
自殺対策先進事例データベース 

いのち支える自殺対策推進センター 

自殺予防民間団体等支援事業（岩手県） 

 

【概 要】 
平成 19年度以降、自殺対策に関わる県内のボランティアや民間団体が 13 団体育成され、令
和 2年度までには、39団体にまで増加した。傾聴ボランティアをはじめ遺族の自助グループ
や当事者会、弁護士会、司法書士会が自殺対策事業に関わっている。平成 22年度には、自殺
対策に取り組む民間団体ネットワーク「さん・SUNねっと」が立ち上げられ、現在 15団体が
加入し、県内のボランティアや民間団体の活動をリードしている。また、青森、秋田、岩手
の北東北 3県において、毎年、民間団体の活動交流会を実施しているが、3県持ち回りで、交
流会を企画・運営するなど、県内だけではなく、自殺死亡率の高い北東北 3県で交流を行っ
ている。 

 

【大綱の分類】 
10 民間団体との連携を強化する 

 

【政策パッケージ分類】 
基本Ⅲ－1）地域におけるネットワークの強化 
  Ⅲ―2）自殺対策を支える人材の育成 

 

【事業実施年度】2007年度～2020年度 

 

【事業予算】906,000円（2020年度） 

 

【利 点】 
▼民間団体のネットワークが強化され、活動を行う上での課題について情報交換を行い課題
の解決につながる。 

▼活動が活性化され、ボランティア同士のエンパワーメントの強化につながる。 
▼県内だけの交流にとどまらず、青森、秋田といった北東北 3県が広域で交流することによ
り、広域的なネットワークが形成され、北東北の民間団体が一体となり自殺予防対策事業
が推進される。 

 

【実施に至るまで】 

民間団体の支援について 

①岩手県の自殺死亡率は高位で推移しており、2020年の人口動態統計（概数）による自殺者
数は 261人、自殺死亡率は 21.6で、全国 1位である。 

②自殺総合対策大綱の重点施策に『民間団体との連携を強化する』とあり、岩手県自殺対策
アクションプラン（岩手県自殺対策計画）では、民間団体の人材育成の充実・強化、民間
団体の先駆的・試行的な取組周知、民間団体相互の交流・連携の強化を上げている。 

③2007年度（平成 19 年度）以降、本県では自殺対策に関わるボランティアが養成され、横の
連携を望む声が多数あげられたこと、また、青森県つがる市や十和田市、七戸町、岩手県
久慈市、秋田県由利本荘市などでは、ボランティアグループが命の大切さや地域で支える
ことをテーマにしたオリジナル紙芝居や寸劇を製作し、地域の自殺予防をけん引してきて
おり、北東北 3県の民間団体、ボランティア団体の活動報告や意見交換、研修などのた
め、2005年度（平成 17年度）から交流会が開催されるようになった。 

事業を実施する上での工夫 

①2010年度（平成 22 年度）に自殺対策に取り組む民間団体ネットワーク「さん・SUNねっ
と」が立ち上げられた。事務局は精神保健福祉センターにあったが、2014年度（平成 26年
度）に事務局を民間団体に移行した。 
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事務局移行にあたっては、当初、行政機関から話されることで様々な情報収集やサポート
を受けづらいのではとの反対意見も見られたが、行政のルール等に縛られることがなく自
由に活動できるというメリットを共有化をしたうえで、今後の運営体制について役員会や
総会で話し合いを重ねて合意形成を図った。 

②事務局移行にあたって運営に係る費用やマンパワー不足による負担増加への懸念が会員よ
り表明されたが、岩手県精神保健福祉協会の助成金の活用や運営のノウハウを持つ団体を
加入団体に迎え、2 年間の調整期間を経て、事務局の移行を行った。 

③事務局移行後の特色として、メーリングリストによる会報の発行や、公益財団法人との共
催による民間団体等活動交流会の企画・運営をおこなっている。 

④事務局移行後も当センター職員が役員会や総会にオブザーバー参加するなど、密接な連携
を継続している。 

事業の具体的な内容（さん・Sunねっと活動内容） 

▼役員会の開催 
・頻度：年間 2～3回開催 
・内容：事業計画、総会・県交流会の準備、北東北 3県交流会の計画等。 
▼北東北 3県交流会について 
・青森県、秋田県、岩手県の北東北 3県で持ち回り開催している。 
・さん・Sunネットが実行委員会となり、企画・運営を行う。 
・2020年度（令和 2年度）が開催県だったが、新型コロナウイルス感染症拡大のため、2021
（令和 3年度）に延期となった。 

▼総会及び県交流会の開催 
・総会と県交流会を同日開催している。 
・総会は、事業報告及び決算報告、事業計画案及び予算について審議している。 
・交流会は、研修会や活動報告など行っている。 
▼岩手県精神保健福祉大会への後援 
▼会報の発行 
・自殺対策関連の最新情報等を随時発行。 

 

【成 果】 
▼本事業の実施により、民間団体のネットワークを設立、強化した。 
▼ネットワークへの加入団体が年々増加し、多種多様な団体が所属するオール岩手のネット
ワークが形成された。 

 

【補 足】 
▼さん・Sunねっと加入団体数（2021年 3月 3日現在） 
・6圏域 15団体 
（内訳：傾聴ボランティア 11、当事者会 1、人形劇団 1、弁護士会 1、司法書士会 1） 
▼北東北自殺予防民間団体等交流会の開催経緯 
     開催年     開催地      主 催 
第 1回 2005(平成 17年) 青森県 浪岡町 なみおか SSC 
第 2回 2006(平成 18年) 岩手県 久慈市 久慈地域メンタルヘルスサポートネットワーク 
第 3回 2007(平成 19年) 秋田県 由利本荘市 ホットハート由利 
第 4回 2008(平成 20年) 岩手県 盛岡市 岩手県精神保健福祉協会、岩手県精神保健福祉
センター 

第 5回 2009(平成 21年) 秋田県 藤里町 心といのちを考える会 
第 6回 2010(平成 22年) 青森県 五所川原市 特定非営利活動法人ほほえみの会 
第 7回 2011(平成 23年) 岩手県 盛岡市 岩手県精神保健福祉協会、岩手県精神保健福祉
センター 

第 8回 2012(平成 24年) 秋田県 仙北市 自殺予防 秋田・こころのネットワーク 
第 9回 2013(平成 25年) 青森県 弘前市 青森県精神保健福祉ボランティア連絡協議会、
青森県 

第 10回 2014(平成 26年) 岩手県 久慈市 北東北自死予防フォーラム実行委員会 
第 11回 2015(平成 27年) 秋田県 秋田市 秋田・こころのネットワーク 
第 12回 2016(平成 28年) 青森県 青森市 青森県・青森いのちのネットワーク 
第 13回 2017(平成 29年) 岩手県 盛岡市 北東北自死予防フォーラム実行委員会 
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第 14回 2018(平成 30年) 秋田県 秋田市 秋田・こころのネットワーク 
第 15回 2019(令和元年) 青森県 青森市 青森県・青森いのちのネットワーク 
第 16回 2020(令和 2年) 岩手県 盛岡市 (新型コロナウイルス感染症拡大により延期) 
第 17回 2021(令和 3年) 岩手県 盛岡市 開催予定 

 

【課 題】 
▼事務局業務について、運営のノウハウをもつ団体が限られており、特定の団体に負担が生
じている。 

▼自殺予防に取組む民間団体が 39団体であり、そのうちさん・Sunねっとに加入する団体が
15にとどまっている。できればオール岩手を目指したネットワークの構築を目指したい
が、加入する団体が一部に限られており、今後のネットワークの在り方を検討する段階で
ある。 

 
【事業種別】  交流会、研修会、イベントの開催 
【準備期間】  約 90日 
【人  数】  4名 
【人口規模】  1,219,000人（総務省統計局による日本人人口（10月 1日現在推計人口） 
【財政規模】  932,300,000,000円（2020年度一般会計当初予算額） 
【自治体負担率】1/3（地域自殺対策強化事業交付金 2/3）を活用予定であったが、未実施

のため 0％である。 
【事業対象】  自殺予防民間団体に属するボランティア、支援者等 
【支援対象】  自殺予防民間団体に属するボランティア、支援者等 
【委託の有無】 無し 
【実施主体・問合せ先】岩手県精神保健福祉センターTEL：019（629）9617 

Mail:CC0030@pref.iwate.jp 
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