
施策 事業名 事業概要 H29年度　実績
事業
区分

H30年度　計画（目標） 担当課

■基本施策　1 市町村等への支援の強化

地域自殺対策推
進センターを核
とした自殺対策
の効果的な実施

地域指導者養成
研修会

支援者を対象に、自殺対策に必
要な知識を習得する研修会を開
催

市町村の自殺対策計画策定のた
めの基礎講座を4回開催した。

継続

県の自殺総合対策行動計画の
重点施策に基づくテーマで研
修会を開催する。（3回程
度）

精神保健福
祉センター

市町村計画策定
への支援

自殺対策担当者
圏域連絡会議

市町村が自殺対策計画を策定す
るために必要な情報提供、策定
方法等への助言を行う。

保健所が開催する連絡会議に地
域自殺対策推進センター職員が
出向き、市町村の自殺対策計画
策定のための情報提供や助言を
行った。(9回)

継続

地域自殺対策推進センターと
保健所が共同で研修会を開催
し、地域の課題の提供や、計
画策定のための技術的助言を
行う。(10回程度)

精神保健福
祉セン
ター・保健
所

自死遺族等への
支援

市町村開催の家
族の集い支援

市町村が開催する自死遺族を対
象とした集いの支援を行う。

市町村が開催する自死遺族の集
いの支援：2回

継続

自死遺族の集い：2回

精神保健福
祉センター

■基本施策　2 地域におけるネットワークの強化

岐阜県自殺対策
推進会議

県全体で自殺対策を推進するた
め、庁内の関係部局で構成する
推進会議を開催する。 － 新規

平成31年2月までに開催し、
全庁的な自殺対策の推進を図
る。 保健医療課

岐阜県自殺総合
対策協議会

保健・医療・福祉・教育・労
働・法律等の行政機関、関係団
体で構成される協議会を開催
し、岐阜県自殺総合対策行動計
画に基づく事業の検証や、自殺
対策における相互連携の検討を
行う。

第2期岐阜県自殺総合対策行動計
画の評価を行い、平成30年度の
第3期同計画の策定に向けて、岐
阜県の課題を共有し、計画骨子
とスケジュールを確認した。
（平成30年1月26日開催）

継続

第1回協議会（平成30年1月
26日）で計画素案、第2回協
議会（平成30年9月12日）で
計画案を示して協議を行い、
10月に公表する。

保健医療課

保健所における
地域ネットワー
クづくり事業の
開催

地域ネットワー
クづくり事業

精神障害者が地域で安心して生
活できるためのネットワークの
構築を図る。

各保健所において、市町村や医
療機関、警察等の関係機関が参
加する企画会議を開催した

継続

各保健所で開催する研修や企
画会議を通じて、地域の課題
を共有し、相互の連携体制を
強化する。

保健医療課
（保健所）

岐阜いのちの電
話相談員ボラン
ティア養成事業

「NPO法人岐阜いのちの電話協
会」における相談体制の充実に
向け、相談員の養成講座を開催
する。

相談員養成講座として、第1～3
課程の研修を行った。
過去の受講者に対してスーパー
ヴィジョン研修を行った。

継続

電話相談員ボランティアの充
実と電話相談体制の強化を図
る。

保健医療課

若者自殺予防
メール相談事業

「NPO法人岐阜いのちの電話協
会」において、電話や対面で悩
みを表現することが苦手な若者
らを対象に、メール相談を実施

メール相談事業の普及啓発や、
相談員の充実に向けて研修を
行った。 継続

自殺予防メール相談事業を継
続する。

保健医療課

飛騨地区電話相
談事業

飛騨圏域で自死遺族支援等を実
施している「いのち・サポート
ひだ」の電話相談員の養成を実
施

電話相談員のスキルアップ研修
を年に4回開催した。

継続

電話相談員のスキルアップ研
修を年に4回程度開催する。

保健医療課

酒害相談事業及
び研修会

各地域の断酒会会員による個別
相談や、アルコール問題の理解
を深めるための研修会を実施

断酒会に委託し、酒害相談を20
回、研修会を2回開催した。

継続

断酒会に委託し、酒害相談及
び研修会を開催する。

精神保健福
祉センター

退院精神障がい
者支援事業

退院後も地域生活を継続するた
めに、家族同士と関係機関が連
携を図り、家族で支える力を身
に付けられるよう「岐阜県精神
保健福祉連合会」により研修会
を開催する。

揖斐川町(7月29日、73人）、中
津川市（10月13日、250人）、
岐阜市（2月17日、81人）の3会
場で研修会を開催し、疾患の理
解や対応について理解を深め、
家族同士の交流を図った。

継続

年に3回程度研修会を開催す
る。

保健医療課

第３期岐阜県自殺総合対策行動計画　生きる支援の関連施策一覧（県関係部局）

岐阜県自殺対策
推進会議の開催

民間団体との連
携強化
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■基本施策　3 自殺対策を支える人材の育成

研修講師の派遣 保健所等で開催される事例検討
会等に、地域自殺対策推進セン
ターの職員を講師として派遣す
る。

センターの医師が市町村及び保
健所に出向き、メンタルヘルス
に関する講演を行った。（9回）
また、事例検討会において助言
を行った。（21回）

継続

保健所や市町村からの要望に
応じ、センターから研修講師
を派遣する。

精神保健福
祉センター

「岐阜いのちの
電話」相談員養
成支援

電話相談を担う相談員に、国や
県の自殺対策の動向等の知識を
普及する。

「岐阜いのちの電話」が開催す
る電話相談員研修に参加。（平
成29年10月14日） 継続

「岐阜いのちの電話」が開催
する電話相談員研修に参加。
（平成30年11月頃） 保健医療課

メンタルヘルス
ガイドブック作
成事業

県内の精神保健福祉に関する情
報を掲載したガイドブックを作
成し、相談対応者の一助とす
る。 － 新規

有識者で作成検討会を開催
し、求められている情報や正
しい支援の方法、精神保健福
祉センターが把握できない民
間団体等の情報を把握して作
成する。

精神保健福
祉センター

自殺対策に関す
る基礎的な研修
の実施

地域関係者研修
会

各保健所において、精神障害者
が地域で安心して生活できるた
めのネットワークの構築と人材
養成を目的とした研修会を開催
する。

各保健所で研修のテーマを選択
し、計17回開催した。
テーマ：統合失調症、精神科の
薬、迷惑行為、自傷他害、マネ
ジメント、支援者のメンタルヘ
ルス、ひきこもりの理解等
講師：医師や福祉施設の職員等

継続

各保健所において研修のテー
マを選択して開催する。

保健医療課
（保健所）

早期発見・早期
対応のための
ゲートキーパー
の養成

ゲートキーパー
養成事業

各保健所において、県民を対象
にゲートキーパーの意義や大切
さ、支援方法などについての研
修を行う。

各保健所で計859人に対して養成
研修を行った。

継続

各保健所において、県民を対
象にゲートキーパーの意義や
大切さ、支援方法などについ
ての研修を行う。

保健医療課
（保健所）

■基本施策　4 住民への啓発と周知

自殺予防週間、
自殺対策強化月
間等における啓
発事業の実施

自殺対策普及啓
発事業

自殺予防週間や自殺対策強化月
間を中心に、いのちの大切さや
自殺に関する正しい知識の普及
を図る。

県庁、各総合庁舎及び精神保健
福祉センターにおいて、自殺対
策に関するポスターの掲示や庁
内放送を実施した。 継続

県庁、各総合庁舎及び精神保
健福祉センターにおいて、自
殺対策に関するポスターの掲
示や庁内放送を実施する。

精神保健福
祉セン
ター、保健
所、保健医
療課

精神保健関係教
室開催事業

精神疾患についての正しい知識
や社会資源の活用、精神障害者
の理解等について学習する。

各保健所が開催した。（9回、計
231人）主なテーマは、統合失調
症やうつ病などの疾患について
の正しい知識の普及や、経済問
題への対応、地域の資源の活用
等について。

継続

各保健所でテーマを決めて開
催する。

保健医療課
（保健所）

自死遺族会普及
事業

広く県民を対象に自死遺族の方
への理解と、自殺は誰にでも起
こり得る問題であることの理解
を深めるための講演会を行う。

講演会を開催した。（1回）

継続

講演会を開催する。（年２
回）

精神保健福
祉センター

こころの健康
フェスティバル

精神障がい者に対する県民の理
解を促すことを目的に、県民参
加イベントを開催

岐阜県精神保健福祉協会に委託
し、平成29年11月8日に、ぎふ清
流文化プラザにおいて講演会を
開催し、当事者の活動を報告。
参加者数235人

継続

精神障がい者に対する理解を
促すイベントを開催する。

保健医療課

いのちの教育出
前講座の開催

10～20代の若者へ「いのち」
の大切さや自死により遺された
家族の思いを理解し、自死につ
いて考える機会を提供するた
め、自死遺族の会代表などを講
師として出前講座を行う。

〇岐阜県警察学校において、初
任科生を対象に講座を2回開設
講師：岐阜県自死遺族の会代表
〇岐阜県消防学校において学生
を対象に講座を1回開設
講師：岐阜県自死遺族の会代表
　　精神保健福祉センター医師

継続

・岐阜県警察学校の初任科生
や、消防学校学生に対して講
座を開催予定

生活安全総
務課・精神
保健福祉セ
ンター

自殺の概要を明
らかにし、自殺
予防の啓発に努
める

自殺の概要を明らかにし、自殺
予防の啓発に努める。

県警の自殺概要について、警察
庁ホームページに掲載

継続

自殺概要を警察庁ホームペー
ジに掲載し、自殺予防の啓発
に努める。 生活安全総

務課

自殺対策に中心
的に携わる支援
者に対する専門
的支援

自殺や自殺関連
事業等に関する
正しい知識の普
及
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相談窓口及び自
殺対策に関する
情報の提供

インターネット
等を活用した相
談窓口の周知

精神保健福祉センターや保健所
のホームページで、各種相談窓
口を紹介する。

精神保健福祉センターや保健所
のホームページに、関係機関・
民間団体の相談窓口を掲載

継続

相談、支援を必要としている
人が、容易に相談窓口を把握
することができるよう、情報
の整理等を行う。

精神保健福
祉セン
ター、保健
所

■基本施策　5 生きることの促進要因への支援

精神保健福祉相
談事業

精神科医師による対面相談や、
保健師等による対面相談及び電
話相談。

各保健所において、月に1～2回
精神科医師による相談事業を開
催し、延べ247人が参加した。
保健所保健師による電話相談は
延べ2103件、対面相談は657件
であった。

継続

各保健所において、定期の精
神科医師による相談事業を開
催。保健師等による随時の電
話や対面相談を実施。 保健医療課

（保健所）

こころの相談 臨床心理士等による外国人県民
向けの「こころの相談会」を開
催。

カウンセリング・精神療法を専
門とする外国人により相談を実
施した。
実施日数：6日（日曜日）
相談件数：28件

拡充

臨床心理士等による外国人県
民向けの「心の相談会」を18
回（ポルトガル語毎月１回、
タガログ語隔月開催）行う。
（子ども向けの相談を優先）

国際交流課
（岐阜県
国際交流セ
ンター）

依存症を抱える
人への支援

薬物依存対策相
談事業

岐阜保護観察所と共催し、アル
コール、薬物、ギャンブル依存
症の問題を抱える家族を対象に
依存症に関する家族教室を開催
依存症にについての正しい知識
の習得と、家族同士で体験談等
を語り合うことで、悩みや不安
について、一緒に考える機会を
設ける。

家族教室：6回   参加者数　49名
東濃会場での家族教室の開催：2
回
参加者数　12名
内容：依存症拠点機関の医師、
家族の会、ダルク等の講義及び
ミーティング
岐阜ダルク、ピア岐阜との連携
による個別相談　41名

継続

家族教室の開催：6回
個別相談の実施

精神保健福
祉センター

薬物相談窓口業
務

県内12保健所・センター（岐阜
市保健所を含む。）及び精神保
健福祉センターで薬物等に関す
る相談に応需する。
また、閉庁日における相談体制
を強化するため、ＮＰＯ法人に
委託し、月に4日（第１から第
４までの毎土曜日）相談窓口を
開設する。

家族教室を6回開催した。

継続

県民からの薬物等に関する相
談に応需し、他機関の紹介、
助言等を行う。

薬務水道課

ひきこもり対策
事業（相談支
援）

本人を対象に精神科医の定期面
談を実施
圏域に出向いて個別相談会を開
催

 参加者数　40名

継続

グループ活動に参加している
本人を対象に、精神科医が面
談を実施する。
飛騨、恵那、中濃、東濃地域
に出向き、個別相談やグルー
プミーティングを開催する。

精神保健福
祉センター

ひきこもり対策
事業（相談支
援）

グループ活動や学習会、個別相
談会を開催

東濃会場で家族教室を2回開催し
た。

継続

グループミーティングとして
本人会、家族のつどい、家族
ＯＢ会を開催したり、フリー
スペースを提供する。
家族を対象に、社会保険労務
士等によるライフプラン相談
を開催する。

精神保健福
祉センター

がん診療連携拠
点病院等でのが
ん相談支援事業

県内7か所のがん診療連携拠点
病院の相談支援センターにおい
て、がん患者や家族の相談に応
じ、療養や生活等の不安の軽減
を図る。

7255件（H28年）の相談があ
り、年々増加の傾向である。

継続

相談支援センターにおいて、
がん患者やその家族の精神
的・心理社会的な苦痛等に対
する相談支援を実施する。 保健医療課

がんと診断され
た時からの緩和
ケアの提供

がんと診断されることに伴い生
じる身体的・精神心理的・社会
的苦痛等の対応を診断時から行
うことを通じて、患者とその家
族の苦痛の軽減を図り、ＱＯＬ
の向上を目指す。

県内7か所のがん診療連携拠点病
院において、緩和ケアチームを
組織し、緩和ケアを提供してい
る。

継続

県内7か所のがん診療連携拠
点病院において、緩和ケア
チームを組織し、緩和ケアを
提供する。

保健医療課

こころの健康に
不安や悩みを抱
える人への支援

ひきこもりの人
への支援

がん、難病、慢
性疾患患者への
支援
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①【細】子ども
相談センター運
営費
②【細】一時保
護事業費
③【細々】児童
虐待対応専門職
等設置費
④【細々】家庭
支援推進等事業
費
⑤【細々】児童
相談派遣専門職
等設置費
⑥【細々】児童
虐待防止対策等
事業費
⑦【細々】子ど
も相談センター
２４時間虐待通
報ダイヤル事業
⑧【細々】療育
手帳判定業務専
門職等設置費
⑨【細々】児童
虐待防止医療機
関連携事業費

①子ども相談センター（５カ
所）の運営費
②一時保護所の運営費
③１８名分人件費
④家庭支援子ども電話相談運営
及び研修会
⑤６名分人件費
⑥地域及び関係機関との連携強
化、研修・指導
⑦子ども相談センター虐待通報
ダイヤル
⑧９名分人件費
⑨医療機関向けの研修、講演会
の開催等の連携事業

個別相談　41名

拡充

子ども相談センターにおい
て、児童に関するあらゆる問
題について、相談・援助業務
等を実施。増加する児童虐待
等への対応を強化するため、
専門職等を活用しながら適切
な援助を図る。

子ども家庭
課

高齢者虐待防止
推進事業

高齢者虐待の未然防止、早期発
見、早期対応のため、市町村及
び地域包括支援センター職員に
対し研修を実施する。

（岐阜ダルク、ピア岐阜と連携
による）

拡充

市町村向け研修会
事例検討と司法専門職による
講義を取り入れた研修会を開
催する。
参加者：初任者研修、現任者
研修：各50名程度

市町村支援チーム派遣
市町村の困難事例等について
弁護士、社会福祉士による専
門チームを派遣し相談体制の
充実を図る。
派遣回数：15回程度

高齢福祉課

地域包括支援セ
ンター職員等研
修

地域包括支援センターの職員等
を対象として、高齢者の包括的
な支援が行えるよう職員の資質
向上のため研修会を開催。

地域包括支援センター職員等基
礎研修（年1回）及び地域包括支
援センター課題別研修（年1回）
を開催した。 継続

地域包括支援センター職員等
基礎研修（年1回）/地域包括
支援センター課題別研修（年
1回）を開催 高齢福祉課

①【細】女性相
談センター運営
費
②【細】一時収
容保護事業費
③【細々】ＤＶ
被害者等の緊急
一時保護事業費

①女性相談センターの運営費
②一時保護所の運営費
③ＤＶ被害者等の緊急一時保護
経費

女性相談センターにおいて、女
性の関するあらゆる問題につい
て相談・援助業務等を実施し
た。

相談件数：4,054件（内ＤＶ相
談：1,477件）

継続

女性相談センターにおいて、
女性の関するあらゆる問題に
ついて相談・援助業務等を実
施する。

子ども家庭
課

①【細々】ぎふ
性暴力被害者支
援センター運営
費
②【細々】ぎふ
性暴力被害者支
援センター夜間
等電話相談事業
費

①ぎふ性暴力被害者支援セン
ターの運営費
②ぎふ性暴力被害者支援セン
ター夜間等電話相談の実施

性暴力に関する相談を24時間体
制で受け、必要な支援を出来る
限りワンストップで行う「ぎふ
性暴力被害者支援センター」の
運営を委託

相談件数：642件
同行支援件数：117件

継続

性暴力に関する相談を24時間
体制で受け、必要な支援を出
来る限りワンストップで行う
「ぎふ性暴力被害者支援セン
ター」の運営を委託 子ども家庭

課

障害者虐待防止
支援事業

障害者虐待防止・権利擁護研修
の実施

・障害福祉サービス事業所等従
事者研修及び障害福祉サービス
事業所等管理者研修　参加者303
名

・市町村等虐待防止担当職員研
修：参加者33名

継続

障害福祉サービス事業所等従
事者研修及び障害福祉サービ
ス事業所等管理者研修及び市
町村等虐待防止担当職員研修
の実施

障害福祉課

児童虐待や高齢
者虐待、ＤＶ、
性犯罪、性暴力
の被害者への支
援
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施策 事業名 事業概要 H29年度　実績
事業
区分

H30年度　計画（目標） 担当課

第３期岐阜県自殺総合対策行動計画　生きる支援の関連施策一覧（県関係部局）

災害時自殺対策
研修事業

南海トラフなどの災害や集団事
故などに備え、精神科関係者で
自殺予防対策を学ぶ。

精神保健福祉協会に委託し、平
成30年2月16日に研修会を開催し
た。
参加者：精神科病院関係者、行
政関係者、ゲートキーパー養成
講座受講者、精神保健福祉協会
員等116名
研修テーマ：被災者の孤立・自
殺を防ぐ心のケアをどう届ける
か

継続

精神科保健福祉協会に委託
し、自然災害や集団事故など
における自殺未遂の予防対策
や、情報連携等を学ぶ。

保健医療課

ＤＰＡＴ研修 岐阜県ＤＰＡＴチームへむけた
研修を開催

岐阜DPAT体制確立のための協定
の締結を目指した。

継続

岐阜県ＤＰＡＴ研修を開催す
る。基礎知識の習得と、現場
での動き方の把握に焦点を置
き、研修を企画、調整する。 保健医療課

人権啓発のため
のイベントや研
修・講演会の開
催

人権啓発フェスティバルや啓発
展の開催、県民向けのセミナー
の開催等により県民の人権意識
の高揚を図る。

・12月9日　人権啓発フェスティ
バル開催（参加者数　延べ2,733
人）
・2月21日　「性的指向と性自認
について学ぶセミナー」開催
（参加者数　211人）
・8月25～3月3日　人権啓発展開
催（県内6か所）

継続

・11月　性的少数者の人権を
テーマとした研修会開催（参
加目標　100人）
・12月8日　人権啓発フェス
ティバル開催（参加目標
2,700人）
・10月～2月　人権啓発展開
催（県内7か所）

人権施策推
進課

人権啓発セン
ターの設置・運
営

人権啓発指導員を配置し、県庁
開庁日に営業する人権啓発セン
ターを運営する。

・人権啓発出前講座実施　61回
　（うち性的少数者の人権関係
8回）
　県民からの要望に応じて人権
に関する講座の講師として指導
員を派遣した。
・人権啓発ビデオ、DVD貸出
150本
　（うち性的少数者の人権関係
16本）
・人権相談への対応　146件
　（うち性的少数者の人権関係
0件）

継続

・人権啓発出前講座実施（目
標　60回）
・人権啓発ビデオ、DVD貸出
（目標　150本）
・人権相談への対応　各種相
談機関との連携を強化し、相
談者のニーズに的確に対応す
る。 人権施策推

進課

【細々】女性の
活躍支援セン
ター管理運営事
業費の一部

女性の活躍支援センター・男女
共同参画プラザの運営（人件費
除く）

男女の生き方に関する様々な悩
みに対する相談・講座を実施す
るとともに、子育てや仕事と家
庭の両立に悩む女性に対する相
談、再就職に向けた支援等を実
施した。

相談件数：1,655件（一般電話、
こころ等）2,770件（子育て・就
労）

拡充

男女の生き方に関する様々な
悩みに対する相談・講座を実
施するとともに、子育てや仕
事と家庭の両立に悩む女性に
対する相談、再就職に向けた
支援等を実施

女性の活躍
推進課

相談の多様な手
段の確保

各種相談電話で
の対応

警察安全相談や少年相談等での
相談対応

相談者の求めに応じ、警察官に
よる対応や関係機関の紹介等を
実施

継続

警察安全相談や少年相談等に
より、相談者の求めに応じ、
警察官による対応や関係機関
の紹介等を行う。

生活安全総
務課

ケア会議での技
術援助

自殺未遂者等、処遇困難事例の
ケア会議への技術支援

市町村や関係機関から、対応に
悩む事例についての相談を受
け、助言を行った。 継続

必要に応じて開催する。

精神保健福
祉センター

ケア会議の開催 自殺未遂者等、処遇困難事例の
ケア会議の開催

各保健所においてケア会議を開
催し、支援を必要とするケース
の検討や、関係者相互の連携体
制を構築した。

継続

必要に応じて開催する。

保健医療課
（保健所）

遺された人への
支援

自死遺族会支援
事業

既に活動している自死遺族の会
への支援により、自死遺族の方
への精神面の支援を行う。

・自死遺族の「分かち合いの
会」を6回開催　参加者数72名
・自死遺族によるピア事業を行
うための学習会を開催
　第1回：「傾聴の心得につい
て」9名参加
　第2回：「寄り添う支援につい
て」6名参加
　第3回：「自死遺族を取巻く法
的問題について」5名参加

継続

・自死遺族の会（わかちあい
の会）の開催

精神保健福
祉センター

大規模災害等の
発生時における
被災者等の心の
ケア

性的マイノリ
ティ（性的少数
者）への支援の
充実

自殺未遂者の再
度の自殺企図を
防ぐ
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施策 事業名 事業概要 H29年度　実績
事業
区分

H30年度　計画（目標） 担当課

第３期岐阜県自殺総合対策行動計画　生きる支援の関連施策一覧（県関係部局）

自死遺族ピアカ
ウンセリング事
業

自死遺族の悲しみや悩みを自死
遺族の会会員が相談にのり、話
しやすい雰囲気のもと、安心し
て悩みを打ち明ける場を作る。

・10～12月に傾聴の心得等の勉
強会を行い、１月から自死遺族
によるカウンセリング事業を月1
回開始した。
・ピアカウンセリングの前に精
神科医師による面談を実施。

継続

・カウンセリング事業を開催

精神保健福
祉センター

自死遺族会普及
事業

広く県民を対象に自死遺族への
理解と、自殺は誰にでも起こり
うる問題であることの理解を深
めるための講演会を行う。

高齢者の社会的孤立の実態と具
体的な支援について学ぶことに
より、高齢者の自殺対策のため
の包括的支援を考える講演会を
開催した。
開催日：平成30年3月2日
内容：講演（「高齢者の社会的
孤立の実態と自殺予防につい
て」）及び岐阜県自死遺族の会
の活動紹介

継続

講演会を開催する。

精神保健福
祉センター

■重点施策　1 高齢者向け対策

単位老人クラブ
活動費補助金
市町村老人クラ
ブ連合会補助金

老人クラブが行う地域貢献活動
及び市町村老人クラブ連合会が
行う健康づくり・介護予防事業
等への補助

・単位老人クラブ　1895
・市町村老人クラブ連合会　40
に対して補助を実施した。（中
核市は対象外） 継続

単位老人クラブ及び市町村老
人クラブ連合会の活動に対し
て、補助を行う。

高齢福祉課

生活支援コー
ディネーター養
成研修事業

高齢者の社会参加の場や居場所
づくりを推進する生活支援コー
ディネーターに対して資質向上
の研修を実施する。

平成29年度生活支援コーディ
ネーター養成研修開催
平成30年3月9日(金)13:00～
16:40
羽島文化センター大会議室
・制度説明
・活動事例発表(池田町、海津
市、恵那市)
・コーディネーター間の情報共
有

継続

平成30年度生活支援コーディ
ネーター養成(フォローアッ
プ)研修
平成30年10月～12月の間で1
回開催予定
・地域包括ケアシステムを深
化・推進するための介護保険
制度(生活支援サービス以外も
含む)の解説
・国内の好事例紹介及び高齢
者の社会参加の場と居場所づ
くりのヒントについて

高齢福祉課

認知症支援普及
啓発事業

認知症になっても地域で安心し
て生活できる体制構築のため、
認知症サポーター等を養成す
る。

・キャラバン・メイト養成研修
の実施（2回、222名）
・認知症ｻﾎﾟｰﾀｰ等フォローアッ
プ研修の実施（66名）
・高校生向け認知症理解講座等
の実施（6校、195名） 拡充

・キャラバン・メイト養成研
修の実施
・認知症ｻﾎﾟｰﾀｰ等フォロー
アップ研修の実施
・高校生及び大学生向け認知
症サポーター養成講座の実施
・県民向け認知症に関する映
画上映会を実施

高齢福祉課

認知症家族等支
援事業費補助金
（H29年度までは
「認知症早期支
援プログラム事
業」）

認知症の人やその家族が地域で
安心して生活できるよう、居場
所づくりを行う。

・民間の8団体に対し認知症カ
フェ開設に係る費用の一部を助
成した。
・県が開催した認知症事業公表
会にて、取組みを発表した。 継続

民間団体の認知症カフェを開
設に係る経費の一部を助成す
る。

高齢福祉課

地域包括支援セ
ンター職員等研
修

地域包括支援センターの職員を
対象として研修会開催時に、自
殺対策に関連する情報提供を実
施

地域包括支援センター職員等基
礎研修（年1回）及び地域包括支
援センター課題別研修（年1回）
を開催した。

継続

地域包括支援センター課題別
研修（年1回）時に自殺対策
に関する情報提供を実施

高齢福祉課

地域包括支援セ
ンター職員等研
修

地域包括支援センターの職員を
対象として研修会開催時に、自
殺対策に関連する情報提供を実
施

地域包括支援センター職員等基
礎研修（年1回）及び地域包括支
援センター課題別研修（年1回）
を開催した。 継続

地域包括支援センター課題別
研修（年1回）時に自殺対策
に関する情報提供を実施

高齢福祉課

認知症などへの
取組、介護者へ
の支援

支援関係者に対
する自殺対策に
関する情報提供
や研修の開催

遺された人への
支援

生きがいや居場
所づくり
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施策 事業名 事業概要 H29年度　実績
事業
区分

H30年度　計画（目標） 担当課

第３期岐阜県自殺総合対策行動計画　生きる支援の関連施策一覧（県関係部局）

■重点施策　2 生活困窮者向け対策

生活困窮者自立
支援事業

町村域を所管する県事務所（福
祉課）4カ所に生活困窮者自立
相談支援窓口を設置し、相談を
通じて整理した課題に基づく自
立支援計画の作成や、ハロー
ワーク、町村役場など各機関と
の連携により、就労・生活・家
計に関する包括的・継続的な支
援の入り口とする。

新規相談受付：179件
自立支援計画作成：266件
就労または増収に結び付いた件
数：93件

町村域を所管する県事務所（福
祉課）4カ所に生活困窮者自立相
談支援窓口を設置し、相談を通
じて整理した課題に基づく自立
支援計画の作成や、ハローワー
ク、町村役場など各機関との連
携により、就労・生活・家計に
関する包括的・継続的な支援へ
繋いだ。

継続

町村域を所管する県事務所
（福祉課）4カ所に生活困窮
者自立相談支援窓口を設置
し、相談を通じて整理した課
題に基づく自立支援計画の作
成や、ハローワーク、町村役
場など各機関との連携によ
り、就労・生活・家計に関す
る包括的・継続的な支援へ繋
いでいく。

地域福祉課

①生活困窮者生
活再建支援事業
②就労準備支援
事業

①家計相談支援員の配置及び宿
泊場所の提供を行い、生活困窮
者に対し、より包括的な支援を
行う。

②長期間就労から離れている者
等、すぐに社会復帰に臨めない
者等の就労支援の前段階の支援
が必要な者に対し、就労準備支
援を実施し、就労支援、ひいて
は一般就労へつなぐ。

①家計相談実績：53件
　一時生活支援事業実績：1件
　
家計相談支援員の配置及び宿泊
場所の提供を行い、生活困窮者
に対し、必要な支援を行った。

②平成30年度新規事業

①継
続

②新
規

①家計相談支援員の配置及び
宿泊場所の提供を行い、生活
困窮者に対し、より包括的な
支援を行っていく。
②就労支援の前段階の支援が
必要な者に対し就労準備支援
を実施し、就労支援、一般就
労へ繋いでいく。

地域福祉課

生活福祉資金貸
付事業推進事務
費補助金

低所得者・障がい者・高齢者の
世帯に対して、一定の審査のう
えで資金の貸付を行うことによ
り、経済的自立及び生活意欲の
助長を図る。実施主体は社会福
祉法人岐阜県社会福祉協議会と
定められており、県は貸付利子
等収入で賄えない所要経費を助
成することで、制度の円滑な運
用を促進する。

市町村社協・民生委員等の調査
協力のもと、資金貸付、必要な
指導援助を行うとともに、貸付
金制度の周知徹底や債権回収の
強化を図り、制度の趣旨に即し
た貸付事業を推進した。また、
平成27年4月からの法施行に基づ
き設置された生活困窮者自立相
談支援窓口と連携しながら、低
所得者の世帯等に支援すること
ができた。

継続

低所得者・障がい者・高齢者
の世帯に対して、一定の審査
のうえで資金の貸付を行うこ
とにより、経済的自立及び生
活意欲の助長を図る。実施主
体は社会福祉法人岐阜県社会
福祉協議会と定められてお
り、県は貸付利子等収入で賄
えない所要経費を助成するこ
とで、制度の円滑な運用を促
進していく。

地域福祉課

新たな住宅セー
フティネット制
度

住宅確保要配慮者の居住の安定
等を図る。

不動産関係団体､福祉関係団体及
び自治体等で構成される居住支
援協議会を開催し､新たな住宅
セーフティネット制度等につい
て周知を行った。

継続

居住支援協議会を開催し､更な
る新たな住宅セーフティネッ
ト制度等の周知を図るととも
に､住宅確保要配慮者の居住相
談等を行う居住支援法人を指
定する。

住宅課

法律とこころの
健康相談

弁護士と臨床心理士による対面
相談

9月の自殺予防週間と、3月の自
殺対策強化月間の時期に合わせ
て各保健所で開催（各所2～3
回）し、相談者は計42名であっ
た。

継続

各保健所において、9月と3月
に開催する。

保健医療課
（保健所）

消費生活相談 悪質商法、多重債務などの消費
生活トラブルの相談

・相談件数： 13,672件
・うち、多重債務に関する相談
件数： 177件
・多重債務相談会の実施： 12回
・多重債務問題検討会の開催：
１回

継続

・消費生活相談の実施
・多重債務相談会の実施
・多重債務問題検討会の開催

県民生活課

県民相談 行政に関する相談や、日常生活
の悩みごと・困りごと等生活全
般に関する相談

・相談件数： 1,263件
・法律相談（月2回）件数： 90
件 継続

・県民相談の実施
・弁護士による無料法律相談
の実施 県民生活課

交通事故相談 損害賠償請求、示談の進め方
等、問題解決のための指導や助
言及び、関係機関等の紹介

・相談件数： 370件

継続

・交通事故相談の実施
・交通事故巡回相談の実施

県民生活課

岐阜県介護研修
センター運営事
業

福祉の各種制度と、その相談窓
口を一覧にした「福祉データ
ブック」の作成・配布。

高齢者、障害者、児童、女性に
対する福祉サービス及び生活保
護制度、生活困窮者自立支援制
度、生活福祉資金等の各種制度
と、その相談窓口を一覧にした
「福祉データブック」を作成
し、配布した。

継続

高齢者、障害者、児童、女性
に対する福祉サービス及び生
活保護制度、生活困窮者自立
支援制度、生活福祉資金等の
各種制度と、その相談窓口を
一覧にした「福祉データブッ
ク」を作成し、配布する。

地域福祉課

消費生活等の広
報・啓発

相談窓口、無料相談会、消費生
活トラブル等の情報提供

・各種媒体を利用した広報の実
施
・消費生活出前講座の開催件
数： 156件

継続

・各種媒体を利用した広報の
実施
・消費生活出前講座の開催 県民生活課

相談体制の充実
及び相談窓口情
報のわかりやす
い発信

生活困窮者自立
支援制度等に基
づく支援体制の
強化
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施策 事業名 事業概要 H29年度　実績
事業
区分

H30年度　計画（目標） 担当課

第３期岐阜県自殺総合対策行動計画　生きる支援の関連施策一覧（県関係部局）

■重点施策　3 職場環境に関する対策

人権啓発のため
のイベントや研
修・講演会の開
催

人権啓発フェスティバルや啓発
展の開催、企業経営者や人事担
当者向けのセミナーの開催等に
より、企業等における人権意識
の高揚を図る。

・8月3日　生き合いセミナー
（人権指導者養成講座）開催
（参加者数　98人）
・9月21日　まなざしセミナー
（企業人権セミナー）開催（参
加者数　132人）
・12月9日　人権啓発フェスティ
バル開催（参加者数　延べ2,733
人）

継続

・7月19日　生き合いセミ
ナー（人権指導者養成講座）
開催（参加者数　104人）
・9月5日　まなざしセミナー
（企業人権セミナー）開催
（参加目標　40人）
・12月8日　人権啓発フェス
ティバル開催（参加目標
2,700人）

人権施策推
進課

地域雇用対策専
門職設置費

解雇、賃金、労働時間及び労使
間の問題など労働問題全般の相
談窓口を労働雇用課および各県
事務所等に開設

相談件数79件
（内訳：労使関係16、労働条件
41、雇用1、勤労者福祉8、その
他13）

継続

雇用情勢により相談件数が変
動するため、目標値は設定し
ていない。

労働雇用課

中小企業特別労
働相談実施事業
費

労働相談の複雑・多様化、高度
化に対応するため、県が委嘱し
た弁護士（３名）による無料特
別労働相談（予約制）を実施。
事務事業の見直しによりH30よ
り廃止

２回

廃止 - 労働雇用課

中小企業総合人
材確保センター
運営事業

企業の人材確保と求職者への就
労支援を総合的に実施する相談
窓口を設置・運営する。

企業相談件数：287社/年
企業個別支援：121社/年
求職者相談件数：3,879名/年 継続

企業の人材確保と求職者への
就労支援を総合的に実施する
相談窓口を設置・運営する。 産業人材課

【細々】女性の
活躍支援セン
ター管理運営事
業費の一部
（再掲）

女性の活躍支援センター・男女
共同参画プラザの運営（人件費
除く）

男女の生き方に関する様々な悩
みに対する相談・講座を実施す
るとともに、子育てや仕事と家
庭の両立に悩む女性に対する相
談、再就職に向けた支援等を実
施した。

相談件数：1,655件（一般電話、
こころ等）2,770件（子育て・就
労）

拡充

男女の生き方に関する様々な
悩みに対する相談・講座を実
施するとともに、子育てや仕
事と家庭の両立に悩む女性に
対する相談、再就職に向けた
支援等を実施

女性の活躍
推進課

①【細々】ＷＬ
Ｂ推進エクセレ
ント企業拡大促
進事業費
②【細々】ＷＬ
Ｂ推進エクセレ
ント企業ブラッ
シュアップ応援
事業費
③【細々】ＷＬ
Ｂ推進エクセレ
ント企業拡大事
業費補助金
④【細々】ＷＬ
Ｂ推進エクセレ
ント企業拡大事
業費

①ＷＬＢ推進企業登録を推進及
びエクセレント企業を育成
②エクセレント企業の取組みを
ブラッシュアップ
③エクセレント企業認定を目指
す企業の取組みに対し助成
④補助金周知チラシ作成

従業員の仕事と家庭の両立支援
や、女性の活躍推進に取り組む
県内の企業等を「岐阜県ワー
ク・ライフ・バランス推進企
業」として登録し、特に優良な
取組みやオリジナルな取組みを
実施する企業を「岐阜県ワー
ク・ライフ・バランス推進エク
セレント企業」として認定し
た。

ＷＬＢ推進企業登録数：2,803社
ＷＬＢ推進エクセレント企業認
定数：93社
※いずれもＨ30．3月末現在

継続

従業員の仕事と家庭の両立支
援や、女性の活躍推進に取り
組む県内の企業等を「岐阜県
ワーク・ライフ・バランス推
進企業」として登録し、特に
優良な取組みやオリジナルな
取組みを実施する企業を「岐
阜県ワーク・ライフ・バラン
ス推進エクセレント企業」と
して認定する。

女性の活躍
推進課

清流の国ぎふ健
康経営推進事業

従業員の健康づくりに積極的に
取り組む意向を持つ「清流の国
ぎふ健康経営宣言」を表明する
企業に対し、健康アドバイザー
の派遣や健康教室の開催を支援
する。

- 新規

「清流の国ぎふ健康経営宣
言」を表明した企業に対し、
「ぎふ健康リーダー」研修会
を開催するほか、県及び各保
健所により、経営者や従業員
に対するきめ細かな健康づく
りの支援を実施する。

保健医療課

職場環境改善の
促進や健康経営
の推進
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施策 事業名 事業概要 H29年度　実績
事業
区分

H30年度　計画（目標） 担当課

第３期岐阜県自殺総合対策行動計画　生きる支援の関連施策一覧（県関係部局）

■重点施策　4 子ども・若者向け対策

生徒指導研修会 　学校における「いじめ・不登
校の未然防止」及び「自殺予防
に関わる学校での取組」につい
て、「学校予防教育」の観点か
ら研修する。

平成29年8月22日（火）に、県図
書館多目的ホールにて開催。県
内公立学校（小・中・義務教育
学校、高等学校、特別支援学
校）生徒指導主事、各教育事務
所地域担当生徒指導主事、小・
中・義務教育学校主幹教諭（生
徒指導担当）、市町村教育委員
会生徒指導担当者141名が参加。
講師は、東京大学大学院教育研
究科 教授　佐々木　司（精神科
医）様、国立精神・神経医療研
究センター 研究員　小塩　靖崇
氏（教育学博士、看護師、保健
師）

継続

平成30年8月3日（金）に、県
図書館多目的ホールにて開
催。県内公立学校（小・中・
義務教育学校、高等学校、特
別支援学校）生徒指導主事、
各教育事務所地域担当生徒指
導主事、小・中・義務教育学
校主幹教諭（生徒指導担
当）、市町村教育委員会生徒
指導担当者150名が参加予
定。
講師は、文部科学省　初等中
等教育局児童生徒課　生徒指
導調査官　北﨑　哲章　様、
鳴門教育大学予防教育科学セ
ンター　所長　山崎　勝之
様の予定。

学校安全
課

「心の健康」講
演会

県学校保健会と共催し、現代の
子どもたちの抱える心の健康問
題をテーマにした講演会を実施

平成29年12月15日講演
「いじめ問題の捉え方　～法的
観点と教育的観点の異同を踏ま
えて～」
県内教職員、ＰＴＡ、三師会等
計130名参加

継続

平成30年11～12月に実施予
定

体育健康課

相談窓口の周知 子供ＳＯＳ２４
電話相談事業

24時間体制で電話相談を受け
る「子供ＳＯＳ24」のほか、平
日日中に「教育相談ほほえみダ
イヤル」を開設している。ま
た、県総合教育センターや各教
育事務所では、平日日中に教育
に関する面接相談に応じてい
る。

・県総合教育センターにおける
教育相談回数
　電話相談 1,770回、面接相談
884回
・教育事務所における教育相談
回数
　電話相談 429回、面接相談 43
回
・「子供ＳＯＳ24」「教育相談
ほほえみダイヤル」の電話相談
窓口を紹介するカードを作成
し、県内の全児童生徒に配付し
た。

継続

・県総合教育センターや各教
育事務所において、電話相
談、面接相談を実施する。
・「子供ＳＯＳ24」「教育相
談ほほえみダイヤル」等の電
話相談窓口を紹介するカード
を作成し、県内の各学校の児
童生徒及び保護者へ配付す
る。

学校安全
課

教材や授業方法
の工夫

いじめ・不登校
の未然防止、自
殺予防に関わる
学校での取組の
ための教材貸出

　いじめ・不登校の未然防止及
び自殺予防のため有効となるＤ
ＶＤ教材を希望する学校へ貸し
出しをし、自殺予防につなげ
る。

・小学校…4回（大垣北小、中津
西小、妻木小、稲羽西小）
・中学校…5回（中津一中、岩邑
中、伊自良中、池田中2回）
・県立特別支援学校…1回（中濃
特別支援学校）
・研修会…2回（生徒指導係）、
5回（教育相談係）
・合計589名

継続

・今年度は、各学校から教材
を借りやすくするため、各教
育事務所に１組配付し、貸し
出し予定。

学校安全
課

ＳＯＳの受け止
め方

児童生徒の自殺
予防に向けた困
難な事態、強い
心理的負担を受
けた場合等にお
ける
対処の仕方を身
に付ける等のた
めの教育の推進
について（通
知）

平成30年1月25日付け、学安第
819号にて、県内の市町村立学校
へ、平成30年1月25日付け、学安
第819号の2にて、県内の県立学
校へ周知。

継続

平成30年4月26日付け、学安
第８４号にて、県内の市町村
立学校へ、平成30年4月26日
付け、学安第84号の2にて、
県内の県立学校へ周知済。実
施したかどうかは、県いじめ
実態調査にて把握予定。

学校安全
課

インターネット
ゲートキーパー
事業

若者が利用する機会が多いイン
ターネットの検索連動型広告を
活用し、適切な相談窓口の案内
を実施する。 － 新規

子どもらの夏休み明けから自
殺予防週間を含める8月から9
月にかけての1か月間と、自
殺対策強化月間の3月に実施
する。

保健医療課

被害青少年セン
ター費（青少年
ＳＯＳセンター
の運営）

いじめ、不登校、友人・親子関
係等の様々な悩みを持つ青少年
に対し、「フリーダイヤル・
365日・24時間体制」で相談対
応を行う機関を運営する。

・相談実績（2,572件）
・臨床心理士、社会福祉士によ
る面接相談（月2回）及び相談員
へのスーパービジョン実施
・青少年の環境が変化しやすい
年度の変わり目に広報チラシを
関係機関・団体、小・中学校、
高校・大学・専門学校等に配布
（56,000枚）

継続

青少年ＳＯＳセンターを運営
し、いじめ、不登校、友人・
親子関係等の様々な悩みを持
つ青少年に対し、「フリーダ
イヤル・365日・24時間体
制」で相談や面接相談等の対
応を行う。

私学振興・
青少年課

心の健康教育の
実施体制づくり

若者が相談しや
すい体制づくり
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施策 事業名 事業概要 H29年度　実績
事業
区分

H30年度　計画（目標） 担当課

第３期岐阜県自殺総合対策行動計画　生きる支援の関連施策一覧（県関係部局）

アンケート調査

継続

平成30年度岐阜県いじめ実態
調査の結果、岐阜県内の公立
小、中、義、高、特別支援学
校全てにてアンケートを実
施。実施していない学校への
指導予定。

学校安全
課

スクールカウン
セラー等活用事
業

　スクールカウンセラーやス
クールカウンセラー準ずる者を
中学校区、公立高等学校、公立
特別支援学校、岐阜県総合教育
センター等に配置し、学校にお
ける教育相談体制の充実を図
る。

・県内の全中学校区、公立高等
学校、公立特別支援学校にス
クールカウンセラーやスクール
カウンセラー準ずる者を配置し
て、学校の教育相談体制の充実
と教職員の教育相談に関する資
質向上を図った。 継続

・県内の全中学校区、公立高
等学校、公立特別支援学校に
スクールカウンセラーやス
クールカウンセラー準ずる者
を配置する。各学校におい
て、スクールカウンセラーを
活用して児童生徒及び保護者
にカウンセリングを実施する
とともに、心の健康教育に関
わる教職員の研修を行うなど
学校の教育相談の充実を図
る。

学校安全
課

スペシャリスト
サポート派遣事
業

専門家の派遣が必要な生徒指
導上の諸問題に対して、学校等
の要請により、事案に応じて外
部人材で編成するサポートチー
ムを派遣し、専門的な立場から
指導体制の確立等を支援し、諸
問題の早期解決を図るととも
に、予防・再発防止において
も、必要なスペシャリストを派
遣し、支援を図る。

　小学校41日、中学校48日、義
務教育学校2日、高等学校422
日、特別支援学校42日、その他9
日、合計572日
　臨床心理士445回、社会福祉士
89回、弁護士27回、大学教授15
回、医師28回、その他20回、合
計624回

継続

　公立の小学校、中学校、義
務教育学校、高等学校及び特
別支援学校等に、大学教授な
どの学識経験者、臨床心理
士、精神科医、弁護士、社会
福祉士（児童福祉司）等を事
案に応じて派遣者を選任し、
600回程度の派遣を予定。た
だし、派遣申請者が特定の者
の派遣を希望するときは、こ
れを優先する。

学校安全
課

子供ＳＯＳ２４
電話相談事業

24時間体制で電話相談を受け
る「子供ＳＯＳ24」のほか、平
日日中に「教育相談ほほえみダ
イヤル」を開設している。ま
た、県総合教育センターや各教
育事務所では、平日日中に教育
に関する面接相談に応じてい
る。

・県総合教育センターにおける
教育相談回数
　電話相談 1,770回、面接相談
884回
・教育事務所における教育相談
回数
　電話相談 429回、面接相談 43
回
・「子供ＳＯＳ24」「教育相談
ほほえみダイヤル」の電話相談
窓口を紹介するカードを作成
し、県内の全児童生徒に配付し
た。

継続

・県総合教育センターや各教
育事務所において、電話相
談、面接相談を実施する。
・「子供ＳＯＳ24」「教育相
談ほほえみダイヤル」等の電
話相談窓口を紹介するカード
を作成し、県内の各学校の児
童生徒及び保護者へ配付す
る。

学校安全
課

児童生徒の自殺
予防に係る取組
について（通
知）

　平成29年6月14日付け、学安第
230号にて、県内の市町村立学校
へ、平成29年6月14日付け、学安
第230号の2にて、県内の県立学
校へ周知。

　平成30年6月15日付け、学
安第220号にて、県内の市町
村立学校へ、平成30年6月15
日付け、学安第220号の2に
て、県内の県立学校へ周知。

学校安全
課

子供ＳＯＳ２４
電話相談事業

24時間体制で電話相談を受け
る「子供ＳＯＳ24」のほか、平
日日中に「教育相談ほほえみダ
イヤル」を開設している。ま
た、県総合教育センターや各教
育事務所では、平日日中に教育
に関する面接相談に応じてい
る。

・県総合教育センターにおける
教育相談回数
　電話相談 1,770回、面接相談
884回
・教育事務所における教育相談
回数
　電話相談 429回、面接相談 43
回
・「子供ＳＯＳ24」「教育相談
ほほえみダイヤル」の電話相談
窓口を紹介するカードを作成
し、県内の全児童生徒に配付し
た。

継続

・県総合教育センターや各教
育事務所において、電話相
談、面接相談を実施する。
・「子供ＳＯＳ24」「教育相
談ほほえみダイヤル」等の電
話相談窓口を紹介するカード
を作成し、県内の各学校の児
童生徒及び保護者へ配付す
る。

学校安全
課

若者へのライフ
プランの啓発

【細々】結婚支
援事業費の一部

独身男女に出会いの場を提供 ぎふマリッジサポートセンター
をOKBふれあい会館内に固定化
し、結婚相談支援のほか、市町
村域を越えたお見合いのサポー
ト、市町村結婚相談員の資質向
上のための研修及び婚活サポー
ター養成のための研修を実施。
　イベント開催：378回（参加
者：8,406人）

継続

ぎふマリッジサポートセン
ター（OKBふれあい会館内）
において、結婚相談支援のほ
か、市町村域を越えたお見合
いのサポート、市町村結婚相
談員の資質向上のための研修
及び婚活サポーター養成のた
めの研修を実施。

子育て支援
課

保護者に対する
家庭における見
守りのお願い

県内の学校にお
ける早期発見に
向けた取組
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施策 事業名 事業概要 H29年度　実績
事業
区分

H30年度　計画（目標） 担当課

第３期岐阜県自殺総合対策行動計画　生きる支援の関連施策一覧（県関係部局）

無業状態の若者
の就労支援の充
実

地域若者サポー
トステーション
事業

キャリアコンサルタントによる
就労に向けての個別相談。臨床
心理士による心理カウンセリン
グ。

相談件数：2,709件/年
新規登録者：167名/年
就労等の進路決定者：91名/年

継続

キャリアコンサルタントによ
る就労に向けての個別相談、
臨床心理士による心理カウン
セリングを実施する。 産業人材課

困難を有する子
ども・若者を支
援するための
ネットワークづ
くり

子ども・若者育
成支援ネット
ワーク事業

困難を有する子ども・若者への
支援を円滑に行うために、子ど
も・若者育成支援推進法に基づ
く地域協議会を運営する。

・代表者会議、担当者会議の開
催（各1回）
・相談・支援機関の担当者に向
けた専門的知識習得のための研
修・交流会の開催（12回） 継続

子ども・若者育成支援推進法
に基づく地域協議会を運営
し、困難を有する子ども・若
者への支援を円滑に行う。ま
た、相談・支援機関担当者向
け研修会を開催し、相談の質
の向上を図る。

私学振興・
青少年課

【細々】妊娠・
出産包括支援推
進事業費

各地域の特性に応じた妊娠期か
ら子育て期にわたるまでの切れ
目のない支援体制整備に向けた
研修会及び連絡会議を開催

妊産婦や乳幼児の実情を把握
し、要支援者の早期発見や早期
支援のための先進市町村の取組
や関係機関との連携体制構築等
についての伝達講習を実施
また、妊娠期からの切れ目のな
い支援に向け、保健所において
市町村や医療機関との連携を強
化するための会議等の実施
　研修会開催：1回（参加者：55
名）
　会議開催：4回（3保健所）

継続

妊産婦の支援体制を推進する
ため、関係者を対象に地域で
の妊産婦のメンタルヘルスの
理解と具体的な支援を学ぶ研
修会を実施

子育て支援
課

【細々】母子行
政等指導費

養育上注意が必要な未熟児等を
持つ保護者への訪問支援等

産科医療機関等を退院後も養育
上注意が必要な未熟児や障がい
児を持つ保護者の不安解消のた
め、保健所職員等による訪問支
援等を実施
また、保健所毎に支援強化を図
るための関係機関による検討会
等を実施
　訪問件数：延べ935件
　会議開催：23回（7保健所）

継続

産科医療機関等を退院後も養
育上注意が必要な未熟児や障
がい児を持つ保護者の不安解
消のため、保健所職員等によ
る訪問支援等を実施
また、保健所で支援強化を図
るための関係機関による検討
会等を引き続き実施

子育て支援
課

【細々】子育て
世代包括支援セ
ンター設置推進
事業費

保健師等従事者向けの研修会開
催等

ー 新規

市町村が、子育て世代包括支
援センターを実施する体制を
整備するため、保健師等従事
者向けの研修会等を開催。

子育て支援
課

福祉医療費助成
事業

乳幼児、ひとり親家庭等の医療
費の自己負担額の助成
【対象者】:乳幼児、小学校就学
前　　　　　　　　　　　：ひ
とり親：18歳未満の児童を扶養
している父又は母及びその児
童、父母がいない18歳未満の児
童　　　　【補助率】県1/2、
市町村1/2
※ひとり親家庭等は所得制限
（児童扶養手当の所得制限額未
満のもの）有り

平成29年度補助額（平成30年4月
1日現在※未確定である精算分を
除く）
・乳幼児医療費1,798,659千円
・ひとり親医療費706,708千円

継続

平成30年度補助額（平成30年
度当初予算額）
・乳幼児医療費1,787,517千
円
・ひとり親医療費715,798千
円

国民健康保
険課

①岐阜県選奨生奨学
金
②岐阜県高等学校奨
学金
③岐阜県子育て支援
奨学金
④岐阜県高等学校定
時制課程通信制課程
修学奨励費

経済的理由により高校、大学等の修学
が困難な生徒や学生に対して、奨学金
の無利子貸与を行う。

①大学生、高等専門学校生、公立高校生
261人に対し貸付を実施した。
②高等専門学校生、公立高校生54人に対
し貸付を実施した。
③高等専門学校生、公立高校生54人に対
し貸付を実施した。
④高校生48人に対し貸付を実施した。

継続

経済的理由により高校、大学等の修
学が困難な生徒や学生に対して奨学
金制度の周知を図るとともに、奨学
金の無利子貸与を行う。

教育財務課

個人住宅建設資
金助成

子どもが2人以上いる世帯の住
宅ローンの利子を助成する。

新しく221名に対して交付決定し
た。

継続

継続して子育て世帯の住宅
ローンに対して助成する。

住宅課

子育てのための
経済的負担の軽
減や生活支援

産後うつに対す
る予防・支援体
制づくり
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施策 事業名 事業概要 H29年度　実績
事業
区分

H30年度　計画（目標） 担当課

第３期岐阜県自殺総合対策行動計画　生きる支援の関連施策一覧（県関係部局）

①【細々】県措
置分委託料等の
一部
②【細々】市町
村措置分負担金
の一部

①施設等への入所措置に要する
経費
②施設等への入所措置に要する
経費（県負担分）

児童福祉法の規定に基づく措置
に伴う経費を、母子生活支援施
設へ支弁。施設の運営費として
入所者の保護または養育を実施
また、市（岐阜市除く）が実施
した措置に対する経費のうち、
県が1/4を負担

継続

児童福祉法の規定に基づく措
置に伴う経費を、母子生活支
援施設へ支弁。施設の運営費
として入所者の保護または養
育を実施
また、市（岐阜市除く）が実
施した措置に対する経費のう
ち、県が1/4を負担

子ども家庭
課

①【細々】ぎふ
子どもの学習支
援事業費
②【細々】母子
家庭等援護事業
費の一部
③【細々】子ど
も食堂運営支援
事業費補助金

①生活困窮世帯の子どもに対す
る学習支援
②ひとり親家庭等生活支援
③子ども食堂の開設・運営を支
援する市町村に補助

生活困窮世帯やひとり親家庭の
子どもに対して市町村等が実施
する事業に対し、支援を実施
　学習支援実施：7市町
　子ども食堂実施：1市

継続

生活困窮世帯やひとり親家庭
の子どもに対して市町村等が
実施する事業に対し、支援を
実施

子ども家庭
課

【細々】母子行
政等指導費
（再掲）

養育上注意が必要な未熟児等を
持つ保護者への訪問支援等

産科医療機関等を退院後も養育
上注意が必要な未熟児や障がい
児を持つ保護者の不安解消のた
め、保健所職員等による訪問支
援等を実施
また、保健所毎に支援強化を図
るための関係機関による検討会
等を実施
　訪問件数：延べ935件
　会議開催数：23回（７保健
所）

継続

産科医療機関等を退院後も養
育上注意が必要な未熟児や障
がい児を持つ保護者の不安解
消のため、保健所職員等によ
る訪問支援等を実施
また、保健所で支援強化を図
るための関係機関による検討
会等を引き続き実施

子育て支援
課

【細々】母子家
庭等援護事業費
の一部（再掲）

ひとり親家庭等就業・自立支援
センター運営

母子家庭等の就業に向けて、情
報提供や相談に応じるととも
に、就業等に有利な知識や技能
を修得させることにより、母子
家庭等の自立を支援
　就職支援講習会：131人参加
　就業情報提供件数：1,404件
　特別相談：34件
　家計管理・生活支援講習会：
講習会2回　個別相談29回

継続

母子家庭等の就業に向けて、
情報提供や相談に応じるとと
もに、就業等に有利な知識や
技能を修得させることによ
り、母子家庭等の自立を支援

子ども家庭
課

子育てのための
経済的負担の軽
減や生活支援
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