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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。

年が明けて昨年末の暖冬が嘘のような寒い日が続き、1月末には沖縄本島で観測史上初となる雪（正確にはみ
ぞれ）が降りました。毎年冬に開花するひまわり畑では、暖冬でいつもより早く満開となった途端の寒波と雨で
あっという間に花が散ってしまいました。それでも、日本で一番早く開花する緋寒桜は、しっかり花を咲かせてく
れました。寒波が襲来すると、パチンコ店に行く足も重くなるようで、その日は相談の電話が少なくなります。1
月、2月は、この時期特有の相談件数の波があります。相談電話が無くとも、電話相談事業報告書作成のための相
談データの解析と図表作成、ニューズレターの作成、全商協RSN支援室のサポート、来訪者の対応、新たな相談支
援の企画準備など、相談員はあれこれと作業に追われています。寒くても、暑くてもRSNのスタッフは、日々の業
務を知恵を絞りながらこなしています。
「寒い…。眠い…。」と愚図っているのは代表だけです。
遊技業界にも今ままでにない風が吹いてきています。行政の指導もあり、高射幸性の遊技機械の抑制など現在
よりも短期的な金銭リスクを抑制する方向に業界が動き始めてい
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ます。社会と程よい折り合いが着くまでにはいくつもの課題はあ
るのでしょうが、業界のこの動きは良いことだと思います。しか
P1・・・・・・RSN News
P2・・・・・・RSN月次データ報告
し、長期的な参加者の安全性をいかにして確保するかは大きな問
P3・・・・・・電話相談の向こうから（その21）
題です。風に吹かれるのではなく、風を起こすことが遊技業界には
P4・・・・・・情報掲示板
求められているように思います。

RSN News
【活動報告】

【寄付・献金のお礼】

パチンコ・パチスロ産業21世紀会
賀詞交歓会出席（2016/1/26）
2016年1月26日パチンコ・パチスロ産業21世紀会賀
詞交換会が東京にて開催され、西村代表が参加しまし
た。賀詞交歓会では、21世紀会14団体より、遊技業界
一丸で健全化に取り組む「遊技業界における健全化推
進に関する声明」が発表されました。

（公財）日工組社会安全財団 第25回「パチ
ンコ依存問題研究会」
（2016/1/27）
2016年1月27日に第25回「パチンコ依存問題研究
会」が東京で開催され、西村代表が参加しました。研究
成果の一部をまとめた論文の内容確認、今後の研究な
どについて約3時間の検討・議論を行いました。次回
は、2016年3月9日に開催の予定です。

ぱちんこ依存の相談は

2016年1月28日にパチンコホール企業の株式会社
ガイア様(本社：東京都中央区)より、昨年に引き続き当
法人の活動に対してご
寄付いただきました。
頂戴したご寄付は、活
動発展のために大切に
活用いたします。
貴重なご寄付をありが
とうございました。

【全商協 RSN 支援室より（1 月）】
相談件数24件
（初回相談20件、
複数回1件、
間違い1件、
問合せ2件）
□ 支援室相談員の電話対応について、
西村代表が

全商協事務所にて直接指導を行いました。
（2016/1/27）

050-3541-6420

月～金 10時～ 16時（土日祝祭日除く）

※さくら通信は、「AJOSC」
「夢屋基金」の助成、会費、寄付金などにより発行・配布を行っています。
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2016 年 1 月の電話相談のデータ報告
1月の相談件数は203件（沖縄RSN179件、全商協RSN支援室24件）で、前月より29件増加しました。1月は全
国的な寒波や大雪の影響もあり、22日の時点では136件（月180件ほどのペース）でしたが、最終週にまとまっ
た相談が寄せられ、月200件を超えました。これは前年同月とほぼ同じ件数です。
年末に遊技くぎ問題が全国紙に取り上げられましたが、のめり込み問題を直接扱った記事ではなかったこと
もあり、マスメディアの影響による相談件数の増加は感じられませんでした。

2016 年 1 月 1 日～ 2016 年 1 月 31 日
相談件数 203 件（全商協 RSN 支援室件含む）
2016 年 1 月 1 日～ 2016 年 1 月 31 日 2016 年累計 203 件 開設からの総件数
（2006 年 4 月～）17,974 件
① 相談回数

家族・友人
n=179
（支援室除く） 27（19%）

間違い・無言・
問い合わせ
7（4%）

n=139
（初回のみ）

別

本人

n=112（初回のみ）
男性
女性
89（79%） 23（21%）

家族・友人
男性
8（30%）

本人
112（81%）

初回
139（78%）

複数回
33（18%）

③ 性

② コーラー関係性

n=27（初回のみ）
女性
19（70%）

①相談回数…初回相談139件（78％、前月比＋15件）、複数回33件（18％、同＋3件）、間違い・無言・問合せ7件（4
％、同＋6件）でした。全体的に増加した印象です。
②コーラー関係性…初回相談のうち、本人からの相談は112件（81％、前月比＋7件）、家族・友人からの相談は27
件（19％、同＋8件）でした。例年1月は家族からの相談が増加する傾向があります。
③性別…本人性別の内訳は男性89件（79％、前月比±0件）、女性23件（21％、同＋7件）でした。家族・友人の性別
は、男性8件
（30％、同＋5件）、女性19件（70％、同＋3件）でした。本人では女性から、家族・友人では男性からの相
談件数の増加が目立ちました。

④ コーラーの年齢
36

⑤ 紹介先
（初回のみ）
本人
n=112
家族・友人 n=27

32
24

精神保健福祉センター
保健所

9

ワンデーポート
医療機関（主治医戻し含む）

9

10

3

3

2

20

8 8

30

40

50

ギャンブラーズ・アノニマス

6

3

60

4

法テラス

1

70（代）

書籍
その他
紹介先なし

⑥ 経

路
n=139（初回のみ 本人、家族・友人のみ）
本

人

家族・友人

合計

ホール内ポスター

60

6

66

インターネット

36

14

50

他の相談機関

2

1

3

ホール貼付ステッカー

1

0

1

ホール配布ティッシュ

5

3

8

その他

4

3

7

不明・拒否

4

0

4

112

27

139

総計
2

5

本人

6

3
11

3

（初回のみ 複数回答）

6

3

家族・友人
1
17

1
1
4

64
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④コーラー年齢…本人相談では20代が前月と同数で、
40代の増加が目立ちました。60代以上は年間を通
して件数の変動が少なく、一定数の相談を受けてお
ります。
⑤紹介先…のめり込み問題では、生活課題の改善が重
要なポイントとなります。すでに医療機関を利用し
ている方には、生活の課題について相談できる人が
いるかを確認し、いない場合は地域で利用できる社
会資源を一緒に考えます。
⑥経路…集計分類を見直し、
「ホール配布ティッシュ」
の項目を追加しました。ホール配布ティッシュ経由
の相談は8件で、主に関西、中国地方からでした。

相談電話の向こうから（その21）

ケース

RSN 電話相談には、問題を抱える 10 代の若年者から 80 代の高齢の家族の立場の方までさま
ざまな方からの相談が寄せられます。表面化した問題は同じように見えても、年齢や立場の違い
で問題の見え方は違います。そのための重要な情報源となるのは、背景問題です。背景に注目す
ることで相談者の課題や弱さが見えてきます。相談員は、相談者の個別性に着目しながら問題の
整理をしております。今回は高齢者のケースを紹介します。
※なお、ここで紹介した事例は個人が特定できないよう加工してあります。

今回のケース「高齢者からの相談」
相談者:Ａさん 70代 男性本人
パチンコとの関わりが50年を超えるAさん。これまで離婚、借金の繰り返し、自己破産と様々
な問題を経験しながらもパチンコを止めることなく続けてきた。その時々で、自己改善を試み
るが、問題が収束に向かうと再度遊技を始めてしまい、遊技から離れた生活を継続することが
できない。現在は、低貸玉の機種で経済的な影響がないよう気を付けながら遊んではいるが、月
に数万円はパチンコ代に消えている。年齢のせいか昔のように感情的にパチンコを打つことは
なくなった。長年パチンコしかしてこなかった自分には他の趣味もなく、パチンコしか楽しみ
がない。いざパチンコから離れた生活をしても、何もすることがなく毎日が退屈。これまでの生活を振り返ると使っ
たお金の額もさることながら、家族と離れた生活を送っていることなどを後悔している。この年齢になって恥ずか
しいが、生活を改善したい。

ご相談をお受けして
高齢で単身生活を送るAさんの遊技歴は50年を超え
ます。長年親しんできたパチンコですが、遊技に関する
過去のエピソードを聴くと、自己破産、離婚と深刻的な
問題に直面しながらもパチンコから離れられずに続け
てきたようです。深追い傾向が強く、感情的になりやす
いAさんは、そもそもパチンコという遊びは向かない性
格の持ち主でしょう。また、金銭に関する執着心の強さ
も遊技を継続させた一因と思われます。しかし年齢を重
ねたことで心理的な変化も生まれ、遊技に関する問題は
収束してきているように見えます。現在は、金額を決め
て遊んでおり、生活上の問題は生じていないようです。

Aさんの背景に着目すると

現状はパチンコで大きな問題はないAさんが、RSNに
相談されたのは「自分の人生を振り返ってみたら、多く
の時間をパチンコに費やし、結局は何も残っていない」
という後悔と自責の念が強くなってきたためです。単身
者であるAさんには、このような自分自身の苦しい胸の
うちを聞いてくれる身近な人はなく、孤独感が常にある
ようです。緩やかにパチンコとつながっている理由のひ
とつににはこの孤独感からの開放もあるのでしょう。A
さんには、ホールの賑やかさがひと時でも孤独感を忘れ
させてくれるのに役立っているのかもしれません。Aさ
んには、パチンコから離れた健康的な生活を送りたいと
いう気持ちがある一方で、パチンコから離れると孤独で
退屈な生活しかない現実とどう向き合って良いかわか

らない不安な気持ちがうかがえました。もともと余暇の
過ごし方が上手ではないAさんにとっては、定年退職後
の生活は今まで以上に何もすることがない（何をしたら
いいかわからない）生活への不安と苦痛が、過去への自
責の念に勝ってしまっているようです。

相談員の対応は…

Aさんがパチンコから離れ、健康的な生活を取り戻す
にはこの不安と苦痛を改善する必要があります。Aさん
に限らず、人との関わりがなく、孤独で退屈な生活は苦
痛で辛いものです。相談員は高齢で且つ単身生活のAさ
んの生活の安全確保と地域とのつながりを支援しても
らえる高齢者サロンを紹介し、利用を提案しました。
RSN電話相談には若年層から高齢層まで幅広い年
齢層から相談が寄せられます。社会的地位、経済状況、
生活水準、ライフスタイルは、年齢層によって大きく
異なります。また、それぞれの世代の考え方、価値観も
時代の波によって変化を続けています。依存問題を抱
える人の価値観やのめり込む理由や背景もまた、時代
と共に刻々と変化しています。多様化する現代のなか
では、一見同じように見える問題であっても、背景は
各個人で大きく違っています。依存問題として一括り
にした画一的な支援は矛盾を生じさせ限界がありま
す。相談者の年齢や背景、時代の変化に即した多角的
な支援と援助を考える必要があります。
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日 程

時 間

依存症専門診療相談

毎月 第１・3月曜日

午 後

ギャンブル依存症者の
家族のつどい

毎月 第1木曜日

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

ギャンブル依存個別相談

月～金

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

鳥取県

ギャンブル依存症やその
対応についての相談

月～金

島根県

病的ギャンブリング相談

要問合せ

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

アディクションセミナー

奇数月・第3木曜日

13:30 ～ 16:30

家族交流会

偶数月・第3月曜日

10:00 ～ 12:00

三重県

依存症問題家族教室

偶数月の金曜日

14:00 ～ 16:00 三重県こころの健康センター

059-223-5243

福井県

依存症を考えるセミナー

毎月 第1水曜日

10:00 ～ 12:00 福井県精神保健福祉センター

0776-24-5135

石川県

依存症教室

3月1日（火）

10:00 ～ 12:00 石川県こころの健康センター

076-238-5750

長野県

依存症家族グループ
ミーティング

毎月 第2・4木曜日

13:30 ～ 15：30 長野県精神保健福祉センター

026-227-1810

家族個別相談

毎週金曜日/要予約 10:30 ～ 15：00 認定NPO法人ワンデーポート

045-303-2621

宮崎県

滋賀県

名 称

神奈川県 依存症電話相談
薬物・ギャンブル
問題家族セミナー

9:00 ～ 17:45

主 催

問合せ先

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

8:30 ～ 17:15 鳥取県立精神保健福祉センター 0857-21-3031
島根県立心と体の相談センター 0852-21-2885
8:30 ～ 17:15 愛媛県心と体の健康センター

089-911-3880

高知県立精神保健福祉センター 088-821-4966
滋賀県立精神保健福祉センター 077-567-5010

毎週月曜日

13:30 ～ 16:30 神奈川県精神保健福祉センター 045-821-6937

毎月 第4火曜日

14:00 ～ 16:00 川崎市精神保健福祉センター

要予約

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
毎回金曜日
存症問題でお困りの方へ

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

埼玉県

ギャンブル依存症の相談

月～金

山形県

依存症相談会

要問合せ

要予約

北海道

ギャンブル研究会

毎月 第2・4火曜日

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

家族教室
東京都

9:00 ～ 17:00

044-201-3242

03-5828-3841

さいたま市
こころの健康センター

048-851-5665

山形県精神保健福祉センター

023-624-1217

セミナー等
都道府県
沖縄県

名 称

日 程

時 間

主 催

依存の問題の支援に携わる人
依存の問題の支援に携わる人
3月19日（土） 10:00 ～ 12:00
たちの勉強会in沖縄
たちの勉強会（沖縄勉強会）
参加費

500円

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）

依存の問題の支援に携わる人
依存の問題の支援に携わる人
048-796-7630
3月6日（日）
13:30 ～ 16:00
たちの勉強会（横浜勉強会）
浦和まはろ相談室
神奈川県 たちの勉強会in横浜
参加費 1,000円 事前申し込み必要（依存の問題を持つ本人と家族向けではありません）

ぱちんこ依存問題で困っていませんか？ ☎ 050-3541-6420 月～金 10時～ 16時（土日祝祭日除く）
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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、
事務専用回線をお使い下さい。
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