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ＰＣＳＡアクションレポート（理事会）
平成２７年７月版

７月拡大理事会
開催日時

平成27年7月24日（金）

開催場所

PCSA会議室

午後4時から午後5時10分

金本

朝樹代表理事・佐藤

齊藤

周平副代表理事・今野

荒籾

伸一理事・小中冨

城山

稔央理事（代理出席城山

川辺

悦史監事・森

牛島

憲明アドバイザー、藤田

オブザーバー出席者

公平副代表理事・加藤
浩司理事・合田

均理事・石川

英則副代表理事

康広理事

直史理事・金光

朝春氏）・中島

淳用理事

基之専務理事（12名）

治彦法律問題研究部会リーダー
宏アドバイザー

賛助会員17社27名

賛助会員

出席者

大都販売株式会社

中村

訓杓

株式会社大商

國澤

良幸

株式会社マースエンジニアリング

秋山

学

株式会社マースエンジニアリング

江藤

征弘

株式会社マースエンジニアリング

美濃谷

雄一

三本コーヒー株式会社

山本

聡

三本コーヒー株式会社

石山

一広

三本コーヒー株式会社

石黒

勝

山本

将人

株式会社ピーエーネット技術研究所

佐々木

株式会社エース電研

吉田

順一朗

愛和食品株式会社

石井

政明

松本

文晴

オムロンアミューズメント株式会社

鈴木

勝浩

ジャパンネットワークシステム株式会社

長久保

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

佐藤

佳春

アンデス電気株式会社

沼尾

忠壱

アンデス電気株式会社

荘司

宏輝

ピットメディア・マーケティングス株式会社

近藤

環

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

新谷

泰樹

みの食製菓株式会社

酒井

充明

株式会社山宝商会

宇賀神
羽島
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第１号審議議案

「８月２１日開催

第５３回ＰＣＳＡ経営勉強会内容」審議【承認】

当件について事務局より説明があった。
<第14期第1回臨時社員総会・第53回PCSA公開経営勉強会(案)>
日

程:2015年8月21日(金)

開催場所: アルカディア 市ヶ谷「富士の間」
第一部 第14期第1回臨時社員総会 メディアアワードを実施(14時～15時)
第二部 第53回PCSA公開経営勉強会(15時半～17時半)
パネルディスカッション 『今、射幸性について考える』
コーディネーター：藤田 宏 氏
株式会社エンタテインメントビジネス総合研究所

パネラー：

渡辺 圭市 氏

日本遊技機工業組合

ＰＯＫＫＡ 吉田 氏
三堀

清 氏

大石 明徳 氏

代表取締役社長

理事

フリーライター

三堀法律事務所 弁護士
PCSA副代表理事

スロットメーカー ご担当者(交渉中)

第２号審議議案

「ＰＣＳＡメディアアワード２０１５」審議【承認】

当件について事務局より説明があった。今回で第８回目の開催となる。集計の結果
最も多かったのは69.7ページであった。

討議事項

第３号審議議案

「拡大理事会ｉｎ金沢概要」審議

当件について事務局より説明があった。
<拡大理事会 in

金沢」開催概要(案)>

平成27年9月11日(金)
スケジュール: 午後3時 ～ 4時

≪第45回新遊技法研究会≫(鳳凰A)

4時15分 ～ 5時45分

≪9月拡大理事会≫(鳳凰A)

6時

≪情報交換・交流会≫(孔雀A、会費@5000円)

～ 8時

開催場所:

KKRホテル金沢

平成27年9月12日(土)
スケジュール: 午前9時 ～ 午後5時
<訪問先候補>

≪ストアコンパリゾンin金沢≫ 専用バス使用

※訪問依頼中

ダイナム加賀店

(株式会社ダイナム)

信頼の森石川加賀店

(株式会社ダイナム)

夢屋 加賀店

(夢コーポレーション株式会社)

ラッキー

(株式会社ジョイナス)

KEIZ Lapark金沢店

(株式会社平成観光)

オメガ野々市ホワイトバード

(株式会社第一物産)

午後4時～5時 ≪ストアコンパリゾン研修発表会≫ バス車中(予定)
午後5時

≪JR金沢駅 解散≫
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第４号報告議案

「小見山議員質問主意書・３回目」報告

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。
質問主意書という制度は、国会議員が国会開催中に文書で質問ができ閣議を経て
文書の回答が来るというもの。今回、小見山議員は３回質問をした。主な質問は
２点。以前に警察庁から回答された「いわゆる３店方式を利用したものは直ちに
違法ではない」という内容を政府の回答としてもらうというのが１点。２点目が
「直ちに」の意味を問うた。１点目は以前と同様の見解を政府から得る事ができた。
２点目は２回目までの質問で有意な回答が得られず３回の質問をした。
しかしながら３回目の回答は、「２回目の回答の通り」という内容であった。

第５号報告議案

「健全化推進機構

平成２７年度ホール負担金」報告

当件について事務局より説明があった。
<一般社団法人遊技産業健全化推進機構 実務者連絡会 議事録>
開催日時:2015年2月16日(月)14:00～15:15
開催会場:情報オアシス神田 神田北スペース
出席者 :推進機構:伏見 勝代表理事、伊勢崎 清理事、他
PCSA:森 治彦リーダー、事務局片山 健太郎(他団体出席者は割愛)

討議事項

資料2.平成27年度社員の経費負担の件
平成27年度の予算は4億1千万円。一方、機構には昨年度末で余剰金が
2億4400万円あり、本年も2000万円ほど余剰金が発生する見込み。そこで
平成27年度では余剰していた部分を調整したい。具体的には予算4億1千万円の
ところ、1億6千万円を余剰金でまかない、2億5千万円の経費負担をお願いしたい。
ホールの負担は1台当たり30円になる。

第６号報告議案

「新基準に該当しない遊技機の自主規制（全日）」報告

当件について事務局より説明があった。全日遊連から6月30日に「新基準に
該当しない遊技機の自主規制」についての連絡が届いた。新基準に該当しない
遊技機についてパチンコは平成28年12月1日に設置台数の30%以下に、平成29年
12月1日に20%以下にする。スロットも同様に平成28年12月1日に50%以下、
平成29年12月1日に30%以下にするという内容。

第７号報告議案

「２１世紀会新聞広告」報告

当件について事務局より説明があった。遊技産業健全化推進機構の支援による
21世紀会の新聞広告掲載が決定したという事。掲載日は平成27年8月7日で
朝日新聞、産経新聞の朝刊全国版。内容はのめり込みの注意喚起が中心。
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第８号報告議案

「研究部会・委員会活動」報告

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:志賀 健太郎)
1.7月拡大研究部会in郡山(7月2日(木)～3日(金)開催・ニラク本社にて)
<内容: 株式会社ニラク 企業研究>
・ビジネスセンター見学(組織概要、人材開発、労務管理体制)
・研修センター見学(研修視察、ニラク大学、ニラクメリスト)
・店舗見学(ニラク3店舗:禁煙店舗、女性店長店舗、郡山地区自社NO1店舗)
2.8月研究部会(8月7日(金)11時～15時開催・PCSA会議室にて)
<定例研究部会>
・ランチミーティング
・新卒採用合同セミナーの検討
・労政時報勉強会
・人事担当交流会検討(マルハン訪問)
2)コスト問題研究部会(リーダー:佐藤 千恵)
1.7月研究部会(7月8日(水)13時～17時開催予定・PCSA会議室にて)
・PB烏龍茶紹介(担当:呉部員)

討議事項

・インバウンドの対応例(景品交換所での外貨交換業務、担当:栗山部員)
・企業トピック(担当:園田部員)・・・商品陳列方法について
・部員近況報告(コスト関連情報交換)
2.8月研究部会(8月6日(木)13時～17時開催予定・PCSA会議室にて)
・機械問題(担当:小林部員)
・エコ・環境問題(担当:栗山部員)
・景品問題(担当:園田部員)
・企業トピック(担当:髙木部員)
・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)
1.6月研究部会(6月27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
1)機構による遊技機性能調査について
2)6月23日行政通知について
3)遊技約款の見直しについて
4)内閣委員会における高井議員の質問について
5)小見山議員による質問主意書について
2.7月研究部会(7月25日(土)13時～16時開催予定・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
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4)不正対策研究部会(リーダー:松本 浩)
1.7月拡大研究部会in札幌(7月16日(木)～17日(金)開催・合田観光商事会議室にて)
・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
第32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
2.8月拡大研究部会(8月28日(金)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
5)新遊技法案研究会(景品検討チーム)(委員長:森 治彦)
1.6月研究会(6月26日(金)14時45分～15時45分開催・PCSA会議室にて)
内容:「日遊協における課長講話」について
「民主党 新娯楽研」について
「衆議院内閣委員会」について

討議事項

内閣への「質問主意書」について
手数料制の現状について
2.7月研究会(7月24日(金)14時45分～15時45分開催・PCSA会議室にて)
内容:6月23日行政通知の対応
内閣への「質問主意書」について
手数料制の現状について

第９号報告議案

「業界活動」報告

当件について事務局より報告があった。
*第9号報告議案-1 「推進機構 平成27年度第1四半期検査活動報告」
平成27年4月1日から6月30日までの遊技産業健全化推進機構 検査部活動報告が
届いた。
*第9号報告議案-2 「8月4日はパチスロの日(ご案内)日電協・回胴遊商20150721」
8月2日に開催する「パチスロまつり2015」の案内が日電協・回胴遊商から届いた。
その他
1)6月末日付稼働アンケート結果

『8月通常理事会』

次回開催

平成27年8月21日(金)

アルカディア市ヶ谷
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7階

「琴平」

12時～1時30分
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