


改訂版はじめに

司法書士法第１条からも明らかなように、司法書士には、業務を通じて依頼者の財産権や裁判

を受ける権利を保障することが求められておりますが、これらは、基本的人権の基盤である「生

存権」が保障されてはじめて成り立つものと言えます。

一方、自殺対策基本法では「自殺対策は、自殺を個人的な問題としてのみとらえられるべきも

のではなく、その背景にさまざまな社会的な要因があることを踏まえ、社会的な取り組みとして

実施されなければならない」（第２条）と定めています。

自殺対策基本法が社会的取り組みとしての対応を求めている主体として、司法書士をはじめと

した専門職能に期待するところが大きいと思われます。「死にたい」と思うほど本人を追い詰め

る要因には、何らかの「人権侵害」を伴うものも多くあると考えられますが、司法書士には、そ

の「生きづらさ」の原因に寄り添い、諸問題の解決に向けて支援することが求められているので

す。

法的領域での問題について、私たちは実際に相談業務にあたっておりますが、持ち込まれる懸

案事項がその相談者にとって自殺へと繋がる要因でもある、ということを自覚する必要があるで

しょう。司法書士の執務現場は、まさに自殺予防、遺族支援の現場でもあるのです。

自殺の背景にある問題は、自殺の「危険因子」と呼ばれ、危険因子が多ければ多いほど、相互

が複雑に絡まりあい自殺への危険性は高まると言われています。そして、この危険要因の中には

当然にメンタルヘルスに関する問題も含まれます。また、メンタルヘルスに関する知識は、自殺

予防、遺族支援にかぎらず、通常の司法書士業務において適切な対応をするうえにおいても不可

欠な知識であるといえましょう。

本ハンドブックは、司法書士が業務を行っていくなかで必要とされるメンタルヘルスの基礎知

識を提供し、その知識を自殺予防、遺族支援への取り組みに生かすことを目的に作成された「司

法書士業務のためのメンタルヘルスハンドブック」（平成２１年３月１日発行）の改訂版となりま

す。

本ハンドブックの改訂版も、国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所自殺予防総合対

策センターによる執筆協力および監修を受けて作成することができました。同センターのご協力

に改めて感謝致します。

日本司法書士会連合会 自死問題対策委員会
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第１章

司法書士とメンタルヘルス知識の必要性

司法書士は、登記、供託及び訴訟に関する手続きに関する業務を通じて、国民の権利を保護す

ることを使命としています。この使命を果たすためには、まず業務に関する法令および実務に精

通して、公正誠実に業務を行うことが求められます。しかし、自らの専門領域に精通するだけで、

使命を果たすことが可能となるでしょうか。

司法書士の業務の実情を見れば、そうではないことがすぐにわかります。司法書士に業務を依

頼する人々が置かれた状況への理解と洞察、そのために必要な知識もまた、司法書士が身につけ

ておくべき事柄にほかなりません。そうした知識の一つとして、メンタルヘルスについての基本

的な情報を提供するのが、本ハンドブックの目的です。

では、なぜメンタルヘルスなのでしょうか。

相談者（このマニュアルでは、受任の有無に関わらず「相談者」という用語に統一しておりま

す。）の置かれている状況はさまざまです。もし目の前の相談者が怪我をしていたり、ひどい高

熱なら、まずは医療機関の受診をすすめるでしょう。しかしこころの健康問題（以下、メンタル

ヘルスの問題と言います）は、周囲から気づかれにくいという特徴があります。また本人自身も

気づきにくく、仮に気づいたとしても、相談に行ったり、精神科を受診するなどの適切な行動に

結びつきにくい傾向があります。このためメンタルヘルスの問題が見過ごされ、病状が悪化した

状態で司法書士事務所を訪れることも生じるのです。

多くの司法書士はメンタルヘルスに関する知識を持っていません。しかし、だからといって目

の前の依頼者が抱えているメンタルヘルスの問題に無関心であってよいはずはありません。法的

問題をかかえ、司法書士による援助を求めている相談者が、同時に、メンタルヘルスの問題をか

かえている例は少なくないのです。

司法書士がメンタルヘルスの問題を抱えた人たちと接する機会が増えたのは、司法書士の業務

の変化と社会的な要因が組み合わさってのことです。司法書士の業務は、この１０年くらいに大き

く変わりました。成年後見、多重債務、簡裁訴訟代理事件が新たな業務となり、さらには労働問

題への対応、生活保護申請の同行や路上生活者への支援などにも取り組むようになりました。こ

うした業務の変化や取り組みにともなって、司法書士事務所を訪れる人々も多様になったのです。

しかもこの多様化は、さらに進むことが予想されます。

日本における自殺者数が３万人を超えたのは平成１０年のことでした。これは構造改革に伴うリ

ストラや失業、非正規雇用の増大、収入の減少、社会保障制度の後退などが起きた時期と一致し
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ています。その後１４年間、警察庁の統計で自殺者数が３万人を下回った年はありません。

自殺はそれぞれ異なる背景があり、関連する要因も複合的です。例えば中高年や高齢者を例に

とっても、経済・生活問題、家庭問題、病苦など、さまざまな要因が絡み合う中で、自殺の危機

が訪れます。

危機のうち、経済・生活問題は、「負債」そして債務整理の相談という形で司法書士に持ち込

まれるでしょう。家庭問題は「家族の不和」という形で持ち込まれ、夫婦関係調停事件の申立や、

離婚に伴う財産分与などの形で司法書士が関わることになるでしょう。たとえば次のような事例

が考えられます。

（例）中年男性からの多重債務の相談事例

多重債務にいたる経緯として、家庭問題（離婚）で心身ともに疲れ果てた。離婚にともな

う慰謝料は、買い物で使っていたクレジットカードから借り入れて支払った。子どもの養育

費は、離婚の当初は自分の給料から支払っていたが、不況のため給料が下がり、不足分が生

じた。このためやむを得ず消費者金融から借り入れて補った。また離婚後は、不眠がちとな

って酒量が増え、不規則な生活もあって体調を崩した。会社では、集中力の低下から仕事の

ミスが続き、解雇となった。わずかな退職金は借入れの返済と気晴らしのパチンコで使い果

たしてしまった。仕事を探す気力もなくなり、自殺を試みたが未遂に終わった。毎日の生活

をわずかな日雇いの収入と業者からの借入れでしのいできたが、もはや借入先からも借金を

断られ、利息さえも支払えない状態になって、司法書士に多重債務の相談で訪れた。

このような多重債務の事例でよりよい相談活動を行うために、メンタルへルスの観点から注意

をはらうべき重要なポイントがあります。

〈重要なポイント〉

１．中年男性はあまり弱音を吐きません。相談に来た時は、すでに相当追い込まれた状況で

あると思ってください。

２．この事例の場合、自殺未遂があること、不眠（＝睡眠障害）、集中力の低下から、うつ

病などのメンタルヘルスの問題が疑われます。

３．借入れが恒常的に飲み代やパチンコなどの賭けごとに使われている場合、メンタルヘル

スの問題のうち、アルコールやギャンブルの依存症の可能性についても検討すべきでしょ

う。
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あり、平成２４年の自殺者数は ３万人を切り、平成２５年にはさらに減少し ２万７２8３人になりました。
とはいえ、若年層の自殺率は依然高く、継続した取り組みが必要です。
自殺はそれぞれ異なる背景があり、関連する要因も複合的です。例えば中高年や高齢者を例に
とっても、経済・生活問題、家庭問題、病苦など、さまざまな要因が絡み合う中で、自殺の危機
が訪れます。
危機のうち、経済・生活問題は、「負債」そして債務整理の相談という形で司法書士に持ち込
まれるでしょう。家庭問題は「家族の不和」という形で持ち込まれ、夫婦関係調停事件の申立や、
離婚に伴う財産分与などの形で司法書士が関わることになるでしょう。たとえば次のような事例
が考えられます。



司法書士として次の対応が考えられますので、関連することをていねいに聞き取りする必要が

あります。

１．生計が維持できない状況であれば、生活保護を念頭に入れた多重債務処理が考えられま

す。

２．必要であれば、養育費減額の調停手続きを、事件として受理することになります。

３．不規則な生活や集中力の低下が労働問題から生じていると考えられた場合、過重労働が

なかったか、過重労働がうつ病などを発生させている直接的な原因でなかったかどうか聞

いておく必要があります。該当する場合は、労働災害の適用が考えられます。また、解雇

理由が不当解雇になる場合もありうるので、労働の状況も詳しく聞いておく必要がありま

す。

一方、メンタルヘルスの観点からは、次のことを考慮する必要があります。

１．うつ病などが疑われる場合、本人がよく考えて決定できる状態であるかどうかを吟味す

る必要があります。本人が受診しておらず、考えて決定することが困難と思われる場合は、

医療機関の受診をすすめることも検討する必要があります。本人が医療機関を受診してい

る場合は、主治医との連携も考慮したいところです。

２．アルコールやギャンブルの依存症の場合、過払い分が戻ってくることで依存症をより重

症化させてしまうことがあります。メンタルヘルスの専門家と連携した対応が理想的です。

この事例でもわかるように、追い込まれて相談に訪れる人たちはメンタルヘルスの問題を抱え

がちです（図１）。このため相談に当たる司法書士には、どうしてもメンタルヘルスの基礎知識

が必要になります。

このハンドブックには、自殺リスクの高い依頼者や自死遺族を含めて、追い詰められた気持ち

で司法書士に相談に訪れる人々を支援するためのメンタルヘルスの基礎知識を収録しました。さ

らにこのような人々を支援する司法書士が、自身のかかえるストレスにどのように対処するかに

ついても言及しました。

このハンドブックは決して十分なものではありません。しかし、このハンドブックからは基本

的な情報が得られるはずです。また必要な情報へのアクセスの方法もわかるようになっています。

このハンドブックが、司法書士業務とメンタルヘルスの問題との関係を考えるきっかけとなり、

会員個々のよりよい実務につながることを期待しております。
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図１．司法書士業務の中で相談者が抱える問題
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第２章

メンタルヘルスの基礎知識

ＷＨＯ（世界保健機関）の調査によると、自殺で亡くなった人が最後の行動に及ぶ前は９割以

上が精神疾患、すなわちメンタルヘルスの問題を持っており、うつ病などの「気分障害」が３０．５％、

「物質関連障害」（そのほとんどはアルコール依存症）が１７．１％、「統合失調症」が１３．８％でした。

第２章では、この調査結果にしたがって、うつ病、依存症、統合失調症の３つを説明します。

ただし、次の点には触れていないことに注意してください。

精神科の新しい診断基準は、「臨床的にどのような診断ができるか」、「パーソナリティや知的

能力にどのような特徴があるか」、「全般的にみてどのくらいうまく社会生活に適応できている

か」など、複数の視点から捉えることとしていますが、ここでは「臨床的にどのような診断がで

きるか」だけに絞って、しかもそのごく一部だけを述べていることに注意してください。

現在、広く使われている精神科の診断名は、どのような症状があれば、この診断に分類すると

いう症状群の名前です。実際の治療は、個々の患者にあわせて行う必要がありますし、診断名は、

その人のもつ症状すべてを表わしているわけでもありません。同じ診断であっても、その個々人

によって異なるのです。ここで述べる、うつ病、依存症、統合失調症の記述も、臨床的にこのよ

うな診断をされる人たちの一般的な姿の概略を述べるに過ぎないことを前置きとして述べておき

たいと思います。

１．うつ病

（１）うつ病とは

うつ病の生涯有病率は約１５％といわれ、一生のうちに６～７人に１人は罹患すると言われ

ています。うつ病は脳の機能的な問題が引き起こす疾患です。うつ病になると、意欲がわか

ず、物事を悲観的にとらえるようになり、集中力が低下します。イライラして、焦燥感が高

まることもあれば、エネルギーが途絶えてしまったように、活気が失われた状態を示すこと

もあります。しかし、決して「気合いが足りない」だとか「怠け者」といったものではあり

ません。うつ病になったら、まずはストレスとなっている事柄から身を離し、十分な休養・

休息を取るとともに、必要な場合は、精神科の治療を受ける必要があります。

（２）うつ病の症状

うつ病の精神症状としては、睡眠障害、根気や集中力の低下、全身倦怠感、不安、イライ
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ラ、飲酒量の増加などがあります。

身体症状としては、頭痛、食欲低下、耳鳴、ふらつき、発汗、口内乾燥、肩こり、腰痛、

動悸などがあります。うつ病では身体症状もたくさん出現することに注意してください。う

つ病を発症しているのに気づいていない場合、体調不良（不定愁訴）を訴え、内科や整形外

科などを次から次へと受診する場合があります。これを�仮面うつ病�と言います。

睡眠障害はたいへん重要な症状で、睡眠の途中で何回も目が覚める（中途覚醒）、朝早く

目が覚めてしまう（早朝覚醒）などが起こります。また午前中に気分が塞ぎ込み、午後にな
にちない

るとすこし調子が良くなる（日内変動）などの症状もあらわれます。食欲不振、体重減少、

集中力低下、脱力感などの症状が２週間以上続いている場合は、うつ病の可能性を考える必

要があります。

司法書士の相談現場でうつ病を心配した場合は、精神保健相談や医療機関の受診をすすめ

てください。相談や受診先としては、市町村の保健センター、保健所、かかりつけ医、精神

科医療機関などが候補になります。どこに相談してよいかわからない場合は、精神保健福祉

センターへの相談をすすめてください。

２．依存症

（１）依存症とは

依存症の特徴は「その行動によって、医学的もしくは社会的に有害なことが起こっている

にもかかわらず、その行動を止めないこと」（乱用）であり、「自分でコントロールすること

に失敗していること」（依存）です。

依存症の種類としては、「物質依存」、「プロセス依存（行為そのものへの依存）」、「関係依

存」があります。「物質依存」にはアルコール依存や薬物依存、「プロセス依存」にはギャン

ブル依存、摂食障害や繰り返されるリストカット、「関係依存」には共依存、性依存などが

あります。

（２）依存症のメカニズム

飲酒やギャンブルなどの行為は、「気持ちが良い」「ストレス解消になる」「嫌なことから

解放される」などの快感が伴いますが、その快感を恒常的に求めるようになると、ちょっと

した不快感があっても、「その物質を使いたい」「その行為をまたやりたい」という欲求が起

きてくるようになります。言いかえると、�脳が自動的に物質や行為を求める�わけで、も

はや本人の意思や精神力だけでコントロールできなくなります。たとえば、覚せい剤依存者

のなかには、ボルビックやエビアンの５００ml のペットボトルを見ただけで覚せい剤のことを

思い出す人がいます。彼らは、これらのミネラルウォーターで覚せい剤の粉末を溶かして注

射していたからです。また、パチンコ依存の人は、パチンコをしないためには、パチンコ店

を避けて遠回りして帰宅しなければなりません。彼らはその店に近づくだけで、胸の鼓動が

高まり、しびれるような高揚感と不安感に襲われます。こうなると家族や周囲の者がどれだ
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け本人を監視したり、愛情を注いだりしても、それだけで改善するとは到底言えないのです。

（３）依存症と「否認」

依存症者は、いつも自分と戦っています。自分が本当に自己コントロールを失っていると

いう事態が信じられず、必死になって「自分がまだ大丈夫であることの証拠」を探そうとし

ます。その中で、依存症者はますます頑固になり、周囲の意見に耳を貸さなくなります。そ

して罪悪感から、周囲にたくさんの嘘をつくようになります。本当に呆れるほどたくさんの

嘘をつきます。しかし、もっとも誰を一番だましているかといえば、間違いなく「自分」な

のです。自分に「まだまだ大丈夫」と言い聞かせ、「これが最後の一杯」、「これが最後の一

回」と、それこそ何百回も嘘を繰り返すのです。ずっとこうやって生きていくと、依存症的

行動のない自分のイメージがわからなくなり、頭でそれが正しいとわかっていることでも、

行動に移せなくなります。変化が怖くなるのです。この変化への怖れと自分に嘘をつく態度

があいまって、いわゆる「否認」という特徴的な態度が現れます。

「否認」が強い人は、それだけ追い詰められているのだと思います。追い詰められ、自分

が情けなくて、「このうえ依存症であることを認めたら、それこそ本当のだめ人間」となっ

てしまうと危惧して、必死になってそれを否定している状態とも言えます。

（４）依存症と「共依存」

あらゆる依存症者の家族は、地域からも親族からも孤立しています。「共依存」とは、孤

立ゆえに判断がおかしくなった状態です。判断がおかしくなって、しかも依存症者本人から

手を離せない家族に対して、ただ闇雲に「突き放しなさい」と連呼すれば、その家族との相

談関係は切れていきます。大切なのは、家族が専門家や家族の自助グループとの継続的な相

談関係を維持することです。「突き放せない」家族の気持ちを汲み取り、共感しながら、個

別の事例に応じた代替策を提示することが大切です。依存症者本人が「否認」を繰り返し、

治療を拒否し続けても、家族や本人の身近にいる者は、依存症の進行を止めるように介入す

ることができるのです。

（５）依存症は治るのか

依存症は「慢性」、「進行性」の病気です。「慢性」とは、「治らない」ことを意味していま

すし、「進行性」とは、長く止めていても、再び手を出せば、以前の一番ひどいところから

ぶり返すことを意味しています。しかし「治らない」からといって絶望することはありませ

ん。考えてみれば、病気の大半は治らない「慢性疾患」です。たとえば糖尿病がそうです。

糖尿病になった人が、「ケーキの食べ放題」で無茶食いしても高血糖にならない体質を手に

入れることはできません。しかし、うまく糖尿病とつきあいながら、天寿を全うすることは

できます。依存症も同じです。確かに、もう一度「上品な酒飲み」や「節度のある趣味的ギ

ャンブラー」に戻ることはできませんが、そうした行動を止め続けることで、依存症によっ
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て失ったもの（健康、財産、周囲からの信頼）を取り戻していくことはできるのです。依存

症は「治らない」のですが、依存症から「回復」することはできます。

自助グループとは

自助グループとは、家族にもいえない秘密を語ることができ、それを無条件に共感しても

らえる場です。依存症に陥った人は、罪悪感から周囲に数多くの秘密をつくり、秘密の分だ

け自らの孤独が深くなっています。そしてその孤独がさらなる依存症的行動を促していきま

す。同じ問題をかかえながら、そこから変化していこうという人たちの中に入ることは、本

人の孤独を緩和させ、結果的に行動をよい方に変化させることがあります。

自助グループに入ったからといって突然物事がうまくいくようになるわけではありません

が、失敗を繰り返しながら、少しずつ事態はよい方に向かうでしょう。いいかえれば、自助

グループとは、安心して失敗できる場であり、家族にもいえない失敗を正直に語れる場です。

依存症からの回復には、世界中にたった一つでもよいですから、「自分に正直になれる、安

全な場所」が必要なのです。

３．統合失調症

（１）統合失調症とは

統合失調症の一般人口における出現頻度は約１％です。うつ病と同じく、脳の機能的な問

題を引き起こす疾患で、神経伝達物質が関係した病気です。幻覚や妄想、独語や空笑といっ

た陽性症状や、感情が平板化し、意欲が減退し、融通性、注意力、集中力が低下し、引きこ

もりがちになるなどの陰性症状が出現します。

統合失調症の治療は、これまで精神科病院に隔離・収容して行われる治療が中心でしたが、

近年の薬物療法やリハビリテーションのめざましい発展によって、多くは普段の生活をする

ことが可能になってきました。かつては精神分裂病と呼ばれていましたが、人格がそこなわ

れているような誤解を与え、偏見を助長するなどの理由から、２００２年に日本精神神経学会が

中心となって現在の病名に変更されました。

（２）統合失調症の治療

統合失調症の治療は、たとえ精神症状があったとしても、病院や施設ではなく、可能な限

り社会生活を継続しながら治療することが望ましく、またその方が治療効果もあがることが

立証されています。

統合失調症の治療の眼目は、「症状を改善する」ことと「社会的な適応性を高める」こと

にあります。「症状を改善する」ために、薬物と心理社会的な治療を組み合わせた治療を行

いますが、症状や生活障害があっても実際の生活ができるように支援する「社会的な適応性
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を高める」治療や支援が重視されるようになっています。

司法書士の相談現場で統合失調症を心配した場合は、うつ病と同様、精神保健相談や医療

機関の受診をすすめてください。相談や受診先としては、市町村の保健センター、保健所、

精神科医療機関などが候補になります。どこに相談してよいかわからない場合は、精神保健

福祉センターに相談先を尋ねてください。統合失調症の心配があって相談機関や医療機関の

受診をすすめる場合に必要な配慮については、第４章で解説しています。
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４．メンタルヘルスと自殺の現状と対策

国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所

自殺予防総合対策センター長 竹 島 正

（１）メンタルヘルスの現状と対策

平成２０年患者調査によると、精神疾患で受療している総患者数は３２３万人でした。すなわ

ち、国民のおよそ４０人に１人が医療機関を受診していたことになります。また、精神疾患の

国際的な疫学調査によると、わが国の地域住民における精神疾患の１２か月有病率は、大うつ

病で２．１％、成人の気分障害・不安障害・物質使用障害のいずれかの精神疾患で１０．０％であ

り、１年間に国民の１，０００万人以上が精神疾患を経験していたと推定されます。また、過去

１２か月に本気で自殺を考えた人は１．２％、自殺を試みた人は０．２％でしたが、精神疾患の合併

によってその割合は増加していました。この調査には、統合失調症や認知症等は含まれてお

らず、これらを含めるとメンタルヘルスの問題の影響はさらに大きくなる可能性があります１）。

さて、わが国の精神保健医療福祉施策は、精神疾患の中でも長期の医学的治療とリハビリ

テーションを必要とする統合失調症を主たる対象とし、入院治療を受けるための精神科病床

を増やすという方向で進められてきました。その結果、精神病床は人口万対３０床と多くなり、

地域における居住の場や生活支援サービスの整備が遅れ、その結果として、入院患者３１万人

のうちの３分の２が１年以上の長期入院、１年以上の入院患者のうち６５歳以上の患者が５５％

を占めるという状況になっています。また、地域住民にとって身近な存在である精神科診療

所は増加していますが、受療患者数の増加とともに予約待ちが多くなり、精神科病院や他の

診療所との間での連携も、なかなか進んでいないのが実情です。

このため、厚生労働省では「入院中心から地域生活中心へ」という方向に推し進めるため

に、２００４年に「精神保健医療福祉の改革ビジョン」（以下、「改革ビジョン」）を公表しまし

た。また２０１０年９月には、「改革ビジョン」の前半５年間の成果を評価するとともに、後半

５年間における施策群を検討した成果を「精神保健医療福祉の更なる改革に向けて」にまと

めました。さらに、同年に発足した「新たな地域精神保健医療体制の構築に向けた検討チー

ム」においては、２０１０年６月の閣議決定「障害者制度改革の推進のための基本的な方向につ

いて」を踏まえた報告をまとめました。今後は、これらの報告等を踏まえて、精神保健福祉

法の改正等が検討されることになります。

自殺予防の立場からは、メンタルヘルスの問題や生活苦、家庭の問題等を複合的にかかえ

て、うまく支援につながることのできない人たちのことが気になります。精神保健医療福祉

サービスと社会的支援の連携がしっかり検討されなければ、これらの人たちは、必要な支援

にうまくつながることができないで取り残される可能性があります。

（２）自殺の現状と対策

わが国の自殺死亡者数は人口の増加とともに増えてきました。第二次世界大戦後の長期的
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な推移を見ると、厚生労働省の人口動態統計では、１９５５年前後、１９８５年前後の二つの山を形

成した後、１９９８年に急増、以後連続して３万人前後で推移しています。１９９８年の急増では、

都市部・中高年男性の自殺の急増が注目されましたが、最近は、中高年および高齢者の自殺

死亡率は低下傾向にあり、若年成人が高くなるという変化が見られます。さて、男性の自殺

死亡率は女性に比べて高く、１９９８年の急増以降は女性のそれとの差が拡大したのですが、男

性の無職、男性の離別者の自殺死亡率は１９９８年の急増以前から高いことに注意する必要があ

ります。自殺は人口１０万対で２０～２５件、すなわち一般人口中では４０００人を１年間追跡して１

例起こるくらいの出来事ですが、無職の離別した４０代男性の自殺死亡率は５００を超えており、

一般人口中の４０代男性の１０倍程度、一般人口の２０倍程度にあたります。このことからも、自

殺予防の取り組みには、ハイリスク群を同定した上で、それへの予防的介入と見守り的な支

援が大切であることがわかります。

さて、１９９８年の自殺死亡急増後の国の取り組みは、大きく３期に分けることができます。

第１期（１９９８－２００５）は厚生労働省中心の取り組みです。２０００年に健康日本２１の「休養・こ

ころの健康づくり」に「自殺者の減少」の数値目標があげられ、２００１年には自殺対策事業が

予算化されました。そして２００２年には、自殺対策有識者懇談会の報告書「自殺予防に向けて

の提言」がまとめられ、２００４年にはうつ病対策が取り組まれるようになりました。しかしな

がら、第１期に自殺対策に取り組んだのは厚生労働省の一部であり、地域的にも自殺死亡率

の高いごく一部の取り組みに限られていました。第１期は、自殺対策を発展させるための種

まきの時期と考えることができます。

第２期（２００５－２００６）は、自殺対策に政府全体で取り組むようになる転換期です。２００５年

に参議院厚生労働委員会は「自殺に関する総合対策の緊急かつ効果的な推進を求める決議」

を行い、それを契機に自殺対策関係省庁連絡会議が設置され、同年末にはその報告書「自殺

予防に向けての政府の総合的な対策について」が公表されました。

第３期（２００６―）は自殺対策基本法の公布以降であり、社会全体で取り組むという現在進

行中の過程です。２００７年６月に政府の自殺対策の基本的指針である「自殺総合対策大綱」（以

下、大綱）が閣議決定され、２００８年１０月にはその一部改正が行われました。そして、２００９年

６月には地域自殺対策緊急強化交付金が造成され、２０１０年２月には、政権交代を経て「いの

ちを守る自殺対策緊急プラン」が公表されました。

自殺対策は、自殺予防よりも幅が広く、自殺予防に社会的取り組みを含めた、また遺族ケ

アだけでなく、遺族支援の視点を含むことを明確にしたメッセージ性の高い言葉です。そし

て大綱は、自殺の問題の深刻さを社会に訴え、自殺対策への社会の関心を高めることに大き

く貢献してきました。実際、大綱に示された当面の重点施策等をもとに、各地で様々な自殺

対策が取り組まれるようになりました。大綱は、自殺対策に取り組むことの必要性を広く社

会に知らせるという大きな役割を果たしてきたのです。

大綱には「施策の推進状況や目標達成状況等を踏まえ、おおむね５年を目途に見直しを行

う」と記述されており、２０１２年には大綱の見直しが行われました。（独）国立精神・神経医
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療研究センターでは、２０１２年にＷＨＯ専門家チームを招へいし、自殺予防に関する全国的な

プログラムの進捗状況についての視察を受けました。その報告書には、自殺対策の効果をあ

げるには、全体的予防介入（リスクの度合いを問わず万人を対象）、選択的予防介入（自殺

行動のリスクの高い人々を対象）、個別的予防介入（過去に自殺未遂をした人等、自殺行動

のリスクが高い個人を対象）の３つの対策を効果的に組み合わせることが必要と述べられて

います。自殺予防総合対策センターでは、大綱の見直しを踏まえて、自殺対策の現場で得ら

れた経験と科学的知見を尊重したモデル的な取組が進むよう、自殺対策に関連する学術団体、

組織団体、自治体等による自殺対策ネットワークの構築と、効果的かつ自殺のリスクを抱え

た人たちにも安全な自殺対策の普及を進めたいと考えております。

参考資料

１）立森久照：一般住民中の精神疾患および精神保健的問題．公衆衛生．７４（７）．６０３－６０６．２０１０

２）内閣府：平成２４年版自殺対策白書．２０１２

３）自殺予防総合対策センター編：地域における自殺対策の手引き．ライフ出版社．２０１１

４）自殺予防総合対策センターホームページ「いきる」http://ikiru.ncnp.go.jp/ikiru-hp/index.html

５）精神保健医療福祉の改革ビジョン研究ページ「かえるかわる」

http://www.ncnp.go.jp/nimh/keikaku/vision/index.html



第３章

司法書士自身のためのメンタルヘルス

１．日常業務におけるストレス

司法書士は日常業務の中でさまざまなストレスを経験します。特に裁判・家事事件では、相

談者あるいは依頼者のかかえる現実的な問題（多重債務、生活苦、過重労働、近隣・知人との

トラブル、交通事故、ＤＶ、離婚問題、相続問題などなど）に対処するという重荷と、依頼者

本人がかかえるこころの重荷を、司法書士も一緒に背負うことになります。

この重荷を仕事と割り切る司法書士もいますが、なかなか割り切ることができずに引きずっ

てしまう司法書士もいます。また仕事と割り切る司法書士でも、年数を重ねるにしたがって、

間違いなくストレスとして蓄積されていきます。

現在、産業界をはじめとして一般国民にメンタルヘルスの基礎知識が普及しつつあります。

医療や行政は、各地で、メンタルヘルスの専門家を含めた多業種のネットワークを構築しつつ

あります。司法書士が、相談者・依頼者の話を聞き、自身の専門である法律の分野にあてはめ

て処理を考えるだけでよい時代は終わりに近づいているのです。

司法書士は、相談者あるいは依頼者のかかえている問題が多岐にわたり、専門家に対してよ

り高いサービス（多業種の専門家とのネットワーク）が期待されていることを認識する必要が

あります。相談者あるいは依頼者には、自分にとって重荷となっていることを司法書士に話す

ことで、早期に問題解決の道筋が示されるという期待があります。そのような期待をもって司

法書士に仕事を依頼し、対価を支払うのだという依頼者の思いは、今後さらに強くなるでしょ

う。そして、このような期待は、場合によっては個々の司法書士の能力を超え、司法書士とし

ての限界を感じることにもなります。このことも一つの大きなストレスです。

不動産登記業務では代金決済をトラブルなしに終結させ、決められた日時までに申請するこ

とが求められます。また、裁判業務でも同様です。こうした期限に追われる業務の連続もスト

レスを蓄積させます。

ただ、ストレスを緩和するために仕事のペースを調整しようと思っても、自営業であるゆえ、

仕事を失う不安のほうが大きくなってしまうこともありますし、精神保健福祉の専門家等のカ

ウンセリングを受けたとしても、司法書士にしか分からない悩みというものも多いので、なか

なか解決が難しかったりするものです。その場合は、信頼できる同職と悩みを共有し、一緒に

考えることで、少しずつその苦しい気持ちが緩和されることもありますので、普段から身近な

同職との間で信頼関係を深めておくことが大切です。
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もちろん報酬を得て仕事をする以上、相談者あるいは依頼者のストレスを受け止めつつ、か

つきちんと仕事をこなしていくのは当然のことです。しかし、それで司法書士のメンタルヘル

スの問題が解消するわけではありません。１日の仕事が終了したあと、このストレスを引きず

らない方法を身につけることが重要です。

たとえば、問題を書き出して整理すること、分かち合える同僚と話をすること、それに気晴

らしが有効なこともあります。気晴らしは特別なことが必要なわけではなく、体を動かしたり、

自然に触れたり、カラオケを楽しむことでも構いません。ただ、少しこつがあって、

１．気持ちが仕事から切り変わりやすいものを選ぶ、

２．気晴らしをしている自分を否定しない（自分は怠けていると思わない）、

３．「ここまでやったら終わり」と決めておく、

４．単なる問題の先延ばしではなく、状況を良くするために使う、

といったことを頭に入れておくとよいでしょう。

ストレスの蓄積は、司法書士の心身に大きな影響を及ぼすだけでなく、仕事の効率も低下さ

せます。

気がつくと、自分自身がうつ病の一歩手前、あるいはうつ病を発症していることも起こりま

す。また、司法書士が補助者を雇っている場合、経営者として補助者のメンタルヘルスに配慮

することが要求されます。安全配慮義務として過重労働にならないようにすることが求められ

るのです。

２．メンタルの問題にどう気付くのか～司法書士自身のためのスクリーニング～

私たち司法書士自身が心の健康を保てなければ、相談者にとって充分に満足しうる継続的な

支援をとることは難しいため、私たち自身も自己のメンタルヘルスに気を配ることが必要です。

具体的には、下記の方法が考えられます。

・司法書士自身の心の疲れに気付くこと。

・各自にあったストレス解消法等を見つけ、心の健康づくりに気を配ること。

・普段から個々の司法書士が最寄りの医療機関等と顔の見える連携をとっておくこと。

・精神保健や精神科医療には誤解や偏見があることを認識すること。

・うつ病等は医学的な問題であること、誰でもかかることを認識すること。

・うつ病等の症状に関する知識を持ち、自分がかかった場合の気付きのきっかけとする。

・時折、うつのスクリーニングを試してみる。

・いざというときには、適切な精神科医療を受けることを躊躇しないこと。
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よく眠れない、仕事がはかどらなくイライラする、ほぼ毎日倦怠感で悩まされる、肩・首・

背中が凝る、決断ができなくなる、飲酒量が増える、などといった症状はないでしょうか？

もし、思いあたることがあれば、たとえばストレスや疲労度のチェック（＝スクリーニング）

をしてみてください。インターネットでさまざまなチェックリストが公開されていますが、こ

こでは、中央労働災害防止協会のホームページをご紹介します。（http://www.jisha.or.jp/web_ch

k/strs/index.html）

うつ病などのメンタルヘルスの問題は、早期に発見し、適切な治療を受ければ比較的早く改

善されますが、無理をすれば悪化していきます。また、家族に精神面・経済面で相当な負担を

かけます。更には、家庭が崩壊することさえあります。ともすれば相談業務につく人は、自分

は専門家だからと、自ら相談することを控える方も多いようです。しかし、メンタルヘルスの

問題は、自分だけの問題ではないことを肝に銘じておいてください。

３．安定したメンタルヘルスを維持するには

現在、厚生労働省や内閣府において「ワーク・ライフ・バランス」を普及させようとしてい

ます。簡単に言えば、幸せな人生を送るために、自分の価値観に合う働き方、仕事と生活の調

和を考えようということです。

個人事業主がほとんどである司法書士にとって、仕事と生活の調和が難しいことは多くの司

法書士が実感しているところです。しかし、「ワーク・ライフ・バランス」が崩れ、自分自身

の心身にひどく影響が出てしまえば、勤労者のような保障のほとんどない個人事業主である司

法書士にとって致命傷になります。「ワーク・ライフ・バランス」の考え方は、産業界を中心

に広く普及しつつあります。この動きは、司法書士にも決して無縁ではありません。

私たちは、目前の仕事に励むだけでなく、こうした社会全体の動きにも目を配り、自分自身

の働き方、自分自身のメンタルヘルスにも注意を向けて、生きやすい社会の実現に向けて多く

の人々と協力していく時代に生きていることを、強く認識しておく必要があります。
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リラクセーションのためのヒント

１．鼻からゆっくり息を吸ってください――ひとつ、ふたつ、みっつ――肺からお腹まで、

気持ちよく空気で満たします。

２．静かにやさしく、「私のからだは穏やかに満たされています」と自分に語りかけましょ

う。今度は口からゆっくり息をはきます――ひとつ、ふたつ、みっつ――肺からお腹まで、

すっかり息をはききりましょう。

３．静かにやさしく、「私のからだはほぐれていきます」と自分に語りかけます。

４．ゆったりとした気持ちで、５回繰り返しましょう。

５．必要に応じて、日中に何度でも繰り返してください。

●第３章 司法書士自身のためのメンタルヘルス
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表１ 総数 （単位：人）

総数 男 女 成人 男 女 少年 男 女 不詳 男 女

平成２３年３０，６５１２０，９５５ ９，６９６２９，８４８２０，３７１ ９，４７７ ６２２ ４１８ ２０４ １８１ １６６ １５

（構成比）（１００％）（６８．４％）（３１．６％）（１００％）（６８．２％）（３１．８％）（１００％）（６７．２％）（３２．８％）（１００％）（９１．７％）（８．３％）

平成２２年３１，６９０２２，２８３ ９，４０７３０，９４２２１，７４６ ９，１９６ ５５２ ３６５ １８７ １９６ １７２ ２４

（構成比）（１００％）（７０．３％）（２９．７％）（１００％）（７０．３％）（２９．７％）（１００％）（６６．１％）（３３．９％）（１００％）（８７．８％）（１２．２％）

増減数 －１，０３９－１，３２８ ＋２８９－１，０９４－１，３７５ ＋２８１ ＋７０ ＋５３ ＋１７ －１５ －６ －９

（構成比） －（－１．９）（＋１．９） －（－２．１）（＋２．１） － （１．１）（－１．１） －（＋３．９）（－３．９）

増減率（％） －３．３ －６．０ ３．１ －３．５ －６．３ ３．１ １２．７ １４．５ ９．１ －７．７ －３．５－３７．５

表２ 年齢別自殺者数 （単位：人）

総数
少年 成人

不詳
～１９歳 ２０～２９歳３０～３９歳４０～４９歳５０～５９歳６０～６９歳７０～７９歳 ８０歳～

平成２３年 ３０，６５１ ６２２ ３，３０４ ４，４５５ ５，０５３ ５，３７５ ５，５４７ ３，６８５ ２，４２９ １８１

（構成比）（１００．０％）（２．０％）（１０．８％）（１４．５％）（１６．５％）（１７．５％）（１８．１％）（１２．０％）（７．９％）（０．６％）

平成２２年 ３１，６９０ ５５２ ３，２４０ ４，５９６ ５，１６５ ５，９５９ ５，９０８ ３，６７３ ２，４０１ １９６

（構成比）（１００．０％）（１．７％）（１０．２％）（１４．５％）（１６．３％）（１８．８％）（１８．６％）（１１．６％）（７．６％）（０．６％）

増減数 －１，０３９ ＋７０ ＋６４ －１４１ －１１２ －５８４ －３６１ ＋１２ ＋２８ －１５

（構成比） －（＋０．３）（＋０．６） （０）（＋０．２）（－１．３）（－０．５）（＋０．４）（＋０．３） （０）

増減率（％） －３．３ １２．７ ２．０ －３．１ －２．２ －９．８ －６．１ ０．３ １．２ －７．７

第４章

自殺予防と司法書士

１．自殺の実態

わが国の自殺者数は、平成１０年以降、１４年間にわたって３万人を超える状態が続いています。

警察庁生活安全局生活安全企画課作成の資料「平成２３年中における自殺の状況」によると、同

年中の自殺者数は３０，６５１人でした。自殺対策を効果的に進めるには、性別、年齢、職業、地域

ごとに、ハイリスク者に重点を置いた、きめ細かな対策を進める必要があります。

自殺者の年次比較表
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表１ 総数 （単位：人）

総数 男 女 成人 男 女 少年 男 女 不詳 男 女

平成２３年３０，６５１２０，９５５ ９，６９６２９，８４８２０，３７１ ９，４７７ ６２２ ４１８ ２０４ １８１ １６６ １５

（構成比）（１００％）（６８．４％）（３１．６％）（１００％）（６８．２％）（３１．８％）（１００％）（６７．２％）（３２．８％）（１００％）（９１．７％）（８．３％）

平成２２年３１，６９０２２，２８３ ９，４０７３０，９４２２１，７４６ ９，１９６ ５５２ ３６５ １８７ １９６ １７２ ２４

（構成比）（１００％）（７０．３％）（２９．７％）（１００％）（７０．３％）（２９．７％）（１００％）（６６．１％）（３３．９％）（１００％）（８７．８％）（１２．２％）

増減数 －１，０３９－１，３２８ ＋２８９－１，０９４－１，３７５ ＋２８１ ＋７０ ＋５３ ＋１７ －１５ －６ －９

（構成比） －（－１．９）（＋１．９） －（－２．１）（＋２．１） － （１．１）（－１．１） －（＋３．９）（－３．９）

増減率（％） －３．３ －６．０ ３．１ －３．５ －６．３ ３．１ １２．７ １４．５ ９．１ －７．７ －３．５－３７．５

表２ 年齢別自殺者数 （単位：人）

総数
少年 成人

不詳
～１９歳 ２０～２９歳３０～３９歳４０～４９歳５０～５９歳６０～６９歳７０～７９歳 ８０歳～

平成２３年 ３０，６５１ ６２２ ３，３０４ ４，４５５ ５，０５３ ５，３７５ ５，５４７ ３，６８５ ２，４２９ １８１

（構成比）（１００．０％）（２．０％）（１０．８％）（１４．５％）（１６．５％）（１７．５％）（１８．１％）（１２．０％）（７．９％）（０．６％）

平成２２年 ３１，６９０ ５５２ ３，２４０ ４，５９６ ５，１６５ ５，９５９ ５，９０８ ３，６７３ ２，４０１ １９６

（構成比）（１００．０％）（１．７％）（１０．２％）（１４．５％）（１６．３％）（１８．８％）（１８．６％）（１１．６％）（７．６％）（０．６％）

増減数 －１，０３９ ＋７０ ＋６４ －１４１ －１１２ －５８４ －３６１ ＋１２ ＋２８ －１５

（構成比） －（＋０．３）（＋０．６） （０）（＋０．２）（－１．３）（－０．５）（＋０．４）（＋０．３） （０）

増減率（％） －３．３ １２．７ ２．０ －３．１ －２．２ －９．８ －６．１ ０．３ １．２ －７．７

第４章

自殺予防と司法書士

１．自殺の実態

わが国の自殺者数は、平成１０年以降、１４年間にわたって３万人を超える状態が続いています。

警察庁生活安全局生活安全企画課作成の資料「平成２３年中における自殺の状況」によると、同

年中の自殺者数は３０，６５１人でした。自殺対策を効果的に進めるには、性別、年齢、職業、地域

ごとに、ハイリスク者に重点を置いた、きめ細かな対策を進める必要があります。

自殺者の年次比較表

１ ．自殺の実態

警察庁生活安全局生活安全企画課作成の資料「平成２５年中における自殺の状況」によると、
同年中の自殺者数は２７,２8３人で、５７５人減少しました。自殺対策を効果的に進めるには、引き
続き性別、年齢、職業、地域ごとに、ハイリスク者に重点を置いた、きめ細かな対策を進める
必要があります。

自殺者の年次比較表

表 １　総数� （単位：人）

総数 男 女 成人 男 女 少年 男 女 不詳 男 女

平成２５年 ２７，２８３ １８，７８７ ８，４９６ ２６，６１３ １８，３０５ ８，３０８ ５４７ ３７４ １７３ １２３ １０８ １５

（構成比）（１００％）（６８．９％）（３１．１％）（１００％）（６８．８％）（３１．２％）（１００％）（６８．４％）（３１．６％）（１００％）（８７．８％）（１２．２％）

平成２４年 ２７，８５８ １９，２７３ ８，５８５ ２７，１１３ １８，７２８ ８，３８５ ５８７ ４００ １８７ １５８ １４５ １３

（構成比）（１００％）（６９．２％）（３０．８％）（１００％）（６９．１％）（３０．９％）（１００％）（６８．１％）（３１．９％）（１００％）（９１．８％）（８．２％）

増減数 －５７５ －４８６ －８９ －５００ －４２３ －７７ －４０ －２６ －１４ －３５ －３７ + ２

（構成比） －（－０．３）（＋０．３） －（－０．３）（＋０．３） －（＋０．３）（－０．３） －（－４．０）（＋４．０）

増減率（％） －２．１ －２．５ －１．０ －１．８ －２．３ －０．９ －６．８ －６．５ －７．５ －２２．２ －２５．５ １５．４

表 ２ 　年齢別自殺者数� （単位：人）

総数
少年 成人

不詳
～１９歳 ２０～２９歳 ３０～３９歳 ４０～４９歳 ５０～５９歳 ６０～６９歳 ７０～７９歳 ８０歳～

平成２５年 ２７，２８３ ５４７ ２，８０１ ３，７０５ ４，５８９ ４，４８４ ４，７１６ ３，７８５ ２，５３３ １２３

（構成比）（１００．０％）（２．０％）（１０．３％）（１３．６％）（１６．８％）（１６．４％）（１７．３％）（１３．９％）（９．３％）（０．５％）

平成２４年 ３１，６９０ ５８７ ３，０００ ３，７８１ ４，６１６ ４，６６８ ４，９７６ ３，６６１ ２，４１１ １５８

（構成比）（１００．０％）（２．１％）（１０．８％）（１３．６％）（１６．６％）（１６．８％）（１７．９％）（１３．１％）（８．７％）（０．６％）

増減数 －５７５ －４０ －１９９ －７６ －２７ －１８４ －２６０ +１２４ +１２２ －３５

（構成比） －（－０．１）（－０．５） （ ０）（＋０．２）（－０．４）（－０．６）（＋０．８）（＋０．６）（－０．１）

増減率（％） －２．１ －６．８ －６．６ － ２ －０．６ －３．９ －５．２ ３．４ ５．１ －２２．２
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表３ 職業別自殺者数 （単位：人）

総数
自営業・
家族従業者

被雇用者・
勤め人

無職
不詳

学生・生徒等 無職者

平成２３年 ３０，６５１ ２，６８９ ８，２０７ １，０２９ １８，０７４ ６５２

（構成比） （１００．０％） （８．８％） （２６．８％） （３．４％） （５９．０％） （２．１％）

平成２２年 ３１，６９０ ２，７３８ ８，５６８ ９２８ １８，６７３ ７８３

（構成比） （１００．０％） （８．６％） （２７．０％） （２．９％） （５８．９％） （２．５％）

増減数 －１，０３９ －４９ －３６１ ＋１０１ －５９９ －１３１

（構成比） － （＋０．２） （－０．２） （＋０．５） （－０．１） （－０．４）

増減率（％） －３．３ －１．８ －４．２ １０．９ －３．２ －１６．７

表４ 原因・動機特定者の原因・動機別 （単位：人）

家庭問題 健康問題
経 済・生 活
問題

勤務問題 男女問題 学校問題 その他

平成２３年 ４，５４７ １４，６２１ ６，４０６ ２，６８９ １，１３８ ４２９ １，６２１

平成２２年 ４，４９７ １５，８０２ ７，４３８ ２，５９０ １，１０３ ３７１ １，５３３

増減数 ５０ －１，１８１ －１，０３２ ９９ ３５ ５８ ８８

増減率（％） １．１ －７．５ －１３．９ ３．８ ３．２ １５．６ ５．７

※内閣府自殺対策推進室／警察庁生活安全局生活安全企画課「平成２３年中における自殺の状況」より
引用

また、国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所 自殺予防総合対策センターが行っ

ている「自殺予防と遺族支援のための基礎調査」の分析によると、多重債務問題を有する自殺

事例の中には、借金を始める以前から、うつ病、ギャンブル依存症、アルコール依存症、適応

障害等のメンタルヘルスの問題があったと思われる事例がありました。さらに、負債を抱えた

自殺既遂者には自営業者、離婚経験者、睡眠時のアルコール使用者が多いことや、死亡前の一

年間に援助希求や精神科受診をしていない傾向にあることなどが分かりました。この結果から、

自殺予防には、多重債務、メンタルヘルス、家族のことなど、事例に応じた相談窓口に繋げら

れるよう、各窓口の連携の必要性が認められます。

２．自殺の兆候と連鎖

司法書士に相談に来る人たちの中には、複数の重荷を抱えることによって追い詰められてい

る人も少なくありません。自殺の危険は、その人の抱える問題が増えるほど大きくなります。

一方で、抱えている問題の解決方法が見つかると、自殺の危険は遠のきます。次のようなサイ

ンを数多く認める場合は、自殺の危険が迫っていると考えられるので、相談機関や医療機関に

繋げるようにしてください。怖いのは心の病に罹ったことではなく、それを放置し、適切な治

療やケアに繋げないことなのです。
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表３ 職業別自殺者数 （単位：人）

総数
自営業・
家族従業者

被雇用者・
勤め人

無職
不詳

学生・生徒等 無職者

平成２３年 ３０，６５１ ２，６８９ ８，２０７ １，０２９ １８，０７４ ６５２

（構成比） （１００．０％） （８．８％） （２６．８％） （３．４％） （５９．０％） （２．１％）

平成２２年 ３１，６９０ ２，７３８ ８，５６８ ９２８ １８，６７３ ７８３

（構成比） （１００．０％） （８．６％） （２７．０％） （２．９％） （５８．９％） （２．５％）

増減数 －１，０３９ －４９ －３６１ ＋１０１ －５９９ －１３１

（構成比） － （＋０．２） （－０．２） （＋０．５） （－０．１） （－０．４）

増減率（％） －３．３ －１．８ －４．２ １０．９ －３．２ －１６．７

表４ 原因・動機特定者の原因・動機別 （単位：人）

家庭問題 健康問題
経 済・生 活
問題

勤務問題 男女問題 学校問題 その他

平成２３年 ４，５４７ １４，６２１ ６，４０６ ２，６８９ １，１３８ ４２９ １，６２１

平成２２年 ４，４９７ １５，８０２ ７，４３８ ２，５９０ １，１０３ ３７１ １，５３３

増減数 ５０ －１，１８１ －１，０３２ ９９ ３５ ５８ ８８

増減率（％） １．１ －７．５ －１３．９ ３．８ ３．２ １５．６ ５．７

※内閣府自殺対策推進室／警察庁生活安全局生活安全企画課「平成２３年中における自殺の状況」より
引用

また、国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所 自殺予防総合対策センターが行っ

ている「自殺予防と遺族支援のための基礎調査」の分析によると、多重債務問題を有する自殺

事例の中には、借金を始める以前から、うつ病、ギャンブル依存症、アルコール依存症、適応

障害等のメンタルヘルスの問題があったと思われる事例がありました。さらに、負債を抱えた

自殺既遂者には自営業者、離婚経験者、睡眠時のアルコール使用者が多いことや、死亡前の一

年間に援助希求や精神科受診をしていない傾向にあることなどが分かりました。この結果から、

自殺予防には、多重債務、メンタルヘルス、家族のことなど、事例に応じた相談窓口に繋げら

れるよう、各窓口の連携の必要性が認められます。

２．自殺の兆候と連鎖

司法書士に相談に来る人たちの中には、複数の重荷を抱えることによって追い詰められてい

る人も少なくありません。自殺の危険は、その人の抱える問題が増えるほど大きくなります。

一方で、抱えている問題の解決方法が見つかると、自殺の危険は遠のきます。次のようなサイ

ンを数多く認める場合は、自殺の危険が迫っていると考えられるので、相談機関や医療機関に

繋げるようにしてください。怖いのは心の病に罹ったことではなく、それを放置し、適切な治

療やケアに繋げないことなのです。

表 ３　職業別自殺者数� （単位：人）

総数
自営業・
家族従業者

被雇用者
・勤め人

無職
不詳

学生・生徒等 無職者

平成２５年 ２７，２８３ ２，１２９ ７，２７２ ９１８ １６，４６５ ４９９
（構成比） （１００．０％） （７．８％） （２６．７％） （３．４％） （６０．３％） （１．８％）

平成２４年 ２７，８５８ ２，２９９ ７，４２１ ９７１ １６，６５１ ５１６
（構成比） （１００．０％） （８．３％） （２６．６％） （３．５％） （５９．８％） （１．９％）
増減数 －５７５ －１７０ －１４９ －５３ －１８６ －１７
（構成比） － （－０．５） （０．１） （－０．１） （＋０．５） （－０．１）

増減率（％） －２．１ －７．４ －２．０ －５．５ －１．１ －３．３

表 ４ 　原因・動機特定者の原因・動機別� （単位：人）
　原因・動機特定者の原因・動機別

家庭問題 健康問題 経済・　
生活問題 勤務問題 男女問題 学校問題 その他

平成２５年 ３，９３０ １３，６８０ ４，６３６ ２，３２３ ９１２ ３７５ １，４６２
平成２４年 ４，０８９ １３，６２９ ５，２１９ ２，４７２ １，０３５ ４１７ １，５３５
増減数 －１５９ ５１ －５８３ －１４９ －１２３ －４２ －７３

増減率（％） －３．９ ０．４ －１１．２ －６．０ －１１．９ －１０．１ －４．８
※�内閣府自殺対策推進室／警察庁生活安全局生活安全企画課「平成２５年中における自殺の状況」より�
引用
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自殺予防の十箇条

（次のようなサインを数多く認める場合は、自殺の危険が迫っています。）

１ うつ病の症状に気をつけよう（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 酒量が増す。

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 本人にとって価値あるもの（職、地位、家族、財産）を失う。

８ 重症の身体の病気にかかる。

９ 自殺を口にする。

１０ 自殺未遂におよぶ。

※内閣府自殺対策推進室「国民一人ひとりが自殺対策の主役です 自殺総合対策大綱パンフレッ

ト」より引用

私たち司法書士も、日常業務において依頼者が何らかの形で示す自殺のサインを見逃さずに、

適切な対処を取り、支援情報を提供し、必要があれば適切な機関に繋げることによって、その

方の大切な命を守ることが出来ます。

不幸にも自殺は「連鎖する」ことがあります。多くの自殺は追い詰められた末の死です。自

殺の問題を放置することは、同じような苦しみをかかえる複数の尊い命を失わせる可能性をは

らんでいます。

「自殺について考えることはこわい」、「よくわからない」、「できれば避けて通りたい」、「自

分は自殺なんかしない」、「司法書士の業務とは直接関係ない」と考える方もあるかもしれませ

ん。しかし、相談者が多重債務や労働問題・家族の問題・生活苦など、本人にとって深刻な問

題を抱えている場合、「本人は精神的にひどく追いつめられているかもしれない」と想像しな

がら相談対応をとることによって、相談者を安心させ、自殺を思いとどまらせる可能性があり

ます。そして、「自殺の連鎖」を未然に防止することにもつながるのです。

３．相談者の訴え

（１）はじめに

相談者は精神症状を主訴として司法書士事務所に相談に来るわけではありません。あくま

で多重債務・労働問題・家庭問題等の解決を主訴として訪れます。従って、相談者がうつ病

などのメンタルヘルスの問題をかかえているかどうかを把握することは、司法書士には難し
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いことです。

しかし、相談者がうつ病などのメンタルヘルスの問題をかかえている場合、その方が自殺

する可能性は決して低くありません。

司法書士の業務は、相談者がかかえる法的問題の解決に取り組むことが第一ですが、相談

者がかかえる法的問題は、しばしばメンタルヘルスの問題を発症または悪化させる要因とも

なることに注意する必要があります。相談者を迎えた時は、何らかのメンタルヘルスの問題

をかかえているかもしれないと考えて対応することが望まれます。そのことは、相談者に対

する接遇の改善にもつながります。

（２）相談者が精神疾患と診断されている、もしくは精神疾患が疑われる場合

①聞き取りにおいて、留意すること

相談者に下記に示された症状が疑われる場合、相談者にストレスや気分、睡眠や食欲に

関する質問を行うなどの方法で、相談者の現在の状況を確認することが効果的です。

《抑うつやうつ病が疑われる場合》

・眠れない日が続いている／朝方目が覚める

・食欲がない／美味しいものの味がしない／体重が減少した

・気分が憂うつである

・通常なら楽しいはずのことが楽しめない、興味がわかない

・やる気や活力がなく、疲れやすい

・自信が持てない

・集中力が低下している／優柔不断になってしまう

・自分を責めがちである／自分をダメな人間と感じる

・頭痛、腰痛など原因不明の体の不調が続いている

・飲酒量が増えている

・死にたいと考えることがある／時折死にたいともらす

・そわそわし、落ち着きがない

こうした症状が２週間以上継続している場合、うつ病と診断される可能性があります。
しへき

《依存症（嗜癖行動（※注１）が疑われる場合》

・ギャンブル（パチンコなど）がやめられない

・ギャンブルやお酒のために仕事を辞めざるをえなくなった

・仕事の時間中に飲酒やギャンブルのことが頭から離れない

・周囲からお酒やギャンブルをやめるよう言われると暴力的となる

・買い物やギャンブルを際限なく繰り返し、借金がある

・子どもや配偶者に暴力をふるったり、傷つけるようなことを言う
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（※注１）嗜癖行動

物や習慣への耽溺（夢中になり、その他のことを顧みないこと）を意味し、従来は、アルコ

ール依存や麻薬依存等の物質への依存を意味する言葉として用いられてきたが、その後その意

味は拡大し、ギャンブル依存症や仕事依存、買い物依存、子ども虐待／ＤＶなど、�やめたく

てもやめられない�という共通の特徴をもつあらゆる行動障害を指すようになった。

次に、相談者の現在の状況の確認方法の一例を記します。また、必要に応じて飲酒やギ

ャンブルなど、問題行動の程度や頻度、持続期間などを質問してください。

積極的に質問してください�

①�睡眠�の状況と�食欲�を確認し、

次いで、�気分�と�疲れやすさ�についてたずねる。

例：「ところで、夜は眠れていらっしゃいますか？」

「食欲はありますか？」

「何を食べても、味がしないってことはないですか？」

「ご気分はいかがですか？」

「疲れやすくはないですか？」

②飲酒やギャンブルなど、問題行動の程度や頻度、持続期間など

こんなことを言ってはいけない�

「大した問題ではありませんよ」

…その人の感情を過小評価してはなりません。

また、自分の体験ばかり話して、相談者の問題が重要でないかのように振舞うことも避

けてください。

「弱音を吐くんじゃありません」「しっかりしなさい」

…この問題は弱さや怠惰からくるものではありません。

本人は何とかしようとしているのです。

「家族が心配してくれるのに、あなた１人で問題を抱えるなんて家族に申し訳ないでしょ

う」
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…叱責・説教・非難は逆効果です。

また、自殺を避けるために、話を逸らしたり、相談者を冷やかしたり、罪悪感を持ち出

したりするのもよくありません。

「あなたが死ぬことなんかありません」

…このような議論をしたり、諭したりしてはいけません。

「（安易に）よく分かりますよ」「大丈夫ですよ」

…軽率な励ましや安請け合いをしてはいけません。

↓

具体的な方策を示し、事態は改善することを伝えましょう。

○「病院で少しの間治療すれば、カウンセリングや薬もあるから、今よりも良くなる場合が

ありますよ」

「死んではいけません」

…絶対に言ってはいけないとは言えないのですが、勇気を出して自分の正直な気持ちをい

ったのに、頭ごなしに「死んではいけない」といわれると、「二度と誰にも正直な気持

ちは話さない」と心を閉ざしてしまう人もいます。大切なのは、「死にたい」と思うほ

ど本人を追い詰めている苦痛の原因は何なのか、その苦痛を軽減するために何ができる

のかに焦点を当てて、じっくりと話し合うことです。

すでに精神科を受診されている場合は、司法書士に法的問題を相談していることを主治

医や精神科ソーシャルワーカーに伝えているかどうかを聞いてみることも大切です。問題

解決が、本人にとって人生上の大きな岐路になることが予想される場合は、本人の了解の

上で、主治医や精神科ソーシャルワーカーと連絡をとる必要もあるからです。

司法書士から見て、相談者の状態が相談内容の遂行に耐えられないことが危惧される場

合や、「自殺予防の十箇条」に該当する項目が見受けられる場合は、相談者が精神保健の

相談窓口や医療機関を受診するように支援することも必要になります。特に、うつ病は適

切な治療で回復可能な病気であり、その早期発見と対応が自殺予防の最大のポイントのひ

とつと言われています。

②医療機関の勧め方

しかしながら、精神保健や精神科医療に対する誤解や偏見はいまだに根強く、自らのメ

ンタルヘルスの問題を認めたがらず、相談や受診を受け入れない人も少なくありません。

したがって、司法書士は相談者にメンタルヘルスの問題があると考えられた場合、相談
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者のメンタルヘルスの問題についての誤解や抵抗感を少しずつ軽減しながら、相談や受診

につないでいくことが必要になります。そのためにも、司法書士自身が、メンタルヘルス

や自殺の問題について、正しい知識を持つことが必要です。

―本人の医療機関の勧め方―

「とても疲れていらっしゃるようにお見受けします。今のあなたは、普段のあなたとは違う

状況なのではないですか？」

「心の病気は特別な病気でなくて誰でもかかりうる病気なんですよ」

「うつは弱さや怠けではなくて心の病気なんですよ」

「どんな人でも些細なストレスをきっかけにつまづくことはありますよ」

「つらい状況が続くと、眠れなくなったり、食欲が落ちたりするのは誰にでも起きることで

す。でも、それが毎日のように続くと、うつ病の危険性が高いと言われているので心配です。」

「うつ病は性格の弱い人がなるのではなく、頑張り屋の人ほどなりやすいと聞きました。早

く治療するほど治りも良いそうです。」

「今、国民の約４０人に１人が精神疾患のために治療を受けているそうですよ」

「今回ご相談にいらした問題を解決するのにも、○○さんが健康でいてくださることが何よ

り大切ですから、是非こういうところにご相談なさってください。」

時には、本人が通院を希望しているにもかかわらず、家族が反対している場合もあります

ので、このような場合には家族の理解を得ることも必要です。一方で、本人が通院を希望せ

ず、家族だけが心配しているといった場合もあるでしょう。場合によっては、家族だけで相

談に行き、医師の助言を得る方法もありますし、往診が可能な場合もあります。

※厚生労働省地域におけるうつ対策検討会「うつ対応マニュアル－保健医療従事者のため

に－」より引用

③医療機関等への繋ぎ方

相談者に精神科医療機関等への相談をすすめる場合、その機関名と連絡先を伝えるだけ

に留めず、司法書士が相手先に連絡を取ることが必要になることがあります。相談者が、

司法書士のもとに相談に訪れるのに全精力を使い果たしていたり、意欲や判断能力が低下

して相談機関を紹介してもそこまで辿りつけないと思われる場合です。
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医療機関等への紹介の方法

１ 相談者の同意を得た上で、司法書士自らが紹介先に電話をいれ、相談者の抱えている問

題点・気付いた点をコンパクトに説明し、対応可能かどうか確認する。

↓

２ 相談者の意向を確認しながら、先方が対応可能な日時を確認して、必要であれば相談や

診療の予約をする。

↓

３ 紹介先の名称、電話番号、行き方、予約した時間、担当者名等を相談者に伝える。

↓

４ 紹介先に相談した結果等について、事後報告してくれるよう相談者に依頼する。紹介先

に直接相談内容に関して問い合わせることが必要と思われる場合は、相談者と紹介先に事

前に了解を取っておく。

このように相談者を他の医療機関等へ紹介をするには、個々の司法書士が「どこそこの

機関・病院・診療所」の「何々さんという医師・保健師・精神保健福祉士」さんと、顔の

見える繋がりを築いていくことが必要です。

一方、メンタルヘルスを専門とする相談機関や医療機関でも、患者のかかえる法的問題

の対応に苦慮している事例があると思います。顔の見える繋がりを通じて、お互いの得意

なところを活かして補完し合う関係をつくることができれば、依頼者を協力して支えるこ

とになり、司法書士にとっても大きなメリットとなるのです。

さらに、適切な医療機関等に繋げた後も、相談者がたらい回しにされたという感覚を持

たないよう、必要に応じて紹介先と連絡を取り、辛抱強く相談者の支援者になることです。

すなわち、「あなたのことを心配しています」、「いつでもあなたのことを見守っています」

というメッセージを送ることが大切です。

４．個別の精神疾患に対して相談従事者に求められる態度と対応・助言の実際

（１）うつ病の方、あるいはうつ病が疑われる方の場合

うつ病の方、あるいはうつ病の疑われる方への対応は、ご本人がしんどい気持ちでいるで

あろうことを想像した上で、�ふつうに接すること�です。

以下に、相談現場で注意すべき点をまとめましたので参考にしてください。

①ご本人を「がんばれ」と励ますことは避けてください。うつ病はエネルギーの切れた状態

ですから、励まされても、がんばることは難しく、今生きていることが精一杯なのです。

励まされると「どうして自分はがんばることができないのか」と自分を責めてしまいます。
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②ご本人に気晴らし（趣味や旅行）をすすめることは避けてください。元気なときなら気晴

らしになることでも、うつ病のときはひどくおっくうになります。無理に気晴らしを行う

ことは、かえってうつ病を悪化させてしまう恐れがあります。むしろ、ゆっくりしてもら

うことが大切です。

③うつ病で治療中の場合、一見元気に見えても、ストレスの多い環境に戻ると再発すること

があります。主治医、家族、職場でよく話し合い、回復期の環境を整えることが大切です。

また、うつ病の状態では、投げやりになったり、悲観的な結果を想像しやすく、冷静な決

断を行うことができません。優柔不断となり、そもそも決断すらできない場合もあります。

うつ病でないときには決して行わないような極端な決断をしてしまい、あとで後悔するこ

ともありますので、会社の退職など人生上の重要な決断について相談されるような場合は

注意が必要です。

④うつ病の合併症として不安障害があります。不安障害には、突然の強い不安感、めまい、

動悸、手足のしびれ、吐き気、息苦しさなどに襲われるパニック障害があります。たとえ

ば司法書士の相談現場で、過呼吸や、急に黙り込むなどといった症状が表れることもあり

ます。

⑤相談者が自分の絶望や無力について話すようになったときには、死にたい気持ちについて

次のような質問をしてみてください。

・毎日が耐え切れないと感じていますか？

・生きていても仕方がないと感じていますか？

・すっかり絶望していますか？

・自殺したいと思っていますか？

・今、亡くなった親御さんの元に行こうと考えていませんか？

死にたい気持ちについて質問することが、自殺行動を引き起こすのではないかと危惧する

方もあるかもしれません。しかし、相談対応の中で自殺について質問することは、司法書士

が相談者の苦しさを理解したことを伝えることになるのです。

⑥うつ病が疑われ、かつ、自殺の危険性が高いと感じられたときは、相手の立場を思いやり、

受け入れる次のような態度で接することの大切さを思い出してください。
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・相談者を思いやる態度で訴えに傾聴する。

・相談者の立場を尊重する。

・相談者の苦しい気持ちに共感する。

⑦司法書士に相談に来る方の中には、自分の心身の状態に気を配ることができなくなってい

る方も多いと思われます。お節介ではあっても、体調を聞き、体調がよくないと思われる

場合は、医療機関の受診をすすめてください。

⑧うつ病の方は、相談することが苦手といわれています。特に中高年の男性はとてもつらい

状況にあっても、それを表に出さずに隠そうとします。このため、一見普通に見えること

もあります。本人の了解を得た上で、家族など周りの人からの情報も参考にするとよいで

しょう。

（２）ギャンブル依存症の方、あるいはそれが疑われる方の場合

依存症者本人が相談に来られる場合と、その家族が来られる場合があるかと思いますが、

前者の場合、自分にとって都合のよいことだけを話す相談者もいますので注意してください。

多重債務相談では、家族が何度も尻拭いをしている事例もあります。実際、多重債務の事

案で受任に至った事例には、ご家族の尻拭いによって「過払い」になっている案件も見受け

られます。このような場合、単に債務整理をすればよいというわけにはいきません。専門機

関や自助グループとの連携がないまま過払い金を取り戻すと、ギャンブル依存症である本人

に「軍資金」が入り、依存症をさらに悪化させ、本人や家族を一層追い詰めていくことにな

ります。ギャンブル依存症が疑われる場合は、必ず専門機関や自助グループと連携し、注意

深く経過を追いながら、債務整理の手続きをすすめてください。

（３）統合失調症の方、あるいは統合失調症が疑われる方の場合

①相談現場での接遇の重要性

統合失調症に限らず、メンタルヘルスの問題をかかえる人たちは、対人関係が苦手であ

ったり、何を言おうとしているのかわかりにくかったり、身なりが整っていなかったりす

ることがあります。

しかし、自分でもどういう病気かわかりにくい「脳の病気」を抱えて生活することは並

大抵なことではありません。その上に、周囲の人からもパーソナリティの問題と誤解され

るなど偏見にさらされながら生活することも並大抵なことではありません。しかも、複雑

な病気にふさわしい医療・保健・福祉の十分な支援を受けておらず、孤独な生活を強いら

れている人たちでもあります。

相談を受ける側は、相談者の人生と困難を潜り抜けてきた努力に敬意と尊重の念をもっ
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て接するように努めてください。

②被害妄想による相談等が持ち込まれた場合

統合失調症などのメンタルヘルスの問題をもつ人が司法書士を訪れる場合として、被害

妄想から生じた「問題」の解決をはかる法的手続きの依頼を求めてくるケースが想定され

ます。

こうした場合、相談者の考え方、行動様式の特徴を把握し、それにそった相談・助言を

することが大切です。妄想と思われることも最初から否定してかからず、信じる態度で接

することが無難ですし、その方が有効です。「社会常識」を基準に照らして適否を判断し、

助言する態度で接すると、「自分の言っていることが分かってもらえていない」、「精神病

扱いされている」と思い込んで、関係が取れないばかりか、症状の悪化につながることも

あります。

その人のやり方で進めることによって、大きな問題に直面することが予想される場合は、

そのことを具体的かつ簡潔に説明した上で、他の対処方法を具体的に示し、依頼者が自分

から解決策を見出せるよう支援をすることが大切です。

③周囲とのトラブルがある場合

幻覚や妄想等があって、周囲とのトラブルを引き起こしそうな相談者には、訴えの内容

は現実ではなく、妄想であることを指摘しても、行動を変えることはなかなか困難です。

したがって、幻覚や妄想等を否定することなく、それを体験している本人の苦しみを「事

実」として受け止め、「トラブルを起こしてしまっては、�被害者�であるあなたが�加害

者�として扱われてしまう。それでは余りにも惨めではないか」などと当面のトラブルを

回避するように試みることも大切です。また、自傷他害のおそれがあるような場合は、保

健所等に相談することも必要です。

④社会資源の活用・連携の重要性

上記に述べたいずれの場合でも、ひとりで困難な状況に対処することの困難さと大変さ

に共感し、その人を支える社会的資源があることを説明し、その活用を丁寧にすすめるこ

とです。

例えば、隣家が騒音を出しているので訴えたいと言ってきた場合では、その手続きをす

る方向で一緒に考えるのです。「その提訴を進めるとすると、相手方に逆提訴された場合、

負ける可能性もある。その際には、損害賠償がこれ位の額になる可能性があるが、その用

意はありますか」というふうに具体的な問題として示すのです。大抵の場合、ここまで来

ると引き下がるのですが、ここでもこちら側はほっと安心してしまうのではなく、別な有

効な方法を別な人（たとえば、警察とか保健所）とも相談しましょう、その間に神経が疲

れてしまわないように精神科医を味方につけて薬などの助けを借りましょう等と提案する
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等して、適切な相談支援の場につなげるのです。

５．相談者の家族に対する対応

相談者によっては、家族と一緒に相談に来られる場合もあります。その場で家族が、本人の

言動や行動を非難するなどして、具体的な相談ができない場合もあるでしょう。そのような場

合、本人と家族それぞれの話を聞くといった配慮が必要になります。

また、家族が本人のメンタルヘルスの問題に対応してきたなかで、傷つき、疲労している場合

もあります。家族に対しては、これまでの苦労をねぎらい、本人の言動や行動にメンタルヘル

スの問題（こころの疲れ）が影響している可能性があることを伝えるよう努めましょう。相談

者の最も身近にいる家族に対して丁寧に支援していくことは、ひいては相談者本人の支援にも

つながるのです。本人が相談や診療を受けようとしない場合でも、保健所や精神保健福祉セン

ターでは、本人の身近な支援者である家族や周囲の人の支える側の精神面での相談に応じてい

ることを知っておいてください。

６．自殺念慮者・自殺未遂者への対応

相談者によっては、自殺を考えていることや、自殺未遂歴を口にする方もいらっしゃるかも

しれません。また、場合によっては、「楽になりたい」、「遠くに行きたい」、「事故で死んだら

保険金は入るだろうか」と言ったり、身辺整理するなど、自殺を示唆するような素振りを見せ

ることもあります。相談者に自殺未遂歴がある場合、自殺未遂は、自殺の危険因子としてきわ

めて重要であることを思い起こしてください。

自殺念慮者・自殺未遂者への対応については、相談者が精神保健の相談窓口につながるよう

丁寧に支援するという点ではうつ病などのメンタルヘルスの問題が疑われる場合と同じですが、

下記の点についても注意してください。
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・相談に来たこと、話してくれたことをねぎらう。

・受容と共感をもって相談者の話を傾聴する。

→例えば�死にたいほどつらいのですね�と相手のつらい気持ちに寄り添った上で、�それ

ほどつらいことは何ですか�と聞いてみる。

・吐露・相談を批判・判断せずに肯定的に受け止める。

→自分の考えでは違うかもしれないと思っても、相談者の発言を敬意を持って聞く。

・アルコールやドラッグを使用している場合は止めるよう話しかける。

・安全を確保する

→自殺の道具となるようなものは遠ざける。

例）面談の場所にカッター、はさみ等を置かない。

・自殺を深刻に考えている様子が見られたら、その人を支えてくれる人物や機関の情報を伝

え、その人が決して孤立していないこと、そのような支援を活用すれば、かかえている問

題が解決可能であることを明確に示す。

・とにかく相談者と真剣に向き合うことが大事！





第５章

遺族支援と司法書士

１．遺族支援を司法書士が担う意味

ここでは新たな課題として、自死をされた方の遺族の支援について、司法書士が取り組むべ

き課題を整理してみます。

司法書士が関わる業務には、人の「死」をきっかけとするものが多くあります。相続登記、

故人の借金問題、相続放棄申述書作成などですが、この中には、もしかすると自殺が原因とな

っている事案があるかもしれません。

（社）日本精神保健福祉士協会が、（独）国立精神・神経医療研究センターの委託を受け、

平成２１年に司法書士５００人を対象に行った質問紙調査では、自死遺族を対象とした業務の経験

のある司法書士は１７．８％でした。これは決して少ない数字とは言えませんが、おそらく、これ

よりも多くの司法書士が自死遺族に出会った経験があるものの、その実態をお聴きすることが

できずにいるのではないかと思われます。

このように、司法書士が普段接している相談者に自死遺族が含まれる場合もあると言えます。

しかしながら司法書士の多くは、そのことにこれまで無自覚でした。

同センターの調査では、遺族が、行政や関係機関の対応の中で深く傷つく場合があると語ら

れています。これは二次被害と呼ばれますが、私たち司法書士の認識や対応により、自死遺族

を傷付けることのないように配慮する必要があります。

遺族は重大な心理的影響を受けており、また、自殺のことを誰にも話せないで苦しんでいる

ことがあります。また、自死遺族は自らが自殺するリスクを含めメンタルヘルスの問題に苦し

む場合もあります。遺族の心理等を理解したうえで司法書士の業務を行うことは、自殺の連鎖

を防ぐためにもきわめて重要です。

当たり前のことですが、大切な人の自殺を予測し、その心の準備ができている人はいません。

自殺の発生後、遺族は心理的な問題を抱えながら、生活費の確保や子どもの教育など、さまざ

まな問題に直面し、その中で死後の手続きをとらなければなりません。はじめてのことであり、

情報も乏しいなか、心理的に混乱している状況で、数多くの手続きをするのは困難であったと、

自死遺族の方々は語っています。

死後の手続きについては、相続による所有権移転登記や役員変更登記、故人が残した借金問

題の解決など、司法書士が業務として直接的に遺族を支援することができます。業務範囲では

ない手続きであったとしても、私たちの専門知識や関連知識を発揮することができます。適切
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な情報提供、助言を行うことは、困難な状態にある自死遺族にとって有効な支援となります。

例えば、銀行口座を解約する場合に戸籍等を金融機関から求められますが、十分に揃えるのも

一般の方にとっては不慣れであり戸惑うものです。

また、一家の大黒柱を失った自死遺族が経済的困窮を抱えることも多いとされています。司

法書士は、債務整理業務に関連して、相談者の生活支援や経済的再建のために情報提供や生活

保護の申請同行などを行ってきました。同様に、経済問題を抱える自死遺族を支援できるはず

です。

前記のように司法書士の業務として、また、その関連業務として、私たちは自死遺族に有力

な支援ができるのです。また、寄り添う・本人支援型という司法書士の業務姿勢は、自死遺族

支援に一番必要とされているものです。

遺族支援について自殺対策の一環としてはもちろん、司法書士の職責としても、私たちには

社会的な期待が寄せられているといえます。

２．遺族の心理と相談時の対応

自死遺族の支援にあたっては、個々の事情の違いや私たちの無理解から遺族を更に追い込む

恐れがあり、慎重な対応が求められます。

理想としては、①遺族の心理や反応について理解を深め、②相談者が必要と感じたときに、

③適切な支援を行うことです。換言すると、遺族の方の心情に細心の配慮をし、ニーズに応じ

た情報提供などの支援を行うべきでしょう。

（１）遺族の心理

自殺が発生すると、遺族は強烈な心理的打撃を受けます。「なぜ勝手に自殺したんだ」と

いう怒り、「気づいてあげられなかった自分のせいだ」という自責の念など、自死遺族には

以下に示したような複雑でさまざまな思いや痛みが浮かんできます。

また、自殺そのものに対する誤解や偏見により、遺族は深く傷つき、自分の家族が自殺に

より亡くなったことを誰にも話すことができず孤立している遺族も少なくありません。この

ような遺族の心理や起こりうる反応を頭に入れておくことが、自死遺族と接するうえで助け

になります。

その一方で、このような様々な「思いや痛み」はきわめて人間的なものであり、それぞれ

に個性があり、一様ではないことを理解する必要があります。頭から決め付けて関わるので

はなく、一人の人として接していくことが基本であることはいうまでもありません。
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「自死遺族の心理」

疑問 愕然 否認 他罰感 安心 救済 不安 羞恥

罪悪感 自責 怒り 離人感 など

※長崎県自殺対策専門委員会編「自死遺族への相談支援の方法」より引用

（２）相談対応・姿勢

相談者が、最初から自死遺族であることを打ち明けることは少なく、相談の途中で判明す

ることが多いものです。私たちが気をつけなければならないのは、遺族であることを探ろう

としたり、無理に話を聞き出すようなことをしてはいけないということです。こうした姿勢

は、遺族を深く傷つけ、二次被害を生む可能性が高いからです。

以下の情報提供を行うとともに、「いつでも相談してください」という「見守り」の姿勢

を保ち、相談者が必要と感じた時に支援することが大切となります。侵襲的な介入は遺族の

痛みを拡大させる恐れがあります。

３．死後の手続・生活支援

自死遺族の多くは、①こころの健康、②死後の手続、③今後の生活への不安という３つの問

題を抱えることになります。

自死遺族支援の中では、①の問題がクローズアップされることが多いですが、②と③の問題

は生活そのものに影響するものであり、また、手続の中には期限が設定されているものがあり

ますから、むしろ優先順位が高いと言えます。

司法書士としては、このような問題を抱えた自死遺族に適切な情報を提供し、遺族の負担を

少しでも軽減できるよう努めましょう。

（１）死後の手続

遺族にとって死後に関する手続きは初めてのことばかりで不慣れであり、さまざまな思い

を抱え混乱している時期に行わなければならないなど、第三者の支援が必要とされます。情

報を整理して提供することによって、遺族の負担は大幅に軽減されます。手続き利用の支援

を行うことが必要な事例もありますが、手続きは遺族のペース、ニーズを確認しながら進め

ることが望ましいでしょう。
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故人の借金問題はどうなるの？

配偶者が借金苦を理由に自殺した場合、その借金も相続の対象となり、その支払義務は遺

族に承継されることは言うまでもありません。このような場合には、相続放棄をすることを

勧めましょう。

なお、相続放棄は、原則として相続開始を知ったときから３か月以内にしなければなりま

せんが、大切な人を失い悲しみにくれる遺族は、遺産がどのくらいあるのか、遺された借金

がいくらなのかということを把握することが困難なことも少なくありません。

後に述べますように、相続放棄により生命保険金を受け取ることができなくなる場合があ

りますし、また、職場での過重労働やパワーハラスメントにより自殺に至ったような場合は、

事業主に対する損害賠償請求権も放棄してしまうことになりますから注意が必要です。

相談を受けた司法書士としては、相続放棄について適切に情報提供するとともに、遺産や

債務の把握に時間がかかるような場合は、期間延長申立てをするようアドバイスしましょう。

生命保険金を受け取れるの？

生命保険約款では、一定の免責期間内に自殺で亡くなった場合に保険給付を負わないとす

る自殺免責特約を定めているのが一般的です。逆に言えば、免責期間内でなければ、自殺の

場合でも保険金を受け取ることができると考えて差し支えありません。

問題は、個人が多額の借金を抱えていたので相続放棄をした、というような場合でも、保

険金を受け取ることができるかどうかという点です。この点については、保険金の受取人が

どのように指定されているかによって結論が変わります。

保険金の受取人が特定の相続人である場合、相続放棄をしていても保険金を受け取ること

ができます。保険金の給付請求権は保険契約に基づく当該相続人の固有の財産であり、遺産

には含まれないからです。同様に、受取人が「相続人」となっている場合や、受取人の指定

がない場合も、保険金は遺産に含まれず、相続放棄に関係なく保険金を受け取ることができ

ます。

一方、保険金の受取人が故人自身であれば、保険金は遺産となり、相続放棄をした相続人

は保険金を受け取ることができませんので注意してください。
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相続放棄したら遺族年金はどうなる？

相続放棄をした遺族の不安として生命保険と並んで問題になるのが、遺族年金を受け取る

ことができるかどうかという点です。

遺族年金は、遺族の一身専属的な権利とされていますから、要件さえ充足していれば、相

続放棄した場合でも受給することができます。受給要件については、故人がどの年金に加入

していたかによって異なりますので、市区町村役場や年金事務所で確認するようアドバイス

しましょう。

自殺の場合は労災保険を受給できない？

労災給付を受けるためには、労災認定を受けることが必要とされていますが、業務による

心理的負荷によって精神障害を発病し自殺を図った場合は、労災認定されることがあります。

最近では、職場での過重労働やパワーハラスメントによる自殺について労災認定事例が増え

てきました。

労災認定を受けるためには、自殺の原因が、事業主の支配下にある状態において、業務に

起因したものであることが必要になります。具体的には、過重労働により精神疾患を患い自

殺に至ったケースや、上司からの感情的な叱責により同じく精神疾患を患い自殺に至ったケ

ースにおいて、労災認定が認められた事例があります。

司法書士が労災の手続に関わることはありませんが、遺族が泣き寝入りしないよう、適切

な情報提供を心掛けるとともに、必要に応じて弁護士や社会保険労務士につなぐようにしま

しょう。
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家主から損害賠償請求された…？

故人が賃貸マンションやアパートで自殺された場合、賃料が下落することを理由に、家主

から遺族に対して損害賠償請求をされることがあります。確かに、このような物件について

は、以後、通常の賃料で賃貸することが難しくなることは否めず、家主が被った損害を賠償

しなければならないケースは少なくないでしょう。

しかし、時に家主から、法外とも言えるほど多額の損害賠償請求がなされることもありま

す。過去の事例では１０年間分の賃料差額相当額を請求されたケースもありました。このよう

な場合に、遺族に対し、どのように接するべきでしょうか。

言うまでもなく、損害賠償の額については、最終的には裁判所の判断で決せられるもので

す。必ずしも家主の請求にそのまま応じなければならないわけではありません。上記の事例

においても、裁判所は、自殺による心理的瑕疵も２年程度を経過すると瑕疵と評することが

できなくなるとして、２年間分の賃料差額しか損害としては認めませんでした（東京地裁平

成１３年１１月２９日判決）。

大切な人を亡くされ悲しみに暮れる遺族が、家主から法外な請求をされるとどうしてよい

かわからず、途方に暮れてしまうことでしょう。司法書士は、家主からの法外な請求への対

応について適切にアドバイスするとともに、代理人として示談交渉や訴訟対応にあたりまし

ょう。

法テラスの活用

ここまでみてきたように、遺族は法的手続をとらなければならないケースが少なくありま

せんが、亡くなった方が一家の大黒柱であったような場合など、経済的な理由から法律専門

家に支払う費用を準備できない場合があります。

このような場合には、積極的に法テラス（日本司法支援センター）の民事法律扶助制度の

利用を勧めましょう。

（２）生活支援

自死遺族には経済的問題が長期にわたり発生することが多いとされています。所得が低下

し、子どもの進学費用等にも具体的な問題が生ずるのです。以下の制度を紹介し、場合によ

っては利用についても適切な支援をします。生活保護の申請に同行するなども考えられます。

○ 生活保護

最低生活水準までの不足する部分を補足的に給付する社会保障制度です。詳細について

は、現在多くの専門書が出ていますので参考にして下さい。水際作戦と称し、申請を受け

付けない対応もあると聞きますが、専門家が同行することにより改善されることもあるよ
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うです。窓口は福祉事務所です。

○ 国民年金の免除

経済的な理由等で国民年金保険料を納付することが困難な場合には、申請により保険

料の納付が免除・猶予となる「保険料免除制度」や「若年者納付猶予制度」があります。

市区町村役場の国民年金窓口が担当となります。

○ 就学援助

就学援助は学校教育法第２５条および第４０条に基づき、学用品や給食費などを援助する制

度です。市区町村役場や各学校が窓口となります。

また、日本学生支援機構の奨学金や市区町村独自の奨学金制度の利用が考えられます。

○ 生活福祉資金

都道府県社会福祉協議会が、低所得世帯等へ経済的支援や福祉増進のための必要な資金

を貸し付ける制度です。貸付資金の種類は、総合生活資金貸付（生活支援費・住宅入居費

・一時生活再建費）、福祉資金貸付（福祉費・緊急小口資金）、教育支援資金貸付（教育支

援費・就学支援費）などです。各都道府県の市区町村社会福祉協議会が窓口となって実施

しています。

○ 母子寡婦福祉資金

母子及び寡婦福祉法に基づく貸し付け制度です。

死後の手続き一覧

○役所（届出・申告等）

死亡届

国民健康保険資格喪失届

年金受給停止手続

介護保険の資格喪失届

遺族年金

医療費控除（一定額につき所得控除が受けられます）

高額療養費（自己負担限度額以上の医療費が払い戻されます）

所得税の準確定申告

世帯主の変更

運転免許の返還

●第５章 遺族支援と司法書士

37

�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�

�������������������
� ������������������

うです。窓口は福祉事務所です。

○ 国民年金の免除

経済的な理由等で国民年金保険料を納付することが困難な場合には、申請により保険

料の納付が免除・猶予となる「保険料免除制度」や「若年者納付猶予制度」があります。

市区町村役場の国民年金窓口が担当となります。

○ 就学援助

就学援助は学校教育法第２５条および第４０条に基づき、学用品や給食費などを援助する制

度です。市区町村役場や各学校が窓口となります。

また、日本学生支援機構の奨学金や市区町村独自の奨学金制度の利用が考えられます。

○ 生活福祉資金

都道府県社会福祉協議会が、低所得世帯等へ経済的支援や福祉増進のための必要な資金

を貸し付ける制度です。貸付資金の種類は、総合生活資金貸付（生活支援費・住宅入居費

・一時生活再建費）、福祉資金貸付（福祉費・緊急小口資金）、教育支援資金貸付（教育支

援費・就学支援費）などです。各都道府県の市区町村社会福祉協議会が窓口となって実施

しています。

○ 母子寡婦福祉資金

母子及び寡婦福祉法に基づく貸し付け制度です。

死後の手続き一覧

○役所（届出・申告等）

死亡届

国民健康保険資格喪失届

年金受給停止手続

介護保険の資格喪失届

遺族年金

医療費控除（一定額につき所得控除が受けられます）

高額療養費（自己負担限度額以上の医療費が払い戻されます）

所得税の準確定申告

世帯主の変更

運転免許の返還

●第５章 遺族支援と司法書士

37

　うです。窓口は福祉事務所です。
○　国民年金の免除
　経済的な理由等で国民年金保険料を納付することが困難な場合には、申請により保険
料の納付が免除・猶予となる「保険料免除制度」や「若年者納付猶予制度」があります。
市区町村役場の国民年金窓口が担当となります。
○　就学援助
就学援助は学校教育法第１9条に基づき、学用品や給食費などを援助する制度です。市区
町村役場や各学校が窓口となります。
また、日本学生支援機構の奨学金や市区町村独自の奨学金制度の利用が考えられます。

○　生活福祉資金
都道府県社会福祉協議会が、低所得世帯等へ経済的支援や福祉増進のための必要な資金
を貸し付ける制度です。貸付資金の種類は、総合生活資金貸付（生活支援費・住宅入居費
・一時生活再建費）、福祉資金貸付（福祉費・緊急小口資金）、教育支援資金貸付（教育支
援費・就学支援費）などです。各都道府県の市区町村社会福祉協議会が窓口となって実施
しています。
○　母子寡婦福祉資金
母子及び寡婦福祉法に基づく貸し付け制度です。



�
�
�
�
�

�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�

�������������������
� ������������������

�������������������
� ������������������

○契約（解約・変更等）

保険関係 （生命保険 入院保険 簡易保険 火災保険 自動

車任意保険など）

賃貸契約

公共料金

電話加入権

携帯電話

ＮＨＫ受信料

クレジットカード

インターネットプロバイダー契約

○相続

遺言書関連

相続放棄

不動産

有価証券

預貯金口座

役員変更登記を含む事業承継

相続登記の依頼があったら… ―業務遂行の際の注意点―

ある遺族が相続登記のことで相談にいらっしゃったとします。聴取の中で、どうやら自死

遺族であることがわかりました。このような場合に、直ちに相続登記を申請しても良いでし

ょうか？

自殺の場合、借金を理由としたものが少なくありません。したがって、漫然と相続登記を

申請するのではなく、まずは亡くなられた方の資産と負債を把握し、相続放棄をするのか、

相続をした上で債務を整理するのかを先に検討するべきです。

悲しみと混乱の中で自死遺族がこのような判断をすることはとても難しいと思われますの

で、積極的な情報提供が必要です。

●第５章 遺族支援と司法書士

38



�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�

�������������������
� ������������������

４．各機関との連携

（１）専門家への相談が必要な心や身体の状態

以下にあげる遺族に起こりうる反応によって実際に生活に支障をきたしているようなら、

こころや身体の専門家への相談を勧めてください。こころや身体の病気の恐れがあるからで

す。但し、自殺で遺されるといった特殊な経験においては、下記のようなさまざまな反応は

普通のことである点はきちんと説明し、その上で適切な治療を受けることで状態が改善する

ことを伝えることが大切です。たとえば、精神科で治療を受けることで、不眠が改善される、

といった知識のない人はまだまだ多いものです。

また、相談者のこころや身体の変調が外部にはまったく現れず、相談を受ける側がストレ

スや気分に関する質問をして初めて不調を訴える場合があるので、気分や睡眠・食欲につい

ての質問は必ずしたほうがよいでしょう。

相談を受ける際の確認方法については、Ｐ．２１に一例を示していますので参考にしてくだ

さい。

「遺族に起こりうる反応」

○食欲の変化

○体力の低下

○睡眠の変化

○不安、緊張

○生活能力の低下

○胃腸の不調

○抑うつ

○幸福感の喪失

○何も感じない、悲しい気分にもならない

○対人関係が困難になる

（２）分かち合いの会など

自死遺族は、周囲からの偏見にさらされ、大切な人の自殺について誰にも話せず一人で抱

え込んでいます。分かち合いの会は、遺族として様々な思いを安心して語れる場を提供し、

回復の手助けをする、自死遺族自身が運営する自助グループです。他にも、行政機関や民間

団体の専門家やボランティアが運営するグループもあります。遺族は一人で悩んでいること

も多いため、分かち合いの会等があること、その情報が都道府県・政令指定市の精神保健福

祉センターや保健所で得られることを伝えることも大切です。あらかじめ連絡をして、リー

フレットなどを手元においておけば、相談のときにスムーズに対応できます。
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（３）他士業（弁護士、税理士、社会保険労務士など）

亡くなられた方が中小企業の経営者であるような場合は、事業承継の問題が発生します。

株式を相続するのか、第三者に事業を譲渡するのか、廃業するのかなど、遺族としては、非

常に難しい判断に迫られます。司法書士のほか、弁護士、税理士、社会保険労務士と連携し

てアドバイスをする必要があります。

（４）連携における留意点

メンタルヘルスの問題を抱えていると考えられて、専門機関への相談・受診が必要な場合

には、医療機関等への相談を勧めます。しかし、相談者は既に相当にエネルギーを消耗して

いるために、自分自身で相談や診療を予約することが難しいこともあります。その場合は、

相談先の紹介だけに終わらずに、実際に相談に行くプロセスを支援したり、保健師や精神保

健福祉相談員に繋ぐ等の配慮も検討してください。

①紹介先に相談者の抱えている問題を説明し、対応可能かを確認する。

②対応出来る日程、窓口、担当者等を確認する（必要に応じて予約）。

③相談者に確実に伝える（口頭ではなく、メモをつくることが望ましい）。

④相談者には、その相談について事後報告してくれるよう依頼する。

※問題が深刻で自殺のリスクが高いと思われるケースについては、相談に行ったかの確認をす

るなど、より細心の配慮が必要です。
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第６章

支援事例

本章では、実際の相談事例を通じて、自殺リスクの高いと思われる方や自死遺族の方へのある

べき相談対応や支援方法の一例を紹介します。

１．自殺企図に及ぼさせないための支援例

（１）相談者の主訴

５０代の女性のＡさんが、「上司からパワハラを受け、仕事に行けず退職を迫られている。」

と相談に来られました。

「外食産業のチェーン店で新規オープンの際に採用されましたが、採用からしばらくする

と理由が分からないまま、店長から嫌がらせを受けるようになりました。罵声を浴びせられ

たり、無理な配置替えをされたりしましたが、徐々にいやがらせがエスカレートしてきまし

た。１日中店外での清掃を命じられたり、洗い場でいきなりお尻を蹴られたりなどです。複

数の同僚がいやがらせを見ていて、止めるように店長に話してくれましたが、数日後には、

更にひどくなり、最終的には、煙草の吸殻を頭の上に乗せられたり、太ももをあざができる

ぐらいに蹴られました。本社の管理部門の上司に相談しましたが、状況は改善されませんで

した。

最近では、仕事に行くのも嫌で、朝がとても辛く感じます。この１週間、体調が悪いので

休ませてほしいとの連絡を入れても、仕事に出られないなら自主的に退職をしろと店長から

言われ、もうどうしたら良いのかわかりません。」

（２）傾聴により判明した背景事情

Ａさんは、現在の店長がいる限り、職場に行くのも怖く、憂うつで、早く仕事を辞めたい

という気持ちと、会社に相談してもパートのためか、真剣に対処してもらえなかった悔しい

気持ちがありました。

体調について訪ねてみると、寝付きが悪く、寝る前にどうしても飲酒するようになり、最

近では、毎日缶ビールを７本程飲むようになっていました。それでも、目覚めは早いが、起

きる気力が出なくなっているようです。

さらに、飲酒に関して、家庭内でのトラブルも出てきているようです。
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司法書士は、相談者の話を傾聴することにより、パワハラという主な訴え以外にも、以下

の背景事情を聞き出すことが出来ました。

・寝付きが悪く、また、朝早く目が覚める→睡眠障害？

・毎日お酒を飲み、お酒でのトラブル→アルコール依存？

職場とは、社会生活における人の居場所として大きな意味も持ちます。司法書士は、職場

で過酷ないじめに遭い孤独感を増している相談者について、睡眠障害やアルコール依存とい

った問題（＝危険因子）も疑われることに気付きました。

（３）司法書士の対応

Ａさんにメンタルヘルスの問題が疑われましたので、司法書士は、つながりのあるアルコ

ール依存に詳しい精神科医に紹介したところ、うつ病とアルコール依存症と診断されました。

パワハラに関しては、知り合いの弁護士に繋げました。元同僚のパート仲間の協力を得て、

早速証拠固めに乗り出しました。

Ａさんは、先が見えたこと、周りに支援者（＝保護因子）がいることで安心感を持ったの

か、冷静な判断も出来るようになり、精神科医院での治療にも同意しました。

（４）結果とその後

うつ病に関しては、早期発見・早期治療ということ、メンタル面での負荷要因（＝危険因

子に当たる）への対応が見えてきたということもあって、薬物療法で寛解に向かっていきま

した。

アルコール依存症に関しても、３ヶ月の院内プログラムを修了し、現在では地域にある自

助グループに通い回復の道を辿っています。

パワハラについて、謝罪文を盛り込んだ和解案を会社側が全面的に認め、示談が成立しま

した。Ａさんも納得のようです。

現在でも、Ａさんは、司法書士に対して２～３ケ月に一度、近況報告を続けています。

２ 自死遺族への支援例

（１）遺族支援のはじまり

司法書士のもとへ、夫を自死で亡くした妻の法的な支援について、関係団体から要請があ

りました。

４０代女性のＡさんは、亡き夫が遺した借金や死後の手続きなどで大変混乱しているとのこ

とでした。

●第６章 支援事例
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（２）相談対応１

Ａさんの話しを聞くと、相続債務を上回る財産があるとのことで、債務に関しては十分に

整理が可能なようでした。

その他に、住宅ローンの借り換えの契約の際の告知義務違反や会社内でのいじめが疑われ

た問題があり、この問題は弁護士への依頼が必要だと思われました。

気がかりなのは、Ａさんが精神的に混乱しているようで、自責の念、悔しさ、寂しさ、夫

に対する恨み、親族に対する恨みなど一日一日感情が揺れ動き、爆発しそうな状況という点

でした。

自死に限らず相続が発生した場合、すべき手続きや判断すべき事柄が次々と出て来ます。

資産の状況を把握しどのように相続するか？勤務先での各種手続きと私物の受け渡し、契約

関係の整理、役所で行う諸々の手続き、今後の生活設計の見通しなど。

一つ一つの優先順位付け、問題の整理を支援しながら、ご遺族と共に様々な手続きの処理

を行っていく必要があります。

Ａさんの様子を見て、問題が整理できない状況と判断したので、ノートを手渡し、１日一

つだけ一番大事と思ったことを実行してそれを書き残すようにアドバイスしました。

（３）相談対応２

Ａさんからは、ほぼ毎日、電話での相談がくるようになりました。

それぞれの電話は長時間に及ぶことも多かったのですが、対応は、終始、傾聴に専念する

ことと、最低限の具体的な支援先の情報を必ず毎回伝えるように心がけていました。重要な

ことは、いつでも支援のできる場所にいるとの姿勢を示すことです。

（４）法的な問題への対応の留意点

事例によっては、相続放棄の申述期間の延長などを考慮しなければならないケースもあり

ます。混乱している遺族にとって、３ヶ月はあまりに短い期間であることに注意が必要です。

また、訴訟については、本人訴訟は避け、司法書士・弁護士による代理が望まれます。関

係書類の収集だけでも相当に遺族の心情が激しく揺れ動くなど、ストレスが過大で本人訴訟

が困難な場合も多いものです。

訴訟の提起は、遺族への影響が大きすぎることもあります。遺族の意向を最優先に慎重に

検討すべきです。

●第６章 支援事例
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（５）結果とその後

ご遺族との関係は３年を経過しましたが、現在では、ご遺族自身（子どもを含めて）、前

向きに生き方を見つめることができるようになってきました。この３年間の中で、Ａさんの

主治医、地域の保健所の担当者、司法書士などが、それぞれの職域の中で包括的な支援体制

をとれたことが、そして何よりもご遺族自身の力が、前向きに生きていくことにつながった

と感じており、今後も見守り支援は継続して行く方針です。

※事例に関しては、個人情報保護の観点から創作していることをご了承ください。
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独立行政法人国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所

自殺予防総合対策センター

http://ikiru.ncnp.go.jp/ikiru-hp/index.html

内閣府（共生社会政策・自殺対策）

http://www 8.cao.go.jp/jisatsutaisaku/index.html

自殺対策担当窓口一覧（関係省庁・都道府県・政令市）

http://ikiru.ncnp.go.jp/ikiru-hp/measures/madoguchi.html

全国精神保健福祉センター一覧

http://ikiru.ncnp.go.jp/ikiru-hp/center.htm

社団法人日本精神保健福祉士協会

http://www.japsw.or.jp/

全国保健所一覧

http://www.phcd.jp/HClist/HClist-top.html

公益社団法人日本精神神経科診療所協会

http://www.japc.or.jp/

公益社団法人全日本断酒連盟

http://www.dansyu-renmei.or.jp/

ＧＡ日本インフォメーションセンター

http://www.gajapan.jp/

特定非営利活動法人自殺対策支援センター ライフリンク

http://www.lifelink.or.jp/

中央労働災害防止協会

http://www.jisha.or.jp/
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