
１　通年事業等

No 担当課 開催時期等 対　　象 備　　考

1 調査･社会復帰課 通年 保健福祉事務所、市町村、関係機関等 会議への出席等

2 調査･社会復帰課 通年 保健福祉事務所等 保健福祉事務所等のケース会議等で提供

3 調査･社会復帰課 通年
措置入院者（県外在住）
保健福祉事務所、市町村、関係機関等

面接、情報交換・提供

4 相談課 通年 保健福祉事務所、市町村、関係機関等
会議等への出席・自殺対策ネットワーク強化事業・こ
ころサポーター養成研修・統計分析発信

5 調査･社会復帰課 通年 保健福祉事務所、市町村、関係機関等 各事業と関連して実施

6 調査・社会復帰課 年1回
通訳ボランティア、医療機関、保健福祉事
務所等

7
調査･社会復帰課
相談課

通年 保健福祉事務所、市町村、関係機関等
業務統計及び精神保健福祉関係統計資料の作
成・情報収集

8 調査･社会復帰課
（４県市協調体制）

平日17:00（休日8:30）
～翌日8:30

県民及び関係機関職員 専用電話　045-261-7070

9 相談課 平日9：00－21:00 県民 フリーダイヤル　0120－821－606

10 相談課 （月）13:30-16:30 県民 専用電話　045-821-6937

11 相談課 (水・木）13:30-16:30
家族や友人など大切な方を自死で亡くさ
れた方

専用電話　045-821-6937

12 相談課 (金）13:30-16:30 当事者（精神障害者） 専用電話　045-821-6801

13 相談課 (金）9：00～16：30 県民 面接による相談

14 相談課 随時 身近な・大切な方を自死で亡くされた方 代表電話　045-821-8822　相談課

15 相談課 年２回　検討中 県民
自殺対策事業の一環として総合的な相談を多職種で
対応する。（予定）三崎センター管内

16 相談課 年1回　検討中 県民 依存症にかかわる相談を多職種で対応する。

17 相談課 通年（原則水曜日） 県民 相談に伴う診療

18 調査･社会復帰課 通年（月４回 ） 県域の精神科病院入院患者等
定期の報告等による審査
退院等の請求による審査

19 管理課 通年
自立支援医療及び手帳に該当する精神
障害者

20 救急情報課 通年 申請、通報及び届出等による診察

２　人材育成（研修）・普及啓発（講演会等）

No 担当課 年間開催回数等 対　　象 備　　考

21 調査･社会復帰課 1回　（2日）
県、市町村、社会福祉協議会等の新任又は
経験１年程度の精神保健福祉担当職員

22 調査･社会復帰課 2回　（2日）　開催中止
保健福祉事務所、精神保健福祉センター
等の新規転入職員

精神科病院・保健福祉事務所・精神保健福祉セ
ンター等の現場での研修

23 調査･社会復帰課 １回　（半日）開催中止
保健福祉事務所等の精神保健福祉担当
職員

24 精神保健福祉地域支援研修 調査･社会復帰課 １回程度（調整中） 保健福祉事務所、市町村、関係機関職員 保健所と共催で検討する

25 調査･社会復帰課 １回 医療機関、相談支援事業者、市町村、当事者等

26  相談課 ２回　 県・市町村職員、関係機関・団体職員 自殺対策推進センター事業

27 相談課 検討中 身体科の医師等
研修は県医師会に委託
（企画委員会は四県市合同）

28 相談課 検討中 保健福祉事務所、市町村等職員 自殺対策推進センター事業

29 相談課 検討中 保健福祉事務所、市町村等職員 自殺対策推進センター事業

30 相談課 15回程度 小中高、支援学校

31 アルコール健康相談研修 相談課 １回　（半日） 行政機関職員、医療機関、相談機関等  未定　基礎研修（調社課）と同時

32 薬物依存症対応力向上研修 相談課 未定 当所、保健福祉事務所・センター職員 横浜ダルク、精神医療センター、横浜保護観察所

33 薬物相談業務研修 相談課 中止
行政機関職員、薬物相談員、医療機関、
司法関係等

会場：総合医療会館

34 電話相談員研修 相談課 １回（半日）　検討中 所内研修

35 精神科救急医療に関する研修 救急情報課 検討中
保健福祉事務所、市町村、警察、医療機
関

実施方法等については、新型コロナウイルス感
染症の状況をみて要検討

36 精神科救急医療体制業務研修 救急情報課 4回　(半日) 保健福祉事務所及びセンター等の職員
実施方法等については、新型コロナウイルス感
染症の状況をみて要検討

コンサルテーション

保健福祉事務所・市町村等への支援協力
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調査研究事業（人材養成研修）
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地域自殺対策に係る保健福祉事務所・市町村等支援

措置入院者退院支援

統計資料の作成等

令和３年度　神奈川県精神保健福祉センター事業計画　（令和３年６月現在）

■神奈川県精神保健福祉センターのビジョン　：　ソーシャルインクルージョンの理念を基にした包括的共生社会の実現をめざします
 　（人権を尊重した、排除をしない、参加型の包括的共生社会）

■神奈川県精神保健福祉センターの活動指針　：　あなたと地域のこころの健康をサポートします

会　議　名

包括相談会（依存症対策）
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精神医療審査会

自立支援医療・精神障害者保健福祉手帳
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相
談
支
援
等
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依存症面接相談
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包括相談会（自殺対策）
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精神保健福祉基礎研修

精神保健福祉新任研修

精神保健福祉担当者研修（専門）
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地域移行・地域定着支援事業研修会

自殺対策基礎研修１・２（自死遺族･自殺未遂者支援研修）

かかりつけ医・うつ病対応力向上研修

自殺対策市町村等担当職員研修

ゲートキーパー（こころサポーター）養成指導者研修

出前講座



37 相談課 １回　検討中 県民 （予定）三崎センター管内

38 相談課 １回　検討中 県民 （予定）三崎センター管内

39 相談課 １回　検討中 県民、関係機関

40 相談課
偶数月第1火曜日午後
(4月は第4)

自死遺族
平塚市と両主催・平塚保健福祉事務所の協力
緊急事態宣言発令中は中止

41 相談課 偶数月第４火 ピア電話相談員等
ピア電話相談員の資質向上とあり方を考える
10月は第５火

42 相談課 検討中 薬物問題を抱えた家族 　

43 相談課 検討中
ギャンブル等を中心とした依存症の問題
を抱えた家族

44 相談課 検討中 県民、当事者

45 相談課 中止 県民、当事者

３　会議

No 担当課 年間開催回数等 対　　象 備　　考

46 調査･社会復帰課 ３回
保健福祉事務所、中核市保健所等の精
神保健福祉担当職員

47 調査･社会復帰課 １回　（調整中） 市町村、保健福祉事務所等

48 相談課 １回　　検討中 行政機関職員

49 相談課 １回　　検討中 依存症対策担当者等

50 調査･社会復帰課 １回 委託事業者、医療機関、市町村等

51 調査･社会復帰課 ３回 委託事業者等 会場：各委託事業者ごとに設定

52
自
殺

対
策 相談課 ２回　　検討中

保健福祉事務所、市町村の自殺対策担
当者等

自殺対策についての情報交換や支援の内容の
確認

53 管理課 検討中 市町村職員

４　災害支援

54
研
修

会
議

調査･社会復帰課

かながわDPAT研修
１回（2日間）
かながわDPAT技能維持
研修　　1回（１日）
運営委員会への協力　２回
程度

医療機関、自治体

研修企画、運営
医療危機対策本部室主催の運営委員会への協
力
発災時の先遣隊等での派遣、外部研修等への参
加

自殺対策講演会
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薬物を中心とした依存症家族講座

依
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ピア電話相談あり方検討会

自死遺族の集い

うつ病講演会、セミナー

DPAT体制整備事業

会
　
議

保健福祉事務所等精神保健福祉業務連絡会

市町村・保健福祉事務所・精神保健福祉センター等連絡会

４県市精神保健福祉センター相談業務担当課等業務連絡会

４県市精神保健福祉センター依存症連携会議
保健福祉事務所等依存症連携会議

地
域
移
行

地域移行・地域定着支援事業運営委員会

事業者連絡会議

地域自殺対策担当者会議　

自立支援医療・精神障害者保健福祉手帳市町村説明会

事　業　名

酒害予防講演会

ギャンブル等依存症公開講座

ギャンブル等を中心とした依存症家族講座


