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ＰＣＳＡアクションレポート（理事会）
平成２６年１０月版

１０月拡大理事会in京都
開催日時

平成26年10月24日（金）

開催場所

新・都ホテル

午後4時10分から午後5時40分

末広の間

金本

朝樹代表理事・佐藤

齊藤

周平副代表理事・大石

小中冨

均理事・石川

公平副代表理事・加藤
明徳理事・荒籾

直史理事・西脇

中島

基之専務理事(理事１０名)

川辺

悦史監事・宮村

森

伸一理事

正也氏（山田孝志理事代理）

伸輔監事

治彦法律問題研究部会リーダー・牛島

オブザーバー出席者

英則副代表理事

正会員1社2名

憲明経営アドバイザー

賛助会員13社27名

正会員
株式会社キョウサン

フォーリー

株式会社キョウサン

原田

公二

國澤

良幸

大石

正仁

株式会社大商

平野

眞人

株式会社大商

國澤

良平

兼松

保雄

國澤

徹

樋笠

修

株式会社エルゴジャパン

小泉

俊幸

株式会社マースエンジニアリング

秋山

裕和

岡崎

智洋

三本コーヒー株式会社

山本

光洋

株式会社エース電研

大辻

正人

山田

貴寛

株式会社昭和堂

塚本

弥須久

ジャパンネットワークシステム株式会社

岩田

孝夫

中田

修一

若林

準

ゼニス株式会社

中村

克彦

グローリーナスカ株式会社

宮崎

昌彦

グローリーナスカ株式会社

山﨑

賢

淳子

賛助会員
株式会社大商

出席者
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株式会社サンコー

出席者

真鍋

貴博

有松

昌洋

ピットメディア・マーケティングス株式会社

藤丸

順子

株式会社東和商事

岡本

健

オリックス株式会社

水上

裕

オリックス株式会社

新谷

泰樹

オリックス株式会社

高鍋

貴行

第１号審議議案

「１１月ＰＣＳＡ公開経営協会

講師」の件【承認】

当件について事務局より説明があった。
開催日時：

平成２６年１１月２１日（金）午後２時３０分～午後６時３０分

開催場所：

ルポール麹町２階「ロイヤルクリスタル」

第１部

午後２時３０分～午後３時３０分（６０分）
講師：

ＰＯＫＫＡ吉田

氏

（フリーライター）

講演テーマ「業界最新情報（仮）」
第２部

午後３時４５分～午後５時１５分（９０分）
ＰＣＳＡパネルディスカッション
テーマ：「業界誌担当記者から見る今後の業界の諸問題と改善（案）」

コーディネーター：

藤田

宏氏

（ＰＣＳＡ調査・情報分野アドバイザー

株式会社エンタテイメントビジネス総合研究所）
パネラー：

ＰＯＫＫＡ吉田氏（フリーライター）

討議事項

第２号審議議案

久保田

光博氏（遊技ジャーナル社）

中台

正明氏（株式会社プレイグラフ社）

岸本

正一氏（有限会社オベーション）

「２月第１３期第３回臨時社員総会

スケジュール」の件【承認】

当件について事務局より説明があった。都合により当初予定していた２月の
臨時社員総会の開催ができなくなり、代替案を審議した。
代替案：平成２７年２月２７日（金）
都市センターホテル

第３号審議議案

コスモスホールⅡ

「人事問題研究部会

労務管理マニュアル作成」の件【承認】

当件について事務局より説明があった。
「法律の改正」が続き、ブラッシュアップを続け製本化に向けて作業を
続けてきたが、内容が固まった事から、改めて製本化を希望する。また製本化に
当たり、法律の改正による内容の陳腐化が発生することから、今回の発行は内容の
差し替えが容易にできるバインダーファイルタイプで考えている。2015年2月に
開催する第13期第3回臨時社員総会での発行を予定。
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第４号審議議案

「第１０回学生懸賞アイディア・エッセイ実施」の件【承認】

当件について事務局より説明があった。今期も第10回学生懸賞アイディア･エッセイ
を実施させていただきたい。応募期間は２０１４年１０月２８日から２０１５年
２月末日まで。応募資格は専門学校、短大、大学、大学院に在籍し、１９歳以上３０歳

未満の学生。賞金は最優秀賞1編３０万円、優秀賞数編１０万円となっている。また、
来年の定時社員総会で表彰式を実施する。なお、今回より字数制限を1,600～6,000字と

決定した。

第５号審議議案

「遊技産業の依存（のめり込み）問題対策に関する文書」の件【承認】

当件について法律問題研究部会森リーダーより説明があった。
掲題の件に関して、２１世紀会の中の６団体、全日遊連、日遊協、日工組、日電協、
回胴遊商、全商協が議論をしたという報告がなされた。法律問題研究会で弊協会の
依存（のめり込み）問題に対する考え方を議論し、文書としてまとめたい。

第６号審議議案

「ＰＣＳＡ政治分野アドバイザー新規加入国会議員」の件【承認】

当件について事務局より説明があった。民主党

大野元裕参議院議員より、

政治分野アドバイザー就任承諾書が届いた。埼玉県選挙区、当選１回。
ＰＣＳＡ政治分野アドバイザー就任について審議をした。

討議事項

第７号報告議案

「研究部会・委員会活動報告」の件

当件について各研究部会リーダー、事務局より説明があった。
1)人事問題研究部会(リーダー:上林 浩和

代理：事務局)

1.10月拡大研究部会in札幌(10月9日(木)～10日(金)・札幌にて)
・研究部会テーマ「会員各社の人事・労務問題」について
・会社訪問先:株式会社合田観光 代表取締役社長 合田 高丸様
・株式会社石屋製菓(白い恋人 製造メーカー) 代表取締役社長 石水 創様
・ストアコンパリゾン:札幌・千歳近辺3ホール
(ひまわり豊平店、ダイナム千歳店、スロットクラブイーグル千歳店)
2.11月研究部会(11月14日(金)・PCSA会議室にて)
【第一部】定例研究部会
・労政時報勉強会
・質問コーナー
【第二部】新卒担当者情報交換会
・外部講師セミナー(㈱リンクアンドモチベーション 森様)
『2016年新卒採用 大予測～「倫理憲章変更」を「チャンス」に変える採用戦略とは～』
・各社情報交換
2)コスト問題研究部会(リーダー:佐藤 千恵

代理：事務局)

1.10月研究部会(10月2日(木)13時～17時開催予定・PCSA会議室にて)
・機械問題(担当:白川部員)
スロット価格の急変動について
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・エコ・環境問題(担当:栗山部員)
生産性向上設備投資促進税制について、太陽光発電 電力各社情報
・部員企業情報共有(担当:株式会社アメニティーズ 杉崎部員)
「会員データから診る新台について」会員データから新台の魅力を検証し寿命を予測
・プレゼンテーション「スタッフコールシステム」(担当:宮村サブリーダー)
ランプ呼び出し・音声案内システム
・部員近況報告(コスト関連情報交換)
2.11月研究部会(11月13日(木)13時～17時開催予定・PCSA会議室にて)
・機械問題(担当:白川部員)
・エコ・環境問題(担当:栗山部員)
・部員企業情報共有(担当:株式会社三永 原田部員)
・部員近況報告(コスト関連情報交換)
3)法律問題研究部会(リーダー:森 治彦)
1.9月拡大研究部会・ストアコンパリゾンin金沢(9月26日(金)～27日(土)・金沢にて)
内容:日常営業における全国各地の事例について情報共有
1)警察庁からの指摘事項等について(日電協)
2)回胴式遊技機の開発等及び型式試験申請に関わる自主規制について
3)貯玉再プレイシステムガイドライン 補足説明
4)記事「千葉ユニオンサーキュレーションが発足」

討議事項

5)21世紀会 遊技産業の依存(のめり込み)問題対策に関する文書
・ストアコンパリゾン:オメガ野々市、KEIZ Lapark金沢店、夢屋加賀店
ダイナム石川加賀店、信頼の森石川加賀店
2.10月研究部会(11月1日(土)13時～16時開催・PCSA会議室にて)
内容:日常営業における全国各地の事例について情報共有
4)不正対策研究部会(リーダー:松本 浩

代理：事務局)

1.9月拡大研究部会(9月25日(木)13時～15時開催・PCSA会議室にて)
・最新ゴト事例・対策の情報共有
・ゴト被害アンケートについて
・警察庁からの指摘事項等について(日電協)
・回胴式遊技機の開発等及び型式試験申請に関わる自主規制について
2.10月拡大研究部会、第29回不正対策勉強会
(10月31日(金)13時～17時開催・PCSA会議室にて)
PCSA拡大不正対策研究部会:
・ゴト被害アンケートについて
・最新ゴト事例・対策の情報共有
第29回PCSA不正対策勉強会:
演題:『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
5)新遊技法案研究会(景品検討チーム)(委員長:森 治彦)
1.9月研究会(9月19日(金)14時45分～15時45分開催・PCSA会議室にて)
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内容:他団体との打ち合わせについて
時代に適した風営法を求める会について
景品提供の対応について
2.10月研究会(10月24日(金)15時～16時開催・新・都ホテルにて)
内容:時代に適した風営法を求める会について
景品提供の対応について

第９号報告議案

「従業員名簿の本籍地に関する改正」の件

当件について森法律問題研究部会リーダーより説明があった。本年１０月１７日に
警察庁生活安全局保安課長より内閣府令改正についての連絡があった。
従業者名簿に本籍の記載が不要になる。また、ホール５団体から従前の本籍地が記載
されている名簿をどうするか行政に確認したところ、「削除等の適切な措置を
進めていただきたい」とのことであった。法律問題研究部会で対応マニュアルを検討、
作成をして弊協会から配信をする旨審議した。

第１０号報告議案「日電脇

自主規制」の件

当件について事務局より説明があった。回胴式遊技機の開発及び型式試験申請に
係る自主規制について、日電協、日工組より文書が届いた。内容としては次の２点。
①遊技の結果に影響を与える制御に係る性能を主基板に移行し、該当しない

討議事項

遊技機の新規設置期限を平成２７年１１月末とする事。
②次の遊技客に影響を与える可能性があるペナルティ機能を設置する遊技機の
型式申請期限を本年１１月末まで。
なお、①に該当する中古機の流通については不透明とのこと。メーカーへの要望を
法律問題研究部会で検討し作成する事を審議した。

第１１号報告議案「遊技産業健全化推進機構

覚書」の件

当件について事務局より説明があった。平成２６年度分の運営経費の負担金について、
推進機構臨時社員総会の決議に基づき支払額を決定した。ＰＣＳＡの負担金は
１０月２日に振り込みを完了している。

第１２号報告議案「フジサンケイビジネスアイ

ＰＣＳＡ座談会」の件

当件について事務局より説明があった。１０月２２日のフジサンケイビジネスアイに
ＰＣＳＡ幹部による座談会の記事が掲載された。金本朝樹代表理事、大石明徳理事、
小中冨均理事、荒籾伸一理事による座談会で、右下には正会員、賛助会員の名簿も
掲載した。

第１３号報告議案「業界団体活動」報告
当件について事務局より説明があった。
・8月4日はパチスロの日ドリームキャンペーンについて
・遊べる遊技機、PRワーキンググループについて
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1.遊べる遊技機検討ワーキンググループ(2014年9月22日、午後3時～、全日遊連)
2.遊べる遊技機検討ワーキンググループ(2014年10月20日、午後3時～、全日遊連)
3.PRワーキンググループ(2014年10月22日、午後3時～、全日遊連)

討議事項
その他
・ＰＣＳＡ稼働アンケート９月末日版

結果

11月通常理事会

次回開催

平成26年11月21日(金)
正午12時～1時30分
ルポール麹町にて
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