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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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人事問題研究部会 活動の記録
リーダー ご挨拶
人事問題研究部会リーダーを務めています、株式会社ニラクの志賀です。
人事問題研究部会では、会員企業の人事担当者が集まり、人事全般について情報共有や
共同作業をしております。昨年度は、新卒採用活動や女性活躍推進、健康経営に関する情
報交換会の開催、法改正への対応等、人事部門が抱える旬な課題について情報共有を実施
いたしました。さらに、東京以外でも部会を開催し、他企業のホールやバックヤード、本社見学を
実施し、幅広い視点から有益な情報や気づきが得られるよう取り組んでいます。
また、この人事部会は、人事担当者ならではの悩みや相談を共有できる場でもあります。実際
に、会員企業から質問を頂き、各社の対応を情報共有させて頂き、社内提案に至っているケー
スもあります。部会では、実例を挙げながら質問や課題に回答しますので、議事録には載せられ
ないような発言もしばしば…。実はこれが人事部会の魅力・醍醐味でもあります。職業柄、守
秘義務は徹底しておりますので、どうぞ安心してご参加・ご相談ください。
今年度も上記の取り組みを継続しつつ、「個社ではできない、PCSA だからこそできる取り組み」
について研究を進めて参りますので、人事問題研究部会へのご参加をお待ちしております。

リーダー
志賀 健太郎
株式会社ニラク

部会の目的

PCSA の目的たる「社会に貢献できる人材の育成と働く人々の労働環境の整備を実現することを通じて、国民の豊かな余暇生
活を早期実現する。」の達成のため、次の目標を掲げる。
①パチンコホール企業に働く人々の労働環境の整備を通じわが国における雇用創出拡大を企図する。
②チェーンストア経営原則の教育実施を通じ、遊技業界の枠組みを越えた広く社会に貢献できる人材の育成・輩出を企図する。

第 19 期 活動計画
・定例研究部会（毎月 1 回、原則第 2 金曜日 午前 11 時～午後 3 時）
・日常業務にかかる人事関連諸問題の事例研究・情報共有
・労政時報勉強会 人事労務に関する勉強会。毎月テーマと担当部員を決めて開催。
・新卒採用情報交換会 会員各社新卒担当者による現状報告、手法の研究、講師
による勉強会
・女性活躍推進情報交換会 会員各社女性活躍推進担当者による現状報告、手法
の研究
・健康経営勉強会 クローズアップされている健康経営について学ぶ
・地方開催（年１～２回） ホール企業の本社や店舗を訪問

サブリーダー
木内克宏
アメニティーズグループ
株式会社パンドラ
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第 18 期 人事問題研究部会 メンバー
担当理事
担当理事

城山 友朝

ミカド観光株式会社 常務取締役

リーダー

志賀 健太郎

株式会社ニラク

サブリーダー

木内 克宏

アメニティーズグループ（株式会社パンドラ）

リーダー・サブリーダー

部員(正会員)
長岡 敏之

株式会社ダイナム

塩田 英紀

株式会社ヒカリシステム

今井 宏行

夢コーポレーション株式会社

中澤 直樹

アメニティーズグループ（株式会社アメニティーズ）

三桝

株式会社 TRY&TRUST

川口

アメニティーズグループ（株式会社アメニティーズ）

久保 龍也

株式会社合田観光商事

小泉 和義

新山 靖之

株式会社セントラル伸光

優

治

株式会社三永

正会員企業オブザーバー参加
佐藤 千恵

株式会社セントラル伸光・コスト問題研究部会 リーダー

金子

株式会社ダイナム

鈴木 愛美

株式会社セントラル伸光

松木 美子

株式会社ダイナム

平

株式会社ワールド

谷口 敦史

株式会社ダイナム

峯瀬 京子

株式会社グランド商事・アドバンス

田中 真知子

株式会社ニラク

小山内 勝

株式会社ヒカリシステム

田島 里美

株式会社ニラク

浮ヶ谷 雄輔

株式会社ヒカリシステム

武藤 あかり

株式会社ニラク

土志田 拓郎

株式会社ヒカリシステム

水野 明彦

夢コーポレーション株式会社

前野 匡志

アメニティーズグループ(株式会社パンドラ)

上林 浩和

夢コーポレーション株式会社

武内 好努

アメニティーズグループ(株式会社パンドラ)

佐々木 忍

夢コーポレーション株式会社

佐藤 弘志

アメニティーズグループ(株式会社パンドラ)

高橋 由衣

夢コーポレーション株式会社

倉澤 康之

アメニティーズグループ(株式会社アメニティーズ)

沼田 梨奈

夢コーポレーション株式会社

窪田 裕史

アメニティーズグループ(株式会社アメニティーズ)

瀧澤 正博

夢コーポレーション株式会社

堀口 憲一

アメニティーズグループ(株式会社パンドラ)

河野 太介

株式会社 TRY&TRUST

丸山 高弘

アメニティーズグループ(株式会社アメニティーズ)

茂木

株式会社合田観光商事

鈴木 崇之

株式会社三永

永山 美貴枝

株式会社合田観光商事

酒井 勝美

株式会社三永

佐々木 渉

株式会社合田観光商事

酒井 友樹

株式会社三永

荒川 潤志

ミカド観光株式会社

岡本

株式会社晋陽

村瀬 洋太

ミカド観光株式会社

田原 久嗣

株式会社晋陽

堀田 英紀

ミカド観光株式会社

今吉 信明

株式会社晋陽

荒籾 伸一

株式会社加賀屋

前川 竹志

株式会社インターコスモス

敦

悟

隆之

晃

賛助会員企業オブザーバー参加
澤田 陽介

株式会社マースエンジニアリング

辻

株式会社マースエンジニアリング

雄亮
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PCSA 調査研究・経営分野アドバイザー
藤田

宏

株式会社エンタテインメントビジネス総合研究所

名豊観光株式会社 オブザーバー参加
山田 理菜 様

名豊観光株式会社

後藤 香代子 様

名豊観光株式会社

遠山 勇人 様

名豊観光株式会社

岩堀 友洋 様

名豊観光株式会社

伊藤 千浩 様

名豊観光株式会社

伊藤 華江 様

名豊観光株式会社

藤原

名豊観光株式会社

寺田 知恵子 様

名豊観光株式会社

鈴木 美枝子 様

名豊観光株式会社

中村 恵美 様

スパークスネットワーク株式会社

玉元

名豊観光株式会社

潤 様
伸 様

第 18 期 活動報告
＜＜ １．新卒採用情報交換会 ＞＞
昨今の危機的ともいえる新卒採用活動の厳しさを少
しでも改善するための手法やトレンド、状況などの情報
を新卒採用担当者同士が速やかに情報を共有し、新
卒採用の目標達成をアシストする事を目的として開催
している。
＜第 12 回新卒採用情報交換会＞
開催日

令和 2 年 1 月 17 日（金）

時間

午後 1 時～午後 5 時

開催場所

TKP 上野駅前ビジネスセンター 4A

出席人数

部員 7 名、正会員オブザーバー
12 名、合計 19 名

＜概要＞
第１部 基調講演
講師：株式会社パフ
専門役員 田代 明久様（写真右上）
営業グループ 鬼丸 真希子様
テーマ：

『学生・企業の動きが激変！ 2021 年採用のトレンドから考える新
しい集客＆採用手法』

内容：
第１部 2021 年採用の最新トレンド
スケジュール
インターンシップについて
ナビサイトについて
就活イベント・説明会について
ダイレクトリクルーティングについて
第２部 ダイレクトリクルーティング
・ダイレクトリクルーティングとは

堀口 憲一 オブザーバー
アメニティーズグループ
株式会社パンドラ

・ダイレクトリクルーティングが生まれた背景
・ダイレクトリクルーティングがもたらす変化
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・スカウトサービスのメリット・デメリット
・成功に必要な事
・コミュニケーション設計
第３部 リクルーターを取りまく企業＆学生
状況
・企業の関心事
・全社によるリクルーター活動の浸透
・学生に聞く社員の印象が良い印象
・学生が入社する一番の要因
・社員に会う事は就職活動に影響するか
・新卒採用成功の鍵
第４部 リクルーターの取り組み最新事例
紹介
・全社を巻き込んだ採用活動は、経営層

丸山 高弘 オブザーバー アメニティーズグループ 株式会社パンドラ（左）
鈴木 愛美 オブザーバー 株式会社セントラル伸光（右）

の支持を得られるか。
・リクルーターは自身の役割が明確に理解
できているか。
・リクルーターが活動しやすい環境が整備されているか。
・リクルーター活動 成功企業例
① 若手社員を巻き込んだ採用プロジェクト。
② 情報共有権限移譲で当事者意識を醸成。
第５部 採用活動のあるべき姿とは
・以前は「落とす採用」、今は「伴走する採用」。
・以前は「片思い採用」、今は「両思い採用」。
第 2 部 ディスカッション
4 グループに分かれてディスカッション、発表を行った。
テーマ：講演を聞いて
１．気づいた点、参考になった点
２．自社の採用活動に反映できそうな事（考え方、手法など）
グループ A
採用 PT 気づいた点
・やりたい企業は多いが、現場での採用に対する意識の差がある。そこで、トップからの指示もあり、全社を巻き込んでと
いうのが良い、やっていきたい。
ダイレクトリクルーティング
・今後主流になってくると考える。ナビサイトないでスカウトメールがあるが、それとは違う。
リファラル採用 ※自社の社員から人材の紹介、推薦を受けて採用すること。
・店舗で働いたアルバイトを対象にしていきたい。
内定者へのアプローチ
・内定者に後輩を紹介してもらう。
採用活動に反映
・OG や OB に紹介をお願いするのは、承諾書にサインしているくらいの時期に。
・他社のプロジェクトをきいて、1 年ごとに組み直し。毎年の成果を記録していきたい。
・ダイレクトリクルーティングは複数社に依頼して進めていきたい。
グループ B
・丁寧に学生と信頼関係を気づいて両想いになる。
・愛のある採用（8 回目以降のプロポーズ）
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当社、採用自体を結婚として考えている。最低 8 回以上は会うようにして
いる。前年対比では 200％の採用が出来た。
・学生の承認欲求を満たしていく、自社の考えを広めていく。
グループ C
インターン気づいた点、参考になった点
・アミューズメント向けの企業は、実はホワイト企業ではないか。
・学生と毎月面談が効果的。
・志望度の低い学生には、役職者面談。
自社の採用活動に反映できそうな事
・就職を反対しているご両親に実際に会いに行く。
・ご両親が納得するような人、役職者を同行する。
学生担当のとのコミュニケーションが必須
・営業担当と新卒採用が「欲しい人」は決まっているのにそういった人が来な
かった。

酒井 友樹 オブザーバー
株式会社三永

学生への口説き文句
・うちに来て勉強してみない？
SNS でのアプローチ
・ラインで会社の日常的な写真をアップする。
グループ D
インターン気づいた点、参考になった点
・リクルーターに現場との関係を更に構築、全社で応援するべき。
・ダイレクトリクルーティング活用では、リクルーターを活用するので効果の最大化を図りたい。
・特性ごとのコミュニケーション設計では、インターンシップに参加した時に、第 1 志望の企業への就活を徹底的に応援
して、関係を作っていたのが勉強になった。
・リクルーターが採用した学生が更にリクルーターになるという流れを作りたい。

＜＜ ２．女性活躍推進情報交換会 in 愛知 ＞＞
政府の女性活躍推進に関する方針並びに
女性活躍推進法の成立に伴い、国内にお
ける女性活躍推進に関する取り組みは、活
発になってきている。PCSA 人事問題研究
部会では、女性活躍推進に係わる情報提
供および情報交換の場を提供し、各社の一
助となる事を目的としている。

＜第５回女性活躍推進情報交換会 in 愛知＞
開催日

令和 1 年 11 月 7 日（木）～8 日（金）

開催場所

めいほうぐるーぷ 本社、託児所めいめい、夢コーポレーション株式会社 本社会議室

出席人数

担当理事 1 名、部員 6 名、正会員オブザーバー12 名、オブザーバー（めいほうぐるーぷ）11 名、合計 30 名
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＜概要＞
第 1 部 託児所めいめい 訪問
会場：託児所めいめい（愛知県豊橋市）
担当者：名豊観光株式会社

保育課 課長代理

藤原 潤 様

人事課 係長 労務担当

鈴木 美枝子 様

１．施設概要
名称：めいめいあけぼの
所在地：〒441-8151 豊橋市曙町字若松 109-1
設置者：藤野 智洋
管理者：伊藤 千浩
開設年月日：平成 27 年 8 月 2 日
入所定員：30 名
対象児童：6 か月から就園前児まで
保育形態：定期、一時預かり保育
開園時間：全日 7:30~25:00
保育日：原則、年中無休
保育士：社員 6 名、パート 10 名
２．保育理念
「豊かな個性」「おもいやりの心」「生きぬく力」を育む、ぬくもりのある良質な保
育サービスを提供する。
３．保育方針

城山 友朝 担当理事
ミカド観光株式会社

子どもの安全と安心を基本として、自ら伸びる力を大切にし、成長と個性に応じた多様性のある保育をする。子どもの
目線で、豊な愛情を持って、ひとり一人の気持ちをしっかり受け止め、その主体的な活動を育む。子どもを中心に捉え、
家庭や地域との信頼関係を築き、環境を通して、人や物との関わりを大切にする。
４．料金プラン
半日プラン・1 日プラン・月極プラン(給食、おやつ代含む)土日祝日利用、遅番利用は無料。また、兄弟割もあり二
人目以降のお子様は保育料無料。
５．歴史
平成 20 年 11 月

めいめい飯村開園(定員 5 名)

平成 27 年 8 月

めいめい曙開園(定員 10 名)

平成 29 年 1 月

めいめいあけぼのと名称変更と共に企業主導型保育事業所として増設(定員 22 名)
平成 29 年 1 月

めいめい飯村合併の為閉園

平成 30 年 10 月

めいめいたはら開園(定員 5 名)

６．その他
・保育士比率 100% ・自園調理で給食を提供 ・離乳食にも対応
・いつでも子ども達の様子が確認できるカメラを設置
・要望多数の為、豊橋市内にもう一か所設置を検討中
第２部 講演
会場：めいほうぐるーぷ 本社（愛知県豊橋市）
テーマ：ダイバーシティ推進に向けた取り組み
講師：めいほうぐるーぷ 教育指導課

山田 理菜 様

内容：・成果・会社への貢献
・プロジェクト研修の内容
従業員満足度を上げ、顧客満足度をあげていく「人づくり」を担うリーダーが必

永山 美貴枝 オブザーバー
株式会社合田観光商事

要になった。
・「サポート」に徹すること
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・メンバーに起きた変化 実際例
・ダイバーシティ推進チームのこれから
ESCS で結果を残す、女性も結果を出せるという大きな変革、未来
を変えるきっかけ
・推進者として学び得たこと
挑戦の機会、学びの機会、支える仲間やロールモデルの存在
⇒ 会社では、全社活性化施策の一つとして女性活躍推進を捉えて
いる。
⇒ 会社として顧客満足（CS）と従業員満足（ES）の向上を目
指しており、性別に関わらず「人づくりを担うリーダー」を発掘・育成
するべく取り組んでいる。
⇒ 社内の推進活動や研修を通じて、女性従業員の意識が確実に
変化している（積極的に意見・発言するなど）。過去５年間で
店舗役職者の女性割合も着実に上昇している。
第３部 ディスカッション

佐々木 忍 オブザーバー
夢コーポレーション株式会社

4 グループに分かれてディスカッション、発表を行った。
会場：めいほうぐるーぷ 本社（愛知県豊橋市）
テーマ：１．めいほうぐるーぷ様の取り組みから、気付いた点、参考になった点（考え方・手法等を共有）
２．自社の取り組みにどう活かすか（制度面、教育面、等）

＜＜ ３．第 2 回健康経営勉強会 in 大分 ＞＞
＜講演＞
開催日

令和 2 年 2 月 13 日（木）

時間

午後 2 時 15 分～午後 5 時

開催場所

ビープラス・グループ株式会社（大分県大分市）

出席人数

部員 6 名、正会員オブザーバー3 名、合計 9 名

テーマ

アミューズメント会社が安全衛生優良企業の認定を取得した理由と今、そしてこれから
ビープラス・グループ様の健康経営および安全衛生体制の取り組みについて、ご担当者様よりご講演頂きます。(会
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社概要、企業理念、人材育成方針、安全衛生・健康経営に関する具
体的な取り組み、「安全衛生優良企業認定」取得により得られたこと
等)
講師

ビープラス・グループ株式会社 経営管理部 部長 佐藤 広一郎様
（右写真）

会場

ビープラス・グループ株式会社 本社 3 階 会議室

概要

１．ビープラス・グループ株式会社 概要
・大分 1 店舗、熊本 1 店舗、東京 1 店舗、沖縄 2 店舗、神奈川
1 店舗、計 7 店舗。
・従業員数 152 名、正社員 72 名、パート・アルバイト 80 名。
・自動車部品販売で創業、現在はパチンコを含む複数の業種に進
出。
２．安全衛生優良企業制度の取得まで、それ以降の歩み
2015 年 9 月 ４週６休から４週８休へ
2016 年 3 月 安全衛生優良企業公表制度の取得を公言

講師 佐藤 広一郎様
ビープラス・グループ株式会社

●安全衛生優良企業公表制度前の自社
・本社と店舗の質的な距離が近く、風通しが良い
・勢いがある
・競合他社と比較して、福利厚生は？
・採用難、勤続年数が短い、離職率が高い
⇒ 福利厚生の充実（公休日数増）の切掛けに
●2016 年 3 月の会議より
・認定を取得する目的は、企業価値を上げたい、対外的な活動に活かしていきたい
・国の認定を受け、リスクを取りながら進んでいく
・ワークライフバランスの見直し、労働生産性を向上によって、仕事に集中できる環境を
整えていく
・1 日 8 時間の仕事の中身を変える
・結果として業績が上がる
2016 年 7 月 従業員休憩所の分煙化開始
2016 年 10 月 安全衛生優良企業公表制度を申請
・福利厚生の充実、採用関連の数値改善へ
・安全衛生優良企業の認可取得の事例が少ない。
（2015 年 6 月から受付開始、申請時の認定企業数 16 社のみ）
・元々製造業や建設業を意識した制度のため、サービス業であるパチンコ業界で認定

川口 治 部員
アメニティーズグループ
株式会社アメニティーズ

を受ける際に「前例がない」という障害
・申請書類が非常に多かった

安全衛生優良企業（ホワイトマーク）とは
安全衛生優良企業とは、厚生労働省が認定するホワイト企業の証。
労働安全衛生法に沿って労働者の安全や健康を確保する対策に積極的に取り組み、高い安全衛生水準を維持・改
善していると認定された企業に与えられる。具体的には、従業員のワークライフバランスを充実させる事などがあげられる。
・労働安全衛生法等の違反はないか？
・労働災害発生はないか？
・優良企業としてふさわしくないことはないか？
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・安全衛生体制はできているか？
・安全衛生全般に取り組んでいるか？
・安全衛生活動を推進するための取組をしているか？
・健康保持増進対策をしているか？
・メンタルヘルス対策をしているか？
・過重労働防止対策をしているか？
・受動喫煙防止対策をしているか？
・安全でリスクの少ない職場環境の整備をしているか？
2016 年 11 月 ストレスチェック実施
・労働時間の抑制（見直し）
・リフレッシュ休暇（夏期、冬期連続 3 日以上の休暇）実施
・登山・ウォーキング（行事）開催
・ハラスメント研修、メンタルヘルス研修を開催
・相談窓口を本部に設置
・受動喫煙対策として、喫煙室を全店に設置
・ストレスチェックの実施
2016 年 12 月 安全衛生優良企業公表制度の認可取得
・毎月の安全や衛生にかんする会議の議事録提出が必須に
・メディア（テレビ、業界誌）への露出が増える。

小泉 和義 部員
株式会社三永

2017 年 1 月

安全衛生優良企業発表会に参加 ＠渋谷

2018 年 1 月

安全衛生優良企業発表会に参加 ＠福岡

2018 年 2 月

ストレスチェック実施

2019 年 11 月

安全衛生優良企業公表制度の認定期間修了

●良かった事
・会社の目指したい方向などが、全社に明確に伝わった。
・労働環境や福利厚生の改善の提案をしても良い、という雰囲気、実態になった。
・採用関連の数値は改善（採用数安定・離職率低下など）
しかし、W マークの貢献度は確定できず
・長時間労働の抑制、公休及び有給休暇を取得することへの理解が進んだ
●認定満了及び更新への懸念
・社内外共に、W マークというキーワードが挙がる機会が減る
・W マーク発表会の認知度や盛り上がり、企業間のつながりが期待通りではない
・以前に W マークを取得した企業が更新していないケースあり
・更新時に多数の書類を再度準備が必要
結論
⇒ 認定を取得する段階で既に良い影響は受けた
⇒ 今後、会社として取得前の状態に戻ることはない
⇒ 社内での W マークの役割は修了したのではないか
⇒ 同制度の更新はしないことを決意
＜ディスカッション＞
2 グループに分かれてディスカッション、発表を行った。
テーマ：講演を聞いて

長岡 敏之 部員
株式会社ダイナム

１．気づいた点、参考になった点
２．自社の採用活動に反映できそうな事（考え方、手法など）
グループ１
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発表：・W マークの取得により従業員の意識が変わった。
・W マークの取得はプロセスが大切で、準備があれば知識が無くても大丈夫。
・働きやすさが社内風土として浸透しているので採用がしやすくなる。
・社内交流の増加が見込める。
グループ 2
発表：・W マーク取得

⇒ 従業員が改善提案をしても良いという変化があった。
⇒ 離職率の低下
⇒ 管理者の連休取得

・制度を整えた方が良い、という企業は取得すべき
・ストレスチェックやメンタルヘルス対応を開始できた。
＜店舗見学会＞
開催日

令和 2 年 2 月 14 日（金）

時間

午前 10 時 20 分～正午 12 時

開催場所

エルグラン明野本店（ビープラス・グループ株式会社）（大分県大分市）

出席人数

部員 6 名、正会員オブザーバー3 名、合計 9 名

概要

エルグラン明野本店（ビープラス・グループ株式会社）店舗見学、質疑応答

目的

ホール、事務所、バックヤード等を見学。その後、安全衛生、健康経営、その他人事問題に関する質疑応答。

質疑

店舗所属の従業員における正社員、パート・アルバイトの人数は？
女性制服のデザインは採用に好影響か？
W マークの取得前、取得後の変化は？
W マーク取得の際、現場でどう感じていたか？
店舗の役職の構成は？
パート・アルバイトの賃金と相場、採用への影響は？

＜＜ ４．RPA 勉強会 ＞＞
開催日

令和 1 年 6 月 14 日（木）

時間

午後 1 時～午後 3 時

開催場所

TKP 上野駅前ビジネスセンター
6A（東京上野）

出席人数

部員 8 名、正会員オブザーバー
8 名、賛助会員オブザーバー2 名、
アドバイザー1 名、合計 19 名

＜概要＞
テーマ：「RPA のはじめ方!! CREO-RPA
のご紹介」
講師：株式会社クレオ 様
ソリューションサービスカンパニー マー
ケティング統括部 RPA 推進グループ
柳沼 寛人 様

事業推進部 担当部長

山田 耕大 様

マーケティング統括部 事業企画部 RPA 推進グループ シニアマネージャー

本間 順和 様

マーケティング統括部 事業企画部 マネージャー

内容：
＜セミナーの目的＞
1．RPA とは何かイメージを持ってもらう
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2．市場状況を知ってもらう
3．CREO－RPA を知ってもらう
＜RPA とは＞
・RPA＝ロボティクス・プロセス・オートメーション
・パソコン上にソフトウェアのロボットを立ち上げ、決まった手順の事務処理を肩代わりさせる
技術。
・休まない、24 時間／365 日稼働
・間違えない、高い作業品質
・辞めない、無離職・無制限採用
・RDA では、マウス／キーボード操作を記録し設定する⇒パソコンを占有。
・RDA では、実行端末ごとにライセンス購入が必要⇒規模拡大に応じコスト増。
・RPA では、WEB や Excel は開発ツールで処理ができる⇒バックグラウンドで処理。

塩田 英紀 部員
株式会社ヒカリシステム

・RPA では、サーバーにロボットが存在⇒規模拡大で RDA よりコスト安。
＜導入展開と気をつける事＞
・展開イメージとして、導入計画で導入の意義を確認、全体のロードマップを策定、ロボット

の開発と導入では、トライアルとして、対象となる業務を選定、トライアル開発、結果評価をし、本格的な導入を準じ
展開する。
・なお、「10 体ルール」としてまずはロボットを 10 作成してその課題や本格導入時の運用ルールなどを模索、策定す
る。
・コスト削減にこだわりすぎず作業品質の向上や社員のストレス削減も狙うと良い。あまり削減できる時間やコストだけ
に注目しすぎてはよくない。
＜対象業務選定時のポイント＞
・RPA の対象業務を選ぶポイントは、複雑度が低く、要求される正確性が高く、承認を絡めた正当性の確認はなく、
業務の変更頻度はとボリュームは中程度。
・RPA と相性の良いシステムは、WEB や Excel やテキストファイルの転記（入力代行）、データ集計・出力、突合・
チェック、モニタリング、データ更新など。
＜RPA の市場動向＞
・RPA の導入状況においては、50％以上が検証中で本格展開中は 20％ほど。
・ロボット開発人材不足での課題は、対象業務の選定やシナリオの造り込みが最も多く上げられている。
・最も重要なのは自社内の人材育成。
＜デモンストレーション＞
・WEB サイトからのデータ抽出。
・Excel からシステムへ転記。
・人事業務に関するロボット。
・パチンコホール固有のロボット事例。
＜CREO－RPA サービスのご紹介＞
・従量課金で、初期費用無料、月額最低 6 万円、従量課金は月 20 時
間以上から発生し最低契約期間は 6 ヶ月。
・充実したサポート体制。
・RPA 管理ツールがセットとして提供される。
・高性能 OCR の Tegaki エンジン搭載の「CREO OCR」が利用可能。
質疑応答：
Q：1 シナリオ 1 ロボットなのか、何台ロボを作っても 20 時間を超えない限り
は 6 万円という事なのか。
A：ロボ自体を作るのは好きなだけ作れる。なお、ロボを作れるアカウントの同時
接続可能数が 1 となる。
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Q：Tegaki エンジンの利用料金の形態は？
A：月の固定費用は 0 円で、データの読み込みによって課金をさせて頂く。1 行の枠で 1 円、複数行の枠は 1．25
円、ボックス（郵便番号）という等間隔の枠は 1 枠 0．25 円、チェックボックスが 1 つで 0．25 円になる。
Q：人材育成が重要という事だったが、どのくらいの人材を投入するべきなのか。
A：顧客プロジェクト規模では 2～3 名が多い。中には 1 名システムに強い方が居る印象がある。また、無料の講習会を
十何名受けさせて、その中から最
適な方を選ぶという方式をとってい
る顧客もある。
Q：グーグルのツールなど、得意、
不得意なアプリを教えて頂きたい。
当社はグーグルに特化している。
A：グーグルの API を直接操作す
るようなステップもあるが、難易度が
高い。また、グーグルのスプレッドの
操作は得意ではない。座標指定が
HTML 形式なので安定しない。
OFFICCE の方は実績もある。な
お、開発言語はオリジナル。
Q：クラウドなのかローカルなのか。
A：サーバーにデータ等があるが、実際に動くのはローカル。ただし、ローカル 1 台から又別のローカルを操作するような
RPA を組み込むことも可能。
Q：当社の使用している他社製のツールを操作することは可能なのか。
A：お客様のローカルマシンで操作するようなものであればすり合わせた上で操作は可能だが、他の取引先のサーバーと特
殊なツナギ方をして作業をするとなれば難易度が高くなる。

＜＜ ５．戦略人事ツール「ヒトマワリ」 プレゼンテーション ＞＞
開催日

令和 1 年 10 月 11 日（金）

時間

午前 11 時～午前 11 時 30 分

開催場所

TKP 上野駅前ビジネスセンター 6A（東京上野）

出席人数

部員 9 名、合計 9 名

＜概要＞
テーマ： 戦略人事と弊社サービス【ヒトマワリ】の有用性について
講演： 株式会社グローバンス様

代表取締役社長

坂出 雷太 様
シニアコンサルタント

清水 琢斗 様

シニアコンサルタント

中村 健志 様

内容：
戦略人事とは、今までは管理委業務を行ってきた人事部門を経営者のパートナーとして動けるようにする仕組みで、徐々
に日本に広まってきている。戦略人事は重要だと認識されているが、機能していないのが大部分。近年、労働人口の減
少、働き方改革によって多様性などに対応、企業の優位性を持つ為にも戦略人事が非常に重要になる。
戦略人事には、原因指標と結果指標が必要不可欠で双方の因果関係がポイントになる。どちらかだけを考えては根本
的な解決にならない。従って戦略人事には人財データが必要不可欠。これまでの管理手法では、それぞれのデータがその
場や事業所ごとにバラバラに管理されている。従って、データを探す、まとめる、加工、分析に時間がかかる。更に、この状
態だと、各データの属人化が発生してしまう。それを一元管理する事がヒトマワリには出来る。従って業務効率化が望め
る。
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ヒトマワリの強みは、HDRP と呼ぶ人材データベー
スの便利データを統括したものが提供できること。
様々な便利ツールを統合する事で、連携が可能
になる。ヒトマワリは、人事の方々が使うツールと
みられがちだが、経営者や事業部門も使用する
事が出来る。ヒトマワリから、原因指標と結果指
標を出すことが出来る。機能的には、人事台帳
をヒトマワリは持つ。通常の項目以外にもカスタマ
イズ項目として複数の項項目が追加可能。様々
な分析に対して、エクセルではなくヒトマワリで、極
端な話アルバイトでもデータを抽出できる。
更に人材採用の採用管理も可能。入社後の履
歴まで紐づけられるので、離職率と採用経路の

中澤 直樹 部員
アメニティーズグループ 株式会社アメニティーズ

関連付けも可能。また、人事データに紐づいた組
織シミュレーションや、人事台帳で管理する事から
従業員単位で権限をカスタマイズする事も可能。

また、評価の割合や男女比率を簡易に取り出す事や、従業員の評価、面接、アンケートを含めて、発信、集計する事も
出来る。また、アンケートでは従業員の回答が埋もれがちだが、アラート機能で取り出すことも可能。更に従業員の個人情
報、住所や振り込み口座などが権限に基づいてスマホからも更新できる。更に、将来の組織シミュレーションによって、何年
後にどのような組織構成になるかが分かる。なお、このヒトマワリは、革新ビジネスアワード 2019 で受賞している。
質疑応答：
Q：人事生産性や労働分配率は出せるか？
A：現段階ではできないが、お客様のカスタマイズによって可能になる。
Q：評価を事業所ごとにカスタマイズできるのか。
A：事業所ごとでもカスタマイズ可能。
Q：システム管理者、または店舗独自の「評価に反映しない」コメントなどには対応できるか。
A：可能。エクセルを回す事が可能。評価自体は、ワークフローの中で入力が出来る。
Q：リクナビとは連携できるのか。
A：一括で変換取り込みが可能だが、自動ではない。
Q：組織シミュレーションでは、適正検査を実施した人物をある店に移動させたらどうなるかは分かるのか。
A：適性検査の反映は現在開発中の機能で来年 4 月に実装予定。
Q：当社にはそういったデータがなく評価も毎年変化している。
A：すでにヒトマワリを導入済み企業は、ほとんどがデータがそろっていなかったが、今後の事を考えて、ここからスタートして
いるクライアントが多い。
Q：評価や相性などを考慮してシフトを自動的に作る機能があれば面白い。
Q：先行しているシステムとの違いは？
A：既存のシステムはツール型が多い。某システムを導入している企業に聞くと、評価管理のツールとして使っている。ヒトマ
ワリは、根本的に人財台帳が基本になっており、そこにツールが連携している。ツール特化になるとデータが統一化されない
ので、情報の一元化に結び付かない。例えば、某システムでは役職の変更履歴を残せない。
Q：導入企業の業種や人数の傾向は？
A：業種の偏りはない。200～500 名の会社がボリュームゾーン。1000 名以上もある。一方、100 人以下では従業員
の把握が出来ているのでニーズがないのではと感じている。

＜＜ ６．人事問題研究部会 質問コーナー ＞＞
部員各社の懸案事項等を部会に持ち寄り、各社の対応等を情報共有している。
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＜4 月 新卒採用入社人数アンケート＞
2019 年 4 月の新卒採用について、部会内でアンケートを募集、6 社より回答を得た。
なお、質問項目は以下の通りとなる。部員からは、地元高卒の採用が製造業と競合し
て難しくなっている、全国転勤可能な新卒は都会より地方の方が取りやすい、などの情
報が共有された。
Ｑ：2019 年 4 月 新卒採用について
Ｑ１：採用目標人数は何人か？
Ｑ２：実際の採用人数は何人か？
Ｑ３：新卒採用の男性と女性の人数は？
Ｑ４：学歴別での割合は？（大卒、短期、専門、院卒 etc）
＜4 月 労使アンケート＞
2019 年 4 月の労使交渉について、部会内でアンケートを募集、3 社より回答を得た。

久保 龍也 部員
株式会社合田観光商事

なお、質問項目は以下の通りとなる。
Ｑ：今年の春闘における労組からの要求と会社回答について
Q１．労組からの要求内容
Q２．会社からの回答内容

＜５月 労働時間・残業時間・休暇調査アンケート 2019 アンケート 分析＞
・過労死問題に端を発して、労働時間の短縮、厚生労働省の法令改革などが開始された。
・各社労働時間集計サマリーを素材に検討、分析した。
＜概要＞
・1 店舗当たりの正社員は、7～14 人。
・1 店舗当たりの正規＋非正規人数は、14～24 人で平均 20 人程度。
・会社規定による月当たり所定労働時間は、155．9～173．8h。以前は 170h が平均値だった。
・会社規定による年間所定労働時間は、1871～2085h。およそ 2000h が平均値。
・会社規定による 1 日あたり所定労働時間は、7．50～8h。
・年間所定休日数は、91～117 日。
・年間の総残業時間は、平均すると 100～150 時間。飲食などと比較すれば少ない数値。
・年間の総労働時間は、有休を含めているかいないかのちがいがあるが、およそ 2000h が平均値。
・年間の所定労働時間＋残業時間では、2100h 程度。
＜残業時間削減＞
・残業自体は多くない。36 協定の 45 時間を遵守するためにアラートを出して業
務の割り振りを再検討、対応している。サービス残業の実態把握のために PC のロ
グオフ時間と退勤時間の比較、30 分以上は上長にアラートを出している。
・閉店後、即退店。閉め作業と開店作業を翌朝に実施する実験をしている。
・他業種では、夜残業から朝残業に切り替えることで、成果が上がっている。不要
な残業が減る。残業時間自体も半減、夜残業の割増賃金が削減された。
・朝の人員の手配はどうなのか。⇒全員が出るのでなく、必要な人だけが早朝出
る。
・清掃はどうするのか。朝清掃は人が集まらなかった。⇒営業時間中に清掃出来
るとこは清掃して、営業時間に出来ない所の清掃だけを朝に回している。
・他業種で問題になったのは、お金の計算。それを銀行に「数えずに」渡して計算し
てもらっていた。誤差が出た際の「発覚までの時間のずれ」でどれだけリスクが増
加するのか確認したがほとんど変わらなかった。
・残業無しで当社店舗は 11 時 30 分まで。朝にお金の計上をするのは良いア
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イデアなので早速部下に指示を出した。清掃も朝に実施している。
＜その他＞
・打刻して建物を出るときの退館履歴を比較して、15 分以上だとサービス残業として
指摘、注意している。また余計な仕事をそぎ落として残業時間を減らしていきたい。
・SM の滞在時間を AM6 時～PM3 時とすることで労働環境が改善される。評判も
良い。
・閉店後、夜の現金精算を朝にするのは非常に魅力的。時間がだらだらと延びないと
いうメリットがある。
・リアルタイムで数値を確認できる勤怠システムに変更したい。
＜６月 育休からの復帰後、①フル出勤者と②時短勤務者について、何らかの待
遇差があるか？＞
時短勤務者の復帰に際して、時短分の給与を控除をする対応を考えていたが、

佐藤 千恵 コスト問題研究部会 リーダー
株式会社セントラル伸光

社内から、「短縮なしで復帰した社員がいるのだから、時間分の減額だけで公
平と言えるのか？」「フル出勤者に報いてあげたい」という意見があり、他社規定
や事例を収集している。

＜意見＞
・時短勤務者の給与を、時短分控除額を超えて下げることは、法令違反。
・子育てしているのにフル勤務だという点を評価したいという気持ちは心情的には理解できる。
しかし、もともとフル勤務で入っていて、育休から戻ってきて再度フル勤務というのは、元に戻っているだけであり、もっとも平等と
考えられる。
・フル勤務者に対しプラスの処遇をすることは、時短勤務を抑制させる動きと捉えられ、法令違反と解釈される可能性が高い。
・フル勤務の方に、役員が感謝の言葉を伝えるのが良い。
＜他社事例＞
時短勤務および時間帯限定勤務（早番限定、等）について下記事例が挙が
った
・時短勤務に対しては、「時短分の給与控除」の回答がほとんど。
・フル勤務に対しては、「復帰前と同様」の回答がほとんど。
・育休前に早番遅番で働いており、育休からの復帰後は早番のみ、その後、早
番遅番に「通常より早く」復帰した場合は、ひよこ休暇（特有給）をあげてい
る。使える期限は２年間。
・早番と遅番の両方に入っている人への手当てがあり、早番限定だとその定額の
手当が外れる。
・限定社員制度があり、通常の社員とは賞与テーブルを変えている。
＜７月 拡大人事問題研究部会 in 大阪 質問コーナー＞
Ｑ１

社員教育に関して（社会人的教育）
業務以外の社会人的知識（簡単な税の仕組み・社会保険の仕組
み）の教育は、他の企業ではどのように行われているか？アルバイトス

荒川 潤志 オブザーバー
ミカド観光株式会社

タッフからの質問に対して全く答えられず、本社に返答を仰ぐケースが散見される。業務的・業界的・地域的に狭い
範囲でしか日常生活を送っていない事が原因であるのか。本人の意識の問題でもあろうが、他社では特別な取り
組みをされているのか？
Ａ

人事労務知識の学習を昇級時や通常の学習に含めて対応しているとの回答が複数社よりあった。一方、中途半端
な知識で対応されるよりは、本部に問い合わせてもらった方が後のトラブルの原因にならないという意見もあった。

Ｑ２

不正問題が発覚した時の再発防止のための周知徹底方法
店舗まで告知するか？実名で告知するか？

Ａ

実名の公開する会社はなかった。なお、不正の詳細は、公開する企業と公開しない企業に分かれた。公開しない企
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業は、詳細を公開してしまうと真似をする社員が出るのではという危惧が
あった。また、内部不正対策について、常に監査やダブルチェックなどで厳し
いチェック体制を敷いている事例などが説明、情報共有された。
Ｑ３

男性の育休取得について
【背景】
インクルージョン＆ダイバーシティや女性活躍推進が叫ばれて久しいが、
今後のダブルケアの問題や子育て世代の女性が社会に出て働くには、
配偶者の育児・介護への参画、積極フォローが必須だと思う。
【質問内容】
①男性従業員の育児休業取得状況や制度の整備状況について
②賃金補償や特別有給化など、男性の育児休業取得の促進策として
会社として行っていること
③くるみん取得やイクボス宣言などを利用した外部発信と社内へ向けた
会社の姿勢についての発信状況など。

Ａ

佐々木 渉 オブザーバー
株式会社合田観光商事

各社の男性社員育休取得の現状を共有した後、給付金が満額でない、
戻ってきた時を考えると不安という社員側の意見と、実際に育児を手伝っているのかわからないなどの会社側の懸念が
述べられた。ある企業では、家族や奥様から「何を手伝ってもらったか」というレポートを出して頂きイントラネットに公開
しているとの報告がされた。また、育休で負担の掛かる「育休をした人の在籍する店舗のスタッフ」になにがしかの支援
をしている企業もあった。

Ｑ４

メンタルヘルス対策
①うつ病になった社員への対応について、各社どうしているのか。
弊社のアルバイトの休職期間が 1 ヶ月のため、その後は自然退職となる。
休職期間について各社の対応をお聞きしたい。
②従業員用の相談窓口の設置についてまた従業員の利用状況について
※弊社も相談窓口を設置しているが利用がほとんどない。各社の相談窓口は外部なのか自社なのか。

Ａ

各社の休職期間を確認。勤続年数により１ヶ月から最長 1 年半までと幅広く、欠勤からすぐに休職にシフトする会社
や、相談や有休消化などを駆使する会社などの情報を共有した。

＜９月 人事問題研究部会 質問コーナー＞
Ｑ１：消費税増税に対してどう対応しているか？ 人事的
An：10 月以降に購入した定期代を申請させている。また、次回以降から通勤費を改定すると通知。
An：社宅の自己負担分（駐車場代、レオパレス管理費）の消費税増税分
は自己負担と通知。
An：実費があがればそれに対応している。
An：前給の手数料の変更等を案内予定。
An：定期と切符はアナウンスする可能性あり。
An：車は年 1 回しか更新していないので増税分は来年から対応する。
An：システムの改修の進行を確認している。
An：取引先とのやり取りでもらう領収書に関して周知している。
Ｑ２：有給休暇取得について
Q：① 職種別取得状況、② 5 日付与義務付け対策 取得ルール、③ 有
給管理方法の資料を頂きたい。
当社状況 ① 社員６日以上全員取得 その他の職種：本人の申出により
取得 お子さんの看病等が多い
② 下期実施にむけ、ルール決め

③ 有給ママという簡易なソフ

トのため、見直し必須
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An：１．資料送付
・人事問題研究部会 議事録抜粋 20190308
・04-B_有休休暇５日取得
・04-B2_有休休暇５日解説
２．労政時報 3959 号 記事
・特集 1 年休の取得促進策 ・企業事例年休督促新の取り組み ・実務に役立つ法律基礎シリーズ 年次有
給休暇 他
３．労政時報 3975 号 記事
・特集 1 2018 年度労働時間総合調査 ・特集 2 平成 31 年 4 月施工 年 5 日の年休取得義務への対
応 ・実務解説 企業の実態に合わせた年休取得促進策のポイント 他
Ｑ３：定年退職後の再雇用制度について
Q：定年退職後の再雇用制度について、過去の資料。
2018 年 3 月時点、最大 70 歳までの嘱託社員延長について。
70 歳を超えて継続雇用している企業はいるか？
当社状況 65 歳定年 70 歳まで 1 年更新の嘱託契約
※パートさんも 70 歳上限
An：定年の年齢を段階的に引き上げている最中。元々は 60
歳を今は 62 歳、今後は 5 年くらいかけて 65 歳まで上げる予
定。基本給は維持、転勤に絡む手当はなしで面談を実施して
いる。現在 65 歳を超えている社員はいないがアルバイトであれ
ば 70 歳が在籍。契約更新の際に健康状態などを尋ねている
An：60 歳が定年。65 歳まで嘱託。それ以降は時給となる。
An：定年 60 歳。再雇用は嘱託が何名かいる。給与は下がる。
明確なルールではなく個別対応に近い。
An：準社員は 70 歳までが上限。正社員は現状 60 歳定年。

志賀 健太郎 リーダー
株式会社ニラク

定年後は 1 年ごとの契約更新。元が本社勤務でも、更新して
近くの店舗庶務などに行く方もいる。清掃には 65 歳を超えてい
る方は多いが、ホール業務では 54 歳位が一番上。

An：社員の定年 60 歳、再雇用で 1 年ごとの契約。パートは 65 歳を上限。清掃担当だけは 70 歳までとしている。一方、
店舗からは上限を上げてくれという要望もある。5 年前までは特に制限をしておらず 82 歳が在籍していた。
An：社員 60 歳定年で、65 歳まで継続雇用。人によっては 65 歳以降も 1 年契約で在籍する方もいる。PA は、有期雇
用は定年無し。無期雇用は社員と同じ。店舗には 7１歳のアルバイトも在籍しており健康状態を確認している。
＜10 月 人事問題研究部会 質問コーナー＞
Q１：健康保険について
現在協会けんぽに加入しているが、組合健保に加入は今の時代にあっているのかどうか、相談したい。
前職で協会けんぽから組合健保に移管をし法定福利費用の削減はもちろんのこと、社員への恩恵も多く、メリットのほ
うが多かったのですが最近はどこの組合健保も経営難に陥っていると聞いている。各社のけんぽの状況等をお聞きしたい。
A：関東百貨店健康保険組合に加入、現状赤字。ヤマダ電機やトイザらス、シマムラなども加盟。
A：関東百貨店健康保険組合に加入を打診したところ、ぱちんこ業界は現在入れないと言われた。
A：以前に話のあった、アミューズメント業界の健康保険は、厚生労働省に申請を出している最中と思われる。料率は現在
不明。
A：現状、協会健保に加入。特に問題はない。
Q２：自転車保険についてについて
各社の自転車保険に対する対応をお聞きしたい。
A：自転車、徒歩は、実費がかかっていないので交通費は支給していない。
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A：2 年前から自転車保険加入を必須とした。個
人賠償保険で 1 億円以上が条件。
A：自転車を使用した業務上の事故では、個人賠
償保険は使えない。
A：自転車保険の補償内容を確認するための書類
確認が非常に煩雑。また、自転車軸の保健（盗難、
破損）と人間軸の保健（対人、自分）がある。
A：新規でかけてしまった方が正直問題が少ない。
A：年に 1 回、必ず確認している。
A：店舗や本社に自転車で来る場合は確認できる
が、最寄り駅まで自転車の場合は、確認しないとい
けない。

上林 浩和 オブザーバー 夢コーポレーション株式会社（左）
窪田 裕史 オブザーバー アメニティーズグループ
株式会社アメニティーズ（右）

A：自転車通勤は非常に少なく 5 店舗に 1 人の割
合。
A：新卒採用で運転免許証を取らずに自転車通
勤も増えてきている。

＜11 月 拡大人事問題研究部会 in 大阪 質問コーナー＞
Ｑ１-１：女性活躍推進に取り組んだ効果としてどのようなものがあるか。
経緯・背景：女性活躍推進の取組は各種あっても、成果として捉えられるものが少ないため
Ａ１：

数値的な結果は求めていない、制度への反映はない、しかし、意識改革につながっている。

Ａ２：

制度ではなく、会社の本気度が示されたという成果があったと考える。

Ｑ１-３：女性正社員の育児休業復帰後の対応について
勤務時間帯(例えば早番専属など)や休日の配慮はありますか?またその際の給与について
Ａ１：

当社ではキャリア面談を実施し、産休に入る 2 か月前に今後の働き方の面談を実施している。育休からの復帰
のタイミングが早ければ早いほど「ひよこ休暇」という有給を得られる数が増える。また、早番遅番の希望に関して
も「ひよこ休暇」を与えている。早番専門で復帰している女性もおりその分給与に差が出ているが納得している。

Ａ２：

同様の面談を実施しており深夜勤務の免除などに対応。実際には早番専門となるのが実情。深夜割増分の手
当てがカットされている。

Ｑ１-４：女性役職者を育成、増加させるために、特別な取組や働きかけをしているか
経緯・背景：女性数や女性役職者数の顕著な増加は見られないため。
Ａ１：

店長は管理監督者なので勤務時間に制限がなくなる。また店長になると全国に転勤、異動可能でないといけな
いので子持ちの方などでは難しい。中にはドミナントで異動が負担にならないという会社もあるとは思う。

Ａ２：

流通業では女性活躍が必須。労働時間や勤務内容についても、誰でも対応できるオペレーションにしていくべきで
はないか。

＜12 月 人事問題研究部会 質問コーナー＞
Ｑ１：職位ごとの勤務スケジュール
店長を除く、職位毎の標準勤務スケジュールは存在するか？ 同一職位で労働時間にばらつきが生じている。
店舗毎に設備が異なるのである程度は許容すべきであるが、職位毎の標準勤務時間を定めたい。各社の管理
方法などを聞きたい。
Ａ１：

役職ごとの業務ログを確認すべき。なければ業務の棚卸を実施すべき。

Ａ２：

労働時間のばらつきが、店舗や店長などの外部環境が要因なのか、本人の意識が要因なのか調査が必要。

Ｑ２：インターンシップ時の給与、雇用契約
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2021 年 4 月採用の計画を立案しており、その中でインターンシップと
して職場体験をさせたいと考えている。その際、学生に対し弊社が取
得すべき書類(住民票等)があるか。
なお、職場体験では、店舗ホールで接客業務はさせず、風除室でのご
挨拶や簡単な清掃業務を 2～3 時間と考えている。またその際に賃
金は発生するのか。
Ｑ２-１：インターンシップの実施内容(職場体験の有無)
Ｑ２-２：賃金、交通費、日当の支給有無
Ａ２-１：接客体験（新卒採用担当者を相手にしたシミュレーションが大勢を占
める）、遊技体験、業界説明面接体験（就活用）、自己分析、新
店舗立ち上げ企画立案など。
Ａ２-２：交通費実費支給のみ、交通費一律 2000 円のみ、日当 2～3000 円
など、日当なしが大勢を占める。

新山 靖之 部員
株式会社セントラル伸光

＜＜ ７．労政時報勉強会 ＞＞

人事労務総合誌「労政時報」を参考に、都度対応すべき法律改正の内容と詳細を確認し、具体的な対応策等の情報を共有し
ている。下には、第 17 期で確認した項目を挙げている。
＜5 月＞ 「給与日払い、週払い対応」、「別部門＆別会社への人事異動・管理」
＜給与日払い、週払い対応＞
・各社の実施状況
・前給実施。（3 社）
・2 年ほど前から、準社員のみ。（2 社）
・半年前から。（1 社）
・働いた分から前給（上限 3 万円）が支払われる。月給時にはおろした分引かれて支給される。
・1 回毎に 500 円程度の手数料がかかる。
・採用業者からは、アルバイト・パート希望者が仕事を探す検索時に「日払い・週払い」を検索条件に含めていることが
非常に多いため、「アルバイト募集時の必須条件」と言われている。
・利便性から毎回利用する者もおり、ある種、“離職防止”にも役立っている。
・勤怠状況は、翌日締めで対応会社にデータを流さないといけない。
・当社では、実績額の 50％から利用できる。3 万円稼いだら半分までおろせるとか、社保に入っている人の場合は社
保分を確保した上で余剰分を下ろせるように制限はしている。
・大学生のアルバイトには喜ばれるかもしれない。
・一方、前給を継続的に利用しているスタッフは、お金の使い方の計画性に問題がある可能性がある。そこは注意した
い。不正につながる可能性がある。
・囲い込みのツールとしては面白いかもしれない。
・代行業者（きらぼし銀行等）が立て替えをしているのか、拠出した金額から出しているのか。⇒形状としては立て替
えに見える。⇒代行業者は金融特許を持っており、法的な問題はない。銀行口座に会社からお金を預けている。
・社員を対象としていないのは、倫理観の問題。
＜別部門＆別会社への人事異動・管理＞
例：パチンコ、カラオケ、シネマ、ボーリング場、飲食 etc
・店舗と本社での行き来で処遇は変わるのか。
出席者に確認したところ、
「処遇を変更する（定められた手当額を変更等）」
「一定期間を設けて変更する企業（スキル習得できない場合は降格）」
「異動しても処遇は変わらない」
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「店舗と本社で、行き来が無い」という意見があった。
＜7 月＞ 「大規模災害時の行動基準」 ※拡大人事問題研究部会 in 大阪
東日本大震災から、平成 28 年熊本地震、平成 30 年 7 月豪雨（西日本豪雨）、
平成 30 年北海道胆振東部地震など、昨今の大規模災害にどのように対応すべきか、
また、災害以外のリスク（感染症、火災、政治的・軍事的危機など）についてどのよう
に対策をするべきか、各社事例共有や人事専門誌の記事をもとに勉強会を開催した。
労政時報記事（3915 号 多様化する災害リスクへの企業対応の基本）を参考に、
大規模災害等のリスクに対して、どのように対応すべきか、各社の事例を共有した。
従業員の安否確認方法では、役員の行動を把握しているか？ 全従業員の安否確
認に導入しているシステムの概要、コストなどが説明された。参加者からは安否確認の
回答までに掛かる平均時間や回答の割合、100％の安否確認までにかかる時間、出
張先での被災への対応などの質問がされた。また、緊急時の物資供出や帰宅困難者
への対応などについては、現場の判断に任せる企業が多かった。なお、緊急時の給与

村瀬 広宣 オブザーバー
株式会社つばめエイジェンシー

計算や支払い方法については、銀行が物理的に営業していない状況では、設問自体
が意味をなさない事に言及しつつ、アナログで計算や現金での支払い、とりあえずは先
月給与との同額を支払い、後日調整するなどの対応策、意見が出された。また、災害

訓練について各社の実施状況が共有された。
また、事例紹介として、株式会社ダイナム 法務リスク管理部の金子敦氏より、同社の危機管理体制について説明、解
説がされた。中でも営業中の判断基準については具体的な項目が決定されており、現場の店舗責任者の判断を助けて
いると述べた。一方、津波に関しては、発生から津波到達への時間が非常に短いため（ケースによっては 10 分以内）、
各社の判断基準等を聞く場面もあった。
＜８月＞ 「人件費削減施策」
・コストの高い人件費、更に人手も足りていない、どうすべきか。
・各社の状況を比較する為に、人件費の勘定科目や労働指標を事前アンケートや「労政時報」の記事をもとに確認。
＜意見１＞
「採用教育費の削減」
＜現状、理由１＞
・パチンコ業界における新卒採用に係る費用 200～400 万円。
・合同説明会や媒体費用、研修費などにかなり掛かる。合同説明会への参加回数や取引先の提示金額が妥当か
（相見積もり）等、再検討が必要。
・新卒採用で、入社前と入社後のギャップが退職の理由となっている。入社前の施策を再度検討すべき。
＜意見２＞
「制服費用の削減」
＜現状、理由１＞
・コスト高な制服は本当に必要なのか。シンプルな制服で毎日清潔な方がコスト低めで良い。
・冬服、夏服と 2 種類用意しているが、通年で使用できるように改善策を検討。
・退職者の制服の再利用で経費削減。
・制服クリーニングや制服自体にかかるコストを見直すべき。
＜意見 他＞
・本社人員の見直し削減。
・手当や交通費などの見直し。
・閉店後の作業を次の日の朝方に持ってくることで深夜割増の削減。
＜９月＞ 「従業員の受動喫煙対策」
＜概要＞

- 27 -

人事問題研究部会

PCSA 研究部会・研究会・プロジェクトチーム 活動の記録 2020
健康増進法の一部を改正する法律の改正の趣旨は、望まない受動喫煙をなくすこと。多数の人が利用する施設等
における喫煙の防止策では、パチンコホールは、多数の者が利用する第二
種施設に相当する。その為、原則屋内禁煙、または喫煙可能な場所であ
る旨を提示する事により店内で喫煙可能のどちらかとなる。従業員に対する
受動喫煙対策では、20 歳未満が喫煙可能場所に立ち入りをさせないよう
にする。また、従業員を募集する際にはどのような受動喫煙対策を講じてい
るか、募集や求人申し込み時に明示義務が課される。
＜意見＞
・本社では紙巻きたばこを禁止、加熱式のみ許可。また、吸わんデーを設
定、加熱式タバコも禁止。来年 4 月には、店舗でも紙巻きたばこを禁止。
喫煙室がある店は風量規制などで今後順次対応していく。
・店舗では、喫煙室はあるが、紙巻きは禁止、加熱式タバコのみ可能。
・大きめな店舗では休憩室で対応可能だが、中には休憩室自体がない場
合もあり対応に苦慮している。

前川 竹志 オブザーバー
株式会社インターコスモス

・バックヤードの休憩室に喫煙室がある。
・喫煙室、ブースを完全密室にするのはいろいろ問題があるので、ガラスを
多用すると良い。

・20 歳以上でも受動喫煙を嫌がる人が出てくれば、この 20 歳以下と同様の対応を考えざるを得ない。
・グループ企業のカラオケボックスでは、飲食と喫煙が狭いスペースで困難になった為対応に苦慮している。
・今年の 4 月に発足した「禁煙推進企業コンソーシアム」に、6 月に加盟した。入会時約 15 万円、イベントのたびにか
かる費用を参加者で按分する形態。様々な各社の対応事例を共有出来る。
＜12 月＞ 「各社の賃金制度（手当など）」
＜目的＞
働き方改革の一環として 2020 年 4 月 1 日から施行される「同一労働同一賃金」とは、同じ職場で同じ仕事をする
正規雇用の従業員と、非正規雇用の従業員との待遇や賃金格差をなくす事を目的としている。そのガイドライン中に、
各種手当における「同一労働同一賃金制」について下記の様に記載されている。
③各種手当て
・役職手当であって、役職の内容に対して支給するものについては、同一の内容の役職には同一の、違いがあれ
ば違いに応じた支給を行わなければならない。
・そのほか、業務の危険度又は作業環境に応じて支給される特殊作業手当、交替制勤務などに応じて支給さ
れる特殊勤務手当、業務の内容が同一の場合の精皆勤手当、正社員の所定労働時間を超えて同一の時
間外労働を行った場合に支給される時間外労働手当の割増率、深夜・休日労働を行った場合に支給される
深夜・休日労働手当の割増率、通勤手当・出張旅費、労働時間の途中に食事のための休憩時間がある際
の食事手当、同一の支給要件を満たす場合の単身赴任手当、特定の地域で働く労働者に対する補償として
支給する地域手当等については、同一の支給を行わなければならない。
人事問題研究部会では、各社の正社員、PA の手当に着目し、各社の状況を共有すると共に「同一労働同一賃金」
に抵触する恐れがないか、どうすべきか検討した。
＜質問 [参考]＞
【質問 1】

パートやアルバイトに等級制度は、設けているか? ⇒ はい or いいえ

【質問 1-2】 「はい」の場合、賃金や昇級金額のテーブルをつけて、等級制度の概略を説明して下さい。
【質問 2】

パート・アルバイトの賃金は、全員同じか? ⇒ はい or いいえ
※ 地域や店舗で差がある場合も「いいえ」を選択して下さい。

【質問 2-2】 「いいえ」の場合、どのような仕組みで異なっているのか概略を説明して下さい。
※ 回答が上記質問【1-2】で網羅されている場合は、その旨を記載して下さい。
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【質問 3】

パート・アルバイトに「手当」は、設定してあるか?

※ 通勤手当のみの場合でも「はい」を選択して下さい。
【質問 3-2】

「はい」の場合、手当の種類と内容について簡単に記載して下さい。

※ 特に同じ手当が正規雇用社員にも設定されている場合にその内容が異なる場合、
異なる点についてできるだけわかりやすく記載して下さい。
＜手当事例＞
・多くの企業で、単身赴任手当、通勤手当、家族手当、帰省手当、社宅手当、住
宅手当あり。
・数は多くないが、資格手当、技能手当、休日勤務手当、出張手当などあり。

＜＜ ８．労働時間等アンケート ＞＞
・過労死問題に端を発して、労働時間の短縮、厚生労働省の法令改革などが開始さ

荒籾 伸一 オブザーバー
株式会社加賀屋

れた。
・各社労働時間集計サマリーを素材に検討、分析した。
＜概要＞

・1 店舗当たりの正社員は、7～14 人。
・1 店舗当たりの正規＋非正規人数は、14～24 人で平均 20 人程度。
・会社規定による月当たり所定労働時間は、155．9～173．8h。以前は 170h が平均値だった。
・会社規定による年間所定労働時間は、1871～2085h。およそ 2000h が平均値。
・会社規定による 1 日あたり所定労働時間は、7．50～8h。
・年間所定休日数は、91～117 日。
・年間の総残業時間は、平均すると 100～150 時間。飲食などと比較すれば少ない数値。
・年間の総労働時間は、有休を含めているかいないかのちがいがあるが、およそ 2000h が平均値。
・年間の所定労働時間＋残業時間では、2100h 程度。
＜残業時間削減＞
・残業自体は多くない。36 協定の 45 時間を遵守するためにアラートを出して業務の割り振りを再検討、対応している。
サービス残業の実態把握のために PC のログオフ時間と退勤時間の比較、30 分以上は上長にアラートを出している。
・閉店後、即退店。閉め作業と開店作業を翌朝に実施する実験をしている。
・他業種では、夜残業から朝残業に切り替えることで、成果が上がっている。不要な残業が減る。残業時間自体も半減、
夜残業の割増賃金が削減された。
・朝の人員の手配はどうなのか。⇒全員が出るのでなく、必要な人だけが早朝出る。
・清掃はどうするのか。朝清掃は人が集まらなかった。⇒営業時間中に清掃出来るとこは清掃して、営業時間に出来ない
所の清掃だけを朝に回している。
・他業種で問題になったのは、お金の計算。それを銀行に「数えずに」渡して計算してもらっていた。誤差が出た際の「発覚
までの時間のずれ」でどれだけリスクが増加するのか確認したがほとんど変わらなかった。
・残業無しで当社店舗は 11 時 30 分まで。朝にお金の計上をするのは良いアイデアなので早速部下に指示を出した。
清掃も朝に実施している。
＜その他＞
・打刻して建物を出るときの退館履歴を比較して、15 分以上だとサービス残業として指摘、注意している。また余計な仕
事をそぎ落として残業時間を減らしていきたい。
・SM は AM6 時～PM3 時でだいぶ快適。夜の現金精算を朝にするのは魅力的。
・リアルタイムで数値を確認できる勤怠システムに変更したい。
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開催概要
第 181 回人事問題研究部会

開催場所 TKP 上野駅前ビジネスセンター 8A

開催日時 平成 31 年 4 月 12 日（金）

出席人数 部員 8 名、合計 8 名

午前 11 時～午後 3 時
開催場所 PCSA 会議室

第 187 回人事問題研究部会

出席人数 部員 8 名、合計 8 名

開催日時 令和 1 年 10 月 11 日（金）
午前 11 時～午後 3 時

第 182 回人事問題研究部会

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 5 月 10 日（金）

出席人数 部員 9 名、合計 9 名

午前 11 時～午後 3 時
開催場所 PCSA 会議室

第 188 回拡大人事問題研究部会・女性活躍推進情報交換会 in 愛知

出席人数 部員 9 名、正会員オブザーバー1 名、合計 10 名

開催日時 令和 1 年 11 月 7 日（木）～8 日（金）
開催場所 めいほうぐるーぷ 本社、託児所めいめい、

第 183 回人事問題研究部会・RPA 勉強会

夢コーポレーション株式会社 本社会議室

開催日時 令和 1 年 6 月 14 日（木）

出席人数 担当理事 1 名、部員 6 名、

午前 11 時～午後 3 時

正会員オブザーバー12 名、

開催場所 TKP 上野駅前ビジネスセンター 6A

オブザーバー(めいほうぐるーぷ)11 名、合計 30 名

出席人数 部員 8 名、正会員オブザーバー8 名、
賛助会員オブザーバー2 名、アドバイザー1 名、

第 189 回人事問題研究部会

合計 19 名

開催日時 令和 1 年 12 月 13 日（金）
開催場所 TKP 上野駅前ビジネスセンター 6A

第 184 回拡大人事問題研究部会 in 大阪

出席人数 部員 8 名、正会員オブザーバー1 名、合計 9 名

開催日時 令和 1 年 7 月 11 日（木）～12 日（金）
開催場所 ダイナム大阪統括事務所、晋陽グループ本社

第 190 回人事問題研究部会・第 12 回新卒採用情報交換会

出席人数 部員 7 名、正会員オブザーバー8 名、

開催日時 令和 2 年 1 月 17 日（金）

賛助会員オブザーバー1 名、合計 16 名

開催場所 TKP 上野駅前ビジネスセンター 4A
出席人数 部員 7 名、正会員オブザーバー12 名、

第 185 回人事問題研究部会

合計 19 名

開催日時 令和 1 年 8 月 2 日（金）
午前 11 時～午後 3 時

第 191 回拡大人事問題研究部会・健康経営勉強会 in 大分

開催場所 TKP 上野駅前ビジネスセンター 4A

開催日時 令和 2 年 2 月 13 日（木）～14 日（金）

出席人数 部員 4 名、正会員オブザーバー1 名、合計 5 名

開催場所 ビープラス・グループ株式会社（大分県大分市）
出席人数 部員 6 名、正会員オブザーバー3 名、合計 9 名

第 186 回人事問題研究部会
開催日時 令和 1 年 9 月 13 日（金）

※ 令和 2 年 3 月 13 日（金）開催の予定であった人事問題研

午前 11 時～午後 3 時

究部会は、コロナウイルスの為、開催を中止した。
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コスト問題研究部会 活動の記録
リーダー ご挨拶
コスト問題研究部会リーダー、株式会社セントラル伸光の佐藤と申します。
部会では、ホール運営をしていく中で、あらゆる面での『情報提供』と『コスト削減』をテーマに
取り組んでおります。
定例部会では、企業トピック・エコ環境問題・景品問題とそれぞれの項目で情報共有を行っ
てきました。
今年 4 月から施行されました健康増進法によりホール内禁煙。第 18 期は、5 月に喫煙ブー
スのプレゼンテーションを 7 社にて開催いたしました。部会としては PCSA 会員様以外にも広く
声をかけて行いました。初の試みです。
エコ環境の分野では、この業界にもベンチマーク制度が適用されます。その勉強会を開催して、
最新の情報を提供し準備を進めてきました。指標を計算する計算式も希望者には、お渡しで
きました。
地方拡大部会・企業訪問は、2 回開催したしました。省エネに関して成果の出た企業さまか
ら活動報告・問題点・成果まで発表いただきました。また、先行して喫煙のホールからいち早く
禁煙に移行した企業さま、この先禁煙ホールに向けて取り組むホールさま、実際にストアコンパ

リーダー
佐藤 千恵
株式会社セントラル伸光

リゾンをし、質疑応答の対応をいただけたことでそれぞれの企業様の考えがわかり勉強になりま
した。禁煙のホールにするために、するべきこととしなくてもいいことが分かることで、無駄な経費
をかけずに済みます。
恒例の勉強会も『投資コストを考える』と題して開催しました。情報をいち早く取りいれ共有す
ることを目的としています。そのためのプレゼンテーションも多く取り入れました。
第 19 期は、健康増進法施行後の各企業さまの現状のアンケートを取りながら、何かしら役
に立つ情報が発信できればと考えています。第 18 期で開催したほかのプレゼンテーション・勉
強会が今期どのように生かされたか結果が確認できる期でもあります。しっかり見ていきたいと
思います。
今後も魅力ある情報の提供・商品推奨を行い、導入とその成果にもこだわっていきたいと考え
ております。皆様の参加、お待ちしております。

部会の目的
業界の高コスト体質を改善する事により、消費者への利益還元を実現し、パチンコを大衆娯

サブリーダー
宮村 伸輔
株式会社エルゴジャパン

楽へ回帰させる事を図る。
コスト部会の定例部会に非会員企業のオブザーバー参加を募り、入会動機にしていく。

第 19 期 活動計画
・定例研究部会（毎月 1 回、原則第 1 木曜日 午後 2 時～午後 5 時）
・企業トピック

正部員各社の取り組みの共有および情報交換
コロナウィルスの影響及び各企業の取組み
健康増進法施行に伴うホール内禁煙の状況、問題点等
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広告宣伝、LED 導入、新電力導入、PB 賞品、喫煙ブース、顔認証、
遊技機の効率運用、設備機器導入のコスト削減（景品払い出し無人カウンター、
紙幣搬送）、在庫管理（景品配送サービス、システム効率化）、他
・エコ環境問題

電力削減手法等について情報共有、省エネルギー設備導入補助金
特定事業者のベンチマーク指標にたいしての各企業の実情

・景品問題

安価な端玉景品、在庫管理

・コスト問題勉強会
・第 6 回コスト問題勉強会
テーマ「遊技機 業界概況 （仮）」、
業界における遊技機の「現状」を学ぶ、今すべき、入替、新規購入、中古機購入などについて学ぶ

第 18 期 コスト問題研究部会 メンバー
担当理事
担当理事

福井 宏彰

株式会社加賀屋 代表取締役社長

リーダー

佐藤 千恵

株式会社セントラル伸光

サブリーダー

宮村 伸輔

株式会社エルゴジャパン

リーダー・サブリーダー

部員(正会員)
上田 芳己

株式会社日本ヒュウマップ(ダイナムグループ)

峰元 勇作

株式会社ヒカリシステム

呉

株式会社日本ヒュウマップ(ダイナムグループ)

春原 明美

アメニティーズグループ（株式会社アメニティーズ）

荒田 政雄

夢コーポレーション株式会社

新井 弘光

アメニティーズグループ（株式会社パンドラ）

佐々木 晃司

株式会社ニラク

原田 明光

株式会社三永

木島 剛太

日昭産業株式会社

伊藤 真祐

合同会社 DMM.com

園田 悦志

株式会社大商

齊藤 信孝

株式会社山宝商会

西川

オムロンアミューズメント株式会社

青木 勇二

株式会社山宝商会

小林 不二雄

株式会社ユーギシステム

古賀

株式会社インターコスモス

堀金 泰陽

グローリーナスカ株式会社

允博

部員(賛助会員)

昇

新

正会員企業オブザーバー参加
川野 創平

株式会社ダイナム

荒川 潤志

ミカド観光株式会社

長谷川 一樹

株式会社ダイナム

萩原 康雄

株式会社加賀屋

柳沢 康二

株式会社ダイナム

荒籾 伸一

株式会社加賀屋

木村 孝

株式会社ダイナム

中尾 俊介

株式会社加賀屋

植木

株式会社ダイナム

山口 淳哉

株式会社ヒカリシステム

中山 義章

株式会社ダイナム

松﨑 吉文

株式会社ヒカリシステム

宗形 弘吉

株式会社ニラク

小山内 勝

株式会社ヒカリシステム

野田 信司

株式会社ニラク

渡邊 雅也

アメニティーズグループ(株式会社アメニティーズ)

藁粥 徳善

株式会社ニラク

大林 良二

アメニティーズグループ(株式会社アメニティーズ)

太田 浩之

株式会社ニラク

前野 匡志

アメニティーズグループ(株式会社パンドラ)

純
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宗形 浩吉

株式会社ニラク

藤橋 高弘

アメニティーズグループ(株式会社パンドラ)

傳田 純人

夢コーポレーション株式会社

宇佐美 廣紀

株式会社三永

西尾 友邦

夢コーポレーション株式会社

相沢

丸中建設株式会社

常磐 賢二

夢コーポレーション株式会社

学

賛助会員企業オブザーバー参加
白石 光男

株式会社スリーストン

清水 敬史

株式会社エース電研

岩田 友宏

株式会社スリーストン

高橋 省三

愛和食品株式会社

安西 友和

大都販売株式会社

福崎 安幸

愛和食品株式会社

安井 知之

大都販売株式会社

宮崎 昌彦

グローリーナスカ株式会社

樋笠

株式会社大商

高鍋 貴行

オリックス株式会社

小泉 俊幸

株式会社エルゴジャパン

高頭 良輔

オリックス株式会社

小川 啓輔

株式会社エルゴジャパン

中嶋 達也

オリックス株式会社

谷

株式会社エルゴジャパン

田野倉 司

合同会社 DMM.com

高橋 大善

株式会社エルゴジャパン

山下 弘展

株式会社インターコスモス

金子 義生

株式会社エルゴジャパン

対馬 健治

株式会社インターコスモス

鈴木 雅佳

株式会社エース電研

山根 信彦

株式会社インターコスモス

下沢 信幸

株式会社エース電研

小倉 宏之

株式会社大平商会

後藤 智哉

株式会社エース電研

酒巻

株式会社大平商会

修

政彰

勲

オブザーバー参加 一般社団法人日本遊技産業経営者同友会
五十嵐 吉政 様

株式会社三慶商事

遠藤 文紀 様

株式会社プロテラス

志賀

株式会社三慶商事

菊地 禎之 様

株式会社 HOG

金子 貴俊 様

株式会社星和

平松 相大 様

株式会社新世商事

岡本 新太郎 様

株式会社星和

中村 亘宏 様

株式会社新世商事

田井 秀治 様

株式会社プロテラス

剛 様

オブザーバー参加
河野 真一郎 様

株式会社アサヒディード

橘田 哲也 様

大丸商事株式会社

鈴木 圭三 様

株式会社アサヒディード

チェ・ヨンイ 様

株式会社つるや

堀口 潤造 様

アンダーツリー株式会社

飯田 恭章 様

有限会社イイダ商事

松平 良信 様

ベラジオコーポレーション株式会社

山本 拡之 様

株式会社グラン

荻山 勇樹 様

ベラジオコーポレーション株式会社

野田 達也 様

株式会社アイ・グリッド・ソリューションズ

髙久 雄一 様

浜友観光株式会社

佐藤 良 様

株式会社アイ・グリッド・ソリューションズ

山下 まさみ 様

株式会社ダイエー

第 18 期 活動報告
＜＜ １．定例部会 テーマ ＞＞
＜1．2019.4 ベンチマーク制度について ＞
省エネ法により一定規模以上（原油換算、年間 1500kl 使用）の事業者は「特定事業者」となり、毎年省エネの取り
組みを報告する義務がある。評価基準として年平均 1％の削減を求めていたが、長年にわたり 1％を削減し続けるのは
困難になっていたため、別の評価基準として「ベンチマーク制度」が作られ、産業部門を中心に導入されてきた。具体的に
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は、業界ごとの「ベンチマーク指標」を設け上位 15％の事業者にも高い評価
を与えるというもので、評価は SABCZ と 5 段階あり、S 評価では省エネ補助
金の評価対象となる。なお、1％削減ができていなくとも「ベンチマーク指標」の
クリア基準が高い事業者は S 評価となる。経済産業省では、この「ベンチマー
ク制度」をパチンコホール業にも導入を決め、「ベンチマーク指標」策定のために
ホール 5 団体に協力を求めている。PCSA 内では、第 17 期 9 月拡大理事
会にて、コスト問題研究部会への本件検討が依頼され、延べ床面積や電力
消費の定義を提案してきた。
直近の会合において、「延べ床面積から駐車場面積を取り除くので、消費電
力からも（可能であれば）駐車場消費電力を取り除いて計上して頂く」とい
う結論が出された。今後は、4 月上旬に告知資料が発送され、8 月には FAQ
が公開される予定となっている。以下にベンチマーク指標の値の算出方法にお
いて特に注意すべき延床面積、遊技機台数、年間営業時間の詳細を記
す。
＜延床面積＞

佐々木 晃司 部員
株式会社ニラク

・風営法に基づく営業許可を受けた営業所の範囲内にある事務所等のバックヤード、通路、エレベーター、飲食・休
憩スペース等を含む。ただし、駐車場（屋内・屋上・屋外・機械式等）は除く。
・増改築等により面積に変更が生じた場合は、報告年度の年度末（3 月末日）時点の面積とする。
・報告年度の途中に開店した店舗については、報告年度の年度末（3 月末日）時点の面積とする。
・報告年度の途中に閉店した店舗については、閉店時点の面積とする。
＜遊技機台数＞
・報告年度の年度末（3 月末日）時点の遊技機台数とする。
・報告年度の途中に開店した店舗については、報告年度の年度末（3 月末日）時点の台数とする。
・報告年度の途中に閉店した店舗については、閉店時点の台数とする。
＜年間営業時間＞
・1 年度間（4 月～翌年 3 月）の営業時間とする。
・報告年度の途中に開店した店舗については、開店日から報告年度の年度末（3 月末日）までの営業時間とす
る。
・報告年度の途中に閉店した店舗については、4 月から閉店日までの営業時間とする。
＜2．2019.4 改正健康増進法に係る政省令、受動喫煙防止対策助成金について ＞
1 改正健康増進法に係る政省令について
平成 31 年 3 月 19 日「改正健康増進法の施行に伴う喫煙専用室等の設置に係わ
る構造及び設備の変更の取り扱いについて」として以下の内容が警察庁より発信され
た。
記
1 喫煙専用室等の設置の伴う構造及び設備の変更の取り扱い
健康増進法の施行伴い、客室における喫煙専用室の設置が必要なものにあっては、
次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、当該喫煙専用室等の設置は、風営
法第 9 条第 3 項第 2 号（軽微な変更）として取り扱うこととする。
(1)喫煙専用室等を仕切る壁などについて、同室の内部が同室の外側から容易に見
通すことができるものであること
(2)喫煙専用室等の設置及び利用により客室内部の見通しを妨げるおそれがないこと

園田 悦志 部員
株式会社大商

(3)喫煙専用室等の設置が、健康増進法の施行に伴うものであること
2 届出期間
届出にあっては、風営法施行規則第 20 条第 2 項の規定に基づき、喫煙専用室等
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を設置した日から一月(当該変更が照明設備、音響設備又は防音設備に係るものである場合にあっては 10 日)
以内に、同規定のとおり提出しなければならない。
要は、喫煙ブースを設置する際に変更届を出すか変更承認届なのかという事で、客室内であれば、軽微な変更である変
更届で良いというのが変更点という内容。
2 受動喫煙防止対策助成金について
上記の健康増進法の改正に伴い、厚生労働省より受動喫煙防止対策にかかる費用の一部を支援する受動喫煙防止
対策助成金の案内が出された。
※以下、全てサービス業たるパチンコホール業の対象条件となる。
①対象となる事業者

常時雇用する労働者数 100 人以下、または資本金か出資の総額が 5,000 万円以
下。

②助成の対象となる措置

a.喫煙室の入口で、喫煙室内に向かう風速が 0.2m/秒以上の基準を満たす喫煙室
の設置・改修。
b.喫煙所での喫煙で、喫煙所の直近の建物の出入口などにおける粉じん濃度が増加
しないという基準を満たす屋外喫煙所（閉鎖系）の設置・改修。

③助成内容

1/2 で上限 100 万円まで上記①～②の措置にかかる工費、設備費、備品費、機械
装置費など。

④交付申請に必要な書類

(略)

⑤事業実績報告に必要な書類 (略)
⑥申請手続きの流れ

(略)

⑦申請にあたっての注意点

(略)

部員からは、「対象となる事業者を見るとほとんどのホール企業が外れるのではないか」「助成金には予算が決まっており早
いもの順で決定されるので申請は早めにすべき」などの意見が出た、また「喫煙ブース設置に関して消防法に抵触する恐
れがあるのでそこは特に注意されたい」との注意喚起がされた。
＜3．2019.7 日遊協 受動喫煙防止対策、ベンチマーク制度セミナー 報告 ＞
令和 1 年 6 月 25 日、日遊協は「受動喫煙防止対策・ベンチマーク制度セミナー」を
開催。ホール 5 団体の関係者など 161 名が参加した。
＜概要＞
第 1 部 受動喫煙防止対策
① 改正健康増進方について ② 分煙環境マニュアルの説明
講師：日本たばこ産業株式会社 永沼 舞華様
日遊協発行の「パチンコホール分煙環境整備マニュアル」をもとにホールの分煙環境に
必要な条件、様々な分煙事例を紹介。施工から届け出に至るまでの手順を解説した。
第 2 部 風営法 構造設備の変更取り扱いについて
講師：株式会社のぞみ総研 日野 孝次朗様
警察庁が今年 3 月に通知した「改正健康増進法の施行に伴う喫煙専用室等の設置
に係る構造及び設備の変更の取扱いについて」を解説。承認が必要な 3 つのケースと
して①大規模の修繕、模様替えに該当する変更②客室の位置、数または床面積の

呉 允博 部員
株式会社日本ヒュウマップ
ダイナムグループ

変更③壁、ふすまその他営業所の内部を仕切るための設備の変更を挙げ、客室の範
囲や客室内の見通しを妨げない設備など注意したい点について説明した。
第 3 部 ベンチマーク制度
① パチンコホール業へのベンチマーク制度の導入、補助金について

講師：株式会社アイ・グリッド・ソリューションズ 佐藤 良様
省エネ法におけるベンチマーク制度を解説。ホールが対象となるケースとベンチマークの計算方法を紹介した。
また、ホールが活用できる補助金は約 3,000 種類、助成金は約 70 種類あり、補助金を受けるためには、ど
のような事業展開をするか、設備投資をするのかを逆算することが重要と述べた。
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＜意見＞
・バックヤードでの喫煙が可能な場合、臭いを無くすための設備も必要ではな
いか。
・喫煙ブースの変更承認届、変更申請は所轄ごとに対応が異なるので、確認
が必須。
・設置後に消防から設置に関して指示が出た事例がある。消防にも確認すべ
き。
・消防から喫煙ブースに、スプリンクラーを付けるように指示された事例がある。
・各都道府県条例によっては、外部排気が非常に難しい場合がある。
・業界誌からホールの売上の 8 割を喫煙者が上げているというデータが出てい
る。
・どこの地域の消防、警察が厳しいという情報を法律問題研究部会にまとめて
頂きたい。
・既に喫煙ブース、喫煙室が設置済み店舗に確認する事で、そこの場所の情
報を集める事は可能。

峰元 勇作 部員
株式会社ヒカリシステム

・喫煙ブース。喫煙室を設置済みの店舗に、所轄、消防などの諸注意屋指示などをアンケートする。
＜4．2019.7 レジ袋について ＞
環境省から、海洋汚染対策の一端としてスーパーマーケット業界などに、今後レジ袋を有償で提供するように法制化していく
という方針が示された。パチンコ業界はその対象業界となってはいないものの、今後の世論の高まり次第では、ビニール袋有
償化の可能性もあるとして、紙袋等の代替の袋のコストを検討した。
ビニール袋から同サイズの紙袋に変更した場合のコストは、約 5 倍と非常に高い現状を確認した。一方、各社のビニール袋
のコストを意図せずに比較する事となり、ビニール袋使用の現状肯定ではあるもののコスト削減に役立つ情報を共有した。な
お、ビニール袋から紙袋への変更は、各社判断だが、今後も折を見て継続的にビニール袋の代替品の情報を共有するものと
した。
また、袋の有償化が現実化した場合、景品交換の際に袋をどう渡すか（玉メダルと交換？ セット景品？）なども議論され
た。
＜5．2019.8 ベンチマーク制度 ～定期報告書記入要領への記載案～ ＞
令和 1 年 8 月 1 日、ベンチマーク制度について ～定期報告書記入要領への記載
案～について経済産業省・資源エネルギー庁より、下記の依頼が届いた。部会で記載
案の内容を確認したところ、部員からは問題なしと意見が出た。
・今年度からホール業へのベンチマーク制度の導入が開始されたことに伴い、来年度以
降、貴業界の特定事業者が作成する定期報告書にはベンチマーク指標の状況につい
て記入していただくことになる。
・そのため、資源エネルギー庁が作成している「定期報告書記入要領」（添付「参考」
データ参照）に記入要領の記載案を掲載したく考えている。
・本案の内容についてご意見等あれば伺いたい。
・なお、記載案の内容については、本年 4 月に貴業界の特定事業者に対し郵送した
資料内に記載しているものと同じである。

小林 不二雄 部員
株式会社ユーギシステム

＜6．2019.8 おしぼりについて ＞
各社の布や紙のおしぼりについてアンケートを実施、その内容をまとめて公開した。なお、
質問事項は以下の通りとなる。

「Q1：品名、Q2：1 枚当たりの単価、Q3：ロット、Q4：素材、Q5：生地仕様、Q6：サイズ、Q7：製造メーカー、
Q8：備考」 部会では、おしぼりにホールのロゴを入れているのか、価格の高いおしぼりを導入している理由、最低ロットにつ
いてなどの質問がされた。また、当アンケート結果の社名込みでの公開についてアンケート回答社に確認し了解を得た上で部
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会で配布した。
＜7．2019.9 消費税増税対応について ＞
Q１-１：消費税増税により、増税対象となる賞品の交換玉メダル数を変更するかどうかを教えて欲しい。
（今迄\1,080-相当の玉メダルで交換していた賞品を\1,100-相当に変更するか？）
Q１-２：栄養ドリンクの ①医薬品等に該当するもの（消費税率 10％） ②医薬品等に該当しないもの（軽減税率
対象 8%） の上代の設定をどうするか教えて欲しい。
A１-１：増税対象となる賞品（雑貨、おもちゃ、日用品など）は増税相当分の交換玉メダル数を増やす。
A１-２：①医薬品等に該当するもの（消費税率 10％）は増税相当分の交換玉メダル数を増やす。 ※リポビタン D、リ
ポビタン D11 など ②医薬品等に該当しないもの（軽減税率対象 8％）は価格据え置き。 ※オロナミン C、レッドブル、タ
フマンなど
＜意見＞
Ｑ：玉メダルの貸単価はどうするか？
Ａ：消費税増税分あげる店、あげない店がある。
Ａ：競合店の様子を見ながら情報を確認している。
Ａ：10 月 1 日からの変更はせず、周りのタイミングを見ながら変化させる。
＜8．2019.10 企業トピック 「Office365 から Google へ」 ＞
説明者： 株式会社ヒカリシステム
株式会社ヒカリシステム

データ・ドリブン GM 兼 マーケティングサポート TL 松﨑 吉文様
データ・ドリブン G システムサポート TL

小山内 勝様（下写真）

＜オフィス＞
オフィスはマイクロソフトの製品群の事。ワードやエクセル、パワーポイントが有
名。オフィスは、買い切り型のパターンとオフィス 365 というクラウド契約型の 2
パターン。公社は、月額や年額での支払いをしていく。オフィス 365 にはビジネ
スエッセンシャル、ビジネス、ビジネスプレミアムなどのパターンがあり、PC にインス
トールせずに使用できるなどのメリットがある。なお、法人グループウェアやクラウ
ドストレージも使いたい場合には、買い切り型ではなくこちらのクラウド型が選
択肢に上がる。一方、各種ソフトの買い切り型利用ではランニング費用が発
生しないのがメリット。なお、今後も大きなシェアを持ち続けると考えている。ま
た、クラウド版のオフィス 365 では、1 ユーザー月額 540 円から始められる。
更にクラウドストレージが利用可能で端末の変更に強い。次にデメリット。端
末の入れ替え時に再度インストールの手間がかかる。また、セキュリティ対策が
個人レベルになる。これが法人としては最も大きなデメリット。また、使うアプリが
限られている。次にクラウド版の月額課金では、ランニングのコストが発生す
る。サービスをフル利用すると 1360 円が月額。更にメール容量が有料でも 50GB に制限される。（会場に、クラウド版の
利用者は皆無）クラウド版でのメリットは共同編集、自動保存が可能。クラウドストレージへの自動保存。一方デメリット
は、インストール版との互換性が 100％ではない点と、元に戻す機能が使えない。
＜グーグル＞
次にグーグル。G スイートと呼称。元は検索エンジンだが、多数のアプリが含まれている。テレビ会議の meet、無料アカウン
トやアカウント無しでも使用可能。WEB カメラ付きノートパソコンがあれば使用可能。次にクラウドストレージの Drive。アッ
プロードすると自動で OCR がかかる。名刺をアップロードすると、名前で検索して見つけられる。また、資料の検索は非常
に優秀。次に表計算のスプレッドシート。ほぼほぼエクセルと同機能。ブラウザで使用可能で、共同編集が可能。エクセル
との完全互換性をうたっており、スマホでの編集も可能。他にも、ワードにあたる Docs、メールの Gmail、site、アンケート
の Form。有料版では独自ドメインでの運用も可能。更に容量無制限となる。更に検索にはめっぽう強い。Gsuite の優
位性は、クラウド上での操作や共同編集が楽になる。そして、初期導入が安くて早い、かつデータサーバー運用が保守の
更新や確認などの管理が可能。最後にセキュリティレベルに関しては、データの閲覧や資料作成、編集などの履歴がすべ
て確認できるため、監査が非常に楽になる。
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＜オフィスとグーグル（Gsuite）の比較＞
Gsuite のベーシックプラン、￥800/月。オフ
ィス 365 は￥1080/月。メールのホスティン
グでは独自ドメインが使える Gsuite が優位。
オフィス 365 は、￥1630/月のプランから使
用可能。また、音声会議、ビデオ会議、共
有カレンダー、アプリケーション、デバイス、OS
互換性でも Gsuite が優位。オフィス 365 は、
￥1630/月で、対応可能。ただしクラウドス
トレージでは、Gsuite は 30GB、オフィス
365 は 1TB とオフィス 365 の方が優位。な
お、サポートは共に電話とメール 24 時間対
応だが、Gsuite の方が対応可能な時間が
多いと感じている。
まとめとして、Gsuite の方が割安。なぜならグループウェアとして必要なソフトが揃っている。また、オフィス 365 の使用制限
5 台は、意外と壁になる。あっという間に使い切ってしまう。
Gsuite は、Basic\680-、Business\1360-、Enterprise\3000-となっている。30GB の容量に問題が無ければビ
ジネスで十分。
＜質疑応答＞
Q：サイボウズを 3 年使っているが、使い慣れると切り替えが大変。切り替えのトラブルはなかったか。
A：当社も以前はサイボウズを使っていた。最初は、スプレッドシートとメーラーを使って、次にスケジューラー。スケジューラー
は、最初見た目が異なっていた為に苦情が出たが２～３か月で慣れてきた。逆に使いやすさが分かってきた。スケジュ
ーラーとメールとの連携などをシステム担当から周知をして、便利なところを教えていくことで定着してきた。なお、サイボ
ウズのサーバーが以前に吹き飛んだ事がありそれを契機に Gsuite に移った。
Q：社内でのトラブルに対応してもらえるのか。Gsuite で解決できるのか。
A：当社で相談を全て受けられる。
Q：当社で最近使い始めた。Meet で遠隔地の店長と会議を実施した所、
同じ部屋に複数人数が同時に meet していると反響などで会話が上手く
できなかった。音声会議も同じ。
A：後発であるので、その点では専門アプリと比較するとやはり劣る。
Youtube との連携が出来る、パッケージに入っているのがメリット。おっしゃ
る通り、音声の質は落ちる。なお、ハウリングに関しては、会議用の 10 人
で使用できるマイクを 1 個だけ設置して対応している。
Q：多数の既存のエクセルやワードのデータを Gsuite にどう対応させるのか。
A：全てアップロードして、使用するものを開けば、順次更新、保存されてい
く。
Q：データは個人のフォルダ、法人のフォルダ？ どこに保存してあるのか。
A：社員全員がビジネスで契約、共用ドライブで無制限。そこに会社のデータ
をすべて入れている。
Q：ワークフローにあたるアプリはあるか？

原田 明光 部員
株式会社三永

A：純正ではないが、第３パーティがそれに準ずるアプリを開発している。
＜9．2019.12 喫煙可能であった店舗を禁煙にするにはどうすべきか アンケート ＞
喫煙可能であったホール（又は一室）を禁煙にする際、どういった処置が有効であったかをアンケートしたいという説明があっ
た。主に内装や、ニオイ対策、汚れ対処などを知りたいとの事。部会で検討の結果、下記のアンケートを実施する事にした。
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「喫煙可能だったホール（部屋）を禁煙にするには？」 アンケート 2020.1
PCSA コスト問題研究部会より、上記アンケートを依頼したく、連絡させて頂きました。
来年４月１日に施行が決まっている改正健康増進法により、パチンコホールには原則室内禁煙が義務づけられました。
これまで「喫煙可能」であったホールを「禁煙ホール」にする際、タバコのニオイが残っていないかなど気になるところだと思い
ます。
また、喫煙可能な場所での清掃、バックヤードではどう対応するかなどもアンケートさせて頂きたく存じます。
お忙しい時期に恐れ入りますが、ご協力の程よろしくお願い申し上げます。
Q１-１：喫煙だったホールを禁煙にする時に行った事とその結果を御回答下さい。
ex. 絨毯の張替え、壁紙の素材による張り替え、又は洗浄作業 etc
ex.ニオイがなくなった、においが取れなかった etc
Q１-２：喫煙だったホールを禁煙にする時に行おうと計画している事を御回
答下さい。
ex. 絨毯の張替え、壁紙の素材による張り替え、又は洗浄作
業 etc
Ｑ２-１：喫煙室及び喫煙ブース内の灰皿は、どのようなものを使用するかと
その理由も御回答下さい。
ex. 無水祭壇式灰皿、水入り灰皿 etc
Ｑ２-２：喫煙室及び喫煙ブース内の営業時間中の清掃を誰がどのタイミン
グで実施するのか御回答下さい。
ex. 外部委託清掃業者が 2 時間おきに吸い殻回収、日々の
清掃は閉店後のみ吸い殻は月 2 回業者回収 etc
Ｑ３：従業員のいるバックヤードでの改正健康増進法対応を、どのように考
えているか御回答下さい。
ex. 完全に禁煙にする、喫煙ブースを設ける、休憩室を喫煙

堀金 泰陽 部員
グローリーナスカ株式会社

室にする etc
Ｑ４：その他、改正健康増進法の対応として実施しようとしている、検討している事柄がございましたら御回答下さい。
＜10．2020.1 省エネ講習会について （全日遊連主催） ＞
開催日時

2019 年 12 月 24 日 午後 2 時～3 時 30 分

開催場所

全日遊連 3 階 大会議室

テーマ

省エネルギー政策とパチンコホール業におけるベンチマーク制度について

主催

全日本遊技事業協同組合連合会

講師

経済産業省 資源エネルギー庁 省エネルギー課 畑 泰彦 様

＜概要＞
１．エネ庁 畑氏による「省エネルギー政策(国全体)」「パチンコホール業におけるベンチマーク制度について」
・国全体の省エネルギー政策とその目標、消費動向、歴史など。
・産業部門、運輸部門、業務部門、家庭部門、それぞれの特徴。
・化石燃料一辺倒からの脱却を狙う「エネルギーミックス」の省エネ対策について。
・産業部門の規制について。
・ベンチマーク制度について。
・SABC の 4 段階のクラス分けについて。
・建築物のエネルギー消費性能の向上について。
・エネルギー消費のない ZEB（zero energy building）という考え方について。
・省エネエネルギー投資促進に向けた支援補助金について。
・今後の省エネ政策の課題について。
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・パチンコホール業におけるベンチマーク制度について。
２．全日遊連 森事務局長による「全日遊連 低炭素社会実行計画の進捗報告」
・低炭素社会実行計画は、温室効果ガスの削減を目標とする取り組み。
・2014 年 11 月付で計画を策定。
・2018 年度の経団連傘下の 62 の企業、他 50 余りの企業がこの低炭素社会実行
計画に参加している。
・目標は、CO2 排出量を 2007 年度をベースに、22％、367 万トンの CO2 排出量
の削減。
・毎年、全日遊連傘下の企業に電気使用量と原油換算のエネルギー量も調査を実
施している。
・直近 3 年間の CO2 排出量削減実績では目標を達成している。
・2018 年度のホールにおける電気使用料の速報値でも、目標をクリアしている。

青木 勇二 部員
株式会社山宝商会

・しかし、全日遊連傘下のホール数、延床面積、台数が減少している背景もあり、省エ
ネが進んでいるとするのは早計。
・アンケートの回答率は 90％であり、未回答の 10％を推計して計上している。

＜質疑応答＞
Q：今年からベンチマーク制度が始まり 15％の事業者が達成できる数値として目標値がある。これは 5 年後、10 年
後には変化するのか。
A：目標値は、年々達成事業者が増えていくので、見直しをする必要がある。これは中長期、３～５年で見直すべき。
なお、産業部門では、目標値の見直しを 10 年越しで議論し始めている。なお、産業部門は設備投資のスパンが 10
年以上と長い事も理由。
Q：法人としては 1500kl を越えているが、パチンコ部門だけではそうではない。パチンコ業界に入るのか？
A：定期報告がどの業種なのかによる。主たる事業がパチンコ業では対象となる。
Q：１．延べ床面積と言う事で駐車場を除くとなっている。事前に中部電力に聞いたが、電気の契約は駐車場も一
緒になっており分けられない。コストをかければ分けられるのだが
２．来年からはベンチマークのシートで報告するが、昨年までの形式での報告はしなくて良いのか。
A：１．ベンチマーク制度に対しての新たなコストを望まない。駐車場の面積は、延べ床面積に含めて報告いただいて
も良いが、不利になると理解の上でお願いする。
２．１％削減したかという判断の為に、昨年までの報告は継続でお願いする。
Q：使用量の推定について、集計値の算出の仕方で、検定日の日にちずれが発生しているのだが。
A：報告は 4 月 1 日からなので、検針日がまたがっていてもそこはわけて頂
くことになる。エネルギー使用量は、合理的な方法によって分けていただくと
いう事でご対応頂きたい。
Q：補助金制度で採用されている細目を知りたい。
A：高効率空調やボイラー、変圧器、産業用モータなど。機器だけではな
く、高効率なのかの数値的な目標値が審査対象になる。なお、SII という
執行団体 HP に類例が掲載されている。ご参考に。
Q：省エネのコンサルタントは対象になるか？
A：対象外。
Q：厚生労働省の温室効果ガス算定排出などでは、HP 上にツールを用
意して、昨年度の数値を残して、次年度に使えるようにしている。こちらで
も検討しているか？
A：定期報告書やベンチマーク制度でも WEB 上でコピー活用できるように
計画進行中。再来年以降に電子報告が実現すると考えている。
Q：再生化エネルギーを 1 割から 2 割に増やしたいとあったが、コストが上
がる事が想像できる。賦課金はどうなるのか。
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A：現状は平等に広く薄く負担をしていただいている。そこから大きな変更
はないと思われる。
Q：山本：北海道のブラックアウトに際して、レジャー産業に対して休むべ
きだという意見があり、1 店舗 1 店舗に交渉していたがかなりの困難を伴
った。これを契約の仕方で、電力ひっ迫の際には給電を停止するなどの契
約は考えているのか。
A：国としてというよりは、電力供給側の新電力などが、そういったひっ迫時
に給電を停止する契約にインセンティブを付ける可能性はある。
Q：クラス分けの発表の時期は？ いつの投資が優遇されるのか。
A：クラス分けは例年 3 月末。但し、今年度は前倒しで 2 月末となる。な
お、投資の優遇はこれからの投資に対してかけられる。
Q：省エネを担当していると、進めれば進めるほど電力削減でコストが下げ
られるので進めてきていた。もし、非化石エネルギーの割合がグンと増えた
ら、省エネは進めなくとも良いのか？
A：再生可能なエネルギーだから無遠慮に使って良いとは考えない。消費

福井 宏彰 担当理事
株式会社加賀屋

電力の削減では、効率化につながる。省エネに終わりはないと思う。なお、ゴールが遠のくのだが、その時点で上位
15％で切り直すだけ。再度トップを狙っていただきたい。
Q：節電＝空調の on や off で実施しているホールもまだまだある。それ以上の知識やノウハウの勉強の機会などはあ
るのか。
A：具体的にどう省エネすべきか、ご参考になる省エネ診断を提供しているので活用して欲しい。また、パチンコホールの
トップランナーからの情報共有を実施することが非常に効率的だと考える。
＜11．2020.2 受動喫煙関連アンケート 内装編 まとめについて ＞
2020 年４月１日に施行が決まっている改正健康増進法により、パチンコホールには原則室内禁煙が義務づけられた。その
結果、これまで「喫煙可能」であったホールを「禁煙ホール」に変更する必要が出てきた。その際、タバコのニオイの残留、また、
喫煙可能な場所での清掃、バックヤードでの対応などの情報をアンケートした。部会では、1 月のプレゼンテーションで話題に
上がった清掃や喫煙室入口の風量計測について、どういった頻度で検査すべきか、その計測値の保存期間や計測値の正当
性の担保の有無について意見を交わした。
総回答社：10 社
質問：Q１-１：喫煙可能であったホールを禁煙にする時に行った事とその結果は？
ex.絨毯の張替え、壁紙の素材による張り替え、又は洗浄作業 etc
ex.ニオイがなくなった、においが取れなかった etc
Q１-２：喫煙可能であったホールを禁煙にする時に行おうと計画している
事柄は？
ex.絨毯の張替え、壁紙の素材による張り替え、又は洗浄作
業 etc
Ｑ２-１：喫煙室及び喫煙ブース内の灰皿は、どのようなものを使用する
かとその理由は？
ex.無水裁断式灰皿、水入り灰皿 etc
Ｑ２-２：喫煙室及び喫煙ブース内の営業時間中の清掃を誰がどのタイ
ミングでどの程度実施するのか？
ex.外部委託清掃業者が 2 時間おきに吸い殻回収、日々の
清掃は閉店後のみ吸い殻は月 2 回業者回収 etc
Ｑ３：従業員のいるバックヤードでの改正健康増進法対応を、どのように
考えているか？
ex.完全に禁煙にする、喫煙ブースを設ける、休憩室を喫煙
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室にする etc
Ｑ４：その他、改正健康増進法の対応として実施しようとしている、または検討している事柄は？
＜12．2020.2

喫煙ブース

現況アンケート

2019.11 について ＞
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。なお、2019.1.31 版のアンケートを実施
中。部会では、2019.11.30 版の集計結果を共有し
た。
部会では、S 件にて変更承認申請を求められた件や、
司法書士に一部作業を委託している事例などの情報
が共有された。
＜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

上田 芳己 部員 株式会社日本ヒュウマップ ダイナムグループ（左）
新井 弘光 部員 アメニティーズグループ 株式会社パンドラ（右）

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
Q7：備考
＜アンケート回答 概要＞
・総回答社 7 社 ※内 2 社は設置店舗なし
・設置店舗有り 5 社
・総設置店舗数 21 店舗
＜意見＞
・ある店舗で、地上１ｍ以上の高さのスモークが使用禁止と言われた。貼るシートだったので剥がして OK が出た。
・50 店舗導入したが、大阪では、煙探知機を要望により設置した。扉付きなのか開放型なのかで対応が違い開放型の
方が対応が簡易だった。また、北海道のホールに入れた際は変更承認申請
だった。
・許可が下りるまでは営業ができないのか？
＞喫煙ブースを使用する事が出来ない、という事。営業は可能。
・補助金は、外排気だけでなく内排気にも出るようになったが、東京都では補
助金が出ない。兵庫県は、議会が条例を出して、外排気だけは大丈夫とな
った。
・兵庫県の構造上外排気に出来ない賃貸物件のホール。外排気の喫煙ブー
スから既存の空調ダクトに接続したが、強力に空気を流入されて他の吸入口
から煙が出てきてしまった。そこで、内循環のきれいにした空気を空調ダクトに
流すことで解決した。
＜13．2020.2 法令関連講座 中長期計画の作り方・書き方 補助金の活用に
ついて ＞
基本的な中長期計画の作り方、書き方、補助金の活用手法の説明がされ、そ
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の上で 5 年平均において 1 年間 1％のエネルギー使用量削減を求められており、その計画立案が課題だと延べられた。
テーマ

省エネルギー政策とパチンコホール業におけるベンチマーク制度について

開催日

2021 年 1 月 16 日（木）

主催

一般財団法人省エネルギーセンター

＜概要＞
０．前段
エネルギーミックスにおける省エネ対策
省エネ法の変遷
工場等判断基準 WG で審議されている内容
7 月末に向けての諸手続き
１．様式の入手と届出
２．モデル事業者を例にとって
エネルギー使用量集計
エネルギー使用状況届出害
エネルギー管理統括者の選任・解任届
エネルギー管理企画推進者の選任・解任届
第二種エネルギー管理指定工場等の指定取消申出
エネルギー管理企画推進者の兼任承認申請
３．中長期計画の作成について
中長期計画を作成し提出をしなければならない法根掛
中長期的な計画の作成のための指針
中長期計画の作成はエネルギー管理統括者の一番目の職務
工場判断基準と中長期計画
中長期計画書作成の考え方
中長期計画書の書き方と記入例
中長期計画書の記入の仕方の注意事項
過去の事例で見る作成に当たっての注意事項
４．省エネ導入補助金等の利用
補助金
税制優遇
金融上の助成措置
補助金申請から完了までの注意点

＜＜ ２．企業訪問・勉強会 ＞＞
＜夢コーポレーション株式会社 省エネ活動報告＞
開催日時

令和 1 年 5 月 30 日（木） 午後 3 時 15 分～午後 4 時 15

分
開催場所

夢コーポレーション株式会社 本社会議室

出席人数

代表理事 1 名、担当理事 1 名、部員 6 名、賛助部員 4 名、正

会員オブザーバー4 名、
賛助会員オブザーバー4 名、アドバイザー1 名、オブザーバー5 名、
合計 26 名
説明

夢コーポレーション株式会社 資産開発部 部長 常磐 賢二 様

＜概要＞

荒田 政雄 部員
夢コーポレーション株式会社

１．省エネ活動について
（１）活動に至った背景
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・化石燃料輸入コスト上昇、電機購
買単価上昇。
・①全社員の正しい知識教育 ②店
舗毎の節電オペレーションを確立
（２）目的、目標
・2018 年 3 月期における費用超過
リスクを低減する為。
（３）水道光熱費推移（活動成果）
・開始 1 年で全社水道光熱費の使
用料削減により、単価上昇分を吸
収、目標を達成している。
（４）特定事業者等のクラス分け実施結果
・3 年連続 S ランク。
２．優秀店舗の活動ポイント
活動のポイント（全員野球） PDCA サイクル
（１）温度管理表活用し「わかる化」
・シーズナルパターン、春 3 月～5 月であれば、なるべく空調の使用を控える事が重要。
（２）オペレーションルールの「徹底」
・店舗ごとに異なる点灯、空調機器使用のルールが決まっており、それらが誰にでもわかるようにシール、テプラで
貼ってある。
（３）オペレーションルールの「わかる化」
・ルールを可視化するために、各スイッチ付近に POP を張り付けて誰でも確認、行動ができる環境を整えている。
（４）オペレーションルールの「記録化」
・作成されたチェックシートを活用し実際に何をしたのかをチェックする。このチェックシートはあくまでも確認用であり、
実際にする、しないは店舗の判断で良い。
（５）デマンド分析表の「確認⇒改善」
・デマンド分析をすると店舗ごとの閉店後開店前までのデマンドが全く違う。ピークデマンド数値もかなり違う事が
わかり、そこを改善することで効果が上がる。開店から閉店まではどうしても客の稼働によって、大きく変化する。
しかし、閉店後、開店後のばらつきをなくすのが改善のポイントとなる。
３．まとめ
（１）取り組みの流れ
（２）課題
＜質疑応答＞
Ｑ：本部からの電気関連の指示に対して、中々理解
がされない。どう活動を進めていったのか。
Ａ：こういった活動は社長から承認を得ないと動けない。
社長の存在が非常に大きい。毎月、活動数値を報告
しておりエリアごとの成績が出てくるので誰にでも理解がし
やすい。店舗から特に大きな反対はなかったが無関心さ
はあった。現状、前向きに活動を進めていけるようになっ
た。過去にも同様の活動が進まなかった事例があったの
で、そこでも有効だった「プッシュし続ける」事に注力して
いる。そして、店舗で「気づいた人」が出ると数値が変化

古賀 新 部員 株式会社インターコスモス（右）
対馬 健治 オブザーバー 株式会社インターコスモス（左）

していく。
Ｑ：特定事業者であれば省エネとは別の角度で
管理基準を作成する義務があるのだが、ここ２～
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３年で非常に厳しくなった。どう対応しているのか。
Ａ：担当者を増やして対応している。
Ｑ：全店舗の中から優秀店舗を評価しているが何を評価して表彰したのか。
Ａ：削減の数値が優秀な店舗を評価、表彰した。但し、数値は絶対値ではなく昨年からの変化率を見ている。なお、削
減されたコストはお客様を増やす為の施策（経費）につぎ込んで良しとしている。
Ｑ：お客様の暑い寒いという声で対応しているのか。
Ａ：当初は、店舗毎にこの日は何度と温度を決めて運営していた。しかし、現状では店舗毎の対応に任せている。
Ｑ：駐車場などの外部電気のタイマー設定している店舗はあるか。
Ａ：ある。しかし、夏と冬で設定の変更が自動化されていないので、現在マニュアル対応を進めている。
Ｑ：削減できないという事で、マイナスの評価はあり得るのか。
Ａ：外部要因や設備が原因なのか、それとも店舗スタッフの努力不足なのかがはっきりとわからない。従ってそこまでは考
えていない。
Ｑ：店舗内の節電オペレーションを確立させるためにかかった時間はどのくらいか？ もっとも人手と時間がかかる部分だと
思う。
Ａ：最低１年間から２年間はかかると思う。
＜意見＞
・常磐賢二部長のおっしゃっていた「全員野球」というキーワードに強く共感した。
・32 店舗あれば、3 世代の新旧店舗が混在しているために、32 通りのやり方があり、その中で、各店舗にあった現実的
な対応をされている事に感銘を受けた。また、すべてを数値化して評価をしている事に感心した。
＜株式会社インターコスモス＞
開催日時

令和 1 年 11 月 20 日（水） 午前 10 時～午前 11 時 30 分

開催場所

株式会社インターコスモス 大阪本社会議室

出席人数

部員 7 名、賛助部員 7 名、正会員オブザーバー6 名、賛助会員

オブザーバー5 名、合計 25 名
内容

企業訪問（ショールーム見学）、株式会社インターコスモス 代表
取締役 作道 洋介様 ご挨拶（右写真）、部会開催

＜＜ ３．ストアコンパリゾン ＞＞
＜ストアコンパリゾン in 愛知＞
開催日時 令和 1 年 5 月 30 日（木） 午前 10 時～正午 12 時
スケジュール

AM10:15 １．オーギヤ WO 様（15 分※見学のみ）
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AM10:40 ２．タイキ豊橋藤沢店 様（15 分※見学のみ）
AM11:00 ３．ゼント豊橋藤沢店 様（50 分※15 分見学、30 分質疑応答）
＜意見＞
・景品交換無人カウンターについて、使用率やコスト
削減について非常に勉強になった。
・導入したと伺っていたお掃除ロボットに関して、機能
や清掃率など詳しいお話しを聞きたかった。
・見学させて頂いた景品自動交換機（ガラス張りの
自動販売機で、カード関連の機器が横に設置され
ている。）はメーカーの基板でカスタマイズが必要で
結構な費用が掛かると伺った。
・紙幣搬送設備で紙幣が別階にまとめて送られるの
が非常に良いと感じた。また、現物を見てみたかった
という本社社員がおり、注目度の高さを感じた。
＜ストアコンパリゾン in 大阪 Ⅰ＞
開催日時 令和 1 年 11 月 19 日（火） 午後 2 時～午後 6 時
スケジュール

PM02:00 １．グランキコーナ堺店 様（60 分※15 分見学、30 分質疑応答）
PM03:30 ２．リッチウエル長居店 様（30 分※10 分見学、20 分質疑応答）
PM16:20 ３．イルサローネ東住吉店 様（50 分※15 分見学、30 分質疑応答）

＜ストアコンパリゾン in 大阪 Ⅱ＞
開催日時 令和 1 年 11 月 20 日（水） 午後 1 時～午後 3 時 30 分
スケジュール

PM01:00 １．マルハンなんば 本館 様（60 分※15 分見学、30 分質疑応答）
PM02:30 ２．ベラジオ西中島店 様（60 分※15 分見学、30 分質疑応答）

＜意見＞
・ストコンでは、バス移動の時間にバス内で自己紹介や意見交換などができる。
・店舗を訪問して、率直な意見を伺う事で参考になると実感した。拡大部会だけでなく、別の機会にもぜひ訪問したい。
・異なる地域の店舗を見せていただき勉強になった。
・部会の取り組みとしては、どこをポイントとするのかを共通認識に決めればより深く認識できると感じた。分煙や消費増税がテー
マだったが、内容的には他の話題にも行ってしまっていた。
・大阪の営業形態と店内の様子が参考になった。今回のストアコンパリゾンでは、結果をレポートにして各部門長に流している。
・ストコンでの皆さんの視点が非常に勉強になった。
・訪問先店舗で伺った「若い方を取り込む」という方針が非常に参考になった。未経験の方にどうアプローチしているのかは興味を
引かれた。
・喫煙、禁煙に関しては大阪の感覚が間に合っていないのではと感じた。
・これから 4 月までに喫煙ブースは設置されていくが、間に合わない可能性もある。
・ストコンに関してはテーマを決めて、同じ視点で見ていくというのは勉強になる。
・訪問した店舗の台数と稼働状況や喫煙ブースの情報、喫煙ブース事態の稼働状況があれば勉強になる。

＜＜ ４．コスト問題研究部会 勉強会 ＞＞
＜第４回コスト問題勉強会＞
開催日時

令和 1 年 9 月 5 日（木） 午後 1 時～午後 5 時

開催場所

TKP 上野駅前ビジネスセンター 7A

出席人数

担当理事 1 名、部員 6 名、賛助部員 3 名、正会員オブザーバー5 名、賛助会員オブザーバー1 名
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オブザーバー4 名、合計 20 名
テーマ

今 知っておくべきベンチマーク制度 ベンチマーク報告ってどうやるの？

講師

株式会社アイ・グリッド・ソリューションズ エネルギー事業本部
東日本営業部 営業 1 課 佐藤 良 様 （左写真）

＜概要＞
◆ベンチマーク制度
日本を取り巻くエネルギー環境
・パリ協定採択 ⇒ 省エネ推進強化 ⇒ 省エネ目標 対象拡大。パチンコホールも
その対象に。
・ベンチマーク制度とは、業界共通の指標を用いることで、省エネ状況を適正・客観的
に評価し、各事業者が
「目指すべき水準」の達成に向けて、省エネ取組を推進する制度。また、事業者単位
で新たにベンチマーク指標の報告が必要となる。
・従って、エネルギーマネジメントは全店統一管理と削減がより重要になる。
◆省エネ法とは
・エネルギーの使用の合理化などに関する法律。
・特定規模事業者は、年間原油換算で 1500kl 以上のエネルギーを使用している。（遊技台 3500 台程度）
・ホールであれば、各事業所ごとに会社を立ち上げている場合は、特定規模事業者に相当しない。
・違反すると、エネルギー管理企画推進者を選任の場合 100 万円以下の罰金、エネルギー使用状況届出書の提出の場
合 50 万円以下の罰金となる。
◆ベンチマーク制度の対象事業拡大の背景
・未来投資に向けた官民対話にて、安倍総理が「全産業のエネルギー消費の 7 割を、トップランナー制度の対象に拡大する」
と明言。
◆ベンチマーク要点
・全国統一基準での評価。これまで各事業者ごとに定めていた原単位分析に加え、全国統一基準の重回帰分析による指
標によって平等に評価。
・同業種内でのクラス分け評価制度。統一基準(以下ベンチマーク)によっても、パチンコホール事業者を S クラスから C クラス
までクラス分けが行われる。
・定期報告書の報告内容の追加。従来通りの定期報告に加え、ベンチマークでの報告も義務化される。
◆クラス分け制度
・S クラス：省エネが優良な事業者。なお、ベンチマーク達成者は原単位 1%削減を達成していなくても S クラスへ位置づけ
られる。
・A クラス：一般的な事業者。
・B クラス：省エネが停滞している事業者。対応と
して、注意喚起文書を送付し、現地
調査等を重点的に実施。
・C クラス：注意を要する事業者。対応として、省
エネ法第 6 条に基づく指導の上でも
改善が見られない場合、社名公表
や罰金等の罰則適用。
◆クラス分けフロー
企業全体のベンチマーク数値が 0.695 以下
⇒ yes ⇒ S ランク事業者
↓No
原単位の努力目標（平均１％）を達成して
いる。 ⇒ yes ⇒ S ランク事業者
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↓No
直近 2 年連続で原単位が対前年対比増加していない。 ⇒ yes ⇒ A ランク事業者
↓No
5 年間の平均原単位が５％強増加していない。 ⇒ yes ⇒ A ランク事業者
↓No
B ランク事業者
↓No
注意、立入検査でも改善がない場合 ⇒ C ランク事業者
◆ベンチマーク制度導入によるメリット
メリット①:『事業者クラス分け評価制度』における評価
『事業者クラス分け評価制度』において、ベンチマーク達成事業者は、原単位 1%以上の低減を達成してい
なくてもＳクラス（優良事業者）へ位置付ける。
メリット②:S クラスであれば公表することで CSR の役目を担える
ベンチマーク指標における S クラスはトップ 15%が達成できる想定。そのため、S クラスになると業界でもトップ
クラスの省エネによる環境負荷低減を地域へアピールが可能。
メリット③:省エネ補助金における評価
ベンチマーク導入業種では、省エネ補助金において有利な評価を受けられる。2 年連続の S 評価であれば、
中長期計画書の提出が最大 5 年免除。
◆省エネ法におけるパチンコホールのベンチマーク
・対象事業者
・日本標準産業分類におけるパチンコホールのうちパチンコ店及びスロット店の合計エネルギー使用量が年間 1500kl 以上
の場合にベンチマークの報告が必要となる。
※概算で年間電気代合計が 9000 万円以上あれば対象。
・ベンチマーク水準（目指すべき水準-上位 15％達成見込み）
0.695 以下
◆ベンチマークの計算方法
①各店舗のベンチマーク数値を算出

②①を用いて事業者としてのベンチマーク数値を算出

◆各項目の解説
■年間エネルギー使用量
①電力会社と電気受給契約がある場合
電力会社、ガス会社の請求明細の使用量を原油換算シート(P.15)へ昼間・夜間別に記入
→新電力との契約で夜間区分けが請求書に無い場合は、当該会社へ依頼
※駐車場の街灯等については、ホールとは別に低圧契約を行っている場合など、明確に駐車場としての
使用量がわかる場合は除外(=そのため必ずしも定期報告書の数値とは一致しない)
②請求が電力会社以外からくる場合(テナント等)
子メーター計測の使用量(請求元会社の明細根拠)を原油換算シート(P.15)へ記入
※ただし、昼間・夜間の区分けが不明な場合は一律昼間買電の枠のみ記入
■延床面積
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①電力会社と電気受給契約がある場合
図面上の延床面積(従来定期報告書へ記載している場合は同数値)
②請求が電力会社以外からくる場合(テナント等)
専有部のみのため、警察署へ提出している面積(休憩室や通路も含む)
■年間営業時間
・各年 4 月 1 日～3 月 31 日までの営業時間。店休日や改装期間は除くため、
都度記録を残しておくことを推奨。
◆参考 ホールで使える補助金
省電力補助金または省エネ補助金の 2 種類

＜質疑応答＞
Q：延べ床面積は、定期報告書では立体駐車場は含めて良いということだったが、ここでは含めないのか。
A：駐車場は含めない。
Q：電力会社の算出基準によるの日付のズレはどうするのか。
A：ずれた日付の部分は、電力会社に言えばもらえるがそこまでやっている企業はほとんどない。電力会社以外の計測端末
を使う企業が多い。テナントの場合は、頂いたデータをそのまま使える。
Q：定期報告書で報告する使用量とベンチマーク制度の使用量の 2 種類あるがどうすべきなのか。
A：2 通り計算をする企業とベンチマーク制度に寄せてしまって回答を出す企業がある。ベンチマーク制度自体がまだ、改善
すべき点があり、今後もエネ庁にこういった意見が出てきているので、どう回答すべきかを聞いていく予定。制度変更自体
は 5 年間はないと聞いているが、今後細かな部分で変わっていく可能性はある。
Q：営業時間が長い方が、夜間の時間帯に入るのでその点は有利かと考えるがどうか。
A：迷ったらエネ庁に電話をするのが一番。報告で手間が増えるわけではないので早め対策をしていくことがある。トップ 15％
が S クラスとなっているが、スーパーマーケットであれば 7％。かなり厳しい。企
業価値は高くなる。パチンコホール年間電気代 1500 万円。そこから 20％
削減で 300 万円削減となる。S クラスを目指して空調を変えるなどは良いと
思うが、現場に負担をかけない方が良い。
＜第５回コスト問題勉強会＞
開催日時

令和 1 年 12 月 6 日（金） 午後 2 時～午後 5 時

開催場所

TKP 上野駅前ビジネスセンター 6A

出席人数

担当理事 1 名、部員 6 名、賛助部員 8 名、
賛助会員オブザーバー1 名、合計 16 名

テーマ

近未来の業界動向と、その「コスト増・減」は･･･どこへ？何へ？

講師

有限会社トータル・ノウ・コネクションズ 代表取締役 髙橋 正人様
（右写真）
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テーマ

2019 年の業績データと消費税店舗のデータ

講師

サン電子株式会社 サンタック事業部 情報戦略部
IT コンサルティング課 北瀬 紳一郎様

＜概要＞
<2019 年>【市場動向の推移】と、【進捗率】の検証。
(1)【全店データ】の推移検証～【サン電子株式会社・TRYSEM データ】から、2019 年を検証。
(2)【進捗率】として、【今】の検証。
(3)【貸玉単価別】分類で、【昨年対比】の検証。
パチンコ業種は、【時期的要素】が反映されるビジネスモデルである。
だからこそ・・・「前月対比」では無く、「昨年
月との対比」の確認が重要になる。
【全日遊連】～2020 年の注目は、「残存店
舗数」。
2019 年の注目点は、【廃業店舗数】注目
から始まる!
2019 年「10 月末」の段階で・・
過去全ての、新規則機【適合率】と【適合数】
を確認。
新規則機「保通協適合」状況の確認。
近々の結果は・・・『P・S 共に、適合率・機
種数がダウン』の傾向に。
そして、今後の【遊技機の適合状況】を推
測。
【受動喫煙】～【(改正)健康増進法】を再確認。
受動喫煙防止】は条例であって、法律は【(改正)健康増進法・25 条】です。
【喫煙専用室】における【技術的基準】(※抜粋)
【喫煙専用室】の設置は・・・『いつ実施するのか?』
「全面禁煙化」で、ホールの稼働は下がるのか?
【加熱式たばこ】の需要は増えるのか?
ホールにおける、【「加熱式たばこ」への対応】を検証。
【たばこ喫煙者】と【パチンコ・スロット経験者】を推測する?
「旧⇒新」規則機の【導入台数規模】を検証する。
2019 年における【新規則機の導入率】と【導入台数】の規模を推測。
全ての問題点(懸念点)は、【低貸エリアにおける、新基準機導入率】になる。
年末【高射幸性機】の「IN 枚数の振分」を推測する。
ピックアップする「多台数機種」は【5 機種】=【総 IN=16 億枚/日】
⇒ 1.6 号機 入替の新台
2.6 号機 その他 6 号機
3.5 号機 高射幸性機
4.5 号機 Aor(RT)
5.5 号機 ART
6.スロットを辞める パチンコへ
7.スロットを辞める 店に行かない
【高射幸性機】の「IN 枚数の振分」分布結果
【1 日あたりの総 IN 枚数=16 億枚】の分布図。(※「業界人役職者～83 名」のアンケート結果)
これにより、問題思考の「論理的解釈」を検証しましょう。
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【マーケティング】の話～「マクロ」と「ミクロ」の視点
まずは、【マクロ視点】で、「マーケット分類」。
続いて、【マクロ視点】で、「消費行動の分析」。
全ては、『どこにコストをかけるのか?』で、店舗の営業方針が決まる。
【ミクロ視点】で、『コスト配分が決まる!』。それが、『店舗の未来を創る』
【高射幸性スロ】⇒【パチンコ転向】は有り得るか?
「高射幸性スロット」撤去後の、同コンテンツ「パチンコ」稼働の動向を検証する。
特筆すべき機種は・・・先ずは<P バジリスク 2>。
【スロット】⇔【パチンコ】の転向は有り得るか?
「高射幸性スロット」撤去後の、同コンテンツ「パチンコ」稼働の動向を検証する。
逆に、【パチンコ】⇒【スロット】に移動するユーザーだっているハズ!
【PA 海物語 3R2】の「価値」と「評価」と「運用」検証
【甘デジ】で、「3 万台」も売れるのか?⇒つまり、ホールが「3 万台」買うのか?
単純な「機種評価」は、どうなの?⇒データは「全国平均値」として、<サン電子・TRYSEM>引用。
現実的な「営業運用」を検証する。
<海物語シリーズ>の【甘デジ系】の、「導入日ソート」一覧表。

＜＜ ５．コスト関連商材 プレゼンテーション ＞＞
＜ １．喫煙ブース プレゼンテーション 2019 ＞
開催日時 令和 1 年 5 月 9 日（木） 午後 1 時～午後 5 時 30 分
開催場所 TKP 上野駅前ビジネスセンター 8A
出席人数 代表理事 1 名、担当理事 1 名、部員 7 名、賛助部員 7 名、正
会員オブザーバー15 名、
賛助会員オブザーバー15 名、一般社団法人日本遊技産業経営
者同友会 参加者 9 名、
プレゼンター23 名、合計 78 名
プレゼンター第 1 社 株式会社マースエンジニアリング
「煙」を分けて「人」を分けない スモークポイントのご紹介
椿

実

株式会社マースエンジニアリング
営業企画部販売促進グループ

加藤 英則 代表理事
夢コーポレーション株式会社

米玉利 幸弘 株式会社 fujitaka 事業統括本部
環境事業部 部長
第 2 社 株式会社エース電研
禁煙ホールをトータルコーディネイト
堀江 保善

株式会社エース電研 本社営業部 部長代理

高松

株式会社エース電研 営業本部 本社営業部 主事

亨

第 3 社 JCM システムズ株式会社
分煙力
横山 敏之

JCM システムズ株式会社 課長

第 4 社 株式会社オーイズミ
３つの”問題”を解決する喫煙ブースのご提案
藤岡 大介

株式会社オーイズミ

第 5 社 グローリーナスカ株式会社
喫煙ブース導入事例について
福井 佳貴

グローリーナスカ株式会社 営業部 サプライ推進 G マネージャー
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青山

実

勝田 安生

グローリーナスカ株式会社 営業部 サプライ推進 G サブマネージャー
グローリーナスカ株式会社 営業部 営業 G マネージャー

第 6 社 SANKYO
For ザ・フューチャー 『F パッケージ』
鈴木 裕作

株式会社 SANKYO パーラー事業部 営業部 課長

中尾 圭介

株式会社 SANKYO パーラー事業部 営業部 係長

元岡 洋介

株式会社 SANKYO パーラー事業部 営業部 主任

深野

有限会社星野工務店 部長（株式会社 SANKYO）

剛

第 7 社 株式会社ジョイントバンク
株式会社ジー・スリー どこでも喫煙ブース製品紹介
株式会社ダイレクトジャパン・有限会社アメニックス 分煙化総合ソリューション
永井 秀則

株式会社ジョイントバンク 代表取締役

金井 章浩

株式会社ジー・スリー 専務取締役（株式会社ジョイントバンク）

宮本 豊道

株式会社ジー・スリー 開発課（株式会社ジョイントバンク）

清水 順義

株式会社ジー・スリー 部長（株式会社ジョイントバンク）

桑木野 孝雄 株式会社ダイレクトジャパン マネージャー（株式会社ジョイントバンク）
森本 充彦

有限会社アメニックス 代表取締役（株式会社ジョイントバンク）

第 8 社 フィールズ株式会社
Smart Smoke Project ～集客・稼働を意識した受動喫煙対策～

概要

藤島 輝男

フィールズ株式会社 執行役員 事業統括本部 カスタマーサービス部長

黒川 佳信

フィールズ株式会社 事業統括本部 カスタマーサービス部 担当部長

山本 隆太

フィールズ株式会社 事業統括本部 カスタマーサービス部 ゼネラルマネージャー

林

コマニー株式会社 営業統括本部 特販営業部 法人営業部 法人営業課 課長

泰行

2020 年４月に全面施行される「改正健康増進法」により、原則屋内禁煙となったパチンコホールの為に、弊部
会では喫煙ブースに注目。詳細な法律に適合する喫煙ブースの仕様も発表され、メーカーの「喫煙ブース」を 8 社
まとめての合同プレゼンテーションを開催した。各社 25 分の持ち時間でプロジェクター使用、実物ブースなど無しで
プレゼンテーションを実施。その後、質疑応答にてランニングコストやイニシャルコスト、特徴などを参加全社からヒアリ
ングした。
喫煙ブースのプレゼンテーションの形式について「複数社を比較できるのは良い」「展示ブース、商談スペースがある
と尚良い」との意見が出た。また他には、「喫煙ブースのそれぞれの製品の仕様が規格に合致しているのか知りたい」
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「助成金への対応方法を聞きたい」「吸い殻処理の最善手は？」「休
憩コーナーを喫煙ブースに切り替える重要ポイント」「消防法で注意す
べき点」「室内循環、外排気のどちらが良いのか」などを知りたい、聞き
たいという発言がされた。
＜ ２．健康増進法改正に伴う 既存喫煙室の遵法対応について ＞
開催日時 令和 2 年 1 月 8 日（金） 午後 2 時 40 分～午後 3 時 10
分
開催場所 TKP 上野駅前ビジネスセンター 6A
プレゼンター 青山 一郎 様 株式会社日本ヒュウマップ 清掃部 顧客開拓
担当（PCSA 正会員 ダイナムグループ）
工藤 貴郎 様 株式会社日本ヒュウマップ 清掃部 顧客開拓
担当（PCSA 正会員 ダイナムグループ）
＜概要＞
・株式会社日本ヒュウマップは、清掃、飲食事業、景品事業を営む。
・喫煙室の設営・風速測定・メンテナンス等、健康増進法改正に伴う既存

渡邊 雅也 オブザーバー
アメニティーズグループ
株式会社アメニティーズ

喫煙室の遵法対応のサービス。
・2020 年 4 月から健康増進法が改正され、屋内での喫煙が原則禁止となる為、各ホール対応を計画しているはず。
・一方、お客様だけでなく従業員にもそれらが適用される。
・喫煙室の基準は、入り口風速 0.2m/s 以上。壁、天井など区画されている。屋外へ排気。の 3 点。経過措置として
内排気でも可能。罰則もある。
・提供するサービスは、１．換気扇清掃 ２．風速測定 ３．オプション作業（風速確保の対策工事、喫煙室内のク
リーニング）。
・換気扇清掃は、よく詰まっており清掃で本来の性能を取り戻すことが多い。なお外部フードまで対象としている。
・点検では、１．測定の実施日 ２．測定時の状況 ３．測定結果 を報告する。
・風速測定では、3 か月に１回、JIS T8202 の風速計を使用。0.01m/s から測定可能。なお、この機器は、定期的
な性能確認が求められている。なお、記録保存は 3 年間。測定者は規定されていない。従業員、委託先社員でも OK。
・なお、風速の測定場所は開口部の上部、中央部、下部の 3 か所。
・全国対応可能。
・金額の詳細は実際に見積もりさせていただく。なお、極端な高所やへき地では交通費分として多少の増加がある。また、
既存の喫煙室が風速基準を満たしているかは無料で点検に伺う。
・また、同様に清掃サービスも提供しており、現在契約中の清掃業者との比較としてで構わないので活用していただきたい。
＜質疑応答＞
・既存の喫煙店舗や喫煙室を禁煙にする場合、タバコの臭い対策が今後必要になるがサービスを提供するか？ ⇒ 通
常の清掃での対応となる。
＜補足＞
・2019 年 12 月（前月）の部会にて、佐藤 千恵リーダーより喫煙可能であったホール（又は一室）を禁煙にする際、
どういった処置が有効であったかをアンケートしたいという趣旨説明があった。主に内装や、ニオイ対策、汚れ対処などを知
りたいとの事で正会員、コスト部員宛に問いかける予定。
・一部より、清掃による消臭の費用対効果は良くないのではないかという意見あり。
・禁煙にして 2 日目の店舗にて、ニオイがなくなったと（主観で）言ったら、何もしていないとの回答があった。
・ダクト内や布（椅子）の清掃がポイントではないか、という意見あり。
＜ ３．2018 年新内規救世主現る！ 下町ダ・ペンチ 他入賞口統一管理ストレート整備 ＞
開催日時 平成 31 年 4 月 11 日（木） 午後 2 時～午後 2 時 30 分
開催場所 PCSA 会議室
プレゼンター 株式会社 KMA 代表

室橋 一登志 様
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＜概要＞
他入賞口管理で技術が必要な作業を下町ダ・ペンチ（ツール）であれば、導入時に簡単な研修を受けるだけで、管理
を一元統一化、作業時間を大幅に短縮（1 台約 1 分 30 秒）可能。質疑応答では、時間削減のシミュレーション、販
売以外のレンタルがあるのか、納期、導入時研修の実際などについて質問された。
＜ ４．キュービクル(高圧受電設備）のご提案・自然災害を使った火災・地震保険申請 ＞
開催日時 令和 1 年 10 月 3 日（木） 午後 1 時～午後 1 時 30 分
開催場所 TKP 上野駅前ビジネスセンター 6A
プレゼンター ハイブリッジコンサルティング株式会社 代表取締役
株式会社ピーアンドピービューロゥ 営業企画

高橋 竜太 様
太田

治 様

＜キュービクル(高圧受電設備）のご提案＞
ホールのキュービクル(高圧受電設備）を買い取らせて頂くスキーム。ホール側のメリットは、「キャッシュが手に入る」「（キュ
ービクルの）修理費用、保守管理がゼロになる」「安い電気料金（新電力と契約）」となる。買取したキュービクルを総
合電商がキュービクル管理会社に更に売却。ホール側は、新電力会社 Marubeni 等と電気使用の契約を結んで頂く。
まずはシミュレーションとして、最初に電気料金の年額を出していただき、コスト削減を検討していただく。基本的には 15 年
契約となる。現在、新電力のご案内をしている会社の場合は、電力費用だけの削減となるが、当社は保安管理費とキュ
ービクルの維持費用を削減できる。なお、契約は、期間は 15 年、15 年後に再契約は可能。また、途中解約では違約
金を支払う事になる。
＜質疑応答＞
Q：4 つのメリットの最後の「安い電気料金」が、逆にネックになってくる。現在は、更に電気料金が安価になっている。
A：このスキームの 1 番のメリットはキュービクルの修繕費で、そのリスクを取らなくて済む。
＞15 年契約で考えると、300 万円の差額は、そこまでのメリットとは言えない。このスキームから新電力の契約を切れ
ればメリットになる。
＞新電力の契約を含めてのスキームとなる。
Q：新電力会社は Marubeni 以外にあるのか。
A：他新電力も検討中。
Q：当社はすでに Marubeni と契約しているが、このままの契約でいけるのか。
A：既存の取引とは異なるプランに再度契約しなおすことになる。
＜自然災害を使った火災・地震保険申請について＞
プレゼンターより以下の説明があった。東日本大震災による地震保険申請において、600 物件以上で 4 億円以上の実
績がある。過去の自然災害の被害から保険金を捻出できる。火災保険加入者の約 9 割が火事以外では保険金をもら
えないと思っている。また、地震保険でも倒壊しないと保険金をもらえないと思っている。しかし、そうではない。豪雨や雪に
よる雨どいの変形や、台風による外部通風孔のカバーや管の陥没、室外機のフィンの傷などで保険金を頂くことが出来た。
なお、このコンサルティング業務で他社は成功報酬額 50％だが、自社は 30％となっている。完全成功報酬。しかも調査
は無料で保険金がおりない場合は無料。
＜ ５．新たな切り口での電力会社の選択 ＞
開催日時 令和 2 年 1 月 8 日（金） 午後 2 時～午後 2 時 30 分
開催場所 TKP 上野駅前ビジネスセンター 6A
プレゼンター 井上

渉 様 HTB エナジー株式会社営業販売部 販売管理グループ 東京営業所

青木 隼人様 HTB エナジー株式会社営業販売部 販売管理グループ 東京営業所
＜概要＞
・HBT（ハウステンボス）エナジーは、HIS グループ。
・新電力を BtoC、BtoB 共に提供している。
・特徴１．クレジットカードでの決済可能、従ってポイントを獲得することができる。
・特徴２．会員に福利厚生として HIS グループのベネフィットサービスを提供。
・特徴３．全国対応可能。但し、沖縄意外にて。
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・クレジットカード決済の為、、1 か月遅れの請求となる。
・ベネフィットサービスでは、研修などにも活用出来る施設有り。
・また、代理店も募集。電気は在庫が不要なのがメリット。
＜質疑応答＞
・新電力は、基本料金と従量料金の割引があるが、どちらに該当するのか。
⇒ 基本料金の割引をしている。
＜意見＞
・既に新電力を使用中の企業にはメリットが薄かった。
・今後は、まず、地方電力（東京電力等）からの基本、従量料金の削減％をご提示頂く方が良い。

開催概要
第 161 回コスト問題研究部会

開催場所 夢コーポレーション株式会社 本社会議室、

開催日時 平成 31 年 4 月 11 日（木）

愛知県豊橋市パチンコホール
出席人数 代表理事 1 名、担当理事 1 名、部員 6 名、

午後 2 時～午後 5 時

賛助部員 4 名、正会員オブザーバー4 名、

開催場所 PCSA 会議室

賛助会員オブザーバー4 名、アドバイザー1 名、

出席人数 部員 5 名、賛助部員 6 名、

オブザーバー5 名、合計 26 名

賛助会員ブザーバー1 名、合計 12 名
第 164 回コスト問題研究部会
第 162 回コスト問題研究部会 喫煙ブース プレゼンテーション 2019

開催日時 令和 1 年 7 月 4 日（木）

開催日時 令和 1 年 5 月 9 日（木）

午後 2 時～午後 5 時

午後 1 時～午後 5 時 30 分

開催場所 TKP 上野駅前ビジネスセンター

開催場所 TKP 上野駅前ビジネスセンター 8A

出席人数 担当理事 1 名、部員 7 名、賛助部員 6 名、

出席人数 代表理事 1 名、担当理事 1 名、部員 7 名、

正会員オブザーバー1 名、合計 15 名

賛助部員 7 名、正会員オブザーバー15 名、
賛助会員オブザーバー15 名、

第 165 回コスト問題研究部会

一般社団法人日本遊技産業経営者同友会 参加者 9 名、

開催日時 令和 1 年 8 月 1 日（木）

プレゼンター23 名、合計 78 名

午後 2 時～午後 5 時
開催場所 TKP 上野駅前ビジネスセンター 7A

第 163 回拡大コスト問題研究部会 企業訪問・ストアコンパリゾン in 愛知

出席人数 部員 7 名、賛助部員 5 名、合計 12 名

開催日時 令和 1 年 5 月 30 日（木）～31 日（金）
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第 166 回コスト問題研究部会・第 4 回コスト問題勉強会

第 169 回コスト問題研究部会・第 5 回コスト問題勉強会

開催日時 令和 1 年 9 月 5 日（木）

開催日時 令和 1 年 12 月 6 日（金）

午後 1 時～午後 5 時

開催場所 TKP 上野駅前ビジネスセンター 6A

開催場所 TKP 上野駅前ビジネスセンター 7A

出席人数 担当理事 1 名、部員 6 名、賛助部員 8 名、

出席人数 担当理事 1 名、部員 6 名、賛助部員 3 名、正

賛助会員オブザーバー1 名、合計 16 名

会員オブザーバー5 名、賛助会員オブザーバー1 名
オブザーバー4 名、合計 20 名

第 170 回コスト問題研究部会
開催日時 令和 2 年 1 月 8 日（金）

第 167 回コスト問題研究部会

PM2：00～5：00

開催日時 令和 1 年 10 月 3 日（木）

開催場所 TKP 上野駅前ビジネスセンター 6A

午後 1 時～午後 5 時

出席人数 部員 5 名、賛助部員 5 名、

開催場所 TKP 上野駅前ビジネスセンター 6A

賛助会員オブザーバー1 名、合計 11 名

出席人数 部員 6 名、賛助部員 8 名、
正会員オブザーバー2 名、

第 171 回コスト問題研究部会

賛助会員オブザーバー1 名、合計 17 名

開催日時 令和 2 年 2 月 6 日（木）
PM2：00～5：00

第 168 回拡大コスト問題研究部会・ストアコンパリゾン in 大阪

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 11 月 19 日（火）～20 日（水）

出席人数 部員 6 名、賛助部員 5 名、

開催場所 大阪府大阪市内、堺市内

賛助会員オブザーバー1 名、合計 12 名

出席人数 部員 7 名、賛助部員 7 名、
正会員オブザーバー6 名、

※ 令和 2 年 3 月 5 日（木）開催の予定であったコスト問題研

賛助会員オブザーバー5 名、合計 25 名

究部会は、コロナウイルスの為、開催を中止した。
以上
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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。

- 68 -

法律問題研究部会

PCSA 研究部会・研究会・プロジェクトチーム 活動の記録 2020
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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不正対策研究部会 活動の記録
リーダー ご挨拶
不正対策研究部会のリーダーを務めております、株式会社ヒカリシステムの松本と申します。
不正対策部会では、外部に限らず内部の不正についても不正が出来ない仕組み創りを目指
し、活動しています。
定例部会では、実際に起きた不正事例の統計を取り、警察対応となった事例や今後起こりう
る不正事例に対しての対応策等を共有しております。
近年の遊技機の進化、時代の変化に伴い部員からの報告相談も不正事例以外の事も多く
なってきております。
実際に部会に参加した方でなければわからない内容、議事録に載せられない話題が多くなり
時間が足りなくなる事も度々ありますが、信頼できる部員間で守秘義務は徹底しているので、
ご安心下さい。
3 ヵ月に 1 度開催している不正対策勉強会では、外部講師を招いて実際におきた不正事例
について動画を用いた説明から、ホールオペレーション、警察対応までの流れ、その際の注意
すべき事柄が盛り込まれた現場にとってためになる内容です。大変貴重な情報となりますので
勉強会だけでも是非現場のスタッフに参加して頂きたいと思います。
今後も遠慮なく報告相談が出来る雰囲気を大事にした活動を続けて行きます。

リーダー
松本 浩
ヒカリグループ
有限会社ヒカリアセットマネジメント

オブザーバーとしての参加も可能ですので、皆さまお誘い合わせのうえご参加をお待ちしており
ます。

部会の目的
お客様、ホール、業界の不利益となるゴトの撲滅を目指す。その実現のため、情報の共有、
勉強会の開催、遊技機メーカー・遊技機団体との情報交換を図る。

第 19 期 活動計画
・定例研究部会（毎月 1 回、原則最終金曜日 午後 1 時～午後 3 時）
・最新ゴト情報・対策情報の共有 SNS を利用したリアルタイム情報共有
・ゴト被害アンケート実施 毎月ゴト件数、内容、被害額を集計し対策と対応方法の共有
・部員が抱える業務上の悩み、相談事（内部不正等、公表できる範囲）に対しての対策と対応の共有
・他研究部会との連携、各リーダーと（社員総会等で）情報共有の場を設けて、問題に取り組む
・一般社団法人遊技産業健全化推進機構との情報共有
・遊技機メーカーとの情報共有
・拡大 不正対策勉強会（外部講師による勉強会）目的「最新のゴト事例について学ぶ」「部会に参加出来ない PCSA
会員企業の勉強の機会創出」
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第 18 期 不正対策研究部会 メンバー
担当理事
担当理事

金光 淳用

株式会社ヒカリシステム 代表取締役社長

松本

株式会社ヒカリシステム

リーダー・サブリーダー
リーダー
サブリーダー

浩

梅野 唯行

株式会社合田観光商事

柏

アメニティーズグループ（株式会社パンドラ）

信吾

倉沢 隆志

株式会社ニラク

部員(正会員)
阿部

到

株式会社ダイナム

上野

金子

敦

株式会社ダイナム

春原 正愛

アメニティーズグループ（株式会社アメニティーズ）

華子

株式会社ダイナム

徳永 正宣

株式会社チアエンタープライズ

株式会社ニラク

平井 信行

株式会社チアエンタープライズ

夢コーポレーション株式会社

山本

株式会社三永

森
杉山

徹

荒田 政雄

誠

譲

株式会社ヒカリシステム

※不正対策研究部会は、正会員のみ部員登録が可能。
正会員オブザーバー参加
武内 好努

アメニティーズグループ(株式会社パンドラ)

渡邊 雅也

アメニティーズグループ(株式会社アメニティーズ)

岩永 年一

アメニティーズグループ(株式会社パンドラ)

横木 清一

アメニティーズグループ(株式会社アメニティーズ)

宮坂 一雄

アメニティーズグループ(株式会社アメニティーズ)

美齊津 孝幸

アメニティーズグループ(株式会社アメニティーズ)

桝本 哲也

アメニティーズグループ(株式会社パンドラ)

堀川

アメニティーズグループ(株式会社アメニティーズ)

岩野

慶

アメニティーズグループ(株式会社アメニティーズ)

北口 大輔

アメニティーズグループ(株式会社アメニティーズ)

植村

聡

アメニティーズグループ(株式会社アメニティーズ)

添田 英範

アメニティーズグループ(株式会社アメニティーズ)

山浦

武

アメニティーズグループ(株式会社アメニティーズ)

穣

＊ホール他団体のセキュリティ対策ご担当者のお名前は、セキュリティの関係上、伏せさせていただいております。
長野県遊技業協同組合
3名

株式会社竹本商店

1名

共和観光株式会社

2名

株式会社サンエイ

1名

株式会社新生

1名

株式会社バビデ

1名

株式会社ジン・コーポレーション

東京都遊技業協同組合
3名

株式会社三佑商事

1名

株式会社ゆたか

2名

株式会社コンチェルト

1名

株式会社メッセホールディングス

2名

サンキョー株式会社

1名

大石商事株式会社

2名

株式会社オータ

1名

NEXUS 株式会社

1名

株式会社新洋

2名

大豊株式会社

静岡県遊技業協同組合
3名

株式会社アプリイ
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一般社団法人日本遊技関連事業協会
15 名

株式会社マルハン

1名

株式会社 ABC

3名

株式会社アプリイ

一般社団法人日本遊技関連事業協会 近畿支部 セキュリティ対策部
3名

株式会社ボネール

１名

株式会社アサヒディード

2名

株式会社オフィスボストン

1名

株式会社プラウド

2名

株式会社ジェイク

1名

株式会社コスモローム研究所

1名

アンダーツリー株式会社

一般社団法人遊技産業健全化推進機構
伊勢崎 清 様

一般社団法人遊技産業健全化推進機構 理事・事務局長

メーカー
大庭 義樹 様

株式会社ユニバーサルエンターテインメント

オブザーバー
高石 隆一 様

有限会社ジャパン・セキュリティ・サービス

第 18 期 活動報告
＜＜ １．ゴト被害・通報アンケート ＞＞
第 12 期４月よりゴト被害の件数、被害額、警察への被害届などの客観的かつ具
体的な数値を集積し、全体的な被害状況の把握を目的として現在も調査を継続
している。その背景として、「ホールがゴトと認識している行為」と警察が「犯罪として
認識、被害届の受理までいたる行為」に差違がある点があげられる。ゴト行為を犯
罪として立証する難しさもあるが、罰則の適用をもってゴト行為の抑止・防止につな
げていきたいと考えている。
＜３月事例＞
アンケート回答 8 社。被害件数 23 件、被害額\334,708-、警察への通報回
数 2 件、被害届申請 2 件、被害届受理 0 件となっている。ゴトは、ドツキ、磁
石、糸付き玉、持ち込みなどであった。各不正の詳細を説明した後、不正対策
部品などの提出書類について情報を共有した。
＜4 月事例＞

サブリーダー
梅野 唯行
株式会社合田観光商事

アンケート回答 10 社。被害件数 35 件、被害額\890,672-、警察への通報回数 3 件、被害届申請 2 件、被害届受
理 0 件となっている。ゴトは、ドツキ、油玉が特に目立った。他には糸付き玉、ショートゴト、持ち込みなどが発生した。各不正
の詳細を説明した後、遊技機 K で頻発したドツキについて、各社より発覚の経緯、対応などが説明された。なお、ホールコン
ピュータにデータを上げることで、ドツキによるデータ異常に気付きやすいという報告もあった。既に昨年から注意喚起されてきた
ドツキであったが、4 月の大発生を鑑みて今後一層の警戒が必要だと注意を喚起した。
＜5 月事例＞
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アンケート回答 9 社。被害件数 36 件、被害額\168,390-、警察への通報回数 5
件、被害届申請 4 件、被害届受理 1 件となっている。ゴトは、糸付き玉、油玉、ドツ
キが特に目立った。他には磁石、持ち込みなどが発生した。各不正の詳細を説明した
後、内部不正対策に関する情報が共有された。
＜6 月事例＞
アンケート回答 6 社。被害件数 12 件、被害額\409,037-、警察への通報回数 1
件、被害届申請 1 件、被害届受理 1 件となっている。ゴトは、糸付き玉、磁石、ドツ
キが特に目立った。他にはクレマン、油玉などが発生した。各不正の詳細を説明した後、
右打ち攻略への対応方法、内部不正に関する情報が共有された。
＜7 月事例＞
アンケート回答 7 社。被害件数 23 件、被害額\203,150-、警察への通報回数 0
件、被害届申請 0 件、被害届受理 0 件となっている。ゴトは、ドツキ、糸付き玉が特

サブリーダー
柏 信吾
アメニティーズグループ
株式会社パンドラ

に目立った。他には持ち込みやカード盗難などが発生した。各不正の詳細を説明した
後、ドツキを未然に防ぐノウハウが共有された。
＜8 月事例＞
アンケート回答 6 社。被害件数 19 件、被害額\2,076,080-、警察への通報回数
0 件、被害届申請 0 件、被害届受理 0 件となっている。ゴトは、先月と同様にドツキ

や糸付き玉の発生が目立った。他には磁石ゴトなどが発生した。各不正の詳細を説明した後、広域犯罪に属するドツキゴト
師の情報が共有された。
＜9 月事例＞
アンケート回答 8 社。被害件数 14 件、被害額\343,538-、警察への通報回数 1 件、被害届申請 1 件、被害届受理
0 件となっている。ゴトは、ドツキ、磁石、糸付き玉、レート間持ち込みなどであった。各不正の詳細を説明した後、ホームペー
ジに遊技台の機種を公開することのメリットデメリットについて、ごと被害を受けた店長への対応方法などについて情報を共有
した。
＜10 月事例＞
アンケート回答 6 社。被害件数 14 件、被害額\133,570-、警察への通報回数 4 件、被害届申請 2 件、被害届受理
1 件となっている。糸付き玉、持ち込み玉の発生が目立った。各不正の詳細を説明した後、懸念されるゴト対象機種につい
て検討された。
＜11 月事例＞
アンケート回答 8 社。被害件数 9 件、被害額\728,160-、警察への通報回数 1 件、被害届申請 0 件、被害届受理 0
件となっている。ドツキや糸付き玉、メダル持ち込みの発生が目立った。他にはショ
ートゴトが発生、手口や対策の情報を共有した。各不正の詳細を説明した後、
ホールスタッフがゴト警戒を自然と実行するオペレーションについて検討された。
＜12 月事例＞
アンケート回答 8 社。被害件数 16 件、被害額\591,600-、警察への通報回
数 2 件、被害届申請 2 件、被害届受理 0 件となっている。ショートゴトでかなり
の被害。ドツキや糸付き玉、メダル持ち出し持ち込みの発生が顕著。また、取り
外し可能な役物などについてマニュアルを十分確認するよう注意喚起がされた。
＜第 18 期 まとめ＞
今期のゴト被害の概況だが、第 17 期と同様に全般的にローテクゴト、いわゆる
「糸付き玉」「持ち込み」「持ち出し」などの発生割合が非常に大きかった。また、
後半にはショートゴトなどのハイテクゴトの撤去直前機種への駆け込みゴトが発生
しているのが散見された。なお、ゴト被害自体の件数は以前として減少しており、
アンケート回答社のほぼ半数が「被害なし」となる月が非常に多かった。
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＜＜ ２．定例部会 テーマ ＞＞
＜１．2019.4 ゴト情報 他 共有事例について＞
下記の内容について情報を共有した。
・盗撮事例発生の件について。
・売上金回収に伴う各社ルールについて。
・強盗犯への対応について。
・強盗回避のために、閉店後作業の効率化について。
・日遊協 近畿支部 セキュリティ対策部の情報共有内容について。
・セキュリティ会社提供の各サービスのメリットについて。
・再入店禁止のシステムと懸念点について。
・警察通報時の店舗スタッフ対応について。
・ゴト被害アンケート、通報事例、被害届申請、受理数のデータ集積につい
て。

金子 敦 部員
株式会社ダイナム

＜２．2019.5 部会 対外、対内広報活動について＞
不正対策研究部会・不正対策勉強会 in 大阪において、

１．非会員企業の参加者に対する広報活動として、事務局より PCSA 活動の PR が欲しい。
２．PCSA 全研究部会での活動内容について部員が把握できるような報告が欲しい。
という要望が出され、事務局より２．の活動内容についての報告がされた。
部員からは、
１．非会員企業への PR として
・長すぎるので、前回開催した各研究部会の内容を反すのではなく、参加した場合のメリットとなる部分だけを話すのが良
い。
・他の研究部会でも同様の広報活動を実施して頂きたい。
・非会員企業の不正対策担当者が、「自社に戻った時に PCSA の活動でこんなことしていた」と話せて、不正以外の担当
者が興味を持って参加したいとなった時には、「参加出来る」と伝えられると良い。
・PCSA は、最も若く情報交換に長けているので、様々な課題に対して、外部のコンサルタントや弁護士に相談するより、
PCSA の部会で対応、相談出来るという事を PR して欲しい。
・全ての研究部会で、次回にこういった内容で部会を開催するという「次回予告」を出せれば、担当者が興味を持って来
やすくなる。
２．活動内容 報告については
・口頭での説明では分かりづらいところがあるので、何かしら図示するものがあると良い。
アクションレポートでは細かすぎる。
等の意見が出された。
＜３．2019.5 PCSA リーダー会議について＞
PCSA 全研究部会での横の連携を強めたいという当部会の意見により、リーダー会議
が発案された。早速、令和元年 5 月 16 日、第 18 期定時社員総会の開始前に、
同会場において第 1 回リーダー会議が開催された。本日は松本浩リーダーよりその報告
がされた。
・各部会がバラバラに開催しており連携が取れていない。来期以降、全研究部会を同
日開催して、他の部会に興味がある方はそこに参加出来るよう検討していきたい。
・各部会の部員数、出席率などを調査して公表すべき。
・部会参加していない会員企業に、参加しない理由を聞きたい。

阿部 到 部員
株式会社ダイナム

＜４．2019.5 株式会社ユニバーサルエンターテインメント 情報共有＞
株式会社ユニバーサルエンターテインメント 大庭 義樹 様より、下記の件の報告がさ

- 87 -

不正対策研究部会

PCSA 研究部会・研究会・プロジェクトチーム 活動の記録 2020
れた。
・遊技機 G、遊技機 K の不正サブ基板が関西方面で発見された。
・遊技機 K は、O 県、H 県で発生した。
＜５．2019.5～6 ゴト被害アンケート 通報、被害届申請、受理 集計結果に
ついて＞
ゴト情報アンケートで集められている、警察への通報、被害届申請、被害届受
理について 2017 年 6 月から 2019 年 4 月までの集計結果が報告され、その
状況説明や改善策の模索を継続することとした。
・通報が全件数の 1/5、その内被害届が受理されたのはその更に 1/5 とな
る。
・持ち込みが結構受理されているが、これは犯人が特定できて店内にまだいる
ことが多い為。
・電波と釘曲げではほとんど受理された事例がない。
・クレマンは１件のみだが、これは物証があった事例であった。

荒田 政雄 部員
夢コーポレーション株式会社

・被害届が受理された罪状は、多い順に１位 窃盗かつ窃盗未遂、２位
建造物侵入となっている。
・玉やメダルの持ち込みでは、「持ち込み」「遊技」による被害ではなく、「持ち込み」「遊技」「交換」で被害となるという考え
方と伺った。
・今後、各社のゴト被害通報基準・対応フローをアンケートする。
Q1:ゴト被害を通報する基準と実施状況
Q2:ゴトが発生、発覚したケースでのフロー
Q3:ゴト被害と通報に関して、現状の問題点、課題点
＜６．2019.7 ゴト被害通報基準・対応フローアンケートについて＞
毎月集計しているゴト被害アンケートでの通報や被害届申請、並びに受理にお
いて、押さえておきたいポイントがある事がこれまでにわかってきた。そこで、各社の
通報や対応フローを集計、情報の共有を試みた。対応チャートやフローのまとめか
ら下記の様な対応のポイントが情報共有された。
・ゴトに気が付いたら映像とデータを確認し証拠を押さえる。
・警察（110 番ではなく担当部署に直接）へ通報し私服・覆面パトカーで来店
を依頼する。
・店舗スタッフは基本的にゴト師と対応しない。
・お客様と従業員の安全を第一に行動する。
・ゴト師が途中で逃げても追うことはしない。
・警察が到着したら身柄を確保してもらう。その後の対応は全て警察に任せる。
・対応中に近隣店舗と店舗を統括する上長、本社セキュリティへ報告する。
・対応後に詳細をまとめ全社に情報共有する。

森 華子 部員
株式会社ダイナム

なお、以上のポイントをまとめた上で「このゴトが窃盗罪なのか建造物侵入罪なの
かがわかれば、通報時、若しくは警察到着時に担当者にゴトの説明が理解して
もらいやすくなる、」ことから法律問題研究部会に業力を依頼し、それぞれのゴト

がどういった犯罪になるのか、更に押さえるべきポイントなどをまとめることを決定した。
＜７．2019.7 ゴト種別 対応罪状＆押さえるポイント＞
店舗で発見したゴトが窃盗罪なのか建造物侵入罪なのかがわかれば、通報時、もしくは警察の担当者到着時にゴトの説明
が理解してもらいやすくなる、ことから「それぞれのゴトがどういった犯罪になるのか、更に押さえるべきポイント」などをまとめること
を決定した。アンケートでは、ゴト名称、ゴト説明、ゴト行為、対応罪状、押さえるべきポイントなどをゴト種別に作成、この結
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果を複数社より得た。ゴトの名称や説明などすりあわせが必要な内容があり次回以降も継続して検討する事となった。
なお、一例としてセルゴトでは以下の様な記述となる。
ゴト名称：

セルゴト（ショートゴト）

ゴト説明：

何らかの手段で遊技台の扉を開け（または内部に侵入する経路を作り）、そこから器具
を挿入してサブ基盤・ハーネスに傷をつけることでショートさせ、不正な信号を送り込んで
ART や大当たりを不正に誘発させる。

ゴト行為①：

扉、パネルにキズを付ける（損傷を残す）、内部の基盤や配線にキズを付ける

対応罪状①：

器物損壊

押さえるべきポイント①：

遊技台の痕跡、ならびに犯行の鮮明な動画

ゴト行為②：

不正遊技を目的にホールに入店する

対応罪状②：

建造物侵入

押さえるべきポイント②：

遊技をせず、ゴト行為を目的として入店したという動画

＜８．2019.10 ゴト情報 他 共有事例について＞
下記の内容について情報を共有した。
・2020 年 1 月、不正対策勉強会 in 静岡について。
・ゴト種別 対応罪状＆抑えるポイントについて。
・器物損壊の彼我を受けた場合の対応について。
・従業員がゴトを目撃した場合の各車対応について。
・IC カードやクリアコインの盗難対応について。
・不正対策の情報を共有する会合について。
＜９．2019.11 株式会社ユニバーサルエンターテインメント 情報共有＞
下記の内容について情報を共有した。
・遊技機 B、不正部品の発覚について。
・ホッパーモーターに係わる不正基板について。
・今後の不正基板対策について。

杉山 徹 部員
株式会社ニラク

・セレクター設定について。
＜10．2019.12 ゴト情報 他 共有事例について＞
下記の内容について情報を共有した。
・パチンコホールスタッフ、店舗に対する強盗対策について。

・千葉県遊協における変更承認申請に係わる試行について。
＜11．2020.1 ゴト情報 他 共有事例について＞
下記の内容について情報を共有した。
・出入り禁止とする際の各社の判断基準や、その際のスタッフの取るべき対応について。
・遊技台の故障しやすい部品、また、その交換にかかる費用やメーカーの対応について。

＜＜ ３．不正対策勉強会（年４回） ＞＞
第 6 期 2007 年より「ホール企業のセキュリティ対策部署、担当者のゴト対策知識の
向上」を目的として開始された当勉強会は、ホール４団体、メーカー団体、一般社団
法人遊技産業健全化推進機構、個別遊技機メーカーからの参加者を得ながら継続
している。今期は有限会社ジャパン・セキュリティ・サービス 代表取締役 高石 隆一
様を勉強会常任講師とし、平成 30 年 4 月には、大阪で日遊協近畿支部の方々、

春原 正愛 部員
アメニティーズグループ
株式会社アメニティーズ

令和 1 年 7 月には、長野県で PCSA 会員企業や長野県遊協の方々に多数ご参加
頂いた。一転、令和 1 年 10 月の東京上野での開催では、都遊協の方々、令和 2
年 1 月の静岡では、静岡県遊協の方々にご参加頂けた。また、年間を通して、日遊
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協、同友会の皆様にも多数ご参加頂けた。
＜第 47 回不正対策勉強会 in 大阪＞
開催日時

平成 31 年 4 月 19 日（金） 午後 1 時～午後 5 時

開催場所

大阪研修センター江坂 6 階 「会議室 C」

出席人数

理事 1 名、部員 8 名､正会員オブザーバー4 名、
賛助会員オブザーバー1 名、
日遊協近畿支部 セキュリティ対策部参加者 11 名､
日遊協 参加者 6 名、オブザーバー参加者 1 名
合計 32 名

タイトル

「最新のゴト情報について ～危機管理 モラル教育の重要性～」

講師

有限会社ジャパン・セキュリティ・サービス 代表取締役 高石 隆一様
（右写真）

内容

第 1 部 最新のゴト情報について（2019 年 1 月 25 日～2019 年 4 月 18 日）
・遊技機 M ～穴開けによるセルゴト～
不正の手口
点検・警戒ポイント等
被害懸念機種
・新手の磁石ゴト ～R 枠のセンサー無効化～
不正の手口
点検・警戒ポイント等
・警戒依頼！ ～今、まさに発生中のゴト～
◇POP の有効活用について
◇最近の業界の話題 ～事件・事故、行政・組合の動きなど～
第 2 部 危機管理 ～モラル教育の重要性～
・危機管理① ～ネットリテラシーについて～
ネットリテラシーとは
・危機管理② ～その他の予測できない機器～
モラルの欠如について

＜第 48 回不正対策勉強会 in 長野＞
開催日

令和 1 年 7 月 25 日（木）～26 日（金）

開催場所

株式会社アメニティーズ 本社 長野県東御市 部会

出席人数

長野県上田駅近辺

長野県上田市 ストアコンパリゾン

上田情報ライブラリー

長野県上田市 勉強会

部員 7 名､正会員オブザーバー12 名、
長野県遊技業協同組合 参加者 9 名、日遊協 参加者 2 名、
オブザーバー参加者 1 名、合計 31 名

タイトル

「最新のゴト情報について ～業界動向について～」

講師

有限会社ジャパン・セキュリティ・サービス 代表取締役 高石 隆一様

内容

第 1 部 最新のゴト情報について
（2019 年 4 月 19 日～2019 年 7 月 26 日）
・ART 誘発セルゴト新手口 ～遊技機 M～
不正の手口、点検・警戒ポイント等、被害懸念機種
・糸付き玉ゴト
不正の手口、点検・警戒ポイント等、被害懸念機種
・ゴト対応の基本 ～失敗例と店側の問題点～
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ゴト対応とは？、理想的なゴト対応の心構え、理論武装、毅
然とした態度
第 2 部 業界動向について
・依存防止対策への取り組みの重要性
今年 2019 年と昨年 2018 年の行政講話内容、機構による
依存防止対策調査が開始間近
・全国の取り締まり事例
無承認構造変更、広告・宣伝規制、違反例の一部
第 3 部 グループワーク
・依存防止対策への取り組みの重要性
・5 グループに分かれて、下記テーマについて話し合い、20 分後に各
グループ 1 名が代表として発表した。
・テーマ：各種不正事案に対する現状の問題点と改善方法につい
て
＜グループ 1＞

松本 浩 リーダー
ヒカリグループ
有限会社ヒカリアセットマネジメント

問題点
・現場でスキルが足りていない。
・人員不足から対応が出来ていない。
改善策
・常に言い続けて意識を高める。
・ゴト、遊技台の情報を現場と共有する。
・出来る事として「ゴトの多い遊技機にお客が付いた」などの報告によって未然に防げる。
・ゴト対策の動画を作成、又は専門部署を立ち上げてスキルアップの研修を開催する。
＜グループ 2＞
・情報の収集力が重要。
・ゴトの情報を会議室に掲示しても興味がなければ見ない。
・ゴト自体を知らないキャストも増えてきている。
・まずは、ゴトを知ってもらう。
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・ゴト用語を使わないで説明する。
・ゴト被害機種に着座したお客様の報告。（常連か？ 初めての客か？）
・ゴトの情報を末端まで流してゴト対応の「いろは」から教育する。
・ほうれんそう（報告・連絡・相談）とおひたし（怒らない・否定しない・助ける・指示す
る）が重要。
＜グループ 3＞
・本社、本部から現場に不正対策を上手く依頼するには？
⇒ 本社、本部から文書だけで通達しても誰も興味を持たない。実際に自社、又は
他社で発生したゴト事案の動画などで視覚に訴えられる情報を伝える。
・現場の店長クラスが「こう対応したら良い」とわかっていても、現場スタッフが出来ない。
⇒ 毎日の終礼などで、当日に発生した事例をあげ、こうしたら良かった等の解説を
実施。
・データチェックをしているが不正事案の発見が出来ない。

山本 譲 部員
株式会社三永

⇒ 本部の担当者がこの機種のここだけでもチェックするようにとポイントを絞って現場
に指示を出す。

＜グループ 4＞
・現場の経験不足とスキル不足。
⇒ 情報発信では、この機種にこういった痕跡があるという文章での説明より、動画で見せる事の方がイ
ンパクトがあり、わかりやすい。ゴト師の動きやゴトの手順を動画から学んでもらう。
⇒ 強化期間などを設けて、特定のポイントで集中してゴト対策を指示する事で興味を持ってもらう。
・本部が現場に情報を送った後、フォローが不足しているので、ヒアリングなどで実施していく。
＜グループ 5＞
・人員不足や経験、スキル不足は他グループと同じ。
・勉強会、セミナーなどの学習成果を各社に持ち帰って情報を共有する。
・勉強会、セミナーなどに出来れば本部だけでなく現場の方の参加を促す。
・月に 1 回、各社、店舗などで不正対策勉強会を開催する。
意見・感想等 ・今回初めて取り入れたグループワークは非常に良かった。
・グループワークの時間を 20 分から 30 分へ延長して欲しい。
・構成として、１．勉強会 ２．グループワークではなく、１．勉強会 第 1 部、２．グループワーク、
３．勉強会第 2 部とグループワークを挟む方が良い。
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＜第 49 回不正対策勉強会＞
開催日時

令和 1 年 10 月 25 日（金） 午後 1 時～午後 5 時

開催場所

TKP 上野駅前ビジネスセンター 4A

出席人数

部員 8 名､正会員オブザーバー参加者 3 名、都遊協参加者 14 名、

日遊協 参加者 6 名、
日工組参加者 3 名、オブザーバー参加者 1 名、合計 35 名
タイトル

「最新のゴト情報について」

講師

有限会社ジャパン・セキュリティ・サービス 代表取締役 高石 隆一様

内容

第 1 部 最新のゴト情報について（2019 年 7 月 27 日～2019 年

10 月 24 日）
・駆け込みによる犯行 ～撤去がすむまでは警戒！～
最近の駆け込み犯行事例
事例①＆②、メーカーS 系電磁波ゴトの手口
事例③、遊技機 M のセルゴトの手口
点検・警戒 POINT 等

平井 信行 部員
株式会社チアエンタープライズ

ゴト被害懸念機種の設置期限
・依然として被害多発中① ～糸付き玉ゴト～
手口
点検・警戒 POINT 等
・依然として被害多発中① ～どつきゴト～
手口
点検・警戒 POINT 等
第 2 部 グループワーク
・5 グループに分かれて、テーマについて話し合い、各グループ 1 名が結果を発表した。
テーマ：どつきゴトへの対応方法は?
Q1：社内の対応ルールはどうなっていますか？
（声のかけ方やタイミング、交換の是非、相手による対応の使い分けなど）
Q2：報告のタイミングなどのルールは？
（社内連絡のタイミング、社外連絡はする？しない？）
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＜グループ 1＞
テーマ：どつきゴトへの対応方法は?
Q1：社内の対応ルールはどうなっていますか？
（声のかけ方やタイミング、交換の是非、相手による対応の使い分けなど）
・出勤している社員が対応しており、もめたら系査察に通報、店舗ルールに従わない場合は退店勧告、
遊技約款に沿って対応している。
・3 回目に退店を勧告する。
・景品交換はケースバイケース。
・データチェックでの発覚が多い。
・ゴト師と対応する場合に、揚げ足などを取られないように冷静に行動する。
・注意 2 回目以降は役職者が対応。
Q2:報告のタイミングなどのルールは？
（社内連絡のタイミング、社外連絡はする？しない？）
・ボイスメールやイントラネットで社内報告。
・社外報告はないという企業が多かった。
・警察対応まで行けば、社内報告するという企業もあり。
＜グループ 2＞
テーマ：どつきゴトへの対応方法は?
Q1：社内の対応ルールはどうなっていますか？
（声のかけ方やタイミング、交換の是非、相手による対応の使い分けなど）
・多くの企業セキュリテイ対策の回線をしっかりつなげて、データチェックの解析から発覚が多かった。
・ゴト師に対しては社員対応で声かけ、それで収まらない場合には警察通報などの対応が多かった。
・厳しい掲示物を避けたい為、POP を貼っていない企業もあった。
・ゴト師を出入り禁止にして情報を共有する。
・ゴト師と思われる方に声かけを実施。
・ゴトをさせない環境を作っていく。
＜コメント＞
・ゴト師への声かけは非常に有効。
＜グループ 3＞
テーマ：どつきゴトへの対応方法は?
Q1：社内の対応ルールはどうなっていますか？
（声のかけ方やタイミング、交換の是非、相手による対応の使
い分けなど）
・見慣れないお客様がゴト被害機種（警戒機種）に座っ
た場合に店舗内で情報を共有する。
・入店時に眼をしっかりと見て挨拶をする。
・ゴト被害機種（警戒機種）設置場所はカウンター前の
人目に付きやすい場所、カメラチェックを怠らない。
・ゴト警戒中などの POP を貼る。
・交換時には身分証の提示を求めることや、交換しないこと
も対応選択肢に入れてある。
Q2:報告のタイミングなどのルールは？
（社内連絡のタイミング、社外連絡はする？しない？）
・社内には報告書などの情報共有。
・社外報告はグループへのメールなどでの情報共有。
＜グループ 4＞
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テーマ：どつきゴトへの対応方法は?
Q1：社内の対応ルールはどうなっていますか？
（声のかけ方やタイミング、交換の是非、相手による対応の使い分けなど）
・モニターカメラ等で仕草や枠ランプなどを確認して、遊技約款をベースに声かけをする。
・声かけは 1 回目、2 回目と段階を踏んでいる。1 回目は注意喚起、2 回目は退店などの処置をとる
企業有り。
・景品交換は基本拒否。
Q2:報告のタイミングなどのルールは？
（社内連絡のタイミング、社外連絡はする？しない？）
・社内には終日中に報告を完了させる。
・社外報告は基本行わない企業や、近隣の競合店には必ず知らせるという企業もあった。
＜グループ 5＞
テーマ：どつきゴトへの対応方法は?
Q1：社内の対応ルールはどうなっていますか？
（声のかけ方やタイミング、交換の是非、相手による対応の使い分けなど）
・出入り禁止では、1 回目に警告をする。2 回目で遊技約款をもとにして退店を促す。
・ゴト警戒中という POP を掲示。
・もめた場合には警察に通報する。
・ゴトされた機種を撤去するという意見もあり。
・交換を強く要望する場合は、貯玉を進める企業有り。
Q2:報告のタイミングなどのルールは？
（社内連絡のタイミング、社外連絡はする？しない？）
・特に設けていない企業、インカムでの報告をする企業、被害があれば本社まで報告するという企業有
り。
・閉店後に使用するチェックシートを作成して対応している企業有り。
・近隣グループ店舗への報告はしっかりとしているが、社外にはしている企業はなかった。
・警察対応をしなければ、店舗内で情報を共有、警察対応をした場合は本社まで共有という企業有
り。
＜対応まとめ＞
・ドツキ行為への注意喚起 POP を掲示。
・口頭でドツキ行為を注意した上で、遊技約款を根拠に、遊技中止、出玉預かり、退店勧告。
・その場に合わせた臨機応変な対応が非常に重要。
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＜第 50 回不正対策勉強会 in 静岡＞
開催日時

令和 2 年 1 月 31 日（金）～2 月 1 日（土）

開催場所

勉強会

レイアップ御幸町ビル 貸会議室

静岡県静岡市

ストアコンパリゾン

静岡県静岡駅近辺

静岡県静岡市

部会

レイアップ御幸町ビル 貸会議室

静岡県静岡市

出席人数

部員 5 名､正会員オブザーバー2 名、静岡県遊協 参加者 8 名、日遊協参加者 8 名、
オブザーバー参加者 1 名、合計 25 名

タイトル

「各種不正不法事案と遵法営業について」

講師

有限会社ジャパン・セキュリティ・サービス 代表取締役 高石 隆一様

内容

１．2019 年ゴト発生状況を振り返り
・年間を通して発生していた手口、撤去に合わせた駆け込みゴト、新規のゴトの３種類。
・パチンコローテクだけで 60％を占めていた。
・今年は、スロット６号機のヒット機種が出て、新たなゴトが発生すると予測。
・今年も、パチンコローテクゴトが多いと予測。
・常習磁石ゴト師も活発に活動中。
・スロットは、新しいゴトへの警戒。撤去が続く旧基準機への駆け込みゴトへ注意。
２．過剰払出しを狙った不正品 ～B 筐体 A 中継基板～
・過剰払い出しを狙った不正キャビ中継の事案が、類似筐体にまで波及した。
・点検方法が変わり、目視で容易に確認できるようになった。
・別の方法でも正常かどうかを確認できる。
３．セキュリティ意識について ～ある常習糸付き玉ゴト師の逮捕～
・全国で犯行を重ねていた糸付玉ゴト師が N 県で逮捕された。
・主な機種は遊技機 M。
・全国 200 店舗、27 都道府県での犯行が犯人の記録から判明。
・遊技機 M の手口を再度確認したい。
・数多くの捜査協力が得られれば、悪質、常習性が認められて厳罰に処する事が出来る。
・ゴト被害の通報を忌避するホールもある。
・被害に気付いていたホールが多ければ、更に早期に解決していた可能性もあった。
・多くの店舗が被害に遭っていたことに気づいていなかったのが問題点。
・営業支店でのデータチェックはしても不正対策視点でのデータチェックは出来ていないことが多い。
・ピンチはチャンス、被害を受けたことを公にして、店舗ぐるみで対策、情報共有をすべき。
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・セキュリティ意識を高めて更なる注意を。
４．グループワーク
4 グループに分かれて、下記テーマについて各社の取り組みを
共有し、良い点・改善点・よりよくする方法などを話し合い、グ
ループごとに代表者が発表した。
テーマ：各店舗で取り組んでいる不正対策について（良い事例
と悪い事例）
Q1：ルール化して決まっているやるべきことは？ また、
最近と昔の違いは？
（例：○時にデータチェックを実施している。昔は 1 日
6 回だったが 4 回になった。）
Q2：その取り組みの中で異常があった場合の行動マニ
ュアルはどのようになっているか？
（例：データ・録画映像の確認を徹底している。）
Q3：不正対策担当者を各店舗で決めているか？

梅野 唯行 サブリーダー
株式会社合田観光商事

（担当者が不在時はどうしている？ 引継ぎはどのよう
にしているか）
発表：
＜グループ１＞
Q1：ルール化して決まっているやるべきことは？ また、最近と昔の違いは？
・データチェックは実施しているが、以前より頻度は下がってしまっている。
・被害件数と金額が減少してきている
Q2：その取り組みの中で異常があった場合の行動マニュアルはどのようになっているか？
・マニュアルはあるが、最近更新していない。
Q3：不正対策担当者を各店舗で決めているか？
・不正対策担当者は決めている。
・店舗責任者に近いスタッフ、また接客に近いスタッフのケースもあった。
＜良いポイント＞
・データチェックを全ての法人で実施。
・ゴト師対策のオペレーションで、スタッフの安全を第一に、警察に任せている。
＜悪いポイント＞
・ゴト対策が後回しになりがち。
＜グループ 2＞
Q1：ルール化して決まっているやるべきことは？ また、最近と昔の違いは？
・データチェックを営業中、閉店後に実施。
・顔写真のチェック
・かつてよりは被害が軽くなってきており、担当者の人数が減ってきている。
・センサーなどの設備の充実で発覚までが軽易になった
Q2：その取り組みの中で異常があった場合の行動マニュアルはどのようになっているか？
・店舗だけで解決できない事例は、本社のチームと共に解決に動く。
Q3：不正対策担当者を各店舗で決めているか？
・店長やスタッフと決めている法人、一方、設置していない法人もあり。
＜悪いポイント＞
・これまでの不正の結果、決められたことがあったが昨今の事情から廃れてしまった。
・台のアラート（警報）がゴトではないことが多くそれになれてしまってきた。
＜グループ 3＞
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Q1：ルール化して決まっているやるべきことは？ また、最近と昔の違いは？
・時間ごとのホッパーチェックやデータチェックを実施している。
・レートによってチェックの頻度が違う。
・チェックの間隔が以前より長くなった。
Q2：その取り組みの中で異常があった場合の行動マニュアルはどのようになっているか？
・何か異常があればインカムで指示が出る。
・ゴトの動画などを会社で用意しており、いつでも学習できる。
Q3：不正対策担当者を各店舗で決めているか？
・各店舗で異なっている。
・外部委託や、年に数回の勉強会を開催している。
＜グループ 4＞
Q1：ルール化して決まっているやるべきことは？ また、最近と昔の違いは？
・定期的なデータチェックを実施。
・セキュリティセンサーを設置している。
・記録管理を実施していたが、現在は少なくなっている。
Q2：その取り組みの中で異常があった場合の行動マニュアルはどのようになっているか？
・ゴトが疑われる状況は、役職者に連絡している。
・不確実な場合は、その旨を含めて。
Q3：不正対策担当者を各店舗で決めているか？
・決めており、公開して情報の共有を図っている。
＜良いポイント＞
・データチェックやロムチェックが実施されている。
＜改善ポイント＞
・情報共有の仕組みに改善が必要。
・現場のスタッフに対しての意識付けが重要。

＜全体まとめ＞
・従業員教育の重要性。
・店舗が見逃したゴトを不正対策担当者が発見することは多い。
・店舗で取り入れられている不正対策の事例共有が重要。
・差枚○○枚以上で各種チェックを実施
・ゴト対象機種には不正出力のラインを設置すべき。
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・初見のお客様には、常
連になってもらおう！と積
極的な接客へ。
・定時データチェックを。
・店舗での不正事例が減
少しているため、店舗の
対応力低下がみうけられ
る。
・今後は、人手不足や働
き方改革に対応した新た
な不正対策が求められている
５．増加傾向にある悪質な強盗への対策 ～スマホの緊急連絡の活用～
・凶器を持った犯人を取り押さえようとしてはいけない。
・常に狙われていることを警戒。
・強盗だけでなく拉致にも警戒を。
・再度ボタンを 5 回押すと緊急電話が起動する ⇒ 設定電話先にメールする、C メールを送る。
・緊急連絡先に経過時間と位置情報を継続的に送る。
・警視庁の防犯アプリも秀逸。起動しておけばタップで大音量ブザーが鳴る。
６．防犯カメラの有効活用 ～防犯カメラと監視カメラの違い～
・防犯カメラ、犯罪を未然に防ぐ事を目的。
・監視カメラ、ひそかに監視する事を目的。
・関係者の出口に「防犯カメラの動作中」という掲示をはる。犯人に見せる為に見やすい箇所に掲示。
・出来心によって発生する犯罪を未然に防ぐのは防犯カメラ。
・本屋、スーパーマーケットなどでは、万引き犯を威嚇する「視認率の高い掲示物」が多い。
・パチンコホールに足りないのは、この「視認率の高い掲示物」。
・あえて、防犯カメラ設置と個人情報保護方針を掲載してはどうか。
・忘れ物の多い、清算機周辺、目立つ出入り口などに掲示する。
７．最近の業界の話題 ～行政・組合の動き、事件・事故～
・H 県 乳幼児 4 人を放置して 0 歳児死亡の事件あり。
・スタッフへの言われなきクレームには、アフターケアが必須。
・M 県で内部の人間による設定漏えいが、不正競争防止法違反で書類送検された。
・これまで、設定漏えいでは背任罪が多かったのだが、不正競争防止法違反となって罪が重くなった。
背任罪：5 年以下の懲役または 50 万円以下の罰金
特別背任罪（会社法）：10 年以下の懲役または 1000 万円以下の罰金
営業秘密侵害罪（不正競争防止法違反）：10 年以下の懲役または 2000 万円以下の罰金
・10 月 H 県 電磁波ゴトでゴト師が逮捕された。以前に 2 度逮捕されたが証拠不十分で釈放されてい
た。電磁波ゴトなどのゴト器具が格段に進化している。
・10 月 大阪府で景品のセルフ交換について、大阪府遊協から「遊技料金等価交換の原則に関して法令
順守を求むという」通知文が出た。
・11 月 ポイント交換会について広告宣伝の規制に係らないようにという通知。
・H 県 釘曲げに営業停止 180 日間の処分。
・警察庁保安課長 講話では、依存防止対策がポイントとなっており、重要度が更に増した。
＜依存防止対策＞ ～各店舗の取り組み状況について～
・一般社団法人遊技産業健全化推進機構（機構）による調査は 13 項目。
・所定の掲示物や従業員教育、初心者への適度な遊技方法などが調査対象。
・実は、掲示物に不備がある事例が多い。
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⇒ 自己申告・家族申告プログラムの導入ステッカーを外部向けに掲示（入口、出口）
⇒ 18 歳未満立ち入り禁止のポスター
⇒ 遊技約款と同じ
・子どもの社内事故防止のポスター、立駐では掲示されているが、平場駐車場では掲示されていない事が多
い。
・出入り口付近に掲示が必要なものをまとめて掲示すれば取りこぼしがない。
・店内やトイレに掲示が必要なものもまとめて掲示すれば取りこぼしがない。
・あくまでもミス、取りこぼしがないように。
・機構の調査でヒアリングされるので、場所が決まっていればスムーズにスタッフが誰でも案内できる。
・RSN ポスターは対応時間が変わっているので最新版に。
・安心アドバイザーのリーフレットの設置にも注意
・お酒の景品「法律により未成年へのお酒の提供はお断りしています」と掲示すべき。

＜＜ ４．日本遊技機工業組合(日工組)訪問 ＞＞

開催日時

令和 1 年 9 月 10 日 午後 1 時 30 分～

場所

日本遊技機工業組合（以降、日工組） 事務所（東京 丸の内）

出席者

日工組
＜不正防止対策部会（ぱちんこ遊技機）＞
部会長 澤田 盛弘 様 株式会社三洋物産
副部会長
委員

小島 俊幸 様 株式会社ニューギン

朝日 卓也 様 京楽産業.株式会社
中西 洋一 様 サミー株式会社
毒島

壮 様 株式会社 SANKYO

清原 賢二 様 株式会社サンセイアールアンドディ
吉田 陽介 様 株式会社大一商会
加藤 晶弘 様 豊丸産業株式会社
オブザーバー

中島 圭介 様 株式会社藤商事
志村 一樹 様 株式会社三洋物産
新井 将識 様 株式会社ソフィア
倉田 豪 様 株式会社三洋物産
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＜事務局＞
技術課長 末次 直明 様
PCSA
不正対策研究部会 リーダー
松本 浩 株式会社ヒカリシステム
部員 金子 敦 株式会社ダイナム
部員 森 華子 株式会社ダイナム
事務局 岩瀬 史朗
資料：

PCSA 用意
A 2019 年 3 月期、2020 年 3 月期 発生ゴト 一覧
B パチンコ不正被害の主な事例
C 設定変更装置に対する意見、要望

要旨：

日工組で 11 月に開催する「全社会議」にて、PCSA との情報交換の結果を報告したい、という事で今回の
打ち合わせが開催された。
昨年 1 年と今年半ばまでのゴト被害の件数、被害額のリスト、主な不正被害の機種と個別のゴト事例の
詳細などを PCSA 側が説明し、それに対する質疑応答がされた。その中で PCSA 側の要望としては、
・ゴトの発砲や誤報知のレベルをホールで調整できるようにしてほしい。
・ドツキなどのゴトの際、「左に戻してください」というような音声が出ると非常に良い。
といった意見が出た。
最後に設定変更装置に対する意見、要望を PCSA
側が説明した。設定キーを刺す際に物理的に当たる部
分の指摘や導入した台数分の鍵の提供を依頼した。ま
た、統一キーの提供も依頼したが、コストが非常に高く
なるとの回答を得た。一方、日工組側からは、設定付
きパチンコでの設定変更、設定確認の際に電源を落と
すという仕様について感想を求められた。PCSA 側とし
ては、電源を落とさないで確認が可能となれば便利だ
が、この仕様で現在ゴトが起きていないなら、このままで
良いと回答した。
なお、今後の全社会議に関しては、一旦この日工組の不正対策メンバーで検討、協力が必要ならばお願
いすると言われた。
また、今後の PCSA 不正対策研究部会・勉強会などに日工組の不正防止対策部会（ぱちんこ遊技
機）を招待することになった。

＜意見＞
・パチンコ K、パチンコ D などの釘曲げの話をした。前期１年間と今期４月から８月で、糸付玉の被害が増えている。
また、社内で困っているゴト事例、事案の説明をした。また、有限会社ジャパン・セキュリティ・サービスの資料を説明さ
せていただいた。
・遊技台のセンサーの感度の話が出た。スロットの様に、状況に応じて、オフ、ロー、ハイと感度を変更できるようにして欲
しいと要望した。
・パチンコの設定確認や変更の際の電源 OnOff に関しては、現状のままで良いと思われる。
・以前は、日工組側が４名くらいだったが、今回は、不正防止対策部会（ぱちんこ遊技機）のほとんどのメンバーが参
加して頂けた。
・台枠に設定機能がついていると鍵を変える必要はないのでどうかという話をしたが、セキュリティ上とコストの問題に言及
された。
・台枠の鍵には、コストがかかると言われた。
・今後、日工組の方々を PCSA の部会や勉強会に招待する。
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＜＜ ５．ストアコンパリゾン ＞＞
＜ストアコンパリゾン in 長野＞
日時

令和 1 年 7 月 26 日（金） 午前 10 時～午前 10 時 35 分

開催場所

長野県上田市

出席人数

部員 7 名､正会員オブザーバー12 名、長野県遊技業協同組合 参加者 9 名、
日遊協 参加者 2 名、オブザーバー参加者 1 名、合計 31 名
PM10:15

1．よろこびの街 100 万ドル上田インター店（20 分※見学のみ）長野県上田市

PM10:35

2．ニューアサヒ上田インター店（20 分※見学のみ）長野県上田市

＜ストアコンパリゾン in 静岡＞
日時

令和 2 年 2 月 1 日（土） 午前 10 時～正午 12 時

開催場所

静岡県静岡市

出席人数

部員 5 名､正会員オブザーバー2 名、静岡県遊協 参加者 8 名、日遊協参加者 8 名、
オブザーバー参加者 1 名、合計 25 名
AM10:15

１．コンコルド静岡緑が丘店（20 分※見学のみ）静岡県静岡市

AM11:05

２．ABC 静岡寿町店（20 分※見学のみ）静岡県静岡市

AM11:40

３．アプリイ中原店（20 分※見学のみ）静岡県静岡市

＜＜ ６．一般社団法人遊技産業健全化推進機構（以降、機構）による依存防止対策調査について ＞＞
開催日時

令和 1 年 6 月 25 日（金） 午後 1 時～午後 3 時

開催場所

TKP 上野駅前ビジネスセンター 6A

出席人数

部員 9 名､日遊協 参加者 3 名、オブザーバー参加者 1 名、機構参加者 1 名、合計 14 名

講師： 伊勢崎 清 様 一般社団法人遊技産業健全化推進機構
（以降、機構） 理事・事務局長（右写真）
内容： 21世紀会より機構に依頼されていた依存防止対策調査だが、現在停止中
となっている。理由は機構HPや機構ニュース（広報誌）にも記載している。
なお、機構HPには、「当遊技産業健全化推進機構の新規事業として開始
する予定の「依存防止対策への取組み状況を確認する調査（略称：依存
防止対策調査）」は、4月19日に閣議決定された「ギャンブル等依存症対
策推進基本計画」に基づき、チェック項目などの最終調整に時間を要しており
ます。これらの調整が終わり次第、依存防止対策調査を開始しますので、今
しばらくお待ちください。依存防止対策調査の開始に向けた準備が整った段
階で、本ホームページにおいて再度、ご案内をさせて頂きます。」と掲載してい
る。
これは、21世紀会から本調査に一旦ストップという申し入れがあった為。その
背景には、警察庁から21世紀会へ、これまでの現認調査（誰が見てもわかるポスター掲示など）からヒアリングを追加し
た調査にすべきと申し入れがあったという事情がある。現在、21世紀会は対応策としてマニュアルを用意していると聞いて
いる。一方、ギャンブル依存症防止対策基本計画には本年度中に調査を実施とあり、機構としては間に合うように実施
したい。近いうちに内容が固まり、それから承諾書などを準備する事になる。なお、追加される項目については、基本計画
に入っている家族申告プログラムやATM撤去などについての項目がヒアリング対象となるのではないかと推察している。
＜質疑応答＞
Q：以前にチェック項目をご説明いただいたが、あの項目に追加がされるのか？
A：追加する形になる。
Q：追加する内容は明示されるのか？
A：追加される内容はPCSAに文書で届くと予想する。また、機構としても調査項目を明示する。
Q：実際の店舗で、前回頂いた項目表と照らし合わせてチェックしてみたところ出来ていない店舗があった。ダウンロード
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や解凍の不備などがあり、安心パチンコ・パチスロアドバイザー証明書やポスターなどが掲示されていなかった。
また、古いRSNのポスターも古いものが多かった。
A：機構のHPでそういったデータをダウンロードできるように準備する。

開催概要
第 154 回不正対策研究部会・第 47 回不正対策勉強会 in 大阪

出席人数 部員 10 名､正会員オブザーバー参加者 2 名、

開催日時 平成 31 年 4 月 19 日（金）

日遊協 参加者 2 名、オブザーバー参加者 1 名、

午後 1 時～午後 5 時

合計 15 名

開催場所 大阪研修センター江坂 6 階 「会議室 C」
出席人数 理事 1 名、部員 8 名､正会員オブザーバー4 名、

第 160 回不正対策研究部会・第 49 回不正対策勉強会

賛助会員オブザーバー1 名、

開催日時 令和 1 年 10 月 25 日（金）

日遊協近畿支部 セキュリティ対策部参加者 11 名､

午後 1 時～午後 5 時

日遊協 参加者 6 名、オブザーバー参加者 1 名

開催場所 TKP 上野駅前ビジネスセンター 4A

合計 32 名

出席人数 部員 8 名､正会員オブザーバー参加者 3 名、
都遊協参加者 14 名、日遊協 参加者 6 名、

第 156 回不正対策研究部会

日工組参加者 3 名、オブザーバー参加者 1 名、

開催日時 令和 1 年 6 月 25 日（金）

合計 35 名

午後 1 時～午後 3 時
開催場所 TKP 上野駅前ビジネスセンター 6A

第 161 回不正対策研究部会

出席人数 部員 9 名､日遊協 参加者 3 名、

開催日時 令和 1 年 11 月 29 日（金）

オブザーバー参加者 1 名、機構参加者 1 名、合計

午後 1 時～午後 3 時

14 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 8 名､正会員オブザーバー1 名、

第 157 回拡大不正対策研究部会・不正対策勉強会 in 長野
開催日

日遊協 参加者 1 名、メーカー組参加者 1 名、

令和 1 年 7 月 25 日（木）～26 日（金）

オブザーバー参加者 1 名、合計 12 名

開催場所 部会 株式会社アメニティーズ 本社 長野県東御市
ストアコンパリゾン 長野県上田駅近辺 長野県上田市

第 162 回不正対策研究部会

勉強会 上田情報ライブラリー 長野県上田市

開催日時 令和 1 年 12 月 20 日（金）

出席人数 部員 7 名､正会員オブザーバー12 名、

午後 3 時～午後 5 時

長野県遊技業協同組合 参加者 9 名、

開催場所 TKP 上野駅前ビジネスセンター 6A

日遊協 参加者 2 名、オブザーバー参加者 1 名、

出席人数 部員 6 名､日遊協 参加者 3 名、

合計 31 名
第 158 回不正対策研究部会

オブザーバー参加者 1 名、合計 10 名
第 163 回不正対策研究部会・第 50 回不正対策勉強会 in 静岡

開催日時 令和 1 年 8 月 23 日（金）

開催日時 令和 2 年 1 月 31 日（金）～2 月 1 日（土）

午後 1 時～午後 3 時

開催場所 勉強会 レイアップ御幸町ビル 貸会議室 静岡県静岡市

開催場所 TKP 上野駅前ビジネスセンター 8A

ストアコンパリゾン 静岡県静岡駅近辺 静岡県静岡市

出席人数 部員 9 名､正会員オブザーバー参加者 1 名、

部会 レイアップ御幸町ビル 貸会議室 静岡県静岡市

日遊協 参加者 2 名、オブザーバー参加者 1 名、

出席人数 部員 5 名､正会員オブザーバー2 名、

合計 13 名

静岡県遊協 参加者 8 名、日遊協参加者 8 名、
オブザーバー参加者 1 名、合計 25 名

第 159 回不正対策研究部会
開催日時 令和 1 年 9 月 25 日（水）

※ 令和 2 年 2 月 28 日（金）、3 月 27 日（金）開催の予定

午後 1 時～午後 3 時

であった不正対策研究部会は、コロナウイルスの為、開催を中止

開催場所 TKP 上野駅前ビジネスセンター 7A

した。

以上
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遊技法研究会 活動の記録
委員長 ご挨拶
遊技法研究会の委員長を務めております、夢コーポレーション株式会社の荒田です。
当研究会は、重要課題として『賞品問題』『遊技機問題』の 2 点であると捉えておりますが、
昨年は、遊技機問題にシフトした議論が多く行われました。その中でも特に、「遊技機の押収
事犯」「遊技機の無承認変更違反」「6 か月の営業停止」などが各地で散見され、ホール営
業にとつて極めて重大なリスク発生事案として活発に議論が交わされていました。本年も、遊
技機問題の「新規則遊技機の入替」、業界に求められる「依存問題対策強化」は、継続し
て研究していきます。また、賞品問題として、新たに 2023 年 10 月スタートする「インボイス方
式導入」の研究に着手したいと考えております。最後になりますが、パチンコ産業は、かつて経
験したことのない難題が幾重にも連なっておりますが、担当理事・委員・モデレーター・アドバイ
ザー・オブザーバーと一丸になって課題の解決策を模索、研究していきたいと考えております。

委員長
荒田 政雄
夢コーポレーション株式会社

研究会の目的
パチンコ業界が社会・国民の皆様から支持、必要とされ、将来に亘り安定して維持、発展していくための基盤となる法律はどのよう
なものか研究する。

第 19 期 活動計画
・定例研究部会（拡大理事会開催時に開催、原則木曜日 午後 2 時 45 分～午後 3
時 45 分）
業界のリスクの洗い出しと解決方法の検討
①「賞品検討小部会」

賞品の適正な提供と啓発活動について

②「遊技機検討小部会」 遊技機関連全般（釘、ベース、設定付遊技機、管理遊技
機 他）

副委員長
石山 一広
三本珈琲株式会社

第 18 期 遊技法研究会 メンバー
担当理事
石川 直史

株式会社ワールド 代表取締役社長

委員長
荒田 政雄

夢コーポレーション株式会社

遊技機検討小部会 副委員長
大石 明徳

株式会社ニラク
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賞品検討小部会 副委員長
石山 一広

三本珈琲株式会社

遊技機検討小部会 委員
齊藤 周平

副代表理事

金光 淳用

理事

城山 朝春

理事

河本 成佑

理事

福井 宏彰

理事

藤田 宏

アドバイザー

賞品検討小部会 委員
國澤 良幸

株式会社大商

木﨑 英之

ゼニス株式会社

大石 正仁

株式会社大商

岡本

株式会社東和商事

國澤 良平

株式会社大商

山崎 仁久

株式会社山宝商会

山本

聡

三本珈琲株式会社

齊藤 信孝

株式会社山宝商会

石黒

勝

三本珈琲株式会社

羽島 正敬

株式会社山宝商会

小玉 幹雄

株式会社昭和堂

廣田 道明

株式会社山宝商会

中村 克彦

ゼニス株式会社

健

アドバイザー参加
加藤 英則

代表理事

中島 基之

専務理事

合田 康広

副代表理事

佐藤 公平

モデレーター

金本 朝樹

副代表理事

牛島 憲明

アドバイザー

藤本 達司

理事

宮村 伸輔

監事

山田 孝志

理事

賛助会員企業オブザーバー参加
金子 義生

株式会社エルゴジャパン

田野倉 司

合同会社 DMM.com

後藤 千乃

株式会社昭和堂

前川 竹志

株式会社インターコスモス

伊藤 信明

オムロンアミューズメント株式会社

兼松 保雄

株式会社共遊商事

桜井 一英

株式会社ビジョンサーチ社

國澤 徹

株式会社共遊商事

伊藤 真祐

合同会社 DMM.com

谷口 和也

株式会社共遊商事

第 18 期 活動報告
＜＜ １．PCSA 声明 発信 2019 年 12 月 25 日 ＞＞
PCSA 声明 ＜最終版＞
一般社団法人パチンコ・チェーンストア協会（PCSA）は、パチンコが社会や国民の皆様に信頼され、親しんでいただける遊
技であり続けるために、下記のとおり声明いたします。
記
皆様ご承知の通り、業界を取り巻く環境は非常に厳しいものがあります。
規則改正に基づく 2021 年 1 月 31 日までの「遊技機入替」とそれによる「収益力の悪化」、2020 年 4 月 1 日に施
行される「改正健康増進法の対応」、2019 年 10 月に実施された「消費税増税による負担増」など、パチンコホール企業
の経営を圧迫する要因が重なり、その厳しさはパチンコホールのみならずメーカーや周辺機器などこの業界全てに波及しており
ます。
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また「レジャー白書」によると、パチンコの遊技人口もピークの 3000 万人から現在では 1000 万人を切る状況にまで落ち
込んでおります。
PCSA では、この厳しい状況だからこそ、パチンコが「法令やルールを守る信頼できる業界」なのか否かが社会から問われて
くるものと考えております。
「法令やルール」を守ることができない業界となるのであれば、この状況は社会からの信頼を失い、さらに現在の遊技客の信
頼も失い、延いては国民からの多くの支持を失う原因のひとつになると考えます。
そこで PCSA では、設置の認められていない「認定・検定切れ遊技機」および「いわゆるみなし機」の撤去、「改正健康増
進法の対応」など、パチンコホールが誠意を持って遵守、対応していくべきだと考えております。
また、メーカーの皆様には 2021 年 1 月 31 日までに遊技機の入替がスムースに進むよう、お客様からご支持いただける
遊技機を、対応可能なスケジュールで、さらにはパチンコホールが購入しやすい安価で提供いただけるよう、一層のご努力をい
ただきたいと望んでおります。
社会が刻一刻と変化していく中、遊技業界も取り残されぬよう、新しい時代・新しい社会の要請に応える新しい基準に基
づいた遊技機の円滑な導入を進めていきましょう。
数十年の長きに亘って国民大衆に娯楽と憩いの場を与え、地域経済の活性化と就業機会の拡大をもたらしてきたパチン
コを、国民から支持され、日本の社会になくてはならない存在であり続けるために業界が一丸となって邁進しましょう。
以上
令和元年 12 月 25 日
一般社団法人パチンコ・チェーンストア協会
代表理事 加藤 英則

＜＜ ２．パチンコ業界のリスクと課題について ＞＞
業界のリスクについて整理として、風営法違反処分の量定を再確認した。景品買取禁
止違反は量定Ｂ、40 日以上、６カ月以下の営業停止等命令となる。また、風適法
の刑事処分と罰則では、一番重いのは構造設備、遊技機の無承認変更で１年以下
の懲役若しくは 100 万円以下の罰金又はこれの併科。現金・有価証券の提供、賞
品買取については６ヶ月以下の懲役若しくは 100 万円以下の罰金又はこれの併科と
なっている。研究会では、2019 年 4 月の会議を皮切りに、掲題のテーマを継続して情
報を共有、意見を交換した。
＜1．2019.4 パチンコ業界のリスクと課題について＞
風営法違反処分や風営法の刑事処分と罰則等について、情報を共有した。
＜2．2019.12 パチンコ業界のリスクと課題について＞
荒田 政雄委員長より、階の業界のリスクと課題について説明があった。
<遊技法研究会のメインテーマ>

石川 直史 担当理事
株式会社ワールド

1)賞品提供の適正化
2)管理遊技機、設定機能付遊技機について
<これから数年にかけての業界の大きな課題>
1)新規則遊技機入替 2021 年 1 月 31 日期限
2)消費税問題 インボイスは 2023 年 10 月から導入
3)改正健康増進法対応 2020 年 4 月
<ホールの現場レベルでの課題>
1)無承認変更事案
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2)広告宣伝
<業界団体で話題になっている課題>
1)新規則遊技機の適合率
2)貯玉再プレー手数料の取り扱い
3)出玉率 100%以上の営業の推進
4)依存問題対策の対応
5)次期参議院選挙への対応
6)風営法議連へのアプローチ
<風営法議連 提言内容>
1)型式試験適合率向上のため改善を図る
2)遊技機自体のゲーム性の向上に配慮し、開発可能な環境整備に努める
3)改札当局と業界の上記についての定期的な協議の場を設ける
4)射幸性の高さとギャンブル等依存の因果関係の立証と、制度合理化のための見直

荒田 政雄 委員長
夢コーポレーション株式会社

しをする
5)ATM 撤去等は法令の要請では無い。キャッシュレス社会のイノベーション促進を妨
げない

＜意見＞
・高射幸性回胴式遊技機の自主規制で 15％以下になっているが、3 年後には全部撤去しないといけない。それは自主
規制ではなく法律。現状では入れ替えする遊技機がない。どう考えるべきか。
・2020 年の東京オリンピックの入れ替え自粛の可能性もあり、一層スケジュールが厳しい。
・後 1 年でホール全体で 300 万台の入替が必要。
・過去の実績では、1 回転以上した事もあるので驚くようなペースではないが、現状の速度では厳しい。
・正月明けの営業をどうするか考えているホールも多い。ホールの撤退や解体の案件が出ているとも聞いた。
・これらの課題に対して、同様に、議員に対しても業界がどうまとまっていけばよいのか考えていきたい。
＜3．2020.1 パチンコ業界のリスクと課題について＞
荒田 政雄委員長より、下記の業界のリスクと課題について説明があった。
・賞品提供の適正化（インのキャッシュレスに併せ、景品の電子ポイント推進など）
・くぎ問題の解決（管理遊技機、設定機能付遊技機）
・依存問題対策の対応（要綱作成、回復施設への助成金）
・射幸性の高さとギャンブル等依存の因果関係の立証と、制度合理化のための見直し
＜意見＞
・賞品問題は、どこの団体でも取り上げづらい案件で提言も難しい。
・「消費税のインボイス問題」は業界にインパクトがあり非常に大きな議論にな
るところ。業界内だけではなく、国税が決める内容に、どう対応していくかを勉
強すべきだと考える。
・理想を掲げた提言は、求めるものが企業によって異なるため共感を得にくい。
一方、リスクの観点から考えると共感を得やすい。これだけ大きなリスクは、業
界が半分になる、存続できなくなる可能性があるとなれば、皆で共通認識を
持ちやすい。
・せっかく新たに始めるのであれば、この業界が持続可能になるにはどうするかを
考えて、今何をすべきか、という視点が必要ではないか。結果として、法改正
が必須というところに戻るかもしれないが、結論ありきの議論では無い。
・「遊技機の規則、検定制度」は、いつ何時、業界を揺るがす改正があると
もしれず、個人的には大きなリスクだと感じている。
・「依存問題」も大きなリスクになると感じている。
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・政策を提言、業界の意見を発信していく団体も必要であるという考え出てい
る。
・遊技機については、「管理遊技機」の情報公開はどうなっているのか。
＞管理遊技機にメリットはあると聞いているがどうなのか。
＞データの管理をメーカーでは無く第三者機関に任せるべきとの声も聞く。
そこは研究する余地、価値はあると思う。
＞PCSA の特徴はユーザー目線、ファン目線で考えるというところ。その目
線で考えると管理遊技機にお客様目線でのメリットには疑問。
・「消費税のインボイス制度」は大きな問題になってくる。
＞どのような影響が出るか？
＞玉貸しの売上 20 兆円に対し 1 兆円以上の消費税が生じる可能性が
ある。
＞そうなると業界は立ちいかなくなる。そうなる確率は低いと思う。
＞現在のところ、国税から方針は出ていない。
＞国税とのルートは作っておくべき。

石山 一広 賞品検討小部会
副委員長
三本珈琲株式会社

＞カジノの状況は？・・・消費税の対象外。
＞海外にインボイス制度はあるのか？・・・ヨーロッパではインボイス制度導入している。
・メダルレスや管理遊技機の仕様が決まるのではないか。
＞ほぼ決まっている。
・管理遊技機と同様、お客様にメリットは何があるのか。そこをもっと議論すべき。
・管理遊技機はデータを管理する為に特殊なユニットなどが増えコストが増加、その負担はどこにかかるのか。
・管理遊技機のメリットは、出玉が規則に抵触していないことがデータから明確になる。
※ 次月度以降のテーマは「インボイス」と「管理遊技機」としたい。情報共有を継続したい。

＜＜ ３．時代に適した風営法を求める議員連盟について ＞＞
2019 年３月から、時代に適した風営法を求める議員連盟による会合が開催され、当連盟に所属する議員、パチンコ業界（ホ
ールならびにメーカー含む）団体代表などが参加、パチンコ業界側の要請や要望をまとめ提言を国家公安委員会委員長に提出
した。当研究会ではその概要、詳細を共有し今後を見据えた意見を交換した。
＜1．2019.4 風営法議連 第３回「依存問題対策等 PT」について＞
＜報告＞
３月２８日の主な議論の内容。はじめに木村議員から ATM の撤去は強制でないと
いう確認が行政側にあった。行政からの回答は建前論のみのであった。他には、経済産
業省がキャッシュレスを進めているので警察庁と経済産業省とすり合わせをして欲しいと
いう事、依存との因果関係に科学的な根拠が無く解明を進めてほしいことなどの意見が
あった。最終的にこの PT に一任し意見を提言としてまとめていきたいという事であった。
＜2．2019.6 風営法議連遊技機基準 PT(4 回)、提言書について＞
＜概要＞
令和元年 3 月 12 日から 4 月 25 日に 4 回の会合を開き、提言をまとめ、国家公
安委員会委員長に提出した。提言の内容は保通協による遊技機試験の適合率が低
い水準に留まっていることを指摘した上で、下記の 5 つを挙げた。
① 型式試験（＝遊技機試験）の結果を開示する等、適合を容易にするための方
策を取り、適合率を向上させること

齊藤 周平 副代表理事
遊技機検討小部会 委員
株式会社グランド商事・アドバンス

② 遊技機のゲーム性、エンターテイメント性の向上にも配慮し、そうした遊技機が
開発可能な環境整備に努めること
③ ①と②について、警察当局とパチンコ業界の協議の場を定期的に設けること
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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
ないことを踏まえ、科学的な知見を蓄積しながら、制度や実務運用が客
観的且つ合理的なものになるよう必要な見直しを検討すること。
⑤ （「ATM の撤去等」が法令に基づき求められているものではないとした上
で）パチンコ・パチスロ産業が、増加する訪日外国人観光客の娯楽の受
け皿となりうるよう、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
促進を妨げないよう、最大限配慮すべき。
＜3．2019.12 時代に適した風営法を求める議員連盟（風営法議連）の動向
について＞
荒田 政雄委員長より、風営法議連の動向について説明があり、下記の意見を
交換した。
・前回の報告で、次回の風営法議連を 12 月の国会中に開催する予定だと報
告したが、実際には議員の幹事会のみ開催され、本会議は本年開催されな
いこととなったと議員秘書から報告を受けた。
＜発言＞

城山 朝春 理事
遊技機検討小部会 委員
ミカド観光株式会社

・幹事会では、要望されたが結果が伴っていないとの報告あり。
・風営法議連設立の当初の大義名分は何か。
＞ダンスが最初。ダンスは風営法の枠内から外れることが出来た。
・今回、風営法議連が活発に活動した理由は何か。
＞遊技規則の改正でダメージ受けた遊技機メーカーが主導したのではと言われている。

＜＜ ４．無承認変更・遊技機の押収 事案事例 ＞＞
2019 年 8 月より、西日本において無承認変更・遊技機の押収事案が発生しており、2019 年９月、10 月、12 月の研究会に
おいて、その概要、詳細を確認した。更にホール運営上の注意点、対応策などについても情報を共有、意見を交換した。

＜＜ ５．定例研究会 テーマ ＞＞
＜1．2019.4 賞品の適正な提供と啓発活動について＞
適切な賞品提供の手法について、問題点や課題点がないか意見を交換した。また、啓発活動の進め方について情報を共
有、検討した。
＜2．2019.6 軽減税率でインボイス制度と古物商について＞
＜意見＞
・インボイス制度について。古物商の免許を取得すればインボイスが不要になると聞い
た。しかし、古物商を取ると１万円以上で記名が必要なはず。何か情報はないか。
・今後、この部分についても調査したい。
＜3．2019.6 依存という言葉について＞
＜意見＞
・依存問題は現在、業界にとっても大きな課題となっているが、「依存」という言葉のと
らえ方が人によって曖昧であり、その点について問題が掘り下げられていないと思う。何
を持って依存というのか、どこが問題なのか。
・自分でコントロールできなくて、生活や他人に迷惑をかけているというのが問題ではな
いかと個人的には考えている。射幸性が一概に悪いわけではなく、適度な依存はあっ

福井 宏彰 理事
遊技機検討小部会 委員
株式会社加賀屋

て良いと認識している。最近は依存があればすべて悪いという風潮があるが、そうでは
ないと思う。
・何かに依存しないと生きていけないという面もある。
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・こういった考え方は業界内でコンセンサスになっているのか。
・なっていない。政府が言及している依存と、業界の依存の考え方が異なって
いる。政府は「依存を出してはいけない。抑え込まないといけない」と考えてお
り、その為に入り口で排除しお金を使わないようにとさせている。
・一定の依存があることを前提に、そこから問題化するまで途中でリスクを減ら
すようにしていきたい。
・射幸性と依存の因果関係が散々出てくるが、この時の依存は「何」なのか。
射幸性が依存の真の原因であれば、金額を落とす事で効果はあると思うが
そうとも思えない。
・業界で考えている「依存」の定義がはっきりして明確であれば外部に発言、
発信できる。しかし、このままでは、「パチンコは悪」という事で進んでしまう。
・依存問題は、パチンコの存在意義に係る事だと考えている。
・次回は依存の面からも皆さんのご意見を伺いたい。
＜4．2019.7 その他の話題＞
＜意見＞

金光 淳用 理事
遊技機検討小部会 委員
株式会社ヒカリシステム

・遊技法研究会は当初ずっと景品課題をやってきた。景品問題も重要だ
が、最近は遊技機を検討したいとして小部会に分けた。しかし本日も景品問題小部会の委員にご出席いただいている。
事前にテーマをはっきりさせてほしい。
・保通協の適合率は上がったのか。 >パチンコは上がっている。
・この状況でいくと 12 月に台を入れ替えられるのか不安である。
・遊技機 R が保通協を通ったのは議連の要望の結果、という説がツイッターに出ていた。⇒ それはあり得ない。過去にも
なぜ通ったか分からない不思議な遊技機も多数ある。
＜5．2019.9 消費税対策について＞
・全日遊連の消費税 PT の結果が業界誌に載った。内容 4 点は次の通り。
①消費税を適正に加味し、市場価格と等価で交換。
②出玉率 100％以上の営業形態確立を目指す。
③ホールとメーカー一体で、お客様が手軽に安心して遊べる遊技環境を整える。
④適正利益の圧迫の対応として貯玉再プレーを見直す。
＜意見＞
・これに乗る意味は無いかもしれない。
・団体が集まった時に、課題を共有しておかないといけない。毎回、場当たり的に違う話
が出ても話が進まない。力にならない。21 世紀会で意見をまとめたい。
＜6．2019.9 消費税について＞
＜意見＞
・10 月 1 日からの消費税増税で飲食以外は 10％になる。皆さんどの様に対応され
ているか？
⇒ 市場価格の価格は幅があるので、その範囲で行えばよい。
・定価をどう値上げするのか悩みどころである。
・賞品には金額の幅がある。また、内税、外税、値下げなど対応が色々考えられる。
・タバコなど定価があるのであれば厳格な対応が必要。それ以外には幅がある。
＜7．2019.10 くぎ確認シートに関する日工組のヒアリングについて＞

河本 成佑 理事
遊技機検討小部会 委員
株式会社晋陽

＜くぎ確認シートについて＞
・くぎシートがはじまったのは？・・・2017 年 4 月以前にも試験的に導入をしていた機
種はあったが、完全導入は 2017 年 4 月納品分から。全釘対応は 2019 年 2 月
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保通協持込み分から。
・以前のくぎ確認シートは作らないのか？・・・本来の目的は新台納品時に出
荷時（検定時）と釘が異なっていないか確認するための補助道具であり、
規則で決まった必需品では無い。すでに納品している台についてくぎ確認シ
ートを作成する検討はしていない。
・くぎ確認シートが無い遊技機の設置比率は統計を取っていない。（検定期
間は来年 2020 年 3 月まで。認定機も 2021 年 2 月には無くなる。）
＜設定付遊技機について＞
・設定付遊技機の機種の比率は 2018 年～2019 年 9 月で設定有りが
54％、設定無しが 46％。
・2018 年は有りが 64％、無しが 36％。2019 年は有りが 42％、無しが
58％と 2019 年に入って設定機付遊技機の比率は減っている。
＜意見＞
・釘確認シートは日工組としては新台の納品用のツールであるという事であ
った。

藤田 宏 アドバイザー
遊技機検討小部会 委員
株式会社エンタテインメントビジネス総合研究所

＜8．2019.10 全日遊連との協力について＞
風営法議連、全日遊連の消費税 PT についての情報を共有した。また、保通協における遊技機適合率やキャッシュレス推
進等についての意見を交わした。

開催概要
第 74 回遊技法研究会

出席人数 委員 8 名、アドバイザー5 名、オブザーバー3 名、

開催日時 平成 30 年 4 月 18 日（木）

合計 16 名

午後 2 時 45 分～午後 3 時 45 分
開催場所 PCSA 会議室

第 78 回遊技法研究会 in 大阪

出席人数 委員 12 名、アドバイザー8 名、オブザーバー2 名、

開催日時 令和 1 年 10 月 17 日（木）

合計 22 名

午後 2 時 45 分～午後 3 時 45 分
開催場所 TKP ガーデンシティ PREMIUM 心斎橋 4D

第 76 回遊技法研究会

出席者

開催日時 令和 1 年 6 月 20 日（木）

理事 7 名、幹部 3 名、委員 5 名、
オブザーバー8 名、合計 23 名

午後 2 時 45 分～午後 3 時 45 分
開催場所 TKP 上野駅前会ビジネスセンター 3 階 3A

第 79 回遊技法研究会

出席人数 担当理事 1 名、委員 11 名、アドバイザー7 名、

開催日時 令和 1 年 12 月 19 日（木）

オブザーバー3 名、合計 22 名

午後 2 時 45 分～午後 3 時 45 分
開催場所 TKP 秋葉原カンファレンスセンター 7A（7 階）

第 76 回遊技法研究会

出席者

開催日時 令和 1 年 7 月 18 日（木）

理事 8 名、幹部 3 名、委員 11 名、
オブザーバー4 名、合計 26 名

午後 2 時 45 分～午後 3 時 45 分
開催場所 TKP 市ヶ谷ビジネスセンター 3 階 3B

第 80 回遊技法研究会

出席人数 委員 8 名、アドバイザー5 名、オブザーバー3 名、

開催日時 令和 2 年 1 月 30 日（木）

合計 16 名

午後 2 時 45 分～午後 3 時 45 分
開催場所 TKP 秋葉原カンファレンスセンター 7A（7 階）

第 7７回遊技法研究会

出席者

開催日時 令和 1 年 9 月 19 日（木）

理事 10 名、幹部 4 名、委員 8 名、
オブザーバー2 名、合計 24 名

午後 2 時 45 分～午後 3 時 45 分
開催場所 TKP 神田駅前ビジネスセンター 5 階 5C
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依存問題対策プロジェクトチーム
活動の記録
リーダー ご挨拶
依存問題対策プロジェクトチームのリーダーに選任されました、株式会社ダイナムの須藤と申
します。
2019 年度は、ギャンブル等依存症対策基本法に基づく「ギャンブル等依存症対策啓発週
間」におけるフォーラムの開催や、ギャンブル等依存症対策推進基本計画成立による依存
問題対策ガイドラインの見直しなど、業界全体に影響を及ぼす大きな動きがありました。
そのような中、依存問題対策プロジェクトチームは、依存問題の本質、必要な対策、将来
のあるべき姿などについて議論しています。本プロジェクトチームにご参加頂ければ、国・行
政・業界団体等の最新情報の共有に留まらず、参加各社の取り組み事例の情報収集か
ら自社への取り組みに展開することも可能です。また、場合によっては合同企画の立案
も・・・。
依存問題への取り組みは前例のないものが多く、どこから手を付けたらよいか分からないとい
うホール様もいらっしゃるかと思いますが、本プロジェクトチームでは専門家による勉強会も併
せて開催しております。昨年度は、よしの病院の河本先生と、ワンデーポートの中村施設長
による勉強会を開催しました。
ホールで働く従業員が正しい知識を身に着け、地域のお客様が安心して楽しく遊技する環
境を提供する。そして、依存問題に真摯に取り組むことにより、パチンコ・パチスロ業界が社

須藤 暁 第 19 期リーダー
株式会社ダイナム

会から認められ必要とされる産業になると考えています。
期中からのご参加・オブザーバーとしてのご参加ともに大歓迎です。依存問題対策プロジェクト
チーム一同、皆様のご参加を心よりお待ちしています。

プロジェクトチームの目的
IR 推進法の成立以降、社会的に注目されている「依存問題」を業界として取り組むべき
喫緊の課題ととらえ、国・行政・業界団体等の最新情報の共有や、有識者による勉強会
を通して、遊技業界としての対策やあるべき方向性を見極める。

第 19 期 活動計画
・定例 PT（毎月 1 回、原則最終土曜日 午前 10 時 30 分～午後 12 時 30 分）
・ギャンブル等依存症対策基本法を中心とした国・行政の取り組みについて
・パチンコ・パチスロ産業２１世紀会（業界団体）による取り組みについて
・リカバリーサポート・ネットワーク、ワンデーポート等、民間団体等の取り組みについて
・PCSA 加盟各社の取り組み、その他海外カジノなど依存問題に関わる事項の共有
・地方開催 PT
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・第 27 回拡大依存問題対策プロジェクトチーム in 富山

2019 年 6 月 28 日(金)～29 日（土）

法律問題研究部会との共催
・有識者による依存問題対策勉強会
・第 3 回依存問題対策勉強会

2019 年 7 月 27 日(土)

・第 4 回依存問題対策勉強会

2019 年 11 月 16 日(土)

・第 5 回依存問題対策勉強会

2020 年 2 月 29 日(金)

第 18 期 依存問題対策プロジェクトチーム メンバー
担当副代表理事
齊藤 周平

株式会社グランド商事・アドバンス 常務執行役

リーダー

辻

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）

サブリーダー

荒田 政雄

リーダー・サブリーダー
良樹

夢コーポレーション株式会社

メンバー(正会員)
阿部
玄
須藤

到

株式会社ダイナム

佐久間 仁

株式会社ニラク

昌起

株式会社ダイナム

武田 裕明

株式会社ニラク

暁

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）

メンバー(賛助会員)
田野倉 司

合同会社 DMM.com

アドバイザー参加
加藤 英則

代表理事

正会員企業オブザーバー参加
生島 靖也

株式会社ダイナム

戸田 有希乃

株式会社ニラク

森

株式会社ダイナム

吉田 ひろみ

株式会社ニラク

太田黒 寛太

株式会社ダイナムジャパンホールディングス

吉田 一雄

株式会社 TRY&TRUST

赤川 勇二

株式会社ダイナム

八重樫 浩輝

株式会社合田観光商事

山口 真

株式会社ダイナム

小林 正俊

アメニティーズグループ(株式会社パンドラ)

三本珈琲株式会社

伊藤 真祐

株式会社 DMM.com

長久保 明

J-NET 株式会社 部長

志村 未来

株式会社 DMM.com

中田 修一

J-NET 株式会社 次長

小見山 太介

株式会社 DMM.com

長嶋 敦志

グローリーナスカ株式会社

前川 竹志

株式会社インターコスモス

森田 建一

株式会社ビジョンサーチ社

華子

賛助会員企業オブザーバー参加
石黒

勝

オブザーバー参加 一般社団法人ぱちんこ広告協議会
谷村 司 様

一般社団法人ぱちんこ広告協議会
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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 パチンコホール広告宣伝 法律ハンドブック（仮称）について＞
掲題に関して、風営法対策だけでなく依存問題対策も盛込んだ新たな提案書
が起案され説明された。既存の風営法だけでなく IR 対策として必要最小限の
広告宣伝を求める都道府県も出てきている。広告宣伝は国民や消費者に何か
を伝える手段として非常に重要であり、過剰な広告宣伝や、必要最小限過ぎる
広告宣伝ではなく、バランスの取れた広告宣伝が望ましい。その為にもソフトロー
的な対応であり得る広告宣伝を考えて行きたい。具体的には、定期的な広告
宣伝のレポート作成、各都道府県の広告宣伝規制情報の集積（ホームペー
ジ）が提案された。対外的には原則非公開で部会での共有という事で承認さ
れた。PT 内では、依存問題対策としての広告宣伝規制の現在の状況、一般
社団法人日本遊技関連事業協会（以降、日遊協）作成中のガイドライン
での広告宣伝規制、海外カジノにおける広告宣伝規制の歴史、等についても
情報を共有、本内容に関して PT として異論なしと決議した。

辻 良樹 第 18 期リーダー
株式会社ダイナムジャパンホールディングス

＜2．2019.4 依存対策としての管理遊技機ついて＞
平成 31 年 3 月 28 日、日工組、日電協による「新規の遊技機の出玉情報について」いわゆる管理遊技機の説明会が開
催されその内容を共有した。
1.出玉情報等について ※
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、
2.システム要件
3.メダルレス遊技機
4.管理遊技機
PT メンバーからは、目的に記されている「射幸性の抑制」が依存対策になり得る科学的な証拠、現実的に進む話なのか、
具体的なスケジュールはどうなのか等の疑問が数多く出た。
※詳細は、PCSA アクションレポート 2019 年 3 月 version 法律問題研究部会 「４）管理遊技機の説明会につ
いて」をご確認下さい。
＜3．2019.4 第 3 回 ギャンブル等依存症対策推進関係者会議 議事録内容について＞
本件について、議事録を読み込んだ PT メンバーからは、「宝くじが『ギャンブル等』に入っていない理由は、国会等の議論で
外した。見直しはするとある。」「依存の問題とは何か明確にすべきだ」「本人同意なしのアクセス制限を家族がかけても本人
が解除できるのは意味がないのではないか」などの内容をピックアップし、参加者と情報を共有した。
＜4．2019.4 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内容について説明された。
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＜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

阿部 到 メンバー
株式会社ダイナム

すべき。
部会では、会議の内容を確認、ATM 撤去に対して国会での論調と真逆だという意見
が出た。

＜5．2019.5 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＞
認定特定非営利活動法人リカバリーサポート・ネットワーク、西村直之代表より 2019 年 6 月以降、21 世紀会所属の組
合員・会員企業のうち、希望する企業からの職員研修を受け入れたいとの申し出があり、21 世紀会はその公募窓口として
仲立ちすることを求められ承認した。令和 1 年 4 月 26 日、21 世紀会発第 382 号として掲題の文書が通知された。
メンバーからは、公募の詳細、費用や背景などについてより詳しく知りたいとの意見が出た。
記
研修目的：研修を通して社会そして遊技産業の未来に必要な人材を育成すると同時に、RSN の活動展開がそれに応え
られる体制構築への協力を得たい。なお、ぱちんこ産業で働いている方を対象に、一度に受け入れ可能人数は最大 3 名。
研修内容：
第 1 ステージ(1 か月目)
電話相談を聞く(モニタリング)期間
■課題 1 RSN の事業内容、業務内容、過去の相談事例を理解する。
■課題 2 社会資源を把握する。
■課題 3 精神疾患の症状・傾向を知る。
■課題 4 電話相談の基本的な流れを理解する。
■第 2 ステージ(2 か月目)
相談員のモニタリングをうけながら、1 日 2～3 件程度、実際に電話相談対応
■課題 1 言葉遣いや話し方、聴き方、基本的な質問の仕方を習得する。
■課題 2 問題の背景を捉え、それに対し適切な支援を検討する。
■課題 3 RSN 電話相談業務の範疇(役割)を理解する。
■第 3 ステージ(3 か月目)
単独で電話相談対応
■第 4 ステージ(4 か月目以降)
電話相談対応技能の向上、より広い視野での依存問題対策の知識やの取得
備考（条件）：
1 21 世紀会所属団体の組合員・会員であること。(ホール企業以外も可)
2 21 世紀会制定の「依存(のめり込み)問題ガイドライン」に則った活動を行う企業であること。
3 研修成果は遊技業界を通して社会に還元するものとし、個社の独占的なものとはしないこと。
4 研修者は、研修成果の遊技業界内への還元に取り組んでいただくこと。
5 研修にかかる諸費用(研修者賃金、住居費、光熱費、レンタカー代等)は、希望する企業側が負担すること。
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6 原則として 6 か月以上、同一人物が研修を継続できること(特段の事情
がある場合は応相談)。
＜6．2019.5 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。メンバーからは、「(3)健全化推進機構が行
う依存防止対策要綱について」で触れられた追加項目の詳細な情報が欲しいと
の意見が出た。
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

荒田 政雄 サブリーダー
夢コーポレーション株式会社

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」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。
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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、各団体のご協力をいただき、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、改めてご報告申し上げるとの報告があった。
＜7．2019.8 安心娯楽通信 25 号 2019.6.26 発行＞
ピックアップ 「日本版 RG ～新たな基準制定の可能性～」
＜記事 概要＞
日本のギャンブリング産業に対する法的運営規則には、依存問題対策と顧客保護は記されておらず、RG（責任あるゲーミ
ング）政策も存在していなかった。現在、政府による「ギャンブル等依存症」対策は、各産業からの自主規制や取り組みに
国民の要望を加味した PG 政策を中心としている。この PG 政策の立案には古典的な依存症モデルを核とするアルコール、
薬物対策機関が担当しており、RG 概念が入り込める余地を見いだすのは難しい。従って「予防可能な問題である」というメ
ッセージが国民へ届きにくい状況にある。
＜意見＞
・PG 政策メインの政府による「ギャンブル等依存症」対策に対して、RG 対策の重要性を強く主張している。
＜8．2019.8 株式会社ダイナム パチンコ・パチスロ依存問題に関する基礎研究「安全な遊技のためのアンケート調査」について＞
2019 年 9 月 2 日、株式会社ダイナム オフィシャルサイトにて、掲題の広報として下記の内容が発表された。
「2019 年 9 月より、公立諏訪東京理科大学 地域連携研究開発機構 医療介護・健康工学部門（部門長：篠原菊
紀）および、株式会社クロスマーケティングと共同で、パチンコ・パチスロ依存問題に関する基礎研究「安全な遊技のための
アンケート調査」を実施致します。」
＜説明＞
・会員の方にアンケート調査を実施予定。パチンコに対する考え方を聞く。遊びなのか利益のみなのか。また、パチンコの
為に借金をした事があるか、など。
・店舗で遊技するお客の現状を把握するためのアンケート。
・長年遊んでいるお客様から、安全な遊び方などが分からないかという試み
・個人を特定しない形で、間に公立諏訪東京理科大学を挟んで調査を実施していく。
・郵送でアンケートを依頼する。回答は、返信又は WEB で可能。
・ある程度の遊技期間がある会員をアンケート対象としている。
＜9．2019.8 2019 年 8 月 5 日 時代に適した風営法を求める議員連盟 について＞
開催日：令和 1 年 8 月 5 日（月）
時間：午後 1 時 30 分～2 時 40 分
会場：自民党本部 101 会議室
出席者：田中 和徳衆議院議員（議連会長）、平沢 勝栄衆議院議員
（議連幹事長）、
秋元 司 衆議院議員（議連事務局長）
小倉 將信衆議院議員、古賀 篤衆議院議員、逢沢 一郎衆議
院議員、
神山 佐市衆議院議員、竹村 直一衆議院議員、船橋 利実衆
議院議員、
尾立 源幸元参議院議員、他数名（議連前に野田聖子衆議院
議員が会議室に来訪）
警察庁：山田生活安全局保安課長、齊藤生活安全局保安課
長補佐、他

玄 昌起 メンバー
株式会社ダイナム

全日遊連：阿部理事長、他
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日遊協：大久保副会長、他
日工組：榎本副理事長、他
日電協：兼次理事長、他
回胴遊商：大饗理事長、他
全商協：林会長、他
同友会：東野代表理事、他
余暇進：笠井代表理事、他
PCSA：加藤代表理事、事務局 片山
議題：（１）型式試験の適合状況改善の措置について
（２）魅力ある遊技機づくりのためのゲーム性、エンターテインメント性向上の取り組
み
（３）業界と警察庁の定期的な協議

武内 好努 メンバー
アメニティーズグループ
株式会社パンドラ

ここまでを割愛。
（４）射幸性とギャンブル等依存症の因果関係について
＜提言抜粋＞
・科学的な知見を蓄積しながら、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。
＜回答・報告＞
・諸外国の状況を調査している。制度や実務の運用を適切に判断したい。
＜意見＞
・依存症対策として出玉率を 2/3 にした。専門家に聞いても因果関係は立証されていないという。警察
庁の局長も課長も表現は別として立証されていないとの見解を示している。他の公営競技は射幸性の
見直しをしていない。出玉率をどう戻していくのか？
⇒ 2/3 については関係閣僚会議の指摘により規則改正を実施した。公営競技に出玉は無いが、そ
れに類する対応をしたとは聞いてない。一方、広告宣伝、アクセス制限について対応をすると認識してい
る。射幸性と依存の関係性については調査中。
（５）ATM 撤去問題
＜提言抜粋＞
・「ATM の撤去等」が法令に基づき求められているものではないを確認した。
＜回答・報告＞
・ATM の撤去はあくまで自主的な取り組みであり、民民契約であることを留意するように県警に指示して
いる。
＜意見＞
・ATM は民民と言っているが暗に警察庁側がお願いしているのではないかと思っている。
⇒ ATM の撤去について本庁から指示はしていない。業界団体で検討されるべきものと考えている
＜意見＞
・現在「ぱちんこへの依存防止対策に係る実施規程の制定」を全日遊連が作成している。これには依存に関する広告宣
伝規制が含まれており、業界による自主規制となる。
・アクセス制限に顔認証の導入が検討課題にあがっており、現在検証中との事。
＜10．2019.8 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：
日遊協：

阿部理事長、大野副理事長、他
大久保副会長、堀内専務理事、他
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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

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。
＜PT 意見＞
・追加された項目のヒアリング内容に対して、どうやって証拠を見せるのか、また証拠を見せる必要があるのかという点が争
点となり、ヒアリング項目の証拠として各社が何を定時するのかなどをアンケートする事となった。
・PT 終了後、「ヒアリング項目対策や御案内、教育などを行っている場合は、チェックシートに記入したとおりに回答するだ
けでそれ以上は必要ない」という事が判明したのでアンケートは取りやめとなった。
・ヒアリング項目の各社回答事例をアンケートして参考とする事になった。
【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。
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
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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。
＜PT 意見＞
・とくになし。
【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
＜PT 意見＞
・本規定とは別の日遊協の依存問題対策のガイドラインはどうなるのか？ ⇒ 別立てで作成中。一緒になるとか廃案に
なるとかは今のところない。
＜11．2019.8 安心娯楽通信 26 号 2019.6.26 発行＞
ピックアップ 「西村直之代表のちょっとレクチャー 自己申告・家族申告プログラムと権利擁護の課題①」
＜記事 概要＞
当初、パチンコ業界の「パチンコ店舗における依存問題対応ガイドライン」には、既に自己申告プログラムが記載されていたが、
警察庁の要請により家族申告プログラムが追加された。しかしこの家族申告プログラムには、様々な法的課題と制約がある
ため法令化されている所はほとんどない。これは、自由主義社会の思想と法を背景に「個人の行動は、公共の秩序、他社
の権利を侵さない限り、自由に選択でき、余暇・消費行動の一形態であるギャンブリング行為については、本来他者の干渉
を受ける（他者が干渉すべき）ものではない」という考えに基づいている。依存対策の根幹となる法と思想について、より深
い議論が必要。
＜意見＞
・自己申告と家族申告は全くの別物だという事を西村先生は理解して欲しいと考えて
いる。
・「パチンコ店舗における依存問題対応ガイドライン」は、現在改定作業中。
＜12．2019.9 21 世紀会 依存問題対策要綱について＞
21 世紀会より、ギャンブル等依存症対策推進基本計画にのっとり「パチンコ・パチスロ
産業依存問題対策要綱」をパチンコ業界とまとめ所轄官庁に報告する。その為、21
世紀会所属団体に、「パチンコ・パチスロ産業依存問題対策要綱（案）」を提示、9
月末までに意見を募ることとなった。PCSA では 9 月理事会前に意見を募集、議題と
して俎上にあげた。なお、下記は 9 月理事会、電子理事会で検討された議題である。
【要綱 第 3－13】
原案：「各地域の包括的な連携協力体制への参画」

武田 裕明 メンバー
株式会社ニラク

意見：よりわかりやすく、文言を「各地域との包括的な連携協力体制の確立」に変更。
【要綱 第 3－14】
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原案：「RSN の相談データの分析および遊技客の遊技方法の分析等による
相談者・遊技客の実態把握」
意見：ホール・ユーザー・一般社会が共通認識できる対策に繋がるように、
問題を抱えた（抱えている可能性のある）相談者だけでなく、問題
のある人と、そうでない人の違いなどが、客観的な分析結果から見出
せるようにしていただきたい。また「問題のある依存の定義」自体も明
確になっていない。定義があいまいだと解決ができない為、そこも明確
にしてほしい。
【要綱 第 5、7（ATM について）】
原案：第 5：実施内容（ATM については未記載）
第 7：営業所の ATM 及びデビットカードシステムの撤去等に向けた
検討
意見：ATM については風適法議連内での議論等で営業者の任意となって
おり、項目を掲載する必要が無いと思われる。
【要綱 第 5－3】

佐久間 仁 メンバー
株式会社ニラク

原案：第 8 全国的な指針の策定による広告・宣伝の抑制
意見：「抑制」という言葉を変更してほしい。遊技客も減る中、内容を問わず広告・宣伝を減らす方向に行き、「抑制」
の行く末は「広告をしない」になりかねない。「適正な遊技の啓蒙の推進」など前向きな表現に変更してほしい。
【要綱 第 6－2】
原案：②お客様本人の同意のない家族申告による入店制限の検討
意見：この内容は法的に問題があると思われる。法的に問題がある条項を記載することはできない。弁護士に確認し、
クリアしてほしい。
【要綱 第 8】
原案：第 8 依存問題の予防と解決に取り組む民間団体等に対する経済的支援の実施
21 世紀会は、「一般社団法人パチンコ・パチスロ社会貢献機構」への寄付等を通じて毎年、依存問題に取り組
む民間団体等への助成を行います。
意見：支援の実施に加え、社会への発信についても実施してほしい。
【要綱 第 9．都道府県選定「依存症専門医療機関」の広報協力】
原案：ホールは、相談者からパチンコ・パチスロ依存における相談があった場合において、相談者から特に医療機関の紹
介を求められたときは、「依存症対策全国センター」のホームページ
(https://www.ncasa-japan.jp/you-do/treatment/treatment-map/)を紹介することとします。
意見：基本計画に記載されているため、この内容を盛り込む必要があると思われるが、紹介されている一部の医療機関
の HP で、パチンコ・パチスロに対する理解が不足していると思われる表現がみられる。業界から医療機関へのアプ
ローチ（説明）を検討して頂きたい。
【要綱 第 10】
原案：21 世紀会は 2019 年 1 月に第三者機関「パチンコ・パチスロ産業依存対策有識者会議」を設置し、業界が取
り組む各種依存対策についての諮問に対し評価・提言を得る取組を開始しました。
意見：対策を実施する以上、成果が上がってアセスメントするのが重要。この項目に盛り込まれていると考えているが、対
策を取ったことによりどのような効果が出たか、どのくらい依存問題をかかえる人が減ったのか検証してほしい。
【その他】
意見：まずパチンコは公営ギャンブルとは異なり遊技であることを明確にすべき。そして対策を導入する際に、対策案を棚
卸した上で、ギャンブルで必要な対策、遊技では必要でない対策に分け、それぞれの業種に落としていく必要があ
る。縦割りでは無く、対象業種全体で対策の検討をすべきである。対策は既に始まっているが、今後整理していく
べきである。また、必要があればその文言も盛り込んでいただきたい。
＜意見＞
・政府の基本計画の中で、パチンコ業界として要綱を作成する事が求められている。これの草案を全日遊連が作成、これに
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対する意見を集めた。
・要綱内での日遊協のガイドラインの位置づけは？ ⇒ 要綱は政府の基本方針にマッチングさせないといけない。そこで、部
分的には業界の方向性と逆進している箇所もある。
＜13．2019.9 ギャンブル等依存症対策推進基本計画に係る取り組みの推進について
ギャンブル等依存症対策における各地域の包括的な連携協力体制への参画について＞
「ギャンブル等依存症対策推進基本計画に係る取り組みの推進について」
警察庁より、ぱちんこへの依存防止対策として、「ギャンブル等依存症対策推進基本計画」(平成 31 年 4 月 19 日閣議
決定)に基づき、
・RSN の相談窓口告知ポスター、依存対策啓発ステッカー等の掲示
・安心パチンコ・パチスロアドバイザーの配置
・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
・共通標語の活用
・自己申告・家族申告プログラムの実施
・入店した客に対する年齢確認の実施
・ATM 等の撤去等
・依存防止対策についての従業員への教育
・適度な遊技方法の案内 等の必要な対策
等の必要な対策実施の周知徹底をお願いされた。
「ギャンブル等依存症対策における各地域の包括的な連携協力体制への参画について」
警察庁より、9 月 17 日付で厚生労働省から各都道府県等に対し、「ギャンブル等依存症対策における各地域の包括的
な連携協力体制の構築について」(以下「厚生労働省通知」という。)が、発出された。
この厚生労働省通知では、都道府県等において、関係事業者を含む地域の関係機関が参画する包括的な連携協力体
制を構築するための「ギャンブル等依存症対策連携会議」に関する事項が定められており、パチンコ業界もこうした連携協力
体制に参画し、各地域における他の関係機関との円滑な連携を確保、情報や課題の共有、最新の知見の収集等を図っ
て欲しいとお願いされた。
＜意見＞
・厚生労働省から警察庁を通じてパチンコ業界へ通知した文書。
・業界の識者からは、いわゆる関係者会議の地方版ではないかと伺った。
・関連して、ギャンブル等依存症対策 都道府県説明について。政府の基本計画に基づいて、各都道府県もそれぞれの計
画を作る必要があり、都道府県計画策定の留意事項が記されている。この各都道府県の計画は、政府の基本計画に沿
わせつつ各都道府県の実情に合わせるべきとなっている。
＜14．2019.9 株式会社ダイナム パチンコ・パチスロ依存問題に関する基礎研究「安全な遊技のためのアンケート調査」について＞
2019 年 9 月 2 日、株式会社ダイナム オフィシャルサ
イトにて、掲題の広報として下記の内容が発表された。
「2019 年 9 月より、公立諏訪東京理科大学 地域
連携研究開発機構 医療介護・健康工学部門（部
門長：篠原菊紀）および、株式会社クロスマーケティ
ングと共同で、パチンコ・パチスロ依存問題に関する基
礎研究「安全な遊技のためのアンケート調査」を実施
致します。」
・会員の方にアンケート調査を実施予定。パチンコに対
する考え方を聞く。遊びなのか利益のみなのか。また、パ
チンコの為に借金をした事があるか、など。
・店舗で遊技するお客の現状を把握するためのアンケー
ト。
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・長年遊んでいるお客様から、安全な遊び方などが分からないかという試み
・個人を特定しない形で、間に公立諏訪東京理科大学を挟んで調査を実施していく。
・郵送でアンケートを依頼する。回答は、返信又は WEB で可能。
・ある程度の遊技期間がある会員をアンケート対象としている。
＜説明＞
・DM のアンケートに同封した説明文書で協力を依頼している。
・アンケートを 2 万人に配布、9 月 20 日現在で 4400 人の回答者。目標は 6000 人。
・アンケートの発送 10 日後に本県に関するニュースリリースが出てから回答が増加した。
・実際のアンケートでは、会員カードの使い方を確認、PPDS 準拠の質問や、ポジティブスケール等の設問が設置されてい
る。これは、いかに健全に遊技が出来ているかを調べるアンケート。
・対象会員 2 万人の抽出条件は、1 年間に○回の遊技にあたり△発以上打ち込んだ方。
・今回のアンケートのためにクレーム窓口も設けたが、クレーム自体がほとんどない。
・データ分析の結果が出てくる時期は未定。
＜15．2019.9 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。その回答事例を確認した。
＜意見＞
・８月全日遊連から組合員にアンケートが出されたがそれと微妙に異なる部分がある。
・RSN の６種類のリーフレットは使い処が決まっており、お客様に説明する際にはオリジナルのリーフレットを作成、お客様
に知ってほしい内容として、適度な遊技方法を説明している。
・依存問題対策の実地調査を受け持つ一般社団法人遊技産業健全化推進機構の説明を聞きたい。事務局に招聘
を依頼する。 ⇒ 了解した。
※後日、機構と調整の結果、11 月 15 日（金）の依存問題対策プロジェクトチームにて午前 10 時より説明を受け
ることに決定した。
＜16．2019.10 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」をお送りさせて頂き、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ご確認頂き、誓約書と同様に所定の事項に
ご記入いただき、押印のうえ、機構（業務委託している専門業者）宛に
「承諾書」のご返送をお願いしたい。
・承諾書の提出締め切りは設けておりませんが、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です。従って、可能な限り、12 月中旬頃まで
にご返送頂きたい。
・何を調査するのか？等の詳細内容につきましては、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。
PT では、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、承諾書の取り扱い、18 歳未満の確認等について意見が交わされ
た。
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＜17．2019.10 パチンコ・パチスロ産業依存問題対策要綱について＞
21 世紀会より、ギャンブル等依存症対策推進基本計画にのっとり「パチンコ・パチスロ産業依存問題対策要綱」をパチンコ業
界とまとめ所轄官庁に報告する。その為、21 世紀会所属団体に、「パチンコ・パチスロ産業依存問題対策要綱（案）」を提
示、9 月末までに意見を募ることとなった。PCSA では 9 月理事会とその後の電子理事会で意見をまとめて 21 世紀会に提出
した。事務局は現時点での 21 世紀会からの返答を説明し情報を共有した。PT 参加者からは、元来のパチンコ営業に対する
広告宣伝の規制と依存問題対策としての広告宣伝の規制が二重になっており、その差違が懸念されるという意見が出された。
＜18．2019.10 DMM パチタウン ぱちんこ依存のお勉強について＞
パチンコ業界向けではなく、「DMM パチタウン」を訪れるプレイヤー、ユーザー向けの「ぱちんこ依存を知って頂こう」という記事が
紹介された。内容としては、RSN スタッフによる「RSN とは一体何なのか」「どうなったら依存なのか」「日常生活に影響を及ぼす
とは？」といった説明がされ、最後に参加者からの質問に回答している。DMM パチタウンとしては、今後も「一般の方向け」の記
事として依存を取り上げていく事、そして次回からホール企業を大賞としていくと説明された。参加社からは、一般の方向けの情
報発信は非常に重要という意見が出された。
＜19．2019.11 21 世紀会 パチンコ・パチスロ産業依存問題対策要綱について＞
21 世紀会は、ギャンブル等依存症対策推進基本計画にのっとり「パチンコ・パチスロ産業依存問題対策要綱」をパチンコ業界
でまとめ、所轄官庁である警察庁に報告をする。その為 21 世紀会所属団体に、「パチンコ・パチスロ産業依存問題対策要綱
（案）」を提示、意見を募り修正案を 11 月 11 日の 21 世紀会にて審議、決議した。そこには、余暇進からの意見書、
PCSA、日工組、日電協からの修正案が部分的に組み込まれている。更に、日遊協から、原案の修正ではなく別の文書であ
る「パチンコ依存問題対策基本要綱」の提案があった。
従って、
１．日遊協 「パチンコ依存問題対策基本要綱」
⇒ パチンコ業界が依存問題に対し的確に対応する為の「基本姿勢」
２．全日遊連 「パチンコ・パチスロ産業依存問題対策要綱」
⇒ １．「パチンコ依存問題対策基本要綱」に基づき、パチンコ業界における依存問題への「具体的対策」
という位置づけで決議がされた。PT では、新たに出てきた日遊協 「パチンコ依存問題対策基本要綱」の内容の読み解きを実
施、情報を共有した。
＜20．2019.11 自己申告・家族申告プログラム 導入店舗アンケートについて＞
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「ぱちんこへの依存防止対策」に関して、他ホール団体
における「自己申告・家族申告プログラムの導入率」が言及された。PCSA でも 2017 年 11 月、2018 年 11 月に導入店舗
数のアンケートを実施しており、今年度も継続してアンケートを実施する事となった。
＜21．2019.12 PCSA 自己申告・家族申告プログラム 導入店舗アンケートについて 途中経過＞
現状、集計途中のアンケートの内容を確認しながら、特に家族申告プログラムの申告事例について情報を共有した。また、具
体的な対応における顔認証の有用性、認証率の幅な
どの情報を共有した。
＜22．2019.12 自己申告・家族申告プログラム
導入開始報告書」提出促進 ご協力のお願い(21
世紀会) ＞
21 世紀会では、「自己申告・家族申告プログラム」の
導入件数を集計して報告書を定期的に警察庁へ報
告している。しかし、現在集計中の導入件数 2993 件
（令和元年 10 月末）は、各団体で調査した導入件
数との解離があると聞いており、再度調査を実施すると
の事をホール 5 団体に発信、協力を依頼した。PT では、
本情報を共有すると共に周知を徹底した。
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＜23．2019.12 依存問題対策確認シートの運用開始について＞
21 世紀会は、一般社団法人遊技産業健全化推進機構（以降、機構）による「依存防止対策への取組み状況を確認す
る調査」への対応として「依存問題対策実施確認シート」（以降、確認シート）をホール 5 団体を経由して店舗に配布、月
1 回程度の頻度での記入、店舗での保持をする事とした。PCSA では、確認シートと記入要領などを PCSA 正会員に配布し、
運用を依頼している。PT では、独自形式で運用している会員企業から、この形式に合わすことが必須なのかという質問があり、
確認した所、現場での混乱を避けるためにも原則「必須」での対応を求められた。
＜24．2019.12 自己申告・家族申告プログラム導入店 状況アンケート 報告 令和 1 年 11 月 30 日時点＞
掲題のアンケートの内容だが、概要としては、PCSA 正会員 20 社全てより回答があり、全 681 店舗中、自己申告・家族申
告プログラムの導入店舗は、共に 651 店舗、95.6％が導入済みという結果となった。
＜25．2020.1 コロナウイルスの影響について＞
PT では、店舗や本社でアルコールによる手指消毒などの対策を実施、店舗従業員のマスク着用が奨励されている状況等が報
告された。ただ、感染者の存在、不在の都道府県間での緊張感の温度差は否めない点も指摘された。また、マスクの在庫は
既に底をつきかけており、確保が難しい現状も共有された。
＜26．2020.1 PCSA 自己申告・家族申告プログラム 導入店舗アンケートについて＞
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「ぱちんこへの依存防止対策」に関して、他ホール団体
における「自己申告・家族申告プログラムの導入率」が言及された。PCSA でも 2017 年 11 月、2018 年 11 月に導入店舗
数のアンケートを実施しており、2019 年にも継続してアンケートを実施した。アンケートでは PCSA 正会員全て 20 社からの回
答をまとめ、結果として自己申告・家族申告プログラム導入率は共に 95.6％の結果となった。PT では、自己申告・家族申告
プログラムの申し込み人数 25 名の詳細や、一般社団法人遊技産業健全化推進機構による依存問題対策確認調査の事
例 3 件についての情報共有がされた。
＜27．2020.1 21 世紀会 パチンコ依存問題対策基本要綱、パチンコ・パチスロ産業依存問題対策要綱について ＞
21 世紀会は、ギャンブル等依存症対策推進基本計画にのっとり「パチンコ依存問題対策基本要綱」、「パチンコ・パチスロ産
業依存問題対策要綱」を 11 月 11 日の 21 世紀会にて承認し、その後、諸々の内容確認を済ませ 12 月 27 日に制定を
各方面に正式に通知した。なお、1 月 15 日には、安心娯楽宣言ホームページにこの 2 つの要綱が掲載された。PT では、12
月のか PT で確認済みの為、上記の経緯を共有するにとどめた。
＜28．2020.1 21 世紀会について＞
開催日時：2020 年 1 月 28 日
場所：第一ホテル東京 21 階 ルミエール
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
＜説明＞
昨年 4 月に閣議決定された依存問題に関する国の基本計画において事業者に求められている、「パチンコ・パチスロ
依存問題に係わる民間団体等への支援の拡充」の件について、昨年 8 月 30 日に開催された 21 世紀会の代表者
会合で決議がされた。
決議は 3 点あったが、その内、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
対する寄付金の拠出の方法等については 2 つの意見があり決定には至らなかった。
2 つの意見の内 1 つは、21 世紀会として寄付金の拠出総額をはじめ募集要項の概要を定め、当該募集要項に基
づく実務の運用を法人に業務委託する考え方。
もう 1 つは、募集要項は法人が定め、当該募集要項に基づく実務の運用も法人が自立的に行い、21 世紀会を構
成する各団体は、各団体の状況を踏まえたそれぞれの判断に基づいて、寄付金の拠出の実行又は不実行及び実行
する場合の当該額を決めるものとする考え方。
これまでに結論は出ていないが、2020 年度の一般助成の申請募集が既に始まっており、当該手続きは審査の段
階にあることを考慮し、少なくとも 2020 年度においては、法人事務局が定めた募集要項に基づく現に進行中の手続
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きに合わせ、法人事務局からの要請に対し、各団体の判断に基づいて寄付金の拠出の実行又は不実行及び実行
する場合の当該額を決めるとするのが適切であると考える。
＜意見＞
特になし。
＜決議＞
議長：依存問題に係わる民間団体等への支援の拡充として行う一般社団法人パチンコ・パチスロ社会貢献機構に
対する寄付金の拠出の方法等については、今後とも協議を継続するが、少なくとも 2020 年度においては、法人
事務局が定めた募集要項に基づく現に進行中の手続きに合わせ、法人事務局からの要請に対し、各団体の判
断に基づいて寄付金（同法人の社員である場合には社員としての会費）の拠出の実行又は不実行及び実行
する場合の当該額を決めるものとしてよいか？
一同：異議なし
2．有識者会議委員の選任の件
＜説明＞
パチンコ・パチスロ産業依存対策有識者会議委員の任期については、同有識者会議規約第 5 条の定めにより、1 年
とされ、再任を妨げない、となっている。
ちなみに、現委員の任期は 2020 年 3 月 31 日までであるため、本 21 世紀会において、次の任期である 2020 年
4 月 1 日から 2021 年 3 月 31 日までの委員について選任したい。
また、最初に選任された有識者会議委員の任期は同条第 1 項ただし書きで 2019 年 3 月 31 日までとされていま
すので、本来は、同日までに開催された 21 世紀会で委員を選任し、当該委員が 2019 年 4 月 1 日以後の活動を
行っている必要があったが、事務局の過誤によって同日までの 21 世紀会における選任を怠り、現在に至っております。
この件について昨年 10 月 13 日に開催された有識者会議に諮ったところ、委員から、「2019 年 4 月 1 日以後もそ
れぞれが委員であるとの認識で活動し、『中間答申』も行っている事実を踏まえ、2020 年 4 月 1 日から始まる任期
に係る委員の選任と併せ、現委員の選任に関する追認の決議を行ってもらえば問題がない」との見解をいただいてい
る。
したがって、本 21 世紀会において、2020 年 3 月 31 日までを任期とする現委員の選任に関する追認の決議も併
せて行っていただきたいと思います。
候補者（現委員）は下記の 6 名。
稲冨 仁氏、柏木 勇一氏、坂元 章氏、長崎 俊樹氏、總山 哲氏、伏見 勝氏
なお、伏見氏からは 2020 年 4 月以降の委員の就任について辞退があったので、本年 4 月以降は 5 名として審議
いただきたい。
＜意見＞
特になし。
＜決議＞
議長：それでは、説明の通り、本年 3 月 31 日までの委員を上記の 6
名、本年 4 月 1 日から 1 年間の委員を伏見氏を除く 5 名で選任し
てよいか？
一同：異議なし
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
①全日遊連で「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
類について、現在「実施規程」「マニュアル」の作成作業をしている。今年度
中に完成予定
②日遊協で「資料 A」を準備し、それに基づき説明
1．「自己申告・家族申告プログラム」の導入件数は別紙 1 の通り。本年
1 月 22 日現在、3888 店。今後も導入および導入の報告をお願い
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したい。
2．「自己申告・家族申告プログラム」の利用者向けの案内を作成ちゅう。また、導入店舗一覧を本年 3 月下旬にウ
エブサイトに掲載予定。
3．「自己申告・家族申告プログラム」マニュアルの改訂。本人同意の無い家族申告プログラム導入に向け、改定案を
作成中。年度内に意見調整し最終提案をしたい。詳細は別紙 2 にあるので、ご意見があったら日遊協まで伝え
てほしい。
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
下記の内容でフォーラムを開催予定。ポスター案も添付しているのでご確認いただきたい。
日時：

2020 年 5 月 14 日（木）14 時から 16 時 30 分

場所：

東京・大井町 きゅりあん 大ホール

講師：

大野 真希氏（長良川ボーリングセンター専務取締役）
中村 努氏（ワンデーポート施設長）
篠原 菊紀氏（公立諏訪東京理科大学 医療介護健康工学部門長）

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 日に開催予定の委員全 6 名の参加によりパチンコ・パチスロ産業依存対策有識者会議が開催された。主に前
回の会議後（10 月 11 日）の業界の状況について説明。
・12 月制定の要綱の内容
・遊技産業健全化推進機構の調査開始について
・社会貢献機構の設立について
・2020 年度の依存フォーラムについて
・本人同意の無い家族申告プログラムについて
＜その他＞【PCSA での審議議案】
審議事項 1 で可決された「依存問題に係わる民間団体等への支援の拡充」に係わり、2020 年度の支援について、一
般社団法人パチンコ・パチスロ社会貢献機構の廣田専務理事より説明があった。
現在、すでに助成の募集を開始しており、各団体で「パチンコ・パチスロ依存問題の予防と解決に取り組む団体・研究機
関への助成に対する寄付について」お願いで寄付金の協力のお願いがあった。
「寄付金を出す・出さない」および「寄付金額」についてご検討いただき、令和 2 年 2 月 21 日までにご連絡をいただきた
い。
この議案については、PCSA1 月拡大理事会にて審議したものの継続審議となった。
PT では、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について、依存問題支援団体のセミナーに支援
がされており、おかげで開催ができたという情報が共有された。
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では、日遊協がぱっと見てわか
りやすいマニュアルを作成中であるという情報が共有された。
報告事項 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では、各講演者の割り振り時間
がおよそ 45 分という点について、短いのではないか
90 分の方が良いのではという意見が出された。
＜29．2020.1 パチンコ店における依存問題対策
ガイドライン 案について＞
2020 年 2 月 18 日、「パチンコ店における依存問
題対策ガイドライン 案 」が 21 世紀会事務局
（全日遊連）より届き、「3 月末までに成案化する
必要があるため、素案の段階で意見、質問等を集
めたい、従って、2 月中に意見のとりまとめしたい」とい
う先方の要望に PCSA としては下記の様に対応す
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る。
１．依存問題対策プロジェクトチームにて、本件に関する意見質問を集める。
２．PCSA 執行部に内容を確認、21 世紀会事務局（全日遊連）に送る。
※ 本ガイドライン巻末に８．付属規程類として列記している規程類は、現在作成
中なので、今回は含まれていない。
PT では、下記 5 点の意見をまとめた。
＜1 要望 保健所、精神保健福祉センターの記載について＞
パチンコ店における 依存問題対策ガイドライン（以降、「ガイドライン」と呼称）中に、
依存問題を抱えた方の相談先として「保健所、精神保健福祉センター」の記載が入っ
ています。厚生労働省の HP において相談機関として指定しているため記載は問題あ
りませんが、店舗が依存問題を抱えた方の紹介をスムーズに行い、適切な相談が受け
られるようにパチンコ業界の取り組みを理解いただくなど行政との協力関係の構築をお
戸田 有希乃 オブザーバー

株式会社ニラク

願いします。
＜記載箇所＞
2 ページ目、③安心パチンコ・パチスロアドバイザー講習会受講者の役割

3 ページ目、４．お客様に向けて依存防止を啓発するための告知物の活用について
＜2 質問 具体的な対応手順を予め定め について＞
ガイドライン中の２ページ目 （2）① 従業者教育の実施 点 2 つ目に、「具体的な相談対応手順を予め定め」との
記述がありますが、「具体的な」はどのレベルの対応手順を求めているのでしょうか？
＜3 意見 全従業者が閲覧できる について＞
ガイドライン中の 2 ページ目 （２）② 点 1 つ目に、依存問題対策実施確認シートを「全従業員が閲覧できる場所」
とありますが、対応できない従業員であれば、店長や役職者につなげばよいはずなので、「決められた場所に保管し」と変
更をお願いします。
＜4 意見 依存問題と車内放置は直接の関連性・・・ について＞
ガイドライン中の６ページ目、④ 点 2 つ目冒頭の「依存問題と車内放置は直接の関連性はないように思われがちです
が、」の部分は、その後に「直接の関連性」を説明していないため、ない方が理解しやすいと思われます。
＜5 意見 付属規定類 18 歳未満立ち入り禁止マニュアル について＞
ガイドライン中の６ページ目、８．付属規定類 ４）「18 歳未満立ち入り禁止について」は再び、返金する、しないの
論争が再燃しない形の附属規定にして頂けますようお願いします。

＜＜ ２．パチンコ・パチスロ依存問題フォーラム ＞＞
＜１．2019.4 21 世紀会 パチンコ・パチスロ依存問題フォーラム 実行委員会＞
記
名称：パチンコ・パチスロ依存問題フォーラム
開催日：平成 31 年 5 月 14 日
時間：午後 2 時～午後 7 時 30 分
場所：東京都中野区の生涯学習・文化芸術活動拠点施設
「なかの ZERO(もみじ山文化センター)」 小ホール (客席 507 席)
目的：１．「安心パチンコ・パチスロアドバイザー」を対象に、パチンコ・パチスロ依存問題に関する対応の現状と課題を
明らかにするとともに、各店舗におけるアドバイザーの活動状況と得られた教訓を共有し、アドバイザーの活
動のさらなる強化と質的向上を図る。
２．パチンコ・パチスロ依存問題の予防と解決に取り組んできた又は取り組もうとする団体に対して全日本社会
貢献団体機構が行う、当該団体の事業活動に対する特別助成について、助成金の贈呈式を行う。
３．依存問題啓発週間(5/14~5/20)にあたり、一般市民を対象に、パチンコ・パチスロ依存問題に対する
正しい関心と理解を求め、依存問題の予防と解決に資する。
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スケジュール案：
第 1 部 基調報告 対象：パチンコ・パチスロ安心アドバイザー
「パチンコ・パチスロ依存問題に関する対応の現状と課題」
・事例報告：「RSN への出向を終えて」 ※パネルディスカッション
出向によって得たものと地元に帰ってからの店舗をはじめとした取組み内容の報告
・総括報告：「第 1 部のまとめ」 RSN 西村直之代表（予定）
第 2 部 経過報告
「特別助成の経過報告」 全日本社会貢献団体機構 会長（予定）
・贈呈 ・助成金の贈呈 ・挨拶 ・被助成団体代表からの挨拶
第 3 部 基調報告 対象：一般
「(仮題)パチンコ・パチスロ依存問題の正しい理解のために」 RSN 西村直之代表（予定）
・事例報告 ・団体機構助成団体その他依存問題関係団体の活動 ・事例報告
以上
部会では、第一部、第二部それぞれの申込み人数の情報等を共有。参加予定者からレポートを募り次回検討する事とな
った。
＜２．2019.5 パチンコ・パチスロ依存問題フォーラムについて＞
開催日：令和 1 年 5 月 14 日（火）
時間：午後 1 時 30 分～7 時 30 分
会場：なかの ZERO 小ホール （東京都中野区中野）
14：00

第一部 （対象：安心パチンコ・パチスロアドバイザー）
基調報告「パチンコ・パチスロ依存問題に関する対応の現状と課題」
阿部 恭久 パチンコ・パチスロ産業 21 世紀会 代表
助成金内定式
パネルディスカッション「パチンコ依存相談機関にかかわって」
コーディネーター： 大野 真希 様 株式会社長良川ボウリングセンター
パネラー：

上田 正稔 様 株式会社グランド商事・アドバンス
鈴木 智一 様 株式会社マルハン
原田 修士 様 光明興業株式会社
星野 勝彦 様 フシミコーポレーション株式会社

総括報告
18：00

西村 直之 様 認定特定非営利活動法人リカバリーサポート・ネットワーク

第二部 （対象：一般）
基調報告・事例報告「パチンコ・パチスロ依存問題の正しい理解のために」
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西村直之 様

認定特定非営利活動法人リカバリーサポート・ネットワーク 代表理事

事例報告
坂本章 様

日工組社会安全研究財団 パチンコ・パチスロ遊技障害研究会員
お茶の水女子大学 基幹研究院人間科学系教授

高澤和彦 様

浦和まほろ相談室 代表（精神科医）

全日本社会貢献団体機構 2019 年度特別助成 4 団体代表者からの事例報告
・中村 努 様

認定非営利活動法人ワンデーポート 理事・施設長

・梅田 靖規 様

一般社団法人ダルクヴィレッジ 代表理事

・中川 賀雅 様

特定非営利活動法人ちゅーりっぷ会長崎ダルク 代表理事

・横山 順一 様

一般社団法人むらワーカーズホーム 代表理事

＜概要＞
安心パチンコ・パチスロアドバイザーを対象とした第 1 部の基調講演では、阿部恭久代表が今回フォーラムを開催するに
至った経緯を説明した後、パチンコ・パチスロ依存問題対応の現状と課題を報告した。その中で「遊技業界の最も新しい
課題は、4 月 12 日に閣議決定された『ギャンブル等依存対策推進基本計画』への対応」とし、業界として求められてい
る主な取り組みを具体的に紹介した。
助成金内定式では、認定特定非営利活動法人ワンデーポート、一般社団法人神戸ダルクヴィレッジ、特定非営利活
動法人ちゅーりっぷ会 長崎ダルク、一般社団法人むらワーカーズホームの 4 団体に、2019 年度全日本社会貢献団
体機構特別助成の内定証が贈られた。
パネルディスカッションでは、認定特定非営利活動法人リカバリーサポート・ネ
ットワーク（以降、RSN）へ出向経験のある 5 名が、自身の経験した相談
内容などを紹介、他のパネラーからの質問に対応するという形式で意見交換
が行われた。
パネルディスカッション後の西村直之 RSN 代表理事による総括報告では「パ
チンコが他のギャンブル産業と差別化できるところは、賭博かそうでないかでは
なく、対人サービスであること。そして依存問題への対応というのは産業の発
展や社会に役立つ取り組みである」と話された。
第２部では、西村直之 RSN 代表理事が基調報告「パチンコ・パチスロ依存
問題の正しい理解のために」を講演したほか、日工組社会安全研究財団パ
チンコ・パチスロ遊技障害研究会員の坂元章氏（お茶の水女子大学基幹
研究院人間科学系教授）と、浦和まはろ相談室代表の高澤和彦氏（精
神保健福祉士）が事例を報告した。また、第一部で全日本社会貢献団
加藤 英則 代表理事

夢コーポレーション株式会社

体機構の 2019 年度特別助成を受けた 4 団体の代表者がそれぞれ日頃
の活動等を報告した。

＜３．2019.8 パチンコ・パチスロ依存問題フォーラム 開催結果報告・DVD について＞
令和 1 年 5 月 14 日（火）に開催された掲題のフォーラムの開催結果報告（冊子）と DVD が事務局に届いた。PT で
は、結果報告の内容を確認し、結果報告並びに DVD を、PT メンバー内のみで閲覧する事とした。
＜記＞
開催日：令和 1 年 5 月 14 日（火）
時間：午後 1 時 30 分～7 時 30 分
会場：なかの ZERO 小ホール （東京都中野区中野）
14：00

第一部 （対象：安心パチンコ・パチスロアドバイザー）
基調報告「パチンコ・パチスロ依存問題に関する対応の現状と課題」
阿部 恭久 パチンコ・パチスロ産業 21 世紀会 代表
助成金内定式
パネルディスカッション「パチンコ依存相談機関にかかわって」
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コーディネーター： 大野 真希 様 株式会社長良川ボウリングセンター
パネラー：

上田 正稔 様 株式会社グランド商事・アドバンス
鈴木 智一 様 株式会社マルハン
原田 修士 様 光明興業株式会社
星野 勝彦 様 フシミコーポレーション株式会社

総括報告
18：00

西村 直之 様 認定特定非営利活動法人リカバリーサポート・ネットワーク

第二部 （対象：一般）
基調報告・事例報告「パチンコ・パチスロ依存問題の正しい理解のために」
西村直之 様

認定特定非営利活動法人リカバリーサポート・ネットワーク 代表理事

事例報告
坂本章 様

日工組社会安全研究財団 パチンコ・パチスロ遊技障害研究会員
お茶の水女子大学 基幹研究院人間科学系教授

高澤和彦 様

浦和まほろ相談室 代表（精神科医）

全日本社会貢献団体機構 2019 年度特別助成 4 団体代表者からの事例報告
・中村 努 様

認定非営利活動法人ワンデーポート 理事・施設長

・梅田 靖規 様

一般社団法人ダルクヴィレッジ 代表理事

・中川 賀雅 様

特定非営利活動法人ちゅーりっぷ会長崎ダルク 代表理事

・横山 順一 様

一般社団法人むらワーカーズホーム 代表理事

＜概要＞
安心パチンコ・パチスロアドバイザーを対象とした第 1 部の基調講演では、阿部恭久代表が今回フォーラムを開催するに
至った経緯を説明した後、パチンコ・パチスロ依存問題対応の現状と課題を報告した。その中で「遊技業界の最も新しい
課題は、4 月 12 日に閣議決定された『ギャンブル等依存対策推進基本計画』への対応」とし、業界として求められてい
る主な取り組みを具体的に紹介した。
助成金内定式では、認定特定非営利活動法人ワンデーポート、一般社団法人神戸ダルクヴィレッジ、特定非営利活
動法人ちゅーりっぷ会 長崎ダルク、一般社団法人むらワーカーズホームの 4 団体に、2019 年度全日本社会貢献団
体機構特別助成の内定証が贈られた。
パネルディスカッションでは、認定特定非営利活動法人リカバリーサポート・ネットワーク（以降、RSN）へ出向経験のあ
る 5 名が、自身の経験した相談内容などを紹介、他のパネラーからの質問に対応するという形式で意見交換が行われた。
パネルディスカッション後の西村直之 RSN 代表理事による総括報告では「パチンコが他のギャンブル産業と差別化できる
ところは、賭博かそうでないかではなく、対人サービスであること。そして依存問題への対応というのは産業の発展や社会に
役立つ取り組みである」と話された。
第２部では、西村直之 RSN 代表理事が基調報告「パチンコ・パチスロ依存
問題の正しい理解のために」を講演したほか、日工組社会安全研究財団パ
チンコ・パチスロ遊技障害研究会員の坂元章氏（お茶の水女子大学基幹
研究院人間科学系教授）と、浦和まはろ相談室代表の高澤和彦氏（精
神保健福祉士）が事例を報告した。また、第一部で全日本社会貢献団体
機構の 2019 年度特別助成を受けた 4 団体の代表者がそれぞれ日頃の活
動等を報告した。
＜４．2019.12 2020 年度 第 1 回 パチンコ・パチスロ依存問題フォーラム実
行委員会について＞
本件について、事務局より説明がされた。2020 年度 第 1 回依存フォーラム実行
委員会にて、来年５月 14 日の依存フォーラムの内容を確認した。中野から大井
町に会場が変更、開催時間が前回の午前午後から午後１本に絞られた。講演
は、ホール企業の方、ワンデーポート中村努氏、研究者の 3 名で２時間半の内
容。PT からは、福祉支援をされている方に声をかけるべき、マスコミにアピールするチ
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ャンス等の意見が出された。
＜概要＞
開催日：

令和 1 年 12 月 9 日（月）

時間：

午前 10 時 30 分～11 時 35 分

会場：

全日遊連 3 階 大会議場

出席者：

全日遊連、日遊協、日工組、日電協、全商協、回胴遊商、自工会、補給組合、メダル工業会
同友会、余暇進、PCSA（依存問題対策プロジェクトチーム リーダー 辻 良樹 事務局）
認証協、PSA、社会貢献、出席者 合計 15 団体 22 名

議題：

2020 年度パチンコ・パチスロ依存問題フォーラムについて

＜開催概要案＞
１．日時：2020 年 5 月 14 日（木） 14 時から 16 時 30 分 （会場は、11 時から 17 時で予約）
２．場所：東京・大井町 きゅりあん 大ホール
３．プログラム案（コンテンツ）
・21 世紀会 阿部代表 あいさつ
・講演１（事業者の立場から）
・講演２（支援に携わる当事者の立場から）
・講演３（研究者の立場から）
・コーディネーター
＜会場案について＞ 全日遊連 説明
・前回の会場、中野ゼロではなく、今回は「きゅりあん」という会場を使用予定。東京駅から近い大井町駅徒歩 2~3 分。
・キャパシティは十分あり、参加者の人数によって段階的に対応出来る。
＜プログラム案について＞ 全日遊連 説明
・プログラムの講演者、コーディネーターは、全員の日程を確保済み。
・今回は、午後のみの 2 時間 30 分。
＜意見＞
・時間が 2 時間半で足りるのか。講演の長さはどのくらいか。 ＞1 人 45 分くらいを想定。
・依存に陥ったが回復されたという当事者の話があると良い。 ＞講演２、支援に携わる当事者の立場からお話し頂く。
・人数が多くなる可能性がある。受付の対応はどうするか ＞受付はオペレーションを早めに決めて対応する。
・広告宣伝は、前回と同じく駅貼りのポスターを検討している。なお、前回は、「啓発週間」と「依存フォーラム」の 2 要素を
1 ポスターにまとめていたが、今回は、依存フォーラム個別のポスターで訴求力を上げたい。
・一般マスコミへの対応は？ 事前、事後のプレスリリースは？ ＞未検討。各団体、これに関してはご意見を伺いたい。
＞こちらから先に情報を提供することも検討したい。
＜次回開催＞
開催日時：2020 年 1 月 20 日（月）午後 2 時～
場所：全日遊連 3 階大会議室

＜＜ ３．依存問題対策プロジェクトチーム 勉強会 ＞＞
＜ １．第 3 回 依存問題勉強会 ＞
開催日時 令和 1 年 7 月 27 日（土）
午前 10 時 30 分～正午 12 時
開催場所 TKP 上野駅前ビジネスセンター 6A
出席人数 メンバー8 名､賛助メンバー1 名､正会員オブザーバー3 名、合計 12 名
講師

医療法人社団 正心会 よしの病院 精神科専門医 河本 泰信 様
（右写真）

ご講演頂きたい内容
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・依存から自然回復 80％という事柄について先生のお考えをお聞きしたい。
・厚生労働省の出しているギャンブル依存の疑いのある方の人数についてどうお考えですか。
・医療の立場からギャンブル依存からの回復にどう対処しているのかお聞きしたい。
講演概要 ギャンブル”等”は、人々が趣味や勉強などと同じく、ある一時期において熱中し、依存し、習慣化し、やがては飽きて
やめていくものである。しかし、その人々の中でトラウマ、心的外傷、被虐待歴、被害体験のある方、依存症、うつ病や
アルコール症の方は、依存して問題化しても飽きる可能性が低い事もあり、精神科などの医療的手段が回復には必
須。むしろその背景があるからこそ、ギャンブルにはまって問題を起こしていると考えられる。また、借金があったり、負けを
取り返したいと考えている方は、その方の欲望、何を求めてギャンブルをやっているのか、何が隠された欲求なのか、など
を探る事で現在の状況を自覚して回復していく事が出来る。そして、こういったアドバイスは、パチンコのプロであるホール
の方にしかできないと自分は考えている。
また、厚生労働省は、あくまでもギャンブル依存を病気として扱っている。従って、ギャンブル依存を産み出すギャンブル”
等”は、「悪」であると考えていてもおかしくない。
また、マスコミや世論なども、ギャンブル依存は「悪」であるという見方が強い。※病気と考えているかは不明。
ギャンブル”等”を悪と見なす風潮は、昔の公害とその原因である企業を相手取る訴訟を思い出し、同様の事柄がパチ
ンコ業界に起きかねないと懸念している。
質疑応答 Q：依存症での入院は保険の対象となるのか？
A：保健対象となる。
Q：紹介されたサポートコールなどはパチンコも受け付けるのか？
A：他のギャンブルも含めて受け付けている。なお、パチンコ、パチスロの電話が 6 割を占める。
Q：欲望モデルの社会での認知度は？
A：ない。現在は病気モデルが一般的。
Q：厚生労働省は依存症は脳の病気と考えているが、本気で思っているのか、建前なのか？
A：厚生労働省は病気と言っている。一方、内閣府は依存”問題“として扱っている。
事前質問 Ｑ１ 依存問題について話す中で、よく「止めたくても止められない」という表現が出てきますが、これは問題を起こした
ことのない人にとっては分かりにくい表現であり、「パチンコに逃げることは止めたいけれど、パチンコに逃げることを止め
られない」と表現した方が理解してもらいやすい気がします。
職場や家庭に居心地の悪さを感じてパチンコ店に逃げてきてしまう人が、根本的な解決をするには、会社の人間や
家族と自分の振る舞いや、相手に望むことなど、面と向かって話す必要があります。しかしながら、その人自身の弱さ
や、あるいは周囲の理解の無さから、それがなかなかできない人がいるという状態を医療で解決することは難しいと感
じています。
Ｑ1-1 パチンコ・パチスロの依存問題に対して、医療ができることと、できないことは何でしょうか？
Ｑ1-2 それに対する厚労省や医療機関の方々の認識は統一されて
いるのでしょうか？
Ｑ２
Ｑ2-1 職場や環境、人物像など、統計的に依存問題に陥りやすい要
因はあるのでしょうか？
Ｑ2-2 依存への予防、対策に有効な方法はありますか？ また、ホー
ルができる事は何でしょうか？
Ｑ３ 厚生省の統計で「依存の疑いのある」という表現がありますが、その
中でも深刻度は異なっていると考えます。
Ｑ３-１ 厚生省の調査は SOGS を用いて実施されていますが、質問
項目の内、統計において依存症と認めるのに重視している項目
はありますか？
Ｑ３-２ SOGS の質問を読むと何かを自覚したことがあるかを尋ねる
内容が多いと感じますが、自覚しやすい人が依存症になりやすい
のでしょうか？
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Ｑ３-３ 最も軽度な「依存の疑いのある」人の症状は何でしょうか？ またその方に対する医療内容は、どういった
ものになるのでしょうか？ 薬、カウンセリング？
Ｑ３-４ 重篤化した「依存の疑いのある」人の症状は何でしょうか？ またその方に対する医療内容は、どういった
ものになるのでしょうか？ 薬、カウンセリング？（軽度な方と同様でしょうか）
Ｑ４
Ｑ４-１ 媒体（情報発信者、メディア）として取り組めることや、医師としての立場から媒体（情報発信者、メ
ディア）に望むことはありますか？
Ｑ４-２ ゴールが見えない問題だと個人的には思っていますが、ホールの対策としてゴールに近しい着地点はあるので
しょうか？ どうすれば国や世論から認めてもらえるのでしょうか？
＜ ２．第４回 依存問題勉強会 ＞
開催日時 令和 2 年 1 月 24 日（金）
午前 10 時 30 分～正午 12 時
開催場所 TKP 上野駅前ビジネスセンター 6A
出席人数 代表理事 1 名、メンバー8 名､賛助メンバー1 名､正会員オブザーバー7 名、賛助会員オブザーバー4 名、
合計 21 名
テーマ

「認定 NPO 法人ワンデーポートの活動について」

講師

中村 努 様

認定 NPO 法人ワンデーポート 施設長（右写真）

サブテーマ ・最近の依存問題について思うこと
・地域連携のありかたについて
・ホールに求める事
・最近のワンデーポートの利用者と対面相談の傾向について
講演概要 2019 年 11 月 30 日～2020 年 1 月 3 日までのほぼ 1 ヶ月、ワンデー
ポートでの中村努様の活動内容や入所者の一週間、様々な活動を語り
ながら、障害がある人にとっての就労、またそれを支援する「就労支援」の
在り方を延べた。また、広汎性発達障害の実際のケースを説明しながら、
自閉症の特性、AD/HD（注意欠陥多動性障害）と ASD（自閉スペク
トラム症、広汎性発達障害、アスペルガー）の違いなどを説明した。更に
生活保護や地域による支援活動の詳細を述べた。最後に「ワンデーポートは、こういったかかわる人を支援したい。なる
べくなら決まりの外で柔軟に対応して、ワンデーポートができることをやっていきたい」と締め括った。
内容

ワンデーポート 2019 年 11 月 30 日～2020 年 1 月 3 日までの活動。

＜＜ ４．依存問題対策セミナー、勉強会について ＞＞
＜１．2019.4 株式会社ニラク主催セミナー 「パチンコ『依存』を知り、依存対策について考える」について＞
本件について下記の概要が説明された。
＜株式会社ニラク主催セミナー 「パチンコ『依存』を知り、依存対策について考える」＞
開催日：

令和元年 5 月 15 日（水）

時間：

午後 2 時 30 分～午後 5 時

場所：

福島県 郡山市 男女共同参画センター「さんかくプラザ」 2F 集会室

スケジュール：
14:40

第一部 基調講演
「パチンコ依存対策の過去・現在・未来」
講師 中村 努 様 認定 NPO 法人ワンデーポート 理事・施設長
政府ギャンブル等依存症対策推進関係者会議 委員

15:40

第二部 公開討論会
「依存対策のこれからを考える」
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コーディネーター 高澤 和彦 様 浦和まほろ相談室 代表 / 精神保健福祉士
パネリスト

稲村 厚 様

司法書士 他

PT メンバーからは、セーフティネットの整備という課題があり地域の方々と連携を取りたいと考え、今回のセミナーを開催。
対象は、近傍の保健、支援団体などで定員 50 名。第二部の討論会には、アミューズメントジャパンでパチンコの遊び方
などを連載しているパチプロの方も参加する、と説明した。
＜２．2019.4 依存問題基礎講座について＞
平成 31 年 4 月 7 日に開催された掲題の会合内容について説明された。
テーマ：

千葉県精神保健福祉センターのギャンブル等依存症専門相談の取組み
～2 年間を振り返って感じていること～

講師：

千葉県精神保健福祉センター 相談指導課 柳 友利 / 作業療法士

概要：

平成 28 年にギャンブル依存の専門家が着任した現場の話。ギャンブル依存対策は、アルコールや薬物とは
対応がまったく異なる。なお、相談者の内訳ではパチンコパチスロが圧倒的多数。男性が多く 45 人中 12
人が精神科に通院歴有り。

PT メンバーは、行政が本格的にギャンブル依存に取り組んできていると感じた等と述べた。
＜３．2019.5 第 68 回 PCSA 公開経営勉強会 中村 努 氏 講演について＞
開催日：令和 1 年 5 月 16 日（木）
時間：午後 3 時 30 分～5 時 30 分
会場：TKP ガーデンシティ プレミアム神保町 3 階 「プレミアムボールルーム」 (東京都千代田区神田錦町)
講演：｢ギャンブル等依存症対策推進基本計画による相談・治療・回復支援への課題
～ワンデーポートへの相談や利用者の皆さんとの関わりを通して思うこと～」
講師： 中村

努 様

認定 NPO 法人ワンデーポート 理事・施設長
政府ギャンブル等依存症対策推進関係者会議 委員
＜概要＞
NPO 法人ワンデーポートを立ち上げた際の経緯を説明。当初はアルコール依存や薬物依存と同様に「病気」であると
認識していた事、多数の依存問題に陥った方々と触れ合う内に「一概に病気とするのは弊害がある」という思いを徐々
に強くしてきたことなどを述べた。また、政府ギャンブル等依存症対策推進関係者会議に委員として参加。厚生労働
省の「依存症は脳の病気だ」とする根拠の説明を求めたり、政府の基本計画に沿った考え方による支援では救われな
い人がいる、など現場からの意見を主張してきたと述べた。また、相談に訪れる方々の多様な背景や課題を説明し、
パチンコをやめる事を目的とする事によって解決すべき根本的な問題から外れてしまう可能性があると述べた。最後に
は、実際にギャンブルに依存し問題となった体験者 2 名の方にも登壇して頂き、ワンデーポートの日々の活動や実際
に本人がどう感じてきたのかなどをインタビューして締め括られた。
＜意見＞
・現場目線で対象者を見た上での話なので説得力があった。
・政府の関係者会議の内容がリアルに伝わってきたのが特に良かった。
・ストレスを解消できるという事もあり、画一的にギャンブルが悪いというものではないというのには賛同する。
・聞くのは 3 回目だが、どうしても発達障害にフォーカスしすぎだと感じている。
⇒ 逆にそこが良かった。
・依存している人の中でどの程度の割合の方が発達障害という特性を持っているのかを知りたい。
・業界が特性や発達障害が理由だと「言い訳」をしているように捉えられかねないのを危惧している。
＜４．2019.5 ニラク依存対策啓発セミナー『パチンコ「依存」を知り、依存対策について考える』について＞
開催日：令和 1 年 5 月 15 日（水）
時間：午後 2 時 30 分～5 時
会場：さんかくプラザ 2F 集会室 （福島県郡山市）
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14：40

第一部
基調講演 「パチンコ依存対策の過去・現在・未来」
講師：中村 努 様 認定 NPO 法人ワンデーポート 理事・施設長
講師：中村 努 様 政府ギャンブル等依存症対策推進関係者会議 委員

15：40

第二部
公開討論会 「依存対策のこれからを考える」
コーディネーター
高澤和彦 様

浦和まほろ相談室 代表（精神科医）

パネリスト
稲村 厚 様

（司法書士）

柳内 祐一 様

郡山市福祉協議会

丈幻 代表

JG ブロス

吉田 ひろみ 様 株式会社ニラク 法務部カスタマーセンター

＜概要＞
第 1 部の基調講演では、ワンデーポートの中村理事が、いわゆる依存問題に陥っている方に対しては個別の対応と
理解が非常に重要だと述べた。なかでも当事者の背景として発達障害（軽度や疑いの方も含む）が深く関係してお
り、その特徴や特性も様々で一概にこれといった対応方法はなく、病気だからと安易に「病院」や「GA」（ギャンブラー
ズ・アノニマス：ギャンブル依存者が集まって、お互いに助け合うグループ）を勧めては、弊害が出る可能性を危惧して
いると述べた。第 2 部の公開討論会では、それぞれの立場で依存問題にどの様な視点でどの様に携わっているかが発
表された。
＜意見＞
・郡山市役所、地元市町村の保険協会、社会福祉協議会、県の精神保健福祉センターなど、地域で活動している
方々と協力体制を引けたことが非常に大きな成果だった。
・今までは RSN だけ紹介していたが、上記の方々との連携も選択肢として考えられる様になった。
・パネルディスカッションに様々な立場の人が参加しており、その視点が非常に斬新で勉強になった。
・本当にパチンコに依存していて困っている本人に参加していただけたのが良かった。ホールがこれだけ考えているという
のが伝わったら良いと思う。
・地元の組織とつながる際に、コネクションと熱意は非常に重要なポイントとなる。
・第 2 回を 11 月に開催予定。なお、今回の費用は全部入れて 50 万円。
＜５．2019.5 ワンデーポートセミナー『マスコミが伝えない「ギャンブル依存症」の話』について＞
開催日：令和 1 年 5 月 12 日（日）
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時間：午後 1 時～4 時
会場：鳩の森愛の詩瀬谷保育園 （神奈川県横浜市）
13：00

はじめに 趣旨説明
中村 努 様 認定 NPO 法人ワンデーポート 理事・施設長

13：15

講演 「発達障害の視点から見た『ギャンブル依存症』」
講師：朝倉 新 様 新泉こころのクリニック院長 児童精神科

14：30

ディスカッション 「『ギャンブル依存症』ってこんなに幅広く多様」
パネラー
高澤和彦 様

浦和まほろ相談室代表 精神保健福祉士

稲村 厚 様

ワンデーポート理事長 司法書士

小野寺 正夫

有限会社第一産業 社長

山﨑 三七子

横浜市こころの健康相談センター相談援助係長

相澤 香織

横浜市こころの健康相談センター相談援助係

＜概要＞
ワンデーポート入所者 130 名の発達障害診断・診察を行った病院の朝倉 新 院長から見た「発達障害とギャンブ
ル依存の関連性、特性のある人への支援方法について」の講演では、ギャンブル依存が「病気」として世間に告知され
ると、医療モデルの型に押し込められ、実際には効果の薄い一律の治療を押し付けられて実態との不適合を起こす可
能性があることを非常に懸念しており、必要なのは、十人十色の問題に対して、社会で包括的なサポートを実施する
ことであると述べた。また、ギャンブル依存の支援に関係するメンバーによる、「現在のギャンブル依存治療を取り巻く環
境、地域・医療モデルによるケアの可能性について話し合うディスカッション」では、現状や今何が出来るのか、今後の
見通しなどが発言された。なお、最後には参加者による質疑への応答もされ、全体で 3 パートからなる一般参加者も
聴講可能な形式のセミナーであった。

＜６．2019.5 ギャンブル依存症問題を考える会『ギャンブル等依存症対策に必要な本当の話』について＞
開催日：令和 1 年 5 月 14 日（火）
時間：午後 6 時～
会場：星陵会館 （東京都千代田区）
第一部
１．ギャンブル依存症から回復した当事者の話
２．ギャンブル依存者と今は幸せに暮らす家族の話
３．医療だけで治すことはできないけれど、医療で改善できる大切なポイント
講師：常岡 俊昭 先生 昭和大学附属烏山病院
４．地域住民の皆さんが大応援団に！ 軌跡の「山梨モデル」
講師：池田 文隆 様 グレイスロード甲斐サポートセンター センター長
５．アルコールに学べ！ 自助グループを救う SBIRTS とは何か？
講師：今成 知美 様 特定非営利法人 アスク 代表
第二部
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６．ぱちんこ業界が打ち出す依存症対策の問題点
講師：宇佐見 典也 様 作家・コンサルタント/元経産省官僚
７．こんな自治体に気をつけて！ カジノ誘致の甘言を見極めよう
講師：田中 紀子
＜意見＞
・400 人キャパシティの会場に 200 人ほどの参加者でそのほとんどが主催の家族会だった。なお、業界関係者は
非常に少なく、政治家は 0 だった。
１．ギャンブル依存症から回復した当事者の話
２．ギャンブル依存者と今は幸せに暮らす家族の話
・１．２．では、当時者、家族がそれぞれ登壇して実体験を語った。
３．医療だけで治すことはできないけれど、医療で改善できる大切なポイント
・精神科医の常岡先生は、医療が出来ることは限られている、ギャンブルは脳の障害だ、自助グループは必須と述
べた。
４．地域住民の皆さんが大応援団に！ 軌跡の「山梨モデル」
・グレイスロードの話は、地域密着型で回復者も増えており活動拡大の為の予算をという話だった。
５．アルコールに学べ！ 自助グループを救う SBIRTS とは何か？
・アルコール依存専門の今成先生が、ギャンブル依存も早期に発見して治療すべきと、アルコールは体が壊れるけれ
どギャンブルは財布が壊れる、借金の肩代わりはアルコール依存で内臓を直して再度飲酒するようなもので解決
にはならないと述べた。
６．ぱちんこ業界が打ち出す依存症対策の問題点
・宇佐美氏は、RG（レスポンシブル・ゲーミング）はパチンコ業界のどこにあるのか、政府がせっかくギャンブル依存症
対策を出しているのにパチンコ業界は何をしているのか、RSN 自体は非常に良いがそれだけではないか、その後
はどうするのか、パチンコ業界は遊技とギャンブルの違いを出そうとしているが社会も法律もパチンコをギャンブルだと
認めているのだから遊技に逃げ込むべきではない、ギャンブル依存症対策を事業者が実施して良いのか、世界で
は資金は事業者が出すが第三者が資金を分配して対策を実施している、事業者が対策をするのは利益相反
になると述べた。
７．こんな自治体に気をつけて！ カジノ誘致の甘言を見極めよう
・田中氏はパチンコ業界の取り組みに対して、大阪市ではこういったギャンブル依存症対策を実施しており、競輪で
はこうしている、今回の法律では自助グループに対する補助がないため根本的な対策にはならない、パチンコ業
界のアリバイ作りに終わってしまうと述べた。
・注目したのは、８～９割が自然に回復していると言及したところ。
＜７．2019.8 依存問題基礎講座 それぞれの RG ～カンウォン・マカオ・オンタリオ～＞
開催日：令和 1 年 7 月 26 日（金）
時間：午後 7 時～9 時
会場：エクセレントキャリア株式会社 住所：千代田区内神田 2-7-7

新内神田ビル 6F

講演：依存問題基礎講座 「それぞれの RG ～カンウォン・マカオ・オンタリオ～」
講師： 平田 浩司 様 認定特定非営利活動法人リカバリーサポート・ネットワーク スタッフ
＜概要＞
カジノを導入した 3 箇所についてそれぞれの RG 対策について説明された。まず、カナダのオンタリオ州の概略、RG（レス
ポンシブルゲーミング）政策の略史、公社 OLGC の RG 政策が説明された。次に中国のマカオ（澳門）の概略、カジノ
や IR の歴史、カジノ企業、課題、マカオにおける RG の略史や特徴が説明された。最後に韓国のカンウォンについて。韓
国のカジノとギャンブリング問題政策の略史、KLACC（カンウォンランド依存症管理センター）による RG 政策として、予
防、治療、リハビリ、セルフコントロール制度、クーリングオフ制度が説明された。そして、PG（プロブレムギャンブリング）から
RG への転換、すなわち既にギャンブルに対して問題を抱えている人の問題を軽減解決するための PG から、ギャンブルに
関連した正しい教育や啓発活動による予防によって問題発生を最小限にとどめる RG への世界の潮流を説明した。
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＜意見＞
・カンウォンという韓国のカジノは、自国民向けのカジノを設立したが、当時は依存問題対策が皆無に等しかったため、
周辺住民のほとんどがギャンブル依存の問題を抱えてしまうようになった。
・その後、どう復興していったか、そこで RG がどの様に採用されていったかが興味深かった。
・ネットでカンウォンで検索すると非常にネガティブな内容が数多く散見される。
・カンウォンには、治療やリハビリの一環として自らが入場規制を期限付きで実施するセルフコントロール制度があるが、
その規制を解除するために 2 時間の義務教育が課せられる。まるで運転免許の講習のように感じた。
・カンウォの制度と異なり、日本の自己申告プログラムでは期限が切られていない。
＜８．2019.10 健全営業推進セミナー2019＞
開催日：

令和 1 年 10 月 4 日

会場：

札幌コンベンションセンター（北海道）

プログラム：

主催者挨拶 札幌方面遊協 合田康広理事長
セミナー
「ぱちんこ営業の健全化推進について」
北海道警察本部生活安全部保安課 宮下 英昭 指導官
講演
「各種不正事案への対応の基本」
有限会社ジャパン・セキュリティ・サービス 高石 隆一 代表
フォーラム
「パチンコ・パチスロ依存問題フォーラム」
RSN 出向者による出講体験談・ホール現場での事例報告
NPO 法人ワンデーポート 中村 努 施設長による講演

＜事前 意見・説明＞
・（開催日前の説
明）来週、札幌方
面遊協で研修会を
開催する。行政講
話、他２時間依存
対策を講義。その内
100 分を全日遊連
主催で 5 月 14 日
の依存問題フォーラ
ムの DVD を編集し
たものを流すと聞い
て い る 。 また 、 出 向
者の事例報告、体
験談などが挟まれる
と考えている。また、ワンデーポートの中村先生は依存は病気ではないという講演をする。
今回は、全日遊連が初めて地方での依存対策セミナーを開催するモデルケースとなる。今後は、各地方に波及するの
ではないか。また、これは定期の研修会で、そこに依存問題対策を入れている。
＜事後 意見・説明＞
・令和 1 年 5 月 14 日の依存フォーラム DVD では、１．定年後の男性、年金暮らしで借金有り。1 日 2~3 千円。パ
チンコ以外の趣味を紹介する事によって解決した。２．障害を抱えている 30 代男性、母親と同居で仕事なし。パチン
コをやめたいという事で相談に。相談員は低レートでの遊技を勧めた。３．パチンコで生きる力をもらった 30 代女性。鬱
を抱えていて良く眠れないのを紛らわすためにパチンコを遊んでいる。お医者さんからも生きる息抜きになるという事で賛
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成をもらっていたので、低レートでの遊技を勧めた。４．20 代女性のパートナー、旦那さんが（子あり）DV。まずは旦
那さんから離れてという対応をしている。パチンコだけでなく DV への対応。５．20 代の男性でスロット以外に趣味のな
い学生。週に３～４回遊技している。問題を抱えていないが依存症という事で報道もされているので、自分は病気なの
かと相談してきた。学生であるので、勉強をさぼっているのかというとそうではない。相談員は特に問題はないと回答してい
る。このように RSN に出向した人が対応した事例をあげてパネルディスカッションをした内容を視聴した。
・ワンデーポート中村先生の講演では、前半は当 PT での勉強会の内容とほぼ同じであり、パチンコの良いところを業界外
からの視点で話す事、地域との連携が重要という事が主張されていた。
＜９．2019.11 ぱちんこ依存対策 勉強会 in 郡山＞
開催日：

令和 1 年 11 月 8 日（金）

時間：

午後 1 時 30 分～午後 4 時 30 分

会場：

ニラク研修センター （ニッククラブ郡山）福島県郡山市

プログラム：

１．ニラクの依存対策
講師：ニラク法務部
２．地域の支援の紹介 ～ぱちんこ等で問題を抱えてしまったら～
講師：郡山市 保健福祉部、郡山市 社会保健福祉協議会
講師：高橋司法書士事務所、福島県精神保健福祉センター
３．質疑応答

主催：株式会社ニラク
協力：依存の問題の支援に関わる人たちの勉強会
後援：郡山市
後援：社会福祉法人 郡山市社会福祉協議会
＜事前 意見＞
・第２回パチンコ依存対策勉強会を開催する。半年に１回の継続開催を目指す。主な対象は、福島県内、郡山近辺
の福祉や保健の支援職の方々。プログラム１は、当社の依存対策を支援職の方に向けた説明。パチンコ実機を設置
して説明をする。プログラム２は、支援職の方々にその仕事内容を説明していただく。プログラム３は、質疑応答で時間
を多めにとった。
・前回の第 1 回はパチンコ業界の方が半分くらい占めていた。
・申し込み方法はメールまたは電話で個別にお申込みいただきたい。また、今回、講演の名義に郡山市の冠を頂けた。
・郡山市に非常に積極的にご協力いただいている。例えば、市内の民生委員の代表会議でこのチラシを配布するなどの
協力を頂いている。
・定員 50 名と記載があるが、キャパはそれ以上あるので是非参加をお願いしたい。
・大々的には PR とはいかないが、郡山市の遊技事業協同組合を通じて、ホールに案内する。
・一般公開されているか？ ⇒ 来週公開予定。
・一般社団法人ぱちんこ広告協議会（PAA）のワーキンググループ（WG）にて情報共有は可能か？
⇒ 問題なし。
・郡山市との話はどう進めたのか。 ⇒ ５月の第１回の当社セミナーでコンタクトした。
⇒ 社会福祉協議会と話をしてから、主管部署につなげてもらってから積極的にご対応頂いた。
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・ギャンブル依存の事例を話すのか？ ⇒ 各部門の相談内容や対応を説明していただく。

＜事後 意見＞
・行政系福祉職の方々には、パチンコの基本的な流れと、自己申告・家族申告プログラムの実施について話した時が最
も反応が良かった。
・アンケートの結果 95％からは、良い評価を得た。
・次回は 220 年 5 月 15 日の開催を検討中。なお、テーマは継続して「地域のネットワークとの連携」とする。
・セミナーの目的が、行政系福祉職の方々とパチンコ業界の相互理解であり、これは達成できたと考えている。具体的に
は行政系福祉職の方々にパチンコ業界が変わったという意識を持っていただけた。
・所轄の遊技機検査担当や福島県警の課長補佐にも参加して頂き、相互理解に役立てたと考える。
・セーフティネットで窓口となるのが地方の行政系福祉職の方々。そこと連携をとるには非常に良い内容だったと感じた。
冒頭、パチンコとはこういったものだと説明があったと聞いたが、日常、パチンコに関わっていない方には良い説明だったと考
えている。
＜10．2019.12 11 月 ギャンブル等依存問題セミナーin 長野について＞
セミナー参加者より本件について説明があった。ギャンブル等依存問題セミナーin 長野は、11 月 17 日に長野で開催さ
れたセミナーで、一般参加の方が大勢を占めるセミナーとなった。ワンデーポートの中村努氏、脳科学の篠原菊紀先生、
元弁護士の堀米美聡氏他が講演された。PT では、説明された脳科学の観点が非常に興味深いという意見が出た。
＜概要＞
名称：

ギャンブル等依存問題セミナーin 長野

開催日： 令和 1 年 11 月 17 日（日）
時間：

午前 10 時 15 分～午後 4 時 45 分

会場：

吉田会館 長野県長野市吉田 3-22-41

全体テーマ：ギャンブル等依存問題を契機として～生きることに苦労している人たちの「幸せ」を考える～
テーマ/パネラー：
「行動嗜癖の諸問題とやる気の仕組み」
篠原 菊紀 様 公立諏訪東京理科大 応用情報工学科 教授
「発達障害者の場合の支援や介入の要点 ～学び方の違いを知ろう～」
今井 忠 様 NPO 法人東京都自閉症協会 理事長
「依存症を抱える被疑者・被告人の実際と、司法を超えた個別的支援の必要性」
堀米 美聡 様 元弁護士
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主催：認定 NPO 法人ワンデーポート
後援：長野県
後援：認定 NPO 法人リカバリーサポート・ネットワーク
後援：依存の問題の支援に関わる人たちの勉強会
後援：一般社団法人日本自閉症協会
協力：株式会社アイエス・フィールド
協力：株式会社アメニティーズ
協力：有限会社トータル・ノウ・コネクションズ（TKC）
＜意見＞
・長野県遊協へご協力のお願いをした。
・篠原菊紀先生のプロファイルや近況は？
⇒ 長野県茅野市出身。長野県諏訪清陵高等学校、東京大学教育学部卒業。同大学院教育学研究科
修了。
東京理科大学諏訪短期大学講師、助教授、諏訪東京理科大学共通教育センター教授を経て、公立諏訪東
京理科大学工学部情報応用工学科教授、地域連携研究開発機構医療介護健康工学部門長、学生相談
室長。茅野市縄文ふるさと大使。日遊協 理事。
フジテレビ「とくダネ！脳活ジョニー」「今夜はナゾトレ」、BS フジ「脳ベル SHOW」、NHK「チコちゃんに叱られる」
「子ども科学電話相談」「あさいち」、日テレ「頭脳王」、SBC「ラジオＪ」などで解説や監修。
ブログは、「はげひげの脳的メモ」。

＜＜ ５．機構 「依存防止対策への取組み状況を確認する調査」 説明会 ＞＞
開催日時 令和 1 年 11 月 15 日（金）
午前 10 時～正午 12 時
開催場所 TKP 上野駅前ビジネスセンター 6A
出席人数 メンバー7 名､賛助メンバー1 名､正会員オブザーバー4 名、合計 12 名
講師

一般社団法人遊技産業健全化推進機構 理事・事務局長
伊勢崎 清 様（右写真）

内容

・非常にわかりやすい依存防止対策調査の冊子が機構の HP に掲載済。
・これまでの不正検査では発見次第通報となるが、機構の依存防止対策
調査では、依存防止対策の導入推進とホールの責務を調査する事が目
的なのでそうはならない。
・不具合などがあれば、3 年後のギャンブル等依存症対策推進基本計画
の見直し時に反映される。
・実際のチェックでは、チェックシートに記載してある内容をご理解いただきス
ムーズな調査にご協力いただきたい。
・掲載するポスターのオリジナル、または各社デザイン済みなどに関しては、変更可能なポスターで「趣旨が伝わる」もの
であれば大丈夫という事だった。
・従業員教育、初心者への遊技方法の案内は、今後全日遊連から出てくる詳細を参考に。
・この調査結果は、21 世紀会と行政、第三者機関に報告する。
・不明な事があれば、機構に電話で直接問い合わせてほしい。
・承諾書の送付セットは既に発送済み。これを 12 月中旬をめどに回答いただきたい。

質疑応答 Q：終了確認書は紙でいただくが、次の調査の時にその用紙を確認する事はあるのか。
⇒ 遊技機検査でも終了後に終了確認書を渡している。遊技機検査の終了後に、ホールが、調査があったという
報告する書類が欲しいという事なので対応している。一方、依存調査でも、終了後にホールの立ち合いの方に「終
了確認書」を受け取った事で、サインを頂く。次に見せてもらうという事はまずないと考えていただきたい。
Q：検査結果をまとめたものをどこかにフィードバックする予定はあるか。
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⇒ 調査結果は都道府県警察か警察庁、21 世紀会、第三者会議にフィードバックする可能性がある。ホールには
フィードバックの予定はないが、21 世紀会から何らかの数値報告は出る可能性はある。
Q：ポスター等の掲示について。デザインが各社独自に変更されている可能性がある。同様の内容であれば OK なの
か。21 世紀会で作成した純正でないと駄目なのか。
⇒ 18 歳未満禁止のポスターは純正でなくとも良い。確認シート要綱内に「店舗独自で OK」と記載があるものは
大丈夫。しかし、RSN のポスターはそのままを掲示して欲しい。また、サイズは A４以上が OK。A４以下に縮小し
てあるものは駄目。各社独自デザインは、前述の子供の事故防止、18 歳未満禁止、自己申告・家族申告プロ
グラムのポスターは OK。これ以外は基本認めないと考えているが、基本計画などが変わる可能性も否めない。
Q：11 月 1 日に承諾書を全店舗分提出し、全店長にも説明をした。この調査承諾書は、いつ機構 HP に記載さ
れるか。
⇒ 目下作業中。順次増えていく予定。12 月中旬以降をめどにしていただきたい。これはファンに対する PR なの
で、承諾書を提出頂いた店舗名と住所を掲載する。
Q：聞き取りで確認する事項は、実施している証明が必要か？
⇒ まずは「はい、いいえ」での回答が基本だが、証明を示していただくと大変助かる。
Q：のめり込み防止の標語の確認は？
⇒ 「はい、いいえ」と、事務所の掲示物なども見せていただけるとありがたい。
Q：第三者への報告は、統計的な数値なのか、個店の情報になるのか。
⇒ 統計的な数値とは考えているが、最終的にどうなるかは不明。そういった可能性はある。
Q：第三者に関係ホール団体、PCSA は含まれるのか？
⇒ 21 世紀会に含まれているので、問題ない。
Q：前向きな取り組みなので、良い取り組み、好事例も報告するのか。
⇒ 特記事項で何が上がってくるのかを楽しみにしている。それをぜひ積極的に知らせていただきたい。これが集積す
る事で非常に良いデータになると思っている。一番注目している。
お願い

ホールで機構の調査のやり方が分かっていただけると非常にスムーズに事が進み短時間で済む。早くて 1 店舗 15 分く
らいで終了すると考えているので、是非ご協力をお願いしたい。

＜＜ ６．第 27 回拡大依存問題対策プロジェクトチーム in 岐阜・富山 ＞＞
※法律問題研究部会と共同で開催した。
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 メンバー6 名､賛助メンバー1 名､正会員オブザーバー4 名、賛助会員オブザーバー3 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
内容

１）依存問題対策の経緯
「依存問題対策の経緯」として以下が説明された。2016 年 12 月「IR 推進法」成立、2016 年 12 月から
2017 年 8 月までの間、計 3 回の「ギャンブル等依存症対策推進関係者閣僚会議」が開催された。約 1 年
後の 2018 年 10 月には「ギャンブル等依存症対策基本法」成立。同時期より「ギャンブル等依存症対策推進
本部」が発足。2019 年 3 月から「ギャンブル等依存症対策関係者会議」が開催され、2019 年 4 月「ギャン
ブル等依存症対策基本計画」が閣議決定され現在に至る。
２）ホールに求められる依存問題対策
「ホールに求められる依存問題対策」として以下の詳細が説明された。
1.パチンコ店における依存（のめり込み）問題対応の背景と推移
社会に向けた取り組み（一次予防）
１．共通標語の活用

- 143 -

依存問題対策プロジェクトチーム

PCSA 研究部会・研究会・プロジェクトチーム 活動の記録 2020
２．各種媒体等の活用
お客様に向けた取り組み（二次予防）
３．各種啓発ツールの活用
４．店内アナウンス等の実施
５．自己申告・家族申告プログラムの導入
６．安全・安心な遊技環境の提供
事業者の対応
・安心パチンコ・パチスロアドバイザー講習会の開催（全国に 3
万人配置を目標）
・RSN に対するホールからの出向者の輩出（2017 年 6 月か
ら開始）
アクセス制限
・18 歳未満入場禁止告知の徹底
・自己申告プログラムの追加要件（回数・時間・本人の申告
による入店制限）および、家族の申告による入店制限（家
族申告プログラム）の採用
射幸性の抑制
・遊技機の出玉性能の抑制（従来の約 2/3 に）
・パチンコ機に性能表示モニタを実装
その他

辻 良樹 第 18 期リーダー
株式会社ダイナムジャパンホールディングス

・風適法施行規則の改正（第 38 条 11 項に依存問題対策が管理者の業務として追加される）
・パチンコ・パチスロ産業依存対策有識者会議の設置（2018 年 12 月）
1.

広告・宣伝の在り方
1.全国的な指針の策定による広告・宣伝の抑制
2.普及啓発の推進

2.

アクセス制限
1.自己申告プログラムの周知徹底、本人同意のない家族申告による入店制限の導入等
2.入店した客に対する身分証明書による年齢確認の実施

3.

施設内の取組
1.営業所の ATM 等の撤去等
2.出玉規制を強化した遊技機の普及、出玉情報等を容易に確認できる遊技機の開発・導入

4.

相談・治療につなげる取組
1.自助グループを始めとする民間団体等に対する経済的支援
2.ぱちんこへの依存問題に詳しい専門医等の紹介
3.リカバリーサポート・ネットワーク(RSN)の相談体制の強化及び機能拡充のための支援

5.

依存症対策の体制整備
1.「安心パチンコ・パチスロアドバイザー」による依存防止対策の強化
2.依存防止対策に係る実施規程の制定
3.業界の取組について評価・提言を行う第三者機関の設置
4.第三者機関（一般社団法人遊技産業健全化推進機構）による依存防止対策の立入検査
5.ぱちんこ営業所の管理者の業務に関する運用状況の確認とその改善
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開催概要
第 25 回依存問題対策プロジェクトチーム

午前 10 時～正午 12 時

開催日時 平成 31 年 4 月 20 日（土）

開催場所 TKP 上野駅前ビジネスセンター 6A

午前 10 時 30～午後 12 時 30 分

出席人数 メンバー8 名､賛助メンバー1 名､

開催場所 PCSA 会議室

正会員オブザーバー1 名、合計 10 名

出席人数 メンバー6 名、賛助メンバー1 名、
正会員オブザーバー1 名、賛助会員オブザーバー2 名

第 31 回依存問題対策プロジェクトチーム

合計 10 名

開催日時 令和 1 年 10 月 18 日（金）
午前 10 時～正午 12 時

第 26 回依存問題対策プロジェクトチーム

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 5 月 25 日（土）

出席人数 メンバー7 名､賛助メンバー1 名､

午前 10 時 30～午後 12 時 30 分

正会員オブザーバー1 名、合計 9 名

開催場所 TKP 上野駅前ビジネスセンター 7A
出席人数 メンバー7 名、賛助会員オブザーバー1 名、

第 32 回依存問題対策プロジェクトチーム

合計 8 名

開催日時 令和 1 年 11 月 15 日（金）
午前 10 時～正午 12 時

第 27 回拡大依存問題対策プロジェクトチーム in 岐阜・富山

開催場所 TKP 上野駅前ビジネスセンター 6A

※法律問題研究部会と共同で開催。
開催日

出席人数 メンバー7 名､賛助メンバー1 名､

令和 1 年 6 月 28 日（金）～29 日（土）

正会員オブザーバー4 名、合計 12 名

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

第 33 回依存問題対策プロジェクトチーム

＜拡大法律問題研究部会

開催日時 令和 1 年 12 月 18 日（金）

依存問題対策プロジェクトチーム in 富山＞

午前 10 時～正午 12 時

富山県民会館 707 号室（富山県富山市）

開催場所 TKP 上野駅前ビジネスセンター 6A

出席人数 メンバー6 名､賛助メンバー1 名､

出席人数 メンバー6 名､賛助メンバー1 名､合計 7 名

正会員オブザーバー4 名、賛助会員オブザーバー3 名
オブザーバー1 名、富山県遊技業協同組合 7 名、

第 34 回依存問題対策プロジェクトチーム・第 4 回依存問題勉強会

合計 22 名

開催日時 令和 2 年 1 月 24 日（金）
午前 10 時 30 分～正午 12 時

第 28 回拡大依存問題対策プロジェクトチーム・第 3 回依存問題勉強会

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 7 月 27 日（土）

出席人数 代表理事 1 名、メンバー8 名､賛助メンバー1 名､

午前 10 時 30 分～正午 12 時

正会員オブザーバー7 名、賛助会員オブザーバー4 名

開催場所 TKP 上野駅前ビジネスセンター 6A

合計 21 名

出席人数 メンバー8 名､賛助メンバー1 名､
正会員オブザーバー3 名、合計 12 名

第 35 回依存問題対策プロジェクトチーム
開催日時 令和 2 年 2 月 21 日（金）

第 29 回依存問題対策プロジェクトチーム

午前 10 時～正午 12 時

開催日時 令和 1 年 8 月 31 日（土）

開催場所 TKP 上野駅前ビジネスセンター 6A

午前 10 時～正午 12 時

出席人数 メンバー5 名､合計 5 名

開催場所 TKP 上野駅前ビジネスセンター 6A
出席人数 メンバー7 名､賛助メンバー1 名､合計 8 名

※ 令和 2 年 3 月 26 日（木）開催の予定であった依存問題対
策プロジェクトチームは、コロナウイルスの為、開催を中止した。

第 30 回依存問題対策プロジェクトチーム
開催日時 令和 1 年 9 月 28 日（土）

以上
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