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2021年度 事業報告書 

 
自 2021年 4月 1 日 

至 2022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した 2021年度の事業の概要を以下

に報告する。 

 

 

【１】 啓発事業 

 

１） Twitterドラマを企画・制作して啓発 

『嘘つきは○○のはじまり』全 13話 

2022年 3月 7日配信開始。 

増田有華さん、青柳尊哉さん、高知東生さん、東ちづるさん等が出演。 

【令和 3年度 厚生労働省 依存症民間団体支援事業】  

２） YouTube動画を企画・制作して啓発 

「ギャンブル依存症の当事者・家族 25人に聞きました『あなたにとって回復とは』」。 

2021年 5月 14日、2021年度ギャンブル依存症問題啓発週間にあわせて配信。 

３）調査「ギャンブル等依存症問題啓発週間 各都道府県 取り組み状況一覧」制作 

2021年 5月 13日、2021年度ギャンブル等依存症問題啓発週間にあわせてプレスリリ

ース。  

５）『ギャンブル等の理由で起こった事件簿（令和第１版）』を作成し啓発 

2022年 2月 9日 冊子発行 （令和元年 5月 1日～令和 3年 4月 30日までに新聞報道さ

れたギャンブル等の理由で起こった事件を収録） 

ギャンブルの問題で起きた事件をまとめ、社会へ悪影響を可視化した 

当会のホームページでも公開しダウンロード可能 

【公益社団法人キリン福祉財団から助成を受けた事業】 

６）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 
『回復のため、私たちにもできることがある』 
2022年 2月 26日 in東京  （オンライン配信） 
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７）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 

NPO法人全国ギャンブル依存症家族の会主催 

2021年 7月 24日ギャンブル依存症セミナーin秋田 講演 

2021年 8月 7日ギャンブル依存症セミナーin島根 講演 

2021年 8月 28日ギャンブル依存症セミナーin高知 講演 

【令和 3年度 厚生労働省 依存症民間団体支援事業】  

８）ファミリーダイナミクスプログラム（回復プログラム）オンラインで３回開催 

 

その他、詳細については【別紙 1】を参照のこと 

 

 

【２】情報提供事業 

 

１）家族相談会を毎月開催し、依存症問題でお困りのご家族にきめ細かく情報を提供 

  東京で 20回  

２）YouTube動画「たかりこチャンネル」を企画・制作 

2021年 4月 2日～2022年 3月 31日までに 73本を公開 

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

４）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） 

５）個人相談 

６）ギャンブル依存症の家族相談に当会代表の田中がアドバイザーとして参加 

グレイス・ロード東京センター主催 

「グレイス・ロード相談会 ギャンブル依存症について相談してみませんか」全 6回 

2021年 11月 10日、11月 23日、12月 15日、2022年 1月 8日、2月 11日、3月 19日 

【令和 3年度 厚生労働省 依存症民間団体支援事業】 

 

その他、詳細については【別紙 1】を参照のこと 

 

 

【３】予防教育事業 

 

１） ギャンブル依存症の支援者向け教材として動画を制作 

家族や当事者に必要な伴走型支援のスキルを提供。 

2021年 11月実施。 

【YAHOO！基金 2021年度コロナ禍における困窮者支援活動助成】 

２） 広島競輪場から依頼を受け、 

若者向け「ギャンブル依存症予防啓発動画」を企画・制作 

全国の公営競輪場では初の取り組みで地元新聞でも大きく取り上げられた。 

  2022年 1月実施。 



3 

 

 

【４】その他 （各事業に付帯または関連する事業） 

 

１） 「ネット・ゲーム依存家族の会」を開催 

東京 7回開催、新潟黒崎毎月第４木曜開催、新潟上越毎月第２第４木曜開催。 

家族にネット・ゲームの問題がある方々が体験と希望を分かち合い解決策を考える会 
 

詳細については【別紙 1】を参照のこと 

 

 

 

事例 

 

【１】 ギャンブル依存症の啓発事業 

 

１）依存症啓発 Twitterドラマ『嘘つきは○○のはじまり』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５）『ギャンブル等の理由で起こった事件簿（令和第１版）』を作成し啓発。 
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【3】青少年に対する、ギャンブル依存症の予防教育事業 

 

１）ギャンブル依存症支援者用動画を YAHOO！基金で制作 

 

 
 

２） 広島競輪 若者向け「ギャンブル依存症予防啓発動画」作成 

 2022年 2月 1日中国新聞に記事掲載 

 



【別紙1】

2021年度　開催した講座・イベント・相談会　　（共催含む）

年 月/日 開催地 講座名・イベント名 会場 共催・委託

2022年 3月5日 オンライン FDPファミリーダイナミクスプログラム　（第１回） オンライン

3月19日 オンライン FDPファミリーダイナミクスプログラム　（第２回） オンライン

3月26日 オンライン FDPファミリーダイナミクスプログラム　（第３回） オンライン

2021年 4月9日 東京 家族相談会 当会事務所

4月29日 東京 家族相談会 当会事務所

5月7日 東京 家族相談会 当会事務所

5月22日 東京 家族相談会 当会事務所

6月10日 東京 家族相談会 当会事務所

6月26日 東京 家族相談会 当会事務所

7月9日 東京 家族相談会 当会事務所

8月5日 東京 家族相談会 当会事務所

8月22日 東京 家族相談会 当会事務所

9月9日 東京 家族相談会 当会事務所

9月25日 東京 家族相談会 当会事務所

10月7日 東京 家族相談会 当会事務所

10月23日 東京 家族相談会 当会事務所

11月13日 東京 家族相談会 当会事務所

11月25日 東京 家族相談会 当会事務所

12月4日 東京 家族相談会 当会事務所

12月23日 東京 家族相談会 当会事務所

2022年 1月13日 東京 家族相談会 当会事務所

2月17日 東京 家族相談会 当会事務所

3月17日 東京 家族相談会 当会事務所

【１】啓発事業

【2】   情報提供事業



年 月/日 開催地 講座名・イベント名 会場 共催・委託

2021年 4月24日 東京都 ネット・ゲーム依存症とは　ﾈｯﾄ･ｹﾞｰﾑ依存家族の会 江東区文化センター ギャンブル依存症家族の会　東京

5月23日 東京都 ﾈｯﾄ･ｹﾞｰﾑ依存家族の会 当会事務所

6月27日 東京都 ﾈｯﾄ･ｹﾞｰﾑ依存家族の会 当会事務所

7月17日 東京都 ﾈｯﾄ･ｹﾞｰﾑ依存家族の会 当会事務所

8月21日 東京都 ﾈｯﾄ･ｹﾞｰﾑ依存家族の会 当会事務所

9月18日 東京都 ﾈｯﾄ･ｹﾞｰﾑ依存症家族会 当会事務所

10月16日 東京都 ﾈｯﾄ･ｹﾞｰﾑ依存症家族会 当会事務所

2021年
～2022

年
毎月第４木曜 新潟黒崎 ﾈｯﾄ･ｹﾞｰﾑ依存症家族会 黒崎地区公民館

2021年
～2023

年

毎月第２第４
木曜

新潟上越 ﾈｯﾄ･ｹﾞｰﾑ依存症家族会
上越コミュニティプラ
ザ

【３】 予防教育事業

【４】  その他　（各事業に付帯または関連する事業）



【別紙1】

2021年度　当会代表田中紀子が講師等を行ったセミナー・イベント・相談会　（主に助成事業など）

年/月 月/日 開催地 講座名・イベント名 会場 主催 田中代表 助成

2021年 7月24日 秋田県
ギャンブル依存症セミナー
ｉｎ秋田

秋田市文化会館

2021年 8月7日 島根県
ギャンブル依存症セミナー
ｉｎ島根

ビッグハート出雲

2021年 8月28日 高知県
ギャンブル依存症セミナー
ｉｎ高知

高知共済会館

2021年 9月26日 新潟県
ギャンブル依存症
基礎講座ｉｎ新潟

新潟日報メディア
シップ

ギャンブル依存症問題
を考える会　新潟県会

講師

新潟県民間団体による地域
での支え合いの輪構築事業
自殺予防キャンペーン「たっ
た一人のあなたです たった
一つの命です」

2021年 11月20日 埼玉県
依存症基礎講座＋
家族相談会＆ミーティング

戸田市文化会館
ギャンブル依存症問題
を考える会　埼玉県会

講師
埼玉県
依存症等対策支援事業

2022年 2月13日 愛知県
ギャンブル依存症基礎講座
+家族相談会ｉｎ愛知

刈谷市産業振興セ
ンター

ギャンブル依存症問題
を考える会　愛知県会

講師
愛知県
依存症対策関係団体補助金

2022年 2月20日 オンライン
ギャンブル依存症
基礎講座

オンライン配信
ギャンブル依存症問題
を考える会　栃木県会

講師
令和 3 年度栃木県
ギャンブル等依存症対策普
及啓発事業

2021年 9月11日 NLC新大阪

2021年 10月17日
サムティフェィム新
大阪

2021年 12月5日 NLC新大阪

2022年 1月15日 NLC新大阪

2022年 3月29日 NLC新大阪

2021年 8月21日
まちなかキャンパ
ス長岡

2021年 10月14日
湯沢カルチャーセ
ンター

2021年 12月9日
新潟市総合福祉会
館

2021年 11月10日

2021年 11月23日

2021年 12月15日

2022年 1月8日

2022年 2月11日

2022年 3月19日

2022年 1月25日 プロム上尾

2021年 10月26日 川口貸会議室

埼玉県

【１】  啓発事業

【2】 情報提供事業

新潟県民間団体による地域
での支え合いの輪構築事業
自殺予防キャンペーン「たっ
た一人のあなたです たった
一つの命です

依存症問題を抱える
ご家族に向けた
家族相談会ｉｎ新潟

NPO法人
全国ギャンブル依存症
家族の会

厚生労働省
依存症民間団体支援事業

講師

厚生労働省
依存症民間団体支援事業

埼玉県
依存症等対策支援事業

講師家族相談会＆ミーティング
ギャンブル依存症問題
を考える会　埼玉県会

グレース・ロード相談会
ギャンブル依存症について

相談してみませんか？

ふれあい
貸し会議室
新宿No18

グレイス・ロード
東京センター

アドバイ
ザー

⼤阪府令和 3 年度
依存症早期介入回復継続
支援事業

新潟県

東京都

ギャンブル依存症問題
を考える会　新潟県会

講師

ギャンブル依存症
大人のゲーム依存症
家族相談会

大阪府
ギャンブル依存症問題
を考える会　大阪府会

講師


