
関係機関名 事業名 事業概要 H29年度　実績
事業
区分

H30年度　計画

自殺予防週間、
自殺対策強化月
間でのポスター
掲示

関係機関が行う相談窓口等を
含めた情報を、インターネッ
トや広報、パンフレットなど
を活用して情報発信する。ま
た、関係機関の作成したパン
フレット等の配布や設置に協
力する。

厚生労働省作成の「自殺予防対策強化
月間」のポスターを会員に配布し、県
民に周知するため医療機関の待合室に
掲示した。(2月22日通知発出）

継続

厚生労働省作成の「自殺予防対策強化月
間」のポスターを会員に配布し、県民に
周知するため医療機関の待合室に掲示の
予定。(2月頃）

産業医研修会 産業医に対する、メンタルヘ
ルス対策についての専門的研
修会を開催する。

産業医研修会を６回開催した。

継続

産業医に対する、メンタルヘルス対策に
ついての専門的研修会を開催する。(6回
予定）

関連ポスターの
掲示、関連リー
フレットの設置

医師会館内に自殺対策や相談
先に関する資料を掲示、設置
することで、県民や職員に対
し啓発する。

「こころの耳」「自殺防止いのちの電
話」等のポスターの掲示、リーフレッ
トを設置した。

継続

医師会館内に自殺対策や相談先に関する
資料を掲示、設置することで、県民や職
員に対し啓発する。（「こころの耳」
「自殺防止いのちの電話」等のポスター
の掲示、リーフレットを設置）

岐阜産業保健
総合支援セン

ター

若年労働者向け
メンタルヘルス
教育

就労して間もない若年層の自
殺防止対策のため、中小規模
事業場の若年労働者に対し
て、セルフケアを促進するた
めの教育を行う。

〇27事業場実施（596人）
〇講師：メンタルヘルス促進員
〇内容：「メンタルヘルス指針」に定
められている労働者への教育研修 継続

〇30事業場実施
〇講師：メンタルヘルス促進員
〇内容：「メンタルヘルス指針」に定め
られている労働者への教育研修

ナーシングフェ
スタ
看護の日
岐阜県大会

平成29年５月13日（土）
　マーサ21　マーサスクエアで開催
会場でまちの保健室による健康チェッ
クとともに、日本精神科看護協会岐阜
県支部の協力を得て心の健康相談を実
施。
一般県民参加者数　608人

継続

平成30年５月12日（土）
　マーサ21　マーサスクエアで開催
会場でまちの保健室による健康チェック
とともに、日本精神科看護協会岐阜県支
部の協力を得て心の健康相談を実施。
一般県民参加者数　608人

まちの保健室 ５支部で一般県民を対象に健
康チェック・相談事業を実施

14か所
来所者数　2,019人

継続

一般市民を対象に健康チェック・相談事
業を実施
10か所　来所者見込み数　2,000人

ふれあい看護体
験
出前授業

県内の医療機関において中学
生・高校生を対象に、看護体
験を通して、いのちの尊さを
学ぶ。
看護師が高校や中学校へ出向
き、出前講座を実施し、看護
の仕事の紹介とともにこころ
とからだの話や他者との交流
の大切さやいのちの大切さを
伝える。

1)看護体験
　延　49施設において実施
　参加者数 997人

２）出前講座
　５校で実施　　参加者数206人 継続

1)看護体験
　延　49施設において実施。
　参加者数 1,000人

２）出前講座
　５校で実施　　参加者見込み数200人

女子施設地域支
連携事業

笠松刑務所での健康相談等に
よるこころのケアの実施

当協会より推薦した非常勤看護職員に
より、自傷行為をはじめ心のケアを
行った。 継続

当協会より推薦した非常勤看護職員によ
り、自傷行為をはじめ心のケアを行う。

岐阜県受託事業
がん在宅緩和ケ
ア専門人材育成
事業

がん専門看護師、がん関係認
定看護師による緩和ケアの研
修等を実施

がん専門看護師、がん関連認定看護師
による研修会等を実施した。
受講者数　87人

継続

エンド・オブ・ライフ。ケアにおける看
護、痛み、症状のマネジメント、倫理的
問題など、患者と家族に必要なケアを包
括的に学習する。
受講者数　30人

働く人のメンタ
ルヘルスサポー
トサイト「ここ
ろの耳」の普及

掲示板にポスターを貼付 年間を通じてポスターを貼付し、研修
等に来所する看護職に「こころの耳」
の普及に努めた。 継続

働く人のメンタルサポートのため、イン
ターネットによる情報提供の窓口を紹介
する。

電話相談・総合
相談

ナースセンターにおいて電話
相談、面接相談を実施

こころの相談
　ナースセンター　53件
　提携相談室　0件 継続

健康で安全に働き続けられる環境づくり
を推進するため、相談窓口を開設、相談
を受ける。

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（関係団体）

岐阜県医師会

看護協会
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ホームページで
の啓発事業

ホームページでうつ病の関連
情報や、関係機関が行う相談
会、最新情報、多重債務など
の対処方法などの情報提供を
行う。

相談会などの開催にあたり、弁護士会
のＨＰに相談先や相談費用等を掲載
し、相談の大切さを周知した。
ＨＰを見て来所したケースもあった。 継続

相談会などの開催にあたり、弁護士会の
ＨＰに相談先や相談費用等を掲載し、相
談の大切さを周知する。

法律とこころの
健康相談会

弁護士と臨床心理士による相
談会への弁護士の派遣

県内７カ所の保健所において、各所年
３回実施される相談会に21名の弁護
士を派遣した。 継続

県内７カ所の保健所において、各所年３
回実施される相談会に21名の弁護士を派
遣する。

暮らしとこころ
の相談会

弁護士と臨床心理士による無
料相談会の開催

9月14日と3月8日に弁護士会館で開
催。
9月は5件、3月は３件の相談があっ
た。

継続

9月14日と3月（日付未定）に開催する。

カウンセラーの
派遣

学校臨床心理士担当理事が(県
臨床心理士会)、教育委員会と
連絡を取り、学校などに、臨
床心理士を派遣

学校などに臨床心理士を派遣した。
（相談件数等は非公表）

継続

学校などに臨床心理士を派遣する。

暮らしとこころ
の相談会

岐阜県弁護士会主催の「暮ら
しとこころの相談会」に、臨
床心理士を派遣

9月14日と3月に弁護士会館で開催さ
れた相談会に臨床心理士を派遣した。

継続

9月と3月に開催される相談会に臨床心理
士を派遣する。

法律とこころの
健康のための相
談会

・岐阜県主催の「法律とここ
ろの健康相談会」に臨床心理
士を派遣
・岐阜市主催の同相談会に協
力

・岐阜県主催の「法律とこころの健康
相談会」に臨床心理士を派遣した。ま
た、県士会会員は、各々の職場等で
「相談会」の広報を行った。
・岐阜市主催の同相談会に年3回協力
した。

継続

・岐阜県主催の「法律とこころの健康相
談会」に臨床心理士を派遣する。また、
県士会会員は、各々の職場等で「相談
会」の広報を行う。
・岐阜市主催の同相談会に年3回協力す
る。

相談窓口情報を
分かりやすく情
報発信

関係機関が行う相談窓口等を
含めた情報を、インターネッ
トや広報、パンフレットなど
を活用して情報発信する。ま
た、関係機関の作成したパン
フレット等の配布や設置に協
力

・県臨床心理士会員は、各々の職場に
おいて、各種相談会の広報を行った。

継続

・各々の職場において、岐阜県主催の
「法律とこころの健康相談会」の広報を
行う。

電話相談事業 所定の講座・研修を修了し認
定を受けた相談員が、さまざ
まな困難を抱えてひとりで悩
み、苦しみ、生きる力を失い
かけている人の相談に、匿名
で応じるもの。

相談対応時間
　毎日 19:00～22:00
　第１.３金曜日19:00から24時間
　フリーダイヤル 毎月10日 8:00から
24時間
相談件数　5,685件

継続

相談対応時間
　毎日　19:00～22:00
　第１.３金曜日19:00から24時間
　フリーダイヤル 毎月10日 8:00から24
時間
・相談員認定後も継続して学び、電話相
談に応じる。

メール相談事業 メール相談員研修を受講した
相談員が、さまざまな困難を
抱えてひとりで悩み、苦し
み、生きる力を失いかけてい
る人からの相談に、メールで
応じるもの。（受信後5日以
内に返信）

149件

継続

メール相談窓口の普及啓発を強化

相談員養成講座 相談員として活動を希望され
る方のほか、一般公開の講座
も開催し、メンタルヘルスの
向上を図る。

5人

継続

数名

自殺予防講演会 県民を対象に、自殺予防に関
する講演会を開催

H30.2月に講演会を開催
テーマ：いのちの電話からみた現代

継続

自殺予防に関する講演会を開催

臨床心理士会

岐阜いのちの
電話協会

弁護士会
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運営委員会、分
かち合いの集
い、ピアカフェ
、フリースペー
ス

自死遺族の会としての自立に
向けた取り組み

・運営委員会　6回
・分かち合いの集い　6回
・ピアカフェ　6回
・フリースペース　12回
・ランチ会　12回

継続

・運営委員会　6回
・分かち合いの集い　6回
・ピアカフェ　6回
・フリースペース　12回
・ランチ会　12回

郡上市家族の集
い

・郡上市が主催する自死遺族
の集まりを支援する。

郡上市家族の集い2回
（7月、11月）

継続

郡上市家族の集い2回
（7月、11月）

ピアカウンセリ
ング事業

傾聴の心得を学んだ自死遺族
の会のメンバーが、自死遺族
の気持ちを傾聴する。

準備学習3回（1.2.3月）
ピアカウンセリング（1.2.,3月）

継続

ピアカウンセリング（12回　毎月第一水
曜）

民間団体が主催
する研修会協力

各団体が行う研修会に参加
し、自死遺族支援について講
演

・広島県精神保健福祉センター主催講
演会にて講演
・自死遺族支援ケア団体全国ネット研
修会(2回)
・岐阜いのちの電話養成講座にて講演
・千葉いのちの電話一般公開講座にて
講演

継続

・岐阜いのちの電話養成講座（6/9)
・高知県精神保健福祉センター(10/13)
・岐阜県精神保健福祉センター（12/20)
・静岡県精神保健福祉センター（1月）
・広島市精神保健福祉センター（2月）

いのちの教育出
前講座

・若者を対象にした自死・自
殺に対して考える機会を提供
する。

・消防学校学生（103人）7/14
・警察学校学生（2回：82人）8/18
12/4 継続

・消防学校学生（98人）7/2
・警察学校学生9/7

市町村の自殺対
策計画策定への
参加

計画策定委員会への参加

ー 新規

自殺対策計画委員としての参加（3回）

働く人のメンタ
ルヘルスポータ
ルサイト『ここ
ろの耳』

　職場のメンタルヘルスに関
する総合的な情報提供及び
メール相談を実施するポータ
ルサイトを開設（厚生労働
省）

　岐阜労働局のホームページにも「こ
ころの耳」のリンク用バナーを設け、
県民等へ周知した。

継続

　職場のメンタルヘルスに関する総合的
な情報提供及びメール相談を実施する
ポータルサイト「こころの耳」（厚生労
働省）の継続的な周知の実施

メンタルヘルス
対策

①労働者50人以上の事業場を
対象とする自主点検
②ストレスチェックの実施及
び「労働者の心の健康の保持
増進のための指針」及び「パ
ワーハラスメント対策導入マ
ニュアル」等の周知啓発
③岐阜産業保健総合支援セン
ターを活用した企業への支援

①第1四半期に左記自主点検を実施し
た。（提出2，928件、提出率
84.4％）
②左記を重点課題に個別指導を実施
し、過重労働を行っている事業場等を
対象に集団指導を実施した。
③以上の指導等において、左記指針及
びマニュアルの周知並びに岐阜産業保
健総合支援センターの活用を勧奨し
た。

継続
（拡
充）

　第13次労働災害防止推進計画（2018年
度～2022年度）のメンタルヘルス対策目
標の達成に向けた取組
①左記の事業場を主たる対象とする安全
衛生管理自主点検の実施
②改正安全衛生規則の周知及び左記を重
点課題とする個別指導、集団指導の実施
③精神障害の労災支給決定事業場への特
別指導の実施
④以上の指導等における、左記指針及び
マニュアルの周知並びに岐阜産業保健総
合支援センターの活用勧奨

「新はつらつ職
場づくり宣言」

　労使で心の健康確保など5
項目以上の内容の働き方改革
を宣言し、岐阜労働局に登録
　平成29年度から5年間で400
件以上を目標

様々な機会で周知･勧奨を行った。
平成29年度中の登録件数は198件

継続

　労使で心の健康確保など5項目以上の内
容の働き方改革を宣言し、岐阜労働局に
登録した。

過労死等防止対
策

　11月の「過労死等防止啓発
月間」を中心に、各種周知・
啓発活動を実施

　ポスター掲示、リーフレット等配布
を行った。
　過労死等防止対策推進シンポジウム
（岐阜）を開催し啓発を行った。

継続

　左記月間を中心とする各種周知・啓発
活動の実施（シンポジウムは、厚生労働
本省の委託事業）

長時間労働の抑
制及び過重労働
による健康障害
防止に係る監督
指導等

　月80時間超過の残業等長時
間労働が疑われる事業場に対
する監督指導、集団指導等を
実施
　特に11月を「過重労働解消
キャンペーン」期間とし、集
中的な取組を実施

　通年から11月は集中的に監督指導
及び集団指導を実施した。
　50人未満の事業場に対しては岐阜
産業保健総合支援センター地域窓口を
紹介し、面接指導を指導した。
　特に11月は集中的に実施した。

拡充

　左記を重点課題とした監督指導、集団
指導、相談会及び11月過重労働解消キャ
ンペーンを実施

岐阜
労働局

千の風の会
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