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ぱちんこ依存問題相談機関 特定非営利活動法人
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ぱちんこ依存問題相談機関からのメッセージ

68号
さくら通信とは…

小さなつぼみに過ぎない私たちの活動が、桜前線のように南の島沖縄から日本中に回復支援の
輪となって広がり、これらを必要とする人たちに届くことを願って名づけました。

2012年も残り少なくなりました。夏過ぎからの相談増加の波は未だに衰えず、相談員は朝から夕方まで電話の
前から離れることが出来ない日々が続いています。待っていては何も始まらない、情報は問題があるところに届け
てこそ生きるという問題介入の大原則を改めて実感しています。相談業務に加えて、取材や視察の対応、認定NPO
法人化の準備、ニューズレターの作成、新しいプロジェクトの企画など
CONTENTS
スタッフ一同「のんびり南の島沖縄」というイメージとはほど遠い過酷
P1・・・・・RSN News
な労働に涙しています。涙の後には虹が出る…その日が来ることを信
P2・・・・・RSN月次データ報告
じて、今年もあと少しと頑張っています。このような事情もあり、今月
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号は4頁（+1枚）の縮小版となってしまいました。なかなか理想どおり
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とはいきませんが、来年も質の高い情報を提供できるよう取り組んで
別紙1・・・情報掲示板
いきたいと思います。今年一年間のご支援ありがとうございました。

年末・年始のお休みについて
2012年12月29日（土）～ 2013年1月3日(木)まで電話回線のメンテナンスのため
相談業務は休止いたします。1月4日
（金）からは通常どおりです。

RSN News
認定NPO法人仮認定監査終了
（2012/12/19）
認定NPO法人の仮認定の監査が、2012年12月19日
（水）に終了しました。監査の指導に基づく修正を行った
後、1月末頃までには仮認定が下りる見込みです。現在、
仮認定後に速やかに本認定を取得できるよう準備を進
めています。仮認定により、RSNへの寄付について税制
上の措置が適応可能となります。

沖縄県遊技協同組合にて講演
（2012/11/29）
2012年11月29日（木）に沖縄県遊技協同組合の臨時
理事会
（那覇市 参加者130名）において、
「ぱちんこ依存
問題について」と題し、西村代表が約1時間の講演を行い
ました。青年部会をはじめ沖縄県下のホールにおけるポ
スター掲示などの積極的な啓発協力のおかげで、沖縄県
は相談件数が増加しています。

滋賀県にて講演
（2012/12/13）
2012年12月13日（木）滋賀県アディクション関連問
題従事者研修会（主催：滋賀県精神保健福祉センター）に
て西村代表が講演を行いました。依存問題の支援に携わ
る関係者を対象に「薬物関連問題の捉え方と回復支援の
あり方」
「アディクトの回復を地域で支える視点」と2コ
マ150分間の講義をしました。ギャンブリング問題だけ
でなく依存問題全般の講演の依頼も増えています。

ぱちんこ依存の相談は

RSN臨時理事会開催
（2012/12/12）
RSNの臨時理事会を、2012年12月12日（水）に東京
にて開催いたしました。消費税への対応や認定NPO法
人移行に関する懸案事項に対し、協議を行いました。限
られた活動資金をいかに有効に活用するか理事各位に
は知恵を絞っていただいています。

厚生労働省班会議参加
（2012/12/16）

平成24年度厚生労働省班研究『病的ギャンブリング
（いわゆるギャンブル依存）の概念の検討と各関連機関
の適切な連携に関する研究』の班会議が、2012年12月
16日（日）東京にて開催されました。西村代表と稲村厚
理事が班研究のメンバーとして、研究に参加していま
す。平成25年度も研究事業が承認されれば、引き続き
協力を行う予定です。

視察
（2012/11 ～ 12月）
◎庄司孝輝（日遊協副会長）氏他1名が、2012年12月
3日RSN事務所を視察に来訪されました。前日夜に
は西村代表と意見交換を行いました。
◎宮田道繁（都遊協副理事長）氏他2名が、2012年12
月5日RSN事務所を視察に来訪されました。西村代
表はじめRSNスタッフと意見交換を行いました。

050-3541-6420

月～金 10時～ 16時（土日祝祭日除く）
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2012 年 11 月の電話相談のデータ報告
11月も前月に引き続き、相談件数が300件を超えました。前月より13件減少したことから、相談件数の増加は
一息ついた模様です。例年、11月、12月は相談件数が減少するのですが、11月の相談件数は一日平均15件と前
月と変化なく、ここしばらく相談件数は300件前後で推移する印象です。いずれにせよ、問題を抱えている方が未
だ大勢いることに間違いはありません。相談者の大半は、依然ホール内ポスターやホールのホームページ（RSNの
リンク）を主軸としたパチンコ・パチスロ関連団体による啓発活動により情報を得ています。引き続き啓発支援を
よろしくお願いいたします。来年度中には、開設以来の相談件数が1万件を突破する見込みです。
同じ時間帯に相談が集中しやすく、残念ながら対応しきれないケースも増えており、実際の相談件数は対応件
数以上です。増加した相談に対し、ステレオタイプな対応にならないように気を配りながら相談に努めています。

2012 年 11 月 1 日～ 2012 年 11 月 30 日 相 談 件 数 330 件
2012 年 4 月 1 日～ 2012 年 11 月 30 日 今年度累計 1,485 件 開設からの総件数
（2006 年 4 月～）8,125 件
① 相談回数

③ 性

② コーラー関係性
n=330

間違い・無言・
問い合わせ
32（10%）

n=268（初回のみ）

援助者
1（0%）

n=228（初回のみ）
男性
女性
159（70%） 69（30%）

家族・友人
男性

家族・友人
39（15%）
初回
268（81%）

複数回
30（9%）

本人

別

本人
228（85%）

5（13%）

n=39（初回のみ）
女性
34（87%）

①相談回数…総件数330件の内、初回相談268件（81%、前月より-12件）、複数回30件（9%、同＋4件）、間違い・無言・
問い合わせ32件（10%、同-5件）でした。
前月より初回相談が若干減少しました。
②コーラー関係性…初回相談268件の相談者の関係性内訳は、本人228件（85%、前月81%）、家族・友人39件（15%、
同18%）、援助者1件（0%、同1％）でした。9月以降、本人比率は8割を超える高い状態が続いています。
③性別…本人の性別比は男性70％、女性30％でした。本人性別比は、ほぼ一定しています。前月増加した家族・友人
では男性5件（13％、前月より-11件）、女性34件（87％、前月と同数）となり、男性家族からの相談が減少しました。

④ コーラーの年齢
本人

⑤ 紹介先
援助者

家族・友人
58

56

45

5

n=268（初回のみ）

5

1
10

20

⑥ 経

路

10

7

40

30

19
1

9
50

5

32
70 （代）

60

n=268（初回のみ ）
本

ホール内ポスター

42

人

118

家族・友人

援助者

14

0

合

計

132

インターネット

24

8

0

32

雑誌

21

1

0

22

新聞

1

2

0

3

他の相談機関

0

4

0

4

その他

51

9

1

61

不明・拒否

13

1

0

14

228

39

1

268

合

2

計

本人

家族・友人

援助者 複数回答

22 15

精神保健福祉センター
精神保健福祉センター
2
福祉事務所
福祉事務所 3
保健所 1
保健所
消費生活センター 2 2
消費生活センター 5
1
ワンデーポート
39
ワンデーポート
8
医療機関（主治医戻し含む）
医療機関（主治医戻し含む）
43
ギャンブラーズ・アノニマス
ギャンブラーズ・アノニマス 11
12
その他
その他
118
紹介先なし
紹介先なし
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④コーラー年齢…本人相談では各年代ともに僅かな変
化のみでしたが、50代からの相談は前月より18件増
加しました。各年代とも相談につながる実数こそ違い
ますが、ギャンブリング問題は若年層から高齢層まで
幅広い年代層に起こっています。
⑤紹介先… のめり込み問題以外に、攻略法詐欺の被害に
遭われた方からの相談も寄せられます。法的な対応が
必要な場合には、法テラスや消費生活センターを紹介
することもあります。
⑥経路…パチンコ・スロット雑誌に啓発用ポスターが掲
載されたことで、9月以降、雑誌を経由した相談が増
加しました。

相談員企画：特集「RSN相談現場の実際
（Ⅱ）」
先月号では、RSNに寄せられた相談を紹介しました。前回取り上げたようなケース以外にも様々な内容の相談が
寄せられます。パチンコ・パチスロと関連した問題ではあるのですが、パチンコ依存問題とは少し趣が異なった相談
も少なくありません。依存問題から逸れているだけに、相談員は対応に困ることもしばしばです。今回も、日々の相
談現場の雰囲気が伝わるように、いくつかの相談ケースを紹介します。なお、ここに提示したケースの内容は相談者
が特定できないよう一部加工してあります。

Aさん

50代

女性
（妻） ＜対象者

夫50代

会社員＞

繰り返される夫の借金問題に悩む50代のＡさん。夫は、30代から借金をし始め、債務整理を一度し
ている。しかし、5年前に、知人の連帯保証人となり自己破産。自己破産後は仕事を辞め、転職を繰り返
している。しばしば給料を使い込み、Ａさんがお金の使い道を聞いても答えない。夫には独身時代から
浪費があり、パチンコもやっていたと言っていたことがある。毎晩帰りは遅く、煙草の匂いがするので
パチンコに行っていると思う。夫はパチンコ依存症でしょうか？やめさせるにはどうすればよいでしょうか？

◉相談員の悩みどころ
一見パチンコに問題がある方の特徴的な行動パターンにも聞こえるが、そもそもパチンコに
行っているのかどうかがわからない。借金やパチンコよりも、夫婦関係そのものが問題であるよ
うに感じる。不安と不信の原因を、パチンコや病気という見えやすいものに求めているようにも
思える。相談員はパチンコが浪費の原因ではない印象を受けた。浪費問題を持つ夫との付き合い
に疲れたＡさんの想像を頭から否定するわけにもいかず、夫婦の行く末にただ切なさを感じた。
原因探しをする前に、夫婦の関係の中にある問題に目を向けなければ何も変わらないのだが…。

Bさん

20代

女性 （本人）

発達障碍を抱えるBさんは、仕事をしながら自立した生活を送っている。生活は楽ではないが、毎月
やり繰りしながらも生活はできている。Bさんはパチンコをしないが、雑誌の広告で「パチンコで楽
に稼げる」という攻略詐欺の記事を読み、電話をしてみた。生活が少しでも楽になるならと、電話先の
人間に言われるままにお金を振り込んでしまった。電話先の相手からパチンコ攻略法を書いた紙が
届き、パチンコに行ってその通りにやってみたが全然勝てない。お金を振り込んでしまったので、今
月の家賃が支払えず困っている。
「なぜ言われた通りやったのに勝てないのか知りたい。」とRSNに相談してきた。

◉相談員の悩みどころ

Bさんは詐欺の被害にあっている自覚がなく、電話相談ではじめて詐欺被害に遭っていること
が理解できた。依存問題ではないが、電話相談が被害の拡大を防ぐことには役に立ったケースで
ある。攻略詐欺は悪質で、障碍を抱えている方が、被害者となっていることもある。最近は、書店で
並ぶパチンコ雑誌からは攻略法詐欺の広告記事が姿を消し、被害は減少している。しかし、このよ
うな犯罪は手を変え品を変え、繰り返されやすい。振り込んだお金を取り戻すことは容易ではな
く、詐欺に遭った可能性が極めて高いことを伝え、消費生活センター等に被害の報告をしてもら
うよう提案した。このような被害に遭わないための教育や啓発活動の必要性も強く感じる。

Cさん

40代

男性 （本人）

パチンコを20代の頃から始めたというCさん。かなり感情的な口調で話を始める。相談内容は、
「最
近まったく勝てない、遠隔操作をしているとしか思えない。自分がパチンコ台を離れ、他の客が遊技す
るとすぐに大当たりする。常連の自分には出さずに、いつも見かけない新しい客には勝たせている。こ
れは店が遠隔操作をしているに違いない。ホール従業員に『おかしい、不正だろ』と訴えたが取り合っ
てもらえず、警察に相談したが、パチンコをやめなさいとしかいわれない。こんな不正して娯楽だなん
ておかしい、パチンコはギャンブルだろ。RSNでどうにかしろ！お前の所は業界からお金をもらっているから
できないのか、意味ないじゃないか。」というようなもの。

◉相談員の悩みどころ

相談者のなかには、感情のはけ口にRSNを利用される方や個人的な意見を求めたり、無理な要求
をしたりする方も存在する。お互いに感情的な意見の言い合いにならないよう注意しながら対応
している。あまりにも感情的な場合は、RSNの活動内容を説明し、対応できない旨を伝え相談を中
断することもある。それでも時には、相談者自身のパチンコとの関わりについて考えてもらえるよ
う話を進めることで、問題を自覚してもらえることもある。相談員にとっては、強い恐怖を感じる
ことも多く、対応には非常に苦慮している。トホホな相談は、疲労が倍増する。
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今月のトピック＆インフォメーション
パチンコ依存問題研究会（仮称）に西村代
表が参加（東京）
（財）社会安全研究財団が、平成24年度の研究事業と
して、パチンコ依存に関する諸問題に関し、多様な視
点からの調査・研究を実施するために、研究会を立ち
上げることとなった。第1回パチンコ依存問題研究会
（仮称）が、2013年1月12日（土）東京にて開催される。
西村代表が、研究員として参加する。

ギャンブリング問題に関する知的情報
サービスセンターの情報交換用サイト立
ち上げ準備中（RSN より）
前年度から準備を進めているギャンブリング問題
に関する知的情報サービスセンターをネット上で開
設する準備を進めている。意見や情報の交換、翻訳や
電子出版のプロジェクトなどを登録した参加者によ
って幅広く共有できることを目指している。近く、試
験的にサイトを公開する予定。興味のある方は、ぜひ
参加ください！

その他
○パチンコ・パチスロ産業賀詞交歓会（2013/1/29
東京 西村代表出席予定）
☆現在 2 月～ 3 月の講演・企画協力等の依頼調整中です。
講演や企画協力などのご依頼を考えられている方は、
早めにお問い合わせください。

RSN への寄付・賛助会員加入の御礼
RSN 代表 西村 直之
先月号でも触れましたが、RSNは認定NPO法人の
本認定を受けるために賛助会員への加入をお願いし
ています。私たちの要望に対し遊技産業の団体をは
じめ多くの方から広くご協力いただき、その結果、た
くさんの方々に新たな賛助会員としてご加入いただ
いております。賛助会員になっていただいた方々と
広くお声かけに尽力いただいている各位に御礼申し
上げます。また、継続的な寄付の申し出もあり、大変
感謝しております。
依存問題という誰しもがあまり正面から目を向け
たくはない領域に、RSNの活動を通して遊技産業の
提供者が直接的に関与していただけることに大きな
意義を感じています。健全な娯楽は、ホールから、そ
して一台一台の遊技機からしか生まれてこないので
はないでしょうか？小さなホールのスタッフから遊
技機を作る人たち、そしてホールがある地域の人た
ちに、RSNがあって良かったと思っていただける活
動を目指して、日々の活動に取り組んでいきたいと
思っています。これからも、ご支援よろしくお願い申
し上げます。

RSN 恒例のランチ忘年会
お酒を好まない人が多い当事務
所での忘年会は、お洒落に昼ラン
チ！目玉はメインディッシュの“鹿
ステーキ”。
全員、
鹿に興味津津。
そのお味は…たいへんおいしゅ
うございました。

RSNに届いた寄贈品一覧（11月1日から11月30日到着分）
到着日
11月 1日

品名（書籍名）
Toyusho

Vol.36

東日本遊技機商業協同組合

パチンコオリジナル実践術

パチンコ実践ギガMAX

週刊アミューズメントジャパン
11月 5日 遊技ジャーナル

11月号

11月16日

11月号

娯楽産業

他2冊

第354号～第357号

通巻811号

PCSAアクションレポート
11月14日 日遊協

寄贈いただいた企業・団体名

Vol.76

㈱娯楽産業協会

月刊遊技経済
11月21日 Green Belt
レジャー情報
遊技報知
11月30日 遊報

☆
☆

㈱毎日新聞社
矯正・保護研究総合センター研究年報

第2号

依存対策啓発ステッカー

11月26日 遊技通信

☆
☆

パチンコ・チェーンストア協会

社団法人 日本遊技関連事業協会

通巻582号

毎日新聞

11月19日 龍谷大学

㈱アミューズメントプレスジャパン
一般社団法人

Vol.259

11月号

☆

㈱ガイドワークス
㈲遊技ジャーナル社

Vol.77

RSN紹介

11月号
10月号

第1290号
Vol.560

12月号

矯正・保護総合センター

社団法人

日本遊技関連事業協会

㈱遊技経済
㈱アド・サークル

☆
☆

㈱レジャー情報新聞社

第423号
12月号

龍谷大学
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〒903-0125 沖縄県中頭郡西原町上原 103 ルボワYARA2F
電話＆FAX : 098-871-9671（事務専用回線）
Email: recovery-support-net@theia.ocn.ne.jp
http://rsn-sakura.jp
お問い合わせや確認のお電話は事務用回線をお使い下さい。

家族教室 / 相談
都道府県
宮崎県

リカバリーサポート・ネットワーク
ギャンブリング関連問題 情報掲示板
名 称

依存症専門診療相談

日 程
毎月第１・3月曜日

時 間
午 後

主 催

問合せ先

ギャンブル依存症者の家
1月10日（木）
族のつどい

13:30 ～ 15:30

宮崎県精神保健福祉センター

0985-27-5663

熊本県

依存症家族ミーティング 毎月第3金曜日

13:30 ～ 15:30 熊本県精神保健福祉センター

096-386-1166

佐賀県

ギャンブル依存症・
家族教室

毎月第4火曜日

14:00 ～ 16:00 佐賀県精神保健福祉センター

0952-73-5060

長崎県

家族のつどい

1月15日（火）

13:30 ～ 15:30

山口県

ギャンブル依存症の家族 まずは電話相談を
相談
ご利用下さい

鳥取県 「家族教室」

要問合せ

長崎こども・女性・障害者
支援センター

095-846-5115

山口県精神保健福祉センター

0835-27-3388

鳥取県立精神保健福祉センター 0857-21-3031

愛媛県

依存症に関する相談

月～金

高知県

家族支援プログラム

毎月第1月曜日

要問合せ

8:30 ～ 17:15 愛媛県心と体の健康センター

三重県

依存症問題家族教室

2月22日（金）

14:00 ～ 16:00 三重県こころの健康センター

2月 4日
（月）

089-911-3880

高知県立精神保健福祉センター 088-821-4966
059-223-5243

滋賀県

家族交流会

福井県

依存症を考えるセミナー 1月18日（金）

10:00 ～ 12:00 福井県精神保健福祉センター

0776-26-7100

石川県

依存症教室

2月18日（月）

10:00 ～ 12:00 石川県こころの健康センター

076-238-5761

長野県

依存症家族グループ
ミーティング

毎月第2、第4木曜日

13:30 ～ 15：30 長野県精神保健福祉センター

026-227-1810

家族セミナー

1月6日（日）

13:00 ～ 15:30 認定NPO法人ワンデーポート

045-303-2621

依存症電話相談

毎週月曜日（祝日除） 13:30 ～ 16:30 神奈川県精神保健福祉センター 045-821-6937

薬物・ギャンブル
問題家族セミナー

1月22日（火）

14:00 ～ 16:00 川崎市精神保健福祉センター

家族教室

毎月第2週から
第4週の木曜日

13:00 ～ 15:00

東京都立多摩
総合精神保健福祉センター

042-371-5560

アルコール・ギャンブル
依存症問題で
お困りの方へ

毎回金曜日

10:00 ～ 12:00

東京都立中部
総合精神保健福祉センター

03-3302-7711

ギャンブル
家族教育プログラム

毎月第3金曜日

14:00 ～ 16:00 雷門メンタルクリニック

神奈川県

東京都

埼玉県

ギャンブル依存症の相談 月～金

北海道

ギャンブル研究会

セミナー等
都道府県
沖縄県

参加費

神奈川県

依存問題基礎講座
参加費

9:00 ～ 17:00

毎月第2・4火曜日

名 称

依存の問題の支援に
携わる人たちの
勉強会in沖縄

日 程
1月19日（土）
500円

さいたま市
こころの健康センター

044-201-3242

03-5828-3841
048-851-5665

18:30 ～ 20:00 北海道立精神保健福祉センター 011-864-7000

時 間
10:00 ～ 12:00

主 催
依存の問題の支援に携わる
人たちの勉強会

問合せ先
098-871-9671
（RSN）

事前申し込み必要（依存の問題を持つ本人と家族は参加できません）

1月20日（日）
500円

10:00 ～ 12:00 滋賀県立精神保健福祉センター 077-567-5010

第一部
10:00 ～ 12:30 依存の問題の支援に携わる
第二部
人たちの勉強会
13:30 ～ 16:00

048-796-7630
（浦和まはろ
相談室）

事前申し込み必要（依存の問題を持つ本人と家族は参加できません）

RSN の東日本大震災の関連支援
※遊技業界関係者向けのメール相談 被災された遊技事業関係者およびそのご家族と、被災者支援、地域支援に関わっておら
れる遊技事業関係者へ、E-mailによる精神的ケアにかかわる情報・実施方法などについて助言および情報提供。
相談専用E-mailアドレス help@rsn-sakura.jp
※精神保健援助者向けの支援は終了いたしました 被災され、家または職場、採用予定の職を失った精神保健援助職の方々へ
の支援を行ってきましたが、平成24年8月末にて本支援は終了 しました。これに代わる新たな支援を検討し、提供したいと
考えています。
問合わせ先/NPO法人リカバリーサポート・ネットワーク☎098-871-9671

