
平成２９年度佐賀いのちの電話　事業報告

Ⅰ 事業の概要

　当いのちの電話は、平成30年7月に開局20周年を迎えます。創設時の熱い志が、今日の相談員

に引き継がれ、開局以来一日も休むことなく、電話相談活動を続けてきました。日本いのちの電話

連盟のセンター別受信統計（29年）によると、連盟４９センターのうち、佐賀の通常ダイヤル受信数

は全国10番目、九州では1番にランクされ、地道な活動が評価されています。平成２９年受信総数

は１万９０３７件、一日平均５２件に上ります。

　しかし、相談員の高齢化に伴い、休務者や当番に入りにくい方が増加し、空きコマが目立ってき

ました。相談数は3月末で１３１人を数えますが、実際は毎月１00人ちょっとの当番者でやりくりして

いるのが実情。

　平成30年４月には２３期生１０人が加わわるものの、毎年新人を上回る退会者・休務者が増えてお

り、新規相談員の確保が最大の課題になっています。

Ⅱ 事業運営

1 役員会等の開催状況

○ 第１理事会 期日 平成２９年　５月２日（火）　佐賀市民活動プラザ

理事　９人（欠席理事１人）　監事１人

○ 第２回理事会 期日 平成２９年　5月31日（水）　佐賀市民活動プラザ

理事　９人（欠席理事１人）　監事２人

○ 第３回理事会 期日 平成２９年　6月16日（金）　佐賀市市民活動プラザ

理事　8人　監事１人

○ 第４回理事会 期日 平成２９年　８月２８日（月）　佐賀市市民活動プラザ

理事　６人（欠席理事２人）　監事２人

○ 第５回理事会 期日 平成２９年１１月２７日（月）　佐賀市市民活動プラザ

理事　７人（欠席理事１人）　監事２人

○ 第６回理事会 期日 平成３０年　１月２９日（月）　佐賀市市民活動プラザ

理事　７人（欠席理事１人）　監事２人

○ 第７回理事会 期日 平成３０年　３月２６日（月）　佐賀市市民活動プラザ

理事　８人　　監事２人

○ 第１回評議員会 期日 平成３０年　１月２９日（月）　佐賀市市民活動プラザ

評議員９人（欠席２人）　　鮫島理事長・牧副理事長・吉野副理事長

伊東業務執行理事・高橋幸市理事・吉井久子理事

○ 第２回評議員会 期日 平成３０年　３月２６日（月）　佐賀市市民活動プラザ
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評議員８人（欠席３人）　　鮫島理事長・牧副理事長・伊東業務執行理事

○ 監査会 期日 平成２９年　５月１３日（金）　事務所

○ 相談員・役員合同会議 期日 平成29年7月2日（日）　マリトピア

相談員２９人（内役員３人）　理事・評議員・監事等１１人

Ⅲ 相談電話事業

1 電話相談活動の実施

○ 電話相談 年中無休・２４時間体制

○ 相談電話 ２台

○ 電話相談員 １３１人（平成３０年３月）

受信件数 19,037件 １日平均 ５２件

＜参考＞ 平成２８年 20,079件 （１日５５）

平成２７年 ２２，４７９件 （１日６２）

平成２６年 ２３，６９６件 （１日６５）

平成25年 26,193件 (1日72）

平成24年 26,591件 (1日72）

2 電話当番空白数

平成29年 平成２８年平成２７年 平成26年 平成25年

183コマ １６２コマ ８０コマ １６コマ ２５コマ

3 「自殺予防・佐賀いのちの電話」の実施

○ 自殺予防相談電話（24時間） ０９５２－３４－４３４３

○ 佐賀県自殺予防夜間相談電話（毎日1:00-7:00） ０１２０－４００－３３７

○ 全国自殺予防いのちの電話（毎月10日8:00-11日8:00） ０１２０－７８３－５５６

○ 自死遺族支援わかち合い「ハートの海」 ０９５２－３４－４１８６

4 熊本地震いのちの電話フリー電話 期間　　４月～1月

受信件数　６５件　　受信時間　1,876分

5 電話相談員の現況・養成等

(1) 電話相談員数

① 平成30年３月末 １４６人（休務含む） ２３期第３課程受講者数　　１０人

② 平成２９年３月末 １６９人 ２２期第３課程受講者数　　８人

③ 平成２８年３月末 １７６人 ２１期第３課程受講者数　　９人
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④ 平成２７年３月末 161人 ２０期第３課程受講者数　　15人1５人

⑤ 平成２６年３月末 173人 １９期第３課程受講者数　1６人

(2) 電話相談員の養成

① 第１課程 第２３期カウンセリング公開講座

期間 ５月～７月 講義・演習 11回

受講生 水曜班・土曜班 ３７人

② 電話相談員養成講座

第2課程　第２３期養成講座　　 期間 平成２９年９月～翌年３月

　講義・演習　26回（宿泊研修を含む）

　受講生 水曜班・土曜班 １１人

第3課程　２３期生養成講座 期間 平成２９年４月～翌年３月

　電話相談実習　　月３回 グループSV　　年１２回

　個人SV 年２回 受講生 １０人

(3) 電話相談員の継続研修・表彰

① 班研修 グループSV（スーパーヴィジョン） 毎月実施

② 全体研修 ８回

③ 認定・表彰 ２１期生認定者　　９人

100回表彰200回表彰 300回表彰 400回表彰 500回表彰 600回表彰 1100回表彰

5人 4人 5人 11人 7人 １人 1人

Ⅳ 委員会・会活動

(1) 研修委員会

① 研修委員会 　　2回 ＊相談員認定、公開・養成講座、継続研修、相談員の手引き改訂等

② 相談員の手引き全訂版　発行

③ 研修サポーターの会毎月1回開催

(2) 広報委員会   毎月1回開催

① 会報「ハートの海」４９号・５０号発行

②

(3) 事業委員会 4回開催

① 「佐賀いのちの日」チャリティーフェスティバル（広報活動とバザー用品提供）　１１月１２日（土）

幸せの黄色いレシートキャンペーン、ショッピングセンター等での広報啓発活動
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② 佐賀城下ひなまつ「手づくりバザー」３月３日（金）～５日（日）松原神社参道通り

(4) 世話人会 隔月　

Ⅴ 委託・補助事業

(1) 受託事業

佐賀県自殺予防夜間電話相談事業 毎日 1：00～7：00

佐賀市自殺対策普及啓発事業

(2) 補助事業

佐賀県自殺対策緊急強化基金事業

厚生労働省自殺対策事業

(3) 助成金 九州労働金庫佐賀県本部 ２００，０００円

グリーンコープ生協さが福祉活動組合員基金 １００，０００円

毎日新聞西部本社社会事業団 １００，０００円

佐賀善意銀行 ８０，０００円

(4) 佐賀市民活動応援（チカラット）

６月２４日（土）市民公開講演会 １２７，０００円

Ⅵ 自死遺族支援事業

(1) 「ハートの海」の「自死遺族のつどい」開催

① 毎月　第４土曜日 13時30分～16時 佐賀市・アバンセ

(2) 「ハートの海」スタッフ研修

① スタッフ自主研修会 毎月　　第4土曜日 １３時～１６時

② いのちの電話自死遺族支援合同研修会

１月２８日（日） 東京 ２人参加

③ 全国自死遺族ケア団体全国ネットスタッフ研修会

３月３日（土） 東京 １人参加

(3) 「自死遺族支援事業」の公開講演会

① 若者の自殺とネット社会公開講演会  3月3日（土）　ほほえみ館3月3日 ほほえみ館

講師：佐藤　武 佐賀大学精神健康センター所長

パンフレット・リーフレット等の作成、佐賀市報・ラジオ等を活用した広報啓発活動
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