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一般社団法人パチンコ・チェーンストア協会（PCSA）は、このほど昨年 1 年間、第 18 期の研究部会、研究会、プロジェクトチー
ムの活動をまとめた「PCSA 研究部会・研究会・プロジェクトチーム 第 18 期活動の記録 第 19 期活動計画」を刊行する事がで
きました。
刊行に当たってはご支援、ご指導を賜りました皆様、そして何より社業の大変お忙しい中、熱心に研究をされた研究部会部員、
研究会委員、プロジェクトチームメンバーの皆様に厚く御礼を申し上げます。
また第 18 期は全日本遊技事業協同組合連合会、都道府県遊技業協同組合、一般社団法人日本遊技関連事業協会、
一般社団法人日本遊技産業経営者同友会、一般社団法人余暇環境整備推進協議会、一般社団法人遊技産業健全化推
進機構、更には遊技機メーカーの皆様にも研究部会にご参加いただけました事を心より御礼申し上げます。
2002 年 3 月に PCSA が発足して以来、研究部会は PCSA の大きな柱として活動を続けて参りました。PCSA はパチンコ業界
の産業化を目指しており、その為には、経営者だけではなく、会員各社の実務を担当している方の意識改革、大きな視野も必要
になって参ります。
そこで、PCSA では人事問題研究部会、コスト問題研究部会、法律問題研究部会、不正対策研究部会の 4 研究部会、更に
は遊技法研究会、依存問題対策プロジェクトチームを開催し、業界や各企業が直面している問題について議論、研究を進め、現
在までに大きな成果を挙げております。
この「研究部会・研究会・プロジェクトチーム活動の記録 2020」は、1 年間の研究成果を各研究部会・研究会・プロジェクトチー
ムごとにテーマを分けて編集しております。それにより、同じような事案で検討されている皆様のお役に立つものと考えております。
まだ研究部会・研究会にご入会いただいていない会員、賛助会員、特別会員の皆様におかれましては、本書をお読みいただき、
ぜひご研究部会・委員会・プロジェクトチームへの入会をご検討ください。
一方、2020 年初頭から 2020 年 5 月の現時点まで、依然として猛威を振るっている新型コロナウイルス（COVID-19）は、全
世界の社会・経済・行動様式にまで大きな影響を及ぼし続けております。この新型コロナウイルスは、これまでの生活、物流、レジャ
ーの在り方を大きく変えていくことでしょう。これは、パチンコホールの営業形態にも大きな影響を及ぼすと考えられ、情報収集や問
題解決の糸口となる PCSA 活動の重要度は、更に増すことと予測しております。研究部会、研究会、プロジェクトチームにおいても、
現状況の把握、対応策の共有、今後の予測等の活発な活動を継続してまいります。
PCSA 活動を通じて、是非、遊技産業の更なる発展と改革を目指し、PCSA の掲げる「パチンコを真の大衆娯楽にする」の実現に
向かって、会員並びに賛助会員の皆様にその担い手のお一人になっていただけますようお願い申し上げます。
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依存問題対策プロジェクトチーム
活動の記録
リーダー ご挨拶
依存問題対策プロジェクトチームのリーダーに選任されました、株式会社ダイナムの須藤と申
します。
2019 年度は、ギャンブル等依存症対策基本法に基づく「ギャンブル等依存症対策啓発週
間」におけるフォーラムの開催や、ギャンブル等依存症対策推進基本計画成立による依存
問題対策ガイドラインの見直しなど、業界全体に影響を及ぼす大きな動きがありました。
そのような中、依存問題対策プロジェクトチームは、依存問題の本質、必要な対策、将来
のあるべき姿などについて議論しています。本プロジェクトチームにご参加頂ければ、国・行
政・業界団体等の最新情報の共有に留まらず、参加各社の取り組み事例の情報収集か
ら自社への取り組みに展開することも可能です。また、場合によっては合同企画の立案
も・・・。
依存問題への取り組みは前例のないものが多く、どこから手を付けたらよいか分からないとい
うホール様もいらっしゃるかと思いますが、本プロジェクトチームでは専門家による勉強会も併
せて開催しております。昨年度は、よしの病院の河本先生と、ワンデーポートの中村施設長
による勉強会を開催しました。
ホールで働く従業員が正しい知識を身に着け、地域のお客様が安心して楽しく遊技する環
境を提供する。そして、依存問題に真摯に取り組むことにより、パチンコ・パチスロ業界が社

須藤 暁 第 19 期リーダー
株式会社ダイナム

会から認められ必要とされる産業になると考えています。
期中からのご参加・オブザーバーとしてのご参加ともに大歓迎です。依存問題対策プロジェクト
チーム一同、皆様のご参加を心よりお待ちしています。

プロジェクトチームの目的
IR 推進法の成立以降、社会的に注目されている「依存問題」を業界として取り組むべき
喫緊の課題ととらえ、国・行政・業界団体等の最新情報の共有や、有識者による勉強会
を通して、遊技業界としての対策やあるべき方向性を見極める。

第 19 期 活動計画
・定例 PT（毎月 1 回、原則最終土曜日 午前 10 時 30 分～午後 12 時 30 分）
・ギャンブル等依存症対策基本法を中心とした国・行政の取り組みについて
・パチンコ・パチスロ産業２１世紀会（業界団体）による取り組みについて
・リカバリーサポート・ネットワーク、ワンデーポート等、民間団体等の取り組みについて
・PCSA 加盟各社の取り組み、その他海外カジノなど依存問題に関わる事項の共有
・地方開催 PT
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・第 27 回拡大依存問題対策プロジェクトチーム in 富山

2019 年 6 月 28 日(金)～29 日（土）

法律問題研究部会との共催
・有識者による依存問題対策勉強会
・第 3 回依存問題対策勉強会

2019 年 7 月 27 日(土)

・第 4 回依存問題対策勉強会

2019 年 11 月 16 日(土)

・第 5 回依存問題対策勉強会

2020 年 2 月 29 日(金)

第 18 期 依存問題対策プロジェクトチーム メンバー
担当副代表理事
齊藤 周平

株式会社グランド商事・アドバンス 常務執行役

リーダー

辻

ダイナムグループ（株式会社ダイナムジャパンホールディングス）

サブリーダー

荒田 政雄

リーダー・サブリーダー
良樹

夢コーポレーション株式会社

メンバー(正会員)
阿部
玄
須藤

到

株式会社ダイナム

佐久間 仁

株式会社ニラク

昌起

株式会社ダイナム

武田 裕明

株式会社ニラク

暁

株式会社ダイナム

武内 好努

アメニティーズグループ（株式会社パンドラ）

メンバー(賛助会員)
田野倉 司

合同会社 DMM.com

アドバイザー参加
加藤 英則

代表理事

正会員企業オブザーバー参加
生島 靖也

株式会社ダイナム

戸田 有希乃

株式会社ニラク

森

株式会社ダイナム

吉田 ひろみ

株式会社ニラク

太田黒 寛太

株式会社ダイナムジャパンホールディングス

吉田 一雄

株式会社 TRY&TRUST

赤川 勇二

株式会社ダイナム

八重樫 浩輝

株式会社合田観光商事

山口 真

株式会社ダイナム

小林 正俊

アメニティーズグループ(株式会社パンドラ)

三本珈琲株式会社

伊藤 真祐

株式会社 DMM.com

長久保 明

J-NET 株式会社 部長

志村 未来

株式会社 DMM.com

中田 修一

J-NET 株式会社 次長

小見山 太介

株式会社 DMM.com

長嶋 敦志

グローリーナスカ株式会社

前川 竹志

株式会社インターコスモス

森田 建一

株式会社ビジョンサーチ社

華子

賛助会員企業オブザーバー参加
石黒

勝

オブザーバー参加 一般社団法人ぱちんこ広告協議会
谷村 司 様

一般社団法人ぱちんこ広告協議会
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オブザーバー参加 富山県遊技業協同組合
長井 努 様

松木商事株式会社

米田 史樹 様

株式会社ノースランド

出崎 義治 様

株式会社ムラタ

林 拓也 様

株式会社マルハン

森 信幸 様

株式会社ムラタ

小池 純平 様

株式会社マルハン

小林 孝利 様

株式会社ノースランド

上野 寿徳 様

永森商事株式会社

高島 貞幸 様

株式会社ノースランド

髙野 明彦 様

永森商事株式会社

第 18 期 活動報告
＜＜ １．定例部会 テーマ ＞＞
＜1．2019.4 パチンコホール広告宣伝 法律ハンドブック（仮称）について＞
掲題に関して、風営法対策だけでなく依存問題対策も盛込んだ新たな提案書
が起案され説明された。既存の風営法だけでなく IR 対策として必要最小限の
広告宣伝を求める都道府県も出てきている。広告宣伝は国民や消費者に何か
を伝える手段として非常に重要であり、過剰な広告宣伝や、必要最小限過ぎる
広告宣伝ではなく、バランスの取れた広告宣伝が望ましい。その為にもソフトロー
的な対応であり得る広告宣伝を考えて行きたい。具体的には、定期的な広告
宣伝のレポート作成、各都道府県の広告宣伝規制情報の集積（ホームペー
ジ）が提案された。対外的には原則非公開で部会での共有という事で承認さ
れた。PT 内では、依存問題対策としての広告宣伝規制の現在の状況、一般
社団法人日本遊技関連事業協会（以降、日遊協）作成中のガイドライン
での広告宣伝規制、海外カジノにおける広告宣伝規制の歴史、等についても
情報を共有、本内容に関して PT として異論なしと決議した。

辻 良樹 第 18 期リーダー
株式会社ダイナムジャパンホールディングス

＜2．2019.4 依存対策としての管理遊技機ついて＞
平成 31 年 3 月 28 日、日工組、日電協による「新規の遊技機の出玉情報について」いわゆる管理遊技機の説明会が開
催されその内容を共有した。
1.出玉情報等について ※
目的と用件
目的：「射幸性の抑制」を目的に、「出玉情報等を容易に確認できる遊技機の開発・導入」
要件：「出玉情報等を容易に確認できる遊技機」の要件は、
2.システム要件
3.メダルレス遊技機
4.管理遊技機
PT メンバーからは、目的に記されている「射幸性の抑制」が依存対策になり得る科学的な証拠、現実的に進む話なのか、
具体的なスケジュールはどうなのか等の疑問が数多く出た。
※詳細は、PCSA アクションレポート 2019 年 3 月 version 法律問題研究部会 「４）管理遊技機の説明会につ
いて」をご確認下さい。
＜3．2019.4 第 3 回 ギャンブル等依存症対策推進関係者会議 議事録内容について＞
本件について、議事録を読み込んだ PT メンバーからは、「宝くじが『ギャンブル等』に入っていない理由は、国会等の議論で
外した。見直しはするとある。」「依存の問題とは何か明確にすべきだ」「本人同意なしのアクセス制限を家族がかけても本人
が解除できるのは意味がないのではないか」などの内容をピックアップし、参加者と情報を共有した。
＜4．2019.4 時代に適した風営法を求める議員連盟 第 3 回 遊技機基準等 PT について＞
平成 31 年 4 月 12 日に開催された掲題の会合内容について説明された。
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＜質疑・意見＞
・「ATM およびデビットカードの撤去を推進」とあるが、国が強制力を持って撤去できるの
か？
・ATM 導入に当たっては設備投資がかかっているが、撤去に際しては設備投資の補償
はするのか？
・なぜ ATM の撤去が依存症の解決に資するのか？
・今後のキャッシュレス時代やインバウンドを考えると日本円を経由しないで遊技出来る
システムも視野に入れるべき。経済産業省ではキャッシュレスの推進をしているのでこの
件についてすり合わせをして欲しい。
・広告規制についてもパチンコは他の公営ギャンブルと比較しても突出して厳しいが、そ
れはなぜか？
・数理統計学を活用して射幸性が依存症とどの程度因果関係があるのか実証実験を

阿部 到 メンバー
株式会社ダイナム

すべき。
部会では、会議の内容を確認、ATM 撤去に対して国会での論調と真逆だという意見
が出た。

＜5．2019.5 リカバリーサポート・ネットワークが行う企業研修の公募について＞
認定特定非営利活動法人リカバリーサポート・ネットワーク、西村直之代表より 2019 年 6 月以降、21 世紀会所属の組
合員・会員企業のうち、希望する企業からの職員研修を受け入れたいとの申し出があり、21 世紀会はその公募窓口として
仲立ちすることを求められ承認した。令和 1 年 4 月 26 日、21 世紀会発第 382 号として掲題の文書が通知された。
メンバーからは、公募の詳細、費用や背景などについてより詳しく知りたいとの意見が出た。
記
研修目的：研修を通して社会そして遊技産業の未来に必要な人材を育成すると同時に、RSN の活動展開がそれに応え
られる体制構築への協力を得たい。なお、ぱちんこ産業で働いている方を対象に、一度に受け入れ可能人数は最大 3 名。
研修内容：
第 1 ステージ(1 か月目)
電話相談を聞く(モニタリング)期間
■課題 1 RSN の事業内容、業務内容、過去の相談事例を理解する。
■課題 2 社会資源を把握する。
■課題 3 精神疾患の症状・傾向を知る。
■課題 4 電話相談の基本的な流れを理解する。
■第 2 ステージ(2 か月目)
相談員のモニタリングをうけながら、1 日 2～3 件程度、実際に電話相談対応
■課題 1 言葉遣いや話し方、聴き方、基本的な質問の仕方を習得する。
■課題 2 問題の背景を捉え、それに対し適切な支援を検討する。
■課題 3 RSN 電話相談業務の範疇(役割)を理解する。
■第 3 ステージ(3 か月目)
単独で電話相談対応
■第 4 ステージ(4 か月目以降)
電話相談対応技能の向上、より広い視野での依存問題対策の知識やの取得
備考（条件）：
1 21 世紀会所属団体の組合員・会員であること。(ホール企業以外も可)
2 21 世紀会制定の「依存(のめり込み)問題ガイドライン」に則った活動を行う企業であること。
3 研修成果は遊技業界を通して社会に還元するものとし、個社の独占的なものとはしないこと。
4 研修者は、研修成果の遊技業界内への還元に取り組んでいただくこと。
5 研修にかかる諸費用(研修者賃金、住居費、光熱費、レンタカー代等)は、希望する企業側が負担すること。
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6 原則として 6 か月以上、同一人物が研修を継続できること(特段の事情
がある場合は応相談)。
＜6．2019.5 パチンコ・パチスロ産業 21 世紀会について＞
令和 1 年 5 月 10 日（金）に開催された掲題会議の議事録（案）につい
て、内容を説明、情報を共有した。メンバーからは、「(3)健全化推進機構が行
う依存防止対策要綱について」で触れられた追加項目の詳細な情報が欲しいと
の意見が出た。
記
(1)第三者機関「パチンコ・パチスロ産業依存対策有識者会議」からの中間答
申について
4 月 25 日に總山座長から「この中間答申は、限られた資料の中でとりまとめ
た、あくまでも現時点での見解である。」とコメントを含めて中間答申をいただ
いた。中間答申には、現行の各取組に評価をいただいている一方、取組状
況を客観的に示すデータの不足が指摘されるなどの具体的な見解が含まれ

荒田 政雄 サブリーダー
夢コーポレーション株式会社

ていると説明された。
(2)ギャンブル等依存症対策推進基本計画について
ギャンブル等依存症対策推進基本計画が 4 月 19 日に閣議決定され、21 世紀会の取組として 2019 年度中に対応
することを求められている「依存問題対策要綱」の策定であるとの報告がされた。
(3)健全化推進機構が行う依存防止対策要綱について
警察庁から、5 月 7 日付で、遊技産業健全化推進機構が行う依存防止対策の実施状況調査における項目の追加や
ホールにおける対応状況確認等を求める依頼文書が届いた。今回の警察庁依頼文書で提示された調査の趣旨では、
ポスター類掲示の現認調査に留まらず、ヒアリングによる実施状況の確認が必要となるものが複数存在し、ヒアリング対象
となる管理者やアドバイザーの不在の場合、正確な調査結果とならない恐れがある。そこで、21 世紀会として業界統一
の「依存問題対策実施確認シート」を作成し、各ホールで毎月 1 回、同シートの記入と保管、従業員間の共有を図る
取組の実施を提案した。また、追加された項目として、「ATM 等の設置状況」「依存防止対策についての従業員への教
育の実施状況」「適度な遊技方法の案内状況」の 3 点のほか、広告における「共通標語の活用状況」、「リーフレット等
を活用した、RSN、自己申告・家族申告プログラム及び保健所・精神保健福祉センター等の紹介の実施状況」等活動
内容の状況の確認があげられた
なお、実際に調査を受け持つ一般社団法人遊技産業健全化推進機構としては、本調査が 21 世紀会からの依頼に基
づき行う調査であることから、21 世紀会から項目の追加等変更の依頼があれば対応を検討するとのことであった。
(4)警察庁との連絡会の実施について、
自民党の「時代に適した風営法を求める議員連盟遊技機基準等 PT」が提言をまとめたが、その中で、「警察当局と業
界との協議の場を定期的に設けることを求める」との項目が挙げられており、定期的な連絡会の開催を警察庁に対して
要請していきたいと述べた。また連絡会は、当初全日遊連、日遊協、日工組、日電協、全商協、回胴遊商の 6 団体で
人数を絞って行い、状況に応じて 14 団体による拡大会議を行う等、臨機応変に対応していく旨を説明した。
(5)リカバリーサポート・ネットワークが行う企業研修の公募について
本アクションレポートの「７）リカバリーサポート・ネットワークが行う企業研修の公募について」に詳細を記されている企業
研修の公募について、現時点で応募はないものの「前向きに検討したい」との趣旨からの問い合わせが数件来ている現
状が報告された。なお、21 世紀会からの社員出向は 5 月末で終了する、との報告があった。
(6)その他当面の諸問題について
1 RSN の今後の支援について
RSN 西村 直之 代表より RSN への支援を「寄付」ではなく非課税の「助成」で実施していただきたいとの申し出を
内々に頂いた。今後、税務上の問題の有無などを十分に確認した上で相談させて頂きたい、との現状報告がされた。
２ 全日本社会貢献団体機構の組織変更について
依存対策に関する助成のウエイトを高める為、同機構は組織変更を実施する予定だとの報告がされた。
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3 依存問題フォーラムの状況について
21 世紀会事務局から、5 月 14 日に開催される依存問題フォーラムは、各団体のご協力をいただき、実行委員会
形式で準備を進めてきた。500 名の定員中、第一部はほぼ満席、第二部も残り 60 席弱(5 月 10 日現在)の参加
状況となっている。なお、フォーラム開催に伴う費用概算については、510 万円弱と見積もっているが、6 月 5 日に開
催予定の実行委員会で検討し、費用が確定したら、改めてご報告申し上げるとの報告があった。
＜7．2019.8 安心娯楽通信 25 号 2019.6.26 発行＞
ピックアップ 「日本版 RG ～新たな基準制定の可能性～」
＜記事 概要＞
日本のギャンブリング産業に対する法的運営規則には、依存問題対策と顧客保護は記されておらず、RG（責任あるゲーミ
ング）政策も存在していなかった。現在、政府による「ギャンブル等依存症」対策は、各産業からの自主規制や取り組みに
国民の要望を加味した PG 政策を中心としている。この PG 政策の立案には古典的な依存症モデルを核とするアルコール、
薬物対策機関が担当しており、RG 概念が入り込める余地を見いだすのは難しい。従って「予防可能な問題である」というメ
ッセージが国民へ届きにくい状況にある。
＜意見＞
・PG 政策メインの政府による「ギャンブル等依存症」対策に対して、RG 対策の重要性を強く主張している。
＜8．2019.8 株式会社ダイナム パチンコ・パチスロ依存問題に関する基礎研究「安全な遊技のためのアンケート調査」について＞
2019 年 9 月 2 日、株式会社ダイナム オフィシャルサイトにて、掲題の広報として下記の内容が発表された。
「2019 年 9 月より、公立諏訪東京理科大学 地域連携研究開発機構 医療介護・健康工学部門（部門長：篠原菊
紀）および、株式会社クロスマーケティングと共同で、パチンコ・パチスロ依存問題に関する基礎研究「安全な遊技のための
アンケート調査」を実施致します。」
＜説明＞
・会員の方にアンケート調査を実施予定。パチンコに対する考え方を聞く。遊びなのか利益のみなのか。また、パチンコの
為に借金をした事があるか、など。
・店舗で遊技するお客の現状を把握するためのアンケート。
・長年遊んでいるお客様から、安全な遊び方などが分からないかという試み
・個人を特定しない形で、間に公立諏訪東京理科大学を挟んで調査を実施していく。
・郵送でアンケートを依頼する。回答は、返信又は WEB で可能。
・ある程度の遊技期間がある会員をアンケート対象としている。
＜9．2019.8 2019 年 8 月 5 日 時代に適した風営法を求める議員連盟 について＞
開催日：令和 1 年 8 月 5 日（月）
時間：午後 1 時 30 分～2 時 40 分
会場：自民党本部 101 会議室
出席者：田中 和徳衆議院議員（議連会長）、平沢 勝栄衆議院議員
（議連幹事長）、
秋元 司 衆議院議員（議連事務局長）
小倉 將信衆議院議員、古賀 篤衆議院議員、逢沢 一郎衆議
院議員、
神山 佐市衆議院議員、竹村 直一衆議院議員、船橋 利実衆
議院議員、
尾立 源幸元参議院議員、他数名（議連前に野田聖子衆議院
議員が会議室に来訪）
警察庁：山田生活安全局保安課長、齊藤生活安全局保安課
長補佐、他

玄 昌起 メンバー
株式会社ダイナム

全日遊連：阿部理事長、他
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日遊協：大久保副会長、他
日工組：榎本副理事長、他
日電協：兼次理事長、他
回胴遊商：大饗理事長、他
全商協：林会長、他
同友会：東野代表理事、他
余暇進：笠井代表理事、他
PCSA：加藤代表理事、事務局 片山
議題：（１）型式試験の適合状況改善の措置について
（２）魅力ある遊技機づくりのためのゲーム性、エンターテインメント性向上の取り組
み
（３）業界と警察庁の定期的な協議

武内 好努 メンバー
アメニティーズグループ
株式会社パンドラ

ここまでを割愛。
（４）射幸性とギャンブル等依存症の因果関係について
＜提言抜粋＞
・科学的な知見を蓄積しながら、制度や実務運用が客観的に合理的なものになるよ

う必要な見直しを検討すべき。
＜回答・報告＞
・諸外国の状況を調査している。制度や実務の運用を適切に判断したい。
＜意見＞
・依存症対策として出玉率を 2/3 にした。専門家に聞いても因果関係は立証されていないという。警察
庁の局長も課長も表現は別として立証されていないとの見解を示している。他の公営競技は射幸性の
見直しをしていない。出玉率をどう戻していくのか？
⇒ 2/3 については関係閣僚会議の指摘により規則改正を実施した。公営競技に出玉は無いが、そ
れに類する対応をしたとは聞いてない。一方、広告宣伝、アクセス制限について対応をすると認識してい
る。射幸性と依存の関係性については調査中。
（５）ATM 撤去問題
＜提言抜粋＞
・「ATM の撤去等」が法令に基づき求められているものではないを確認した。
＜回答・報告＞
・ATM の撤去はあくまで自主的な取り組みであり、民民契約であることを留意するように県警に指示して
いる。
＜意見＞
・ATM は民民と言っているが暗に警察庁側がお願いしているのではないかと思っている。
⇒ ATM の撤去について本庁から指示はしていない。業界団体で検討されるべきものと考えている
＜意見＞
・現在「ぱちんこへの依存防止対策に係る実施規程の制定」を全日遊連が作成している。これには依存に関する広告宣
伝規制が含まれており、業界による自主規制となる。
・アクセス制限に顔認証の導入が検討課題にあがっており、現在検証中との事。
＜10．2019.8 2019 年 8 月 30 日 21 世紀会について＞
開催日：令和 1 年 8 月 30 日（金）
時間：午後 4 時 30 分～5 時 30 分
会場：全日遊連 会議室
出席者：全日遊連：
日遊協：

阿部理事長、大野副理事長、他
大久保副会長、堀内専務理事、他
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日工組：

筒井理事長、他

日電協：

兼次理事長、小林筆頭副理事長、他

全商協：

林会長、他

回胴遊商：

大饗理事長、高谷筆頭副理事長、他

自工会：

木原理事長、他

補給組合：

竹村事務局長、他

メダル工業会：

大泉理事長、他

同友会：

東野代表理事、趙副代表理事、他

余暇進：

笠井代表理事、他

認証協：

川上副代表理事、他

PSA：

石田専務理事、他

PCSA：

藤本理事、片山

議題：
【決議事項】
１．遊技産業健全化推進機構に依頼する依存防止対策実施状況調査の調査項目について
１．ギャンブル等依存症対策基本法において、パチンコ業界は「第三者機関による立入検査の実施」を平成 31
年度（＝令和 1 年度）に取組むべき具体的施策として定められている。
２．パチンコ業界では、この「第三者機関による立入検査の実施」を機構（一般社団法人遊技産業健全化推
進機構）に依頼したが、そのチェック項目に対して、警察庁から「ヒアリング項目の追加」という変更依頼が出
された。
３．8 月 30 日の 21 世紀会にて、「依存対策実施状況調査・調査項目追加案」を機構が検査時に使用する
チェックシートとして承認。
４．一方、別の「チェックシート」は、全日遊連が各ホールに配布し、月 1 回のペースでホールが更新、機構の検査
時には、役職者でなくとも、このチェックシートを見ながら回答できる事を目的としている。
＜PT 意見＞
・追加された項目のヒアリング内容に対して、どうやって証拠を見せるのか、また証拠を見せる必要があるのかという点が争
点となり、ヒアリング項目の証拠として各社が何を定時するのかなどをアンケートする事となった。
・PT 終了後、「ヒアリング項目対策や御案内、教育などを行っている場合は、チェックシートに記入したとおりに回答するだ
けでそれ以上は必要ない」という事が判明したのでアンケートは取りやめとなった。
・ヒアリング項目の各社回答事例をアンケートして参考とする事になった。
【協議事項】
１．全日本社会貢献団体機構の組織再編について
・資料２ 全日本社会貢献団体機構の組織再編について
＜解説＆結果＞
現在の全日本社会貢献団体機構の組織を変更し、パチンコ・パチスロ業界
全体の社会貢献の受け皿となるような団体になるべく組織を変更したいと考
えていた。この間、各団体に意見を伺ったところ、今すぐに新しい団体に入るこ
とはできないが応分の負担はする、という意見が多く、当初は全日遊連、全防
連を社員として法人化したい。なお「応分の負担」についてはこちらから金額を
指定するのではなく、各団体の事情によりそれぞれ決めていただきたい。
本日の提案は次の３点。
１．依存問題に係わる民間団体等への支援を拡充するために全日本社
会貢献団体機構を組織再編し、まずは全日遊連及び全日防連の
２団体を社員として一般社団法人パチンコ・パチスロ社会貢献機
構を設立する。
２．21 世紀会を構成する各団体は、新しく設立された法人が行う依存
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問題に係わる民間団体等への支援に関する事業に対し、各団体の状況を踏まえた寄付金の拠出を含む応分
の協力を行う。新しく設立された法人は、これら各団体から拠出された寄付金については、依存問題に係わる民
間団体等への支援の原資としてのみ使用するものとし、法人の一般会計とは区分される特別会計として執行・
処理するものとする。
３．各団体及び傘下団体・企業が進めている社会貢献活動全般について、業界におけるその意義と役割等に関す
る議論の場を早急に立ち上げる。
検討の結果、各団体が当件を持ち帰って令和 1 年 9 月 13 日（金）を締切に意見を募ることとなった。
＜PT 意見＞
・とくになし。
【報告事項】
１．「ぱちんこへの依存防止対策に係る実施規程の制定」に関する進捗状況について（資料無し）
説明（全日遊連）：政府の基本計画により「ぱちんこへの依存防止対策に係る実施規程の制定」の策定が求
められており、現在、そのひな型を全日で作成している。９月初めに２１世紀会各団体に見せたい。各団体
で議論をし９月中に回答をいただき、令和 1 年１０月１１日に開催予定の第三者会議の意見を踏まえて
成案化したい。
規定は３部構成で考えている。
１．全体について書かれた要綱
２．ホール向けの規定
３．ホール従業員向けのマニュアル
＜PT 意見＞
・本規定とは別の日遊協の依存問題対策のガイドラインはどうなるのか？ ⇒ 別立てで作成中。一緒になるとか廃案に
なるとかは今のところない。
＜11．2019.8 安心娯楽通信 26 号 2019.6.26 発行＞
ピックアップ 「西村直之代表のちょっとレクチャー 自己申告・家族申告プログラムと権利擁護の課題①」
＜記事 概要＞
当初、パチンコ業界の「パチンコ店舗における依存問題対応ガイドライン」には、既に自己申告プログラムが記載されていたが、
警察庁の要請により家族申告プログラムが追加された。しかしこの家族申告プログラムには、様々な法的課題と制約がある
ため法令化されている所はほとんどない。これは、自由主義社会の思想と法を背景に「個人の行動は、公共の秩序、他社
の権利を侵さない限り、自由に選択でき、余暇・消費行動の一形態であるギャンブリング行為については、本来他者の干渉
を受ける（他者が干渉すべき）ものではない」という考えに基づいている。依存対策の根幹となる法と思想について、より深
い議論が必要。
＜意見＞
・自己申告と家族申告は全くの別物だという事を西村先生は理解して欲しいと考えて
いる。
・「パチンコ店舗における依存問題対応ガイドライン」は、現在改定作業中。
＜12．2019.9 21 世紀会 依存問題対策要綱について＞
21 世紀会より、ギャンブル等依存症対策推進基本計画にのっとり「パチンコ・パチスロ
産業依存問題対策要綱」をパチンコ業界とまとめ所轄官庁に報告する。その為、21
世紀会所属団体に、「パチンコ・パチスロ産業依存問題対策要綱（案）」を提示、9
月末までに意見を募ることとなった。PCSA では 9 月理事会前に意見を募集、議題と
して俎上にあげた。なお、下記は 9 月理事会、電子理事会で検討された議題である。
【要綱 第 3－13】
原案：「各地域の包括的な連携協力体制への参画」

武田 裕明 メンバー
株式会社ニラク

意見：よりわかりやすく、文言を「各地域との包括的な連携協力体制の確立」に変更。
【要綱 第 3－14】
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原案：「RSN の相談データの分析および遊技客の遊技方法の分析等による
相談者・遊技客の実態把握」
意見：ホール・ユーザー・一般社会が共通認識できる対策に繋がるように、
問題を抱えた（抱えている可能性のある）相談者だけでなく、問題
のある人と、そうでない人の違いなどが、客観的な分析結果から見出
せるようにしていただきたい。また「問題のある依存の定義」自体も明
確になっていない。定義があいまいだと解決ができない為、そこも明確
にしてほしい。
【要綱 第 5、7（ATM について）】
原案：第 5：実施内容（ATM については未記載）
第 7：営業所の ATM 及びデビットカードシステムの撤去等に向けた
検討
意見：ATM については風適法議連内での議論等で営業者の任意となって
おり、項目を掲載する必要が無いと思われる。
【要綱 第 5－3】

佐久間 仁 メンバー
株式会社ニラク

原案：第 8 全国的な指針の策定による広告・宣伝の抑制
意見：「抑制」という言葉を変更してほしい。遊技客も減る中、内容を問わず広告・宣伝を減らす方向に行き、「抑制」
の行く末は「広告をしない」になりかねない。「適正な遊技の啓蒙の推進」など前向きな表現に変更してほしい。
【要綱 第 6－2】
原案：②お客様本人の同意のない家族申告による入店制限の検討
意見：この内容は法的に問題があると思われる。法的に問題がある条項を記載することはできない。弁護士に確認し、
クリアしてほしい。
【要綱 第 8】
原案：第 8 依存問題の予防と解決に取り組む民間団体等に対する経済的支援の実施
21 世紀会は、「一般社団法人パチンコ・パチスロ社会貢献機構」への寄付等を通じて毎年、依存問題に取り組
む民間団体等への助成を行います。
意見：支援の実施に加え、社会への発信についても実施してほしい。
【要綱 第 9．都道府県選定「依存症専門医療機関」の広報協力】
原案：ホールは、相談者からパチンコ・パチスロ依存における相談があった場合において、相談者から特に医療機関の紹
介を求められたときは、「依存症対策全国センター」のホームページ
(https://www.ncasa-japan.jp/you-do/treatment/treatment-map/)を紹介することとします。
意見：基本計画に記載されているため、この内容を盛り込む必要があると思われるが、紹介されている一部の医療機関
の HP で、パチンコ・パチスロに対する理解が不足していると思われる表現がみられる。業界から医療機関へのアプ
ローチ（説明）を検討して頂きたい。
【要綱 第 10】
原案：21 世紀会は 2019 年 1 月に第三者機関「パチンコ・パチスロ産業依存対策有識者会議」を設置し、業界が取
り組む各種依存対策についての諮問に対し評価・提言を得る取組を開始しました。
意見：対策を実施する以上、成果が上がってアセスメントするのが重要。この項目に盛り込まれていると考えているが、対
策を取ったことによりどのような効果が出たか、どのくらい依存問題をかかえる人が減ったのか検証してほしい。
【その他】
意見：まずパチンコは公営ギャンブルとは異なり遊技であることを明確にすべき。そして対策を導入する際に、対策案を棚
卸した上で、ギャンブルで必要な対策、遊技では必要でない対策に分け、それぞれの業種に落としていく必要があ
る。縦割りでは無く、対象業種全体で対策の検討をすべきである。対策は既に始まっているが、今後整理していく
べきである。また、必要があればその文言も盛り込んでいただきたい。
＜意見＞
・政府の基本計画の中で、パチンコ業界として要綱を作成する事が求められている。これの草案を全日遊連が作成、これに
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対する意見を集めた。
・要綱内での日遊協のガイドラインの位置づけは？ ⇒ 要綱は政府の基本方針にマッチングさせないといけない。そこで、部
分的には業界の方向性と逆進している箇所もある。
＜13．2019.9 ギャンブル等依存症対策推進基本計画に係る取り組みの推進について
ギャンブル等依存症対策における各地域の包括的な連携協力体制への参画について＞
「ギャンブル等依存症対策推進基本計画に係る取り組みの推進について」
警察庁より、ぱちんこへの依存防止対策として、「ギャンブル等依存症対策推進基本計画」(平成 31 年 4 月 19 日閣議
決定)に基づき、
・RSN の相談窓口告知ポスター、依存対策啓発ステッカー等の掲示
・安心パチンコ・パチスロアドバイザーの配置
・リーフレット等を活用した、RSN、自己申告・家族申告プログラム及び保健所・精神保健福祉センター等の紹介
・共通標語の活用
・自己申告・家族申告プログラムの実施
・入店した客に対する年齢確認の実施
・ATM 等の撤去等
・依存防止対策についての従業員への教育
・適度な遊技方法の案内 等の必要な対策
等の必要な対策実施の周知徹底をお願いされた。
「ギャンブル等依存症対策における各地域の包括的な連携協力体制への参画について」
警察庁より、9 月 17 日付で厚生労働省から各都道府県等に対し、「ギャンブル等依存症対策における各地域の包括的
な連携協力体制の構築について」(以下「厚生労働省通知」という。)が、発出された。
この厚生労働省通知では、都道府県等において、関係事業者を含む地域の関係機関が参画する包括的な連携協力体
制を構築するための「ギャンブル等依存症対策連携会議」に関する事項が定められており、パチンコ業界もこうした連携協力
体制に参画し、各地域における他の関係機関との円滑な連携を確保、情報や課題の共有、最新の知見の収集等を図っ
て欲しいとお願いされた。
＜意見＞
・厚生労働省から警察庁を通じてパチンコ業界へ通知した文書。
・業界の識者からは、いわゆる関係者会議の地方版ではないかと伺った。
・関連して、ギャンブル等依存症対策 都道府県説明について。政府の基本計画に基づいて、各都道府県もそれぞれの計
画を作る必要があり、都道府県計画策定の留意事項が記されている。この各都道府県の計画は、政府の基本計画に沿
わせつつ各都道府県の実情に合わせるべきとなっている。
＜14．2019.9 株式会社ダイナム パチンコ・パチスロ依存問題に関する基礎研究「安全な遊技のためのアンケート調査」について＞
2019 年 9 月 2 日、株式会社ダイナム オフィシャルサ
イトにて、掲題の広報として下記の内容が発表された。
「2019 年 9 月より、公立諏訪東京理科大学 地域
連携研究開発機構 医療介護・健康工学部門（部
門長：篠原菊紀）および、株式会社クロスマーケティ
ングと共同で、パチンコ・パチスロ依存問題に関する基
礎研究「安全な遊技のためのアンケート調査」を実施
致します。」
・会員の方にアンケート調査を実施予定。パチンコに対
する考え方を聞く。遊びなのか利益のみなのか。また、パ
チンコの為に借金をした事があるか、など。
・店舗で遊技するお客の現状を把握するためのアンケー
ト。

- 14 -

依存問題対策プロジェクトチーム

PCSA 研究部会・研究会・プロジェクトチーム 活動の記録 2020
・長年遊んでいるお客様から、安全な遊び方などが分からないかという試み
・個人を特定しない形で、間に公立諏訪東京理科大学を挟んで調査を実施していく。
・郵送でアンケートを依頼する。回答は、返信又は WEB で可能。
・ある程度の遊技期間がある会員をアンケート対象としている。
＜説明＞
・DM のアンケートに同封した説明文書で協力を依頼している。
・アンケートを 2 万人に配布、9 月 20 日現在で 4400 人の回答者。目標は 6000 人。
・アンケートの発送 10 日後に本県に関するニュースリリースが出てから回答が増加した。
・実際のアンケートでは、会員カードの使い方を確認、PPDS 準拠の質問や、ポジティブスケール等の設問が設置されてい
る。これは、いかに健全に遊技が出来ているかを調べるアンケート。
・対象会員 2 万人の抽出条件は、1 年間に○回の遊技にあたり△発以上打ち込んだ方。
・今回のアンケートのためにクレーム窓口も設けたが、クレーム自体がほとんどない。
・データ分析の結果が出てくる時期は未定。
＜15．2019.9 依存問題対策実施確認シートについて＞
全日遊連が作成し各ホールにて定期的に記載を更新、記入していくようにとしているチェックシートに、記述式の問いかけが
追加されている。アドバイザーに相談があった場合の対応、18 歳未満の可能性のあるお客様の対応、従業員教育の実施
状況、適度な遊技方法の紹介など。その回答事例を確認した。
＜意見＞
・８月全日遊連から組合員にアンケートが出されたがそれと微妙に異なる部分がある。
・RSN の６種類のリーフレットは使い処が決まっており、お客様に説明する際にはオリジナルのリーフレットを作成、お客様
に知ってほしい内容として、適度な遊技方法を説明している。
・依存問題対策の実地調査を受け持つ一般社団法人遊技産業健全化推進機構の説明を聞きたい。事務局に招聘
を依頼する。 ⇒ 了解した。
※後日、機構と調整の結果、11 月 15 日（金）の依存問題対策プロジェクトチームにて午前 10 時より説明を受け
ることに決定した。
＜16．2019.10 機構 依存防止対策への取組み状況を確認するための調査の開始について＞
遊技産業健全化推進機構より「依存対策調査」についての連絡が来た。概要は次の通り。
・今後の予定としては、10 月下旬にホールの管理者の方宛に「依存防止対策調査用セット」をお送りさせて頂き、11 月
上旬頃までにはホールの管理者の方宛に「依存防止対策調査用セット」が届く予定。
・ホール経営者の方には内容をご確認頂き、誓約書と同様に所定の事項に
ご記入いただき、押印のうえ、機構（業務委託している専門業者）宛に
「承諾書」のご返送をお願いしたい。
・承諾書の提出締め切りは設けておりませんが、遅くとも来年 1 月より依存防
止対策調査を開始する予定です。従って、可能な限り、12 月中旬頃まで
にご返送頂きたい。
・何を調査するのか？等の詳細内容につきましては、10 月下旬（25 日
頃）までには当機構ホームページにおいてご案内を掲載。
・さらに依存防止対策調査専用ホームページを 10 月下旬（28 日を予定）
に開設し、定款や要綱等を掲載。
・あわせて 10 月下旬～11 月上旬には、当機構事務局並びに業務委託し
ている専門業者に依存防止対策調査相談窓口を設置する。
PT では、11 月 依存問題対策プロジェクトチームでの機構 伊勢崎理事説明
会について、承諾書の取り扱い、18 歳未満の確認等について意見が交わされ
た。
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＜17．2019.10 パチンコ・パチスロ産業依存問題対策要綱について＞
21 世紀会より、ギャンブル等依存症対策推進基本計画にのっとり「パチンコ・パチスロ産業依存問題対策要綱」をパチンコ業
界とまとめ所轄官庁に報告する。その為、21 世紀会所属団体に、「パチンコ・パチスロ産業依存問題対策要綱（案）」を提
示、9 月末までに意見を募ることとなった。PCSA では 9 月理事会とその後の電子理事会で意見をまとめて 21 世紀会に提出
した。事務局は現時点での 21 世紀会からの返答を説明し情報を共有した。PT 参加者からは、元来のパチンコ営業に対する
広告宣伝の規制と依存問題対策としての広告宣伝の規制が二重になっており、その差違が懸念されるという意見が出された。
＜18．2019.10 DMM パチタウン ぱちんこ依存のお勉強について＞
パチンコ業界向けではなく、「DMM パチタウン」を訪れるプレイヤー、ユーザー向けの「ぱちんこ依存を知って頂こう」という記事が
紹介された。内容としては、RSN スタッフによる「RSN とは一体何なのか」「どうなったら依存なのか」「日常生活に影響を及ぼす
とは？」といった説明がされ、最後に参加者からの質問に回答している。DMM パチタウンとしては、今後も「一般の方向け」の記
事として依存を取り上げていく事、そして次回からホール企業を大賞としていくと説明された。参加社からは、一般の方向けの情
報発信は非常に重要という意見が出された。
＜19．2019.11 21 世紀会 パチンコ・パチスロ産業依存問題対策要綱について＞
21 世紀会は、ギャンブル等依存症対策推進基本計画にのっとり「パチンコ・パチスロ産業依存問題対策要綱」をパチンコ業界
でまとめ、所轄官庁である警察庁に報告をする。その為 21 世紀会所属団体に、「パチンコ・パチスロ産業依存問題対策要綱
（案）」を提示、意見を募り修正案を 11 月 11 日の 21 世紀会にて審議、決議した。そこには、余暇進からの意見書、
PCSA、日工組、日電協からの修正案が部分的に組み込まれている。更に、日遊協から、原案の修正ではなく別の文書であ
る「パチンコ依存問題対策基本要綱」の提案があった。
従って、
１．日遊協 「パチンコ依存問題対策基本要綱」
⇒ パチンコ業界が依存問題に対し的確に対応する為の「基本姿勢」
２．全日遊連 「パチンコ・パチスロ産業依存問題対策要綱」
⇒ １．「パチンコ依存問題対策基本要綱」に基づき、パチンコ業界における依存問題への「具体的対策」
という位置づけで決議がされた。PT では、新たに出てきた日遊協 「パチンコ依存問題対策基本要綱」の内容の読み解きを実
施、情報を共有した。
＜20．2019.11 自己申告・家族申告プログラム 導入店舗アンケートについて＞
2019 年 11 月 12 日、余暇進 秋季セミナーにて行政講話が行われ「ぱちんこへの依存防止対策」に関して、他ホール団体
における「自己申告・家族申告プログラムの導入率」が言及された。PCSA でも 2017 年 11 月、2018 年 11 月に導入店舗
数のアンケートを実施しており、今年度も継続してアンケートを実施する事となった。
＜21．2019.12 PCSA 自己申告・家族申告プログラム 導入店舗アンケートについて 途中経過＞
現状、集計途中のアンケートの内容を確認しながら、特に家族申告プログラムの申告事例について情報を共有した。また、具
体的な対応における顔認証の有用性、認証率の幅な
どの情報を共有した。
＜22．2019.12 自己申告・家族申告プログラム
導入開始報告書」提出促進 ご協力のお願い(21
世紀会) ＞
21 世紀会では、「自己申告・家族申告プログラム」の
導入件数を集計して報告書を定期的に警察庁へ報
告している。しかし、現在集計中の導入件数 2993 件
（令和元年 10 月末）は、各団体で調査した導入件
数との解離があると聞いており、再度調査を実施すると
の事をホール 5 団体に発信、協力を依頼した。PT では、
本情報を共有すると共に周知を徹底した。
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＜23．2019.12 依存問題対策確認シートの運用開始について＞
21 世紀会は、一般社団法人遊技産業健全化推進機構（以降、機構）による「依存防止対策への取組み状況を確認す
る調査」への対応として「依存問題対策実施確認シート」（以降、確認シート）をホール 5 団体を経由して店舗に配布、月
1 回程度の頻度での記入、店舗での保持をする事とした。PCSA では、確認シートと記入要領などを PCSA 正会員に配布し、
運用を依頼している。PT では、独自形式で運用している会員企業から、この形式に合わすことが必須なのかという質問があり、
確認した所、現場での混乱を避けるためにも原則「必須」での対応を求められた。
＜24．2019.12 自己申告・家族申告プログラム導入店 状況アンケート 報告 令和 1 年 11 月 30 日時点＞
掲題のアンケートの内容だが、概要としては、PCSA 正会員 20 社全てより回答があり、全 681 店舗中、自己申告・家族申
告プログラムの導入店舗は、共に 651 店舗、95.6％が導入済みという結果となった。
＜25．2020.1 コロナウイルスの影響について＞
PT では、店舗や本社でアルコールによる手指消毒などの対策を実施、店舗従業員のマスク着用が奨励されている状況等が報
告された。ただ、感染者の存在、不在の都道府県間での緊張感の温度差は否めない点も指摘された。また、マスクの在庫は
既に底をつきかけており、確保が難しい現状も共有された。
＜26．2020.1 PCSA 自己申告・家族申告プログラム 導入店舗アンケートについて＞
2019 年 11 月 12 日、余暇進 秋季セミナーにて行政講話が行われ「ぱちんこへの依存防止対策」に関して、他ホール団体
における「自己申告・家族申告プログラムの導入率」が言及された。PCSA でも 2017 年 11 月、2018 年 11 月に導入店舗
数のアンケートを実施しており、2019 年にも継続してアンケートを実施した。アンケートでは PCSA 正会員全て 20 社からの回
答をまとめ、結果として自己申告・家族申告プログラム導入率は共に 95.6％の結果となった。PT では、自己申告・家族申告
プログラムの申し込み人数 25 名の詳細や、一般社団法人遊技産業健全化推進機構による依存問題対策確認調査の事
例 3 件についての情報共有がされた。
＜27．2020.1 21 世紀会 パチンコ依存問題対策基本要綱、パチンコ・パチスロ産業依存問題対策要綱について ＞
21 世紀会は、ギャンブル等依存症対策推進基本計画にのっとり「パチンコ依存問題対策基本要綱」、「パチンコ・パチスロ産
業依存問題対策要綱」を 11 月 11 日の 21 世紀会にて承認し、その後、諸々の内容確認を済ませ 12 月 27 日に制定を
各方面に正式に通知した。なお、1 月 15 日には、安心娯楽宣言ホームページにこの 2 つの要綱が掲載された。PT では、12
月のか PT で確認済みの為、上記の経緯を共有するにとどめた。
＜28．2020.1 21 世紀会について＞
開催日時：2020 年 1 月 28 日
場所：第一ホテル東京 21 階 ルミエール
決議事項：
1．依存問題に係わる民間団体等への支援の拡充の件
＜説明＞
昨年 4 月に閣議決定された依存問題に関する国の基本計画において事業者に求められている、「パチンコ・パチスロ
依存問題に係わる民間団体等への支援の拡充」の件について、昨年 8 月 30 日に開催された 21 世紀会の代表者
会合で決議がされた。
決議は 3 点あったが、その内、新しく設立された法人が行う依存問題に係わる民間団体等への支援に関する事業に
対する寄付金の拠出の方法等については 2 つの意見があり決定には至らなかった。
2 つの意見の内 1 つは、21 世紀会として寄付金の拠出総額をはじめ募集要項の概要を定め、当該募集要項に基
づく実務の運用を法人に業務委託する考え方。
もう 1 つは、募集要項は法人が定め、当該募集要項に基づく実務の運用も法人が自立的に行い、21 世紀会を構
成する各団体は、各団体の状況を踏まえたそれぞれの判断に基づいて、寄付金の拠出の実行又は不実行及び実行
する場合の当該額を決めるものとする考え方。
これまでに結論は出ていないが、2020 年度の一般助成の申請募集が既に始まっており、当該手続きは審査の段
階にあることを考慮し、少なくとも 2020 年度においては、法人事務局が定めた募集要項に基づく現に進行中の手続
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きに合わせ、法人事務局からの要請に対し、各団体の判断に基づいて寄付金の拠出の実行又は不実行及び実行
する場合の当該額を決めるとするのが適切であると考える。
＜意見＞
特になし。
＜決議＞
議長：依存問題に係わる民間団体等への支援の拡充として行う一般社団法人パチンコ・パチスロ社会貢献機構に
対する寄付金の拠出の方法等については、今後とも協議を継続するが、少なくとも 2020 年度においては、法人
事務局が定めた募集要項に基づく現に進行中の手続きに合わせ、法人事務局からの要請に対し、各団体の判
断に基づいて寄付金（同法人の社員である場合には社員としての会費）の拠出の実行又は不実行及び実行
する場合の当該額を決めるものとしてよいか？
一同：異議なし
2．有識者会議委員の選任の件
＜説明＞
パチンコ・パチスロ産業依存対策有識者会議委員の任期については、同有識者会議規約第 5 条の定めにより、1 年
とされ、再任を妨げない、となっている。
ちなみに、現委員の任期は 2020 年 3 月 31 日までであるため、本 21 世紀会において、次の任期である 2020 年
4 月 1 日から 2021 年 3 月 31 日までの委員について選任したい。
また、最初に選任された有識者会議委員の任期は同条第 1 項ただし書きで 2019 年 3 月 31 日までとされていま
すので、本来は、同日までに開催された 21 世紀会で委員を選任し、当該委員が 2019 年 4 月 1 日以後の活動を
行っている必要があったが、事務局の過誤によって同日までの 21 世紀会における選任を怠り、現在に至っております。
この件について昨年 10 月 13 日に開催された有識者会議に諮ったところ、委員から、「2019 年 4 月 1 日以後もそ
れぞれが委員であるとの認識で活動し、『中間答申』も行っている事実を踏まえ、2020 年 4 月 1 日から始まる任期
に係る委員の選任と併せ、現委員の選任に関する追認の決議を行ってもらえば問題がない」との見解をいただいてい
る。
したがって、本 21 世紀会において、2020 年 3 月 31 日までを任期とする現委員の選任に関する追認の決議も併
せて行っていただきたいと思います。
候補者（現委員）は下記の 6 名。
稲冨 仁氏、柏木 勇一氏、坂元 章氏、長崎 俊樹氏、總山 哲氏、伏見 勝氏
なお、伏見氏からは 2020 年 4 月以降の委員の就任について辞退があったので、本年 4 月以降は 5 名として審議
いただきたい。
＜意見＞
特になし。
＜決議＞
議長：それでは、説明の通り、本年 3 月 31 日までの委員を上記の 6
名、本年 4 月 1 日から 1 年間の委員を伏見氏を除く 5 名で選任し
てよいか？
一同：異議なし
報告事項：
1．「パチンコ・パチスロ産業依存問題対策要綱」に係る付属規程類の策定に
ついて
①全日遊連で「パチンコ・パチスロ産業依存問題対策要綱」に係る付属規程
類について、現在「実施規程」「マニュアル」の作成作業をしている。今年度
中に完成予定
②日遊協で「資料 A」を準備し、それに基づき説明
1．「自己申告・家族申告プログラム」の導入件数は別紙 1 の通り。本年
1 月 22 日現在、3888 店。今後も導入および導入の報告をお願い
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したい。
2．「自己申告・家族申告プログラム」の利用者向けの案内を作成ちゅう。また、導入店舗一覧を本年 3 月下旬にウ
エブサイトに掲載予定。
3．「自己申告・家族申告プログラム」マニュアルの改訂。本人同意の無い家族申告プログラム導入に向け、改定案を
作成中。年度内に意見調整し最終提案をしたい。詳細は別紙 2 にあるので、ご意見があったら日遊協まで伝え
てほしい。
2．2020 年度パチンコ・パチスロ依存問題フォーラムについて
下記の内容でフォーラムを開催予定。ポスター案も添付しているのでご確認いただきたい。
日時：

2020 年 5 月 14 日（木）14 時から 16 時 30 分

場所：

東京・大井町 きゅりあん 大ホール

講師：

大野 真希氏（長良川ボーリングセンター専務取締役）
中村 努氏（ワンデーポート施設長）
篠原 菊紀氏（公立諏訪東京理科大学 医療介護健康工学部門長）

3．パチンコ・パチスロ産業依存対策有識者会議の開催について
1 月 23 日に開催予定の委員全 6 名の参加によりパチンコ・パチスロ産業依存対策有識者会議が開催された。主に前
回の会議後（10 月 11 日）の業界の状況について説明。
・12 月制定の要綱の内容
・遊技産業健全化推進機構の調査開始について
・社会貢献機構の設立について
・2020 年度の依存フォーラムについて
・本人同意の無い家族申告プログラムについて
＜その他＞【PCSA での審議議案】
審議事項 1 で可決された「依存問題に係わる民間団体等への支援の拡充」に係わり、2020 年度の支援について、一
般社団法人パチンコ・パチスロ社会貢献機構の廣田専務理事より説明があった。
現在、すでに助成の募集を開始しており、各団体で「パチンコ・パチスロ依存問題の予防と解決に取り組む団体・研究機
関への助成に対する寄付について」お願いで寄付金の協力のお願いがあった。
「寄付金を出す・出さない」および「寄付金額」についてご検討いただき、令和 2 年 2 月 21 日までにご連絡をいただきた
い。
この議案については、PCSA1 月拡大理事会にて審議したものの継続審議となった。
PT では、決議事項１．依存問題に係わる民間団体等への支援の拡充の件について、依存問題支援団体のセミナーに支援
がされており、おかげで開催ができたという情報が共有された。
報告事項 1．「パチンコ・パチスロ産業依存問題対策要綱」に係る付属規程類の策定についてでは、日遊協がぱっと見てわか
りやすいマニュアルを作成中であるという情報が共有された。
報告事項 2．2020 年度パチンコ・パチスロ依存問
題フォーラムについてでは、各講演者の割り振り時間
がおよそ 45 分という点について、短いのではないか
90 分の方が良いのではという意見が出された。
＜29．2020.1 パチンコ店における依存問題対策
ガイドライン 案について＞
2020 年 2 月 18 日、「パチンコ店における依存問
題対策ガイドライン 案 」が 21 世紀会事務局
（全日遊連）より届き、「3 月末までに成案化する
必要があるため、素案の段階で意見、質問等を集
めたい、従って、2 月中に意見のとりまとめしたい」とい
う先方の要望に PCSA としては下記の様に対応す
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る。
１．依存問題対策プロジェクトチームにて、本件に関する意見質問を集める。
２．PCSA 執行部に内容を確認、21 世紀会事務局（全日遊連）に送る。
※ 本ガイドライン巻末に８．付属規程類として列記している規程類は、現在作成
中なので、今回は含まれていない。
PT では、下記 5 点の意見をまとめた。
＜1 要望 保健所、精神保健福祉センターの記載について＞
パチンコ店における 依存問題対策ガイドライン（以降、「ガイドライン」と呼称）中に、
依存問題を抱えた方の相談先として「保健所、精神保健福祉センター」の記載が入っ
ています。厚生労働省の HP において相談機関として指定しているため記載は問題あ
りませんが、店舗が依存問題を抱えた方の紹介をスムーズに行い、適切な相談が受け
られるようにパチンコ業界の取り組みを理解いただくなど行政との協力関係の構築をお
戸田 有希乃 オブザーバー

株式会社ニラク

願いします。
＜記載箇所＞
2 ページ目、③安心パチンコ・パチスロアドバイザー講習会受講者の役割

3 ページ目、４．お客様に向けて依存防止を啓発するための告知物の活用について
＜2 質問 具体的な対応手順を予め定め について＞
ガイドライン中の２ページ目 （2）① 従業者教育の実施 点 2 つ目に、「具体的な相談対応手順を予め定め」との
記述がありますが、「具体的な」はどのレベルの対応手順を求めているのでしょうか？
＜3 意見 全従業者が閲覧できる について＞
ガイドライン中の 2 ページ目 （２）② 点 1 つ目に、依存問題対策実施確認シートを「全従業員が閲覧できる場所」
とありますが、対応できない従業員であれば、店長や役職者につなげばよいはずなので、「決められた場所に保管し」と変
更をお願いします。
＜4 意見 依存問題と車内放置は直接の関連性・・・ について＞
ガイドライン中の６ページ目、④ 点 2 つ目冒頭の「依存問題と車内放置は直接の関連性はないように思われがちです
が、」の部分は、その後に「直接の関連性」を説明していないため、ない方が理解しやすいと思われます。
＜5 意見 付属規定類 18 歳未満立ち入り禁止マニュアル について＞
ガイドライン中の６ページ目、８．付属規定類 ４）「18 歳未満立ち入り禁止について」は再び、返金する、しないの
論争が再燃しない形の附属規定にして頂けますようお願いします。

＜＜ ２．パチンコ・パチスロ依存問題フォーラム ＞＞
＜１．2019.4 21 世紀会 パチンコ・パチスロ依存問題フォーラム 実行委員会＞
記
名称：パチンコ・パチスロ依存問題フォーラム
開催日：平成 31 年 5 月 14 日
時間：午後 2 時～午後 7 時 30 分
場所：東京都中野区の生涯学習・文化芸術活動拠点施設
「なかの ZERO(もみじ山文化センター)」 小ホール (客席 507 席)
目的：１．「安心パチンコ・パチスロアドバイザー」を対象に、パチンコ・パチスロ依存問題に関する対応の現状と課題を
明らかにするとともに、各店舗におけるアドバイザーの活動状況と得られた教訓を共有し、アドバイザーの活
動のさらなる強化と質的向上を図る。
２．パチンコ・パチスロ依存問題の予防と解決に取り組んできた又は取り組もうとする団体に対して全日本社会
貢献団体機構が行う、当該団体の事業活動に対する特別助成について、助成金の贈呈式を行う。
３．依存問題啓発週間(5/14~5/20)にあたり、一般市民を対象に、パチンコ・パチスロ依存問題に対する
正しい関心と理解を求め、依存問題の予防と解決に資する。
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スケジュール案：
第 1 部 基調報告 対象：パチンコ・パチスロ安心アドバイザー
「パチンコ・パチスロ依存問題に関する対応の現状と課題」
・事例報告：「RSN への出向を終えて」 ※パネルディスカッション
出向によって得たものと地元に帰ってからの店舗をはじめとした取組み内容の報告
・総括報告：「第 1 部のまとめ」 RSN 西村直之代表（予定）
第 2 部 経過報告
「特別助成の経過報告」 全日本社会貢献団体機構 会長（予定）
・贈呈 ・助成金の贈呈 ・挨拶 ・被助成団体代表からの挨拶
第 3 部 基調報告 対象：一般
「(仮題)パチンコ・パチスロ依存問題の正しい理解のために」 RSN 西村直之代表（予定）
・事例報告 ・団体機構助成団体その他依存問題関係団体の活動 ・事例報告
以上
部会では、第一部、第二部それぞれの申込み人数の情報等を共有。参加予定者からレポートを募り次回検討する事とな
った。
＜２．2019.5 パチンコ・パチスロ依存問題フォーラムについて＞
開催日：令和 1 年 5 月 14 日（火）
時間：午後 1 時 30 分～7 時 30 分
会場：なかの ZERO 小ホール （東京都中野区中野）
14：00

第一部 （対象：安心パチンコ・パチスロアドバイザー）
基調報告「パチンコ・パチスロ依存問題に関する対応の現状と課題」
阿部 恭久 パチンコ・パチスロ産業 21 世紀会 代表
助成金内定式
パネルディスカッション「パチンコ依存相談機関にかかわって」
コーディネーター： 大野 真希 様 株式会社長良川ボウリングセンター
パネラー：

上田 正稔 様 株式会社グランド商事・アドバンス
鈴木 智一 様 株式会社マルハン
原田 修士 様 光明興業株式会社
星野 勝彦 様 フシミコーポレーション株式会社

総括報告
18：00

西村 直之 様 認定特定非営利活動法人リカバリーサポート・ネットワーク

第二部 （対象：一般）
基調報告・事例報告「パチンコ・パチスロ依存問題の正しい理解のために」
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西村直之 様

認定特定非営利活動法人リカバリーサポート・ネットワーク 代表理事

事例報告
坂本章 様

日工組社会安全研究財団 パチンコ・パチスロ遊技障害研究会員
お茶の水女子大学 基幹研究院人間科学系教授

高澤和彦 様

浦和まほろ相談室 代表（精神科医）

全日本社会貢献団体機構 2019 年度特別助成 4 団体代表者からの事例報告
・中村 努 様

認定非営利活動法人ワンデーポート 理事・施設長

・梅田 靖規 様

一般社団法人ダルクヴィレッジ 代表理事

・中川 賀雅 様

特定非営利活動法人ちゅーりっぷ会長崎ダルク 代表理事

・横山 順一 様

一般社団法人むらワーカーズホーム 代表理事

＜概要＞
安心パチンコ・パチスロアドバイザーを対象とした第 1 部の基調講演では、阿部恭久代表が今回フォーラムを開催するに
至った経緯を説明した後、パチンコ・パチスロ依存問題対応の現状と課題を報告した。その中で「遊技業界の最も新しい
課題は、4 月 12 日に閣議決定された『ギャンブル等依存対策推進基本計画』への対応」とし、業界として求められてい
る主な取り組みを具体的に紹介した。
助成金内定式では、認定特定非営利活動法人ワンデーポート、一般社団法人神戸ダルクヴィレッジ、特定非営利活
動法人ちゅーりっぷ会 長崎ダルク、一般社団法人むらワーカーズホームの 4 団体に、2019 年度全日本社会貢献団
体機構特別助成の内定証が贈られた。
パネルディスカッションでは、認定特定非営利活動法人リカバリーサポート・ネ
ットワーク（以降、RSN）へ出向経験のある 5 名が、自身の経験した相談
内容などを紹介、他のパネラーからの質問に対応するという形式で意見交換
が行われた。
パネルディスカッション後の西村直之 RSN 代表理事による総括報告では「パ
チンコが他のギャンブル産業と差別化できるところは、賭博かそうでないかでは
なく、対人サービスであること。そして依存問題への対応というのは産業の発
展や社会に役立つ取り組みである」と話された。
第２部では、西村直之 RSN 代表理事が基調報告「パチンコ・パチスロ依存
問題の正しい理解のために」を講演したほか、日工組社会安全研究財団パ
チンコ・パチスロ遊技障害研究会員の坂元章氏（お茶の水女子大学基幹
研究院人間科学系教授）と、浦和まはろ相談室代表の高澤和彦氏（精
神保健福祉士）が事例を報告した。また、第一部で全日本社会貢献団
加藤 英則 代表理事

夢コーポレーション株式会社

体機構の 2019 年度特別助成を受けた 4 団体の代表者がそれぞれ日頃
の活動等を報告した。

＜３．2019.8 パチンコ・パチスロ依存問題フォーラム 開催結果報告・DVD について＞
令和 1 年 5 月 14 日（火）に開催された掲題のフォーラムの開催結果報告（冊子）と DVD が事務局に届いた。PT で
は、結果報告の内容を確認し、結果報告並びに DVD を、PT メンバー内のみで閲覧する事とした。
＜記＞
開催日：令和 1 年 5 月 14 日（火）
時間：午後 1 時 30 分～7 時 30 分
会場：なかの ZERO 小ホール （東京都中野区中野）
14：00

第一部 （対象：安心パチンコ・パチスロアドバイザー）
基調報告「パチンコ・パチスロ依存問題に関する対応の現状と課題」
阿部 恭久 パチンコ・パチスロ産業 21 世紀会 代表
助成金内定式
パネルディスカッション「パチンコ依存相談機関にかかわって」
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コーディネーター： 大野 真希 様 株式会社長良川ボウリングセンター
パネラー：

上田 正稔 様 株式会社グランド商事・アドバンス
鈴木 智一 様 株式会社マルハン
原田 修士 様 光明興業株式会社
星野 勝彦 様 フシミコーポレーション株式会社

総括報告
18：00

西村 直之 様 認定特定非営利活動法人リカバリーサポート・ネットワーク

第二部 （対象：一般）
基調報告・事例報告「パチンコ・パチスロ依存問題の正しい理解のために」
西村直之 様

認定特定非営利活動法人リカバリーサポート・ネットワーク 代表理事

事例報告
坂本章 様

日工組社会安全研究財団 パチンコ・パチスロ遊技障害研究会員
お茶の水女子大学 基幹研究院人間科学系教授

高澤和彦 様

浦和まほろ相談室 代表（精神科医）

全日本社会貢献団体機構 2019 年度特別助成 4 団体代表者からの事例報告
・中村 努 様

認定非営利活動法人ワンデーポート 理事・施設長

・梅田 靖規 様

一般社団法人ダルクヴィレッジ 代表理事

・中川 賀雅 様

特定非営利活動法人ちゅーりっぷ会長崎ダルク 代表理事

・横山 順一 様

一般社団法人むらワーカーズホーム 代表理事

＜概要＞
安心パチンコ・パチスロアドバイザーを対象とした第 1 部の基調講演では、阿部恭久代表が今回フォーラムを開催するに
至った経緯を説明した後、パチンコ・パチスロ依存問題対応の現状と課題を報告した。その中で「遊技業界の最も新しい
課題は、4 月 12 日に閣議決定された『ギャンブル等依存対策推進基本計画』への対応」とし、業界として求められてい
る主な取り組みを具体的に紹介した。
助成金内定式では、認定特定非営利活動法人ワンデーポート、一般社団法人神戸ダルクヴィレッジ、特定非営利活
動法人ちゅーりっぷ会 長崎ダルク、一般社団法人むらワーカーズホームの 4 団体に、2019 年度全日本社会貢献団
体機構特別助成の内定証が贈られた。
パネルディスカッションでは、認定特定非営利活動法人リカバリーサポート・ネットワーク（以降、RSN）へ出向経験のあ
る 5 名が、自身の経験した相談内容などを紹介、他のパネラーからの質問に対応するという形式で意見交換が行われた。
パネルディスカッション後の西村直之 RSN 代表理事による総括報告では「パチンコが他のギャンブル産業と差別化できる
ところは、賭博かそうでないかではなく、対人サービスであること。そして依存問題への対応というのは産業の発展や社会に
役立つ取り組みである」と話された。
第２部では、西村直之 RSN 代表理事が基調報告「パチンコ・パチスロ依存
問題の正しい理解のために」を講演したほか、日工組社会安全研究財団パ
チンコ・パチスロ遊技障害研究会員の坂元章氏（お茶の水女子大学基幹
研究院人間科学系教授）と、浦和まはろ相談室代表の高澤和彦氏（精
神保健福祉士）が事例を報告した。また、第一部で全日本社会貢献団体
機構の 2019 年度特別助成を受けた 4 団体の代表者がそれぞれ日頃の活
動等を報告した。
＜４．2019.12 2020 年度 第 1 回 パチンコ・パチスロ依存問題フォーラム実
行委員会について＞
本件について、事務局より説明がされた。2020 年度 第 1 回依存フォーラム実行
委員会にて、来年５月 14 日の依存フォーラムの内容を確認した。中野から大井
町に会場が変更、開催時間が前回の午前午後から午後１本に絞られた。講演
は、ホール企業の方、ワンデーポート中村努氏、研究者の 3 名で２時間半の内
容。PT からは、福祉支援をされている方に声をかけるべき、マスコミにアピールするチ
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ャンス等の意見が出された。
＜概要＞
開催日：

令和 1 年 12 月 9 日（月）

時間：

午前 10 時 30 分～11 時 35 分

会場：

全日遊連 3 階 大会議場

出席者：

全日遊連、日遊協、日工組、日電協、全商協、回胴遊商、自工会、補給組合、メダル工業会
同友会、余暇進、PCSA（依存問題対策プロジェクトチーム リーダー 辻 良樹 事務局）
認証協、PSA、社会貢献、出席者 合計 15 団体 22 名

議題：

2020 年度パチンコ・パチスロ依存問題フォーラムについて

＜開催概要案＞
１．日時：2020 年 5 月 14 日（木） 14 時から 16 時 30 分 （会場は、11 時から 17 時で予約）
２．場所：東京・大井町 きゅりあん 大ホール
３．プログラム案（コンテンツ）
・21 世紀会 阿部代表 あいさつ
・講演１（事業者の立場から）
・講演２（支援に携わる当事者の立場から）
・講演３（研究者の立場から）
・コーディネーター
＜会場案について＞ 全日遊連 説明
・前回の会場、中野ゼロではなく、今回は「きゅりあん」という会場を使用予定。東京駅から近い大井町駅徒歩 2~3 分。
・キャパシティは十分あり、参加者の人数によって段階的に対応出来る。
＜プログラム案について＞ 全日遊連 説明
・プログラムの講演者、コーディネーターは、全員の日程を確保済み。
・今回は、午後のみの 2 時間 30 分。
＜意見＞
・時間が 2 時間半で足りるのか。講演の長さはどのくらいか。 ＞1 人 45 分くらいを想定。
・依存に陥ったが回復されたという当事者の話があると良い。 ＞講演２、支援に携わる当事者の立場からお話し頂く。
・人数が多くなる可能性がある。受付の対応はどうするか ＞受付はオペレーションを早めに決めて対応する。
・広告宣伝は、前回と同じく駅貼りのポスターを検討している。なお、前回は、「啓発週間」と「依存フォーラム」の 2 要素を
1 ポスターにまとめていたが、今回は、依存フォーラム個別のポスターで訴求力を上げたい。
・一般マスコミへの対応は？ 事前、事後のプレスリリースは？ ＞未検討。各団体、これに関してはご意見を伺いたい。
＞こちらから先に情報を提供することも検討したい。
＜次回開催＞
開催日時：2020 年 1 月 20 日（月）午後 2 時～
場所：全日遊連 3 階大会議室

＜＜ ３．依存問題対策プロジェクトチーム 勉強会 ＞＞
＜ １．第 3 回 依存問題勉強会 ＞
開催日時 令和 1 年 7 月 27 日（土）
午前 10 時 30 分～正午 12 時
開催場所 TKP 上野駅前ビジネスセンター 6A
出席人数 メンバー8 名､賛助メンバー1 名､正会員オブザーバー3 名、合計 12 名
講師

医療法人社団 正心会 よしの病院 精神科専門医 河本 泰信 様
（右写真）

ご講演頂きたい内容
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・依存から自然回復 80％という事柄について先生のお考えをお聞きしたい。
・厚生労働省の出しているギャンブル依存の疑いのある方の人数についてどうお考えですか。
・医療の立場からギャンブル依存からの回復にどう対処しているのかお聞きしたい。
講演概要 ギャンブル”等”は、人々が趣味や勉強などと同じく、ある一時期において熱中し、依存し、習慣化し、やがては飽きて
やめていくものである。しかし、その人々の中でトラウマ、心的外傷、被虐待歴、被害体験のある方、依存症、うつ病や
アルコール症の方は、依存して問題化しても飽きる可能性が低い事もあり、精神科などの医療的手段が回復には必
須。むしろその背景があるからこそ、ギャンブルにはまって問題を起こしていると考えられる。また、借金があったり、負けを
取り返したいと考えている方は、その方の欲望、何を求めてギャンブルをやっているのか、何が隠された欲求なのか、など
を探る事で現在の状況を自覚して回復していく事が出来る。そして、こういったアドバイスは、パチンコのプロであるホール
の方にしかできないと自分は考えている。
また、厚生労働省は、あくまでもギャンブル依存を病気として扱っている。従って、ギャンブル依存を産み出すギャンブル”
等”は、「悪」であると考えていてもおかしくない。
また、マスコミや世論なども、ギャンブル依存は「悪」であるという見方が強い。※病気と考えているかは不明。
ギャンブル”等”を悪と見なす風潮は、昔の公害とその原因である企業を相手取る訴訟を思い出し、同様の事柄がパチ
ンコ業界に起きかねないと懸念している。
質疑応答 Q：依存症での入院は保険の対象となるのか？
A：保健対象となる。
Q：紹介されたサポートコールなどはパチンコも受け付けるのか？
A：他のギャンブルも含めて受け付けている。なお、パチンコ、パチスロの電話が 6 割を占める。
Q：欲望モデルの社会での認知度は？
A：ない。現在は病気モデルが一般的。
Q：厚生労働省は依存症は脳の病気と考えているが、本気で思っているのか、建前なのか？
A：厚生労働省は病気と言っている。一方、内閣府は依存”問題“として扱っている。
事前質問 Ｑ１ 依存問題について話す中で、よく「止めたくても止められない」という表現が出てきますが、これは問題を起こした
ことのない人にとっては分かりにくい表現であり、「パチンコに逃げることは止めたいけれど、パチンコに逃げることを止め
られない」と表現した方が理解してもらいやすい気がします。
職場や家庭に居心地の悪さを感じてパチンコ店に逃げてきてしまう人が、根本的な解決をするには、会社の人間や
家族と自分の振る舞いや、相手に望むことなど、面と向かって話す必要があります。しかしながら、その人自身の弱さ
や、あるいは周囲の理解の無さから、それがなかなかできない人がいるという状態を医療で解決することは難しいと感
じています。
Ｑ1-1 パチンコ・パチスロの依存問題に対して、医療ができることと、できないことは何でしょうか？
Ｑ1-2 それに対する厚労省や医療機関の方々の認識は統一されて
いるのでしょうか？
Ｑ２
Ｑ2-1 職場や環境、人物像など、統計的に依存問題に陥りやすい要
因はあるのでしょうか？
Ｑ2-2 依存への予防、対策に有効な方法はありますか？ また、ホー
ルができる事は何でしょうか？
Ｑ３ 厚生省の統計で「依存の疑いのある」という表現がありますが、その
中でも深刻度は異なっていると考えます。
Ｑ３-１ 厚生省の調査は SOGS を用いて実施されていますが、質問
項目の内、統計において依存症と認めるのに重視している項目
はありますか？
Ｑ３-２ SOGS の質問を読むと何かを自覚したことがあるかを尋ねる
内容が多いと感じますが、自覚しやすい人が依存症になりやすい
のでしょうか？
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Ｑ３-３ 最も軽度な「依存の疑いのある」人の症状は何でしょうか？ またその方に対する医療内容は、どういった
ものになるのでしょうか？ 薬、カウンセリング？
Ｑ３-４ 重篤化した「依存の疑いのある」人の症状は何でしょうか？ またその方に対する医療内容は、どういった
ものになるのでしょうか？ 薬、カウンセリング？（軽度な方と同様でしょうか）
Ｑ４
Ｑ４-１ 媒体（情報発信者、メディア）として取り組めることや、医師としての立場から媒体（情報発信者、メ
ディア）に望むことはありますか？
Ｑ４-２ ゴールが見えない問題だと個人的には思っていますが、ホールの対策としてゴールに近しい着地点はあるので
しょうか？ どうすれば国や世論から認めてもらえるのでしょうか？
＜ ２．第４回 依存問題勉強会 ＞
開催日時 令和 2 年 1 月 24 日（金）
午前 10 時 30 分～正午 12 時
開催場所 TKP 上野駅前ビジネスセンター 6A
出席人数 代表理事 1 名、メンバー8 名､賛助メンバー1 名､正会員オブザーバー7 名、賛助会員オブザーバー4 名、
合計 21 名
テーマ

「認定 NPO 法人ワンデーポートの活動について」

講師

中村 努 様

認定 NPO 法人ワンデーポート 施設長（右写真）

サブテーマ ・最近の依存問題について思うこと
・地域連携のありかたについて
・ホールに求める事
・最近のワンデーポートの利用者と対面相談の傾向について
講演概要 2019 年 11 月 30 日～2020 年 1 月 3 日までのほぼ 1 ヶ月、ワンデー
ポートでの中村努様の活動内容や入所者の一週間、様々な活動を語り
ながら、障害がある人にとっての就労、またそれを支援する「就労支援」の
在り方を延べた。また、広汎性発達障害の実際のケースを説明しながら、
自閉症の特性、AD/HD（注意欠陥多動性障害）と ASD（自閉スペク
トラム症、広汎性発達障害、アスペルガー）の違いなどを説明した。更に
生活保護や地域による支援活動の詳細を述べた。最後に「ワンデーポートは、こういったかかわる人を支援したい。なる
べくなら決まりの外で柔軟に対応して、ワンデーポートができることをやっていきたい」と締め括った。
内容

ワンデーポート 2019 年 11 月 30 日～2020 年 1 月 3 日までの活動。

＜＜ ４．依存問題対策セミナー、勉強会について ＞＞
＜１．2019.4 株式会社ニラク主催セミナー 「パチンコ『依存』を知り、依存対策について考える」について＞
本件について下記の概要が説明された。
＜株式会社ニラク主催セミナー 「パチンコ『依存』を知り、依存対策について考える」＞
開催日：

令和元年 5 月 15 日（水）

時間：

午後 2 時 30 分～午後 5 時

場所：

福島県 郡山市 男女共同参画センター「さんかくプラザ」 2F 集会室

スケジュール：
14:40

第一部 基調講演
「パチンコ依存対策の過去・現在・未来」
講師 中村 努 様 認定 NPO 法人ワンデーポート 理事・施設長
政府ギャンブル等依存症対策推進関係者会議 委員

15:40

第二部 公開討論会
「依存対策のこれからを考える」
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コーディネーター 高澤 和彦 様 浦和まほろ相談室 代表 / 精神保健福祉士
パネリスト

稲村 厚 様

司法書士 他

PT メンバーからは、セーフティネットの整備という課題があり地域の方々と連携を取りたいと考え、今回のセミナーを開催。
対象は、近傍の保健、支援団体などで定員 50 名。第二部の討論会には、アミューズメントジャパンでパチンコの遊び方
などを連載しているパチプロの方も参加する、と説明した。
＜２．2019.4 依存問題基礎講座について＞
平成 31 年 4 月 7 日に開催された掲題の会合内容について説明された。
テーマ：

千葉県精神保健福祉センターのギャンブル等依存症専門相談の取組み
～2 年間を振り返って感じていること～

講師：

千葉県精神保健福祉センター 相談指導課 柳 友利 / 作業療法士

概要：

平成 28 年にギャンブル依存の専門家が着任した現場の話。ギャンブル依存対策は、アルコールや薬物とは
対応がまったく異なる。なお、相談者の内訳ではパチンコパチスロが圧倒的多数。男性が多く 45 人中 12
人が精神科に通院歴有り。

PT メンバーは、行政が本格的にギャンブル依存に取り組んできていると感じた等と述べた。
＜３．2019.5 第 68 回 PCSA 公開経営勉強会 中村 努 氏 講演について＞
開催日：令和 1 年 5 月 16 日（木）
時間：午後 3 時 30 分～5 時 30 分
会場：TKP ガーデンシティ プレミアム神保町 3 階 「プレミアムボールルーム」 (東京都千代田区神田錦町)
講演：｢ギャンブル等依存症対策推進基本計画による相談・治療・回復支援への課題
～ワンデーポートへの相談や利用者の皆さんとの関わりを通して思うこと～」
講師： 中村

努 様

認定 NPO 法人ワンデーポート 理事・施設長
政府ギャンブル等依存症対策推進関係者会議 委員
＜概要＞
NPO 法人ワンデーポートを立ち上げた際の経緯を説明。当初はアルコール依存や薬物依存と同様に「病気」であると
認識していた事、多数の依存問題に陥った方々と触れ合う内に「一概に病気とするのは弊害がある」という思いを徐々
に強くしてきたことなどを述べた。また、政府ギャンブル等依存症対策推進関係者会議に委員として参加。厚生労働
省の「依存症は脳の病気だ」とする根拠の説明を求めたり、政府の基本計画に沿った考え方による支援では救われな
い人がいる、など現場からの意見を主張してきたと述べた。また、相談に訪れる方々の多様な背景や課題を説明し、
パチンコをやめる事を目的とする事によって解決すべき根本的な問題から外れてしまう可能性があると述べた。最後に
は、実際にギャンブルに依存し問題となった体験者 2 名の方にも登壇して頂き、ワンデーポートの日々の活動や実際
に本人がどう感じてきたのかなどをインタビューして締め括られた。
＜意見＞
・現場目線で対象者を見た上での話なので説得力があった。
・政府の関係者会議の内容がリアルに伝わってきたのが特に良かった。
・ストレスを解消できるという事もあり、画一的にギャンブルが悪いというものではないというのには賛同する。
・聞くのは 3 回目だが、どうしても発達障害にフォーカスしすぎだと感じている。
⇒ 逆にそこが良かった。
・依存している人の中でどの程度の割合の方が発達障害という特性を持っているのかを知りたい。
・業界が特性や発達障害が理由だと「言い訳」をしているように捉えられかねないのを危惧している。
＜４．2019.5 ニラク依存対策啓発セミナー『パチンコ「依存」を知り、依存対策について考える』について＞
開催日：令和 1 年 5 月 15 日（水）
時間：午後 2 時 30 分～5 時
会場：さんかくプラザ 2F 集会室 （福島県郡山市）
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14：40

第一部
基調講演 「パチンコ依存対策の過去・現在・未来」
講師：中村 努 様 認定 NPO 法人ワンデーポート 理事・施設長
講師：中村 努 様 政府ギャンブル等依存症対策推進関係者会議 委員

15：40

第二部
公開討論会 「依存対策のこれからを考える」
コーディネーター
高澤和彦 様

浦和まほろ相談室 代表（精神科医）

パネリスト
稲村 厚 様

（司法書士）

柳内 祐一 様

郡山市福祉協議会

丈幻 代表

JG ブロス

吉田 ひろみ 様 株式会社ニラク 法務部カスタマーセンター

＜概要＞
第 1 部の基調講演では、ワンデーポートの中村理事が、いわゆる依存問題に陥っている方に対しては個別の対応と
理解が非常に重要だと述べた。なかでも当事者の背景として発達障害（軽度や疑いの方も含む）が深く関係してお
り、その特徴や特性も様々で一概にこれといった対応方法はなく、病気だからと安易に「病院」や「GA」（ギャンブラー
ズ・アノニマス：ギャンブル依存者が集まって、お互いに助け合うグループ）を勧めては、弊害が出る可能性を危惧して
いると述べた。第 2 部の公開討論会では、それぞれの立場で依存問題にどの様な視点でどの様に携わっているかが発
表された。
＜意見＞
・郡山市役所、地元市町村の保険協会、社会福祉協議会、県の精神保健福祉センターなど、地域で活動している
方々と協力体制を引けたことが非常に大きな成果だった。
・今までは RSN だけ紹介していたが、上記の方々との連携も選択肢として考えられる様になった。
・パネルディスカッションに様々な立場の人が参加しており、その視点が非常に斬新で勉強になった。
・本当にパチンコに依存していて困っている本人に参加していただけたのが良かった。ホールがこれだけ考えているという
のが伝わったら良いと思う。
・地元の組織とつながる際に、コネクションと熱意は非常に重要なポイントとなる。
・第 2 回を 11 月に開催予定。なお、今回の費用は全部入れて 50 万円。
＜５．2019.5 ワンデーポートセミナー『マスコミが伝えない「ギャンブル依存症」の話』について＞
開催日：令和 1 年 5 月 12 日（日）
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時間：午後 1 時～4 時
会場：鳩の森愛の詩瀬谷保育園 （神奈川県横浜市）
13：00

はじめに 趣旨説明
中村 努 様 認定 NPO 法人ワンデーポート 理事・施設長

13：15

講演 「発達障害の視点から見た『ギャンブル依存症』」
講師：朝倉 新 様 新泉こころのクリニック院長 児童精神科

14：30

ディスカッション 「『ギャンブル依存症』ってこんなに幅広く多様」
パネラー
高澤和彦 様

浦和まほろ相談室代表 精神保健福祉士

稲村 厚 様

ワンデーポート理事長 司法書士

小野寺 正夫

有限会社第一産業 社長

山﨑 三七子

横浜市こころの健康相談センター相談援助係長

相澤 香織

横浜市こころの健康相談センター相談援助係

＜概要＞
ワンデーポート入所者 130 名の発達障害診断・診察を行った病院の朝倉 新 院長から見た「発達障害とギャンブ
ル依存の関連性、特性のある人への支援方法について」の講演では、ギャンブル依存が「病気」として世間に告知され
ると、医療モデルの型に押し込められ、実際には効果の薄い一律の治療を押し付けられて実態との不適合を起こす可
能性があることを非常に懸念しており、必要なのは、十人十色の問題に対して、社会で包括的なサポートを実施する
ことであると述べた。また、ギャンブル依存の支援に関係するメンバーによる、「現在のギャンブル依存治療を取り巻く環
境、地域・医療モデルによるケアの可能性について話し合うディスカッション」では、現状や今何が出来るのか、今後の
見通しなどが発言された。なお、最後には参加者による質疑への応答もされ、全体で 3 パートからなる一般参加者も
聴講可能な形式のセミナーであった。

＜６．2019.5 ギャンブル依存症問題を考える会『ギャンブル等依存症対策に必要な本当の話』について＞
開催日：令和 1 年 5 月 14 日（火）
時間：午後 6 時～
会場：星陵会館 （東京都千代田区）
第一部
１．ギャンブル依存症から回復した当事者の話
２．ギャンブル依存者と今は幸せに暮らす家族の話
３．医療だけで治すことはできないけれど、医療で改善できる大切なポイント
講師：常岡 俊昭 先生 昭和大学附属烏山病院
４．地域住民の皆さんが大応援団に！ 軌跡の「山梨モデル」
講師：池田 文隆 様 グレイスロード甲斐サポートセンター センター長
５．アルコールに学べ！ 自助グループを救う SBIRTS とは何か？
講師：今成 知美 様 特定非営利法人 アスク 代表
第二部
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６．ぱちんこ業界が打ち出す依存症対策の問題点
講師：宇佐見 典也 様 作家・コンサルタント/元経産省官僚
７．こんな自治体に気をつけて！ カジノ誘致の甘言を見極めよう
講師：田中 紀子
＜意見＞
・400 人キャパシティの会場に 200 人ほどの参加者でそのほとんどが主催の家族会だった。なお、業界関係者は
非常に少なく、政治家は 0 だった。
１．ギャンブル依存症から回復した当事者の話
２．ギャンブル依存者と今は幸せに暮らす家族の話
・１．２．では、当時者、家族がそれぞれ登壇して実体験を語った。
３．医療だけで治すことはできないけれど、医療で改善できる大切なポイント
・精神科医の常岡先生は、医療が出来ることは限られている、ギャンブルは脳の障害だ、自助グループは必須と述
べた。
４．地域住民の皆さんが大応援団に！ 軌跡の「山梨モデル」
・グレイスロードの話は、地域密着型で回復者も増えており活動拡大の為の予算をという話だった。
５．アルコールに学べ！ 自助グループを救う SBIRTS とは何か？
・アルコール依存専門の今成先生が、ギャンブル依存も早期に発見して治療すべきと、アルコールは体が壊れるけれ
どギャンブルは財布が壊れる、借金の肩代わりはアルコール依存で内臓を直して再度飲酒するようなもので解決
にはならないと述べた。
６．ぱちんこ業界が打ち出す依存症対策の問題点
・宇佐美氏は、RG（レスポンシブル・ゲーミング）はパチンコ業界のどこにあるのか、政府がせっかくギャンブル依存症
対策を出しているのにパチンコ業界は何をしているのか、RSN 自体は非常に良いがそれだけではないか、その後
はどうするのか、パチンコ業界は遊技とギャンブルの違いを出そうとしているが社会も法律もパチンコをギャンブルだと
認めているのだから遊技に逃げ込むべきではない、ギャンブル依存症対策を事業者が実施して良いのか、世界で
は資金は事業者が出すが第三者が資金を分配して対策を実施している、事業者が対策をするのは利益相反
になると述べた。
７．こんな自治体に気をつけて！ カジノ誘致の甘言を見極めよう
・田中氏はパチンコ業界の取り組みに対して、大阪市ではこういったギャンブル依存症対策を実施しており、競輪で
はこうしている、今回の法律では自助グループに対する補助がないため根本的な対策にはならない、パチンコ業
界のアリバイ作りに終わってしまうと述べた。
・注目したのは、８～９割が自然に回復していると言及したところ。
＜７．2019.8 依存問題基礎講座 それぞれの RG ～カンウォン・マカオ・オンタリオ～＞
開催日：令和 1 年 7 月 26 日（金）
時間：午後 7 時～9 時
会場：エクセレントキャリア株式会社 住所：千代田区内神田 2-7-7

新内神田ビル 6F

講演：依存問題基礎講座 「それぞれの RG ～カンウォン・マカオ・オンタリオ～」
講師： 平田 浩司 様 認定特定非営利活動法人リカバリーサポート・ネットワーク スタッフ
＜概要＞
カジノを導入した 3 箇所についてそれぞれの RG 対策について説明された。まず、カナダのオンタリオ州の概略、RG（レス
ポンシブルゲーミング）政策の略史、公社 OLGC の RG 政策が説明された。次に中国のマカオ（澳門）の概略、カジノ
や IR の歴史、カジノ企業、課題、マカオにおける RG の略史や特徴が説明された。最後に韓国のカンウォンについて。韓
国のカジノとギャンブリング問題政策の略史、KLACC（カンウォンランド依存症管理センター）による RG 政策として、予
防、治療、リハビリ、セルフコントロール制度、クーリングオフ制度が説明された。そして、PG（プロブレムギャンブリング）から
RG への転換、すなわち既にギャンブルに対して問題を抱えている人の問題を軽減解決するための PG から、ギャンブルに
関連した正しい教育や啓発活動による予防によって問題発生を最小限にとどめる RG への世界の潮流を説明した。
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＜意見＞
・カンウォンという韓国のカジノは、自国民向けのカジノを設立したが、当時は依存問題対策が皆無に等しかったため、
周辺住民のほとんどがギャンブル依存の問題を抱えてしまうようになった。
・その後、どう復興していったか、そこで RG がどの様に採用されていったかが興味深かった。
・ネットでカンウォンで検索すると非常にネガティブな内容が数多く散見される。
・カンウォンには、治療やリハビリの一環として自らが入場規制を期限付きで実施するセルフコントロール制度があるが、
その規制を解除するために 2 時間の義務教育が課せられる。まるで運転免許の講習のように感じた。
・カンウォの制度と異なり、日本の自己申告プログラムでは期限が切られていない。
＜８．2019.10 健全営業推進セミナー2019＞
開催日：

令和 1 年 10 月 4 日

会場：

札幌コンベンションセンター（北海道）

プログラム：

主催者挨拶 札幌方面遊協 合田康広理事長
セミナー
「ぱちんこ営業の健全化推進について」
北海道警察本部生活安全部保安課 宮下 英昭 指導官
講演
「各種不正事案への対応の基本」
有限会社ジャパン・セキュリティ・サービス 高石 隆一 代表
フォーラム
「パチンコ・パチスロ依存問題フォーラム」
RSN 出向者による出講体験談・ホール現場での事例報告
NPO 法人ワンデーポート 中村 努 施設長による講演

＜事前 意見・説明＞
・（開催日前の説
明）来週、札幌方
面遊協で研修会を
開催する。行政講
話、他２時間依存
対策を講義。その内
100 分を全日遊連
主催で 5 月 14 日
の依存問題フォーラ
ムの DVD を編集し
たものを流すと聞い
て い る 。 また 、 出 向
者の事例報告、体
験談などが挟まれる
と考えている。また、ワンデーポートの中村先生は依存は病気ではないという講演をする。
今回は、全日遊連が初めて地方での依存対策セミナーを開催するモデルケースとなる。今後は、各地方に波及するの
ではないか。また、これは定期の研修会で、そこに依存問題対策を入れている。
＜事後 意見・説明＞
・令和 1 年 5 月 14 日の依存フォーラム DVD では、１．定年後の男性、年金暮らしで借金有り。1 日 2~3 千円。パ
チンコ以外の趣味を紹介する事によって解決した。２．障害を抱えている 30 代男性、母親と同居で仕事なし。パチン
コをやめたいという事で相談に。相談員は低レートでの遊技を勧めた。３．パチンコで生きる力をもらった 30 代女性。鬱
を抱えていて良く眠れないのを紛らわすためにパチンコを遊んでいる。お医者さんからも生きる息抜きになるという事で賛
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成をもらっていたので、低レートでの遊技を勧めた。４．20 代女性のパートナー、旦那さんが（子あり）DV。まずは旦
那さんから離れてという対応をしている。パチンコだけでなく DV への対応。５．20 代の男性でスロット以外に趣味のな
い学生。週に３～４回遊技している。問題を抱えていないが依存症という事で報道もされているので、自分は病気なの
かと相談してきた。学生であるので、勉強をさぼっているのかというとそうではない。相談員は特に問題はないと回答してい
る。このように RSN に出向した人が対応した事例をあげてパネルディスカッションをした内容を視聴した。
・ワンデーポート中村先生の講演では、前半は当 PT での勉強会の内容とほぼ同じであり、パチンコの良いところを業界外
からの視点で話す事、地域との連携が重要という事が主張されていた。
＜９．2019.11 ぱちんこ依存対策 勉強会 in 郡山＞
開催日：

令和 1 年 11 月 8 日（金）

時間：

午後 1 時 30 分～午後 4 時 30 分

会場：

ニラク研修センター （ニッククラブ郡山）福島県郡山市

プログラム：

１．ニラクの依存対策
講師：ニラク法務部
２．地域の支援の紹介 ～ぱちんこ等で問題を抱えてしまったら～
講師：郡山市 保健福祉部、郡山市 社会保健福祉協議会
講師：高橋司法書士事務所、福島県精神保健福祉センター
３．質疑応答

主催：株式会社ニラク
協力：依存の問題の支援に関わる人たちの勉強会
後援：郡山市
後援：社会福祉法人 郡山市社会福祉協議会
＜事前 意見＞
・第２回パチンコ依存対策勉強会を開催する。半年に１回の継続開催を目指す。主な対象は、福島県内、郡山近辺
の福祉や保健の支援職の方々。プログラム１は、当社の依存対策を支援職の方に向けた説明。パチンコ実機を設置
して説明をする。プログラム２は、支援職の方々にその仕事内容を説明していただく。プログラム３は、質疑応答で時間
を多めにとった。
・前回の第 1 回はパチンコ業界の方が半分くらい占めていた。
・申し込み方法はメールまたは電話で個別にお申込みいただきたい。また、今回、講演の名義に郡山市の冠を頂けた。
・郡山市に非常に積極的にご協力いただいている。例えば、市内の民生委員の代表会議でこのチラシを配布するなどの
協力を頂いている。
・定員 50 名と記載があるが、キャパはそれ以上あるので是非参加をお願いしたい。
・大々的には PR とはいかないが、郡山市の遊技事業協同組合を通じて、ホールに案内する。
・一般公開されているか？ ⇒ 来週公開予定。
・一般社団法人ぱちんこ広告協議会（PAA）のワーキンググループ（WG）にて情報共有は可能か？
⇒ 問題なし。
・郡山市との話はどう進めたのか。 ⇒ ５月の第１回の当社セミナーでコンタクトした。
⇒ 社会福祉協議会と話をしてから、主管部署につなげてもらってから積極的にご対応頂いた。
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・ギャンブル依存の事例を話すのか？ ⇒ 各部門の相談内容や対応を説明していただく。

＜事後 意見＞
・行政系福祉職の方々には、パチンコの基本的な流れと、自己申告・家族申告プログラムの実施について話した時が最
も反応が良かった。
・アンケートの結果 95％からは、良い評価を得た。
・次回は 220 年 5 月 15 日の開催を検討中。なお、テーマは継続して「地域のネットワークとの連携」とする。
・セミナーの目的が、行政系福祉職の方々とパチンコ業界の相互理解であり、これは達成できたと考えている。具体的に
は行政系福祉職の方々にパチンコ業界が変わったという意識を持っていただけた。
・所轄の遊技機検査担当や福島県警の課長補佐にも参加して頂き、相互理解に役立てたと考える。
・セーフティネットで窓口となるのが地方の行政系福祉職の方々。そこと連携をとるには非常に良い内容だったと感じた。
冒頭、パチンコとはこういったものだと説明があったと聞いたが、日常、パチンコに関わっていない方には良い説明だったと考
えている。
＜10．2019.12 11 月 ギャンブル等依存問題セミナーin 長野について＞
セミナー参加者より本件について説明があった。ギャンブル等依存問題セミナーin 長野は、11 月 17 日に長野で開催さ
れたセミナーで、一般参加の方が大勢を占めるセミナーとなった。ワンデーポートの中村努氏、脳科学の篠原菊紀先生、
元弁護士の堀米美聡氏他が講演された。PT では、説明された脳科学の観点が非常に興味深いという意見が出た。
＜概要＞
名称：

ギャンブル等依存問題セミナーin 長野

開催日： 令和 1 年 11 月 17 日（日）
時間：

午前 10 時 15 分～午後 4 時 45 分

会場：

吉田会館 長野県長野市吉田 3-22-41

全体テーマ：ギャンブル等依存問題を契機として～生きることに苦労している人たちの「幸せ」を考える～
テーマ/パネラー：
「行動嗜癖の諸問題とやる気の仕組み」
篠原 菊紀 様 公立諏訪東京理科大 応用情報工学科 教授
「発達障害者の場合の支援や介入の要点 ～学び方の違いを知ろう～」
今井 忠 様 NPO 法人東京都自閉症協会 理事長
「依存症を抱える被疑者・被告人の実際と、司法を超えた個別的支援の必要性」
堀米 美聡 様 元弁護士
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主催：認定 NPO 法人ワンデーポート
後援：長野県
後援：認定 NPO 法人リカバリーサポート・ネットワーク
後援：依存の問題の支援に関わる人たちの勉強会
後援：一般社団法人日本自閉症協会
協力：株式会社アイエス・フィールド
協力：株式会社アメニティーズ
協力：有限会社トータル・ノウ・コネクションズ（TKC）
＜意見＞
・長野県遊協へご協力のお願いをした。
・篠原菊紀先生のプロファイルや近況は？
⇒ 長野県茅野市出身。長野県諏訪清陵高等学校、東京大学教育学部卒業。同大学院教育学研究科
修了。
東京理科大学諏訪短期大学講師、助教授、諏訪東京理科大学共通教育センター教授を経て、公立諏訪東
京理科大学工学部情報応用工学科教授、地域連携研究開発機構医療介護健康工学部門長、学生相談
室長。茅野市縄文ふるさと大使。日遊協 理事。
フジテレビ「とくダネ！脳活ジョニー」「今夜はナゾトレ」、BS フジ「脳ベル SHOW」、NHK「チコちゃんに叱られる」
「子ども科学電話相談」「あさいち」、日テレ「頭脳王」、SBC「ラジオＪ」などで解説や監修。
ブログは、「はげひげの脳的メモ」。

＜＜ ５．機構 「依存防止対策への取組み状況を確認する調査」 説明会 ＞＞
開催日時 令和 1 年 11 月 15 日（金）
午前 10 時～正午 12 時
開催場所 TKP 上野駅前ビジネスセンター 6A
出席人数 メンバー7 名､賛助メンバー1 名､正会員オブザーバー4 名、合計 12 名
講師

一般社団法人遊技産業健全化推進機構 理事・事務局長
伊勢崎 清 様（右写真）

内容

・非常にわかりやすい依存防止対策調査の冊子が機構の HP に掲載済。
・これまでの不正検査では発見次第通報となるが、機構の依存防止対策
調査では、依存防止対策の導入推進とホールの責務を調査する事が目
的なのでそうはならない。
・不具合などがあれば、3 年後のギャンブル等依存症対策推進基本計画
の見直し時に反映される。
・実際のチェックでは、チェックシートに記載してある内容をご理解いただきス
ムーズな調査にご協力いただきたい。
・掲載するポスターのオリジナル、または各社デザイン済みなどに関しては、変更可能なポスターで「趣旨が伝わる」もの
であれば大丈夫という事だった。
・従業員教育、初心者への遊技方法の案内は、今後全日遊連から出てくる詳細を参考に。
・この調査結果は、21 世紀会と行政、第三者機関に報告する。
・不明な事があれば、機構に電話で直接問い合わせてほしい。
・承諾書の送付セットは既に発送済み。これを 12 月中旬をめどに回答いただきたい。

質疑応答 Q：終了確認書は紙でいただくが、次の調査の時にその用紙を確認する事はあるのか。
⇒ 遊技機検査でも終了後に終了確認書を渡している。遊技機検査の終了後に、ホールが、調査があったという
報告する書類が欲しいという事なので対応している。一方、依存調査でも、終了後にホールの立ち合いの方に「終
了確認書」を受け取った事で、サインを頂く。次に見せてもらうという事はまずないと考えていただきたい。
Q：検査結果をまとめたものをどこかにフィードバックする予定はあるか。
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⇒ 調査結果は都道府県警察か警察庁、21 世紀会、第三者会議にフィードバックする可能性がある。ホールには
フィードバックの予定はないが、21 世紀会から何らかの数値報告は出る可能性はある。
Q：ポスター等の掲示について。デザインが各社独自に変更されている可能性がある。同様の内容であれば OK なの
か。21 世紀会で作成した純正でないと駄目なのか。
⇒ 18 歳未満禁止のポスターは純正でなくとも良い。確認シート要綱内に「店舗独自で OK」と記載があるものは
大丈夫。しかし、RSN のポスターはそのままを掲示して欲しい。また、サイズは A４以上が OK。A４以下に縮小し
てあるものは駄目。各社独自デザインは、前述の子供の事故防止、18 歳未満禁止、自己申告・家族申告プロ
グラムのポスターは OK。これ以外は基本認めないと考えているが、基本計画などが変わる可能性も否めない。
Q：11 月 1 日に承諾書を全店舗分提出し、全店長にも説明をした。この調査承諾書は、いつ機構 HP に記載さ
れるか。
⇒ 目下作業中。順次増えていく予定。12 月中旬以降をめどにしていただきたい。これはファンに対する PR なの
で、承諾書を提出頂いた店舗名と住所を掲載する。
Q：聞き取りで確認する事項は、実施している証明が必要か？
⇒ まずは「はい、いいえ」での回答が基本だが、証明を示していただくと大変助かる。
Q：のめり込み防止の標語の確認は？
⇒ 「はい、いいえ」と、事務所の掲示物なども見せていただけるとありがたい。
Q：第三者への報告は、統計的な数値なのか、個店の情報になるのか。
⇒ 統計的な数値とは考えているが、最終的にどうなるかは不明。そういった可能性はある。
Q：第三者に関係ホール団体、PCSA は含まれるのか？
⇒ 21 世紀会に含まれているので、問題ない。
Q：前向きな取り組みなので、良い取り組み、好事例も報告するのか。
⇒ 特記事項で何が上がってくるのかを楽しみにしている。それをぜひ積極的に知らせていただきたい。これが集積す
る事で非常に良いデータになると思っている。一番注目している。
お願い

ホールで機構の調査のやり方が分かっていただけると非常にスムーズに事が進み短時間で済む。早くて 1 店舗 15 分く
らいで終了すると考えているので、是非ご協力をお願いしたい。

＜＜ ６．第 27 回拡大依存問題対策プロジェクトチーム in 岐阜・富山 ＞＞
※法律問題研究部会と共同で開催した。
開催日時 令和 1 年 6 月 28 日（金）～29 日（土）
開催場所 ＜ストアコンパリゾン・店舗見学会＞
岐阜県高山市、富山県砺波市、富山県富山市
＜拡大法律問題研究部会・依存問題対策プロジェクトチーム in 富山＞
富山県民会館 707 号室（富山県富山市新総曲輪 4 番 18）
出席人数 メンバー6 名､賛助メンバー1 名､正会員オブザーバー4 名、賛助会員オブザーバー3 名、
オブザーバー1 名、富山県遊技業協同組合 7 名、合計 22 名
内容

１）依存問題対策の経緯
「依存問題対策の経緯」として以下が説明された。2016 年 12 月「IR 推進法」成立、2016 年 12 月から
2017 年 8 月までの間、計 3 回の「ギャンブル等依存症対策推進関係者閣僚会議」が開催された。約 1 年
後の 2018 年 10 月には「ギャンブル等依存症対策基本法」成立。同時期より「ギャンブル等依存症対策推進
本部」が発足。2019 年 3 月から「ギャンブル等依存症対策関係者会議」が開催され、2019 年 4 月「ギャン
ブル等依存症対策基本計画」が閣議決定され現在に至る。
２）ホールに求められる依存問題対策
「ホールに求められる依存問題対策」として以下の詳細が説明された。
1.パチンコ店における依存（のめり込み）問題対応の背景と推移
社会に向けた取り組み（一次予防）
１．共通標語の活用
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２．各種媒体等の活用
お客様に向けた取り組み（二次予防）
３．各種啓発ツールの活用
４．店内アナウンス等の実施
５．自己申告・家族申告プログラムの導入
６．安全・安心な遊技環境の提供
事業者の対応
・安心パチンコ・パチスロアドバイザー講習会の開催（全国に 3
万人配置を目標）
・RSN に対するホールからの出向者の輩出（2017 年 6 月か
ら開始）
アクセス制限
・18 歳未満入場禁止告知の徹底
・自己申告プログラムの追加要件（回数・時間・本人の申告
による入店制限）および、家族の申告による入店制限（家
族申告プログラム）の採用
射幸性の抑制
・遊技機の出玉性能の抑制（従来の約 2/3 に）
・パチンコ機に性能表示モニタを実装
その他

辻 良樹 第 18 期リーダー
株式会社ダイナムジャパンホールディングス

・風適法施行規則の改正（第 38 条 11 項に依存問題対策が管理者の業務として追加される）
・パチンコ・パチスロ産業依存対策有識者会議の設置（2018 年 12 月）
1.

広告・宣伝の在り方
1.全国的な指針の策定による広告・宣伝の抑制
2.普及啓発の推進

2.

アクセス制限
1.自己申告プログラムの周知徹底、本人同意のない家族申告による入店制限の導入等
2.入店した客に対する身分証明書による年齢確認の実施

3.

施設内の取組
1.営業所の ATM 等の撤去等
2.出玉規制を強化した遊技機の普及、出玉情報等を容易に確認できる遊技機の開発・導入

4.

相談・治療につなげる取組
1.自助グループを始めとする民間団体等に対する経済的支援
2.ぱちんこへの依存問題に詳しい専門医等の紹介
3.リカバリーサポート・ネットワーク(RSN)の相談体制の強化及び機能拡充のための支援

5.

依存症対策の体制整備
1.「安心パチンコ・パチスロアドバイザー」による依存防止対策の強化
2.依存防止対策に係る実施規程の制定
3.業界の取組について評価・提言を行う第三者機関の設置
4.第三者機関（一般社団法人遊技産業健全化推進機構）による依存防止対策の立入検査
5.ぱちんこ営業所の管理者の業務に関する運用状況の確認とその改善
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開催概要
第 25 回依存問題対策プロジェクトチーム

開催日時 令和 1 年 9 月 28 日（土）

開催日時 平成 31 年 4 月 20 日（土）

午前 10 時～正午 12 時

午前 10 時 30～午後 12 時 30 分

開催場所 TKP 上野駅前ビジネスセンター 6A

開催場所 PCSA 会議室

出席人数 メンバー8 名､賛助メンバー1 名､

出席人数 メンバー6 名、賛助メンバー1 名、

正会員オブザーバー1 名、合計 10 名

正会員オブザーバー1 名、賛助会員オブザーバー2 名
合計 10 名

第 31 回依存問題対策プロジェクトチーム
開催日時 令和 1 年 10 月 18 日（金）

第 26 回依存問題対策プロジェクトチーム

午前 10 時～正午 12 時

開催日時 令和 1 年 5 月 25 日（土）

開催場所 TKP 上野駅前ビジネスセンター 6A

午前 10 時 30～午後 12 時 30 分

出席人数 メンバー7 名､賛助メンバー1 名､

開催場所 TKP 上野駅前ビジネスセンター 7A

正会員オブザーバー1 名、合計 9 名

出席人数 メンバー7 名、賛助会員オブザーバー1 名、
合計 8 名

第 32 回依存問題対策プロジェクトチーム
開催日時 令和 1 年 11 月 15 日（金）

第 27 回拡大依存問題対策プロジェクトチーム in 岐阜・富山
開催日

午前 10 時～正午 12 時

※法律問題研究部会と共同で開催。

開催場所 TKP 上野駅前ビジネスセンター 6A

令和 1 年 6 月 28 日（金）～29 日（土）

出席人数 メンバー7 名､賛助メンバー1 名､

開催場所 ＜ストアコンパリゾン・店舗見学会＞

正会員オブザーバー4 名、合計 12 名

岐阜県高山市、富山県砺波市、富山県富山市
＜拡大法律問題研究部会

第 33 回依存問題対策プロジェクトチーム

依存問題対策プロジェクトチーム in 富山＞

開催日時 令和 1 年 12 月 18 日（金）

富山県民会館 707 号室（富山県富山市）

午前 10 時～正午 12 時

出席人数 メンバー6 名､賛助メンバー1 名､

開催場所 TKP 上野駅前ビジネスセンター 6A

正会員オブザーバー4 名、賛助会員オブザーバー3 名

出席人数 メンバー6 名､賛助メンバー1 名､合計 7 名

オブザーバー1 名、富山県遊技業協同組合 7 名、
合計 22 名

第 34 回依存問題対策プロジェクトチーム・第 4 回依存問題勉強会
開催日時 令和 2 年 1 月 24 日（金）

第 28 回拡大依存問題対策プロジェクトチーム・第 3 回依存問題勉強会

午前 10 時 30 分～正午 12 時

開催日時 令和 1 年 7 月 27 日（土）

開催場所 TKP 上野駅前ビジネスセンター 6A

午前 10 時 30 分～正午 12 時

出席人数 代表理事 1 名、メンバー8 名､賛助メンバー1 名､

開催場所 TKP 上野駅前ビジネスセンター 6A

正会員オブザーバー7 名、賛助会員オブザーバー4 名

出席人数 メンバー8 名､賛助メンバー1 名､

合計 21 名

正会員オブザーバー3 名、合計 12 名
第 35 回依存問題対策プロジェクトチーム
第 29 回依存問題対策プロジェクトチーム

開催日時 令和 2 年 2 月 21 日（金）

開催日時 令和 1 年 8 月 31 日（土）

午前 10 時～正午 12 時

午前 10 時～正午 12 時

開催場所 TKP 上野駅前ビジネスセンター 6A

開催場所 TKP 上野駅前ビジネスセンター 6A

出席人数 メンバー5 名､合計 5 名

出席人数 メンバー7 名､賛助メンバー1 名､合計 8 名
※ 令和 2 年 3 月 26 日（木）開催の予定であった依存問題対
第 30 回依存問題対策プロジェクトチーム

策プロジェクトチームは、コロナウイルスの為、開催を中止した。

以上
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