
NPO法人OVA 活動説明
孤立する子ども・若者を支える仕組みを作る

1



お話する内容

• OVAの成り立ちと活動

• 4年間の実績と成果

• 新宿での取り組みの中間報告

• 「声なき声」新事業について

• サポートのお願い

※撮影と配信に約10秒のずれがあります
※Youtubeページに記載のSarahahからご質問下さい。（登録不要、匿名で送
信可能です）
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団体名の意味

「OVA」とはラテン語で「卵」を意味する言葉です。
ロゴには3つの卵が重なり、「命がつながっている」ことを表しています。

傷つきやすく弱い、一人ひとりかけがえのない人間（卵）に寄り添う。支え
合って生きていく。
OVAが目指すのは「他者の痛みに無関心ではない、関わり合いの社会」で
す。

作家の村上春樹氏がエルサレムでのスピーチ「壁と卵」で述べた
「高くて硬い壁と、壁にぶつかって割れてしまう卵があるときには、

仮にどんなに壁が正しくて、卵が間違っていたとしても私は常に卵の側に
立つ」
という言葉にインスピレーションを受けています。
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チームについて

合計6名

• 代表 伊藤次郎

• 事務局 ファンドレイザー1名。資金調達等。

• 事務局 経理事務1名。経理、事務、デザイン等

• 相談員 3名＋伊藤。精神保健福祉士、臨床心理士。修士or博士。
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OVAの活動について

ウェブ検索から自殺ハイリスク者に情報を届けて、支援に繋げる

①自殺に関連する言葉を検索すると、広告が検索結果の上部に掲載される。
➁クリックすると特設サイトに移動し、そこからメール・チャットで相談で
きる。
➂相談を受けるのは、福祉や心理の国家資格を持つ専門の相談員。
④話を聞いて、共感的に感情を受け止め信頼関係を築き、生活上の課題を分
析して現実の機関に繋げる。
ケースバイケースだが、大体2~3か月やり取りを続けることが多い。

★事例のご紹介
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活動を始めるまで
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きっかけは若者自殺に関する報道と、「死にたい」の検索の多さ
「死にたい 助けて」を発見し、衝撃を受ける。

2013年当初10万回以上の「死にたい」の検索／月
2017年11月現在は24万回以上／月

※Google Adwords キーワードプランナー調べ
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2013年6月末
若者自殺の問題を知る
「死にたい」の検索数が10万回以上／月を発見
リスティング広告を思いつき、運用方法をネットで調べる
リスティング広告準備開始、ホームページ作成開始

2013年7月14日
活動開始
広告掲載、ホームページ公開、メール相談実施

これまでリスティングを使った相談支援は先例がなかった。
しかし、リスティング広告やサイト作成自体は個人事業から大企業まで幅広
く使われている。
そのためノウハウは独学で収集し、相談支援に応用した。
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4年間の成果

2013年7月~2017年3月の累計の数値。30%以上の方に効果がある。

ポジティブな変化は、
①ポジティブな感情の変化。メール文面から「生きてみます」のような文言
がある
➁援助要請意図。メール文面から「病院に行ってみます」のような文言があ
る
➂援助要請行動。実際に病院や相談窓口につながる

を和光大学心理学部 末木新先生と協働で分析。
国内外で論文を投稿。
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現場の声を政策に反映

現場の声を政策的に反映すべくソーシャルアクションも実施。

活動を行う中で、同じく若者自殺対策に取り組む団体とネットワークを形
成。

様々なアプローチを行う団体同士で連携し、相談にとどまらない問題解決に
取り組む。

国の定める自殺対策のガイドライン（自殺総合対策大綱）改訂時に、
若者自殺対策全国ネットワークとして、
超党派議員連盟に支援現場の意見を反映した要望書を提出して
要望書の内容が実際に組み込まれた。（「若者自殺対策の推進の新設」）
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可能にしたこと

①自殺ハイリスク者にピンポイントで接触

➁仕組みの水平展開

➂相談内容の蓄積

④文章（メール）での相談活動

＋➄多団体連携による政策提言

①今までの相談を促す方法は、ティッシュを配る、看板を掲示する、チラシ
を配る等、無作為に情報を提供する形式だった。
情報提供を検索する人に限定することで、死にたいと思っている人にピンポ
イントで情報を提供できる

➁仕組み自体は、もともと誰でも使える技術なので、多分野で活用可能。
現在は性暴力被害者サポート、生活困窮者サポートの団体と協力して仕組み
を提供している。

➂相談内容は基本的に文章ベース。適切に集積・分析することでノウハウや
事例を蓄積可能。
研究者と協力して、分析と論文化を行い、ノウハウを広めている。

④活動開始当初は電話で相談を促したが、誰も相談したがらず。
若者の使いやすさや相談しやすさを優先し、文章での相談を開始。
対人援助の分野で避けられていた文章での相談をいち早く開始し、ノウハウ
化を進める。

➄若者自殺対策全国ネットワークで国のガイドライン改定時に働きかけ、現
場の意見を反映した。
都道府県・市区町村単位で自殺対策の計画を作り、取り組むことが義務化さ
れた。
若者自殺対策として、ICTを用いたアウトリーチの実施が義務化された。
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まだ難しいこと

①⾧期的な成果測定

➁相談体制の拡充

①相談を受けて、ポジティブな変化が見られた人が、1か月後、3か月後どう
なっているのかフォローできない。
「その人が自殺する可能性」は、そもそも測定不可能なので「相談によって
自殺しなくなったか」を効果測定することができない。
独自の尺度を作って、成果を測定しているにとどまっている。

➁相談員は精神保健福祉士、臨床心理士。いずれも有国家資格者(取得見込み
者)のみで相談を受けている。
相談者の心身の健康状態を見立てたり、適切な社会資源を活用するためには
専門性が必要。
メール（文章）相談自体も、国内外でノウハウが存在しない。
資格を持っている方に1から研修を行って教育する必要があるので、時間がか
かる。
人材確保が非常に難しく、大規模に展開できない現状がある。
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これからの展望

地方自治体単位、全国に仕組みが広まる

若者のための、文章を使った相談ノウハウを広める

可能にしたことと課題を受けての展望

地方自治体の実施が義務化され、ICT（リスティング広告）を用いた若者自殺
対策が広がる。
OVA自身が自治体探知で相談を行う。
自治体主体でのリスティング広告を使った相談を手伝う。

メール、チャット相談が広まるにあたって、文章で相談するノウハウが必
要。
現状は国内外にないので、4年間の蓄積をOVA主体で広めていく。
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新宿での相談事業
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新宿の若者自殺
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そもそもなぜ新宿で実施するのか
若年層の自殺率が高いという背景がある。
この地域で相談事業を行い、モデル化して全国に広める予定。
その第1歩として、新宿での活動を行う。

※http://www.city.shinjuku.lg.jp/fukushi/file02_00021.htmlより抜粋
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中間報告と今後の展望
6月1日から約70名人から相談のメールがあったが
「対象外」がかなり多い。埼玉県では32名。

新宿区はパワハラなど働いている人の相談が多い印象。
新宿区は日本一移動している人が多いので「新宿区在住・在勤」など
はアンマッチだったという反省点。

成果は測定中であるが、新宿区の成功率が例年より
低くなりそうな見込み。伊藤が相談業務に関与する時間が減った→返
信速度が落ちた／ケース検討の時間が減ったなどが原因。
来年以降は相談員を増やす。
ネットだけでなく、未遂者支援などリアル支援の事業をすすめたい。

16



相談以外の自殺対策事業

相談活動以外の自殺対策事業

ICTを使った若者へのアウトリーチは一定の実績を残せた。
自殺対策のために実施している事業を相談以外で多数展開している。
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研修の実施

「自殺の危機にある人への対応」は国内に体系だった研修が少ない。
医療・福祉分野の養成課程でも学ばない内容なので、適切な対応ができない
ことがある。
研修を提供し、対応の仕方を広めたい。
将来的には養成課程のカリキュラムに組み込むことが目標。
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広告ガイドラインの作成

自殺総合対策推進センター(国立研究開発法人国立精神・神経医療研究セン
ター)
が公募した「平成29年度革新的自殺研究推進プログラム(Innovative 
Research Program on Suicide Countermeasures）」における
「ＩＣＴ活用と自殺対策の新たな方向性」で採択。

OVAの仕組みは「自殺を考えている人に、広告の見出しで相談を促す」もので
ある。
自殺念慮者のインサイト（感情）を捉え、相談したくなる文面を作成してい
る。

OVAが始めた、「死にたい」に広告を表示する手法は広まりつつある。
しかし、自殺念慮が上がる可能性のある広告文面も多数見られる。
このような広告を制限するため、全国の広告を集めてガイドラインを作成し
ている。
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SNS活用の検討

現状OVAではLINE相談、ツイッターからのリーチを行っていない。

LINE
10~20代若者に普及しているので相談ツールとして有効。
しかし、メッセージを読むと既読がついてしまう。
OVAの相談は原則タイムリーではないので、相談者の孤独感を高めてしま
う。

ツイッター
座間市の事件でツイッター上の「死にたい」が問題化。
「死にたい」でも「寝坊した死にたい」などスラング的な使用が見られるも
中にはハイリスク者は存在している。
※静岡県がツイッター広告掲載開始。

今後は広告の掲載と相談ツールとしての活用の2点を検討する必要がある
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図書館での取り組み（調整中）

18年度以下の啓発の企画を新宿区図書館と相談中
地域資源を活用してリアルの場から情報提供。

5月、9月に「新宿区民が選ぶ 落ち込んだ時に読んだ本50選」
小中高生向けパスファインダーの積極提供 等
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「川上」で支援を届ける

自殺対策の分野以外での取り組み。
自殺の危険に至る前にアウトリーチするための事業。
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「自殺」に至る原因は様々ある。
共通点は、いくつもの要因が複雑に絡み合って、解決の糸口が見つからずに
絶望していること。
そのような状況で、孤独感が高まり、自殺を考える。

OVAの相談では、図の一番下の方にアプローチをする。
しかし、その前段階で問題を抱えたときに支援を届ける必要がある。
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なぜ支援につながらないのか

• 援助要請能力

援助要請能力について説明

助けを求める力。
困ったときに、人の力をかりて自分問題を解決していく力。
若年層は大人に比べて低い。

また援助要請能力低さと自殺率の高さは相関する。
「死にたい」に追い込まれる人はなかなか助けての声をあげににくくなる。
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• 社会的スティグマ

なぜ支援につながらないのか

社会的スティグマとは「負のレッテル（烙印）」のようなもの。

例えば「生活保護を受けるやつはダメなやつだ」という社会的な考え方が
あったとしたら、自分が生活困窮に陥ったときに生活保護を受給する行動が
とりにくくなるし

「うつ病になる人は弱い人だ」と社会的な考え方が一般化されているとした
ら、
睡眠障害など、うつの症状などが起こった人が援助を求められなくなる。
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声なき声

• 自殺未遂者推計53万人以上／年間
• 女性の6.5%が無理やり性交された経験
• 20代女性の22%にDV被害(デートDV

含)あり
• アルコール依存 時点有病者推定57万

人、医療機関にかかっている人数4万
人

統計に載っている数字は氷山の一角。
本当は支援が必要にもかかわらず
支援が届いていない／相談できていない「声なき声」が多々存在すると考え
られる。

※引用元
・日本財団 自殺意識調査
・内閣府男女共同参画局 男女間における暴力に関する調査
・樋口進 依存症と自殺予防
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OVAの解決策

支援者と支援が必要な人の間には、心理的な壁や物理的な壁が存在する。
そのような構造を分析し、壁を取り払う最適な方法を、支援者と一緒に考え
る。
中間支援的な関わりをすることで、声なき声に支援を届ける。

このような考え方で支援を届ける「アウトリーチ」を支援の現場に広めた
い。
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今後の取り組み
調査分析、共同開発、法制化

国内外でアウトリーチの事例が多々見られるが、体系的にまとまっていな
い。
事例を調査し、共通する要素を理論化することで、すべての相談機関・支援
機関がアウトリーチをするためのエッセンスが体系化される。

4月から書籍、ネットでの調査を開始し、実際にインタビューを行う。
5月にアウトリーチ実践者のネットワークを作り、アウトリーチの必要性を社
会に発信する。
同時に、リスティング広告導入の支援を開始し、相談機関に中間支援的な関
わりを始める。

事業としての効果として、「初めて相談を行えた」割合を支援先の相談機関
で調査し、アウトリーチの効果を測定する。

アウトリーチが広まれば、生活トラブルを抱えた際にスムーズに解決のため
の資源までたどり着ける。
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実現したいこと

誰もが「助けて」と言える社会

他者の痛みに無関心でない
愛ある関わり合いのある社会

5年後10年後、どのような社会を目指したいか。

誰でもつらいとき、問題を抱えるときはある。
その時に、誰でも、どこでも、いつでも、助けを求めて適切な支援が受けら
れる仕組みがある社会。
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サポートのお願い
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クラウドファンディング実施予定

マンスリーサポーター募集中

要らないハガキ・モノ寄付募集中

クラウドファンディングについて
2月14日から公開予定。
声なき声の調査・提言プロジェクトの資金集めと、社会的認知獲得を目指
す。
特設サイトを作り、調査・インタビューの内容や「声なき声」について広く
世間に発信し、問題提起を行いたい。
メルマガ、fbで随時ご案内します。

マンスリーサポーターについて
OVAの活動を一番近くで支えてください。各種イベントや事業・イベント報
告を優先的にご案内しています。
http://ova-japan.org/?page_id=3150

要らないハガキ・モノ寄付について
ハガキを集めるキャンペーン実施中です。ローソンからレターパックで送れ
ます。
http://otakara-aids.com/program/ova.html
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ここまでご視聴頂いて
ありがとうございました
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皆さまのご質問にお答えします（画面越し）

Youtubeページに記載のSarahahからご質問下さい。

個別のお問い合わせ等
info@ova-japan.org
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