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第4章　福岡市における対策の現状と課題及び今後の取り組み

前計画における福岡市及び関係機関・団体の取り組み項目1

　前計画では、旧大綱※2に基づき、福岡市及び関係機関・団体が様々な取り組みを行い

ました。新計画では、新大綱※2に基づき、新たな取り組みを加え、自殺対策を推進します。

　本章では、前計画における取り組み状況のまとめと数値目標の達成状況、及び今後

の取り組みについて、記載します。

（１） 自殺の実態解明

（２） 市民一人ひとりの気づきと見守りの促進

（３） 早期対応の中心的役割を果たす人材の養成

（４） 心の健康づくりの推進

（５） 適切な精神科医療の確保

（６） 社会的な取り組みの促進

（７） 自殺未遂者の再度の自殺防止

（８） 自死遺族支援

（９） 民間団体との連携強化
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2 前計画の取り組み

　関係機関・団体によるこれまでの取り組み状況について、平成28年6月にアン

ケート調査を行ったところ、ほとんどの項目が「推進中」「一部実施」となっており、

個々の取り組みについては、概ね計画通り進行していることがうかがえます。

　福岡市では、平成25年度に自殺予防情報センターを設置し、相談体制の充実、ハ

イリスク者支援強化を図りました。その後、平成26年度までの「地域自殺対策緊急

強化基金」に代わり、平成27年度に創設された「地域自殺対策強化交付金※8」を

活用して、ハイリスク者の支援における関係機関の連携体制構築や、若年層対策と

して教職員の自殺予防のための対応力向上研修などを行いました。

　一方、計画改定に関する検討部会の意見として、「各分野の支援機関が自殺の切

迫している方を少なからず支援している現状があるが、問題が多岐にわたり一機

関では対応が困難な事例もあるため、自殺対策における高度な対応力の向上やさ

らなる関係機関・団体の連携が必要」であることなどが指摘されています。

　関係機関・団体の具体的な取り組みの状況については、資料編（106頁から114

頁）に掲載しています。

（１）前計画の取り組みのまとめ
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第4章　福岡市における対策の現状と課題及び今後の取り組み

　自殺者数は、平成28年に233人と目標値を大幅に達成し、平成17年と比べ

28%減少しました。特に前計画期間（平成25年度～平成28年度）の減少が顕著で

す。自殺者数は、全国的にも同様に減少傾向であり、平成21年度より福岡市自殺対

策総合計画に基づき、関係機関・団体と協働して取り組んだ自殺対策の成果が、

徐々に表れてきたものと考えております。

　一方、「こころの相談に関して各区保健福祉センターや精神保健福祉センター

が相談窓口であることを知っている市民の割合」、「うつ病には様々な身体症状が

あることを知っている市民の割合」は、取り組みにも関わらず、成果が得られてお

りません。相談窓口については、市ホームページや市政だよりの掲載、リーフレット

の窓口設置や各講演会での配布等により周知に努めましたが、今後はさらに、関

係機関・団体にも協力を得て一層の周知に努めます。うつ病の正しい知識の普及

については、うつ病予防教室や講演会、各区健康フェアでのうつ予防コーナー展

示等を継続しておりますが、今後もうつ病の正しい知識の普及に向けてさらに努

力してまいります。

１）自殺者数
　　平成17年321人から平成28年までに256人以下へ（20％減）

（２）前計画の数値目標の状況

現状：平成28年　233人

（厚生労働省　人口動態統計※6）

２）こころの相談に関して各区保健福祉センターや精神保健福祉センターが相談窓口で
　あることを知っている市民の割合
　　平成24年：30．8％から　平成28年：50%に

現状：平成28年　27．8％

（福岡市実施　市民の健康づくりに関するアンケート調査※12）

３）うつ病には様々な身体症状があることを知っている市民の割合
　　平成24年：63．7％から　平成28年：80％に

現状：平成28年　67．7％

（福岡市実施　市民の健康づくりに関するアンケート調査※12）
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関係機関・団体の取り組みの現状・課題及び今後の取り組み3

　本項では、新大綱※2に基づき、今後の取り組みについて、記載します。

（１） 市民一人ひとりの気づきと見守りを促す

（２） 自殺総合対策の推進に資する調査研究等を推進する

（３） 自殺対策に係る人材の確保、養成及び資質の向上を図る

（４） 心の健康を支援する環境の整備と心の健康づくりを推進する

（５） 適切な精神保健医療福祉サービスを受けられるようにする

（６） 社会全体の自殺リスクを低下させる

（７） 自殺未遂者の再度の自殺企図を防ぐ

（８） 遺された人への支援を充実する

（９） 民間団体との連携を強化する

（10）子ども・若者の自殺対策を更に推進する

（11）勤務問題による自殺対策を更に推進する
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第4章　福岡市における対策の現状と課題及び今後の取り組み

　自殺は身近な問題であることを市民が認識し、一人ひとりが主役となる取り組

みを推進することが重要であり、様々な啓発に努めています。

＜主な実績＞

①自殺に関する普及啓発

○9月、3月に福岡市自殺予防キャンペーンを実施し、その一環として「身近な自殺

　問題～福岡市フォーラム」など様々なイベントを開催したほか、関係機関・団体

　においても、自殺対策に関する講演会・研修会を開催しました。

　[身近な自殺問題～福岡市フォーラム]

　25年度…121名　26年度…132名　27年度…175名　

　28年度…109名

②うつ病に関する普及啓発

○うつ病の市民講演会等を開催し、正しい知識の普及に努めました。また、こころ

　の健康チェック等から相談につなぐことで、うつ状態にある方の早期介入に努

　めました。

  [うつ病予防教室（区保健福祉センター）]

　25年度…450名　26年度…427名　27年度…314名　

　28年度…284名

　自殺に追い込まれるという危機に陥った人の心情が理解されにくい現実があ
ります。自殺の問題は一部の人の問題ではなく、誰もが当事者となり得る問題で
あることの理解の促進など一層の普及啓発が求められます。

○「自殺対策」を目的とした講演会・イベントにおいて、社会情勢に応じ、市民の関
　心を引く企画や市民が参加しやすい事業運営のため、関係機関・団体の協力を
　得る必要があります。
○これまでもうつ病等に関しての普及啓発に努めてまいりましたが、ライフス
　テージの特性にあわせたうつ病予防に取り組む必要があります。

（１）市民一人ひとりの気づきと見守りを促す
　自殺は身近な問題であり、心情や背景も含めて誰にも起こり得る危機であると
いう理解が大切です。そのような危機に陥った時の対処方法、周りにいるかもしれ
ない自殺の危機に直面している人への気づきや、必要に応じて専門家につなぎ、
見守るなど、市民一人ひとりが主役となった自殺予防の取り組みが必要です。

対策の現状

課　　題
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１）引き続き取り組む事項
　自殺の問題は誰もが当事者になり得る問題であることの理解の促進、うつ病等

に関する普及啓発に努めます。

①自殺に関する普及啓発

○市民を対象とした自殺に関する講演会・研修会の開催や、講師派遣を継続し、自

　殺およびうつ病に関する正しい知識のさらなる普及に努めます。（弁護士会、県

　精神科病院協会、県精神神経科診療所協会、大学等研究機関、リメンバー福岡※11、

　各区保健福祉センター、精神保健福祉センター）

○区保健福祉センターや公民館等で実施する健康教室等の機会をとらえて、自殺

　及びうつ病に関する正しい知識の普及に努めます。（各区保健福祉センター）

○関係団体と連携を図りながら、市民に自殺を身近な問題として感じてもらうた

　めに、9月の自殺予防週間（9月10日からの一週間）、3月の自殺対策強化月間に

　あわせて「福岡市自殺予防推進キャンペーン」を実施します。（各区保健福祉セ

　ンター、精神保健福祉センター）

○市民向けの自殺予防を目的として作成したパンフレットを、教室やイベント開

　催時に配布することやホームページへの記載により、自殺に関する正しい知識

　と自殺予防に関する相談窓口の普及を図ります。（区保健福祉センター、精神保

　健福祉センター）

○自殺の背景の社会的な課題（過労、いじめ、貧困等）を共有するために報道し、問

　題提起します。（報道機関）

②うつ病に関する普及啓発

○若年層、出産後、勤労世代、高齢者層などのライフステージの特性に合わせたう

　つ病に関する正しい知識の普及や相談支援に努めます。（各区保健福祉セン

　ター、精神保健福祉センター）

○高齢者に対して、うつスクリーニングを含む「健康チェックリスト」によりうつ状

　態が疑われる場合は、個別支援を行い、高齢者のうつ病予防に努めます。（各区

　保健福祉センター、地域包括支援センター）

○生後2～3か月の乳児のいる家庭への保健師等による全戸訪問、乳児とその親

　を対象とした親子教室等を行い、うつ病に関する知識の普及に努めます。（各区

　保健福祉センター）

今後の取り組み
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第4章　福岡市における対策の現状と課題及び今後の取り組み

　自殺の実態解明は、より効果的な自殺対策を展開していく上での基盤となるも

のです。そのための調査研究と実態解明に努めています。

＜主な実績＞

①各種情報の収集、分析

○人口動態統計※6、警察庁統計※7や自殺予防相談実績など自殺関係の各種データを

　収集しました。

○3次救急医療機関での自殺未遂患者全例に対する精神科的評価と心理社会的

　支援を実施し、データの解析を実施しました。

②情報の提供

○国や他の自治体の取り組み状況の把握、福岡市の対策や統計資料の関係機関

　等への提供、報道を通した情報提供を行いました。

　自殺に関連した多様なデータを関係機関・団体の実際の取り組みに生かすこと

が求められています。

○調査研究結果を関係機関・団体へ適宜情報提供し、福岡市の自殺の実態に合わ

　せた事業を展開していくことが必要です。

（２）自殺総合対策の推進に資する調査研究等を推進する

　自殺の背景には、健康問題、経済・生活問題、家庭問題のほか、地域・職場のあり

方、人生観・価値観等の変化など様々な社会的要因が複雑に関係しています。

　自殺対策は自殺の実態に即して講じていく必要があり、プライバシーに配慮し

ながらきめ細やかな実態把握と分析、情報提供を進める必要があります。

対策の現状

課　　題
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　自殺に関連した多様なデータの収集による実態把握と分析を行い、関係機関・

団体へ情報提供することにより、効果的な自殺対策の取り組みを推進していきます。

１）引き続き取り組む事項
①各種情報の収集、分析

○自殺関連情報について、個人情報に配慮しながら、関係機関が情報を共有・分析

　し、積極的に実態解明に努めます。（警察、福岡いのちの電話※10、精神保健福祉セ

　ンター）　

○自殺未遂者支援の基礎となる、救急医療機関における自殺未遂者のデータ収

　集・分析を行います。（精神保健福祉センター）

○3次救急医療機関での自殺未遂患者全例に対する精神科的評価と心理社会的

　支援の実施及びデータ解析を継続します。（福岡大学）

②情報の提供

○国の動向や自殺の実態、福岡市の対策や統計資料について、ホームページ掲載

　や研修・講演会等で、市民や関係機関等への提供を行います。（精神保健福祉セ

　ンター）

○自殺に関する統計を記事にします。（報道機関）

２）新たに取り組む事項
○国から提供される自殺に関する自殺実態プロファイル等を参考にし、効果的な

　自殺対策について検討を進めます。（精神保健福祉センター）

今後の取り組み
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第4章　福岡市における対策の現状と課題及び今後の取り組み

　自殺の危険性の高い人を早期に見つけて早期対応を図るため、様々な分野で

のゲートキーパー※9養成、自殺対策に係る人材の資質の向上に取り組んでいます。

＜主な活動実績＞

①地域

　○一般市民だけでなく民生委員・児童委員等の地域役員へ研修や啓発物の配布

を行いました。

　[ゲートキーパー※9養成（民生委員・児童委員を含む市民）]

　25年度…233名　26年度…287名　27年度…332名　

　28年度…294名

②各分野の資質の向上及び連携強化

○医療分野では、平成21年度より27年度まで、かかりつけ医を対象としたうつ病

　対応力向上研修を実施し、受講者数が目標の300名に達しました。またかかり

　つけ医と精神科医との連携強化のため、連絡協議会、研修会を実施しました。

○平成28年度から精神保健福祉関係者にうつ病対応力向上研修を行うこととな

　り、薬剤師会を対象に実施しました。

○多重債務、失業等の社会的要因に関する相談員等への研修とともに、弁護士会

　では弁護士向けの「自死関連法律相談マニュアル」発行や支援者への支援とし

　て「自死問題支援者法律相談」を行いました。

○保健師、生活保護ケースワーカー、保健福祉分野の行政職員に加え、企業の管理

　者や医療機関職員等さまざまな分野でゲートキーパー※9養成研修を行いま

　した。

（３）自殺対策に係る人材の確保、養成及び資質の向上を図る

　「ゲートキーパー※9」の役割を担う人材の養成、自殺対策に直接的に係る人材

の確保、養成・資質の向上だけでなく、様々な分野において生きることの包括的な

支援に関わる専門家や支援者等を自殺対策に係る人材として確保・養成すること

が重要です。

これらの人的資源の連携を調整し、包括的な支援の仕組みを構築する必要があり

ます。

対策の現状
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　ゲートキーパー※9の養成・資質の向上に加え、ゲートキーパー※9と自殺対策に

係る支援者や、支援者間の連携強化が必要です。

①地域

○民生委員・児童委員全員に自殺問題に関する研修を実施することは難しい状況

　であるため、民生委員・児童委員協議会自立支援部会を中心として研修受講を

　勧めていく必要があります。

②各分野の資質の向上及び連携強化

○精神疾患が疑われる方が内科等のかかりつけ医を受診することも多く、かかり

　つけ医と精神科医との連携体制のさらなる強化が必要ですが、連携は十分と

　は言えない状況です。

○薬剤師等精神保健福祉関係者のうつ病への対応力向上のため、研修受講促進

　を図り、さらにフォローアップによる対応力向上を目指すことが必要です。

○弁護士会の中で、自殺問題にかかわることへの理解は広まりましたが、今後は

　自殺の危険がある相談者や自死遺族の相談に取り組む弁護士を増やす必要が

　あります。

○高齢者層への支援者向け研修企画など、さまざまな分野での実践的な研修を

　実施していく必要があります。

課　　題
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第4章　福岡市における対策の現状と課題及び今後の取り組み

　ゲートキーパー※9の養成、様々な分野における自殺対策に係る支援者の資質の

向上、ゲートキーパー※9と支援者並びに支援者間の連携を強化する取り組みを

実施します。

１）引き続き取り組む事項
①地域

○一般市民を対象としたゲートキーパー※9養成のほか、民生委員・児童委員や地

　域で活動する老人クラブや自治協議会の役員等に対して、地域で住民主体の気

　づき・見守り・専門機関へつなぐ等の対応ができるように自殺予防につながる

　研修会等を実施します。（民生委員・児童委員協議会、各区保健福祉センター、精

　神保健福祉センター）

○相談窓口や講演会、様々な機関の取り組みを市民に伝えます。（報道機関）

②各分野の資質の向上及び連携強化

○自殺の危険の高い方や自殺未遂者、自死遺族等のハイリスク者への対応力向上

　に努めます。（弁護士会、警察、精神保健福祉センター）

○ハイリスク者等を支援する保健福祉センター保健師、生活保護の担当ケース

　ワーカー、市民相談室相談員、地域包括支援センター職員、介護支援専門員等の

　各相談機関の職員、救急隊員や救急病院職員等への対応力向上を目指します。

　（各区保健福祉センター、精神保健福祉センター）

○ハイリスク者に対応したゲートキーパー※9が相談する窓口としての自殺予防

　相談を充実させ、適切な支援機関等につなげ、連携して支援する体制をつくり

　ます。（精神保健福祉センター）

○一般かかりつけ医と精神科医との連携強化のため、連絡協議会や研修会の実

　施、連携体制の構築を図ります。（市医師会、県精神科病院協会、県精神神経科診

　療所協会、精神保健福祉士協会）

○自殺の危険のある方の支援者を法律的にサポートする「自死問題支援者法律相

　談」の充実に努めます。（弁護士会）

○多重債務、事業不振、失業など自殺の背景となり得る社会的要因の相談に従事

　する消費生活相談員に対して、相談者の追いつめられた心理を理解し対応でき

　るよう、メンタルヘルスについての正しい知識の普及を図ります。（商工会議所、

　消費生活センター）

今後の取り組み
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２）新たに取り組む事項
①地域

○ゲートキーパー※9養成に、独自に、また関係機関との協働により取り組みます。  

　（福岡いのちの電話※10、福岡県立大学）

②各分野の資質の向上及び連携強化

○かかりつけ医と弁護士会相談窓口をつなぐ体制を検討します。（弁護士会）

○精神保健福祉関係者等を対象としたうつ病対応力向上研修を実施し、精神科医

　との連携によるうつ病等精神疾患の早期発見と早期対応を図ります。（市薬剤

　師会、精神保健福祉センター）
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第4章　福岡市における対策の現状と課題及び今後の取り組み

　心の健康づくりを推進するため、講座開催、相談体制の整備、関係機関と協働し

た普及啓発に努めています。

＜主な実績＞

①普及啓発

○健康日本21福岡市計画※3において心の健康づくりを取り上げ、様々な講座を

　開催しています。　　

○医師会、薬剤師会、歯科医師会と協力して「こころの健康ガイド」を作成し、啓発

　に努めています。

②相談・支援

○平成27年度より、福岡市の精神保健福祉に関する相談において役割分担を行

　い、心の健康相談等一般的な精神保健に関する相談を各区保健福祉センターで

　実施し、精神保健福祉センターでは専門的な相談機能を強化する等、相談体制

　の充実に努めました。

○平成28年熊本地震、平成29年北部九州豪雨の際には、被災者に対して福岡市

　だけでなく、関係機関・団体も支援を行いました。

　自殺の原因となり得る様々な状況下のストレスへの対応など心の健康の保持・

増進のため、よりきめ細やかな普及啓発、相談支援を提供できる体制の整備が求

められています。

○講演会等への参加は高齢者が多く、壮年期への働きかけが十分でない状況です 

　ので、今後も壮年期への啓発に努める必要があります。

○福岡市において各区保健福祉センターと精神保健福祉センターとで役割分担

　して新たな相談体制を整備したため、相談窓口の周知を図ることが必要です。

○大規模災害の被災者や支援者の様々なストレスへの心のケアを、発災直後から

　復興の各段階に応じて中長期にわたり講ずる必要があります。

（４）心の健康を支援する環境の整備と心の健康づくりを推進する

　自殺の原因となり得る様々なストレスについて、ストレス要因の軽減、ストレス

への適切な対応など心の健康の保持・増進に加えて、相談支援体制の整備を進め

ています。

対策の現状

課　　題
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　心の健康づくりを推進するため、関係機関と協働した普及啓発、相談体制の整

備に努めます。

１）引き続き取り組む事項
①普及啓発

○市民を対象としたメンタルへルス啓発事業として、健康日本21福岡市計画※3にお

　いて、睡眠の重要性や心の健康づくりを取り上げ、様々な年代に情報が届くよ

　う、土日のイベントや市ホームページでの情報発信等の啓発に取り組みます。　

　（各区保健福祉センター、精神保健福祉センター）　　

②相談・支援

○こころの健康相談窓口の周知の徹底と相談窓口の充実を図ります。（各区保健

　福祉センター、精神保健福祉センター）

２）新たに取り組む事項
①災害時の支援

○大規模災害が発生した際、心理的な被害の拡大防止及びストレス障がいの軽減

　を図るため、地域におけるこころのケア体制の整備を関係機関との協働で整え

　ます。（弁護士会、福岡いのちの電話※10、福岡市、精神保健福祉センター）

○厚生労働省の災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ）研修に参加し、大規模災害時

　に、自殺のリスクも考慮した精神医療活動が行えるよう、体制を整備します。（福

　岡市、精神保健福祉センター）

今後の取り組み
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第4章　福岡市における対策の現状と課題及び今後の取り組み

　精神科医療、保健、福祉等の各分野の連携強化やうつ病スクリーニング自己

チェック票の活用による早期受診の促進に努めています。

＜主な実績＞

①各分野の連携

○内科等のかかりつけ医がうつ病等精神疾患の知識を持つことで、早期発見早期

　治療につながることを目的とした研修の開催や、かかりつけ医と精神科医との

　連携強化を進めています。

○司法、心理、保健、福祉等の専門職による「自殺予防のためのこころと法律の相

　談会」の開催や、弁護士会と精神科医療従事者との研究会開催、司法書士会と

　精神保健福祉士協会の合同研修など、各分野の専門職が協働して自殺対策に関

　する事業を行う機会が増えています。

②早期治療の促進

○うつ病スクリーニング自己チェック票を相談窓口に設置し、早期受診を促して 

　います。

（５）適切な精神保健医療福祉サービスを受けられるようにする

　自殺の危険性の高い人の早期発見に努め、必要に応じて確実に精神科医療に

つなぐ取り組みに併せて、これらの人々が適切な精神科医療を受けられるよう精

神科医療体制を充実させます。また、自殺の危険性が高まる背景にある経済・生活

の問題、福祉の問題、家族の問題など様々な問題に対して包括的に対応するため、

精神科医療、保健、福祉等の各施策の連動性を高めて、誰もが適切な精神保健医

療福祉サービスを受けられるようにします。

対策の現状
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　必要に応じて確実に精神科医療につなぐ取り組みとともに、様々な問題に対し

て包括的に対応するため、精神科医療、保健、福祉等の連動性を高めていくことが

求められています。

○精神疾患が疑われる方が内科等のかかりつけ医を受診することも多く、かかり

　つけ医と精神科医との連携体制のさらなる強化が必要ですが、連携は十分と

　は言えない状況です。

○精神科医との連携を含むうつ病対応力向上研修を、かかりつけ医だけでなく精

　神保健福祉関係者（薬剤師等）へ広げることで、うつ病等の早期受診につながる

　ようにすることが必要です。

○司法、心理、保健、福祉等の多職種合同の充実した相談会等により複数の問題を

　抱える相談者の早期解決が図られることが期待できますが、相談数が減少して

　おり、必要な方へ相談会の情報が届くような周知方法の検討が必要です。

○アルコール関連問題をはじめ、統合失調症、薬物依存症、ギャンブル依存症、発

　達障がい等についても自殺の危険因子として、相談体制整備や普及啓発に努め

　る必要があります。

課　　題
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第4章　福岡市における対策の現状と課題及び今後の取り組み

第
4
章

　精神科医療、保健、福祉等の連動性を高めていくための取り組みを推進します。

１）引き続き取り組む事項
①各分野の連携

○内科等のかかりつけ医と精神科医との連携強化のため連絡協議会や研修会の

　実施、連携体制の構築をはかります。（医師会、精神科病院協会、精神神経科診療

　所協会、精神保健福祉士協会、九州大学、福岡大学）

○保健、医療、福祉、法律等の関係機関・団体での共同の相談会や研修会・講演会

　等の開催、各分野の専門家による自殺対策の支援者への支援等により、各分野

　の連動性を高め、ネットワーク構築を推進します。（弁護士会、司法書士会、精神

　保健福祉士協会、医師会、精神科病院協会、精神科診療所協会、救急病院協会、

　福岡産業保健総合支援センター、精神保健福祉センター）

②早期治療の促進

○うつ病スクリーニング自己チェック票については、適切な相談窓口に設置した

　り、健康教育の際に活用し、状況に応じて適切な相談機関等へ引き継ぎます。　

　（医師会、薬剤師会、各区保健福祉センター、精神保健福祉センター）

○高齢者に対して、うつスクリーニングを含む「健康チェックリスト」、また出産後

　2～3か月の産婦に対してエジンバラ産後うつ病質問票を実施し、うつ状態が疑

　われる場合は、専門医紹介など個別支援を行います。（各区保健福祉センター、

　地域包括支援センター）

２）新たに取り組む事項
①各分野の連携

○薬剤師会等の精神保健福祉関係者の職能団体等へ働きかけ、幅広い対象へうつ

　病対応力向上研修の受講を勧めます。（薬剤師会、精神保健福祉センター）

○内科医等対象にアルコール依存症に関する知識や専門医への連携方法につい

　ての研修を開催します。（医師会）

②早期治療の促進

○自殺の危険因子である統合失調症、アルコール健康障がい、薬物依存症、ギャン

　ブル依存症、発達障がい等についての相談窓口の周知や早期発見・早期治療の

　ための正しい知識の普及啓発に努めます。（各区保健福祉センター、精神保健福

　祉センター）

今後の取り組み
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　複雑な自殺の要因へ適切に対応するため、様々な分野が連携しながら自殺予防

に向けた社会的な取り組みに努めています。

＜主な実績＞

①相談

○医療、保健、福祉、経済、法律等様々な機関が、自殺対策関連の相談窓口を開設し

　たり、また各分野協働でワンストップでの援助が可能な相談窓口の開設、24時

　間体制の相談、フリーダイヤルの相談等、適切な支援を迅速に受けられる体制

　もでき始めています。

○福岡いのちの電話※10では、熊本地震の被災者向け専用ダイヤル「熊本地震い

　のちの電話」、弁護士会では、熊本地震、北部九州豪雨の被災者に対する相談を

　実施しました。

②社会的リスクに対する様々な支援

○「薬物乱用防止および薬物教育」を通して子どもたちに命の大切さについて啓

　発しています。

○高齢者の閉じこもり予防や地域住民との交流を図るための、「ふれあいサロン」

　支援、住民や介護職員等による高齢者等の見守りの支援に努めています。

（６）社会全体の自殺リスクを低下させる

　自殺対策は、社会における「生きることの阻害要因（自殺のリスク要因）」を減ら

し、「生きることの促進要因（自殺に対する保護要因）」を増やすことを通じ、社会

全体の自殺リスクを低下させる方向で実施する必要があります。

　各分野での相談、支援体制の充実や他機関との連携、適切な情報提供などが重

要であり関係機関団体が一体となった支援体制の整備に努めるとともに、市民に

相談窓口の存在を知ってもらうための広報活動を行う必要があります。

対策の現状
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第4章　福岡市における対策の現状と課題及び今後の取り組み

第
4
章 　社会全体の自殺リスクを低下させるために、社会情勢の変化による新たな課題

に対応し、各分野での相談・支援体制の充実や他機関との連携に努めます。

１）引き続き取り組む事項
①相談

○自殺問題に関する相談において、24時間年中無休の相談対応、専門機関での相

　談支援、フリーダイヤル、多職種による相談会、自殺問題に携わる支援者の相談

　など相談体制の充実を図ります。（弁護士会、司法書士会、精神保健福祉士協会、

　福岡いのちの電話※10、精神保健福祉センター）

○相談窓口や講演会などを紹介する記事をはじめ、様々な機関の取り組みを市民

　に伝えます。（各区保健福祉センター、精神保健福祉センター）

○犯罪被害に関する相談を実施します。（弁護士会、警察）

○性的マイノリティの人たちへの相談窓口の充実と周知を図ります。（弁護士会、

　精神保健福祉センター）

○性的マイノリティに関する様々な課題について、理解と認識を深め、人権尊重に

　資することを目的に庁内関係課連絡会議を開催しており、今後も、情報共有や

　意見交換会のほか、当事者を招いての講演会などを実施します。（福岡市）

○生活困窮者に対する相談窓口の充実と周知を図ります。（弁護士会）

今後の取り組み

　社会的な取り組みについて、各分野での相談・支援体制は徐々に充実していま

すが、相談・支援機関相互の関連を持ち、効果的に行われること、また社会情勢の

変化による新たな課題に対しての対応が求められています。

○各分野の相談・支援機関の相談員が自殺問題の視点を持って対応し、各分野の

　相談・支援機関が協力して複雑な問題を解決していく連携体制の充実が必要

　です。

○インターネット上での自殺対策、性的マイノリティ、生活困窮者支援など新たな

　社会的取り組みにおいても自殺問題の視点での関わり、連携を進める必要があ

　ります。

○支援が必要な方に各相談窓口の情報が伝わり、適切な支援が速やかに受けられ

　るよう、相談窓口の周知を積極的に行うことが必要です。

課　　題
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○複合的に課題を抱える生活困窮者を包括的に支援するとともに、各区保健福祉

　センターや精神保健福祉センターなどの関係機関との連携を強化します。　　

　（生活自立支援センター）

○多重債務、失業者等、経営者等の相談、法的問題の相談を継続します。（弁護士

　会、司法書士会、消費生活センター、商工会議所）

②社会的リスクに対する様々な支援

○高齢者や障がい者、子どもなど支援が必要な人の見守り活動を継続します。（民

　生委員・児童委員協議会）

○高齢者の閉じこもり予防や地域住民との交流を図るための「ふれあいサロン」を

　支援するとともに、地域住民や介護職員等による高齢者等の見守りの支援に努

　めます。（福岡市）

○産科医療機関と福岡市との連携により、妊娠期からの妊産婦の支援に努めま

　す。（区保健福祉センター）

○産後の手伝いがない家庭への産後ケア・産後ヘルパー派遣事業により産後も安

　心して子育てができる体制を確保します。（福岡市）

○引きこもりの本人・家族に対する相談支援及び、関係機関との連携体制の充実

　に努めます。（こども総合相談センター、精神保健福祉センター）

○医薬品の適正な取り扱いの啓発及び教育を引き続き実施します。（薬剤師会）

○学校薬剤師活動での「薬物乱用防止および薬物教育」を通して、子どもたちに命

　の大切さを啓発します。（薬剤師会）

２）新たに取り組む事項
①相談

○若い世代の自殺予防のための相談体制を充実させるため、インターネット相談

　を始めました。さらに、ＳＮＳを活用した若者向け相談システムについて検討し

　ます。（福岡いのちの電話※10）

②社会的リスクに対する様々な支援

○インターネット上の自殺関連情報についてサイト管理者等への削除依頼や、イ

　ンターネット上の自殺予告事案への迅速的確な対応を実施します。（警察）

○高齢者が気軽に介護予防に取り組める拠点「よかトレ実践ステーション」の創

　出、および活動継続の支援を実施します。（各区保健福祉センター）
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　自殺未遂者が再度の自殺を図らないよう、相談支援に努めています。

＜主な実績＞

①支援体制

○救急病院、救急外来へ搬送された自殺未遂者に対して、適宜精神科医との連

　携を図っています。

○救急病院等から、救急搬送された自殺未遂者へ、精神保健福祉センターから

　の支援について説明し、同意を得た方に対して、継続支援を実施しています。

②相談

○借金を抱えた自殺未遂者の支援のため、司法書士による救急病院等への無料

　出張相談「ベッドサイド法律相談」を継続し、借金を苦にした自殺未遂者の入院

　中の問題解決につなげています。

○「自死問題支援者法律相談事業」を発足させ、自殺の危険のある人の支援者（親

　族、医療関係者、福祉関係者など）からの相談に、速やかに対応しています。

○精神保健福祉センターにおいて自殺未遂者及びその家族からの相談への対応、

　支援困難な事例について支援者との事例検討等を行っています。　　

○救急病院、救急車、警察に自殺問題に関する相談窓口を記載したカード、リーフ

　レットを設置し、自殺未遂者や家族へ配布しています。

③研修

○福岡大学病院では、自殺未遂者の自殺企図の再発防止研修、ＰＥＥＣ（救急医療

　における精神症状評価と初期診療）コース等、精神保健福祉センターでは、救急

　病院職員等を対象に自殺未遂者支援研修等、自殺未遂者の支援者向け研修を

　開催しました。

○福岡大学病院において、自殺未遂者支援者研修を受けたケース・マネージャーが

　個別支援をしています。

（７）自殺未遂者の再度の自殺企図を防ぐ

　自殺未遂者の再度の自殺企図を防ぐために、様々な心の悩みを抱えた人が気軽
に相談できる体制を整備して、専門家への相談につなげていくことが重要です。
　自殺未遂者は自殺行為を繰り返す傾向があり、長期的な支援が必要なことから、
家族を含めた退院後の継続的支援が可能となる仕組みづくりを行う必要があります。
　自殺未遂者の再度の自殺企図を防ぐため、救急医療機関と精神科医との連携や、
借金など社会的要因の解消、地域での支援の推進に努める必要があります。

対策の現状
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章　各分野の相談窓口がそれぞれの特性を生かし、連携して、より充実した相談支

援体制を構築します。

１）引き続き取り組む事項
①支援体制

○弁護士、司法書士、精神保健福祉士、社会福祉士、臨床心理士、精神科医などの

　多職種のメンバーからなる自殺未遂者支援連携会議において、関係団体の自殺

　未遂者支援の取り組みや課題について共有し、地域の実情に合った連携体制の

　構築に努めます。（精神保健福祉センター）

○自殺未遂者が抱える経済問題・健康問題・家庭問題など様々な問題に対して、必

　要な支援が受けられるよう、継続した支援体制づくりに努めます。（各区保健福

　祉センター、精神保健福祉センター）

○救急医療機関、救急外来と精神科医と相談機関の連携を強化し、自殺未遂者を

　適切に精神科医につなげるようなシステムの充実に努めます。（医師会、救急病

　院協会、九州大学、精神保健福祉センター）

今後の取り組み

　自殺未遂者の問題は多岐にわたるため、各分野の相談窓口がより相談を受けや

すい体制づくりを行うとともに、それぞれの相談窓口の特性を生かしながら連携

した支援を行うことが必要です。

○「ベッドサイド法律相談」は、周知が不足しており、相談数が伸びていない状況

　で、周知浸透を適切に図る必要があります。また、悩みを抱える方が適切な相談

　を受けやすくするため、医療機関等に限定しない相談体制の拡大が必要です。

○自殺未遂者の対応については、精神科医、行政書士や弁護士など様々な機関と

　の連携が必要であることから、システム構築について、さらに検討する必要があ

　ります。

○救急病院等において、自殺未遂者への精神保健福祉センターからの継続支援の

　ため、自殺未遂者本人の同意を取ることが困難である場合が多く、情報提供に

　とどまることが多い状況です。

課　　題
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②相談

○「ベッドサイド法律相談」を周知・浸透を適切に図ることで必要なニーズに対し

　て訪問型の相談支援を継続します。（司法書士会）

○自殺に関する問題を抱えた方の周囲の支援者を法律的にサポートする「自死問

　題支援者法律相談」の充実に努めます。（弁護士会、精神保健福祉士協会）

○各相談機関や救急車内にリーフレットを設置し、自殺未遂者とその家族へ必要

　な情報を提供します。（警察、消防局、救急病院協会、精神保健福祉センター）

○自殺未遂者及びその家族からの相談への対応、支援困難な事例について支援

　者との事例検討等を行います。（精神保健福祉センター）

③研修

○PEEC（救急医療における精神症状評価と初期診療）コース、「救命救急セン

　ターに搬送された自殺未遂者の自殺企図の再発防止に対する複合的ケース・マ

　ネージメントに関する研修会」など支援者の自殺問題に対する研修等を実施し

　ます。（福岡大学）

○救急医療機関職員等に対する自殺未遂者支援者研修を実施します。（精神保健

　福祉センター）

２）新たに取り組む事項
○「ベッドサイド法律相談」を医療機関等に限定せず、相談者の自宅や各相談支援

　機関への訪問、あるいは電話による相談の整備を図ります。（司法書士会）
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　大切な人を亡くした人（自死遺族）の支援や市民への自死遺族に関する啓発に

努めています。

＜主な実績＞

①自死遺族の集い（わかちあい）

○自死遺族のわかちあいの場である、リメンバー福岡※11自死遺族の集いを奇数月

　の第4日曜日に開催しています。また、自死遺族のメッセージ集を作成し、希望する

　遺族へ配布しています。

　[リメンバー福岡※11自死遺族の集い参加者]

　25年度…85名　26年度…118名　27年度…124名　28年度…124名

②啓発

○自死遺族支援研修会・講演会等へ講師を派遣し、リメンバー福岡※11自死遺族

　の集いの告知を行うとともに、自死遺族への理解の促進に努めています。

○自死遺族支援に関する相談窓口一覧やリメンバー福岡※11自死遺族の集いのリー

　フレット類を医療機関、葬祭場、各相談窓口等に設置し配布、およびホームペー 

　ジ掲載により啓発に努めました。

③研修

○自死遺族への理解や支援の促進を目的に、市民対象のフォーラムにおいてシン

　ポジウムや、民生委員・児童委員を対象に自死遺族支援に関する研修を行ない

　ました。

（８）遺された人への支援を充実する

　大切な人を自殺で亡くした人（自死遺族）の多くは、亡くなった人に対して罪責感

を持ち、受容から回復へと至る悲嘆反応が円滑に行われず、うつ病などの精神疾

患を発症する危険性があります。遺族の後追い自殺の危険性も指摘されています。

　自死遺族は、心理的にも社会的にも厳しい状況におかれており、自死遺族の心

のケアや問題解消に向けた支援の充実を図るとともに、自助グループ支援や市民

の自死遺族への理解や支援の促進を図ることが大切です。

対策の現状
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　市民及び支援者の自死遺族への理解の促進、自死遺族へのきめ細やかな支援

が今後も重要です。

○自死遺族は、心理的にも社会的にも厳しい状況におかれ、支援の必要性も高 

　まっていることから、自死遺族に対するさらなる理解の増進ときめ細やかな支

　援が求められます。

○リメンバー福岡※11自死遺族の集いを安定的に運営するためには、スタッフの

　確保など体制の充実が必要です。

課　　題

　自死遺族への理解の促進、自死遺族へのきめ細やかな支援の充実に努めます。

１）引き続き取り組む事項
①自死遺族の集い（わかちあい）

○リメンバー福岡※11自死遺族の集いを継続して開催します。また、集いに関する

　リ－フレット、自死遺族のメッセ－ジ集を活用し、遺族が参加するきっかけ

　づくりに取り組みます。（リメンバー福岡※11、精神科病院協会、精神保健福祉セ

　ンター）

②啓発

○自死遺族などの支援やその理解を進めるための市民向けの研修・講演会を開

　催します。（精神保健福祉センター）

○公的機関職員の自死遺族への適切な対応支援の質の向上に努めます。（警察、精

　神保健福祉センター）

③相談

○自死遺族が抱える深刻で複雑な問題に対する「自死遺族法律相談」の充実に努

　めます。（弁護士会、精神保健福祉センター）

２）新たに取り組む事項
○ミニセミナー開催等により、自死遺族への理解の促進に努めます。（リメンバー

　福岡※11）

今後の取り組み
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　自殺対策において、民間団体は、非常に重要な役割を担っており、福岡市をはじ
めとする行政機関と民間団体が一丸となって取り組むことが求められています。
○自殺対策の様々な分野で多様な活動を行う民間団体の育成・支援が必要です。

課　　題

　行政機関と民間団体等との連携に努めています。

＜主な実績＞

①連携
○福岡いのちの電話※10、リメンバー福岡※11と福岡市が連携・協力して、自殺予防

　電話相談や自死遺族支援の充実を図りました。また、研修への講師派遣など民
　間団体同士の連携にも努めています。

②補助金
○補助金を活用して、福岡いのちの電話※10が、24時間の相談など市民のニーズの

　高い体制を継続しています。

（９）民間団体との連携を強化する
　社会全体で自殺対策を進めていくためには、民間団体の積極的な活動が不可欠
であり、行政と民間団体との連携や民間団体間での連携の強化が必要です。
　また、市民レベルで様々な自殺予防や自死遺族支援の取り組みを活発に行うこ
とは、福岡市の自殺対策を推進する上で重要です。

対策の現状

　行政機関と民間団体等との連携や民間団体間での連携を継続します。

１）引き続き取り組む事項
①連携
○福岡いのちの電話※10と連携・協力して電話体制の充実を図ります。(福岡いのち

　の電話※10、精神保健福祉センター)

○リメンバー福岡※11と連携して、自死遺族支援の充実をはかります。(リメンバー  

　福岡※11、精神保健福祉センター）

○社会全体で自殺対策を進めていくために、現在活動している民間団体が安定的
　に活動することができるよう、連携と支援に努め、今後も関係民間団体との連
　携を強化します。（精神保健福祉センター）
○今後も、他機関からの研修講師依頼に対し、講師派遣を行います。（リメンバー

　福岡※11、精神保健福祉センター）

今後の取り組み
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　学校現場での児童・生徒への教育、相談や、教職員等を対象とした研修のほか、
こども総合相談センター、弁護士会等での相談を実施しています。

＜主な実績＞

①学校における児童・生徒への教育

○各学校において、「命の大切さ」を実感できる道徳教育などを実施しており、講

　師を招聘した体験的な活動も進んでいます。

○各学校の学校行事や学級活動において、「生きることの促進要因」となる自己肯

　定感を高める活動を実施しました。

②学校における児童・生徒への相談・支援体制

○楽しい学校生活を送るためのアンケート（ＱＵアンケート※13）を小学4年生～

　中学3年生で、年1回（学校によっては年2回）実施し、分析結果をもとにした教

　育相談を実施しました。

○スクールカウンセラー等によるいじめ、不登校などの相談と心のケアを行いま

　した。

　[スクールカウンセラー相談件数]　27年度…25,295件　28年度…24,009件

○各学校において、教職員対象に自殺予防に関する校内研修を実施しました。

③高校生・大学生等への支援

○大学等の新入生や就職活動中の高校生・大学生等に対して、相談窓口等の情報

　を提供しました。

④子ども・若者への支援

○弁護士会では、子どもの権利110番という電話相談窓口を開設し、相談を実施

　しています。

○こども総合相談センターでは、24時間相談電話により、子ども本人やその家

　族・関係者の相談に応じています。自殺未遂者の子ども本人の相談や家族に未

　遂者がいる子どもの心理的サポートを行います。

（10）子ども・若者の自殺対策を更に推進する

　国の調査では、国全体の自殺死亡率※5は、近年低下傾向にあるものの、20歳未

満は、平成10年以降おおむね横ばいであるという結果があります。また、若年層の

死因に占める自殺の割合は高く、若年層の自殺対策が重要な課題となっています。

　子どもの頃から、生きていく中で直面する様々な困難やストレスへの対処方法

を身に付けることは、人生を通じて心の健康の基礎となります。学校教育のあらゆ

る場面を通して地域や家庭、関係機関と連携しながら取り組むことが大切です。

対策の現状

第
4
章

54 第4章　福岡市における対策の現状と課題及び今後の取り組み



○福岡大学病院において若年者の学校関係者等の支援者を対象とした研修会を

　実施しました。

　子ども・若者の置かれている状況に沿った取り組みを、関係機関・団体が連携し
て進めていきます。

１）引き続き取り組む事項
①学校における児童・生徒への教育

○児童生徒を対象とした「命の大切さ」を実感できる教育と「ＳＯＳの出し方」教育

　を推進し、心の病気や相談することの大切さを理解できるよう関係機関が連携

　して取り組む環境を整えます。（教育委員会）

○小・中学校でいじめ問題等をテーマにゲストティーチャーの派遣を行っていま

　す。（弁護士会）

②学校における児童・生徒への相談・支援体制

○命を大切にする教育、ＳＯＳの出し方教育、教育相談、いじめ対策等に、積極的に

　取り組み、自殺の危険要素や自殺のサインを見逃さないよう、教職員の意識の

　啓発を図ります。（教育委員会）

○児童生徒の身近な存在である教職員が自殺予防に関する知識を高めることで、

　教職員の児童生徒への対応力向上を目指した、学校における自殺予防研修を継

　続して実施します。（教育委員会、精神保健福祉センター）

今後の取り組み

　子ども・若者は、ライフステージ（学校の各段階）や立場（学校や社会とのつなが

りの有無）など、置かれている状況は様々であることから、それぞれの集団や個人

の置かれている状況に沿った取り組みが求められます。

○学校や社会とのつながりの少ない子どもや若者に対する、具体的な支援が必要

　です。

○スクールカウンセラーと不登校対応教員、スクールソーシャルワーカーの更なる

　連携と、スクールカウンセラーの派遣日数の増加について検討が必要です。

○「命の大切さ」をより実感できるような体験的な実践に取り組むことが必要です。

○子ども・若者の自殺の問題の支援には、多様な専門性が必要であり、関係機関・団

　体のさらなる連携が必要です。

課　　題
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○児童生徒の心の相談に応じるスクールカウンセラー等の配置に努めるととも

　に、今後もいじめ・不登校相談事業において、いじめ・不登校に悩む子どもや保

　護者に対して面接や電話相談等を行います。（教育委員会）

○楽しい学校生活を送るためのアンケート（ＱＵアンケート※13）や教育相談アン

　ケートをもとに、児童生徒を対象にした教育相談の充実に努めます。（教育委員会）

③高校生・大学生等への支援

○大学等の新入生や就職活動中の高校生・大学生等に対して、自殺予防に関する

　相談窓口等の情報を提供します。（精神保健福祉センター）

④子ども・若者への支援

○24時間電話相談を実施し、子ども本人やその家族・関係者の相談に応じること

　により、自殺予防に取り組みます。（こども総合相談センター）

○家族に自殺者・未遂者がいる子どもへの心理的サポートとなるよう、現行通り

　継続し、取り組みます。（こども総合相談センター）

○「子どもの権利110番」という子どもの悩みに直接答える相談窓口の充実と周

　知を図ります。（弁護士会）

〇子どもの貧困対策については、教育の支援、生活の支援、保護者に対する就労の

　支援など、さまざまな方面から総合的に施策を推進します。（福岡市）

○自殺に関する問題を抱えた子ども・若者に対して、教育・保健・医療・福祉・法律

　等の様々な関係機関と連携して、解決に向けて支援します。（精神保健福祉セン

　ター）

○福岡大学病院に搬送された若年者（10歳代）の精神科的評価と心理社会的支援

　を継続し、データの解析からニーズを把握し、関係機関の連携体制強化を図り

　ます。（福岡大学）

○引きこもりの本人・家族に対する相談支援及び、関係機関との連携体制の充実

　に努めます。（こども総合相談センター、精神保健福祉センター）

２）新たに取り組む事項
①学校における児童・生徒への支援

○各中学校（離島を除く）に配置した、不登校対応教員による、長期欠席児童生徒

　の状況の把握と支援を行います。（教育委員会）

②子ども・若者への支援

○大学・専門学校等の教職員や学生に対して、関係機関との連携により、ゲートキー

　パー※9養成に取り組みます。（福岡県立大学、精神保健福祉センター）
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　労働環境の改善、相談対応、ストレスチェック制度導入によるセルフケア普及、
管理監督者を対象とした研修等に取り組んでいます。

＜主な実績＞

①労働環境改善、相談窓口体制整備

○時間外・休日労働の削減、年次有給休暇の取得促進、長時間労働者に対する医
　師の面接指導、長時間労働、パワーハラスメントに関する相談窓口の開設、管理
　監督者に対するパワーハラスメント防止研修を行っています。
○「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」により心身両面にわた
　る健康保持増進を推進しています。
○平成27年度に創設されたストレスチェック制度導入によるセルフケアの普及
　を推進します。また、その集団分析の結果をもとに事業場の環境改善のための
　シンポジウム等の開催、職場改善のためのヒント集や手引き等のツールの提供
　を実施しています。
　[ストレスチェック制度]
　50人以上事業場実施率81.0%（Ｈ27.10.1～Ｈ29.3.31現在）
○平成24年度より、弁護士会の各相談センターでの労働相談を無料で実施してい
　ます。
○産業保健部門と地域保健部門協働で、職場におけるメンタルヘルス対策推進の
　ためのセミナーを開催しています。
　[メンタルヘルス対策セミナー]
　25年度・・1,358名　26年度・・1,387名　27年度・・2,432名
　28年度・・1,336名

（11）勤務問題による自殺対策を更に推進する

　労働者の自殺の原因となり得る様々なストレスについて、ストレス要因の軽減、

ストレスへの適切な対応など心の健康の保持・増進に加えて、過重労働やハラスメ

ントの対策など職場環境の改善のための、職場における体制整備を進めます。

対策の現状
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　ストレスチェックからの職場環境改善、中小事業場のメンタルヘルス対策、ハラ

スメント防止や労働環境改善など、今後も継続した取り組みが必要です。

○ストレスチェック制度では、セルフケアのみ義務化され、集団分析後の職場環境

　改善は努力義務とされたため、多くの事業場では職場環境改善が進んでいない

　ことから、そのための研修会の回数を増やす必要があります。

○労働者数50人未満の事業場については、ストレスチェックは法的に努力義務で

　あり、国の助成金制度があるにもかかわらず、その普及が遅れています。

○大規模事業場だけでなく中小事業場においても長時間労働改善の取り組みも

　必要です。そこで、中小事業場、特に小規模事業場は無料で地域窓口が活用でき

　ることを周知する必要があります。

○企業向けのパワーハラスメント対策導入マニュアルの利用促進が必要です。

○業務によるストレスなどが原因で発症したとする精神障がいの労災請求事案

　は高止まりの状態であり、いじめ・嫌がらせ、ハラスメントに関する相談件数は

　増加しています。

課　　題



　ストレスチェック制度導入の促進や勤務問題、職場環境改善などに取り組みます。

１）引き続き取り組む事項
①労働環境改善、相談窓口体制整備

○ストレスチェック制度導入によるセルフケアの普及を推進します。また、その集

　団分析の結果をもとに事業場の環境改善を実施します。（福岡産業保健総合支

　援センター、福岡労働局）

○事業場規模に関係なく長時間労働の改善に取り組むとともに、事業主及び労働

　者に対して、長時間労働による健康影響を指導します。（福岡産業保健総合支援

　センター）

○事業主、管理監督者及び労働者に対して、メンタルヘルスについての正しい

　知識の普及・啓発及び相談窓口の充実を図ります。（福岡産業保健総合支援

　センター）

○管理監督者に対して、パワーハラスメント防止研修を実施します。（福岡産業保

　健総合支援センター）

○「労働者の心の健康の保持増進のための指針」の普及啓発を図ります。（福岡産

　業保健総合支援センター、福岡労働局）

○弁護士会の各相談センターでの労働相談を無料で実施します。（弁護士会）

○メンタルヘルス対策セミナーを産業保健部門と地域保健部門協働で開催しま

　す。（福岡産業保健総合支援センター、福岡労働局、精神保健福祉センター）

２）新たに取り組む事項
○パワーハラスメントの防止については、広く市民及び労使への周知・広報や労

　使の具体的な取り組みの促進を図るとともに、メンタルヘルス対策に係る指導

　の際に、パワーハラスメント対策の指導も行います。（福岡労働局）

○がん等疾病を有する労働者の治療と仕事の両立支援対策を関係機関と連携し、

　推進します。（福岡産業保健総合支援センター）

○企業へ「働き方の見直し」に向け働きかけます。（福岡労働局、福岡産業保健総合

　支援センター）

○長時間労働の是正について、「働き方改革実行計画」 を踏まえ、労働時間に係る

　法制度を周知するとともに、長時間労働が行われ又は疑われる事業場に対す

　る監督指導を徹底します。（福岡労働局）

今後の取り組み
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