広報等
No

事業名

実施主体

自殺対策総合ホームペー
ジ
群馬県
いのち・つなぐサポートサ
イト
自殺対策普及啓発（こころ
2 の健康センターホーム
群馬県
ページ）
1

3

自殺対策強化月間での
啓発パネル展示等

群馬県

自殺対策強化月間での
4 新聞・テレビ･ラジオによる 群馬県
広報
5

地域版自殺防止対策標語 群馬県渋川保健福
入り啓発グッズ等の配布 祉事務所

事業内容説明

各種相談窓口の情報等を提供しています。

日時

場所

平成28年2月18日（木）
～3月17日（木）

相談窓口、会議、健康まつりのイベント等で、啓
発ティッシュ・リーフレット等を配布、のぼり旗を掲
示します。
安中保健福祉事務所職員・安中市職員等が、自
殺予防Tシャツ（そろいのオリジナルＴシャツ）を着
て一般住民に啓発します。
地区組織や団体の会議等において、当所の精神
保健事業（特に「こころの健康相談（定期）」及び
「自殺予防ゲートキーパー養成講座」）について、
周知を図ります。

備考

こころの健康センターホームページ 027-263-1166（群馬県こころの健康セ http://www.pref.gunma.jp/07/p11700010.ht
をご覧ください。
ンター）
ml
前橋市大手町１－１－１ 群馬県庁
２階県民センター

027-263-1166（群馬県こころの健康セ
ンター）

３月の自殺対策強化月間にあわせて、新聞・テレ
ビ・ラジオで「こころの健康相談統一ダイヤル」の 平成28年3月中予定
周知等を図ります。
地域で募集した自殺防止対策標語を表示した啓
開庁時随時受付
発グッズの配布

問合せ先

027-226-2640(群馬県障害政策課精神
保健室)

通年

群馬県こころの健康センターホームページ（群馬
県ホームページ内）で、当所の自殺予防に向けた 通年
取り組みを紹介します。
自殺予防啓発のため、自殺の現状、相談先やう
つ病・アルコール依存等に関するパネル展示等
を行います。

参加方法

027-263-1166（群馬県こころの健康セ
ンター）
渋川市金井３９４番地 渋川保健福
祉事務所

0279-22-4166（渋川市保健福祉事務
所保健係）

9月の自殺予防月間、3月
の自殺強化月間を中心に
実施

安中市高別当３３６－８

027-381-0345（安中保健福祉事務所
保健係）

適宜実施

安中市高別当３３６－８

027-381-0345（安中保健福祉事務所
保健係）
0274-62-1541（富岡保健福祉事務所
保健係）

6 「自殺予防」啓発活動

群馬県安中保健福
祉事務所

7 「精神保健業務」周知活動

群馬県安中保健福
祉事務所

8 精神保健福祉啓発

群馬県富岡保健福
祉事務所

ポスターの掲示、啓発物の配布等

通年

富岡市田島３４３－１ 富岡合同庁
舎玄関ホール

9 自殺対策強化月間啓発

群馬県富岡保健福
祉事務所

のぼり旗掲揚、ポスター掲示、啓発物の配布等

平成28年3月

富岡市田島３４３－１ 富岡合同庁
舎玄関ホール

群馬県桐生保健福
祉事務所

相談窓口、会議、健康まつりのイベント等で、啓
発グッズの配布、及びのぼり旗の掲示

11 「自殺予防」啓発活動

群馬県館林保健福
祉
事務所

相談窓口、会議、研修、健康まつり等で、啓発
ティッシュやリーフレット等を配布、のぼり旗を掲
示します。

12 「精神保健業務」周知活動

群馬県館林保健福
祉
事務所

民生児童委員や母子保健推進員等の会議及び
研修等において、当所の精神保健事業（特に「こ
ころの健康相談（定期）」及び「自殺予防ゲート
キーパー養成講座」）について、周知を図ります。

13 ブックキャンペーン

前橋市保健所

自殺対策強化月間市立図書館の協力を得て、特
設コーナーを設けいのちの大切さや自殺予防関
平成28年3月中2週間程度 前橋市大手町２－１２－９
連図書の紹介や展示、パンフレット等を配布し啓
発を行う。

直接会場にお越しください

027-220-5785（前橋市保健所）

14 自殺予防啓発パネル展

伊勢崎市

自殺予防に取り組む理由・ゲートキーパー・ストレ 平成28年3月8日（火）～11 伊勢崎市役所東館1階市民ホール
ス解消法についてのパネル展示。
日（金）
（伊勢崎市今泉町2-410）

直接会場にお越しください。

0270-74-1363（伊勢崎市境保健セン
ター）

http://www.city.isesaki.lg.jp

0270-74-1363(伊勢崎市境保健セン
ター)

http://www.city.isesaki.lg.jp

10 「自殺予防月間」啓発活動

15

のぼり旗・横断幕・懸垂幕
伊勢崎市
の掲揚

富岡合同庁舎玄関ホール

9月の自殺予防月間、3月
の自殺対策強化月間を中 桐生市相生町二丁目３５１
心に実施
9月の自殺予防月間、3月
の自殺予防強化月間を中
館林市大街道１－２－２５
心に実施。10月の健康まつ
りに参加。

自殺予防啓発のため市役所にのぼり旗・横断幕・
平成28年3月
懸垂幕。各保健センターにのぼり旗の掲揚。

0274-62-1541（富岡保健福祉事務所
保健係）

0277-53-4131（桐生保健福祉事務所）
0276-72-3230（館林保健福祉事務所
保健係）

0276-72-3230（館林保健福祉事務所
保健係）

館林市大街道１－２－２５

伊勢崎市役所（伊勢崎市今泉町2410）
健康管理センター（伊勢崎市連取町
1155）
赤堀保健福祉センター（伊勢崎市西
久保町2-123-1）
あずま保健センター（伊勢崎市東町
2670-4）
境保健センター（伊勢崎市境637）

https://www.pref.gunma.jp/07/k09810001.ht
ml

事前にお電話でご予約ください。

広報等
No

16

事業名

実施主体

公用車マグネットシートの
伊勢崎市
貼付

事業内容説明

日時

場所

参加方法

問合せ先

自殺予防啓発のため公用車にマグネットシート貼
平成28年3月
付

伊勢崎市

0270-74-1363（伊勢崎市境保健セン
ター）

17 自殺啓発物品の配布

太田市

保健センター来所時や地区文化祭、乳幼児健診
や訪問、成人けん診時にリーフレットやウエット
随時
ティッシュ等配布

太田市

0276-46-5115(太田市保健センター)

18 自殺予防啓発活動

太田市

市役所来庁者にティッシュ・ウエットティッシュ等
配布
ホームページ、広報でＰＲ、ポスター掲示

随時

太田市浜町２－３５

0276-547-1956(太田市障がい福祉課)

19 自殺予防啓発活動

沼田市

検診や相談の来所者にリーフレット等配布
ホームページ、広報でＰＲ

随時

沼田市東原新町１８０１－７２ 沼田
市保健福祉センター

0278-23-2111（障害福祉係・内線
77268）

自殺予防啓発のため公用車にマグネットシート貼 平成28年3月1日（火）～3
付
月31日（木）

館林市

0276-74-5155（館林市健康推進課）

20

公用車マグネットシートの
館林市
貼付

21 メンタルチェック

藤岡市

メンタルチェックシステム「こころの体温計」によ
り、心の健康状態や人間関係、住環境などのスト
通年
レス度や落ち込み度を早期に気づくことができ
る。

藤岡市中栗須327

22 自殺予防啓発活動

富岡市

自殺予防対策として、相談機関を掲載したポケッ
随時
トティッシュを市有施設、イベント等で配布

富岡市富岡１４６０－１

0274-62-1511(富岡市役所福祉課)

23 「自殺予防月間」啓発活動 安中市

福祉ふれあいまつり等のイベントでティッシュを配
9月の自殺予防月間、3月
り啓発を行う。
の自殺強化月間を中心に
9月、3月の自殺予防月間に自殺予防対策担当課
実施
の職員が啓発用Tシャツを着用する。

安中市安中一丁目２３番１３号

027-382-1111(安中市役所福祉課）

24 「自殺予防月間」啓発活動 安中市

9月の自殺予防月間、3月
9月、3月の自殺予防月間に自殺予防対策担当課
の自殺強化月間を中心に
の職員が啓発用Tシャツを着用する。
実施

安中市安中一丁目２３番１３号

027-382-1111(安中市役所福祉課）

25 自殺予防啓発活動

自殺予防啓発のパンフレットを回覧（自治会の回
覧）

榛東村新井７９３－２ 榛東村保健
相談センター

0279-70-8052(榛東村保健相談セン
ター)

26

榛東村

自殺対策強化月間の啓発
甘楽町
と相談強化

ホームページのバナーに「こころの
体温計」を掲載

0274-22-1211（福祉課障害福祉係）

平成28年3月3日（木）13：
メンタルヘルスに関する相談を受け付けておりま 00～15：00予約制、3月1
甘楽町大字小幡８５２－１ 保健セン
事前にお電話ください
す。
日、8日、15日、22日、29日 ター
（火）9：00～11：30

0274－74－3131（甘楽町健康課保健
係）

長野原町与喜屋１６２４

0279-82-2422

みなかみ町後閑３１８

0278-25-5011
(みなかみ町 町民福祉課 障害・福祉
グループ)

27 自殺予防啓発事業

長野原町

自殺予防に対する理解へのきっかけ作りとして、
メッセージ入りのグッズを作成。広く町民の方が
随時
集まる文化祭や健診、若い世代への普及を目的
とし思春期教室での配布を行います。

28 自殺予防啓発事業

みなかみ町

自殺予防を町広報で周知します。（２回）

29 普及啓発活動

玉村町

保健センター来所者や各種検診時にリーフレット
随時
やポケットティッシュを配布

玉村町大字下新田２０１

0270-64-7706（玉村町保健センター）

30 自殺予防啓発

板倉町

自殺予防啓発品の配布

平成28年1月～

板倉町板倉２０６７ 板倉町役場 第 発送物に、啓発ロゴ入りスタンプを
２庁舎
押して発送する。

0276-82-1111（内線311 福祉課社会
福祉係）

31 自殺予防啓発

明和町

自殺予防啓発品の配布、町ＨＰで周知

2月下旬～3月

明和町新里２５０番地１

0276-84-3111（内線144)(明和町住民
福祉課福祉係）

町広報：平成27年9月号・
平成28年3月号

備考

http://www.city.isesaki.lg.jp

https://www.city.numata.gunma.jp/life/yobo
u.html

https://fishbowlindex.jp/fujioka/demo/index
.pl

3月3日は人数に制限があります

