
 

2019年度 事業報告書 

 
   

  自 2019年 4月 1日 

至 2020年 3月 31日 

                    公益社団法人ギャンブル依存症問題を考える会 

 

 

 公益社団法人ギャンブル依存症問題を考える会が実施いたしました 2019年度の事業の 

概要についてご報告します。 

 

 

【１】ギャンブル依存症についての啓発事業 

 

１） ギャンブル依存症啓発週間に合わせてセミナーを企画・実施しました 

2019年 5月 14日ギャンブル依存症セミナーin東京 

2019年 5月 15日ギャンブル依存症セミナーin大阪 

～ギャンブル依存症対策に必要な本当の話～連携づくりの成功事例に学ぶ～ 

「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！」 

２） 企業向けに「社員の依存症対策マニュアル」を作成し、啓発いたしました 

公益社団法人キリン財団からの助成を受けて実施した事業です 
2020年３月ホームページ公開「大切な社員を依存症から守ろう！ ～隠すより予防を～」 

2020年３月冊子配布「職場に依存症の方がいたら 正しい対応マニュアル」 

３）ギャンブル依存症を啓発する YouTube動画を企画、制作しました 

  薬物依存症から回復し続けている俳優高知東生さんと田中紀子が一般の方にもわかり

やすく依存症を語るトーク番組『たかりこチャンネル』（2019年度は 14本を公開） 

４）ギャンブル依存症の啓発のためのドラマを企画制作しました 

厚生労働省 依存症民間団体支援事業 

５）厚労省主催の依存症啓発イベントに代表の田中が出演し、トークライブしました 
「依存症への理解を深めよう 回復を応援し受け入れる社会へ」 
2020年１月 26日 in福岡 トークライブ出演 
2020年 3月１日 in東京 トークライブ出演 （オンライン配信） 

６）ギャンブル依存症の自助グループが少ない県において代表の田中が講演しました 

NPO法人全国ギャンブル依存症家族の会主催 

厚生労働省 依存症民間団体支援事業  

2019年 11月 9日ギャンブル依存症セミナーin鳥取 講演 



2019年 11月 10日ギャンブル依存症セミナーin岡山 講演 

2019年 11月 23日ギャンブル依存症セミナーin青森 講演 

７）ギャンブル依存症の支援・地域連携について、全国各地で代表の田中が講演しました 

一般社団法人グレース・ロード主催 

厚生労働省 依存症民間団体支援事業 

「効果的なギャンブル依存症対策とは？～地域連携「山梨モデル」とは何か～」セミナー 

「地域連携の 好事例と家族支援のあり方」というテーマで田中が全 6回講演  

2019年 11月 21日 in札幌、12月 4日 in愛知、12月 12日 in長崎 

2020年 1月 19日 in東京、1月 24日 in大阪、2月 15日 in山梨 

８）依存症問題でお困りのご家族にきめ細かく対応する「家族相談会」 

  東京で 33回、大阪で 11回   （【別紙 1】をご参照ください） 

９）ファミリーダイナミクスプログラム（回復プログラム）東京で 5回、大阪で 8回 

10）タケトワーク（心理ワークショップ） 東京で 3回、大阪で 3回 

11）その他の啓発事業については下記の資料をご参照ください 

【別紙 1】当会が企画した講座・イベント、相談会など 

【別紙 2】当会代表田中紀子が行った講演 （外部主催のイベントにて） 

 

 

【２】セルフヘルプグループや治療施設などの情報提供事業 

 

１）ギャンブル依存症の電話相談対応（相談専用電話 070-4501-9625） 

２）インタベンション （治療回復施設入所のための当事者介入） 

３）個人相談 

 

 

【３】青少年に対する、ギャンブル依存症の予防教育事業 

 

１）文部科学省委託事業として「令和元年度依存症予防教育推進事業」を実施しました 

昨年に引き続き、多くの教育関係者、地域の支援者にご参加いただきました 

2019年 8月 7日「ダメ、絶対」だけではない依存症予防教育 モデル授業 in金沢 

2019年 8月 14日「ダメ、絶対」だけではない依存症予防教育 モデル授業 in岡山 

2019年 8月 30日「ダメ、絶対」だけではない依存症予防教育 モデル授業 in高知 

 

 

【４】その他 （各事業に付帯または関連する事業） 

 

１） 当会代表の田中紀子が執筆した論文が「優秀論文賞」を受賞いたしました 

2019年 10月 6日 「2019年アルコール・薬物依存関連学会合同学術総会」 

一般社団法人日本アルコール・アディクション医学会主催 

『第 25 回日本アルコール・薬物医学会 雑誌 優秀論文賞』受賞 



 

「病的ギャンブラーとギャンブル愛好家とを峻別するものは何か： 

LINEアプリ・セルフスクリーニングテストを用いた病的ギャンブラーの臨床的特徴 

に関する研究」 

田中紀子，松本俊彦，森田展彰，木村智和 (第 53 巻 6 号 掲載） 

 

事例 

 

【１】ギャンブル依存症の啓発事業 

（１）       （２）      （３） 

     

 

【３】青少年に対する、ギャンブル依存症の予防教育事業 

（１）  

       

 

【４】その他 （各事業に付帯または関連する事業） 

（１）『第 25 回日本アルコール・薬物医学会 雑誌 優秀論文賞』受賞 

 

 



【別紙1】

2019年度　開催した講座・イベント　　（共催・委託事業　含む）

開催日 月/日 開催地 講座名・イベント名 会場 共催・委託

5月 5月12日 大阪府
タケトワーク
「自分は自分、子どもは子ども、共依存関係からの自律」

大阪市立中央会
館

5月14日 東京都
ギャンブル依存症セミナーin東京
「ギャンブル依存症対策に必要な本当の話
～連携作りの成功事例に学ぶ」

東京都千代田区
星稜会館

5月15日 大阪府
ギャンブル依存症セミナーin大阪
「ギャンブル依存症対策に必要な本当の話
～連携作りの成功事例に学ぶ」

大阪府大阪市
SPACEMARKET

5月18日 東京都
タケトワーク
「自分は自分、子どもは子ども、共依存関係からの自律」

当会事務所

8月 8月11日 大阪府
タケトワーク
「家族の事が気になりすぎる人のためのワークショップ」

阿倍野区民セン
ター

8月17日 東京都
タケトワーク
「家族の事が気になりすぎる人のためのワークショップ」

当会事務所

10月　 10月19日 東京都 FDPファミリーダイナミクスプログラム
ハロー貸会議室
茅場町

11月　 11月2日 東京都 FDPファミリーダイナミクスプログラム
ハロー貸会議室
茅場町

11月16日 東京都
タケトワーク
「自分のせいでもなく、他人のせいでもない生き方」

当会事務所

11月23日 大阪府
タケトワーク
「自分のせいでもなく、他人のせいでもない生き方」

大阪市立中央会
館

12月　 12月7日 東京都 FDPファミリーダイナミクスプログラム
ハロー貸会議室
茅場町

2020年

1月 1月11日 東京都 FDPファミリーダイナミクスプログラム
ハロー貸会議室
茅場町

2月 2月8日 東京都 FDPファミリーダイナミクスプログラム
ハロー貸会議室
茅場町

3月 3月21日 東京都 FDPファミリーダイナミクスプログラム
ハロー貸会議室
茅場町

8月7日 石川県
依存症予防教育推進事業
「ダメ、絶対」だけではない依存症予防教育 in金沢

駅西健康ホール
「すこやか」

文科省委託事業

8月14日 岡山県
依存症予防教育推進事業
「ダメ、絶対」だけではない依存症予防教育 in岡山

岡山国際文化セン
ター

文科省委託事業

8月30日 高知県
依存症予防教育推進事業
「ダメ、絶対」だけではない依存症予防教育 in高知

高知商工会館 文科省委託事業

NPO法人ギャンブル
依存症家族の会

一般社団法人
グレース・ロード

【１】  ギャンブル依存症についての啓発事業

【３】  青少年に対する、ギャンブル依存症の予防教育事業



9月6日 東京都 第2回依存症報道グッドプレス賞2018
大手町ファースト
スクエアカンファレ
ンスRoomA

依存症問題の正しい
報道を求めるネット

ワーク
（当会もメンバー）

6月20日 東京都 ネット・ゲーム依存家族会 当会事務所

7月18日 東京都 ネット・ゲーム依存家族会 当会事務所

8月15日 東京都 ネット・ゲーム依存家族会 当会事務所

9月19日 東京都 ネット・ゲーム依存家族会 当会事務所

10月20日 東京都 ネット・ゲーム依存家族会 当会事務所

11月16日 東京都 ネット・ゲーム依存家族会 深川東京モダン館

1月25日 東京都 ネット・ゲーム依存家族会 当会事務所

2月22日 東京都 ネット・ゲーム依存家族会 当会事務所

3月21日 東京都 ネット・ゲーム依存家族会 当会事務所

【４】  その他　（各事業に付帯または関連する事業）



【別紙1】

2019年度　　家族相談会　　

開催日 月/日 開催地 会場 主催者

4月 4月4日 東京都 家族相談会 当会事務所 （公社）ギャンブル依存症問題を考える会

4月13日 東京都 家族相談会 当会事務所 （公社）ギャンブル依存症問題を考える会

4月18日 東京都 家族相談会 当会事務所 （公社）ギャンブル依存症問題を考える会

5月 5月2日 東京都 家族相談会 当会事務所 （公社）ギャンブル依存症問題を考える会

5月11日 東京都 家族相談会 当会事務所 （公社）ギャンブル依存症問題を考える会

5月23日 東京都 家族相談会 当会事務所 （公社）ギャンブル依存症問題を考える会

6月 6月8日 東京都 家族相談会 当会事務所 （公社）ギャンブル依存症問題を考える会

6月13日 東京都 家族相談会 当会事務所 （公社）ギャンブル依存症問題を考える会

6月27日 東京都 家族相談会 当会事務所 （公社）ギャンブル依存症問題を考える会

6月30日 大阪府 家族相談会 クレオ大阪 ギャンブル依存症問題を考える会　大阪府会

7月 7月4日 東京都 家族相談会 当会事務所 （公社）ギャンブル依存症問題を考える会

7月20日 東京都 家族相談会 当会事務所 （公社）ギャンブル依存症問題を考える会

7月21日 大阪府 家族相談会 東淀川区民会館 ギャンブル依存症問題を考える会　大阪府会

7月23日 東京都 家族相談会 当会事務所 （公社）ギャンブル依存症問題を考える会

8月 8月5日 東京都 家族相談会 当会事務所 （公社）ギャンブル依存症問題を考える会

8月6日 大阪府 家族相談会 西成区民センター ギャンブル依存症問題を考える会　大阪府会

8月10日 東京都 家族相談会 当会事務所 （公社）ギャンブル依存症問題を考える会

8月18日 大阪府 家族相談会 西成区民センター ギャンブル依存症問題を考える会　大阪府会

8月27日 東京都 家族相談会 当会事務所 （公社）ギャンブル依存症問題を考える会

9月 9月3日 大阪府 家族相談会 西成区民センター （公社）ギャンブル依存症問題を考える会

【２】  セルフヘルプグループや治療施設などの情報提供事業



9月8日 大阪府 家族相談会 西成区民センター ギャンブル依存症問題を考える会　大阪府会

9月10日 東京都 家族相談会 当会事務所 （公社）ギャンブル依存症問題を考える会

9月21日 東京都 家族相談会 当会事務所 （公社）ギャンブル依存症問題を考える会

9月26日 東京都 家族相談会 当会事務所 （公社）ギャンブル依存症問題を考える会

  10月 10月10日 東京都 家族相談会 当会事務所 （公社）ギャンブル依存症問題を考える会

10月19日 東京都 家族相談会 当会事務所 （公社）ギャンブル依存症問題を考える会

10月29日 東京都 家族相談会 当会事務所 （公社）ギャンブル依存症問題を考える会

 11月 11月2日 東京都 家族相談会 当会事務所 （公社）ギャンブル依存症問題を考える会

11月3日 大阪府 家族相談会 西成区民センター ギャンブル依存症問題を考える会　大阪府会

11月14日 東京都 家族相談会 当会事務所 （公社）ギャンブル依存症問題を考える会

11月26日 東京都 家族相談会 当会事務所 （公社）ギャンブル依存症問題を考える会

    12月 12月3日 大阪府 家族相談会 浪速区民センター （公社）ギャンブル依存症問題を考える会

12月7日 東京都 家族相談会 当会事務所 （公社）ギャンブル依存症問題を考える会

12月8日 大阪府 家族相談会 港区民センター ギャンブル依存症問題を考える会　大阪府会

12月23日 東京都 家族相談会 当会事務所 （公社）ギャンブル依存症問題を考える会

2020年

1月 1月11日 東京都 家族相談会 当会事務所 （公社）ギャンブル依存症問題を考える会

1月12日 大阪府 家族相談会 港区民センター ギャンブル依存症問題を考える会　大阪府会

1月23日 東京都 家族相談会 当会事務所 （公社）ギャンブル依存症問題を考える会

    2月 2月8日 東京都 家族相談会 当会事務所 （公社）ギャンブル依存症問題を考える会

2月9日 大阪府 家族相談会 大阪市立住之江会館 ギャンブル依存症問題を考える会　大阪府会

2月27日 東京都 家族相談会 当会事務所 （公社）ギャンブル依存症問題を考える会

 3月 3月15日 東京都 家族相談会 当会事務所 （公社）ギャンブル依存症問題を考える会

3月30日 東京都 家族相談会 当会事務所 （公社）ギャンブル依存症問題を考える会



【別紙２】

2019年度　当会代表の田中紀子が行った「講演」　（外部主催のイベントにて）

NO 日時 主催 対象 講演内容

1 5月12日
独立行政法人国立病院機構久里浜
医療センター依存症対策全国セン
ター事務局

一般向け パネルディスカッション「ギャンブル依存を支援する」

2 5月18日 静岡市こころの健康センター 一般向け
静岡市内「よくわかるギャンブル依存～回復ってするんでしょうか？
～」講演

3 5月19日
アディクション・フォーラム宮崎実行
員会

一般向け 宮崎「なぜ、自助グループで回復できるのか？」講演

4 6月10日 南大阪振興促進議員連盟 議員向け ギャンブル依存症対策に関する講演

5 6月19日 ICBA2019 国際行動嗜癖学会 研究者向け
ICBA2019 6th International confers on Behavioral Addictions
「The Society Concerned about the Ganmbring Addiction」

6 6月21日
ギャンブル依存症問題を考える会
大阪府会

依存症者とそ
の家族

FDPファミリーダイナミクスプログラム　in　大阪

7 6月22日 信州大学および信州大学同窓会
学生、卒業
生、一般市民

誤解だらけのギャンブル依存症

8 6月23日
一般社団法人日本精神神経科診療
所協会

専門職向け
「ギャンブル依存症医療における精神診療所の役割ー精神科診療所
はギャンブル依存症で何を期待され、何ができるのか」シンポジスト

9 7月7日 南日本リビング新聞社 一般向け 第3回「依存症セミナー」～ギャンブル問題を抱えるあなたのために

10 7月21日
ギャンブル依存症問題を考える会
大阪府会

依存症者とそ
の家族

FDPファミリーダイナミクスプログラム　in　大阪

11 7月26日 千葉県高等学校保健主事会
千葉県の高校
教員向け

「元気になる研修会　依存症問題から考える心の健康」　講演

12 7月27日
NPO法人全国ギャンブル依存症家族
の会　福岡

一般向け
令和元年度久留米市市民活動・絆づくり推進事業
「ギャンブル依存症基礎講座」
～教科書では伝わらない当事者と家族が伝える予防教育とは～

13 7月28日 NPO法人依存症から市民を守る会 一般向け 講演・パネルディスカッション

14 8月18日
ギャンブル依存症問題を考える会
大阪府会

依存症者とそ
の家族

FDPファミリーダイナミクスプログラム　in　大阪

15 8月19日
NPO法人全国ギャンブル依存症家族
の会

一般向け 講演

16 8月28日 消費者庁 職員向け 講演

17 9月7日
ギャンブル依存症問題を考える会
新潟県会

一般向け ギャンブル依存症【基礎講座】　講演

18 9月8日
ギャンブル依存症問題を考える会
大阪府会

依存症者とそ
の家族

FDPファミリーダイナミクスプログラム　in　大阪

19 9月12日 広島県立精神保健福祉センター
依存症家族と
支援者向け

依存症の対応と理解

20 9月14日
NPO法人全国ギャンブル依存症家族
の会

一般向け
第2回総会記念セミナー「カジノは時期尚早！？立ち遅れる日本の依
存症対策」講師

21 9月22日
ギャンブル依存症問題を考える会
福島県会

一般向け
依存症への理解を深めるための普及啓発事業「誤解だらけの依存
症」in福島

22 9月29日
大分アディクションフォーラム実行委
員会

一般向け 「ギャン妻が語る！依存症からの回復」

23 10月6日
一般社団法人
日本アルコール・アディクション医学
会

2019年アルコール・薬物依存関連学会合同学術総会
第 25 回日本アルコール・薬物医学会　雑誌 優秀論文賞　受賞ス
ピーチ
「病的ギャンブラーとギャンブル愛好家とを峻別するものは何か：LINE
アプリ・セルフスクリーニングテストを用いた病的ギャンブラーの臨床
的特徴に関する研究」
田中紀子，松本俊彦，森田展彰，木村智和　(第 53 巻 6 号 掲載）

【１】  ギャンブル依存症についての啓発事業



NO 日時 主催 対象 講演内容

24 10月11日
新宿区教育委員会事務局
新宿区立戸塚第二小学校PTA

保護者向け 家庭教育講座「ネット・ゲーム依存予防」

25 10月12日
日本ＰＴＡ関東ブロック研究大会千葉
市大会第３分科会事務局

ＰＴＡ会員 ネット・ゲームなどの依存症から子どもたちを守ろう！

26 10月20日
一般社団法人ライフトレーニング（福
井県）

一般向け 「依存症問題の支援の在り方」

27 11月3日
ギャンブル依存症問題を考える会
大阪府会

依存症者とそ
の家族

FDPファミリーダイナミクスプログラム　in　大阪

28 11月4日 厚生労働省 一般向け
「依存症への理解を深めよう　回復を応援し受け入れる社会へ」
in仙台　トークライブ出演

29 11月9日
NPO法人全国ギャンブル依存症家族
の会

一般向け
厚生労働省　依存症民間団体支援事業
ギャンブル依存症セミナーin鳥取　講演

30 11月10日
NPO法人全国ギャンブル依存症家族
の会

一般向け
厚生労働省　依存症民間団体支援事業
ギャンブル依存症セミナーin岡山　講演

31 11月16日

ギャンブル依存症問題を考える会
福島県会
共催　全国ギャンブル依存症家族の
会　福島

一般向け
福島県依存症等に関する問題に取り組む民間団体支援事業
「依存症って何だろう」ギャンブル・ネット・ゲーム等々への対応策と回
復策を学ぶ

32 11月17日
一般社団法人日本アルコール関連
問題ソーシャルワーカー協会

ＡＳＷ会員・一
般向け

第34回　ＡＳＷ全国研究大会in金沢
「ギャンブル・買い物依存における援助職の役割」

33 11月21日 一般社団法人グレイス・ロード 一般向け
厚生労働省　依存症民間団体支援助成事業　セミナーＩＮ札幌
「地域連携の好事例と家族支援のあり方」

34 11月23日
NPO法人全国ギャンブル依存症家族
の会

一般向け
厚生労働省　依存症民間団体支援事業
ギャンブル依存症セミナーin青森　講演

35 11月24日 日本嗜癖行動学会
第30回　日本嗜癖行動学会　秋田大会
市民公開講座「ギャンブル依存症の家族支援：民間団体の立場から」

36 11月27日 新潟刑務所 職員向け
一般改善指導「ギャンブル依存回復プログラム」講義、釈放前指導、
職員へのスーパービジョン

37 11月28日 千葉県立実籾高等学校
高校3年生向
け

「依存症が引き起こす将来への影響について」講演

39 12月2日
社会福祉法人茨城県社会福祉協議
会

援助職向け 「ギャンブル依存等浪費傾向のある方への支援について」

40 12月4日 一般社団法人グレイス・ロード 一般向け
厚生労働省　依存症民間団体支援助成事業　セミナーＩＮ愛知
「地域連携の　好事例と家族支援のあり方」

41 12月8日
ギャンブル依存症問題を考える会
大阪府会

依存症者とそ
の家族

FDPファミリーダイナミクスプログラム　in　大阪

42 12月12日 一般社団法人グレイス・ロード 一般向け
厚生労働省　依存症民間団体支援助成事業　セミナーＩＮ長崎
「地域連携の　好事例と家族支援のあり方」

43 12月14日 日本司法書士会連合会

精神保健福祉
センター職員
および司法書
士

資料の出店

44 1月12日
ギャンブル依存症問題を考える会
大阪府会

依存症者とそ
の家族

FDPファミリーダイナミクスプログラム　in　大阪

45 1月18日

全国ギャンブル依存症家族の会
佐賀
共催
一般社団法人　656　COBYPLAN
後援　佐賀県、
佐賀県精神保健福祉センター、
佐賀新聞社

一般向け
佐賀県依存症問題に取り組む民間団体支援事業
「依存症問題の支援のあり方」～回復に必要なものとは～　講師

46 1月19日 一般社団法人グレイス・ロード 一般向け
厚生労働省　依存症民間団体支援助成事業　セミナーＩＮ東京
「地域連携の　好事例と家族支援のあり方」

47 1月24日 一般社団法人グレイス・ロード 一般向け
厚生労働省　依存症民間団体支援助成事業　セミナーＩＮ大阪
「地域連携の　好事例と家族支援のあり方」

48 1月26日 厚生労働省 一般向け
「依存症への理解を深めよう　回復を応援し受け入れる社会へ」
in福岡　トークライブ出演

49 2月7日
ギャンブル依存症問題を考える会
埼玉県会

一般向け ギャンブル依存症【基礎講座】～依存症の家族支援について～



NO 日時 主催 対象 講演内容

50 2月15日 一般社団法人グレイス・ロード 一般向け
厚生労働省　依存症民間団体支援助成事業　セミナーＩＮ山梨
「地域連携の　好事例と家族支援のあり方」

51 2月18日 市川市立塩浜学園 本校教職員
「大切な人を依存症から守るために」～依存症のメカニズムと対処法
について～

52
3月1日

（オンライ
ン配信）

厚生労働省 一般向け
「依存症への理解を深めよう　回復を応援し受け入れる社会へ」
in東京　トークライブ出演

53 3月11日
千葉県高等学校教育研究会養護教
諭部会８ブロック

千葉県内の高
等学校（松戸
市・市川市・浦
安市）に勤務
する養護教諭
向け

依存症についての基礎理解、高校生・青年期にみられる依存症、予
防や早期発見


