
 
 

はじめに 

 

ギャンブル等依存症は、適切な治療と支援により回

復が可能な疾患である一方、本人や家族が依存症とい

う認識を持ちにくいこと、専門の医療機関・医師が不

足していることなどから、患者に必要なサポートが行

きわたりづらい状況にあります。 

 昨年１０月には、ギャンブル等依存症対策基本法が施行され、先般、

国において、ギャンブル等依存症対策推進基本計画が策定されたところ

です。 

県におきましても、このたび、「愛媛県ギャンブル等依存症対策推進計

画」を作成し、ギャンブル等依存症を本人はもちろん、家族にも深刻な

影響をおよぼす重大な社会問題ととらえ、市町や医療機関、民間支援団

体等と連携の下、依存症に関する正しい知識の普及や相談支援体制の充

実、患者の社会復帰のサポートなど、予防・治療・回復の各段階に応じ

たさまざまな対策に取り組んでいくこととしています。 

 どうか皆様方におかれましては、計画の趣旨に御理解をいただき、一

層のお力添えをよろしくお願い申し上げます。 

 終わりに、本計画の策定に当たり、薬物・ギャンブル等依存症対策推

進計画策定委員会の皆様をはじめ、多くの貴重な御意見を賜りました方 

々に、厚くお礼申し上げます。 

 
 

平成３１年４月 
                     愛媛県知事 中村 時広 
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第１章 計画の概要 

 

 

１ 計画の趣旨 

 

ギャンブル等依存症は、本人が依存症であるという認識を持ちにくく、多重債務

問題のほか日常生活や社会生活に様々な問題を生じさせ、家族へも深刻な影響を及

ぼすことから、重大な社会問題となっています。 

このため、ギャンブル等依存症対策を総合的かつ計画的に実施する必要があるこ

とから、平成30年10月、国においてはギャンブル等依存症対策基本法（以下「基本

法」という。）が制定されました。国は、各都道府県においても計画策定を求めて

おり、本県では、愛媛県薬物・ギャンブル等依存症対策推進計画策定委員会を設置

し、教育、医療、司法、民間支援団体、行政のギャンブル等依存症に関わる関係者

間で互いの役割を理解しながら、現状や課題について協議し、国計画等の方針に沿

いながら、愛媛県版の計画を策定しました。 

  本県においては、平成29年３月に「愛媛県自殺対策計画」を、また平成30年３月

に「愛媛県アルコール健康障害対策推進計画」及び第７次医療計画を策定しており、

加えて今回、この「愛媛県ギャンブル等依存症対策推進計画」と併せて「愛媛県薬

物依存症対策推進計画」を策定したところであり、精神保健・医療等の観点から、

これらの計画と連動した対策の実施が必要です。 

 

 

２ 愛媛県ギャンブル等依存症対策推進計画について 

 

（１）愛媛県ギャンブル等依存症対策推進計画の位置付け 

愛媛県ギャンブル等依存症対策推進計画は基本法の制定に基づき、ギャンブル

等依存症対策の総合的かつ計画的な推進を図るために愛媛県が策定する計画です。 

 

（２）計画の期間 

平成31年度から３年間とします。 

 

 

３ 基本的な考え方 

 

（１）基本理念 

ギャンブル等依存症対策は、ギャンブル等依存症の発症、進行及び再発の各段

階に応じた防止対策を適切に実施するとともに、ギャンブル等依存症を有し又は
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有していた者とその家族が、日常生活及び社会生活を円滑に営むことができるよ

うに支援することとします。その実施に当たっては、ギャンブル等依存症が、横

領、多重債務、生活困窮、配偶者間暴力や児童虐待をはじめとする家庭内不和、

自殺等の問題に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、これらの問題に関する施策との連

携が図られるよう、必要な配慮がなされるものとします。 

なお、この計画における「ギャンブル等依存症」とは、ギャンブル等（法律の

定めるところによる公営競技、ぱちんこ屋に係る遊技その他の射幸行為）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をいいます。 

  

（２）基本的な方向性 

ア 正しい知識の普及及びギャンブル等依存症を防止する社会づくり 

ギャンブル等依存症や依存に至るプロセスについて、正しく理解した上で、

ギャンブル等依存症を防止する取組を促進します。 

 

イ 誰もが相談できる相談場所と、必要な支援につなげる相談支援体制づくり 

地域の実情に応じて、心と体の健康センターや保健所等が中心となり、ギャ

ンブル等依存症の相談支援の場所を確保し、幅広い関係機関、民間支援団体の

連携により、早期からの適切な指導、相談、社会復帰の支援につなげる体制づ

くりを行います。 

 

ウ 医療の質の向上と連携の促進 

地域においてギャンブル等依存症の治療・研究・人材育成等の中心となる治

療拠点機関の整備や専門医療機関の選定を進めます。 

 

エ 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社会づくり 

ギャンブル等依存症者の回復、社会復帰が円滑に進むよう、社会全体の理解

の促進に努めます。 
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第２章 ギャンブル等依存症の状況 

 

１ ギャンブル等依存症について  

 

（１）ギャンブル等依存症とは 

医学では、病的賭博又はギャンブリング障害と呼ばれる精神疾患です。ギャン

ブル等の行為や薬物などの物質の摂取によって脳内の快楽物質ドーパミンが放出

され、気分がよくなることは知られています。それらの行為を繰り返すうちに脳

が刺激に慣れ、さらに強い刺激を求めていくようになるのが典型的なギャンブル

等依存症のプロセスです。しかしながら、一般的なイメージは、病気として認識

されることは少なく、意思が弱いか、遊びが過ぎた結果として、自己責任のイメ

ージが強く、治療や回復への道があることすら知られていないのが実情です。こ

のような誤ったイメージを持たれていることが、治療や回復への大きな妨げとな

っています。 

また、ギャンブル等依存症は「否認の病気」と呼ばれています。本人が病識を

持つことは少なく、家族も病名を知らない状態であれば、極めて医療につながり

にくい環境となり、周囲、特に家族は生活面で苦労するとともに借金の返済など

に翻弄されるなど、本人以上に疲弊を余儀なくされることがあります。 

 

（２）ギャンブル等依存症による周囲への影響 

   一般的に、ギャンブル等依存症になると次のような問題が生じるおそれがあり

ます。いずれも本人だけでなく、家族をはじめとする周囲に深刻な悪影響を与え

るため、重症にならないうちに対応することが期待されます。 

ア 多重債務 

賭金を確保するために借金を重ねることがあります。 

 

イ 犯罪の発生 

賭金の確保を目的とした勤務先での現金等の横領、窃盗、詐欺、等の犯罪に

関わる場合があります。 

 

ウ 日常的な生活への影響 

ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）、離婚、児童虐待、などの家庭内の

問題、学校や職場を休みがちになるなど日常的な生活への影響が生じることが

あります。 

 

エ 心身の不調 

ギャンブル等依存症においては、ギャンブルの最中は気分が高揚する反面、

－６－ 

図３ 
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していないと落ち着かず気分が落ち込むため、うつ病になりやすいという指摘

があります。また、経済的疲弊に伴い、本人だけでなく、家族も気分障害を発

生するおそれがあります。 

反対に、うつ病が原因でギャンブル等依存症になるケースもあると言われて

いるほか、他の依存症にもかかる、いわゆるクロスアディクションになるおそ

れが高くなるという研究結果もあります。 

 

オ 信用の失墜 

依存症を有する者は人格が変わったかのように、うそをつくなど虚言癖がみ

られるようになり、家族が人間不信に陥るほか、勤務先や近隣住民など周囲か

らの信用をなくすことがあります。 

 

カ 自殺 

ギャンブル等依存症のみの原因で自殺に至らなくても、家庭内不和、多重債

務による取立て、周囲との関係悪化による孤立といった複数の要因がもとで自

殺に追い込まれる可能性があります。 

 

 

２ ギャンブル等の状況 

  県内においては、カジノはありません。ボートや競輪などは、その場に行かなく

ても地方で場外券の購入ができます。一方ぱちんこは、どの市町にも見られ、人々

の生活に身近にある遊技場です。店の前を通るとつい入ってしまう、負けを取り戻

すためにする人もいます。近年では、少ない元手で長く楽しめるようにしくみが変

化しています。ぱちんこやスロットは法令上はギャンブルではなく、遊技として定

義されているものもありますが、一般的にはギャンブルとしても扱われています。

公安委員会ではぱちんこ営業所の許認可を担っています。 

 

（１）県内ぱちんこ営業所数の年次推移 

   県内のぱちんこ営業所数は、平成 21年をピークとして概ね減少傾向にありま

す。 
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 【国内のギャンブル等依存に関する疫学調査（平成29年９月公表）の概要】 

実施主体 日本医療研究開発機構（委託先：久里浜医療センター） 

調査方法 面接調査 

対象者の選択方法 全国の住民台帳から無作為抽出 

調査対象者数 １万人 

回答者数 4,685人（46.9％） 

ギャンブル等依存症が

疑われる者 ※ 

全国調査 全国 愛媛県 

過去１年以内：0.8％ 83万人 1.1万人 

生涯を通じて：3.6％ 373万人 5万人 
  ※世界で最もよく用いられているＳＯＧＳ（The South Oaks Gambling Screen）による簡易スク

リーニングテストによる。20点満点の質問項目中５点以上の場合にギャンブル等依存症の疑い
ありとされる。 

 

＜参考＞「平成25～27年度総合分担研究報告書 病的ギャンブリングと債務問題等と

の関連および病的ギャンブラーの家族らの実態調査と回復支援のための研究」 

   「平成25～27年度総合分担研究報告書 病的ギャンブリングと債務問題等との

関連および病的ギャンブラーの家族らの実態調査と回復支援のための研究」で

は、ギャンブル等依存の問題について報告されています。以下の研究結果では、

男性が90％を占め、ギャンブルの多くが「ぱちんこ（90.9％）」との結果が得

られています。 

○病的ギャンブリングと家族関係に関する家族・当事者のアンケート調査 

 当事者165名、家族167名への質問紙調査 

 当事者の年齢、性別 当事者の年齢：41.5＋10.9歳  性別：男性90％ 

 行っていたギャンブル

(1週間以内に1回以上) 

ぱちんこ90.9％ 

スロット等20.9％ 

競馬16.7％ 

ナンバーズ・宝くじ・サッカーくじ等10.1％ 

   

 

（２）県内のギャンブル等依存者の状況 

ア 入院患者 

平成 29年精神保健福祉資料によると、県内の入院者は 3,772人です。このう
ち病的賭博の入院者の数は不明ですが、病的賭博が含まれる疾病分類「成人の人

格及び行動の障害（Ｆ６）」の入院者は、13人です（参考値）。 

国・県の別

患者総計に対 患者総計に対

疾病分類 する割合(%) する割合(%)

アルコール依存症者 10,916 3.84 153 4.06

覚せい剤 587 0.21 11 0.29

アルコール、覚せい剤以外物質 806 0.28 10 0.27

成人の人格及び行動の障害（参考値） 5,905 2.08 13 0.34

患者総計 284,172 － 3,772 －

平成29年在院患者数（平成29年6月30日午前0時時点の在院患者数）

　　　　出典：平成29 年精神保健福祉資料

全　　　国 愛　媛　県

患者数(人) 患者数(人)

 

＊厚生労働科学研究費補助金による研究。研究代表者は北里大学医学部精神科学主任教授宮岡等らに
よる。 
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イ 自殺者の原因・動機別状況 

平成29年の自殺の原因、動機別をみると、健康問題が最も多く、次いで経済・

生活問題、家庭問題、勤務問題となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）配偶者からの暴力（ＤＶ）、児童虐待

ギャンブル等依存症が及ぼす影響としては、判断力を低下させるほか、ギャン

ブルやめると、イライラ、気分の不調、不眠などが生じるほか、借金問題や養育

や夫婦関係における適切な判断ができなくなることが指摘されています。 

ア 県配偶者暴力相談支援センターの相談件数の年次推移 

国は年々増加しているのに対し、県内では増減しながら推移しており、過去

８年の平均は約590件ですが、最近では平成25年度をピークに減少傾向にありま

す。 

 

 

 

イ 児童相談所における児童虐待相談対応件数の年次推移 

   県内に児童相談所は東中南予に各１か所ずつ、計３か所設置してあります。児

童虐待相談の中でも心理的虐待が増加しており、その要因の一つとして、児童が

同居する家庭における配偶者に対する暴力がある事案（面前ＤＶ）に係る警察か

らの通告が増加傾向にあります。 

県内における児童虐待相談対応件数の年次推移は以下のとおりです。児童相談

462
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出典：愛媛県配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する基本計画(平成27年)、内閣府男女共同参画局 
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平成 27年総数 19,779件のうち、アルコールが 15,309件（77.4％）、薬物が 3,254

件（16.4％）、ギャンブルが 1,216件（6.2％）となっています。 

 また、精神保健福祉センターでは、平成 28年で総数 11,590件のうちアルコー

ル 4,204件（36.3%）、薬物 4,697件（40.5％）、ギャンブル 2,689件（23.2％）と

なっています。 

 

 

（２）県内の保健所及び心と体の健康センター（精神保健福祉センター）における

相談状況 

本人や家族からの相談に、電話や来所、訪問等で対応しています。平成29年

度に受け付けたアルコール、薬物、ギャンブル等依存症に関する相談件数のう

ち、ギャンブルの相談は保健所で35件、心と体の健康センターで171件となって

います。 

   

 

 

６ 地域の医療機関及び民間支援団体 
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出典：保健所：地域保健・健康増進報告 心と体の健康センター：衛生行政報告例 

出典：保健所地域保健・健康増進事業報告 精神保健福祉センター 衛生行政報告例 

− 10− − 11 −

第
２
章



10 

平成 27年総数 19,779件のうち、アルコールが 15,309件（77.4％）、薬物が 3,254

件（16.4％）、ギャンブルが 1,216件（6.2％）となっています。 

 また、精神保健福祉センターでは、平成 28年で総数 11,590件のうちアルコー

ル 4,204件（36.3%）、薬物 4,697件（40.5％）、ギャンブル 2,689件（23.2％）と

なっています。 

 

 

（２）県内の保健所及び心と体の健康センター（精神保健福祉センター）における

相談状況 

本人や家族からの相談に、電話や来所、訪問等で対応しています。平成29年

度に受け付けたアルコール、薬物、ギャンブル等依存症に関する相談件数のう

ち、ギャンブルの相談は保健所で35件、心と体の健康センターで171件となって

います。 

   

 

 

６ 地域の医療機関及び民間支援団体 

（１）医療機関 

413 

652 

475 
407 

348 

72 84 

187 

51 58 
22 21 25 18 35 

0

200

400

600

800

Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９

保健所（県及び松山市）

（年度）

73 69 70

97

123

23

45

33

54
43

70

106

39

167 171

0

50

100

150

200

Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９

心と体の健康センター

アルコール 薬物 ギャンブル （年度）

延べ件数（件） 

 

延べ件数（件） 

出典：保健所：地域保健・健康増進報告 心と体の健康センター：衛生行政報告例 

出典：保健所地域保健・健康増進事業報告 精神保健福祉センター 衛生行政報告例 

− 11−

第
２
章



第３章　重点目標及び重点施策

− 13−− 12 − − 13 −

第
３
章



第３章　重点目標及び重点施策 第 4章　基本的施策

− 13−− 13 −

第
４
章



− 14− − 15 −

第
４
章



− 15−

第
４
章



16 

３ ギャンブル等依存症に係る医療の充実等 

 

（現状等） 

平成26年精神保健福祉資料（国資料引用）では、ギャンブル等依存症を入院診療し

ている精神病床を持つ病院数は、全国計66機関のうち本県は０～２機関で、外来診療

している医療機関数は４機関です。ギャンブル等依存症に関する医療機関は不足して

いる状況にあるため、相談・治療に当たる医療機関を整備する必要があります。 

 

（目標） 

県は、ギャンブル等依存症を有する者が、その居住する地域に関わらず、適切な医

療を受けられるよう、専門医療機関及び治療拠点機関の選定に努めるなど、医療の提

供体制を整備し、関係機関とのネットワーク化を図るために、以下の施策を実施しま

す。 

 

 

（１）ギャンブル等依存症に係る医療体制の整備 

   県は、本人が適切な医療を受けられるよう、専門医療機関及び治療拠点機関を

選定し、地域における医療体制の整備に努めます。 

 

（２）ギャンブル等依存症に係る医療の質の向上 

ア 県は、治療拠点機関を通して、早期発見、早期介入の対応から回復に関わる

医療従事者向け研修を開催し、人材育成に努めます。 

 

イ 県は、専門医療機関、治療拠点機関のほか、精神科病院や精神科標榜の診   

 療所等へ協力を求めていくほか、一般医療機関に対しても、適切な治療に結び

付けるために、精神科病院等との連携が図られるよう推進します。 

 

ウ 専門医療機関や治療拠点機関は、必要に応じ民間支援団体等の関係機関との

連携に努めます。  
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３ ギャンブル等依存症に係る医療の充実等 

 

（現状等） 

平成26年精神保健福祉資料（国資料引用）では、ギャンブル等依存症を入院診療し

ている精神病床を持つ病院数は、全国計66機関のうち本県は０～２機関で、外来診療

している医療機関数は４機関です。ギャンブル等依存症に関する医療機関は不足して

いる状況にあるため、相談・治療に当たる医療機関を整備する必要があります。 

 

（目標） 

県は、ギャンブル等依存症を有する者が、その居住する地域に関わらず、適切な医

療を受けられるよう、専門医療機関及び治療拠点機関の選定に努めるなど、医療の提

供体制を整備し、関係機関とのネットワーク化を図るために、以下の施策を実施しま

す。 

 

 

（１）ギャンブル等依存症に係る医療体制の整備 

   県は、本人が適切な医療を受けられるよう、専門医療機関及び治療拠点機関を

選定し、地域における医療体制の整備に努めます。 

 

（２）ギャンブル等依存症に係る医療の質の向上 

ア 県は、治療拠点機関を通して、早期発見、早期介入の対応から回復に関わる

医療従事者向け研修を開催し、人材育成に努めます。 

 

イ 県は、専門医療機関、治療拠点機関のほか、精神科病院や精神科標榜の診   

 療所等へ協力を求めていくほか、一般医療機関に対しても、適切な治療に結び

付けるために、精神科病院等との連携が図られるよう推進します。 

 

ウ 専門医療機関や治療拠点機関は、必要に応じ民間支援団体等の関係機関との

連携に努めます。  

17 

４ ギャンブル等依存症の相談支援等 

 

（現状等） 

ギャンブル等依存症は、多重債務、横領、ＤＶ、児童虐待、自殺未遂等の深刻な問

題を生じさせる危険性があるため、家族又は周囲が小さな異変に気付いた段階から適

切な支援機関を探して深刻な段階に至る前に対処することが望まれます。  

「平成25～27年度総合分担研究報告書 病的ギャンブリングと債務問題等との関連 

および病的ギャンブラーの家族らの実態調査と回復支援のための研究」では、ギャン

ブル等依存の問題について報告されています。この研究結果では、男性が90％を占め、

ギャンブルの多くが「ぱちんこ（90.9％）」との結果が得られています。 

各裁判所における法人破産、個人破産のうち、個人破産の月報を平成20年から29年

の10年間の推移は、県では平成20年をピークに減少傾向にありますが、ここ数年は国

と同様に横ばいの傾向にあります。 

ギャンブル等依存症に関する相談業務は、心と体の健康センター、保健所、市町等

で行われており、平成29年度の相談件数は、保健所では35件（前年度は18件）、心と

体の健康センターでは、同年度で171件となっており、アルコール及び薬物依存症と比

べて高くなっています。一方、自立支援医療制度に基づく通院患者数は、平成29年度

総計22,717人で、そのうちギャンブル依存症は13人となっています。 

本人にギャンブルを止める意思がなく、借金を抱え、家族もギャンブル等依存症が

病気であることについての認識が薄いために早い段階で治療や支援機関に結びつける

ことが困難な状況にあります。また、本人や家族が相談窓口を知らず、早期の支援に

つながらないことも想定されます。このため、ギャンブル等依存症を予防する段階か

ら相談を開始するとともに、治療、回復に至るまで、切れ目のない支援を受けること

ができる体制を構築し、周知する必要があります。 

 

（目標） 

ホームページやリーフレット等の媒体を通じて県民に対してギャンブル等依存症に

関する相談窓口を周知します。 

また、相談窓口の職員のスキルを向上させるとともに、地域において、相談から治

療、回復支援に関係する機関の情報共有と連携の促進を図ることにより、ギャンブル

等依存症を有している者とその家族が、適切な支援を受けることができる体制を構築

するために、以下の施策を実施します。 

 

 

（１）地域における相談支援体制の充実 

ア 県、市町は、相談しやすい雰囲気を醸成するため、ギャンブル等依存症は、

「本人のモラルや金銭感覚の問題ではなく、精神疾患の一つとして位置づけら

れていること」、「早期に対応し、治療に結びつけることで回復が可能なこと」
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等を広く周知していきます。 

イ ギャンブル等関連問題の相談支援を行うに当たって、地域の実情に応じ、  

 心と体の健康センター、保健所、市町等を中心として、ギャンブル等依存症を  

 有している者及びその家族が分かりやすく気軽に相談できるように、相談の場  

 を明確化するとともに、地域で相談できる窓口についても広く周知を行います。 

ウ 心と体の健康センターは、県内の医療機関の状況を把握し、保健所や市町か   

らの照会に応じられる体制を整備します。 

エ 保健所、市町は、関係する機関の協力を得て、ケース会議等を行うことに 

   より、個別事例や地域の実情に応じた相談支援体制を構築します。 

オ 県、市町は、地域における医療機関・行政・民間支援団体等の関係機関の役

割を整理し、相互の情報共有や協力体制を築くことで適切な相談や治療、回復

支援までつなげる連携体制を構築します。 

カ 警察は、暴力・虐待又は自殺未遂等の問題を起こした者について、ギャン  

 ブル等依存症が疑われる場合には、地域の実情又は必要に応じ、医療機関や心 

 と体の健康センター、保健所、市町等の地域の関係機関につなぐことができる 

 よう努めます。 

（２）地域におけるギャンブル等依存症への早期介入の推進 

 関係機関は、ギャンブル等依存症が疑われる者には、適切な指導に努め、早 

期に専門医療機関への受診につなげることができるよう職員へ周知を図ります。 

 

（３）相談支援担当者の人材育成 

ア 心と体の健康センターは、保健所及び市町並びに関係機関に対し、従事者 

 の支援・研修を行うことにより、相談支援を行う者の人材育成を図ります。 

イ 心と体の健康センターにおいて、ギャンブル等依存症対策に関する基礎知識 

や、ギャンブル障がい回復プログラム（ＳＡＴ-Ｇ等※）、最新の動向等必要な

保健事業を行うための講習会を実施します。 

※ＳＡＴ-Ｇ（サット・ジー） 

Shimane Addiction recovery Training program for Gambling disorderの略 。島根ギャン

ブル障害回復トレーニングプログラムのこと。 

 

（４）職域における対応の促進 

 職域においては、ギャンブル等依存症の疑いを判定する簡易スクリーニング検

査の利用やセルフチェックする体制を目指すほか、疑いがある者に対しては、相

談機関、医療機関、民間支援団体などの機関について紹介し、適切な支援機関に

つなげることができるよう支援します。 
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等を広く周知していきます。 

イ ギャンブル等関連問題の相談支援を行うに当たって、地域の実情に応じ、  

 心と体の健康センター、保健所、市町等を中心として、ギャンブル等依存症を  

 有している者及びその家族が分かりやすく気軽に相談できるように、相談の場  

 を明確化するとともに、地域で相談できる窓口についても広く周知を行います。 

ウ 心と体の健康センターは、県内の医療機関の状況を把握し、保健所や市町か   

らの照会に応じられる体制を整備します。 

エ 保健所、市町は、関係する機関の協力を得て、ケース会議等を行うことに 

   より、個別事例や地域の実情に応じた相談支援体制を構築します。 

オ 県、市町は、地域における医療機関・行政・民間支援団体等の関係機関の役

割を整理し、相互の情報共有や協力体制を築くことで適切な相談や治療、回復

支援までつなげる連携体制を構築します。 

カ 警察は、暴力・虐待又は自殺未遂等の問題を起こした者について、ギャン  

 ブル等依存症が疑われる場合には、地域の実情又は必要に応じ、医療機関や心 

 と体の健康センター、保健所、市町等の地域の関係機関につなぐことができる 

 よう努めます。 

（２）地域におけるギャンブル等依存症への早期介入の推進 

 関係機関は、ギャンブル等依存症が疑われる者には、適切な指導に努め、早 

期に専門医療機関への受診につなげることができるよう職員へ周知を図ります。 

 

（３）相談支援担当者の人材育成 

ア 心と体の健康センターは、保健所及び市町並びに関係機関に対し、従事者 

 の支援・研修を行うことにより、相談支援を行う者の人材育成を図ります。 

イ 心と体の健康センターにおいて、ギャンブル等依存症対策に関する基礎知識 

や、ギャンブル障がい回復プログラム（ＳＡＴ-Ｇ等※）、最新の動向等必要な

保健事業を行うための講習会を実施します。 

※ＳＡＴ-Ｇ（サット・ジー） 

Shimane Addiction recovery Training program for Gambling disorderの略 。島根ギャン

ブル障害回復トレーニングプログラムのこと。 

 

（４）職域における対応の促進 

 職域においては、ギャンブル等依存症の疑いを判定する簡易スクリーニング検

査の利用やセルフチェックする体制を目指すほか、疑いがある者に対しては、相

談機関、医療機関、民間支援団体などの機関について紹介し、適切な支援機関に

つなげることができるよう支援します。 
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５ ギャンブル等依存症の回復維持（社会復帰のための本人及び家族への支援） 

 

（現状等） 

ギャンブル等依存症を有する者の回復、就労・復職に際しては、通院や自助グル

ープへの参加や金銭管理等において、職場における周囲の理解と支援が必要とされ

ていますが、職場を含む社会全体において、ギャンブル等依存症に関する理解が不

足しているため、各種の支援制度の利用につながりにくいことが考えられます。 

 

（目標） 

ギャンブル等依存症が回復可能な病気であること等の理解を進め、就労や復職な

ど必要な支援を行うとともに、地域における民間支援団体等や回復施設と必要な連

携を図ることで円滑な社会復帰を促進します。 

 

（１）ギャンブル等依存症からの回復支援 

  ア ギャンブル等依存症を有する者への支援としては、心と体の健康センター、

保健所、市町及び医療機関が連携を図り、治療、回復支援に資する社会資源の

情報を共有し、適切な支援につながるよう自助グループ及び回復施設を活用し

ます。 

イ 家族に対する支援としては、当事者と同様の情報を提供することにより、家

族自身がギャンブル等依存症への理解を深め、本人の治療、回復に協力できる

よう支援します。 

   家族自身が同じような境遇の家族と話せる場として、民間支援団体等のミー

ティングを利用することにより、家族ができることや本人への接し方を学ぶ機

会とします。 

ウ 県、市町、医療機関等は、ギャンブルを止めることが継続できるよう本人、

家族の協力ほか、関係機関間の連携を促進します。 

（２）就労及び復職支援 

ア 県、市町は、ギャンブル等依存症が回復する病気であること等を、地域全体

に啓発し、ギャンブル等依存症に対する理解を促進することにより、社会復帰

が円滑に進むよう支援します。  

イ 職域においては、就労及び復職について、偏見なく行われるよう職場におけ

る理解や支援を促進します。 

（３）社会復帰にかかわる支援者の育成 

  心と体の健康センターは、社会復帰にかかわる関係者に対し研修会等を実施 

し、支援者の人材育成を図ります。  
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６ 民間支援団体の活動に対する支援 

 

（現状等）  

ギャンブル等関連の民間支援団体として、ギャンブラーズ・アノニマス、えひめダ

ルク、宇和島断酒会サブグループアメシストの会、ギャマノン、コスモスの会、メリ

ーゲート、ＮＰＯ法人ギャンブル依存ファミリーセンターホープヒルがあります。そ

れぞれの特性を生かしながら活動しており、その構成や規模は様々です。啓発や相談

等の分野で、民間支援団体と連携し、その機能を活用するとともに、必要な支援を行

っていくことが非常に重要です。 

 

（目標） 

県、市町及び医療機関等は、民間支援団体との連携を推進し、その活動を支援する

ために、以下の施策を実施します。 

 

 

＜地域における民間支援団体に対する取組の支援＞ 

 

○ 県、市町及び医療機関等は、民間支援団体を地域の社会資源として活用し、活

動しやすいように関係機関との連携の中で、それぞれの団体の機能に応じた役割

を果たす機会や場所を提供するなど、民間支援団体の活動を支援していきます。 

 

○ 県、市町及び医療機関等は、消費者啓発イベントや多重債務の相談会等の機会

を活用し、回復支援における自助グループの役割等を啓発します。 

 

○ 県、市町及び医療機関等は、医療機関での治療終了後に民間支援団体に確実に

つながるよう両者の連携が強化されるための仕組みづくりを行います。 

 

○ 県、市町及び医療機関等は、民間支援団体との連携を強化し、ギャンブル等依

存症を有する者やその家族が、相談支援に繋がりやすい仕組みづくりを行います。 

 

○ 関係機関は、民間支援団体の活動を知り、共にギャンブル等依存症について学

ぶ機会を持つなど継続して理解を深めるよう努めます。 
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６ 民間支援団体の活動に対する支援 

 

（現状等）  

ギャンブル等関連の民間支援団体として、ギャンブラーズ・アノニマス、えひめダ

ルク、宇和島断酒会サブグループアメシストの会、ギャマノン、コスモスの会、メリ

ーゲート、ＮＰＯ法人ギャンブル依存ファミリーセンターホープヒルがあります。そ

れぞれの特性を生かしながら活動しており、その構成や規模は様々です。啓発や相談

等の分野で、民間支援団体と連携し、その機能を活用するとともに、必要な支援を行

っていくことが非常に重要です。 

 

（目標） 

県、市町及び医療機関等は、民間支援団体との連携を推進し、その活動を支援する

ために、以下の施策を実施します。 

 

 

＜地域における民間支援団体に対する取組の支援＞ 

 

○ 県、市町及び医療機関等は、民間支援団体を地域の社会資源として活用し、活

動しやすいように関係機関との連携の中で、それぞれの団体の機能に応じた役割

を果たす機会や場所を提供するなど、民間支援団体の活動を支援していきます。 

 

○ 県、市町及び医療機関等は、消費者啓発イベントや多重債務の相談会等の機会

を活用し、回復支援における自助グループの役割等を啓発します。 

 

○ 県、市町及び医療機関等は、医療機関での治療終了後に民間支援団体に確実に

つながるよう両者の連携が強化されるための仕組みづくりを行います。 

 

○ 県、市町及び医療機関等は、民間支援団体との連携を強化し、ギャンブル等依

存症を有する者やその家族が、相談支援に繋がりやすい仕組みづくりを行います。 

 

○ 関係機関は、民間支援団体の活動を知り、共にギャンブル等依存症について学

ぶ機会を持つなど継続して理解を深めるよう努めます。 
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第５章 推進体制等 

１ 関連施策との連携について 

 ギャンブル等依存症対策の推進に当たっては、ギャンブル等関連問題に関する施 

策との連携が図られるよう、行政機関同士や庁内連携を一層密接にし、相互に必要 

な連絡・調整を行うとともに、事業者、関係団体等とも連携を図り、ギャンブル等 

依存症対策を推進していきます。 

 

２ 計画の策定等について 

（１）計画の策定に際しては、地域のギャンブル等関連問題に関して専門的知識を有

する者、医療機関、司法、民間支援団体、行政、警察の代表委員で構成される愛

媛県薬物・ギャンブル等依存症対策推進計画策定委員会の場で意見を聴いて、当

該地域における課題を把握するほか、その解決に向けた目標を設定し、施策を明

示することとしました。 

 

（２）また、本県において、ギャンブル等依存症対策を推進していくに当たっては、

地域の民間支援団体、行政、警察、学校、職域、司法、事業者及び医療関係者

の様々な関係者による意見交換や連絡・調整等の協議を行う会議等を通じ、関

係者間で協議を行いながら、対策を継続していくことが重要です。その際、地

域の実情に応じ、関連する施策で既に設けられている場の活用や連携等につい

て、効果的・効率的な運用を検討することが重要です。 

 

３ 計画の見直しについて 

 

（１）ギャンブル等依存症対策基本法第13条第３項の規定は、「都道府県は、当該

都道府県におけるギャンブル等依存症に関する状況の変化を勘案し、並びに第

二十三条に規定する調査の結果及び当該都道府県におけるギャンブル等依存症

対策の効果に関する評価を踏まえ、少なくとも三年ごとに、都道府県ギャンブ

ル等依存症対策推進計画に検討を加え、必要があると認めるときには、これを

変更するよう努めなければならない。」と定められています。 

本計画については、基本的施策の目標達成状況について調査を行い、計画の進

捗状況を把握します。 

 

（２）依存症対策推進委員会を設置するなど、ギャンブル等依存症対策の効果の評

価を行います。 

 

（３）３年間の計画対象期間が終了する前であっても、必要があれば、ギャンブル

等依存症対策推進計画に変更を加えます。 

第５章　推進体制等
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愛媛県薬物・ギャンブル等依存症対策推進計画策定委員会設置要綱 

 

（設置） 

第１条 「愛媛県薬物・ギャンブル等依存症対策推進計画」（以下「計画」という。）

の策定に関し、必要な事項を検討するため、愛媛県薬物・ギャンブル等依存症対策

推進計画策定委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（任務） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項について検討協議し、その結果を知事に報告する。 

（1）薬物・ギャンブル等依存症対策推進計画に係る基本方針に関すること  

（2）薬物・ギャンブル等依存症対策の現状と推進の方向性に関すること 

（3）薬物・ギャンブル等依存症対策に関する施策の推進に関すること 

（4）薬物・ギャンブル等依存症対策の推進に必要な人材育成に関すること 

（5）薬物・ギャンブル等依存症対策の施策の実現に必要な体制整備に関すること 

(6）その他計画策定に関し必要な事項 

（組織） 

第３条 委員会は、委員１３名以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げるもののうちから知事が委嘱し、又は任命する。 

(1) 薬物・ギャンブル等依存症対策に精通した学識経験者 

(2) 薬物・ギャンブル等依存症対策に精通した医療関係者 

(3) 薬物・ギャンブル等依存症対策に関連した団体 

(4) 薬物・ギャンブル等依存症対策に関連した関係行政機関の職員 

（委員の任期） 

第４条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から平成３１年３月３１日までとする。 

（委員長） 

第５条 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。 

２ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

３ 委員長に事故あるとき、又は委員長が不在の時は、予め委員長が指名した委員が

その職務を代行する。 

（会議） 

第６条 委員会の会議（以下「会議」という。）は、委員長が招集し、これを主宰す

る。 

２ 会議には、必要に応じてその他の関係者を参加させ、意見を求めることができる。 

（ワーキンググループ） 

第７条 委員会にワーキンググループ（以下「ＷＧ」という。）を置く。 

２ ＷＧは、委員会に付議する議案の審議・調整を行うほか、委員長の指示する事項

を処理する。 

３ ＷＧは、次に掲げる機関の職員で組織する。 

(1) 心と体の健康センター 

＜参考＞ 
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＜参考＞ 
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(2) 県保健所 

(3) 保健福祉部健康衛生局健康増進課 

(4) 松山市保健所 

４ ＷＧに班長及び副班長を置く。 

５ 班長は、ＷＧを代表し、ＷＧの業務を総理する。 

６ 班長に事故あるときは、副班長が班長の職務を代行する。 

７ ＷＧの会議は、班長が招集し、これを主宰する。 

８ 班長は、必要に応じて会議に班員以外のものを出席させ、その意見を求めること

ができる。 

（庶務） 

第８条 委員会の庶務は、保健福祉部健康衛生局健康増進課において処理する。 

（解散） 

第９条 委員会及びＷＧは、それぞれその任務を終了したときに解散する。 

（雑則） 

第 10 条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長

が定める。 

 

 附 則 

この要綱は、平成 30年６月 29日から施行する。  
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愛媛県薬物・ギャンブル等依存症対策推進計画策定委員会委員名簿 

 
関 係 職 氏 名 

学識経験者 愛媛県立医療技術大学看護学科教授 ◎越智 百枝 

医療機関 
（医師） 

正光会宇和島病院医師 渡部 三郎 

司法・民間 
支援団体 

弁護士・えひめダルク支援会会長 射場 和子 

市町行政 松山市保健予防課長 亀田 真美 

市町行政 松山市生活福祉総務課長 大森 康司 

国行政 法務省 松山保護観察所統括保護観察官 山内 新介 

公安行政 警察本部 組織犯罪対策課長 白田 英樹 

公安行政 警察本部 生活環境課長 中井 英司 

教育 教育委員会保健体育課長 平井 繁樹 

薬物乱用 
防止 

県薬務衛生課長 神野 雅司 

消費生活 
行政 

県県民生活課長 八塚 洋 

県福祉行政 県福祉総合支援センター所長 本山 英幸 

精神保健 
行政 

県心と体の健康センター所長 竹之内 直人 

                                                  ◎委員長 （敬称省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本人 
本人 
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