
●自殺予防週間を含む８月・９月の取組及び令和２年度自殺予防対策事業について

部 課 自殺予防週間を含む８・９月の取組について 令和２年度自殺予防対策事業について
保健福祉
政策課

①自殺予防講演会
　・日時： 9月29日（火)　13時～　あわぎんホール大会議室
　・講師：フリースクール阿波風月庵　林三知男先生
　・内容：「孤立から社会参加へ～共に生きる、ひきこもり支援の実際～」
②自殺予防啓発
　・ユニバーサルカフェや各高等学校・特別支援学校、関係機関への
　　自殺予防週間のポスター、相談窓口啓発リーフレットの配付
　・フジグラン北島にて街頭啓発［8/29（土）、9/12（土）、9/15（火）　11時～］
③自殺対策連絡協議会の開催
　・日時：8月7日(金)10時～11時30分
　・場所：徳島グランヴィリオホテル
④広報
　・タウン情報誌、ホームページ等
⑤パネル展の開催
　・実施場所：県庁ロビー、徳島市立図書館

①若者の悩みを共有するため、若者の不安や悩みといった「生の声」をWebページ等で
　発信するとともに、大学のサポート系サークルを通して、相談窓口や居場所等の情報を
　SNSを活用して周知
②若者・女性向けの自殺予防啓発カードを作成し、各種学校等を通じて配布
③民間団体等が実施する若年層自殺防止対策モデル事業の支援
④ユニバーサルカフェを活用した心の健康づくりのための広報啓発活動の実施
⑤「友愛訪問活動員研修」等の場を活用した出前講座の実施
⑥市町村・県内関係団体等とより一層の連携強化を図るため、
　「自殺対策パワーアップ研修会」を実施
⑦青少年の自殺予防シンポジウムの開催
⑧相談体制の充実を図るため、ボランティア面接・電話相談員の養成研修を支援
⑨各相談機関の「顔が見える関係」を築くため、事例検討・人材養成研修を実施
⑩「ひきこもりへの支援」をテーマとした各種研修の開催
⑪大型商業施設や県内大学祭等における自殺予防啓発活動の実施
⑫福祉事務所関係職員や民生委員・児童委員等を対象にした自殺防止に係る
　研修を実施
⑬各地域の課題に対応した自殺予防対策を推進するため、市町村への支援を実施
⑭（新）リスティング広告を利用し、相談窓口への接続
⑮（新）若年層を主対象としたSNSを利用した相談窓口の拡充

国保・
自立支援課

○随時、生活困窮者に対する相談支援を実施する。 ○生活困窮者自立支援事業
　・経済的・精神的な問題等さまざまな問題を抱える生活困窮者に対する相談支援を実施

健康づくり課 ○研修会及び会議等で啓発パンフレット等を配布するなどの普及啓発を行う。 ①イベントや研修会参加者への啓発資材の配布による自殺予防の啓発
②精神障がい者フットサル交流会の実施
③精神科医などによる阿波っ子の心の健康づくり巡回指導の実施

精神保健福祉
センター

①自殺予防研修講師予定
②こころの健康相談（日未定）　ハローワーク徳島
③パネル展　精神保健福祉センターロビー
④自死遺族交流会　9月25日

①来所・電話相談の実施
　（自殺予防センター、ひきこもり地域支援センター、依存症相談拠点）
②自殺予防研修（自殺予防サポーター養成）への講師派遣
③自殺対策担当者等スキルアップ研修会の開催
④自死遺族（児）支援
　・自死遺族交流会の開催（月1回）
　・自死遺族支援者対象研修会の開催（年1回）
⑤その他
　・ハローワーク徳島における「こころの健康相談」
　・「おいしくお酒を飲むための教室」プログラム
　・ひきこもり支援，依存症対策

所属名

1 保健福祉部

資料３
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●自殺予防週間を含む８月・９月の取組及び令和２年度自殺予防対策事業について

部 課 自殺予防週間を含む８・９月の取組について 令和２年度自殺予防対策事業について

所属名

資料３

長寿いきがい
課生涯健康室

①認知症コールセンター等事業
　・精神面も含めた認知症に関する相談を実施
②高齢者の閉じこもり予防
　・ひとり暮らしの高齢者の閉じこもりや孤立化の防止を図るため，訪問活動や
　　相談支援を実施するほか，いきがいや健康づくりに関する行事といった，
　　高齢者の興味がある各種事業を開催

①認知症に関する相談窓口の設置
②高齢者の閉じこもり予防
　・ひとり暮らしの高齢者の閉じこもりや孤立化の防止を図るため、訪問活動や
　　相談支援を実施するほか，いきがいや健康づくりに関する行事といった，
　　高齢者の興味がある各種事業を開催
　・高齢者の自殺の現状や自殺の原因となる心の病の特徴等について学ぶ、
　　シニアのための「心の健康」研修の開催
③認知症サポーターの養成
④認知症カフェの設置促進
⑤若年性認知症支援コーディネーターの配置
⑥高齢者福祉施設での交流（介護予防教室、認知症カフェなど）の推進
⑦市町村，地域包括支援センターの職員等を対象とした「虐待防止研修会」を実施
⑧地域の高齢者福祉業務推進の中心を担う人材を養成する
　「介護資源活用型地域リーダー養成事業」を実施
⑨高齢者施設において、入所者・施設職員と地域住民・ボランティア団体等が連携して、
　大規模災害に備えた勉強会や交流会、訓練等を開催
⑩「新聞販売店」や「電気・ガス事業者」などの団体等と「高齢者等の見守り活動に関する
　協定」を締結し，ひとり暮らし高齢者等に対する見守り活動を実施

2 危機管理
環境部

消費者くらし
安全局
消費者政策課

①無料相談会
　・9月に総合相談会（心の健康相談、多重債務等の法律相談、総合労働相談、
　　生活相談（生活資金・住宅支援給付・生活保護））を１回、心の健康相談、
　　多重債務等の法律相談を１回実施予定
②犯罪被害者等施策研修会
　・9月に市町村や関係機関の担当職員に対する研修会を開催予定

①多重債務等相談窓口充実事業
②心の相談支援事業

3 政策創造部 総合政策課 ○高等教育機関のカウンセリング担当者や学生相談事務担当者と個別に情報交換を
行う。
※関係機関（県内高等教育機関）
　徳島大学、鳴門教育大学、四国大学、徳島文理大学、阿南工業高等専門学校、
　徳島工業短期大学

○県内高等教育機関※との意見交換
　・自殺予防対策推進連絡会議の開催（R3.3予定）
　・カウンセリング（学生相談事務）担当者との意見交換の実施（随時）

※徳島大学、鳴門教育大学、四国大学、徳島文理大学、阿南工業高等専門学校、
　徳島工業短期大学

4 経営戦略部 職員厚生課 ①メンタルヘルス相談事業
　・メンタルヘルス専門相談員（精神科医、カウンセラー）、メンタルヘルス嘱託医、
　　職員厚生課保健師による相談事業
②ストレスチェック事業
　・ストレスチェック受検結果により、高ストレス者として判定された職員のうち、
　　申出のあった職員に対する面接指導の実施等
③職場復帰支援事業
　・「徳島県職員の職場復帰支援制度」、「試し出勤制度」
④ 「こころの健康診断」（メンタルヘルスセルフチェックシステム）の実施
　・全庁掲示板等を活用し職員に実施の呼びかけを行う。
（※すべてにおいて通年実施）

①こころの健康づくり推進事業（メンタルヘルス研修）
②メンタルヘルス相談事業
③ストレスチェック実施事業
④職場復帰支援事業
⑤「徳島県職員メンタルヘルス週間」
⑥メンタルヘルス対策事業（各種相談事業・メンタルヘルスセルフチェックシステム等）の
　周知
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●自殺予防週間を含む８月・９月の取組及び令和２年度自殺予防対策事業について

部 課 自殺予防週間を含む８・９月の取組について 令和２年度自殺予防対策事業について

所属名

資料３

男女参画・
人権課

○各種相談の実施
　・フレアとくしま相談室、こども女性相談センター、性暴力被害者支援センター
　　「よりそいの樹とくしま」での女性が抱える様々な悩みやDV等に関する
　　各種相談（電話、面接、法律等）の実施
　・あいぽーと徳島での、弁護士及び人権擁護委員による相談の実施

①各種相談の実施
　・フレアとくしま相談室、こども女性相談センター、性暴力被害者支援センター
　　「よりそいの樹とくしま」での女性が抱える様々な悩みやDV等に関する
　　各種相談の実施
　・あいぽーと徳島での、弁護士及び人権擁護委員による相談の実施
②普及啓発
　・リーフレットや案内カードの配布等による各種相談窓口の周知
　・デートDV防止セミナーを中学・高校・大学・専門学校で実施

次世代育成・
青少年課

○電話相談（青少年，子ども，児童虐待に関し各機関） ①青少年こころの電話相談
　・曜日：月・水・木・金・土　時間：午後１時から午後５時まで
　・事前予約により、面接相談にも対応
②支援者の養成、研修
③支援機関連携のための地域協議会の開催
④ユースサポーターなど支援者による相談・支援活動

商工政策課 ○各商工団体における啓蒙ポスターの掲示 ①自殺予防週間、自殺対策強化月間における街頭啓発、啓蒙ポスター掲示
②経営支援員等を対象とした自殺予防研修会の開催
③徳島経済産業会館総合支援連携会議人権研修に参加

労働雇用
戦略課

①「労働相談」での各種相談対応
　・平日夜間、土日は委託により実施
②とくしま地域若者サポートステーション
　・心理カウンセラー等を配置し、就労や自立に向けて悩む若年者の
　　個別相談等を実施
③はたらく若者のためのしごと応援相談室
　・仕事に関する悩みを抱える若者を対象に、キャリアコンサルタントによる
　　個別相談を実施 （休日の相談も実施）
④周知・啓発
　・長時間労働の是正及び各種ハラスメントの未然防止について、徳島労働局
　　等関係機関と連携し、周知啓発

①労働相談
　・各種相談対応（平日夜間、土日は委託により実施）
②合同相談会
　・徳島労働局等の相談機関との合同相談会を開催（１２月に予定）
③特別労働相談
　・（公社）徳島県労働者福祉協議会と特別労働相談を共催（３月に予定）
④とくしま地域若者サポートステーション
　・心理カウンセラー等を配置し、就労や自立に向けて悩む若年者の
　　個別相談等を実施
⑤はたらく若者のためのしごと応援相談室
　・仕事に関する悩みを抱える若者を対象に、キャリアコンサルタントによる
　　個別相談を実施（休日の相談も実施）
⑥周知・啓発
　・長時間労働の是正及び各種ハラスメントの未然防止について、徳島労働局
　　等関係機関と連携し、周知啓発

6 商工労働
観光部

5 未来創生
文化部

3



●自殺予防週間を含む８月・９月の取組及び令和２年度自殺予防対策事業について

部 課 自殺予防週間を含む８・９月の取組について 令和２年度自殺予防対策事業について

所属名

資料３

徳島保健所 ①人材養成事業の実施
　・スキルアップ研修会（2回シリーズで開催、うち1回を9月に開催）
②自殺未遂者等に対する地域における包括的支援モデル事業
　・自殺未遂ハイリスク者（生活保護）支援実務者連絡会
　・自殺未遂者初期対応のための研修（地域支援者向け対応力向上研修会）
③普及啓発事業の実施
　・自殺予防週間におけるパネル展示・リーフレット等配布（徳島県立中央病院、各市
町村、商業施設）
 　・文化祭でのリーフレット等配布（高等学校、大学）
④相談・個別支援の実施
　・こころの健康相談（9月3日，4日，8日，25日）
　・保健師による相談対応（訪問・面接・電話）

①人材養成事業
　・スキルアップ研修会
　・かかりつけ医と精神科医の連携構築事業　東部圏域研修会
②自殺未遂者等に対する地域における包括的支援モデル事業
　・現状の把握
　　-若年層における自殺に関する意識調査
　・消防・警察・救急病院との連携体制の構築
　　-未遂者把握にかかる連携体制の検討
　　-自殺未遂者初期対応のための研修
　　-自殺未遂者（念慮者）への寄り添い型支援
　・自殺未遂者等への支援のための地域のネットワークの構築
　　-コーディネーターの配置
　　-自殺対策地域連携会議
　・自殺未遂者等に対する支援
　　-保健所こころの相談窓口の周知
　　-自殺未遂者継続支援ケース検討
　　-東部保健福祉局〈徳島庁舎〉との個別連携支援
　　-自殺未遂ハイリスク者（生活保護）支援実務者連絡会
③普及啓発事業
　・パネル展示やリーフレット等の配布（9月予防週間、3月強化月間）
　・ゲートキーパー養成研修・出前講座
④保健所による相談・個別支援の実施
　・こころの健康相談
　・保健師による相談対応（訪問・面接・電話）

吉野川保健所 ①啓発パネル展示
　・内容：自殺予防、メンタルヘルスに関するパネル展示、保健所で実施している
　　こころの相談に関するカード、自殺予防に関するパンフレットの設置
　・実施場所：管内医療機関、公共施設、保健所等
②ケーブルテレビでの普及啓発
　・内容：自殺予防、相談窓口についての文字放送を行う
　・実施場所：阿波市、吉野川市
③卓上型啓発のぼり旗を引き続き設置
　・実施場所：市、事業所、公共施設等
④こころの健康相談の実施
　・内容：精神保健相談を利用し、ハイリスク者やその家族等の相談を行う
　・実施日：9月3日、17日
⑤個別支援
　・保健師による面接や訪問、電話相談等を実施（随時）
⑥高校文化祭保健展
　・内容：メンタルヘルスに関するコーナーを設置、パネル展示、パンフレット配布
　・実施場所：管内高校

①普及啓発
　・保健所内にパンフレット等の設置を行い、普及啓発を実施。
　・高校文化祭等での普及活動
②ハイリスク者対策
　・自殺企図者及び自殺未遂者支援のための連携推進事業の実施
　・かかりつけ医と精神科医の連携構築事業
③相談事業
　・精神科医による定例相談
　・保健師による相談、訪問、面接等
④人材養成
　・民生委員児童委員協議会、出前講座等で自殺予防サポーターの養成

7 東部保健
福祉局
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●自殺予防週間を含む８月・９月の取組及び令和２年度自殺予防対策事業について

部 課 自殺予防週間を含む８・９月の取組について 令和２年度自殺予防対策事業について

所属名

資料３

阿南保健所 ①普及啓発事業の実施
　・横断幕・啓発パネル展示
　　-内容：自殺予防パネル展示、相談窓口の周知、パンフレット配布
　　-場所：ひまわり会館、阿南庁舎、阿南保健所
　・高校文化祭保健展
　　-内容：メンタルヘルスコーナー設置、パネル展示・ストレスチェック・
　　　　　　　パンフレット配布等
　　-開催日・場所：調整中
　・施設や企業等への出前講座（随時）
　・管内市町広報誌への自殺予防についての記事掲載
②人材育成事業の実施
　・関係職員スキルアップ研修会の開催
　　-内容：ひきこもり家族教室体験
　　-開催日：7月14日、8月18日、9月15日（各10:30～12:00）
　　-場所：阿南保健所
③ハイリスク者支援等の実施
　・個別支援：自殺未遂者等ハイリスク者への相談・面接、家庭訪問、
　　ケア会議等の開催、精神保健相談の利用
④地域がきらめく生き心地の良いまちづくり事業
　・「５つの自殺予防因子」等を含めた、生き心地の良いまちづくりに関する
　　普及啓発（随時）

①普及啓発事業の実施
　・自殺予防週間、自殺対策強化月間における普及啓発
　・高等学校文化祭における保健展
　・施設や企業等への出前講座
②人材育成事業の実施
　・関係職員スキルアップ研修会の開催
③ハイリスク者支援等の実施
　・個別支援：自殺未遂者等ハイリスク者への相談・面接、家庭訪問、
　　ケア会議等の開催、精神保健相談
　・自殺予防対策会議、かかりつけ医と精神科医との連携会議
④地域がきらめく生き心地の良いまちづくり事業の実施
　・「５つの自殺予防因子」等を伝える地区サポーターの養成
　・連携促進地区における「まちづくり」実践支援　等

美波保健所 ①普及啓発
　・自殺予防ロビー展
　　-令和２年９月１０日（木）～１６日（水）（場所：県民局庁舎等）
　・美波庁舎壁面への垂れ幕掲示（自殺予防週間・月間）
　・自殺予防キャンペーン（９月自殺予防週間中）（状況により配布資材の配置を検討）
　・若年層への普及啓発…海部高等学校文化祭保健展での啓発　９月
②人材育成
　・ひきこもりに関する行政関係者等研修会（7/28,8/25,9/29）
③相談窓口の設置
　・個別支援、定期相談を利用した、ハイリスク者やその家族の相談対応
　・保健師による面接や家庭訪問を随時実施

①普及啓発
　・地域がきらめく生き心地の良いまちづくり事業（講演会）中止
　・啓発パネル展の実施、高校文化祭での普及啓発
　・自殺予防キャンペーン（9月初旬予定）
②人材育成
　・自殺予防サポーターの養成、自殺予防サポーターのスキルアップ、
　　連携調整を担う人材の養成
③相談窓口の設置
　・個別支援、定期相談を利用し、ハイリスク者やその家族の相談対応
　・保健師による面接や家庭訪問を随時実施

美馬保健所 ①若年層対策事業
　・高校文化祭における若年者に対する自殺予防啓発(9/3、9/17)
②その他事業
　・ハローワークにて,はあとケア相談会（9/15）
　・保健所･県民局等における自殺予防啓発(ﾊﾟﾈﾙ･ﾎﾟｽﾀｰ展示，懸垂幕，幡等)
　・自殺予防キャンペーンの実施(商工会・ケーブルテレビとの協働)
　・市町広報誌への自殺予防啓発・相談窓口の掲載

①若年層対策事業
　・小中学生の保護者を対象としたゲーム障害･ネット依存に関する講演会(R2.11.20)
　・高校文化祭等での普及啓発（R2.9.3､9.17､10月中旬）
②経済情勢対策事業
　・人材養成事業（9～10月頃）
　・相談訪問事業（はあとケア相談会R2.9.15､R3.3.2）
③自殺対策事業
　・地域自殺対策連絡協議会（12月頃）
　・かかりつけ医(産婦人科)と精神科との支援連携対策事業
　　（評価会議、事例検討会議、研修会）
　・民生委員を対象とした出前講座の実施
　・こころのピア養成講座の開催（11月頃）
　・普及啓発事業

8 南部総合
県民局
保健福祉
環境部

9 西部総合
県民局
保健福祉
環境部
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●自殺予防週間を含む８月・９月の取組及び令和２年度自殺予防対策事業について

部 課 自殺予防週間を含む８・９月の取組について 令和２年度自殺予防対策事業について

所属名

資料３

三好保健所 ①保健所・県民局等における啓発コーナーの設置（パネル展示、のぼり等）
②殺予防キャンペーンの実施（啓発パンフレット)
③ゲートキーパー養成研修（三好市と共催）
④高校文化祭の保健展で学校保健委員と連携した啓発（9月上旬）

①「はあとケア相談会」の実施
②「おせっかい塾」の実施
③自殺対策関係者研修会
④ゲートキーパー養成研修（三好市と共催）
⑤ボランティアﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ講座
⑥こころの出前講座（学校及び関係機関、一般住民等対象）
⑦自殺対策連絡協議会の開催
⑧高校文化祭の保健展で学校保健委員と連携した啓発、イベントにおける啓発
⑨自殺予防週間、予防月間での横断幕、パネル展等
⑩ＮＰＯ法人と連携したひきこもり対策（個別相談・訪問・集団療法）

人権教育課
いじめ問題等
対策室
（総合教育セ
ンター　特別
支援・相談課）

①「自殺予防週間」の周知と期間中の自殺予防に係る取組充実の依頼
　・自殺予防の校内研修の実施依頼
　・校内の相談体制の再点検
②児童生徒の心のケア・教育相談体制の充実強化
　・スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーの積極的活用の啓発・促進
　・「こころのサポート」動画配信の周知・啓発
③児童生徒の相談窓口の周知・啓発の強化
　・ＳＮＳを活用した相談事業の相談期間の拡充
　　-昨年度･･･72日間（8/21～10/31）実施、相談件数520件、
　　-今年度･･･324日間（5/5～3/24）実施予定、相談件数155件※6月末現在
④いのちを守る子どもサポート事業の活用促進
　・「いのちを守る講師派遣事業」，「徳島版予防教育」の周知・啓発の強化

①「いのちを守る講師派遣事業」の実施
②「徳島版予防教育」の実施
③「ゲートキーパー養成研修」の開催
④スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、スクールロイヤーの活用による
　教育相談体制の充実
⑤学校問題解決支援チームの派遣
⑥阿波っ子スクールサポートチーム会議の開催
⑦「スマートフォン・携帯電話安全教室」の開催
⑧自殺予防に向けた相談窓口の周知・啓発
⑨SNS活用｢生徒の心の相談」実証事業の実施（総合教育センター）
⑩ライフサポーターの派遣(総合教育センター）

福利厚生課 ①期間中におけるストレスチェックの重点的な実施推進
　（参考：昨年度受検率93.7％）
②新しい生活様式を取り入れた出前講座（臨床心理師・保健師の講師派遣）の実施
③メンタルヘルス相談・支援事業等の周知啓発の強化
　・メンタルヘルス・カウンセリング（専門相談員による個別相談）
　・教職員健康相談事業（保健師による個別の心身健康相談）
　・メンタルヘルス不調による病気休暇・休職者の職場復帰支援事業
　

①教職員相談事業
　・メンタルヘルスカウンセリング（弁護士、精神科医、臨床心理士等専門相談員による
　　メンタルヘルス相談）
　・出前講座（臨床心理士・保健師の講師派遣）
②教職員健康相談事業
　・保健師による健康相談
③教職員職務復帰支援事業
　・復帰プログラム、復帰審査会
④教育職員職場復帰支援事業
　・臨床心理士による職場復帰後のフォローアップ面接
⑤メンタルヘルス人材育成事業
　・管理者支援講座、共済組合との共催セミナー等
⑥職別メンタルヘルスセミナー
 　・初任者、事務転職員等対象のセミナー
⑦ストレスチェックの実施
⑧情報誌による啓発

11 警察本部
生活安全部

生活安全
企画課

①既存資料の利活用の促進（自殺統計資料の提供）
②インターネット上の自殺予告事案に対する迅速・適切な対応
③関係機関との連携

①既存資料の利活用の促進（自殺統計資料の提供）
②インターネット上の自殺予告事案に対する迅速・適切な対応
③関係機関との連携

10 教育委員会
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