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機 関 令和 2 年 取組結果 令和 3 年 取り組み計画 

 
１ 

 
九州大学病院 
精神科神経科 

 
PEEC コース（救急現場における精神科的問題の初期対応研修・自殺企図症例含む）は、新型コ
ロナウイルス感染予防のため他機関から多人数が集合して開催することができず、令和 2 年度は
開催ができなかった。 
メンタルヘルス・ファーストエイドジャパンの今年度の研修の開催は、同様に感染予防の観点よ
り開催を見合わせている。 
令和 2 年度の自殺企図症例に対し、救命救急センターからの依頼による精神科の介入は 22 名で
あった。 
内訳：F0器質性精神障害等 2名、F2統合失調症等 4 名、F3 気分障害等 3 名、F4適応障害等 7
名、その他 6名。 
さらにそのうち 1件で家族ケアが必要となり通院先として福岡大学病院精神科へ紹介を行なっ
た。 
新型コロナウイルスによるパンデミックが直接的な影響となって自殺企図に至った件（罹患自体
や、直接影響による失業等）は無かった。しかし遠因として家族関係の変化などにつながり、結
果的に自殺企図に至った例は数件みられた。 
過去データの集計：精神科が介入した自殺企図後患者数(救命救急センター以外の科を含む) 
2016年度 18名 
2017年度 14名 
2018年度 13名 
2019年度 12名 
2020年度 25名（F3と F4 以外の、疾患の件数が多くみられた） 
 
（課題） 
例年開催していた研修会は、コロナ禍の状況を踏まえつつ、ウェブ開催なども検討が必要と考え
ている。 
 

 
例年開催している PEECコースは、全体事務局によるウェブ開催の方法が固まれば開催時期や方
法について検討していく。 
 
メンタルヘルス・ファーストエイドジャパンの今年度の研修の開催については未定。 
MHFA-Jエイダー研修会：九州大学（開催時期未定） 
MHFA-Jインストラクター研修会：九州大学（開催時期未定） 
 
自殺企図症例に対する救命救急センターと精神科の連携・治療介入を継続する。 

 
２ 

 
福岡市医師会 

 
1.一般かかりつけ医と精神科医の連携強化事業 
  かかりつけ医と精神科医との連携体制を強化し，地域における精神疾患に対する医療提供体

制の充実を図ることを目的とした研修会を開催した。 
   日時 令和 2 年 12月 2日(水)19時 
   場所 あいれふホール 
   内容 「プライマリ・ケアにおけるうつ・不安への対応」 
        九州大学大学院医学研究院 精神病態医学分野 教授 中尾 智博 先生 

 
1. 一般かかりつけ医と精神科医の連携強化事業 
  ・未定 
 
2.アルコール依存連携構築事業 
  ・研修会を開催予定 
    日時 未定 
    場所 未定 



   出席 70名 
2.アルコール依存症連携構築事業 
  かかりつけ医が，アルコール依存患者の早期発見，早期治療および必要に応じて専門医療機

関との連携を図ることができるよう，アルコール依存症に関する知識の向上を目的とした研
修会を開催した。 

   日時 令和 3 年 3月 9日 19 時 
   場所 あいれふホール 
   内容 「アルコール依存症と気分障害の併存」 
        産業医科大学医学部 精神医学教室 教授 吉村 玲児 先生 
   出席 60 名 
 

    内容 未定 
 

 
３ 

 
福岡県精神科病院協会 

 
１．精神科診療所と精神科病院の連携のみならず，精神科以外の医療機関との顔のみえる病診連

携により，自殺の危険のある患者さんの円滑な対応を行うことについては、各医療機関が実
行している。令和 2 年度診療報酬改定にて精神科退院時共同指導料が新設されたことも今後
は後押しとなっていくことが予想される。 

２．ほとんどの精神科病院が輪番制精神科救急システムに参画し，夜間・時間外に急患を受け入
れる体制の整備を 図っている。また，一部の医療機関では医師やその他の職員の配置を充
実させることにより，輪番以外でも休日・時間外 に患者さんを受け入れることができる体
制の整備が行われた。コロナ禍においても体制は維持されている。 

３．市医師会や他の団体と連携を図り，かかりつけ医や地域住民に対し，うつ病への知識を深化
させるための研修等に協力することを目標としたが、コロナ禍の中、研修会等の開催は実施
が困難であった。 

(課題) 
新型コロナウイルスのために、円滑にできない業務もあるため、早期の収束が望まれる。 
 

 
１．精神科診療所と精神科病院の連携のみならず，精神科以外の医療機関との顔のみえる病診連

携により，自殺の危険のある患者さんの円滑な対応を行う。  
２．引き続き輪番制精神科救急システムに参画し，夜間・時間外に急患を受け入れる体制の整備

を図る。また，医師やその他の職員の配置を充実させることにより，輪番以外でも休日・時
間外に患者さんを受け入れることができる体制の整備をさらに検討する。  

３．市医師会や他の団体と連携を図り，かかりつけ医や地域住民に対し，うつ病への知識を深化
させるための研修等に協力する 

４  
福岡県 
精神神経科診療所協会 

 
１．待機指定医（3 連休の第一日目）業務の実行 
２．講演会への講師派遣 
３．措置診察への出務を行った 
(課題) 
１．会員の協力がさらに必要である。 
２．救急病院等との連携が十分に円滑でない。 
 

 
１．3 連休第一日目の待機指定医(福岡地区，北九州地区，筑後地区に各 1名ずつ)業務の委託を

継続する 
２．自殺予防やメンタルヘルスに関する啓発事業ヘの講師等の派遣 
３．措置診察への協力 
４．救急医療を行っている医療機関との連携を円滑に行う。 

 
５ 

 
福岡市救急病院協会 

 
福岡市自殺対策推進センター作成のリーフレットの窓口配布等，令和元年度に引き続き予防広報
を実施した。 

 
リーフレットによる予防広報や，相談窓口等を案内する声かけを引き続き実施するとともに，臨
床現場で患者のメンタル異常にいち早く気付き，専門治療につなげることができるように努め
る。 



自殺未遂者や，希死念慮・自殺願望がある患者など，臨床現場でいち早く患者のメンタル異常を
察知し，専門治療につなげる橋渡しを実施した。 
患者に対する退院前のケアとして，相談窓口を案内する声かけを実施した。 
 
(課題) 
専門医療につなげる橋渡しとして，精神科等への紹介を行っているが，その後，実際に紹介先医
療機関を受診しない患者も多く，医療機関としては為す術がない。紹介後，確実に治療を受けら
れるように患者の追跡システム等の構築が求められる。 
 

自殺未遂による救急搬送や病院受診の統計的データを，協議会からの求めに応じて積極的に提供
する。 
 

 
６ 

 
福岡大学医学部 
精神医学教室 

 
a. 自殺予防に関連した患者対応 
・福岡大学病院救命救急センター（3次救急）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、救急患者継続支援料の算定に伴うケース・マネージメント、福岡大学病院
ER（2次救急）入院者に対する精神科での対応を継続 
・他病院救急医療機関からの自殺未遂者の精神科病棟受け入れ 
・福岡大学博多駅クリニック 自殺予防外来 
自殺関連事象に関する患者、自死遺族対応 

b. 主催・担当した研修会 
・救急患者継続支援研修会（日本自殺予防学会） 
 令和 3年 2 月 20 日-2月 21 日 オンライン 
・厚生労働省自殺未遂者等支援医療機関整備事業（令和 2年度） 
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、研修会及び会議はすべてオンラインで行った。 
① 2020年 12月 26日（土）13:00-14:30 オンライン研修 

テーマ：中高生の自殺予防 最近の話題を中心に 

講師：衞藤暢明（福岡大学病院） 
内容：若年者における新型コロナウイルスの影響、有名人の自殺報道、自傷への対応、市販

薬の乱用をテーマに取り上げた。 
② 2021年 1月 23日（土）10:30-14:20 オンライン研修 

テーマ：中高生の自殺予防 医療機関との連携に向けて 

講師：衞藤暢明（福岡大学病院 医 

師）、井口葉子（福岡県立修猷館高校 養護教諭）、浦田裕美（九州大学病院 公認心理師・臨

床心理士） 
内容：自殺予防に関連した問題を中高生が抱えた時に、どう医療機関と連携するかについて

考えることを目的に開催。自殺予防および自傷についての基礎知識について 1部で福岡
大学病院の衞藤が発表し、2部で養護教諭の視点から井口葉子氏に、スクールカウンセ
ラーの視点から浦田裕美氏に講演を依頼した。 

③ 2021年 1月 25日（月）18:00-19:20 オンライン研修 

 
1. 取り組み計画 

 
・福岡大学病院救命救急センター（3次救急）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、救急患者継続支援料の算定に伴うケース・マネージメントを継続する。 

・救急患者精神科継続支援研修（オンライン）を令和 3 年 6月 26 日~6月 27 日に実施、令和 3
年度中にほか 2 回実施予定している。 

・令和 3年 8 月 27 日 福岡市ケースワーカー等研修会（新型コロナウイルスとメンタルヘルス、
不安への対応）を予定している。 

・福岡大学病院 ER（2 次救急）入院者に対する精神科での対応を継続する。 
・福岡大学病院における自殺予防外来（月曜日）、自死遺族専門外来（金曜日）を開始してい
る。 

・福岡大学薬毒物探索解析研究所と共同で、特に中毒による自殺企図患者に関する研究を実施す
る。 

・新型コロナウイウルス感染症の自殺への影響に関する研究を継続する。 
・令和 3年度も、自殺予防に関するオンラインでの研修会、会議を検討している。 
 
2.その他（他関係機関および事務局への連絡事項 
 
 福岡大学博多駅クリニックでの自殺予防外来は、クリニックの閉院に伴い、福岡大学病院で継
続することとした。 

 救急での対応および支援継続を目的とした自殺未遂者対応ができる人材養成が今後さらに必要
となる。 
・今後も研修会の告知、各機関の協力をお願いしたい。 
・特に若年者に対する診療体制、自死遺族に対する診療拡充への協力をお願いしたい。 

 



テーマ：薬物依存からみた自殺予防につながる支援  

講師：堀井宏和（北九州DARC 所長）、浦田裕美（九州大学病院 公認心理師・臨床心理士） 

内容：薬物依存や乱用は、自殺の危険因子であることが知られている。しかし正しい知識を

得る機会は少なく、どう治療や回復に向けた支援に繋げるかについて多くの人が知る機

会とすることを目的に研修を実施した。 

④ 2021年 1月 29日（金） 18:00-20:00 福岡県弁護士会/オンライン会議 

第 15 回 福岡県弁護士と精神科医療者による自殺問題研究会 

講師：佐野千春（法テラス福岡・福岡県弁護士会 弁護士）、衞藤暢明（福岡大学病院 医

師） 

内容：前半は、佐野氏より「コロナ特措法」を中心に解説を行った。後半は福岡大学病院の

衞藤より、漫画 宮本ぐみ、宮本ぺるみ著『自殺遺族になっちゃった！！ 』(竹書房)を

用いて、自死遺族への対応のあり方と課題について発表した。 

⑤ 2021年 2月 1日（月） 18:00-20:00 福岡県司法書士会/オンライン会議 

講師：衞藤暢明（福岡大学病院 医師）、濱田なぎさ（福岡県司法書士会 司法書士） 

内容：新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けて、自殺予防は新たな段階に入ったこと

について共有した。前半は、福岡県司法書士会の濱田なぎさ氏より司法書士会の最近の

活動について報告があった。後半は福岡大学病院の衞藤より最近の自殺の傾向に関して

報告した。 

⑥ 2021年 2月 6日（土）10:30-13:00  福岡県社会福祉士会/オンライン研修 

講師：衞藤暢明（福岡大学病院 医師）、木藤孝祐（福岡県社会福祉士会 社会福祉士） 

内容：新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、経済的な困窮を中心とした社会的な問

題について新たな傾向をふまえて自殺予防について検討した。前半は福岡大学病院の衞

藤より最近の自殺の傾向に関して報告した。後半は福岡県社会福祉士会の木藤孝祐氏よ

り経済的な問題を抱えた人に対する支援について講演をしてもらった。 
⑦ 2021年 3月 15日（月）17:00-18:00  福岡県警本部人身安全対策課/オンライン研修 
テーマ：警察との連携 精神保健・自殺予防に関する研修会 
司会・導入：衞藤暢明（福岡大学病院） 
講師：小田上雄起 （福岡県警） 
内容：福岡県警察本部人身安全対策課 小田上 雄起 氏に講演を依頼し、自殺予防の話題を

中心に、警察の取り組みについて紹介してもらった。 
c. 受託研究 
研究課題名：日本における新型コロナウイルス感染症流行下での自殺未遂者の背景因子の分析  
委託者：令和２年度厚生労働行政推進調査事業費補助金（厚生労働科学特別研究事業） 

 
2.課題 



 救命救急センター（B・C ユニット）が ECMO センターとなり、重症の新型コロナウイルス 
感染症患者の受け入れを継続している。令和 2年度は、救急医療の体制自体が変化し、自殺未遂
への対応が少なくなっていた。社会資源そのものの機能低下を招かないようにすることが急
がれる。 
 

 
７ 

 
福岡市薬剤師会 

 
①薬剤師に対してうつ病や自殺予防に関する知識の普及を図ります。   
 新型コロナ感染症拡大を鑑み、令和 2年度の研修会は中止した。   
②うつ病スクリーニング自己チェック票を適切な相談窓口に引き続き設置し、活用していきま
す。 

 「こころの健康ガイド」のポスターを 710 件の会員薬局に配布 掲示依頼を行った 
 コロナ禍において配布物撤去の薬局が増え、十分な啓発活動はできなかった。  
③市販の洗剤や睡眠薬・精神安定剤等の医薬品および毒物劇物の適正な取り扱いの啓発  
 薬剤師向け 医薬品 乱用薬物に関する研修会     
 令和 2 年度 4 回       
④学校薬剤師活動での「薬物乱用および薬物教育」を通して、子供たちに命の大切さを啓発しま

す。 
令和 2 年度 44 回      

 
（課題） 
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、市民向けの事業が全くできなかった。 
学校薬剤師活動においても、例年行っていた薬物乱用防止教室も減少している。 
コロナ禍における活動を検討していかなければならない。 
 

 
①薬剤師に対してうつ病や自殺予防に関する知識の普及を図ります。 
②うつ病スクリーニング自己チェック票を適切な相談窓口に引き続き設置し、活用していきま
す。 

③市販の洗剤や睡眠薬・精神安定剤等の医薬品および毒物劇物の適正な取り扱いの啓発 
④学校薬剤師活動での「薬物乱用および薬物教育」を通して、子供たちに命の大切さを啓発しま   
す。  

 
８ 

 
福岡県 
精神保健福祉士協会 

 
・福岡市自殺対策協議会への委員紹介・派遣 
・福岡市自殺対策協議会検討部会への委員紹介・派遣 
・自殺対策における相談会への人材派遣 
・自殺対策とその関連事業の啓発活動 
・福岡県業務委託「福岡県こころの健康相談会」への人材派遣 
・（公社）日本精神保健福祉士協会業務委託「心の健康相談統一ダイヤル」相談への派遣 
 
（課題） 
新型コロナウイルスの感染拡大の影響により計画していた事業に取り組むことができなかっ
た。 
新型コロナウイルス感染防止策により，人と人との直接的な対話や交流の機会が激減し，従来
の人間関係に変化をもたらし，潜在していた問題の顕在化に伴うメンタルヘルス不調者が増大
している。 

 
・福岡市自殺対策協議会への委員紹介・派遣 
・福岡市自殺対策協議会検討部会への委員紹介・派遣 
・自殺対策における相談会への人材派遣 
・かかりつけ医と精神科医の連携についての検討会への委員紹介・派遣 
・司法書士会との合同研修会開催 
・弁護士会事業（自死問題支援者法律相談）への人材協力 
・自殺対策とその関連事業の啓発活動 
・福岡県業務委託「福岡県こころの健康相談会」への人材派遣 
・（公社）日本精神保健福祉士協会業務委託「心の健康相談統一ダイヤル」相談への派遣 



人との接触ができない（感染予防のために），必要な相談窓口に繋がらない・相談できないと
いう声も聞く。  

 
 
９ 

 
福岡県立大学 

 
特記事項なし 

 
福岡市内のゲートキーパー研修会で講師を担当する。 
 

 
１０ 

 
福岡県弁護士会 

 
1.自死遺族法律相談活動 
・自死遺族無料法律相談(毎月第 1水曜日の 13 時～16 時，電話及び面談) 
 →毎回 2 件くらい 
・自死問題支援者法律相談 
・「こころと法律の相談会」(福岡市精神保健福祉センター)年 2回(3 月・9月)→9月 18 日は 3
件，3 月 23 日は 6件 

2.市民向けシンポジウム 
・令和 3年 3 月 13 日実施自殺予防シンポジウム：岡檀氏『未来を生き抜く力をみつけたい』→

69 名参加 
3.研修・協議会等 
・夏季研修会（会内ケーススタディ）→令和 2年 9 月 24 日実施 
・福大精神科教室との定期勉強会(第 15回)→令和 3年 1 月 29 日実施 
4.弁護士会内他の委員会(生存権擁護・支援対策本部)との共同のとりくみ 
・生活保護支援システム 
・リーガルエイドプログラム(当会，各市町村，法テラス福岡による共同事業) 
 →予定通り実施 
 

 
1.自死遺族法律相談活動 
・自死遺族無料法律相談(毎月第 1水曜日の 13 時～16 時，電話及び面談) 
・自死問題支援者法律相談 
・「こころと法律の相談会」(福岡市精神保健福祉センター)年 2回(3 月・9月) 
 
2.市民向けシンポジウム 
・未定 
 
3.研修・協議会等 
・会内研修→ケーススタディ研修(多重債務，労働，家族，遺族等) 
・福岡大学病院精神科医師との自殺問題検討会 
・うつ病ネットワーク勉強会 
・精神保健福祉士との意見交換会(主に当会筑後部会) 
 
4.弁護士会内他の委員会(生存権擁護・支援対策本部)との共同とのとりくみ 
・生活保護支援システム 
・リーガルエイドプログラム(当会，各市町村，法テラス福岡による共同事業) 

 
１１ 

 
福岡県司法書士会 

 
1.ベッドサイド法律相談事業を引き続き行い，広報による周知も継続して行う。 
→令和 2年 4 月～令和 3年 3月で相談実績 13 件 
2.福岡県精神保健福祉士会との合同勉強会を開催し，関係機関との連携を図ると共に，当会会員
が自殺対策のための知識を得られる場とする。 
→コロナの影響で合同勉強会は開催できなかった。 
3.自治体等が実施する自殺対策の相談会に相談員を派遣する。 
→福岡市，北九州市，久留米市の各自治体等開催の相談会に相談員を派遣した。 
4.2021年３月開催予定の日本社会精神医学会にて，司法書士会と自殺予防の取り組みについて
発表を行う予定である。 
→司法書士の支援が相談者のメンタルヘルスに与える影響に関し，相談者へのアンケート調査と
会員へのヒアリング調査を行い，その結果について発表を行った。 
 
(課題) 

 
1.ベッドサイド法律相談事業を引き続き行い，広報による周知も継続して行う。 
 
2.可能であれば福岡県精神保健福祉士会との合同勉強会を開催し，関係機関との連携を図ると共
に，当会会員が自殺対策のための知識を得られる場とする。 
 
3.自治体等が実施する自殺対策の相談会に相談員を派遣する。 
 
4.会員に対する自殺対策の研修等を増やし，問題に取り組む会員同士の情報交換や連携を強化す
るための仕組みを検討する。 
 
【その他(他関係機関および事務局への連絡事項等)】 
1 上記 4 の通り考えているので，関係機関に講師派遣をお願いしたり，合同勉強会の開催を依頼
することもあるかもしれないので，その際はぜひご協力いただきたい。 



1 コロナ禍において貧困問題や自殺問題が拡大しているように感じられるため，取り組みを強
化する必要性を感じる。 
 

 
１２ 

 
西日本新聞社 

 
★新型コロナウイルスの感染拡大で自殺が増えている実態を報道し，危機感や予防の重要性を読
者と共有できるよう努めた。具体的には以下の通り。 
①読者の声をＳＮＳやメールで受ける「あなたの特命取材班」に自殺経験者からのメッセージが
寄せられたため，実際に会って取材し，どんな声掛けが役に立ったか，自殺を思いとどまった立
場から自殺を考えている人に伝えたいことなどを記事として掲載した。 
②自殺に関する記事を掲載する場合，「いのちの電話」「よりそいホットライン」など悩み相談窓
口の電話番号を掲載。さらに，「周囲ができる自殺防止のための対応法」として「ＴＡＬＫの原
則(心配していることを言葉で伝える，相手の気持ちを傾聴するなど)」を目立つように掲載して
いる。 
③子どもの自殺が増える夏休み後半や，休校が長引いた際は「子どもの心のケア」を特集し，相
談窓口や周囲の大人に求められる具体的な関わり方などを紹介した。 
④社説で「女性の自殺急増」「若者の自殺増加」などを取り上げ，公助や共助の重要性を訴え
た。 
 
(課題) 
自殺予防には，紙媒体による報道より，デジタル媒体やＳＮＳなどによる発信の方が当事者に届
きやすく，効果が上がると考えている。今後は，ウェブ媒体を活用し，一時的ではない発信の方
法を検討していきたい。 
 

 
令和 2 年度に引き続き，機会があるごとに自殺防止の取り組みや相談窓口などを，なるべく具体
的に発信していきたい。 
 
【その他（他機関及び事務局への連絡事項等）】 

自殺予防の取り組み，イベント，相談電話番号など，広く発信したいことがあれば，紙面やＷＥ
Ｂで記事として掲載したいと考えています。 

 
１３ 

 
福岡いのちの電話 

 
１．電話相談事業      
（１）電話相談の２４時間年中無休体制を維持している。     
 令和２年度に相談を受けた件数は、12,042件で、そのうち自殺念慮の強い相談は、1,225 件で
あった。      

（２）自殺予防いのちの電話の実施      
 平成１３年から、全国共通番号（フリーダイヤル回線）による自殺予防専用相談を、全国の都
道府県の「いのちの電話」で取り組んでいる。福岡での相談対応件数は、625 件である。 

２．インターネット相談（メール相談）      
 インターネット相談（メール相談）を２００７年１０月より引き続き行っている。  
 令和 2年度に対応した件数は、84件である。 
３．自殺防止公開講座     
 市民向けに「自殺防止公開講座」を令和 3年 3 月 6 日に実施した。入場者数 150 名 
     
（課題） 

 
１ 自殺の実態解明       
 自殺関連情報について、個人情報に配慮しながら、自殺予防学会等との情報の共有・分析に 
 積極的に関与する。       
       
２ 社会的な取り組みの促進       
 社会的な取組で自殺を防ぐ重要性が認識されるとともに、「福岡いのちの電話」の２４時間年
中無休の２４時間年中無休の相談対応はさらに重要となっている。今後も２４時間年中無休の
対応を行う。       

       
３ 自殺未遂者の再度の自殺防止       
 相談内容の分析から、自殺念慮の強い相談者に適切な対応は、 どうあるべきか等の検討を専
門家の助言を受けて行う。       

       
４ 民間団体との連携強化       



１ 社会的な取り組みの促進      
  （１）相談ボランティアの増員対策を進める      
  （２）繋がる電話とするための運用等の見直しを検討する    
  （３）インターネット相談を更に充実させるための取り組みを行う  
  
２ 自殺未遂者の再度の自殺防止      
  自死念慮の強い相談や未遂経験者からの相談に対する相談員の対応力を向上させ、  
  再発の予防につなげる      
３ 民間団体との連携強化      
  自殺防止公開講座以外にも、広く市民を対象としたミニ講座や企業を対象としたメンタルヘ

ルス研修の実施に向けた検討を行う      
      

 関係機関との連携・協力して、電話相談体制の充実や自殺予防に関する啓発を図る。 
      
       
       

 
１４ 

 
リメンバー福岡 

 
1. 自死遺族の集いの開催  
・対面、あるいはオンライン併用による自死遺族の集いを奇数月第 4 日曜日 13:00～、年 4 回開
催。 

・オンラインによる初参加者向け自死遺族の集いを偶数月大 4日曜日 21:00～、年 3 回開催。 
  ▼令和元年度 参加者人数 一覧     

開催日   開 催 形 式 参加者数 うち初参加者数 

 対 面 オンライン   
R2.5/24(日) 中 止 0 名 0 名 
R2.7/26(日) 〇 - 8 名 1 名 
R2.9/27(日) 〇 〇 19名 4 名 
R2.10/25(日) - 〇 6 名 1 名 
R2.11/22(日) 〇 〇 17名 3 名 
R2.12/27(日) - 〇 10名 3 名 
R3.1/24(日) - 〇 8 名 0 名 
R3.3/28(日) 〇 〇 19名 7 名 

計   87名 19名 
月平均   11名 2 名 

       
2. 当会のリ－フレット・自死遺族メッセ－ジ集の発送・配布  
  ・リ－フレットは、関係機関、講演・研修先、自死遺族の集いへの参加者へ年間 100～200 部

配布。 
・メッセ－ジ集は、ホ－ムペ－ジを介しての希望者(自死遺族)、及び自死遺族の集いの参加者
に無料発送。年間約 50 冊前後。       

3. 自死遺族支援関係者向け研修会・講演会への講師派遣 
 ・令和 2 年度は講師派遣 1回(オンライン研修会)。      

 
1. 対面とオンラインを併用した自死遺族の集いの継続的な開催 
 ・対面・オンライン併用形式は、奇数月第 4日曜日 13:00～、初参加者向けオンライン形式 
  は、偶数月第 4 日曜日 21:00～ 計:年間 12 回の開催を目標。    
 ・100 名前後(うち初参加 30 名前後)の参加、うち、遠方・県外の参加者は約 2 割増を見込

む。  
       
2. 当会のリ－フレット・自死遺族メッセ－ジ集の発送・配布  
 ・引き続き、関係機関、講演・研修先、自死遺族の集い参加者及びホ－ムペ－ジを介しての希 
  望者に配布予定。リ－フレットは 100～200 部/年、メッセ－ジ集は 50 冊/年程度を見込む。 
       
3. 自死遺族支援関係者向け研修会・講演会への講師派遣 
 ・引き続き、講師派遣を実施予定。1～3 回を見込む。    
   
4. オンラインによる新規運営スタッフ・ファシリテ－タ－養成講座・研修の実施 
 ・新規スタッフ及びファシリテ－タ－を対象とした講座、オンライン研修の実施。  
 ・開催予定日 未定 1 回程度を予定。       
 ・その他、他団体が開催する研修会への参加、及び共同での開催。    
 ・偶数月第 4 日曜日オンラインの集い後、新規スタッフの研修を兼ねたオンライン・スタッフ 
  ミーティングを実施。       
 ・次世代を担う新規スタッフ 3名増員を目標とする。     
 ・具体的には、女性スタッフ 1名、若手スタッフ 2名の増員、特に ITスキルがある方を募

る。  
      
6. オンラインでの自死遺族の集い 運営方法の構築・改善・確立 
 ・長期化するコロナ禍に対応するため、オンライン形式での遺族の集い開催にウエイトを置い 



4. 自死遺族の集い運営スタッフ・ファシリテ－タ－養成研修会・交流会の開催  
 ・研修会・交流会は、令和 2 年度の開催なし。      
5. その他 
 ・R2 年５月～10 月、オンラインの集い開催に向けた準備に着手。検討会・勉強会を開催。 
  ・オンラインによる自死遺族のわかちあいガイドライン作成の協力、オンライン開催に向けた

他の遺族会からの相談・助言を行った。      
 
（課題） 
1. 新規ボランティアスタッフ・ファシリテ－タ－の育成(OJT,OFF-JTの実施)   
2. 会の運営の安定化、運営ノウハウ・ファシリテ－ション技術の継承    
3. 筑豊地域での自死遺族の集い開催に向けた準備(2～3 年を目途に具体化)   
4． 新型コロナ禍に伴うオンラインでの自死遺族の集いの開催方法の構築。   
5. オンラインによる集い開催に重点を置いた、安定した運営方法の確立。   
 

  た運営を行い、ホームページなどでオンライン形式の集いへの参加を広報・周知する。 
 ・あわせて、個室がない、経済的理由からWi-Fi やインターネット通信環境の整備が難しい 
  参加遺族に対する何らかの対処方法を策定・立案し、オンライン形式の集いへの参加を促 

す。 
 ・具体的には、お得なスマートホンパケット使い放題プランや、レンタルWi-Fiルータ、その 
  通信料金の助成制度といった社会的支援制度に関する情報収集に着手し、上記対処方法を 

策定・立案を行う。       
 ・オンライン形式の集い参加者の割合を 8 割にまで増やすことを目標としたい。 
      
【その他(他関係機関および事務局への連絡事項等)】 
 ・上記 6.に関する助成などの社会的支援制度に関する情報、及び個人のスマートフォン・ 
  タブレットを活用する際、お得なおすすめ料金プランや経済的な利用方法といった情報・ 
  アイデアをお持ちであれば、ご助言いただきたい。    
  

 
１５ 

 
福岡市民生委員・児童
委員協議会 

 
新型コロナウイルス感染症の影響から，訪問による見守りが困難であったが，電話やインターホ
ン越しの見守り活動により，気になる方や対応が必要な方の早期発見及び対応につなげることが
できた。 
ゲートキーパー養成等の研修については，感染症の影響から中止となった。 
 
(課題) 
地域の人間関係の希薄化や個人情報保護等の観点から，地域住民の情報が入りにくくなってお
り，支援を必要とする方への対応が遅れることで，自殺等のリスクが高まることが懸念される。 
 

 
日頃の見守り訪問等の中で，悩んでいる人たちに気づき，相談や関係機関へのつなぎ等の支援を
図るほか，ゲートキーパー養成研修等を通して，自殺対策に対する民生委員のあり方等について
学ぶことで，地域住民の命が守られるよう努める。 

 
１６ 

 
福岡労働局 

 
職場におけるメンタルヘルス対策として以下の取組を実施 
1 メンタルヘルスセミナーの実施 
 福岡県，福岡市，北九州市，久留米市，飯塚市，福岡産業保健総合支援センター，福岡県労働
基準協会連合会，全国保険協会福岡支部との共催により，例年，県下 4地域で開催している「職
場におけるメンタルヘルスセミナー」について，令和 2 年度は，新型コロナウイルス感染症拡大
防止のため中止しました。 
2 労働基準監督署による指導 
 県下 12 の労働基準監督署・支署において，と長時間労働のおそれがある事業場に対する監督
指導を実施，また，精神障害に関する労災請求があった事業場に対して，必要に応じて，メンタ
ルヘルス対策への取組に係る個別指導を実施しました。 
(参考) 令和 2 年度における精神障害に係る労災請求件数は 69 で，対前年比 16 減，支給決定件

数は 26 で，対前年比 10増でした。 
 

 
職場のメンタルヘルス対策として以下の取組を計画 
1 メンタルヘルスセミナーの実施 
 福岡県，福岡市，北九州市，飯塚市，久留米市，福岡産業保健総合支援センター，福岡県労働
基準協会連合会，全国保険協会福岡支部との共催により，下表のとおり，県下 4 地域において
「コロナ禍におけるメンタルヘルス対策」を演題とするセミナーを参加人数の制限，リモート配
信併合にて開催予定。 
各会場の参加上限は下表のとおり，リモート参加の上限は，各日 300 回線としている。 

開催日 開催場所 参加上限 
7 月 8日 博多市民センター 150 名 

7 月 13 日 イイヅカコミュニティセンター 50名 
7 月 28 日 北九州芸術劇場 150 名 
8 月 6日 久留米シティプラザ 90名 

 



(課題) 
労働者数 50 名未満の中小事業場におけるメンタルヘルス対策が十分でないと考えらえることか
ら，福岡産業保健総合支援センターと連携した支援を行うなど，中小事業場におけるメンタルヘ
ルス対策を推進する必要があること。 
 

2 労働基準監督署による指導 
 県下 12 の労働基準監督署・支署において，長時間労働のおそれがある事業場に対する監督指
導を実施予定，また，精神障害に関する労災請求があった事業場に対して，必要に応じて，メン
タルヘルス対策への取組に係る個別指導を実施する予定である。 
 

 
１７ 

 
福岡産業保健 
総合支援センター 

 
新型コロナウイルスの感染予防対策のため，集合形式での研修は一時中止・減少していたが，そ
の中で以下の実績となった。 
1.メンタルヘルス関連のセミナー，研修会を実施。 
事業者向けに 1 回，産業保健関係者向けに 94 回実施（共催を含む）。 
2.個別に事業場を訪問してのメンタルヘルス対策の助言，支援等を 280 件，若年労働者向けのメ
ンタルヘルス対策研修を 3 件，管理監督者向けメンタルヘルス対策研修を 31 件実施。 
(心の健康計画づくり，ストレスチェックの導入支援等) 
3.当センターにおいて，産業保健相談員(医師)が対応したメンタルヘルス関係の相談 1107 件(ス
トレスチェックの導入，実施に係る相談等も含む。) 
 
(課題) 
メンタルヘルス対策の事業場支援に関しては助成金の給付条件を満たすことを目的として当セン
ターを利用した事案が多く，事業場における労務管理にメンタルヘルス対策が定着しているか疑
問もある。 
 

 
前年度よりも取り組みを強化し，継続する予定。 
新型コロナウイルス感染予防対策のため，集合形式での研修は一時中止・減少していたが，現在
は例年レベルに戻ってきた。 
 
1.事業者，産業保健関係者向けにメンタルヘルス関連のセミナー，研修会の開催。 
(労働局との共催の「メンタルヘルス対策セミナー」に関しては前年度は中止となったが，本年
度は実施する予定。) 
 
2.事業場訪問による心の健康計画づくりの支援や，個別に事業場を訪問しての若年労働者向けの
メンタルヘルス対策研修，及び管理監督者向けメンタルへルス対策研修の実施。 
 
3.当センターにおける事業場，労働者からのメンタルヘルスに関する相談対応。 

 
１８ 

 
福岡商工会議所 

 
1.中小企業を対象に経営相談窓口を設置，資金繰りをはじめとした相談に対応した。 
2.企業経営者や従業員向けにメンタルヘルスマネジメント検定を実施した。働く人たちの心の不
調の未然防止と活力ある職場づくりを目指して，メンタルヘルスケアに関する知識や対処方法の
習得を促した。 
3.メンタルヘルスやハラスメント防止に関して，セミナーを実施した。 
4.事務局職員向けにメンタルヘルスやハラスメントに関する相談窓口を設置した。 
 
（課題） 
コロナ禍により事業者から資金繰りや売上減の相談が急増。相談窓口体制を増強し対応した。 
 

 
1.中小企業を対象に経営相談窓口を設置，資金繰りをはじめとした相談に対応する。 
2.企業経営者や従業員向けにメンタルヘルスマネジメント検定を実施。 
3.事務局職員向けにメンタルヘルスやハラスメントに関する相談窓口を設置するほか，コロナ禍
による相談対応職員のメンタル不調者に対し，特別相談会を実施。 

 
１９ 

 
福岡県警察本部 
人身安全対策課 

 
１．自殺統計等，資料についての情報提供 
２．自殺するおそれのある行方不明者に対する発見活動 
３．インターネット上の自殺予告事案への対応等 
  

 
１．自殺統計等，資料についての情報提供 
２．自殺するおそれのある行方不明者に対する発見活動 
３．インターネット上の自殺予告事案への対応等 

２０ 教育委員会 指導部   



〇教職員の研修・啓発 
・精神保健福祉センターと共催で教職員を対象に「自殺予防教育の推進のための指導者研修会」 
 を予定していたが、新型コロナウイルス感染拡大防止対応により中止。 
・精神保健福祉センターと連携し、各小中学校において自殺予防研修の推進と啓発資料配布を行
った。 
〇生活アンケートの実施 
・各小中学校において、毎月のいじめに関するアンケートを実施し、児童生徒の悩みやいじめの
早期発見、早期対応につとめた。 
・QU アンケートを小４～中３までのすべての児童生徒に実施し、いじめや自殺企図のサイン
等、児童生徒の実態把握を行い，早期発見・早期対応につとめた。 
〇チーム学校、小中連携 
・スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、教育相談コーディネーターが連携し、
教育・心理・福祉の面から課題をかかえる児童生徒、保護者などの支援を行った。 
〇いじめゼロの推進 
・いじめゼロプロジェクトを推進し、児童生徒が主体となり、自らいじめについて考え、具体的
に行動することで、いじめ問題に向き合い、いじめを許さない風土の醸成をはかった。 
〇「SOSの出し方に関する教育」の推進 
・「SOS の出し方に関する教育」を推進していくために、各小中学校における教員研修のための
資料及び、授業等で活用することができる教材等を教育委員会から学校に提示し、指導の充実を
はかった。 
〇「市内一斉面談」の実施と「こころの授業」の実施 
・少しでも気になる児童生徒を学校全体で集約し、保護者相談や、ＳＣ面談等につなげ定期的に
声掛けを行った。また、教育委員会が資料略案等を作成し、学級担任による授業を行った。 
 
(課題) 
〇コロナ禍ということもあり、人と人とのかかわりがうすくなりがちであったため、児童生徒の
状況把握が困難であった。普段の様子では見えないところまで気を配っていくことが大変であっ
た。 
〇学校へ登校できない児童生徒への支援の際、自殺、いじめなど、様々な視点を持って対応でき
るよう教員研修をより充実させる必要がある。 
 

○教職員の研修・啓発 
・精神保健福祉センターと共催で教職員を対象に「自殺予防教育の推進のための指導者研修会」 
 を実施。 
・精神保健福祉センターと連携し、各小中学校において自殺予防研修の推進と啓発資料配布を 
 行う。 
・ＱＵアンケートの分析・活用研修を各小中学校で実施し、要支援児童生徒に対して早期に適切
な 
 対応ができるようにする。 
○アンケートの実施 
・各小中学校において、毎月のいじめに関するアンケートを実施し、児童生徒の悩みやいじめの 
 早期発見、早期対応につとめる。 
・QU アンケートを小 4～中 3までの全ての児童生徒に実施し、いじめや自殺企図のサイン等、
児童 
 生徒の実態把握を行い、早期対応につとめる。 
○チーム学校、小中連携 
・スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、教育相談コーディネーターが連携し、
教育 
 ・心理・福祉の面から課題をかかえる児童生徒、保護者などの支援を行う。 
○いじめゼロの推進 
・いじめゼロプロジェクトを推進し、児童生徒が主体となり、自らいじめについて考え、具体的
に行 
 動することで、いじめ問題に向き合い、いじめを許さない風土の醸成をはかる。 
○「個人面談」の実施 
・面談を通して、少しでも気になる児童生徒を学校全体で集約し、保護者相談や、ＳＣ面談等に
つなげていく。 
〇自殺予防に係る通知の周知 
・節目における自殺予防に係る国や県からの通知を各小中学校に周知する。 

 
２１ 

 
消防局 警防部救急課 

 
救急事案で，明らかに自殺未遂である場合，もしくは状況から自殺未遂が疑われる場合に，本人
又は家族に対して福岡市自殺対策推進センター作成のリーフレット及びカードを配布し，相談窓
口について情報提供を行った。 
 
(課題) 

 
予防広報として，リーフレット及びカードの救急車内設置・配布と，声かけによる相談窓口案内
等を引き続き実施する。 
また，協議会からの求めに応じて，自殺未遂による救急搬送の統計データ等の情報を積極的に提
供する。 



救急活動の性質上，対象者と落ち着いて話ができる状況であることが少ないので，十分な情報提
供や状況聴取が出来ず，簡素な対応となってしまう事が多い。 
 

 
２２ 

 
こども未来局 
こども総合相談センタ
ー 

 
・こども総合相談センターでは、0 歳から 20 歳までの子どもや保護者を対象に、子どもに関す
る様々な問題に対して、保健・福祉・教育の分野から総合的・専門的な相談・支援を行っており
ます。 
・当センターの相談事業として、電話相談と面接相談を実施しております。 
具体的には、電話相談は 24 時間対応（年末年始を除く）で、電話相談員が相談者の話を傾聴
し、必要に応じて助言や他機関の紹介、当センターでの面接に繋ぐ支援を行っております。面接
相談では、児童福祉司や児童心理司が子ども本人やその家族と面接することで心理的なサポート
を行うとともに、関係機関と連携し支援を実施しております。 
 
(課題) 
令和 2 年度には、電話相談 13,113 件・面接相談 6,620 件の相談を受理しており、それらの相談
内容に応じ、対応に遅れがないよう、緊急性や状況を判断して支援しております。 
 

 
子どもに関わる問題について、電話相談や面接相談を継続して実施し、その中で保護者や子ども
自身の自殺予防に取り組むほか、自殺未遂の子ども本人や、家族に自殺（未遂）者がいる子ども
への心理的なサポートにも取り組みます。 

 
２３ 

 
西区保健福祉センター 

 
●教育及び啓発 
1.うつ病予防講座「こころの健康づくり教室」を実施。 
 テーマ：不安な気持ちにどう対処する？～うつにならないため～ 
【目的】うつ病に対する理解を深め，予防や対処法について普及啓発する 
【回数】2 回シリーズ 1開設 
【内容】1 回目：不安な気持ちについて学ぼう～うつにならないために～精神科医 
    2 回目：自分でできるストレスケア～うつにならないために～臨床心理士 
【結果】実 29 人 延 41人参加 
今年度は感染症の流行に伴った不安に対しての対応やうつについての内容とした。市民を対象と
し募集人員を減らし感染症対策をしながらの実施となった。コロナ禍でのうつ予防や動作法を用
いての自身でできるストレスケアについての内容は好評で質問も活発に出ていた。 
2.ゲートキーパー養成講座を実施。 
 テーマ：身近な人に寄り添う。～悩みを抱えた人への接し方～ 
【目的】自殺者を減らすために，自殺の危険を示すサインに気づき，適切な対応(悩んでいる人
に気づき，声をかけ，話を聞いて，必要な支援につなげ，見守る)について普及啓発する。 
【回数】1 回 
【結果】23 人参加 
市民を対象として開催したのであるが，非常に短い期間で参加募集人数に達し，関心の高さがう
かがえた。受講理由(重複回答)の 1 番は「テーマに関心があったから」であり，また，参加者の

 
●うつ病予防教室 
1.うつ病予防講座「こころの健康づくり教室」の開催 
テーマ：ストレスと上手に付き合おう～うつにならないために～ 
目的：うつ病に対する理解を深め，予防や対処法について普及啓発する。 
【回数】2 回シリーズ 1開設 
【内容】1 回目：ストレスとうつ病について～うつにならないために～（講師：精神科医師） 
    2 回目：うつにならないためのセルフケア（講師：臨床心理士） 
 
2.校区等うつ病予防教室の開催 
【回数】校区の事業等に応じて実施する。 
【内容】①うつ病予防教室（30 分以上） 
    ②校区うつ病予防教室 機会教育（30 分未満） 
 
3.チェックシート「こころの健康をチェック！」や相談窓口のご案内等のチラシを配布し啓発活
動を行う。 
 
●健康相談 
精神科医師による定例相談の開催や，日常業務として電話，窓口での個別相談に対応する。 



4 割の方が「死にたい」と相談を受けたことがあるとの回答であった。そして受講後の感想とし
て，気持ちに寄りそうなど対応の仕方や心構え等勉強になったとの意見が多かった。 
3.校区等うつ病予防教室を実施。 
 ①うつ病予防教室(30分以上)・・・2回 37 人 
 ②校区うつ病予防教室 機会教育（30分未満）・・・13 回 266 人 
4.うつ病及び自殺予防の啓発としてチェックシート「こころの健康をチェック！」や相談窓口の
ご案内等のチラシ配布 
●健康相談 
 精神科医師による定例相談や，電話，窓口での個別相談を実施。 
 自殺念慮のある訴えなどの相談や医療相談等の対応を行った。 
 
（課題） 
コロナに関連した不安，相談が見受けられており，身近な保健所として，相談対応を行いながら
医療機関や専門相談へつないでいく取り組み必要であると認識している。 

 
 


