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ぱちんこ依存問題相談機関からのメッセージ

121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。

ＧＷはあっという間に過ぎ去り、沖縄は一足早く梅雨入りです。沖縄の梅雨時期の湿度はすさまじく、段ボー
ルは柔らかくなり、気を抜くとあちこちがカビだらけになります。束の間のＧＷの休息も、相談員には一瞬のま
どろみのように過ぎ、ＧＷ明けとともに相談電話の対応に追われています。
今後の依存問題対策のカギは「人材」です。先月から、日本全国のパチンコホールを対象に、依存問題に対する
基礎的な対応ができるスタッフを養成するための前例のない大規模なプロジェクト「安心パチンコ・パチスロ
アドバイザー」研修（全日本遊技事業協同組合連合会/パチンコ・パチスロ産業２１世紀会主催、ＲＳＮ協力）を
開始しました。今月から、遊技業界からの相談研修の受け入れプロ
ジェクトも始まりました。研修参加者は、3カ月間、パチンコ・パチ
CONTENTS
スロの依存問題と相談対応の基本を深く学びます。直接参加を特徴
とする娯楽であるパチンコ・パチスロの依存問題は、可能な限り対
P1・・・・・・ＲＳＮ News
P2・・・・・・月次データ報告
面サービスで対応できることが理想です。電話相談と対面サービス
P3・・・・・・ケーススタディ
の有機的な連携を目指す、という新しい段階に入りました。
P4・・・・・・情報掲示板

RSN News

「安心パチンコ・パチスロアドバイザー」講師
（4月24日）

【活動報告】

全日本遊技事業協同組合連合会
全国理事会 出席（4月19日）
西村代表が、4月19日に第一ホテル東京で開催され
た全日遊連の全国理事会に出席し、RSNの活動につい
ての報告を行いました。

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（4月19日）
西村代表が、4月19日に第一ホテル東京で開催され
た全日遊連の遊技関連問題検討プロジェクトチーム
（Ｐ
Ｔ）に参加しました。

警察庁生活安全局保安課 訪問（4月20日）
西村代表が、4月20日に全日遊連の大野春光副理事
長とともに警察庁生活安全局保安課の小柳誠二課長を
訪問し、RSNの活動状況と電話相談事業の概要につい
て説明・報告を行いました。

日工組社会安全研究財団 第34回
「パチンコ依存問題研究会」出席（4月22日）

西村代表が、4月22日に、日工組社会安全研究財団の
第34回「パチンコ依存問題研究会」に出席しました。

ぱちんこ依存の相談は

西村代表が、4月24日に東京・新橋のヤクルトホール
で開催された第1回目の「安心パチンコ・パチスロアドバ
イザー」講習会で講師を務めました。
「 安心パチンコ・パ
チスロアドバイザー」とは、ホールにおける依存問題へ
の対策を整備し、現場での依存問題に即応して基礎的な
対応を行う担当者のことです。パチンコ・パチスロ産業
21世紀会と全日遊連は、全国すべてのホールへのアドバ
イザーの設置を目指しています。

【寄付・献金のお礼】

中川清子様よりRSNの活動に対するご寄付をいただ
きました。このご寄付は、活動の発展のため大切に活用
させていただきます。ありがとうございました。

【全商協ＲＳＮ支援室より

4月度】

相談件数 85件
内訳・初回相談41件、複数回1件、間違い20件、無言
4件、 問合せ19件
西村代表は全商協事務所で4月12日、支援室相談員
の電話対応について直接指導を行いました。

050-3541-6420

月～金 10時～ 16時（土・日・祝日を除く）

※さくら通信は、「AJOSC」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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2017 年 4 月の電話相談のデータ報告
4月の相談件数は439件（沖縄ＲＳＮ354件、全商協ＲＳＮ支援室85件）でした。前月比では34件の減少となります
が、前年同月比では228件の増加となり、月間の相談件数が2 ヵ月連続で400件を超えました。相談件数が急増した今
年２月以降の相談内容から、問題が深刻化している方からの相談件数がそれほど増えてはいない一方、啓発ポスター
などを見て不安に駆られた相談者が「まだ問題は小さいけれども…」と、いわば予防目的でかけている相談件数が上
積みされている、という印象を受けます。4月から「安心パチンコ・パチスロアドバイザー」の講習会が始まりました。
ホールでの依存問題への初期介入が可能になれば、パチンコ・パチスロがより安全安心な娯楽に変化するための大き
な一歩になるのではないかと感じています。

2017 年 4 月 1 日～ 4 月 30 日
相談件数 439 件（全商協ＲＳＮ支援室 85 件含む）
2017 年（1 月 1 日～ 4 月 30 日）累計 1431 件 開設（2006 年 4 月）からの累計 21704 件
① 相談回数

② コーラー関係性

初回
314（89%）

複数回
26（7%）

n=314
（初回のみ）

n=354
援助者
（支援室除く） 2（1%）

間違い・無言・
問い合わせ
14（4%）

家族・友人
51（16%）

③ 性

別

本人
男性
210（80%）
家族・友人
男性
14（27%）

本人
261（83%）

n=261（初回のみ）
女性
51（20%）
n=51（初回のみ）
女性
37（73%）

①相談回数…初回相談314件（89％、前月比－29件）、複数回26件（7％、同－6件）、間違い・無言・問合せ14件（4％、
同－2件）でした。
②コーラー関係性…初回相談のうち、本人からの相談は261件（83％、前月比－26件）、家族・友人からの相談は51
件（16％、同－5件）、援助者からの相談は2件（1％、同＋2件）でした。
③性別…本人性別の内訳は男性210件（80％、前月比－8件）、女性51件（20％、同－18件）でした。家族・友人の性
別は、男性14件（27％、同＋1件）、女性37件（73％、同－6件）でした。

⑤ 紹介先

④ コーラーの年齢

82

（初回のみ）
本人
n=261
家族・友人 n=51
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精神保健福祉センター
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⑥ 経
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（初回のみ 複数回答）
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3

ワンデーポート 1
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6
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6
その他 5
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8
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路
本

ホール内ポスター

人

家族・友人

合計
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1
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1

ホール配付ティッシュ
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0

2
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4

0
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他の相談機関

0

3

3

その他
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5

17

不明・拒否
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4

20

261

51

312

2

5

9

2
法テラス 2

n=312（初回のみ 本人、家族・友人のみ）

総計

4

医療機関（主治医戻し含む）
ギャンブラーズ・アノニマス

11

14

④コ ー ラ ー の 年 齢 … 本 人 相 談 で は50代（ 前 月 比 －20
件）、40代（同－14件）が減少した一方で、20代（同＋
6件）、30代（同＋6件）が増加しました。
⑤紹介先…本人からの相談では、
「紹介先なし」が前月か
ら24件減少しました。家族・友人からの相談ではワン
デーポートへの件数が前月から6件減少しました。
⑥経路…ホール内ポスターを経由した相談件数が、前月
比で23件減少しました。他の項目からの相談件数に目
立った変動はありませんでした。

ケーススタディ 電話相談の現場から①

～シングルマザーからの相談～

今回よりスタートする「ケーススタディ」コーナーでは、実際の電話相談と同じ流れで事例を
記述していきます。①から5までが流れるように進むのが理想ですが、実際の電話相談では、行
きつ戻りつしながら相談を深めていきます。
①相談者からの「主訴（相談者の主観によるもっとも大きな問題）」をうかがう。
②会話のなかから、相談者の遊技と生活における基本的な情報を得る。
③相談者の生活環境における問題を整理し、問題の優先順位を考える。
④相談者を遊技に駆り立てる「背景の問題」とは何なのか、相談者とともに検討する。
⑤問題が整理されたところで解決策をさぐり、必要であれば、援助機関や施設を紹介する。

相談者 ： Ａさん

40代

女性（本人）

遊技に関する情報

生活に関する基本情報

○パチスロを始めたのは20歳頃
○遊技頻度は週1、2回、遊技金額は月に約8万円
○家族と友人から少額の借金がある
○まったく遊技しない期間が過去に数年あった
○「やめられない」という強い思い込み

○数年前に離婚し子ども2人と生活
○家計はパート収入と養育費
○母親から生活費の援助がある
○支払いの遅れがたびたび起こっている
○子どもとの関わりが悪化している

ＳＴＥＰ 1： Ａさんが抱える遊技に関する問題の把握
「お金がかかり過ぎ、生活に支障が出ているからパチスロをやめたい」というＡさん。相談員はまず、Ａさんのこれ
までの遊び方と、今抱えている問題についてうかがいました。Ａさんがパチスロを始めたのは20歳の頃で、遊技歴は
20年を超えています。20代の終わりから30代にかけ、パチスロによる借金の問題が起きました。その借金は、両親
の協力を得て返済しました。借金返済後に結婚と出産を経験。家庭を持ったことを機に、パチスロから離れた生活を
送っていました。しかし、子どもが小学生になった頃から時間を持て余すようになり、パチスロを再開しました。ただ
し、過去の経験から、家計に影響を及ばさない程度の適度な遊技にとどまっていたようです。ところが、2 ～ 3年ほ
ど前から、徐々に遊技頻度が増え、母親と友人から借金までして遊技にのめり込むようになりました。
Ａさんの遊技に関する問題の特徴は、問題が直線的に深刻化したのではなく、いったんは借金を抱えるほど深刻化
したのちに、適度な距離を保てた時期があり、最近になってふたたび深刻化したという点にあります。

ＳＴＥＰ 2： Ａさんを取り巻く生活環境のなかでの問題の把握

ＳＴＥＰ１でＡさんの「主訴」である遊技に関する問題の特徴を把握した相談員は、次に会話のなかから、Ａさん
の生活環境のなかにあるパチスロ以外の問題を探りました。Ａさんは40歳で離婚を経験。現在はシングルマザーと
して2人の子どもと生活しています。離婚後には、家計の維持管理と子どもの養育・教育がすべてＡさんの肩にのし
かかり、大きなプレッシャーとなっていることがうかがえました。思春期を迎えた子どもたちは不登校の状態となっ
ており、家にいる子どもとの関わり方も大きな悩みとなっていました。不登校となった理由は特定できませんでした
が、Ａさんは自分の責任ではないかと捉えていました。シングルマザーとして奮闘するＡさんですが、母親や友人と
は借金のために疎遠になってしまったこともあり、身近に相談できる人を見つけられない状況にありました。

ＳＴＥＰ 3： 相談員による見立てと、関わり先の紹介

ここまでの相談電話から、不登校の子どもを抱えるシングルマザーとして、子育てと日々の生
活をやり繰りするＡさんの姿がうかびあがってきました。最初は息抜きだったパチスロは、母親
や友人からの借金の原因となってしまった時点で、もはや娯楽ではなく問題を悪化させる要因と
なってしまいました。Ａさんの話しから、シングルマザーであることは、重荷として、また子ども
に対する罪悪感として、Ａさんを精神的に押しつぶしつつあるように思えました。さらに、Aさんにとって、シング
ルマザーであること、パチスロにのめり込んでいること、パチスロのために借金までしていることの３つが負い目と
なりって人間関係を自ら制限することになり、それが社会的な孤立へとつながっているようでした。
誰にも相談できないＡさんにとって、ホールは不登校の子どもからも離れてほっと一息つける唯一の場所となっ
ています。しかし、長時間に及ぶ遊技は家計を悪化させ、借金を膨らませていました。相談員は、解決を優先すべき問
題は、シングルマザーであるＡさんの社会的な孤立であると考えました。そのため、女性や子どもの生活環境、生活問
題全般について相談できる女性相談所や男女共同参画センターの利用を提案しました。
今回は、孤立と自責感からの開放が、問題解決の第一歩と判断したケースでした。
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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

6月15日（木）

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

7月21日（金）

13:00 ～ 15:00 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

山形県
北海道

家族教室
東京都

都道府県
沖縄県

044-201-3242

03-5828-3841

さいたま市
こころの健康センター

048-851-5665

要予約

千葉県精神保健福祉センター

043-263-3892

依存症相談会

要予約

山形県精神保健福祉センター

023-624-1217

ギャンブル研究会

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

9:00 ～ 17:00

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
6月11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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