
～「誰も自殺に追い込まれることのない上田市」を目指して～
　上田市では、住民の一人ひとりが「いのち」と「絆 (きずな )」の大切さを認識し、自殺を選択しないこ
と、また、自殺を考えている人を救うことができるよう、自殺対策を総合的に推進するための
指針として「いのち支える上田市自殺対策計画」を策定しました。
　自殺は、未然に防ぐことができる社会的な問題であるということを、市民の皆さんととも
に、認識、共有し、「誰も自殺に追い込まれることのない上田市」を目指していきましょう。
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保存版

自殺の現状 日本の自殺者数 20,169 人（令和元年）

厚生労働省「地域における自殺の基礎資料（自殺日・居住地）」

警察庁・厚生労働省「令和元年中における自殺の状況」
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全国での自殺者数は年々減少傾向にありますが、依然として毎年 2 万人を超えています。  上田市におい
ても人口 10 万対の自殺死亡率でみると、令和元年は、18.3 であり、深刻な状況が続いています。

自殺の理由としては「健康問
題」が最も多くなっています
が、そこには家庭問題・人生観・
価値観など、様々な要因が複雑
に関係しています。

また、うつ病等の心の病気があ
ることも少なくありません。

大切な命を守るために
私たち一人ひとりが出来る
ことは何があるでしょうか。

50歳代の男性の
死亡者数が一番多い。
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自分自身でできること

身近な人にできること知っておきたいうつの兆候  ～自分自身や身近な人のうつのこんなサイン～
～「誰も自殺に追い込まれることのない上田市」を目指して～

　下記項目をチェックして、心当たりがあれば、うつ病の可能性を疑って専門医に相談してください。けっして
一人で悩みを抱え込まないでください。 悩みやストレスから生じるこころの疲れは、身体面・精神面・行動面の変化

となってあらわれます。周囲の人に、 “いつもと違う様子” が長引いていたら、
何か問題を抱え悩んでいるかもしれません。

話をじっくり聞き、気持ちを肯定的に受け止めることで、相手は満足感を得て、本来
の自分を取り戻すことにつながります。傾聴は、絶望感を減らすために大切なこと
であり、相談にのるときに常に心がけたいことです。

一人ひとりに出来ること  ～「いつもと違うな」「うつかな」と感じたら・・・～

　病気を疑われる場合は、早めに専門医を受診しましょう。また、悩み・ストレスなどが辛いときは 1人で抱え
込まず、誰かに相談してみましょう。思いを打ち明けることで安心したり、自分 1人では気づかなかった問題点
を見つけることができるかもしれません。

精神科・心療内科を受診する。
かかりつけ医に相談して専門
医を紹介してもらう。
＊早期に対策を行うと
　早く回復します

家事や仕事から一定期間離れ、
心と体を休める。
充分な睡眠時間を確保する。

信頼できる身近な人や相談
機関（裏面参照）に相談する。

最近、
眠れている？

元気がないね、
どうしたの？

何か心配事
があるの？

よかったら
話してみて。

まず、声をかけてみる

治  療 休  養 相  談

「良い」 
聴き方

良

悪

相手が無理なく
話せる環境を
つくる

「心配している」
ということを
伝える

悩みを真剣に
受け止める

相手の気持ちに
寄り添い、ねぎらいの
言葉をかける

うつを疑うサイン

話をそらす 一方的に説得する 相手の言い分を
否定する

安易な解決策を
提案して、単に励ます

気づき

「良い」 
聴き方

良

傾  聴

「悪い」 
聴き方

傾聴がもたらす効果
「しっかり話を聞いてもらえた」　

と実感できる

●相手のペースに合わせて、じっくりと話を聴く
●「沈黙」も大切な時間、静かに待つようにする
●相手の考えを受け入れられない状況であっても、諭したりとがめたりせず、
　気持ちを受け止める

「考えすぎだよ！」 「弱音を吐いては
　　　ダメだよ。」

「気にする
　必要はないよ。」

「大丈夫、
　何とかなるよ。」

❶ 気持ちがすっきりする
❷ 「自分のことをわかってもらえた」と思える
❸ 自分や周囲のことを冷静に考えられるようになる
❹ 自分で自分のことが分かる

「元気がないから、
心配していたよ…。」

「そうだったんだね。
それは辛かったね…。」

「１人で悩みを
抱えていたんだね。
よく我慢したね。」

ポイント

自分が気づく変化 周囲が気づく変化

厚生労働省「うつ対策推進方策マニュアル  ─都道府県・市町村職員のために─　平成16年1月」

□ 悲しい、憂うつな気分、沈んだ気分
□ 何事にも興味がわかず、楽しくない
□ 疲れやすく、元気がない (だるい )
□ 気分、意欲、集中力の低下を自覚する
　 （おっくう、何もする気がしない）
□ 寝つきが悪くて、朝早く目がさめる
□ 食欲がなくなる
□ 人に会いたくなくなる
□ 夕方より朝方の方が気分、体調が悪い
□ 心配事が頭から離れず、考えが堂々めぐり
　 する
□ 失敗や悲しみ、失望から立ち直れない
□ 自分を責め、自分は価値がないと感じる
                                                     など

□ 以前と比べて表情が暗く、元気がない
□ 体調不良の訴え (身体の痛みや倦怠感 )が
　 多くなる
□ 仕事や家事の能率が低下、ミスが増える
□ 周囲との交流を避けるようになる
□ 遅刻、早退、欠勤 (欠席 ) が増加する
□ 趣味やスポーツ、外出をしなくなる
□ 飲酒量が増える
　                                                   など



身近な人にできること

～「誰も自殺に追い込まれることのない上田市」を目指して～

悩みやストレスから生じるこころの疲れは、身体面・精神面・行動面の変化
となってあらわれます。周囲の人に、 “いつもと違う様子” が長引いていたら、
何か問題を抱え悩んでいるかもしれません。

話をじっくり聞き、気持ちを肯定的に受け止めることで、相手は満足感を得て、本来
の自分を取り戻すことにつながります。傾聴は、絶望感を減らすために大切なこと
であり、相談にのるときに常に心がけたいことです。

最近、
眠れている？

元気がないね、
どうしたの？

何か心配事
があるの？

よかったら
話してみて。

まず、声をかけてみる
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相手が無理なく
話せる環境を
つくる
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相手の気持ちに
寄り添い、ねぎらいの
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話をそらす 一方的に説得する 相手の言い分を
否定する

安易な解決策を
提案して、単に励ます
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聴き方

良

傾  聴

「悪い」 
聴き方

傾聴がもたらす効果
「しっかり話を聞いてもらえた」　

と実感できる

●相手のペースに合わせて、じっくりと話を聴く
●「沈黙」も大切な時間、静かに待つようにする
●相手の考えを受け入れられない状況であっても、諭したりとがめたりせず、
　気持ちを受け止める

「考えすぎだよ！」 「弱音を吐いては
　　　ダメだよ。」

「気にする
　必要はないよ。」

「大丈夫、
　何とかなるよ。」

❶ 気持ちがすっきりする
❷ 「自分のことをわかってもらえた」と思える
❸ 自分や周囲のことを冷静に考えられるようになる
❹ 自分で自分のことが分かる

「元気がないから、
心配していたよ…。」

「そうだったんだね。
それは辛かったね…。」

「１人で悩みを
抱えていたんだね。
よく我慢したね。」

ポイント



◆医療機関
医療機関名称（50音順）、 電  話 住  　所 診  療  時  間

あきメンタルクリニック
〔電話 71-0036〕 国分1169-1 予約制

・月、火、金/10:00～13:30、15:00～19:00
・木/10:00～13:30、15:00～18:00
・土/  9:00～12:30、14:00～18:00
※受付は診察終了時間の30分前まで　※不定休あり

安藤病院
〔電話 22-2580〕 中央西1-1-20 予約制

・月、火、木、金/8:30～12:30（初診の受付は11:00まで）
14:00～17:30（初診の受付は16:30まで）

・水、土/8:30～12:30（初診の受付は11:00まで）

千曲荘病院
〔電話 22-6611〕 中央東4-61 予約制 月～金/8:30～17:00　土/8：30～12：00

※受付時間/7：30～11：00　※午後は予約のみ

メンタルサポートそよかぜ病院
〔電話 35-0305〕 塩川3057-1 予約制

・火、金/9:00～（受付時間/  7:30～11:30）
         14:00～（受付時間/13:30～16:30）
・月、水、木、土/9：00～（受付時間/7：30～11：30）

◆相談機関
相  談  機  関 相  談  内  容 相  談  日  ・  時  間 電  話  番  号

上田市役所　健康推進課 精神保健福祉相談員による
こころの相談（要予約） 相談のうえ決定 0268-23-8244

上田市役所　健康推進課
丸子保健センター
真田保健センター
武石健康センター

保健師によるこころの健康に
関する相談

月～金曜日（祝日、年末年始を
除く）8:30～17:15

0268-23-8244
0268-42-1117
0268-72-9007
0268-85-2067

上田保健福祉事務所

保健師によるこころの健康に
関する相談

月～金曜日（祝日、年末年始を
除く）8:30～17:15

0268-25-7149
精神科医師による相談（要予約）

【偶数月】
第1火曜日（14：30～16：10）
第3水曜日（14：00～16：00）
【奇数月】
第1木曜日（14：30～16：10）
第3火曜日（10：00～11：00）

長野県精神保健福祉センター
（発達障がい者支援センター）
（ひきこもり支援センター）

こころの健康に関する相談
発達障がい、ひきこもりに関する相談

月～金曜日（祝日、年末年始を
除く）8:30～17:15 026-227-1810

こころの健康相談統一ダイヤル
(長野県精神保健福祉センター内)

“消えてしまいたい”“家族や知人に死に
たいと訴える人がいる”“身内が自殺し
てつらくてどうしようもない”などの自
殺に関する相談

月～金曜日（祝日、年末年始を
除く）9:30～16:00 0570-064-556

長野いのちの電話（長野）
こころの苦しさ・悩みに関する相談

11：00～22：00（年中無休）
026-223-4343

長野いのちの電話（松本） 0263-29-1414

ナビダイヤル 10：00～22：00（年中無休） 0570-783-556

長野産業保健総合支援センター 事業場が抱えるメンタルヘルス対策に
関する相談（要予約）

9：00～17：00
（相談日は電話で確認）

026-225-8533
※事業主による相談
をお受けします。

よりそいホットライン 暮らしの中での困りごとや
各種専門相談 24時間 365日 0120-279-338

上田市社会福祉協議会 上田市生活就
労支援センター まいさぽ上田 生活や就労などの悩みに関する相談 月～金曜日（祝日、年末年始を

除く）8:30～17:15 0268-71-5552

上小地域障害者自立生活支援センター 
ウィング（基幹相談支援センター）

障がいをお持ちの方やご家族の相談・
支援

月～土曜日（祝日、年末年始を
除く）9:00～18:00 0268-28-5522

上小圏域障害者就業・
生活支援センターシェイク

障がいをお持ちの方の就業や
生活に関する相談・支援

月～金曜日（祝日、年末年始を
除く）9:00～18:00 0268-27-2039

上田市教育相談所 不登校や学校生活に関する相談 月～金曜日（祝日、年末年始を
除く）9:00～16:00 0268-27-0241

チャイルドライン 18歳までのこどもがかける専用電話 毎日（年末年始を除く）
16:00～21:00 0120-99-7777

～「誰も自殺に追い込まれることのない上田市」を目指して～

再生紙を使用
しています。

　上田市では、住民の一人ひとりが「いのち」と「絆 (きずな )」の大切さを認識し、自殺を選択しないこ
と、また、自殺を考えている人を救うことができるよう、自殺対策を総合的に推進するための
指針として「いのち支える上田市自殺対策計画」を策定しました。
　自殺は、未然に防ぐことができる社会的な問題であるということを、市民の皆さんととも
に、認識、共有し、「誰も自殺に追い込まれることのない上田市」を目指していきましょう。
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自殺の現状 日本の自殺者数 20,169 人（令和元年）
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厚生労働省「地域における自殺の基礎資料（自殺日・居住地）」

警察庁・厚生労働省「令和元年中における自殺の状況」

【お問い合わせ】  上田市役所健康推進課　℡ 0268-23-8244
令和2年6月現在
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全国での自殺者数は年々減少傾向にありますが、依然として毎年 2 万人を超えています。  上田市におい
ても人口 10 万対の自殺死亡率でみると、令和元年は、18.3 であり、深刻な状況が続いています。

自殺の理由としては「健康問
題」が最も多くなっています
が、そこには家庭問題・人生観・
価値観など、様々な要因が複雑
に関係しています。

また、うつ病等の心の病気があ
ることも少なくありません。

大切な命を守るために
私たち一人ひとりが出来る
ことは何があるでしょうか。

悩み事を聞いたあと、話を
聴いた人も

1人で抱え込まないことが
大切です。

50歳代の男性の
死亡者数が一番多い。
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