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【パネルディスカッション】 

司会者：それではお時間となりましたので、パネルディスカッションのパートを始めさせ

ていただきます。谷岡副理事長、よろしくお願いいたします。 

 

谷岡：再び、谷岡が司会進行を進めさせていただきたいと思います。後ほど皆さんから、

１人６分で自己紹介と、本日のテーマに沿った内容で、IR 法成立を受けて、これから何を

なすべきかという話を一回りしていただきますが、それだけでも 48分かかりますので、時

間厳守でお願いしたいと思います。後ほど、皆さんからの質疑応答に関してもルールを設

けておきたいと思います。なるべく質問は１分間以内でお願いいたします。可能な限り多

くの方に質問していただくとともに、個々のパネルの方々にも質問していただきたいと思

いますので、よろしくご協力をお願いしたいと思います。 

 それでは、まず最初に内閣府から参られまして、今回ギャンブル等依存症対策室の室長

にも就任された中川様から、国が法案の中でどのようなことを考えておられるかを中心に

ご紹介いただきたいと思います。それでは、中川さん、よろしくお願いいたします。 

 

中川：ただいまご紹介いただきました中川でございます。よろしくお願い申し上げます。

通常国会において議員立法のギャンブル等依存症対策基本法が可決・成立いたしまして、

この法律によって、ギャンブル等依存症対策を進めていくための基本計画をつくるという

ことが国の仕事として法律で位置付けられました。この法律は 10月５日に施行され、同日

付で内閣官房に、この法律に基づく事務を担当するための事務局としてギャンブル等依存

症対策推進本部事務局が設置されました。私はこの事務局の総括官という立場から、この

基本計画を策定していくためのリーダーシップを取る立場に立っている者でございます。

併せて、私はこれまで、先ほど谷岡副理事長からもご紹介がございました IR制度全体を推

進するための法律案を作成し、その国会審議を担当する仕事もやって参りましたので、IR

制度全体と、それから、このギャンブル等依存症対策の推進と、この２つの仕事を今、仰

せつかっている者でございます。 

 それでは、お時間もございますので、依存対策についてという配布資料を用意いたしま

したので、これを使って、特にこのギャンブル等依存症について、国がどのような対策を

どのような考え方で進めていこうと考えているのかということを、簡潔にご紹介をさせて

いただこうと思います。 

 まず、１ページを開いていただくと、今ご紹介させていただいたこの基本法、ギャンブ

ル等依存症対策基本法の概要が出ております。初めにご留意いただきたいのは、先ほど谷

岡副理事長のお話の中にもございましたが、この法律の中でギャンブル等依存症というも

のがどのように定義づけられているかということでございます。谷岡副理事長のお話は大

変重要な視点をご提示いただいたと思っておりまして、何をもって依存症、ないしは依存

と定義しているのかということが明確にならないと、何を対象にどういう対策を打ってい

くのかということが決まらないわけです。まず、話の出発点として、どういう定義になっ
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ているかということにご留意いただきたいと思います。 

 この１ページの左上に、「２ 定義」と書かれておりますけれども、この新しい法律では、

この「ギャンブル等依存症」という言葉のうち、まず「ギャンブル等」の部分を「法律の

定めるところにより行われる公営競技、パチンコ屋に係る遊技、その他の射幸行為」と定

義しております。およそ、ありとあらゆる「射幸行為」が、この依存の症状を引き起こす

原因として、まず位置づけられております。法律に基づいて行われている競馬、競輪、オ

ート、それから競艇といった公営競技と、風営法に基づいて行われております「遊技」と

法律上定義づけられているパチンコ屋などにおけるこの遊技が特に例示として明記されて

おりますけれども、依存を引き起こす原因行為そのものは全ての「射幸行為」が対象にな

るということでございます。したがいまして、先ほど副理事長のお話にもあったと思いま

すけれども、スマホの課金ゲームですとか、あるいはその他、ネットを通じて行われる射

幸行為なども、この原因行為の範囲に入ってくるということでございます。 

 しかし、基本法における「ギャンブル等依存症」の定義はそこで完結しているのではな

いということが大事なポイントになるのですが、そういう「射幸行為にのめり込むことに

より日常生活または社会生活に支障が生じている状態」を「ギャンブル等依存症」とこの

法律では定義づけているということでございます。したがいまして、先ほど副理事長のお

話でありました、アメリカの精神医学会で作っております DSM-Ⅴというギャンブル依存症

の診断基準ですとか、あるいは、WHOが作っている疾病分類のなかで位置づけられているギ

ャンブル依存症は、医学的な観点から見てギャンブル依存についてどういう診断基準がい

いのかというフレームワークなのですが、基本法では、より広く、社会問題としてあるい

は国民生活上の問題として、射幸行為にのめり込むことにより「日常生活または社会生活

に支障が生じている状態」を、「ギャンブル等依存症」と定義づけて、それに対する対策を

基本計画の中で考えていくということになっております。「ギャンブル等依存症」を単に医

学的な疾病学的な狭い意味でとらえるのではなく、より広く社会学的、国民生活上の問題

としてとらえ、それに対応するための対策を強化していくという考え方に立っている法律

だ、ということをまずご理解していただくことが重要です。そういう意識は、「１ 目的」

のところに書かれているように、ギャンブル依存に対応するだけでなく、②のところに書

かれていますが、ギャンブル等依存を原因とする多重債務、貧困、虐待、自殺、犯罪等の

重大な社会問題、こういうものに対しても総合的な対策が取れるようにしなければいけな

いとされていることにも表現されています。それから「４」のところにありますように、

アルコール、薬物等の物質依存と言われている問題などとも、どういうふうに有機的に連

携していくのか、そういう視点も提供されているということになります。そのような理解

に立って、「８」にありますように、国は「ギャンブル等依存症対策推進基本計画」を作る

ことが義務になっておりますし、また、都道府県に対しても同様の「推進計画」を作るこ

とが努力義務とされているわけです。国は今、この基本計画を策定するための作業を始め

ようとしているところでございますけれども、来年の春ぐらいまでには、この基本計画を

策定し、閣議決定をできるようにしたいと考えております。また、国の「基本計画」を踏
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まえて、都道府県レベルでも「推進計画」を作っていただくことを期待しているわけでご

ざいます。 

 国の「基本計画」の中身としましては、基本法の第１４条から第２３条で基本計画に盛

り込むべき「基本的施策」が列挙されてますので、そのような施策を具体化して計画を策

定していくことになると考えています。資料の「９ 基本的施策」のところに列挙されて

ますように、まずは「教育の振興」は重要な要素になると考えています。先ほど副理事長

のお話のなかでも、幼少期からの、特に青年期ごろのギャンブルのリスクに関する教育な

どが非常に重要だというご指摘がありましたが、そういうことも含めて教育の観点から

様々な取り組みを考えなければなりません。次に、「ギャンブル等依存症の予防等に資する

事業」です。特に、この分野では基本法第７条の「関係事業者」の責務規定を踏まえて、「関

係事業者」には大きな役割を果たしていただかなければならないと考えております。本当

に依存のリスクが顕在化して、医学的な治療・介入が必要になっているような人たちには、

「医療提供体制」を整備する、あるいはそのために必要となる人材の育成。その前の段階

の人たちでも、「相談支援」などを通じてサポートするための体制の強化や、さらには「社

会復帰」のための支援も。さらには、さまざまなステークホルダーがこの分野で活躍され

ていますので、なかんずく民間団体の立場で支援活動を展開されている方に対する支援、

あるいは、民間の支援団体等を含めた幅広い関係機関の連携協力体制の整備、そういった

ことが今後のこの計画の柱立てになってくるということになります。「基本計画」を策定す

るための国レベルでの体制としては、「10」のところに書いてあります「ギャンブル等依存

症対策推進本部」が、官房長官を本部長として、さらに関係閣僚を構成員として設置され

ておりますし、また、本部がこの基本計画案を策定していく際、あるいは、基本計画の効

果を評価していく際には、「11」にあります「ギャンブル等依存症対策推進関係者会議」の

意見を聞かなければならないということが基本法で定められております。そして、この関

係者会議には、依存症である患者さんご本人、それから、家族を代表する者、関係事業者、

有識者等々がこの中に含まれなければならないことが基本法で決まっているということを

まず、ご理解を賜りたいと思います。 

 資料の２ページは、依存症対策の強化のためにこの１年、２年、国が主導してやってき

た対策で、どのようなものが具体的に実現していっているのかということをまとめた資料

でございますが、時間の関係もありますので、これはそれぞれで見ておいていただきたい

と思います。それから、今日、私が残り１分で強調したいことの１つは、資料３ページの

図でございます。これは実は、谷岡副理事長が先ほどご講演の中で触れられたさまざまな

対策があると、重要だということを、よりもう少し違う形で模式化したものであります。

今後、国が依存対策を進めるにあたりましても、「重層的、多段階的な取り組み」を構築す

ることが非常に重要だと思っております。 

 依存に取り組む際には、依存になってしまった人を回復させるということも非常に大事

ですけれども、ゲーミングを楽しむ大多数の国民が依存にならないように予防するという

予防の観点も非常に重要でございます。そのためには、例えば、IR で法制化いたしました
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ように、入場回数を制限するということだけではなく、その前の段階、あるいは、そのあ

との段階を含めて、そもそも国民がギャンブル・サービスにどれぐらいの頻度でアクセス

できるのか、そのような機会がどれくらいあるのかという、「機会」をどのようにコントロ

ールするかという段階から考えていくことが大事だと整理しています。そして、IR・カジ

ノの場合には、全国で最大３つしかできないということが法定されていますけれども、そ

こでギャンブル・サービスの供給量がある程度決まったとして、その「広告勧誘のあり方」、

それから３番目に、国民が実際にギャンブル・サービスを提供する場所の入り口に立った

ときに、本人確認をどの程度行うのかということも論点になります。例えば 20歳未満では

ないということですとか、あるいは 18歳未満でないということを、どのように厳格に入場

管理するかという論点です。それから、サービスの場所の中に入ったあとでも、場内で ATM

などを通じてキャッシュにどれだけアクセスがあるかといったような論点も考えることが

必要になります。このような多段階的な取り組みを積み重ねていくことで、総合的にギャ

ンブル依存になるリスクを抑制していくという体系を構築することが非常に大事だと考え

ております。資料の図の右横に「ポリシー・ミックス」と書いてありますけれども、「機会

の限定」ですとか「誘客時の規制」といった段階の部分でできることは、税金のコストも

それほどかかることではございませんので、これは公共政策が積極的に考えるべき論点だ

と整理しておりますが、ギャンブル・サービスの現場に近くなればなるほど、そのギャン

ブル・サービスを提供している事業者・施行者の責任、あるいはコスト負担という要素が

大きくなっていくと考えています。そういうミックスを最適な形で作っていくということ

が非常に重要だというふうに考えております。谷岡副理事長のお話とも重なるところが

多々ありましたけど、取りあえず、ここで私の最初の発言は終わらさせていただきたいと

思います。ありがとうございました。 

 

谷岡：時間を守っていただきまして、ありがとうございます。今日は自治体の方、４カ所

から来ていただきまして、やはりおもてなし精神の高い大阪といたしまして、一番遠くか

ら来ていただいた方から順番に、事例報告をお願いしたいと考えております。まずは、苫

小牧よりおいでいただきました町田様、お願いいたします。 

 

町田：苫小牧市の町田です、よろしくお願いします。苫小牧市と言いましても、皆さん多

分ご存じないと思いますが、北海道の札幌の南に位置しておりまして、太平洋に面した人

口 17 万人のまちでございます。昭和 38 年に内陸を大きく掘り込んで港を造りまして、そ

の港とともに発展してきたまちでございます。先日、９月に起きました北海道胆振東部地

震は隣町の厚真町が震源地でございまして、苫小牧市も震度５強ということでかなり揺れ

ましたが、厚真町ほど被害はありませんでした。現在も全国から色々な支援を受けている

ところです。この場を借りましてお礼を言いたいと思います。現在、北海道地震があって

からは、観光客数が落ち込んでいますが、復興割もございますので、ぜひ皆さん北海道に

いらしてくださればと思います。 
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 IR につきましては、苫小牧市は、先ほど言いましたが、港があって、新千歳空港という

国際空港があり、この滑走路の３分の１は苫小牧市の行政区域に入っています。そこで、

港と空港を生かしたまちづくりができないかということで取り組みを始めたところでござ

います。その空港に隣接する広大でフラットな土地がございますので、そこを生かして何

とか IRによって北海道経済、あるいは、観光振興に資することができればと考えていると

ころでございます。昨年、海外の事業者から色々なアイデアをいただきまして、苫小牧市

としては、世界に類を見ない自然派の IRを考えていきたいと検討しているところでござい

ます。北海道観光、産業のショーケースとして、北海道のために役立つのではないかと考

えています。また、苫小牧市は北海道の中でも雪が少なく、夏は 25度を超すことがほとん

どない涼しい土地柄です。その土地を生かして、自然と森林を生かした健康づくり、ある

いは癒しの提供ができるのではないかと考えています。また、苫小牧市は市内に屋内スケ

ートリンクを４つ持っており、全国でも一番多いと思いますが、アイスホッケータウンと

して栄えていまして、昭和 41年に全国で初めてスポーツ都市宣言をしたまちでございます。

それから、2030 年に冬季オリンピックがありますので、そこに札幌市が手を挙げるように

聞いていますので、その辺りも絡めてスポーツツーリズム、選手育成ですとか、そういう

ことも IRの中でできるのではないかと考えているところでございます。 

 つまり、北海道の玄関口である国際空港と国際港湾を強化し、それを生かして、北海道

の観光産業の振興に貢献したいと考えているところでございます。苫小牧市としては、都

道府県でもございませんし、政令市でもないので、直接国に手を挙げることができません。

北海道庁が手を挙げていただかなければ、我々は IRを進めることができません。現在、北

海道庁では有識者会議を開いて、その結果を参考にスピード感を持って判断すると知事が

言ってますので、そこに期待しているところでございます。 

 ギャンブル依存症というところについては、北海道は東京とも離れていますし、中央で

いろんな研修があるんですが、遠くてなかなか参加できないですとか、北海道自体が広大

なものですから、支援体制、医療体制が札幌圏にどうしても集中していまして、なかなか

思ったような取り組みができていないというのが現状でございます。苫小牧市では現在、

自殺対策の中で一般的な普及活動を行っているというのが現状でございます。 

 今後は、今日参加していただいています西村先生ですとか田中先生にもいろいろご相談

をさせていただいているところなのですが、カジノだけではなく既存のギャンブルも含め

ていろんな対策を打っていかなければいけないと考えています。北海道は軽種馬の産地で

すので、競馬をやられる方が多いと思っています。ですから、そういうところも含めて、

何かやっていくことができないかというのを今、模索しながら、北海道や事業者、医療関

係、自助グループ、医療機関などと連携を図り、その対策をやっていきたいということで

現在動き出したところでございます。以上でございます。 

 

谷岡：ありがとうございます。それでは次に遠いところから来られました、長崎県からお

いでの菊森様、よろしくお願いいたします。 
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菊森：公益財団法人ながさき地域政策研究所の理事長をしております菊森と申します。今

日の参加は、ここに書いていますように、長崎県・佐世保市 IR推進協議会有識者委員会の

座長という立場で出席させていただいております。この協議会は、長崎県知事、佐世保市

の朝長市長が協力して、この IR推進を図っていこうということで設けられた協議会でござ

います。お手元に、ユニーク・マリンというパンフレットがございますので、お持ちの方

はお手元に見ていただければと思います。実は、その最後のところ、一番裏表紙に、これ

までの経緯というのを県のほうでまとめていただきました。平成 19年８月に、民間を中心

とした西九州統合型リゾート研究会が発足した。これが公式上のスタートなんですが、こ

れに先立つこと約３～４年前から、世界のカジノを中心とする IRとか、県民・市民の、こ

のカジノに対する意識調査などを私どもがさせていただいて、準備をしてまいりました。

歴史的には長い時間をかけて進めてきたということなのですが、いよいよ具体化するとい

うことで、この表紙にあります、県のほうでこういうのをおまとめいただいたので、話を

させていただきたいと思います。 

 各世界中のオペレーターからご提案をいただいた長崎県佐世保市のハウステンボス周辺

地域で展開する場合、どんな IR施設をつくれば良いでしょうかということでご提案をいた

だいた 20 個です。一応 20 個についてだけはイメージ図を掲載しております。今日はこの

ことと関係ない中身でございまして、経済効果とかそういうのは今日の本題ではございま

せんので省略をさせていただきたいと思いますが、私どもが重視しているのは、これは長

崎県だけのものではなく、当然佐世保市だけのものでもないと。これは日本国のために九

州が１つの窓口となって、日本全体、九州全体に観光客を誘致していく、その１つの大き

な装置であるという考え方でもって進めています。従って、九州の財界がバックアップし

てくださっているという位置づけで、具体的な経済効果も、それからインフラの整備も今

着々と進めてきているというところでございます。 

 このギャンブル依存症関係、ギャンブル依存症だけではなくて、実は懸念される事項と

いうのが幾つかございます。お聞き及びの通り、依存防止、依存症対策、治安対策、青少

年対策など、都道府県レベルでは地元にどういう影響を及ぼすのかと。プラスの影響も極

めて大きいものであることは言うまでもございませんが、一方でやっぱり懸念しておかな

ければいけない事項というのがございます。そのうちの筆頭になっているのが、このパン

フレットの中に、後ろから１枚開けていただいたところにあります依存防止、依存症対策

でございます。先ほど来、内閣府さんのほうからも、谷岡先生のほうからもご説明いただ

きましたように、懸念される事項への対応の中で、やっぱり一番大事なのは、ネットワー

ク強化等の体制の充実、これがそのページに書かれたことでございます。それから、段階

に応じた適切な対策を、国のご方針に沿って準備していくということを考えております。

当然のことながら、国が法律で用意していただいているものに加えて、今後政省令が出て

くると思いますので、調査しながら対応していかなければならないというように考えてお

ります。 

 具体的な準備としましては、今、長崎県佐世保市などでは何をやってるかということで、
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実は、先ほど内閣府のほうからご説明いただきました施策 10個ですね。①から⑩までの施

策のペーパーをご説明いただきました。この中で、今、県内でどこまで、県内の各市がど

の部署でどんなことを今準備しているのかということをザッと調査いたしました。その結

果、①から⑧までは、ある程度今、着々と準備を進めているところでございます。まだま

だ不十分ではありますが、進めておられます。けれども、⑨、⑩、すなわち、調査研究の

推進等と実態調査、特に３年ごとの調査ですね。この２つについては、まだ十分には行わ

れていない状況でございますので、これをやはりどう進めていくかということを、こうい

った学会、協議会とも一緒になって、あるいは国の方針に沿って進めていきたいというふ

うに考えています。この調査の仕方についても、もう既にご存じの通り、SOGS などの具体

的な手法も開始されているところでありますが、それをどのような形で具体的に進めてい

くかということについては、まだこれから考えなきゃいけないというふうに考えておりま

す。 

 それで、直近でどんなことをやっているかということについて、今日はペーパーを用意

してきておりませんので、簡単に口頭でお話しをさせていただきたいと思います。長崎県

内においては、依存症対策総合支援事業というのを立ち上げまして、相談、普及啓発、教

育、回復支援、これらのそれぞれについて準備を、特に平成 30年度、今年度から拡大、本

格準備を始めました。まず入り口として相談の強化、これが真っ先だろうということで、

保健所、特に精神保健福祉相談と言われている身近な相談窓口からスタートしまして、長

崎こども・女性・障害者支援センター、これを相談拠点と呼んでおりますが、こういった

ところが中心となって、依存症専門の相談窓口の設置、それから専門相談員の配置、相談

対応マニュアルの作成などを強化しているところでございます。それから、次に教育につ

いては、アディクションの研修会、相談支援者等の対象、それから、依存症の家族教室。

また、普及啓発も兼ねた依存症予防講習会、これは高校生、大学生などに向けた講習会で

ありますけれども、こういったものを進めてきています。回復支援については、なかなか

難しい面があるのですが、家族の回復支援に加えて、当事者の回復支援を強化しようとし

ているところでございます。長崎県が抱える、実はこの件は私も 15年前に携わったことが

あるのですが、非常に地域ごとに特徴があります。文化的特徴、地理的特徴がありまして、

依存症と一口で言いましても、例えば離島とか山間部ではどうしてもアルコール依存など。

それから、さまざまなギャンブルも含めて地域によってかなり違いますので、そういった

違いについても配慮しながら調査、実態把握をしていく必要があるだろうと考えています。

時間の関係でこの辺で切らせていただきます。 

 

谷岡：ありがとうございました。菊森理事長でございました。それでは、和歌山県からお

いでいただきました寺本さん、よろしくお願いいたします。 

 

寺本：和歌山県 IR推進室の寺本でございます。本日は横山が参加予定でしたが、所要によ

り私が代理をさせていただきます。封筒の中に、こちらの和歌山県 IR基本構想の改訂版と
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いうのが入ってございます。これは、IR 整備法ができまして、それから RFI という投資意

向調査を各事業者と実施をし、それを踏まえてこの 10月に改訂をさせていただいた、まだ

できたてのホヤホヤのものでございます。ここの一番表紙のところにヨットがたくさん写

っている写真があるんですけれども、これが和歌山マリーナシティと言いまして、和歌山

市の少し南にあるのですが、1990 年代に埋め立てをしてつくったところでございます。そ

の写真は 25ページにあるんですけれども、こういう格好をした沖合の人工島でございます。

ただ、この前段の構想については、ご説明するというのが今回の趣旨ではないので、この

パンフレットの 45ページ、上下２つに分かれておりますけれど、45ページを開けていただ

いたら、ギャンブル依存症とか破産リスクを防止するための手立てということで書かせて

いただいております。 

 IR については、大きな経済効果があるのは我々も重々承知しておるんですけれども、副

作用的な弊害をないがしろにしてはいけないというのが、我々のスタンスでございます。

国の規制以上に、先ほど中川総括官も述べていただきましたけれども、多段階、重層的に

対策しているところです。そこにつきましては、三角形の一番下の部分に入場回数の制限

とか、マイナンバーカードの活用であったりとか、ATMの制限、それからクレジットカード

の制限、それから本人、家族申告による制限、これは国による規制の部分でございます。

こういった国の非常に厳しい規制の上に、さらに重層的に、われわれは対策を立てていき

たいと考えておりまして、予防として小学校とか中高生の予防教育をしていきます。それ

から、ドレスコードを設ける。これは排除を目的としたものではないのですが、例えばゴ

ルフ場に入っていくときに一定の雰囲気を大切にするため、襟付きのシャツを着用するよ

うマナーがあるように、大人の社交場としての雰囲気を保つためのものでございます。そ

れから、依存症の対策専門員を置いていただいて、お声がけをしたりとか、退場をうなが

す対策をしたいと思っております。それから、使い過ぎを防止するということで、破産の

リスクがまだまだこれだけあるということなので、IR カードというのをうまく使って、破

産リスクをできるだけ少なくしようと思っております。それは 46 ページに IR カードにつ

いては詳しく書かせていただいています。IR の中には現金しか持っていくことができない

仕組みですが、さらに現金をチャージしていただくときに上限を設定していただいて、持

っている現金よりもさらに低い金額でチャージをしていただくということで、できるだけ

利用上限を少なくする。それから、またもう１回チャージをするというときに、クールダ

ウンする効果もあるのかなというふうに考えております。それと、あと、どれだけ使った

のかということを一元管理できるというメリットもあります。副次的な話なんですけれど

も、ポイントを付与するということで、地域振興等にも活用できるのかなあというふうな

考え方もございます。 

 加えて、ギャンブル依存症の対策について、今現在、来年度の新政策ということで議論

を深めておるところです。IR については、今も申しましたように、世界でも最高水準の厳

しい規制と県の上乗せの規制によって、リスクについてはほぼ除去できるのではないかな

というふうには考えております。しかしながら現実には、公営競技とかパチンコによるギ
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ャンブル等の依存というのが存在して、それによる対策をしっかり立てていかないといけ

ないというふうに考えております。同時に、ギャンブル等依存というものが、アルコール

依存とか薬物依存の問題と根っこは同じものであるというふうに考えております。先ほど

の谷岡先生のお話にもありましたように、アメリカの事例のようなこともあるというふう

に考えております。それで、ギャンブル等依存に限らない、依存症に対する医療対策、社

会政策をしっかりと確立していく必要があると思います。和歌山県は南北に長いですし面

積も広いわけですけれども、今のところ専門の医療機関が少ないという問題があったりと

か、家族会の組織率が悪いというような問題が存在しております。圏域ごとに専門医療が

受けられる医療体制をきっちりと整備したり、さまざまな相談機関とか自助グループが連

携した地域支援ネットワーク、ここは 49ページに書かせていただいておるんですけれども、

地域支援のネットワークというものを構築して、予防から治療、回復への取り組みを進め

てまいりたいと考えております。以上でございます。 

 

谷岡：ありがとうございました。時間を守っていただきまして、ありがとうございます。

それでは、地域の最後になりましたが、大阪からおいでの金森さん、よろしくお願いいた

します。 

 

金森：大阪府・大阪市 IR推進局の金森と申します。どうぞよろしくお願いいたします。座

ってお話をさせていただきます。本日皆さまのお手元に２種類の資料を配付させていただ

いております。ギャンブル等依存症についてという小さなリーフレットと、コピーで２枚

つづりの資料です。前の皆さんのお話を聞いていまして、大阪 IRの宣伝をしていると時間

がないということが分かりました。大阪は、大阪湾の中心にある夢洲という埋め立て地に、

世界最高水準の成長型 IRの誘致をめざして現在活動を進めておりますが、依存症対策に絞

ってお話をさせていただきたいと思います。 

 まず、皮肉なことに、と申しましょうか、実はギャンブル依存の問題は古くから行政の

課題であったはずですが、この数年、IRの誘致、IR整備法の議論というものが進むことに

よって、社会的に大きく取り上げられることとなり、行政としても、これを非常に優先度

の高い重要な政策課題として位置づけ、取り組みを進めることになってまいりました。大

阪では、私の所属する部署が大阪府・大阪市 IR推進局となっておりますように、IR誘致に

関しましては、大阪府と政令市であります大阪市が、共同で事業を進めております。また、

依存症の問題というのは、アルコール、あるいは薬物、それ以外さまざまな新しい依存の

問題が出てきておりますが、これらについては、いわゆる公衆衛生を担当する、健康や医

療に関わる部局が主たる担当となりますので、こうしたところと連携協力をしながら対策

を進めております。私どもは IRの実現を契機に、既存のギャンブル等に起因する依存症の

問題も含めて、最小化に努めていきたいと考えております。既に一部先行して事業を始め

ておりますが、発症、進行、再発の各段階に応じて対策を実施し、その中には世界のさま

ざまな先進事例にも学び、それを日本、あるいは大阪という地域にうまく合う形にカスタ
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マイズしつつ、総合的で、かつ、シームレスな取り組み、依存症対策のトップランナーを

めざして取り組んでいきたいと考えております。 

 コピーの資料に、大阪府における依存症対策強化事業の全体図をお示ししております。

中心に行政という枠組みがございますが、ここに並んでいる部署は全て、健康保健医療を

担当する部署でございます。その横に、庁内関係部局の一番上に IR推進局と当局の名前が

ございます。依存症問題に関しましては、アルコールや薬物の問題と合わせて、ギャンブ

ルの問題についても取り組み、同じような体制で事業を進めております。中心になってお

ります事業は真ん中ぐらいにありますように、健康医療部局としては、まず、治療体制の

強化。これは国で制度化されました拠点医療機関、および専門医療機関を既に３カ所指定

をしております。また、相談支援体制の強化といたしまして、いわゆる精神保健福祉セン

ターが各都道府県、あるいは政令市にはございますが、こちらが中心となって、専門相談

を実施しております。今年の春から新しく、土日のホットラインというものを開設いたし

ました。大阪には、たくさんの充実した民間の精神科病院がございますので、民間の精神

科の病院に委託をさせていただいて、土日に専用のホットラインを開設していただいてお

ります。あと、連携体制として、後ほど別の資料で簡単に大阪アディクションセンターと

いうものについて触れさせていただきたいと思います。そして、普及啓発の強化といたし

ましては、われわれ IR推進の部局も関わって一緒にやっていますが、府民向けの啓発活動

というものを強化しております。実は、先ほど実態調査で出ている数字の話がございまし

たが、大阪が独自に調査をしているわけではございません。国の、先ほど谷岡先生のお話

に出た、70 万人という数字をパンフレットにも記載させていただいております。大阪 880

万人の人口で成人人口が六百数十万といたしますと、全国 70万人の約１割ぐらい、７～８

万人の方が依存症の問題を抱えておられる可能性があるわけですが、この間、随分報道等

で取り上げるようになりましたが、府の精神保健福祉センターに相談に来られた、あるい

は電話をかけて来られた方は、倍々ゲームで伸びていながらも、昨年やっと 200 人を超え

たと、こういう実情でございます。つまり、潜在的な問題を抱えておられる方が、まだ相

談支援の場に出てきておられない。こういうことを重視して、普及啓発の強化に取り組ん

でおります。また、現在は独立行政法人となっている元府立の精神医療センターで専門プ

ログラム GAMPというものを開発し、その効果の検証に取り組んでいます。谷岡先生がおっ

しゃった 80年代以来たくさん出てきた効果のなかったプログラムのようにならないように、

しっかりとやっていきたいというふうに思っております。 

 次のページには、特徴的な今年度の事業について記載をしておりますが、大阪府・市と

もに知事、市長重点事業として依存症対策に一定の予算を割り振っております。本日、家

族の会、あるいは、考える会のご代表であります田中先生もおみえですけれども、医療や、

あるいは公的な機関だけではなかなか十分な対策ができませんし、フォローができません

ので、国の政策も使わせていただいて、専門治療を受けられた方、あるいは相談支援に来

られた方のアフターケア、あるいはフォロー、あるいは継続的な支えとなっていただける

よう、依存症患者受診後支援事業というものもスタートさせております。 
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 次のページに、大阪アディクションセンターOACについてという図表がございます。これ

は平成 26 年、27 年、28 年の３年間、厚生労働省の委託事業を受けまして、私どもの大阪

府精神医療センターが、依存問題についていろんな研究協議を重ねてまいった結果、昨年

当初から立ち上げたもので、関係機関の情報共有と対応の連携ということを目的とし、依

存症に苦しんでおられる方、あるいは、ご家族の方の相談や治療、回復を途切れなく文字

どおり可能な限りシームレスに支援するためにつくっているネットワークです。下に図が

ございますが、公衆衛生・保健医療の病気に対応する部局や関係機関だけではなくて、や

はり借金の問題等に対応されることが多いということで司法関係者、弁護士会や司法書士

会、さらに保護観察所や矯正施設、民間の回復施設や支援団体、自助グループも参画した

ネットワークを、バーチャルな空間としてセンターと呼んでおりまして、情報や課題の共

有、あるいは対策を一緒に検討するということを進めております。 

 最後に、私どもの局が中心になって取り組んでいる依存症対策事業といたしましては、

先ほど来、予防の中では教育の重要性について先生方がお話されておりますけれども、３

年後の学習指導要領の説明への記載ということを念頭に置いて、今年初めて高校生向けの

依存予防事業をスタートさせました。まず１つは、社会に出る、あるいは進学する直前、

ギャンブルに接する機会が増えるであろう直前の大阪府内の公立私立合わせて約９万人の

高校３年生に、依存症予防についてのリーフレットを配る。これは病気の知識を普及する

だけではなくて、ギャンブルの仕組みについても少し簡単に触れながら、自分たちの日常

の生活と合わせてギャンブル依存について考えていただけるようにということで、２学期

中、年内にお手元に届くよう、現在作成を進めているところでございます。また、府内の

高校 10校、実際はちょっと地震があったりして８校になってしまうんですけれども、モデ

ル事業ということで、精神医療センターの医師、あるいはクリニックで直接依存の患者さ

んに接しておられる精神保健福祉士の方などに出前授業を行っていただいております。こ

れも、やはり病気の知識だけではなく、ギャンブルって何や、ギャンブルというのはどん

なんやろうということも含めてお話いただいています。 

 最後に西村先生にも、実はお世話になっているのですが、今後、大きく全国をリードす

る依存症対策をやるといったからには、やはり先進的な事例をたくさん学んで、それを我々

としてよく消化して、より有効な対策を考えていかなければならないということで、研究

会を設けておりまして、３つの研究テーマで、この中で、IR オペレーターさんを含む事業

者さんに求めるパートナーシップということも含めて検討を進めている次第でございます。

どうもありがとうございました。 

 

谷岡：ありがとうございました。続きまして、RCPG、今、金森さんのお話にも出てまいり

ました西村さんが、民間で随分いろいろな活動をずっと続けてこられておられます。西村

先生、よろしくお願いいたします。 

 

西村(直)：西村です。今日はギャンブル等依存症がテーマではあるのですが、今回のカジ
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ノの議論の中で感じているのは、本質的にはギャンブル依存症の話ではなく、カジノとい

う見たことがないものが地域にやって来ることへの国民の不安があり、この不安を社会の

皆さんは表現できる用語がないため、ギャンブル依存症という言葉が、シンボルとして浮

かびあがってきたように感じています。見えにくい不安に対して、国がギャンブル等依存

症という用語を作って対策を立ち上げ、「ギャンブル等依存症」という敵が作られました。

そのため、医学的な概念の依存と、政治用語としてのギャンブル等依存症との混乱と奇妙

なねじれが端緒から生じています。国民が抱える不安全体への対応ではなく、その一部だ

けをギャンブル等依存症という言葉で切り取って対策の焦点が偏ってしまうことは、問題

対策の本質から少しずれているのではないかと、対策に関わる者としては違和感を持ちま

す。 

 依存の問題は、いくつもの要因の重なりによって生じます。ギャンブルをしたからと言

って誰にでもギャンブルの問題が起きるわけではありません。多くの人たちは、問題を抱

えることなく上手に遊んでいます。一方で、依存問題が起きやすい人たちがいます。地域、

家族、仕事などの人間関係において、つながりが非常に薄くなっている人たち、社会のシ

ステムのすき間に落ち込みやすい人たち、システムを上手く利用できない人たち、多くの

情報があっても、その情報を自分の健康のために取り込んだり、正しく活用したりできな

い人たちなどに、依存問題は起きやすい。孤立しやすい人たち、システムの中のすき間で

救済されにくい人たち、情報が届きにくい人たちです。 

既存の住民の人たちには、IR による街の変化によって、自分も含め地域に孤立やシステム

のすき間や情報弱者が増える・そうなってしまうのではないかという不安があるでしょう。

新たに IRに関連して街に住むようになった人たちは、これらのリスクを、より高く抱えて

生活することになります。依存の問題というよりも、街が変化し、新たな福祉モデルの再

構築が必要になり、果たしてそれがきちんと行われるのか、これが自治体に住民が求めて

いるものだと思います。ただ、住民には街の変化や福祉の再構築のイメージはできにくい

ので、分り易くギャンブル、そして依存症という言葉で、この不安が表現されているので

しょう。カジノの中の依存症の対策の方法をいくら挙げても、もともと発生率が極めて少

なく、入場規制などの対策もありますし、本質的な不安の解消にはなりません。IR、カジ

ノの周辺に起こる変化をどのようにすれば、住民が不安なく、うまく対処できるように導

けるのか、これが自治体に求められているのではないでしょうか。 

 最初はどの国もカジノの認可に先立っていわゆる病気として依存症対策をします。しか

し、時間とともにより広く、地域の実情を踏まえた公衆衛生の対策に主軸が変わっていき

ます。理由は簡単で、国や行政主導による医療モデルは、費用面でも、効果の面でも効率

が悪いからです。国の社会的責任を国策主導のパターナリズムによって対応するのは、端

緒においては必要ですが、その後いかに早く地域に合った公は公の、民は民の責任を負う、

費用効果が高く、発展的で、地域に幅広く益があるシステムを構築していけるかが重要で

す。対策は、社会の発展を前提にこそ意味を持つので、単に有病率が上がった、下がった

ということにはあまり意味がありません。それよりも、10年、20年後に町が発展し、人口
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が増え、その上で問題が、多様な面で地域の発展の枠組み、住民の価値基準の中に収まる

かどうかが問われます。依存の問題は、そのような問題の一つです。 

今課題になっているのは、対策の基礎となるデータがないことです。国や自治体が対策の

項目をあれこれ掲げても、その妥当性や計画、評価をどのように量的・質的に担保するの

か不安があります。非常にあいまいで、戦略的でもなく、構造化もされていない対策を、

データの裏打ちをしながら公衆衛生的な地域プロジェクトに急ぎ発展させていかなければ

なりません。 

 これまで国や自治体のアルコール関連問題や薬物関連問題の対策施策において、依存問

題で有病率が明確にされ、具体的な数値目標設定がなされ、その目標の達成度を客観的に

評価した実証データはありません。ところが、今回はギャンブル等依存症について、成果

を数字として証明することが公約として課題となっています。このような約束を依存の関

連する領域で日本では誰も果たしたことはありません。この公約を、自治体単位で果たす

ことができるのかについてはかなり疑わしく思っています。IR は国益のためのプロジェク

トです。自治体間の誘致の競い合いもあるでしょうが、この問題に関しは、誘致に手を上

げる自治体は共通のデータベースなどを作り、事実（ファクト）をしっかりと押さえ、無

駄な税金を使わず、事業者にやってもらうこと、自分たちでやることを明確にし、その話

し合いと情報共有がしっかりとなされることが望ましいと思います。対策をきちんとやれ

ばギャンブル等依存問題のコントロールは可能です。コントロール可能な領域について、

適切な枠組みを作り、明確にやっていくべきだと思います。以上です。 

 

谷岡：はい、ありがとうございました。それでは、最後近くになりましたけども、同じく

民間で、さまざまな活動を積極的に行っておられます、ギャンブル依存症問題を考える会

代表理事の田中様、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

田中：皆さん、こんにちは。ギャンブル依存症問題を考える会代表の田中紀子です。昨日、

朝日新聞の論説委員の先生が、「田中さん、完全アウェーのイベントに明日出られるようで

すけど、大丈夫ですか」ってわざわざお電話をくれたぐらい、この中にあって完全アウェ

ーにおりますけれども、ご心配には及びません。言いたいことを言わせていただこうと思

っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 今日、ご出席の自治体の皆さんともほとんどみんな顔見知りですし、今までにも何度も

こういうセミナーなんかでもお話しさせていただいていて、私がすごく感じているのは、

IR の有識者会議みたいなのが開かれて、こんなことをやっていきましょうみたいな会議が

バンバン開かれているんですね。こういうふうに、いろんな計画みたいなものが出てくる

んですけど、皆さん、何を聞いても全部同じようなことをおっしゃって、あんまりピンと

こないですよね。「で、結局どうなんの？」みたいな感じに思うんですけど。私が一番問題

なのは、今日もこれ、どっちかというと推進派の皆さんが集まっているんだと思うんです

けれども、この IRを誘致したい人たちの中に、やっぱり厚労省とか、今までギャンブル依
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存のことを一生懸命やってきた臨床の現場にいる人たちというのを混ぜて計画というのを

立てていかなかったら、全然実行性がないですよね。でも、実際問題としては、厚労省は

反対の立場でもないし、私自身もカジノ反対の立場でもないけれども、地域でずっと依存

症対策をめざしてやってきた先生方って、比較的カジノにあまり賛成してない先生たちと

いうのも多いから、結局、その先生方が全然入ってこなかったりするんですよね、そうい

う会議に。ですから、私から見ると、「机上の空論じゃん、これ」みたいな感じの対策ばっ

かりが出てきているような気がして。やっぱり私は推進派の先生方にお願いしたいことと、

自治体の皆さんにお願いしたいのは、反対派でも誠実に地域で依存症対策に取り組んでき

てくれた先生を、自分たちに取り込んで、ちゃんとお願いして、どういうことをやったら

いいかということを、仲間に入れて考えるという、その懐の広さを見せていただきたいな

というふうに思っています。現在はカジノ反対派が依存症対策から排除されてしまってい

るので、私はあまりうまくいってないんじゃないかなというふうに思っています。 

 あと、今、私たちの現場で起こっていることは、地域でギャンブル依存症対策というこ

とを一生懸命やらなきゃいけないということで、大体始まっているのが、パンフレットづ

くりと、電話相談と、ポスターをつくったり、ホームページをつくりますみたいな、こう

いうことって自治体ですぐできますよね。パンフなんかつくるのは、別にそんなにお金か

かることでもないですし、電話相談も、昨日までいた職員に、「今度からギャンブルも受け

なよ」と言えばいいだけだし、ギャンブル依存症の外来をつくるのだって、アルコール対

応をやっている人たちに「じゃあ、ギャンブルもお願いします」と言えば、割りとすぐで

きることが今、始まっています。けれども、それだけでうまくなんかいかないし、連携が

とれていないということがすごく問題なので、結局、その電話相談がぐるぐるぐるぐるあ

っちこっちにできた電話相談を経て回ってきて、救い切れないで、最終的に我々のような

民間団体に電話がかかってきています。我々はすぐその人に会いに行って、じゃあ、その

人を何とかしようということで作戦を一緒に立てたりとか、家族を避難させたりとか、一

緒に行動するので忙しくてしょうがないんです。で、それをただ働きでやっているという

ような状況です。 

 で、自治体の皆さん、「ギャンブル依存症対策、こんなにしっかりやってます」って前の

めりにおっしゃるんですけど、タダ働きを余儀なくされている我々には、予算を全然付け

てくれないんですよ、もう皆さんですね。で、民間団体支援の予算を付けなきゃいけない

って、せっかく国が決めてくれても、その予算を IR推進しようとしてる県が全くくれない。

ということで、すごく私たちは困っています。じゃあ、どこが一番やってくれてるかとい

うと、それはもうぶっちぎりで新潟県です。新潟県が自殺対策で予算を出しているんです

ね。あそこは自殺対策を強化しようとしていて、県の重要事項に掲げているので、新潟県

がずっとギャンブル依存症対策を支援してくれている。しかも、新潟県のすごいのは、各

部会を全部民間に任せちゃうんですよ。例えば自殺対策をしている民間団体に、「ギャンブ

ルも入ってよ」とか、薬物対応の団体が、「ギャンブルもおいでよ」とかいうふうにやって

くれて、ものすごくフレキシブルにできるんですね。あと、私たち、今年新しいチャレン
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ジとして、新潟県の助成金で、バスの横に広告をつけるということができたんですよ。「ギ

ャンブル依存症という病気があります」みたいな。そういう割りとチャレンジさせてくれ

るということで、すごく助かっています。なので、今日は自治体の皆さんとも、そういう

「こういうことをやってほしいんだ」ということを現場のこととして、お話しさせていた

だけたらなあというふうに思ってます。 

 

谷岡：ありがとうございました。田中さん、いろいろご活躍の様子で、私はいつも応援し

ておりますよ、そういう意味では。 

 

田中：嫌われてるかと思ってました。 

 

谷岡：もう私、田中さんのファンの一人でございますので。ということで、７名の方から

いろいろな施策や民間の取り組み、そういったことをご紹介いただきました。最後になり

ましたが、当依存学推進協議会の理事長であります、西村周三を紹介いたします。この方

が京都大学の副学長時代にこの協議会を発足させ、この分野では大変知られた人物でござ

います。今までの７人の意見をお聞きした上で、西村さん、どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

 

西村(周)：６分しかないので、皆さんのご意見を全部紹介してお話しできないので、ポイ

ントだけちょっと。強調点を３つぐらい。１つは、その前に一言だけ言うと、田中さん、

私はカジノ反対なんです。だから、これも取り込まれています。それだけ一言……。その

前提で、さっき金森さんが良いことをおっしゃって。この問題はカジノを契機に依存症問

題が表に出てきたと。これは大変大事なことで、今日、谷岡さんの話もそういう前提でお

話があったと思うので、こういう機会にぜひ依存症全体を広く見て、いろんな問題を考え

ていくということが大事と思いました。 

 先に一言だけ嫌味を言っておくと、この法律は、「射幸行為」という言葉がありますね。

私、先ほど射幸行為って検索したら、悪いことではないような書き方になっていました。

言葉の意味としては「幸せになりたい」、それが射幸行為。そういう意味では、嫌味を言う

と、国や自治体が射幸行為をしないように、国や自治体の射幸行為は税収を増やすことを

目標とする。これはちょっと違うでしょうと。もちろん、それは結果としてそれができる

のはいいです。まちづくりも、まちづくり全体と考えながら、そこで、例えば人口が減る

問題をどうするという中で、こういう問題を使っていくという発想で、ぜひお願いしたい

というのが１つ。それからもう１つは、先程バラバラにいろんなことが行われているとい

う話を、西村直之先生も田中さんもおっしゃいましたように、これからは専門職育成が大

事で、しかもこれ、専門職育成の意味は、一部の専門の育成ではなくて、先にぶっちゃけ

た話をすると、一部の精神科の先生に、ご専門の村井先生もここにおられるので怒られま

すが、あまりにも精神科依存の解決策をやると大変なことになるという。むしろ、他のい
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ろいろな分野の人間が集まって、お互いに勉強していきながら人材が育成されていくとい

う発想が、私はとても大事だと思っています。くどいようですが、精神科医にだけ依存す

ると、本当の依存症はあまり多くないと私は思います。 

 むしろ、これは次の話と関係するのですが、今、ご承知の方も多いと思いますが、私が

自分の専門とする地域包括ケアでは、多職種協働というのが１つのキーワードです。ただ、

いろんな業種、いろんな専門でしか、地域包括ケアの中には住民の生活とかまで、なかな

か入っていかない。私はこの点は、これから専門職が専門職ではなくて、自分の専門を生

かしながら、もっと広い分野の他の分野と連携をするための人材育成をやるというのが大

事だと思っています。それが１つですが、もう１つ、それと絡めて、あえて私は少し問題

発言かもしれないけど言いたいのは、家族負担の軽減って、さっき谷岡さんもおっしゃっ

たように、ここを重点項目として最初に取り上げて、ここにお金を集中する。さっきお金

が出ないとおっしゃったことをやるというのは１つの方法ではないかと思います。やはり

家族負担の問題だけではありません、この依存症は。もちろんそうなんですが、とりあえ

ず第一優先課題として家族の負担をどうやって軽減するか。実はこれは、先程の地域包括

ケアの話で、お年寄りのお世話をとかいろんなことが、過度な、私の言っている言葉を使

うと、「医療の中の生活から、生活の中の医療へ」という表現をしていまして、何かあった

らお医者さんに頼もうというのは、あらゆる分野で今、破綻が生じています。生活の中で

医療をどうやって生かすか。生活をちゃんと支える中で、経済的に負担があるものをどう

やってやるかという、いろんな中で、そこにお医者さんが加わって医療についてはお世話

するという仕組みが、地域全体、地域包括ケアの理念として、今、出てきていますので、

その話はぜひお願いしたい。 

 最後もう１つ。今、言ったように、まちづくり・地域おこしという観点もこれと連動し

て大変大事だと思います。ただ、パンフレット等を拝見していると、慣行のものをどうや

っているかの時代から、ご承知と思いますが、「コトの時代」と言っていますね。私は実は、

もうちょっと記憶に残るサービスをどうやって提供するかという時代が来ているというふ

うに思っています。これは余談ですが、全く荒唐無稽な話をします。実は皆さん、昨日 NHK

にタモリが出演していましたが、私はタモリの昔の四ヶ国語麻雀という、年寄りしか知ら

ないと思いますけど、それが大変記憶に残っていまして、日本人、中国人、イタリア人か

スペイン人から論争がありますか、それから韓国人が麻雀して、そこでけんかしながら仲

良くギャンブルをする。日本ではギャンブルが禁じられておりますから、ギャンブルの結

果は分かりませんが。その話は、本当に私、記憶残っています。つまり、私たちの生活の

中でわずかのウエイトを占めるギャンブルは、あってもいい。で、実際あるわけです、今。

それをまた拡大して、全体のギャンブルが拡大するんじゃなくて、ギャンブルが生活の中

のまさにスパイスのような形で起きるような、もっと面白い仕組みを、エンターテインメ

ントをどうやって工夫するか。あえて言うと、これはちょっと問題発言ですが、海外から

来た手法をそのまま日本で使ってカジノをつくるのではなくて、もっともっと日本的な面

白い……。で、私が今考えているのは、先程タモリの話をどうしてご紹介したかというと、
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海外から今、たくさん観光客が来ています。残念ながら日本の社会で……、私、京都にい

るんですが、海外の人間と、中にいる人間の交流は、決して十分ではないと感じています。

逆に十分でないから、私たち京都人は、「あまり増えても迷惑だ」と思ってしまいます。し

かし、これは言葉の壁を超えることができたら、今、ITとか AIで、いろんなことで言葉の

壁を乗り越えるようなことをできる技術がかなり進んできました。私は実は、これも最後

の話は荒唐無稽ですが、言葉の壁を乗り越えるようなカジノというのが、なんとかできな

いかと思っています。以上です。 

 

谷岡：はい、ありがとうございます。実はこの８名の方々との事前打ち合わせで、中川さ

んには最初と最後にもう一度お話しいただこうということをお願いしておりましたので、

中川さんにはもう一度お話をいただきますが、中川さんのお話が終わりましたら、フロア

からというか、パネリストからパネリストに個別、最大２人までに聞く質問コーナーを設

けようと思っております。パネリストの皆さん、特にこの方のこのコメントについて聞き

たいということを今のうちに決めておいていただきたいと思います。それでは、中川さん、

２巡目なりますが、よろしくお願いいたします。今までの議論を踏まえて、国としてどの

ような態度を取られるか。よろしくお願いいたします。 

 

中川：これまでパネリストの皆様、それぞれのお立場から、いろいろな取り組みのご紹介

ですとか、あるいは、それを総合化した上でのご見解とか、いろんなご意見が提案された

と思います。ギャンブル等依存症対策を今後進めるうえでの、あるいは最後に西村理事長

からは、日本でどのような IRカジノを作るべきかということにも触れていただきましたが、

一言で申し上げると、ギャンブル等依存症対策を強化していくことは時間もかかる作業に

なるかもしれないという覚悟をもってやる必要があるということだと思いますし、また、

やらなければいけないことも非常にたくさんあるということではないかと思っております。 

 先ほど私は、「重層的・多段階的取り組み」が大事だと考えていると申し上げましたが、

重層的・多段階的な取組みの中には、国民自身の理解・意識・判断というものが実は非常

に大きな要素を占めているのではないかと思います。今後、国の立場、それから IRを誘致

するかしないかにかかわらずギャンブル等依存の問題に取り組む自治体の立場、それから、

日本でカジノを開業しようと考えていらっしゃる民間事業者、あるいは既存の公営競技・

遊技の事業者・施行者といったゲーミング・サービスの供給サイドにいらっしゃる方々、

こういった全ての当事者たちがそれぞれ責任を持っているということをよく理解して対策

の強化を進めていくことが大事だと思います。このことは実は「基本法」の中に、国の責

務、それから、地方公共団体の責務、関係事業者の責務、そしてこの国民の責務というこ

とで、非常に抽象的な言葉ですけど書かれていまして、それぞれの責務に応じたことを、

それぞれがきちんと理解してやっていって、そして、それが総合されることによって国全

体として、これは行政機関としての国じゃなくて、国民まで含めた国全体がコミュニティ

として、この依存問題に対する英語で言うと「レジリエンス」、日本語で言うと「耐性・抵
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抗力」を高めていくことを考え続ける、というプロセスになると考えています。その「耐

性・抵抗力」の中には、正しく理解をした上で自分自身がギャンブル・サービスに対して

賢い判断をする、賢い判断ができる消費者になるということも含まれていると思いますけ

が、そういう取り組みを今日このパネルに座っている方々が当事者となって、努力を積み

重ねていくことで、最終的な答えが出てくる問題なのではないかと思います。非常に抽象

的なことを言っていると思いますけども、また、そういうご批判を浴びるかもしれません

けど、本質論としては今説明したようなことが大事なのではないかと思っているというこ

とを、皆さんのご意見を聞いた上で、もう一度提示をしたいと思います。 

 その上でいただいた意見の中で、幾つかコメントをさせていただきますと、まず第一点

は RCPG の西村代表が指摘された依存問題の原因について。つながりが薄くなっていく人、

情報をうまく使えない人、情報がうまく届いていない人にどのように対応するかというご

指摘は、実は非常に本質的な問題をご指摘されていると思います。薬物依存にしても、ア

ルコール依存にしても、ギャンブル依存にしても、やはり自分自身が何かなのかとか、あ

るいは自分自身がコミュニティの中とか職場の中とか、あるいは家庭のなかでどのように

位置づけられているのかということに不安を感じている方が、そういう不安感がきっかけ

になって、薬物だったり、アルコールだったり、ギャンブルだったりというものへの依存

が非合理的な形で進んでいくということはあると思っています。したがって、その問題解

決を考えるときには考える会の田中さんがおっしゃっていたように、いろんなステークホ

ルダーが参加する形で解決に当たっていく、そして、問題の当事者を含めたネットワーク

をどう作っていくのかということが本質的に大事なことになってくると思います。 

 二番目に、そのようなネットワークができたとして、その上で具体的にどういう取り組

みをするのかということに関連してですが、西村代表が、有効な対策を考えるためのデー

タが欠如している、あるいはデータに基づいて対策のクオリティーを担保するということ

が不足しているという問題提起をされましたが、これも非常に大事な視点だと思っていま

す。実は国レベルでもデータが不足しております。厚生労働省が実態調査をこれまで何回

かやりました。どれぐらいの率の国民が、ギャンブル等依存のリスクがイエローカードな

り、レッドカードの状態になっているのか、なっていたのかという調査です。学会の中で

は、大体 95％の消費者は健全にギャンブル・サービスを消費できているが、残り５％がイ

エローカードないしレッドカードであるという見解が多数で、レッドカードは１％ぐらい

と言われているようです。では、さらに踏み込んで、その 95％の人たちが、毎年どれぐら

いのお金をパチンコとか公営競技に、いわゆる既存のギャンブル等消費にお金を使ってい

たのかとか、それに関連して一体どれだけ借金をしていたのかとか、そういうことに関す

るデータは、実は国レベルでもございません。国はこれから基本計画を考えていきますけ

れども、単に５％、ないしは数％のイエローカード、レッドカードになった人たちだけを

取り出すのではなく、95％の人たちも含めて、およそ国民のギャンブル等の消費行動全体

についてのデータをきちんと作っていかなければいけない、そういう取り組みも国として

は必要になるのではないかというふうに考えています。そういうデータもそろえていかな
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いと、客観的な事実に基づいて、西村代表の言葉で言えば、これまでやったことがないこ

とを、正しく、かつ、税金の無駄遣いを避ける形でベストの取り組みをすることは難しく

なるのではないかと思っています。そういう意味では非常に大きな視点をご提示いただい

たと思います。恐らく地方公共団体が取り組むときも、同じ視点は必要になると思います。 

 次に田中さんのご意見についてコメントさせていただきます。まず、机上の空論になっ

てしまうではないかというご批判をいただきました。これは、そうならないようにしなけ

ればいけないというふうに考えています、ということが私からの答えです。それから、い

ろんなステークホルダーの方を入れて議論しなければ意味がないというご意見も頂戴しま

した。これもその通りだろうと思います。これは法律の中で、「基本法」の中では、先ほど

紹介いたしましたように、依存の経験を持っている本人やその家族の代表の方々を含めて

様々な方々から構成される「関係者会議」を組成して、その関係者会議の意見も聞きなが

ら、基本計画を策定していくことになっています。そういうプロセスの中で、田中さんの

ご指摘に応えるようなものをきちんと作っていかなければならないと考えています。さら

に、田中さんからはパンフ・電話相談だけではなく、本当に現場で動いている人たちへの

支援が大切だというご指摘もございました。これは「基本法」をめぐる国会での議論の中

でも最も強調されていた意見であったと理解しております。「民間団体をただ働きさせてい

るじゃないか」というご批判もございました。そうならないように、これは非常に遅れば

せですけれども、厚生労働省も今年の予算から全国レベルで支援活動を展開している民間

団体に直接 10 分の 10 で補助をする仕組みも作りました。また、以前から国は２分の１を

補助するけれども地元の地方公共団体から２分の１を負担してもらう支援のメニューも準

備はしてきたところです。こういう取り組みが今後とも増えていく必要があるだろうと思

っております。 

 一方、もう一度、ここで考えなければいけないのは、先ほど冒頭でも触れました「事業

者の責務」というものも対策の強化の努力の中にもっと入って来なければならないのであ

ろうということです。今度の依存症基本法の中では、そういう関係事業者が依存を予防す

るために必要なことに取り組まなければならないという言葉が初めて入りました。これま

での公営競技の各法律ですとか、あるいは遊技を規制している風営法の中ではなかった考

え方でして、そういう意味では今度の基本法が新しくつくった規範としては非常に重い意

味を持っているものだと思います。国が「基本計画」を策定する際には、そういう視点を

非常に重要な視点だと位置づけた上で、事業者がゲーミング・サービスを提供する際に、

社会的な責務を意識した上で、その事業者ないしは施行者の収益を依存予防や依存からの

回復を促進するためにどのようにして社会還元できるのかという視点を基本計画のなかで

きちんと位置づけていく必要があるだろうと考えております。これまでも、公営競技では

さまざまな収益をいろんなチャリティー事業とかに配分するというメカニズムもございま

したけれども、さらに依存対策、ないしは依存予防のための社会への還元を明確に見える

ような形でどうやって位置づけていくかということも考えなければいけないだろうという

ふうに思っております。 
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 最後に西村理事長の家族負担の軽減に集中して、まず取り組んでみてはどうかというご

指摘についてです。実はこの意識は、政府がこれまで取り組んできた依存対策の強化の中

においても明確であります。西村理事長は「家族負担」という言葉で家族の経済的負担の

ことをご示唆されたのかもしれませんけれども、より広い意味でとらえた「家族負担」の

軽減が大事だと考えています。依存問題が家庭内にあるということに気がつくのは、多分、

本人が一番最初に気付いていると思いますけれども、本人はなかなか自分で言い出しませ

ん。そうすると、誰がその次に分かるかと言ったら、家族でございますし、家族も本人と

同様に場合によっては本人以上に依存問題で苦しめられることになります。政府としても

この１年、２年の間に、特にこの過去１年の間に、家族の申告に基づくアクセス制限の仕

組みを公営競技の各施行者やぱちんこに導入してもらったところでございまして、まだ導

入から日が経っていないこともあり、具体的な成果につながっている件数はまだ少数です

けれども。一番この問題の存在に気がつく身近な人たちがきっかけとなって、この問題が

日本社会の中から少しでも減っていくような仕組みづくりを、政府としても非常に強く意

識をして取り組んでいるということを、最後にご報告をさせていただきたいと思います。

以上です。 

 

谷岡：ありがとうございました。中川さんからいろいろコメントをいただきました。それ

では、パネリスト同士の質疑応答対応に変えたいと思います。どなたかに質問がある方、

おられましたら、お願いしたいと思います。はい、どうぞ、田中さん。 

 

田中：中川さんに質問させていただきたいんですけれども。先日報道で、基本計画を来年

の４月までにつくるみたいなことがあったと思うんですが。今、中川さんがおっしゃった

ように、まず、財源をどうするのかとか、あと、既存のギャンブル産業がきちんとギャン

ブル依存症対策費を負担していくべきみたいな仕組みをつくるとしたら、とても半年ぐら

いでこの計画がつくれるというふうに思えないし。でも、せっかくのこの機会を利用しな

い手はないというか、私たちとしてはここにすごく希望を持っています。これは大きな話

なので、半年でなんてつくれないと思うんですけども。４月までに基本計画というのは、

あれはもう決まったことなんですか、本当なんでしょうかということがぜひ聞きたいなあ

というふうに思っているんですが。 

 

谷岡：中川さん、答えられる範囲で、よろしくお願いします。 

 

中川：はい。来年の４月を目途に、この法律に基づく第１回目の基本計画を策定しろとい

う指示は、先週ですか、19 日に行われた官房長官を本部長とするギャンブル等依存症対策

推進本部の会議で、本部長からご指示を受けたものです。その理由は、来年５月 14日から

この基本法に基づくこの最初の啓発週間が執り行われますので、これは地方も含めて対応

をされるのではないかと期待をしておりますけれども、それに間に合うべく、国としても
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作業を進めるという趣旨でございます。今、田中さんからご指摘いただいた事業者の負担

ということですけれども、これはいろんな形があり得るのだろうなというふうに思ってお

りまして、そういうことも含めて最初の計画をできるだけ速やかに作らないといけないと

考えています。国が計画を策定するのに時間がかかりすぎるという状態になるとしたら、

議員立法で法律的な枠組みができて、それを受けた行政としての責任をきちんと果たして

いることにならないのではないかと考えます。 

 また、基本法の非常に大事な要素は、３年をサイクルとする PDCAサイクルを法律に基づ

いて導入したということだと考えております。国が現状を把握する実態調査、これは３年

に１度必ずやらなければいけないと法律で義務付けられています。また、国が作る基本計

画も、少なくても３年に１度、その見直しをかけなければならないということがこの法律

に書かれております。したがいまして、実態調査で現状の把握が進んでまいります。これ

はもしかすると、先ほど西村代表がおっしゃられたように、データが充実していくプロセ

スになるのかもしれません。データが充実していけばいくほど、それに応じてとらなけれ

ばいけない行政的な対応も変化していくということを織り込んだ法律的な枠組みになって

いますので、我々としましては、きちんとした計画をまず作る、関係者会議のご意見も聞

いた上で基本計画を作る、ということが非常に大事なことだろうと思っています。 

 

谷岡：田中さんのご質問は、取り組まなければならないという取り組みに対し、実態はど

うかを調べ、何をするかしないか、またはしたいのかということを決め、そして、それに

幾らぐらいかかるのかを計算し、その負担をどんなふうに分担し、最終的に具体的施策は

どうなのかというのを半年で決められるのか。また、ある協会のように、自分たちがギャ

ンブルであることを認めてすらいないところも含めて、そういう負担をさせることができ

るのか。そういったことをもろもろの危惧としてお聞きしたんだというふうに判断してお

ります。そうですか？ 

 

田中：はい、先生、ありがとうございます。その通りです。 

 

中川：先ほどお答え申し上げたのは、ただ今副理事長と田中さんが会話されたのと同じ意

識でお答えさせていただいたつもりです。まず、実態の把握につきましては、今から例え

ば厚生労働省に、もういっぺん１万人規模の面接調査をしろと言っても、これはまた１年

かかります。これは昨年の秋に厚生労働省が初めて全国規模で行った１万人への調査で約

50％のレスポンスを受けたものがありまして、その中で、生涯エピソードと、過去１年間

エピソードの分析はできております。また、それぞれのエピソードでリスク有りと考えら

れた人たちのレスポンスをもとに、何に最もお金を使っていたのかというようなことも分

かっております。そういう意味では、今、副理事長が言及されました事業は、今のところ

最もお金を使ったものとしてのレスポンスの中には出てきてないと理解しています。 
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谷岡：だって、聞いてないじゃないですか。 

 

中川：いやいや、聞いておりますよ。 

 

谷岡：いやいや、あの質問票の中には、具体的に入っておりませんでした。 

 

中川：分かりました。それはちょっと確認をさせてください。国としては、厚生労働省が

やっている調査の結果をよく分析して、これは各省庁でも共有した上で、必要な対策はす

べからくやっていくというつもりです。恐らく副理事長、そして田中さんがおっしゃられ

た財源確保の道筋というのは、制度的に新たに財源確保の道筋をどのように構築していく

のかということや、あるいは今の収益配分の構造をどのように変えていくのかという議論

に言及されていらっしゃるんだというふうに思います。日本の公営競技、いろんなやり方

がございます。国の特殊法人としての JRA が施行している中央競馬もありますし、そのほ

かの公営競技はそれぞれ地方公共団体が施行者になっています。公営競技ごとにその財源

配分構成、収益処分の構造というのは、それぞれ違いますので、そこに踏み込んでいって

物事を変えていくというのは、これはご指摘の通り時間がかかる可能性はあるとは思いま

す。そもそも、そういうことは必要ないという意見もあると思います。それから、そもそ

も遊技については、これは民間事業でございますので、街中で民間事業をやっていらっし

ゃる、例えば自営業の方が毎年確定申告なりをどうするのかという話と、ほぼと言います

か、全く同じ話なわけです。そういう一民間納税者にどういう形で公租公課以外の財源負

担をさせるのかということについては、これは社会的にも、政治的にも難しい議論がある

だろうと思います。 

 したがいまして、この論点については既にもう国会で、この基本法の審議をする際に、

国会の場でも議論をされているわけでして、私の記憶では、今、成立した基本法を提出し

た与党の提案者たちは、そういう考え方には慎重にならざるを得ないという答弁をされて

いるわけでございます。これは国会の議事録にもそういう形で残っているわけでございま

す。従って、これまでこの基本法をめぐる議論を積み上げてきた国会での議論とか、そう

いうものを踏まえて、国としては対策を考えていかないといけない。しかし、先ほど私が

言いましたように、一方で関係事業者の責務ということが法律化されていることも、これ

は事実でございますので、そこに基づいて、どういうことを社会還元策としてやっていた

だけるようになるのかということは、これは考えないといけないというふうに整理をして

いるところです。 

 

谷岡：ありがとうございました。では、ちょっと話題を変えまして、私から和歌山県の寺

本さんに質問したいと思います。先ほど IRカードというのをご説明いただきました。ただ、

飛行機会社のマイレージみたいにポイント制にしていきますと、あともうちょっとでこれ

が貰えるんだとか、あともうちょっとで……と、人々を逆にけしかけるという効果が出て



 40 / 55 

 

きたり、そういう危惧に関するお話はありましたか。 

 

寺本：ポイントの付与については、既にさまざまなところで使われているというのは、カ

ジノ事業者さんからは聞いておりまして、確かにお客さんの取り込み、囲い込みのために

使っておるというのはあるんですけれども。でも、今も既にそういう状況でもありますの

で、われわれとしてはそこに利用上限額というものを和歌山県で行うときには、きちっと

制定をしていただいて、来られたお客さんとチャージするときにしっかりとお話をしてい

ただいて、ジャッジをしていただくというような仕組みをつくりたいなあと思っておると

ころです。 

 

谷岡：シンガポールでは、どんな人間でも６回目にそのカジノに入場したとき、当局が電

話し、インタビューすることになっております。その上で収入を聞き、そして、家族構成

やいろいろなことを確かめた上で、上限額を設定するならするというようなやり方をとり

ますが。いわゆるお金持ちも、あんまりお金持ちでない方も、上限額は変えたりはするわ

けですか。 

 

寺本：当然その辺りは変えていく必要はあると思いますが、細かいオペレーションについ

て、どこまでやっていくかというところは、これから事業者さん等々と、きっちり詰めて

いかなければいけないと思っております。 

 

谷岡：という具合に、皆さんから皆さんに対して質問をしていただきたいわけです。どう

ぞ、何か質問のある方。はい、寺本さん、お願いします。 

 

寺本：西村先生、RCPG の西村直之先生にお聞きします。すき間の方々が非常に問題になる

だろうと言われておられたのですが、先生、その辺の対策について先生のご知見をお聞か

せいただければなと思っておりますけれども。 

 

西村(直)：すき間というのは、どんなに行政システムを連携しても絶対に起きます。すき

間は絶対できるのが対策の大前提です。すき間を埋めようとして、関係者会議とか、行政

会議をいくらやっても、すき間は必ずできます。システムの宿命です。格差を少なくして、

地域が豊かになることが、このすき間を最小化する手段の一つになり得ます。 

 薬物やアルコールの問題でも、貧困と教育水準の問題と関係していることが知られてい

ます。DV やこどもの保護の問題に対しても、そうです。地域に新しい若い層が入ってくる

ことは、新しい福祉を必要とします。しかし、若者がいなくなれば福祉は財源的に行き詰

まり、福祉が疲弊します。福祉の未来を支える若者に対して、経済的にも知的にも豊かさ

を享受できるように地域自体が豊かさを持ち支援することが、未来の地域の発展には必要

です。地域を安全に豊かにする公共政策が、地域の力を底上げし、ですき間を埋めていき
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ます。ただ、これは一朝一夕にはできません。すき間を埋める人材をどのように地域の資

産として育成するか、地域のインテリジェンス、人という資源の育成が地域の課題解決の

鍵を握っています。 

 先日、マサチューセッツのスプリングフィールドに開設する新たなカジノを開設前に見

学してきました。この街で数年前、市街地すぐ傍の川で竜巻が起こり、街の多くが破壊さ

れました。街の古い歴史ある建物や街並みを壊さずに再構成し、街と調和したカジノを世

界でも有名なカジノ事業者がつくるという非常に面白いプロジェクトです。震災復興の面

からも見学してきました。カジノ管理委員会や事業担当者に、ここでカジノが実現できた

理由を聞いたところ、「このスプリングフィールドの周りは大学、学校がたくさんあります。

前もって 100 人ぐらい、ギャンブル依存問題の対策に当たれる人材を育成する学部を大学

につくって、人から育てました。こういうプロセスを含めて地域の住民に納得を得ていっ

た」と。ハード面や対策のアジェンダを並べる前に、それを担う人を育て、地域の中に社

会資源を育て、地域の資産を増やすソフトへの投資の重要性が強調されました。街のデザ

インに対しても、デザインのプロをしっかり育てていくことなど、まちづくりや、文化の

継承力の向上なども重要な対策であることを指摘されました。システムのすき間をなくす

というのは、こういう取り組みで成されていくものです。ハード面をどう整備するのか、

行政や他の機関の連携をどうするのかなど、こういうテーマで対策が語られることがほと

んどなのですが、それによって実際にはすき間は埋まりません。これからは、対策の主軸

を民間にどんどん移行して、機動力や即時性、多様な発想を持つ質の良い民間の人たちを

育て、活躍してもらえるようにどのように舞台を作っていくかが対策において大変重要だ

と考えています。 

 

谷岡：ありがとうございました。では次の質問に移りたいと思います。どなたかいらっし

ゃいますか。いないようでしたら、今度はフロアの方々から質問をいただきたいと思いま

す。ただし、先ほど言いましたように、質問は１分以内でお願いします。そして、場合に

より地方の方、４人全員にというのもありにしますけれども、できれば２人ぐらいまでに

お聞きしたいということで聞いていただきたいと考えております。さて、どなたかおられ

ませんでしょうか。 

 

来場者Ａ：はい。 

 

谷岡：はい、どうぞ。所属とお名前とおっしゃってから質問してください。 

 

来場者Ａ：三重県から来ました、精神科で精神保健福祉として働いているＡと申します。

現在、アルコールや薬物の依存症対策の治療に携わっているのですが、アルコール薬物だ

と体に出やすいと思うのですが、ギャンブルだとなかなか体に出なくて、やはり生活問題

のところが上がってきます。例えば借金の問題で、多重債務で自殺未遂になられた方とか
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もいるので、啓発とかもいいとは思いますが、生の声を聞いていただいたりとか、消費者

との連携みたいなものがあるといいなあというのを思いました。次は質問ですけども、ギ

ャンブル等の啓発ポスターのところで、アルコールとか薬物とかでも、啓発してもなかな

か自分から来ないので、どのようなキャッチーなフレーズであれば効果があるのか……。

例えば、「借金したらギャンブル問題」みたいな感じとか、ちょっとそういうつながりやす

いものがあるといいなあと思ったので、今、考えているものがあれば教えてください。 

 

谷岡：Ａさん、どなたに質問なさってますか？ 

 

来場者Ａ：そうですね。大阪の金森さん。ポスターのことをおっしゃっていたので、何か

あれば教えてください。 

 

谷岡：では金森さん、お願いします。 

 

金森：多分ご期待に添えないと思います(笑)。行政がつくるポスターというのは大抵、わ

りと無難なものになる。大阪府内の専門学校のアート系の学校さんにデザイン制作に協力

いただき、公衆衛生の部局が作成したんですね。大阪メトロ（地下鉄）の駅等に掲示させ

ていただきました。基本的には、「回復、あるいは支援を受けることで回復する可能性があ

るので、恥ずかしがる、あるいは自分の責任だとだけ思わないで、相談現場に出てきてく

ださいね」ということを若い人がつくりましたので、漫画調というか劇画調のイラストに

はやや特徴がありますが、キャッチフレーズそのものは、ある意味非常にオーソドックス

な、ぜひ相談をしてみてくださいということを呼びかけるようなものです。 

 

谷岡：ありがとうございました。例えば多重債務に関して言えば、ブラックと呼ばれてい

る金貸し業の広告の規制は、海外の各カジノ、またギャンブル場、その他の多くのところ

で実はなされております。何キロ以内にはそういう広告を出してはいけない、テレビや雑

誌では……というふうに細々と決まっております。ただ、どういうキャッチフレーズかと

いうのは、実は私も初めて聞いた感覚ですので、良い案があったらぜひお教えいただきた

いと思います。ありがとうございました。どうぞフロアの方、続けて質問。はい、どうぞ

お願いします。 

 

来場者Ｂ：Ｂと申します。どうぞよろしくお願いします。両西村先生、もしくは一部、中

川さんかもしれないですけれども。スクリーニングをやるときにいろんな数字が出てきて

いますが、もともと SOGSを使って、2014年か何かの数字が非常に高い数字が出てきてると

いう話がありまして。私、単純に疑問を持ったのは、先日、大学時代の友人４人とゴルフ

をやっていまして、SOGS をパッとやったんです、昼食を食べながら。すると、ほとんど全

員が５ぐらいまでいくんですね。それはなぜかと言うと、学生時代に麻雀をやっていた仲
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間たちなので、授業をさぼってギャンブルをしたことがあるはイエスになりますし、それ

を親に言ったかとか、それはない形になりますし。また、ゴルフをする人間というのは、

大体プッシュをやったりとか。多分、数年前までは一流企業の接待ゴルフでも、ちょっと

ぐらいできるのは当たり前というのが世の現実だったと思いますので。日本の社会風土か

らすると、なかなか合わないと。かつ、ある意味からすると、高級サラリーマンになれば

なるほど、結構数字的には高い数字が出るのかなあというのを実感していまして。で、日

本版のスクリーニングテストというのを誰かがつくる予定があるかどうかとか、もしくは

昨年厚生労働省さんが調査をしたときに、どういう基準でスクリーニングをやったのかと

か、そこら辺についてお話を伺いたいというふうに思います。 

 

谷岡：まず、これ、中川さん。それから、西村直之先生、それから西村周三先生の……。 

 

西村(周)：私の代わりに……、谷岡さんが詳しいです。 

 

谷岡：分かりました。私でも結構ですが、ではまず、中川さん、お願いいたします。 

 

中川：はい。Ｂさんからのご質問ですけれども、後段の日本版 SOGSとか、日本版のスクリ

ーニングテストを作るのかというお尋ねについてですけれど、今の段階ではそのようなア

イデアはテーブルの上には載っていないというお答えになると思います。やはり国際比較

ができるような形で実態調査をしたほうがいいという観点を踏まえると、このサウス・オ

ークス・ギャンブリング・スクリーン（SOGS）と呼ばれる調査方式が最も簡便に、かつ、

国際的にも一般的に使用されていて国際比較も可能な形で存在しているスクリーニングテ

ストだと理解しています。無論、国によっては、ほかのテストを使っているところもあり

ます。したがって、厚生労働省もこの SOGSテストの考え方を使って全国調査をしていると

いうことであります。私は専門的な医者ではありませんので、SOGS 以外の方法でどのよう

な診断基準がより優れたものがあるのかということについて私は専門的な知見を持ち合わ

せていませんというお答えにとどめさせていただきます。 

 

谷岡：はい、ありがとうございました。では、西村直之先生、お願いします。 

 

西村(直)：はい。パチンコ・パチスロ用の遊技障害スケールを４年ほどの時間をかけて作

り、調査をしました。そのスケール作成の議論でも SOGS の課題は度々問題になりました。

SOGS は、今の時点でギャンブルの問題があるかないかと、過去に問題があったかどうかと

いう、２つの軸を調べるので、過去の問題と現在の問題が混乱して語られることがしばし

ばあります。また、項目を自己解釈で、○×をつけて自分は何点だったという人たちもい

ます。「俺だってみんな当たるよ」みたいなことを言う人がいますが、評価用紙での調査は

トレーニングを受けた方人が実施し、客観的に評価をするもので、調査や評価方法の基本
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を理解できていない人から得られた数値には何も意味がありません。 

 SOGS にはもう一つ大きな問題があります。特に日本の医療機関の依存領域の非常に悪い

ところではあるのですが、翻訳精度の低さと、翻訳後の意訳や書き換えが普通に行われて

しまっています。バックトランスレーション、言語への再翻訳をすると、日本語版の SOGS

は、原文とニュアンスがかなり異なり、不正確です。そのためなんとなく感覚で付けると

高い点数が出てしまう問題があります。SOGS については、元々開発した研究者チームが解

散していて、バックトランスレーションの許可が作成者からとれませんでした。海外でも

この問題があるので、SOGS は使いますが、その後に作られたそれぞれの調査に適している

調査スケールを、もう１つ、または２つ、同時に併せて使っていくということがなされて

います。本来、調査とはこのような配慮をもってやっていくものです。以上から、今回の

数値は、あくまで参考値として見るべきであって、今後３年毎の調査で、調査方法の妥当

性も含めて検証されていくと思います。現時点で、SOGS 調査の数値をどうこう言うのはど

うなのかなと思います。 

 さらに、SOGS はギャンブルののめり込みの状態を取りあえず見ているだけです。それに

よってどの程度の社会問題が起きているかは正確に測れません。のめり込みの程度と、他

に社会的な影響がどの程度起きているのかを測るスケールを併せてとらないと、問題の状

態評価はできません。SOGS のある項目が同じ点数であっても、10 代の人と 80 代の人では

全く意味合いが違ってきます。他の生活障害の指標などを併せて調査することが今後は必

要になります。このような配慮がなされた調査パッケージを、どのように設定し、実施す

るかなどは、基本法の対策の実施と評価とも大きく関わる問題ですので、私の課題として

も取り組んでいかなければならないと思っています。 

 

谷岡：ありがとうございました。それでは、西村周三先生の代わりに私がお答えいたしま

す。まず、ギャンブル依存症になっているかどうかという大まかな入り口のスケールとし

て、SOGS だのいろんなものが使われておりますけれども、それはあくまで医者に相談する

レベルかどうかというのを判断するための、どちらかと言えば指標です。ですから、それ

をもって、今度は医者のレベルでは、具体的に、例えば AIPGなんていうのはよく使われて

いますけれども、そういうスクリーニングで、実際どんな種目に幾らぐらいお金を使って、

収入は幾らで、そういったものを全部ポイント化して、医者のレベルでもちゃんとデータ

が報告されるように、統一されるような工夫もあります。ありますが、日本でそれができ

ているかというと、実はできていない。もう一つ、日本では麻雀だのゴルフだの、みんな

握ってるじゃないかと。実はその通りでございまして、憲法第 29条には財産権というもの

が保障されておりまして、自分の財産はどんなふうに使ってもいいというのが通説の解釈

です。したがいまして、霊験あらたかな壺に 200 万掛けようが、ディズニーランドで１万

円使おうが、代わりにカジノで１万円使おうが、それは個人の勝手だというのが判例上な

んです。例えば、阪神ファンと巨人ファンがいて、阪神に１万円賭ける。まあ、多分負け

ますがね。それはさておき、賭けるということが憲法上、禁止されているという刑法の条
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文自体は、憲法上問題があるんじゃないかという議論も実はございます。公明党の議員か

ら、「先生、幾らぐらいまでだったら握り、合法ですか」「ちなみにあなたは幾ら賭けてま

す？」って聞いたら、「いやあ、一発 500円。かわいいもんですわ、ワッハッハ」とか言っ

たら、「それはもう真っ黒の真っ黒です。私は刑法学会にも属していますから申し上げます

が」というふうに言ったことあります。でも、それは普段忙しい人たちがたまに行けるゴ

ルフの楽しみを倍加させるためのスパイス、誰かがスパイスという言葉を使いましたけど

も、より楽しくするための工夫として、もうどうでもいい金額を賭けているだけです。そ

んなものまで本当に日本は法律で禁止しているのかというのは根本的な問題としてありま

すが、それは話がややこしくなるので、置いておきます。 

 ただ、最近発表されました、去年出た論文ですが、ギャンブル依存症になる前に、その

人たちはゲームの依存症に若い頃になっていた人が多いという報告が、実はこの間なされ

ました。したがいまして、こういう対策を考えるときに、ゲーム依存の問題、ネット依存

の問題、また、それ以外の依存の問題も、総合的に調べた上で対策を練っていかないとい

けない。ただ、そんな時間もお金もありませんので、取りあえずやろうという状態だと思

います。質問のお答えになったかどうか分かりませんが、日本でのスクリーニングは海外

の事例を取りあえず援用しないとしょうがないなというレベルです。以上です。 

 

中川：ちょっと一言だけ補足、よろしいでしょうか。SOGS テストについての分析は、恐ら

く西村代表のご説明のとおりなんだと思っていますが、一方で、依存の実態がどうなって

いるかということを１つの、１回のスクリーニング調査で、ピシャッと正確に判断するこ

とは難しいという意見もあると私は理解しております。むしろ、同じスクリーニングテス

トを使い続けて、その調査結果の長期にわたる変化の傾向・トレンドを見ることのほうが

重要なんだという意見も聞きます。依存のリスクを示す割合の数値が絶対値としてどうい

う水準にあるかということよりも、増加傾向であるとか、変わらないのか、それとも減少

傾向にあるのか、そのトレンドを分析するということが非常に重要だという意見を聞いた

こともありますので、そういう観点も必要なのかなと思います。 

 

谷岡：私もちょっと補足しておきますと、DSM-Ⅴでは 10の診断基準プラス幾つかあるんで

すが、そのうち過去の研究によって最も重要な要素は２つ。それは、ギャンプルをするこ

とに関して嘘をついたか否か。これが１つ。もう１つは、ギャンブルの負けを取り戻そう

として賭け金を増やしたかどうか。この２つに該当したら、ギャンブル依存症を少し疑っ

ていただきたいというレベルの項目です。残りの項目は実は大した関連性はございません

でしたけど、その２つで相関係数７割を超えましたので、かなり正確な判断ができるレベ

ルだとお考えください。以上です。 

 

谷岡：それでは、また質問に戻りたいと思います。どなたか……。はい、どうぞ。 
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来場者Ｃ：今日はどうもありがとうございます。千葉から参りましたＣと申します。デザ

イン会社と、大学の教員を幾つかやっております。中川さんにお伺いしたいのですが……。

先ほどの続き、ちょうど谷岡さんの続きのような感じなんですが。大学で教育をしている

中で、学生はギャンブルに一番最初に接する機会が多い年代なんですね。ギャンブルだけ

じゃなくて、いろいろあるんですけれども。そういった中で、結構トラブルが起きていま

す。ただ、数値をちゃんと取っているかとか、統計を取っているかと言われるとないんで

すけれども、入ってくる情報を含めてやっていますと、私も教員を 17～18年やって、幾つ

かの大学でやっているものですから、かなりの数に遭遇しています。実は今日のパネリス

トの田中さんのところお作りになっているパンフレットがあるんですね。それを元に、ま

ず学生たちに知ってもらうということで、デザインの授業の中で取り込んでいます。ただ、

いち教員がやったり、大学で幾つかやったりしても限度があるんですよね。私がやり始め

たときは、まだ法案が通っていない状態、そういう状態でしたので、まだ先があるのかな

あというふうに思っていたんですが。ただ、もう法案が通りましたし。ということは、学

生は本当はギャンブルをやっちゃいけないんですね。パチンコも行けないんでした？ 

 

谷岡：いや、そんなことはありません。最近法律の文言がだいぶん変わりまして、競馬も

パチンコも……。 

 

来場者Ｃ：ゆるいんですね。ゆるくしてあるんですね。それでしたらなおさら、そういう

部分を国としても、また、地方の自治体としてもきちっとしておかないと、今までのよう

にはいかない状況になると思いますし、今現在ネットゲームも含めて、かなりのそうした

部分を含んでいる。新聞には載っていませんけれど、大きなトラブルもあるというのは現

実起きておりますので、このまま見過ごすというわけにはいかないだろうなと思います。

その辺のお考えをちょっとお聞かせください。 

 

谷岡：Ｃさんのご質問は、若い世代でギャンブル関連のトラブルが起きないようにする施

策ということでよろしいですか。 

 

来場者Ｃ：そうですね。教育上にはなるとは思うんですけれども、最初にきちっとしてお

くと、そういう人材が育った社会になるというふうな見方です。 

 

谷岡：そういう意味ですね。分かりました。中川さん、お願いいたします。 

 

中川：Ｃさんからのご指摘は大事なポイントだと思います。今、大学での取り組みとして

ご紹介がございましたけれども、まず、ご所属の大学において、自分たちの学生がギャン

ブルのことをどれぐらい理解をしているか、リスクをどれだけ理解しているか、リスクに

関する学生の理解が足りないと思われるのであれば、大学としての取り組みを強化してい
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ただくということも、まず、身近にやっていただけることだろうとは思います。ここから

先がご質問の趣旨だと思いますが、国の立場としては、特に中学生、高校生の段階で、ギ

ャンブルのリスク、これは単に公営競技の馬券、投票券だったら 20歳未満は買えませんよ

とか、パチンコは 18歳未満はいけませんよということだけじゃなくて、これは先ほど冒頭

に谷岡副理事長のお話にもあったと思いますけど、ギャンブル・サービスの多くはお客と

してずーっとやり続ければ必ず胴元が勝つという数学的な仕組みになっていることなど、

ギャンブルの本質的なことを理解したうえで、自分がどれだけ合理的な接し方ができるよ

うになるかってというようなことをしっかり身に付けさせるということが非常に大事だと

考えています。高校の学習指導要領においては、教員が使う指導のためのガイドラインの

中にそういうことを書き込み、これは先ほど大阪府さんからもご紹介があったと思います

けれども、そういう改定が行われるということも踏まえて、各自治体おいても、さらに啓

蒙の教材、パンフレットをつくられて、出前教室もされているというご紹介があったと思

いますが、そういう取り組みを国レベルでも自治体レベルでも積み重ねていくことが大事

なのだと思います。こうした教育上の取り組みは学校だけではなくて、場合によっては職

場とか、それから地域とか、そういう様々なコミュニティで、より広く一般的に言えば消

費者行政の世界でも必要なことだと思っています。消費者庁も今年度中にそういう若い人

たちに向けて、ギャンブルのリスクのことをより理解させるための教材といいますか、パ

ンフレットみたいなものをつくるべく、今、取り組みを進めているところです。 

 ですから、教育の世界での啓蒙というのが、冒頭私が申し上げた社会全体としてギャン

ブルのリスクに対する耐性を高めていくために、最も重要な部分なんだと思います。ただ

し、残念ながら、この教育啓蒙の効果というのはすぐ、短期間に、しかも数値でもって効

果が把握できるものでもないので、もどかしさは感じますけども、結果の計測が難しいか

らと言って、決してないがしろにしてはいけない部分だと思います。むしろ、そここそが

一番大事なのだろうと思っています。先ほど来私が強調しています事業者・施行者の責務

としても、ギャンブル・サービスのリスクに関する消費者に対する普及・啓発・教育活動

にもっと光を当てて取り組んでもらうことは大事だと思っています。既に取り組まれてい

る事業者・施行者もいらっしゃると思いますけれども、ギャンブルのリスクに関する啓蒙

は、決して学校の教員だけがやるべきことでもないと思いますし、むしろ社会全体でやる

べきことだと思っています。 

 

谷岡：ありがとうございました。田中さん、ちょっと今の質問で、この冊子は一体どうい

う方々にお配りになっているのか。また、将来どういう方々に配ろうと、配りたいと考え

ておられるのか、教えていただけませんか。 

 

田中：はい、ありがとうございます。この漫画、ほかにこういうものがないものですから、

ものすごく今出ていっております。今、５万部作成しています。それで、やっぱり最初は

大学生の皆さんにオリエンテーションの中で配っていただきたいということで、知り合い
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の大学初め、いくつかの大学の先生にお願いしたのですけれども。今はもう精神保健セン

ターが家族教室で使用したりという、大人の人向けにも使われているんです。でも、今年

初めて明石市さんが成人式で配ってくれるということで、3,000冊もオーダーが来ているん

ですね。ただやっぱり、私たち全部これを自腹で配っていたんので、もうお金がありませ

んということで、アルコールの方のキリン財団に相談したところ、キリン財団が資金を出

してくれて、印刷費を負担してくれるということになったのと、それでやってます。最初

の目的は、大学生のオリエンテーションで配ろうと思っていましたが、でも今、大人の方

たちに読んでいただいているという状況です。 

 

谷岡：キリン財団がアルコール関係の冊子をつくったり、啓蒙やまたアルコール中毒で困

った家庭に奨学金を出したり、そういったことをしていたのも、やはり先ほどの社会に対

する責任はどうあるべきかという企業の考え方がだんだん変わってきた証左だと私は考え

ております。それはさておきまして、Ｃさんからいただいた質問で、もちろんカジノに関

して、21歳未満は絶対に入れないというようなことは、IDチェックその他、身元調査では

っきりしておりまして、ID の種類に至るまで細かく決まっているところがほとんどです。

例えばオーストラリアのシドニーでは、学生証は駄目です。そんなもの幾らでも偽造でき

るし、われわれは全部のひな型を持っていないから駄目だと。そういうふうにして IDチェ

ックにしてもいろんなレベルがありますが。それ、問題なのは結局、例えばパチンコ店が

全部横並びでそれができるのか。また、公営競技はどうか。そして、先程から私がやり玉

にあげておりますある協会に関しては、実は海外ではそうしたロッテリー協会が主催する

ビデオロッタリーターミナル、もしくはビデオゲーミングデバイスというものが、一般家

庭にまで、もちろんショッピングモールやホテル、バーのロビー、いろんなところに実は

もう入り込んでおります。それは時間を短縮したスクラッチくじみたいなもので、はっき

り言いましてスロットマシーンなんです。つまり、そういったものは既にお茶の間に入っ

てきているかもしれない状況において、ある協会だけが、われわれはギャンブルなんかや

っていませんということが、いつもこれは困ったことだなと考えておりましたので申し上

げました。すいません、補足いたしました。では、ほかに質問がございましたら、どうぞ。 

 

来場者Ｄ：Ｄと申します。RCPG の西村先生に２つアイデアをいただきたいと思います。ご

説明いただいた社会システムのすき間に落ちてしまった方、それが貧困とか教育問題とリ

ンクして、いろんな依存症問題が起こっていると。従って、「ギャンブルだけ切り出しても、

なかなか本質的にはいかないんだよ」というご説明をいただきまして、これは一人の生活

者として非常によく腹に落ちました。ただ、そうは言っても、これから都道府県は、ギャ

ンブル依存症対策の国の基本計画を受けて推進計画をつくっていくと。とりわけ IR誘致を

試みる自治体は一生懸命やるということになるのかもしれません。ですから、まず１つ目

のアイデアは、そういった都道府県の推進計画に、今のお考えも踏まえてアイデア、アド

バイスをいただきたいと思います。で、もう１つ、２番目ですが、これは事業者ですね。



 49 / 55 

 

いわゆる IRに関して、事業者としてこれから自治体に提案していきますけれども、その際

に事業者に対するアイデア、アドバイス、これをいただきたいと思います。よろしくお願

いいたします。 

 

谷岡：お願いします、西村さん。 

 

西村(直)：私は一介の民間人ですので、都道府県の計画については大きなテーマではあり

ますが。まず重要なことは都道府県によって必要な福祉システムが大きく異なるというこ

とです。自治体毎に抱えている問題やその性質がまったくといっていい程に異なります。

大都市に存在する都市の巨大なシステムのすき間の課題もあれば、地方での離島や高齢過

疎地の課題もあります。地域の中にどのような福祉課題があるかを自治体が明確にし、課

題を明確に洗い出し、その解決に寄与するように今回の機会を生かしていくという考え方

が必要です。課題解決を活用して街をつくり直し、また新たなものを足していく。このチ

ャレンジによって、どこにマイナスが生れたか、どこにどのようなプラスが生じたか、変

化がないのはどこかなどをしっかりと評価していくことです。10年後、20年後に産業や街

が発展したときにどのような形でありたいのか、長期的な福祉のデザインの中で依存問題

対策は考えるべきです。街の未来デザインというような視点です。短期的視点でつくった

対策が、長期的な視点で有効とは限らず、むしろ弊害になることもあります。日本全体の

平均的な対策としては良くても、地域にとっては良くない対策もあります。正直今の段階

では、これらがバラバラで、一体化したビジョンと計画が必要です。少なくとも自治体内

では統合して、押し付け合いや無関心などの縦割り行政の弊害は潰していくべきです。対

策の効果の検証、評価など、調査についても自治体が対策を立ててやっていくべきです。

それは、コストがかかります。国レベルの事業と、自治体ができる事業との乖離（かいり）

が結構大きいために容易ではありません。この容易でないすき間を、事業者に連携・協力

を求めていくことも必要です。事業者からは、自分たちがそこにいることで、地域に何を

公益とし提供できるか提言して積極的に連携してもらいたい。今後どうなるかわかりませ

んが、例えば、事業者が複数の地域に IRをつくったとします。それぞれの地域で事業者は、

自治体との協議を重ねて、異なる公益、福祉的投資を行います。その力を最大限に引き出

すのは、自治体が IRを誘致する「使命」をしっかりと認知し、その課題解決に向けたプラ

ンニングをどこまでできるかにかかっていると思います。 

 実は私から質問したいことがあります。それは「事業者とは誰か」ということです。事

業者とは、カジノオペレーターだけではありませんね。先ほどＴ協会の話も出ましたが、

その最大の事業者は実は銀行ではないでしょうか。通信などのインフラで参画している非

カジノ事業者もいます。対策は、カジノ事業者が全部お金を負担するみたいな話になって

いますが、事業者というのはすべての関係者（ステークス）であり、パチンコ屋さんだけ

ではなく、既存ギャンブリングに関連して収益を上げている中間の業者はたくさんいます。

法の建付けでは、責任があいまいで、ステークスとして同じ対策のテーブルに座ってもら
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うのはなかなか難しいですね。ボランタリティーとして地域のために、多様な事業者や関

係者が座れる土台を誰がつくり、広げていくかが大きな課題だと思います。これを国はど

のように考えているかを聞きたいですね。 

 

谷岡：分かりました。ありがとうございました。ちょっと長くなるのでやめておきますが、

もう一人の西村先生から今のＱ＆Ａに対してコメントがあるそうでございます。 

 

西村(周)：西村さんに対する西村の補足なんですけど。少し余計な話をします。私どもこ

の協議会をつくるときに、依存症に関連するような商品を売っている会社をたくさん訪問

しました、寄付をしてくださいと。で、あるところが、先程の協会とは別に、あるところ

だけは、「うちは依存症をつくっていません」という……。そういう過程でやっぱり、私は

今のご質問に対して、例えばこれ、私はとても田中さんのこれ、いいと思うんですが、も

っと広い、つまり、私たちはギャンブルをどうしてするのでしょうというところから始ま

って、冒頭申したように、それはそれなりに人生、それにはまらなかったら、すごいいい

１つの楽しみだと思うんですね。そういう楽しさもはまると大変なことも、今、これはギ

ャンブル依存症という話に集中していますが、さっきのお金の問題とか、いろんなもうち

ょっと広い……。ほんと、余談ばっかりで恐縮ですが、最近実はテレビで生活保護を扱う

ドラマがありました。視聴率が結構とても低かったのですが。あれを見ていると、皆さん

が思っている生活保護に対する偏見がかなり払拭されると思うんですね。もちろん受けて

いる人が弱い面もあるということも分かりますけど、そういう面があります。やはり全体

的に啓蒙活動をどうやってやるかっていうことに対して、まだまだ私たちの社会は工夫の

余地があるのではないかということを少し補足したかった。 

 

谷岡：西村周三先生のコメントでした。自腹でつくられたこれ、大変よくできていると、

私は思いますが。もし今後、そういったカリキュラムがもっと広い範囲に広がっていくの

であれば、それなりの施策に従って、それなりの予算でつくっていく必要があろうかとい

うふうに考えます。それでは最後に、来場者Ｅさん、お願いいたします。 

 

来場者Ｅ：貴重なご講演をありがとうございました。大学で SOGSの研究をしておりますＥ

と申します。少しお伺いしたいのですが、先ほど国の対策では３年に１回の実態調査とい

うお話が出たんですけれども、その他の地方自治体において、例えば大阪府・市であれば、

実態調査というのは研究テーマに挙げられていましたが、ほかの地方自治体において、実

態調査ということに関してはどういうふうにお考えなのか。何かこういう地方自治体とし

てこんな実態調査をしていこうというアイデアがあるのか、そこについて、もしくは国の

実態調査とどういうふうに関連付けていこうというふうに考えているのか。もし、ご意見

があればお話を伺わせてください。 
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谷岡：各都道府県の方から 30秒ずつ。それでは、寺本さんからお願いします。 

 

寺本：和歌山県です。担当部局の者でないので正確にはなかなか言えないんですけれども、

県も当然計画を立てていかないといけないということになっておりまして、実態把握につ

いては今後。手法の方はちょっと私はあんまり詳しくはないんですけれども、今後進めて

行きたいというふうに考えています。 

 

谷岡：地域で独自で考えておられると。 

 

寺本：はい、考えていきたいと思っています。 

 

谷岡：苫小牧の町田さん、お願いいたします。 

 

町田：立地市町村なので、基本的には都道府県の北海道が担当されることになろうかと思

いますけど、今日、会場にも来ていらっしゃいますので、今後相談しながら、その辺はや

っていきたいと思っています。 

 

谷岡：分かりました。では菊森さん、お願いいたします。 

 

菊森：私は自治体の人間そのものではないので、県がどうするのか、佐世保市がどうする

のか聞かないといけないと思いますが。基本的にはまずは、国が出された方針をクリアす

ることが必要で、その次に都道府県としてどういうふうにすべきなのかっていうのを議論

すべきかなと思います。 

 

谷岡：ありがとうございました。金森さん、お願いいたします。 

 

金森：既に先生方にいろいろご相談させていただきながら議論を進めておりますが、大阪

府では実態把握という問題を２つに分けて考えています。有病率調査という点については、

非常に発生率が低いということもありますが、国の調査と手法、あるいは先ほどスケール

の話が出ていましたが、どのスケールを使うか、実施時期、これらの整合が取れていない

と意味をなさないと思いますので、是非、国のほうで、IR 立地予定というか、可能性の高

い大都市部、あるいは地方部で事前の有病率の調査を少し多めに対象者を取ってやってい

ただき、その後、実際に立地した場所で、地域へのインパクトを知るために調査をやって

いただきたい。地方は、より対策に直結するような詳細な実態把握をする必要があるとい

うふうに思っておりますので、単にその地域で発生がどのぐらいあるかという問題ではな

くて、やはりその方々の抱えておられる問題、あるいは家族の方々、周辺の方々に出てい

る影響、その背景となることについて、いかに詳細に深掘りに調べるかということを中心
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に考えたいと思っております。 

 

谷岡：中川さん、何かコメントございませんか。 

 

中川：１点だけコメントさせてください。IR は確かに全国で３を上限数として開業するこ

とが制度化されています。国の立場からすると、IR カジノができて、日本の依存問題にど

れぐらいの影響が出てくるのかということは確実に把握しないといけないと思っています。

しかし、その場合の視点は、実際に IRが立地した場所の周辺でどうなったかということだ

けにフォーカスするのではなくて、国全体としてどういう変化が起きるのかということに

なってくると考えます。もちろん先々、IR が実際に開業してからカジノによる影響が出て

きているんだということになってくれば、影響が出ているのは周辺自治体なのか、それと

も遠くから来ているような人なのか、そういうことも細かく分析していく必要もあるでし

ょうから、そのときにはその状況のなかで最も適切な調査手法も考えていくということは

あると思います。繰り返しになりますが、第一義的には、まず国全体としてどうなってい

るのかということにフォーカスして実態を把握していくということだと思います。国の大

きさが全然違うので、比較するのはあまり意味がないと思いますけども、シンガポールも

そういう発想で、2005 年からシンガポール全体としてなんですけども、日本とは全然サイ

ズが違うので意味がないかもしれませんが、シンガポール全体としての傾向を 2005年から

ずっと定点観測をしています。これは今ご説明したような考え方に沿ったものなのだろう

と理解しています。 

 

谷岡：ありがとうございました。ただ、地方に関して言えば、地方独自のギャンブル愛と

いうのが実はあるかもしれません。例えば統計とかある一部のグループだけでやられてい

るもの、カードゲームやその他のものでも、われわれが把握しているだけでも、かなり地

方でバリエーションのあるギャンブル種目がございますので、そういったものは少なくと

も地方、地方における調査も必要かなというふうに考えております。もう一つはギャンブ

ル依存症というのは例えば大阪に IRができて、大阪のカジノではまってしまったとしても、

来場者は周辺の京都や奈良や兵庫県やいろんなところから来て、そして病気を持って帰る。

お金は大阪で落とす。そういうとんでもない状態になる可能性がございます。従いまして、

調査をする場合には少し範囲を広げて、その上で IR をつくる前、つくった最中、何年目、

そういう風にきちんと計画を立てた上で予算化していただければありがたいなと学者とし

て思っております。今日はいろいろな方々にお話をいただきましたが、折角ですので 30秒

ずつ順番にここからあっちへ、最後のコメントを一言だけお願いしたいと思います。では、

西村周三先生からお願いいたします。 

 

西村(周)：学者として、今までの学者の研究が、やや統計データ収集に偏っていたきらい

があって、今、IT を使うといろんなパーソナルヒストリーとか、そういうデータを集積し
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て、それを一般の方に伝える方法がかなり便利になりましたから、そういうところに重点

をおいてやるといいと思います。 

 

谷岡：ありがとうございました。では金森さん、お願いします。 

 

金森：30 秒では絶対無理だと思うんですけど（苦笑）。今、西村先生から IT のお話が出ま

したが、本日来ていらっしゃいます村井先生にもアドバイスをいただきながら、新しくで

きるカジノ、あるいはその周辺の夢洲では IT や AI など新しい技術を使った対策や研究な

どもできないかなと考えています。また、地域全体では、これは西村直之先生のお話に共

通すると思いますが、生活福祉の問題として、行政が最初のきっかけとして問題を発見し

ているのはギャンブル依存症かもしれませんが、その背景にある課題というのは、他の行

政福祉課題と共通するところが多いと思いますので、そういった部分については連携を深

めて、アナログな対策ということも、きっちりとやっていくということを考えながら、ト

ップランナーを目指したいと思っております。 

 

谷岡：ありがとうございました。それでは町田さん、よろしくお願いいたします。 

 

町田：依存症対策につきましては、苫小牧市はまだまだ始まったばかりということで、今

日いろいろとお聞きした意見を参考に、しっかり取り組んでいきたいと思いますし、まだ

北海道が正式に誘致表明されておりませんので、何とか早く誘致表明していただきたいな

と、よろしくお願いします。 

 

谷岡：はい、ありがとうございました。それでは中川さん、お願いいたします。 

 

中川：こういう場で議論に参加させていただくと、国家公務員として普段は国の目線で考

えていますけども、地方公共団体の目線、それから現場で支援の活動をされている方々の

目線、あるいは、フロアにいらっしゃるさまざまな場で活動をされている方々の目線から

見ると、やはりさまざまないろんなご意見があって、同じ問題でもいろいろ違う見方があ

るんだということに気付かされるいい機会になりました。これらをまとめて国としては、

本当にいい基本計画をつくらなければいけないというその責任を、もう一度感じ直したと

いう意味で、大変いい勉強の機会でした。本当にありがとうございました。 

 

谷岡：ありがとうございました。では寺本さん、よろしくお願いいたします。 

 

寺本：実態調査、実態把握というのがこれから大切だと思っているのですけれども、和歌

山県は、実は統計局の移転をさせていただいておりまして、県の方でもデータ利活用推進

センターというのをつくっておるわけなんです。それで、データというのが、集計的なデ
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ータではなくて、できるだけミクロな視点でいろんなことを分析できたらなあと思ってお

ります。当然個別のソーシャルワーカーが行うヒヤリングというんですか、そういうもの

もすごく大事なんですけれども、できるだけそういうものと、ミクロのデータというのが

合体できるような姿で進められたら面白い結果が出てくるのかなと思ったりしております。 

 

谷岡：ありがとうございました。それでは菊森様、よろしくお願いします。 

 

菊森：九州、長崎の IRについていろいろ検討する中で、やはり我々の地域というのは、関

与や経済効果が非常に広い、広範囲にわたる可能性が十分にあるということで、長崎県の

みならず、やっぱり福岡県とか佐賀県とか、あるいは九州全域のこういったデータという

ものをどのように集めていって調査をしていくのかというのが大きな課題と思って、今日

は聞かせていただきました。それと、私自身が福祉とか医療政策についていろいろ提言を

させていただくこともあり、調査案件も含めてさせていただくことがある中で、やはり福

祉、医療というのは全体として見ないと、地域としてあるべき姿がなかなか出てこないと

思います。その中において、こういった依存症対策というのも考えていかないと、経済だ

けではなくて、人が生きるということはどういうことなのかということを考える必要があ

るだろうなというふうに感じました。ありがとうございました。 

 

谷岡：ありがとうございました。それでは西村さん、よろしくお願いします。 

 

西村(直)：今日は自治体の方が来られていますけど、このような大きな問題やその対策の

議論に対して、市民の方がどうやって評価をすればいいのか、その評価基準がないことに、

目をしっかり向けてもらいたい。私たちの生活の中にある課題が、何がよくないのか、何

が悪くないのか、何が変わらないか、などなどの分かり易い議論を通して、自治体自身を

自分たちの取組みを客観的に評価される基準を提示し、議論がより将来に向けて意味があ

るように進んでいってもらえればいいなと思っています。 

 

谷岡：ありがとうございました。それでは田中さん、よろしくお願いいたします。 

 

田中：データの集積っていうことをすごくおっしゃっていたんですけど、厚労関係とか、

大規模調査はやってないけれども、臨床現場から出ている論文なんかももっと生かしてほ

しいなというふうに思っています、私たちの学会の中で出している。で、スクリーニング

テストもさまざまに出てますし、今日お入れした私たちの簡易テスト、ツール、今日チラ

シが入っているので、そういうのを使ってほしいと思いました。あと、お勧めの標語です。

「ギャンブルの借金は家族が肩代わりする必要はありません」という、それが私にとって

はすごく重要です。それとぜひ、既存ギャンブルから財源の確保っていうことを、Ｔ協会

も交えてぜひ財源を確保していただきたい。利益相反の問題もありますから、ぜひちゃん
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とそういう仕組みをつくってほしいというふうに思っています。中川さん、どうかよろし

くお願いいたします。 

 

谷岡：いろいろとお話をお聞きいたしました。８人のパネリストの方々には感謝申し上げ

ます。実は日本というのはギャンブル、特にカジノに関しては後進国でございますから、

先進国で悪かったことはすべて省くことができます。また、良かった点はすべて取り入れ

ることができます。そういう意味で、より良いものにしないと、もしつくるならば。つく

るからには、より良いものにしないと世の中に申し訳が立たないと、実は私、学者として

感じております。実際、ギャンブル依存症の問題というのは正直言いまして、海外 120 カ

国ぐらいでカジノがありますけども、どこでもあまり大した問題にはなっておりません。

ただし、日本にはパチンコという重要な要素がありまして、それも含めて、かなり重要な

話し合い、または研究その他が必要になってくるだろうと考えております。私たちの協議

会では引き続き研究を進めていき、皆さまに情報を提供していきたいと考えております。

海外は 1996年のカンザスだったと思いますけど、それ以降の法案には必ず、ギャンブルの

収益の１％以上を依存症対策および研究に使うことという文言が、法律の中に明言されて

おります。１％も実は、６兆円の１％って 600 億、そんなに使えないんです。でも、使え

ないけれども、私どもしょっちゅう海外からビジネスクラスでシンポジウムに来てくれな

いかみたいな、お誘いがたくさん来ますけど、研究が一番進んでいる分野が実はこの分野

でもございます。だから皆さん、われわれ海外の知見までではありますけれども、できる

だけ多くのことを取り入れ、そしてやって良いこと、悪いこと、お勧めすること、そうい

ったものを提言していける団体になりたいと考えておりますので、よろしくご支援いただ

きたいと思います。 

 最後になりましたが、私の望みはこのギャンブル依存症というもの、今までは恥ずかし

いものといて隠している社会であったと思います。でも、これ、事実は事実として目を見

開き、そして、決して恥ずかしいものではなく、誰でもかかりうることだし、そしてみん

なで協力し合って世の中を良くしていこうよという方向にいかないと、これは嘘だと考え

ております。そういう意味で、ここにおられる皆さまには、いろいろなことをご示唆いた

だきたいし、ご協力いただきたいと考えておりますので、引き続きご支援のほどをよろし

くお願いしたいと思います。今日、ご登壇いただきました８名の皆さまにもう一度温かい

拍手をお願いします。どうもありがとうございました。 

 

司会者：パネリストの先生方、本当にありがとうございました。時間の関係上、これにて

第９回 NPO 法人依存学推進協議会シンポジウムを閉会させていただきます。ご来場ありが

とうございました。 


