、２つ以上該当した人には、お酒の飲み方を見

直すことをおすすめします。

１．あなたは今までに、飲酒を減らさなければいけないと思ったことがありますか 

２．あなたは今までに、飲酒を批判されて腹が立ったりいらだったことがありますか 

３．あなたは今までに、飲酒に後ろめたい気持ちや罪意識（罪悪感）を持ったことがあ

りますか 

４．あなたは今までに、朝酒や迎え酒を飲んだことがありますか

うつ病の人が「元気を出そう」と思ってお酒を飲んでも、良くなりません。かえって

具合が悪くなります。

（第 2 幕）
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死にたいと思うくらい辛
つ ら

くなっていませんか

�

第 3 幕

去年妻を病気で亡くしたDさん。もう少しで一周忌を迎えます。準備を始めなければい

けない時期が近づいていますが、なかなか物事を決めることが出来ないでいます。

Dさんはずっと奥さんと二人で暮らしていましたから、この一年間は初めてのことばか

り。以前ほど多くはありませんが、今でもフッと奥さんがそばにいる感じがすることもあ

ります。家のどこをみても、何をしても、奥さんのことが思い出されて、今でも涙が出ます。

そんなDさんの所に、最近東京にいる息子から一周忌のことで電話が来るようになりま

した。仕事の都合があるから、早く決めてくれという催
さい

促
そく

。忙しく働いている息子のこと

を思うと申し訳ないと思うのですが、本当は少し相談したい気持ちもありました。でも、

用件だけですぐ電話が終わってしまう息子には、何も言えないでいました。Dさんは仏壇

の前で、奥さんに「俺もそっちに行きたいよ…」とつぶやくようになっていました。

そんな時、同じ集落のEさんが訪ねてきました。

　

 Ｅさん　Ｄさん、最近何としてる？　ちゃんと眠れているか？

 Ｄさん　うん、何とかやっている。薬っこ飲めば、ぐっすり眠れているよ。

 Ｅさん　そうか。そういえば、母さん亡くなって、もう少しで一年になるなぁ。

 Ｄさん　そうなんだよ。覚えていてくれたんだ。

 Ｅさん　結構急なことで、あんたも大変だったよな。よく１年やってきたよ。

 Ｄさん　みんなのおかげだ。息子はいても遠くにいてあてにならなくてなぁ。

 Ｅさん　まあ息子さんは息子さんで頑張っているから、あんまり気にするな。
ところで、一周忌の準備で悩んでいるんじゃないかと思ってきてみた
んだけど、どんな調子だ。

 Ｄさん　俺もそろそろと思っているんだけど、なかなか決められなくて。困っ
ていたんだ。

 Ｅさん　そうだったんだ。もしかして奥さんに「そっちに行きたい」なん
て言ってねがったか？

うつ状態が長く続いて重くなると、いろんなことが出来ない状態が続きますから、

自分を責める気持ちも強くなります。またソワソワして落ち着かなくなったり、焦る

気持ちが強くなったり…。そうなると、時々「もう生きていない方がいいんじゃない

か」とか「死ぬと楽になれるかも…」という考えがフッと頭に浮かんでくることもあ

ります。

（第 3 幕）
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 Ｄさん　なしてわかった。

 Ｅさん　一人で悩んでいれば、そう思うこともあるべ。どれ、母さんに「父
さんは俺たちで面倒見るから、急いで迎えに来るな」って、線香
あげてもいいか。

 Ｄさん　あっ、ああ。いいよ。ありがとう。

身近な人との別れは、残された人にとても大きな悲しみや辛さを残します。寂しさや辛

さが強いと、死にたいと思うこともあるかもしれません。こんなときは，家族だけでなく、

周囲の人たちの支えが大事になってきます。勇気を出して「死にたくなることはないか」

ときいてみることも、時には必要かもしれません。

普段は「死にたい」と思うことはあまりないと思います。いくつかの町で20歳以上の

人を対象に「この１ヶ月の間に、あなたは死にたいと考えたことがありましたか?」「今

までの人生の中で、あなたは自殺について考えたことがありましたか」「今までの人生の

中で、あなたは死にたいと考えたことがありましたか」という質問をした所、全ての質問

に「特にない」と回答した人は半分程度でした。残りの半分程度の人は、今までの人生の

中で、たとえ少しではあっても死について考えたことがあるのです。また、全ての質問に

「あった／少しあった」と回答した人は、約100人に１人でした。

私たちの周りには、大変な思いをしている人が少なくありません。だから「これだけ辛

いと死にたいと考えることもあるのではないか？」と質問することを考えて欲しいのです。

（第 3 幕）
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「自殺の多い町」から「自殺対策の町」へ
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第 4 幕

（第 4 幕）

✽✽✽

藤里町では、平成元年からの10年間で31人、平成11年からの10年間で25人

の方が自殺で亡くなっていました。これだけみるとあまり変わっていないように

感じるかもしれませんが、平成16年からの５年間では７人と少なくなっています。

藤里町がこころの健康づくり・自殺予防活動のモデル地区として取り組んだの

が、平成14年から16年の３年間でした。その間４人→２人→０人と減少し、そ

の翌年も１人でした。

かつては秋田県内で自殺率が高い方だった藤里町は、最近は自殺予防対策が最

も充実した町として、日本中から注目されています。

この取り組みに深く関わっている「保健師さん」「社会福祉協議会」そして「心

といのちを考える会」から、町の皆さんにメッセージです。

✽✽✽
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藤里町の皆さんの健康をいつも気にかけてくれている保健師さん。平成20年 3 月に退

職した夏井保健師さんから、この10年を振り返っていただきました。

今では安心して人の前で辛
つら

さや悩みを語れる町民が少しずつ増えてきている。それは、

受け止めてくれる家族や町民、各機関の人たち、心理専門家、精神科医師たちがいてくれ

るから。

町の自殺の状況を知り、行政と一緒に自分たちでできることから始めようとボランティ

ア活動をしてくれる人たちもいる。

自殺者がでると、地域の人たちは力になれなかったこと、なんで気づけなかったのかと

自分の家族のことのように心を痛め、涙する。

自殺を防ぐには、普段からお互いに声を掛け合うことが何よりも大事だと口々に言い、

悩みが大きくならないうちに誰かに相談しようという気運が町民の間に広がってきた。

この10年間を振り返ってみると毎年３〜４人、多い年は６人もの自殺者がいたにもか

かわらず、たとえそれが予防するためとは言え「自殺」という言葉を口に出して言うこと

はタブーとされていたあの頃。

私が保健師として心の健康づくりと自殺対策に取り組んだ背景には次のような状況がありました。

❶毎年自殺者がいる。（ガン、脳卒中、心臓病の死亡者は年々減少している）

❷年々少子高齢化が進み、独居老人、老人世帯の増加で介護、健康、除雪、年金のみ

での生活等で生活不安を訴える人が増加。

❸強引な訪問販売や集団での催眠商法で高額の買い物をしてしまい、家族にも言えな

いで一人悩んでいる人からの相談が後を絶たたない。

❹社会経済の低迷で、町の誘致工場が縮小され、県外での仕事も減少する等により失

業者が増加し、経済面の相談をする人が増えた。

❺不定愁
しゅう

訴
そ

を訴える人（医師の診察で病気は無いが、身体の症状を訴える人）や、医

師に自分の訴えを十分に聞いてもらえない、医師の説明に納得がいかない等で病院

巡りをしている人からの相談が増加。

❻アルコール依存者やその家族からの相談が増加。

❼冬期間は外出の機会が減り、気持ちが落ち込む人や家族の人間関係に悩んでしまう

人からの相談が増加。

❽国民健康保険加入者の受診状況から、自律神経失調症、更年期障害、うつ病、うつ

状態等の治療者が多い。

❾遺族は人知れず生涯癒えることのない心の負担を抱えている。

これらの状況から、心の健康づくりの必要性を強く感じ、対策に取り組むことにしました。

保健師がみたこの10年１
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まず、冬場の閉
と

じ籠
こ

もりを解消するための健康教室や、心の健康に関する講演会等を開

催し、保健事業として心の健康づくりに取組んでいたところ、平成10年に町の住職が自

殺者を少なくするため一緒に頑張ろうと声をかけてくれたことで、心強い活動仲間ができ

ました。

平成12年７月に県が自殺対策に本腰を入れ、県民への啓発目的で開催したシンポジウ

ムに、役場担当者の声かけで一緒に参加してくれた人たちから、町の自殺者を減らすため

には、自殺原因の多くを占める「うつ病」について正しい知識をもたなければ——と、町

に対して学習会開催の要望が出されました。学習会を継続していくため会を作ろうと提案

されたことがきっかけとなり、住民参加による活動組織「心といのちを考える会」が結成

されたのです。

平成13年度には、秋田大学による「心の健康づくり・自殺予防に関する意識調査」が

実施されたことで、町民の実態と課題が明確になり、保健師の事業計画に反映させること

ができました。

活動組織があり、実態調査を実施した等の理由から、平成14〜16年度は県の自殺対策

モデル事業を受け、住民への啓蒙・個別支援・組織への支援を柱とした積極的な事業展開

により、町の自殺対策の基盤づくりができました。このモデル事業の実施に当たっては、「心

といのちを考える会」の会員が、熱い思いを結集して活動を支えてくれたことで、町の取

組みも大きく前進したと感じています。

遺族がいるから自殺対策は控えたほうがいい、保健師は老人対策に頑張ればいいという

空気が漂う中で、なんとかしたいとの想いで取り組んできた結果、町や職場での理解者が

増えてきました。

さらに、後押しをしてくれている「心といのちを考える会」の人たち、秋田大学や各医

療機関、各関係機関を始めとする、たくさんの方々の惜しみない支援と指導のおかげで、

うつ病やその対応についての理解者も増え、年々自殺対策への関心も高まり、自殺者が減

少してきました。特に秋田大学の佐々木久長先生には、毎年地区講座の講師の他、個別相

談や家庭訪問による直接支援もいただいています。本当にありがたいと思います。

手さぐり状態で始めたこの取組みも、いつの間にか良くも悪くも町民の関心事となるこ

とができました。

今日も一人悩んでいる人がいるかもしれません。誰かがそのことに気づき、そして声を

かけてあげられたら、きっと楽になれるのではないでしょうか。

「ことばは心を伝える」と言います。一人一人が思いやりの心と言葉で、声かけをして

くれることを、そして、この活動が今後も町民皆の想いで継続していきますように願って

います。

13（第 4 幕）
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次に、夏井保健師さんの後を継いで、この活動を担当してくれている小山保健師さんか

らのメッセージです。

「保健師活動10年を振り返って……」。10年…。ちょうど私が結婚して10年…という

ことは、私が藤里町民になった頃です。「保健師」という職業を町外から関わっていたと

きと、町民になったときのことを考えると、少し見方が変わったように思います。また、

子どもが生まれ、地域の行事に参加し関わりを深めていくようになり、さらに私の保健師

活動が変わりました。町民として、親として、米田保育園・米田小学校の閉校を経験し、益々

「地域のつながり」の重要性を感じています。

さて、昨年から先輩保健師の活動を引き継ぎ、「自殺予防イコール地域づくり」を目指

し活動してきましたが、あえて、「自殺」を口にしない「優しいと思われる地域」の中で

自殺対策に取り組んだことは大変な事であったと、事業に取り組んだ頃を思い出します。

しかし、この心の健康づくり対策が、一番大切な町づくりであることを、先輩保健師と

一緒に活動する中で感じていました。

この10年間、社会状況などの変化により、生活状況は厳しくなっているにもかかわらず、

藤里町では、自ら命を絶つ人が少しずつでも減っていることを実感でき、幸せに思います。

ただ、「死にたい」と思う人が減ったわけではなく、大変な思いをしながらも、生きてい

てくれている…ということだと思います。

「つらくて死にたくなった」と、声に出してください。すぐに会いに行きます。私はあ

なたの気持ちを受け止めるのがまだまだ下手かもしれませんが、一生懸命受け止めるよう

努力します。「私に気持ちを話してくれてありがとう」と感謝や嬉
うれ

しい気持ちでいっぱい

になります。私ひとりで解決できないときは、役場の他の部署や佐々木久長先生や医療機

関の協力を得て、良い方向に

向かって行けるように、あな

たと一緒に考えます。藤里町

は、本当に色々な人に守られ

ていると思います。

自分の思いを声に出してく

ださい。声を出す相手の一人

に「保健師」がいることを忘

れないでください。町民一人

ひとりの応援団として、さら

に保健師活動を広めていきた

いと思います。

1� （第 4 幕）
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藤里町社会福祉協議会の取り組み2
藤里物語の大事な登場人物として藤里町社会福祉協議会からも皆さんにメッセージをい

ただきました。

藤里町社会福祉協議会（社協）では、地域の福祉ニーズを丁
てい

寧
ねい

に拾い上げ、福祉施策や

福祉サービスの展開に繋
つな

げる事を心がけています。

例えば、平成17年度から始めた介護予防・『元気の源
げん

さんクラブ事業』。60歳以上を対

象に週１回の開催で、多彩なメニューと多職種スタッフの参加が特徴です。

初年度の源さんクラブ事業は男性の参加者が少なく、地域に呼びかけた所、老人クラブ

の方から「自分達の地域で開催してくれれば参加しやすい」という声が出ました。早速、

平成18年度から始めたのが『出張・元気の源さんクラブ事業』。単位老人クラブの協力を

得て年４回の開催。男性参加者も多く好評だったので、平成19年度からは月２回の開催

になりました。会場の確保や参加者集めは老人クラブの方がやって下さり、男性は勿
もち

論
ろん

、

体力気力が衰
おとろ

えて外出が億
おっ

劫
くう

になっている方々も、近
きん

隣
りん

の顔見知りに誘われて、参加して

下さるようになっています。

すると今度は、介護者の方々から「介護予防事業は高齢者の為
ため

だけなのか？」という声

が出て、在宅介護者の為
ため

の『源さんクラブ・みんなの縁側事業』が始まりました。月１回

の開催です。そして、引きこもり者等の家族の方からの要請に応えて、平成21年度から

は『元気の源さんクラブ・こだわりの縁側事業』を開始する予定です。

ひとつのニーズに可能な限り丁
てい

寧
ねい

に応えていくと、次のニーズが現れる。地域の問題解

決の為には、そんな毎日の業務の積み重ねが大切と考えています。

社協が５年ほど前から取り組んで来たのが、『報告・連絡・相談』用紙の活用です。民

生委員さんや福祉員さん等から情報を頂いても、その後の経過の報告をしていなかったり、

地域の方々からの提言等を活かせずにいたり。その反省から、どんな些細な事も、『報・連・

相』で上げて、必ず回答を出す事を徹底して来ました。

情報は必ず『報・連・相』で地域包括支援センターまで上げて、自分だけで処理しない。

そして、貰
もら

った情報に対しては、社協がどう対応したのか、対応できなかったのかを、必

ず回答して返す。当り前の事ですが、実践の徹底には時間がかかりました。

その結果、平成16年度は100件に満たなかった苦情・相談の受付件数が増加を続け、

平成20年度には2,000件近くになっています。

ひとつひとつの声にきちんと向き合う。例え提言に応じられなくても、現時点では応え

られない事をきちんと伝える。その姿勢を徹底すると、様々な声を出して下さる方々が増

えていくように感じます。
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そして、社協ではうつ病等の方々の支援を、組織ぐるみで対応して来ました。うつ病で

不定愁
しゅう

訴
そ

が多い方の場合、家族や近隣や知人等も疲れています。身体の不調を訴えて日

に何度も病院に運ばれては異常なしの診断。苦しさを訴えても異常はないと言われる辛さ

と惨
みじ

めさ。家族は、夜中に仕事中に呼び出されて途
と

方
ほう

に暮
く

れる。うつ病の診断を受けて精

神科で治療中でも、身体症状の不調を訴える時は、切
せっ

羽
ぱ

詰
つま

っていて、精神科ではなく内科

や外科の即
そっ

刻
こく

の治療を望まれる方が多いのです。

私ども福祉職は、殆
ほとん

どの場合、ただ寄り添って見守っている事以外、出来る事はありま

せん。ですから、全力をかけて寄り添って来ました。

医師や家族の了解を得て、社協職員は急の呼び出しにすぐに駆けつける事はしても、手

を握って寄り添っているだけ。５回の呼び出しのうち１回でも、病院に行かずに症状が軽

減すればしめたもの。その経験が自信になり、少しずつ、本当に少しずつ不定愁訴の頻度

が減っていきます。不安を少しでも減らして安心して頂けるように、サービスで１日１回

は定刻にヘルパーを派遣し、苦しい症状が出た時は、社協に電話を入れれば必ず誰かが駆

けつける体制を整えるのです。

６年前、うつ病で家族も参っていた A さんを支援したのが始まりでした。社協がそこ

までやる必要があるのかとか、きりがないとか、そんな声もありました。社協が出来る範

囲での精一杯の支援をするだけだという方針を守り、常に、これ以上の支援は出来ない限

界が来る覚悟をしていましたが、不思議な事にその限界を感じないまま、今日に至ってい

ます。

日中を社協が全力で支援すると、介護はもう無理だと言っていた家族や近隣の方が夜間

の支援を受け持ってくれるようになります。そして、うつ病から回復した人や関わった家

族や近隣の方が、本当に頼りになる支援者になってくれます。

出来る範囲での精一杯を続けるうちに、応援隊が増えて出来る範囲が広がっていく。そ

れが地域づくりに、確かに繋がるのだと思っているのです。
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藤里町には「心といのちを考える会」があるということは、多くの町民の方が知ってい

ると思います。どんな会なのか、代表の袴田俊英さんに紹介していただきましょう。

「心といのちを考える会」は平成12年10月１日に発足しました。もう、この会のこと

は皆さんご存知だと思います。そしてコーヒーサロン「よってたもれ」のことも。

このサロンは平成15年から始まりました。目的は「つながり」を実感できる場所を作

ることにあります。今「つながり」とか「絆」という言葉をよく耳にします。人は一人で

は生きていけない。それはよく分かるのですが、ではどうすればいいのか、はっきりわか

りません。それはなぜか。これははっきりしています。独りのほうが居心地がいいからです。

藤里町は小さな農村です。農作業はかつて協働で行われていました。田植えも稲刈りも

重労働で、しかも時期を失えば収穫に大きな影響が出ます。だから、村が総出で協働しな

ければいけなかったのです。その農作業が機械化されると、こぞって農機具を買いました。

重労働は機械がやってくれる、これほど楽なことはありませんから。そうなると村の協働

は無くなり共同体も崩れました。共同体は人の「つながり」が密接なだけに、干渉される

ことも多くあります。そのわずらわしさからも開放され、私たちは農村にいながら都会の

ように独りで生きる居心地のよさを一途に求めてきたように思います。

独りになってしまうと、人生の中の少しの波風も大きなうねりに感じるようになります。

自ら命を絶つということは、その原因はいろいろあるにしても、一人で悩みを抱えてしま

うからではないか。これまであった農村の共同体がしがらみだらけで嫌だとしたら、新た

なつながり方を考えなければいけないのではないか。サロンはこのような会員の中の話し

合いの中で生まれました。当世風の「ガッコ茶っこ」の場だと思ってください。

今、新たに「赤ちょうちん　よってたもれ」を始めました。地区の集会所に夜にうかがっ

て飲み会をやっています。悩みを抱えてしまうのは男性のほうが得意みたいです。そして

男性は少しアルコールが入らないと、口が回らないようにできているみたいです（例外も

たくさん見受けますが）。そこで、「赤ちょうちん」です。お酒もおつまみもこちらが持参

します。もちろん女性も大歓迎です。あなたのところへお邪魔したときにはどうぞ「来て

たもれ」。

会では、この他にフォーラムや公開講演会などを開いています。コーヒーサロンは毎週

火曜日午後 1時30分から 4 時まで、三世代交流館で皆様をお待ちしています。これらの

ことに参加していただいて「つながり」を実感していただければ、藤里町も捨てたもんじゃ

ないと思えるかも。つまり「心といのちを考える会」の目指すところは「つながり」の実

感で「安心して生きていくことができる町」をつくるということです。

1�（第 4 幕）

心といのちを考える会3
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この方々を含め、たくさんの会員が

毎週皆さんをお待ちしています。

藤里町では、これだけの絆
きずな

があるのです。この物語で初めて知った人

もいるかもしれません。どうか、もう少し地域を信頼していただけませ

んか。信頼して自分の悩みや不安を語ってください。隠しておきたい気

持ちもわかりますが、一人で解決出来ないこともたくさんあります。

安心して一緒に悩んでみませんか？

毎週火曜日 午後１時30分〜４時・三世代交流館
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自殺を防ぐ一つの方法に、「死にたくなったら、その気持ちを伝える」ということがあります。

自殺を考える人がおかれている状況は様々ですが、みんなに共通していることは、「悩みを誰

にも打ち明けていなかった」ということでした。

藤里町から、さらに自殺で亡くなる人を減らすために、皆さんにお願いしたいことが二つあ

ります。

一つは、死にたくなったら「死にたい」とか「辛くてもう生きているのが嫌になった」

とか何でもいいですから、辛い気持ちや死にたい気持ちを、誰かに伝えてください。グチ

をこぼすように伝えるのがコツかもしれません。

そして、もう一つのお願いは、誰かに「死にたい」とか「辛くてもう生きているのが嫌

になった」と言われたら、「そんなこと言わないで、元気をだして頑張れ」と言わないで、「そ

んなに辛かったんだ。教えてくれてありがとう」と言って欲しいのです。そして、その人

と一緒に役場や社会福祉協議会、そして地域包括支援センターでも、どこでも良いですか

ら相談に来て欲しいのです。

ところで、皆さんはもし辛くて死にたくなったら、その気持ちを誰に伝えますか？

多分「家族」と答える人が多いと思いますが、実は家族はあんまり良い相談相手ではない

ようです。

私たちにとって家族はとても大切な存在です。だから、家族が死にたいと思っているとい

うことを冷静に受けとめることが難しいのです。出来れば家族以外の友だちや近所の人、そ

してかかりつけのお医者さんなどに相談してみてください。

自殺を予防するために

1�（第 5 幕）
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死にたくなったら…その気持ちを誰かに伝えてください１

藤里町には、悩みを受けとめてくれる保健師さんがいます。そばにいてくれる社会

福祉協議会があります。そして、皆さんが語ってくれるのを待っている「心といのち

を考える会」があります。

自殺を予防し、自殺で亡くなる方を少しでも減らすために、もう一つ必要なことが

あります。

2 相談は、家族以外の人に、早めに
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雪がとけて、最初にふきのとうを見つけたとき、あなたは誰に教えますか？

春になって、桜が咲いているのを見つけて嬉しくなったとき、あなたは誰に伝えますか？

　

辛いときに「辛い」と言えるということは、嬉しいときに「嬉しい」と言える関係でもある

のです。辛さは、話すことで気持ちが楽になります。嬉しさは、だれかに話せたときに、本当

に嬉しくなるものです。

自分に良いことがあって、嬉しくて誰かに伝えたいと思っても、遠慮して気をつかって言え

ないこともあります。このような関係では、辛さを本当に分かち合うのは難しいと思います。

心の健康づくり・自殺予防対策の取り組みは、嬉しいときも悲しいときも、楽しいとき

も辛いときも、いつでも自分の気持ちを伝えられる関係をつくることなのです。そして、

その延長線上に「死にたいくらい辛い」ということも話せる関係があるのです。

子育てで悩んでいるお母さんに、「辛いときは、いつでも話をしてね」と伝えるのでは

なく、「辛いことも嬉しいことも、何でもいいから話してね」と伝えましょう。

一人暮らしの人に、「困ったことがあったら何でも言って」と伝えるのではなく、「困っ

たことも嬉しいことも何でもいいから、必ず教えてね」と伝えましょう。

う れつら

20 （第 5 幕）

辛いことだけでなく嬉しいことも3

もし家族の誰かが「死にたい」とか「つらい」と口にするよ

うになったら、気づいた家族がすぐ誰かに相談してください。

死にたくなったら、その気持ちを伝えて下さいと言っても、

一番辛い時はもう誰にも相談できない状態になっていることが

多いようです。少し良くなってから「実はあのとき死ぬことも考

えたんだ」と言われてビックリすることもあります。そんなと

きは、死ななくて良かったと心から思いますし、涙が出ること

もあります。それだけ、生きていてくれたというのは嬉しいこ

となのです。

あまり辛くなりすぎる前に、自分の気持ちを話せるようにな

ると良いですね。
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「死にたくなったら、その辛さや死にたい気持ちを、必ず教えてください」と約束する

ことで、自殺の危険性はかなり減ってきます。しかし、一度死にたいと強く思った気持ち

が無くなるわけではありません。何度でも、同じことを安心して言える関係であることを、

相手にしっかりと伝えましょう。

「教えてくださいね」というのは、相手からの連絡を待っている状態ですが、さらに一

歩踏み込んだかかわりもあります。それは、こちらから大変そうな人に声をかけてあげる

ことです。

例えば、次のような言葉を誰かに言ってもらったことはありませんか？

「私に出来ることがあったら、何でも言って」

「愚痴でも何でも聴くよ。遠慮しないで何でも話してね」

「あなたはちっとも悪くないよ」

「私でよければ、一緒にいるよ」

大変なときに、大変であればあるほど、言ってもらえたら、

嬉しくなってホッと出来る言葉です。

　

自殺が増えた原因の一つとして「人間関係の希薄化」を指摘する意見があります。希薄

化とは、このような言葉を伝え合うことが無くなったということなのでしょう。また、地

域のつながりが大切だからと、あいさつの大切さを強調することがありますが、出来れば

もう一歩ふみ込んだ関係が欲しいところです。

　

生きる喜びや幸せは、自分のことを気にかけてくれている人がいるという安心感に支え

られています。この安心感を支えるのがこれらの言葉だと思います。

自分のことを気にかけてくれている人がいるという安心感が持てると、辛いことや悲し

いことは、私たちが生きる意味を考えるきっかけになります。

辛いことや悲しいこと、そして悩みがあることが問題なのではないのです。

それを孤独の中で、一人で受けとめなければいけない状況が問題なのです。

　

自殺を予防するということは、身近な人を一人にしないことです。

大変な人を、何人もの人で支えていくことです。

今誰かを支えている私も、何かあったら支えてもらえると思えるようになることです。

21（第 5 幕）

生きる喜びや幸せと生きる意味4
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次の写真は、集会所と
そこに集まってくれた人達です。

どこの地区の集会所か
わかりますか？　

地域のつながり

22

第 6 幕

（第 6 幕）

こころの健康づくり・自殺予防のためには、家族がお互いに支えあうことも大事ですが、
それ以上に地域での支えあいが必要です。皆さんが歩いていける集会所をどう活用してい
くかが、これからの地域づくりの大きな課題だと私たちは考えています。　藤里物語は、
いくつかの小さな地区の物語が集まって出来ています。そして、地区の物語はそこに住ん
でいる一人ひとりの人生の物語でもあるのです。物語は語られないと伝わっていきません。
語るためには聴いてくれる相手が必要です。「心といのちを考える会」の「赤ちょうちんよっ
てたもれ」は、地区の集会所で開催されていますが、そこは皆さんが自分の物語を語る場
でもあるのです。

平成21年1 月〜 2 月にかけて、藤里町の６カ所の集会所と開発センターで出前講座を
行いました。これからも皆さんが、お互いに物語を語れるようにお手伝いをしていきます。



集会所の地区名と参加者の写真の組み合わせを考えてみてください。



藤里物語には、悲しいお話もあります。平成18年二人の小学生が命を奪われた事件。機会

は減ってきたかもしれませんが、ニュースや何かのきっかけで当時を思い出すこともあるで

しょう。改めて亡くなった二人の子どものご冥福をお祈りしたいと思います。

悲しいことを、自分の心の中だけに押し込めようとすると、苦しくなってきます。嬉しいこ

とも悲しいことも、自分の気持ちをだれかと分かち合っていきたいものです。藤里物語はこう

やって語り継がれていくものなのではないでしょうか。

今、私たちは大変厳
きび

しい時代を生きています。戦争中や戦後間もない時代に比べたら…と考

えることもありますが、今の苦しさや大変さも、かなり厳しいと思います。

働く場を失った人、頑張りすぎて燃え尽きてしまった人、そしていろんな事情でふるさと藤

里町に戻ってきた人…。状況はそれぞれ違っても、疲れて、将来のことが不安で、緊張しなが

ら生きているのではないでしょうか。

白神山地の麓
ふもと

の豊かな自然と、相手のことを気づかう優しい人たちがいれば、きっと心も身

体も癒
いや

され、自分を取り戻し、元気になっていくと思います。

次の藤里物語には、そんな癒されて元気になった人たちが、たくさん登場することを願って

います。

おわりに

〒 018-3201 秋田県山本郡藤里町藤琴字藤琴 8　藤里町役場

TEL 018-79-2113（町民生活課）
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