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　普段より疲れた顔をしている、ため息が目立つ、口数が減ったなど、
家族や身近な人が「いつもと違う」と思うことや、ご自身が不調が続い
ているということはありませんか？　
　気付かぬうちに一人で大きな悩みを抱えて、精神的に追い詰められて
しまうこともあります。ささいなことでも一人で悩まず、相談してみま
せんか？
　また、大切な人のいのちを守るために、周りの人の「いつもと違う」
様子に気付いたら、勇気を出して声をかけてみませんか？
　この冊子には、こころのサインに気づくチェックリストや、周囲の人
の様子が気になるときの声のかけ方、相談をするときの相談先を掲載し
ています。
　悩みがあるご本人、身近な人の様子が気になる人、相談を受けること
がある人など、多くの人にご活用いただければ幸いです。



１　気づいてください「こころ」のサイン

２　今、悩みを抱えている方へ

全国の相談窓口

　自分や周りの人にあてはまることはありませんか？
　放っておかず、早めの対処が必要です。

　眠れない、食欲が出ない、疲れがとれないなど、いつもと違う心身の不
調を感じるとき、学校や仕事、家族、健康のことなどで不安があるとき、家
族や周囲の人の様子について悩みを抱えているときは、決して一人だけ
で悩みを抱えず、まずは誰かに話してみてください。
　あなたの周りにいるたくさんの人が、あなたの支えになりたいと思っ
ています。あなたが相談できる場所は全国各地にありますので、気軽にご
連絡ください。

・眠りが浅い
・気分が沈む、やる気が出ない、何をしても楽しめない
・お酒を飲む量が増えた
・口数が減り、周囲との交流を避けるようになった
・家事や仕事の効率が下がり、失敗が増えた

（1）SNS相談
　LINE やチャットで相談を行っている支援機関があります。

SNS相談等を行っている団体一覧→

（3）身近な地域の相談先
　多数の機関が、対面・電話・メール・FAXなど様々な
　手段で、悩みのご相談を受け付けています。（６ページ以降に掲載）

（2）電話相談
　こころの健康相談統一ダイヤル（厚生労働省）
　0570-064-556 （有料）
※電話をかけた所在地の公的な相談機関に接続します。
※受付曜日・時間は各々の相談機関によって異なります。
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うつ病とは？

うつ病のサイン

３　長引く不調は「こころの病気」かもしれません

　年齢や性別を問わず、誰もがかかる可能性があります。
　何もやる気が出ない・悲しい気持ちになるなどの「こころの症状」と、
食欲が出ない・眠れない・体がだるい・頭痛・動悸・めまいなどの「身
体の症状」が現れる病気です。
　心身の不調が続くときは、かかりつけ医に相談してみましょう。

「医療機関への受診には抵抗がある」と
いう声も聞きますが、不調を放ってお
くと、こころも身体も疲れ、症状はどん
どん悪化してしまいます。
うつ病と自殺は関係が深いとも言われ
ています。早期発見・早期治療が大切
です。

□　憂うつ
□　気分が重い、沈む
□　悲しい
□　不安である
□　イライラする
□　元気がない
□　集中力がない
□　好きなこともやりたく
　　ない
□　細かいことが気になる
□　悪いことをしたように
　　感じて自分を責める
□　物事を悪い方へ考える
□　死にたくなる
□　眠れない

□　食欲がない
□　体がだるい
□　疲れやすい
□　性欲がない
□　頭痛
□　肩こり
□　動悸
□　胃の不快感
□　便秘がち
□　めまい
□　口が渇く

□　表情が暗い
□　涙もろい
□　反応が遅い
□　落ち着かない
□　飲酒量が増える

自分で感じる症状 周囲から見てわかる症状身体に出る症状
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サポートを得る
 ように勧める

あんしん・情報を与える

はんだん・批評せず聴くリスク評価

セルフ・ヘルプ

４　周りの人の「いつもと違う」に気づいたら
　まずは勇気をもって、「どうしたの？」「よく眠れている？」などと声をかけて
みませんか。周囲が手を差し伸べ、話を聞くことは、悩みを抱えた人が悩みを打
ち明けるきっかけになります。
　また、うつ病などのこころの病気が疑われる場合は、早めに医療機関やカウン
セラーなど専門家への相談が大事です。本人を理解してくれる家族、友人などの周
囲と連携して、専門家への相談に一緒について行くなどによって促しましょう。

こころの支援「り・は・あ・さ・る」
悩んでいる人への接し方～メンタルヘルス・ファーストエイドによる支援～

※メンタルヘルス・ファーストエイドは、メンタルヘルスの問題を有する人に対して、適切
な初期支援を行うための５つのステップからなる行動計画で、オーストラリアの Betty 
Kitchener と Anthony Jorm により開発されたものです。

「消えてしまいたいと思っていますか」

「死にたいと思っていますか」とはっきり

と尋ねてみることが大切です。

医療機関や関係機関に相談する

ように勧めてみましょう。

適切な支援で良くなる可能性があることを伝えま

しょう。

アルコールをやめる、軽い運動をする、リラクゼー
ション法（ゆっくりと呼吸をする、力を抜く等）など
を行う事によって、メンタルヘルスの問題による症
状が緩和されることがあります。

どんな気持ちなのか話してもらうように

しましょう。

温かみのある雰囲気で対応しましょう。
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自殺につながるサインや状況 自殺につながるサイン
に気づいたら、温かい関
わりをもってください。

□ 過去の自殺企図・自傷歴

□ 喪失体験 　
　 身近な人との死別体験など

□ 苦痛な体験
　 いじめ、家庭問題など

□ 職業問題・経済問題・生活問題 　
　 失業、リストラ、多重債務、生活苦、生活への困難感、不安定な日常生活、
　 生活上のストレスなど

□ 精神疾患・身体疾患の罹患およびそれらに対する悩み 
　 うつ病など精神疾患や、身体疾患での病苦など

□ ソーシャルサポートの欠如 
　 支援者がいない、社会制度が活用できないなど 

□ 自殺企図手段への容易なアクセス 
　 危険な手段を手にしている、危険な行動に及びやすい環境があるなど 

□ 自殺につながりやすい心理状態 
　 自殺念慮、絶望感、衝動性、孤立感、悲嘆、諦め、不信感など 

□ 望ましくない対処行動 
　 飲酒で紛らわす、薬物を乱用するなど 

□ 危険行動 
　 道路に飛び出す、飛び降りようとする、自暴自棄な行動をとるなど 

□ その他 
　 自殺の家族歴、本人・家族・周囲から確認される危険性など
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自殺を防ぐために有効なもの

お酒がこころに与える影響

・お酒の飲みすぎは自殺のリスクを高めます。
・お酒に酔うと、投げやりな結論を出しやすく、「死にたい」という気持ち
　を、衝動的に行動に移す危険性を高めます。
・深刻な悩みがあるときには、お酒を飲まないことが大切です。
・深刻な悩みで眠れないときは、お酒でごまかさず、相談窓口に相談する
　ことが大切です。

周囲の人が協力して、悩ん
でいる人に支援となる働
きかけをおこなっていき
ましょう。□ 心身の健康

　 心身ともに健康であること

□ 安定した社会生活 
　 良好な家族・対人関係、充実した生活、経済状況、地域のつながりなど 

□ 支援の存在 
　 本人を支援してくれる人がいたり、支援組織があること 

□ 利用可能な社会制度 
　 社会制度や法律的対応など本人が利用できる制度があること 

□ 医療や福祉などのサービス 
　 医療や福祉サービスを活用していること 

□ 適切な対処行動
　 信頼できる人に相談するなど 

□ 周囲の理解 
　 本人を理解する人がいる、偏見をもって扱われないなど 

□ 支援者の存在 
　 本人を支援してくれる人がいたり、支援組織があること 

□ その他 
　 本人・家族・周囲が頼りにしているもの、本人の支えになるようなものがあるなど
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①こころの相談・健康問題

５　あなたの地域の相談窓口一覧
※「24時間 365 日対応」などの記入がないものは、原則、祝日・年末年始は除きます。

※相談内容や日時などは変更となる場合があります。詳しくは各相談機関にお問い合わせください。

心の健康相談 092-501-2222
（大野城市すこやか
長寿課）

毎月第 3月曜日
13：40～15：30（予約制）

精神保健福祉相談

アルコール相談

精神保健福祉相談

心の健康相談電話
（専用回線）

アルコール・
薬物相談（ギャンブル含む）

092-513-5585
（福岡県筑紫保健
福祉環境事務所）

092-582-7500
（福岡県精神保健
福祉センター）

092-582-7400
（福岡県精神保健
福祉センター）

毎週水曜日
13：00～15：00（予約制）

月～金
8：30～17:00（随時）

毎月第 2・3水曜日
13：00～15:00（予約制）

（来所相談）月・火・木・金
9:00～12:00（予約制）
（電話相談）月～金
8：30～17：15

毎月第 1～4火曜日
9：00～12：00（予約制）

月～金
9：00～16:00

心の電話 092-821-8785 火・木・金
13：00～17:00　盆休

相談名　　　　　電話番号　　　　　　　時間　　　　　　　　　内容

精神科医・保健師に
よる相談。不眠、気分
の落ち込み、イライ
ラなど心の悩みの相
談。（本人以外からの
相談も可）

心の健康に関するこ
となど

ふくおか自殺予防
ホットライン

092-592-0783 24 時間 365 日対応

福岡いのちの電話 092-741-4343 24 時間 365 日対応

よりそい
ホットライン

0120-279-338 24 時間 365 日対応

フリーダイヤル
0120-020-767

月～金
16:00～翌 9:00
土、日、祝 24時間対応

自殺を考えている方
等からの心の悩みに
関する相談

福岡県　自殺予防

福岡県のホームページを
参考に作成しています。
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②経済・生活問題

いのちの電話
インターネット相談

https://www.ino
chinodenwa.org

24 時間 365 日対応

消費生活相談 092-580-1968
（大野城市消費
生活センター）

福岡県ひきこもり
地域支援センター

092-582-7530
（福岡県精神保健
福祉センター）

（電話相談）月～金
9：00～17：15
（来所相談）事前予約

月～金
 9：30～12:00
13：00～16:30

092-632-0999
（福岡県消費生活
センター）

月～金
 9：00～16：30
日 10：00～16：00

相談名　　　　　電話番号　　　　　　　時間　　　　　　　　　内容

相談名　　　　　電話番号　　　　　　　時間　　　　　　　　　内容

自殺を考えている方
等からの心の悩みに
関する相談

社会的ひきこもり状
態にあるご本人やご
家族からの相談

自死遺族の相談 092-582-7500
（福岡県精神保健
福祉センター）

月・火・木・金
9：00～12：00

身近な方を自死（自
殺）で亡くされて気
持ちの整理がつかな
い時などの相談

消費生活トラブルや
多重債務（借金）に関
する相談

多重債務相談 092-580-1968
（大野城市消費
生活センター）

毎月第 2・4水曜日
祝日の場合は翌開庁日
13：00～16：00
（予約制）

弁護士による多重債
務（借金）についての
法律相談

生活保護の相談 092-580-1994
（大野城市生活
支援課）

月～金
8：30～17:00

様々な事情により生
活に困っている世帯
の相談

生活困窮者の相談 092-580-1961
（大野城市福祉課）

自立相談支援
住居確保給付金
月～金
8:30～17:00
家計改善支援
毎週火・木曜日
9:00～16:00( 予約制）

経済的に困窮してい
る人に対する相談
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③法律

ひとり親家庭
支援相談

092-580-1862
（大野城市子育て
支援課）

月～金
8:30～17:00

相談名　　　　　電話番号　　　　　　　時間　　　　　　　　　内容

相談名　　　　　電話番号　　　　　　　時間　　　　　　　　　内容

相談員による生活・就
業・進学などの相談

法テラス・サポート
ダイヤル

0570-078374
（日本司法支援
センター）

月～金
9：00～21:00
土 9：00～17:00

法テラス福岡 050-3383-5501 月～金
 9：00～12：00
13：00～16：00

月～金　　9：00～19：00
土・日・祝　9：00～13：00

法制度や相談窓口等
のご案内

050-3383-5502 月～金
9：00～17：00
（事前予約受付時間）

福岡財務支局 092-411-7291
（福岡財務支局）

月～金
9：00～17：00

無料法律相談（刑事
事件を除く）

福岡県司法書士会 092-762-8288
（福岡県司法書士会）

月～金
10：00～16：00

ベッドサイド法律相談

グリーンコープ生活
再生相談室

092-482-7788
（グリーンコープ
生活再生相談室）

月～土
9：30～18：00
祝日も受付

相談・貸付

日本クレジット
カウンセリング
協会福岡相談室

0570-031640
（日本クレジット
カウンセリング協会）

月～金
10：00～12：40
14：00～16：40

相談・カウンセリング

福岡県弁護士会法律
相談センター

0570-783-552
（ナヤミココニ）

多重債務相談

電話法律相談 092-501-7830
FAX092-593-5829
聴覚障がいの人
（大野城市社会
福祉協議会）

毎月第 2木曜日
10：00～12:00
（受付は 11:40 まで）

弁護士による生計・
離婚・相続・債務整
理・借家などの相談

心配ごと相談 092-572-7700
（大野城市社会
福祉協議会）

毎月第 1～4火曜日
10:00～12:00 受付 9:00～
毎月第 1・4火曜日
13:00～15:00 受付 12:45～

8



相談名　　　　　電話番号　　　　　　　時間　　　　　　　　　内容

法律相談 092-586-4035
（大野城まどか
ぴあ：男女平等
推進センター
アスカーラ）

毎月第 1～4木曜日
（要予約）
13:00～16:00

離婚、相続などにつ
いての相談（女性弁
護士が対応）

相続、借金、補償問題
など自死に伴い生じ
る法律問題

自死遺族のための
法律相談

092-582-7500
（福岡県精神保健
福祉センター）

毎月第 4火曜日
13:30～16:30（予約制）

④労働・就労問題

相談名　　　　　電話番号　　　　　　　時間　　　　　　　　　内容

労働相談 092-735-6149
（福岡県労働者
支援事務所）

月～金
8：30～17：15
（水のみ 20：00 まで、
水が祝日の場合翌日）

総合労働相談
コーナー

092-411-4764
（福岡労働局）

月～金
9：00～16：45

雇い止め、解雇のほ
か、採用内定取り消
し、賃金未払い、職場
でのいじめ、セク
シャルハラスメント
などについて

メンタルヘルス
対策支援

092-414-5264
（福岡産業保健
総合支援センター）

月～金
9：00～12：00
13：00～17：00

事業主等からの相談
のほか、労働者及び
家族等からのメンタ
ルヘルス不調に係る
個別事案の一時的な
相談

就労の悩み相談 092-739-3405
（若者サポート
ステーション）

月～金（予約に基づく個別
相談は土曜日可）
10：00～17：00 

44 歳までを対象

⑤子ども相談

相談名　　　　　電話番号　　　　　　　時間　　　　　　　　　内容

子ども相談センター 092-585-2460
FAX092-585-2470
（大野城市子ども
相談センター）

月～金
8：30～17：00

18 歳までの子どもを対象
とした家庭・学校生活、友
人関係、心身の発達、問題
行動、いじめや虐待、育児
などの相談

18歳までの子供が困っ
たとき、誰かと話した
いときの電話（匿名可）

不登校やひきこもり等
の心の相談で悩んでい
る本人や家族

チャイルドライン 0120-99-7777 毎日（年末年始を除く）
16：00～21：00

思春期精神保健
福祉相談

092-513-5585
（福岡県筑紫保健
福祉環境事務所）

毎月第 2木曜日
13：00～15：00
（予約制）
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思春期精神保健
福祉相談

092-582-7500
（福岡県精神保健
福祉センター）

毎月第 1木曜日（予約制）
9：00～12：00
毎月第 4水曜日（予約制）
13：00～16：00

不登校やひきこもり
等の心の問題で悩ん
でいる本人や家族

⑥犯罪・人権・性暴力

相談名　　　　　電話番号　　　　　　　時間　　　　　　　　　内容

心のリリーフ・
ライン

092-632-7830
（福岡県警）

月～金
9：00～17：45

福岡犯罪被害者総合
サポートセンター

092-409-1356 月～金
9：00～16：00

犯罪被害者
ホットライン

092-734-9080
（FAXも同じ）
（福岡地方検察庁）

月～金
 9:00～12:00
13:00～17:00

みんなの人権
110 番

0570-003-110
（福岡法務局）

月～金
8：30～17：15

子どもの人権
110 番

0120-007-110
（福岡法務局）

女性の人権
ホットライン

0570-070-810
（福岡法務局）

法テラス犯罪被害者
支援ダイヤル

0570-079714
（日本司法支援
センター）

月～金
 9:00～21:00
土 9:00～17:00

福岡県警察安全相談
コーナー

＃8103
092-641-9110

24 時間対応

犯罪被害者の心のケ
ア・サポート・相談

性犯罪・性暴力を含
む女性に対する暴力
や、それらの被害に
ついての相談

性暴力被害者支援
センター・ふくおか

092-409-8100
（性暴力被害者
支援センター・
ふくおか）

年中無休 24時間 性暴力被害に関する
相談

人権（悩みごと）相談 092-922-2881
（福岡法務局筑紫
支局総務課）

毎月第 1木曜日　
10：00～15：00

人権相談

相談名　　　　　電話番号　　　　　　　時間　　　　　　　　　内容
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⑦DV（配偶者・恋人からの暴力）

相談名　　　　　電話番号　　　　　　　時間　　　　　　　　　内容

配偶者暴力相談 092-580-1840
（大野城市人権
男女共同参画課）

月～金
8：30～17：00

福岡県配偶者暴力
相談支援センター

配偶者からの暴力
の相談

092-584-0052 月～金
8：30～17：15

092-663-8724
（福岡県配偶者暴力
相談支援センター）

月～金 17：00～24:00
土・日・祝 9:00～24:00

あすばる女性相談
ホットライン

092-584-1266
（福岡県男女共
同参画センター）

毎日　9:00～17:00、盆休
金のみ 18:00～20:30

※「24時間 365 日対応」などの記入がないものは、原則、祝日・年末年始は除きます
※相談内容や日時などは変更となる場合があります。詳しくは各相談機関にお問い合わせください。

配偶者・恋人からの
暴力に関する相談

配偶者・恋人からの
暴力に関する相談

配偶者からの暴力に
関する相談

生き方、夫婦関係な
どの相談

ちくし女性ホット
ライン

092-513-7335
（ちくし女性
ホットライン）

月・水～金 
12:00～19:00
土　10:00～17:00

DV、ｾｸｼｬﾙﾊﾗｽﾒﾝﾄ、夫婦
関係、外国人女性の就
労問題、JKﾋﾞｼﾞﾈｽ、ｱﾀﾞﾙ
ﾄﾋﾞﾃﾞｵ出演強要など
女性相談員による相談

臨床心理士による
相談

092-586-4035
（大野城まどか
ぴあ：男女平等
推進センター
アスカーラ）

（要予約）実施時間
（月 2回）
火　14：00～17：00
木　 9：00～12：00
注：実施日は広報「大野城」
の毎月 1日号に掲載

男性DV被害の相談男性DV被害者の
ための相談
ホットライン

092-571-1462
（福岡県配偶者
暴力相談支援
センター）

水・木　17：00～20：00
金　　　12：00～16：00

LGBT の方の DV 被
害の相談

LGBTの方のDV
被害者相談ホットライン

080-2701-5461
（福岡県配偶者
暴力相談支援
センター）

第２火 12:00～16:00
第４火 17:00～20:00

相談名　　　　　電話番号　　　　　　　時間　　　　　　　　　内容

総合相談 092-586-4035
（大野城まどか
ぴあ：男女平等
推進センター
アスカーラ）

月～金、第 2・4土曜
9：00～17：00

生き方、夫婦関係な
どの相談



配置転換 昇進 引越し 出産

　ゲートキーパーは特別な資格は不要です。民生委員・児童委員や福祉委員、
ボランティア、家族や同僚、友人といった様々な立場の人たちがゲートキー
パーの役割を担うことが期待されています。

気づき 家族や仲間の変化に気づいて、声をかける

もしかしたら、悩みをかかえていませんか？

声かけ

大切な人が悩んでいることに気づいたら、一歩
勇気を出して声をかけてみませんか。

声かけの仕方に悩んだら…
○眠れてますか？（2週間以上つづく不眠はうつのサイン）
○どうしたの？なんだか辛そうだけど…
○何か悩んでる？よかったら、話して。
○なんか元気ないけど、元気？
○何か力になれることはない？

眠れない、食欲がない、口数が少なくなった等、
大切な人の様子が「いつもと違う場合」…

生活等の「変化」は悩みの大きな要因となります。
一見、他人には幸せそうに見えることでも、本人
にとっては大きな悩みになる場合があります。

うつ 借金 死別体験 過重労働

……

６　ゲートキーパーの役割
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　ポイントとなる主な要素は「気づき」「声かけ」「傾聴」
「つなぎ」「見守り」です。

傾聴本人の気持ちを尊重し、耳を傾ける

早めに専門家に相談するよう促す つなぎ

温かく寄り添いながら、じっくり見守る 見守り
❖連携した後も、必要があれば相談にのることを伝えましょう。

❖まずは、話せる環境をつくりましょう。
❖心配していることを伝えましょう。
❖悩みを真剣な態度で受け止めましょう。
❖誠実に、尊重して相手の感情を否定せずに対応しましょう。
❖話を聞いたら、「話してくれてありがとうございます」や「大変
　でしたね」、「よくやってきましたね」というように、ねぎらいの
　気持ちを言葉に伝えましょう。

本人を責めたり、安易に励ました
り、相手の考えを否定することは
避けましょう。

❖紹介にあたっては、相談者に丁寧に情報提供しましょう。
❖相談窓口に確実に繋がることができるように、相談者の了承を
　得たうえで、可能な限り連携先に直接連絡を取り、相談の場所、
　日時等を具体的に設定して相談者に伝えるようにしましょう。
❖一緒に連携先に出向くことが難しい場合には、地図やパンフ
　レットを渡したり、連携先へのアクセス（交通手段、経費等）等の
　情報を提供するなどの支援を行いましょう。
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※誰でもゲートキーパー手帳第 2版（厚生労働省）を参考に作成しました。




