
こころのガソリン

不足していませんか？

頑張りすぎていませんか？頑張りすぎていませんか？

東京都南多摩保健所

体調が悪くても休まない！

徹夜だって当たり前！！

介護は私が
　 全部するわ！

家事も育児も完璧にやらなくちゃ！！

・・・　この　　　つの症状があったら　・・・33 要注意！！

眠れない（途中で目が覚める、朝早くに目覚める）

食欲がない（または急に食欲が出てきた）

気分が落ち込む（朝がつらい、夕方になると少し楽になる）

うつチェックリストつき

相談機関一覧つき！



気づいてください！！

体と心の限界サイン

気づいてください！！

体と心の限界サイン

気づいてください！！

体と心の限界サイン

引用：厚生労働省「10代20代のメンタルサポートBOOK」より一部改変

この様な症状のうち、５つ以上（①か②を含む）が

2週間以上続いた場合は、うつ病の可能性があります。

この様な症状のうち、５つ以上（①か②を含む）が

2週間以上続いた場合は、うつ病の可能性があります。

うつチェックリスト

□　①暗く悲しい気分が一日中続く。

□　②これまで好きだったことが楽しめない、 興味がわかない。

□　③食欲がなくて体重が減ってきた、 または、 食べ過ぎる。

□　④毎日眠れない、 または寝すぎてしまう。

□　⑤イライラして、 怒りっぽい。 あせる。

□　⑥疲れやすくて、 元気がない。 何もやる気がしない。

□　⑦自分が役に立たない人間だと感じる。

□　⑧集中力がなくなって、 物事を決断できない。

□　⑨将来に希望がもてず、 死んでしまいたいと思う。

こんな症状ありませんか？

周りにこのような方はいませんか？？

・ 気分が落ち込む、 悲しい

・ イライラする、 おっくう

・ 集中力がなくなる

・ 好きなこともやりたくない

・ 自分を責める

・ 決断が下せない

・ 死にたくなる

こころの症状

・ 反応が遅い、 表情が暗い、

人との交流を避ける

・ 体調が悪いと訴えることが

多くなる

・ 飲酒量が増える

・ 遅刻、 早退、 欠勤が増える

・ 仕事の能率が落ちる、 ミス

が増える

周りの人が気づく症状

・食欲がない

・ 便秘、 下痢

・からだがだるい

・ 疲れやすい

・ 頭痛、 肩こり、 胃痛

・ 動悸、 息苦しい

・ 眠れない

からだの症状

☆ 当てはまる項目をチェックしてみましょう。



うつ病とは・ ・ ・

うつ病は、 気分が落ち込んで何に対しても興味を失い、 活力が低下する病

気です。 脳の神経物質の機能が低下した状態と考えられています。 誰でも

かかる可能性があり、 休養と治療で回復する可能性が高い病気です。

早期発見 ・早期治療が大切です！
早めに受診するか、相談機関を活用しましょう。

自分では病気と気づかない場合も多いので、周囲の人が

変化に気づくことが大切です。

まずはご家族の方だけでも相談に行ってみましょう！！

うつの背景にはさまざまな困りごとが重なっている場合があります。

以下、その主な困りごとと相談機関のご案内です。

うつの背景にはさまざまな困りごとが重なっている場合があります。

以下、その主な困りごとと相談機関のご案内です。

ご存知ですか？産後うつ病　～いわゆるマタニティーブルーズとは異なり、 治療や休息が必要です～

出産後は、 ホルモンのバランスが不安定になり、 涙もろい、 抑うつ、 頭痛などの症状がみられます。 これがマタニティー

ブルーズであり、 出産直後から数日間で自然に終息します。

産後うつ病は、 出産後1 ～ 2週間から数か月くらいに発症するこころの病気です。 産後うつ病の母親の中には、 自

分の気持ちを訴える代わりに、 育児に関連した不安や母親としての無力感を訴える事もあります。

東京都保健医療情報センター

（ひまわり）

03-5272-0303　　　　　　　　　　　　24時間体制

アドレス　http://www.himawari.metro.tokyo.jp/
医療機関案内などの情報提供

からだやこころの健康に関する

相談

ひきこもりの本人や家族等の

相談

こころの病、アルコール・ギャン

ブル・薬物依存、認知症、ひき

こもり等に関する相談

８時30分～17時（月～金）要予約042-378-3421

8時３０分～１7時（月～金）042-376-9111

８時30分～17時15分（月～金）042-581-4111

9時～17時（月～金）042-371-7661
東京都南多摩保健所保健対策課

（日野市・多摩市・稲城市在住の方）

多摩総合精神保健福祉センター

東京都夜間こころの電話相談

東京都ひきこもりサポートネット

日野市健康福祉部健康課

多摩市健康福祉部健康推進課

稲城市福祉部健康課健康推進係

相談機関相談機関
こころやからだの悩みに関する相談窓口

名　　称 連 絡 先 受付時間 相談内容

10時～17時（月～金）03-5978-2043

17時～21時30分(年中無休)03-5155-5028

9時～17時（月～金）042-371-5560



しごと労働問題に関する相談窓口

生活困窮者自立支援に関する相談窓口

8時30分～17時15分（月～金）042-514-8574
日野市健康福祉部

セーフティネットコールセンター
働きたくても働けない、住む所

がないなど、生活全般にわたる

お困りごとの相談

8時30分～17時（月～金）042-338-6942多摩市健康福祉部生活福祉課

稲城市福祉部生活福祉課 9時～16時（月～金）㈹042-378-2111

名　　称 連 絡 先 受付時間 相談内容

生活保護等の相談窓口

8時30分～17時15分（月～金）042-514-8574
日野市健康福祉部

セーフティネットコールセンター 生活相談など

生活保護…生活にお困りの方

で、生活の維持ができない、一

定の要件を満たす方の相談

8時30分～17時（月～金）042-338-6869多摩市健康福祉部生活福祉課

稲城市福祉部生活福祉課 8時30分～17時（月～金）㈹042-378-2111

名　　称 連 絡 先 受付時間 相談内容

お金のトラブルなどの相談窓口

9時～17時（月～土）03-3235-1155

9時～17時（月～土）
03-3235-2400

（架空請求相談専用）

土地・家屋の賃借問題、離婚

問題、金銭賃借（クレジット・サ

ラ金）、債務、自己破産などの

法律相談

9時～17時（月～金）050-3383-5310

日野市市民相談（法律相談） 042-514-8094

東京都消費生活総合センター

法テラス八王子

月・火・木　予約制（第5週を除く）

予約受付：８時３０分～１７時（月～金）
042-338-6806

多摩市市民相談室

（法律相談）

稲城市市民部市民協働課

(法律相談）
042-378-2286

名　　称 連 絡 先 受付時間 相談内容

こころの耳電話相談

（厚生労働省）

賃金不払い、解雇、ハラス

メントなど労働問題全般

働く人のメンタルヘルス

不調や過重労働による健

康障害についての相談

予約制：9時～17時（月～金）、

17時～20時（水）

042-645-6110

（来所相談予約電話）

17時～22時（月・火）

10時～16時（土・日）
0120-565-455

東京都労働相談情報センター

八王子事務所

名　　称 連 絡 先 受付時間 相談内容

相談員：弁護士

毎月第1･2･3･4(火）9時30分～16時

毎月第1･4(月)13時30分～16時

毎月第3(土）9時30分～16時

予約制。毎週(月)8時30分から次週分を

予約受付開始

毎月第1･3･4(火)、第2(日)、第1～4(木)　

9時～12時（1人30分）

相談日の2週間前から予約受付開始

（※2週間前が休日の場合は直前の平日から）

予約受付：8時30分～17時（月～金）

（※正午から午後1時を除く）

無料法律相談等（資力に乏し

い方を対象・多重債務・離婚な

ど民事全般）

消費生活に関するトラブル、架

空請求、多重債務問題など

様々な相談



高齢者に関する相談窓口

子育てに関する相談窓口

暴力などで困っている女性の相談窓口

自立支援医療の相談窓口

8時30分～17時15分（月～金）042-514-8496日野市健康福祉部高齢福祉課

高齢者に関する総合的な相談

窓口
9時～17時（月～金）042-338-6846多摩市健康福祉部高齢支援課

稲城市福祉部高齢福祉課 9時～17時（月～金）
㈹042-378-2111

内線227、228

名　　称 連 絡 先 受付時間 相談内容

0歳から18歳未満のお子さん

とその家庭の相談
9時～17時（月～土）042-599-6670日野市立子ども家庭支援センター

０歳から概ね18歳までの子ども

と家庭に関するあらゆる相談
9時～18時（月～土）042-355-3777

多摩市立子育て総合センター

「たまっこ」

子育てに関すること8時30分～17時（月～金）042-378-6366
稲城市子ども家庭支援センター

本郷分室

9時～17時（月～金）042-624-1141
東京都八王子児童相談所

（八王子市、町田市、日野市）

東京都多摩児童相談所

（多摩市、稲城市、府中市、調布市）

児童（0歳～18歳未満）の福祉

に関する総合的な相談
9時～17時（月～金）042-372-5600

名　　称 連 絡 先 受付時間 相談内容

DV被害者相談、夫婦・親子の

問題、生き方や職場の人間関

係などの悩み相談

9時～21時(年末年始を除く毎日)03-5467-2455東京ウィメンズプラザ相談室

夫や恋人からの暴力など女性

からのさまざまな相談

9時～20時(月～金)03-5261-3110東京都女性相談センター

9時～16時(月～金)042-522-4232東京都女性相談センター多摩支所

予約制：面接又は電話相談

予約受付：平日8時30分～17時15分

相談日：第５週をのぞく毎週

火曜日18:00～21:00

水曜日　9:45～16:00

042-58７-8177日野市立男女平等推進センター

面接相談：

（火・金）9時30分～12時30分

（土）13時30分～16時30分

予約受付：9時～17時(第1・3(月)及

び祝日を除く月～金)

電話相談：（木）10時～13時、13時

30分～16時30分　予約不要

042-355-2110

（面接相談予約）

042-355-2111

（電話相談専用）

多摩市立ＴＡＭＡ女性センター

稲城市市民部市民協働課

男女平等参画係（女性の悩み相談）

夫婦や家族などの人間関係、

女性への暴力など女性が抱え

る様々な悩みごと

予約受付：8時30分～17時（※正午か

ら午後1時を除く。前日まで要予約）

相談日：毎月第1・3（水）、第4（土）、

10時～１３時、１4時～16時（1人50分）

㈹042-378-2111

042-378-2286

（申込電話番号）

名　　称 連 絡 先 受付時間 相談内容

8時30分～17時15分

（月～金）
042-514-8489

日野市健康福祉部障害福祉課

援護係
通院による治療を受

け、継続的な医療費負

担がかかる場合、通院

医療費の負担軽減を

図る制度（自立支援医

療制度）があります。

8時30分～17時（月～金）042-338-6903
多摩市健康福祉部障害福祉課

障害福祉係

稲城市福祉部障害福祉課障害

福祉係
8時30分～17時（月～金）㈹042-378-2111

名　　称 連 絡 先 受付時間 相談内容



自殺を思い悩む方の相談窓口

人権に関する相談窓口

平成30年3月発行
編集・発行 東京都南多摩保健所  東京都多摩市永山2－1－5 TEL:042－371－7661

登録番号（29）8

この印刷物は、印刷用の紙へ
リサイクルできます。

※　窓口は平成30年3月現在のものです。今後内容が変更される場合もありますので、ご了承ください。

名　　称 連 絡 先 受付時間 相談内容

自殺の悩みを抱えている方（都内在住、

在勤、 在学） のための総合相談窓口

14時～翌朝5時30分

（年中無休）
0570-087478

東京都自殺相談ダイヤル

～こころといのちのほっとライン～

死を考えてしまうなど、精神的危機に

追い込まれている方の電話相談

10時～21時（年中無休）

毎月第３金曜日：10時～

翌々日曜日21時

042-327-4343東京多摩いのちの電話

24時間（年中無休）03-3264-4343東京いのちの電話

東京自殺防止センター
自殺防止の電話相談、面接相談など

自殺者遺族支援

20時～翌朝6時(年中無休)

毎週火曜日のみ17時～翌朝6時
03-5286-9090

名　　称 連 絡 先 受付時間 相談内容

他人からの人権侵害や夫婦親

子関係、近隣関係など身の回

りで起きた人権に関する相談

9時30分～17時30分(月～金)

日野市市民相談

（人権身の上相談）
042-514-8094

毎週(木)予約制（第5週を除く）

予約受付：8時30分～17時(月～金)
042-338-6806

多摩市市民相談室

（人権・身の上相談）

稲城市市民部市民協働課

（人権・身の上相談）
042-378-2286

相談員：人権擁護委員

毎月第2(木）9時30分～16時

毎月第4(木）13時30分～16時

予約制

相談日前日8時30分から受付開始

相談日：毎月第1・3（金）13時30分～16

時30分（１人60分）

相談日前日までに予約

予約受付：８時３０分～17時（月～金）

（※正午から午後 １時を除く）

03-6722-0124・

0125
人権に関する相談

東京都人権プラザ

（東京都人権啓発センター）

＊＊＊あなたの声かけを待っている人がいます＊＊＊
自殺を考えている方は、 多くの場合、 こころの中では 「生きたい」 という気持ちとの間で揺れ動いています。

自殺を防ぐためには、まず、身近な存在である家族や友人、同僚、近所の方などが 「あれ？いつもと様子が違う」

「何か悩みがありそう」 と気がつくことが大切です。 気になる様子 （限界サイン） に気がついたら ・ ・ ・ ・

●その他の相談機関は 「東京都こころといのちのほっとナビ （ここナビ）」 をご覧ください。

http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kokonavi/

●八王子市、 町田市に在住の方は、 各市保健所にお問合せください。

「いつもと違う」 と感じたら、

声を掛けましょう。 「元気がない

けど、大丈夫？」「何か悩んでいる?

良かったら話して」 などと声をか

け、「心配している」 というメッセー

ジを伝えてください。

相手の話を真剣に受け止め、

じっくりと聴き、 「辛かったですね」

「大変でしたね」 など共感の気

持ちを伝えてください。

叱咤激励や、世間の一般常識

を押し付ける事はやめましょう。

一人で問題を抱え込まないよ

うに、 相談機関を伝えましょう。

そして、 その後も温かく寄り添

い、 見守ってください。

1 声をかけましょう 2 話を聴きましょう 3 相談機関につなげ、

その後も見守りましょう
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