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高知県自殺対策シンポジウム 

孤立をなくそう 
～つながりのある社会をめざして～ 

日時：平成２６年９月１４日（日）１３：００～１５：３６ 

場所：高新文化ホール 

主催：高知県 

概要： 

・定員２３０名の会場はほぼ満席、女性の比率が高く、年齢の

高い参加者が多かった。 

・講演は、乳がんをきっかけにうつ状態になった経験から、回

復までの経過を話していただいた女優の音無美紀子さん、「無

縁社会」「老人漂流社会」などをテーマとした取材とＮＨＫス

ペシャルの番組を担当された板垣淑子さんのお二人です。 

・途中、四万十町の現状と問題提起を兼ねたトークショーが、

高知県立精神保健福祉センター所長の山崎正雄さんのコーデ

ィネータで、板垣さんと四万十町で保健師をしている中屋綾

子さんをゲストに行われました。 

プログラム 

○主催者あいさつ 高知県知事尾崎正直 地域福祉部長代読 

○講演Ⅰ「うつ病を乗り越えて」 女優 音無美紀子 

○トークセッション                              

コーディネータ：高知県立精神保険福祉センター 所長 山崎正雄（やまさき まさお） 

ゲスト：ＮＨＫチーフ・プロデューサー 板垣淑子（いたがき よしこ） 

      四万十町保健師 中屋綾子（なかや あやこ） 

○講演Ⅱ「無縁社会を乗り越えろ！ ～超高齢社会を迎えて～」 

ＮＨＫ大型企画開発センター チーフ・プロデューサー 板垣淑子（いたがき よしこ） 

 

内容： 

13:01 開会 

○司会：いずようこ 

○手話：高知県登録通訳者 

○要約筆記：ＮＰＯ法人 高知・やまもも 携帯端末でもアクセス可能 http://1.78.228.225 高

知市まちづくりファンドの助成により行われている。 

13:02～13:05 主催者あいさつ 高知県知事尾崎正直 地域福祉部長代読            

・祝辞 

・本県の保険福祉行政にご理解、ご協力に感謝。 

・自殺による全国の死亡者数は３万人を越え推移していましたが、平成２４年には１５年ぶりに

２万７千人あまりと、３万人を下回りましたが、心の健康問題への対策が求められている。 
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・高知県内では、平成１０年以降２００人、平成２５年には１６０人と減少はしているものの、

人口あたりの自殺者数で見ると、全国平均を上まわる状況。 

・「高知県自殺対策行動計画」に基づき、中山間地域における相談支援体制の強化、ゲートキーパ

ーのスキルアップや若者向けのゲートキーパーの養成などに取り組んでいる。 

・「孤立をなくそう」をテーマに、女優の音無さんと、様々な視点から取材してきたＮＨＫの板垣

さんに講演いただく。また、高知県内で自殺対策に熱心に取り組まれている方々のトークセッ

ション。自殺を身近な問題として受け止めていただければ幸いです。 

 

13:08～14:05 講演Ⅰ「うつ病を乗り越えて」                        

○講師：女優 音無美紀子 

○プロフィール 

・東京生まれ。１９７１年、ＴＢＳテレビ小説「お登勢」のヒロイン役で一躍脚光を浴びる。そ

の後も１９８２年映画「男はつらいよ 寅次郎紙風船」、ＣＸ系テレビドラマ「はるちゃん」な

ど数多くのドラマ、映画、舞台に出演し活躍中。俳優の村井國夫さんとの間に１男１女の二人

の子を持つ母でもある。 

・３８歳の時に乳がんの手術を受けたのち、うつ状態となり、娘さんの一言をきっかけに回復し

た体験をお話しいただく。 

 

○はじめに 

・前回高知に来たのは、宇津井健さん主演の「タンポポ」の撮影で高知に来た。その時は、随分

遠くに来たと思ったが、今日はあっという間に着いた。 

・うつ病が契機に自殺する人が３万人。うつ病への関心が高まったことで、自殺者が３万人を下

回ったとのこと。 

・３万人とは、東京マラソンで走るあのランナーの数が３万人です。 

・自分自身の体験を通して、みなさんの周りの方がうつ病で苦しんでいらっしゃったら、参考に

なればと。 

 

○２６年前、３８歳の時に乳ガンにかかった。 

・当時は、マスコミやインターネットなんかで「乳ガン」のことが流れていなかったので、「私が

ガンに！」と、ショックだった。 

・「４０歳検診」のお知らせがきても、「私はまだ大丈夫」と、回覧をお隣に回していた。 

・当時、娘が年長さんで、お母さん方の井戸端会議の話題で、「乳ガン検診に行った？」「検査で

ひっかかった」「それはガンではなく、手術で直った」「乳ガンは自分で調べられるのよ」・・・ 

・自分で自分の胸を触ることはなかった。主人も触ることがなかった。その日、お風呂で胸を触

ってみると、左胸にしこりを感じた。 

・私はまだ３０代なので、まだ大丈夫。でも、気になって病院で診てもらった。どこの病院に行

けばいいのかもわからず、産婦人科に行ってみた。乳ガンの専門医がいるなんて知らなかった。 

・「ナーバスになる必要はないですよ」と産婦人科の先生。紹介状は書いてもらったのだけれど、
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２ヶ月病院に行かなかった。しかし、手を挙げるときにひきつる感じがし出し、主人が「知り

合いの奥さんが洗濯物の上げ下ろしが辛くて調べたら、乳ガンだったというよ」と。 

・乳ガンでした。 

 

○乳房が無くなる 

・欧米では温存手術が主流になりつつあったが、私が診てもらった先生は「あなたはまだ若いの

だから、ガンの再発を出来るだけ防止する手術をした方がいい」と、温存手術を勧めなかった。 

・乳房が無くなるなんて・・・ 

・夫の村井國夫 私が「生活習慣や食事療法でがんばりたい」と言うと、主人が「この際、バッ

サリやってください。この人が女優さんでなくていいんです。女でなくていいんです。生きて

いてくれさえいたらいいんです」と涙ながらに。 

・「ガンになったら死ぬ」と頭の中で思いこんでいた。 

・医者は、「僕は、乳腺外科では指折りの先生なので、初期のガンでしたし、再発はありません。

１５年間は再発はありません」と。 

・えっ、１５年しか？ 娘はまだ二十歳にしかならない。医者と私の間の温度差の大きいこと。 

・主人が、「生きていさえすれば、子供が成長する姿も見られるんだから。女優なんてしなくてい

いんだから・・・」と。 

 

○乳房が無いということを知られたくなかった 

・いろいろなレポーターがかぎ回っている時代。乳房が無いと言うことを知られたくなかった。 

・入院中は、名前も友人の名前を借りて病室に書いていたし、マスクをしてコソコソ入院してい

た。家族や数人の親友しか知らないような、コソコソ入院生活。 

・看護師さんからは、「頑張り屋さんやねぇ。リハビリ、普通は毎日毎日泣きながら練習するけど、

頑張りやさんだし、若いし、・・・」と。 

・左手が使えるようにするぞ！ 左手を治し、病人だということがわからないぐらい入院生活を

過ごしていた。 

 

○退院すると出来ないことがいっぱいあった 後ろ向きの生活 

・退院すると、子供を左手で抱けない、左手をケガするとリンパの関係で副作用がある。 

・出来ないことがいっぱいあった。「自分はどの程度生きられるのだろうか」。そんないろいろな

ことを考えるようになった。後ろ向きに考える生活。 

・主人がお医者さんから何か聞いていて、私に隠していると思った。 

・友人から「元気？」と聞かれると、「大丈夫よ」とあえて元気なふりをしていた。 

 

○とうとう 

・とうとう、いっぱい、いっぱいになったのでしょう。寝られない、味がわからない、・・ 

・それまでは心地良かった隣の音大を目指しているお嬢ちゃんの弾くピアノの音までもが、うる

さく感じるようになってきた。そよ風の音さえも、嵐のように感じられた。 
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・夜寝られず、「隣のお嬢ちゃんがピアノの練習で、寝られなかった」と夫に言うようになった。

夜中にピアノを弾くようなことはないはずなのに。 

 

○ノイローゼ 

・夫は何かを感じて、私と「川の字」で寝るようになった。それでも寝られなかった。 

・娘は小学校に入学し、我が家にとってはいい時期だったのに、私はだんだん沈んでいった。 

・手術は９月、退院し春めいてきたとき、右手に指した抗ガン剤の針の跡があるので、半袖は着

られない。胸のあいた洋服は着られない。自分はどこまで女優を出来るんだろう？ そんな心

配が。 

・娘を小学校に送っていくと、ほかの母親は華やいでいて、娘は自分から離れていったような、

寂しく感じたりした。 

 

○女優に復帰！？ 

・あまりに元気がないからと私の女性マネージャーが、「あなたは女優さん。女優さんに復帰して

みたら以前のように元気になるよ」と。 

・ＮＨＫの仕事をいただき、監督さんとの初打ち合わせ、衣装合わせ。用意されていた衣装は胸

の開いた服ばかり。「美容院の先生で、学生運動をしたような女性。ノースリーブ、胸の開いた

服で」と、監督さん。 

・世間に内緒にしている乳ガンの手術のことを言うことができず、監督との関係はやばくなった。

監督のイメージは、ワイシャツのボタンを２つ開け、ノースリーブにしたかったのでしょうが、

ボタンは一つだけあけ、長袖を少しまくる程度。 

 

○久しぶりに現場に 

・女優、男優が集まっている場に出て、気後れし、自分の役のところが読めない。 

・最初の台詞が「いらっしゃい」。 大きな声が出ない。心臓がバクバクして、気分が悪くなった。

リハーサルを途中退席。 

・私はダメだ！ ロケーションにでる直前の台詞合わせでドタキャンした。 

・これを報道が大きく取り上げ、再起不能だと思い、自分の精神状態が悪くなっていった。 

 

○死にたい 

・娘の小学校の教材の準備が出来ない。親としてもダメ、女優としてもダメ、夫のこともできな

い。自分は生きている意味があるのかしら？ 

・しかし、死ぬ方法もわからない。生きていることが辛かった。 

・ある時、主人に「私は死にたい」と言った。私の心の病を治せるそんな先生なんていない、治

るわけがない。病院に行ったら、一生、病院に隔離されるのではとの怖さがあった。 

・主人も「元気出せ」「しっかりしろ」と言いたかったろうに、「辛いのわかるよ」となだめなが

ら、じっと我慢した。 

・私が「死にたい」と言うと、夫は私を娘のところ、息子のところに連れて行き、寝顔を見せ、
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「５年経つと、小学校に行く姿を見たくないの。見たいだろう」となだめてくれた。 

・でも、やはり辛くなり、死にたくなる。 「５年がダメなら、３年でいい」 最後は「１年で

いいよ。食事やお勉強のこと、育児を１年間で僕に教えて。１年でいいよ」と言ってくれた。 

・この「１年だけ」で、今まで生きてきています。 

 

・この病気は良くなったり悪くなったり、繰り返すんです。 

・抗ガン剤は１度だけしかできず、注射の跡がずっとコリコリしていた。 

 

○運動会 ＝ お弁当 

・子供たちと一緒にお風呂に入ったり、プールに連れて行くこともしていなかった。「自分はどこ

まで生きていけるんだろう」と不安。 

・娘が１年生に入って初めての運動会。キッチンに入ってお料理をすることができず、お弁当を

作れなかった。 

・私の姉や妹がお弁当の本を持ってきてくれたり、「お揚げを用意するから、ご飯だけ詰めればい

いよ」と。でも、お弁当が作れない。 

・主人が、「お弁当を見せるための運動会、お弁当の品評会じゃあないんだから」と、駅前でおに

ぎりやプチトマトを買ってきて、「これを積めればいい」。 

・私は「こんなんじゃあダメだ！」と・・・ 

 

○降参しろ！ かっこつけるな！ 

・このとき主人は怒った。「出来ないんだったら、出来ないと降参しろ。カッコつけるな。私は病

気なんだと。降参しなさい」と言われた。 

・「いいお母さんね」「いい女優さんね」「頑張りやさんね」 子供のためではなく、自分のために

カッコつけていた。君のそういう考え方が、この病気を起こさせている。マスクで隠し、コソ

コソ生きてきて・・・。 

・泣きながら反論した。でも、学生時代から無理して、目標に向かっていかねばならない、完璧

主義だったことに気づかされた。 

・翌日、それを積めてお弁当を持って行き、ほかのお母さんに見られないように、「○○ちゃんの

お母さんがいっしょに食べよう」と娘から言われても、「ダメッ！」と。 

 

○娘の一言「お母さんはなぜ笑わないの？」 

・「ママは笑うとかわいいのに、なぜ笑わないの」と、娘が私にきいた。 

・娘が私の異変に気づいているのに驚いた。 

・私は、胸を見たくなかったので、鏡を見ない生活をしていた。 

・娘の言葉から、鏡を見てみたら、口角が落ち、暗い顔。３０代とは思えない老けた顔。 

・翌日から、笑顔の練習を始めた。鏡に笑いかけ続けた。 

・私は女優さんだわ。口紅を塗り、美容院に行き、ピンクの口紅を買った。 

・ピンクの口紅を自分で買えたことが「自信」になった。 
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○一緒にお風呂に入ってみた ひとつずつ出来ることを誉めてくれた 

・自分のことを確認しないことがいけないと気づき、ある時、娘と一緒にお風呂に入った。 

・一緒にお風呂に入りながら、娘が絶対目線を下げない。胸から下を見ようとしない。娘が私に

気を使っているのか。私は泣いてしまった。 

・「ママ大丈夫よ。歯が生えてくるように、おっぱいも生えてくるから」と娘。 

・この娘は、私が思っている以上に、人のことがわかっている娘だ。 

・このことから、私は元気になった。 

・料理も目玉焼きを作った。うまく出来、私が泣いた。「ママはおにぎりを三角に出来る。すごい

ね」と、娘はひとつずつ出来ることを誉めてくれる。 

・自ら一歩を踏み出すことが、うつ病の解決につながった。 

・そこには主人の暖かい愛情や、子供たちのけがねな愛情があった。 

 

○行動する 挑戦する 

・そこを乗り越えて、いつも「あそこには戻りたくない」との気持ちが私の中にはあって、「これ

をやりたかったんだわ」と、いろいろなことに挑戦していく。 

・東日本大震災の津波の映像を何度も見ていると、うつうつしてきて、行動することで、うつう

つした気持ちを晴らしていくこともあった。 

・被災地にも行き、一緒に話を聞いてあげる、一緒に話をしてあげる。 

・あんな大変な体験をして、孫も娘もいなくなって、おばあちゃん一人生き残り、何で代わって

やれなかったか、死にたい。「さぁ、みんなで歌いましょう」と言われても、「元気出してくだ

さい」と言われても、元気でるわけないじゃないですか。しかし、あなたの暖かい手で、元気

になりましたよ。 

 

○無関心でいてはいけない 

・寄り添ってあげる 無関心でいてはいけない。 

・今、うたごえ喫茶を立ち上げている。スーパーや色々なところでやっている。 

・手伝いたいと思って行くが、逆に私が元気をもらえる。 

・お互い無関心でおらず、気づいてあげられる社会。 

・「あの人うつ病じゃない」と視線がチクチクするような社会ではなく、みんなが受け入れてあげ

られる社会が出来るといいなぁと思っている。 

 

○「もう」から「まだ」へ 

・「もう」は使わない。「まだ」を使い、前向きに生きたい。 

・「もう６０歳」ではなく、「まだ６０歳」。 

 

○最後に 

・はしょってのお話だったので、お役に立てなかったかもしれないけれど、みなさんにお話が出

来てうれしかったです。 
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14:08～14:20 休憩 

 

14:20～14:35 トークセッション                              

○コーディネータ：高知県立精神保険福祉センター 所長 山崎正雄（やまさき まさお） 

○ゲスト：ＮＨＫチーフ・プロデューサー 板垣淑子（いたがき よしこ） 

     四万十町保健師 中屋綾子（なかや あやこ） 

 

山崎：中屋さんは自殺対策に取り組んでいる。中山間地の状況を報告いただく。板垣さんからは、

無縁死３万人の取材の内容などを報告いただく。 

・音無さん、うつ病で苦しい生活をし、ご家族の暖かい愛情で今に至る。病気や経済問題で苦し

んでいる人がいる。 

・高知県は超高齢化社会で、四万十町の状況について中屋さんにうかがう。 

 

中屋：保健師になって１５年。この１５年で変わってきている。人と人のつながりが希薄になり、

生活の困難性が高まっている。 

・若い方：県外に務めていたがコミュニケーション能力に問題があるのか、仕事が続かない。四

万十町に帰ってきても同様、今は引きこもりの状態。親子の会話すら出来ない。私たちが間に

入らないと親子の会話が出来ない現状。「もう死ぬしかないです」とポツリとこぼされる。 

・高齢の方：訪問する度に打撲や怪我が増える日々。介護保険制度の説明をするが「お金がない

から、使えません」と。娘との関係もよくなく、「娘に連絡を取らないでください」と、泣き顔

で言われる。 

・人と人の交わり、家族との関係さえなくなり、生きづらくなっている人が増えている。 

 

山崎：都会でつまずき、田舎に帰ってきて、どう生きていけばいいのか。高齢になって生きていく

すべを失っている。中山間地では色々な資源や金もなく、不自由なこともある。でもしっかり

と生きていきたい。 

 

板垣：「無縁社会」をテーマに映像を作ったのは２０１０年。都市部で「無縁化」が深刻になってい

た。それが、今は地方でも「無縁化」が進んでいる。 

・無縁社会で取材にいくと、「迷惑をかけたくない」とみんなから聞かされる。親族にも、ご近所

の人にも迷惑をかけたくないと。最後は、(力尽きて)助けを求めることも出来なくなる。 

 

山崎：自分で「助けて」とは言えない、迷惑をかけてしまうことを避けようとする日本人の特質が

あるのかな。保健師と活動していて、お金や心の健康の問題など、今どういったものが欲しい

というものがあれば。 

 

中屋：「寂しい」、「孤独」という人が増えている。それが自殺だったり暴言だったりと、副産物を生

んでいる。イライラは薬で紛らわせることは出来るが、寂しさや孤独は薬では紛らわせない。
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寂しさや孤独は人が埋めてくれる。そんなところを関わっていければと思っている。地域や社

会の中でいやな思いをすることはあるが、「ありがとう」のコミュニケーションを増やせてい

けたらと思う。会話と会話をつなぐ。引きこもりの方は、社会との接点がもてない。私たちが

関わることで、社会との接点につながればと、日々仕事をしている。 

 

山崎：日本人の良さとして自分自身で我慢してしまう。昔は「お互い様」で、傷ついても支え合っ

てきた。今は、中山間地でも「迷惑をかけてはいけない」ということだけが進んでいった無縁

社会。 

 

14:35～15:36 講演Ⅱ「無縁社会を乗り越えろ！ ～超高齢社会を迎えて～」          

○講師：ＮＨＫ大型企画開発センター チーフ・プロデューサー 板垣淑子（いたがき よしこ） 

○プロフィール 

・１９７０年生まれ。東北大学法学部卒業後、１９９４年ＮＨＫ入局。 

・現在大型企画開発センター所属、チーフ・プロデューサー。入局２０年。 

・これまでの主な担当番組は、ＮＨＫスペシャル「エイズ感染爆発をどう防ぐのか(２００３年放

送)」、同「調査報告 日本道路公団(２００４年)」、同「ワーキングプア ～働いても働いても

豊になれない(２００６年)」ではギャラクシー賞大賞受賞、ＮＨＫスペシャル「無縁社会 ～

“無縁死”３万２千人の衝撃～」では、菊池寛賞を受賞。 

・現在、ＮＨＫスペシャル「終(つい)の住処（すみか）はどこに 老人漂流社会」など「シリー

ズ漂流社会」を制作。 

・社会の孤立問題について様々な視点から取材されてきたお話をうかがう。 

 

○「無縁社会」 

・最初から「無縁社会」の言葉があったわけではない。 

・孤立死が増加してきた。身元が分からないことも多い。どれほどの孤立死があるのか、数すら

警察も厚労省もわからない。 

・「孤立死」 ご遺体は最初、警察の冷蔵庫に入る。自治体で身元を探し、身元が分かると自治体

に引き取ってもらう。８～９割は見つかるが、残りはわからない。 

・火葬、埋葬は自治体が費用を払うので、このデータから「無縁死」を数えると、何十万人とい

う人が孤立死をしている。ほとんどが一人暮らしの高齢者。 

・高齢化が進み、２０１２年の高齢者は３０００万人。このうち５００万人は一人暮らし。残り

の９割が高齢者の夫婦だけの世帯と、高齢者と子供だけの世帯。 

・どちらか一人が亡くなったら「独居世帯」となる。 

 

○更なる問題も 

・一人暮らしの４０％が年収１００万円以内。月８万数千円。その生活費で介護サービスは受け

られない。要介護５ 食事やトイレの介助をしてもらうと月２０万円かかる。寝たきりになる

と１割負担は不可能。 
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・月額８万円で入れるのは、特別老人ホーム。全国で８０万人分しかホームはなく、待機高齢者

は５２万人。地域により１０年待ち。順番が来たときには死亡していることも多い。 

・長くいられる施設は高額。公的施設は長くいられず、１～２ヶ月で入所を転々する生活 → 漂

流する 

 

○私は 

・結婚はしているが、夫は私よりも高齢。子供がいない。母も高齢。私は母や夫、子どもに頼れ

ないとすると、私の面倒は誰が見てくれるのか。 

 

○ＮＨＫスペシャル「老人漂流社会」の映像 

・路上に高齢者が倒れている。頼る人もなく、行くあても無いという７０代の女性。足を脱臼し

て、動けなくなっていた。 

・路上で保護された男性。３年間で病院など６カ所を転々と。 

・なぜ、行き場をなくしてしまったか。その原因は、介護施設の不足。ショートステイを繰り返

している。 

・年金は月に６万５千円。この金額で入れる特別老人ホームは３年待ち。 

・高齢者は３０００万人を越えた。どこで老後をすごし、どこで最後を迎えるのか。 

・自宅介護を勧める国。受け皿となっている病院のベッドを５年で０にする。 

・老人漂流社会が広がっている。 

 

○一人暮らしの認知症 

・大晦日の映像。高齢の方が路上生活の形で駅前にいることが多い。 

・昼間に声をかけると「いやいや、大丈夫。買い物に来ただけだから」と、駅にずっといる。検

査してみると、認知症で帰るすべを失っている。一人暮らしで認知症になり徘徊が増えている。 

・私は、先日「認知症サミット」に参加した。「認知症患者の体に、ＩＣチップをつけたら」との

医者の言葉。 

 

○「迷惑をかけたくない」 

・次に出たショートステイを繰り返す８０代の男性。 

・以前は、毎日ラジオ体操しているくらい元気だった。夏に熱中症になったが一人暮らし。「ヤク

ルトが３本玄関に出たままだ」と、近所の方が気づいてくれたが手遅れで重症。車いす生活、

家で生活することが出来なくなった。 

・自宅には電話があり、隣人ともつきあいがあったが、高齢者は迷惑をかけたくないため我慢す

る。本当に助けが必要なとき、ＳＯＳを出せない。 

 

○「迷惑をかけたくない」が「縁」を切っていく 

・取材すると、みんな「迷惑をかけたくない」との思い。「私が迷惑をかけることが間違いだ」と、

人との接点を無くそうとする。 



H26.9.14 高知県自殺対策シンポジウム 

 １０ 

・足が悪いために、散歩の時にグループのひとりが私のために引き返してこなくてはいけなくな

り、散歩に参加できなくなった。 

・食事会に出ていたが、旅行会の代金２万５千円が払えないことから、食事会にも参加しなくな

った。 

・「縁」が少しずつ切れて、正月三が日、誰とも会わない。 

 

○孤独がさらに進むと 

・自分が生きていることが罪なのではと感じる。 

・生きていることを知っている人もいない。生きていてもしようがないと自分を追いつめる。 

・「無縁社会」の中で、留守番電話で体験談を募集した。留守番電話にかけてくる人は少ないだろ

うと思っていたが、１万４千件の電話。 

・体験談ではなく、ほとんどが「死にたい」との内容だった。命の電話ではなく、一方的な留守

番電話なのに。 

 

○ＮＨＫスペシャル 留守番電話の部分の映像 

・ＮＨＫに届いた１万４千件の声 

・誰も助けてくれない、限界です、とても孤独です。 

・私が死んでも、誰が気づいてくれるのでしょうか。 

・呼び出し音だけで、つながれているような気がします。 

 

・若い世代から多くの声が届いた。 

・２０代 誰かに声をかけてもらいたいです。 

・なぜ、家族や仕事というつながりを持っているはずの働き盛りの人が、「無縁社会」なのか。何

が起きているのか。 

・つながりを失い、自らの命を絶つ人が後を絶たない。 

・「無縁社会」はどこまで広がるのか。 

 

○１万４千件の留守番電話が設置されている部屋で、私は仕事をしていた 

・夜の１０時くらいから電話がかかり始め、ピークは夜中の２時。 

・「今から死にます」と言いながら、住所や電話番号を伝えてくる。電話をすると４時間ぐらい話

が終わらない。 

・１０代、２０代からもいっぱい電話が来た。貧困家庭で身の置き場がなく、非正規労働で安定

した仕事に就けない、リストラで職を失う → 「仕事」ということで、自分の「必要性」、「居

場所」を求めている 

・若い人たちも、社会との縁が希薄であることに不安を感じている。 

 

○じゃあ、どうしたらいいのか。 

・いくつかの取組を取材した。これだけで解決するわけではない。 
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・社会補償制度は、家族がいることが前提に組み立てられている。 

・目の前の「無縁社会」は深刻で、社会制度の改革を待って入られない。 

 

○千葉県房総半島の先の農村の取組 

・取組と言うよりも、結果として効果があったというもの。 

・３年を期限としたフリースクールが設けられた。 

・フリースクール：いじめなどで不登校になり、家族も面倒が見られなくなった人を、寄宿舎に

集め、学校に戻れるようにしようとするもの。 

・ＮＰＯ お金がないので地域の方々の手を借りよう。 

・戦争体験を話してもらうことで、平和教育をしようと、お年寄りの家に子供たちを校外学習と

して送り込んだ。 

・先に元気が出たのは高齢者だった。最初は渋々だったお年寄りたちが、校外学習をする公民館

は高齢者でいっぱい。資料を作りたい、先生と打ち合わせたい、週一回の打ち合わせが必要・・・ 

 

・１週間遅れで子供たちが元気になっていった。 

・孫のような子どもたちに、お付けものや○○だと接待してくれる。自分が訪ねることで、高齢

者を笑顔にし、元気にしている。それが子供にも伝わっていった。 

・最後は子供と高齢者で文集を作るまでになった。 

・傷ついた子供たちを、全身全霊で受け入れてくれた高齢者が元気づけ、そのように取り組むこ

とで高齢者が元気づいた。 

 

○無縁ビジネスの取材「おしゃべり電話サービス」 

・インターネットで検索すると、ものすごい数のサービスが出ていくる。 

・電話をかけると 

「話し相手は男性がいいでしょうか、女性がいいでしょうか、番号を押してください」 

「ご指名がありますか」 

「これ以降１０分間千円のサービスとなります。キャッシュカードの番号を押してください」 

・全員が大学生のアルバイト 

・マニュアルが壁に貼ってある 「とにかく相づちを打つ」 

・ヘビーユーザーは月１５万円。 

・「社会福祉協議会や傾聴ボランティアがありますよ」と教えると、「私のようなくだらない話を

聞いてももらうのに、無料なんて申し訳ない」と、利用しようとしない。 

・お金で「縁」を買う時代になってしまったか。 

・「お金を出してでも話し相手を求めている人」と「お金も縁もなく、誰かとつながりたがってい

る孤独な人」をつなぐことが出来れば、ウィン・ウィンの関係に。 

 

○７０歳男性の取組 

・奥様をガンでなくした方。子供もなく、定年退職し、一緒に奥さまと食事を食べにいこうと約
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束をした翌日から、末期のガンで病院通い、数ヶ月で亡くなった。 

・家のことはすべて奥さま任せで、自分のパンツのあり場所もわからないご主人。 

・接待ゴルフと仕事づけで、地域と縁がない。葬式が終わると、完全な引きこもり生活。 

・しばらくして、自分の好きな演芸番組で笑おうと思ったら、声が出ない。ずっと誰とも話をし

ていないので、声帯の筋肉が弱っていた。 

・「これでは、人間でなくなってしまう」と思っていたところ、隣の人が救急車を呼んだ。しかし、

エレベーターが小さく担架で運べなかったり、いろいろ手伝った。その方が退院後、お礼に挨

拶に来た。その人（女性）は、亡くなった奥様の無二の親友だった。 

・男性は天国の妻が背中を押してくれたと思い、互いに安否確認できるように、「人形リレー」を

するようにした。 

・人形リレー：まず男性が朝起きたあかしに、人形をドアノブにかける。女性が出かけるときに、

人形を自分のドアノブにかける。男性が夕刊をとるときに、人形を自分の部屋に取り込む。 

・人付き合いの苦手だった女性が、最初は人形にお話をしていたのが、エレベータで出会った人

に挨拶をするようになり、話を出来るようになっていった。 

・男性は晩酌がおいしくなった。お酒を飲んでポックリ逝ったら迷惑をかけてしまうと、おちお

ち晩酌も出来ない。しかし、人形が出ていないと、隣のおばちゃんが見に来てくれると思うと、

安心して晩酌が出来る。 

・たった一人とつながることで、人間、こんなに安心できる。 

・その一人になってあげたいと、若い人たちからたくさんの反応。 

・私も、マンションの人と挨拶をする、そんなことから心がけています。 

 

○最後に 

・今、心配無い方であっても、実は孤立して、困っている状況があるでしょうし、自分がそうい

った状況におちいらないとも限らないので、何かを考えるきっかけにして欲しい。 

・「老人漂流社会」 ９月２８日に第２段を放送。自分の年金だけでは介護保険の１割負担さえ支

払えない現実。 

 

－ 以上 － 


