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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。

今年は、ＩＲに絡んだ依存問題対策に振り回された一年となりました。遊技業界の電話相談の啓発が強化さ
れた（警察庁の指導という外圧によるところが残念ですが…）ことで、2014年に3千件を超えたものの、その
後2年間は2千件台で推移してきた相談件数が、５千件に迫る件数に急増しました。11月1日より相談時間を
22時まで延長したところ、16時以降の相談が一カ月で150件を超えました。夜間は、のめり込みの相談よりも
愚痴やいたずら電話が多くなるのではないかと懸念しましたが、蓋を開けてみるとほとんどがのめり込みの相
談でした。そのため夜間対応体制ではあるものの、日中の相談対応に準じた質が要求され、走り出したばかりの
夜間相談員には大変な緊張と苦労を強いることになっています。形だけの情報提供や、たらい回しだけはしな
いことがＲＳＮの電話相談の信条です。わずかな準備期間しかない状況で、質の高い相談対応を身に着けよう
と、相談員らは必死に努力を続けています。ホール数、遊技参加者が減っては
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【活動報告】
ＪＣＣＡ（日本カトリック依存症者のための会）
研修会 講演（11月6日）

西村代表が11月6日、沖縄県石垣市で開催されたＪＣ
ＣＡ
（日本カトリック・依存症者のための委員会）のセミ
ナー・研修会に出席し、研修会で「アディクションと回
復」をテーマとした講話を行いました。

沖縄県立総合精神保健福祉センター
アディクション連絡会議 講演（11月15日）

西村代表が11月15日、沖縄県南風原町の沖縄県立総
合精神保健福祉センターが開催したアディクション連
絡会議で講演しました。

第18回ＤＡＲＳ in 東京、
アディクション円卓会議
出席（11月19日）

西村代表が東京都新宿区で開催された薬物依存者の
回復支援者セミナー「第18回 ＤＡＲＳ in 東京」に出席
し、11月19日に「ＡＴＡ‐ｎｅｔアディクション円卓会
議（えんたく）」として行われたフォーカス・グループ「刑
務所と社会の‟間”を考える」に参加しました。

日工組社会安全研究財団
「パチンコ依存問題研究会」出席（11月29日）

西村代表が11月29日、公益財団法人日工組社会安全
研究財団（社安研）内に設置されている「パチンコ依存問
題研究会」に出席しました。

ぱちんこ業界から第3期5人目の出向・研修者
着任（11月～）

全日本遊技事業協同組合連合会およびパチンコ・パチ
スロ産業21世紀会からＲＳＮへの第3期5人目の出向・
研修者として、株式会社長良川ボウリングセンターの大
野真希さんが11月1日より着任されました。

【寄付・献金のお礼】

オーギヤグループ、および西新井、竹の塚、綾瀬の各遊
技場組合より、ＲＳＮの活動への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。

お知らせ： 年賀状にかえ、御礼申し上げます

ＲＳＮでは経費節減のため、昨年より支援者様、関係
者様への年賀状でのご挨拶をお控えいたしております。
本誌面をお借りし、この一年間の支援に心より御礼申し
上げます。来年もご支援、ご協力をお願い申し上げます。

【全商協ＲＳＮ支援室より

11月度】

相談件数 41件
内訳 … 初回相談 17件、
複数回相談 0件、
間違い 7
件、
無言 2件、 問合せ 15件
西村代表が11月20日、全商協事務局で支援室相談
員の電話対応について直接指導を行いました。

年末・年始の相談休止について
2017年12月29日
（金）から2018年1月4日(木)まで、電話回線メンテナンスのため、
相談業務を休止します。新年の相談業務は2018年1月5日
（金）からとなります。
※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 11 月の電話相談のデータ報告
ＲＳＮは11月1日より、これまで16時までだった電話相談の受付時間を22時まで延長しました。16時から22時
までの対応を私たちは便宜上
「夜間対応」と呼び、16時までの相談と区別しています（本通信での報告も、夜間対応
としてカウントします）。11月の相談件数は519件（沖縄ＲＳＮ293件、全商協ＲＳＮ支援室41件、夜間対応185件）
でした。対前月比では142件の増加、対前年同月比では325件の増加となりました。1カ月間の相談件数としては開
設以来の最多となりました。本年累計の相談件数は4457件、2006年4月の開設からの累計では24730件です。
16時までに沖縄ＲＳＮが受けた電話相談の件数は293件となり、月間の件数が300件を下回ったのは本年2月以
来9カ月ぶりでした。沖縄ＲＳＮの相談件数が前月までと比べて減少したのは、夜間対応の開始と関連している可能
性があります。下に掲載した図表は、16時までに沖縄ＲＳＮが受けた電話相談のみを集計し、構成しています。
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●16時から22時までの延長時間の電話相談について（2017年11月）
11月の相談件数519件のうち、10時から16時までが334件（沖縄ＲＳＮ＋全商協ＲＳＮ支援室）、16時から22
時までの夜間対応の時間帯が185件で全体の35.6％を占めています。相談時間の延長は11月1日より開始されたば
かりであり、今後、周知が徹底していくにつれて16時以降の相談件数と構成比率は増加していく可能性があります。
16時以降の相談の内訳は、のめり込みに関する相談が166件（構成比89.7％）、それ以外が19件（同10.3％）でした。
1日あたりの相談件数は9.3件でしたが、最多で15件、最少で3件とバラつきがありました。相談以外の内訳は、間違
い3件、無言9件、問い合わせ7件でした。
16時以降の相談に対応した相談員に最初の１カ月を終えた感想を聞くと、
「終日遊技したが、負け額の多さにヤバ
いと思って電話した」と、ホールでの興奮状態を引きずったまま話し始める相談者もいたということであり、
「ホット
な相談を受け止めていると実感した」と話していました。
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ケーススタディ 電話相談の現場から⑧

～突然、短期間で問題が深刻化した男性～

「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。今回のケースでは、
「STEP 1」でまず、相談者からの相談内容を紹介します。次に
「STEP 2」で、対応した相談員との電話相談の流れを確認します。最後の「STEP 3」で、相
談員が今回のケースから導き出した電話相談のポイントを指摘します。

相談者（問題を抱える本人）： Ａさん 40歳代 男性
生活に関する基本情報

遊技に関する基本情報

○大学卒業後、現在の会社に就職し、転職
歴は無い

○20歳で遊技歴をスタートしたが、20年以
上、遊技は問題化しなかった

〇20歳代で結婚、2人の子との4人暮らし

○最近の1年間で、遊技頻度が急激に増加
妻に伝えていない借金は100万円に膨らむ

〇精神科医療機関への通院歴、利用はない

STEP 1： 相談者からの相談内容

「ぱちんこをやめる方法を知りたい」という要望から相談はスタートしました。Ａさんは、40代の既婚者。大学在
学中の20歳からぱちんこ遊技を始めましたが、つい最近まで20年以上にわたり、ぱちんこによる大きな借金を抱え
ることなく適度な遊技を続けることができていました。ところが2016年後半からの1年ほどで遊技頻度が急激に増
え、使用金額の増加に歯止めをかけることができなくなりました。銀行カードローンの借金はみるみる膨らみ、つい
に100万円に達しました。妻には残業と嘘をついてぱちんこに行っており、借金について話すことができません。過
去に同僚から少額の借金をして遊技に出かけたことはありましたが、今回のようなまとまった額の借金を抱えたこ
とはありませんでした。相談からは、Ａさんが「ぱちんこをやめなければ」という思いを抱きながらも毎日仕事帰りに
ホールに立ち寄ってしまい、借金返済の目途も立たずに途方に暮れている、という印象を受けました。

STEP 2： 電話相談の流れ

Ａさんは、遊技を開始してからつい最近まで、20年以上にわたって、ぱちんこと適度な距離感を保つことができ
ていました。また、相談員は、社会人としての職務経験を重ねたＡさんが、遊技を始めたばかりの若者と同じように
「お金が増える」
「ぱちんこで勝って借金を返そう」という理由で深みにはまっていったと考えることができません
でした。そのため、相談員は、遊戯頻度が急激に増えた背景にＡさんをホールでの遊技に駆り立てた何らかの要因が
あったのではないかと仮説を立てました。Ａさんに、遊技時間と消費金額が増えて問題化した1年前の状況を振り
返ってみることを提案しました。すると、Ａさんはその頃から、主に次の３つの不安やストレスを感じ始めており、そ
れらは解消することなく、徐々に強くなっていたことがわかりました。
・仕事上での責任とノルマが増加し、その結果として失敗やノルマ未達への不安とプレッシャーが増加した。
・会社の将来性に不安を覚え始め、このまま現在の仕事を続けていいのか、自分の未来にも不安を覚え始めた。
・子どもたちが自立し始め、家族から自分が必要とされていると感じられなくなってきた。また膨らむ一方の借金を
秘密にしていることから、妻との会話も減っていた。
相談員はＡさんとの会話を重ねるなかで、Ａさんが遊技にのめり込んでいる理由として、ストレスや不安から一時
的にせよ逃避できるという「ぱちんこの効能」が強く作用しているのではないかと考えました。
「ぱちんこを打ってい
る時だけは、何も考えない状態になることができ、ストレスや不安から解放される」というＡさんの言葉が、相談員の
仮説を裏付けました。相談員はＡさんに、借金について、そして仕事上の不安やストレスについて、まずは妻に正直に
打ち明けることをおすすめしました。借金や不安・ストレスが、Ａさんを社会的に孤立させ、心理的に追い詰めている
のではないかと感じたためです。Ａさんの不安やストレスが軽減され、ぱちんこにこれ以上行かなくても済むように
なれば、借金の額を増やさず、返済を開始することが可能になると思われました。

STEP 3： 導き出される電話相談のポイント

遊技歴が長く、かつ社会経験が豊富な相談者が、短期間にぱちんこ遊技を問題化させたケースでは、問題が深刻化
した時期に相談者の身辺で起きた変化に着目し、課題あるいは問題を整理します。離婚や死別、子どもの巣立ちなど
家族との離別、仕事での業務量や責任の変化、引越や病気など生活環境の変化が、問題化の引き金となることがある
ためです。また、ある時期までは、気分の落ち込みや不快感を振り払うため、いわば自己治療的にぱちんこをうまく利
用できていた人でも、高齢化とともに、適度に自制してうまく付き合うということができなくなる場合があります。
ぱちんこへののめり込みの問題では、万人向けの‟特効薬”となるような、何か特別な方法が確立されているわけで
はありません。問題を抱える人がまず、問題に一緒に向き合ってくれる人との会話を重ね、現在のありのままの自分
自身とじっくり向き合い、問題を確認・整理することで、解決への第一歩を踏み出すことができると考えています。
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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

こころの健康相談

月曜日～金曜日

9:00 ～ 16:00 熊本市こころの健康センター

096-362-8100

佐賀県

薬物・アルコール・ギャン
ブルなど依存症の相談

要予約

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

月曜日～金曜日

長崎こども・女性・障害者
支援センター

095-846-5115

山口県

アルコール・薬物・ギャン
ブル依存症の相談

月曜日～金曜日

9:00 ～ 11:30
山口県精神保健福祉センター
13:00 ～ 16:30

鳥取県

SAT-G集団プログラム

毎月第3火曜日

13:30 ～ 15:30 鳥取県立精神保健福祉センター 0857-21-3031

島根県

SAT-G集団プログラム

毎月第3火曜日

13:30 ～ 15:30 島根県立心と体の相談センター 0852-21-2885

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

奇数月 第1月曜日

14:00 ～ 16:00 高知県立精神保健福祉センター 088-821-4966

アディクションセミナー

奇数月第1火曜日

14:00 ～ 16:30

アディクション家族交流会

偶数月第3月曜日

10:00 ～ 12:00

三重県

依存症専門電話相談

毎週水曜日

13:00 ～ 16:00 三重県こころの健康センター

059-253-7826

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

依存に関する相談

要予約

8:30 ～ 17:15 石川県こころの健康センター

076-238-5750

長野県

アルコール・薬物・ギャン
月曜日～金曜日
ブル依存 電話相談

8:30 ～ 17：15 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 ～ 15：30 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
/要申込

14:00 ～ 16:00 川崎市精神保健福祉センター

薬物・アルコール・ギャン
ブル等でお困りの方へ

月曜日～金曜日

9:00 ～ 17:00

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
問題」相談

月曜日～金曜日

9:00 ～ 17:00

東京都立中部
総合精神保健福祉センター

03-3302-7711

宮崎県
熊本県

滋賀県

神奈川県

東京都

ギャンブル
家族教育プログラム

毎月 第3金曜日
/要予約

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
依存関連問題個別相談

山形県
北海道
都道府県
沖縄県

9:00 ～ 17:45

8:30 ～ 17:15 愛媛県心と体の健康センター

0835-27-3480

089-911-3880

滋賀県立精神保健福祉センター 077-567-5010

14:00 ～ 16:00 雷門メンタルクリニック

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

要問い合わせ

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

主 催

問合せ先

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
要問い合わせ 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~ 22時(土・日・祝日を除く)
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