
◆イベント（街頭キャンペーン等）

区市町村名 開催日 実施場所

中央区
3月1日（金）
9時～10時

東京駅八重洲地下街

港区 3月18日（月）～3月28日（木）
みなと保健所1階ロ
ビー

3月1日（金）～
区役所窓口、外部機
関、区内飲食店等

4月中旬～5月上旬予定 区役所窓口、外部機関

墨田区 2月22日（金）～3月21日（祝）
墨田区立ひきふね図書
館

江東区 3月中
区内広報版・医療機
関・公共施設等

品川区 3月中
区役所、保健センター
図書館（10館）

目黒区 3月7日（木）～13日（水）
目黒区総合庁舎
1階西口ロビー

大田区
２月26日（火）～4月30日
（火）
期間中終日

蒲田駅前図書館

渋谷区 3月1日（金）～7日（木） ハチ公像

3月4日（月）～3月8日
（金）8時半～17時15分

中野区役所

2月23日（土）～3月28
日（木）9時～20時

中央・鷺宮図書館

豊島区 2月23日（土）～3月21日（木） 豊島区中央図書館

3月1日（金）～15日（金） 区役所区民ギャラリー

2月21日（木）～3月20日
（水） 町屋図書館

3月15日（金）～5月8日（水） 南千住図書館

3月1日（金）～3月6日（水）
区役所本庁舎1階アト
リウム

3月1日（金）～3月15日（金）
町会・自治会掲示板
（450か所）

3月1日（金）～3月11日（月）
区役所本庁舎1階アト
リウム

保健相談所（6か所）
区立図書館（11か所）

区立施設（50か所）

足立区
3月2日（土）～3月24日
（日）

区内14図書館
区役所アトリウム

3月1日（金）～3月31日
（日）

区内図書館（９ヶ所）

3月5日（火）～３月８日
（金）

区役所本庁舎
展示スペース

新宿区

特集展示「こころのメンテナンス」
自殺予防の普及啓発の展示・資料の配布、関連図書の紹介

自殺対策強化月間（平成31年3月）中の取組状況

懸垂幕掲示、図書館（展示、ポケットティッシュ設置）

展示「こころ、ひと休み～本を片手に深呼吸」

ハチ公像に啓発用タスキを着用させ啓発を図る

こころの健康特集展示

3月1日（金）～3月31日
（日）

自殺防止に関連する図書の展示、リーフレット・ストレスチェック等
の配布

相談窓口等を掲載した啓発ポスターの掲示

練馬区

荒川区

内容

自殺予防強化月間についてのＰＲ

区役所窓口や外部関係機関にて啓発用ポケットティッシュ（中に相談
窓口の案内ラベルを封入）を配布し、自殺予防のための相談窓口の案
内を普及

区役所窓口や外部関係機関にて「困りごと・悩みごと相談窓口一覧
（困りごとを分類別にまとめた冊子）」を配布し、自殺予防のための
相談窓口の案内を普及

自殺対策強化月間啓発ポスターの掲示

自殺予防啓発用品等の配布

中野区

自殺対策特別展示コーナー

図書館特別展示コーナー

自殺防止月間キャンペーン　展示

自殺防止月間キャンペーン　展示

自殺対策の啓発等に関するパネル展示、リーフレット・ストレス
チェック等の配布

テーマ「遺族語る」のパネル展示。自死（自殺）で大切な家族を亡く
された遺族の心情が語られたパネルを展示します。

江戸川区

自殺総合対策パネル展示

図書館特別展示コーナー

相談窓口等を掲載した啓発ポスターの掲示

自殺防止啓発懸垂幕の掲示

自殺対策パネル展示
（併せて相談窓口リーフレット配布）

中野区立図書館自殺対策企画展示
（併せて相談窓口リーフレット配布）

自殺防止！東京キャンペーン 
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３月7日（木）
１４時～１６時

タワーホール船堀

３月１５日（金）
８時～９時

西葛西駅前

3月1日（金） JR八王子駅南口通路

３月中
八王子市内４か所の図
書館

立川市
3月5日（火）～3月10日
（日）

立川市中央図書館

武蔵野市
３月７日（木）～12日（火）
（予定）

三鷹市
3月5日（火）～3月31日
（日）

三鷹市立図書館（本館・
西部・三鷹駅前・南部）
井の頭ｺﾐｭﾆﾃｨ･ｾﾝﾀｰ図書室

3月11日（月）～3月29日
（金） 青梅市役所

3月1日（金）～3月31日（日） 青梅市中央図書館

府中市 3月1日（金）～3月31日（日）
中央図書館、保健セン
ター、女性センター、市民
活動センタープラッツ

3月7日（木）・8（金）
10時30分～11時

昭島駅北口

①3月11日（月）～15日
（金）
②3月18（月）～23日
（土）

①市役所本庁ロビー
②保健福祉センター
「あいぽっく」ロビー

3月中

町田市内全10駅構内
・ＪＲ町田駅・成瀬
駅・相原駅・小田急町
田駅・玉川学園前駅・
鶴川駅
・京王線　多摩境駅・
東急線　南町田駅・つ
くし野駅・すずかけ台
駅
神奈川中央交通バス
市内コンビニ・スー
パー等　約300箇所

3月14日（木）～4月10
日（水）

中央図書館、その他１
館

小平市
3月29日（金）
7時30分～8時

小平駅前

日野市 ３月初旬～３月末
中央図書館・高幡図書
館・多摩平図書館

3月4日（月）
7時30分～8時30分

東村山駅周辺

3月中 東村山市中央図書館

国分寺市 3月12日（火）～３月29日（金） いずみプラザ

3月1日（金）～3月29日（金） 駅前図書館・中央図書館

3月11日（月）～３月25日（月） クレア展示ギャラリー

市内図書館にて自殺対策関連パネル展示・相談窓口等のリーフレットの配布

駅前ギャラリーにて自殺対策関連パネル展示・相談窓口等のリーフレットの
配布

八王子市

自殺対策の普及啓発に関する街頭キャンペーンを実施（東京キャン
ペーン）
チラシ・普及啓発グッズの配布、のぼり旗による自殺対策に関する事
業及び周知

江戸川健康づくりセミナー（江戸川労働基準協会イベント）でのパネル
展示

図書館での行政連携テーマ展示コーナーを活用した自殺対策普及啓発
自殺に関連する図書の紹介、こころの健康相談等に関する相談先の案
内

三鷹市立図書館と井の頭コミュニティ・センターと共催で企画展示を
開催し、自殺予防に関連する相談窓口等の情報提供と関連図書の紹介

中央図書館（心の健康に関する本の特設展示、啓発用リーフレット等
の配布）、女性センター（啓発用リーフレット等の配布）、保健セン
ター（〃）、市民活動センタープラッツ（〃）

啓発用ポケットティッシュ、リーフレットの配布

自死遺族パネル展示、リーフレットの配布

東村山駅前で啓発用ポケットティッシュ配布

いのち＆こころ関連図書展示フェア

リーフレット配布、関連図書コーナーの設置

パネル展示、リーフレット配布等

街頭キャンペーン（啓発グッズ等の配布）

昭島市

市民向け啓発事業（自死遺族パネル展、リーフレット配布）

市役所ロビーにてパネル展示
・自殺に関するデータ、要因、予防、遺族支援等パネル
・武蔵野市　市民こころの健康支援事業　市民こころの健康相談室
（リーフレット配布）
・武蔵野市版　こころといのちの相談・支援　相談窓口一覧
（リーフレット配布）
・東京都　大切な人を突然亡くされた方へ　他　（リーフレット配
布）

青梅市

江戸川区

清瀬市

街頭キャンペーン（啓発用ポケットティッシュ配布）

図書館に自殺予防等啓発コーナー設置　関連書籍の展示、貸出

自殺対策パネル展示

東村山市

町田市

【鉄道事業者等と協働したキャンペーン】
クリアファイルの設置配布(駅のみ)
ポスターの掲出(駅・バス・コンビニスーパー等)

【図書館特集コーナーの設置】
自殺対策及びメンタルヘルス関連の図書、リーフレット等を町田市市
立図書館に設置
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東久留米市 3月1日（金）～3月31日（日） 保健センター

武蔵村山市 3月1日（金）～3月31日（日） 市内図書館（１か所）

多摩市 3月中 多摩市立図書館本館

西東京市
3月6日（水）
9時30分～11時

西武新宿線　田無駅
西武池袋線　ひばりヶ
丘駅

八丈町 3月１日（金）～
3月15日（金） 八丈町役場　ギャラリー

3月中 南多摩保健所

2月・3月中 南多摩保健所

多摩立川保健所 3月中 保健所内

多摩府中保健所 3月中
府中合同庁舎　1階
展示・情報コーナー

多摩小平保健所 3月中 多摩小平保健所

島しょ保健所
八丈出張所

3月1日（金）～31日
（日）

保健所1階入り口展示
コーナー

啓発物　展示

パネル展示・関連図書展示・リーフレット類配布

ポスター掲示、リーフレット配布など

自殺予防に関する企画展示、パンフレットの配架

保健所1階ロビーにある情報ルームや総合相談窓口に自殺に関する情
報等の掲示をする。

自殺対策に関する特設コーナーを設け普及啓発
（パネル・ポスターの掲示、啓発リーフレット・グッズの設置）

展示コーナーに、自殺対策に関する記事（ポスター）やリーフレット等を集
中展示

保健所で実施する講習会等においてリーフレット等配布

駅利用市民に対する駅頭キャンペーン
普及啓発グッズ、相談先等の配布による自殺対策への理解の呼びかけ

図書展示「あなたと話したい－だれかと話すと安心する－」

こころの健康、メンタルヘルス、自殺対策等に関連した図書の展示及
びポスター、リーフレットの設置

南多摩保健所
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