
平成２３年度

基金事業実施状況報告及び緊急強化事業実績報告について

１．基金事業実施状況報告

（１）基金保管実績

省庁 基金の保有区分 年度当初保管額（Ａ）　　（円） 年度内異動額（Ｂ）　　（円） 年度末保管額（Ａ－Ｂ）　　（円）

普通預金 71,073,894 ▲ 5,547,659 76,621,553

定期預金（譲渡性預金を含む） 120,000,000 20,000,000 100,000,000

当座預金 　 　 　

債券 　 　 　

その他 　 　 　

小計 191,073,894 14,452,341 176,621,553

普通預金 13,578,000 2,602,001 10,975,999

定期預金（譲渡性預金を含む） 20,000,000 20,000,000 0

当座預金 　 　 　

債券 　 　 　

その他 　 　

小計 33,578,000 22,602,001 10,975,999

224,651,894 37,054,342 187,597,552

内閣府

厚生労働省

合　計　額



（２）基金運用実績

省庁 基金の保有区分 利息額（円） 差益額（円）

普通預金 7,686 　

定期預金（譲渡性預金を含む） 86,957 　

当座預金 　 　

債券 　 　

その他 　 　

小計 94,643 　

普通預金 677 　　

定期預金（譲渡性預金を含む） 1,495 　

当座預金 　 　

債券 　 　

その他 　 　　

小計 2,172 　

96,815 　

内閣府

厚生労働省

合計額



２．緊急強化事業実績報告

（１）都道府県実施分及び市町村実施分支出額（基金取崩し額）

事業名 都道府県支出額（円） 市町村支出額（円） 支出額合計（円）

①対面型相談支援事業 8,264,680 11,774,000 20,038,680

②電話相談支援事業 6,965,395 2,134,000 9,099,395

③人材養成事業 3,603,951 5,325,000 8,928,951

④普及啓発事業 45,358,148 29,240,000 74,598,148

⑤強化モデル事業 5,065,820 5,321,000 10,386,820

小　計 69,257,994 53,794,000 123,051,994

⑥うつ病医療体制強化事業 22,604,173 0 22,604,173

合　計　額 91,862,167 53,794,000 145,656,167



（２）都道府県実施分事業支出内訳

報償費 賃金 報酬 社会保険料等 旅費 需用費 役務費 使用料・賃借料 工事費 備品購入費 図書購入費 委託料 補助金 負担金 その他

①対面型相談支援事業 440,800  81,880  3,240,000 4,502,000 8,264,680

②電話相談支援事業  73,395  6,892,000 6,965,395

③人材養成事業 360,000   42,920 220,981 65,600 25,000 398,450  2,491,000 3,603,951

④普及啓発事業 1,363,000 133,200 9,029,758 412,000 186,400 377,790 29,922,000 3,934,000 45,358,148

⑤強化モデル事業 1,572,800 102,820 206,450 132,500 17,000 47,250 2,487,000 500,000 5,065,820

小　計 3,736,600 0 0 0 360,820 9,530,584 610,100 228,400 0 823,490 0 35,649,000 18,319,000 0 0 69,257,994

⑥うつ病医療体制強化事業 4,248,000 27,200 289,957 250,114 115,902   17,673,000 22,604,173

合　計　額 7,984,600 0 0 0 388,020 9,820,541 860,214 344,302 0 823,490 0 35,649,000 35,992,000 0 0 91,862,167

事業名
支出内訳（円）

合計



（３）事業報告
（ⅰ）対面相談支援事業
 （都道府県事業） 千葉県

のべ相談日数 相談件数 その他の成果、特徴、工夫等

県 利用しやすい心の相談室
勤務終了後に立ち寄れる予約不要の心の相談窓口
の設置。

3,253,000 7月から3月 48 213
ちらしを保健所、市役所、JR等で配布し
広報した。

S
受託者が熱心に実施し、適切なつなぎを
行っている。また、相談者の評価が高い。

県 各保健所における相談
保健所で実施する相談業務に臨床心理士を活用し
て充実を図る。

509,680 通年 48 181
精神障害者のデイケアと併せて実施し
た。

A 相談者の評価が高い。

県 ○ 地域対面相談会 千葉いのちの電話による地域対面相談会 422,000 12月4日 1 200
坂東真理子氏の講演を同時に行い、地
域と社会のニーズに応じた援助活動を
行った。

A 相談者の評価が高い。

県 ○ 法律相談会 県弁護士会による法律相談会 860,000 12月～2月 9 27
県内7ヵ所で実施、3月は臨床心理士会、
精神保健福祉士協会会員にとペアで実
施した。

B
利用者数があまり多くないこと。広報、経
費削減を検討する。

県 ○ 無料カウンセリング
日本産業カウンセラー協会による無料カウンセリン
グ

2,894,000 通年 24 310
ちらしを保健所、市役所、JR等で配布し
広報した。

A
相談件数が伸びており、相談者の評価も
高い。

県 ○ 多重債務相談 千葉司法書士会の多重債務相談 326,000 11月、12月 2 17 ちらしを各所で配布し広報した。 A 相談者の評価が高い。

 　        

小計 8,264,680 132 948

　（市町村事業）

のべ相談日数 相談件数 その他の成果、特徴、工夫等

銚子市 こころの健康相談
こころの健康について、精神科医師または臨床心理
士が相談対応する（予約制）

345,000 ４月～３月 12 29

相談が空いている時間に、保健師が支援
しているケースについて、保健師自身が
相談することもできた。
精神科医師：16臨床心理士：13

A

若い年代の母親から高齢者まで、幅広い
利用がみられた。
うつやひきこもり傾向の相談も目立ち、市
の現状の一角を知ることができた。

市川市 うつの心配相談事業
うつかもしれないと悩む本人およびその家族を対象
とした相談

1,435,000 通年 72 59 家族相談も含む A  家族相談としても機能している

成田市 こころの健康相談 精神科医師による相談 270,000 通年 9 13 A 相談者の評価が高い。

成田市 こころの健康相談 カウンセラーによる相談 195,000 通年 13 23 A 相談者の評価が高い。

柏市 ○ 「対面相談」 5人/週 (原則1回1時間，1人3回まで) 617,000 通年 98 98
チラシ，ポスターを公共・民間施設に設置
した。

B
多くの施設で広報したが，当該事業の認
知度があまり高まらなかったため。

浦安市 いのちとこころの相談会
多重債務相談、医療相談（精神科医）、法律相談、
保健福祉相談の一体的相談会

70,000 9月1日 1 7 A
周知方法や相談開催数など発展させる余
地がある

白井市
こころの相談事業
(医師)

毎月1回、市施設(保健福祉センター)に相談窓口を
開設し、精神科医(1名)によりこころの相談を実施

360,000
平成23年4月14日
～平成24年3月8
日

12 16
・広報紙やしおり、会議などで周知した。
・市民からの相談に加え、援助職への
スーパーバイズをお願いした。

S

丁寧な対応をしているので、相談者の満
足度が高く、自殺予防の効果がある。
市職員が同席するので、事後の支援につ
なげやすい。

白井市
こころの相談事業
(精神保健福祉士)

毎月2回、市施設(保健福祉センター)に相談窓口を
開設し、精神保健福祉士(1名)によりこころの相談を
実施

336,000
平成23年4月13日
～平成24年3月28
日

24 50

・広報紙やしおり、会議などで周知した。
・市民からの相談に加え、援助職や管理
職へのスーパーバイズをお願いした。(組
織の中での認知度が向上した)

S

丁寧な対応をしているので、相談者の満
足度が高く、自殺予防の効果がある。
市職員によって事後・継続の支援を実施し
ている。

 富里市
 窓口相談・電話相談の
実施

・相談者の初期対応を行い専門相談につなげるた
め,相談できる場所の確保をした。
・相談者の記録を残すことで,個別カルテを作成し,職
員が相談対応しやすい環境に取り組んだ。
・相談窓口が周知されていなかったので,委託事業
所等の相談窓口の周知を行った。

971,000
 ２３年１１月１日か
ら２４年３月３1日 100 151

・富里市の身近な相談窓口の周知を行う
ことができた。
・市への相談者の窓口が明確に
なった。

B

・富里市の身近な相談窓口の周知を行う
ことができた。
・市への相談者の窓口が明確に
なった。

事業成果
事業評価 その理由担当 民間補助 事業名 事業内容 予算額 期間

担当
事業成果

その理由事業評価期間予算額事業内容事業名民間補助



栄町
心の相談業務委託事業
(デイケアクラブ）

精神障がいのある方をはじめとした自宅へこもりが
ちな方に、まず家からの第一歩を踏み出していただ
くために、レクリエーションや創作活動、料理などの
プログラムを集団で行った。
（事業については、委託した相談所の相談員１名と
町雇用の日々雇用職員１名で実施）

1,588,000
平成23年4月1日
～平成24年3月23
日

47 281
グループワークを通じて生活のリズムや
対人関係の改善など社会に適応するた
めの日常的な訓練も取り入れた。

A
参加者には好評であるが、内容によって
参加者数が少ない時がある。

栄町
心の相談業務委託事業
(ほっとスペース）

役場窓口相談への敷居の高さや抵抗感を和らげ、
できるだけ早期の相談ができるように配慮した相談
窓口を開設した。（年間４５回中２４回を委託）
（事業については、委託した相談所の相談員又は町
の精神保健福祉士１名と町雇用の日々雇用職員１
名で実施）

1,041,000
平成23年4月1日
～平成24年3月27
日

45 441

・相談については時間の予約ではなく、１
０時から１４時までの間はフリーで相談に
受けた。
・町外からの相談者も受け入れた。

A

・相談時間がフリーなので、自分の体調な
どに合わせて訪れる事ができた。
・住所地では相談しづらい方も利用してく
れた。

栄町
同じ悩みをもつ１０代の人
たちのつどい事業

概ね中学生から高校生、その後数年間の所属がな
い状態の方が同じ立場の仲間と出逢い、相談専門
員に相談するなど、安心できる空間を獲得し自信を
回復していくきっかけとなることを目的に開催した。
（事業については、相談員１名と町の精神保健福祉
士１名で実施）

240,000
平成23年4月24日
～平成24年3月25
日

12 21

町内だけでは参加者が少ない事が予想
されたため、成田市保健福祉館で行われ
ている１０代のつどいと連携して実施し
た。

B 参加者が少なく固定化されてしまった。

栄町 相談室の改修
ふれあいプラザさかえのふれあいセンターの使用頻
度の低い一室を相談室として改修するための備品
を購入した。

3,784,000
平成23年5月27日
～平成24年6月30
日

- -
相談者が入りやすい雰囲気と、場づくりを
行った。

A

従来は通常の会議室で行っていたが、相
談ルームとして改修したことによって、相
談スペースも確保でき、相談者も増え、利
用者の評判も良い。

長生村 心の健康相談
保健センターに相談窓口を設置し、保健師による相
談事業を実施。

522,000 通年 60 120 A  

        

小計 　 11,774,000 505 1,309

合計  20,038,680 637 2,257

※凡例
S
A
B
C
D 有効でない

非常に有効である
有効である
有効であるが、一部に見直しが必要である
あまり有効でなく、大幅な見直しが必要である



千葉県

  （都道府県事業）

のべ相談日数 相談件数 その他の成果、特徴、工夫等

県
電話相談支援用備品
購入

精神保健福祉センターの電話相談の統計処理
のため印刷用マスターの購入

73,395 通年   電話相談の統計資料の作成 B
相談業務に付属する事務のための備品購入
であるため具体的評価が難しい。

県 ○
電話相談室の回収、支
援用備品購入

「千葉いのちの電話」の電話相談室の改修、支
援用備品購入

1,972,000 8月23日～31日
相談室の回収によりボランティアが快適に業務
を実施可能となったこと。相談員の情報の共有
化が図られたこと。

A
相談する環境が整うことで、良い効果が生じ
ると考える。

県 ○
看護師及び一般県民
の電話相談

看護協会 3,420,000 通年 146 132 新人看護師からの相談が多い C 経費に比較して相談件数が少ない。

県 ○
傾聴内容のデータ作
成・整理、電話室環境
改善

「NPO法人ぬくもりほっとらいん」の傾聴電話内
容のデータ作成・整理

900,000 通年 200 1,369
傾聴内容のデータ整理及び電話室環境改善に
より、活動の充実につながった。

B
相談業務に付属する事務のため具体的評価
が難しい。

県 ○ 電話相談
「NPO法人自殺防止ネットワーク風」による電話
相談（県内5ヵ所）

600,000 通年 365 2,960
電話による相談とともに必要に応じて面談をお
こなった。

S 相談者の評価が高い。

小計 6,965,395 711 4,461

　（市町村事業）

のべ相談日数 相談件数 その他の成果、特徴、工夫等

柏市 ○ 「無料電話相談」
　担当4名／回×２回線原則毎週火曜日
実施時間：10：00－20：00

2,134,000
平成23年11月1日～
平成24年3月20日

17 73 チラシ，ポスターを公共・民間施設に設置した。 B
多くの施設で広報したが，当該事業の認知
度があまり高まらなかったため。

         

小計 2,134,000 17 73

合計 9,099,395 728 4,534

※事業評価
S
A
B
C
D

（ⅱ）電話相談支援事業

担当 民間補助 事業名 事業内容 予算額 期間
事業成果

事業評価 その理由

担当 民間補助 事業名 事業内容 予算額

あまり有効でなく、大幅な見直しが必要である
有効でない

事業成果
事業評価 その理由

非常に有効である
有効である
有効であるが、一部に見直しが必要である

期間



千葉県

　（都道府県事業）

参加人数

県
各保健所における人
材養成事業

8保健所、１精神保健福祉センターによる人材養成事
業

1,112,951 通年 2,395 S
地域で活動している人達を対象に養成したことで、自
殺予防に対して 理解が深められ、地域の中でのつな
がりが強化された。

県 ○
ボランティア資質向上
研修

千葉いのちの電話のボランティア資質向上研修 556,000 通年　毎月1回 160 A ボランティアの資質向上が図られた。

県 ○ 看護師研修 看護師への「うつ病」についての理解を深める研修 920,000 6月18日・7月2日 171 A 看護師の資質向上が図られた。

県 ○
ボランティア資質向上
研修

「NPO法人ぬくもりほっとらいん」のボランティア資質向
上研修

350,000 2月、3月 52 A ボランティアの資質向上が図られた。

県 ○ 千葉県弁護士会 行政窓口担当者への多重債務問題研修 120,000 2月、3月 32 A 行政担当者の能力向上が図られた。

県 ○ 福祉業務従事者研修
「社会福祉法人ロザリオの聖母会」の福祉業務従事
者研修

166,000
5月26日、8月25
日、12月15日

73 A
震災被災地である海匝地域で行われ、地域の活動に
活かされた。

県 ○ 司法書士への研修 千葉司法書士会会員への自殺対策の心得研修 29,000 10月29日 76 A
多重債務、借金問題に当たる際の当事者配慮につな
がる。

県 ○ 相談員等研修 社会福祉協議会の相談員等研修 350,000 9月8日～9日 20 B 経費に比べて参加者が少ないこと

小計 3,603,951 2,979

　(市町村事業）

参加人数

千葉市  
ゲートキーパー養成
研修

ゲートキーパー養成のための研修会を実施 90,000 3月15日 98 B
参加者からも高い評価を得ており効果があったものと
考えられる。昨年よりも参加人数が減少しており開催
時期等見直したい。

千葉市
職場のメンタルヘル
スセミナー

職場のメンタルヘルスに関する研修会を実施 514,000 9月1日 43 B
働いている人に参加してもらえるよう工夫していきた
い。

銚子市  
自殺対策相談支援者
養成事業

研修へ参加し、自殺対策に関する知識を深める
①自殺対策相談支援に関する研修
②その他自殺対策に関する研修
③思春期保健相談士の養成研修

190,000 通年 6 B
事業担当者が中心となっているため、幅広く参加を呼
び掛ける必要がある。
住民等を育成するまでには至っていない。

市川市  
ゲートキーパー養成
研修

 行政管理職向け　講演会 77,000 5月19日 164 A 比較的多くの参加を得られた

市川市
ゲートキーパー養成
研修

養護教諭向け　研修会 67,000 8月4日 62 A 比較的多くの参加を得られた

市川市
ゲートキーパー養成
研修

在宅介護支援者向け　研修会 7,000 1月13日 27 A 比較的多くの参加を得られた

市川市
ゲートキーパー養成
研修

民生委員・児童委員向け　講演会 67,000 3月19日 107 B
講師の選定についてより広い方面に依頼したほうがよ
い

市川市
ゲートキーパー養成
研修

行政　自殺対策担当者向け 30,000 10月21日 30 A 多くの参加を得られた

（ⅲ）人材養成事業

担当 民間補助 事業名 事業内容 予算額 期間
事業成果

事業評価 その理由
その他の成果、特徴、工夫等

8保健所、１精神保健福祉センターによるゲートキーパー、
相談支援者研修　延28日実施

総合相談、支援活動担当者の資質向上

事業成果

ボランティアの資質向上が図られた。

うつ病の早期発見のポイント、うつ傾向にある患者の関わ
り方について研修会を行った。

外部講師を招き資質向上を図る。

富里市、四街道市、旭市、君津市に講師を派遣し実施

自殺対策について、行政、医療、研究者の視点で研修

多重債務、借金問題の当事者のメンタルケアの知識を習
得した。

高齢者・地域から孤立しやすい立場の市民への対応を目
的として開催

就労・雇用に関する現状を理解するため開催

民生委員の申し込みが73%で熱心さがうかがわれた。

働いている人を対象とした集客には難しさを感じる。

事業担当者が参加

行政全体への波及効果をねらい実施

教育分野との連携

高齢者対策を目的として開催

事業内容事業名民間補助担当 その理由事業評価
その他の成果、特徴、工夫等

期間予算額



船橋市  
ゲートキーパー研修
（民生委員向け）

地域におけるゲートキーパーの役割を果たす民生委
員等を対象に自殺予防に関する研修会の実施

100,000 5月31日 723 A 比較的多くの参加を得られた

船橋市 ケースワーカー研修
生活保護担当課職員に向けて「自殺予防にできるこ
と」をテーマに講演を実施

50,000 11月15日 72 A 比較的多くの参加を得られた

船橋市
ゲートキーパー研修
（医師会向け）

医師会員向けに船橋市の自殺対策や精神科医療機
関と医療連携について講演を実施

80,000 2月21日 17 A
理解しやすかったという声があった。一方で医療機関
の連携や対応の具体策が課題としてあがった。

船橋市 第１回自殺予防窓口職員研修
市役所職員に向けた自殺危機初期介入スキルワーク
ショップの開催

212,000 3月2日 25 S
具体的な対応方法を学べたと好評であり、十分な効
果があったと考えられる。

船橋市 第２回自殺予防窓口職員研修
市役所職員に向けた自殺危機初期介入スキルワーク
ショップの開催

141,000 3月15日 22 S
具体的な対応方法を学べたと好評であり、十分な効
果があったと考えられる。

木更津
市

 
職員等関係者を対象
にした研修会の開催

自殺予防対応の人材育成のため相談窓口職員及び
関係者を対象とした研修会を開催

62,000 2月 43 A
アンケートから研修に対しての好意的な意見が多かっ
た。

松戸市  
ゲートキーパー養成
研修

①児童民生委員
②行政関連職種
③健康推進員、食生活改善推進員等に対し、自殺対
策の研修を実施。

700,000 12月～1月 459 S
　参加者は、この研修を通じて、ゲートキーパーとなっ
てもらえた。

松戸市 専門職のｽｷﾙｱｯﾌﾟ
ゲートキーパー養成ができる職員をめざして研修を実
施

189,000 8月31日 40 A 　ゲートキーパー養成に必要な知識が習得できた。

松戸市 専門職のｽｷﾙｱｯﾌﾟ
ゲートキーパー養成ができる職員育成のため職員1名
が心理相談専門研修に参加

46,000 3月2日～4日 1 A 必要な知識が習得できた。

佐倉市
自殺を防ぐ窓口・相
談対応研修

市民のこころの悩みに気づき、適切な専門家につな
げることができるようになることを目的として、民生委
員及び市役所職員を対象に、志津クリニック　臨床心
理士富崎加奈子氏を講師として、研修会を開催した。

80,000
10月18日
10月26日

87 B
直接相談を受ける者に対しての研修であり、効果は期
待できるが、参加人数が少なかった。もっと多くの参加
者を集めることが必要。

八千代
市

 自殺予防対策研修会
 市民からの相談を受ける庁内職員や民生委員等を
対象とした研修会を開催。

300,000
1月20日
2月2日

80 B

・第1回は「実態を知ることができた」、第2回について
は「より具体的でわかりやすい」 との声が多く、2回
コースの構成の効果があったと考える。
・参加者が予想より少なめであった。また、自殺予防
対策について伝えるために、周知方法・時期の検討と
併せて、担当者が出向く形での活動を検討している。

我孫子
市

相談支援担当職員庁
内研修会の開催

相談窓口担当職員を対象に、自殺予防の観点からの
対応についての研修を実施。

30,000 10月 20 B
参加者からの評価は高いが、研修対象者について見
直しが必要。

自殺の危機にある方の対応方法について具体的なスキル
を学べる講師を依頼

受講者のうち、「業務に役立てることができる」とする割合
が８０％（１６人）であった。

市民の身近な相談者である民生委員に広く自殺予防につ
いて理解を得る機会とした。

自殺の危険因子を多く抱える生活保護担当課職員を対象
に実施した。

医師を対象に自殺対策について理解・共有を図る機会とし
た。

自殺の危機にある方の対応方法について具体的なスキル
を学べる講師を依頼

民生委員49名
市役所職員38名

・基礎編・実践編の2回コースとした。
・民生委員児童委員の定例会へ直接出向き、参加を呼び
かけた。
1月20日51名
2月2日39名

自殺予防対応の人材育成のため相談窓口職員及び関係
者を対象とした研修会を開催

・参加者の状況①280名②71名③108名
・参加者ｱﾝｹｰﾄから、ｹﾞｰﾄｷｰﾊﾟｰの役割を理解できた人は
99%、うつ病やこころの健康について理解できた人は99%、
問題を抱えている人への対応がわかった人は73%。参加者
の目標は達成された。

　自殺対策について認識が深まった。

心理相談員としての知識が深まった。



鎌ケ谷
市

 
自殺予防人材育成講
習会

ふれあい員、各自治会、民生委員、保健推進委員等
の制度ボランティア等に対して近隣での見守りができ
る人づくりを目的として３回コースで実施した。１回目
は、「基礎的な疾患の理解について」をテーマに鎌ケ
谷市精神保健嘱託医の大塚芳克氏を講師に、講演会
を実施した。２回目は、「習志野健康福祉センターでの
とりくみ」をテーマに習志野保健所上席精神保健福祉
相談員　鈴木　剛氏と「傾聴ボランティアの活動を通し
て」をシニア・ピア・なごみの傾聴ボランティア田中　龍
彦氏を講師に講演会を実施した。　３回目は、「自殺
の現状と対応について」をテーマに国立精神・神経医
療研究センター精神保健研究所　小高真美氏を講師
に講演会を実施した。

84,000
9月15日、21日、

26日
59 A

地域で活動している人達を対象に養成したことで、自
殺予防に対して 理解が深められ、地域の見守りが強
化された。

浦安市
いのちとこころの研修

会
テーマ：ライフリンクの活動と市町村における自殺対
策

100,000 9月1日 57 S 広く多くの人に伝えることができた

浦安市
いのちとこころの担当

者研修会
いのちとこころの支援事業担当者向け研修会 118,000

4月～2月
計9回

35 A 今後さらに発展させていきたい

浦安市
ゲートキーパー養成

講座
実務者・民生委員向けゲートキーパー養成講座 178,000

10月～3月
計5回

90 S 修了者から発展講座の開催を望まれている

印西市
メンタルヘルスサ
ポーター養成講座

メンタルヘルスサポーター養成 466,000
5月～12月
１講座５回

24 B
現在は、民生委員や地区健康推進員を受講対象者と
してが、今後は興味のある市民を対象としたい。

 富里市  
 メンタルヘルス講習
会の開催

 民生委員・一般向けの講習会を開催し,こころの健康
に関心を高めてもらい,ゲートキーパーとしての意識付
けを図った。

127,000 2月28日 71 B 一般市民の反応は少なかった。

匝瑳市 民生児童委員総会
民生児童委員を対象としたゲートキーパー養成の為
の研修会を開催

55,000 4月26日 71 A
「つなぐ」「見守る」といった内容を実施しｹﾞｰﾄｷｰﾊﾟｰ養
成を目指す。

匝瑳市 自殺対策研修会
介護職員等を対象としたゲートキーパー養成の為の
研修会を開催

55,000
8月23日
9月22日

65 A
86%の者が大変参考になった内容であったと回答。内
容をより専門的、具体性が得られるものにしていく必
要ある。

匝瑳市  
ケアマネージャー連
絡会

介護職員等を対象としたゲートキーパー養成の為の
研修会を開催

56,000 9月14日 49 B
周知には効果があったと考える。連携についての深め
て行けると良い。

匝瑳市 市職員研修
市職員等を対象としたゲートキーパー養成の為の研
修会を開催

55,000 11月16日 162 B
63%の者が今後も同様の研修希望があった。自殺予
防を自分・職務上対応しうる問題として捉える事が今
後出来ると良い。

いすみ
市

 
メンタルヘルス対策
推進人材養成事業

自殺予防相談事業の強化を図るため、メンタルヘル
ス・マネジメント検定試験を受験した。併せて受験対策
講座を受講して、メンタルヘルス対策を推進するため
の人材養成を図った。

148,000
7月20日～

1月31日
2 A

人事担当者を受講・受験対象者として検討する必要
がある

担当者間での共通認識や地域づくりに対して学ぶことがで
きた

実務者、民生委員に対し、ゲートキーパーの意識を持って
もらうことができた

参加者のアンケートより、自殺を考えている人から相談を
受けた時の対応についての話を聞くことで、自殺を理解す
ることは難しいが、寄り添って相手を思いやることが大切だ
ということがわかったという意見やまた、自殺の現状につい
ての講義を聴いて、自殺にはうつ病の影響が大きいことが
理解できたという意見等とてもためになったという意見が
90％を占めた。

自死遺族支援を含めた自殺対策について学ぶ

全日程終了者16名
主に、民生委員・地区健康推進員が受講。

・地域の相談役の民生委員を中心に開催することで,地域
の相談の質の向上につながった。

・自殺予防の為の「気づき」に重点を置き実施。

・自殺をﾃｰﾏとした話しを初めて聞いたという者が大半であ
り良い機会となった。

・市役所も含めた多機関の自殺予防における取組・役割等
について周知できた。

・自殺予防の為の相談機関の周知等行ったが周知率はま
だまだ低い。
・今回は「気づき」を重点に講演実施。

自殺予防に関する精神保健分野の相談業務以外の労務
管理等に関する相談業務に対応する知識を得ることがで
きた。



栄町  
心の健康づくり連絡
会研修事業

町内の企業や様々な団体等によって立ち上げた連絡
会をメンタルヘルスにおける共通の課題や自殺の背
景にある危機要因等を基に３つの分科会に分け、委
員がどのような行動を起し、どう対処していくかを、
ディスカッションや研修会を行いながら、課題解決に
向けたノウハウの習得するなど、基盤となる関係機関
相互のネットワークの構築を図った。 (連絡会全体・事
業所系・次世代育成系・行政団体系各１回の研修会
を実施）

510,000
9月28日

　～2月4日
216 A

 分科会毎に行政の関連課が代表者会議を行い、研
修内容を決めて実施したので、参加者の評価が高
かった。

栄町
保健技術者等指導者
養成研修事業

町のメンタルヘルス対策を推進するため、行政の保健
技術職・関係機関職員等を対象とした、職場のメンタ
ルヘルス対策の進め方の研修を開催した。

191,000 １１月１４日 13 B
各技術職等によってスキルが違うため、本来なら職種
別に研修を行った方が効果が上がる。

栄町
教職員等メンタルヘ
ルス研修会事業

これからの子ども達との関わりを学ぶため、町内小中
学校の教職員・保護者・ふれあい推進員・民生児童委
員等を対象とした研修会を開催した。

150,000 １２月８日 300 B
多くの参加者があったが、研修会としては人数が多す
ぎた。

       

小計 5,325,000 3,340

合計 8,928,951 6,319

※事業評価
S
A
B
C
D

平成21年度から同じ講師を頼み、計画的にスキルアップで
きるような研修内容とした。

 

町内の教職員全員を対象に研修を行うために教育委員会
と連携して教育講演会として位置づけて実施した。

①最初に連絡会の会員（各企業や団体等の代表者）を対
象に基本的な研修を行い、代表者のメンタルヘルスに関す
る意識を向上させてから、その後に、社員や団体構成員を
対象に分科会の研修を行った。
②分科会毎に行政の関連課が事務局的役割を果たして分
科会の会議や研修会を運営した。

有効であるが、一部に見直しが必要である
あまり有効でなく、大幅な見直しが必要である
有効でない

非常に有効である
有効である



千葉県
　（都道府県事業）

　　【パンフレット作成等】

部数等 その他の成果、特徴、工夫等

県
ちば心のキャッチ
ボールプロジェクト

相談機関一覧冊子及びハートの種の配布 3,305,000 9月、3月 30,000 ハートの種（ふうせんかずらの種）を配付 A 広く周知することができた

県
ちば心のキャッチ
ボールプロジェクト

相談機関一覧リーフレットの作成・配布 300,000 9月、3月 70,000 相談機関一覧の掲載されたリーフレットの配布 A 広く周知することができた

県 啓発冊子作成 自死遺族支援リーフレット 300,300 6月 50,000
自死遺族の方にストレスを感じさせないように
つなぐ視点で作成

A 広く周知することができた

県 啓発冊子作成 自殺・うつ病対応の手引き印刷 900,060 11月、1月 20,000
相談窓口一覧を掲載し、広くつなげるように
作成した。

A
内容が分かりやく、また相談窓口一覧も使いや
すいと好評である。

県
相談支援者マ
ニュアル

相談支援者マニュアルの作成 1,044,120 6月、2月、3月 12,800
メンタルヘルス問題4,800部、高齢者・家族問
題4,000部、身体健康問題4,000部

A
自殺対策窓口担当者に配布した。とても分かり
やすいという意見を多くもらった。効果があった
ように思われる。

県
自他の命を大切
にし自信と夢を育
む推進事業

自殺予防啓発資料の配布
（小中高等学校、特別支援学校）

3,779,700 6月 2,603 その他
小中学校用の啓発資料と高等学校用の
啓発資料を配布した。

A
多くの学校で道徳の授業等で活用され、
啓発効果が高いと考えられる。

県
自他の命を大切
にし自信と夢を育
む推進事業

いじめ防止啓発ポスターの配布
（小中高等学校、特別支援学校） 179,340 10月 2,800 ポスター

小中学校高等学校特別支援学校に
ポスターを配布した。

A
多くの学校で生徒からよく見ることのできる
位置に掲示されており、効果が高いと考えれ
る。

県
自他の命を大切
にし自信と夢を育
む推進事業

暴力行為防止のための指導資料の配布
（小中高等学校、特別支援学校）

157,500 9月 1,500
小中学校高等学校特別支援学校に
資料を配布した。

A
活用調査を行い、多くの学校で活用されている
ことが確認された。効果が高いと考えられる。

県
自他の命を大切
にし自信と夢を育
む推進事業

いのちを大切にするキャンペーン実践事例集
の配布 （小中高等学校、特別支援学校）

311,850 3月 1,500
小中学校高等学校特別支援学校に
資料を配布した。

B
今年度の事例発表会の資料を中心に編集した
ものを配布した。効果は高いと思われる。

県 啓発冊子作成 地域の相談機関一覧を掲載した冊子の印刷 448,350 9月、3月 4,000 地域の相談機関一覧を掲載した A 広く周知することができた

県 啓発グッズ作成 ゲートキーパーバッジの作成 99,225 9月 300 ゲートキーパー研修受講者にバッジを配付。 A モチベーションをあげることができた。

県 啓発グッズ作成 配付用ティシュの作成 163,170 9月、3月 30,000 相談機関一覧の掲載されたものを配布 A 広く周知することができた

県 啓発DVD作成 啓発DVD作成 394,590 9月、3月 4,200 研修を行う際の補助として作成 A 窓口担当者の研修に有用である。

県 ○
啓発パンフレット
作成

千葉いのちの電話による啓発パンフレット作成・配布 162,000 通年 50,000 いのちの電話の活動について周知 A 広く周知することができた

    

グッズ

その他

グッズ

その他

その他

グッズ

パンフレット

パンフレット

パンフレット

その他

その他

パンフレット

（ⅳ）普及啓発事業

担当 民間補助 事業名 事業内容 予算額 期間

事業成果

事業評価 その理由

種類



　　【イベント、シンポジウム等】

出席者数

県
ちば心のキャッチ
ボールプロジェクト

県民フォーラム 3,200,000 9月、3月 218 B
感想等から、とても有意義だったという意見を多
くもらったが、経費とのバランスを考える必要が
ある。

県
ちば心のキャッチ
ボールプロジェクト

街頭啓発 2,000,000 9月、3月 30,000 B
感想等から、とても有意義だったという意見を多
くもらったが、経費とのバランスを考える必要が
ある。

県

自他の命を
大切にし自信と夢
を
育む推進事業

「いのちを大切にするキャンペーン」の効果的な
実践事例の発表会を市町村の学校について
教育事務所主催により7ヵ所、県立学校について
県内1か所で実施した。

318,591 10月～1月 1,305 A
感想等から、とても有意義だったという意見を多
くもらった。効果があったように思われる。

県 講演会
8保健所、1精神保健福祉センターによる講演会の開
催。

3,391,332 通年 2,395 A
地区の支援者が顔の見える関係作りに役立っ
た。

県 ○
NPO法人ぬくもり
ほっとらいん

NPO法人ぬくもりほっとらいんによる「傾聴講座」の開
催

626,000 6月、12月 456 A
感想等から、とても有意義だったという意見を多
くもらった。

県 ○ 千葉県弁護士会 千葉県弁護士会 600,000 9月 50 A
感想等から、とても有意義だったという意見を多
くもらった。

県 ○
NPO法人自殺防
止ネットワーク風

NPO法人自殺防止ネットワーク風 570,000 10月27日 80 A
感想等から、とても有意義だったという意見を多
くもらった。

　　【その他ＴＶＣＭ、ラジオＣＭ等】

県
ちば心のキャッチ
ボールプロジェクト

ラジオCMで20秒の広告を流す。 8,000,000 9月、3月 A 広く周知することができた

県
ちば心のキャッチ
ボールプロジェクト

JR、私鉄、車両・駅舎に広告を掲示 7,800,000 9月、3月 A 広く周知することができた

県
ちば心のキャッチ
ボールプロジェクト

HPの開設、銀行ATM横画面の動画CM 5,331,020 通年 A 広く周知することができた

県 ○ 新聞広告 千葉いのちの電話の新聞広告 264,000 9月、3月 A 広く周知することができた

県 ○ 新聞広告 千葉県弁護士会による新聞広告 488,000 12月、1月、2月 A 広く周知することができた

県 ○ 新聞広告 NPO法人ぬくもりほっとらいんによる新聞広告 1,224,000 11月、12月 A 広く周知することができた

45,358,148

延62,000世帯に広告

いのちを大切にするキャンペーンの効果的な事例の発表や
意見交換、講師を招いての「いのち」に関する講演を行った。

社会保障の再構築、医療・保育・就労支援の現場からと題して実施

地域新聞により延世帯に広告

東日本大震災被災地支援で活躍された方々をパネラーとして、自
殺防止活動に携わる民間人が参加した。

自殺予防週間及び9都県市共同自殺対策強化月間と併せて実施

6月～3月の間に17回開催

鳥越俊太郎氏の講演、ミニコンサートの実施

8保健所、1精神保健福祉センターによる講演会を行い、市町村、地
域の企業とのつながりを持つことができた。

担当 民間補助 事業名 事業内容 予算額 期間
事業成果

事業評価 その理由

事業評価 その理由
その他の成果、特徴、工夫等

担当 民間補助 事業名 事業内容 予算額 期間 事業成果、特徴、工夫等

都道府県事業小計

ベイエフエム、ニッポン放送、TBSラジオ、コミュニティFM　延450回広告

いのちの電話活動の啓発及びボランティア募集のために広告を掲載。

JR、京成電鉄、東武鉄道、モノレール、バス、フェリー等に1,800部掲示。

専用ホームページの開設により、プロジェクトの浸透、自殺防止の啓発を図る。



　（市町村事業）

　　【パンフレット作成等】

部数等 その他の成果、特徴、工夫等

千葉市
自殺対策情報紙
の作成・配布事業

自殺の防止や相談の連絡先等を記載した情報紙を作
成し、新聞折り込みやポスティング等により配布し、広
く市民に周知を図る。

1,701,000 3月1日 370,000
市情報紙（市政だより）に折込
A4タブロイド判4ページ

A

閲覧率がよい市情報紙に折り込んだことで、掲
載した相談機関から問い合わせが増えた旨の
報告を受けていることから、効果があったと考え
られる。

千葉市
自殺防止リーフ
レット作成

自殺未遂者支援・自死遺族支援パンフレットを作成
し、関係機関あて配布

116,000 5月9日～3月31日 2,500
「こころの健康センターたより自死対策特別
号」として、関係機関あて配布。

A
関係機関への送付に加え研修会などを通じて
市民に十分配布ができた。

千葉市
千葉市こころと命
の相談室普及啓
発事業

平成２４年４月２日に新規に開設する自殺予防相談窓
口「千葉市こころと命の相談室」について市民に利用
案内するための啓発グッズ「ポケットティッシュ」を作成
し、千葉駅構内にて通勤時間帯に配布した。

134,000 3月28日～3月30日 10,000
ポケットティッシュに窓口の案内のほか、他の
相談窓口を併せて掲載した

A
 開設日に配布案内による相談予約があったほ
か、駅構内で１０，０００個を配布したことにより
自殺予防の啓発につながった。

銚子市
市民向けパンフ
レット作成事業

様々な相談内容とその相談先を掲載した冊子「困った
時の相談窓口」を作成。
市内の関係機関に設置。

750,000 5月～6月 2,000

保健推進員にも配布、さらに使いやすさ等の
意見も聞いた。
手軽に取れるようにＡ５サイズにしたが、文字
が小さく細かい等の意見を聞き、Ｂ５サイズも
作成した。

A
相談先がまとめられていることについて高い評
価を得た。

船橋市  啓発ポスター
「ひとりで悩まず相談を」というメッセージとともに、行
政の相談先を記したポスターを作成

80,000  平成24年3月 300
 ひとりで悩み苦しんでいる本人に向けて、支
える人がいるというメッセージを盛り込んだ

A 広く周知することができた

船橋市
公用車ボディパネ
ル

「ひとりで悩まず相談を」というメッセージを公用車に
ボディパネルを作成

260,000 平成24年3月 85
 ひとりで悩み苦しんでいる本人に向けて、支
える人がいるというメッセージを盛り込んだ

A
市内を走る公用車に掲示することで広く市民の
目に触れる機会となった。

船橋市  啓発リーフレット
「ひとりで悩まず相談を」というメッセージとともに、行
政や民間団体等の相談先を記したリーフレットを作成

2,590,000  平成24年3月 408,000
 ひとりで悩み苦しんでいる本人に向けて、支
える人がいるというメッセージを盛り込んだ

S
 市内に広く周知が行い、各機関からもリーフ
レットを見て相談に来た人がいるとの報告を受
けた

館山市
自殺予防啓発資
料等作成事業

啓発用パンフレット及び啓発物資の購入並びに配布 100,000 3月 800部 A
自殺予防の情報の他、悩みごとの相談窓口を
数多く掲載し、早期解決に繋がる情報の充実を
図った。

館山市
自殺予防啓発資
料等作成事業

啓発用パンフレット及び啓発物資の購入並びに配布 410,000 3月 6,000
ﾎﾞｰﾙﾍﾟﾝ1,000本、ｷｬﾘｰﾌｧｲﾙ2,000枚、ﾎﾟｹｯﾄ
ﾃｨｯｼｭ3,000個、パンフレットスタンド1式

A
自殺予防の情報の他、悩みごとの相談窓口を
数多く掲載し、早期解決に繋がる情報の充実を
図った。

木更津市
自殺予防パンフ
レット作成、配付

自殺予防の普及啓発のため、自殺予防パンフレットを
作成し、広報に折込み、相談窓口等で周知

738,000 H24年3月 59,500 A
市民からの問い合わせもあり反響も大きかっ
た。

 松戸市  ポスター作成
 ポスターを作成し、関係機関等へ配布し掲示を呼び
かける。

170,000  平成23年度 2,000
医師会,JR,商工会議所、行政関連機関等に
掲示を依頼した。

A  関係機関に配布する際にも啓発できた。

茂原市
 自殺予防啓発資
料作成

啓発パンフレットを作成し配布 1,575,000 3月1日 31,250 地域の身近な相談機関を掲載した S 広く市民に周知できたパンフレット

その理由事業評価
種類

期間
事業成果

担当 民間補助 事業名 事業内容 予算額

その他

パンフレット

ポスター

その他

パンフレット

パンフレット

グッズ

パンフレット

ポスター

グッズ

パンフレット



成田市
自殺予防啓発資
料の作成

啓発用冊子の作成と配布（相談窓口一覧の付加） 200,000
平成23年4月1日
～平成24年3月31
日

800 A
庁内の相談窓口を整理して作成したため窓口
業務に役立った。

成田市
自殺予防啓発資
料の配布

パンフレット、ポケットティッシュ、クリアファイルの配布 228,000
平成23年4月1日
～平成24年3月31
日

5,000 A
パンフレットを見る事により興味が深まったとの
意見が聞かれた。

佐倉市
自殺対策クリア
ファイル作成

自殺予防対策として、うつ病のセルフチェック項目お
よび各種相談窓口を記載したクリアファイルを作成
し、自殺のハイリスク者に対し配布する。

179,000 平成23年10月 3000枚 A
クリアファイルに相談窓口を記載したことによ
り、捨てられることが防げ、相談窓口を必要とし
た時に活用できる。

東金市 普及啓発 リーフレット等の配布 59,000 2月22日 200 A スーパーでの実施により広く周知できた

習志野市
自殺防止啓発パ
ンフレット

関係機関あてに送付 300,000 2月 1,600 A
自殺予防の情報の他、悩みごとの相談窓口を
数多く掲載し、早期解決に繋がる情報の充実を
図った。

柏市 ○
「自殺予防対策関
係の印刷」

昨年作成したチラシの増刷 437,000
平成23年11月1日
～平成24年3月31
日

85,000
自殺対策連絡会議構成団体に配布依頼し
た。

A
 多くの市民に相談窓口を周知することができ
た。

柏市
自殺普及啓発
キャンペーン

市民向け啓発パンフレットの印刷 400,000 24年2月 3,000
自殺予防対策フォーラム及び関係団体に配
布。また日常業務用としても活用

A
自殺予防の情報の他、悩みごとの相談窓口を
数多く掲載し、早期解決に繋がる情報の充実を
図った。

柏市
自殺普及啓発
キャンペーン

市民向け啓発グッズの作成および配布 427,000 24年3月 10,000
名刺型カード及び啓発用ポケットティッシュを
作成し、3月の自殺対策推進月間で配布。

A
自殺予防の情報の他、悩みごとの相談窓口を
数多く掲載し、早期解決に繋がる情報の充実を
図った。

我孫子市
パンフレットの配
布

自殺予防のためのパンフレット及び相談窓口一覧表
の作成・配布。

183,000 9月 3,000

行政窓口のほか、医師会と薬剤師会を通じて
市内医療機関等に配布。また許可をいただけ
たホームセンターにも配布できた。パンフレッ
ト　1,000部
相談窓口一覧表　2,000部

B

行政窓口以外でも広範囲に、また啓発パンフ
レットと同時に相談窓口一覧表を配布すること
で、より多くの情報を必要としている方に届き、
啓発効果は高かったと考えられる。

 鎌ケ谷
自殺対策普及啓
発

・「あなたのこころ元気ですか 」（鎌ケ谷市版）・小冊
子・缶バッチ及びクリアファイルの配布
・市内の中学２年生全員に自殺予防クリアファイルの
配布
・のぼり旗を作成し、庁内に設置
・腕章を作成し、ウォーキング時着用
・相談窓口一覧表の全戸配布
・懸垂幕の設置（自殺予防強化月間に庁舎と消防署
に設置）

890,000
平成23年9月1日
～
平成24年3月31日

44,365

「あなたのこころ元気ですか」（鎌ケ谷市版）小
冊子・缶バッチ及びクリアファイルを一般市民
に幅広く周知するため、各保健事業の中や庁
内関係部署において来所した市民に配布し
た。教育委員会に協力を依頼し、中学２年生
を対象に自殺予防クリアファイルを配布した。
のぼり旗は、各種イベント等で、自殺予防の
啓発を行った。腕章は、市内のウォーキング
グループと協力し、ウォーキング開始時に装
着し、市民に広くアピールした。
小冊子1000部、缶バッチ1000枚、クリアファイ
ル1000枚、中学生用クリアファイル1300枚、
のぼり旗10本、腕章55枚、相談窓口一覧表
40000枚

A
自殺予防に対して関心を示してくれる人が増え
ているので、啓発効果があったと考えられる。

富津市
自殺予防啓発資
料作成事業

市民向けのリーフレットを作成し全世帯に配布 481,000 ２月 17,000 町内会の協力により各家庭に配布 A 相談窓口の電話番号を掲載してあり利用できる

富津市
自殺予防啓発資
料作成事業

企業向けの冊子を作成し市内の企業に配布 1,250,000 ３月 2,500 従業員50人以上の企業に配布 A 冊子を従業員の研修等に利用できる

パンフレット

パンフレット

チラシ

その他

チラシ

パンフレット

グッズ

パンフレット

パンフレット

パンフレット

グッズ

パンフレット



浦安市 無
いのちとこころの
支援事業

自殺対策に関するリーフレット・ちらしの作成 447,000 H23.4.1-H24.3.31 94,000 A 自殺対策について周知することができた

浦安市 無
いのちとこころの
支援事業

相談機関周知リーフレットの配布 274,000 H23.8.1-H23.8.15 66,000 市内全戸配布 A
自殺対策関連相談機関について周知すること
ができた

浦安市 無
いのちとこころの
支援事業

自殺対策に関するポスターの作成 109,000 H23.4.1-H24.3.31 300 A 自殺対策について周知することができた

浦安市 無
いのちとこころの
支援事業

自殺対策に関する掲示物等の作成、啓発グッズの配
布

407,000 H23.4.1-H24.3.31 11,020 A
通年自殺対策に関する展示等を行い、関心を
高めることができた

四街道市
「こころの健康」
ホームページ掲
載

 四街道市のホームページに「自殺予防」と「こころの
健康」のページをアップし、「こころの健康」については
３ヶ月ごとにテーマを更新し、掲載した。

0
平成23年4月～
平成24年3月

 
季節性うつ病等季節に合ったテーマで掲載し
た

B
パソコン環境のある人しか見られないため 、今
後は市政だよりの掲載も検討する。

印西市
メンタルヘルスガ
イドブック

メンタルヘルスガイドブック増刷 160,000 40,998 500 S
 精神保健福祉手帳所持者に配布をしている
が、相談に携わる関係者にも携帯していただ
き、役立てて頂いたため。

匝瑳市
自殺予防啓発資
料作成事業

一般市民向けパンフレット等作成、配布。 970,000 4月～3月 10,710

・研修会やイベント等に限らず、福祉課窓口を
含むあらゆる機会で配布。
・産婦から成人、高齢者等とライフステージに
沿った内容のものを配布できるようにした。

A
窓口等で手に取り、質問等の反応も見られてお
り啓発の良い機会と思われる。継続が必要。

匝瑳市
自殺予防啓発資
料作成事業

一般市民向けポケットティッシュ作成、配布。 84,000 4月～3月 2,000
・研修会やイベント等に限らず、福祉課窓口を
含むあらゆる機会で配布。

A
窓口等で手に取り、質問等の反応も見られてお
り啓発の良い機会と思われる。継続が必要。

匝瑳市
自殺予防啓発資
料作成事業

一般市民向けボールペン作成、配布。 156,000 4月～3月 2,000
・研修会やイベント等に限らず、福祉課窓口を
含むあらゆる機会で配布。

A
窓口等で手に取り、質問等の反応も見られてお
り啓発の良い機会と思われる。継続が必要。

匝瑳市
自殺予防啓発資
料作成事業

一般市民向けチラシ等作成、新聞折込にて配布。 175,000 40,994 15,020 ・新聞折込により広く啓発 B
広く啓発は出来るがその後の評価が難しい。折
込による効果が見えずらい。

香取市
自殺予防啓発資
料作成事業

各種イベント開催時に配布 240,000 通年 3,000 香取市見守りネットワークと連携して配布 A 広く周知することができた

香取市
自殺予防啓発資
料作成事業

各種イベント開催時に配布 260,000 通年 3,500 香取市見守りネットワークと連携して配布 A 広く周知することができた

酒々井町
町民向け広報資
料作成事業

町民向け啓発資料を配付。 19,000 12月11日 320 A 広く周知することができた

東庄町
町民向け広報資
料作成事業

町民向け啓発資料を配付。 160,000 12月～3月 2,000 A 広く周知することができた

栄町
町民向け啓発事
業

 町民向けの啓発パンフレット及び啓発物資を購入し
配布した。

638,000 通年 3,000
講演会等の参加者に配布した他、各種団体
の事業の時にも配布した

B
 多くの部数を配布したが、その啓発効果の検証
はしていない。

大網白里
町

町民向け啓発事
業

「気になる睡眠の悩み」についてのリーフレットを乳幼
児健診時に配布。
健康教育時に配布。

27,000 7月～3月 1,000 C

地域の自殺の状況から、若い女性をターゲット
にリーフレットを配布したが、配布のみでは印象
づけが不十分だと感じた。リーフレットの内容、
健康教育の必要性を再検討する必要あり。

チラシ

パンフレット

グッズ

パンフレット

グッズ

ポスター

パンフレット

チラシ

ポスター

その他

パンフレット

パンフレット

その他

グッズ

チラシ



睦沢町
自殺予防啓発資
料作成事業

啓発チラシを作成し、全世帯に配布 295,000 40,854 2,700
各家庭に配布されるよう、自治会の協力を得
た

S
全戸配布したので、啓発効果は高いと考えられ

る

 白子町
こころの相談窓口
周知事業

こころの相談窓口案内カードを作成し、全世帯に配付
及び窓口に設置

52,000 平成24年2月 5,000
いつでも見れるように名刺サイズとし、携帯で
きる形とした。

B
 全世帯に郵送した際,自分の所には入っていな
かったと気付かなかった方もあった。

長柄町
自殺予防啓発資
料作成事業

町から住民への郵送用封筒の裏面に、自殺予防啓発
文及び関係機関の相談窓口一覧表を印刷し、多くの
住民に各種の相談先等がわかるようにする。

262,000
平成23年8月1日
～平成24年3月31
日

10,000部
自殺予防啓発文及び関係機関の相談窓口一
覧表を印刷し、多くの住民に各種の相談先等
がわかるようにする。

A
ほぼ全世帯に郵送され、啓発効果が高いと考え
られる。

       

　　【イベント、シンポジウム等】

出席者数

千葉市 市民講演会 「自死問題を考える市民のつどい」を実施 162,000 9月21日 47 A
参加者からも高い評価を得ており効果があった
ものと考えられる。

銚子市 自殺対策講演会

市民向けに、自殺対策に関係するテーマで講演会を
実施。
23年度は、「自殺について考える」をテーマに、講師１
名による講演会を実施。

40,000
9月
23年度は11月実
施

65 B
自殺対策に関する知識を高めることは大切だ
が、市民向けであることを十分に注意する必要
がある。

市川市
こころの健康市民
講座

市民向けの講演会　講師：佐々木常夫氏 528,000 9月10日 260 S
 一般的な講演会と比較し、若い世代の参加者
が多く、アンケートの結果も良好であった。

市川市
こころの健康市民
講座

市民向けの講演会　講師：佐竹直子氏 35,000 3月19日 49 S 家族や周囲の方々への情報提供として効果的

船橋市
 こころの市民講
演会

 「ひとにも自分にも心やさしく生きるために」をテーマ
に精神科医・香山リカ氏を講師に講演会を実施

530,000 9月11日 327 A  とても有意義だったという意見を多くもらった。

館山市
自殺対策啓発の
ための講演会開
催

自殺の現状、予防などについて、住民の理解を深め
るため、講師１名による講演会を開催

375,000 2月 約150人 S
講演やシンポジウムの内容が、来場者に好評で
あり、普及啓発の効果が得られたと考えられる
ため。

松戸市 講演会
 精神科医名越康文氏を講師に、『こころとココロをつ
なぐコミュニケーション』という講演会を実施した。

1,070,000  平成23年度  338 S 参加者については目標は達成されている。

茂原市
メンタルヘルス対
策講演会の開催

自殺予防のための講演会を開催し講師2名による講
演会を実施

142,000 2月1日 161 B
講演自体の評価は高かったが、より広く市民に
継続的に普及啓発する必要がある。

佐倉市 市民向け講演会
自殺予防の普及啓発のため、東邦大学医療センター
佐倉病院　精神科医　林果林氏を講師として、市民カ
レッジ受講生を対象とした講演会を開催した。

40,000 平成23年9月20日 81名 A 既存の団体であり、出席者が確保されている。

東金市 研修会 母子保健推進員に対する「心の健康」研修会 60,000 1月12日 37 A 訪問の際に役立つ情報を伝えることができた

東金市 講演会 健康教室生に対する「心の健康」講演会 30,000 1月19日 28 A 心の健康に対する理解を深めることができた

東金市 講演会 市民に対する「うつ病予防」講演会 110,000 3月1日 170 S 実施後のアンケートによる評価から

習志野市 講演会 社会福祉協議会会員向け講演会 100,000 11月24日 60 A 有意義であるとの意見を多くもらった。

習志野市 講演会  職員向け講演会 90,000 3月27日 13 A 有意義であるとの意見を多くもらった。

その他

その他

パンフレット等

開催内容が千葉日報に報じられた。

参加者の多くから内容がわかりやすかった等の反応があった。

1部うつ病予防講演会2部心を癒す音楽会

事業成果
事業評価

 

 

その理由
その他の成果、特徴、工夫等

期間

若い世代にも広く認知されている香山リカ氏を招き、一人で抱え込
まないなど、心の健康の保ち方等について講演を行った

担当 民間補助 事業名 事業内容 予算額

行政と精神保健福祉士、看護師、障害施設関係者など、地域の医
療、福祉に携っている者との協働体制のもと、講演会の企画・運営
を行った。

・参加者ｱﾝｹｰﾄから、うつ病やこころの健康について理解できた人
は87.4%、日常生活で気をつけようと思うことがあった人は91.3%、身
近な人に講演内容を伝えようと思った人は90.5%。参加者の目標は
達成された。

 

参加して良かったという意見はあったが、専門的過ぎて難しかった
という意見も多かった。

「働くことと生きること」をテーマに、ワークライフバランスを中心とし
た講演を企画した。若い世代にも参加しやすいよう、土曜日の開催
とした。

うつ病の理解と対応方についての講演会

 

 



柏市 ○ 「元気づくり講座」
どんな人も自殺予備軍ということが言える。市民に様々な分
野の講師と触れ合うことで，これからの生き方を考えるきっ
かけづくりとするために講演会を開催。

312,000
平成23年8月15日
～平成24年2月17
日

137 A
参加者からも高い評価があり，十分な効果が
あったと考える。

柏市 ○ 「心の健康講座」
無料カウンセリング，無料対面相談に市民が相談をする
きっかけとして，また自殺予防対策の啓発の一環として講
演会を実施する。

216,000
平成23年8月15日
～平成24年2月17
日

50 A
参加者からも高い評価があり，十分な効果が
あったと考える。

柏市
自殺予防フォーラ
ム

自殺予防のための講演会を開催し、講師及び影絵劇を実
施。

506,000 24年2月25日 134 A
地元新聞社の記事となり、より広い普及啓発に
つながった。

市原市 心も体もいきいき講座 心の健康づくりに関する講座を開催 23,000 12月頃 52名 A 市民の健康づくりへの関心を高めた

市原市  精神疾患勉強会 精神疾患への理解を促進させるため勉強会を開催 60,000 8月、12月 69名 A 市民の疾病知識の啓発に効果があった

我孫子市
自殺対策のため
の市民向け講演
会の開催

自殺予防のための講演会「うつ病と認知行動療法」を
開催。

9,000 1月 120名 A

定員100名の会場を利用したが、定員を超える
来場者があった。市民の関心が高い内容の講
演ができ、また講演自体の評価も高かった。た
だし、来場者が予想以上に多く入場できない方
が出るなど、今後の課題も残った。

浦安市 無

いのちとこころの
支援イベント（講
演会、シンポジウ
ム）

自殺対策に関する講演会およびシンポジウムを行う 75,000 9月1日 130 B
開催日の設定や内容周知方法等について改善
の余地がある

四街道市
自殺対策啓発講
演会の開催

 落合恵子氏を講師に、自殺予防のための講演会「こ
ころの居場所」を開催。

573,000
平成23年12月10
日（土）

480人 A
アンケート回収率63％のうち満足度80％以上の
人が9割以上を占めた 。

四街道市
精神保健福祉普
及啓発後援会

精神科医を講師に、精神保健の知識普及、啓発のた
めの講演会を開催。

30,000
平成24年2月5日
（土）

85人 A
アンケート回収率85％のうちほとんどの人が来
てよかったと回答。

 富里市 福祉まつり

●ブースを構えイベント会場にて啓発活動を実施した
・啓発物資の配布（ポケットティッシュ・マーカー・ソー
イングセットに添付し配布
・アンケートの実施　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・
パンフレット配布（自作）と講演会案内の配布

130,000 11月3日 １５００名　 B
 ・アンケートの実施からメンタルヘルスの市民
の認識を伺うことができた。

 富里市
３月の予防月間
キャンペーン

　●作成したパンフレット,啓発用ティッシュ,等の配布
を行った。

166,000 ３月１日～３０日 ２５００名 B
グッズに資料の添付は無駄も多いが広く周知す
る効果は高い。

 富里市
精神保健福祉講
演会の開催

●一般市民対象の講演会を実施した
テーマ：これってうつ？心と体の変化に気づこう」
講師：こまきクリニック臨床心理士
道塚　喜美雄　氏

45,000 ３月１日～３０日 ４８名 B
配布部数に比べると,参加者は少なかったが,参
加者のなかから相談につながったケースもあっ
た。

匝瑳市 民生委員OB会
自身のメンタルヘルスの保ち方、自殺予防の為の相
談機関の紹介、唾液ｱﾐﾗｰｾﾞによるｽﾄﾚｽﾁｪｯｸ等。

277,000 6月22日 50 B
・啓発にとどまらず、ゲートキーパ養成も念頭に
働き掛けていく必要がある。

・ｽﾄﾚｽﾁｪｯｸを行う事で自らのﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽに目を向けるきっかけづく
り。
・相談機関を効果的に周知出来た。

身体、心と両面に渡る健康講座を開催することで、受講者の主体的
な取り組みへの意識付けが出来た。

専門家による講演を通じて、参加者の精神疾患に対する知識を広
げ、理解を深めることに繋がった。

・初めて啓発活動をイベントで実施した。メンタルヘルスについて思
いのほか反応が悪かった。また,アンケートからもメンタルヘルスを
知らない方も多かった。市民の意識を確認することができた。

・市内の施設に啓発物資・パンフレットの設置を実施した。
啓発物資は,置いておくと手にしやすいのか配布するよりも多く配布
ができた

参加者のうち，「とても参考になった。」とする割合が８割近くであっ
た。'

参加者アンケートで8割の方がよかったと回答した。合わせて自殺
リスクの高い統合失調症、うつ病、アルコール依存症のリーフレット
を作成・配布した。

 講演会終了後のアンケート（108回答）の結果で「①大変有意義で
あった。」と「②有意義であった。」を合わせると約７９%になる。

・啓発物資およびリーフレットの配布を実施した。
・講演会の講演会の案内を福祉まつりにて配布したほか,関係機関
にも配布を行い,ポスター等も掲示を行った。
・予防的観点から,当事者を抱える家族の参加を目的とした。

来場者でアンケートに協力していただけた方（76名）のうち、講演内
容について「大変満足」「まあ満足」とする割合が89%（68人）であっ
た。

シンポジストに地域で活躍している方を招き、地域で自殺対策を考
えた

 参加者全員に自殺予防啓発リーフレットを配布し、講演会について
のアンケートを実施した。

 参加者全員に自殺予防啓発リーフレットを配布し、講演会について
のアンケートを実施した。



匝瑳市 よかっぺ祭り
唾液ｱﾐﾗｰｾﾞによるｽﾄﾚｽﾁｪｯｸ、こころ元気ですか？等
のﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄの配布。

276,000 10月16日
206

（ｽﾄﾚｽ
ﾁｪｯｸ）

A

・ｽﾄﾚｽﾁｪｯｸから日頃の生活への振り返りが出
来ている。
・継続した啓発を行い自殺予防への意識を恒常
的に保つ必要がある。

匝瑳市 農業まつり
唾液ｱﾐﾗｰｾﾞによるｽﾄﾚｽﾁｪｯｸ、こころ元気ですか？等
のﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄの配布。

277,000 11月13日
310

(ｽﾄﾚｽ
ﾁｪｯｸ)

A

・ｽﾄﾚｽﾁｪｯｸから日頃の生活への振り返りが出
来ている。
・継続した啓発を行い自殺予防への意識を恒常
的に保つ必要がある。

匝瑳市 在宅ｹｱﾌｫｰﾗﾑ
小山明子氏を講師とし、「介護うつを超えて～夫大島
渚を支えた15年～」という表題で講演会を開催。

276,000 2月19日 333 A

・実体験からくる介護の大変さ、うつの克服につ
いて分かりやすい内容であった。また著名人で
あっても抱える問題は同じであることに共感でき
たとの感想もあった。

山武市

１健康福祉まつり
２健康増進講演
会
３関係者会議
４その他

1　健康福祉まつり〔実績　712人〕
(1)うつ病について掲示し、チラシを配布したり、クイズ
   形式の対面ピーアールを行う。〔実績600人〕
(2)心の健康づくりの必要性について、実態や予防の
　必要性について掲示し、うつ病自己チェックを実施し
　た。〔実績112人〕
２　健康増進講演会〔1回　60人〕
・期日：平成24年2月25日（土）午後３時～４時30分
・場所：さんぶの森文化ホール
・講師：NPO法人ライフリンク代表　清水　康之氏
・演題：生き心地のよい地域社会をめざして
　　　　　　～いま私たちにできること～
３　関係者会議〔５回開催　延98人〕
庁内で心の健康支援ネットワークを立ち上げ、自殺に
関した情報を共有し検討するなかで、職員同士の理
解を深め、関係機関等から立ち上げる基礎づくりとす
る為実施した。
４　その他〔250セット〕
(1)保健福祉部窓口に、関係資料を置き来所者に配布
　した。〔150セット〕
(2)市民自治支援課担当の「市民フェスタ」で、心に関
　する資料を配付した。〔100セット〕

320,000
 平成23年
9月1日～平成
24年3月31日迄

1,220 C

①健康増進講演会の来所者が少ないことから、
講演会マネジメント能力の課題
②庁内の心の健康支援ネットワークワーキング
グループの運営方法で改善が必要。

東庄町 心の健康講座 精神科医による講演会を開催 60,000 12月9日 65 A 好評だった。

長生村 自殺予防講演会 自殺予防啓発講演会・コンサートの実施 200,000 12月10日 200 A 概ね好評だった。

栄町 町民向け講演会
精神障害に関する理解と家族や地域の関わりを啓発
するため、講師１名による一般町民を対象とした講演
会を開催した。

100,000 ５月２９日 90 B
 当事者や家族の参加が多く、一般の方々の参
加を促す必要があった。

栄町 町民向け講演会
医師の立場からの心の健康づくりを学ぶため、講師１
名による一般町民を対象とした講演会を２回開催し
た。

60,000
８月２７日
２月１８日

98 A
専門医ならではの視点からの講演会で、参加者
には好評だった。

栄町 町民向け講演会
弁当の日を実践し、子ども達の心の問題に取り組ん
だ教訓を普及するため、講師１名による一般町民を対
象とした講演会を開催した。

250,000 １１月１３日 80 A
最近、新聞等でも取り上げられている内容だっ
たため町外からの参加者もあり反響が多かっ
た。

１　健康福祉まつり
　(1)うつ病自己チェック
　　　112名が行い、10点以下（問題なし）は、96人（85.7%）であっ
　　た。16点以上のハイリスクは、男性 2 人( 1.7%) 女性5人 ( 4.4%)
　　であった。男女の参加割合はほぼ同数であるが、16点以上の
　　高い得点者　（症状多い）は、女性の方が男性よりも高い状況
　　であった。この男女計がハイリスク6.3％は、うつ病り患率人口の
　　3～5%に近い状況といえる。
　(2)メタボと心の健康クイズ：600人
　　　配付物・ファイル（支えよう大切な命）
　　　 　　　　・パンフレット：（支えあおう心といのち）
　      　　　　・ボールペン（あなたの心元気ですか）
２　健康増進講演会
 ・初めて心に関する講演会を行ったが、内容は大変好評にもかか
わらず、聴講者が少なかった。
３　関係者会議
　・健康づくり推進協議会年１回開催25人出席
　・上記の下部組織として、作業部会を2回開催：44人出席
　・自殺対策として、心の健康支援ネットワークワーキンググルー
　　プ2回開催：29人
　・心の健康支援ネットワークワーキンググループについては、作
　　業部会と別にして、関係者の会議を行ったが、ワーキンググ
　　ループ委員から、この組織の目的や何を具体的に行っていくか
　　が理解しづらいとの意見があり、運営について、助言者が必要
　　と感じた。

①自殺対策という重いテーマではなく、町民が興味を引くようなタイ
トルの講演会にした。
②参加者からは、次年度も開催してほしいとの意見が寄せられた。

自殺予防啓発講演会・コンサートの実施

参加やアンケートでは、ほとんどの参加から好評を得た

町の罹患率の高い疾病の専門医を招いて研修を行った

・ｽﾄﾚｽﾁｪｯｸを行う事で自らのﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽに目を向けるきっかけづく
り。
・日頃接する機会の少ない市民に自殺予防を訴えることができる。

・ｽﾄﾚｽﾁｪｯｸを行う事で自らのﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽに目を向けるきっかけづく
り。
・日頃接する機会の少ない市民に自殺予防を訴えることができる。

・対象者を限定せず広く市民に広報し募集。

精神科医による講演会を開催



栄町 町民向け講演会
自ら病に立ち向かった教訓から心の健康づくりを普及
するため、講師１名による一般町民を対象とした講演
会を開催した。

891,000 １１月１９日 450 A 町外からの参加者も多く好評だった。

栄町 町民向け講演会
思春期・青年期の心のＳＯＳについて、講師１名によ
る一般町民を対象とした講演会を開催した。

50,000 １２月２３日 35 A
ターゲットを絞ったことによって効果が上がっ
た。

大網白里
町

自殺対策啓発講
演会

自殺対策の必要性を一般住民に周知し、身近な相談
者となってもらえるように講演会を開催。

50,000 12月 90 S
自殺を特別なものと考えている方が多いと思わ
れた。一般市民の底上げがいかに重要かがわ
かったため。

睦沢町
地域自殺対策連
絡協議会の開催

自殺予防の普及啓発 20,000 12月14日 9 A
医師などの専門的な意見を交えながら検証・対
策を検討できた

睦沢町 心の健康講演会 自殺予防のための講演会を実施 285,000 2月26日 395 A
若い世代が少なく、高齢者が大部分を占めてい
た

白子町
 自殺対策講演会
の開催

自殺予防に関する意識の醸成を目的に、講演会を2
回開催。

80,000  平成23年11月 88名 B 講演会の参加者が少ない。

       

　　【その他ＴＶＣＭ、ラジオＣＭ等】

千葉市
 バス・モノレール
へのラッピング広
告作成事業

 自殺予防週間等にあわせ、自殺対策に係る普及啓
発を図るため、千葉都市モノレールへのハーフラッピ
ング、車内広告及び路線バスへの車体広告を実施。

1,869,000
９月１日～９月３０
日

B

バス・モノレールのラッピング掲載内容が標語の
みで、訴求効果はあると思われるが、掲載台数
が少なく、相談先等も掲載していないため、より
効果がある方法を検討する必要がある。

東金市 普及啓発 懸垂幕の掲示（3月自殺対策強化月間） 49,000 3月中 A 多くの人の目に触れることができた

29,240,000

74,598,148

懸垂幕

講演会終了後、精神科医師への相談ができた。相談の結果、受診
に繋がった方もある。

ターゲットが、思春期・青年期を迎えた子ども達と接する機会の多
い方々だったので、町のＰＴＡ連絡協議会と共催して実施した。

知名度の高い芸能人を招いての講演会だったため、参加者が多
かった。

郡内の担当者とも協力し、広く住民に周知できるように、ちらしを広
範囲に配布した。
アンケートの結果「理解できた。」が８３％であった。
また、自由記載欄に多くの記載があり、関心の高さが伺えた。

医師、警察、民生委員、教育委員会など各関係者により連絡協議
会を設置し、現状の検証及び対策を検討し、普及啓発に努めた

参加者の内、「参加して良かった」とする割合が約８０％有り、「次回
も続けて頂きたい」との意見も多かった。

 

事業評価 その理由期間

千葉市内で完結する路線を持つ交通事業者に対して事業を実施。
・モノレールへのハーフラッピング（1編成2両）
・モノレールへの車内広告（B3サイズ枠上160枚）
・路線バスへのパートラッピング（4事業者、計6台）

市町村事業小計

合計

担当 民間補助 事業名 事業内容 予算額 事業成果、特徴、工夫等



千葉県

　（都道府県事業）

県 自死遺族相談 自死遺族支援 2,487,000 7月20日
千葉いのちの電話に委託し、毎月第3土曜日に自死遺族
分かち合いの会を開催する。

B  実際の利用にいたる件数が少ない

県
自殺対策庁内連絡会
議

県本庁自殺対策担当課の連絡会議の開催 17,000 7月20日 県本庁自殺対策担当課の連絡会議の開催 A
県庁内の自殺対策担当者の顔の見える関係が生ま
れた。

県
自殺対策地区連絡会
議

各保健所ごとに管内の自殺対策連絡会議を開催 1,134,569 通年
各管内の関係機関と自殺対策に関する現状や課題を広く
共有した。

A
各管内の関係機関と自殺対策に関する現状や課題を
広く共有した。

県
うつ当事者ミーティング
開催

うつ当事者ミーティング開催 927,251 通年　月1回 習志野保健所、君津保健所で毎月１回開催 A 精神障害者の自殺予防につながっている。

県 ○ 自死遺族支援者研修 千葉いのちの電話ボランティアの研修会参加 20,000 11月12日 ボランティアの能力向上 A ボランティアの能力向上

県 ○
自殺防止ホームページ
の充実

NPO自殺防止ネットワーク風 480,000 通年
自殺願望のある者が、いつでもどこでもつながるような体
制の構築

A
自殺願望のある者が、いつでもどこでもつながるよう
な体制の構築

小計 5,065,820

　(市町村事業）

銚子市 地域連絡会議
地域における関係機関（全16団体）が、自殺予防の観
点をもって活動できるようにするため、市の実態とそ
の対策について協議検討する。

60,000 ８月、２月
自殺に関する対応事例の報告により、地域の実態が明ら
かになってきた。

B
自殺対策の充実に向けて、連携の強化と、さらなる検
討や取り組みが必要である。

市川市 自死遺族相談 遺族の方を対象とした相談 262,000 通年 利用者数が少ないが、実施していることが重要な事業 B  実際の利用にいたる件数が少ない

市川市 関係機関連絡会 関係機関との連携強化のための会議開催 291,000 通年 様々な分野の抱える問題を検討できる場としていること A 他の機関の動きを理解し、事業に活かすことができる

市川市
市川市自殺等実態調
査報告

市川市の自殺に関する実態を調査報告 1,040,000 通年 死亡小票からデータを抽出 A 国の統計では分からない特徴を知ることができる

市川市 テレホンガイド作成 転入者向けのテレホンガイドの作成 298,000 通年 行政以外の団体も掲載 B
震災の影響で作成が遅れ、配布時期が大幅に遅れて
しまった

市川市  相談窓口周知 懸垂幕を使用し、市民が相談しやすい環境をつくる 10,000 通年  B 評価が難しい

 船橋市
 船橋市における自殺
の実態調査

 現状分析・計画立案委託 643,000
 平成23年4月～平
成24年3月

 市内の自殺の実態調査を消防局、精神科医療機関等の
関係機関の協力を得て行った。

S
 今後の船橋市における自殺対策を進める上で貴重な
資料となった。

船橋市 自殺対策連絡会議
学識関係者、保健医療関係者、産業機関等の委員で
構成された自殺対策連絡会議の開催

180,000
平成23年10月、平
成24年2月

市内の自殺の実態調査報告等を含め、広く関係機関と自
殺対策に関する現状や課題を共有した。

A
各関係機関との自殺予防に関する現状や課題の共有
ができた。

柏市 ○ 自死遺族支援事業
千葉いのちの電話へ委託し，「わかちあいの会」年間
6回，「自死遺族支援講演会」事業1回の実施

300,000
平成23年4月20日
～平成24年3月22
日

 奇数月第二日曜日に定期開催で実施した。 A
 多くの自死遺族の分かち合いの場を設置することが
でき，効果があったと考える。

（ⅴ）強化モデル事業

担当 民間補助 事業名 事業内容 予算額 期間 事業成果、特徴、工夫等 事業評価 その理由

担当 民間補助 事業名 事業内容 その理由事業評価事業成果、特徴、工夫等期間予算額



柏市 ○
自殺危険性の調査研
究事業

生活保護受給者，就職困難者，自殺未遂者，自死遺
族，健常者などに対して，うつ・不安症状，問題解決
能力，ストレス対処法などに関する質問紙調査を行
い，自殺ハイリスク群の特徴を同定するための研究を
行う。

2,000,000
平成23年10月1日
～平成24年3月31
日

平成２０年１月～２２年１２月の柏市民の死亡個表の分析
をすることができた。

A
柏市民の自殺者の要因が解明され，次年度以降の施
策に反映でき，効果があったと考える。

我孫子市
「自殺対策協議会」の
開催

地域における情報の共有や連帯体制の確立を目的
に、医療、警察、関係機関・団体等で構成する自殺対
策協議会を開催。

48,000 8月1日、1月24日

・協議会には医療関係者、福祉関係者等14名で構成。こ
のうち参加人数は第1回11名、第2回11名。
・協議会での意見を受け、「自殺予防対策に関するアン
ケート」を実施した。

A

地域における自殺予防の連携が強化され、市の自殺
対策事業に対し協力をいただける仕組みができてい
る。

我孫子市
「自殺予防対策アン
ケート」の実施

統計的解析からでは見えてこない地域の自殺の背景
を知り、より有効な自殺対策事業につなげる目的で実
施。

― 9月

・調査対象は市内医療機関、市内薬局、消費生活相談員
（128か所）。回答数63か所、回収率49.22%。

B

日ごろハイリスク者に接する人にとって必要な事業方
針を考える材料となった。また市の自殺対策事業及び
各種相談窓口についての周知にもつながった。

富津市 自殺対策検討事業
自殺対策推進協議会を開催し、事業内容等を検討す
る

10,000 1月27日 保健所・警察・消防・民生委員等を委員とした A 各部署における意見が聞かれて参考となった

浦安市 無
いのちとこころの支援
対策協議会

自殺対策に関する協議会を開催した 179,000 H23.4.1-H24.3.31 関係機関が情報を共有し、連携を図った S
定期的、継続的に協議会を開催することにより、関係
機関が連携することができた。

小計 5,321,000

合計 10,386,820

※事業評価
S
A
B
C
D 有効でない

非常に有効である
有効である
有効であるが、一部に見直しが必要である
あまり有効でなく、大幅な見直しが必要である



千葉県

　（都道府県事業）

県 うつ病医療連携講習会
静岡県精神保健福祉センター長を招いて、うつ病医
療連携講習会を開催

58,180 9月7日、8日
県内の医療関係者、行政関係者に事業についての理解
を深めることができた。

S
県内の医療関係者、行政関係者に事業についての理
解を深めることができた。

県 うつ病医療連携検討会
事業を展開する市川市医師会管内の医療関係者に
よる会議の開催

114,922 1月16日
事業を実施する市川市医師会管内の医師を集め、事業
開始に当たっての問題点について議論した。

S 3月からの連携開始につながった。

県
うつ病医療連携紹介状

の印刷
連携するための紹介状の印刷 94,395 3月

連携するための紹介状により、かかりつけ医、精神科医
及び保健所の情報共有を図る。（患者の個人情報以外）

S よりよい連携につながると考える。

県
震災被災地メンタルケ
ア

県内の東日本大震災被災者メンタルケアの実施 4,663,676 通年 ケアチームの巡回訪問、ケアコールセンターの設置 S 被災地の自殺予防に大変有用であった。

県 ○
認知行動療法による、
精神科医療につなぐ体
制を構築

千葉大学大学院医学研究院において認知行動療法
を実践できる医師、看護師、精神保健福祉士を養成
し、精神科医療につなぐ体制を構築する。

8,600,000 通年
認知行動療法をうつ病治療に有効であることを示し、実践
できる者を精神医療以外の分野でも養成する。

A
認知行動療法を実践できる者を精神医療以外の分野
でも養成した。

県 ○ うつ病医療体制強化
千葉県精神神経科診療所協会において、ホームペー
ジ、交通広告を活用しうつ病を疑われる患者を精神医
療につなぐ体制を構築する。

9,073,000 通年
うつ傾向がある患者が、利用しやすいホームページと交
通広告により、精神科医療機関につながるように工夫し
た。

A
ホームページアクセスが前年比3割増えた。精神科医
療機関のハードルが低くなったと意見も寄せられた。

小計 22,604,173

　(市町村事業）

 　 　   　 　

 　 　   　 　

小計  

合計 22,604,173

※事業評価
S
A
B
C
D

あまり有効でなく、大幅な見直しが必要である
有効でない

事業成果、特徴、工夫等 事業評価 その理由

非常に有効である
有効である
有効であるが、一部に見直しが必要である

期間担当 民間補助 事業名 事業内容 予算額

（ⅵ）うつ医療体制強化事業

担当 民間補助 事業名 事業内容 予算額 期間 事業成果、特徴、工夫等 事業評価 その理由


