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ぱちんこ依存問題相談機関からのメッセージ

71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。

”あの日”から二年が過ぎました。三月だというのに沖縄は夏のように汗ばむほどの陽気に包まれ、日々の相談電
話は途切れることなく鳴り続けています。この二年間で相談件数は増え、活動もずいぶん認知されるようになりま
したが、私たちの活動は被災地や被災された方々に役に立っているのだろうか？東北のニュースを見る度に息苦し
く、もどかしい気持ちになります。日々できることを真剣に取り組むことが社会の貢献につながり、ひいては被災地
の復興につながると信じ、今は遠い沖縄から被災された方々の健康を祈るばかりです。
この一年でRSNは、関心が高まる統合リゾート（カジノ）議論への依存問題関連機関としての参加、新たに立ち上
がるパチンコ関連問題の調査プロジェクトへの参加、電子出版を利用し
CONTENTS
た出版プロジェクト（2011年度報告書英語版の出版（今後、他の書籍も提
P1・・・・・RSN News
供予定））など今までよりも一歩踏み出した活動への取り組みを始めてい
P2・・・・・RSN月次データ報告
ます。その進捗状況や成果の一部は、さくら通信で報告させていただきま
P3 ～ 4・・ケース紹介・代表コラム
す。叱咤激励よろしくお願いいたします。今月号も、何とか8頁版ができま
P5 ～ 6・・沖縄IRシンポ報告他
P7 ～ 8・・トピック＆インフォメーション
した。（代表理事 西村直之）

RSN News

【報告】電子書籍出版プロジェクト（2011 【報告】トラストネットワークスよりネットワーク
関連の支援
（2013/2/20）
年度報告書英語版の出版）

金融決済サービスの企画・運営を行う（株）トラス
昨年度より準備を進めていましたギャンブリング
トネットワークスの平野 宏さん（取締役副社長）が、
問題の知的情報サービスセンター設立構想の第一歩
2/20にRSNを来訪され、サーバーの提供などネット
として、電子出版を利用した出版プロジェクトが始
ワーク関連の支援を行っていただけることになりまし
動します。本プロジェクトは、一般社団法人 信頼の森
た。今後、ネットワークを利用したサービスを拡張する
の支援を受けています。第一弾として、2011年度報
告書の英語版を電子書籍として出版しました。今後、 ための基礎にしたいと思います。
2012年度報告書やギャンブリング関係の書籍など
「夢屋基金」
（公益財団法人 公益推進協会）
よ
【報告】
の電子書籍版を提供していく予定です。詳細は、近く
り助成決定
（2013/2/25）
RSNホームページで紹介します。
（株）夢コーポレーションが公益財団法人公益推進協
【報告】沖縄県統合リゾートシンポジウム 会に設立した「夢屋基金」より1年間の活動助成（240万
にて講演（2013/2/6）
円）を頂けることになりました。助成決定にあたり、公
2013年2月6日に沖縄県主催の統合リゾート（IR） 益推進協会CEO福島達也さんが2/24にRSNに来訪さ
れ、活動状況などを視察されました。
シンポジウム
（宜野湾市）において、西村代表が「日本
のギャンブリング問題について」と題し基調講演を行
い、その後シンポジストとして参加しました。基調講
演の内容の一部を本号P5 ～ 6に掲載しています。

（2013/2/7）
【報告】日刊遊技情報取材来訪

【報告】週間アミューズメントプレスジャパン電話
取材
（2013/2/28）

兵庫県小野市市議会の条例案について電話取材があ
り、西村代表のコメントが3/12（週刊APJ372号）に掲
載されました。→この件については、本号のP4に西村代
表のコラム内で取り上げています。

日刊遊技情報を発信する（株）ビジョンサーチの平
田浩司さんが、取材のためRSNを来訪されました。取
（2013/2/28）
材の内容は、3/11・12の日刊遊技情報に掲載されま 【報告】ワンデーポート中村さん来訪
久しぶりにRSNを来訪されました。情報交換や企画
した（掲載内容の一部を次号さくら通信に掲載予定）。
の相談などをあれこれと行いました。
2度目の取材来訪ありがとうございました。

ぱちんこ依存の相談は

050-3541-6420

月～金 10時～ 16時（土日祝祭日除く）
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2012 年 2 月の電話相談のデータ報告
2月は282件の相談が寄せられ、前月を僅かに上回りました。昨年9月以降、遊技関連団体やホールの依存問題へ
の啓発活動の強化、風営法の指導等の効果と相俟って相談件数は増え、昨年同期間（9月～ 2月）と比較すると約2.8
倍となっています。9月以降の月平均相談件数は、283.5件に上っています。広報の効果は初期ほど大きいため、
相談件数は徐々に落ち着いてくると予測していますが、遊技業界の取り組みにより多くのユーザーに安定的に情
報が届き始めたことは確かなようです。相談は昨年度までと同様に年末に向かい減少し、1月以降徐々に増加する
傾向が続いています。相談者内訳では、今年度は本人からの相談比率が高くなり8割を超えています。本人からの相
談増加が、相談件数の増加に最も大きな影響を与えています。進学、就職といった環境変化が多いこれからの時期
は、環境変化のストレスを契機にのめり込み問題が悪化するケースも多くなります。当然、相談件数も増加してく
ると予想しています。すでに、3月に入り相談件数は若干上昇してきているようです（相談員の戦いは続きます）。

2013 年 2 月 1 日～ 2013 年 2 月 28 日 相 談 件 数 282 件
2012 年 4 月 1 日～ 2013 年 2 月 28 日 今年度累計 2,278 件 開設からの総件数
（2006 年 4 月～）8,918 件
① 相談回数
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① 相談回数…初回相談227件（81%、前月78％）、複数回23件（8%、同8%）、間違い・無言・問い合わせ32件（11％、
同14％）でした。前月比とほぼ同じでした。
② コーラー関係性…本人191件（84%、前月より－3件）、家族・友人34件（15%、同＋16）、援助者2件（1％）でした。
本人からの相談が8割を超える高い状態が続いています。
③ 性別…本人性別は男性133件（前月より－19件）、女性58件（同＋16件）でした。前月から女性本人の相談が増加
しています。家族・友人からの相談では男性7件（前月＋4件）、女性27件（同＋12件）と男女ともに増加しました。
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④ コーラー年齢…前月と比較し、本人相談では各年代と
も僅かな変化にとどまりました。家族・友人では30代
からの相談13件（前月＋8件）と、増加しました。
⑤紹介先…問題が深刻化し生活の維持が困難なケースや
危機的な状況の場合は福祉事務所を紹介する場合もあ
ります。
⑥ 経路…雑誌を経由した相談者とは、パチンコ関連雑誌
に掲載されている啓発用ポスターを見て相談につな
がった方です。パチンコ関連雑誌に依存問題について
の相談機関情報が掲載されていることへの戸惑いの声
も聞かれます。

ケース

相談電話の向こうから（その2）
RSNの相談件数が、9,000件を超えました（2013/3月現在）。相談員は試行錯誤を繰り返しなが
ら、答えのない問題に日々向き合ってきています。相談者一人一人の成育歴、性格、友人関係、価値
観、性別、年齢、経済状況…などの背景は様々です。パチンコの問題も、似たようなケースに見えても
背景問題を照らし合わせると、それぞれが抱える問題の深さや本質によって大きく異なっていま
す。これらの違いは見えにくいことが多く、相談の現場で捉えた事柄を解り易く、説明し、伝えるこ
とは容易ではありません。それでも、相談現場で直面する様々な事例を取り上げ、相談員がどのよう
な試行錯誤を行っているのか前月号に引き続き相談員の視点でお伝えします。今回のケースは「高
齢者」です。なお、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。

今回のケース： 定年退職後の男性（68歳）
「問題を抱える高齢者本人からの相談」
相談者： Aさん

68歳

男性

無職

20代の頃からパチンコを始めたＡさん。遊技歴は40年を超える。30代の頃からパチンコにのめ
り込み借金を繰り返す。返済しては新たに借り入れるという悪循環の生活が約10年間続いたが、自
己返済の後、パチンコから離れた生活を始める（パチンコから離れた理由は、子どもの進学による経
済的な負担が大きかったため）。パチンコから離れたとはいえ、全くやらないわけではなく月数回程
度、小遣いの範囲で遊技は続けていた。その間は、特に問題となることはなかった。
遊技頻度が増え始めたのは、子どもが自立し、妻と二人の生活になったころから。定年退職してか
らは、ほぼ毎日パチンコに行っている。ホールには知り合いがおり、孤独感を感じることもない。年金生活なので金
銭的な問題が起きないよう、もっぱら1円パチンコをしているが、自分でも毎日ホールに行くのは度が過ぎていると
感じる。また、家に帰ると「空しさ」を感じる。妻も呆れている。やめた方が良いとは思うが…楽しみの一つとして続
けたいとも思う。やめた方が良いですか？

ＲＳＮ相談員の対応…
遊技歴が40年と長いＡさん。相談員はまず、これまでのＡさんとパチンコとの関わり方、現在の関
わり、パチンコを起因とした問題について詳しく聞き取りました。また、生じた問題に対してこれまで
どのような改善方法をとってきたかについても尋ねました。Aさんによると、
「問題が深刻化したの
は30代の頃で、借金返済に行き詰まり、妻の金銭管理のもと自己返済をした。インターネット等で依
存問題についても勉強し、数ヶ月間ＧＡに通っていたこともある。問題が深刻化した時には、家族の協
力と自己改善による行動の変化で対処してきた。また、仕事が忙しくなってあまりパチンコに行かなくて済んでき
た。」とのことでした。パチンコから完全に離れた生活ではないものの、ある程度のコントロールと生活の安定は確
保できています。Ａさんは問題を改善するための行動変化や対処能力はそれなりに有しており、決して低くはない
と判断しました。
さらに相談員は、Ａさんの退職後の生活について、なぜ遊技頻度が増加してしまったのかを一緒に整理していき
ました。遊技頻度が増加した背景には、子どもが自立し、家を離れたことによる家族構成の変化と仕事を離れたこと
による生活の変化があることが推測できました。また、Ａさんが家族内で孤立していないか、妻や子ども、孫との関
係はどうなっているのか聞き取りました。
相談員よりＡさんへの提案
過去はともかく、現在Ａさんの遊技行動が、生活や金銭、家族関係に与えている影響は大きくはありません。パ
チンコをする理由は、
「金銭を増やすこと」よりも「暇な時間を埋める」ことが目的のようです。今のところ大きな
問題はなく、問題意識があるため直ちに問題が重篤化することはなさそうです。しかし、過去の遊技パターンを考
えると、この先Ａさんの遊技が家族や周囲の人に良くない影響を与える可能性もあります。
相談員はこれらのことを踏まえて、Ａさんが考えている「パチンコをやめるか否か」という白黒思考に合わせ
ず、日々の生活の変化と改善を通して遊技頻度を変化させていくように提案しました。具体的には、遊技頻度が増
加した理由である「暇な時間」＝「余暇」をどのように過ごすかを一緒に考え、いくつかの提案を行いました。
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相談員の悩みどころ・感じる事
高齢の方からの相談の場合、問題が長期に渡って続いているケースが少なくありません。孤立した生活、身近な家
族からの支援がない、収入減少による生活の破綻、体力の低下、認知、生活の再構築の難しさなど、パチンコを起因と
した問題や年齢を背景とした問題などが複雑に重なり相談員の対応も一筋縄ではいきません。まずは、相談者が現
状で取り組みやすいことが優先されます。問題が長期化してしまう理由の一つに、地域で利用できる相談機関の存
在が知られていないことが挙げられます。問題の長期化は支援の幅や利用できる社会資源をさらに少なくします。
問題を抱えられている方や家族が早期に相談につながることができるように、より多くの情報提供と幅広い啓発活
動の重要さを感じます。
◎ちょっとだけ西村代表のコメント
高齢化社会が抱える問題の一つに、
「高齢者の孤独」があります。飲酒や他の問題との合併がなく、パチンコと親和
性が高い方の特徴の一つに、
「趣味が持てない」方が多いという印象があります。周囲の人や時には本人から「趣味が
ないのでパチンコをする」という言葉を耳にします。しかし、実際は「趣味がない」のではなく「趣味を作る・見つけ出
す力」がとても乏しいために「趣味を持つことができない」ことが多いようです。できない趣味を作ろうとしてもな
かなかできるものではありません。まして、楽しむレベルになることは難しいでしょう。
年齢や社会経験などを踏まえて、その人にあった余暇の使い方を見つけ出す支援が有効です。暇つぶしよりも「役
に立って褒められる」ことの方が楽しい人もたくさんいます。長らく問題を抱えながらも破綻していない人は、でき
てこなかった事柄よりもできてきたこと・やりくりしてきた能力に着目すると、まずは問題解決への小さな一歩を
踏み出す可能性が高くなります。

たまに西村代表のコラム
新聞などで取り上げられ、ご存知の方も多いと思い

ていたということへの批判はまぬがれないだろう。だ

ますが、今年の2月に兵庫県小野市市議会に提出された

が、それはパチンコ業界に限らず、公営ギャンブルもア

「福祉給付制度適正化条例案」について少々。生活保護受

ルコール業界にも言えること。また、そういった業界か

給者が、パチンコ、競馬、競輪などの浪費により生活の維

ら税収を得ながら、困窮に陥った人々の生活再建、セー

持、安定向上に支障が生じる状況を常習的に引き起こし

フティネット作りといった対策をとってこなかった行

ていると認められたり、不正受給の疑いがあったりした

政の怠慢だとも言える。ギャンブルなどに浪費してい

場合は、市民による市への情報提供を義務とし、推進員

る生活保護受給者の生活再建をサポートするプログラ

が改善指導し、従わなければ生活保護の支給も止めると

ムの準備がない段階で、発見する仕組みだけが稼働す

いう内容です。人権上の問題など制度の問題が法律関係

るようなことになれば、単なる弱者排除になりかねな

者などから指摘されています。

い。」
（RSN代表理事西村直之：週刊アミューズメント

さて大義名分はどうであれ福祉費用の抑制が国の方
針となった今、異議申し立てをする力が最も弱い人た
ちから切り捨てようとすることは福祉の基本精神とは
ひどく乖離しています。受給者の自立や保護を謳いなが
ら、切り捨ての口実をつくる手法も、その監視を市民に
負わせようとすることも、とても気持ち悪く感じます。
社会主義国の国民相互監視制度を思い起こさせ、こんな
条例ができたら、この町には住みたくないと思います。
この件について、週刊アミューズメントジャパン372号
（2013/3/11）に私のコメントが掲載されています。
「生活保護費を受給しながらパチンコに興じている人

ジャパン372号より）
今回の条例の内容はあまりにも稚拙であるけれども、
このような条例が出されないようにギャンブリング問
題の対策についてギャンブリングの提供者が知恵を
絞って地域と共存する方策を探さなければならない状
況が、すぐそこまで来ていることだけは間違いありませ
ん。公営ギャンブルが地方から姿を消しつつある現在、
生活保護世帯が多い地域に立ち並ぶパチンコホールの
存在は、一般的な感覚からは異様に思われても不思議あ
りません。社会の目は日々厳しくなっています。遊技業
界が自らに厳しくなければ、ユーザーに厳しい目が向け

が少なくないことは以前から指摘されてきた。そして、 られることになります。娯楽が好きな人が地域から排除
（遊技）業界は長年、生活保護費で遊んでもらうことの
良し悪しに目を向けてこなかったことも事実で、彼ら
が（税金から支出された）生活費を浪費するのを傍観し
4

されない社会をつくるのも、遊技業界
の大切な役割ではないでしょうか？

特

集

沖縄県統合リゾート検討事業関連シンポジウム
「沖縄統合リゾートの可能性と課題」より
2013年2月6日に、沖縄県が主催する統合リゾートに関するシンポジウムに、西村代表理事が講師と
して参加し、基調講演及びパネリストを務めました。RSNは、統合リゾート（カジノ）については、中
立的な立場をとっています。しかしながら、ギャンブリングに関する依存問題の関心が高まってい
る背景には、カジノ議論があることは間違いありません。パチンコとカジノは全く異なる性格のも
のではあるものの、ギャンブリングに関する依存関連問題について国内で最大のデータを持つ機関
として、ギャンブリングの形態を超えて現状と問題点について意見を述べることにしました。今回
は、その一部を要約して掲載しました。

2013年2月6日
（水）沖縄県統合リゾート検討事業関連シンポジウム
「現場の視点からみた統合リゾートの可能性」
基調講演Ⅱ「日本におけるギャンブリング問題について」
（RSN代表理事 西村直之）
1）日本におけるギャンブリング問題を議論する前提の問題①
日本には、
「ギャンブル」の定義がありません。議論をするにも前提となる定義がないため主観的な論争になりやす
く、客観性を持った議論が行い難い現状があります。
「ギャンブル」は「賭博」と同義的に用いられることが多いので
すが、本来は「賭ける行為」自体を指すもっと幅の広い概念です。この混乱を避けるために、諸外国では、違法・合法は
関係なく、ゲームであれ賭博であれ「賭け事」すべてを
”ギャンブリング”という概念で緩やかに包括すること
で定義しています。トランプ競技は、何も賭けなけれ
ばゲーム、金銭を賭ければ賭博です。トランプ自体は、
賭博ではなく、ギャンブリングの道具（ツール）に過ぎ
ません。トランプを使う人が、ゲームとして楽しむか
賭博として危険を冒すのかを決めます。トランプが
ギャンブルであるかないかを議論しても何も得るも
のはありません。日本においても、ギャンブル＝賭博
という古い捉え方から抜け出し、ギャンブリング概念
に基づいて議論を行うべきです。

2）日本におけるギャンブリング問題を議論する前提の問題②
ギャンブリングに関連する国内法の未整備も問題です。
「ギャンブル＝賭博」の考え方では、
「ギャンブルでない＝
賭博でない」ことを法的に位置づけることが中心で、その結果、公営競技や遊技産業の監督官庁はバラバラとなり、
ギャンブリングによって生じる社会的問題への対策責任の所在が不明のまま今日に至っています。パチンコ依存問
題に対する行政の指導を除けば、公的な対策は全く整備されていないのが実情です。このような歴史的な背景を考え
ると、一般社会の人が統合リゾート（カジノ）計画に伴う依存問題に対して強い不安を持つのは当然かもしれません。
ギャンブル＝賭博として法規制のみで対応すれば、ギャンブリング問題を持つ人は、犯罪者や社会的不適格者という
偏見が生まれ、問題は隠ぺいされ、より深刻になりやすいという問題があります。

3）日本におけるギャンブリング問題を議論する前提の問題③
問題評価の基礎となる疫学的な調査データがないことも問題です。もし、何か新しいことを始めて、その影響を評
価しようとすれば、もともとどのような問題がどの程度そこには存在していたのかという基礎的なデータがなけれ
ば影響の評価ができません。日本では、法律上の監督官庁が異なることや、ギャンブリング問題自体が金銭問題以外
には表面化しにくく隠されやすいことなどもあり、問題の現状・実態は全く把握されていません。レジャー白書や債
務関連の統計、自殺対策関連の統計などを参考に、断片的に問題の広がりを推測することしかできていません。また、
問題評価のための日本に適した調査票の検討も十分ではありません。基礎的なデータが無ければ、研究の裾野が広が
5
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らず、科学的なデータに基づいた議論や対策が発展し
ません。根拠がはっきりしない推測や憶測が、あたかも
科学的なデータのように書籍やメディアで引用された
り、議論の口火となっていたりしていることもよく見
かけます。この領域においての日本の学術レベルの低
さには目を覆いたくなるものがあります。

4）日本のギャンブリングと国民の参加状況
日本の娯楽市場は、縮小傾向にあります。高度経済
成の時代を終え、若者の人口は減り、超高齢化社会へ
の流れの中で、娯楽に対する支出は今後も増加するこ
とは期待できません。様々な情報やコンテンツが溢れ
る今日、生活様式は多様化しています。娯楽の多様化も必然のものです。日々の生活とバーチャル化した世界は急速
に融合しています。このような時代の流れの中で、特に若年層において娯楽も競技・遊技場参加型ギャンブリングか
らゲーム・時間消費型ギャンブリングへと消費行動が
移行しているようです。パチンコへののめり込み問題
に関しては、遊技参加人口が減少し、若年層の新規参
加者が急速に減少していますので、長い目で見ればパ
チンコ依存問題は自然に減少していくと思っていま
す。ただ、減少したと言っても参加者が1000万人以上
に上り、今後もパチンコを続ける人たちはよりヘビー
ユーザー化して、遊技場内での問題保有者の率は高
まっていくのではないかと危惧しています。全体とし
てみれば、ギャンブリング問題は、今後の日本におい
て拡大していく要素は乏しいのではないかと考えて
います。新たな問題発生を抑止しつつも、既存の問題
ギャンブラーやその予備軍の人たちが、回復支援を受
けられないまま長期的に問題を深刻化させ、社会から孤立することを防ぐ早期介入や問題解決支援が必要であると
考えています。

5）日本におけるギャンブリング問題に対す
る社会資源の乏しさ
日本におけるギャンブリング問題に対する社会資
源の乏しさも大きな問題です。公的な専門援助機関は
ありません。医療保健上の適応もありません。これに
ついては、問題ギャンブリングを医療モデルで扱うこ
との是非について医療関係者の意見も様々です。地域
の相談窓口である精神保健福祉センターもその介入・
支援能力にかなり大きなばらつきがあり、介入自体に
消極的な地域もあります。専門性を持った民間社会資
源も近年増えてきてはいますが、まだまだこれからと
いった段階です。RSNは、公的支援を受けず民間協働
型プロジェクトとして活動を続けています。このよう
な形での社会資源の整備も今後はより一層社会から求められるのではないかと思っています。

以上、誌面の関係で、ごく一部しか紹介できませんでしたが、この講演記録が日本のギャンブリング問題を考えて
いくために参考にしていただければ幸いです。
（報告： RSN代表理事
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西村直之）

今月のトピック＆インフォメーション
大阪府遊技業協同組合
（大遊連）
青年部に
て講演(2013/4/25 大阪)

依存の問題の支援に携わる人たちの勉強会
（横浜勉強会）
のご案内

2013年4月25日（火）に大阪府遊技業協同組合
（大遊
連）
青年部にて西村代表がぱちんこ依存問題について講演
を行う予定。
一般の方対象ではありません。

2013年度の（横浜）勉強会が6月より開催（原則毎
月第一日曜日予定）される。これに先立ち、2013年
5月12日（日）に「パチンコに依存している人の課題
と生活支援について」と題し支援者に向けたセミナ
ーがワンデーポート主催で開催される。

（財）社会安全研究財団
第2回「 パ チ ン コ 依 存 問 題 研 究 会 」
（2013/4/27 東京）
（財）社会安全研究財団が立ち上げた「パチンコ依存
研究会」の第二回の会合（東京）が2013年4月27日（土）
に開催される。今回は、より具体的な調査・研究内容の
検討が行われる。西村代表が研究員として参加する。

【日 時】 2013年5月12日（日） 10：00 ～ 16：00
【場 所】 神奈川県司法書士会館
神奈川県横浜市中区吉浜町1番地
【参加費】1,000円
【問合せ先】認定NPO法人 ワンデーポート
☎045-303-2621
詳しくは http://www5f.biglobe.ne.jp/~onedayport/

お勧め書籍の紹介
G・アラン・マーラットら 著
（原田隆之訳）
「リラプス・プリベンション」

相談現場からこんにちは
←2011年 度 ま で は 年 に2
冊でも余裕で収まってい
た相談票ファイルですが、
今年度は相談件数の増加
により、3冊でなんとか収
まるボリュームに増えま
した。来年度は何冊になる
のでしょうか…。
視察に来られた方はこ
れを見て一様に驚かれま
す。実は相談員もです…。

新刊ではなく2011年8月に出版された訳本であ
る。アディクションを「依存症」と訳して良いかはさ
ておき、ギャンブリング問題の章は大変有意義な情
報が記載されている。本書は、専門家向きで一般の方
向きではない。価格も安くはない。それでも、この問
題に興味がある方は、図書館ででも一読の価値はあ
る。ただ、海外で古典的テキストと言われてきた本書
が、国内では最先端の情報というのは悲しい…。
日本評論社から5,700円（税別）（書評：西村直之）

RSNに届いた寄贈品一覧（2月1日から2月28日到着分）
到着日
2月 1日

品名（書籍名）
SEQUENCE 2月号
遊技ジャーナル

2月 4日

No.261

2月号

超パチンコ完全攻略
2月 5日
2月14日

日遊協

2月号

2月21日

レジャー情報

2月25日
2月26日

パチンコ実戦ギガＭＡＸ3月号
第367号～第370号

通巻585号

2月号

月刊

2月号

ぱちかる

㈱レジャー情報新聞社

月刊

3月号

イープロジェクト株式会社

Vol.565

アミュースメント

遊技通信

㈱岩波書店

通巻48号

3月号

☆
☆
☆
☆
☆
☆

㈱アミューズメントプレスジャパン

㈱遊技経済

3月号

4月号

㈱ガイドワークス

社団法人 日本遊技関連事業協会

第1293号

ギャンブル大国ニッポン
Green Belt

☆
☆

㈱娯楽産業協会

Vol.262号

遊技経済

RSN紹介

㈱遊技ジャーナル社

3月号

週刊アミューズメントジャパン
娯楽産業

2月20日

2月22日

通巻814号

パチンコオリジナル実戦術3月号

寄贈いただいた企業・団体名
㈱シークエンス

ジャパン

No.1401

㈱アド・サークル
3月号

㈱アミューズメント プレス ジャパン

☆

㈱遊技通信社

※全国のギャンブリング、薬物、アルコール問題の相互援助グループ・回復支援施設15 ヵ所からニューズレターを頂きました。

各部署からのヒトコト報告
• 膨大に増えた事務作業に日々奮闘中！そのため4月から新たに1名事務員が加わる予定です。

総務部

銘苅

• 相談回線が開いたのと同時に電話のベルが鳴り響く、この状況が約7カ月間続いています。

相談部

杉山
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家族教室 / 相談
都道府県
宮崎県

名 称
依存症専門診療相談

日 程

時 間

毎月第１・3月曜日

午 後

主 催

問合せ先

ギャンブル依存症者の家
4月 4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 要問合せ

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

要問合せ

14:00 ～ 16:00 佐賀県精神保健福祉センター

0952-73-5060

山口県

ギャンブル依存症の
家族相談

まずは電話相談を
ご利用下さい

山口県精神保健福祉センター

0835-27-3388

鳥取県

ギャンブル依存症やその
月～金
対応についての相談

8:30 ～ 17:15 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

8:30 ～ 17:15 愛媛県心と体の健康センター

高知県

家族支援プログラム

偶数月 第1月曜日

滋賀県

アディクションセミナー 奇数月 第1月曜日
家族交流会

偶数月 第1月曜日

089-911-3880

要問合せ

高知県立精神保健福祉センター 088-821-4966

要問合せ

滋賀県立精神保健福祉センター 077-567-5010

福井県

依存症を考えるセミナー 4月 3日（水）

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

5月28日（火）

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

家族相談

月～金

10:00 ～ 17：00 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

4月23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

9:00 ～ 17:00

毎月第2・4火曜日

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

セミナー等
都道府県
沖縄県

名 称
依存の問題の支援に
携わる人たちの
勉強会in沖縄
参加費

日 程
4月20日（土）
500円

時 間
10:00 ～ 12:00

主 催

問合せ先

依存の問題の支援に携わる
人たちの勉強会

（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）

パチンコに依存している
5月12日（日）
10:00 ～ 16:00 認定NPO法人ワンデーポート
神奈川県 人の課題と生活支援
参加費 1,000円 （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。
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