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SAGS の理念について 

 

 

・SAGS設立の理念 

 

ギャンブル依存症克服支援サイト SAGS（以後 SAGSと呼ぶ）は、依存症ギャン

ブラーとその家族を支援し、社会に貢献することを目的として設立する。 

 

・SAGSの立場 

 

SAGSは、いかなる政治団体、宗教団体、営利団体にも属さない。SAGSの支援者

に対しては中立的な立場で支援を受け入れ、その支援を利用者にサービス・コ

ンテンツとして還元・提供することを信条とする。 

 

・SAGSの思想・見解 

 

SAGSは、ギャンブル全般に否定的な立場をとらない。その思想はあくまで、ギ

ャンブル依存症問題で困った人々を救済するためにのみ開放され、ギャンブル

の否定・ギャンブル主催者への批判を主たる目的としない。 

 

ただし依存症ギャンブラーとその家族への救済・支援の立場から、依存を助長

する行為や不適切と思われるギャンブルの誘致、その他我々が支援する人々に

とって不合理かつ有害と思われる政策等については批判し、それを是正するた

めの提言・活動を行う。 

 

・SAGSの活動 

 

SAGSは、ギャンブル依存症の克服を支援するものである。依存症ギャンブラー

の家族については、依存者本人が克服し社会的自立を果たすためのコンテンツ

を提供する。 



 

 

依存者本人に対しては、「生活環境と生活習慣を改善し 人間関係を構築する」

ことにより、社会的自立ができるよう支援する。 

 

一方で家族に対しては、依存症ギャンブラーを取り巻く環境や人間関係の改善

を促し、問題解決に向けたアドバイス・提言を行うものとする。 

 

SAGSの手法とは医療でなく、宗教でなく、営利を目的とする団体や施設への参

加を勧めるものでもない。SAGSは WEB上におけるコンテンツとサービスをもっ

ぱらの手段とし、依存症ギャンブラーとその家族に対する支援を行う団体であ

る。 

 

・情報の開示 

 

原則として、SAGSは個人情報など法令で公開が制限されているもの以外につい

て、その活動の内容をすべて開示する。 

 

 

 

 

 

以上 
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ギャンブル依存症克服支援サイト SAGS 規約 
 
 

第一章 名称及び事務所 
 

（名称と本拠地） 
第一条 本会は「ギャンブル依存症克服支援サイト SAGS（Support Addiction Gambler 
Site）」と称し、事務所を代表宅に置く。以後、SAGS を「本会」と呼ぶ。 
 
 

第二章 目的 
 
（会の目的） 
第二条 本会は、日本国内における依存症ギャンブラーの克服及び社会復帰を支援し、社会

に貢献することを目的とする。 
 
 

第三章 経理 
 
（支出） 
第三条 本会の経費は寄付金その他の収入をもって支出する。 
 
（資産） 
第四条 本会の資産は次に掲げるものをもって構成する。 

（1）本会預金口座 
（2）サイト 
（3）備品 

 



 

（会計年度） 
第五条 会計年度は 4 月 1 日に始まり翌年 3 月 31 日に終わる。 
 
（銀行口座） 
第六条 本会の銀行預金口座は本会の名義とする。 
 
（禁止行為） 
第七条 参加者に対する禁止行為については、別途「掲示板のルール」と「オフ会規定」

で定める。 
 

（罰則） 
第八条 禁止行為に対する罰則については、別途「掲示板のルール」で定める。 
 

2 強制退会者の処遇についても、別途「掲示板のルール」で定める。 
 

以上 
  



 

（附則第 1） 
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SAGS のプライバシーポリシー（個人情報に対する考え方） 

 

SAGS では以下のプライバシーポリシーを掲げ、利用者の個人情報を保護するために細

心の注意を払っています。SAGS が提供するコンテンツ及びサービスを利用した場合は

プライバシーポリシーに同意したものとみなされますので、本プライバシーポリシーの

内容を熟読して SAGSに参加してください。 

 

●個人情報とは 

 

このプライバシーポリシーにおける｢個人情報｣とは、個人に関する情報であり、その情

報に含まれる氏名、生年月日、Eメールアドレスその他の記述によりその個人を識別で

きるものをいいます。 

 

●個人情報の収集方法 

 

SAGS は、いくつかのコンテンツ・サービスをご利用いただく際に、氏名、生年月日、

Ｅメールアドレス等の個人情報を収集させていただく場合があります。これらの情報は、

すべて下記の収集目的に従って、適法かつ公正な手段により収集されます。人種、民族、

家系、家柄、本籍地、宗教、政治的見解及び労働組合への加盟に関わる個人情報につい

ては、これを収集・利用いたしません。 

 

●個人情報を収集・利用する理由と目的 

 

SAGS が個人情報を収集または利用する理由と目的は、以下のとおりです。 

 

1. 利用者が SAGSの提供するサービス・コンテンツを利用する際に必要不可欠である場

合 



 

2. SAGSが新規会員を募集し、登録する場合 

3. SAGSの活動方針決定やサービス向上に役立てるため アンケートや調査を行う場合 

 

●情報の第三者への開示について 

 

1. SAGSは、下記 2.に該当する場合を除き、利用者の同意なく個人情報を第三者に開示

することはありません。 

2. SAGSは、以下の場合には個人情報を第三者に開示することがあります。 

・法令により情報の開示が求められる場合 

・人の生命、身体または財産の保護のために必要があると当方が判断した場合 

・国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行

することに対して協力すること その他公共の利益のために特に必要があると SAGSが

判断した場合 

・利用者・参加者または SAGSの権利の確保のために必要であると 当方が判断した場

合 

 

●個人情報の訂正および削除 

 

1. 利用者は所定の手続きにより、以下の請求を行うことができます。 

・SAGS の保有する自己の個人情報が誤った情報でないことを確認すること 

・SAGS の保有する自己の個人情報が誤った情報である場合に、それを訂正または削除

すること 

・SAGS は、前項の個人情報の訂正または削除の可否を決定した場合には、遅滞なく当

該参加者に通知します。 

・これらの請求を行いたい場合には、プロフページか掲示板上でお知らせください。追

って当方から連絡させていただきます。 

 

●免責事項 

 

SAGS は、個人情報の不当なアクセスによる紛失、破壊、改ざん、漏洩などのリスクに

対して、合理的かつ厳正な安全対策を講じておりますが、以下の事由など当方の責に帰

すべからざる事由を原因とする個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏洩などに関しては、



 

責任を負いかねますので、ご注意ください。 

 

1.誰でもアクセスできる形態で インターネット上に個人情報を開示した場合 

2.SAGS が管理するウェブサイト以外で 個人情報を開示した場合 

3.利用者自らが使用した端末から 個人情報が漏れた場合または利用者の管理下にあ

るパスワードの使用を原因として個人情報が漏れた場合 

4.各種登録フォームに利用者が入力されたメールアドレスが間違っている場合（各種申

込フォームでは内容を利用者に確認していただくために、登録されたメールアドレスに

申込情報を自動的に配信する仕組みになっています。そのため間違ったメールアドレス

であっても、そのメールアドレスに申込情報が自動的に配信されます。） 

 

●セキュリティについて 

 

個人情報の登録が発生する Webページではデータ送信の際に、業界で機密保持の標準規

格として使用されている SSL(Secure Socket Layer)暗号化技術を使用しております。 

 

●プライバシーポリシーの変更 

 

1.本プライバシーポリシーの内容は、利用 者に通知をすることなく変更されることがあ

ります。 

2.変更後のプライバシーポリシーについては、SAGS が別途定める場合を除いて、SAGS

が管理するウェブサイトに掲載した時から効力を生じるものとします。 

 

 

                                      

                                    以上 
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掲示板参加者のスローガンとマナー 

 

● 掲示板参加者のスローガン 

 

一つ 我々参加者は ギャンブル依存症克服を目的として掲示板に参加するこ

とを誓います 

 

一つ 我々は参加者同士の絆を大切にし 共に進歩できるように努めます 

 

一つ 我々はルールを遵守し 掲示板に参加いたします 

 

一つ 我々はマナーに気をつけて 掲示板に参加いたします 

 

一つ 我々は断パチ・スロ 3原則を心がけ 頑張ることを誓います 

 

一つ 我々は私生活でも 自らの依存を克服できるよう努力します 

 

一つ 我々は ギャンブル依存症を克服するためのマインドを培います 

 

一つ 我々はギャンブル依存症を克服し 幸せになることを最終目標とします 

 

 

● 掲示板のマナー 

 

・思いやりのある書き込みを心がけること 

・他人を攻撃しないこと 

・荒らし行為をしないこと 

・丁寧な言葉づかいを心がけること 

・HNを替えて登録するときは、掲示板上で報告すること 



 

・わかりやすい言葉使いを心がけること 

・他の参加者さんの誘惑となる書き込みを慎むこと 

 

 

●掲示板上で頑張ってほしいこと 

 

・断パチ・スロ 3原則を守ること 

・できる限りマメに書きこむこと 

・達成日数をカウントすること 

・達成日数に応じたスレを有効利用すること 

・スリップしたら必ず報告すること 

・参加者同士で参考になる情報・意見などを交換すること 

 

 

●日常的に気をつけるべきこと 

 

・ゲーセンに行かないこと 

・ギャンブル系のアプリ・ゲームを携帯にインストールしないこと 

・コンビニでギャンブルの本を立ち読みしないこと 

・余分なお金を持ち歩かないこと 

・キャッシュカード等を持ち歩かないこと 

・禁煙にも努力すること 

・一人になる時間を作らないこと 

・誘惑する人に近づかないこと 

・通勤通学ルートに気をつけること 

 

 

●マインド・目標 

 

・自分が依存者であることを自覚する 

・一生行かないと覚悟する 

・日常的に SAGSの仲間たちと交流する 

・毎日行かないと自分に誓う 

・毎朝行かないと家族に誓う 

・仲間たちに 行かないと誓う 

・借金返済に全力を注ぐ 



 

・家計簿をつける 

・部屋を整理整頓する 

・家事を進んで引き受ける 

・ギャンブル以外の楽しみを探す 

・自分へのご褒美を用意する 

・ギャンブルで得る金をあてにしない 

・失ったお金を取り戻そうと思わない 

・但し失った時間を取り戻そうと思って頑張ることは推奨する 

 

 

 

 

 

                             以上 
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SAGS 参加者のルール 

 

１．SAGSの利用法 

 

：SAGSが提供するコンテンツを利用したい方は、SAGSに登録していただく必要

があります 登録後あなたのプロフィールを編集し、掲示板のパスワードをご

確認ください 以後、「ギャンブル依存症克服の掲示板」と「SAGSフォーラム」

を合わせて、「コンテンツ」と呼びます 

 

SAGSへの登録は、「プロフィール編集が終了し 断ギャンブルカウント開始」

を終了した時点で完了します 確認メールのリンクをクリック（タップ）した

だけでは本登録となりませんので、ご注意ください 

 

尚、SAGSへの参加は無料です（オフ会・懇親会などへの参加は実費） 

 

 

２．スリップした方へ 

 

：奮闘むなしくスリップしてしまった方は、掲示板のスリップ報告スレで断ギ

ャンブル宣言し、新たにカウントを始めましょう プロフィールの断カウント

日数も巻き戻して出直してください 

 

他の参加者さんから多少厳しいレスがあるかも知れませんが それも自分のた

めと思って再発防止に努めましょう 

 

 

３．無断での宣伝・売り込みの禁止 



 

 

：コンテンツ内においては 管理人の許可なく宣伝・広告することを禁じます 

 

原則として 商用の使用を禁止します スポンサーになっていただける方は 

事前に管理人までお知らせください その場合は 参加者への援助として歓迎

いたします 

 

 

４．個人情報について 

 

：個人を特定できる情報については 本人・第三者を問わずコンテンツ内での

書き込みを禁止します 本名・電話番号・メールアドレス・人物の写真などの

個人情報を書き込んだり載せたりしないよう、注意してください 

 

この規定に反する場合投稿を削除しますので 悪しからずご了承ください 

 

 

５．書き込みの制限 

 

：コンテンツへの書き込みは 参加者のみと制限させていただきます 

 

特定の個人・団体を攻撃・中傷する書き込み 差別的な書き込み等は禁止しま

す 特定の出来事・行為などについての意見・批判は制限しないとします 

 

平和な参加を心掛けましょう 

 

 

６．コンテンツを利用できる人 

 

：SAGSのコンテンツを利用できる方は SAGS に登録した依存症ギャンブラーも

しくはその家族・関係者と限らせていただきます（どなた様に限らず、SAGS に

登録してメンバーになっていただく必要があります） 

 

タバコ・酒などの依存者が ギャンブルと同時にカウントするのもＯＫです 

どうぞご利用ください 

 



 

 

７．サイト紹介について 

 

：参加者自身のサイト・掲示板・SNSの宣伝及び参加者の誘導は、混乱を招くの

で禁止します 但し、コンテンツに書き込む際、参加者自身のブログ URLを残

すことは認めます 

 

 

８. 禁止行為 

 

：SAGSの利用に於いては、次の行為を固く禁じます 

 

1. なりすまし行為 

2. 掲示板パスワードの漏洩 

3. 荒らし目的の書き込み 

4. 金銭目的の参加 

5. 宣伝や広告目的の参加 

6. 男女間の出会い目的の参加 

7. 複数の ID登録及び複数のニックネーム使用 

8. 他人の個人情報を書き込む行為 

9. 暴言や差別的な発言 

10. トラブルの原因となる書き込み 

11. 個人攻撃（相手が特定されない場合も含みます） 

12. 参加者同士の金銭の貸借 

13. アダルト関係や暴力関係など、他の参加者が不愉快となる書き込み 

14. その他迷惑行為（ギャンブル依存症克服が目的でないもの） 

 

 

9.罰則 

 

：禁止行為については、罰則を設けます 禁止行為の項目 1.から項目 8.につい

ては、発覚した時点で強制退会とさせていただきます また、悪質な者につい

ては当局に通報いたします 

 

その他の行為でも注意を無視したり繰り返したりする場合は、強制退会としま

すのであしからずご了承ください 強制退会となった人物は、再び SAGSに参加



 

することを許可しません 尚、罰則の適用は、管理者の判断を経て行うものと

します 

 

10.その他の取り決め 

 

その他の取り決めについては、SAGS 規約に準ずるものとします。 

 

 

以上 
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