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一般社団法人パチンコ・チェーンストア協会（PCSA）は、このほど昨年 1 年間、第 18 期の研究部会、研究会、プロジェクトチー
ムの活動をまとめた「PCSA 研究部会・研究会・プロジェクトチーム 第 18 期活動の記録 第 19 期活動計画」を刊行する事がで
きました。
刊行に当たってはご支援、ご指導を賜りました皆様、そして何より社業の大変お忙しい中、熱心に研究をされた研究部会部員、
研究会委員、プロジェクトチームメンバーの皆様に厚く御礼を申し上げます。
また第 18 期は全日本遊技事業協同組合連合会、都道府県遊技業協同組合、一般社団法人日本遊技関連事業協会、
一般社団法人日本遊技産業経営者同友会、一般社団法人余暇環境整備推進協議会、一般社団法人遊技産業健全化推
進機構、更には遊技機メーカーの皆様にも研究部会にご参加いただけました事を心より御礼申し上げます。
2002 年 3 月に PCSA が発足して以来、研究部会は PCSA の大きな柱として活動を続けて参りました。PCSA はパチンコ業界
の産業化を目指しており、その為には、経営者だけではなく、会員各社の実務を担当している方の意識改革、大きな視野も必要
になって参ります。
そこで、PCSA では人事問題研究部会、コスト問題研究部会、法律問題研究部会、不正対策研究部会の 4 研究部会、更に
は遊技法研究会、依存問題対策プロジェクトチームを開催し、業界や各企業が直面している問題について議論、研究を進め、現
在までに大きな成果を挙げております。
この「研究部会・研究会・プロジェクトチーム活動の記録 2020」は、1 年間の研究成果を各研究部会・研究会・プロジェクトチー
ムごとにテーマを分けて編集しております。それにより、同じような事案で検討されている皆様のお役に立つものと考えております。
まだ研究部会・研究会にご入会いただいていない会員、賛助会員、特別会員の皆様におかれましては、本書をお読みいただき、
ぜひご研究部会・委員会・プロジェクトチームへの入会をご検討ください。
一方、2020 年初頭から 2020 年 5 月の現時点まで、依然として猛威を振るっている新型コロナウイルス（COVID-19）は、全
世界の社会・経済・行動様式にまで大きな影響を及ぼし続けております。この新型コロナウイルスは、これまでの生活、物流、レジャ
ーの在り方を大きく変えていくことでしょう。これは、パチンコホールの営業形態にも大きな影響を及ぼすと考えられ、情報収集や問
題解決の糸口となる PCSA 活動の重要度は、更に増すことと予測しております。研究部会、研究会、プロジェクトチームにおいても、
現状況の把握、対応策の共有、今後の予測等の活発な活動を継続してまいります。
PCSA 活動を通じて、是非、遊技産業の更なる発展と改革を目指し、PCSA の掲げる「パチンコを真の大衆娯楽にする」の実現に
向かって、会員並びに賛助会員の皆様にその担い手のお一人になっていただけますようお願い申し上げます。
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法律問題研究部会 活動の記録
リーダー ご挨拶
法律問題研究部会のリーダーを務めております、夢コーポレーション株式会社の荒田で
す。本年 4 月 1 日より、平成 29 年 5 月 26 日（平成 29 年法律第 44 号）可決
成立した「民法の一部を改正する法律」がスタートいたしました。これは 1896 年の制
定以降、約 120 年ぶりの「民法大改正」です。当部会は、この「民法大改正」を機に
現在の遊技約款の改訂をいたします。利用者が一方的に不利にならない。不当な要
求に応じない。など多角的に考察し、法的根拠に基づいた『PCSA 遊技約款』になるよ
うに改訂したいと考えておりす。本来ならば、既に改訂協議に入っているはずですが、新
型コロナウイルスの為、部会活動の休止により進捗しておりませんが、部会再開催後、
部員との協議・検討を重ね、専門家の監修を経て『PCSA 遊技約款』を改訂していく
予定です。最後になりますが、期中からのご参加、オブザーバーとしてのご参加、また事
象や対応に関する質問なども大歓迎です。皆様のご参加、ご質問を心よりお待ち申し
上げております。

リーダー
荒田 政雄
夢コーポレーション株式会社

部会の目的
チェーンストアを志向するパチンコホール企業が、現在から将来に亘るパチンコ営業にお

いて、「遵うべき法規範とは何か」を探求するとともに、法的側面から「パチンコホール企業の将来の方向性」を遊技業界の内外に
積極的に提案する。

第 19 期 活動計画
・定例研究部会（毎月 1 回、原則最終土曜日 午後 1 時～午後 4 時）
【日常営業における全国各地の事例について情報共有】
・行政講話の情報共有、解説
・新基準に該当しない高射幸性遊技機設置状況
・風営法規則改正について
・適正な広告宣伝手法について
・18 歳未満立ち入り禁止の確認厳守について
・検定機、認定機、みなし機対応について
・法律問題質問コーナー（会員からの質問を検討）等
・地方開催拡大研究部会
・目的：部会に参加出来ない PCSA 会員企業の勉強の機会創出、PCSA 会
員勧誘 他
広告宣伝規制の変遷と対応を学ぶ、法律問題研究部会 質問コーナー

サブリーダー
八重樫 浩輝
株式会社合田観光商事

第 18 期 法律問題研究部会 メンバー
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担当理事
担当理事

河本 成佑

株式会社晋陽 代表取締役社長

リーダー

荒田 政雄

夢コーポレーション株式会社

サブリーダー

八重樫 浩輝

株式会社合田観光商事

リーダー・サブリーダー

部員(正会員)
辻

良樹

ダイナムグループ（株式会社ダイナムジャパンホールディングス）

清水 文在

株式会社セントラル伸光

玄

昌起

株式会社ダイナム

小林

株式会社ヒカリシステム

生島 靖也

株式会社ダイナム

武内 好努

アメニティーズグループ（株式会社パンドラ）

佐久間 仁

株式会社ニラク

小林 正俊

アメニティーズグループ（株式会社パンドラ）

武田 裕明

株式会社ニラク

志方

崇

株式会社チアエンタープライズ

吉田 一雄

株式会社 TRY&TRUST

西里

実

株式会社三永

若林

株式会社キョウサン

酒井 勝美

國澤 良平

株式会社大商

前川 竹志

株式会社インターコスモス

石黒

三本珈琲株式会社

田野倉 司

合同会社 DMM.com

長嶋 敦志

グローリーナスカ株式会社

志村 未来

合同会社 DMM.com

斉藤 新市

グローリーナスカ株式会社

谷村 司 様

一般社団法人ぱちんこ広告協議会

昇

浩

株式会社三永

部員(賛助会員)
勝

正会員・賛助会員企業オブザーバー参加
戸田 有希乃

株式会社ニラク

伊藤 真祐

株式会社 DMM.com

オブザーバー参加 一般社団法人ぱちんこ広告協議会
大島 克俊 様

一般社団法人ぱちんこ広告協議会

オブザーバー参加 富山県遊技業協同組合
長井 努 様

松木商事株式会社

米田 史樹 様

株式会社ノースランド

出崎 義治 様

株式会社ムラタ

林 拓也 様

株式会社マルハン

森 信幸 様

株式会社ムラタ

小池 純平 様

株式会社マルハン

小林 孝利 様

株式会社ノースランド

上野 寿徳 様

永森商事株式会社

高島 貞幸 様

株式会社ノースランド

髙野 明彦 様

永森商事株式会社

第 18 期 活動報告
＜＜ １．定例部会 テーマ ＞＞
＜1．2019.4 改正健康増進法について＞
説明：日本たばこ産業株式会社 たばこ事業本部 渉外企画室 課長代理 吉田 俊介 様
内容：① 改正健康増進法の概要について
■遊技施設は第二種施設に該当
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・遊技等の出来ない「喫煙専用室」と、遊技等が可能な「加熱式
たばこ専用喫煙室」の設置が認められている
■第二種施設は 2020 年 4 月 1 日から全面施行
② 遊技施設における分煙パターンについて
(1) 喫煙専用室の設置
■喫煙専用室の設置には３つの技術要件を満たす必要がある
・事業者の責めに帰さない理由で技術要件を満たせない場合に
は、経過措置あり
■喫煙専用室の中には、20 歳未満の者は入ることができない
・お客様、従業員のどちらも対象
(2)-1 加熱式たばこ専用喫煙室の設置
■喫煙専用室同様に、３つの技術要件を満たす必要がある
■喫煙専用室同様に、20 歳未満の者は入ることができない
■施設の全部を加熱式たばこ専用喫煙室にすることはできない
■紙巻たばこは店内で使用することはできない

辻 良樹 部員
株式会社ダイナムジャパンホールディングス
ダイナムグループ

(2)-2 加熱式たばこ専用喫煙室の設置(フロア分煙)
■加熱式たばこについてはフロア分煙も容認されている
(3) 喫煙専用室＋加熱式たばこ専用喫煙室の設置
■(1)、(2)-1 同様に、3 つの技術要件を満たす必要がある
・店舗のレイアウトによって、設置する排気設備の数・風量が異なるため留意
(4) 全席禁煙
■紙巻たばこ、加熱式たばこ両方とも店内では喫煙できない
③ 技術要件を満たせない場合の経過措置について
■既存の施設において、管理権原者の責めに帰することができない事由により、技術要件を満たすことができな
い場合には、「たばこの煙を十分に浄化し室外に排気するための必要な措置」を講じた「脱煙機能付き喫煙
ブース」の設置が認められている
「たばこの煙を十分に浄化し室外に排気するための必要な措置」の要件は以下の 3 点
a.総揮発性有機化合物の除去率が 95%以上
b.室外に排気される浮遊粉じん濃度が 0.015mg/m3 以下
c.ブースの出入り口における空気の気流が 0.2m/秒以上
④ 標識について
■喫煙専用室、加熱式たばこ専用喫煙室(フロア分煙含む)等の全てにおいて、喫煙
可とする場所がある場合には以下の場所に標識を掲示する必要がある
・喫煙が出来る場所の出入り口
・施設の主な出入り口
■標識の配置や配色については、各施設の業態により適宜加工・修正可
■標識に記載しなければならないこと
・喫煙が出来る場所の出入り口
当該場所が喫煙をすることが出来る場所である旨
当該場所への 20 歳未満の者の立ち入りが禁止されている旨
・施設の主な出入り口
⑤ 罰則について
部員からは、「フロア分煙における吹き抜けの扱い」「技術要件を満たせないとは具体的
にどういった事か」「屋外の喫煙所の配慮とは？」「循環式の粉じんの条件が厳しいので

玄 昌起 部員
株式会社ダイナム

は？」等の質問が出された。また、施工に関する費用やスケジュールの注意点、店舗へ
の導入程度、屋外排気の基準等の情報が共有された。
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＜2．2019.4 発刊第 6 号 中古移動及び認定申請に係る別記様式の年表記
について 中古機流通協議会＞
平成 31 年 3 月 25 日に開催された中古機流通協議会において、改元以降の
年表記について協議の結果、行政が発行する書類の年表表記が和暦であるこ
とから「中古遊技機流通健全化要綱」「中古遊技機取扱業務実施要領」「遊
技機の認定申請に関わる業務の実施要領」で定めた別記様式の年表記は和
暦で統一して運用することが承認され対応いただきたいとの連絡があった。要は、
5 月 1 日より和暦である「令和」表記で統一運用、他は何も変わっていないとい
う事。部会では、店舗や本部担当者に対しての注意が喚起された。
＜3．2019.4 パチンコ訴訟和解金 前市長に４.５億円請求 国分寺市に命じ
る＞
国分寺市の国分寺駅前へのパチンコ店の出店を妨害したとして、同市が静岡県
の企業などに約 4 億 5 千万円の和解金を支払った問題で、市民 2 人が「過失
は前市長にあった」として、星野信夫前市長個人に全額を請求するよう市に求め

吉田 一雄 部員
株式会社 TRY&TRUST

た訴訟の判決が平成 31 年 4 月 11 日、東京地裁であった。裁判長は訴えを
認め、市に、全額を請求するよう命じたという内容の記事を部会で情報共有した。
＜4．2019.4 導入へ動き出した管理遊技機 ホール 5 団体に概要を説明 日本遊技機工業組合＞
日本遊技機工業組合（以降、日工組）と日本電動式遊技機工業協同組合（以降、日電協）は、平成 31 年 2 月
14 日よりホール 5 団体に対し、管理遊技機とメダルレス遊技機の使用説明を開始、弊協会への説明会を平成 31 年 3
月 28 日に最後として開催した。
①情報センターで管理する確認項目
②出玉情報等確認システム
③メダルレス遊技機の遊技フロー
説明会では、上記 3 点他について説明、質疑応答も行った。
＜詳細＞
1.出玉情報等について
(1)目的と用件
目的：「射幸性の抑制」を目的に、「出玉情報等を容易に確認できる遊技機の開発・導入」
要件：「出玉情報等を容易に確認できる遊技機」の要件は、
①出玉情報等を一元的に確認できるシステムに接続する
②正確に出玉を把握するために、物理的な遊技メダル等は
使用せず、遊技メダル等の数を電磁的に記録する。
(2)出玉情報等の確認項目の一覧表
2.システム要件
(1)基本構想
・「管理遊技機」用の貸出ユニットと「メダルレス遊技機」用の貸出ユ
ニットの共通化
・既存の CR ユニットのインフラの使用
(2)出玉情報等確認システム
3.メダルレス遊技機
(1)期待できる効果
・ギャンブル等依存症対策強化
・ゴト行為対策

酒井 勝美 部員
株式会社三永

・その他
(2)遊技フロー
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4.管理遊技機
(1)不正対策について
・封入式による既存ゴトの抑制
・磁石につかない遊技球による磁石ゴトの防止
(2)遊技機本体のコスト削減について
・部品の共通化によるコスト削減
・共通枠導入による導入コスト削減
部員からは、データを管理するデータセンターの統合、ユニットの実際の稼働開始
時期、メダルありスロットとメダルレス スロットの併用期間、またその期間中のコス
トなどについて情報共有や討議がされた。
＜5．2019.4 入替自粛は要請があれば 全日遊連＞
平成 31 年は天皇陛下退位に伴う国事行事やラグビーワールドカップ、G20 など、
これまでであれば遊技機の入替自粛を行ったレベルの行事が相次ぐことから、供給
側を含めたホールからも全日本遊技事業協同組合連合会（以降、全日遊連）の

武田 裕明 部員
株式会社ニラク

動向が注目を集めていた。全日遊連は、平成 31 年 3 月 13 日全国理事会を開
催、阿部恭久理事長は、県遊協単位での入替自粛がそれぞれ決議されていることに触れるも、行政からの自粛要請がない事
から全日遊連として自粛を取り決める予定はないと述べた。事務局では、前回の法律問題研究部会後に「全日遊連としての
自粛要請の予定はなし」と確認をしていたが、今回の全国理事会でどうなるか注目していた。部会では、都道府県遊協単位で
の入替自粛について、期間の長さに注目して情報を共有した。
＜6．2019.4 子ども事故防止に係る取り組みについて 全日遊連＞
平成 31 年 4 月 10 日、全日遊連より 21 世紀会会員団体に向けて「子どもの事故防止『強化期間』の実施と大型連休に
向けた『子どもの事故防止対策の徹底』について」という文書を発出した。内容は、5 月の大型連休を皮切りに 10 月までの半
年間及び年末年始を子どもの事故防止「強化期間」とする旨については既に平成 31 年 3 月 19 日に発出済みだが、様々な
点からパチンコ業界に対する社会からの関心が高まっている中、掲題の取組みへの更に厳重な姿勢をお願いしたいという事であ
った。部会では、店舗内アナウンスの発信記録の各社状態や駐車場内巡回の頻度等について情報を共有した。
＜7．2019.4 時代に適した風営法を求める議員連盟 第 3 回 遊技機基準等 PT について＞
平成 31 年 4 月 12 日に開催された掲題の会合で出された質疑や意見について情報を共有した。
＜質疑・意見＞
・「ATM およびデビットカードの撤去を推進」とあるが、国が強制力を持って撤去できるのか？
・ATM 導入に当たっては設備投資がかかっているが、撤去に際しては設備投資
の補償はするのか？
・なぜ ATM の撤去が依存症の解決に資するのか？
・今後のキャッシュレス時代やインバウンドを考えると日本円を経由しないで遊技
出来るシステムも視野に入れるべき。経済産業省ではキャッシュレスの推進をし
ているのでこの件についてすり合わせをして欲しい。
・広告規制についてもパチンコは他の公営ギャンブルと比較しても突出して厳しい
が、それはなぜか？
・数理統計学を活用して射幸性が依存症とどの程度因果関係があるのか実証
実験をすべき。
部会では、会議の内容を確認し非常にパチンコホール側に立った意見が出ているが
実際にはどう変わるのか等の意見が出された。
＜8．2019.4 旧規則機の取り扱いについて＞
平成 31 年 4 月 19 日開催の全日遊連 全国理事会において、下記内容が決
議された。
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記
1.旧規則機の区分について
(1)改正規則の施行日前に検定・認定の有効期間が満了した遊技機
[A]比較的射幸性の低い遊技機
[B]上記の[A]以外の遊技機
(2)改正規則の施行日後に検定・認定の有効期間が満了する遊技機
[A]すでに検定・認定の有効期間が満了した遊技機
[B]今後、検定・認定の有効期間が満了する遊技機
2.旧規則機の取扱いについて
旧規則機の取扱いについては次のとおりとする。
【1】万が一設置していた場合、速やかに撤去する遊技機
⇒旧規則機の区分(1)の[B]及び(2)の[A]
【2】検定・認定の有効期間が満了するまでに撤去する遊技機
⇒旧規則機の区分(2)の[B]

生島 靖也 部員
株式会社ダイナム

【3】本年 12 月 31 日までに撤去する遊技機
⇒旧規則機の区分(1)の[A]
以上
部員からは、「改正規則の施行日前に検定をして認定の有効期間が満了した「比較的射幸性の低い遊技機」を令和元年
12 月 31 日までに撤去するようにというのがポイント」と指摘された。
＜9．2019.4 ファン感謝デーについて＞
県遊協主催の行事「ファン感謝デー」に非組合店舗が参加する際に係る費用について、各社、各都道府県遊協とで比較、検
討した。景品表示法によって、共同懸賞では参加自体は拒否できないが、経費は合理性があれば問題ない為、費用の内訳を
確認すべきと指示が下された。
＜10．2019.4 パチンコ六法全書 閉店補償と確変残し風適法での位置づけ 三堀 清弁護士＞
閉店補償でポイントになるのはお客様にも風適法を遵守していただかないといけない点、閉店時にお客様が遊技している遊技
機が確変状態に入っていたとしても、出玉を獲得する権利は有していないため、閉店補償自体はパチンコホール側のサービスと
捉えられる。ではホールの閉店補償は「遊技の結果として表示された遊技球等の数量に対応する金額と等価の物品」よりも多
い価額の景品を取得することになり「等価性の基準（等価交換規制）」に抵触、風適法違反となる。一方、遊技機の故障な
どで確変中に遊技が継続できない場合、ホール側の「遊技契約を締結したユーザーに適法で正常に動作する遊技機を提供す
る義務」があるため、ホール側の債務不履行となり損害賠償責任を負うことになる。従ってこの場合の出玉補償は「しなければな
らない」もので営業上のサービスにはあたらない。また、確変残しは風適法に抵触しない
ものの各都道府県の風適法施行条例で禁止される「著しく射幸心をそそる行為」に該
当する可能性を考慮しないといけない。部会では、各都道府県での確変残しの事例に
関して情報を共有した。
＜11．2019.5 中古機流通における諸経費の改訂について＞
令和 1 年 5 月 20 日、中古機流通協議会より文書「中古機流通における諸経費の
改定について」が発信された。全商協及び回胴遊商から、パチンコとスロットの中古機
流通における諸経費が下記の通り改定されるという内容であった。なお、下記における
保全措置代とは、中古遊技機を包む包装材の代金で一般的にはビニールなどが使用
されている。部員から「これまではこの保全措置代のホール負担を全日遊連が筆頭にな
って反対していたが、今後はホール側がこの経費を負担する事となる。」と説明された。

清水 文在 部員
株式会社セントラル伸光
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記
ぱちんこ遊技機の料金改定及び改定時期
諸経費項目

料金【改定前】

料金【改定後】

改定時期

確認証紙代

300 円（税別）

500 円（税別）

令和元年 6 月 3 日
地区遊商への

保全措置代

1,200 円（税別）

書類申請受付分より

回胴式遊技機の料金改定及び改定時期
諸経費項目

料金【改定前】

料金【改定後】

改定時期

確認証紙代

300 円（税別）

500 円（税別）

令和元年 6 月 1 日
販売商社への

保全措置代

1,500 円（税別）

書類依頼分より

※確認証紙代の改定は、中古だけでなく認定も同様に改定される。
＜12．2019.5 健康増進法の一部を改正する法律の施行に関する Q&A について＞
令和 1 年 5 月 13 日、警察庁生活安全局保安課長より文書「健康増進法の一部を改正する法律の施行に関する Q&A に
ついて」が発信された。望まない受動喫煙の防止を図るため平成 30 年 7 月 25 日に健康増進法の一部を改正する法律が
公布、令和 1 年 2 月 22 日には健康増進法施行令の一部を改正する政令や関係政省令などが告知されている。これに関し
て平成 31 年 4 月 26 日、厚生労働省より「改正健康増進法の施行に関する Q&A」が公表された。Q&A の名称の通り、法
律だけではわからない具体的な質問への回答集となっており、大 11 項目、全体でおよそ 70 弱の FAQ が記載されている。部
員からは「20 歳未満の従業員が喫煙できる場所を通過及び、立ち入ることが制限されるとの記載がある」との指摘があった。ま
た、本文書に簡略に記載されている事項、「喫煙してはいけない場所に灰皿を設置すれば罰則」に対して、以前使用していた
備え付けの灰皿をどうすれば「設置していない」と見なされるか、といった疑問等が出された。

武内 好努 部員 アメニティーズグループ 株式会社パンドラ （左）
佐久間 仁 部員 株式会社ニラク （中）
西里 実 部員 株式会社三永 （右）
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＜13．2019.5 時代に適した風営法を求める議員連盟 遊技機基準等に関す
る提言＞
平成 31 年 4 月 25 日、時代に適した風営法を求める議員連盟より「遊技機基準
等に関する提言」が、国家公安委員会 山本 順三 委員長あてに提出された。
パチンコ産業は多くの人が親しんでいる代表的娯楽であり、地域のコミュニティの場と
なっているのと同時に多くの雇用を生み出しており、我が国の経済へ貢献している。
その一方、昨年 2 月に改正された風営適正化法施行規則等に基づいた新たな基
準下では、十分な数の機種が型式試験に適合し市場に流通しているとは到底言え
ない。回胴式遊技機で言えば、改正前の水準の約 40%に対して 18.7%と大変
低調な数字に止まっている。現在の状況を改善するために 5 項目を提言する。
１．型式試験において多くの遊技機が適合する為に、型式試験の結果の開示
等、早急な改善を図るべき。
２．出玉率以外の面でも魅力ある遊技機を開発可能な環境整備に一層努め
るべき。
３．上記につき、警察当局と業界との協議の場を定期的に設けること。

小林 正俊 部員
アメニティーズグループ
株式会社パンドラ

４．射幸性の高さとギャンブル等依存との因果関係が科学的に立証されている
とは言えない為、制度や実務運用が客観的に合理的なものになるよう必要な見直しを検討すべき。
５．ギャンブル依存症対策基本計画に挙げられている「ATM の撤去等」が法令に基づき求められているものでないことを確
認した。警察当局はキャッシュレス社会に対応するイノベーション促進を妨げないよう最大限配慮すべき。
部会では、メーカーの要望とホールの要望を比較した上で、今後の政治家との関係について意見が交わされた。
＜14．2019.5 パチンコ・パチスロ産業 21 世紀会について＞
令和 1 年 5 月 10 日（金）に開催された掲題会議の議事録（案）について、内容を説明、情報を共有した。部会では、
「(3)健全化推進機構が行う依存防止対策要綱について」の追加項目について情報を共有した。
記
(1)第三者機関「パチンコ・パチスロ産業依存対策有識者会議」からの中間答申について
4 月 25 日に總山座長から「この中間答申は、限られた資料の中でとりまとめた、あくまでも現時点での見解である。」とコメン
トを含めて中間答申をいただいた。中間答申には、現行の各取組に評価をいただいている一方、取組状況を客観的に示す
データの不足が指摘されるなどの具体的な見解が含まれていると説明された。
(2)ギャンブル等依存症対策推進基本計画について
ギャンブル等依存症対策推進基本計画が 4 月 19 日に閣議決定され、21 世紀会の取組として 2019 年度中に対応す
ることを求められている「依存問題対策要綱」の策定であるとの報告がされた。
(3)健全化推進機構が行う依存防止対策要綱について
警察庁から、5 月 7 日付で、遊技産業健全化推進機構が行う依存防止対策の実施
状況調査における項目の追加やホールにおける対応状況確認等を求める依頼文書が
届いた。今回の警察庁依頼文書で提示された調査の趣旨では、ポスター類掲示の現
認調査に留まらず、ヒアリングによる実施状況の確認が必要となるものが複数存在し、
ヒアリング対象となる管理者やアドバイザーの不在の場合、正確な調査結果とならない
恐れがある。そこで、21 世紀会として業界統一の「依存問題対策実施確認シート」を
作成し、各ホールで毎月 1 回、同シートの記入と保管、従業員間の共有を図る取組
の実施を提案した。また、追加された項目として、「ATM 等の設置状況」「依存防止対
策についての従業員への教育の実施状況」「適度な遊技方法の案内状況」の 3 点の
ほか、広告における「共通標語の活用状況」、「リーフレット等を活用した、RSN、自己
申告・家族申告プログラム及び保健所・精神保健福祉センター等の紹介の実施状況」

小林 浩 部員
株式会社ヒカリシステム

等活動内容の状況の確認があげられた
なお、実際に調査を受け持つ一般社団法人遊技産業健全化推進機構としては、本
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調査が 21 世紀会からの依頼に基づき行う調査であることから、21 世紀会から
項目の追加等変更の依頼があれば対応を検討するとのことであった。
(4)警察庁との連絡会の実施について、
自民党の「時代に適した風営法を求める議員連盟遊技機基準等 PT」が提言を
まとめたが、その中で、「警察当局と業界との協議の場を定期的に設けることを求
める」との項目が挙げられており、定期的な連絡会の開催を警察庁に対して要請
していきたいと述べた。また連絡会は、当初全日遊連、日遊協、日工組、日電
協、全商協、回胴遊商の 6 団体で人数を絞って行い、状況に応じて 14 団体に
よる拡大会議を行う等、臨機応変に対応していく旨を説明した。
(5)リカバリーサポート・ネットワークが行う企業研修の公募について
本アクションレポートの「７）リカバリーサポート・ネットワークが行う企業研修の公
募について」に詳細を記されている企業研修の公募について、現時点で応募はな
いものの「前向きに検討したい」との趣旨からの問い合わせが数件来ている現状が
報告された。なお、21 世紀会からの社員出向は 5 月末で終了する、との報告が

國澤 良平 部員
株式会社大商

あった。
(6)その他当面の諸問題について
1 RSN の今後の支援について
RSN 西村 直之 代表より RSN への支援を「寄付」ではなく非課税の「助成」で実施していただきたいとの申し出を
内々に頂いた。今後、税務上の問題の有無などを十分に確認した上で相談させて頂きたい、との現状報告がされた。
２ 全日本社会貢献団体機構の組織変更について
依存対策に関する助成のウエイトを高める為、同機構は組織変更を実施する予定だとの報告がされた。
3 依存問題フォーラムの状況について
21 世紀会事務局から、5 月 14 日に開催される依存問題フォーラムは、各団体のご協力をえて、実行委員会形式で準備を
進めてきた。500 名の定員中、第一部はほぼ満席、第二部も残り 60 席弱(5 月 10 日現在)の参加状況となっている。なお、
フォーラム開催に伴う費用概算については、510 万円弱と見積もっているが、6 月 5 日に開催予定の実行委員会で検討し、
費用が確定したら、改めて報告するとの報告があった。
＜15．2019.5 各地の広告宣伝規制について＞
令和 1 年 3 月 28 日東京都、4 月 26 日北海道札幌などで、相次いで広告宣伝規制を徹底するための通知がされた。都遊
協では「規制の明文化」、札方遊協並びに札遊協では「イベント開催の禁止」が告げられ、広告宣伝規制が更に厳格化される
こととなった。部会では、該当の都道府県遊協だけでなく他でも厳しい規制が始まっている、該当の都道府県遊協に問合せが
殺到した等の情報が共有された。
＜16．2019.7 解説 警察庁生活安全局保安課 山田好孝課長 講話 日遊
協＞
令和 1 年 6 月 18 日、警察庁生活安全局保安課の山田好孝課長は都内で開催さ
れた一般社団法人日本遊技関連事業協会（以降、日遊協）の第 30 回通常総会
において行政講話を行い、「業界の健全化を推進する上で特に必要であると考えてい
ること」として、以下 7 点について言及した。
１．ぱちんこへの依存防止対策
２．射幸性の抑制に向けた取組
３．検定機と性能が異なる遊技機の問題
４．遊技機の不正改造の絶無
５．遊技機の流通における業務の健全化
６．ぱちんこ営業の賞品に関する問題

長嶋 敦志 部員
グローリーナスカ株式会社

７．広告・宣伝等の健全化の徹底
部会では、前年平成 30 年 6 月 7 日の講話と比較検討をして、１．ぱちんこへの依
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存防止対策、４．遊技機の不正改造の絶無、７．広告・宣伝等の健全化の徹
底の項目に、依存対策の内容がそれぞれ盛込まれている事を確認した。
＜17．2019.7 ぱちんこ産業の広告宣伝に関するレポート（案）報告、解説＞
掲題のレポートに関して、担当者より下記内容の説明がされた。部会では、まだ作
成途中ではあるが大変素晴らしい内容なので従業員教育に使わせて欲しいという
意見や、広告宣伝と規制に対する考え方を再確認し今後の課題を検討していきた
いという意見などが出された。
＜目次＞
第 1 はじめに
第 2 ぱちんこ産業における広告宣伝の歴史≪過去≫
・【解説】:広告宣伝と風営法(規制)の歴史
第 3 ぱちんこ産業における広告宣伝の現状《現在》
・【解説】:地域でコントロールされてきた広告宣伝
・(分析)資料 5:(広告宣伝/構造設備/条例違反に関する)行政処分一

田野倉 司 部員
合同会社 DMM.com

覧
・【解説】:IR 実施法と依存症問題対策と広告宣伝
第 4 これからのぱちんこ(産業)における広告宣伝の在り方《未来の
・【解説】:ぱちんこ産業における広告宣伝の課題
・【解説】:社会に受け入れられる広告宣伝とは(課題の解消)
第 5 まとめ【作成中】
第 6 (レポート巻末)資料
・ぱちんこ産業関連年表(+広告宣伝) 他
＜18．2019.7 一般社団法人ぱちんこ広告協議会について＞
オブザーバーとして参加した一般社団法人ぱちんこ広告協議会（以降、広告協議会） 理事 谷村 司 様より、広告協議
会の成り立ちが説明された。更に目的として、今後、広告を出す出さないという極端な広告の規制ではなく適度な広告が継続
できるような道を模索する事、次にファンとホールをつなぐハブとしての機能を果たしたいという事が述べられた。また広告代理店
（広告協議会側）の視点、ホール企業（PCSA）の視点、それぞれが補完しあうことで広告規制の全体像を掴む事、それぞ
れの要望とその落とし処を模索したい旨が説明された。
＜19．2019.7 広告宣伝規制解説 全国版・過去１年分・直近１か月・富山県 抜粋＞
全国都道府県遊協から出された広告宣伝規制を、過去 1 年分、直近 1 ヶ月、富山
県内のみと分類し下記の様に、情報を共有、検討した。
・過去 1 年分 全国 広告宣伝規制 解説①

全国での傾向、規制数の多さの

偏りなどを解説。
・直近 1 ヶ月分 全国 広告宣伝規制 解説②

直近での傾向の変化を捉え今

後を予測。
・富山県 広告宣伝規制 解説③

通知内容を確認、富山県遊協からの参加者

より概要をお話し頂く。
＜20．2019.7 第 25 回参議院選挙 結果について＞
7 月 21 日に投開票が行われた参議院選挙では、与党である自由民主党、公明党
の両党が改選過半数を超す 71 議席を得て勝利した。野党は立憲民主党が議席数
を伸ばす一方で、国民民主党は改選議席を割った。一方、自由民主党の比例代表
で、自由民主党公認候補として立候補した尾立源幸氏は落選した。改選定数 50 を

斉藤 新市 部員
グローリーナスカ株式会社

争う比例代表で自民党は 19 議席を獲得したなか、尾立氏は 9 万票余りを獲得した
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ものの及ばなかった。尾立氏を擁立した自民党の二階俊博幹事長は今年 1 月、パ
チンコ・パチスロ産業 21 世紀会を構成する業界 14 団体に同氏の推薦を求める文
書を送付。これを受け業界では、有志で「おだち源幸遊技産業後援会」を立ち上げ
るなどして、パチンコ業界の族議員になることを宣言した尾立氏とともに選挙活動を
展開していた。
部会では、ニュースやブログ記事などを参考にした上で、パチンコ業界が支援して落
選という結果に対して、警察庁から業界への風当たりは強くなるのではないかという
記事が多い、また、労組の支援する候補者とのすりあわせについても言及された。ま
た、準備期間が短かったのではないか、パチンコ業界だけでなくファンにも働きかける
動きがあって良かったのではないか等の意見も交わされた。
＜21．2019.7 夏季の省エネルギーの取り組みへの協力依頼について＞
令和 1 年 5 月 21 日に開催された省エネルギー・省資源対策推進会議省庁連絡
会議において「夏季の省エネルギーの取り組みについて」が決定され、警察庁、21
世紀会を経由して協力依頼がなされた。特に先の東日本大震災以降、パチンコ業

前川 竹志 部員
株式会社インターコスモス

界は継続的な省エネルギー化を推進してきたが、更なるご協力をという内容であった。部会では、法律問題研究部会での検討
内容とは性質が異なるため、今後はコスト問題研究部会で議題として取り上げて頂くよう指示された。
＜22．2019.7 改正健康増進法 対応について＞
喫煙ブース（喫煙室）の設置にあたり、警察庁からの「客室面積内への喫煙ブース設置には、変更届で対応可能」という通
知があったが、所轄によっては変更承認申請を要求される事がある。更には、消防署から消防法に関連した指摘を受ける事が
ある。こういった事例を避ける、または事前に対策するべく指示や注意、指摘の内容やその所轄、担当地域の情報を法律問題
研究部会にて集積して欲しいとコスト問題研究部会より要望された。部会では、既に設置済みの店舗で、そういった指摘を受
けた内容、所轄情報をアンケート、情報を共有すると決議した。
＜23．2019.8 厳しい残暑に向けた「子どもの事故防止対策」の更なる徹底について＞
全日遊連は、8 月 26 日付全日遊連発第 232 号にて、掲題の通知を発信した。その内容は、全日遊連は 7 月 8 月をホー
ルの駐車場等における子どもの事故防止対策「特別強化期間」として遊技客への注意喚起の徹底を 6 月 24 日付全日遊連
発 第 127 号にてお願いしている。8 月 5 日現在で、4 月以降の報告件数は 47 件、救出人数は 65 名となっている。「特
別強化期間」は、あと僅かで終了するが今後も厳しい残暑が続くことが予想される為、取り組みの更なる徹底をお願いする、と
いうものであった。
部会では、各社の取り組みは既にルール化、実施されていると思われるが、再度の確認と注意喚起を呼びかけた。
＜24．2019.8 2019 年 8 月 30 日 21 世紀会について＞
開催日：令和 1 年 8 月 30 日（金）
時間：午後 4 時 30 分～5 時 30 分
会場：全日遊連 会議室
出席者：全日遊連：

阿部理事長、大野副理事長、他

日遊協：

大久保副会長、堀内専務理事、他

日工組：

筒井理事長、他

日電協：

兼次理事長、小林筆頭副理事長、他

全商協：

林会長、他

回胴遊商：

大饗理事長、高谷筆頭副理事長、他

自工会：

木原理事長、他

補給組合：

竹村事務局長、他

メダル工業会：

大泉理事長、他

同友会：

東野代表理事、趙副代表理事、他

余暇進：

笠井代表理事、他
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認証協：

川上副代表理事、他

PSA：

石田専務理事、他

PCSA：

藤本理事、片山

議題：
【決議事項】
１．遊技産業健全化推進機構に依頼する依存防止対策実施状況調査の調査項目について
１．ギャンブル等依存症対策基本法において、パチンコ業界は「第三者機関による立入検査の実施」を平成 31 年
度（＝令和 1 年度）に取組むべき具体的施策として定められている。
２．パチンコ業界では、この「第三者機関による立入検査の実施」を機構（一般社団法人遊技産業健全化推進
機構）に依頼しましたが、そのチェック項目に対して、警察庁から「ヒアリング項目の追加」という変更依頼が出さ
れた。
３．8 月 30 日の 21 世紀会にて、「依存対策実施状況調査・調査項目追加案」を機構が検査時に使用するチェッ
クシートとして承認。
４．一方、別の「チェックシート」は、全日遊連が各ホールに配布し、月 1 回のペースでホールが更新、機構の検査時
には、役職者でなくとも、このチェックシートを見ながら回答できる事を目的としている。
＜部会 意見＞
・機構に直接、どういうところを見るのか？ または、ホールが実施しやすい証左を提案などしていきたい。18 歳未満の確認指
導、依存の従業員教育、初心者への適切な遊技方法を教える事等、細かい事例は確認すべき内容を知りたい。 ⇒ 資
料として出したチェックシートに書かれた内容が答えるべき内容ということで、次回の依存 PT にて「各社の回答例」を集積、
懸念点などについて検討する事となった。
・依存対策のチェック項目を「出来ていない」と回答した場合、罰則や指導などはあるのか？ ⇒ 回答結果を機構がまとめ
て 21 世紀会に報告する。現時点で罰則や指導などは確認出来ない。
・全店舗で同じ対応ができる様にマニュアルなどを準備している。
・e-ラーニングによって対応を教育する予定。すでに一部は実施している。
【協議事項】
１．全日本社会貢献団体機構の組織再編について
・資料２ 全日本社会貢献団体機構の組織再編について

＜解説＆結果＞
現在の全日本社会貢献団体機構の組織を変更し、パチンコ・パチスロ業界全体の社会貢献の受け皿となるような団体にな
るべく組織を変更したいと考えていた。この間、各団体に意見を伺ったところ、今すぐに新しい団体に入ることはできないが応
分の負担はする、という意見が多く、当初は全日遊連、全防連を社員として法人化したい。なお「応分の負担」についてはこ
ちらから金額を指定するのではなく、各団体の事情によりそれぞれ決めていただきたい。
本日の提案は次の３点。
１．依存問題に係わる民間団体等への支援を拡充するために全日本社会貢献団体機構を組織再編し、まずは全日
遊連及び全日防連の２団体を社員として一般社団法人パチンコ・パチスロ社会貢献機構を設立する。
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２．21 世紀会を構成する各団体は、新しく設立された法人が行う依存問
題に係わる民間団体等への支援に関する事業に対し、各団体の状況
を踏まえた寄付金の拠出を含む応分の協力を行う。新しく設立された
法人は、これら各団体から拠出された寄付金については、依存問題に
係わる民間団体等への支援の原資としてのみ使用するものとし、法人
の一般会計とは区分される特別会計として執行・処理するものとする。
３．各団体及び傘下団体・企業が進めている社会貢献活動全般について、
業界におけるその意義と役割等に関する議論の場を早急に立ち上げる。
検討の結果、各団体が当件を持ち帰って令和 1 年 9 月 13 日（金）を締切
に意見を募ることとなった。
＜部会 意見＞
・すでに社会貢献団体は寄付活動を実施しているが、業界にも一般にも余り知
られていない。

戸田 有希乃 オブザーバー
株式会社ニラク

【報告事項】
１．「ぱちんこへの依存防止対策に係る実施規程の制定」に関する進捗
状況について（資料無し）

説明（全日遊連）：政府の基本計画により「ぱちんこへの依存防止対策に係る実施規程の制定」の策定が求めら
れており、現在、そのひな型を全日で作成している。９月初めに２１世紀会各団体に見せたい。各団体で議論
をし９月中に回答をいただき、令和 1 年１０月１１日に開催予定の第三者会議の意見を踏まえて成案化し
たい。
規定は３部構成で考えている。
１．全体について書かれた要綱
２．ホール向けの規定
３．ホール従業員向けのマニュアル
＜部会 意見＞
・出てきた案に対して意見を述べる事とする。
＜25．2019.8 喫煙ブース-現況アンケート 2019.7.31 まとめについて＞
コスト問題研究部会から、喫煙ブースの設置の際、警察や消防から指摘や注意を受けた店舗、その地域をアンケートする件を
法律問題研究部会に依頼。法律問題研究部会が当アンケートを実施した。
＜アンケート内容＞
喫煙ブース設置済み 店舗名、店舗住所、警察 所轄名称、消防 所轄名称
Q1：設置済み設備の種別（喫煙ブース 喫煙室 その他）
Q2：設備を設置した際に提出した書類
Q3：設備を設置する際に、所轄、または消防に何か指示や注意などを受けたか
Q4：Q3 のケースがあった事例にどう対応したか
Q5：備考
＜アンケート回答 概要＞
・総回答社 6 社 ※内 4 社は設置店舗なし
・設置店舗有り 2 社
・総設置店舗数 7 店舗
・警察からの指摘や注意、留意点などが 3 店舗、消防からの指摘が 1 店舗あった。
＜意見＞
・消防署から指摘された事例をより詳しく知りたい。
・更に継続して欲しい。
＜26．2019.9 最近の無承認変更 事案事例＞
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8 月より無承認変更事案が発生しており、その情報を共有、注意すべき点を周知徹底した。
＜27．2019.9 グローリーコンパス「消費増税対応」について＞
グローリーナスカ株式会社が年に 4 回発行している「グローリーコンパス プレミアム」の VOL34 にて「消費増税対応」が取り上げ
られた。部会では、消費増税の更なる理解のために、内容の再確認と周知に努めた。
＜内容＞
1 章 消費税の概要
1-1 消費税とは
1-2 消費税の仕組み
1-3 発生から納付の流れ
1-4 軽減税率制度
2 章 ホール運営と消費税
2-1 徴収方法
2-2 遊技料金と消費税
2-3 発生から納付の流れ（ホール運営）
3 章 消費増税の影響と対策
3-1 消費増税の影響
3-2 消費増税の対策
4 章 消費増税対策 実践

伊藤 真祐 オブザーバー
合同会社 DMM.com

4-1 戦略策定
4-2 外税方式実施時の留意点
＜28．2019.9 新基準に該当しない高射幸性遊技機の台数推移について＞

今年 7 月末時点で新基準に該当しない遊技機の設置台数（全国、以下同）は 38 万 8,066 台、設置比率は 23.11％
で、前月比で 4,855 台の減少となる。また、来年 1 月 31 日までに設置比率 15％以下の目標達成に取り組む高射幸性遊
技機の設置台数は、30 万 5,278 台で設置比率は 18.18％。前月比で見ると、7 月末は 1,990 台の減少にとどまり、5 月
末が前月比で 11,278 台減、6 月末が 6,491 台減であった点に比べ、7 月末は高射幸性遊技機の低減スピードの鈍化が
伺える形で推移した。また新基準に該当しない遊技機全体に占める高射幸性遊技機の割合は 7 月末で 78.67％と、前月
末の 78.20％に比べ割合が上昇する結果となった。部会では、来年 1 月 31 日に向けて各社の状況を再確認した。
＜29．2019.9 依存問題対策実施確認シートについて＞
全日遊連が作成し各ホールにて定期的に記載を更新、記入していくようにとしているチェックシートに、記述式の問いかけが追加
されている。アドバイザーに相談があった場合の対応、18 歳未満の可能性のあるお客様の対応、従業員教育の実施状況、適
度な遊技方法の紹介などの内容を確認した。また、関連事項として、安心パチンコ・パチスロアドバイザーの受講やモデルケース
などについて意見を交わした。
＜30．2019.9 喫煙ブース現況アンケート（2019.9.31ver）について＞
2020 年 4 月より施工される健康増進法の改正により、パチンコホールには、完全禁煙、喫煙ブース設置などの限られた選択
肢が残されている。その喫煙ブースの設置に伴う警察や消防との事例をアンケートしている。部会では、第 2 回アンケート実施の
報告、参加者によるアイコス対応やフロア分煙などについて意見が交わされた。
＜31．2019.10 高射幸性回胴式遊技機の設置比率に関する自主規制について＞
全日遊連より「高射幸性回胴式遊技機の設置比率に関する自主規制の再検討について」という文書が届いた。「2019 年 1
月 31 日時点で設置比率 15％以下」という期限を延期していたが、11 月 13 日の全日遊連全国理事会で自主規制の再
検討を議案として諮る、という連絡。来年 1 月末の 5％について審議するのか尋ねたが、「詳細未定で答えられない」とのことで
あった。参加各社からは、既に 15%以下への対応済みという意見や、15%以下、又はそれ以上の場合など 2 パターンをシミュ
レーションしている、などの報告がなされた。
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＜32．2019.10 機構 依存防止対策への取組み状況を確認するための調査の開始について＞
遊技産業健全化推進機構より「依存対策調査」についての連絡が来た。概要は次の通り。
・今後の予定としては、10 月下旬にホールの管理者の方宛に「依存防止対策調査用セット」を送り、11 月上旬頃までには
ホールの管理者の方宛に「依存防止対策調査用セット」が届く予定。
・ホール経営者の方には内容を確認頂き、誓約書と同様に所定の事項に記入いただき、押印のうえ、機構（業務委託して
いる専門業者）宛に「承諾書」の返送をお願いする。
・承諾書の提出締め切りは設けてはいないが、遅くとも来年 1 月より依存防止対策調査を開始する予定。従って、可能な
限り、12 月中旬頃までに返送頂きたい。
・何を調査するのか？等の詳細内容については、10 月下旬（25 日頃）までには当機構ホームページにおいてご案内を掲
載。
・さらに依存防止対策調査専用ホームページを 10 月下旬（28 日を予定）に開設し、定款や要綱等を掲載。
・あわせて 10 月下旬～11 月上旬には、当機構事務局並びに業務委託している専門業者に依存防止対策調査相談窓
口を設置する。
事務局より、11 月 依存問題対策プロジェクトチームでの機構 伊勢崎理事説明会について、そして現状の説明がされた。
＜33．2019.10 令和元年台風 19 年 被害について＞
令和元年台風第 19 号は、2019 年 10 月 6 日 3 時にマリアナ諸島の東海上で発生し、12 日に日本に上陸した台風であ
る。関東地方や甲信地方、東北地方などで記録的な大雨となり、甚大な被害をもたらした。部会では、各参加社から災害時
の対応方法、マニュアルの有無や実際の被害状況などが報告された。また、JR の計画運休に伴い、計画的な閉店、臨時休業
が増加したことなどについて意見が交わされた。
＜34．2019.10 喫煙ブース現況アンケート（2019.9.31ver）について＞
2020 年 4 月より施工される健康増進法の改正により、パチンコホールには、完全禁煙、喫煙ブース設置などの限られた選択
肢が残されている。その喫煙ブースの設置に伴う警察や消防との事例をアンケートしている。部会では、内部循環式喫煙ブース
の利便性や、喫煙する場所を施行する前後に客室面積内、または客室面積外等の変化があるのか、という質問を次回アンケ
ートに含むよう意見が出された。
＜35．2019.11 旧規則機の廃棄処理について＞
令和 1 年 10 月 28 日、日工組より「旧規則機の廃棄処理について（お願い）」という文書が届いた。これは、規則改正の施
行から 1 年半が経過したものの未だに旧規則機が市場に多く残存しており、今後大量の使用済み遊技機が発生した場合、日
工組の回収システムで処理できる能力を遥かに上回る可能性を懸念しての事。パチンコ業界では過去に使用済み遊技機の野
積みが社会問題化した事実もあり、日工組としては、今後設置することができない検定切れ、認定切れ遊技機を早めに排出、
また、その処理を日工組回収システムや、遊技機リサイクル選定業者の利用を促進するよう求めている。部会では、社会問題
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化を避けるためにもホールへの注意喚起として捉えるべきとして、再度の周知が図られた。
＜36．2019.12 高射幸性回胴式遊技機の設置比率に関する自主規制期限の再設定について＞
全日遊連より「高射幸性回胴式遊技機の設置比率に関する自主規制期限の再設定について」という文書が届いた。全日遊
連は 11 月 13 日に開催した全国理事会で、高射幸性回胴式遊技機の設置比率に関する自主規制の再設定を話し合い、
各ホールにおける設置比率を 2020 年 1 月 31 日時点で 15％以下とすることを決議した。同日におけるもともとの目標値
「5％以下」の期限は延期し、新たな期限の設定については 6 号機の市場への供給状況等を見ながら検討するとしている。更
に、各ホールにおいては、設置比率 5％以下の早期達成に向け、一貫して減少傾向となるよう努めること、「各ホールにおける
高射幸性回胴式遊技機の設置台数を増台するような行為を行わない」「お客様が遊技をすることを想定していないような遊技
機を設置して総設置台数を増台することによって、高射幸性回胴式遊技機の設置比率を下げるような行為を行わない」ことを
申し合わせた。この一連の背景には、昨年の 11 月全日遊連理事会で、各ホールにおける高射幸性回胴式遊技機の設置比
率目標値を「2019 年 1 月 31 日時点で 15％以下」としていた自主規制の期限を、6 号機の市場への供給の見通しが極め
て厳しい状況にあることを理由に延期しており、1 年後の 2020 年 1 月末に 5％以下とする当初の目標値の動向が注目され
ていた。
部会では、高射幸性回胴式遊技機に関する各社の現状や各都道府県での動向について情報が共有された。
＜37．2019.12 2019 年 11 月 12 日 余暇進秋季セミナーにおける行政講話について＞
2019 年 11 月 12 日、余暇進 秋季セミナーにて行政講話が行われた。講話では、業界の健全化を推進する上で特に必要
なこととして「ぱちんこへの依存防止対策」「営業所の ATM 等の撤去等について」「出玉規制の強化について」「依存問題に関
する普及啓発の推進について」「自助グループをはじめとする民間団体等に対する経済的支援について」「射幸性の抑制に向け
た取組について」「検定機と性能が異なる遊技機の問題について」「遊技機の不正改造の絶無について」「ぱちんこ営業の賞品
に関する問題について」「賞品の取りそろえの充実及び適切な賞品提供の徹底について」「広告・宣伝等の健全化の徹底につ
いて」を挙げ、それぞれについて見解が述べられた。
部会では、講話の内容で、自己申告・家族申告プログラムの導入率の詳細の部分が新たに加わった、等の意見が述べられ、そ
れぞれの内容を検討した。
＜38．2020.1 「遊技機製造業者の業務委託に関する規程」の一部改正について＞
2019 年 12 月 24 日、日工組より「遊技機製造業者の業務委託に関する規程」の一部を改正した、との連絡があった。本改
正により、特定部品の一部を指定営業所（ホール）に所属する遊技機管理員（遊技機管理主任者）が点検確認する事
ができるようになるとの事。
・但し、2020 年 1 月 1 日以降、準備が整ったメーカーより対応可能との事。
・対象部品、特定部品全般は、通知資料内に記載あり。
部会では、上記内容を確認、周知徹底した。
＜39．2020.1

ホール取扱主任者の役割拡充についてのお知らせ＞

2020 年 1 月 21 日、中古機流通協議会から全日遊連を経由して「ホール取扱
主任者の役割拡充について」というお知らせが届いた。中古機流通、遊技機の認定
において、ホール取扱主任者にできる役割が増えるとの事。
＜改正の概要＞
改正日：

令和２年３月１日

改正内容：

以下の書類作成業務等においてホール取扱主任者
が管理者の代行を行なえる。
①「中古遊技機確認書」の作成及び署名
②中古遊技機の点検確認の立会いおよび「受渡
書」の署名・押印
③中古遊技機の受領、又は「保管・納品確認書」
への署名
④「認定申請 遊技機点検確認書」の作成及び押
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印
⑤認定遊技機点検確認時の立会い及び「点検確認済書」への署名・押印
経過措置：

従来の別記書式にホール取扱主任者が作成、署名・押印する際、取り消し線で消し「ホール取扱主任
者」「遊技機取扱主任者番号」等を手書き記入可能。

部会では、上記内容を確認、周知徹底した。
＜40．2020.1 高射幸性回胴式遊技機の設置比率が 15％を超える営業所に対する措置について＞
2019 年 12 月 19 日に発せられた、高射幸性回胴式遊技機の設置比率が 15％を超える営業所（ホール）に対する措置
についての中古機流通協議会の文書を全日遊連より入手した。これによって、違反の場合、「認定や中古機移動に関する発
給を 180 日間停止を講ずることができる」となっている。ただし、中古遊技機を移動、設置することにより設置比率が 15％以下
になる場合に限り受付ける、との事。
部会では、上記内容を確認、周知徹底すると共に、全日遊連による設置比率の調査（アンケート）が実施されているとの報
告がされた。
＜41．2020.1

受動喫煙防止対策における既存設備と一体化した灰皿への対応について＞

2020 年 1 月 9 日、掲題の内容について、厚生労働省の受動喫煙防止対策に係る相談支援の受託先、一般社団法人
日本労働安全衛生コンサルタント会に下記の問い合わせを実施した。
Ｑ：パチンコホールには、既存設備と一体化した灰皿がある。一方、改正健康増進法の概要には、下記の様な一文がある。
3.施設等の管理者権限者の責務等
(1) 施設等の管理権原者等は、喫煙が禁止された場所に喫煙器具・設備（灰皿等）を設置してはならないも
のとする。
パチンコ設備と一体化した灰皿によっては、灰皿だけの撤去が非常に困難な場合があり、法律に抵触せず、かつ撤去まで
しなくとも良い方法はないかご教授頂きたい。
Ａ：パチンコ店の機器に一体となっている灰皿については撤去する必要はないと解釈いたします。
お客様に店内禁煙であり、喫煙したい場合は所定の喫煙専用室で喫煙していただくことを表示等することで徹底していた
だくことが必要です。
当該灰皿は使用できなくすることが良いと思いますので、個々の灰皿に、テプラーで使用禁止の表示をされたら如何でしょ
うか。
ガムテープを貼り付けることは風営法上好ましくないとのことでしたので。店内禁煙で、喫煙専用室があることの表示が必
要と思います。（メール原文そのまま）
以上
部会では、各社の対応、ステンレス製の蓋をかぶせ固定する、シールを貼り付けるなどの対応について情報を共有した。また、
2020 年 2 月 13 日、改正健康増進法における灰皿部の届出について、警察庁より下記の見解を頂いた。
【質問】
「健康増進法の一部を改正する法律」（平成 30 年
法律第 78 号。以下「改正法」という。）の施行に伴う
受動喫煙対策として、遊技機に付随した灰皿部をふさ
ぐ板の取付けについて、届出を要しない変更として扱う
こととしてよいか。
【回答】
改正法の施行に伴う受動喫煙対策として、改正法で
規定する喫煙禁止場所に設置の遊技機に付随した灰
皿を板でふさぐこと等により単に使用できない状態にする
ことは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関
する法律等の解釈運用基準について（通達）（令和
元年 11 月 26 日付け警察庁丙保発第 10 号。以下
「解釈運用基準」という。）にある「法以外の法律の規
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定に基づき、遊技機の性能に影響を及ぼすおそれがない変更をする場合に
は、法の趣旨に照らして届出を要しない扱いとする。」に該当するものと考えら
れる。
＜42．2020.1 全日遊連 全国理事会 警察庁 小堀 龍一郎 保安課長
講話について＞
2020 年 1 月 17 日、全日遊連 全国理事会での警察庁 生活安全局 小堀
龍一郎 保安課長（2020 年 1 月 17 日就任）による講話があり、その文書を入
手した。
部会では、2019 年 1 月 18 日の講話と比較した上で、具体的な依存防止対策
が求められている点に注目した。
＜43．2020.1 遊技機の増設、交替その他の変更の承認申請に関わる試行に
ついて 千葉県遊協＞

大島 克俊 オブザーバー
一般社団法人ぱちんこ広告協議会
頼を入手した。これによって、遊技機の変更承認に際し一部の申請を「書面審査」
理事長
2019 年 12 月 17 日に千葉県遊協を経由して千葉県警から発せられた掲題の依

で承認の可否を判断するといった試行運用を、令和 2 年 4 月 1 日から開始すると
の連絡があった。この試行は、全国の中で千葉県が単独で行うものであり、千葉県内において営業しているパチンコ店を対象に
実施するとの事。これに伴い、本件詳細の説明会が、千葉県内でパチンコ店を営む風俗営業者、管理者等を対象として開催
するとの事だった。
なお、既に開催された説明会の参加者からは、「書類の提出先は所轄、実地調査は県警が担当し、調査が店舗を訪問しなけ
れば、そのまま申請が通るということ。ただし、所轄の担当官が月に 1 回の頻度で店舗を訪問し、依存も含めた営業全体を調
査するとの事。なお、この試行調査は 1 年間を予定している。」との報告がされた。部会では、上記内容を確認、周知徹底した。
＜44．2020.1 2020 年 1 月 28 日開催 21 世紀会について＞
2020 年 1 月 28 日開催予定の 21 世紀会での議事次第についての事務局より説明がされた。
＜決議事項＞
１．依存問題に係わる民間団体等への支援の拡充の件
依存問題に係わる民間団体等への支援の拡充について、これまでの 21 世紀会における協議経過を確認の上、
2020 年度の対応について協議する。
２．有識者会議委員の選任の件
パチンコ・パチスロ産業依存対策有識者会議委員の選任について協議する。
＜報告事項＞
１．「パチンコ・パチスロ産業依存問題対策要綱」に係る付属規程類の策定について
基本計画により今年度中の策定が求められている「付属規程類」の策定について、進捗状況を報告。
２．２020 年度パチンコ・パチスロ依存問題フォーラムについて
本年５月 14 日に開催予定のパチンコ・パチスロ依存問題フォーラムに関する実行委員会での協議経過を報告。
３．パチンコ・パチスロ産業依存対策有識者会議の開催について
１月 23 日に開催予定のパチンコ・パチスロ産業依存対策有識者会議の協議状況について報告。
部会では、上記内容を確認、周知徹底した。
＜45．2020.1 ホール企業有志 9 社が ATM の撤去宣言 遊技通信 web 20200. 1.15＞
2020 年 1 月 10 日、ホール経営大手の有志 9 社は、都内千代田区のグランドアーク半蔵門にてホール営業所内における
ATM を今後は契約更新を行わずに順次、撤去していくことを宣言した。
「ぱちんこ営業所の ATM の撤去等に関する宣言」
私たちは、ギャンブル等依存症対策推進基本計画における「ぱちんこ営業所の ATM 等の撤去等」への対応について、ギャン
ブル等依存症対策推進関係者会議における議論、公営競技の取組み、行政講話や社会の受けとめ方等を総合的に判
断した結果、現在、ホール内に設置されている ATM について、契約更新を行わず順次、撤去を開始することとしました。
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その他の施策につきましても、事業者間で連携し、依存問題対策を着実に推進してまいります。今後も、国民的な娯楽産
業を担うものとして、依存間題への対策の重要性を十分認識し、依存への予防に配慮し、社会の声に耳を傾けながら適正
営業に努めていくことを誓います。
令和 2 年 1 月 10 日
株式会社喜久家／株式会社ジャパンニューアルファ／株式会社正栄プロジェクト／トリックスターズ・アレア株式会社／日拓
グループ／ピーアークホールディングス株式会社／ひぐちグループ／株式会社マタハリー／株式会社マルハン(五十音順)
今回、宣言をした 9 社が経営するホール全 502 店舗中、171 店舗に ATM が設置されている。
一方、公営競技では、設置されている ATM の契約更新を行わず、順次、撤去する方針を既に示している。
部会では、上記内容を確認したが、実際には 12 社ではないかという指摘がされた。
＜46．2020.2 株式会社 NGT（旧：日本たばこ販売）倒産について＞
パチンコホール企業と取引のあった企業、株式会社 NGT（旧：日本たばこ販売）の倒産情報を入手し、注意喚起の為に
2020 年 2 月 5 日に PCSA 事務局よりメールで情報を共有した。株式会社 NGT は、たばこの卸をメインに事業をしており、
2020 年 1 月 31 日に事業を停止、自己破産申請の手続きに入った。
株式会社 NGT は、財務大臣認可のたばこ販売業者であり、国産・外国産を取り扱い、たばこ販売店やコンビニエンスストア、
パチンコホールなどに販路を構築していた。大量仕入、大量販売によるスケールメリットや物流効率化などで一時は 100 億円
以上の年間売上高を計上していたものの、近年は喫煙に対する風当たりが強まり、業績は低迷。資金繰りも悪化していた。こ
うしたなか、2019 年後半より「前払い済み」の商品が納入されないトラブルが発生。2020 年 1 月中旬には、同社と連絡が取
りづらい状況となっていた。
部会では、同社が 1 月 9 日に登記簿変更しており、社名変更をしていること等の情報が共有された。同時に同社に限らず、た
ばこの仕入時の先払い後払いについての情報も共有された。
＜47．2020.2 喫煙ブース 現況アンケートについて 2020.1＞
当研究部会から、喫煙ブースの設置の際、警察や消防から指摘や注意を受けた店
舗、その地域をアンケートする件を法律問題研究部会に依頼。法律問題研究部
会が当アンケートを実施した。部会では、2019.11.30 版の集計結果を共有した。
＜アンケート内容＞
喫煙ブース設置済み 店舗名、店舗住所、警察 所轄名称、消防 所轄名称
Q1：設置済み設備の種別（喫煙ブース 喫煙室 その他）
Q2：設備を設置した場所の「設置前」の区分は？（客室面積 内、客室面
積 外 他） ← 追加
Q3：設備を設置した場所の「設置後」の区分は？（客室面積 内、客室面
積 外 他） ← 追加
Q4：設備を設置した際に提出した書類
Q5：設備を設置する際に、所轄、または消防に何か指示や注意などを受けたか
Q6：Q3 のケースがあった事例にどう対応したか

谷村 司 オブザーバー
一般社団法人ぱちんこ広告協議会
理事

Q7：備考
＜アンケート回答 概要＞
・総回答社 12 社
・設置店舗有り 8 社
・総設置店舗数 48 店舗

＜48．2020.2 21 世紀会 賀詞交歓会 警察庁保安課 小堀龍一郎課長の来賓挨拶 2020.1.28＞
2020 年 1 月 16 日、パチンコ・パチスロ産業に関わる 14 団体共催による合同の賀詞交歓会が都内新橋の第一ホテル東京
で開催。関係者約 450 名が参加した。警察庁保安課の小堀龍一郎課長による来賓挨拶では、今後も依存問題対策に業
界全体で真摯に取組むよう促したほか、旧規則機の撤去を計画的に進めるよう求めた。部会では、この来賓挨拶の内容を共
有した。
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＜49．2020.2 コロナウイルスの影響について＞
新型コロナウイルスによる呼吸器症候群 (2019 年-)
2019 年 12 月 31 日に最初に WHO に報告された新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)による疾患(COVID19)およびその流行である。初発流行地は中国湖北省武漢市とされている。2020 年 2 月には、中国国内と
国外では規模に大きな差があるものの、東アジアを中心に東南アジア、中東、ヨーロッパなど感染拡大が続いた。
2020 年 2 月 26 日にブラジルで感染者が出たことで、南極大陸を除く 5 大陸全てに感染が拡大した。
コロナウイルスの感染経路には、「飛沫感染」と「接触感染」がある、と考えられている。
「飛沫感染」とは、感染者がくしゃみや咳などをする時に、ツバなどの飛沫（＝しぶき）とともにウイルスが飛び散
り、別の人がそのウイルスを口や鼻から吸い込み感染してしまうことである。
「接触感染」とは、感染者がくしゃみや咳をする時に口を手で覆うなどして手がウイルスを含んだ唾液で汚染さ
れ、手で触れてモノの表面にウイルスが付き、別の人がそのモノに触ってウイルスが手に付着し、その手で顔（口
や鼻（や眼）の周囲などの粘膜）に触ることで体内にウイルスが入り込むことである。
部会では、2020 年 1 月 28 日に新型コロナウイルスが、政府によって指定感染症に定められ、１．感染確認後は離強制入
院・隔離措置の対象となる事。２．治療費は公費負担となり、治療費用はかからない。３．就業制限・退院については、国
（厚生労働省）から各自治体に通知が出ているので、退院・出勤は、医療機関の指示に従う。等の概要と共に、各社より下
記の新型コロナウイルスの対応方法を共有した。
A 社：本社では、フレックス勤務（AM7～PM7:30 間、コアタイム AM10～PM4）とオフピーク通勤を進めている。またテレ
マーク環境を準備中。また、マスクを全店舗に均等に割り振っている。また、遊技後の遊技台消毒を検討中。
B 社：本社はマスク着用。また、店舗にはマスク着用を希望するスタッフには了解する旨を既に知らせている。
C 社：本社では来訪のお客様向けの、消毒とマスクを検討中。店舗スタッフのマスク着用は各店舗に一任。マスクよりも手
先消毒が重要なので消毒用アルコールを各入り口に設置。遊技台清掃時には、ペットボトルサイズの除菌スプレーで実
施予定。
E 社：従業員に任意でマスクをさせるようにしたところ、スタッフ 8 割が着用。消毒液は、リセッシュなどと一緒に入口に置いて
いる。マスクは保有枚数を均等に店舗に配布している。
F 社：出入り口のアルコール消毒設置、ジェットタオルを使用禁止にしてペーパータオルで代用。従業員には 37 度以上の熱
では休みを取るように全社通達した。マスクは予防ではなく感染者が菌を飛散させないのが主目的で手指消毒が有効。
また、3 月の社内行事の開催を検討している。状況によって対応している。
G 社：全店に急を要さない会議は禁止し、電話や WEB 会議で対応するようにと自粛勧告をした。歓送迎会や飲み会の
開催や参加は自粛。出張もなるべく自粛。店舗では消毒液の掲示を更に目立つように更新した。店舗スタッフには、マ
スクしても良いと伝えている。なお、本社は、昨年から時差出勤を実施している。また、全店の近隣のエリアで感染者が
出た場合に備えてエリアごとの消毒業者をリスト化してある。
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＜50．2020.2 全日遊連が会見、五輪開催に伴う入替自粛について＞
2020 年 1 月 17 日、全日遊連は、全国理事会後の会見において、東京五輪開催に伴う入替自粛について「今のところ要請
はない」とし、今後必要となる膨大な新規則機の入替台数を指し示しながら、「（入替えを）粛々と予定通りやっていくしかな
い」との見解を示した。部会においては、入替自粛の要請があった場合に新規則機への入替に間に合わなくなる可能性があると
の懸念が示された。
＜51．2020.2 株式会社ダイナム、タイムロック機能付き生体認証式金庫を全店に導入＞
2020 年 1 月 24 日、株式会社ダイナムは、あらかじめ設定した指定時間以外に金庫の施開錠ができない「タイムロック機能
付き生体認証式金庫」の全店導入を完了したと発表した。店内外の「防犯カメラ」や広範囲に設定された「センサーライト」、警
備会社との連携と共にこれまで以上に防犯・安全対策が強化されることになった、としている。
部会では、日頃の訓練や注意すべき点などについての情報を共有した。
＜52．2020.2 法律 パチンコ六法全書 民法大改正が与える業界への影響を考察する＞
2020 年 4 月 1 日から施行される改正民法の要点として、①消滅時効の見直し ②法定利率の見直し ③保証の見直し
④債権譲渡に関する見直し ⑤定型約款に関する規定の新設等があげられた。部会では、今までの判例や慣習に見直しをか
けたという事。現状の契約書に致命的な問題点はほとんどないと見ているが、4 月 1 日以降、消滅時効であれば証拠として取
ってある文書の期限や、保証の限度額などは気にしたほうが良い。また、定型約款は、今まで明文化されていなかった点がきち
んと整理されたという事になるなどが説明された。各社からは、契約書のひな型を見直す、また、貯玉の契約に影響はあるのかど
うかなどの情報が共有された。
＜53．2020.2 改正健康増進法対応に伴う分煙と PCSA 遊技約款について＞
喫煙に関して室内原則禁煙に対応するにあたり、電子タバコを含む全ての喫煙ができない旨を PCSA 遊技約款に追記したい
との要望が出された。電子タバコとアイコスとの区別が非常に難しいとの理由による。よって、次回以降の部会において、遊技約
款の改定案を検討することとなった。

＜＜ ２．第 189 回拡大法律問題研究部会・ストアコンパリゾン in 岐阜・富山＞＞

開催日時

令和 1 年 6 月 28 日（金）～29 日（土）

開催場所

＜ストアコンパリゾン・店舗見学会＞
岐阜県高山市、富山県砺波市、富山県富山市
＜拡大法律問題研究部会・依存問題対策プロジェクトチーム in 富山＞
富山県民会館 707 号室（富山県富山市新総曲輪 4 番 18）

出席人数

部員 9 名､賛助部員 3 名､正会員オブザーバー1 名、賛助会員オブザーバー1 名、オブザーバー1 名、
富山県遊技業協同組合 7 名、合計 22 名
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備考

依存問題対策プロジェクトチームと共同で開催。

ストアコンパリゾン
PM3:10 １ EBIS Cafe&Pachinko（30 分）岐阜県高山市
PM5:30 ２ DSG アリーナ高岡店（15 分）富山県砺波市
PM6:05 ３ ケイズ高岡店（15 分）富山県砺波市

＜＜ ３．法律問題研究部会 質問コーナー＞＞
＜1．2019.5 越県してのチラシ、広告宣伝について＞
Ｑ１：Ａ県のパチンコホールＭが、隣接するＧ県に折込チラシ（空チラシ）を入れる場合、Ｇ県の指導に沿った広告内容で
なければいけないのか。なお、Ｇ県は新台入替以外の折込チラシは禁止されています。
Ｑ２：この場合、Ｇ県の行政はパチンコホールＭに対して指導できるのか。
Ｑ３：逆に、Ｇ県のパチンコホール N が、Ｇ県では禁止されている空チラシを隣接するＡ県に入れる事は可能か。
部会では、企業の姿勢で対応が決まるという意見が出た上で、2 県の規制でより厳格な規制にあわせて運用している、また各
県遊協に確認して対応するなどの回答が出された。
＜2．2019.5 貯玉再プレイの制限数の変更について＞
Ｑ１：貯玉再プレイの制限数をイベント的に上げ下げしてはいけないことは周知の事実だが、例えば、「平日 18 時以降は無
制限」というような変更は可能か？
部会では、再プレイの使用玉数上限は、風営法（関連法含む）上の規制がない為これだけであれば抵触する可能性はない
と考えられる。また、使用上限を一時的に撤廃するというお客様有利な内容であるので、店舗とお客様の遊技契約上も問題な
いと考えられる。一方、広告宣伝の観点で見ると、やり方によっては「特別な日(期間・時間含む)」の訴求ととられ「射幸心をそ
そる恐れのある」と捉えられる可能性がある、という意見が出された。

＜3．2019.7 消費税増税時の転嫁について＞
Ｑ１：今回は増税の対象が区分され、一部食品や飲料品に軽減税率が適用されるものがあるが、パチンコホールの景品も区
別して転嫁しなければならないのか？
一部では、販売ではなく「景品交換」なので軽減税率を適用しないという意見もある。
皆様のご意見ならびに会社の対応をお聞きしたい。
部会では、「景品交換は消費税の対象ではないという見解をうかがっており、玉交換数は仕入れ値に応じて転嫁していく」という
回答がされた。また、ホール内でのワゴンサービスについて、テイクアウトの 8％適用なのか、外食の 10％適用なのかで意見が交
わされた。
＜4．2019.8 ファン感謝デーでのサイコロくじについて＞
Ｑ１：G 県遊協主催のファン感謝デーの景品の中に、サイコロを振って、もらえる商品の数が変わるものがある。
パチンコホールでは、施行規則第７条の「営業の用に供する遊技機以外の遊技設備を設けないこと」により、営業所内
に、営業で使用する遊技機以外のゲーム機や、オセロ、将棋盤、トランプなどを置くことや、じゃんけん大会などの勝敗がつ
くもの、点数を競うことができるもの、などを催してはいけないと解釈しているが、上記のような商品の提供方法はこれに抵
触しないのか。
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抵触しないのであれば、その理由が知りたい。
また、仮に「ホール主催でなく、第三者の主催によるもの」というような回答の場合、オセロ、将棋盤、じゃんけん大会など、
第三者が設置もしくは主催すれば実施は可能なのか。
Ａ１：（個人的見解）ご指摘の今回のサイコロは、ファン感謝デーにおける懸賞抽選の方法としてサイコロを使用しているだけ
であって、来店された遊技客自らが遊技する設備として置いてあるものではないといえることから、当該施行規則の定めに
は抵触しないと考える。
なお、行政見解によっても当該施行規則の定めの目的が「当該営業の用に供する遊技機として認められた遊技機以外
の遊技設備を用いて賞品を提供する行為を防止すること」にあるとされていることからすると、そもそも、遊技客が自由に使
用することを前提にオセロ、将棋盤やトランプなどの類を休憩室などに置くこと自体が、施行規則で禁じられている遊技設
備の設置に該当するのかどうかが甚だ疑問。もちろん、都道府県（方面）公安委員会によっては、そのような場合でも、
施行規則で禁じられている遊技設備の設置に該当すると指導しているかもしれないので、その点の留意をお願いする。
一方、「じゃんけん大会などの勝敗がつくもの、点数を競うことができるもの、などを催してはいけない」という点については、
設備といえるようなものを設置して行う場合には当該施行規則の定めに抵触するおそれがあるということになり、また、設
備といえるようなものを設置して行わない場合でも、来店された遊技客に対する余興的なものを超えて、パチンコ営業にお
ける集客目的などがあるときには、（集客目的の行為自体が著しく射幸心をそそるおそれがあるとする昨今の行政の考え
方からすると）都道府県条例が定める「著しく射幸心をそそるおそれのおる営業」に該当するとされる可能性があるので、
その点の留意が必要。
また「第三者が設置又は主催」という点については、第三者が設置又は主催しているかどうかを形式的な面だけでみるの
ではなく、実質的にパチンコ営業者の営業に関わりをもっているかどうかが重要なポイントだと考える。なお、パチンコ営業
者又はその営業と全く関係なく独立した形態で第三者が設備といえるようなものを設置して行ったような場合には、当該
設備の種類によっては当該第三者の行為が無許可営業とされるかもしれない。
＜5．2019.8 確変残しについて＞
Ｑ１：一部地域では未だに「確変残し」が実施されており、店舗から「問題が無いのであれば自店でも実施したい」との要望が
あった。店舗にはできない理由を丁寧に説明したが、法律問題研究部会でも改めて取り上げて頂きたい。
なお、既に法律ハンドブック 2018 に見解が述べられてはいるが、あえて皆様のご意見を伺いたい。
Ｑ2-1：確変残しを問題ないと考えている方、その理由、ご意見をご回答下さい。
Ｑ2-2：確変残しを問題ありと考えている方、その理由、ご意見をご回答下さい。
A２：回答 3 社、全て問題有り。
・確変残しを告知する事に管理が行き届くか、またイベント的になってしまわないか。
・確変残しの告知が「著しく射幸心をそそる営業」とされる可能性がある。
＜6．2019.8 遊技台が押収された店舗について＞
Ｑ１：遊技台を押収され営業を中止したが、その後営業再開した店舗がある。その背景や経緯に何があったのか？ または考
えられるのか？ 通常であれば、営業停止のままではないのか。
Ａ１：・営業停止等については押収されてから相当（３～6 か月程度）の時間をおいて処分が決まるので、それまでの間に
営業すること自体は法律上は何ら問題はないと考えられる。
・ホール側が営業するかしないかを選んだ結果、営業する方を選択したという事ではないのか。
・後に営業停止処分となった店舗で、それまでの間営業をしていた店舗は既に存在する。
＜7．2019.8 18 歳未満遊技禁止、および子ども車内放置防止アナウンス記録について
Ｑ１：業界では、その実施状況を記録することを推奨しており、弊社でも毎時のアナウンス記録表を店舗に設置しているが、
自動アナウンスの店舗も多く、アナウンス記録表が形骸化しかねない状況を懸念している。各社の対応状況を参考にさせ
ていただきたい。
なお、自動アナウンスを設定している場合、「アナウンス記録表」等の設置は不要と考えているが、設置した方がよいのか。
Ａ１：・自動アナウンスで対応しているため記録化は実施していない。理由はアナウンスの有無を問われた場合、紙で記録化
していなくても実施を証明できるため。
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・弊社では、USEN 回線により自動アナウンスを実施している。また、18 才未満遊技禁止の内容は、店舗出入口や、台
間サンド、更には店内任意の場所に掲示物を設置している。また、これと同様にハンドル固定の確認についても、全店で
共通の記録紙を活用して残している。これは、日常的に確認をしていることを証明するツールと割り切って、記載自体を
「手書き」で行うこと、用紙が増えていってもファイリングして保管しておくことを義務付けている。
・自動アナウンスで設定しているが、日々の記録化は実施していない。ただし店長が現場で確認することが求められている
他、月次で確認したものを記録している。
・1 時間毎の自動アナウンス実施。チェック表（記録表）もつけており、この記録状況を社内監査でチェック。記録は必要
と考えている。
＜8．2019.8 メーカー製販促物について＞
Ｑ１：広告宣伝に関する質問。各メーカーがホール内での設置を目的とした販促物を作成しているが、その中には、著しく射
幸心をそそる、もしくは特定の機種推しに該当する表示等がある。これらをホールが設置した場合、行政からホールが処
分を受ける可能性はあるのか。
Ａ１：・3 社より「処分を受ける可能性はある」との回答。
・メーカーが作っても、ホールが作っても、店内で設置するのは、ホールの責任になるので、処分される可能性はある。
・基本的にメーカー製の販促物は使用していない。

＜9．2019.10 賞品の市場価格について＞
Ｑ１：ホールの駐車場で屋台販売を実施している株式会社 A の商品を来店ポイント景品として取り扱っているホール B があ
るが、問題は無いのか？
Ａ１：来店ポイント景品がホール B で一般賞品として交換できず、かつ株式会社 A の商品が市場価格と乖離がないことが必
須と思われる。
＜10．2019.11 遊技機の寄付に際して注意するべき点とは？＞
Ｑ１：特別養護老人ホームより、認知症予防の取組みとしてスロット機の遊技を検討しているので、使用していないスロット機
の寄付してほしいと依頼があった。
寄付するに際しての手続き、注意事項はどのようなものがあるか。
Ａ１：寄付すること自体については、特に法的な問題は発生しない。ただし、寄付した遊技台を廃棄する際に法に則って廃棄
して頂く必要があるので、その説明を実施する必要がある。また、実際に老人ホームへ遊技台の寄付を行った際には、上
記内容に加えて遊技台を循環式に改造し、電源のための変圧器をつけた。
Ａ２：懸念①：遊技台の適正な廃棄処理について 遊技台の不法投棄を防ぐため、寄付した遊技台を廃棄する時に、適
正な処理もしくは、返却していただく旨を相互確認し、書面に残す。
懸念②：闇スロ等、遊技台の不適正な利用について 営業の用に用いないように、この部分も相互確認し、書面に残
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す。
＜11．2019.11 検定切れ、認定切れに関する資料 要求書について＞
Ｑ１：検定切れ、認定切れの遊技機の資料を要求する文書を、この M 県以外で受け取ったかどうか、また、その都道府県が
知りたい。
Ａ１：全店確認したが、そのような資料は確認出来ず。（同回答 x1）
＜12．2019.11 サイトセブンポイントクラブについて＞
Ｑ１：「サイトセブンポイントクラブ」というサービスを当社独自の来店ポイントと併用しての実施は可能か。来店ポイントのサービ
スを実施しながら、第三者のポイントが付与されるサービスを加えてしまうと、総付け景品等の提供に関するガイドラインに
抵触するのではないか。
Ａ１：総付景品のアイデアの元となったサービス。なお、総付景品自体がホール主体で提供することが前提なのでそこが懸念
点。しかし、ホール独自の来店ポイントを廃して、このサービスに来店ポイントを依頼するのは原則では可能。また、景品と
このサービスの提供物が被らないようにすべき。
＜13．2020.1 東京オリンピック 遊技機入替自粛について＞
Ｑ１：東京オリンピック時の入替自粛について、既に自粛期間が 2 カ月から 3 カ月という噂が出ている。検定切れ・認定切れ
の撤去対応もあるので、事前に情報共有し、対策を検討したい。
＜頂きたい情報＞
１．各組合や全日遊連の情報。
２．長野冬季五輪時の自粛に関する資料。
Ａ１：PCSA 事務局が、2020 年 1 月 10 日(金)、全日遊連に確認。
・正式な議論はしていないと聞いた。
Ａ２：PCSA 事務局に資料なし。
※長野冬季五輪当時、法律問題研究部会が存在していない。
※1998 年（平成 10 年）2 月 7 日から 2 月 22 日まで日本の長野県長野市を中心とする地域を会場として開催
された 20 世紀最後の冬季オリンピック。
※PCSA は、2002 年（平成 14 年）3 月 25 日にパチンコ・チェーンストア振興会として設立、2003 年 1 月 16 日
に有限責任中間法人パチンコ・チェーンストア協会として発足。
部会では、遊技機の入替が非常に求められている現況において、入替自粛となればかなりの影響が懸念されると意見が交わさ
れた。
＜14．2020.2 遊技料金表示＞
Ｑ１：パチンコホールの店舗情報を掲載している WEB 媒体にて、1 玉・メダルあたりの遊技料金が小数点以下で表示されて
いる。営業所内での遊技料金表示は円の整数での表示が必須だが、このような WEB 媒体では特に問題ないのか？
Ａ１：法律では「見やすく表示する」とだけだが、平成 26 年 3 月 5 日に全日遊連から送付された「遊技料金の表示について」
では、
① 個数調整方式で玉 1 個、メダル 1 枚の遊技料金が割りきれない場合
最小貸出単位の玉個数又はメダル枚数と遊技料金を必ず表示する。
例：24 個 100 円の場合、1 玉は、4.16666666…となり割り切れない。ここで、切り捨てで 4.16 円、切り上げで
4.17 円などと表示をしてはならない。また、24 個 100 円の表記（最小貸出単位）がされている前提ならば、よく使わ
れる 116 個 500 円や 232 個 1000 円といった表記を追加する事に問題は無い。
② 個数調整方式で玉 1 個、メダル 1 枚の遊技料金が小数点第 2 位までで割りきれる場合
最小貸出単位での表記が必須。この場合は、実際に貸し出せる遊技料金と玉数ということから、整数にしかなり得ない
点に注意。なお、それ以外は 1 個又は１枚などを小数点第 2 位まで割り切れるのであれば、任意で表記して良い。
例：必須 ⇒25 個 108 円、 任意 ⇒1 個 4.32 円
③ 個数調整した場合のいわゆる「コーナー表示」について
営業スペースを島単位で区切って「4 パチコーナー」などと店内表示をするケースでは、個数調整の場合は遊技料金を
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「△△個○○○円」と表示することから、コーナー表示も表示した遊技料金と合致した表記にすること。また、広告宣伝に
おいても同様。
となっている。WEB 媒体などにおいても、この基準に準じるべきだと回答がされた。

開催概要
第 187 回拡大法律問題研究部会

第 192 回法律問題研究部会

開催日時 平成 31 年 4 月 20 日（土）

開催日時 令和 1 年 9 月 28 日（土）

午後 1 時～午後 4 時

午後 1 時～午後 4 時

開催場所 PCSA 会議室

開催場所 TKP 上野駅前ビジネスセンター 6A

出席人数 部員 13 名､賛助部員 3 名､オブザーバー2 名、

出席人数 部員 13 名､賛助部員 2 名､

合計 18 名
第 188 回拡大法律問題研究部会

正会員企業オブザーバー1 名、合計 15 名
第 193 回法律問題研究部会

開催日時 令和 1 年 5 月 25 日（土）

開催日時 令和 1 年 10 月 18 日（金）

午後 1 時～午後 4 時

午後 1 時～午後 4 時

開催場所 TKP 上野駅前ビジネスセンター 7A

開催場所 TKP 上野駅前ビジネスセンター 6A

出席人数 部員 13 名､賛助部員 4 名､

出席人数 部員 13 名､賛助部員 3 名､合計 16 名

賛助会員オブザーバー1 名、オブザーバー1 名、
合計 19 名

第 194 回法律問題研究部会
開催日時 令和 1 年 11 月 15 日（金）

第 189 回拡大法律問題研究部会 in 岐阜・富山

午後 1 時～午後 4 時

※依存問題対策プロジェクトチームと共同で開催。

開催場所 TKP 上野駅前ビジネスセンター 6A

開催日時 令和 1 年 6 月 28 日（金）～29 日（土）

出席人数 部員 12 名､賛助部員 3 名､

開催場所 ＜ストアコンパリゾン・店舗見学会＞

正会員オブザーバー1 名、合計 16 名

岐阜県高山市、富山県砺波市、富山県富山市
＜拡大法律問題研究部会・依存問題対策

第 195 回法律問題研究部会

プロジェクトチーム in 富山＞

開催日時 令和 1 年 12 月 18 日（金）

富山県民会館 707 号室（富山県富山市）

午後 1 時～午後 4 時

出席人数 部員 9 名､賛助部員 3 名､

開催場所 TKP 上野駅前ビジネスセンター 6A

正会員オブザーバー1 名、

出席人数 部員 12 名､賛助部員 1 名、合計 13 名

賛助会員オブザーバー1 名、オブザーバー1 名、
富山県遊技業協同組合 7 名、合計 22 名

第 196 回法律問題研究部会
開催日時 令和 2 年 1 月 24 日（金）

第 190 回拡大法律問題研究部会

午後 2 時～午後 5 時

開催日時 令和 1 年 7 月 27 日（土）

開催場所 TKP 上野駅前ビジネスセンター 6A

午後 1 時～午後 4 時

出席人数 部員 12 名､賛助部員 1 名、合計 13 名

開催場所 TKP 上野駅前ビジネスセンター 6A
出席人数 部員 12 名､賛助部員 4 名､

第 197 回法律問題研究部会

正会員オブザーバー1 名、オブザーバー2 名、

開催日時 令和 2 年 2 月 21 日（金）

合計 19 名

午後 1 時～午後 4 時
開催場所 TKP 上野駅前ビジネスセンター 6A

第 191 回法律問題研究部会

出席人数 部員 12 名､賛助部員 1 名、合計 13 名

開催日時 令和 1 年 8 月 31 日（土）
午後 1 時～午後 4 時

※ 令和 2 年 3 月 26 日（木）開催の予定であった法律問題研

開催場所 TKP 上野駅前ビジネスセンター 6A

究部会は、コロナウイルスの為、開催を中止した。

出席人数 部員 11 名､賛助部員 3 名､合計 14 名
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