
第３章 関係機関・団体等における自殺対策の取組 
 本県における自殺の現状と課題を踏まえ、各機関・団体等がそれぞれ取り組

んでいくこととしている施策について、分類します。 
 施策ごとにその主たる実施機関・団体等を記載していますが、それぞれ個々

に各施策を実施するのではなく、各機関・団体等が連携・協力しながら、県民

の理解と協力により、施策を推進します。 
 また、自殺対策の取組を、以下の４段階で分類し推進します。 
 ①事前予防：県民に対し、うつ病等精神疾患や自殺に関する知識の普及・  

啓発を進めるとともに、地域活動の中心となる人材等に対する

研修を実施し、地域や家庭で気づきと見守りが出来るような 

地域づくりを進めます。 
 ②危機対応：自殺のハイリスク者への支援体制及び、自殺未遂者の再度の  

自殺を防ぐことができるよう様々な相談窓口の充実を図ります。 
 ③事後対応：自殺された方の家族や周囲の関係者への支援体制及び、遺され

た方の心理的影響を和らげることができるよう相談窓口や、 
わかちあいの会の充実を図ります。 

 ④対応段階を特定しない対応：事前予防、危機対応、事後対応に分類できな
い対応とします。 

 
 なお、各施策については、自殺をめぐる社会・経済情勢の変化等を踏まえ、
必要に応じて見直しを行うものとします。 
 
 

1 自殺の実態を明らかにする 
 
   効果的な自殺対策につながる調査研究を進めるとともに、情報の収集 

及び提供等を推進します。 
 
 （１）千葉県における自殺の統計・分析 
    千葉県における自殺の統計作成及び調査、分析を行います。     

＜事前予防＞ 県衛生研究所・県健康づくり支援課 
 
（２）自殺未遂者、遺族等の実態調査の促進 
   自殺未遂者や自死遺族等への意識調査等を行います。＜事前予防＞ 
   県健康づくり支援課・県精神保健福祉センター 
 
（３）既存資料の活用 

    自殺関連情報について、関係機関と共有・分析し実態解明に努めます。 
＜事前予防＞ 

    県健康づくり支援課・県衛生研究所・県精神保健福祉センター・   
県健康福祉センター・保健所設置市（千葉市・船橋市・柏市）・ 



県警察本部 
 
（４）地域における自殺の現状分析 
   自殺統計資料等から地域の状況を把握するとともに対策を検討します。

＜事前予防＞ 
県健康福祉センター・市町村 

 
 
２ 県民一人ひとりの気づきと見守りを促す 

 
   自殺やうつ病等精神疾患について、正しい知識の普及を図り、自殺の  

危険を示すサインや危険に気づいた時の対応方法等について県民の理解を
促進するため、教育活動や広報活動等を通じた自殺防止の啓発事業を実施
します。 

 
 （１）啓発事業の実施 
 
  ①フォーラムや講演会等の実施 

広く県民を対象としたフォーラムや講演会等を実施します。     
＜事前予防＞ 

   県健康づくり支援課・県精神保健福祉センター・県健康福祉センター・
市町村・千葉いのちの電話 

 
    障害者相互及び地域住民との交流により障害者に対する理解促進を 

図ります。＜事前予防＞ 県障害福祉課 
 

自殺予防に関する専門職向けのセミナーを開催するとともに、一般 
県民向けの講座や講演会を実施します。＜事前予防＞ 
千葉大学大学院医学研究院（認知行動療法啓発事業）・県精神保健福祉 
センター 

 
自死遺族支援に関する公開講座等を開催します。＜事後対応＞ 
千葉いのちの電話 

 
うつ病の体験談や心の健康に関する情報提供などのセミナーを開催

します。＜事前予防＞ NPO 法人ザフト 
 
  ②啓発冊子・パンフレット等の配布 
   県民を対象とした普及啓発用の冊子やパンフレットを作成・配布します。 
   ＜事前予防＞ 
   県健康づくり支援課・県精神保健福祉センター・県健康福祉センター・

市町村 
    
 （２）児童生徒の自殺予防教育の実施 
    学校において、いじめや不登校など児童生徒の抱える悩みの解消を図

るとともに、児童生徒が命の大切さを実感できる教育を推進します。 



    学校において、生徒が様々なテーマで心豊かに生きること、自分と他
人の命の大切にする心をはぐくむための体験活動等の実施をします。 
＜事前予防＞ 県教育庁 

 
（３）健康教育等の実施 

    うつ病等精神疾患に対しての正しい理解と予防について、啓発・健康
教育を実施します。 
＜事前予防＞ 県健康福祉センター・保健所設置市 

 
 （４）インターネット上の自殺予告対策の実施 
    ネット安全教室を通じ、フィルターリングソフトの普及促進、インタ

ーネット利用のモラルとマナーについて、広報啓発を実施します。 
＜事前予防＞ 県警察本部 

 
 

３ 早期対応の中心的役割を果たす人材を養成する 
 
   自殺のハイリスク者の早期発見、早期対応を図るため、自殺の危険を示

すサインに気づき、適切な対応を図ることができる人材等を養成します。 
 
 （１）かかりつけ医等のうつ病等精神疾患の診断・治療技術の向上 
    地域のかかりつけ医が、うつ病等精神疾患の人の診断・治療を適切に

行うとともに、必要に応じ、精神科医につなげる一般診療科医と精神科
医の連携体制の構築を図るため研修会等を実施します。 

   ＜事前予防・危機対応＞ 
   千葉県医師会・千葉県精神神経科診療所協会・県健康づくり支援課 
 
 （２）教職員等に対する普及啓発等の実施 
    教職員等に対して、各地区での研修会等で、うつ病等精神疾患に対す

る理解を促し、教育支援を図ります。 
＜事前予防＞ 県教育庁・市町村 

 
    養護教諭を対象に保健室における相談活動の知識や技術の向上を図り

ます。＜事前予防＞ 県教育庁 
 
 （３）地域保健スタッフや産業保健スタッフの資質の向上 
    保健所、市町村、医療機関、中核支援センター等の相談支援に当たる

スタッフを対象に研修を実施します。 
＜事前予防＞ 県健康づくり支援課・県精神保健福祉センター・ 
県健康福祉センター・市町村 

 
    県内看護職員の資質の向上を図るため、看護教育分野などの研修を行

います。＜事前予防＞ 県医療整備課・県健康福祉センター 
 

    高齢者虐待を防ぎ高齢者の権利利益を擁護するため、市町村職員を 
対象とした研修等を実施します。＜事前予防＞ 県高齢者福祉課 



産業保健関係者を対象に精神科医やカウンセラーが講義するメンタル
ヘルスセミナーを開催します。＜事前予防＞千葉産業保健推進センター 
 
自殺予防に関する専門職向けのセミナーを開催するとともに、一般  

県民向けの講座や講演会を実施します。＜事前予防＞ 
千葉大学大学院医学研究院（認知行動療法啓発事業）・県精神保健福祉 
センター ＜再掲＞ 

 
うつ状態の病態生理や認知行動療法等に関する研修会を開催します。 
＜事前予防＞ 千葉県看護協会 

 
 （４）民生委員・児童委員等への研修の実施 
    各地域の民生委員・児童委員等を対象として、研修を実施します。  

＜事前予防＞ 県健康福祉センター・市町村 
 
 （５）消費・生活・労働・法律等の相談員の資質の向上 
    相談窓口担当者会議等を開催し、窓口間の連携を図るとともに、研修

会等を通じて、相談員の資質の向上を図ります。 
   ＜事前予防・危機対応＞ 
   県県民生活課・県雇用労働課・県健康づくり支援課・ 

県消費者センター・市町村・千葉県弁護士会・千葉司法書士会 
 
 （６）遺族等に対応する公的機関の職員の資質向上 
    保健所、市町村、警察、消防等の遺族に接する機会の多い職員に対す

る遺族支援研修会を実施します。＜事後対応＞ 
   県健康づくり支援課・県精神保健福祉センター 
 
 （７）介護支援専門員等に対する研修の実施 
    介護支援専門員等を対象として、介護予防事業や地域包括的ケアを 

推進するための研修を行います。＜事前予防＞ 県保険指導課・ 
   千葉県弁護士会 
 
 

４ 心の健康づくりを進める 
 
    自殺の原因となる様々なストレスについて、要因の軽減及び適切な 

対応等、心の健康の保持増進のための職場、地域、学校における体制  
整備を進めます。 

 
（１）職場におけるメンタルヘルス対策の推進 

 
「労働者の心の健康の保持増進のための指針」の周知及びメンタルヘル
ス対策支援センターの利用勧奨を行います。＜事前予防＞ 
千葉労働局労働基準部安全衛生課 
 
 



過重労働対策として、労働者の法定労働条件を確保するため、労働基
準法関係法令順守のための監督指導・個別指導等を実施します。 
＜事前予防＞ 千葉労働局労働基準部安全衛生課 
 
ストレスに対する理解と看護職とうつに関する研修会を実施します。 

＜事前予防＞ 千葉県看護協会 
 
（２）地域における心の健康づくり推進体制の整備 

 
様々な悩みを抱える女性や男性の相談ニーズを踏まえ、ちば県民共生

センターにおいて、電話相談とカウンセリングを中心とした総合相談 
事業を実施します。＜事前予防・危機対応＞ 

   県男女共同参画課・ちば県民共生センター 
 
    県内在住の外国人が快適な生活を送ることができるよう電話相談を実

施します。＜事前予防・危機対応＞ 県国際室 
 
    県内の労働者、使用者及び県民を対象に労働問題に関する相談事業を

実施、また、県内の労働者及びその家族、使用者や会社の上司、同僚を
対象に心の健康に関する相談事業を実施します。 
＜事前予防・危機対応＞ 県雇用労働課 

 
    県内の労働者、使用者及び県民を対象に労働問題に関する相談事業を

実施します。＜事前予防・危機対応＞ 
   千葉県弁護士会・千葉司法書士会 
 
    健康福祉センターにおいて、身体的・精神的な悩みを有する方を対象

に、健康相談等の各種支援事業を実施します。＜事前予防・危機対応＞ 
   県健康づくり支援課・県健康福祉センター 
 
    難病患者及びその家族等を対象に難病についての相談事業を実施しま

す。 
    県民を対象にエイズ・ＳＴＤ（性感染症）についての相談事業を実施

します。＜事前予防・危機対応＞ 
    県疾病対策課・県健康福祉センター・保健所設置市 
 
    地域に密着した相談・支援体制を強化するため、虐待や非行等の問題

につき、児童や家庭、地域住民などからの相談に応じ、必要な助言、指
導を行います。＜事前予防・危機対応＞ 

   県児童家庭課・県児童相談所 
 
    介護者を対象に日常の介護で抱えている悩み・不安等に関する相談事

業を実施します。＜事前予防・危機対応＞ 
 県高齢者福祉課 

 
    県民を対象に精神保健福祉相談（心の健康相談）を実施します。 



＜事前予防・危機対応＞ 県障害福祉課・県精神保健福祉センター・  
県健康福祉センター・保健所設置市 

 
    うつ病等の精神疾患や自殺に関し、精神科医や精神保健福祉士等を 

講師に講演会等を開催し、また、精神保健福祉関係機関に対する講演と  
情報交換を実施します。＜事前予防＞ 

   県健康福祉センター・県精神保健福祉センター 
 
    精神保健に関する相談、心の相談、育児不安等母親のメンタルヘルス

の相談を行います。＜事前予防＞ 市町村 
 

精神科医やカウンセラーがメンタルヘルス対策全般についての相談に
対応します。（メンタルヘルス総合相談業務）＜事前予防＞ 
千葉産業保健推進センター 

 
「一人で悩まないで相談事業」を３６５日、２４時間行います。 

＜事前予防・危機対応・事後対応＞ 千葉いのちの電話 
 
 （３）学校における心の健康づくり推進体制の整備 
    スクールカウンセラーを配置している私立小・中・高等学校に対して

補助金を交付し、また、公立中学校と県立高校にスクールカウンセラー
等を配置、校内相談体制の充実を図ります。 
＜事前予防・危機対応・事後対応＞ 県学事課・県教育庁 

 
    各高等技術専門校に相談箱を設置し、訓練生に対する各種相談に応じ、

高等技術専門校の訓練生及び指導員を対象に心の健康に関する啓発等を
行います。＜事前予防＞ 県産業人材課 

 
    県立保健医療大学等で修学する学生の修学面・生活面・健康面等日常

における様々な悩みに対して、解決の一助としての相談員を雇用し、  
学生の心のケアに努めます。＜事前予防＞ 県医療整備課 

 
 

５ 適切な精神科医療を受けられるようにする 
 
 （１）うつ病等精神疾患患者の受診率の向上 
    精神科医療センターにおいて，県内外から精神科医療技術者の研修等

を積極的に受け入れると同時に、医療技術者養成校への技術支援を行い
ます。＜事前予防＞ 県病院局 

 
    精神保健福祉相談・診療を実施します。 
    県民を対象に精神保健福祉相談（心の健康相談）を行い、精神医療・

社会復帰に関する情報提供を実施します。 
   ＜事前予防＞ 県障害福祉課・県精神保健福祉センター 
 
 



    医療に関する患者・家族等の苦情や相談に対応し、医療機関への情報
提供等を実施します。 

    個人の特徴に応じた健康づくりや医療管理を行うための医療機関の
「かかりつけ医制度」を推進します。＜事前予防＞ 県医療整備課 

 
    うつ病当事者ミーティングの開催、地域精神保健福祉連絡協議会  

（保健医療部会）、精神保健福祉相談・訪問指導、男性・女性の健康相談、
思春期保健事業、母子保健推進協議会（周産期メンタルヘルスに関する
事例検討会(仮称)）、心の健康相談事業（精神保健福祉事業）、断酒学級
（精神保健福祉事業）、薬物家族ミーティング（精神保健福祉事業）を開
催します。＜事前予防＞ 

   県健康福祉センター・保健所設置市・県精神保健福祉センター 
 

精神障害者に対して家族訪問等を通して、受診勧奨、定期通院の確認 
   精神科専門医による無料相談会を実施します。＜事前予防＞ 
   市町村 
 
 （３）慢性疾患患者等に対する支援 
    難病患者及びその家族等を対象に難病についての相談事業を実施しま

す。 
    県民を対象にエイズ・ＳＴＤ（性感染症）についての相談事業を実施

します。＜事前予防＞ 
   県疾病対策課・県健康福祉センター・保健所設置市 ＜再掲＞ 
 
 

６ 社会的な取組で自殺を防ぐ 
 
    社会的要因を含む様々要因により自殺のハイリスク者に対し、社会的

な支援の手を差し伸べることにより自殺を防止します。 
 
 （１）地域における相談体制の充実 
    自殺や様々な心の悩みの相談に応じます。＜危機対応＞ 
    千葉いのちの電話・県精神保健福祉センター・県健康福祉センター・

市町村・千葉県弁護士会 
 
過重労働対策として、労働者の法定労働条件を確保するため、労働基

準法関係法令順守のための監督指導・個別指導等を実施します。 
＜事前予防＞ 千葉労働局労働基準部安全衛生課 ＜再掲＞ 
 
様々な悩みを抱える女性や男性の相談ニーズを踏まえ、ちば県民共生

センターにおいて、電話相談とカウンセリングを中心とした総合相談 
事業を実施します。＜事前予防・危機対応＞  

   県男女共同参画課・ちば県民共生センター ＜再掲＞ 
 
    県内在住の外国人が快適な生活を送ることができるよう電話相談を 

実施します。＜事前予防・危機対応＞ 県国際室 ＜再掲＞ 



    県内の労働者、使用者及び県民を対象に労働問題に関する相談事業を
実施、また、県内の労働者及びその家族、使用者や会社の上司、同僚を
対象に心の健康に関する相談事業を実施します。 
＜事前予防・危機対応＞ 県雇用労働課 ＜再掲＞ 

 
    県内の労働者、使用者及び県民を対象に労働問題に関する相談事業を

実施します。 
＜事前予防・危機対応＞ 千葉県弁護士会・千葉司法書士会 ＜再掲＞ 

 
    交通事故相談事業を実施します。＜事前予防・危機対応＞ 
    県生活・交通安全課 
 

健康福祉センターにおいて、身体的・精神的な悩みを有する方を対象
に、健康相談等の各種支援事業を実施します。＜事前予防・危機対応＞ 

   県健康づくり支援課・県健康福祉センター ＜再掲＞ 
 
    難病患者及びその家族等を対象に難病についての相談事業を実施しま

す。 
    県民を対象にエイズ・ＳＴＤ（性感染症）についての相談事業を実施

します。＜事前予防・危機対応＞ 
   県疾病対策課・県健康福祉センター・保健所設置市 ＜再掲＞ 
 
    地域に密着した相談・支援体制を強化するため、虐待や非行等の問題

につき、児童や家庭、地域住民などからの相談に応じ、必要な助言、   
指導を行います。＜事前予防・危機対応＞ 

   県児童家庭課・県児童相談所 ＜再掲＞ 
 
    介護者を対象に日常の介護で抱えている悩み・不安等に関する相談事

業を実施します。＜事前予防・危機対応＞ 
 県高齢者福祉課 ＜再掲＞ 

 
    県民を対象に精神保健福祉相談（心の健康相談）を実施します。   

＜事前予防・危機対応＞ 
   県障害福祉課・県精神保健福祉センター・県健康福祉センター＜再掲＞ 
    
    うつ病等の精神疾患や自殺に関し、精神科医や精神保健福祉士等を講

師に講演会等を開催し、また、精神保健福祉関係機関に対する講演と  
情報交換を実施します。＜事前予防＞ 

   県健康福祉センター・県精神保健福祉センター ＜再掲＞ 
 
    心の健康相談を実施します。＜事前予防・危機対応＞ 
    県精神保健福祉センター・県健康福祉センター ＜再掲＞ 
 
    精神保健に関する相談、心の相談、育児不安等母親のメンタルヘルス

の相談を行います。＜事前予防・危機対応＞ 市町村 
精神科医やカウンセラーがメンタルヘルス対策全般についての相談に



対応します。（メンタルヘルス総合相談業務）＜事前予防・危機対応＞ 
千葉産業保健推進センター ＜再掲＞ 

 
「一人で悩まないで相談事業」を３６５日、２４時間行っています。 
＜事前予防・危機対応・事後対応＞ 千葉いのちの電話 ＜再掲＞ 

 
    住民に対する啓発・情報提供、地域における自殺対策の推進を実施し

ます。＜事前予防＞ 県健康福祉センター・市町村 
 
    普及啓発冊子・ホームページを作成します。＜事前予防＞ 
    県健康づくり支援課・県精神保健福祉センター 
 

うつ病当事者や家族がありのままを話せることができ、他の苦しんで
いる人の参考になる話を聞くことができる場を提供します。（うつ病当事
者・家族のための座談会、おしゃべり広場）＜事前予防＞ 
NPO 法人ザフト 

 
 （２）多重債務者への相談窓口の充実 
    消費者金融を始め、ローン及びクレジット等に関する債務者等からの

苦情や相談に応じ、助言又は債務整理等への誘導を行います。 
    なお、ヤミ金融にかかる相談については、警察へ情報提供します。 

＜事前予防・危機対応＞ 県県民生活課・県消費者センター・市町村 
 
    多重債務問題が深刻化していることから、相談窓口の整備・充実を始

め、「県多重債務問題対策本部」を中心として、この問題の周知・啓発活
動を行うとともに、関係機関の連携、相談体制の強化及び無料相談会を
実施します。＜事前予防・危機対応＞ 

   県県民生活課・千葉県弁護士会・千葉司法書士会・多重債務者支援団体
市町村 

 
    クレジット・サラ金や多重債務者からの債務整理等の法律無料相談を

行います。 ＜事前予防＞ 千葉県弁護士会・千葉司法書士会 
 

多重債務者に対する相談・弁護士・司法書士費用の立替え(民事法律 
扶助業務)を行います。＜事前予防・危機対応＞ 法テラス千葉 

 
 （３）失業者等に対する相談事業の実施 
    失業者等からの様々な相談に応じます。 
 

失業者等に対して、ハローワーク等の窓口での職業相談と併せ、失業
に直面した際に生じる生活上の問題に関する相談を行います。 
＜事前予防・危機対応＞  
千葉労働局職業安定部職業安定課・千葉県弁護士会 

 
 （４）生活困窮者等の生活再建に向けたセーフティネット貸付 
    失業等により生活に困窮している人に対し、生活再建に向けた相談を



行うとともに、生活再建までの間に必要な生活費などを、無利子若しく
は低金利で貸し付けことにより、生活再建を支援します。 

   ＜事前予防・危機対応＞ 県社会福祉協議会・市町村社会福祉協議会 
 
 （５）経営者に対する相談事業の実施 
    中小企業等の経営者からの相談に応じます。 
    小規模事業経営支援事業費補助金の一事業として、倒産の恐れのある

中小企業からの相談に対応します。＜事前予防・危機対応＞ 
   県経済政策課 
 
    中小企業者等が抱える様々な課題の解決を支援するため、相談窓口に

おいて、専門家及び職員による適時、適切な指導、助言を行います。 
    中小企業者が抱える様々な課題に対して、専門家を活用した経営診断、

技術助言を行うことによりその解決を支援します。 
    県制度融資（中小企業振興資金）により中小企業の資金繰り支援を行

い、特にセーフティネット資金により売上減少等により経営の悪化して
いる中小企業者に対する資金繰り支援を行います。 
＜事前予防・危機対応＞ 県経営支援課 

 
    破産や民事再生等の相談・申立等について対応します。 
    ＜事前予防・危機対応＞ 千葉県弁護士会 
 
 （６）インターネット上の自殺関連情報への適切な対応 
    インターネット上の有害な自殺関連情報に適切に対応します。     
 
    自殺予告事案の通報を認知した場合は、ガイドラインに基づいて迅速、

的確な対応を実施します。＜危機対応＞ 県警察本部 
 
 （７）介護者への支援の充実 
    介護者を対象に日常の介護で抱えている悩み・不安等に関する相談事

業を実施します。＜事前予防・危機対応＞ 県高齢者福祉課 ＜再掲＞ 
 
 （８）いじめを苦にした子ども自殺予防 
    子どもと親のサポートセンターにて子どもや保護者の悩みに対応し 

ます。＜事前予防＞ 県教育庁・千葉県弁護士会 
 
 （９）自殺するおそれのある行方不明者に関する発見活動を適切に実施し  

ます。 ＜危機対応＞ 県警察本部 
     
 （10）地域での連携体制の確立 
    自殺対策地区連絡会議を開催します。 

事前予防＞ 県健康福祉センター・保健所設置市 
  
（11）相談窓口の連携強化 

    各種相談窓口の充実、整備を図るとともに、自殺対策連絡会議等の  
開催により、相談機関相互の情報共有や連携体制の強化を推進します。 



   ＜事前予防・危機対応＞ 市町村・県健康福祉センター・県健康づくり
支援課 

 
 

７ 自殺未遂者の再度の自殺を防ぐ 
 
    自殺未遂者の再度の自殺を防ぐため、心理的ケアや自殺の原因となっ

た社会的要因に対する取組を支援します。 
 
 （１）救急医療機関における精神科医等による診療体制等の充実 
    救急医療機関に搬送された自殺未遂者に対し、精神科の医療機関への

受診につながる連携システムを構築します。 
＜危機対応＞ 県健康づくり支援課・県障害福祉課・県病院局・    
千葉県医師会 

 
 （２）家族等の身近な人の見守りに対する支援 
    自殺未遂事案を認知した場合は、警察、消防、保健所、医療機関、   

市町村等が連携し、家族や職場とともに自殺未遂者を支援します。 
   ＜事後対応＞ 

県健康福祉センター・保健所設置市・市町村・県警察本部・消防 
 
（３）地域での訪問事業の実施 

こころの健康に関する相談、精神保健福祉相談員・看護師による相談、
訪問援助と精神科嘱託医師による定例相談及び訪問指導を実施します。 

＜事後対応＞ 県健康福祉センター 
 
保健師等の訪問を実施し、再度の自殺を防ぎます。＜事前予防＞ 
県健康福祉センター・市町村 
 

（４）うつ病当事者・家族の自助グループへの支援を行います。 
＜事後対応＞ 県精神保健福祉センター・県健康福祉センター・   
保健所設置市 

 
 

８ 遺された人の苦痛を和らげる 
 

自殺の発生直後に遺された人の心理的的影響を和らげるためのケアを
行うとともに、遺族のための自助グループ等の地域における活動を支援
します。 

 
 （１）自殺者の遺族のための自助グループの運営支援 
    自死遺族わかちあいの会への支援を行います。 
    遺された家族の回復や支援に関するセミナーをカウンセラーや保健師

等を講師に開催します。 
    ＜事後対応＞ 
    県健康づくり支援課・県健康福祉センター・県精神保健福祉センター・



千葉いのちの電話 
 
（２）学校、職場等での事後対応の促進 

職場での自殺や自殺未遂の発生直後の周囲の人々に対する心理的ケア
のため「職場における自殺予防と対策」の普及啓発を行います。 
＜事後対応＞ 千葉労働局労働基準部安全衛生課 

 
 （３）遺族のための各種相談窓口等の周知 
    遺族のための各種相談窓口等を紹介した自死遺族向けのパンフレット

を作成し、遺族と接する機会の多い関係機関等での配布を促進します。 
    ＜事後対応＞ 県健康づくり支援課・県精神保健福祉センター 
 
 （４）自死遺族支援 

自死遺族の心の相談を実施し、支援講演会等を実施します。 
＜事後対応＞ 
千葉いのちの電話・県健康福祉センター・市町村 
 
 

９ 民間団体との連携を強化する 
 
    自殺対策を進めるうえで、民間団体の活動は不可欠であることから、

民間団体の活動を支援します。 
 
 （１）民間団体等への人材育成に対する支援 
    千葉いのちの電話など民間団体等への人材育成に協力します。 
    ＜事前予防＞ 県健康づくり支援課・県健康福祉指導課・県精神保健

福祉センター 
 
 （２）地域における連携体制の確立 
 
    地域ネットワークの構築 
    地域に応じた自殺対策を推進するため、地域で自殺予防連絡会議を 

開催するなど地域のネットワークを整備し、民間団体等と連携をして 
自殺対策を推進する体制を整備します。＜対応段階を特定しない＞ 

   市町村・県健康福祉センター・県健康づくり支援課・県精神保健福祉セ
ンター 

 
    市町村が地域の特性に応じた自殺対策を推進していけるよう、自殺 

対策地区連絡会議、地域精神保健福祉連絡協議会等の開催を通じて、市
町村の体制整備を支援します。 ＜事前予防＞ 県健康福祉センター 

 
    県及び各健康福祉センターに設置している地域・職域連携推進協議会

において、地域の健康課題としてメンタルヘルス対策や自殺予防対策に
ついて協議を行います。＜事前予防＞ 
県健康づくり支援課・県健康福祉センター 

 



 （３）民間団体等の電話相談事業に対する支援 
    千葉いのちの電話の２４時間相談体制の支援を行います。 
    ＜危機対応＞ 
    県健康づくり支援課・県健康福祉指導課・千葉いのちの電話 
 
（４）インターネット関連による自殺予防策 

県内のプロバイダー事業社２４社で構成する「千葉県インターネット 
防犯連絡協議会」の活動を促進していきます。＜事前予防＞ 
県警察本部 


