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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。

ＩＲ実施に向けた法整備の一つとして「ギャンブル等依存症」への対策の法案化が急ピッチで進んでいます。ま
だ姿のないカジノ問題と既存ギャンブリング問題にどのように臨むべきか、国政レベルでようやく具体的な課題
に目が向き始めたようです。ここに至って地道に蓄積してきた知識と経験、なによりも膨大なデータを持つ国内
で唯一のパチンコ・パチスロ依存問題を専門とするヘルプラインであるＲＳＮの活動にも陽が当たってきた感が
あります。本人だけでなく家族に対しても軽度から重度まで幅広くギャンブリング障害全般への介入ができ、コ
ストパフォーマンスに優れるヘルプラインの整備は、ギャンブリン
CONTENTS
グ問題には有効であることが世界中で知られています。意外なこと
に、相談所やカウンセリングセンター、医療機関、滞在型施設は、カ
P1・・・・・・ＲＳＮ News
ジノが広がりを見せた当初はかなり重点的に整備されたのですが、
P2・・・・・・政府の依存問題対策「論点整理」
その後利用者の減少と対費用効果の悪さから、むしろ縮小や閉鎖す
P3・・・・・・こんな相談がありました⑤
る傾向が続いています。
P4・・・・・・第59回ＰＣＳＡ公開勉強会報告
P5・・・・・・パチプロにとってのぱちんこ
私たちはこれまで同様に私たちのできる範囲で地道に取り組ん
P6・・・・・・ＲＳＮ月次データ報告
でいきますが、事実に目を向けた効果ある取り組みが行われるため
P7・・・・・・トピック＆インフォメーション
に、知恵と経験は提供したいと思っています。
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RSN News
【活動報告】
全日本遊技事業協同組合連合会
「遊技関連依存問題検討プロジェクトチーム」
参加（2017/3/8）
（東京）
公明党「ギャンブル等依存症対策検討ＰＴ」に
て講師（2017/3/9）
（東京）
平成２８年度依存症回復施設職員研修等事業
「ギャンブル依存症回復施設等職員研修」
「事
例検討」コーディネーター（2017/3/10）
於：神奈川（久里浜医療センター主催）

自由民主党政調
「IR実施に向けた制度・対策に
関するＰＴ」
にて講師
（2017/3/22）
（東京）
2017年3月22日に自民党本部（東京）にてギャンブル
障害の対策について西村代表が講義と意見交換を行い
ました。

第15回ＲＳＮ通常理事会報告
（2017/3/23）
（東京）
2017年3月23日に遊技会館（東京）において、第15回
理事会を開催しました。今回は決議事項はなく、活動の
中間報告や現状の課題について協議を行いました。

【全商協ＲＳＮ支援室より（3 月）】
多様化する嗜癖・嗜虐行動をめぐる
トランス・アドヴォカシー・ネットワーク
相談件数 82件
（ＡＴＡ－ｎｅｔ）キックオフ・シンポジウム
（初回相談44件、複数回1件、間違い17件、無言2件、
(2017/3/11)（東京）
問合せ18件）
（公財）日工組社会安全研究財団33回
「パチンコ依存問題研究会」
（2017/3/15）

ぱちんこ依存の相談は

□ 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。
（2017/3/9・16）

050-3541-6420

月～金 10時～ 16時（土日祝祭日除く）
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政府の依存問題対策「論点整理」について
政府の関係閣僚によって構成されるギャンブル等依存症対策推進関係閣僚会議は3月31日、公営競技やぱち
んこなど「ギャンブル等」の依存症対策について取りまとめた「ギャンブル等依存症対策の強化に関する論点整
理」を決定し公表しました。そこでは、日本医療研究開発機構より委託を受けた国立病院機構久里浜医療セン
ターによる平成28年度の予備調査の結果が公表されました。また、各「ギャンブル等」の施行者・実施者による依
存問題対策の現状と課題が示されています。
久里浜医療センターによる予備調査では、過去１年間で「ギャンブル等依存症が疑われる者」の割合を成人の
0.6％と推計しました。また、平成25年度に行われた調査では4.8％と推計された、生涯を通じた「ギャンブル等
依存症が疑われる者」の割合は2.7％と、大きく減少しました。
本稿では、
「論点整理」で挙げられた「ギャンブル等」の施行者・実施者による依存問題対策の現状と課題のな
かでも、警察庁の所管するぱちんこの課題について要点を抜粋し、以下に掲載します。ここで挙げられた課題に
ついては、具体的な対策、実施方法、実行に移すための行程表などをさらに検討のうえ、夏を目途に取りまとめ
られます。

ぱちんこ【警察庁】
（１）リカバリーサポート・ネットワークの相談体制の強化及び機能拡充
RSN の相談者に対して、今後よりきめ細かな対応を行うためには、相談体制を更に充実させる必要がある。ま
た、ぱちんこへの依存問題を抱える人の家族に対して、RSN において相談を受け付けていることについての情
報発信を強化し、家族からの相談をより多く受けられるようにする必要がある。加えて、RSN の相談者等のぱち
んこへの依存問題を抱える人に、ぱちんこへの依存問題に詳しい専門医等を紹介することにより、専門性の高い
医療等をより身近で受けられる環境を作る必要があるほか、ぱちんこへの依存問題を抱える人は、経済的な問題
等も併せて抱えていることが多いことから、それらの問題に対する相談体制についても整備することが望ましい
と考えられる。
（２）18歳未満の者の営業所への立入禁止の徹底
現在の取組を引き続き実施するとともに、賞品交換時においても、年齢確認を実施するなど取組を強化する必
要がある。
（３）本人・家族申告によるアクセス制限の仕組みの拡充・普及
家族からの申告を受け付けるなど、自己申告プログラムを拡充した上で、普及を図る必要がある。
（４）出玉規制の基準等の見直し
ぱちんこへの依存の防止を図り、ぱちんこ営業の更なる健全化を推進するため、遊技機の出玉等について定め
る著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機の基準を見直すなどにより、遊技機の射幸性を更に抑制する必要が
ある。
（５）出玉情報等を容易に監視できる遊技機の開発・導入
ぱちんこへの依存症対策の観点から、遊技機の射幸性が過度に高まることを防止するため、遊技機の出玉情報
等が施行規則に規定する遊技機の基準に適合しているか容易に確認できる遊技機等を開発・導入するために、国
家公安委員会規則の関係規定を見直すなどの必要がある。
（６）営業所の管理者の業務として依存症対策を義務付け
全てのぱちんこ営業所において、適切なぱちんこへの依存症対策を組織的に行わせるため、施行規則を改正し
て、ぱちんこ営業所の管理者の業務に、ぱちんこへの依存症対策を追加するなどの必要がある。
（７）業界の取組について評価・提言を行う第三者機関の設置
業界におけるぱちんこへの依存症対策を更に進めるため、業界の取組を評価し、更なる取組を提言する第三者
機関のような仕組みがあることが望ましい。加えて、ぱちんこへの依存症対策について、実態を踏まえて適切に取
り組む必要がある。
（８）ぱちんこ営業所における更なる依存症対策
遊技客と直接接するぱちんこ営業所において、ぱちんこへの依存症対策を更に進める必要がある。具体的には、
従業員等をぱちんこへの依存症対策の専門員に指定し、専門員に対するぱちんこへの依存症対策に関する研修体
制等の整備等を行う必要がある。
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こんな相談がありました⑤
～最近、増えている相談内容～
2ページにあるように、政府が「ギャンブル等依存症 存（症）」の実態はまだよくわかっていません。定義も概
対策の強化」を政策課題としたこともあって、遊技業界 念も曖昧なまま、イメージだけが広がっています。医療
はこの問題への更なる取り組みの強化を求められてい 機関ではないＲＳＮは、
「診断」は行いません。ぱちんこ
ます。各ホールが啓発ポスターの貼付を徹底したこと によって問題が生じていると感じている相談者には、
などにより、2016年には月平均208件だったＲＳＮへ 「病気」であるかどうかよりも、ぱちんこから距離を置
の電話相談の件数は、2017年2月に348件、3月には く方法を考えることが必要です。お金の使い方など生
473件と急増しました。ユーザーへの認知が拡がり、こ 活の管理を見直していく過程で、ぱちんこにのめり込
れまではアクセスのなかった方から相談が寄せられる んでしまう「本当の問題」が見えてくることがよくあり
ようになっています。今回は、相談の増加とともに増え ます。
「 依存症であるかないか」という相談者が陥りが
てきた特徴的な相談内容をご紹介します。
ちな視野狭窄から抜け出してもらうことが、より良い
援助の第一歩だと考えています。
相談者Ａさん 大学生 10代
電話相談では、ぱちんこによって本人の生活や、家族
ぱちんこを始めて半年。春休みに入ってから毎日
をはじめとする周囲の人との関係、職場や地域などの
ぱちんこに行ってしまう。やめようと思っているの
社会関係に、具体的にどのような問題が生じているの
だが、意志が弱いのか、やめることができない。
かを振り返って整理し、評価することを提案します。問
Ａさんのような若年者は、ギャンブリングに対する 題解決の方法と手段を模索し、もし支援を受けること
知識や経験が乏しく、たまたま「勝つ」などの刺激的な のできる機関があれば、それぞれの機関が行う支援に
体験を契機に、
「 簡単に稼げる」という誤った認識を持 ついて、メリットとデメリットをお伝えしたうえでご
ちやすい傾向があります。また、経済的、社会的な基盤 紹介しています。
が確立していないために、短期間でも金銭問題が深刻
化し表面化するというリスクがあります。若年者の電
話相談では、まず若年者特有のリスクについて説明し
ます。
春休みには、毎年、学生からの相談が増加します。こ
の時期は、ギャンブリングを経験する機会が多くなる
ことに加え、新しい生活への不安や孤独を感じながら
も、余暇の過ごし方は見つかっていない、という時期で
もあります。この隙間にぱちんこが入り込み、新生活の
開始早々につまづいてしまったという相談者も少なく
ありません。相談電話では、ぱちんことの上手な付き合
い方や、他の余暇とのバランス、日々の過ごし方などに
ついて、相談者と一緒に探してみるようにしています。
相談者Ｂさん

30代

ぱちんこに依存しているのか知りたい。すでに深
刻な依存症になっているのではないか。私の依存
（症）のレベルは、どのあたりなのか。
今年に入り新聞、テレビなどのニュースやインター
ネットでＩＲやカジノ、政府による依存問題対策など
の報道や情報が増え、ホールの依存問題の啓発活動も
積極的に行われるようになっています。この時勢の影
響は、Ｂさんのような「依存（症）」を心配する方からの
相談電話の増加という形でRSNに及んでいます。
日本においてはギャンブリングへの「依存（症）」につ
いて社会的な認知や理解は広がっていません。
「進行性
で、取り返しがつかない病気」といった誤った認識や恐
怖心を抱く人も少なくありません。
「ギャンブル（等）依

相談者Ｃさん

40代

どうすれば、ぱちんこを打ちたいという衝動を抑
えることができるのか、教えてほしい。できればそ
のような衝動を消し去りたい。
Ｃさんの場合、よくよくお話を聞いてみると、借金な
どといった深刻な問題は起こっておらず、ちょっと心
配だから相談したというレベルでした。相談者は、ぱち
んこで遊びたい気持ちを、
「 衝動」という言葉でよく表
現されます。具体的な問題が起こっておらず、適度な距
離を維持できているのであれば、無理にぱちんこから
離れる必要はないとＲＳＮでは考えています。相談者
は、
「 ぱちんこ＝悪いもの」という社会的な負のイメー
ジを取り込んで自身の行動習慣を好ましくないと考え
られたようです。
電話相談では、
「 ぱちんこから離れたい」という相談
者の気持ちは大切にします。そのうえで相談者がなぜ
ぱちんこを必要としているのか、ぱちんこに何を求め
ているのかを整理し、ぱちんこの代わりとなる趣味や
時間の使い方を提案しています。
相談件数の急増にともなって、問題が比較的軽度な
段階にある方からの相談が増加しています。問題が深
刻化する前の早い段階で相談する機会が用意されてい
ることで、ユーザーに与えるリスクが軽減され、ぱちん
ことの適度な距離感を維持しやすくなると考えていま
す。
「依存（症）」についての最近の議論や報道が、多くの
ユーザーにとって、時間とお金の使い方を見直すきっ
かけにはなっているようです。
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第59回ＰＣＳＡ公開経営勉強会

レポート

ぱちんこホールの業界団体である一般社団法人パ
チンコ・チェーンストア協会（ＰＣＳＡ）は２月20日、
都内で第59回ＰＣＳＡ公開経営勉強会を開催しまし
た。２部構成となっており、１部の講演「ＩＲ整備推進
法とパチンコ・パチスロ依存問題」では、ＲＳＮの西村
代表が講師を務め、ＩＲ・カジノの整備と連動して政
府によってすすめられている、パチンコ・パチスロを
含む
「ギャンブル等依存症対策」について解説しまし
た。西村代表は、２部のシンポジウム「カジノ到来時代
にパチンコ・パチスロ依存問題に遊技業界は何をすべ
きか？」にもシンポジストとして出席しました。シン
ポジストには、ぱちんこ業界から大分の株式会社セン
トラルカンパニー代表取締役社長でＲＳＮの理事で
もある力武一郎氏、カジノ業界から株式会社国際カジ
ノ研究所所長の木曽崇氏、そしてＪＣＭシステムズ株
式会社代表取締役社長で業界団体の一般社団法人電
子認証システム協議会代表理事の吉村泰彦氏がぱち
んこ業界とカジノ業界の両方に精通する立場から登
壇しました。コーディネーターは、株式会社エンタテ
インメントビジネス総合研究所代表取締役社長の藤
田宏氏が務めました。この勉強会については、ＰＣＳ
Ａより、
「 発言録」と動画ＤＶＤがまとめられていま
す。
本稿では、シンポジウムの内容を抜粋してご紹介し
ます。ＩＲ整備推進法についての国会審議と同法の成
立以降、ぱちんこ業界にとって「依存」問題への対策が
“最重要課題”となりました。シンポジウムでは、木曽氏
と吉村氏がカジノで既に行っている「依存」問題対応
を紹介し、西村代表と力武氏は「日常娯楽」としてのパ
チンコ・パチスロにおいて取り組むべき対策や、問題
を抱える人への支援のあり方を提案しました。
【「依存」あるいは「のめり込み」をどう捉えるか】
カジノでは、
「コントロールユーザー」として遊んで
いただけるよう消費者教育を行っている。問題はゼロ
にはならないが、社会問題とはならないレベルに抑え
る必要があり、その取り組みを社会に対し継続的にア
ピールして社会的評価を得てきた。
（木曽氏）

シンポジウム

「カジノ到来時代に
パチンコ・パチスロ依存問題に
遊技業界は何をすべきか？」
なくさないように、あるいは取り戻せるようにサポー
トするかが重要である。
（西村代表）
【レスポンシブル・ゲーミング】
カ ジ ノ で は「 レ ス ポ ン シ ブ ル・ゲ ー ミ ン グ
（Responsible Gaming・責任あるゲーミング）」という
概念で、事業者が社会的コストを緩和するための施策
を実施している。
「 依存」問題は、ゲーミングの永遠の
テーマである。対策には予防・治療・教育があり、教育
には学校教育と従業員教育がある。
「アンバサダー」制
度では、
「 依存」問題を抱えるプレイヤーを見抜き、注
意喚起を行う。
（吉村氏）
カジノにもっともアクセシビリティ（近づきやす
さ）が高いのは従業員であり、従業員への「依存」問題
教育は事業者・雇い主の責務である。従業員教育の強
化月間・強化週間があり、従業員は家族にリスクにつ
いて説明する。
（木曽氏）
日本の公営競技が従事者によるギャンブリングへ
の参加を規制しているのは不正防止のためである。ぱ
ちんこでは、従業員による不正防止と業界の健全化
が、顧客の保護、そして「責任あるギャンブリング」の
基本となる。
（西村代表）
【「依存」問題対策】
カジノでは、会員カードの普及によって「ライフタ
イムバリュー（生涯での消費額）」の最大化が目指さ
れるようになった。顧客がカジノを去る目安の金額を
投入していると、従業員の持つ端末のアラートが鳴
り、レストランや他のエンターテイメントに誘導して
クールダウンさせる。
（木曽氏）
ぱちんこは、生活や地域に根差した、日本の「土着的
ギャンブリング」である。なぜのめり込んでしまうの
か、なぜうまくつきあえないのか、その理由を考え、背
景の問題への介入や生活支援・生活再建に踏み込む必
要がある。クールダウンさせても、ぱちんことうまく
つきあえなくなっている背景問題がある限り、根本的
な問題解決にはならない。
「（ホールに）来なくなった
から、問題がなくなった」ではなく、
「行っているけど、
問題が起きなくなった」を目指すべき。
（西村代表）

医学的には、どこからが「問題」か、
「病的」かと、明確
ソーシャルワーカーのような役目を果たす「お客様
に線引きすることは不可能であり、
「 ギャンブリング
相談員」
を置いている。気が利き、目配りができ、お客
障害」として連続して考える必要があることがわかっ
てきた。なぜやり始めたのか、なぜやめられなくなっ 様の状態をよく見ているスタッフである。当事者を
ているのか、各人それぞれに背景の問題がある。やめ 個々に見ると、100人いれば100通りの「依存」がある。
させる、ではなく、どうやってセルフコントロールを （力武氏）
4
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「パチプロにとってのぱちんこのたのしさ」

横浜の「依存の問題の支援に携わる人たちの勉強会」は３月５日に開催した依存問題基礎講座で、パチプロ
の丈幻さんを講師として招きました。日工組社会安全研究財団での「依存問題研究会」でもパチプロからヒア
リングを行い、そのふるまいのなかに、
「依存」問題をかかえない遊技のヒントを見出そうとしています。
本稿では、パチプロにとってのぱちんこと遊技する“たのしさ”について述べてみたいと思います。

ぱちんこ遊技のたのしさは、どこにあるのでしょう
か。ひとつは、適度に「射幸心をそそられる」という「勝
ち／負け」の部分でしょう。連チャン中に玉やコインが
じゃらじゃらと吐き出され、ドル箱が席の後ろに積み
上げられていく快感を味わってしまったことがきっか
けで、のめり込むことになったと話す相談者がいまし
た。ですが、著者がこれまでに出会ったパチプロの何人
かは、
「それだけではない」と主張しています。
参加人口と消費金額の縮小傾向が顕著となって以
降、いわゆる「射幸性」の抑制と遊技機の多様性の実現
が、状況を打開するための方針として掲げられてきま
した。2015年の年末には約40年ぶりにレバーを弾い
て玉を１個ずつ打ち出す手打ち式パチンコが復活しま
した。デジタル抽選よりも、釘や役モノによる玉のアナ
ログな動きこそ、パチンコの醍醐味だとする主張を何
度も耳にしてきました。しかし、これらの遊技機によっ
て稼働状況が劇的に改善したという報告は、寡聞にし
て聞いたことがありません。
ぱちんこと釣りは似ています。遊技台の前に座って
大当たりを待つ後姿と、堤防や釣り船の上で釣り糸を
垂らしてアタリを待つ後姿はそっくりです。ぱちんこ
では演出のかすかな変化に大当りの前兆を、釣りでは
ウキの動きから魚信を読み取ります。大当りを引くこ
とができるか、魚を釣り上げることができるかは、運任
せ、人智を超えた領域です。しかし、釣りのたのしさは、
結果として魚を釣り上げるかどうかという釣果、
「それ
だけではない」のです。
釣り人は、潮汐や月齢を参考にして決行の日時を決
め、狙った魚の種類に合わせて道具や仕掛けにも知恵
を絞ります。釣り場を選び、釣り場に着くと釣れそうな
足場を選びます。アタリを探りながら、もう少し粘って
みるか、場所を変えるか、検討します。ここまでが「人
事」であり、あとは
「天命」を待つばかり。釣れればもち
ろんそれに越したことはないのですが、釣りのたのし
さはむしろ「人事」のところにあるようです。

な状態）台を自分の力で見つけ出すことは、パチプロの義務
だよ。プロであるからには、常にパイオニアであるべきなんだ。
他人が見つけた台を打つなんて、いやだね。それじゃ、あまり
にも味けないし、パチンコがつまらないものになってしまう。た
だのマーク屋と本物のパチプロの違いはそこにあるんじゃな
いかな。要は、銭だけが全てじゃないんだ。たとえそれで負け
を喫することになっても、それはそれでいい。勝つことだけに
こだわっている間は、一人前とは言えないんだよ。」（田山幸
憲、 1990年『パチプロ日記』、カッコ内は引用者による注）
30年近く前のパチンコ全盛期に名を馳せた伝説的な
パチプロは、
「釘がアいた台を自分の力で見つけ出すこ
と」がパチプロという職業の魅力であり、勝ち負けに
は、こだわるほどの価値はないと言っています。テリト
リーとするエリア内のホールに足繁く通い、遊技機１
台ごとの状態を把握し、店舗ごとの癖から「アいた台」
のある場所を予想します。実際に打ってみて、粘るか、
見切りをつけ場所を変えるか、決断します。パチプロが
大切にするのが、このような「立ち回り」のプロセスで
す。いったん粘ると決めれば、あとは大当たりを待つだ
けです。
パチプロの立ち回りは、街場を舞台に展開するリア
ルな「宝探しゲーム」に似ています。手がかりは、これま
でに蓄積した店舗と台のデータ。街のどこかに眠る「お
宝台」を探します。
「お宝台」かどうかは、打ってみれば
わかります。予想が的中して「お宝台」を確保すること
ができても、その努力に見合うだけの出玉を手に入れ
ることができるとはかぎりません。ですが、
「お宝台」を
見つけるまでのプロセスが、パチプロにとっての、少な
くとも田山にとっての、ぱちんこのたのしさだったの
です。東大在学中にぱちんこと出会い、のめり込んで
いった田山にとってパチプロは、
「釘がアいた台を自分
の力で見つけ出す」という知的なゲームに耽溺するこ
とができる職業だったのです。

田山の残した名言に「落ちてる銭だけ拾えばいい」と
いうものがあります。ホールから余裕が失われ、パチプ
パチプロの田山幸憲氏は、パチプロという職業の本 ロの数も少なくなりました。職業としてのパチプロが、
質的な魅力について、インタビューで次のように答え 「ぱちんこで食べることができていた人たち」だけでは
ています。
なく、
「ぱちんこをたのしむことのできる特権的な人た
ち」をも意味した時代があったのです。 (スタッフＨ)
「釘がアいた（開いた、玉が通過しやすく遊技客にとって有利
5
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2017 年 3 月の電話相談のデータ報告
3月の相談件数は473件（沖縄ＲＳＮ391件、全商協ＲＳＮ支援室82件）で、前月比125件の増加、前年同月比224
件の増加となりました。ポスター貼付の徹底など、2月からの啓発活動の強化の影響に加え、進学や就職といった環
境変化の多い時期的な変動の影響も重なり、1 ヵ月の相談件数は過去の最多件数（2013年5月の352件）を121件
上回りました。相談員の印象では、
「このまま遊技を続けることに不安を感じる」など、予防目的の相談が増えていま
す。また、全商協ＲＳＮ支援室への相談が前月に引き続き多いことから、のめり込み問題以外の電話も多くなってい
ます。

2017 年 3 月 1 日～ 3 月 31 日
相談件数 473 件（全商協ＲＳＮ支援室 82 件含む）
2017 年 1 月 1 日～ 3 月 31 日 2017 年累計 992 件 開設からの総件数
（2006 年 4 月～）21,265 件
① 相談回数

家族・友人
n=391
（支援室除く） 56（16%）

間違い・無言・
問い合わせ
16（4%）

n=343
（初回のみ）

別

本人
男性
218（76%）
家族・友人
男性
13（23%）

本人
287（84%）

初回
343（88%）

複数回
32（8%）

③ 性

② コーラー関係性

n=287（初回のみ）
女性
69（24%）
n=56（初回のみ）
女性
43（77%）

①相談回数…初回相談343件（88％、前月比＋111件）、複数回32件（8％、同±0件）、間違い・無言・問合せ16件（4
％、同＋7件）でした。全体の相談件数は増加しましたが、複数回の相談件数は増加していません。
②コーラー関係性…初回相談のうち、本人からの相談は287件（84％、前月比＋110件）、家族・友人からの相談は
56件（16％、同＋2件）でした。家族・友人の相談件数は前月と比べてほぼ変化ありません。
③性別…本人性別の内訳は男性218件（76％、前月比＋86件）、女性69件（24％、同＋24件）でした。家族・友人の
性別は、男性13件（23％、同＋3件）、女性43件（77％、同－1件）でした。

④ コーラーの年齢
76

⑤ 紹介先
（初回のみ）
本人
n=287
家族・友人 n=56

76
66

39

10

1

10

⑥ 経

14

7

20

30

10

40

13 12

8

50

60

7

4

70

80

90（代）

精神保健福祉センター

9
4
福祉事務所 2
5
保健所 5
1
ワンデーポート 7
31
3
医療機関（主治医戻し含む）
31
ギャンブラーズ・アノニマス
3
3
法テラス 1
1
警察
21
11
書籍
9
5
その他
紹介先なし

路

12

（初回のみ 複数回答）
本人
家族・友人

181

19

n=343（初回のみ 本人、家族・友人のみ）
本

ホール内ポスター

人

家族・友人

合計

194

14

208

ホール貼付ステッカー

2

0

2

ホール配付ティッシュ

1

0

1

59

24

83

新聞

0

3

3

雑誌

1

0

1

インターネット

ＷＥＢアプリ

1

0

1

他の相談機関

1

0

1

14

14

28

その他
不明・拒否
総計
6

14

1

15

287

56

343

④コ ーラーの年齢…本人相談では30代（前月比＋38
件）が倍増しました。次いで40代（同＋28件）、20代
（同＋24件）の増加が目立ちました。
⑤紹介先…最近問題意識を持った方や、今まで具体的
な行動を起こしたことがなかった方からの相談が多
かったこともあり、
「紹介先なし」以外の項目に件数
の大きな変化はありませんでした。
⑥経路…前月に引き続きホール内ポスター経由の増加
（前月比＋63件）が目立っています。またその他（同
＋16件）のうち、ホール折り込みチラシ経由の相談
が11件（同＋11件）ありました。

今月のトピック＆インフォメーション
２０１６年ＲＳＮ電話相談事業
報告書配布のご案内
2016年にＲＳＮ電話相談を利用された2,502件に
ついてデータ化し、集計・分析をまとめた「2016年電
話相談事業報告書」を現在作成中です。本報告書は、4
月下旬の完成予定です。ご希望の方は、ＲＳＮのＨＰ
のお問合せフォーム、電話/FAXでお申し込みくださ
い。
（連絡先のご記入をお忘れなく！）
HP：http://rsn-sakura.jp/books/mail_books.html
TEL/FAX：098-871-9671（ＲＳＮ代表電話）

京都府精神保健福祉総合センターより
こころの健康セミナー開催のお知らせ
京都府精神保健福祉総合センターよりセミナー開催
の告知協力の依頼がありましたので、ご紹介します。
ご家族を含め、関心のある方はどなたでも参加して
いただけます。
■ギャンブル依存症セミナー
平成29年5月26日(金)

13：30 ～ 16：30

■薬物依存症セミナー

平成29年6月23日（金） 13：30 ～ 16：30
■摂食障害セミナー
平成29年7月14日（金） 14：00 ～ 17：00

寄付・献金のお礼

■アルコール依存症セミナー
平成29年9月21日（金） 13：30 ～ 16：30

一般社団法人 信頼の森 様より、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、RSN
の活動の発展のため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。

【参加費】無料
【会 場】京都府精神保健福祉総合センター
京都市伏見区竹田流池町120
【問合せ】075-641-1810

ＲＳＮに届いた寄贈品一覧（3月1日から3月31日到着分）
到着日

品名（書籍名）

寄贈いただいた企業・団体名

遊技日本 3月号 通巻673号

㈱近畿出版社

ＰＣＳＡアクションレポート Voｌ.128 /129

一般社団法人パチンコ・チェーンストア協会

遊報 2月号 No.309

全日本遊技事業協同組合連合会

遊技ジャーナル 3月号 No.863

㈱遊技遊技ジャーナル社

週刊アミューズメントジャパン 第578号～第581号

㈱アミューズメントプレスジャパン

3月 9日

パチンコ実践ギガＭＡＸ 4月号

㈱ガイドワークス

3月10日

SEQUENCE 3月号 通巻310号

㈱シークエンス

日遊協 3月号 Voｌ.311

一般社団法人

3月 2日
3月 6日

3月14日

日本遊技関連事業協会

Toyusho 3月号 Voｌ.88

東日本遊技機商業協同組合

3月16日

娯楽産業 3月号 通巻634号

㈱娯楽産業協会

3月21日

ＴＯＹＯＵ Ｎｅｗｓ Voｌ.126

東京都遊技業協同組合

月刊アミューズメントジャパン 4月号 No.223

㈱アミューズメントプレスジャパン

日本遊技通信 3月号 No.1099

㈲日遊通信

月刊GreenBelt 4月号 Voｌ.614

㈱アド・サークル

月刊遊技経済 3月号 第1342号

㈱遊技経済

週刊東洋経済 第6717号

東洋経済新報社

フェイム 3月号 Voｌ.283

ほくとう通信社

月刊プレイグラフ 4月号 通巻636号

㈱プレイグラフ社

遊技通信 4月号 NO.1450

㈱遊技通信社

3月22日

3月27日

RSN紹介

☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆

※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いただきました。

各部署からのヒトコト報告
• 総務部

2月以降、ＲＳＮのＨＰへのアクセス数が急増しています。見やすいページになるよう日々試行錯誤してます。新田

• 相談部

相談対応・報告書作成・さくら通信作成と忙しく過ごしています。連休というアメに向かいもうひと踏ん張り。杉山
7
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家族教室 / 相談
都道府県

リカバリーサポート・ネットワーク

名 称

日 程

時 間

主 催

問合せ先

ギャンブル依存症者の
家族のつどい

毎月 第1火曜日

13:30 ～ 15:30 宮崎県精神保健福祉センター

0985-27-5663

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

依存症家族教室

毎月第1・3火曜日

要確認

熊本市こころの健康センター

096-362-8100

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

ギャンブル依存症
家族教室

要問合せ

13:30 ～ 15:30

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

月曜日～金曜日

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

月曜日～金曜日

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1火曜日

14:00 ～ 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

要問合せ

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
熊本県

滋賀県

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

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

月曜日～金曜日

千葉県

ギャンブル
依存問題個別相談

奇数月・第1水曜日

山形県

依存症相談会

要予約

北海道

ギャンブル研究会

毎月 第2・4火曜日

家族教室
東京都

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

9:00 ～ 17:00

さいたま市
こころの健康センター

044-201-3242

03-5828-3841
048-851-5665

13：30 ～ 16:30 千葉県精神保健福祉センター

043-263-3892

山形県精神保健福祉センター

023-624-1217

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

日 程

時 間

主 催

問合せ先

6月17日（土）

10:00 ～ 12:00

依存の問題の支援に携わる人
たちの勉強会（沖縄勉強会）

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）

依存の問題の支援に携わる
依存の問題の支援に携わる人
048-796-7630
5月7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 人たちの勉強会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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