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令和2年度 第2回 堺市依存症対推進懇話会 議事録 

 

１ 日時  令和 3 年 3 月 22 日（月） 午後 1 時～午後 2 時 30 分 

２ 場所  堺市北区役所１階大会議室 

３ 委員  出席者：伊東委員・入來委員・植木委員・遠藤委員・小野委員・髙野委員・佐古委員  

ソウマ委員・滝口委員・寺井委員・寺田委員・西谷委員・野田委員・はま委員  

松井委員・綿野委員  

４ 事務局   精神保健課：永井・前原・松尾・村上・肥塚     こころの健康センター：井川 

５ 議事の内容 

（1）開会    堺市情報公開条例第 35 条に基づき、会議を公開することを確認。 

（2）委員及び事務局職員紹介 

（3）案件・報告 

案件・報告① 令和 2 年度依存症対策に関する事業実績等報告について（事前送付資料３-２） 

【事務局】 

＜令和２年度 依存症対策に関する事業実績等報告 （資料３-２）＞ 

・資料３－２に沿って今年度４月～２月末までの実績（速報値）の報告 

委員からの意見・質疑 

【植木委員】 

薬物家族教室について、今年度保護観察所とこころの健康センターとの共催で年2回開催予定だったが、今年度はコロ

ナ禍で3月12日に1回のみの開催となった。予定通り開催して5名が参加したため、空白の部分の人数を5人と記載し

ておいて欲しい。 

 

【野田座長】 

コロナの影響について、井川所長にこころの健康センターの状況を伺いたい。 

【こころの健康センター 井川所長】 

昨年の最初の緊急事態宣言の時には相談を中止した。その後は感染予防に留意しながら個別相談は続けていた。 

ただし、緊急事態宣言中はグループワーク、回復プログラム、家族教室など人が集まるような催しは中止しており、宣言

解除後も集まる時間をできる限り短くしたり、部屋の窓を開けたりと感染予防に留意し、工夫しながら実施している。 
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【野田座長】 

相談実績を見ていると、薬物の相談は減少しているが、ギャンブルの相談は増加しているようだが考えられる要因は。 

【井川所長】 

コロナ禍ということで仕事をしている人もテレワークや緊急事態宣言中の休業により相談しやすい環境にあったかもしれな

い。ただそれがなぜギャンブル依存だけなのかはわかっていない。 

 

【野田座長】 

こういう時薬物は少なくなり、手に入れにくいのも影響しているのか。 

【事務局】 

相談の件数については、あくまで速報値で1ヶ月分少ない状況。薬物相談の実績も例年通りになるのではないかと推測

している。 

 

案件・報告②「市民意識行動調査」の結果報告（速報）について 

【事務局】 

＜「お酒、くすり、ギャンブル等、インターネット・ゲームに関する意識行動調査」調査結果（速報） 資料４-１～４＞ 

資料４－１に沿って調査結果（速報）の報告 

参照資料 4-2、4-3①②、4-4  

委員からの意見・質疑 

【野田座長】 

大変興味深いのが、コロナの影響の調査について、飲酒量など増加するかと思っていたが減少している。私も学生に対す

る飲酒量などの調査をしたが意外と増加しておらず、増えている者、減っている者が同率だった。このような点でご意見な

いだろうか。 

【事務局】 

今回の調査でのコロナの影響については性年齢別等の分析が進んでいないため、はっきりとしたことは言えないが、お酒の

飲む量が増加したという割合はそれほど高くなかった。ただ、40～50歳代の男性や40代女性で他の年齢と比べて飲酒

量が増加した人の割合が高い。飲みに行く機会は想定どおり全体的に減少している状態なので、オンライン飲み会やテ

レワーク、休業などの影響で日中飲む人が増加しているという現状があるかもしれない。 

 

【野田座長】 

分析はどうするのか。業者に依頼するのか。 

【事務局】 

基本的には業者に分析を委託している状況であり、報告書作成とともに、クロス集計結果も随時いただいている状況で

ある。各依存同士のクロス集計も現在依頼しており、クロスアディクションの状況が見えてくるのではないかと考えている。 
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【野田座長】 

かなり興味深い調査であり、結果も出つつあるが何かご意見ありますか。 

【滝口委員】 

意見というより感想だが、過去１年間に参加したギャンブル等をあげてくださいという項目で、レジャー白書2020での

2019年のデータと堺市の参加率8.9％とを比べると堺市民のギャンブル等参加率は高いのではないかと感じた。 

 

案件・報告③ 「堺市依存症地域支援計画」策定の今後のスケジュールについて 

【事務局】 

＜「堺市依存症地域支援計画」策定に係るスケジュール （資料５）＞ 

・次年度の懇話会は年４回予定。8月は分科会として各種依存別に計画内容の検討、意見交換等実施。 

・補足の調査として、5月ごろ自助グループ等に対するインタビュー調査を実施予定。 

委員からの意見・質疑 

【野田座長】 

依存症地域支援計画について横浜市も策定すると聞いているが。 

【事務局】 

横浜市も令和３年度に依存症地域支援計画を策定することは把握している。障害者基本法に基づく障害福祉の計

画の一環として聞いている。本市では健康分野から発信していくというような形になっている。 

 

【野田座長】 

このような懇話会はどのような位置づけになるか。 

【事務局】 

懇話会は、堺市の施策を考えるにあたり、有識者の方々からの意見を聴取させていただくという会になる。審議会や附属

機関と異なるのは、そこには決定権はなく最終決定権は堺市にあるが、意見をいただきそれを参考に施策に反映させて

いく形である。 

 

【野田座長】 

当懇話会のような依存症の会議は自治体としてはよく実施されているものなのか。 

【事務局】 

聞くところによると、依存症全体としての関係者会議を実施しているところはあまりないと聞いている。 

【野田座長】 

依存症全体の会議はユニークな試みだと思う。委員の皆様からご意見をいただき、市民の話も聞きながら良い計画を作

っていけたらと思う。 

 

【佐古委員】 

市町村単位でこのような会を持たれるのは全国的に見られないという中で、そこに参画させていただいて光栄に思う。 

大阪府でも計画策定や会議開催という同じ動きがあると思うが、身近な生活が見える市町村単位の策定はとても大事

なことであると思っている。そのようなことが全国的に広がっていくことによって、地域に密着した形での依存症対策が出来
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るのではないかと思っている。その中で、なぜこういった取り組みを堺市でスタートしたのかという点を私たちでも共有できた

らと思う。その点について改めて教えていただきたい。 

【事務局】 

堺市は、古くから断酒会の活動が非常に活発で、アルコール医療機関や断酒会と行政の相談員がアルコールをメインに

昭和50年頃から活発に作業所づくりをしたという関係性の基盤があった。その中で薬物やギャンブル、ゲームというものが

新たに増加してくる中で、依存症として同じ共通課題がみえてくる部分もあり、１つの依存症に対してだけではなく、包括

的に計画を作っていくことが必要と考えた。自助団体からの声も後押しになり、そこが行政を動かし、議会を動かし、市の

行政を動かし今に至った。国の依存症対策総合支援事業を１つの根拠にしているが、計画を作るというよりは、懇話会

を持つということが大事だと思っている。その中で、医療機関、相談機関、自助団体この３つのセクションが連携し、顔を

合わせて意見交換や情報の共有の場を持つことが重要だと思っている。 

 

【滝口委員】 

興味深い調査であり、非常に貴重なデータである思う。ギャンブル専門なのでギャンブルの話になるが、どの程度正直に

答えているかということはあるもののギャンブルをやっていて困ったことが起きたという生活へのマイナスの影響は、ギャンブラー

個人だけでなく、家族の方や、地域の方や、社会全体に影響を与えうる問題として捉える必要がある。PGSIという世界

的にもよく使われているギャンブル障害の診断ツールの１つがあるが、PGSIは問題なしギャンブラー、低リスクギャンブラー、

中程度リスクギャンブラー、問題ギャンブラーと分類されている。ただ、実際に調査をしてみると、問題なしギャンブラー、低

リスクギャンブラーでもギャンブルによるマイナスの結果を経験している。それが中程度以降になるともっと深刻な問題が出

てくる。生活への影響と一概に言っても、軽微なものから、ホームレスや自殺企図など様々なものがある。 

我々は診断基準を満たすかどうかに注目しがちだが、社会全体としてみた場合、診断基準を満たさない人の社会コスト

の方が圧倒的に多いという点がある。 

予防という観点からすると、依存症の診断基準を満たす満たさないを焦点にするよりも、もうちょっと幅広く公衆衛生の視

点で対策をとっていく方が有効ではないか。イギリスやオーストラリアはすでにその方向にシフトして動いている。 

依存症対策についてもできたら依存症と診断されるということより、生活にマイナスの影響が出ているという実態の改善と

いうことにシフトして考えていかないと効果がないのではないかと思う。 

【野田座長】 

ギャンブル依存症の人は否認が強い。調査した場合に、問題あるというふうに出にくいということはないのか。 

【滝口委員】 

セルフリポートのため、どの依存も正直に答えてもらいにくいという調査の限界点がある。セルフリポートによらない調査もあ

り、最近イギリスの研究で、大手のロイドバンクの銀行口座７年間分六百何十万人だったかと思うが、そのビックデータで

ギャンブル支出、致死率を含む健康とか生命に関しての支出などの調査がなされている。７年間分のビックデータを解析

し、ギャンブルにどの程度お金を使っているかの割合と、生活の質や健康に関する指標を分析した結果があるが、基本的

には他の調査と似た結果が出たかなと思う。ただ、ビックデータの分析自体が、世界でこの調査くらいしかされておらず、今

後このような分析を他でもしていくことが必要かと思う。 

【野田座長】 

どのような形で予防するかというのは、この調査のデータだけでははっきりわかりにくいということか。 

【滝口委員】 

生活へのマイナスの影響についての調査は、外国との比較のためにも、海外のギャンブル障害の測定尺度の項目（72

項目ほどある）を使ってみてもいいのかと思う。 
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全体を通して委員の意見・感想 

【綿野委員】 

コロナ禍において大阪マックでの相談が増加した感じはない。しかし、ミーティング等にメンバーが行っており、その自助グル

ープの会場が借りられないという大変な状況にある。関西では自助グループに教会やセンターが会場を貸してくれるが、東

京は借りられておらず、ZOOMやＬＩＮＥのミーティングが主流になってきている。マックとして懸念しているのが、当事者

が自ら足を運んでミーティングにいき、そこから力を貰ってやめていくという本来の形が出来なくなっていることである。足を運

ばなくてもZOOMやＬＩＮＥのミーティングでことが終わってしまうため、今まで伝えられてきたことが、段々と崩れていって

しまいどうかとも思う。ただ1つオンラインの良い点は世界中の人たちと繋がれる。外国の人たちも困っている人たちがいると

いうことを知ることが出来る。デメリットもあればメリットもあるという感じである。相談は従来から結構あり、家族からの相談

もあるが本人が実際繋がるのは難しい。コロナ禍の影響よりもうちの今の問題としては、重複障害の人たちをどうサポート

していくか、どこに繋げていくのかということである。今後も関係機関と多く連携して依存症で困った人を繋げていきたいと思

っている。 

 

【松井委員】 

アルコール関連問題では、平成26年に国が健康障害対策基本法を制定して、それを受けて大阪府が平成29年に策

定され、どちらの自治体にも断酒会として関わっている。大阪府の施策については計画を受けて各保健所が少し活発に

アルコール問題に取り組むようになって、断酒会との連携もでてきているが、もう少し地域に密着した現実的な具体的な

施策になればと思う。例えば、チラシを作るだけでなく、チラシを作った後それをどう生かすのかが１番大事である。計画も

同じで、作ったあと堺市の計画がどう生きているのか、その結果どうなったのかというところまで具体的に進めていく施策にな

れば良いと思う。大阪府下の各市町村でも堺市の地域支援計画は注目されているところもあるため、ぜひ大阪府の先

陣をきって他の地域の模範となるような計画になればよいと思っている。 

 

【はま委員】 

私は薬物依存症者当事者の家族の立場で参加している。実際コロナ禍の中で、ミーティングを開催できなくなり、オンラ

インという形でミーティングを継続していた。自助グループに繋がっている者は、それでもなんとか助けはいただいていた。会

場で再開してからは、オンラインに参加していたビギナーさんはつながりにくい。ただ、苦しんでいる人がたくさん来られるよう

になった。ここ１年の間に子どもが自殺未遂を図った。子どもが自死した仲間もいる。実際家族として、私たちに何ができ

るのであろうかというところを考える機会にし、こういう会に参加させてもらい少しでも家族の立場から何か話せることがある

のではないかと思い、本来ナラノンという自助グループからは参加できないが、個人として参加させていただいた。声をかけ

ていただき本当に感謝している。 

 

【西谷委員】 

私は弁護士で、刑事事件を扱っており、私にとって1番身近なのが薬物である。他の依存症を深く知っているわけではな

いが、私の感想を申し上げると、依存症対策計画を立てる際には、メッセージ性のようなものを持っても良いではないかと

思う。何でも対応するという自治体の基本は大切だが、計画の時にあれもこれもと入れ込むと結局何をしているのかわか

らなくなるため、強いメッセージ性というか、重点ポイントを出した方が良いと思う。私が感じるのは、やはり若年者が依存

症になったときに脳に影響があり、少年院等にいくと社会経験のない期間がかなり多くできる。薬物使用による逮捕を繰

り返すと10代後半から20代に社会へ出られないため、社会的なスキルや社会経験が身につかない。若いころからシンナ
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ー、覚せい剤を使用し20代はずっと刑務所にいたというような人は社会に居場所がなく、社会に戻ってくることに対して恐

怖を感じている。むしろ刑務所の中の方が安心だと思っている。一緒に頑張ろうと言っても、彼らは刑務所へ逃げ帰ってい

く。生育歴に家族との葛藤などがあり、社会に帰っても向き合えない。これから頑張ろうと言っていてもシラフで社会の中に

いられない、回復施設の中でも会話についていけない、居場所がないという人もいる。若年者を早い段階できちんと治療

しながら早く社会に戻す。ダメージをできるだけ小さくするということがとても大事だと思っている。 

課題や目標設定など年代別に立てても良いのではと思う。大麻よりアルコールの方が体に悪い等年代によって価値観が

違う。依存症というのはぐずぐずしていると大きく人生を奪われてしまう。家族もまた同じ。予防するにはやはり年代別に対

策を立てながら何か強いメッセージ性を出したら良いのではないかと思う。 

 

【寺田委員】 

ギャンブルに関して、先ほど言われていたように、本人の申告では正確な情報は得られないかもしれない。同じような調査

を家族に実施すればギャンブルの問題がみえてくるのではないかと思う。新型コロナウィルス感染症の影響で、毎月１回

開催している家族会は人数制限がかかっている。最近、認知度もあがったのか新しい人が参加されるが、会場の定員で

全員が入れなくなってしまう。コロナと共存するには仕方がない面もあるが広い会場が必要。 

調査をさらに行うことがあれば、そういった点も加味してほしい。依存症の対策の方に関しては様々なジャンルの人がいる

ので、様々な意見を出し合ってより良いものにしていって頂きたい。 

 

【寺井委員】 

ダルクは昨年あたりから大麻の相談件数が非常に増加している。危険ドラッグが世の中からなくなり大麻に移行したことと、

大麻の取締が強化されたことが相談件数に反映されているのかと思う。例年、年間1～2件程度の相談だったのに対し、

昨年に関しては10数件あった。ダルクへの相談の半数以上は逮捕後の裁判がらみがきっかけ。保釈の間のダルクでの活

動を減刑の材料にしていくという利用の仕方が非常に多く、大麻の相談もほとんどが裁判がらみで、大麻は実際に困った

経験がなく、相談のモチベーションが低く、それ以降繋がらないのが現状。 

家族の相談も同じように増加している。大麻はもちろん、最近ではCBDやリミットなどの相談もある。覚せい剤もCBDも

大麻も一括りの薬物という感じで、家族は非常に混乱されて相談に来る。今後は処方薬などの相談も入ってくるだろうし、

相談は増加傾向になるかと思う。相談を受ける側としても家族の混乱を受け止めることが必要だと思う。 

 

【ソウマ委員】 

若年者はスマホができるから課金の問題がある。取り締まるすべが今はない。以前は給料全部使ってしまったという人も

沢山おり、生活にかなり影響がでていた。また裕福な人は依存症の数字に出てこないかもしれない。1万円、5千円を使

って困る人がここに出てくる数字ではないか。ギャンブル依存症者は家族を困らせることは百も承知でわかっている。1人の

依存症者がいたらその数倍、他の依存症に対しても同じだが、10人おれば何十人、下手したら何百人の人間が苦しん

でいるわけである。自分も給料を全部使ったことがあるが、家族がいるから恵まれている。若年者をできるだけ依存症にな

らないよう予防してあげて頂きたい。今後も様々な活動に参加させていただきたい。 

 

【伊東委員】 

借金問題、多重債務問題を通してギャンブルの問題を抱えている当事者と家族の支援を行ってきた。法律問題では借

金問題に関しては本人がいないと話にならないということで、家族の支援という視点が結構抜けがちなため、家族の支援

も大事、家族も本人が借金を抱えることによって様々な問題を抱えることになる、ということをあえて意識してこの間取り組
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んでいる。そのため支援計画にもぜひ当事者支援はもちろん大事なのは十分わかっているが、家族支援としても何かわか

りやすい支援のあり方を入れ込んで頂きたい。 

 

【入來委員】 

堺市の調査は数も多く集まり貴重なデータが揃ったと思っている。コロナ禍で良くなる人もいれば悪くなる人もいるが、やは

り悪くなった人がいるという現実があるため、その人たちにどういうことができるのかを考える必要がある。今後時代を経て変

わることもあり、今回も自助グループや断酒会でもオンラインでのミーティングを実施して新しい形ですぐ対応されたのかと思

う。 

生活困窮者の支援について世間からはあまり目を向けられないが無視できない。調査結果からもアルコールの問題を抱

えている人はもっと多くいるわけだし、薬物も知人の10人に１人いるという結果だが、具体的な策がなく、問題に関する

認知度が全然高くない点は非常にしんどいところである。 

今回依存症支援の場として知っている機関として、医療機関が6割ほどで一番多かったが、本来ならば自助グループや

相談機関がもっと知られるべき。啓発週間も実施しているのに1％ほどにしか知られていないというのは、行っている意味が

ないと思う。何とか力を合わせて堺市から皆に知ってもらわなければならない。自殺が多い等スティグマの問題がすごくある

のに全然知られていない。楽しみや趣味でやっていると思われていることが多い。社会に向けて発信できればと思う。 

大麻による精神病での入院が結構増加している。最近覚せい剤と大麻をミックスする場合もが多いが、やはり若年者が

非常に多い。そのあたりは医療として中心的に取り組むべき点と思うため、ぜひよろしくお願いしたい。 

 

【植木委員】 

保護観察所では、裁判所で保護観察付執行猶予の処分を受けた人や仮釈放された人などを保護観察している。大

麻の話題がでているが、保護観察所でも昨年くらいからぐっと増加していることを肌身に感じる。警察の捜査体制が影響

していると感じている。飲酒やギャンブルがきっかけで他の犯罪を犯すケースもあるが、数的には薬物のケースが非常に多

く、保護観察所に繋がってくる。我々もプログラムを実施しているが、処分を受けて仕方なく参加している部分もある中で

なんとか本人たちに動機付けしながら行っている。こころの健康センターやNAなどにつながるような働きかけも行っている。

ただ保護観察は期間が決まっており、どうしても期間が終わった時点で刑事処分としては終わってしまう。その後のサポー

トをやはり地域でネットワークをつくり、受け入れていくことが必要と考えている。       

他の依存症についても同じで、新しい計画を作るにあたり関係機関との連携も考えていかなければならない。今日最初

に計画をつくることよりもこの懇話会が目的だという話に非常に感銘を受けた。関係機関の顔が見える形で連携していくと

いうことを計画の中に入れてもらい非常に有効なものになればと思う。 

 

【遠藤委員】 

昨年開業し、診療内容にアルコール依存症、薬物依存症の治療を掲げているが、依存症の患者はまだ少ない。本人が

支援機関や治療に繋がるというところにギャップがあるのかなという気はする。そういう意味で１つは啓発が大事だが、もう

１つはどこかに繋がった後に適切なところに繋げられるような連携システムを地域で実行しなければならないと思う。そのた

めに連携のハードルを低くするという意味で、懇話会等で顔見知りになれるというのは非常に良い。これが計画のためだけ

ではなく、顔を見てそのときの問題、トピックスについてお互い意見を述べ合うような場が常設であれば素晴らしい。 

依存症には当然診断基準があり、診断基準を満たさなければ依存症ではないが、１つ診断基準が欠けていたら問題な

いかといえばそういうわけでは絶対にない。依存症手前で問題を抱えている人もいるわけで、問題なくても放っておいたら

将来問題になるだろうと高度に推測される。そのような人たちに対していかに介入していくか。恐らく手前で介入した方が、
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公衆衛生的なコストが低いだろうとよく言われるところで、それに関しては国の方も多少動いているとは思う。ただ一方でギ

ャンブルに関しては恐らく手付かずだと思う。薬物に関してはもっと手付かずだと思う。その点に関して将来的に問題になっ

てくるだろうし、堺市としても診断基準を満たさないが早期に加入した方が良い人々にどう支援や啓発を届けていくのか、

何か策があっても良いと思う。 

 

【小野委員】 

勤め先の藤井クリニックでも、この1年明らかに大麻と処方薬の依存症者が増加し、それがかなり低年齢化している。ギャ

ンブル依存症者もすごく低年齢化しており、そういう意味では依存症に陥っていかないところの予防を考えていかなければ

ならないと思う。誰か問題を持っている特定の人たちが問題なのではなく、市民全体のメンタルヘルスが問題であると考え

ている。そのため、支援計画にも健全な生き方の予防教育のような点を盛り込んで頂きたい。 

 

【髙野委員】 

アルコール依存症を専門に診察しているが、普段の診療と今回の調査結果を踏まえて少し感じるところを話したい。診療

をするなかで患者の話を聞くにはコロナ禍に関してはマイナスに作用するところがあると思う。またコロナ禍でのプラス面では

会社での飲み会が減少しているためお酒をやめたい人にとっては助かっているようだ。 

コロナで例会が中止になったときには、普段何気なしに参加していたが、なくなってみて初めて良さがわかったという実際の

声もきき、断酒会が改めて工夫しながら活動していたことを実感した。患者にとっては、自助グループ以外に作業所や就

労移行支援などの居場所があったことがよかったという声もあり、生活支援や就労支援をしっかりとやっていく必要があると

も感じている。生きづらさを感じやすい人やストレスを溜めやすい人が依存症になってきているという結果があるため、若年

者が仕事復帰していくにしても段階的に就労支援を実施できる体制に社会がなればと思う。 

お酒の付き合いは時代とともに少し変わってきたと感じる。以前は仕事付き合い等がきっかけで依存症になる人が結構い

たが、今の若者はあまり仕事づきあいで飲まないという。中高年者はストレスの発散や付き合いでアルコールの深みにはま

っていくが、若年者は薬物探索行動的にアルコール摂取を行っている印象を受ける。また社会経験は中高年より少ない

ため、社会性が未熟であるなどが特徴として見られる。 

寝酒などやアルコールの慣習に対する世間の認識も変えていかなければいけない。世間はアルコールと自殺の関係性を

知らないという調査結果も踏まえて、少しテコ入れしていく必要がある。 

クリニックを受診する人は割と早い段階での受診で、アルコールをやめやすい傾向だが、病院を受診する人は重症化して

いて「美味しくないけど飲まないと体も精神もいてもたってもいられない。」という。やはり早期発見早期治療が大事である。 

個人的には習慣飲酒の時点でリスクが高い。習慣飲酒からアルコール量が増加し依存症になったというケースもある。習

慣飲酒の段階からきちんとした対応を行う必要がある。懇話会での意見が計画として形になっていけばと思う。 


