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北九州市自殺対策計画 新旧対照表（【第２回】見直し）  

（傍線の部分は改正部分） 

頁 見直し後 現行 
50 №13 

いじめ対策の充実 
【教育委員会生徒指導・教育相談課】 
 

№13 
いじめ対策の充実 
【教育委員会指導第二課】 
 

50 №14 
スクールソーシャルワーカー活用事業 
【教育委員会生徒指導・教育相談課】 
 

№13 
スクールソーシャルワーカー活用事業 
【教育委員会指導第二課】 
 

50 №15 
スクールカウンセラー活用事業 
【教育委員会生徒指導・教育相談課】 
 

№15 
スクールカウンセラー活用事業 
【教育委員会指導第二課】 
 

51 №16 
人権教育相談事業 
【教育委員会学校経営・教育指導課】 
 

№16 
人権教育相談事業 
【教育委員会指導第一課】 
 

51 №17 
心の教育推進事業 
【教育委員会学校経営・教育指導課・生徒指導・教育

相談課】 
 
 

№17 
心の教育推進事業 
【教育委員会指導第一課・指導第二課】 
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頁 見直し後 現行 
51 №19 

学校における薬物乱用防止教育の実施 
【教育委員会生徒指導・教育相談課】 
 

№19 
学校における薬物乱用防止教育の実施 
【教育委員会指導第二課】 
 

51 （事業見直しにより終了） №21 
若者とこころとしごと相談室 
【保健福祉局総務課】 
 

52 №23 
ひきこもり地域支援センター「すてっぷ」の運営 
【保健福祉局精神保健福祉センター】 
 

№23 
ひきこもり地域支援センター「すてっぷ」の運営 
【保健福祉局障害者支援課】 
 

52 №26 
自殺予防教育（生涯にわたるメンタルヘルスの基礎）

の充実 
【教育委員会生徒指導・教育相談課】 
【保健福祉局精神保健福祉センター】 

№26 
自殺予防教育（生涯にわたるメンタルヘルスの基礎）

の充実 
【教育委員会指導第二課】 
【保健福祉局精神保健福祉センター】 

59 №37 
女性消防団員による「いきいき安心訪問」 
【消防局消防団課】 
 

№37 
女性消防団員による「いきいき安心訪問」 
【消防局警防課】 
 

64 №53 
精神科緊急・救急医療体制整備 
【保健福祉局精神保健福祉課】 
 

№53 
精神科緊急・救急医療体制整備 
【保健福祉局障害者支援課】 
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頁 見直し後 現行 
64 №55 

精神保健福祉相談 
【保健福祉局精神保健福祉課】 
 

№53 
精神科緊急・救急医療体制整備 
【保健福祉局障害者支援課】 
 

67 №63 
精神保健福祉相談（アルコール相談） 
【保健福祉局精神保健福祉課】 
 

№63 
精神保健福祉相談（アルコール相談） 
【保健福祉局障害者支援課】 
 

72 №84 
障害者差別解消・共生社会推進事業 
【保健福祉局障害福祉企画課】 
 

№84 
障害者差別解消法推進事業 
【保健福祉局障害福祉企画課】 
 

78 №103 
精神障害者保健福祉対策事業 
【保健福祉局精神保健福祉課】 
 

№103 
精神障害者保健福祉対策事業 
【保健福祉局障害者支援課】 
 

78 （再掲）№104 
スクールソーシャルワーカー活用事業 
【教育委員会生徒指導・教育相談課】 
 

（再掲）№104 
スクールソーシャルワーカー活用事業 
【教育委員会指導第二課】 
 

78 （再掲）№105 
スクールカウンセラー活用事業 
【教育委員会生徒指導・教育相談課】 
 
 

（再掲）№105 
スクールカウンセラー活用事業 
【教育委員会指導第二課】 
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頁 見直し後 現行 
78 №106 

各種法律相談 
【総務局男女共同参画推進課】 
【広報室広聴課】 
【保健福祉局長寿社会対策課】 
【保健福祉局障害者支援課】 
【保健福祉局同和対策課】 
【保健福祉局精神保健福祉センター】 

№106 
各種法律相談 
【総務局男女共同参画推進課】 
【市民文化スポーツ局広聴課】 
【保健福祉局長寿社会対策課】 
【保健福祉局障害者支援課】 
【保健福祉局同和対策課】 
【保健福祉局精神保健福祉センター】 
 

72 №78 
自殺やメンタルヘルスに関する啓発の充実 
【保健福祉局精神保健福祉センター】 
 
自殺やメンタルヘルスに関する正しい知識を普及する

ため、パンフレット等を作成しています。 

自殺に対する偏見の除去や精神疾患に対する理解の増

進、様々な相談窓口の周知を幅広く行うため、自殺対

策連絡会議の構成団体等をはじめとした関係機関・団

体との連携を強化した啓発を行います。また、SNS を

活用した相談については、国の動向を注視しながら調

査研究を行います。 
また、令和 2 年は自殺者数が増加しており、なかでも、

女性や若者の自殺はより重要な課題となっています。

女性や若者を対象に、具体的な社会資源や地域活動に

ついての情報提供や相談者のスキル向上を目的とした

広報・啓発を強化します。 

№78 
自殺やメンタルヘルスに関する啓発の充実 
【保健福祉局精神保健福祉センター】 
 
自殺やメンタルヘルスに関する正しい知識を普及する

ため、パンフレット等を作成しています。 

自殺に対する偏見の除去や精神疾患に対する理解の増

進、様々な相談窓口の周知を幅広く行うため、自殺対

策連絡会議の構成団体等をはじめとした関係機関・団

体との連携を強化した啓発を行います。また、SNS を

活用した相談については、国の動向を注視しながら調

査研究を行います。 
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・「ウーマンワークカフェ」や「若者ワークプラザ」等

の関係機関へのチラシ設置 

・女性や若者の支援者を対象としたゲートキーパー研

修の開催 

・女性や若者を対象とした広報物の作成 

・SNS を活用した広報の検討 

 

また、令和 2 年以降、新型コロナウイルス感染症拡大

等により、多くの市民が様々なストレスを受けていま

す。当初計画にはなかったこの状況に対応するため、

当面の間、ストレスの軽減に寄与するこころのケアに

関する施策を強化します。 

・こころの相談窓口の開設 

・北九州市新型コロナウイルス相談ナビダイヤルのこ

ころのケア相談 

・感染者・濃厚接触者の個別相談 

・陽性告知を受けた方やそのご家族、医療従事者等の

スタッフ向けのこころのケアのチラシを作成・配布 

・ホームページへこころのケアに関するページを公開 

・医療機関や福祉施設の従事者への相談支援 

・宿泊療養している軽症者へのこころのケア支援 

・クラスターが発生した介護施設職員に対するこころ

のケアの実施 

・エッセンシャルワーカーへの相談支援 
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頁 見直し後 現行 
77 №93 

北九州市自殺対策連絡会議、自殺対策庁内連絡会議の

開催 
【保健福祉局総務課】 
【保健福祉局精神保健福祉センター】 
 
北九州市自殺対策連絡会議では、おもに市内の関係機

関・団体により、本市における総合的な自殺対策に関

する事項の連絡調整や協議を行うとともに、市の全部

局室の幹事課が集まる自殺対策庁内連絡会議におい

て、庁内の横断的な連携を図っています。今後、本計

画の進捗状況や施策の評価による見直し等を協議し、

効果的な自殺対策事業のあり方を検討していきます。 
また、社会全体で自殺対策に取り組む体制を強化して

いくため、北九州市自殺対策連絡会議の構成団体が行

っている地域の自殺対策に関連する活動状況をとりま

とめ、広く情報共有することとします。 

 

№93 
北九州市自殺対策連絡会議、自殺対策庁内連絡会議の

開催 
【保健福祉局総務課】 
【保健福祉局精神保健福祉センター】 
 
北九州市自殺対策連絡会議では、おもに市内の関係機

関・団体により、本市における総合的な自殺対策に関

する事項の連絡調整や協議を行うとともに、市の全部

局室の幹事課が集まる自殺対策庁内連絡会議におい

て、庁内の横断的な連携を図っています。今後、本計

画の進捗状況や施策の評価による見直し等を協議し、

効果的な自殺対策事業のあり方を検討していきます。 
 
 
 
 
 

72 №84 
障害者差別解消・共生社会推進事業 
【保健福祉局障害福祉企画課】 
 

№84 
障害者差別解消法推進事業 
【保健福祉局障害福祉企画課】 
 

77 №97 
犯罪被害者等支援事業 
【市民文化スポーツ局安全・安心推進課】 
 

№97 
犯罪被害者等支援事業 
【市民文化スポーツ局安全・安心相談センター】 
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頁 見直し後 現行 
79 №114 

がん患者・家族への支援 
【保健福祉局難病相談支援センター】 
【保健福祉局精神保健福祉センター】 
 
がん患者を必要に応じ専門的、精神心理的なケアにつ

なぐ支援をする「がん相談支援センター」等について、

福岡県や各団体との連携により周知に努めます。また、

かかりつけ医等を対象とした自殺対策研修の一環とし

て、がん医療における告知をはじめとした患者とのコ

ミュニケーションの取り方や、患者及び家族の精神症

状に対するケア等への理解について、内容の充実に取

り組みます。 
 

№114 
がん患者・家族への支援 
【保健福祉局健康推進課】 
【保健福祉局精神保健福祉センター】 
 
がん患者を必要に応じ専門的、精神心理的なケアにつ

なぐ支援をする「がん相談支援センター」等について、

福岡県や各団体との連携により周知に努めます。また、

かかりつけ医等を対象とした自殺対策研修の一環とし

て、がん医療における告知をはじめとした患者とのコ

ミュニケーションの取り方や、患者及び家族の精神症

状に対するケア等への理解について、内容の充実に取

り組みます。 
 

79 №115 
産婦健康診査事業 
【子ども家庭局子育て支援課】 
 
令和 2 年 10 月から、産後うつの予防や新生児への虐待

予防等を図るため、概ね産後 1 か月以内の妊婦に対す

る健康診査の費用を助成することで、産後の初期段階

における母子に対する支援を強化し、妊娠期から子育

て期にわたる切れ目ない支援体制を整備します。 
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頁 見直し後 現行 
79 №116 

性犯罪等防止に向けた広報啓発や相談の実施 

【市民文化スポーツ局安全安心推進課】 
 
職場におけるハラスメント等の防止に向けた広報啓発

や、人権侵害に対する相談を行うとともに、性犯罪等

を防止するための広報啓発や相談窓口の周知等、女性

に対する暴力を許さない社会づくりに向けた取組を行

います。「性暴力被害者支援センター・ふくおか」の

周知に加え、さらに、被害者も加害者も出さない社会

の実現のため「福岡県における性暴力を根絶し、性被

害から県民等を守るための条例」にもとづく啓発・教

育・支援を行います。 

 

 

79 №117 
ウーマンワークカフェ北九州における相談事業 

【総務局女性活躍推進課】 
 
女性の就職・キャリアアップ・起業などをワンストッ

プで支援する「ウーマンワークカフェ北九州」は、平

成 28 年 5 月から設置されていますが、本計画には挙が

っていませんでした。あらためて、自殺対策の一環と

して本計画に掲載し、様々な相談支援機関と連携して、

地域における相談体制の充実に寄与します。 

 

 

 


