
これから始める
“自分”改革

～働く人のためのストレスチェック～
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　こころの健康づくりを推進するためには、

働く人自身がストレスに気付き、これに対処

するための知識、方法を身に付け、それを実

施することが重要です。

　もし、ストレスに押しつぶされそうになっ

たときには、専門家にいち早く相談して、大

事に至らないようにすることが大切です。

　杉並区では、皆さんのこころの健康を保つ

きっかけとなるよう、冊子「これから始める

“自分” 改革～働く人のためのストレスチェッ

ク～」を作成しました。ぜひ活用してください。
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　過去30日の間にどれくらいの頻度で次のことがあり
ましたか。あてはまる欄の数字に○をつけてください。

（K6質問票日本語版）

5〜9点
ストレスが

溜まっているようです。

ストレスの蓄積が心配です。
休養と上手にストレス発散を。

P4〜7へ

10点以上
うつ病や不安障害の
可能性があります。

相談機関や医療機関にご相談
ください。

P8〜9、P13〜16へ

K6：米国のKesslerらによってうつ病・不安障害などの精神疾患をスクリーニングすることを目的として開発され、
一般住民を対象とした調査で心理的ストレスを含む何らかの精神的な問題の程度を表す指標として広く利用され
ています。

早めに自分のこころの状態に気付
くためにストレスチェックを試し
てみてください。

全くない 少しだけ ときどき たいてい いつも

神経過敏に感じましたか。 0 1 2 3 4

絶望的だと感じましたか。 0 1 2 3 4

そわそわ、落ち着かなく感じましたか。 0 1 2 3 4

気分が沈み込んで、何が起こっても気が晴れ
ないように感じましたか。

0 1 2 3 4

何をするのも骨折りだと感じましたか。 0 1 2 3 4

自分は価値のない人間だと感じましたか。 0 1 2 3 4

合計得点 　点

0〜4点
特に心配は
ありません。

スマホやパソコンから簡単にストレスチェックができる こころの体温計 P12

合計得点

1 1分でできる  ストレスチェック
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1 1分でできる  ストレスチェック



　ストレスが大きくなると、こころやからだ、日常の行動面に次のような変化が現れます。

職場で
●人間関係のトラブル
 上司や部下との対立、セクハラ、パワハラな

ど
●役割・地位の変化
 昇進・昇格・配置転換・出向など
●重い責任の発生
 仕事上の事故や失敗など
●仕事の質・量の変化
 長時間労働や人事異動、トラブルの発生など

こころの反応
抑うつ感、意欲や集中力の低下、おっくう感、
イライラ感・怒りっぽくなる、不安感、緊張感
など

からだの反応
首や肩のこり、動悸、息切れ、下痢・便秘、吐き気、
頭痛、めまい、食欲不振、だるさ・疲れやすい
など

眠りの症状
寝つきが悪い、ぐっすり眠れない、何度も
目が覚める、いつも眠いなど

行動の変化
遅刻や早退が増える、酒量やたばこが増える、
食事の量が増えるまたは減る、作業効率の低下、
作業場の事故、ミスが増えるなど

職場以外で
●自分の出来事
 病気や家庭不和、人とのトラブル、事故や災

害など
●住環境や生活の変化
 単身赴任、転居、騒音など
●金銭問題
 多額の借金・ローン、収入減など
●自分以外の出来事
 家族・親族・友人の死や病気など

⑴ ストレスに気付こう
ストレスの原因

ストレスに対する反応

こころの病気
うつ病、不安障害、適応障害、アルコー
ル依存症など

からだの病気
高血圧、狭心症、心筋梗塞、脳出血、脳
梗塞、胃・十二指腸潰瘍、糖尿病など

ストレスによってなりやすい病気

2 ストレスとうまくつきあう
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ストレスチェック
5〜9点の方

2 ストレスとうまくつきあう
　ストレスは誰にでもありますが、ためすぎるとこころやからだの調子
を崩してしまうこともあります。ここでは、職場や職場以外でストレス
に気付くためのポイント、日常生活の中でストレスをためないコツをご
紹介します。



　ストレスと上手につきあうには、まず毎日の生活習慣を整えることが大切です。バランスの取
れた食事や良質の睡眠、適度な運動の習慣を維持することが、健康の基礎固めになります。

　ストレスを感じるとき、私たちは物事を固定的に考えてしまっていることがあります。たとえ
ば、「必ず、○○をしなければならない」と考えていて、それがうまくいかないときには強いス
トレスを感じてしまうでしょう。そんなとき、実際にできていること、うまくいっていることに
注意を向けるのもよいでしょう。

　自分で対応しきれない大きな問題を抱えたときには、自分ひとりで解決するにはかなりの時間
と労力を要することになり、結果として心身の不調を招くことになりかねません。そのようなと
きには、信頼できる人や専門家に相談することが必要となります。仕事のことで行き詰まったと

きには同僚や上司に、心身の異常であれば医療機関や地域の保健
センターなどに、金銭に係る法的問題であれば法律の専門家にな
ります。職場においてパワーハラスメント、セクシャルハラスメ
ントなどを受けた場合は、職場の相談窓口で事情を話し、その対
策を講じてもらったり、公的機関における相談窓口で相談される
とよいでしょう。
　残業が増え、長時間労働で心身の不調に陥った場合には、産業
医の面接指導を受けることができます。

⑵ 日常生活を見直そう

⑶ あたまを柔らかく

⑷ 困ったときは誰かに相談

2 ストレスとうまくつきあう
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相談機関 P13
相談機関一覧 P15

50人未満で産業医のいない事業所は
地域産業保健センターに相談できます。



　自分に合ったストレス対処法を持っておくことは、ストレス社会を生きる私たちにとって、強
い武器となります。

⑸ 自分に合ったストレス対処法

緊張を細切れにする
　1日の中で緊張が続いてい
るなと感じたらトイレに立っ
て深呼吸する、歩く体操をし
て小休止をとりましょう。

　仕事を離れた趣味を持つこ
とは気分転換になり、日々の
生活を精神的に豊かにするこ
とにつながるでしょう。

仕事に関係のない趣味を持つ

笑いのすすめ
　笑いによって自律神経の
バランスを整えたり、細胞
が活性化し、免疫力を正常
化させる効果もあります。

適度に運動をする
　適度な運動は満足感
や解放感、リフレッシュ
効果が得られ、身体的、
精神的ストレスを解消
するのに役立ちます。

　ストレス状態から逃げた
い、という気持ちからたば
こやお酒の量が増え、場合
によっては依存症となっ
て、心身の健康を損なって
しまうこともあります。

ストレス解消をたばこやお酒に頼らない

2 ストレスとうまくつきあう
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　職場で許される範囲で
机や椅子、コンピューター
を自分の好みに調整した
り、休憩時間に好きな音
楽を聴くなど落ち着ける
環境を整えましょう。

できるだけ落ち着ける環境を

　森の木には心身をリ
フレッシュさせる効果
があり、ストレス解消
に大変有効です。

自然に親しむ機会を多く持つ



　私たちは活動による疲労を、睡眠を取ることによって回復しています。よい睡眠で一日の疲れ
をリセットしましょう。

⑹ 睡眠はこころの健康を保つために大切

●就寝前のスマホ・パソコンなどの使用は控える。
●同じ時刻に毎日起床することで、生活リズムを整える。
●日中に体を動かす。
●入浴はぬるめのお湯でゆったりとつかる。
●就寝の2時間前には夕食をすませ、就寝前3～4時間以内のコーヒーなどのカフェイン摂取を控える。
●自分に合った、枕・寝具を選ぶ。

　睡眠による休息が取れず、日中もつらい場合、うつ病の可能性もありますので、
相談機関や医療機関にご相談ください。

今日からできるひと工夫

アルコールと眠り
　アルコールは眠気を催しますが、睡眠の質を低下させる作用があります。
●眠りが浅くなる。
●目が覚めやすくなる。
●利尿作用により、度々トイレに起きる。

睡眠とこころの健康
　眠れない、睡眠による休息が取れない場合、こころのSOSの可能性
があります。
　睡眠による休息が得られなくなると、日中の注意力や集中力の低下、
頭痛やその他のからだの痛みや消化器系の不調などが現れ、意欲が低
下することが分かっています。

2 ストレスとうまくつきあう
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相談機関 P13
相談機関一覧 P15



　1 1分でできる  ストレスチェックで合計得点が10点以上のときは、うつ病や不安障害の
可能性が高いので、医療機関に相談することをおすすめします。

　こころの病気を診る医療機関は精神科、精神神経科、心療内科、メンタル
ヘルス科のような診療科名が使用されています。各医療機関によって専門に
診る病気が異なる場合もあります。事前にホームページで調べたり、問い合
わせをすることをおすすめします。

⑴ 医療機関の調べ方

医療機関を受診したいけれど……

3 もしものときもこれで大丈夫！ こころの専門医に相談しよう
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ストレスチェック
10点以上の方 3 もしものときもこれで大丈夫！

こころの専門医に相談しよう

■精神科・精神神経科（旧神経科）・心療内科医療機関名簿（特別区）
　ホームページ

　東京都立中部総合精神保健福祉センター 広報援助課 計画調査担当



⑶ 社会保険の制度

制　度 健康保険 公的年金制度

内　容

・労働者やその家族が病気やけがを
したとき、労働者が病気やけがの
ため会社を休んで賃金が支払われ
ないとき等に、必要な医療給付や
手当等の支給を行う保険です。

・被保険者が高齢になって働けなく
なったとき（老齢年金）、障害の状
態になったとき（障害年金）、また
は亡くなったとき（遺族年金）等に
必要な給付を行う制度です。

問い合わせ先
・健康保険に関することは事業所が

加入している健康保険組合、もし
くはお住まいの市区役所窓口へ。

・国民年金に関することはお住まい
の市区役所窓口へ。

・厚生年金保険に関することは年金
事務所へ。（全国どこでも受付可
能）

自立支援医療：通院による精神医療を継続的に行う場合、一定所得以上の方を除き、自己負担が
原則として医療費の1割となるよう、各種医療保険等と公費で負担します。世帯
の所得等に応じて、1月当たりの自己負担に上限額が設定されます。

 手続き方法は保健センターへご相談ください。

⑵ 医療費助成制度

3 もしものときもこれで大丈夫！ こころの専門医に相談しよう
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相談機関 保健センター P13

　まずは、お住まいの管轄の保健センターにお問い合わせください。
お住まいの地区を担当している保健師が、ご相談を受けます。

●どのように受診すればいいのか戸惑うとき
●受診したほうが良いか迷うとき
　杉並区にお住まいの方は区内保健センターで、医療機関の受診についての相談や無料でこころ
の健康相談（精神科医による相談）を受けることができます。こころの健康相談では、本人や家
族等を対象に、受診の必要性や病気の予防・治療、社会復帰に関する相談を行っています。

相談機関 保健センター P13



　部下や同僚のメンタルヘルス不調に気付くには、「本人の通常の行動様式からのズレ」に着目
することが大切です。

　部下や同僚のハラスメント被害に気付いたら、まずはプライバシーに十分配慮しつつ、真摯に
話を聴くことが大切です。その際に、本人にも問題があるような発言をしたり、否定するような
発言をすると、二次被害を与えてしまう場合があるので注意が必要です。ハラスメントは人権問
題でもあり、職場内の相談窓口やハラスメントの相談窓口に相談することを勧めます。

　アドバイスするよりも、その人の気持ちを十分に聞くという姿勢が大事です。
　話を聞いてみて　
　●眠れない・食欲がない・疲れやすいなどのからだの不調

●飲酒・喫煙量の増加など

に気付いたら、率直に心配している気持ちを伝え、社内の健康担当や医
療機関、相談機関への相談を促しましょう。

　このような様子に気付いたら、一度時間を取ってゆっくり話を聞くことが大切です。

⑴ 日頃の様子への注意

⑵ パワハラなどの対人ストレス要因

□ 遅刻が多い
□ 顔色が良くない
□ 口数が少ない

□ 身だしなみが乱れてきた
□ 昼休み、一緒に食事に行かなくなった
□ 仕事の能率低下やミスが目立つ

話を聞くとき

4 同僚や部下がメンタルヘルス不調になったら？
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4 同僚や部下がメンタルヘルス不調になったら？

相談機関 P13
相談機関一覧 P15

相談機関一覧 P15



　部下、同僚への相談に対応する際は、本人のプライバシーに十分配慮する必要があります。話
し合いの場所は、他の人へ話が聞こえないよう、個室で行うようにしましょう。部下や同僚の悩
みを聞く際に酒の席に誘いがちですが、適切ではありません。本人から聞いて知った個人情報を
他の人へ伝える必要がある場合には必ず本人の了解を得た上で行う必要があります。

　部下・同僚からの相談、話し合いをもとに、職場でできるサポートを検討します。自分自身
で対応できない場合は本人の了解を得た上、上司や健康担当等に相談するようにします。また、
50人未満の事業所は地域産業保健センターで対応について
相談できます。
　また、快適な職場環境はストレスの軽減につながります。
言葉を通してのコミュニケーションをとりましょう。職場
の中で、「ありがとう」「助かったよ」「嬉しいね」などと、
お互いポジティブな言葉を伝え合いましょう。

⑷ プライバシーへの配慮

⑸ 職場のサポート

　長時間の残業や深夜業務など過重な負荷が続くと、睡眠時間の減少に結びつき、脳・心臓疾患
発症のリスクが高まります。また、業務による心理的負荷によってうつ病や抑うつ状態が生じる
こともあります。
　長時間労働者への産業医による面接指導は、疲労の蓄積やメンタルヘルス不調を早めに発見し
てもらう貴重な機会です。50人未満で産業医のいない事業所は地域産
業保健センターに相談できます。

⑶ 過重労働の回避

4 同僚や部下がメンタルヘルス不調になったら？
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相談機関 地域産業保健センター P13

　メンタルヘルス不調になった人に対して、「精神的に弱いから」、「怠けている」、「甘えている」、
「少し休めば治る」、「復帰してももう仕事は任せられない」などと思っていませんか？
　メンタルヘルス不調は、ストレス過多の状況下においては、誰でもかかり得るものです。ここ
ろの強い、弱いは関係ありません。

メンタルヘルス不調に関する誤解

相談機関 P13
相談機関一覧 P15



5 相談機関
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コラム

❶
あなたの身近な人を守るスキルが学べる
ゲートキーパー養成講座

気付き いつもと違う本人の様子に気付く

声かけ 気になる様子があれば声をかけ、「心配している」というメッセージを伝える

傾聴 本人の気持ちを尊重し、ねぎらいの気持ちをもって耳を傾ける

つなぎ 早めに専門家に相談するように促す

見守り つないだ後も、必要があれば相談にのることを伝える

出張します！

　区では、ゲートキーパーを増やすため、保健師などが講師として「ゲートキーパー養成講座」を開催し
ています。職場での自殺防止に向けた取組として職場の研修で行ってみませんか？

ゲートキーパーとは「悩んでいる人に気付き、声をかけ、話を聞いて、必要な支援につなげ、見守る人のこ
と」です。

🆀	ゲートキーパーって、誰でもなれる？
🅰 心がけ次第で、誰もがゲートキーパーの役割を

担うことが可能です。
🆀	開催する条件はありますか？
🅰 原則、平日昼間の開催で、受講者は10人以上が

条件です。

🆀	講座に要する時間は？
🅰 1～2時間程度です。
🆀	準備や費用は？
🅰 資料や教材は区が準備します。参加した方には

「ゲートキーパー手帳」を差し上げます。

問い合わせ：杉並保健所保健予防課 ☎03-3391-1025 月～金曜日 8時30分～17時

4 同僚や部下がメンタルヘルス不調になったら？

コラム

❷
あなたと家族のストレスチェックができる
こころの体温計

　こころの元気をはかってみませ
んか？ 日々こころの状態は変化
します。大切なのはこころの変化
に早めに気付くことです。
　こころの体温計はスマホやパソ
コンから簡単にストレスチェック
ができるシステムです。
　チェックの後、相談先を紹介し
ています。

・利用料無料　・通信料自己負担

杉並区　こころの体温計 検 索 携帯・スマホ
はこちらから

ためして
みませんか？

「こころの体温計」は気軽にストレスや落ち込み度をチェックできる
システムです。

https://fishbowlindex.jp/suginami/ 

猫
社会的な
ストレス

黒金魚
対人関係の
ストレス

水槽のヒビ
住環境の
ストレス

赤金魚
自分自身の
ストレス

水の透明度
落ち込み度 石 その他の

　 ストレス

あなたの大切な方の心の
健康状態が分かります。

QRコード

本人モード　結果画面（例）

※「こころの体温計」は、自己診断をするもので、医学的診断をするものではありません。
※結果にかかわらず、心配なことが続くようでしたら、早めIこ専門家にご相談されることをおすすめします。

家族モード
ストレス度・落ち込み度が分かります。
本人モード

産後の不安な心の健康
状態が分かります。

赤ちゃんママモード

飲酒が心にどのような影響を
与えているのか分かります。

アルコールチェックモード

あなたのストレス解消法はどのタイプ？
ストレス対処タイプテスト



　会社に相談窓口がない……。そんなときは、会社の外部にも利用できる相談窓口があります。

■新宿地域産業保健センター（対象地域：杉並区・新宿区・中野区）
　労働者50人未満の小規模事業所の事業主や働く人を対象としています。
　新宿区新宿7-26-4-4階 新宿区医師会内
　☎03-3208-2301　FAX03-3208-2304
　【相談日】産業医・保健師 毎週水曜・金曜日 13時～15時

労働関係

ご利用内容（相談無料、予約制、利用回数に制限あり）
登録産業医や登録保健師などによる相談等を受けられます。
●健康診断の結果についての医師からの意見聴取
●長時間労働者及び高ストレス者に対する面接指導
●個別訪問による産業保健指導の実施
●働く人の健康管理や休職・復職に係る相談

■杉並区立保健センター
　杉並区にお住まいの方を対象としています。杉並区外の方はお住まいの地域でご相談ください。
　●杉並区立保健センター　月～金曜日 8時30分～17時
　　荻　窪 ☎03-3391-0015　高井戸 ☎03-3334-4304　高円寺 ☎03-3311-0116
　　上井草 ☎03-3394-1212　和　泉 ☎03-3313-9331

■東京都医療機関案内サービス（ひまわり）
　“ひまわり“は、24時間医療機関案内などを行っている都民のためのサービスです。
　☎03-5272-0303（毎日24時間）
　ホームページ http://www.himawari.metro.tokyo.jp/

こころとからだ

ご利用内容（相談無料）
保健師や精神科医（予約制）による相談等を受けられます。
●こころやからだの悩み
●医療機関の受診について
●職場の人間関係
●子育てのこと
●誰に相談していいのか分からないとき

5 相談機関
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■東京都ろうどう110番
　東京都では、賃金・退職金等の労働条件や労使関係など労働問題全般にわたり相談に応じてい
ます。
　☎0570-00-6110（電話相談専用ダイヤル）
　月～金曜日 午前9時～午後8時（相談終了時間）、土曜日 9時～17時（相談終了時間）

■東京働き方改革推進支援センター
　「働き方改革推進支援センター」では、就業規則の作成方法、賃金規定の見直し、労働関係助
成金の活用など、「働き方改革」に関連する様々なご相談に総合的に対応し、支援することを目
的として、全国47都道府県に設置されています。
　東京都新宿区西新宿1-22-2 新宿サンエービル1階
　☎0120-232-865　月～金曜日 9時～17時
　詳細は専用ホームページへ http://www.adecco.co.jp/news/tokyo_kaikaku/

■東京労働局の総合労働相談コーナー
　解雇、雇止め、配置転換、賃金の引下げなどの労働条件のほか、募集・採用、パワーハラスメ
ントなど、労働問題に関するあらゆる分野について、労働者、事業主どちらからの相談でも受け
付けています。
　☎0120-601-556　月～金曜日 9時～17時
　https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/madoguchi_annai/_84745.html

■ハラスメント悩み相談室（厚生労働省委託事業）
　職場におけるハラスメントのことでお悩みの方、お困りの方の相談を受け付けています。
　☎0120-714-864　月～金曜日 12時～21時、土曜・日曜日 10時～17時
　メール相談：ホームページの相談フォームからhttps://harasu-soudan.mhlw.go.jp/

■東京都立中部総合精神保健福祉センター
●働く方向けデイケア
　精神科・心療内科等に通院中の方を対象とした精神科デイケアです。就労・復職を目指すコー
スが疾患別にあります。
●事業者向け（相談無料）
　職場の人事担当者や産業保健スタッフを対象に、「復職・精神障害者雇用コンサルティング事業」
として、職場復帰支援と障害者雇用に関する相談に応じています。
　東京都世田谷区上北沢2-1-7
　利用申込相談 ☎03-3302-7711
　復職・精神障害者雇用コンサルティング事業 ☎03-3302-7591

6 相談機関一覧5 相談機関
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分野別 相談内容 相談窓口 電話番号 受付時間

こころ

薬物、アルコール、ギャン
ブル等依存症、思春期・青
年期、ひきこもり、高齢者

杉並区立保健センター P13参照

東京都立中部総合精神保健福祉センター 03-3302-7711 月～金9時～17時

医療機関を探す 東京都医療機関案内サービス（ひまわり） 03-5272-0303 毎日24時間

自殺に関する
相談窓口

東京いのちの電話 03-3264-4343 毎日24時間

こころといのちのほっとライン 0570-087478 毎日14時～翌5時半

東京自殺防止センター 03-5286-9090
毎日20時～翌5時半
火17時～翌2時半
木20時～翌2時半

よりそいホットライン 0120-279-338 毎日24時間

職場の
メンタルヘルス

働く人のメンタルヘルス・
ポータルサイト

【こころの耳】

こころの耳電話相談 0120-565-455 月・火17時～22時
土・日10時～16時

こころの耳メール相談 http://kokoro.mhlw.go.jp/mail-soudan/

労働者50人未満の相談窓口 新宿地域産業保健センター P13参照

労　働

就労相談
杉並区就労支援センター

ハローワークコーナー 03-3398-8619

月～金9時～17時
※若者就労支援コー

ナーのみ第1・第3
土曜日開館

ジョブトレーニングコー
ナー：すぎトレ（予約制） 03-6383-6500

若者就労支援コーナー：
すぎJOB（予約制） 03-3398-1136

シルバー人材センター（60歳以上の方） 03-3317-2217

障害者の就労相談 ワークサポート杉並（障害者雇用支援事業団）
※来所相談は要事前予約 03-5346-3250 月～金9時～17時

火・木17時～19時

労働問題

新宿総合労働相談コーナー 03-6863-4460 月～金9時～17時

東京労働局 P14参照

東京都ろうどう110番 0570-00-6110 月～金9時～20時
土9時～17時

働き方改革関連 東京都働き方改革推進センター 0120-232-865 月～金9時～17時

経営・融資 金融、創業、経営

杉並区産業振興センター 03-5347-9182 月～金8時半～17時

東京商工会議所 杉並支部 03-3220-1211 月～金9時～17時

東京都中小企業振興公社
ワンストップ総合経営相談 03-3251-7881 月～金9時～11時半、

13時～16時半

法律相談

法律相談、司法書士相談 杉並区区政相談課 03-5307-0617
（予約専用電話）

予約受付
月～金8時半～17時

一般、労働、セクハラ、
医療、消費者 法テラス（日本司法支援センター） 0570-078374 月～金9時～21時

土9時～17時

※フリーダイヤル以外は通話料金がかかります。なお、電話相談は原則無料ですが、ご確認ください。
※受付時間に「毎日」とない限り、祝日・年末年始は対応していません。

6 相談機関一覧
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分野別 相談内容 相談窓口 電話番号 受付時間

生活費・借金

保健・医療に関する相談 東京都保健医療情報センター 03-5272-0303 月～金9時～20時

自立相談支援、家計改善支
援、住居確保給付金 杉並区くらしのサポートステーション 03-3391-1751 月～金8時半～17時

生活福祉資金貸付事業、生
活保護相談、母子及び父子
福祉資金の貸付

杉並区杉並福祉事務所

荻　窪 03-3398-9104

月～金8時半～17時高円寺 03-5306-2611

高井戸 03-3332-7221

就学援助 杉並区学務課 03-5307-0761 月～金8時半～17時

契約トラブル、多重債務等
杉並区立消費者センター 03-3398-3121 月～金9時～16時

東京都消費生活総合センター 03-3235-1155 月～土9時～17時

多重債務 多重債務者生活再生相談
（東京都生活再生相談窓口）

03-5227-7266
（予約制） 月～金9時半～18時

からだ

からだの健康相談 杉並区立保健センター P13参照
医療機関を探す 都内医療機関案内（ひまわり） 03-5272-0303 毎日24時間

がんの相談

がん相談ホットライン 03-3541-7830 日～土10時～18時

がん相談支援センター 東京都内がん診療連携拠点病院と
東京都がん診療連携拠点病院に設置

難病の相談 東京都難病相談・支援センター 03-5802-1892 月～金10時～16時

ハラスメント ハラスメント

東京労働局の総合労働相談コーナー　 P14参照

ハラスメント悩み相談室 P14参照

みんなの人権110番（東京法務局） 0570-003-110 月～金8時半～17時15分

人　権

人権相談
杉並区区政相談課 03-3312-2111（代） 第4金13時～16時

（受付は15時まで）

性的マイノリティ

よりそいホットライン 0120-279-338 毎日24時間

東京都性自認及び性的指向に関する専門電話相談 03-3812-3727 火・金18時～22時

杉並区立保健センター P13参照

杉並区男女平等推進センター 一般相談 03-5307-0619 月～金9時～17時

DV
（配偶者等暴力）等

DV（配偶者等暴力）、職場・
家庭の問題、ストーカー・
性暴力など

杉並区杉並福祉事務所 上記参照

すぎなみDV相談ダイアル 03-5307-0622 月～金9時～17時

東京都女性相談センター 03-5261-3110 月～金9時～20時

女性の人権ホットライン（東京法務局） 0570-070-810 月～金8時半～17時15分

東京ウィメンズプラザ
03-5467-2455 毎日9時～21時

（年末年始を除く）

男性のための悩み相談 03-3400-5313 月・水17時～20時

遺　族

自死遺族相談
NPO法人グリーフケアサポートプラザ 03-3796-5453 火・木・土10時～18時

NPO法人グリーフサポートリンク 03-3261-4350 木11時～19時

遺族の集い

一般社団法人 The Egg Tree House 【お問い合わせ】090-1998-5901（留守番電話）

エバーグリーンの集い
NPO法人国際ビフレンダーズ東京自殺防止センター

【お問い合わせ】03-3207-5040
平日10時～17時30分

※フリーダイヤル以外は通話料金がかかります。なお、電話相談は原則無料ですが、ご確認ください。
※受付時間に「毎日」とない限り、祝日・年末年始は対応しておりません。

6 相談機関一覧
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本冊子は杉並区近隣事業所へ配布しております。ご希望の事業
所は杉並保健所保健予防課までご連絡ください。

　　発行日：令和2年2月
　　発行者：杉並保健所 保健予防課
　　　　　　杉並区荻窪5-20-1 ☎03-3391-1025

【監修】
東京都立中部総合精神保健福祉センター
副所長 菅原 誠（労働衛生コンサルタント） 

【引用】
杉並区　健康づくり実践ガイド集Ver3.0
厚労省　こころの健康 気付きのヒント集
　　　　HP みんなのメンタルヘルス
　　　　HP こころの耳
　　　　労働者のこころの健康の保持増進のための指針
　　　　健康づくりのための睡眠指針
東京都労働相談情報センター
　　　　2019 働く人のメンタルヘルスガイド
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