発行日 2013 年 6 月 20 日

ぱちんこ依存問題相談機関 特定非営利活動法人

第 74 号
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ぱちんこ依存問題相談機関からのメッセージ

74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。

この号がお手元に届く頃には、沖縄は梅雨が明け、3カ月はたっぷりと続く熱帯夜が始まっていることと思いま
す。5月は相談件数の最高記録を更新し、350件を超えました。新しい年度の始まりは、就学、就職と若い人たちに
とっては人生の大きな変化と遭遇する時期です。例年、4月、5月のこの時期は、若い人たちからの相談が増加し、
6月に入るとボーナスの恩恵なのか相談件数が一段落します。今年は、どうなるでしょうか。
4月に入り突貫作業をすすめた2012年度RSN電話相談報告書もようやく完成し、書籍版に続き、CD-R版、電子
ブック版と多様なメディアで情報を提供できるようなりました。これから、2012度報告書の英文翻訳に着手しま
す。また、日工組社会安全財団のパチンコ依存問題研究会も具体的
CONTENTS
に動き出し、RSN代表西村もそのメンバーとして、現在パチンコ問
P1・・・・・RSN News
題の調査・研究プロジェクトの企画と実施に取り組んでいます。事
P2・・・・・RSN月次データ報告
業年度もあと一カ月となり、暑い夏を目の前に、課題・宿題が山積み
P3・・・・・相談部より
ですが、もうひと踏ん張りしたいと思います。
P4・・・・・トピック＆インフォメーション
別紙・・・・情報掲示板

RSN News
【告知】2012年度相談事業報告書を電子
書籍版として無料配布開始
電子書籍版として2012年度データ報告書の無料ダ
ウンロードが可能となりました。BookWay（https://
bookway.jp/）もしくは、問題ギャンブリング知的情報
サービスセンター（http://rsn-sakura.jp/flop/new/
report-download/）より入手可能。
電子書籍の入手手順
①BookWayのホームページにアクセスする
（https://bookway.jp/）
②”書店選択”より『CPE出版』を選択
③「2012年度ぱちんこ依存問題電話相談事業報告
書」をクリックして入手
（BookWay会員でない方は、登録が必要）
BookWayを経由せず、入手希望の方は「問題
ギャンブリング知的情報サービスセンター」の
専用ページよりダウンロードすることもできま
す（http://rsn-sakura.jp /flop /new/reportdownload/）。
（ ファイルサイズが3Mバイトを超
えます。ご了承ください。）
※CPE出版は、一般社団法人信頼の森により、RSNの
相談記録や研究成果の発表を支援するために立ち
上げられた出版プロジェクトです。印刷版の売り上
げの一部は、RSNに寄付されます。

ぱちんこ依存の相談は

【視察】全日本遊技事業協同組合連合会が
RSNを視察
（2013/5/16）
2013年5月16日 に 全 日
本遊技事業協同組合連合会
（全日遊連）から青松英和理
事長はじめ6名の方々が視
察等のために来所されまし
た。西村代表からは2012年
度相談事業報告、事業展開
等について報告しました。当日は沖縄らしくない雨の
降る肌寒い日でしたが、来所された方々と熱の入った
意見交換ができました。

【報告】
（公財）日工組社会安全財団
第3回「パチンコ依存問題研究会」
（2013/5/26）
2013年5月26日東京にて第3回パチンコ依存問題研
究会（主催：日工組社会安全財団）が開催され、西村代表
が出席しました。次回は、6月22日（土）開催予定。

【報告】警察庁に於いて2012年度RSNの
活動を報告（2013/5/30）
2013年5月30日に青松英和全日遊連理事長らと西
村代表が、警察庁生活安全局を訪問し、古谷洋一課長に
RSNの活動状況を説明しました。

050-3541-6420

月～金 10時～ 16時（土日祝祭日除く）
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2013 年 5 月の電話相談のデータ報告
5月の相談件数は352件で、月別相談件数としては過去最多となりました。1月以降相談件数は徐々に増え、4月・
5月と2カ月続けて月300件を超える相談が寄せられました。相談員は電話対応に追われる毎日が続いています。
相談者の内訳では、問題を抱えた本人からの相談比率は9割近くとなっています。年齢内訳では、今月は20代の若
年層からの相談が増加しました。年度替わりの時期的な影響ではないかと思われます。前月号でも触れましたが、
相談者の中には18歳に満たない時期から遊技を開始された方も少なからずおられます。遊技を開始した年齢につ
いてより詳しく報告できるよう、相談票の記録方法を調整しながら現在準備を進めています。

2013 年 5 月 1 日～ 2013 年 5 月 31 日 相 談 件 数 352 件
2013 年 4 月 1 日～ 2013 年 5 月 31 日 今年度累計 668 件 開設からの総件数
（2006 年 4 月～）9,870 件
① 相談回数

② コーラー関係性
n=352

間違い・無言・
問い合わせ
39（11%）

初回
289（82%）

複数回
24（7%）

n=289（初回のみ）

援助者
1（0%）

本人
250（87%）

家族・友人
38（13%）

③ 性
本人

別

n=250（初回のみ）
男性
女性
187（75%）
63（25%）

家族・友人
男性 9（24%）

n=38（初回のみ）
女性
29（76%）

①相談回数…初回相談289件（82％、前月比＋35件）、複数回24件（7％、同＋1件）、間違い・無言・問合せ39件（11％、
同＋10件）でした。どの分類の件数も前月より増加しており、全体的に増加傾向が止まりません。
②コーラー関係性…本人250件（87％、前月86％）、家族・友人38件（13％、同13％）援助者1件（0％、同1％）でした。
本人からの相談比率は、引き続き高い状態が続いています。
③性別…本人性別比は、男性75％（2012年度73％）、女性25％（同27％）、家族・友人性別比は男性24％（同22％）、
女性76％（同78％）でした。今月は男性比率が若干高くなっていました。

⑤ 紹介先

④ コーラーの年齢
本人

68

n=289（初回のみ）

援助者

家族・友人

10

62

6

7

20

30

⑥ 経

53

14
40

TV
雑誌
他の相談機関
不明・拒否
総計

2

5

5

50

60

3
70

1
80（代）

n=289（初回のみ ）
本

ホール内ポスター

その他

1

23

路

インターネット

家族・友人

援助者

複数回答

17

35

6

本人

家族・友人

援助者

148

人

13

0

合

161

計

38

13

0

51

1

0

0

1

13

1

0

14

1

4

0

5

40

5

1

46

9

2

0

11

250

38

1

289

精神保健福祉センター
5
福祉事務所 2
5
保健所 5 2
ワンデーポート 1 8
40
医療機関（主治医戻し含む）
4
ギャンブラーズ・アノニマス
43
ギャマノン 1
48
その他
8
108
紹介先なし
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④コーラー年齢…今月は本人20代（前月比＋14件）、30
代（同＋9件）の増加が目立ちました。春は若年層から
の相談が増加する傾向があります。
⑤紹介先…ほとんどの相談者が相談先で必要な費用（相
談料金）を心配します。5月よりワンデーポートで無
料の個別相談がスタートし、神奈川県付近であれば利
用できる紹介先の選択肢が増えました。
⑥経路…その他46件中26件が啓発用ポケットティッシ
ュ、7件が啓発用ステッカー経由でした。家族・友人か
らポケットティッシュ経由で相談をお受けするケー
スも3件ありました。

相談部より

相談員は、こんな感じで相談を受けています！

今回は、相談員が日々の電話相談にどのように対応しているかを取り上げてみました。昨年9月以降、相談件数が
増加し、月300件前後の相談が寄せられるようになりました。一日の相談件数が20件を超える日もあります。相談員
は、件数の多少にかかわらず相談者の話に耳を傾け、難問に向かい、頭を悩ませ、試行錯誤を繰り返しています。電話
相談という限られた時間のなかで、相談員がどのような流れで相談に対応しているのか、どのような点に注意してい
るかRSNでの相談対応の一部を紹介します。

相談対応のSTEP1： 相談者の現状・ニーズを把握するために…
相談を受けるにあたり相談者の情報を把握するため、年齢、性別、地域といった基礎的な情報か
ら、ぱちんこ・スロット遊技開始年齢・問題化した年齢等のギャンブリング問題についての情報、借
金の有無や雇用・収入状況などの経済的な状況、また現在の生活状況などについての聴き取りをし
ます。相談者の状況を把握するため聴き取り項目は多岐にわたります。聴き取りを行うに当たり、相
談員は一方的な聴き取り調査にならないよう細心の注意を払い、話の道筋をつけながら質問をコン
トロールして、現状把握をしていきます。また相談者が落ち着いた状態なのか、混乱しているのか、
疲弊しているか、感情的になっているのかについても会話の流れや声を聴きながら感じ取っています。相談者の多
くは、初めて相談機関を利用する方です。相談機関を利用することに慣いていないため、できる限り話しやすく、判
りやすいよう相談員は心がけて対応します。

相談対応のSTEP2： 相談者のニーズは何か、不安は何か、緊急性の有無の確認
相談者の現状を把握し、相談者が今一番困っていること、不安に思うことを確認します。これまでに問題を改善す
るために行ってきた対応についても聴き取ります。相談者の改善意欲や行動力、ギャンブリング問題についての知
識等について把握することも大切です。感情的な対応やリスクのある対応をしてきたが故に問題が深刻化している
こともあります。また、暴力的な行動をとられて困っている家族や自殺念慮・自殺企図等の緊急性の高い場合は安全
確保を最優先とした対応をとります。問題に対処するのに、相談者が実際に対応ができる状況か（子育て・介護・病気
など）、他の問題の有無についても把握します。

相談対応のSTEP3： ギャンブリング問題については…
ギャンブリング問題の評価については、本人からの相談の場合を除き、家族や友人からの相談の場合は詳しく状
況を把握できていない場合が多いため、問題が表面化した時期や家族への影響についての把握が主になります。
ギャンブリング問題についての評価は遊技開始年齢・問題化した年齢・遊技頻度・使用金額・機種を把握します。また
併せてSOGS簡易評価を使用して、聴き取った内容を元に評価していきます。単に遊技頻度や問題の深刻度合だけ
ではなく、ぱちんこ・スロットを始めたきっかけや問題化した時期の生活状況、始めた頃と現在の対比、なぜ問題を
感じている（問題が起きている）にも関わらず同じ行動を繰り返ししてしまうのか？と言ったことを聴き取り、問題
の背景について詳しく把握します。抱えている問題の原因はギャンブルなのか、ギャンブルを始める前から何らか
の問題が起きていたのか、病理が影響しているのか、本人の育った成育環境が要因なのか、社会生活自体がうまくで
きていないのか、抱えている問題に何が関連し影響しているのか相談者と一緒に考えます。ぱちんこ・スロットをし
てしまう理由を聞き逃さないことも必要です。
「金銭目的」＝攻撃的な理由、
「現実から逃れたい」＝逃避的な理由に
よるか把握することで、より相談者を理解することが出来、アドバイスや社会資源を紹介する際の参考となります。

相談対応のSTEP4： 総合評価・転帰
相談の中で把握したことを整理し、相談者のニーズやアドバイスを基に自己改善を即したアドバイスや利用でき
る社会資源を紹介します。通常一回の相談に20 ～ 30分程の時間を要しますが、問題が深刻化している場合や家族
からの相談では1時間近くかかる場合もあります。他の相談機関を紹介するにケースの場合は相談すべき点を整理
してお伝えします。相談者の抱えている、ぱちんこ・スロットの問題は表面に現れた問題の一部でしかありません。
なぜ問題が起きてしまったのか、どのような背景があるのかを相談者と一緒に考え、できる限り相談者が生活する
地域で利用できる社会資源を確保できるよう対応しています。RSNの電話相談は問題改善の入り口でしかありま
せん。他の依存問題（アルコール、薬物）と比較して利用できる社会資源が少なく、地域格差もあ
り、対応に困ることや電話相談の限界を感じることもしばしばあります。
昨年9月以降、遊技業界の多彩な啓発活動により、月に250 ～ 350件の相談が寄せられていま
す。相談回線が開くと同時に相談が入り、電話対応だけで一日が終わってしまうこともあります。
相談員自身がストレスをため相談業務に支障が出ないよう、相談員自身のケアについても各自実
践しています。今回は一部ではありますが、RSN相談部から相談業務を紹介しました。
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今月のトピック＆インフォメーション
久里浜医療センター（神奈川県）
が病的
ギャンブリング（いわゆるギャンブル依
存）
治療研究部門
（TPGR）
を開設

お勧め書籍の紹介
『ギャンブル依存症なんて病気はない』
～回復施設13年間で見えてきた有効な支援方法～

認定NPO法人ワンデーポート施設長 中村努 編
ギャンブルの問題を持つ人たち
の回復支援ワンデーポートから、思
い切ったタイトルの活動報告書が
出されました。13年間の軌跡と気
づきが、約120頁にまとめられてい
ます。直販のみのため、入手希望の
方は、認定NPO法人ワンデーポート
（045-303-2629）まで。

『依存と嗜癖』

どう理解し、
どう対処するか
和田 清 編 医学書院

アルコール、薬物、ギャンブルな
どへの依存と嗜癖に関する国内で
の知見を集めた精神科医療者向け
のテキスト本です。精神科医向けの
ため、医療モデルに偏りがあった
り、たくさんの知見を取り上げたた
めに書籍としての一貫性やポリシーに欠ける部分もあ
りますが、依存・嗜癖問題の基礎的な知識の習得と、良く
も悪くも日本の支援の現状を知るには役立つ一冊です。

2013年6月より、独立行政法人国立病院機構 久里浜
医療センター（神奈川県横須賀市）に病的ギャンブリ
ング（いわゆるギャンブル依存）治療研究部門による
専門外来が開設されました。診療は、完全予約制で、精
神科医、臨床心理士、精神保健福祉士、作業療法士が治
療にあたるということです。詳しくは、久里浜医療セ
ンターホームページでご確認ください（http://www.
kurihama-med.jp/gamble/index.html）。
お問い合わせ先：046-848-1550。

寄付・献金のお礼
一般社団法人信頼の森 様より、当法人に対してご寄
付を頂きました。一般社団法人信頼の森 様のご支援に
よって設立されたCPE出版より、オンデマンド版2012
年度RSN相談事業報告書の配信ができました。ご寄付
及びご支援ありがとうございました。

相談現場からこんにちは
RSN相談部から嬉しい報告です。元
相談員の梅しゃんが1月に無事出産
を終え、子どもと一緒にRSN事務所
を訪ねてくれました。普段は電話の
ベルが鳴り響く事務所ですが、この
日は子どもの声があふれ、幸せを感
じるひと時となりました。

RSNに届いた寄贈品一覧（5月1日から5月31日到着分）
到着日

品名（書籍名）

5月 2日 SEQUENCE 5月号
5月 7日
5月10日

No.264

週刊アミューズメントジャパン
遊技ジャーナル 5月号
パチンコ実戦ギガMAX

通巻817号

5月号

5月20日 Green Belt
月刊
5月22日

通巻588号

6月号

遊技経済

レジャー情報

6月号

5月29日 Toyusho 5月号
5月31日 遊報

5月号

Vol.43

No.264

㈱ガイドワークス

☆

社団法人

☆
☆
☆

日本遊技関連事業協会

㈱アド・サークル

第1296号

月刊アミューズメントジャパン

㈱遊技ジャーナル社

㈱アミューズメントプレスジャパン

㈱娯楽産業協会

Vol.568

5月号

㈱遊技経済
㈱レジャー情報新聞社

6月号

RSN紹介

☆
☆
☆

㈱シークエンス
第380号～第382号

プレミアムリーチ完全攻略DVD7月号 他
5月13日 日遊協 5月号 Vol.265
娯楽産業

寄贈いただいた企業・団体名

㈱アミューズメント

プレス

ジャパン

東日本遊技機商業協同組合
全日本遊技事業協同組合連合会

☆
☆

※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14 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
• 総務部

夏の日差しに負けないよう、出勤時には日焼け止めと日傘をさし、美白を保つ努力もしています。

• 相談部

台風シーズンの到来です。毎朝、台風が発生していないか天気図を確認しています（これも大切な仕事です）。 杉山
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家族教室 / 相談
都道府県
宮崎県

名 称

日 程

依存症専門診療相談

毎月第１・3月曜日

ギャンブル依存症者の
家族のつどい

要問合せ

時 間
午 後
13:30 ～ 15:30

主 催

問合せ先

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 7月19日（金）

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

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

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

家族支援プログラム

偶数月 第1月曜日

高知県
滋賀県
福井県
石川県
長野県

神奈川県

東京都

アディクションセミナー 奇数月 第2木曜日
家族交流会

偶数月 第2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

依存症を考えるセミナー 7月 3日（水）

10:00 ～ 12:00 福井県精神保健福祉センター

0776-26-7100

依存症教室

7月23日（火）

10:00 ～ 12:00 石川県こころの健康センター

076-238-5761

依存症家族グループ
ミーティング
個別相談

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

要予約

10:00 ～ 16：00 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

7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

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

毎月第3金曜日

14:00 ～ 16:00 雷門メンタルクリニック

アルコール・ギャンブル
依存症問題で
お困りの方へ
ギャンブル
家族教育プログラム

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

044-201-3242

03-5828-3841

さいたま市
048-851-5665
こころの健康センター
18:30 ～ 20:00 北海道立精神保健福祉センター 011-864-7000
9:00 ～ 17:00

毎月第2・4火曜日

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

今さら聞きづらい
神奈川県 障害年金の基礎
参加費

日 程
7月20日（土）
500円

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

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）

7月 7日（日）
1,000円

時 間

13:30 ～ 16:00

依存の問題の支援に携わる
人たちの勉強会

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）

ぱちんこ依存問題で困っていませんか？
相談専用回線（IP 電話）

050-3541-6420

月曜日～金曜日（祝日は除く）10：00 ～ 16：00
電話料金の目安
一般加入電話からの場合 全国一律 11.3 円 /3 分
携帯電話からの場合 15.7 ～ 42 円 /1 分
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