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＜基本施策と主な取組＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ⅳ．生きることの 

促進因子への支援 

５.心の健康づくりを促進する 

（１）職場におけるメンタルヘルス対策の推進・・・４事業 

（２）地域における心の健康づくり推進体制の整備・・・２事業 
 

６.適切な精神科医療や福祉サービスを 
受けられるようにする 

（１）うつに関する相談の実施・・・１事業 

（２）うつ病以外の精神科疾患等に対する支援・・・２事業 
（３）がん患者、難病患者等に対する支援・・・４事業 

７.社会全体の自殺リスクを低下させる 

（１）地域における相談体制と支援策、相談窓口情報等の分かりやすい発信・・・１７事業 
（２）多重債務の相談窓口の整備・・・１事業 
（３）失業者等に対する支援事業・・・５事業 

（４）法的問題解決のための情報提供・・・１事業 
（５）ひきこもりへの支援・・・３事業 
（６）児童・高齢・障害者への虐待や性犯罪・性暴力の被害者への支援・・・８事業 

（７）生活困窮者への支援・・・２事業 
（８）ひとり親家庭に対する相談窓口等・・・１事業 
（９）母子保健（妊産婦への支援含む）・・・３事業 

（１０）性的マイノリティへの理解の促進・・・１事業 
（１１）地域における見守り体制・・・４事業 
（１２）居場所づくり・・・１事業 

（１３）自殺未遂者への支援・・・１事業 
（１４）遺された人への支援・・・１事業 
 

Ⅰ．地域におけるネット

ワークの強化 

１.関係機関・団体との連携を強化する 

（１）関係部署との連携体制の確立・・・３事業 
（２）民間団体の活動に対する支援・・・１事業 

Ⅴ．子ども･若者の 

自殺対策の推進 

８.児童・生徒及び若者の自殺予防対策を推進する 

（１）いじめを苦にした子どもの自殺の予防・・・７事業 
（２）児童・生徒への支援・・・8事業 

（３）いのちの授業の推進・・・１事業 
（４）若者への支援・・・３事業 

基本施策 主な取組 

３.自殺の実態を把握し周知する 

（１）自殺に関する様々な統計資料の分析・・・１事業 
（２）自殺や精神保健福祉についての意識調査・・・１事業 

４.市民一人ひとりの気づきと見守りを促す 

（１）自殺予防週間と自殺対策強化月間の実施・・・２事業 
（２）心の健康や自殺に関する正しい知識の普及・・・６事業 

Ⅲ．住民への啓発と 

周知の充実 

２.自殺対策に係る人材の養成及び 
対策を支える人を支援する 

（１）地域保健福祉関係者の資質向上・・・１事業 
（２）様々な分野でのゲートキーパーの養成・・・１事業 

Ⅱ．自殺対策を支える

人材の育成 
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施策Ⅰ 地域におけるネットワークの強化 

１. 関係機関・団体との連携を強化する 

（１）関係部署との連携体制の確立 

  関係機関・団体等と情報を共有し自殺対策についての連携体制の確立を推

進します。 

№ 事業名・取組 内容   担当部署 

1 自殺対策連絡会議 
自殺の実態、関係機関の役割と連携、自

殺防止の普及啓発推進等の情報交換 
 保健予防課 

2 
川越市自殺対策計画等

検討会議 
自殺対策計画の進行管理等  保健予防課 

3 精神保健福祉連絡会 研修、グループワーク等  保健予防課 

 

（２）民間団体の活動に対する支援 

  様々な相談事業を行っている団体や家族会・自助グループ等の民間団体の

活動を支援します。 

№ 事業名・取組 内容   担当部署 

4  
民間団体の活動の情報

提供 

家族会や自助グループなどの民間団体か

らの市民周知等依頼があるものについて、

窓口にチラシ等を設置し、活動を市民に情

報提供 

 保健予防課 
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施策Ⅱ 自殺対策を支える人材の育成 

２. 自殺対策に係る人材の養成及び対策を支える人を支援する 

（１）地域保健福祉関係者の資質向上 

  民生委員・児童委員や介護関係職員等の地域保健福祉関係者の相談技術の

向上のため、会議・研修の機会を通じ、自殺予防や精神保健に関する知識の普

及を図ります。 

№ 事業名・取組 内容   担当部署 

5 関係機関に対する研修 自殺や精神保健福祉に関する知識の普及 重点１ 保健予防課 

 

（２）様々な分野でのゲートキーパーの養成 

  市民の一人ひとりが周りの人の異変に気付いた際、身近なゲートキーパー

として適切に行動できるように、ゲートキーパーの役割が期待される様々な

分野において基礎的知識の普及を図ります。 

№ 事業名・取組 内容   担当部署 

6  ゲートキーパー養成研修 

介護支援専門員、民生委員・児童委員、養

護教諭など様々な分野でゲートキーパー

の役割などを講義 

重点１ 保健予防課 
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施策Ⅲ 住民への啓発と周知の充実 

３. 自殺の実態を把握し周知する 

（１）自殺に関連する様々な統計資料の分析 

  自殺に関する統計や、救急統計、各種保健統計などにより自殺の実態を把握し、

周知に努めます。 

№ 事業名・取組 内容   担当部署 

7  
各種統計情報の収集・

活用 

警察統計、保健統計、救急統計関連統計

を収集し自殺対策の課題について検討 
 保健予防課 

 

（２）自殺や精神保健福祉についての意識調査 

  自殺に関することや精神保健福祉についてどのように認識されているかを

把握し周知に努めます。 

№ 事業名・取組 内容   担当部署 

8  市民意識調査 
計画見直しに合わせ無作為抽出による市

民調査及び結果の公表 
 保健予防課 

 

 

４. 市民一人ひとりの気づきと見守りを促す 

（１）自殺予防週間と自殺対策強化月間の実施 

  関係機関との連携により、自殺予防週間及び自殺対策強化月間についての

普及啓発を推進します。 

№ 事業名・取組 内容   担当部署 

9  
自殺予防週間（9/10～

9/16）の事業 
自殺や精神保健福祉に関する普及啓発  保健予防課 

10  
自殺対策強化月間（3

月）の事業 
自殺や精神保健福祉に関する普及啓発  保健予防課 

 

（２）心の健康や自殺に関する正しい知識の普及 

  心の健康や自殺に関する正しい知識について、リーフレットやポスターな

どにより啓発するとともに、講演会や出前講座、各種教室などの開催により正

しい知識の発信をしていきます。 

№ 事業名・取組 内容   担当部署 

11 
自殺予防に関する普及

啓発 

啓発カード、チラシ、啓発物の配布とポスタ

ー、啓発看板、横断幕等による啓発 
 保健予防課 
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12  
「自殺対策関連相談窓

口」の周知 

「自殺対策関連相談窓口」のリーフレットに

よる周知 
 保健予防課 

13 
「保健所各種相談のご案

内」の作成と周知 

保健所の精神保健担当における相談事業

についての周知 
 保健予防課 

14  
「精神保健医療マップ」

の作成と周知 

市内の精神科、精神科クリニックの診療情

報や地図を作成し周知（隔年） 
 保健予防課 

15 精神保健福祉家族教室 
精神科医、臨床心理士などを講師に、統合

失調症などの精神疾患について学ぶ講座 
 保健予防課 

16 普及啓発講演会 
精神疾患、うつ病、アルコール依存症など

精神保健に関する講演会 
 保健予防課 
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施策Ⅳ 生きることの促進因子への支援 

５. 心の健康づくりを促進する 

（１）職場におけるメンタルヘルス対策の推進 

  職場のメンタルヘルス対策を進めるうえでキーパーソンとなる管理監督者

や労働者に対するメンタルヘルスに関する教育研修を実施するとともに、事

業主である市としても率先して健康管理対策に取組みます。  

№ 事業名・取組 内容   担当部署 

17 
川越市職員の健康管理

事業 

超過勤務の縮減、健康診断や健康相

談、ストレスチェック制度等の実施によ

り、市民からの相談に応じる職員の心身

の健康の維持増進を図る事業 

 職員課 

18  
（県と共催） 

労働安全衛生セミナー 

ストレスとの付き合い方やメンタルヘルス

等について事例を中心に解説 
重点２ 雇用支援課 

19  
仕事と家庭の両立支援

セミナー 

仕事と生活の調和の意識啓発を目的とし

たセミナー 
 

雇用支援課 

男女共同参画課 

こども政策課 

20  

川越市立小中特別支援

学校教職員ストレスチェ

ック制度 

教職員一人ひとりに、心と体の健康にか

かる調査票を配布、回答した教職員には

結果に応じ相談、面接指導を実施、ま

た、教職員のストレスチェック結果を分析

し、職場全体のストレス傾向を把握し、職

場環境の改善につなげる制度 

 学校管理課 

 

（２）地域における心の健康づくり推進体制の整備  

  地域住民が集い憩う場の提供や高齢者の生きがいを発揮できる場の提供な

ど快適で安心な生産環境、生活環境づくりを推進します。 

№ 事業名・取組 内容   担当部署 

21 老人福祉事業 

高齢者の生きがい発揮の場としてシニア

囲碁・将棋大会、シニアスポーツ大会、シ

ニアゲートボール大会等を委託事業とし

て実施 

重点１ 高齢者いきがい課  
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22 
介護支援いきいきポイ

ント 

65歳以上の事業登録者が、市指定の介

護関連施設で、要介護者等にボランティ

ア活動を行った場合にポイントを付与し、

そのポイントに応じ奨励金や特産品と交

換 

重点１ 高齢者いきがい課  

 

６. 適切な精神科医療や福祉サービスを受けられるようにする 

（１）うつに関する相談の実施 

  気持ちが落ち込む、眠れない、元気がないなど、うつ病の懸念のある方の把

握に努め、必要に応じ医療につなげます。 

№ 事業名・取組 内容   担当部署 

23  うつに関する相談 

相談日(要予約）を設け、精神保健福祉士、

保健師が、うつ病の予防及び治療継続や

回復へ支援 

 保健予防課 

  

（２）うつ病以外の精神科疾患等に対する支援 

  各種事業によりうつ以外のアルコール問題を抱えた方や精神疾患等の支援

を推進します。  

№ 事業名・取組 内容   担当部署 

24  アルコールに関する相談 
アルコール依存症の予防や治療継続、回

復への支援に関する相談 
 保健予防課 

25  精神保健福祉専門相談 精神科医師による心の健康に関する相談  保健予防課 

 

（３）がん患者、難病患者等に対する支援 

  様々な相談を適切に受けることができる体制の充実を図ります。 

№ 事業名・取組 内容   担当部署 

26  がんサロン がん患者同士の交流、情報交換等  健康管理課 

27  
難病患者家族会への支

援 
難病患者、家族同士の交流、情報交換等  健康管理課 

28  
訪問指導（難病患者、家

族） 
訪問により相談対応  健康管理課 

29 
電話相談（難病患者、家

族） 
電話により相談対応  健康管理課 

 

 



第４章 具体的な取組   

 

51 

 

７. 社会全体の自殺リスクを低下させる 

（１）地域における相談体制と支援策、相談窓口情報等の分かりやすい発信 

  自殺に関する相談は年齢、職業、性別により様々です。それぞれの相談者に 

応じる各種相談事業や研修・講座等の充実と、相談窓口の分かりやすい案内の

発信に取組みます。 

 

＜相談事業＞ 

№ 事業名・取組 内容   担当部署 

30  一般相談 電話及び来庁者の相談  広聴課 

31  消費生活センター 

悪質商法などの消費者と事業者間のトラ

ブルの相談や、サラ金・クレジットなどの

借金相談 

重点２ 広聴課 

32 女性相談 
ＤＶ・家庭・夫婦関係その他女性の抱える

さまざまな悩みについての相談 
 男女共同参画課 

33 カウンセリングルーム 
心の悩み・セクハラ等女性カウンセラーに

よるカウンセリング 
 男女共同参画課 

34 家庭児童相談の実施 子育てに関する様々な相談  こども家庭課 

35 土日子育て電話相談室 
土日９時から１６時半まで、電話で子ども

に関する相談 
 こども家庭課 

36 医療安全支援センター 

医療に関する相談・苦情に対し、必要に

応じて当該患者等又は当該医療提供施

設に対して助言等を実施 

 保健総務課 

37  精神保健福祉相談 
精神保健福祉士、保健師による市民の心

の健康に関する相談支援（随時） 

重点１ 

重点２ 
保健予防課 

38 
エイズ即日検査・相談

事業 
エイズ即日検査結果の説明、相談支援  保健予防課 

39 労働相談 社会保険労務士による個別相談 重点２ 雇用支援課 
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＜研修、講座＞ 

№ 事業名・取組 内容   担当部署 

40  
（県と共催） 

労働法セミナー 
労働法の基礎知識をわかりやすく解説 重点 2 雇用支援課 

41  
人権啓発フィルム研修

会 

人権啓発映画の視聴とその映画に関する

テーマについての研修会 
 地域教育支援課 

 

＜普及啓発＞ 

№ 事業名・取組 内容   担当部署 

42 市民のしおり発行 
市の主な業務・生活情報を紹介、自殺予

防などの相談窓口を掲載 
 広報室 

43 広報川越発行 

市の主な行政情報などを紹介、自殺予防

などに関する記事や相談事業に関する情

報を掲載 

 広報室 

44 
ひとり親家庭ガイドの発

行 
ひとり親支援の内容を掲載し、配布  こども家庭課 

45 
すこやかマップ（川越市

医療マップ）の配布 

市内医療機関等を地図上に表示したもの

を作成、配布 
 保健医療推進課 

46 
人権教育啓発ビデオの

購入と貸し出し 

様々な人権問題に関する人権啓発ＤＶＤ

を購入、地域教育支援課が所有している

人権啓発ビデオ・ＤＶＤ約 100本を中央図

書館視聴覚ライブラリーで貸し出し 

 地域教育支援課 

 

（２）多重債務の相談窓口の整備 

  弁護士、司法書士による債務相談を受けるとともに、精神的ストレスや他の

問題に対し専門の相談窓口につなぐなど庁内関係課との連携体制を整えます。 

№ 事業名・取組 内容   担当部署 

47 多重債務相談 
債務相談窓口を設け、庁内連携を推進して

債務者が相談しやすい体制で実施 
重点２ 広聴課 

 

（３）失業者等に対する支援事業  

  働きたい市民に対して、就職活動を支援します。 

№ 事業名・取組 内容   担当部署 

48 しごと相談 しごと相談員による個別相談 重点２ 雇用支援課 
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49 就職支援セミナー 

就職活動の流れ、応募書類作成・面接対

策について年齢などに応じた再就職等に

資するセミナー 

重点２ 雇用支援課 

50 就活支援レクチャー等 
就職に関する情報提供や自己ＰＲ、応募書

類の書き方及び面接などについての講義 
重点２ 雇用支援課 

51 パソコン関連セミナー 
パソコンスキルなどを身に付ける短期集中

講義 
重点２ 雇用支援課 

52  介護のしごと入門講座 
介護保険施設職員による講義及び施設見

学等 
重点２ 雇用支援課 

 

（４）法的問題解決のための情報提供 

  離婚、相続、遺言、サラ金、クレジット、金銭貸借、交通事故、土地、建物

などあらゆる法律問題の相談を受けるとともに、精神的ストレスや他の問題

に対し専門の相談窓口につなぐなど庁内関係課との連携体制を整えます。 

№ 事業名・取組 内容   担当部署 

53  法律相談 弁護士による相談（要予約）  広聴課 

 

（５）ひきこもりへの支援 

  ひきこもりに関して問題を抱える本人、家族からの相談を受けるとともに、

ご家族の悩みを共有するための親の会や講演会をとおし家族支援を行います。 

№ 事業名・取組 内容   担当部署 

54 ひきこもりに関する相談 

相談日（要予約）を設け、ひきこもりで困っ

ている本人・家族に対し、問題解決に向け

た相談支援 

 保健予防課 

55 青年期ひきこもり親の会 話し合い、講義、情報提供  保健予防課 

56 ひきこもり公開講座 講演会  保健予防課 

 

（６）児童・高齢・障害者への虐待や性犯罪・性暴力の被害者への支援 

  児童虐待、高齢者虐待、障害者虐待の予防のための相談事業の実施と啓発事

業に努めます。また DV 防止について関係課とのネットワークづくりを推進

します。 

№ 事業名・取組 内容   担当部署 

57 
DV防止ネットワーク会

議の設置 

DV防止・被害者保護に関する協議・支援

のための連携を図る会議の設置 
 男女共同参画課 
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58 
DV防止庁内連携会議

の設置 

DV被害者支援に係わる各課の協力体

制・連携について協議する会議の設置 
 男女共同参画課 

59 
市ホームページ掲載 

・リーフレット配布 
ＤＶ等相談機関の情報提供、啓発  男女共同参画課 

60 相談支援事業 
障害者等からの相談に応じ、情報提供・

助言・サービス利用支援等の支援 
 障害者福祉課 

61 
障害者虐待防止センタ

ー 

障害者虐待に関する通報、届出、相談等

の窓口として助言や指導を行い、障害者

の権利擁護、虐待の早期発見、防止に取

組む 

 障害者福祉課 

62 地域包括支援センター 

高齢者に関する相談に応じ、保健・医療・

福祉・介護などのさまざまな面から総合的

に支援を行い、高齢者の権利擁護、虐待

の早期発見、防止に取組む 

重点１ 地域包括ケア推進課  

63 
要援護高齢者等支援ネ

ットワーク会議 

高齢者虐待の防止、高齢者の権利擁護

を図るため、関係機関等の連絡調整・連

携強化を行う会議 

重点 1 地域包括ケア推進課  

64 
児童虐待防止ＳＯＳセン

ター 

平日８時３０分から１８時１５分まで、フリ

ーダイヤルで相談 
 こども家庭課 

 

（７）生活困窮者への支援 

  生活保護相談業務と生活困窮者への相談事業を実施し、精神的ストレスや

他の問題に対し専門の相談窓口につなぐなど庁内関係課との連携体制を整え

ます。 

№ 事業名・取組 内容   担当部署  

65  生活保護相談業務 

相談に来た者への、生活保護制度の説

明、生活保護申請の受付及び活用可能な

その他社会資源の紹介 

重点２ 生活福祉課 

66  
生活困窮者自立相談支

援業務 

生活保護受給に至る前段階の包括的な相

談、相談者の状況を把握したうえでの自立

支援計画の作成と就労等支援、必要に応

じた他の機関へのつなぎ等の支援 

重点２ 生活福祉課 
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（８）ひとり親家庭に対する相談窓口等 

  子育てと生計の維持を一人で担い、様々な困難を抱えているひとり親家庭

の相談を実施します。 

№ 事業名・取組 内容   担当部署 

67  ひとり親家庭相談 
ひとり親家庭等の様々な悩みや社会生活

全般についての相談 
 こども家庭課 

 

（９）母子保健（妊産婦への支援含む） 

  産後うつの予防等を図る観点から、出産後間もない時期の産婦についての

訪問事業や育児についての相談事業を実施するとともに、支援が必要な家庭

を把握した場合には、関係機関と連携をとり適切な支援につなげます。 

№ 事業名・取組 内容   担当部署 

68  
新生児訪問・こんにちは

赤ちゃん訪問 

訪問による個別相談、EPDSを用いた産

後うつ病のスクリーニング 
 健康づくり支援課 

69 乳幼児相談 個別相談、身長・体重測定  健康づくり支援課 

70  乳幼児健診 

乳幼児を対象に、身体発育・精神発達の

両面から健診を行い、子どもの健全育成

を図るとともに、保護者の育児不安の解

消を図る 

 健康づくり支援課 

 

（１０）性的マイノリティへの理解の促進 

  性的マイノリティは社会からの無理解や偏見等の要因により自殺念慮を抱

えることがあるため、性的マイノリティへの正しい理解を促進します。 

№ 事業名・取組 内容   担当部署 

71 
性的マイノリティへの正

しい理解の普及 

講座や情報紙等を通じて、性的マイノリテ

ィへの理解の促進を図る 
 男女共同参画課 
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（１１）地域における見守り体制 

 ひとり暮らし高齢者や障害者などの他、自らＳＯＳを発信できない困りご

とを抱えている人や世帯内での異変等に地域の人が声をかけ見守る体制の整

備をします。 

№ 事業名・取組 内容   担当部署 

72 
見守りのネットワーク構

築 

地域住民による見守りに加え、業務上訪

問等を行う事業者の協力を得て見守りの

ネットワークを構築し、住民の異変を早期

に察知できる体制を整備 

重点１ 福祉推進課 

73 
在宅高齢者配食サービ

ス 

自ら食事を調理及び買うことが困難なひと

り暮らしの高齢者に、栄養価に配慮した食

事を配達し、安否を確認 

重点１ 高齢者いきがい課  

74 緊急通報システム 

慢性疾患により常に注意を要する一人暮

らし高齢者が、急病、事故等の際、電話

回線により地区消防組合消防本部に救急

通報するシステムの配備 

重点１ 高齢者いきがい課  

75 救急情報キット配布 

ひとり暮らしの高齢者世帯等に対し、民生

委員を通じ緊急時に必要な情報を保管す

る救急情報キットを配布 

重点１ 高齢者いきがい課  

 

（１２）居場所づくり 

 社会的な孤立を防ぎ、支え合う居場所として、交流サロンやボランティア

サークルなどの情報提供を行います。 

№ 事業名・取組 内容   担当部署 

76 

交流サロンやボランティ

アサークルなどの情報提

供 

心の病を持つ方とその家族の方が集うサ

ロンやボランティアサークル、家族会などの

情報提供 

 保健予防課 

 

（１３）自殺未遂者への支援 

  警察など関係機関との連携を図り本人や家族からの相談に応じます。 

№ 事業名・取組 内容   担当部署 

77  
（再掲） 

精神保健福祉相談 

精神保健福祉士、保健師による市民の心

の健康に関する相談（随時） 
 保健予防課 
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（１４）遺された人への支援 

  相談や問合せで把握した自死遺族の方に県内の自死遺族の分かち合いの会

の案内を行います。 

№ 事業名・取組 内容   担当部署 

78 
自死遺族の分かち合い

の会の案内 

問合せや相談事業で把握した自死遺族へ

の案内 
 保健予防課 
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施策Ⅴ 子ども・若者の自殺対策の推進 

８. 児童・生徒及び若者の自殺予防対策を推進する 

（１）いじめを苦にした子どもの自殺の予防 

  いじめ防止対策推進法に定める取組みを推進するとともに、いじめを早期

に発見し、適切に対応できる地域ぐるみの体制整備を促進します。 

№ 事業名・取組 内容   担当部署名 

79 
青少年問題・いじめ問題

対策連絡協議会 
協議会の開催  こども育成課 

80 いじめ相談直通電話 電話による相談   
教育センター分室

（リベーラ） 

81 いじめ相談電子窓口 
川越市公式ホームページから電子メール

で相談 
 

教育センター分室

（リベーラ） 

82 
川越市いじめ・不登校対

策検討委員会 

いじめ問題や不登校に係る未然防止・早

期発見・早期対応策を検討 
 

教育指導課

教育センター分室

（リベーラ） 

83 

川越市立中学校・市立

高等学校ネットパトロー

ル業務委託 

市内中・高校生のインターネット上の書き

込み等の検索や監視並びにインターネッ

ト上の相談窓口の開設による相談活動 

 教育指導課 

84 
いじめ及び学校生活に

ついてのアンケート 

児童・生徒及び保護者に対しアンケートを

実施 
 教育指導課 

85 
相談窓口リーフレットの

配布 

リーフレット等の配布によるいじめ防止の

啓発といじめや不登校など教育全般に関

する相談窓口の周知 

 

教育指導課

教育センター分室

（リベーラ） 

 

（２）児童・生徒への支援 

  児童・生徒が抱える様々な問題が自殺のリスク要因となりかねないため、思

春期の悩みへの相談や講座等により支援の充実を図ります。 

№ 事業名・取組 内容   担当部署 

86 青少年悩み事相談 
指導員による面接、電話、メールによる個

別の相談支援 
 こども育成課 

87 思春期保健講座 
性に関する正しい知識や情報を習得する

講座 
 保健予防課 

88 性感染症出前講座 
産婦人科医による性感染症・性に関する

講座 
 保健予防課 
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89 高校生労働法出前講座 
社会保険労務士による労働法についての

講義 
 雇用支援課 

90 スクールボランチ作戦 

スクールボランチ（生徒指導推進員）を配

置し、学校運営の補助、児童生徒一人一

人に対し適切な援助 

 教育指導課 

91 教育相談 

面接相談、電話相談による個別の支援、

ことばなどの障害や就学にかかわる相

談、不登校児童生徒への適応指導  

 
教育センター分室

（リベーラ） 

92 
スクールソーシャルワー

カー配置事業 

関係諸機関等とのネットワークの構築、連

携・調整。学校内におけるチーム体制の

構築、支援。保護者、教職員に対する支

援・相談・情報提供、教職員等への研修

活動 

 
教育センター分室

（リベーラ） 

93 
さわやか相談員配置事

業 

中学校での面談・電話での相談、小学校

訪問による相談、家庭訪問による相談 
 

教育センター分室

（リベーラ） 

 

（３）いのちの授業の推進 

 生きていることの素晴らしさや命の尊さ、正しい性の知識について学ぶこと

により児童・生徒のいじめや自殺予防に資する教育を実施します。 

№ 事業名・取組 内容   担当部署 

94  いのちの授業 助産師が講師となり、小学校にて実施  教育指導課 

 

（４）若者への支援 

 厚生労働省設置の「地域若者サポートステーション川越地域常設サテライト」

で実施する働くことに踏み出せない若者本人に対する支援と連携して、家族へ

の支援の充実を図ります。また、ハローワークとの連携により若者への支援の充

実を図ります。 

№ 事業名・取組 内容   担当部署 

95  

「働くことに踏み出せな

い」若者の保護者向けセ

ミナー 

子どもとの関わり方、背中の押し方などに

ついてのセミナー 
 雇用支援課 
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96 

「働くことに踏み出せな

い」若者の保護者向け個

別相談 

就職に向けた、保護者へのアドバイス  雇用支援課 

97  
（ハローワークと共催） 

各種就職面接会 

ハローワーク川越管内にある企業と求職

者との合同面接会 
重点２ 雇用支援課 

 


