
現行の千葉市自殺対策計画の実施状況の総括
１ 計画期間  平成２１年４月から平成３０年９月まで（９年６月） 

 

２ 計画に基づく実施事業数 

  ◇庁内各課：２７課において８２事業 

  ◇外部機関： ４機関において７事業   合計８９事業 

 

３ 数値目標 

  ◇平成３０年９月までに、平成１７年の自殺死亡率に比べて２０％以上減少させる。 

    平成１７年の自殺死亡率：２１．７  ⇒ 平成３０年９月：１７．３以下  

  ◇直近の確定値（平成２８年）との比較   

           〈平成１７年〉       〈平成２８年〉  

    自殺者数    １９８人          １３３人 

    自殺死亡率   ２１．７          １３．７    ☆目標の１７．３を下回っている。 

 

４ 計画の一部見直し 

  ◇国の大綱の一部見直し、本市自殺の実態調査結果を踏まえ、平成２７年３月に計画の一部見直しを行った。 

   〈見直し内容〉 

    （１）次回の国の大綱の改正時期をにらみ、計画期間を平成２８年度末から３０年９月に改正。 

    （２）国の大綱の見直しで盛り込まれた施策を追加、拡充。 

       ・自殺未遂者、遺族等の実態把握、支援方策の検討  ・性的マイノリティへの理解促進の取組み   

       ・うつ病についての普及啓発            ・様々な分野でのゲートキーパー養成            

       ・児童虐待、性暴力の被害者への支援の充実     ・生活困窮者への支援の充実  など 

 

５ 計画の効果と課題 

  ◇効果 

   ・具体的な取組項目に基づき、庁内関係課や外部機関が自殺対策関連事業を体系的、網羅的に実施。 

   ・自殺対策の取組状況を外部にアピール。 

   ・庁内関係課や外部機関との連携の拠りどころとして活用。 

  ◇課題 

   ・事業の評価、検証が難しい。 

   ・庁内、外部機関等との連携体制を強化する必要がある。 

資料５ 



大項目 中項目 小項目

1 1 (1)
自殺の防止等に
関する情報の提
供

自殺の防止等に関する調
査結果や統計資料等につ
いて、インターネット等
を活用した情報提供を図
る。

保健福祉局地域福
祉課

平成２１年度から平成２８年度にかけて、
市ホームページに関連団体等へのリンク掲
載等により情報提供を行った。
平成２２年度に、調査結果や統計資料につ
いてインターネット等で情報提供をはかる
ため、地域自殺対策緊急強化基金を使用し
てホームページを作成し、平成２８年度ま
で、年代別・動機別の自殺者数の統計資料
等を公開した。

【決算額】
平成２２年度　２９４千円

2 1 (1)
自殺の防止等に
関する情報の提
供

自殺の防止等に関する調
査結果や統計資料等につ
いて、インターネット等
を活用した情報提供を図
る。

保健福祉局高齢障
害部こころの健康
センター

平成２１年度から平成２８年度にかけて、
市ホームページに各種相談窓口を掲載し
た。
平成２７年度から平成２８年度にかけて、
地域福祉課がホームページで公開している
統計情報を踏まえ、メンタルヘルスチェッ
クや相談先等自殺の防止につながる内容
も、市ホームページに掲載した。

3 1 (2)

自殺未遂者、遺
族等の実態の把
握及び支援方策
の検討

自殺未遂者や遺族の実態
把握に努めるとともに、
支援方策について検討す
る。

保健福祉局地域福
祉課

平成２３年度から平成２８年度にかけて、
市ホームページに自殺未遂者やその家族に
対する相談窓口を掲載し、情報提供を行っ
た。
平成２１年度から平成２８年度にかけて、
自死遺族支援事業への補助金交付を継続す
るとともに、実態把握に努めた。

【決算額】
平成２１年度　２００千円
平成２２年度　１１０千円
平成２３年度　１１６千円
平成２４年度　１６５千円
平成２５年度　２００千円
平成２６年度　１０３千円
平成２７年度　　９９千円
平成２８年度　　９３千円

4 1 (3) ア
教育現場におけ
る実態把握

児童生徒の自殺予防に資
するため、児童生徒の自
殺について、教育現場に
おける実態把握に努め
る。

教育委員会学校教
育部教育支援課

明るい学校づくり推進週
間の実施

平成２１年度から平成２８年度にかけて、
９月に行われる「九都県市自殺対策強化月
間」の実施に合わせ、各学校が「明るい学
校づくり推進週間」を設け、「命の尊さ」
等を中心に啓発活動を実施した。

5 1 (3) イ
教育現場におけ
る実態把握

児童生徒の自殺につい
て、詳しい調査を行うに
あたり、事実の分析評価
等に高度な専門性を要す
る場合や、遺族が学校ま
たは教育委員会が主体と
なる調査を望まない場合
など、必要に応じて第三
者による実態把握を進め
る。

人事課コンプライ
アンス推進室

いじめ等調査委員会の設
置

平成２６年度から平成２８年度にかけて、
いじめ等調査委員会を設置し、市立学校に
おいて発生したいじめ等による重大事態に
ついて再調査等を行う体制を整えた。

【決算額】
平成２６年度　　６６千円
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大項目 中項目 小項目
№

計画上の具体的施策
計画上の中項目

名
計画上の取り組みの内容 所管 所管における事業名 実施結果（平成２１～２８年度） 関連データ

6 1 (3) イ
教育現場におけ
る実態把握

児童生徒の自殺につい
て、詳しい調査を行うに
あたり、事実の分析評価
等に高度な専門性を要す
る場合や、遺族が学校ま
たは教育委員会が主体と
なる調査を望まない場合
など、必要に応じて第三
者による実態把握を進め
る。

教育委員会学校教
育部教育支援課

千葉市教育委員会いじめ
等の対策及び調査委員会

平成２６年度から平成２８年度にかけて、
千葉市教育委員会いじめ等の対策及び調査
委員会を設置し、児童生徒の自殺につい
て、詳しい調査を行うにあたり、事実の分
析評価等に高度な専門性を要する場合や、
遺族が学校または教育委員会が主体となる
調査を望まない場合など、必要に応じて第
三者による実態把握を進めた。

【決算額】
平成２６年度　１９５千円
平成２７年度　１９５千円
平成２８年度　１６９千円

7 1 (4)
自殺の防止等に
関する資料の利
活用

既存の自殺統計資料や、
警察や消防をはじめとす
る自殺対策の関係機関が
保有する自殺の防止等に
関する資料の相互利用の
方法について検討し、そ
の利活用等を図る。

保健福祉局保健福
祉総務課

人口動態調査

①平成２１年度から２８年度にかけて、
『千葉市保健統計』を作成した。（事業費
はすべて国費（委託））
（千葉市における出生・死亡・死産・婚姻
及び離婚に関する統計表、死因に関する統
計表を掲載）
②平成２１年度から平成２８年度にかけて
『人口動態統計速報』『人口動態統計月
報』『人口動態月報年報』『人口動態統計
報告書』を活用した。
（全国・都道府県・指定都市別の出生・死
亡・死産・婚姻及び離婚に関する統計表、
死因に関する統計表を掲載、厚生労働省大
臣官房統計情報部により集計・公表）

【決算額】
平成２１年度　１２，４２０千円
平成２２年度　１３，７９２千円
平成２３年度　１３，７８１千円
平成２４年度　１４，６２０千円
平成２５年度　１３，１８５千円
平成２６年度　１３，９５８千円
平成２７年度　１１，５９７千円
平成２８年度　１５，５９９千円

8 1 (4)
自殺の防止等に
関する資料の利
活用

既存の自殺統計資料や、
警察や消防をはじめとす
る自殺対策の関係機関が
保有する自殺の防止等に
関する資料の相互利用の
方法について検討し、そ
の利活用等を図る。

保健福祉局地域福
祉課

―

平成２１年度に、既存の自殺統計資料や警
察をはじめとする関係機関が保有する自殺
の防止等に関する資料の相互利用方法につ
いて検討し、平成２２年度から平成２８年
度にかけて、自殺対策に係る市ホームペー
ジで公開した。
平成２５年度に、市内の自殺者の傾向及び
背景の分析を行う自殺実態調査を実施し
た。
平成２７年度から平成２８年度にかけて、
自殺対策に係る市ホームページに関連団体
等へのリンクを掲載すること等により、情
報提供を行った。

【決算額】
平成２５年度　２，０００千円

9 1 (4)

自殺の防止等に
関する資料の利
活用(自殺の防
止等に関する情
報の提供)

既存の自殺統計資料や、
警察や消防をはじめとす
る自殺対策の関係機関が
保有する自殺の防止等に
関する資料の相互利用の
方法について検討し、そ
の利活用等を図る。

保健福祉局高齢障
害部こころの健康
センター

平成２１年度に、ＮＰＯ法人ライフリンク
作成の「自殺実態白書」を利用した。
平成２１年度に、警察をはじめとする関係
機関が保有する自殺の防止等に関する資料
の相互利用方法について検討した。
平成２６年度から平成２８年度にかけて、
既存資料を参照し実態を踏まえ、こころの
健康センターホームページに、各種相談窓
口を掲載した。
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大項目 中項目 小項目
№

計画上の具体的施策
計画上の中項目

名
計画上の取り組みの内容 所管 所管における事業名 実施結果（平成２１～２８年度） 関連データ

10 1 (4)
自殺の防止等に
関する資料の利
活用

既存の自殺統計資料や、
警察や消防をはじめとす
る自殺対策の関係機関が
保有する自殺の防止等に
関する資料の相互利用の
方法について検討し、そ
の利活用等を図る。

消防局警防部救急
課

平成２７年度から平成２８年度にかけて、
消防局で保有する、救急搬送に関するデー
タを、関係機関へ情報提供した。

11 2 (1) ア 普及啓発の推進

自殺予防週間（９月１０
日～１６日）や自殺対策
強化月間（３月）などの
あらゆる機会に普及啓発
活動を行い、自殺の防止
等に関する市民の理解の
促進を図る。

保健福祉局地域福
祉課

各種啓発事業の実施

①平成２１・２２年度に、啓発パンフレットを作成・配
布した。
②平成２１年・２２年の９月に、ちば自殺対策県民
フォーラムを千葉県と共催し、クリアファイル等の啓発
物品を配布した。
③平成２１年３月に、千葉県と共に街頭キャンペーンを
実施した。
④平成２２・２３年度に、地域自殺対策緊急強化基金を
利用してモノレールやバスに自殺対策に係るラッピング
を行い、相談窓口等の周知を行った。
⑤平成２４年度に、モノレールやバスの車内広告に、自
殺予防に関する啓発記事を掲載した。
⑥平成２４年度に、研修会や講演会で配布するための啓
発物品を作成した。
⑦平成２４年度から平成２６年度にかけて、フリーペー
パーの広告欄に啓発記事を掲載した。
⑧平成２５年９月に、九都県市自殺対策強化月間に合わ
せ、市内主要１２駅で自殺防止ポスターを掲出した。
⑨平成２６年度に、うつ病対策啓発ミュージカルの上演
及び公共施設のトイレへの啓発ステッカー貼付を実施し
た。
⑩平成２１年度から平成２８年度にかけて、ちば市政だ
より９月１日号及び３月１日号において、自殺予防に係
る啓発記事（自殺予防週間、自殺対策強化月間、相談窓
口等）を掲載した。（平成２３年３月は特集号）
⑪若年層対策として、平成２７年度に、啓発ノートを作
成し、市内大学・短期大学で配布した。平成２８年度
に、自殺対策啓発記事を記載したフラットファイルを市
内の中学2年生に配布した。
⑫平成２７年度から平成２８年度にかけて、ＳＮＳ(ツ
イッター、フェイスブック)を用いた啓発を行った。
⑬平成２７年度から平成２８年度にかけて、ラジオラジ
オ広報番組「ベイ・モーニング・グローリー」で啓発CM
を放送した。(９月、３月)

【決算額】
平成２１年度　　　６０９千円
　（啓発パンフレット）
平成２２年度　２，１５４千円
　（ラッピング、パンフレット）
平成２３年度　３，５７１千円
　（ラッピング、特集号）
平成２４年度　２，５８７千円
　（広告、啓発物品）
平成２５年度　２，０６３千円
　（広告）
平成２６年度　３，３１９千円
　（広告、ステッカー、ミュージカル）
平成２７年度　　　４７５千円
　（ノート）
平成２８年度　　　８４９千円
　（フラットファイル）

12 2 (1) ア 普及啓発の推進

自殺予防週間（９月１０
日～１６日）や自殺対策
強化月間（３月）などの
あらゆる機会に普及啓発
活動を行い、自殺の防止
等に関する市民の理解の
促進を図る。

保健福祉局高齢障
害部こころの健康
センター

自死予防リーフレットの
配布

平成２４年度から平成２８年度にかけて、
地域自殺対策緊急強化基金・千葉県地域自
殺対策強化事業費補助金を活用し、市民が
うつ病等の早期発見・早期受診に向け行動
できるよう啓発リーフレット作成・配布し
た。

【決算額】
平成２４年度　１，０７８千円
平成２５年度　　　７３２千円
平成２６年度　　　６８０千円
平成２７年度　　　７８６千円
平成２８年度　　　４１３千円

【作成部数】
平成２４～２７年度　６０，０００部
平成２８年度　２１，０００部
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大項目 中項目 小項目
№

計画上の具体的施策
計画上の中項目

名
計画上の取り組みの内容 所管 所管における事業名 実施結果（平成２１～２８年度） 関連データ

13 2 (1) ア 普及啓発の推進

自殺予防週間（９月１０
日～１６日）や自殺対策
強化月間（３月）などの
あらゆる機会に普及啓発
活動を行い、自殺の防止
等に関する市民の理解の
促進を図る。

こども未来局こど
も未来部こども企
画課

自殺予防パンフレット作
成

平成２２年度に、こどもの力ワークショッ
プのテーマの一つとして「自殺予防」を取
り上げ、地域自殺対策緊急強化基金を活用
して子どもたちがパンフレットを作成し、
市内の学校等で配布した。
平成２３年度に「こどもの力ワークショッ
プ成果発表会」で平成２２年度の成果とし
て作成した自殺予防パンフレットについて
発表を行った。
平成２４年度から自殺予防パンフレットの
内容を、市ホームページに掲載した。

【決算額】
平成２２年度　１，５２７千円
平成２３年度　　　　３４千円

14 2 (1) イ 普及啓発の推進

自殺の防止等に関する啓
発を効率的かつ効果的に
進めるため、九都県市
（埼玉県・千葉県・東京
都・神奈川県・横浜市・
川崎市・千葉市・さいた
ま市・相模原市）で協
働・連携して、広域的な
取組みを推進する。

保健福祉局地域福
祉課

九都県市自殺対策強化月
間に関連した事業の実施

平成２１年度から平成２８年度にかけて、
九都県市自殺対策強化月間（９月）におけ
る各都県市の取組みを情報共有するなど、
連携を図った。
平成２５年度から平成２７年度にかけて、
国の自殺対策ホームページ内に、九都県市
特設ページを作成し、各都県市の取組みや
相談窓口を周知した。

15 2 (1) イ 普及啓発の推進

自殺の防止等に関する啓
発を効率的かつ効果的に
進めるため、九都県市
（埼玉県・千葉県・東京
都・神奈川県・横浜市・
川崎市・千葉市・さいた
ま市・相模原市）で協
働・連携して、広域的な
取組みを推進する。

保健福祉局高齢障
害部こころの健康
センター

平成２２～２６年度に、地域自殺対策緊急
強化基金を利用し、９月の九都県市自殺対
策強化月間に合わせて自殺対策に関する市
民向け講演会を開催した。
平成２７年度から平成２８年度にかけて、
事業実施にあたり、他政令市精神保健福祉
センターと情報共有を行った。

【決算額】
平成２２年度　２３２千円
平成２３年度　１６３千円
平成２４年度　１０９千円
平成２５年度　２８７千円
平成２６年度　１００千円

16 2 (1) ウ 普及啓発の推進

健康診断や健康相談など
の各種保健事業を通じ
て、心の健康に関するポ
スターの掲示、リーフ
レットの配布などを行う
とともに、心の健康に関
する相談窓口、関連する
保健事業等の紹介等を行
う。

保健福祉局健康部
健康支援課

保健事業等における心の
健康に関する普及啓発の
実施

平成２２年度から平成２８年度にかけて、
関係機関からの依頼によるポスターの掲
示、リーフレット等を配布するとともに、
保健事業やイベント等実施時に、心の健康
に関する相談窓口、関連する保健事業等の
紹介等を随時行った。

【決算額】
平成２２～２８年度　２５０千円

17 2 (1) ウ 普及啓発の推進

健康診断や健康相談など
の各種保健事業を通じ
て、心の健康に関するポ
スターの掲示、リーフ
レットの配布などを行う
とともに、心の健康に関
する相談窓口、関連する
保健事業等の紹介等を行
う。

各区健康課
保健事業の場における心
の健康に関する普及啓発
の実施

平成２１年度から平成２８年度にかけて、
保健事業を通して、随時実施した。
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大項目 中項目 小項目
№

計画上の具体的施策
計画上の中項目

名
計画上の取り組みの内容 所管 所管における事業名 実施結果（平成２１～２８年度） 関連データ

18 2 (1) エ 普及啓発の推進

精神保健福祉や精神疾
患、精神障害、さらには
自殺やうつ病についての
正しい知識を得てもらう
ため、市民を対象とする
地域精神保健福祉講演会
を実施する。

保健福祉局高齢障
害部こころの健康
センター

地域精神保健福祉講演会
平成２１年度から平成２８年度にかけて、
精神疾患や精神障害をテーマにした講演会
を開催した。

【決算額】
平成２１年度　１２４千円
平成２２年度　１８５千円
平成２３年度　２０４千円
平成２４年度　１０３千円
平成２５年度　　９６千円
平成２６年度　１８５千円
平成２７年度　１８５千円
平成２８年度　１６１千円

【開催回数】
平成２１～２２年度各６回
平成２３年度　７回
平成２４年度　９回
平成２５年度　２回
平成２６年度　２回
平成２７年度　４回
平成２８年度　５回

19 2 (1) オ 普及啓発の推進

保護者に対し、児童生徒
の小さな変化を見逃さな
いための視点を示し、児
童生徒を理解する手立て
となるような資料を配布
する。

こども未来局こど
も未来部健全育成
課

家庭教育資料の配布
平成２１年度から平成２８年度にかけて、
年度末に、小中学校を通じて保護者に資料
を配布した。

【決算額】
平成２１年度　５８６千円
平成２２年度　４２５千円
平成２３年度　４８３千円
平成２４年度　４６２千円
平成２５年度　４０５千円
平成２６年度　６７０千円
平成２７年度　４９７千円
平成２８年度　５２０千円
【配布部数】
平成２１～２３年度
　小学５年生　１０，５００部
　中学１年生　　９，５００部
平成２４年度
　小学１年生　　９，２８０部
　小学５年生　１０，０１０部
　中学１年生　　９，０１５部
平成２５年度
　小学１年生　　９，２００部
　小学５年生　　９，３００部
　中学１年生　　８，８００部
平成２６年度
　小学１年生　　８，５００部
　小学５年生　　８，５００部
　中学１年生　　８，２００部
平成２７年度
　小学１年生　　８，９００部
　小学５年生　　９，２００部
　中学１年生　　８，６００部
平成２８年度
　小学１年生　　８，８４０部
　小学５年生　　９，３７０部
　中学１年生　　８，３９０部
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大項目 中項目 小項目
№

計画上の具体的施策
計画上の中項目

名
計画上の取り組みの内容 所管 所管における事業名 実施結果（平成２１～２８年度） 関連データ

20 2 (2)
児童生徒の自殺
予防に資する教
育の実施

学校において、体験活
動、地域の高齢者等との
世代間交流等を活用する
などして、児童生徒が命
の大切さを実感できる教
育や、生活上の困難・ス
トレスに直面したときの
対処方法を身に付けるた
めの教育を推進するとと
もに、児童生徒に対する
自殺予防を目的とした教
育の実施に向けた環境づ
くりを進める。

教育委員会学校教
育部教育指導課

道徳等の授業の充実

①平成２１年度から平成２８年度にかけ
て、道徳や各教科等の授業において「生命
の尊重」について指導した。
②平成２６年度から平成２８年度にかけ
て、集団宿泊活動やボランティア活動、自
然体験活動、職場体験活動のさまざまな体
験活動を通して、「生きる力」の育成を図
るとともに、社会性や豊かな人間性を育ん
だ。

【決算額】
平成２６年度　５４，１１８千円
平成２７年度　７０，１８１千円
平成２８年度　５８，４８３千円

21 2 (3)

インターネット
の適切な利用に
関する教育の推
進

児童生徒のインターネッ
トの適切な利用に関する
情報モラル教育及び違
法・有害情報対策を推進
する。

教育委員会学校教
育部教育指導課

情報モラル教育の推進

平成２１年度から平成２８年度にかけて、
教育活動全般を通して、発達段階に応じた
情報活用能力の育成とネットワーク上の
ルールやマナー、個人情報、プライバシー
等に配慮することの必要性を指導した。
平成２６年度に、生徒指導調査委員会で、
ネットトラブル対応方法の報告書を作成し
た。
平成２７年度から平成２８年度にかけて
は、小・中・特別支援学校生徒指導主任研
修会で、「ネットトラブル対応方法」につ
いて指導した。

22 2 (3)

インターネット
の適切な利用に
関する教育の推
進

児童生徒のインターネッ
トの適切な利用に関する
情報モラル教育及び違
法・有害情報対策を推進
する。

教育委員会学校教
育部教育センター
（教育支援課）

情報モラル教育の推進

平成２７年度に小・中・特別支援学校生徒
指導主任研修会等で情報共有をはかったた
め、学校からの情報提供、調査依頼はな
かった。
平成２８年度に、教育メディア主任会、情
報セキュリティ研修、Cabinet取扱責任者研
修において、対処法等について取り上げ、
指導を依頼した。

23 2 (4)
うつ病について
の普及啓発の推
進

うつ病に対する知識の普
及・啓発を行うことで、
早期相談・早期受診を促
進する。

保健福祉局高齢障
害部こころの健康
センター

平成２７年度から平成２８年度にかけて、
千葉県地域自殺対策強化事業費補助金を活
用し、市民がうつ病等の早期発見・早期受
診に向け行動できるよう、啓発リーフレッ
トを内容・配付先等検討のうえ作成し・配
布した。
平成２８年度には、高齢者向けリーフレッ
トを作成し、高齢者のメンタルヘルスの知
識の普及啓発を図った。

【決算額】
平成２７年度　１，１８２千円
平成２８年度　　　６７８千円

【リーフレット作成部数】
平成２７年度　６０，０００部
平成２８年度　２１，０００部

【高齢者向けリーフレット作成部数】
平成２８年度　　２，０００部
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大項目 中項目 小項目
№

計画上の具体的施策
計画上の中項目

名
計画上の取り組みの内容 所管 所管における事業名 実施結果（平成２１～２８年度） 関連データ

24 2 (5)

自殺や自殺関連
事象等に関する
正しい知識の普
及

インターネットを積極的
に活用して、自殺や自殺
関連事象に関する正しい
知識の普及を推進する。
また、自殺念慮の割合等
が高いことが指摘されて
いる性的マイノリティに
ついて、無理解や偏見等
がその背景にある社会的
要因の一つであるととら
えて、理解促進の取組み
を推進する。

保健福祉局地域福
祉課

平成２７年度から平成２８年度にかけて、
SNS(ツイッター、フェイスブック)を活用し
た自殺関連事象に関する正しい知識の普及
を図った。

25 2 (5)

自殺や自殺関連
事象等に関する
正しい知識の普
及

インターネットを積極的
に活用して、自殺や自殺
関連事象に関する正しい
知識の普及を推進する。
また、自殺念慮の割合等
が高いことが指摘されて
いる性的マイノリティに
ついて、無理解や偏見等
がその背景にある社会的
要因の一つであるととら
えて、理解促進の取組み
を推進する。

市民局生活文化ス
ポーツ部男女共同
参画課

ＬＧＢＴ（性的少数者）
理解促進のための講座

平成２６年度から平成２８年度にかけて、
男女共同参画センターで、ＬＧＢＴに関す
る理解促進のための講座を開催した。

26 3 (1)
かかりつけ医う
つ病対応力向上
研修事業の実施

日頃から受診するかかり
つけの医師に対し、適切
なうつ病診療の知識、技
術、及び精神科等の専門
家との連携方法、家族か
らの話や悩みを聞く姿勢
等の習得など、対応力向
上のための研修を実施す
る。

保健福祉局高齢障
害部精神保健福祉
課

かかりつけ医等心の健康
対応力向上研修事業

平成２１年度から平成２８年度にかけて、
かかりつけ医及び精神保健関係者等を対象
とした研修を実施した。

【決算額】
平成２１～２６年度　８５３千円
平成２７年度　１２０千円
平成２８年度　１２６千円

【開催回数】
平成２１～２４年度　２回
平成２５～２８年度　３回

27 3 (2)
学校における教
職員研修の充実

小中生徒指導主任研修
会、小中高教育相談推進
研究協議会、人権尊重教
育担当者研究協議会等の
教職員の研修会におい
て、いじめや性的マイノ
リティ等に関する児童生
徒への対応を取り扱うな
ど、研修の充実を図る。

教育委員会学校教
育部教育支援課
教育委員会学校教
育部教育指導課

学校における教職員研修
の充実

平成２１年度から平成２８年度にかけて、
小中高教育相談研究協議会、小中特別支援
学校生徒指導主任研修会や人権教育担当者
研究協議会等で、いじめ等の対応について
の研修を実施した。

28 3 (3)
保健活動従事者
への研修の実施

保健師等の保健活動従事
者の資質の向上を図るた
め、心の健康や自殺者の
親族等への支援を含めた
情報提供や研修を実施す
る。

保健福祉局健康部
健康支援課

保健活動従事者への研修
の実施

平成２１年度から平成２８年度にかけて、
メンタルヘルス等をテーマとした講習会、
研修等の開催情報の提供を行うとともに、
受講勧奨を行った。
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大項目 中項目 小項目
№

計画上の具体的施策
計画上の中項目

名
計画上の取り組みの内容 所管 所管における事業名 実施結果（平成２１～２８年度） 関連データ

29 3 (4)
精神保健福祉業
務実務研修の実
施

精神保健福祉の実務に携
わる職員に対して、心の
健康づくりや自殺予防に
ついての研修等、実践に
役立つ専門知識の向上を
図るための研修を実施す
る。

保健福祉局高齢障
害部こころの健康
センター

精神保健福祉業務実務研
修

平成２１年度から平成２８年度にかけて、
精神保健福祉の実務に携わる職員に対し
て、実務研修を開催した。

【決算額】
平成２１年度　　９７千円
平成２２年度　　６６千円
平成２３年度　　７１千円
平成２４年度　１３１千円
平成２６年度　　５１千円
平成２７年度　　５１千円
平成２８年度　　５１千円

【開催回数】
平成２１年度　６回
平成２２年度　４回
平成２３年度　４回
平成２４年度　６回
平成２５年度　１３回
平成２６年度　１７回
平成２７年度　１４回
平成２８年度　１３回

30 3 （5）
産業保健スタッ
フの資質の向上

職場におけるメンタルヘ
ルス対策を推進するた
め、産業保健スタッフの
資質向上のための研修等
を充実する。

【外部】千葉産業
保健総合支援セン
ター

平成２６年度から平成２８年度にかけて、
産業保健スタッフの資質向上のため、メン
タルヘルス対策関係をはじめ産業保健関係
の研修等を開催した。

【研修開催回数】
平成２６年度　１０８回
平成２７年度　１２１回
平成２８年度　１２４回

31 3 (6)
介護支援専門員
等に対する研修
の実施

介護支援専門員等の介護
事業従事者の研修等の機
会を通じ、心の健康づく
りや自殺予防に関する知
識の普及を図る。

保健福祉局高齢障
害部介護保険管理
課
保健福祉局地域福
祉課

平成２１年度に、千葉市介護保険事業者集
団指導及び指定居宅サービス事業者等連絡
会議において、介護事業者に対し、自殺対
策に係る相談窓口等の情報提供を行い、知
識の普及をはかった。
平成２２年度から平成２８年度にかけて、
介護支援専門員等の介護事業従事者の研修
等の機会の提供を検討した。

32 3 (7)

民生委員・児童
委員及び民生委
員協力員への研
修の実施

地域住民の身近な相談相
手である民生委員・児童
委員及び民生委員協力員
に対し、心の健康づくり
や自殺予防に関する施策
についての研修を実施す
る。

保健福祉局地域福
祉課

民生委員・児童委員への
研修の実施

平成２２年度から平成２８年度にかけて、
民生委員・児童委員が参加可能な研修につ
いて、周知に協力し、参加を促した。
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大項目 中項目 小項目
№

計画上の具体的施策
計画上の中項目
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33 3 (7)

民生委員・児童
委員及び民生委
員協力員への研
修の実施

地域住民の身近な相談相
手である民生委員・児童
委員に対し、心の健康づ
くりや自殺予防に関する
施策についての研修を実
施する。

保健福祉局高齢障
害部こころの健康
センター

ゲートキーパー養成研修

平成２７年度から平成２８年度にかけて、
民生委員・児童委員に対し、「民生委員児
童委員精神保健福祉研修」を実施するとと
もに、実習を取り入れた「ゲートキーパー
養成研修」実施した。

【決算額】
平成２７年度　５９１千円
平成２８年度　４６６千円

【民生委員・児童委員向けゲートキーパー
養成研修参加者数】
平成２７年度　８２名
平成２８年度　６２名

【ゲートキーパー養成研修参加者数】
平成２７年度　５０名

【ゲートキーパー養成研修開催回数】
平成２７年度　３回
平成２８年度　３回

34 3 (8)
家庭相談員の資
質の向上

子どもや家庭をめぐる悩
みや問題の解決に携わる
家庭相談員に対して、既
存の連絡会議等を活用
し、自殺の防止等に関す
る知識の普及啓発を行
う。

こども未来局こど
も未来部こども家
庭支援課

要保護児童対策及びDV防
止地域協議会

平成２１・２２年度に、家庭相談員定期連
絡会等でパンフレット等の既存資料を配布
するとともに、適宜情報提供を行った。
平成２３年度から平成２８年度にかけて、
「要保護児童対策及びDV防止地域協議会」
において、自殺企図や自殺未遂を起こす保
護者と児童についての情報を共有し、適切
な支援方法について協議した。協議会の構
成員でもある家庭相談員等の資質向上のた
め、研修の受講を促した。

【決算額】
平成２３年度　　６２千円
平成２４年度　　６１千円
平成２５年度　　６６千円
平成２６年度　　６０千円
平成２７年度　　６０千円
平成２８年度　１５４千円

35 3 (9)
各種相談窓口に
おける相談員の
資質の向上

消費生活センターの消費
生活相談、労働相談室の
窓口、商工会議所、商工
会等の経営相談窓口、公
共職業安定所の相談窓口
等の相談員に対し、心の
健康づくりや自殺予防に
関する施策についての普
及啓発を図る。

市民局生活文化ス
ポーツ部消費生活
センター

消費生活相談員への研修
等の実施

平成２１～２４年度に、消費生活相談員の
資質向上のための研修や外部研修への派遣
を行った。
平成２５年度から平成２８年度にかけて、
消費生活相談員に対し、相談者への関係窓
口（こころの健康センター、千葉いのちの
電話、各区健康課等）を周知した。
平成２６年度に、こころの健康センターが
開催したゲートキーパー養成研修について
職場で周知を行った。

【決算額】
平成２１年度　４４４千円
平成２２年度　１５３千円
平成２３年度　１２４千円
平成２４年度　　７２千円

36 3 (9)
各種相談窓口に
おける相談員の
資質向上

消費生活センターの消費
生活相談、労働相談室の
窓口、商工会議所、商工
会等の経営相談窓口、公
共職業安定所の相談窓口
等の相談員に対し、心の
健康づくりや自殺予防に
関する施策についての普
及啓発を図る。

経済農政局経済部
経済企画課雇用推
進室

労働相談

平成２１年度から平成２８年度にかけて、
労働相談室の相談員に対して、関係窓口の
情報について周知した。（労働相談員が相
談に応じた。）

【決算額】
平成２１年度　５，３４４千円
平成２２年度　５，３５３千円
平成２３年度　５，２８７千円
平成２４年度　５，２８５千円
平成２５年度　５，３６９千円
平成２６年度　５，１９０千円
平成２７年度　５，４４１千円
平成２８年度　５，７８３千円
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大項目 中項目 小項目
№

計画上の具体的施策
計画上の中項目

名
計画上の取り組みの内容 所管 所管における事業名 実施結果（平成２１～２８年度） 関連データ

37 3 (9)
各種相談窓口に
おける相談員の
資質向上

消費生活センターの消費
生活相談、労働相談室の
窓口、商工会議所、商工
会等の経営相談窓口、公
共職業安定所の相談窓口
等の相談員に対し、心の
健康づくりや自殺予防に
関する施策についての普
及啓発を図る。

経済農政局経済部
産業支援課

小規模事業者指導事業

平成２１年度から平成２８年度にかけて、
千葉商工会議所及び土気商工会に対し、
「自殺予防週間についての啓発活動の推
進」について依頼するとともに、適宜、自
殺予防に関する情報を提供した。

【決算額】
平成２１年度　１０，５０６千円
平成２２～２５年度　１０，５０２千円
平成２６年度　　７，８８９千円
平成２７年度　１０，５０２千円
平成２８年度　　９，５３０千円

38 3 (10)
遺族等に対応す
る公的機関の職
員の資質の向上

遺族等に最初に対応する
可能性の高い消防職員等
に対して、適切な遺族対
応等に関する知識の普及
を図る。

消防局警防部救急
課

救急隊員に対する教育

平成２１年度から平成２８年度にかけて、
消防学校教育（一般救命士再教育）や所管
課教育（救急隊長研修）において、コミュ
ニケーションスキルを中心とした教育を実
施した。

39 3 (11)
様々な分野での
ゲートキーパー
養成

ゲートキーパーとしての
役割が期待される様々な
職業に従事する人に対し
て、メンタルヘルスや自
殺予防に関する知識の普
及に資する情報提供等、
関係団体に必要な支援を
行うこと等を通じ、ゲー
トキーパーの養成を行
い、必要な基礎的知識の
普及を図る。

保健福祉局高齢障
害部こころの健康
センター

ゲートキーパー養成研修

平成２１年度から平成２８年度にかけて、
市民の相談窓口を担当する職員や相談担当
者、学級担任や養護教諭等の教職員、ケア
マネージャー等に対して、個々の役割に期
待されるゲートキーパー養成研修を実施し
た。
平成２８年度に、ゲートキーパー指導者の
養成研修を行った。

【決算額】
平成２１年度　　５０千円
平成２２年度　５７６千円
平成２３年度　　９０千円
平成２４年度　　７６千円
平成２５年度　３３６千円
平成２６年度　３３７千円
平成２７年度　５９１千円
平成２８年度　５４１千円

【開催回数参加者総数】
平成２１年度　１回　５１名
平成２２年度　１回　１４５名
平成２３年度　１回　９８名
平成２４年度　１回　１３３名
平成２５年度　３回　２５２名
平成２６年度　８回　２６０名
平成２７年度　１回　１５７名
平成２８年度　６回　８０名

40 4 (1) ア
職場におけるメ
ンタルヘルス対
策の推進

職場におけるメンタルヘ
ルス対策の充実を推進す
るため、「労働者の心の
健康の保持増進のための
指針」の普及啓発を図
る。

【外部】千葉労働
基準監督署

平成２６年度から平成２８年度にかけて、
あらゆる機会を利用して、「労働者の心の
健康の保持促進のための指針」の普及啓発
を図った。
平成２８年度に、労働者の心と体の健康の
保持促進を図るため、ストレスチェック制
度をはじめとしたメンタルヘルス対策につ
いて、各種団体等を活用し広く周知した。
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大項目 中項目 小項目
№

計画上の具体的施策
計画上の中項目

名
計画上の取り組みの内容 所管 所管における事業名 実施結果（平成２１～２８年度） 関連データ

41 4 (1) イ
職場におけるメ
ンタルヘルス対
策の推進

職場におけるメンタルヘ
ルス対策に関する相談に
応じる。また、管理監督
者教育をはじめ、心の健
康づくり計画の策定やメ
ンタルヘルス不調者の早
期発見などメンタルヘル
ス対策の取組等につい
て、希望する事業場へ訪
問し支援する。

【外部】千葉産業
保健総合支援セン
ター

管理監督者教育、訪問支援（対策の取組
等）を実施した。

【管理監督者教育実施件数】
平成２６年度　１７５件
平成２７年度　　８１件
平成２８年度　　５７件

【訪問支援実施件数】
平成２６年度　１３０件
平成２７年度　１７２件
平成２８年度　１１８件

42 4 (1) ウ
職場におけるメ
ンタルヘルス対
策の推進

メンタルヘルスの不調に
より休業した労働者の円
滑な職場復帰支援を推進
するため、「心の健康問
題により休業した労働者
の職場復帰支援の手引
き」の周知を図る。

【外部】千葉労働
基準監督署

平成２６年度から平成２８年度にかけて、
「心の健康問題により休業した労働者の職
場復帰後支援の手引」及び働く人のメンタ
ルヘルスサポートサイト「こころの耳」の
周知を実施した。
平成２７年度に、改正労働安全衛生法施行
に伴うストレスチェック制度実施のための
説明会を開催し、周知を図った。

43 4 (1) エ
職場におけるメ
ンタルヘルス対
策の推進

過重労働による健康障害
防止のための監督指導を
強化する。

【外部】千葉労働
基準監督署

平成２７年度に、過労死等防止啓発月間に
おける周知、啓発等取組みを実施した。
平成２８年度に、各種情報を活用し、月80
時間以上の時間外労働を実施していると考
えられる事業者に対し、監督指導を実施
し、労働時間の短縮を図った。

44 4 （1） オ
職場におけるメ
ンタルヘルス対
策の推進

職場でのメンタルヘルス
に係る研修等を行い、メ
ンタルヘルス対策の必要
性について理解促進を図
る。

保健福祉局高齢障
害部こころの健康
センター

職場のメンタルヘルス研
修会

平成２１年度から平成２８年度にかけて、
地域自殺対策緊急強化基金・千葉県地域自
殺対策強化事業費補助金を活用し、職員や
中小企業等の管理者や人事労務担当者等を
対象にした職場のメンタルヘルスに係る研
修を実施した。

【決算額】
平成２１年度　２５１千円
平成２２年度　２５８千円
平成２３年度　５１５千円
平成２４年度　３１４千円
平成２５年度　１５２千円
平成２６年度　　５２千円
平成２７年度　１４４千円
平成２８年度　　８２千円

【参加者総数】
平成２１年度　１回　２３名
平成２２年度　１回　３０名
平成２３年度　１回　７２名
平成２４年度　１回　９７名
平成２５年度　１回　３５名
平成２６年度　１回　４４名
平成２７年度　１回　６６名
平成２８年度　１回　４８名

45 4 (2)
経済関係団体に
対する普及啓発
の実施

経済関係団体に対し、職
場における心の健康保持
増進に関する知識、相談
窓口の設置等について普
及啓発を行う。

経済農政局経済部
産業支援課

経済関係団体に対する普
及啓発

平成２１年度から平成２８年度にかけて、
経済関係団体に対し、「自殺予防週間につ
いての啓発活動の推進」について依頼して
いくとともに、適宜、自殺予防に関する情
報を提供した。
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大項目 中項目 小項目
№

計画上の具体的施策
計画上の中項目

名
計画上の取り組みの内容 所管 所管における事業名 実施結果（平成２１～２８年度） 関連データ

46 4 (3)
地域保健と職域
保健との連携の
推進

地域・職域連携推進協議
会において、地域保健と
職域保健の連携を図り
「健康情報」や「健康づ
くりのための保健事業」
を共有することで、市民
の健康管理を支援する。

保健福祉局健康部
健康支援課

地域・職域連携推進事業

平成２１年度から平成２８年度にかけて、
地域・職域連携推進部会を開催し、地域保
健と職域保健の連携により、健康づくりの
ための健康情報の共有のみならず、事業の
共同実施及び小規模事業所向けにリーフ
レット等を作成し、生涯を通じた継続的な
保健サービスの提供体制を整備した。

【決算額】
平成２２年度　３７４千円
平成２３年度　６１４千円
平成２４年度　６６５千円
平成２５年度　６５６千円
平成２６年度　６１２千円
平成２７年度　２４３千円
平成２８年度　８８０千円

47 4 (4)
精神保健福祉相
談及び訪問指導
の実施

地域住民の心の健康増進
を図るため、精神科医の
相談や精神保健福祉相談
員、保健師等による面接
相談及び訪問指導を実施
する。

保健福祉局高齢障
害部精神保健福祉
課
（各区健康課）

精神保健福祉相談及び訪
問の実施

平成２１年度から平成２８年度にかけて、
精神科医による相談を各区健康課で月１～
２回程度実施した。また、必要に応じ、保
健師や精神福祉相談員による面接・訪問指
導を実施した。

【決算額】
平成２１年度　１４，６３７千円
平成２２年度　１９，４４３千円
平成２３年度　１９，５９３千円
平成２４年度　１９，９４１千円
平成２５年度　１９，３２７千円
平成２６年度　１９，４４２千円
平成２７年度　１９，５９５千円
平成２８年度　２２，９６８千円

48 4 (5) ア
学校における心
の健康づくり推
進体制の整備

市立小・中学校における
緊急時の対応やスクール
カウンセラーの相談を担
当するスーパーバイザー
を配置し、緊急時等にお
ける即時対応、適切な初
期対応を可能とすること
で、児童生徒の心のケア
等をよりスムーズに行
う。

教育委員会学校教
育部教育支援課

スーパーバイザーの配置

平成２１年度から平成２８年度にかけて、
スクールカウンセラーの相談を担当する
スーパーバイザーを３名配置し、緊急時等
における即時対応、適切な初期対応を行
い、児童生徒の心のケア等に努めた。
平成２８年度に、教育委員会事務局に統括
スーパーバイザーを１名配置し、緊急時の
対応やスーパーバイザーへ指導助言を行っ
た。

【決算額】
平成２１年度　２，１３５千円
平成２２年度　２，１３５千円
平成２３年度　２，１２３千円
平成２４年度　５，０５２千円
平成２５年度　５，３７９千円
平成２６年度　５，１００千円
平成２７年度　５，０１９千円
平成２８年度　６，６９８千円

49 4 (5) イ
学校における心
の健康づくり推
進体制の整備

教職員の不安や心配ごと
等を教育委員会に直接連
絡・相談できる「ＣＨＩ
ＢＡスクールレス
キュー」制度についての
リーフレットの配布や、
学校管理訪問等の機会を
通して、教職員のメンタ
ルヘルスの啓発に努め
る。

教育委員会教育総
務部教育職員課

CHIBAスクールレスキュー
制度の活用

平成２１年度から平成２８年度にかけて、
教職員が不安や心配事等を教育委員会に直
接連絡・相談できる「ＣＨＩＢＡスクール
レスキュー」制度について、リーフレット
の配布等により周知するとともに学校管理
訪問や各種研修会等の機会を通して、教職
員のメンタルヘルスについての啓発に努め
た。
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大項目 中項目 小項目
№

計画上の具体的施策
計画上の中項目

名
計画上の取り組みの内容 所管 所管における事業名 実施結果（平成２１～２８年度） 関連データ

50 4 (5) ウ
学校における心
の健康づくり推
進体制の整備

精神疾患による教職員の
長期休職を未然に防止す
るとともに、教職員のメ
ンタルヘルスの向上を図
るため、学校医・専門医
等の学校への巡回訪問等
を実施するほか、メンタ
ルヘルス研修会を開催し
ます。また、教職員等の
代表者で構成する教職員
メンタルサポート委員会
において、効果的な教職
員へのサポート方法につ
いて協議する。

教育委員会教育総
務部教育職員課

教職員ヘルシーシステム

平成２１年度から平成２８年度にかけて、
スクールカウンセラー等による巡回訪問を
実施した。また、年代別教職員を対象にメ
ンタルヘルス研修会を実施し、教職員メン
タルサポート委員会を開催した。

【決算額】
平成２１年度　５６６千円
平成２２年度　５１６千円
平成２３年度　４４６千円
平成２４年度　４３６千円
平成２５年度　４３６千円
平成２６年度　４４４千円
平成２７年度　３９８千円
平成２８年度　３９０千円

【開催回数】
平成２１・２２年度　研修会　２回
　　　　　　　　　　委員会　３回
平成２３～２８年度　研修会　２回
　　　　　　　　　　委員会　２回

51 5 (1)
精神科医療対策
の充実

うつ病の改善に効果の高
い認知行動療法などの治
療法の普及を図る。

保健福祉局高齢障
害部こころの健康
センター

うつ病集団認知行動療法

平成２５年度から平成２８年度にかけて、
地域自殺対策緊急強化基金・千葉県地域自
殺対策強化事業費補助金を利用し、うつ病
の治療中の患者を対象に、集団認知行動療
法を実施した。

【決算額】
平成２６年度　３００千円
平成２７年度　２３１千円
平成２８年度　４７５千円

52 5 (2)
うつ病の受診率
の向上

うつ病の受診率を向上さ
せるため、うつ病につい
ての正しい知識を普及し
偏見をなくすよう啓発を
行い、早期相談・早期受
診につなげる。
また、地域においてかか
りつけの医師等がうつ病
と判断した人を専門医に
つなげるための医療連携
体制の整備を推進する。

保健福祉局高齢障
害部こころの健康
センター

うつ病当事者の会等
平成２１年度から平成２８年度にかけて、
うつ病についてのうつ病当事者のつどい等
を開催した。

【決算額】
平成２１年度　１２４千円
平成２２年度　１８５千円
平成２３年度　２０４千円
平成２４年度　１０３千円
平成２５年度　　３１千円
平成２６年度　１８５千円
平成２７年度　１８５千円
平成２８年度　　３１千円

【開催回数】
平成２１年度　１２回
平成２２年度　１７回
平成２３年度　２４回
平成２４年度　２４回
平成２５年度　１５回
平成２６年度　１１回
平成２７年度　１１回
平成２８年度　１１回

53 5 (2)
うつ病の受診率
の向上

うつ病の受診率を向上さ
せるため、うつ病につい
ての正しい知識を普及し
偏見をなくすよう啓発を
行い、早期相談・早期受
診につなげる。
また、地域においてかか
りつけの医師等がうつ病
と判断した人を専門医に
つなげるための医療連携
体制の整備を推進する。

保健福祉局高齢障
害部精神保健福祉
課

かかりつけ医等心の健康
対応力向上研修事業

平成２１年度から平成２８年度にかけて、
かかりつけ医及び精神保健関係者等を対象
とした研修を実施した。

【決算額】
平成２１～２６年度　８５３千円
平成２７年度　１２０千円
平成２８年度　１２６千円

【開催回数】
平成２１～２４年度　２回
平成２５～２８年度　３回
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大項目 中項目 小項目
№

計画上の具体的施策
計画上の中項目

名
計画上の取り組みの内容 所管 所管における事業名 実施結果（平成２１～２８年度） 関連データ

54 5 (3)
かかりつけ医う
つ病対応力向上
研修事業の実施

日頃から受診するかかり
つけの医師に対し、適切
なうつ病診療の知識、技
術、及び精神科等の専門
家との連携方法、家族か
らの話や悩みを聞く姿勢
等の習得など、対応力向
上のための研修を実施す
る。
【再掲３（１）】

保健福祉局高齢障
害部精神保健福祉
課

かかりつけ医等心の健康
対応力向上研修事業（再
掲）

平成２１年度から平成２８年度にかけて、
かかりつけ医及び精神保健関係者等を対象
とした研修を実施した。

【決算額】
平成２１～２６年度　８５３千円
平成２７年度　１２０千円
平成２８年度　１２６千円

【開催回数】
平成２１～２４年度　２回
平成２５～２８年度　３回

55 5 (4)

基本チェックリ
ストを活用した
うつ病高齢者の
把握

６５歳以上の高齢者に対
し、うつ関係の項目を含
めた基本チェックリスト
を活用し、総合的判断の
もとに、介護予防への支
援を行う。

保健福祉局地域包
括ケア推進課

介護予防生活支援ニーズ
把握

①平成２１・２２年度に、６５歳以上の虚
弱高齢者への「生活機能評価」を実施し、
うつ関係の項目を確認し、医師の判断を仰
ぐとともに、特定高齢者と判定された者に
は介護予防事業への参加を促した。
②平成２３～２６年度にかけて、６５歳以
上の高齢者に「基本チェックリスト」を個
別送付し、その結果から二次予防事業対象
者を把握した。平成２７年度以降は、厚生
労働省の方針変更により高齢者がセルフ
チェックに使用することとし、個別送付は
行っていない。
③平成２１・２３年度に、うつ病について
掲載した介護予防冊子を関係機関にて配布
した。
④平成２３年度から平成２８年度にかけ
て、あんしんケアセンターが総合相談支援
業務等において、基本チェックリストとア
セスメント結果により、うつ予防等の支援
が必要と判断した高齢者に対し、介護予防
事業への参加を促した。

【決算額】
平成２１年度　２０，４１２千円
平成２２年度　１１，８２１千円
平成２３年度　２９，８２１千円
平成２４年度　３２，７７６千円
平成２５年度　３２，１６６千円
平成２５年度　３３，０４５千円
平成２７年度　　２，２７０千円
平成２８年度　　４，９７９千円

56 5 (5) ア
うつ病以外の精
神疾患等に対す
る対策の推進

うつ病以外の自殺の危険
因子である統合失調症、
アルコール依存症、薬物
依存症、病的賭博等につ
いて、専門相談や啓発活
動としての講演会を実施
するとともに、自助グ
ループや家族会との連携
により精神疾患を有する
者等への支援を行う。

保健福祉局高齢障
害部こころの健康
センター

精神保健福祉相談
精神障害者家族のつどい
アルコール・薬物関連問
題講演会

平成２１年度から平成２８年度にかけて、
統合失調症、アルコール依存症、薬物依存
症等について、専門相談や講演会を実施し
た。

【決算額】
平成２１年度　２，２７３千円
平成２２年度　２，１７１千円
平成２３年度　１，８７１千円
平成２４年度　４，８３５千円
平成２５年度　４，５９３千円
平成２６年度　５，２１６千円
平成２７年度　１，８１１千円
平成２８年度　１，６５５千円
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57 5 (5) ア
うつ病以外の精
神疾患等に対す
る対策の推進

うつ病以外の自殺の危険
因子である統合失調症、
アルコール依存症、病的
賭博等について、専門相
談や啓発活動としての講
演会を実施するととも
に、自助グループや家族
会との連携により精神疾
患を有する者等への支援
を行う。

保健福祉局高齢障
害部精神保健福祉
課
各区健康課

精神保健福祉相談
精神障害者家族のつどい
アルコール・薬物関連問
題講演会（再掲）

平成２１年度から平成２８年度にかけて、
精神科医による相談を各区健康課で月1～2
回実施した。また必要に応じ、保健師や精
神福祉相談員による面接・訪問指導を実施
した。

【決算額】
平成２１年度　１４，６３７千円
平成２７年度　１９，５９５千円
平成２８年度　２２，９６８千円

58 5 (5) イ
うつ病以外の精
神疾患等に対す
る対策の推進

薬物乱用防止について、
啓発を行うとともに、庁
内関係部局や関係機関と
の連携を図る。

保健福祉局健康部
健康企画課

うつ病以外の精神疾患等
に対する対策の推進

平成２４年度から平成２５年度にかけて、
市政だよりに講演会の開催及び注意喚起に
関する記事を掲載した。
平成２５年度に、注意喚起を行うための
ホームページを公開し、平成２８年度まで
公開を継続した。
平成２１年度から平成２８年度にかけて、
薬物乱用防止について街頭キャンペーンや
青少年の日フェスタにて啓発を行った。ま
た、庁内関係部局や関係機関との連携を図
り、ポスター、リーフレット等の配布を
行った。

59 6 (1)
相談体制の充実
等

こころの健康について、
電話による相談の機会を
提供し、こころの健康の
保持増進を図る。

(計画書において、担当課
としての記載は無いが、
事業を行っているため、
掲載した。)

保健福祉局高齢障
害部こころの健康
センター

こころの電話
平成２１年度から平成２８年度にかけて、
開庁日に、こころの健康に関する相談に対
応した。

【決算額】
平成２１年度　２，９９３千円
平成２２年度　２，９９３千円
平成２３年度　２，９９３千円
平成２４年度　１，９０３千円
平成２５年度　１，９０３千円
平成２６年度　１，９６５千円
平成２７年度　１，９５７千円
平成２８年度　１，９５７千円

【対応時間帯】
平成２１～２３年度　１２～１７時
平成２４～２８年度　１０～１２時
　　　　　　　　　　１３～１７時

60 6 (1) ア
相談体制の充実
等

自殺の危険を示すサイン
とその対応方法、相談窓
口等を掲載した、市民向
けのわかりやすい自殺予
防のためのパンフレット
等を作成し、市民が多く
集まる場所等で積極的に
配架・配布する。

保健福祉局地域福
祉課

相談体制の充実等

平成２１・２２年度に、啓発用パンフレッ
トを作成した。
若年層対策として、平成２７年度に相談窓
口等を記載したノート（大学生向け）を、
平成２８年度にフラットファイル（中学２
年生向け）を作成・配布した。

【決算額】
平成２１年度　６０９千円
平成２２年度　１３８千円
平成２７年度　４７５千円
平成２８年度　８４９千円
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61 6 (1) イ
相談体制の充実
等

各相談機関、窓口相互の
周知と連携を図るととも
に、効果的な相談体制の
在り方について検討す
る。また、インターネッ
ト等を活用して、支援を
必要としている人が容易
に適切な支援策にたどり
着けるような、わかりや
すい情報発信に努める。

保健福祉局地域福
祉課

平成２２年度～２６年度にかけて、啓発用
パンフレットを庁内及び関係機関へ送付す
るとこで、窓口相互の周知と連携をはかる
とともに、効果的な相談体制の在り方につ
いて検討した。
平成２７年度から平成２８年度にかけて、
市ホームページの再整備を行うとともに、
SNS(ツイッター、フェイスブック)で市ホー
ムページを紹介し、窓口の周知を図った。

62 6 (1) イ
相談体制の充実
等

各相談機関、窓口相互の
周知と連携を図るととも
に、効果的な相談体制の
在り方について検討す
る。また、インターネッ
ト等を活用して、支援を
必要としている人が容易
に適切な支援策にたどり
着けるような、わかりや
すい情報発信に努める。

保健福祉局高齢障
害部精神保健福祉
課

メンタルチェックシステ
ムこころの体温計の開設

平成２８年度に、２４時間３６５日アクセ
スできるインターネットアプリを開設し、
気軽に自身や家族のメンタルヘルスチェッ
クができ、結果に応じ相談機関の情報を得
られる機会を提供した。

【決算額】
平成２８年度　２６６千円

63 6 (1) ウ
相談体制の充実
等

民生委員・児童委員や老
人クラブ等と連携し、地
域における見守りや相談
体制の充実を図る。

保健福祉局地域福
祉課
(千葉市民生委員
児童委員協議会、
千葉市社会福祉協
議会)

平成２２年度に、区地域福祉計画内で「見
守り体制の構築」を掲げている区（地域）
での活動について、情報収集や相談に応じ
た。
平成２１年度から平成２８年度にかけて、
民生委員に対して自殺に関する研修を実施
することで、地域における相談相手として
の機能の充実を図った。

64 6 (1) ウ
相談体制の充実
等

民生委員・児童委員や老
人クラブ等と連携し、地
域における見守りや相談
体制の充実を図る。

保健福祉局高齢障
害部高齢福祉課
(千葉市老人クラ
ブ連合会)

友愛活動員の会に対する
補助事業

平成２１年度から平成２８年度にかけて、
老人クラブ会員が一人暮らし高齢者や寝た
きり高齢者等を訪問し、話し相手となった
り、日常生活支援や家庭援助等を行う事業
に対して補助を行った。

【決算額】
平成２１年度　１，６６１千円
平成２２年度　　　８５７千円
平成２３年度　１，２７１千円
平成２４年度　　　８６３千円
平成２５年度　　　７６１千円
平成２６年度　　　８７０千円
平成２７年度　　　８６１千円
平成２８年度　　　６４２千円

65 6 (1) エ
相談体制の充実
等

日中働いている市民が利
用しやすい相談支援体制
を整備する。

保健福祉局高齢障
害部精神保健福祉
課

対面相談事業
こころと命の相談室

平成２４年度から平成２８年度にかけて、
平日の日中に、相談時間が取れないサラ
リーマン等が帰宅途中に相談できるよう、
千葉駅近くに夜間・週２日自殺予防のため
の相談窓口を開設し、産業カウンセラーを
配置して、こころの健康をはじめ様々な不
安やストレスに関する相談を実施した。

【決算額】
平成２４年度　５，７０５千円
平成２５年度　５，８５１千円
平成２６年度　５，８６６千円
平成２７年度　５，８８７千円
平成２８年度　５，８８７千円
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66 6 (2) ア
多重債務者に対
する相談・支援
の充実

消費生活相談において、
多重債務者に対する相談
対応を行うとともに、多
重債務者特別相談を実施
する。

市民局生活文化ス
ポーツ部消費生活
センター

消費生活相談体制の充実

平成２２年度に、千葉市多重債務者支援庁
内連絡会議を開催した。
平成２４年度から平成２５年度にかけて、
１２月の多重債務問題対策強化月間に合わ
せて２区の保健福祉センターで出張相談を
実施した。
平成２１年度から平成２８年度にかけて、
千葉県弁護士会等の関係機関と連携を図る
とともに、多重債務者特別相談を月２回程
度実施した。

【決算額】
平成２１年度　７２６千円
平成２２年度　７２８千円
平成２３年度　７２３千円
平成２４年度　７２４千円
平成２５年度　７２４千円
平成２６年度　７２３千円
平成２７年度　６９０千円
平成２８年度　６６０千円

67 6 (2) イ
多重債務者に対
する相談・支援
の充実

多重債務問題に関し、ク
レジット・サラ金相談、
多重債務者相談など、専
門性を生かした支援を実
施する。

【外部】千葉県弁
護士会

平成２６年度から平成２８年度にかけて、
関係団体との合同相談会、自治体等で行う
多重債務相談会、電話相談を実施した。

【合同相談会開催回数】
平成２６・２８年度　１回
平成２７年度　２回

【自治体での多重債務相談会開催回数】
平成２６～２８年度　２回

68 6 (3)
失業者等に対す
る相談・支援の
充実

労働相談、就職相談の充
実と併せ、公共職業安定
所等の関係機関との連携
を図る。

経済農政局経済部
経済企画課雇用推
進室

労働相談、就職相談

平成２１年度から平成２８年度にかけて、
労働相談室において、無料相談に応じた。
また、ハローワークの求人情報の提供に加
え、就職に関する相談に応じた。
平成２２～２４年度には、就職困難者に対
する個別カウンセリング等を行う就職支援
キャリアカウンセリング事業を実施した。

【決算額】
平成２１年度　１８，１９６千円
平成２２年度　１９，０６４千円
平成２３年度　１９，６５７千円
平成２４年度　１７，８２２千円
平成２５年度　１５，９５４千円
平成２６年度　１５，４５８千円
平成２７年度　１６，９０６千円
平成２８年度　１６，５１８千円

69 6 (4)
経営者に対する
相談事業の推進
等

中小企業の一般的な経営
相談に対応する相談事業
を引き続き推進するとと
もに、セーフティネット
貸付の充実を図る。

経済農政局経済部
産業支援課

相談事業
平成２１年度から平成２８年度にかけて、
中小企業の一般的な経営相談に対応する相
談事業を継続して実施した。

【決算額】
平成２１年度　２７，７９９千円
平成２２年度　２５，８０３千円
平成２３年度　２４，７５１千円
平成２４年度　２４，３５８千円
平成２５年度　２４，８３１千円
平成２６年度　２２，６２１千円
平成２７年度　２７，０００千円
平成２８年度　２７，１４６千円

70 6 (4)
経営者に対する
相談事業の推進
等

中小企業の一般的な経営
相談に対応する相談事業
を引き続き推進するとと
もに、セーフティネット
貸付の充実を図る。

【外部】千葉商工
会議所

平成２６年度から平成２８年度にかけて、
中小企業の一般的な経営相談に対応する相
談事業推進するとともに、関係機関との連
携による相談事業を実施し、融資相談にも
対応した。
平成２７年度に、経済環境の変化の影響を
受けやすい小規模事業者を中心に、一般的
な経営、金融、税務、労働相談など多くの
分野にわたって、経営指導員が窓口または
巡回により相談に対応した。

71 6 (5) ア
法的問題解決の
ための情報提供
の充実

日本司法支援センター
（法テラス）の業務内容
等について市民への周知
を図る。

市民局市民自治推
進部広報広聴課

平成２６年度から平成２８年度にかけて、
区役所や中央コミュニティセンターで開催
している無料の法律相談において、市民か
ら「更に深く弁護士に相談をしたい」「弁
護士に仕事を依頼したい」等の話が出た際
に、日本司法支援センター（法テラス）の
業務内容等を説明し、紹介した。
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72 6 (5) イ
法的問題解決の
ための情報提供
の充実

弁護士による法律相談の
充実を図る。

市民局市民自治推
進部広報広聴課

法律相談
特設法律相談

平成２１年度から平成２８年度にかけて、
法律相談を週に数回実施するとともに、特
設法律相談を中央コミュニティセンターで
月１回程度実施した。

【決算額】
平成２１年度　１１，３８７千円
平成２２年度　１１，０６６千円
平成２３年度　１１，４６６千円
平成２４年度　１１，２８３千円
平成２５年度　１１，９３７千円
平成２６年度　１０，４２１千円
平成２７年度　１０，１８０千円
平成２８年度　１０，３４１千円

【法律相談の開催頻度】
平成２１年度　週３回
平成２２～２８年度　週１～２回

73 6 (6) ア
高齢者、介護者
に対する相談・
支援の充実

高齢者の生きがい対策を
推進する。

保健福祉局高齢障
害部高齢福祉課

生きがい対策事業の推進

平成２１年度から平成２８年度にかけて、
老人クラブの育成、敬老事業、シルバー人
材センターの運営補助、ことぶき大学校の
運営補助、地域のつどい・ふれあい入浴事
業等を行った。

【決算額】
平成２１年度　５８６，１２０千円
平成２２年度　４４６，７７１千円
平成２３年度　４２４，３４３千円
平成２４年度　４１８，６７６千円
平成２５年度　４５１，５２４千円
平成２６年度　４７０，８７４千円
平成２７年度　３００，４００千円
平成２８年度　２６０，６９２千円

74 6 (6) イ
高齢者、介護者
に対する相談・
支援の充実

高齢者を介護する方の負
担を軽減するため、あん
しんケアセンターや関係
機関等との連携協力体制
を整備し、また介護者に
対する相談等が円滑に実
施されるよう、相談業務
等に従事する職員の確保
や資質の向上等を図る。

保健福祉局地域包
括ケア推進課

・あんしんケアセンター
での相談・支援の充実
・あんしんケアセンター
職員等研修等の実施

平成２１年度から平成２８年度にかけて、
あんしんケアセンターの職員を対象に研修
会の実施や外部研修の受講促進を行い、職
員の資質向上に努め、介護者に対する相談
や支援を円滑に実施した。また、多職種と
のネットワークを構築することで、関係機
関等との連携協力体制を強化した。

【決算額】
平成２１年度　２９０，１７８千円
平成２２年度　３０４，６６７千円
平成２３年度　３１４，２１７千円
平成２４年度　４２３，９０４千円
平成２５年度　５０１，９４５千円
平成２６年度　６４４，６３６千円
平成２７年度　７０３，０７７千円
平成２８年度　７３０，０９２千円

75 6 (6) イ
高齢者、介護者
に対する相談・
支援の充実

高齢者を介護する方の負
担を軽減するため、あん
しんケアセンターや関係
機関等との連携協力体制
を整備し、また介護者に
対する相談等が円滑に実
施されるよう、相談業務
等に従事する職員の確保
や資質の向上等を図る。

保健福祉局高齢障
害部介護保険管理
課

区介護保険室における相
談業務

平成２１・２３・２４年度に、パンフレッ
トの配付や講演等により、自殺予防等に関
する知識の普及を図った。
平成２１年度から平成２８年度にかけて、
適切な相談業務を行えるよう介護支援専門
員等の介護事業従事者へ研修受講促進を
行った。

【決算額】
平成２１年度　１，５９４千円
平成２３年度　１，２３４千円
平成２４年度　　　９１４千円
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76 6 (7)
児童生徒のいじ
めに関する相
談・支援の充実

いじめは決して許されな
いことであり、「どの子
どもにも、どの学校でも
起こり得る」ものである
ことを前提に、道徳教育
や体験活動等の充実を図
り、いじめの未然防止に
努める。
また、「教育相談ダイヤ
ル２４」の周知や、学
校、地域、家庭が連携し
て、いじめを早期に発見
し、適切に対応できる地
域ぐるみの体制整備の促
進など、自殺の原因の一
つとなっている児童生徒
のいじめに関する相談・
支援の充実を図る。

教育委員会学校教
育部教育支援課

いじめ24時間相談電話
スクールカウンセラー等
の配置

平成２１・２２年度に、電話相談を通して
解決を図るとともに、学校と連携して子ど
もの様子を確認するなどの対応を行った。
平成２３年度から平成２８年度にかけて、
２４時間体制で児童生徒、保護者等からの
悩み相談を電話で受ける体制を整備した。
平成２５年度から平成２８年度にかけて、
相談案内の「ホットカード」を配布した。
平成２１年度から平成２８年度にかけて、
小中学校にスクールカウンセラーを配置
し、児童生徒、保護者、教職員からの相
談・支援を行った。

【決算額】
平成２１年度　　５，４４２千円
平成２２年度　　５，４４１千円
平成２３年度　　１，３１３千円
平成２４年度　９６，３５６千円
平成２５年度　９３，８９９千円
平成２６年度　９６，５２４千円
平成２７年度　９５，７８２千円
平成２８年度　９８，６５１千円

【スクールカウンセラー配置状況】
平成２４年度　全中学校、統合小学校１校
平成２５～２７年度　全中学校、統合小学
校２校、小学校等３名（拠点・巡回方式）
平成２８年度　全中学校、小中連携・一貫
研究指定校２校、小学校等３名（拠点・巡
回方式）

77 6 (8)
児童虐待や性暴
力の被害者への
支援の充実

児童虐待の発生予防、早
期発見・早期対応や虐待
を受けた子どもの適切な
保護・支援を図るため、
児童相談所などにおける
相談支援、一時保護等の
体制を強化し、社会的養
護の充実を図る。また、
性暴力の被害者への支援
を行う。

こども未来局こど
も未来部こども家
庭支援課

オレンジリボンキャン
ペーン

平成２１年度から平成２８年度にかけて、
児童虐待防止を広く啓発するため、「児童
虐待防止推進月間(11月)」に合わせて啓発
活動を行った。また、児童虐待の原因の一
つであるDVの防止についても「女性に対す
る暴力を無くす運動(11月12日～25日)」に
合わせて啓発活動を行った。

【決算額】
平成２７年度　２，６４８千円
平成２８年度　２，４４７千円

78 6 (8)
児童虐待や性暴
力の被害者への
支援の充実

児童虐待の発生予防、早
期発見・早期対応や虐待
を受けた子どもの適切な
保護・支援を図るため、
児童相談所などにおける
相談支援、一時保護等の
体制を強化し、社会的養
護の充実を図る。また、
性暴力の被害者への支援
を行う。

こども未来局こど
も未来部児童相談
所

児童虐待対策事業

平成２７年度から平成２８年度にかけて、
児童虐待の早期発見・早期対応や虐待を受
けた子どもの適切な保護・支援を図るとと
もに、研修会の開催や各種会議に参加し、
児童虐待に関する研修・情報交換・連携強
化を図った。

【決算額】
平成２７年度　１６，１１６千円
平成２８年度　１６，５９１千円

79 6 (8)
児童虐待や性暴
力の被害者への
支援の充実

児童虐待の発生予防、早
期発見・早期対応や虐待
を受けた子どもの適切な
保護・支援を図るため、
児童相談所などにおける
相談支援、一時保護等の
体制を強化し、社会的養
護の充実を図る。また、
性暴力の被害者への支援
を行う。

市民局生活文化ス
ポーツ部男女共同
参画課

性暴力被害者支援セン
ター助成

平成２７年度から平成２８年度にかけて、
性暴力被害者支援センターの事業に係る経
費を助成し、性暴力被害の予防と被害者支
援を図った。

【決算額】
平成２７年度　１，０００千円
平成２８年度　１，０００千円
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80 6 (9)
生活困窮者への
支援の充実

生活困窮者の経済的困窮
と社会的孤立からの脱却
と、親から子への「貧困
の連鎖」の防止を図るた
め、生活困窮者支援体系
の確立に向けて、各種関
係機関や地域との連携を
強化するとともに、支援
の充実について検討を進
める。

保健福祉局保護課

平成２７年度から平成２８年度にかけて、
教育委員会、ひきこもり地域支援センター
や民生委員等との情報共有を図るととも
に、包括的な支援ができるよう、「生活自
立・仕事相談センター」へ相談をつなげ
た。
平成２８年度に、「貧困対策アクションプ
ラン」について、庁内検討結果中間報告書
を作成するとともに、プラン策定ワーキン
ググループにおいて、関係課と更なる連携
の強化を図った。

【決算額】
平成２７年度　４２，３２６千円
平成２８年度　４８，６７５千円

81 7 (1)
自殺未遂者やそ
の家族等に対す
る相談等の実施

自殺未遂者の再度の自殺
を防ぐため、こころの健
康センター等において自
殺未遂者やその家族等を
対象とした相談に応じる
とともに、必要な情報提
供を行う。

保健福祉局高齢障
害部こころの健康
センター

平成２２年度から平成２３年度にかけて、
地域自殺対策緊急強化基金を利用して、自
殺未遂者やその家族等に対する各種相談窓
口の情報等を記載したパンフレットを作成
した。
平成２１年度から平成２８年度にかけて、
通常の相談業務の中で、自殺未遂者やその
家族等からの相談に対応し、必要に応じて
訪問支援を行った。
平成２２年度から平成２８年度にかけて、
ホームページに相談窓口を掲載した。
平成２８年度に、相談窓口案内用にカー
ド・リーフレットを作成し、市内救急病院
等を通じて配布した。

【決算額】
平成２２年度　　５０千円
平成２３年度　１１６千円
平成２８年度　　６６千円

【カード・リーフレット作成部数】
平成２８年度　１，０００部

82 7 (1)
自殺未遂者やそ
の家族等に対す
る相談等の実施

自殺未遂者の再度の自殺
を防ぐため、こころの健
康センター等において自
殺未遂者やその家族等を
対象とした相談に応じる
とともに、必要な情報提
供を行う。

各区健康課
平成２５年度から平成２８年度にかけて、
本人・家族等から相談があった場合に、関
係機関と連携して対応した。

83 7 (2)
うつ病当事者の
会の実施

うつ病患者を対象に、ス
トレスや不安感を軽減す
るために、参加者同士が
支え合い、回復につなが
ることを目的としたグ
ループワークを行う。

保健福祉局高齢障
害部こころの健康
センター

うつ病当事者の会

平成２１年度～平成２８年度にかけて、月
１～２回程度うつ病当事者が集まる機会を
作った。
このほか、平成２４年度には、別途自己表
現を高めるためのグループワークを行っ
た。
平成２５年度から平成２８年度にかけて、
集団認知行動療法を実施した。

【決算額】
平成２１年度　１８０千円
平成２２年度　１８０千円
平成２３年度　１８０千円
平成２４年度　１６０千円
平成２５年度　２４３千円
平成２６年度　３６０千円
平成２７年度　　　０千円
平成２８年度　　　０千年

84 8 (1)
遺族への相談支
援の実施

こころの健康センターや
区保健福祉センター健康
課の保健師等による遺族
への相談支援を実施す
る。

保健福祉局高齢障
害部こころの健康
センター

精神保健福祉相談

平成２２年度に、地域自殺対策緊急強化基
金を利用して、自死遺族に対するこころの
ケア等に関わる内容のパンフレットを作成
した。
平成２１年度から平成２８年度にかけて、
通常の相談業務の中で、遺族からの相談に
対応した。

【決算額】
平成２２年度　　５０千円
平成２３年度　１１６千円
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大項目 中項目 小項目
№

計画上の具体的施策
計画上の中項目

名
計画上の取り組みの内容 所管 所管における事業名 実施結果（平成２１～２８年度） 関連データ

85 8 (1)
遺族への相談支
援の実施

こころの健康センターや
区保健福祉センター健康
課の保健師等による遺族
への相談支援を実施す
る。

各区健康課
平成２５年度から平成２８年度にかけて、
通常の相談業務の中で、遺族からの相談に
対応した。

86 8 (2)

民間団体が主催
する遺族の自助
グループ等の運
営の支援

民間団体が主催する遺族
の自助グループ等の運
営、相談機関の遺族等へ
の周知を支援する。

保健福祉局地域福
祉課

自死遺族支援事業助成
平成２１年度から平成２８年度にかけて、
自死遺族を支援するため、自死遺族自助グ
ループの活動経費の一部を補助した。

【決算額】
平成２１年度　２００千円
平成２２年度　１１０千円
平成２３年度　１１６千円
平成２４年度　１６５千円
平成２５年度　２００千円
平成２６年度　１０３千円
平成２７年度　　９９千円
平成２８年度　　９３千円

87 8 (2)

民間団体が主催
する遺族の自助
グループ等の運
営の支援

民間団体が主催する遺族
の自助グループ等の運
営、相談機関の遺族等へ
の周知を支援する。

保健福祉局高齢障
害部こころの健康
センター

平成２１年度から平成２８年度にかけて、
こころの健康センターホームページに、
「千葉いのちの電話」が主催する自死遺族
の会について掲載した。

88 9 (1)
関係機関相互の
情報の共有

関係機関の活動内容等に
ついて相互の情報の共有
を図る。

保健福祉局地域福
祉課

①平成２３年度から平成２８年度にかけ
て、自殺対策庁内連絡会議、自殺対策連絡
協議会を開催し、関係機関の活動内容等に
ついて相互の情報を共有した。
②平成２８年度に、若年層対策の施策を、
大学と連携して検討した。また、大学にて
自殺対策に関しての講義を行った。

89 9 (2)

民間団体への助
成、及び先駆
的・試行的取組
みに向けた情報
提供

社会福祉法人千葉いのち
の電話が実施する電話相
談員の研修費用の一部を
助成するとともに、民間
団体が先駆的・試行的な
自殺対策に取り組みやす
くなるよう、必要な情報
提供等を行う。

保健福祉局地域福
祉課

電話相談員研修事業助成

①平成２１年度から平成２８年度にかけ
て、ボランティア相談員の研修に要する経
費の一部を補助し、相談員のより一層の資
質向上を図った。
②平成２８年度は、民間団体等が進めてい
る自殺対策に係る先駆的・試行的な取組事
例の情報を募集し、市ホームページで紹介
した。

【決算額】
平成２１～２８年度　５００千円
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