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～依存症への偏見、差別をなくす～ 

依存症の理解を深めるための普及啓発事業を実施します 
東京・大阪・愛知で普及啓発イベント開催 

 

厚生労働省は、依存症に関する偏見、差別を解消し、依存症者や家族に対する適切な治
療・支援につながる行動変容を促すことを目的として、依存症の理解を深めるための普及啓
発事業を実施します。 

アルコール・薬物・ギャンブルなどの依存症は、適切な治療とその後の支援によって、回

復可能な疾患です。その一方で、依存症に関する正しい知識と理解が得られていない上、依

存症への偏見、差別もあり、依存症の方やその家族が適切な治療や支援に結びついていない

という課題があります。こうした課題の解決に向けての取組として、イベントや SNSをはじ

めとする各種媒体で情報発信を進めていきます。 
 
【依存症の理解を深めるための普及啓発事業の概要】 
■イベント開催 

東京・大阪・愛知で、依存症理解啓発サポーター 前園
まえぞの

真
まさ

聖
きよ

さんを筆頭に、 

お笑い芸人の濱口
はまぐち

優
まさる

さん（よゐこ）などが登場するイベントや 

大森
おおもり

靖子
せ い こ

さん（超歌手）によるライブイベントを実施予定です。 

 

■特設 WEBサイトと SNSによる情報発信 
特設サイトと SNS （Twitter）で、依存症に関する正しい理解促進のためのマンガや動画
など、様々な情報を発信していきます。 

 
■サッカー元日本代表 前園真聖さんを依存症理解啓発サポーターに任命 
前園さんが依存症に対する正しい知識と理解を普及啓発するための活動を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
●別添 依存症の理解を深めるための普及啓発事業 

平成 30年 12月 21日 
【照会先】  
社会・援護局 障害保健福祉部 
精神・障害保健課依存症対策推進室 
室長補佐    溝口 晃壮（内線 3027） 
依存症対策係長 岡本 裕太（内線 3100） 
（代表電話）03(5253)1111  
（直通電話）03(3595)2307 

依存症理解啓発サポーター 前園真聖 
 
1992 年鹿児島実業高校から J リーグ・横浜フリューゲルスに入団。1996 年のアトランタ
オリンピックでは、キャプテンを務めた U-23 日本代表がブラジルを破る「マイアミの奇跡」を
起こした。ブラジルのサントス FC・ゴイアス EC、韓国の安養 LG チータース・仁川ユナイテッ
ドなどの海外クラブでもプレーし、2005 年に現役を引退。2009 年にはラモス監督率いる
ビーチサッカー日本代表に召集され、同年 11 月に開催された UAE ドバイでのワールドカ
ップにおいて、チームのベスト 8 に貢献した。現在は、解説者やタレントとしてメディア等で
活動しながら、ZONO サッカースクールを主催。2013 年に飲酒暴行事件を起こし、それ
から 5 年間断酒を続けている。 



別添 依存症の理解を深めるための普及啓発事業 

 
◆イベント開催 
  街頭イベントや音楽イベントを通して、依存症についての正しい理解を促します。 

 

（愛知イベント） 
・日 程：2019年 2月 17日（日） 
・会 場：プライムツリー赤池 プライムホール（愛知県日進市赤池町箕ノ手 1番） 
・出演者：濱口優（よゐこ） 

せやろがいおじさん（お笑い芸人） 
依存症理解啓発サポーター 前園真聖 
松本俊彦（国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター 

精神保健研究所薬物依存研究部部長) 
田中紀子（公益社団法人ギャンブル依存症問題を考える会） 

 
（大阪イベント） 
・日 程：2019年 2月 23日（土） 
・会 場：三井アウトレットパーク大阪鶴見 イベントスペース 

（大阪市鶴見区茨田大宮 2-7 ｰ 70） 
・出演者：濱口優（よゐこ） 

依存症理解啓発サポーター 前園真聖 
松本俊彦（国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター 

精神保健研究所薬物依存研究部部長) 
田中紀子（公益社団法人ギャンブル依存症問題を考える会） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（東京イベント） 
・日 程：2019年 3月 6日（水） 
・会 場：時事通信ホール 時事通信ビル 2F （東京都中央区銀座 5-15-8） 
・出演者：大森靖子（超歌手） 

依存症理解啓発サポーター 前園真聖 
松本俊彦（国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター 

精神保健研究所薬物依存研究部部長)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※各イベントの詳細が決定しましたら、改めてご案内いたします。 

大森靖子 

濱口優（よゐこ） 
お笑いタレント。お笑いコンビ・よゐこ。 
1972 年 1 月 29 日生まれ、大阪府出身。A 型。 
【経歴】 
第 13 回「ABC お笑い新人グランプリ」審査員特別賞受賞 
第 27 回「上方漫才大賞」新人奨励賞受賞 

超歌手。 
愛媛県出身。美大在学中に音楽活動を開始。 
弾切れも気にせず畳み掛けるように言葉を撃ちまくるジェットコースターみたいな
弾き語りや時にギターすら持たないアカペラによる空間制圧型ライブといった、圧
倒的なパフォーマンスや現代風俗を捉えた詞世界で注目を集め、2014 年に
avextrax よりメジャーデビュー。 
ロックフェスからアイドルフェスまで垣根なく出演できる唯一無二の超歌手である
一方、楽曲提供やエッセイ本「超歌手」の刊行等、多方面に渡り才能を発揮。 
アルバム「クソカワ PARTY」発売中。全国 13 箇所行脚したツアー超歌手 
大森靖子「クソカワ PARTY」ツアー13 公演の最終公演では 2019 年 47 都
市ツアー開催を発表した。 

松本俊彦 
国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター 
精神保健研究所 薬物依存研究部 部長 
薬物依存症治療センター センター長 



 
◆特設 WEBサイト開設 

 特設 WEBサイトを開設し、イベント情報など当事業
に関連する情報や、マンガ、動画などを通じて、依存
症に関する正しい知識を啓発していきます。 
現在準備中であり、開設次第、Twitterで URLをご案

内します。 
 
 
◆SNS開設   

Twitter：依存症なび 
(https://twitter.com/izonshonavi） 
 

◆コンテンツ配信 
依存症に関する正しい理解促進のためのマンガ、動画を特設 WEB サイトで配信いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考）依存症に関する情報 

～アルコール依存症～ ～薬物依存症～ ～ギャンブル等依存症～ 

【依存症のタイプ/対象】 

物質依存/アルコール 

 

 

【関連データ】 

（相談件数） 

保健所 H28：17,573 件 

精神保健福祉センターH29：3,956 件 

（患者数)（※） 

外来 95,579 人、入院 25,606 人(H28) 

（推計者数） 

潜在的なアルコール依存症者数:約 57 万人 

【依存症のタイプ/対象】 

物質依存/覚せい剤、大麻、危険ドラッグ、処方

薬、一般医薬品、など 

 

【関連データ】 

（相談件数） 

保健所 H28：3,938 件 

精神保健福祉センターH29：4,207 件  

（患者数)（※） 

外来 6,458 人、入院 1,431 人(H28) 

【依存症のタイプ/対象】 

行為依存/ぱちんこ、競馬 など 

 

 

【関連データ】 

（相談件数） 

保健所 H28：1,148 件 

精神保健福祉センターH29：3,370 件  

（患者数)（※） 

外来 2,929 人、入院 261 人(H28) 

（推計者数） 

ギャンブル等依存が疑われる者：約 70 万人 

（※）精神保健福祉資料に基づく精神科受診患者数 

＜依存症対策に関する課題＞ 

病気としての認知度が低いことなどにより専門医療につながりにくい現状があることから、医療相談体制の整備や正しい知識の啓発

などの依存症対策に取り組んでいく必要があります。 

 

 ▼事業内容に関するお問い合わせ先  
厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部 精神・障害保健課担当：依存症対策推進室 依存症対策係長 岡本 
TEL：03-3595-2307(直通) FAX:03-3593-2008 e-mail:addiction@mhlw.go.jp 

 
▼取材に関するお問い合わせ先  

依存症の理解を深めるための普及啓発 PR 事務局 担当：木村・齋藤 
TEL：03-6276-3880（直通）FAX：03-3376-6663 e-mail: izonsho-pr@sustainable.co.jp 

■依存症啓発漫画 
自身の体験を描いたカフェイン依存症の漫画を Twitter で公表、
Yahoo!ニュースなどに取り上げられ 
た三森みささんが、依存症をテーマ 
に啓発内容の漫画を制作します。 

三森
み も り

みさ 
イラストレーター。 
大阪出身。沖縄県の芸
術大学に進学・卒業後
そのまま滞在し、絵・デザ
インの仕事を始める。 

■依存症啓発動画 
YouTuber としても活躍するお笑い芸人が
「依存症に対する偏見について物申す」動画
を制作します。 
 

せやろがいおじさん 
榎森 耕助(えもり こうすけ) 

https://twitter.com/izonshonavi
mailto:izonsho-pr@sustainable.co.jp

