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～千葉市は若者の自殺予防対策に取り組んでいます～
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２　表紙（裏）

　　　

気づいてください！体と心の限界サイン

若い世代の自殺～先進国との比較、交通事故との比較～ 

体と心の限界サイン 

多くの自殺は防ぐことができます 

 日本における若い世代の自殺は、深刻な状況にあります。先進７か国（日本・フランス・ドイツ・カナ

ダ・アメリカ・イギリス・イタリア）の中で、15～34歳の若い世代における死因の１位が自殺と なってい

る国は日本のみであり、人口10万人あたりの自殺死亡者数である死亡率も、日本が一番高くなって

います。 

 また、平成26年中に全国で起きた若い世代（29歳まで）の交通事故死亡者数と自殺者数を比較す

ると、交通事故死亡者数が566人であるのに対し、自殺者数はその5.6倍の3,162人となっています。 

  心の悩みを引き起こす様々な要因に対して、周りの人が適切に手を差し伸べることや、自殺に至る前

のうつ病などの精神疾患に対する適切な治療により、多くの自殺は防ぐことができます。 

 自分が悩んでいる場合は、周りの相談機関に悩みを打ち明けることで防ぐことが大切です。 

   また、周りに自殺を考えている人がいたら、気づき、声を掛け、悩みを聞いてあげてください。 

 自殺を考えている人は、悩みながらも、なんらかのサインを発していることが多いといわれています。 

 次のようなサインが多く認められる場合は、早めに問題に応じた専門家へつなげていきましょう。 

 ①うつ病の症状に気をつける  （気分が沈む、自分を責める、仕事の能率が落ちる、決断できない、不眠が続く） 

 ②原因不明の身体の不調が長引く 

 ③お酒の量が増える 

 ④安全や健康が保てない 

 ⑤仕事の負担が急に増える、大きな失敗をする、職を失う 

 ⑥職場や家庭でサポートが得られない 

 ⑦本人にとって大切なものを失う  （家族、友人、財産、職、地位など） 

 ⑧重症の身体の病気にかかる 

 ⑨自殺を口にする 

 ⑩自殺未遂に及ぶ 
 

                                             厚生労働省 「職場における自殺と予防の対応」を改編） 

≪相談窓口は裏表紙に記載しています≫ 

【先進７か国の年齢階級別死亡者数及び死亡率（15～34歳、死因の上位３位）】

死因 死亡者数 死亡率 死因 死亡者数 死亡率 死因 死亡者数 死亡率 死因 死亡者数 死亡率

第1位 自殺 5,436 20.1 事故 2,136 13.8 事故 1,772 9.3 事故 1,721 18.7

第2位 事故 1,916 7.1 自殺 1,484 9.6 自殺 1,446 7.6 自殺 1,035 11.2

第3位 その他 1,499 5.5 ※ 1,064 6.9 悪性新生物 1,008 5.3 悪性新生物 502 5.5

死因 死亡者数 死亡率 死因 死亡者数 死亡率 死因 死亡者数 死亡率 死因 死亡者数 死亡率

第1位 事故 27,171 31.7 事故 2,071 12.7 事故 1,806 13.2 自殺 3,160 22.2

第2位 自殺 10,339 12.1 自殺 1,096 6.7 悪性新生物 931 6.8 事故 1,488 10.4

第3位 殺人 9,000 10.5 悪性新生物 1,032 6.3 自殺 598 4.4 悪性新生物 901 6.3

　　　　出典：内閣府「平成27年版　自殺対策白書」

日本（2011年） フランス（2010年） ドイツ（2012年） カナダ（2009年）

※ICD-10（疾病及び関連保健問題の国際統計分類の第10回修正版）の第18章「症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類
　 されないもの」に該当するもの

アメリカ（2010年） イギリス（2010年） イタリア（2010年） 【参考】韓国（2011年）



３　裏表紙（裏）

このノートに関するお問い合わせは、 

〒260-8722 千葉市中央区千葉港1-1  千葉市保健福祉局地域福祉課       千葉市自死（自殺）対策 ホームページ 

TEL 043-245-5218  FAX 043-245-5620  E-mail:chiiki.HW@city.chiba.lg.jp       city.chiba.jp/t/jishi 

QR 

ｺｰﾄﾞ 

いのちの電話
相談窓口 電話番号 開設時間等 運営主体

千葉いのちの電話

電話相談
043-227-3900
対面相談予約電話
043-222-4416

電話相談　　　　　　　24時間365日
対面相談予約電話　月～金（祝日・年末年始除く）
　　　　　　　　　　　  　10時00分～17時00分
インターネット相談
（https://www.chibainochi.jp/netsoudan/index.cgi）

社会福祉法人
千葉いのちの電話

 
こころの悩み

相談窓口 電話番号 開設時間等 運営主体

こころと命の相談室
予約専用電話
043-216-3618（月～金
9時30分～16時30分）

対面相談
相談場所：千葉市中央区新町18-12第8東ビル501号室
月・金（祝日・年末年始除く）
18時00分～21時00分

日本産業カウンセラー
協会（千葉市の委託に
より実施）

こころの電話 043-204-1583
月～金（祝日・年末年始除く）
10時00分～12時00分　13時00分～17時00分

千葉市
（こころの健康センター）

女性の心と身体の不調
相談窓口 電話番号 開設時間等 運営主体

女性のための健康
相談

043-238-1220
月～金（祝日・年末年始除く）
9時00分～12時00分　13時00分～16時00分

千葉市
（健康支援課）

女性のための相談
相談窓口 電話番号 開設時間等 運営主体

ハーモニー相談室 043-209-8771
火～金　10時00分～20時00分（祝・年末年始除く）
土～日　10時00分～16時00分（祝・年末年始除く）

男女共同参画センター
（千葉市の委託により
実施）

男性のための相談
相談窓口 電話番号 開設時間等 運営主体

男性専用相談 043-209-8773
男性相談員が対応します
金（祝日・年末年始除く）
18時30分～20時30分

男女共同参画センター
（千葉市の委託により
実施）

DVの相談
相談窓口 電話番号 開設時間等 運営主体

千葉市配偶者暴力
相談支援センター

043-245-5110
月～金（祝日・年末年始を除く）
9時00分～16時00分

千葉市
（こども家庭支援課）

いじめ・不登校・引きこもりなど若者のさまざまな悩み
相談窓口 電話番号 開設時間等 運営主体

千葉市子ども・若者
総合相談センター
【Link（リンク）】

050-3775-7007

電話相談　月～金・第３日曜日
　　　　　　　9時00分～17時00分
来所相談　電話またはインターネットによる予約
（http://www.city.chiba.jp/kodomomirai/kodomomirai/kenz
enikusei/seishonen/sougousoudanncenter.html）

千葉市
（健全育成課青少年
サポートセンター）

犯罪被害・防犯・薬物などの相談
相談窓口 電話番号 開設時間等 運営主体

千葉県警察本部相談
サポートコーナー

043-227-9110 月～金（祝日・年末年始除く）
8時30分～17時15分

千葉県警察

職場での悩みに関する相談（パートタイム労働など）
相談窓口 電話番号 開設時間等 運営主体

労働相談室 043-300-8282

月～金（毎月第2月曜日、年末年始除く）
9時00分～16時00分
土・日（年末年始除く）
9時00分～15時00分

千葉市
（経済企画課雇用推進
室）

千葉県労働相談
センター

043-223-2744
月～金（祝日・年末年始除く）
9時00分～20時00分

千葉県

千葉労働局総合労働
相談コーナー

043-221-2303
月～金（祝日・年末年始除く）
9時00分～17時00分

千葉労働局

千葉市内の相談窓口　　～ひとりで抱え込まずにお電話ください～



４　裏表紙

≪市章の由来≫

≪千葉市の自慢≫

千葉都市モノレール

加曽利貝塚～貝塚のまち～

オオガハス ～世界最古の花～

　

加曽利貝塚ＰＲ大使「かそりーぬ」 

 都市としての千葉市は、1126年（大治元年）千葉常重が現在の中央区亥

鼻の地に本拠を置いたことに始まります。   

 常重の子常胤は、源頼朝を助けて、鎌倉幕府の成立に大きく貢献し、千

葉氏は各地に所領を得て、 有力御家人となりました。その子孫には、幕末

に活躍した江藤新平や、「武士道」の著者新渡戸稲造らが知られます。 

 千葉市章のデザインは、千葉氏の月星紋に、千葉の「千」を配したもので

す。 

 千葉都市モノレールは、昭和63年に開業、「タウンライナー」の愛称で親

しまれ、開業からの利用客は3億人を超えるなど、市の基幹となる交通機

関としての役割を担っています。モノレールには、「跨座（こざ）型」と「懸垂

型」の2種類ありますが、天候に左右されず、勾配曲線が多い本市の道路

状況に特性を発揮できるという理由などから「懸垂型」モノレールを採用し

ています。 

 開業時の営業距離は8.1kmでしたが、平成11年3月千葉駅～県庁前駅間

が開通し、全体営業距離が15.2kmとなり、懸垂型モノレールとしては世界

一の長さとなりました。「the longest suspended monorail train system in 

the world, at 15.2km」としてギネスブックに登録されています。 

 路線の中で一番高いところは、ビルの8階とほぼ同じ高さのため眺めもよ

く、晴れた日には富士山なども望むこともできます。 

 加曽利貝塚は、直径130mの北貝塚（縄文時代中期、約5,000年前）と長

径約170mで馬蹄形の南貝塚（縄文時代後期、約3,000年前）が連結し、約

13万4,500平方メートルの敷地を誇る日本を代表する貝塚で、国指定史跡

として整備されています。 

 日本の貝塚総数は約2,700か所、そのうち約950か所が東京湾沿岸に集

中し千葉県では約770か所が発見されています。千葉市には加曽利貝塚

をはじめとする約120か所の貝塚が確認されており、千葉市は世界有数の

貝塚密集度を誇り「貝塚のまち」として世界的にも知られています。 

 千葉市では、加曽利貝塚が特別史跡（学術上の価値が特に高く、日本文

化の象徴と評価されるもの）に指定されることを目指し、出土資料等の調

査研究を進めています。 

 昭和26年に検見川東京大学グラウンド地下から発掘された推定2000年

前の古代ハスの実は3粒で、そのうち1粒が花を咲かせました。そのニュー

スはアメリカのライフ誌にも掲載され、世界中に伝わりました。 

 ハスの名は、発掘・発芽作業を行った故大賀一郎博士にちなみ、オオガ

ハスと名づけられ、昭和29年に「検見川の大賀蓮」として千葉県の天然記

念物となりました。この古代のロマンと神秘性をもった美しい花は、国内は

もとより中国、アメリカ、カナダ、ドイツなど海外にも分根され、世界中の

人々の目を楽しませています。平成5年に市の花に指定され、毎年6月中

旬から7月上旬頃に花を咲かせます。 


