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はじめに 

 

ギャンブル等依存症は、本人やその家族の日常生活、 

社会生活に支障を生じさせるだけでなく、多重債務、 
貧困、犯罪、自殺等の重大な社会問題の原因となる場合 

もあり、その対策は重要な課題です。 

一方で、ギャンブル等依存症は、早期の支援や適切な 

治療により回復可能ですが、本人や家族が病気という 

認識を持ちにくいこと、治療機関や相談機関、自助グ 

ループ等の支援に関する情報を得にくいことなどの理由 

により、必要な支援や治療を受けることができていない 

という現状があります。 

 

そこで、国において平成３０年１０月に「ギャンブル等依存症対策基本

法」が施行され、平成３１年には「ギャンブル等依存症対策推進基本計画」

が策定されました。 

 

本県においても、法の趣旨を踏まえ、国の計画を基本とするとともに、県の

実情に即した「大分県ギャンブル等依存症対策推進計画」を策定いたしました。 

この計画では、本人だけでなく家族等にも深刻な問題を引き起こすギャンブ

ル等依存症を予防し、本人や家族を適切に支援するため、関係機関、自助グル

ープ等と連携し、正しい知識の普及、相談・治療体制の充実、患者の社会復帰

の支援等、発症・進行・再発の各段階に応じた対策を総合的に推進することと

しています。 

県民の皆様方におかれましては、計画の趣旨をご理解いただき、ギャンブル

等依存症により不幸な状況に陥る人をなくし、安心して暮らせる社会の実現に

向けてご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

結びに、本計画策定にあたり、貴重なご意見をいただいた大分県ギャンブル

等依存症対策推進協議会の委員の皆様をはじめ、ご協力をいただいた多くの皆

様に心から感謝申し上げます。 

 

 

令和３年３月       

 大分県知事  広瀬 勝貞 

                        

 

 

 



目    次 

第１章 計画の策定に当たって                               
１ 計画の趣旨                                                ・・・・・１ 

２ 計画の位置づけ                        ・・・・・１ 

３ 計画の期間                           ・・・・・１  

4 ギャンブル等依存症の定義                       ・・・・・2                    

（１） 法的定義                                                ・・・・・2 

（２） 医学的定義                                                 ・・・・・2 

（３） 推進計画の定義                                             ・・・・・2 

第２章 ギャンブル等依存症をめぐる状況 
１ ギャンブル等の状況                                            ・・・・・3 

２ 関係事業者の状況                                             ・・・・・３ 

（１）ぱちんこ・パチスロの状況                                  ・・・・・４ 
（２）別府競輪の状況                          ・・・・・４ 

３ ギャンブル等依存症者の状況                       ・・・・・５ 

４ ギャンブル等依存症者の受療状況                    ・・・・・６ 

５ その他関連の状況                              ・・・・・６ 

（１）ギャンブル等依存症の相談状況                    ・・・・・６ 

（２）多重債務に関する相談                        ・・・・・７ 

（３）関係事業者が設立を支援した相談機関への相談件数          ・・・・・７ 

第３章 計画の基本的考え方                                  

１ 基本理念                                                     ・・・・・９ 

２ 基本方針                                                     ・・・・・９ 

第４章 具体的な取組                     ・・・・・11 
１ 発症予防（１次予防）                                        ・・・・・11 

（１）教育の推進                                      ・・・・・11 

（２）広報等による普及啓発                         ・・・・・11 

（３）不適切な誘引の防止                              ・・・・・12 

（４）ぱちんこ営業所における ATM 等の撤去等                ・・・・・13 

２ 進行予防 （2 次予防）                                 ・・・・・13 

（１）相談支援の充実                                             ・・・・・13 

（２）医療提供体制の充実                                  ・・・・・14 

（３）相談機関と医療機関等との連携                            ・・・・・15 
３  再発予防（３次予防）                                  ・・・・・15 

（１）社会復帰への支援                          ・・・・・15 

（２）民間団体の活動に対する支援                          ・・・・・16          

４ 人材育成                                                ・・・・・18 

５ 調査研究の推進等                                     ・・・・・18 

第５章 ギャンブル等依存症対策の推進体制と計画の進行管理   
１ 関係施策との有機的な連携                                ・・・・・18 

２ 推進体制                                  ・・・・・18   

３ 計画の進行管理                           ・・・・・18 

４ 計画の見直し                           

【資料】 
大分県ギャンブル等依存症対策推進協議会設置要綱          ・・・・・19 

大分県ギャンブル等依存症対策推進協議会委員名簿                  ・・・・・20 



第１章 計画の策定に当たって 

 

１ 計画の趣旨 

公営競技やぱちんこをはじめとするギャンブル等は、余暇の一つとして生活

の中に定着しています。しかし、その一方でギャンブル等にのめり込むことによ

り、本人及びその家族の日常生活や社会生活に支障を生じさせるとともに、多重

債務や犯罪、自殺、虐待等の重大な社会問題を来す場合があります。 

 ギャンブル等依存症は、早期の支援や適切な治療により回復が十分可能であ

るにもかかわらず、ギャンブル等依存症の本人や家族が必要な相談及び治療を

受けられていない状況があります。そのため、相談体制や医療体制の整備を図る

とともに、県民へのギャンブル等依存症に関する正しい知識の普及啓発が求め

られます。 

  このような状況の中、国は、「ギャンブル等依存症対策を総合的かつ計画的に

推進し、もって国民の健全な生活の確保を図るとともに、国民が安心して暮らす

ことのできる社会の実現に寄与すること」を目的として、「ギャンブル等依存症

対策基本法」（平成 30 年法律第７４号。以下「法」という。）を制定し、法第 

１２条に基づき「ギャンブル等依存症対策推進基本計画」を平成 31 年４月に策

定しました。 

また、法第 13 条において、都道府県は、ギャンブル等依存症対策推進基本計

画を基本とするとともに、都道府県の実情に即した「都道府県ギャンブル等依存

症対策推進計画」を策定するように努めなければならないと明記されています。 

そこで、大分県では、ギャンブル等依存症対策を総合的に推進していくため、

「大分県ギャンブル等依存症対策推進計画」（以下、「推進計画」という。）を策

定することとしました。 

この推進計画に基づき、関係機関・団体と連携し、発症、進行及び再発の各段

階に応じた予防及び回復のための対策を講じ、県民が安心して暮らすことので

きる社会の実現を目指します。 

 

２ 計画の位置づけ 

推進計画は、法第 13 条に基づき、本県の実情に即したギャンブル等依存症

対策を総合的に推進するために策定します。 

また、「大分県アルコール健康障がい対策推進計画」、「大分県再犯防止推進計

画」、「いのち支える大分県自殺対策計画」、「大分県医療計画」等の関連する計画

との整合性を図っていきます。 

 

３ 計画の期間 

計画期間は、令和３年度から令和５年度の３年間とします。 
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４ ギャンブル等依存症の定義 

（１）  法的定義 

法第２条では、ギャンブル等依存症を「ギャンブル等（法律の定めるとこ

ろにより行われる公営競技、ぱちんこ屋に係る遊技その他の射幸行為をい

う。）にのめり込むことにより日常生活又は社会生活に支障が生じている状

態」と定義し、ギャンブル等にのめり込むことにより、これらの支障が生じ

ている状態を広く対象としています。 

 

（２）  医学的定義 

  疾病分類としては、 ｢ギャンブル等依存症 ｣ は、ＩＣＤ-1０※１では「病 

的賭博」、ＤＳＭ-５※２では｢ ギャンブル障害 ｣ に相当します。 

       

（３）  推進計画の定義 

    本推進計画では、法的定義に準じて医学的定義における「病的賭博」「ギ 

ャンブル障害」の状態にある者も含め、「ギャンブル等にのめり込むことに 

より日常生活又は社会生活に支障を来している状態にある者」をギャンブル 

等依存症である者とします。 

 

 

 

 

※１ ＩＣＤ-1０ は 、ＷＨＯ（世界保健機関）が作成した国際疾病分類 

「頻回の反復性の賭博のエピソードからなるが、その賭博が社会的、職業的、物質的、家族的な価値

や遂行を損なうほどまで本人の生活を支配している場合である」とされている。 

※２ ＤＳＭ-５は、米国精神医学会が作成した診断マニュアルで、国際的に用いられている。 

『「ギャンブル依存症の特徴を示す 9 項目のうち、4 つ以上に当てはまること」（基準 A）、そして 

「その賭博行為は、躁病エピソードではうまく説明されないこと」（基準 B）を両方同時に満たす 

場合』とされている。 
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第２章 ギャンブル等依存症をめぐる状況 

 

１ ギャンブル等の状況 

  県内にあるギャンブル等施設は、表１のとおりですが、モーターボート競 

走、競輪、競馬、オートレースは、インターネットや電話での投票が可能であ 

り、レースのライブ映像をテレビ、インターネット、スマートフォン等で閲覧 

できる環境が整っています。 

一方、ぱちんこ・スロットは、遊技場店舗に足を運ぶ必要がありますが、県 

内に１１９店舗あり、身近で利用しやすい環境にあります。 

 

表１ 全国及び県内のギャンブル等施設 

 中央競馬及び 

地方競馬 

（場外発券場） 

競輪 

 

（場外発券場） 

オート 

レース 

モーター 

ボート 

（場外発券場） 

ぱちんこ・ 

スロット 

県内 

 

 

０ 

（１） 

１ 

（１） 

０ 

 

０ 

（１） 

１１９※ 

※令和２年９月末 

九州 

 
2 6 1 5 １，２８０ 

全国 

 
2５ 43 5 24 ９，６３９ 

時点 

 
令和 2 年 9 月末現在 令和元年１２月末 

                                （障害福祉課調べ） 

 

２ 関係事業者の状況 

 本県には、佐賀競馬場及びボートレース大村の場外発券場がありますが、推

進計画では、別府市が運営する別府競輪と県内のぱちんこ・パチスロの遊技場

を関係事業者としています。 
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（１） ぱちんこ・パチスロの状況 

  本県の遊技場店舗数は、減少傾向にあり、令和元年 12 月末で１２３店舗で

すが、令和 2 年 9 月末には 119 店舗（表１）となっています。遊技機設置

台数も、増減はありますが、減少しています。 

 

図１ 遊技場店舗数及び遊技機設置台数 

（店舗数）                                （遊技機設置台数） 

 
               （全日本遊技事業協同組合連合会ホームページ「警察庁発表」） 

 

（２） 別府競輪の状況 

平成 30 年度と令和元年度の売上額の増加は、特別競輪の開催によるもので

す。入場者数は増減がありますが、横ばい傾向であり、最近は、インターネッ

トや電話での投票が増加しています。 

 

図２ 別府競輪の売上金及び入場者数 

 （売上金：千円）                               （入場者数：人） 

 
                              （別府競輪） 

 

 

136 131 132

125 123

60,049 

58,568 

60,259 

57,617 57,131 

55,500
56,000
56,500
57,000
57,500
58,000
58,500
59,000
59,500
60,000
60,500

115

120

125

130

135

140

Ｈ２７年度 Ｈ２８年度 Ｈ２９年度 Ｈ３０年度 R１年度

遊技場店舗数 遊技機設置台数

14,637,620 

11,470,456 11,748,934 

18,743,975 
20,756,154 

73,019 

61,755 

51,105 

69,761 
60,470 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

Ｈ２７年度 Ｈ２８年度 Ｈ２９年度 Ｈ３０年度 R１年度

売上金 入場者数

-4-



３ ギャンブル等依存症者の状況 

平成28年度から平成30年度までの3カ年の調査研究のなかで、平成29年

度、国立研究開発法人日本医療研究開発機構（ＡＭＥＤ）は、国内のギャンブ

ル等依存症の疫学調査（表２）を行いました。 

 同調査では、調査対象者の過去1年以内のギャンブル等の経験の評価結果か

ら、「ギャンブル等依存症が疑われる者」の割合を、成人の０．８％と推計し

ています。 

また、このうち、最もよくお金を使ったギャンブル等は、ぱちんこ・パチス

ロとなっています。 

 この調査結果から国は、ギャンブル等依存症が疑われる者の数を全国で約７

０万人と推計しています。 

    

表２  平成２９年度調査 

研究実施主体 日本医療研究開発機構（ＡＭＥＤ） 

調査方法 面接調査 

対象車の選択方法 全国の住民基本台帳から無作為抽出 

調査対象者 10,000名 

回答者数 4,685名（回答率４６.9％） 

ギャンブル等依存

症が疑われるもの 

（SOGS※１５点以

上、過去1年以内） 

推計値 0.8％（0.5～1.1％）（※２）     （32名/4,685名）                 
（※３） 

（内訳）※４パ

チンコ・パチス

ロに最もお金

を使った者 

 

0.7%（0.4～0.9％）         （26名/4,685名) 

ギャンブル等依存

症が疑われるもの 

（SOGS※１５点以

上、生涯） 

推計値 3.6%（3.1～4.2%）        （158名/4,685名） 

（内訳）※５パ

チンコ・パチス

ロに最もお金

を使った者 

 

2.9%(2.4～3.4%)        （123名/4,685名） 

（国立病院機構 久里浜医療センター 「国内のギャンブル等依存に関する疫学調査」）  

                                 

 

※１  ＳＯＧＳ (The South Oaks Gaｍbling Screen）は、世界的に最も多く用いられ 

ているギャンブル等依存症の簡易スクリーニング。12 項目（20 点満点）の質問 

中、その回答から算出した点数が 5 点以上の場合、ギャンブル等依存症の傾向ありと 

される。 

※２ 数値は年齢調整後の値（   ）は 95％信頼区間 

※３ （  ）は実数 

※４  過去 1 年以内に最もお金を使ったギャンブル等に関する内訳 

※５  生涯を通じて最もお金を使ったギャンブル等に関する内訳 
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４ ギャンブル等依存症者の受療状況                

 大分県では 1 回以上外来を受診した患者は 45 人、継続して受診している患

者は 29 人で、外来患者は年々増加している状況です。 

 

表３ ギャンブル等依存症者の受療状況          （単位：人）              

 平成２６

年度 

平成２７

年度 

平成２８

年度 

平成２９

年度 

外来患者数(1 回以上)※１ ２０ ２３ ３４ ４５ 

外来患者数(継続) １５ １５ ２２ ２９ 

「国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所 精神医療政策研究部 精神保健福祉資料」 

データ：NDB（ナショナルデータベース）  統計開始：平成26年度 

 

５ その他関連の状況 

（１）  ギャンブル等依存症の相談状況 

 

 保健所と大分県こころとからだの相談支援センターでのギャンブル等依存症

相談の状況をみると、相談拠点である大分県こころとからだの相談支援センタ

ーで多くの相談を受けています。 

   

表４ ギャンブル等依存症相談件数 

  
保健所※２ 

（大分市含む） 

大分県こころと

からだの相談支

援センター 

総計 

Ｈ２８年度 36 163 199 

Ｈ２９年度 25 120 145 

Ｈ３０年度 45 131 176 

Ｒ １年度 17 149 166 

                         （障害福祉課調べ） 

 

 

 

 

※１  各年度においてギャンブル等依存症の外来診療をしている大分県内医療機関に１年間に１回以上受

診した患者数 

※２ 保健所 県保健所・部 9 カ所及び大分市保健所の合計 
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（２）  多重債務に関する相談 

多重債務とは、複数の業者から借金をしていて、返済が困難になっている

状態です。九州財務局への相談で、借金をしたきっかけで多い原因は、「低収

入や収入の減少によるもの」「商品・サービスの購入」で、ここ数年変更はあ

りません。 

  九州財務局大分財務事務所への多重債務の相談は増加傾向ですが、消費生

活センターへの相談は減少傾向となっています。 

 
表５  九州財務局大分財務事務所による多重債務相談 

  総相談件数 多重債務相談件数 

Ｈ２９年度 331 320 

Ｈ３０年度 371 354 

Ｒ １年度 386 373 

（九州財務局大分財務事務所調べ） 

 

表６ 消費生活・男女共同参画プラザによる多重債務相談 

  総相談件数 多重債務相談件数 
（多重債務相談のう

ちギャンブル等が原

因のもの） 

Ｈ２９年度 3,435 178 (4) 

Ｈ３０年度 3,045 157 (7) 

Ｒ １年度 2,688 111 （0） 

（消費生活・男女共同参画プラザ調べ） 

 

（３）   関係事業者が設立を支援した相談機関への相談件数 

①  リカバリーサポート・ネットワーク※１ 

ぱちんこ・パチスロ遊技の依存に関する相談機関です。平成１８年に相談

を開始しています。平成 2９年に各相談件数とも増加しています。 

 
表７ リカバリーサポート・ネットワーク相談 

 H27 年 H28 年 H29 年 H30 年 R1 年 

大分県の初回相談件数 ２２ ８ ２２ ２８ ２７ 

初回相談件数 2,248 2,008 3,878 4,258 3,203 

延総件数 2,967 2,502 4,923 5,795 5,222 

（ 認定特定非営利活動法人リカバリーサポート・ネットワーク活動報告 ）       

RSN 沖縄事務所で受けた相談件数に加え、全商協 RSN 支援室※２の対応(平成２７年８

月～平成３０年３月）、RSN 東京事務所での夜間対応（平成２９年 11 月～平成３０年９

月）を総合した件数。 

 
 

 

※１ リカバリーサポート・ネットワークは、ぱちんこ・パチスロ遊技への「のめり込み問題」からの回復

のために設立された機関  

 

※２ 全商協 RSN 支援室は、全国遊技機商業協同組合連合会と日本遊技機工業組合との共同事業 

 

 

 

-7-



② 公営競技ギャンブル依存症カウンセリングセンター※１ 

公営競技のギャンブル依存に関する相談機関です。平成３０年度から相談

を開始しています。 

  
表８ 公営競技ギャンブル依存症カウンセリングセンター相談（令和元年度実績） 

 

 

 

 

（公営競技ギャンブル依存症カウンセリングセンター実績報告） 

 
   

 

③ ギャンブル依存症予防回復支援センター※２ 

モーターボート競走団体が設立した機関ですが、モーターボート以外の依 

存に関する相談にも応じています。 

平成２９年度から、２４時間無料相談コールセンターを開設しています。 

  
表９ ギャンブル依存症予防回復支援センター 

 

 

    

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※１ 公営競技ギャンブル依存症カウンセリングセンターは、全国公営競技施行者連絡協議会が設立した

機関 
 

※２ ギャンブル依存症予防回復支援センターは、モーターボート競走団体が設立した機関 

 

 

 電話 メール 合計 

相談件数 １１０ １４１ ２５１ 

 H30 年度 H31 年度 

電話相談件数 2,497 4,312 

対面相談件数 59 53 

（ギャンブル依存症予防回復支援センター報告） 
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第３章 計画の基本的考え方 

 

１ 基本理念 

 本県のギャンブル等依存症対策は、法第 3 条に規定する次の 2 点を基本理念

とします。 

（１） ギャンブル等依存症の発症、進行及び再発の各段階に応じた適切な対策 

と関係者の円滑な日常生活及び社会生活への支援 

ギャンブル等依存症対策においては、ギャンブル等依存症の発症、進行及び

再発の各段階に応じた防止及び回復のための対策を適切に講ずるとともに、ギ

ャンブル等依存症の本人や家族が日常生活及び社会生活を円滑に営むことが

できるように支援します。 

 

（２） 多重債務、貧困、虐待、自殺、犯罪等の関連問題に関する施策との有 

機的な連携への配慮 

ギャンブル等依存症対策を講ずるに当たっては、ギャンブル等依存症が多 

重債務、貧困、虐待、自殺、犯罪等の問題と密接に関連することに鑑み、ギ 

ャンブル等依存症に関連して生ずるこれらの問題の根本的な解決に資するた 

め、様々な問題に関する施策との有機的な連携が図られるよう必要な配慮を 

します。 

 

２ 基本方針 

 推進計画では、以下の４点を基本方針として取組を定めます。 

（１） ギャンブル等依存症に関する知識の普及を促進し、将来にわたる発症 

を予防するための取組 

ギャンブル等依存症が「誰でもなり得る」状態であり、適切な支援や治療 

により「回復できる」ことを周知します。また、ギャンブル等依存症に関連し

て生じる問題等について正しく理解するとともに、ギャンブル等と適切に付き

合うための教育・啓発等の取組を、民生委員等の地域の支援者をはじめとする

県民を対象に推進します。 

 

（２） ギャンブル等依存症について誰もが気軽に相談できる体制と必要な 

支援につなげる相談支援体制づくり 

大分県こころとからだの相談支援センターをギャンブル等依存症に関す 

る相談拠点とし、ギャンブル等依存症の本人や家族、友人等からの相談に応 

じます。 

また、ギャンブル等依存症の関連問題に対応する関係機関及び身近な相談 

機関である保健所や市町村、自助グループ等との連携により、ギャンブル等 

依存症の本人や家族等を適切な支援につなぐ体制づくりを行います。 
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（３）  医療体制の整備と連携の促進 

ギャンブル等依存症の適切な治療を地域で受けられるように、専門医療 

機関及び専門医療機関同士の連携の拠点となる治療拠点の整備を進めます

す。 

また、ギャンブル等依存症の本人や家族が、継続した支援を受けられよ 

うに、医療機関と相談機関や関係機関との連携を進めます。 

 

（４）  ギャンブル等依存症者が円滑に回復、社会復帰するための理解の促進 

疾病や障がい、孤独等様々な生きづらさを抱えてギャンブル等にのめり 

込んだ人に対して、市町村やNPO、民生委員等の地域の支援者と協力して

地域で孤立しないための取組を行います。 

また、ギャンブル等依存症者の回復及び社会復帰が円滑に進むよう、社 

会全体でギャンブル等依存症並びにその回復及び社会復帰についての理解

を促進します。 
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第４章 具体的な取組 

１ 発症予防（１次予防） 

（１）  教育の推進 

① 若年者に対する依存症への理解の促進 

高等学校や大学等と連携し、生徒、学生に対するリーフレットの配布や 

SNS による発信を利用しギャンブル等依存症についての情報提供に努

めます。 

② 大分県教育委員会の取組 

高等学校における精神疾患教育の推進を図るために、令和 4 年度以降

の新学習指導要領※1 では、ギャンブル等依存症を含めた依存症につい

て取り上げることになりました。 

保健体育科担当教諭等に対し、各種研修会等で新高等学校学習指導要

を周知するとともに、文部科学省が作成した教師用指導参考資料を活用

し、学校教育においてギャンブル等依存症に関する指導を行うことがで

きるように努めます。 

（２）  広報等による普及啓発 

① ギャンブル等依存症の正しい知識の普及啓発や相談窓口等の周知を行

います。 

・ ギャンブル等依存症に関するパンフレットや相談窓口のチラシ等を 

作成し、ギャンブル等依存症問題啓発週間(毎年５月14 日～20 日)

などあらゆる機会を通じ、正しい知識の普及啓発や相談窓口の周知を

図ります。 

・ ぱちんこや競輪などの関係事業者及びギャンブル等依存症に関連し 

て生ずる多重債務、貧困、虐待、ＤＶ※２、自殺、触法行為等の相談 

機関や市町村、民生委員等の地域支援者と連携を図り、ギャンブル等 

依存症に関するポスタ－、パンフレットによる知識の普及や相談窓口 

の周知を図ります。 

・ GA※３やギャマノン※４などの自助グループと連携し、本人や家族 

の体験談や講演、活動の紹介を行うなど、効果的な普及啓発に取り組 

みます。 
 

 

 

※1 平成30年3月に公示された高等学校学習指導要領では、保健体育科科目保健の指導内容のひと 

つとして精神疾患を取り上げることになり、平成30年７月に公表された高等学校学習指導要領 

（平成30年告示）解説（保健体育編・体育編、文部科学省）において、「アルコール、薬物等の 

物質への依存症に加えて、ギャンブル等への過剰な参加は習慣化すると嗜癖(しへき)行動にな

る危険性があり、日常生活にも悪影響を及ぼすことに触れるようにする。」と記載され、精神疾

患の一つとしてギャンブル等依存症を含めた依存症について取り上げることになった。 

※２  DV は「ドメスティック・バイオレンス」の略で「配偶者や恋人など親密な関係にある、又は 

あった者から振るわれる暴力」の意味で使われることが多い 

※３ GA は、ギャンブル等依存症に関する本人中心の自助グループ   P17 参照 

※４  ギャマノンは、ギャンブル等依存症の家族中心の自助グループ   P17 参照 
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② ぱちんこ・パチスロ業界（大分県遊技業協同組合）における取組 

依存（のめり込み）問題の発症予防のため、共通標語※１を定め、チ 

ラシ等の媒体に掲載する取組や、ホームページで依存（のめり込み）問 

題への注意喚起のための啓発を行います。 

・ 研修を受講した従業員を、ぱちんこへの依存症防止対策専門員である 

「安心パチンコ・パチスロアドバイザー」として営業所に配置し、相談 

窓口の紹介や、他の職員に対して依存症についての情報提供等を行い

ます。 

・ ぱちんこ依存症の相談窓口として、リカバリーサポート・ネットワ 

ーク※２の周知の徹底を図ります。 

③ 別府競輪における取組 

・ ギャンブル等依存症について、注意喚起標語※3 を定めポスター等に 

よる周知を行うとともに、ホームページでのギャンブル等依存症の啓 

発を図ります。 

・ 別府競輪に設置された相談窓口及び公営競技ギャンブル依存症カウ 

ンセリングセンター※4 の周知を行います。 

 

（３） 不適切な誘引の防止 

① ぱちんこ・パチスロ業界における取組 

１８歳未満の者を客として立ち入らせないため、ホームページ、掲示

物での注意喚起の徹底やホールでの従業員による年齢確認等の取組を行

います。 

② 別府競輪における取組 

２０歳未満の者の車券購入をさせないために、ホームページ、インター 

ネット投票画面、掲示物での注意喚起の徹底、競輪場や、場外車券売り場

においては警備員による声かけ等の取組を行います。 

 

 

※１ 共通標語 

「パチンコ・パチスロは適度に楽しむ遊びです。のめり込みに注意しましょう。」 

「パチンコ・パチスロは１８歳になってから」 

※２ P7 参照 

※３ 注意喚起標語 

「車券の購入は２０歳になってから。競輪は適度に楽しみましょう。」 

※４ P8 参照 
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③ 大分県警察における取組 

警察は、射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる風俗営業者が善良の風

俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を

防止するため、風営適正化法に基づく立入調査等を徹底するとともに行政指

導を強化します。 

また、風俗営業の健全化に資するため、違法賭博店に対する厳正な取締り

を実施します。 

 

（４） ぱちんこ営業所における ATM 等の撤去等 

一部の営業所では、ＡＴＭの設置※やデビットカードシステムが導入 

されていますが、順次撤去等に向けた検討を進めます。 

 

２ 進行予防（２次予防） 

（１）  相談支援の充実 

① 相談支援体制の整備 

 県では、大分県こころとからだの相談支援センターをギャンブル等依存 

症の相談拠点として指定し、各相談窓口との連携を進めることにより、 

相談支援体制の整備を図ります。 

・ 地域の精神相談の窓口である保健所や市町村等と連携し、ギャンブル 

等依存症の本人や家族が身近な地域でも相談支援を受けられる体制作り 

を進めます。 

・ 多重債務、貧困、虐待、ＤＶ、自殺関連、触法行為等の相談機関におい

て、相談の背景にギャンブル等依存症が疑われる場合には、他の相談機関 

や自助グループ等の適切な支援や、治療につなげることができるよう連携 

を進めます。 

・ 各相談機関がそれぞれの支援内容や課題を共有し、連携して対策を講 

 じていくための協議の場を設定します。 

 大分県こころとからだの相談支援センターの取組 

・ ギャンブル等依存症の本人や家族からの相談に引き続き対応します。 

また、本人・家族向けの集団プログラム等を開催し、依存症からの回復 

を支援します。 

・ 医療機関や他の相談機関、GA やギャマノン等の自助グループ等と連携 

し、ギャンブル等依存症の本人や家族に対して適切な支援ができるように 

努めます。 

 

 

※ ぱちんこ営業所の ATM は、依存症の防止対策として、一日の引き出し額の制限や月の引 

き出し額の制限等を設定。 
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 ぱちんこ・パチスロ業界における取組 

各営業所の「安心パチンコ・パチスロアドバイザー」が相談に対応し、 

リカバリーサポート・ネットワーク※１や大分県こころとからだの相談支

援センター等の相談窓口の紹介に努めます。 

 別府競輪における取組 

  相談窓口において、公営競技ギャンブル依存症カウンセリングセン 

ター※２やこころとからだの相談支援センター等の相談窓口の紹介に努め

ます。 

 ぱちんこ・パチスロ業界、別府競輪における取組 

自己申告・家族申告プログラム※３の導入店舗数の増加や、両プログラ

ムの周知に努めます。 

② 相談支援従事者の育成 

・ 保健所や市町村、多重債務、貧困、虐待、ＤＶ、自殺関連、触法行為 

等の関係機関を対象にギャンブル等依存症に関する研修を実施し、相 

談従事者を育成します。また、GA やギャマノンなどの自助グループと 

連携し、効果的な研修に取り組みます。 

  

（２）  医療提供体制の充実 

 専門医療機関及び治療拠点機関の整備 

・ ギャンブル等依存症に対する適切な医療を提供することができる専門 

医療機関を指定します。また専門医療機関の中から、県内のギャンブル等 

依存症の治療拠点機関を指定します。 

・ 専門医療機関と治療拠点機関の連絡会を開催し、依存症に関する診療 

体制ネットワークの構築に向けた協議を行います。 

・ 治療拠点機関と連携して医療機関を対象とした研修会を実施し、依存症 

に対する情報発信を行うとともに、専門医療機関やその他の精神科医療

機関、一般医療機関との連携を推進します。 

・ 相談窓口や専門医療機関等の治療機関について、県のホームページ等に 

より周知します。 

 

    ※１ P７参照 

※２ P８参照 

※３ 自己申告・家族申告プログラム 

○ ぱちんこ・パチスロ業界 

「１日の遊技上限金額」「１ヶ月の来店上限回数」「１日の遊技上限時間」を制限。本人の 

同意のない家族からの申告制度も導入されている。 

   ○ 別府競輪 

本人・家族の申告による入場制限及びインターネット投票の制限 
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（３）  相談機関と医療機関等との連携  

① 相談拠点と専門医療機関、治療拠点機関の連携の推進 

・ 相談拠点である大分県こころとからだの相談支援センターや地域の相 

談機関である保健所等と、専門医療機関・治療拠点機関との連携を進 

め、ギャンブル等依存症の本人や家族が継続した支援を受けられる体制 

整備を推進します。 

・ 大分県こころとからだの相談支援センターは、相談支援従事者等を対 

象とした連絡会を開催し、情報の共有、役割を整理することで、適切な 

相談・治療につなげる連携体制の構築に努めます。 

② 医療機関従事者の育成 

・ 治療拠点機関や専門医療機関と連携し、医療従事者を対象に、ギャ 

ンブル等依存症の理解や回復支援等について研修を実施します。 

 

３ 再発予防（３次予防） 

（１） 社会復帰への支援 

① ギャンブル等依存症からの回復支援 

・ ギャンブル等依存症が、早期の支援や適切な治療により回復可能である 

ことを県民に周知し、ギャンブル等依存症に対する理解を促進します。 

・ ギャンブル等依存症の本人や家族が抱える様々な問題に配慮した対応 

が求められるため、各相談機関や民生委員、NPO 等地域の支援者ととも 

に、地域社会で孤立しないための支援を提供できるよう取り組みます。 

・ ギャンブル等依存症の本人や家族が、医療機関や相談機関から自助グル 

ープ等の適切な支援につながることができるように情報を共有します。 

・ ギャンブル等依存症者の復職、就労について、職場に正しい理解や適 

切な支援が受けられるようハローワーク等と連携します。 

・ 多重債務、貧困、虐待、ＤＶ、自殺関連、触法行為等の問題を抱えた 

人で、ギャンブル等依存症が疑われる場合には、大分県こころとからだ

の相談支援センターや地域の関係機関が連携し、ギャンブル等依存症の

本人や家族に対して、相談機関、医療機関や自助グループの紹介等によ

り、適切な支援を受けることができるように努めます。 

② （再掲）大分県こころとからだの相談支援センターの取組 

・ ギャンブル等依存症の本人や家族からの相談に引き続き対応します。 

また、本人・家族向けの集団プログラム等を開催し、依存症からの回 

復を支援します。 

・ 医療機関や他の相談機関、GA やギャマノン等の自助グループ等と連携 

し、ギャンブル等依存症の本人や家族に対して適切な支援ができるように 

努めます。 
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（２）  民間団体の活動に対する支援 

① 自助グループとの連携促進 

・ 回復者の体験談や回復事例を紹介することにより、回復支援における自 

助グループの役割を周知し、自助グループと各機関との連携を進めます。 

・ ギャンブル等依存症に対する理解の促進のために、自助グループ等と連 

携して事業を推進します。 

 

② 自助グループへの支援 

・ 大分県こころとからだの相談支援センター等において、自助グループの 

活動等に対する支援を進めます。また、ホームページ等で自助グループ活

動を県民に広く周知します。 

  ・ 新型コロナウイルス感染症等の感染症が流行している状況下でも活動

を継続するため、オンラインや SNS 活用による取組や、集合して活動す

る場合は感染症対策を徹底できるよう支援します。 
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ギャンブル等依存症関係の自助グループ 

（１）本人中心のグループ 

名  称 内  容 問い合わせ先 

GA 

(Gamblers 

Anonymous) 

ギャンブルが原因で、生活のいたる所に問題をお

こしていながら、ギャンブルがやめられない方、ギャ

ンブルをやめたい方が対象。仲間と一緒にギャンブ

ルをやめるため、毎週ミーティングを行っています。 

◇ミーティング 

ＧＡ大分グループ 

水曜 PM7:00～9:00    大分市西部公民館 

ＧＡ大分東きずなグループ 

土曜  PM7:00～9:00    大分市東部公民館 

GA なかつ大分 

土曜  AM10:30～12:00  新博多町交流セン

ター 

※会場が変更になることがありますのでＧＡ日本の

ホームページで確認をお願いします。 

[GA 日本ホームペー

ジ] 

http://www.gaja-

pan.jp/ 

ホームページに各ミー

ティングのスケジュー

ルが掲載されていま

す 

 

（２）家族が中心のグループ 

名称    内容 問い合わせ先 

 

ギャマノン 

(Gam-Anon) 

ギャンブル等依存症者の家族の自助グループ 

◇ミーティング 

ギャマノン大分 

水曜 PM7:00～9:00 大分市コンパルホール 

ギャマノン別府＠はーもにあかふぇ 

第 3 日曜 PM5:00～7:00    別府市野口ふれあ

い交流センター 

 

〔ギャマノンホームペ

ージ〕 

http://www.gam-

anon.jp 

 

＜ギャマノン大分＞ 

大分県こころとから

だの相談支援センタ

ー  [TEL]  097-

541-6290 

＜ギャマノン別府＞ 

[e-mail]  harmo-

niacafe2019@ 

gmail.com 

[ホームページ] 

http://harmonia-

cafe.hateblo.jp 
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４ 人材育成 

 発症予防（１次予防）、進行予防（２次予防）、再発予防（３次予防）におけ 

る具体的な取組を通じて、ギャンブル等依存症対策に関わる人材の育成を図り 

ます。 

 

５  調査研究の推進等 

  医療機関、学識経験者、自助グループ、関係行政機関等で構成される「大分 

県ギャンブル等依存症対策推進協議会」（以下「協議会」という。）や依存症絡 

会等の協議の場を活用し、ギャンブル等依存症に関する県内の実態や課題の把 

握に努めます。 

 

 

第５章 ギャンブル等依存症対策の推進体制と計画の進行管理 

  

１ 関係施策との有機的な連携 

推進計画に基づく施策の推進にあたっては、「大分県アルコール健康障がい対 

策推進計画」、「大分県再犯防止推進計画」、「いのち支える大分県自殺対策計画」、

「大分県医療計画」等に基づく取組等との有機的な連携を図ります。 

 

２ 推進体制 

 協議会の意見を伺うとともに、医療機関、市町村、各相談窓口、自助グループ 

等と協議を行いながら推進します。 

 

３ 計画の進行管理 

 協議会に計画の進捗状況を報告し、その意見を踏まえ効果的な施策の実施を 

図ります。 

 

４ 計画の見直し 

 計画の進捗状況や、国の基本計画の動向、社会情勢の変化などを踏まえ、計画 

期間の終了前であっても必要に応じて計画の見直しを行います。 
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大分県ギャンブル等依存症対策推進協議会設置要綱 

 

 
（設 置） 

第１条 県内関係機関及び団体が連携し、総合的なギャンブル等依存症対策を推進す 

るため、「大分県ギャンブル等依存症対策推進協議会」（以下「協議会」という）を

設置する。 

 

（所掌事務） 

第２条 協議会は、次に掲げる事項について協議を行う。 

（１） 大分県ギャンブル等依存症対策推進計画に関すること。 

（２） その他ギャンブル等依存症対策に必要と認められる事項に関すること。 

 

（構 成） 

第３条 協議会の委員は、県内の学識経験者等の中から知事が委嘱する。 

２ 知事は必要に応じて、新たな協議会委員を委嘱することができる。 

 

（任 期） 

第４条 協議会の任期は 2 年以内とする。ただし、補欠の協議会委員の任期は、前任 

者の残任期間とする。 

２ 協議会委員は再任することができる。 

 

（役 員） 

第５条 協議会に協議会長を置き、協議会委員の互選によりこれを定める。 

２ 協議会長は、協議会を代表し、会務を統括する。 

３ 協議会長に事故ある時は、あらかじめ協議会長の指名する協議会委員がその職務 

 を代理する。 

 

（会 議） 

第６条 協議会の会議は、協議会長が招集し、協議会長が議長となる。 

２ 協議会長は、必要があるときは、協議会委員以外の者の出席を求め、又は意見を

聞くことができる。 

 

（庶 務） 

第７条 協議会の庶務は、大分県福祉保健部障害福祉課及びこころとからだの相談支 

援センターにおいて処理する。 

 

（雑 則） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、協議会 

長が別に定める。 

 

附 則 

 この要綱は、令和２年８月１９日から施行する。 
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ギャンブル等依存症対策推進協議会 委員名簿 

                              （令和３年３月現在） 

          氏       名                 所      属 

1 影山 隆之（会長） 大分県立看護科学大学 教授 

2       山本 正史 
大分県精神科病院協会理事 

（鶴見台病院 院長） 

3       河村 郁男 
大分県精神神経科診療所協会 

（河村クリニック院長） 

4       ラ ッ キー GA（ギャンブル依存自助グループ） 

5       り        か 
ギャマノン 

（ギャンブル依存症者家族グループ) 

6       力武 一郎 大分県遊技業協同組合理事長 

7       石崎  聡 
別府競輪 

（別府市公営事業部公営競技事務所長） 

8       内田 精治 
大分県弁護士会 

（あさなぎ法律事務所） 

9       宮脇 雅士 
大分県社会福祉協議会 

（地域福祉部副部長） 

10       浜田 洋一 
大分県消費生活・男女共同参画プラザ 

（消費生活班課長補佐） 

11       井上 豊文 
大分県警察本部 生活安全企画課 

（許可等事務管理室室長補佐） 

12       前田 泰久 
保健所長会長 

（中部保健所長） 
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