
自殺総合対策窓口一覧（各省庁、都道府県・政令指定都市）

省庁・地方公共団体名 担当部署名 電話（内線）
厚生労働省 大臣官房参事官（自殺対策担当） 03－5253－1111（2837）

警察庁 生活安全局　生活安全企画課 03－3581－0141（3027）
金融庁 総務企画局　政策課 03－3506－6000（3161）

消費者庁 消費者政策課 03－3507－8800（2195）
総務省 大臣官房　企画課 03－5253－5111（21416）
法務省 大臣官房　秘書課　総務・法令係 03－3580－4111（2083）

文部科学省 初等中等教育局　児童生徒課 03－5253－4111（3296）
農林水産省 農村振興局　農村政策部　農村計画課 03－3502－8111（5449）
経済産業省 中小企業庁　経営支援部　小規模企業振興課 03－3501－2036（5382）
国土交通省 総合政策局　安心生活政策課 03－5253－8111（25517）

北海道 保健福祉部 福祉局 障がい者保健福祉課 精神障がい・発達支援グループ 011－204－5279
青森県 健康福祉部 障害福祉課 障害企画・精神保健グループ 017－734－9307
岩手県 保健福祉部 障がい保健福祉課 自殺総合対策担当 019－629－5483
宮城県 保健福祉部 障害福祉課 精神保健福祉推進班 022－211－2518
秋田県 健康福祉部 健康推進課 調整・母子・自殺対策班 018－860－1422
山形県 健康福祉部 地域福祉推進課 地域福祉担当 023－630－2268
福島県 保健福祉部 障がい福祉課 024－521－8204
茨城県 保健福祉部 障害福祉課 精神保健担当 029－301－3368
栃木県 保健福祉部 障害福祉課 精神保健福祉担当 028－623－3093
群馬県 健康福祉部 障害政策課 精神保健室 精神保健係 027－226－2640
埼玉県 保健医療部 疾病対策課 総務・精神保健担当 048－830－3565
千葉県 健康福祉部 健康づくり支援課 自殺対策班 043－223－2668
東京都 福祉保健局 保健政策部 保健政策課 自殺総合対策担当 03－5320－4310

神奈川県 保健福祉局　保健医療部　がん疾病対策課　精神保健医療グループ 045－210－1111（4727）
新潟県 福祉保健部 障害福祉課 いのちとこころの支援室 025－280－5201
富山県 厚生部 健康課 精神保健福祉係 076－444－3223
石川県 健康福祉部 障害保健福祉課 医療支援グループ 076－225－1427
福井県 健康福祉部 障害福祉課 精神保健・医療グループ 0776－20－0634
山梨県 福祉保健部 障害福祉課 心の健康担当 055－223－1495
長野県 健康福祉部 保健・疾病対策課 心の健康支援係 026－235－7109
岐阜県 健康福祉部 保健医療課 精神保健福祉係 058－272－8275
静岡県 健康福祉部 障害者支援局 障害福祉課 精神保健福祉班 054－221－2435
愛知県 健康福祉部 障害福祉課 こころの健康推進室 こころの健康推進グループ 052－954－6621
三重県 健康福祉部 医療対策局 健康づくり課 がん・健康対策班 059－224－2294
滋賀県 健康医療福祉部 障害福祉課 精神保健福祉係 077－528－3548
京都府 健康福祉部 福祉・援護課 福祉のまち・自殺対策推進担当 075－414－4626
大阪府 健康医療部 保健医療室 地域保健課 精神保健グループ 06－6941－0351（2587）
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省庁・地方公共団体名 担当部署名 電話（内線）
兵庫県 健康福祉部 障害福祉局 いのち対策室 いのち対策班 078－341－7711（3091）
奈良県 医療政策部 保健予防課 精神保健係 0742－27－8683

和歌山県 福祉保健部 福祉保健政策局 障害福祉課 こころの健康推進班 073－441－2641
鳥取県 福祉保健部 健康医療局 健康政策課 健康づくり文化創造担当 0857－26－7861
島根県 健康福祉部 障がい福祉課 自立支援医療グループ 0852－22－6321
岡山県 保健福祉部 健康推進課 精神保健福祉班 086－226－7330（2711）
広島県 健康福祉局 健康対策課 精神保健グループ 082－513－3069
山口県 健康福祉部 健康増進課 精神・難病班 083－933－2944
徳島県 保健福祉部 保健福祉政策課 政策調整担当 088－621－2179
香川県 健康福祉部 障害福祉課 精神保健・人材育成グループ 087－832－3294
愛媛県 保健福祉部 健康衛生局 健康増進課 精神保健係 089－912－2403
高知県 地域福祉部 障害保健福祉課 精神保健福祉担当 088－823－9669
福岡県 保健医療介護部 健康増進課 こころの健康づくり推進室　自殺・アルコール問題対策班 092－643－3265
佐賀県 健康福祉本部 障害福祉課 精神保健福祉担当 0952－25－7064
長崎県 福祉保健部 障害福祉課 精神保健福祉班 095－895－2456
熊本県 健康福祉部 子ども・障がい福祉局 障がい者支援課 精神保健福祉班 096－333－2234
大分県 福祉保健部 障害福祉課 精神保健福祉班 097－506－2733
宮崎県 福祉保健部 福祉保健課 地域福祉保健・自殺対策担当 0985－26－7075

鹿児島県 保健福祉部 障害福祉課 精神保健福祉係 099－286－2754
沖縄県 保健医療部 健康長寿課 精神保健班 098－866－2209

札幌市 保健福祉局 障がい保健福祉部 精神保健福祉センター 011－622－0556
仙台市 健康福祉局 健康福祉部 障害者支援課 障害保健係 022－214－8165

さいたま市 保健福祉局 保健部 健康増進課 048－829－1294
千葉市 保健福祉局 地域福祉課 厚生班 043－245－5218
横浜市 健康福祉局 障害福祉部　障害企画課　依存症等対策担当 045－671－3606
川崎市 健康福祉局 障害保健福祉部 精神保健課 044－200－3608

相模原市 健康福祉局 福祉部 精神保健福祉課 042－769－9813
新潟市 保健衛生部こころの健康センターいのちの支援室 025－232－5580
静岡市 保健福祉長寿局 保健衛生医療部 保健所 精神保健福祉課 054－249－3179
浜松市 健康福祉部 健康医療課 053－453－6178

名古屋市 健康福祉局 障害福祉部 障害企画課 精神保健福祉係 052－972－2283
京都市 保健福祉局  障害保健福祉推進室 075－222－4161
大阪市 健康局 健康推進部 こころの健康センター 06－6922－8520
堺市 健康福祉局 健康部 精神保健課　いのちの応援係 072－228－7062（3435）

神戸市 保健福祉局 障害福祉部 こころの健康センター 078－371－1900
岡山市 保健福祉局 保健管理課 管理・予防係 086－803－1251
広島市 健康福祉局 障害福祉部 精神保健福祉課 082－504－2228

北九州市 保健福祉局 総合保健福祉センター 精神保健福祉センター 093－522－8729
福岡市 保健福祉局 健康医療部 保健予防課 精神保健福祉係 092－711－4377
熊本市 健康福祉局障がい支援部 障がい保健福祉課 精神保健福祉室 096－328－2293
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