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125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。

お陰さまで、8月31日にRSNの理事会・総会を無事に終えることができました。平素より私たちの活動をご支
援いただいている皆様に、心より御礼申し上げます。また、8月24日に日工組社会安全研究財団パチンコ依存問
題研究会の研究員として4年半がかりで取り組んできたパチンコ・パチスロ遊技障害の調査結果報告会を、9月
4日にギャンブリング問題の統合的対策団体である一般社団法人ＲＣＰＧの設立説明会を行いました。ＲＣＰＧ
は、ＲＳＮの西村が代表理事を兼任し、ＲＳＮが拡張させる事業のバックアップや、パチンコの枠を越えたギャ
ンブリング問題の対策に取り組みます。同法人のバックアップによりＲＳＮは、サービスを拡大・強化していき
ます。やることが次々に増え、てんやわんやの状況ですが、これまで培い蓄積してきたギャンブリング問題に対
する知見・経験を社会に還元すべき時期がきたのだと、気持ちを新たにして走り
目次
回っています。政治的な状況はどうであれ、娯楽が楽しいものである限り、のめり
P1 ・・・・ 活動報告
込みは必ず生じます。この娯楽のリスクを政策で抑制すれば、娯楽そのものや娯
P2 ・・・・ 月次データ報告
楽性が過度に抑制されるおそれがあります。政策任せではない自発的な取り組み
P3 ・・・・ ケーススタディ
が活発になれば、そのおそれを軽減することは可能です。娯楽は国の枠組みの中
P4 ・・・・ 情報掲示板
にあっても「民」のものです。
「民」から始まる対策こそ重要だと考えています。

【活動報告】
依存の問題の支援に携わる人たちの勉強会
基礎講座で講師（8月6日）

社安研・パチンコ依存問題研究会
全国調査についての報告会出席（8月24日）

日工組社会安全研究財団（社安研）内に2013年1月よ
り設置されているパチンコ依存問題研究会は、8月24
日に東京都内で、2017年に実施したパチンコ・パチス
ロ遊技障害に関する全国調査の結果について、報告会を
開催しました。調査メンバーに加わる西村代表が、報告
会に出席しました。

西村代表が8月6日、依存の問題の支援に携わる人たち
の勉強会（横浜）主催、ＲＳＮの協力によって毎月開催さ
れている依存問題基礎講座の第5回で講師を務め、
「本当
のホントの基礎講座： 今、必要なギャンブリング問題の
とらえ方～医学的視点から生活機能的視点への転換～」
ＲＳＮ、第8回通常総会・第16回理事会を開催
のタイトルで講演を行いました。

「安心パチンコ・パチスロアドバイザー」
名古屋会場講習会で講師（8月9日）

パチンコ・パチスロ産業21世紀会は、
「安心パチンコ・
パチスロアドバイザー」制度を普及・定着させる活動の
一環として、8月9日に名古屋で中部地区の講習会を開
催し、西村代表が講師を務めました。4月より全国で開
催されてきた「安心パチンコ・パチスロアドバイザー」講
習会は今回の名古屋会場でいったんの区切りを迎え、今
後は都府県方面の各遊技業協同組合で、ＤＶＤ動画を用
いた講習会が実施される予定です。

日工組社会安全研究財団 第38回・第39回
「パチンコ依存問題研究会」出席
（8月11日・16日）

西村代表が、公益財団法人日工組社会安全研究財団
（社安研）の第38回（8月11日）および第39回（同月16日）
開催の「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

（8月31日）

ＲＳＮは8月31日、東京都内で第8回通常総会および
第16回理事会を開催しました。上程された総会議案およ
び理事会議案は、すべて可決承認されました。

【寄付・献金のお礼】

株式会社ＤＭＭ．comによって運営されている情報
サイトＤＭＭぱちタウン様より、ＲＳＮの活動に対する
ご寄付をいただきました。ご寄付は、活動の発展のため
大切に活用いたします。ありがとうございました。

【全商協ＲＳＮ支援室より

8月度】

相談件数 60件
内訳…初回相談 26件、
複数回相談 3件、
問合せ 16
件、
間違い 15件、
無言 0件、
西村代表が、8月22日に全商協事務所で支援室相
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 8 月の電話相談のデータ報告
8月の相談件数は473件（沖縄ＲＳＮ413件、全商協ＲＳＮ支援室60件）でした。前月比で82件の増加、前年同月比
では292件の増加となりました。1カ月の相談件数としては、本年3月と同件数で、ＲＳＮ創設以来の最多相談です。
また本年に1カ月間の相談件数が400件を超えた月は、1月から8月までで、すでに5カ月となりました。政府によっ
て
「ギャンブル等依存問題対策」に関する政策が議論されていることもあり、各ホールが熱心に対策を実施している
ことや、ぱちんこ業界からの出向者が積極的に相談電話に対応したことなどが、増加の要因になったと考えられま
す。本年累計の相談件数は3190件、2006年4月の開設からの累計では23463件となりました。
「④コーラーの年齢」
（本人、初回のみ）では、20代と30代の構成比が計57％と、平均的な店舗における遊技客の年代別構成比より高く
なっており、この傾向は強まりつつあります。このことから、若年層への対策を強化する必要があると考えられます。

① 相談回数

② コーラー関係性

複数回
46（11%）

③ 性

援助者
1（0%）

初回
337（82%）

家族・友人
男性
12（24%）

本人
284（85%）

家族・友人
51（15%）

④ コーラーの年齢

別
本人
男性
241（85%）

n=337
（初回のみ）

ホール関係者
1（0%）

n=413
（支援室除く）

間違い・無言・
問い合わせ
30（7%）

87

n=284（初回のみ）
女性
43（15%）

75
60

n=51（初回のみ）
女性
39（76%）

27
14

10

⑥ 経

⑤ 紹介先
8
精神保健福祉センター 5
1
弁護士
2
福祉事務所
9
保健所 1
ワンデーポート 3
22
医療機関（主治医戻し含む）
42
ギャンブラーズ・アノニマス
1
ギャマノン 1
1
法テラス 3
1
警察
19
書籍
12
8
その他 2
紹介先なし

（初回のみ）
本人
n=284
家族・友人 n=51
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路
n=335（初回のみ 本人、
家族・友人のみ）

（初回のみ 複数回答）
本人
家族・友人

本

ホール内ポスター
ホール配付ティッシュ
インターネット
雑誌
その他
不明・拒否

183

28

総計

人

家族・友人

合計

170

7

177

2

0

2

68

30

98

3

0

3

11

5

16

30

9

39

284

51

335

事務所だより
８月某日。７月よりＲＳＮに事務
方のスタッフとして加わった上原
正之と、８月よりぱちんこ業界から
２期目の出向・研修社員として勤務
されている株式会社成通の高橋美
文さんの歓迎会を、終業後のＲＳＮ
事務所で行いました。ぐしけんパン
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系列
「マルコポーロ」
のピザが好評
で、西村代表からは大玉マンゴー
の差し入れも。
事務方の皆さんはその頃、８月
末の総会・理事会に向け、
オーバー
ワーク気味。その慰労会ともなり
ました。

左から、出向社員の高橋さん、スタッフの新田、上原、西村代表

ケーススタディ 電話相談の現場から⑤

～息子の借金を肩代わりし生活費の残らない母親～
「ケーススタディ」コーナーでは、実際の電話相談の流れに沿って事例を紹介していま
す。1つの相談事例を、２段階に分け整理しています。今回は、
「STEP 1」で会話から得ら
れた「主訴（相談者の主観によるもっとも大きな問題）」と相談者の基本的な情報を記述し
ます。
「STEP 2」では、ぱちんこへの依存問題という観点から問題を整理し、そのうえで相
談者に提案可能な具体的なアドバイスを検討します。

相談者（問題を抱える本人）： Ａさん
本人に関する基本情報
○息子とのひとり親家庭だったが、息子は
進学により転居し、現在は単身で生活
○40歳代前半の離婚を機に、ぱちんこ遊技
を始め、同じ時期に自己破産を経験
○生活保護を受給しながらも隠れてパー
トに出ていたが、ヘルニアが悪化し退職

60歳代前半

女性

○30歳代前半の息子は、返済義務のある奨学
金を受給して大学を卒業し就職したが、給
料を浪費し、奨学金を一切返済せず、Ａさ
んに肩代わりさせている
○パートの退職により奨学金の返済が困難
となったが、それでもぱちんこに行きたい
○うつ病の診断名で精神科に通院中

STEP 1： 「主訴」と基本的な情報

生活保護を受給中のＡさんは、
「ぱちんこをやめる方法」を知りたいと電話をかけてきました。40歳頃の離婚を機
にぱちんこを始めたＡさんは現在60歳代前半で、20年以上の遊技歴があります。ただ、低貸玉を中心に遊技するな
ど、これまで適度に付き合うことができていたようです。ただ相談時には生活費が5000円しか残っておらず、それで
もぱちんこに行きたいと思う自分に嫌気がさして「死んでしまいたい」と口にします。なぜＡさんは経済的に困窮し
てしまったのでしょうか。相談員はＡさんに、この状況に至った理由を話していただくよう促しました。
Ａさんは離婚と同じ時期に自己破産・債務整理を経験しています。さらにその頃、うつ病と診断され、現在も精神科
に通院中です。精神的な不調から仕事を続けることができず、生活保護を受けるようになりました。離婚後には息子
とのひとり親家庭（母子家庭）となりました。30歳代前半になった息子は、大学卒業以降、同じ県内でも100キロ以上
離れた都市で就業しています。しかし、別居後にもこの親子は、いわゆる「親離れ」
「子離れ」ができていません。息子は
利息が付き返済義務のある奨学金を借りて大学を卒業しましたが、就職後に浪費を繰り返し、奨学金を一切返済せず
Ａさんに肩代わりさせています。それだけでなく車の車検代として30万円を無心し、Ａさんはそれにも応じていま
す。Ａさんが最近つくった消費者金融からの50万円の借金は、主に息子の車検代のためでした。Ａさんは生活保護を
受給しながらも、福祉事務所に内緒でパートに出ていましたが、先月、持病のヘルニアが悪化して働けなくなり、退職
に追い込まれました。収入が減ったため、今月は、奨学金などの借金を支払うとわずかな額しか残りませんでした。

STEP 2： パチンコへの依存問題という観点からの情報の整理とアドバイスの検討

状況を整理するため、Ａさんをとりまく問題を端的に示す「キーワード」を列挙してみます。まずＡさんは、初老の
女性で、離婚を経験し単身で生活しています。生活保護を受給しています。自己破産を経験しています。うつで精神科
に通院中です。希死念慮があります。ヘルニアという身体的不調を抱えています。息子は大学卒業後に就職したもの
の、経済的に自立できていません。Ａさんと息子は、親族や近隣からのサポートを受けておらず孤立しているようで
す。Ａさんは息子と本人の借金を抱えており、返済が困難な状況です。
ＲＳＮの電話相談の一義的な目的は、ぱちんこ・パチスロへののめりこみについての相談を受けることです。まず
は、これら「キーワード」から、ぱちんこと関係が深い問題、あるいはぱちんこが原因となった問題はどれなのか、考え
てみます。すると、ぱちんこが直接の原因であるような問題が見当たらないということに気づきます。ぱちんこを遊
技することによって生活費は圧迫されていますが、借金の原因ではありません。Ａさんはむしろ、低貸玉を選択する
など、約20年間にわたってぱちんことうまく付き合ってきたと言えそうです。
「やめたい」と口にしながらもやめな
いのは、本人は気づいていないようですが、本人にとって遊技し続けなければならない理由があるからなのだろうと
推測できます。ぱちんこによって、孤独や寂しさを紛らわし、気分転換や現実逃避ができているという可能性があり
ます。ただ現在は、ぱちんこによって、少なくなった生活費が圧迫されているので、やめた方がいいのは確かです。
Ａさんが、対面で相談できる相談機関につながらず、電話相談に助けを求めるしかなかった原因としては、生活保
護を受けながらも福祉事務所に内緒でパートに出ていた、ということが大きいでしょう。また、ぱちんこを続けてい
ることも、それが発覚すると生活保護の支給が止められるかもしれないという心配を惹起して、福祉事務所への相談
を阻む要因となっています。また、せっかく精神科を受診しながらも、主治医には経済的な困窮やぱちんこをやめら
れないということについて相談できていないようです。相談員はまず、隠し事をやめて、すでにつながっている福祉
事務所と精神科の主治医に、正直に状況を説明して相談することをおすすめしました。
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名 称

日 程

ギャンブル依存症者の
家族のつどい

毎月 第1火曜日

時 間

主 催

13:30 ～ 15:30 宮崎県精神保健福祉センター

問合せ先
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

10月27日（金）

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

11月21日（火）

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

静岡県

ギャンブル依存症個別相談 要予約

9:00 ～ 17:00 静岡市こころの健康センター

054-262-3011

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

依存症電話相談

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

薬物・ギャンブル
問題家族セミナー

毎月 第4火曜日

14:00 ～ 16:00 川崎市精神保健福祉センター

家族教室

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

熊本県

滋賀県

神奈川県

東京都

都道府県
沖縄県

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

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

日 程

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
時 間

10月21日（土） 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（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
10月1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・祝日を除く)
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