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PCSAアクションレポート（理事会）
平成28年2月版

2月通常理事会
開催日時

平成28年2月19日（月）

開催場所

アルカディア市ヶ谷

出席者

午後12時20分から1時30分

琴平

佐藤

公平副代表理事・大石

合田

康広理事・荒籾

志方

崇理事・中島

川辺

悦史監事

森

明徳副代表理事・加藤

伸一理事・小中冨

英則副代表理事

均理事・金光

淳用理事

基之専務理事(１０名)

治彦法律問題研究部会リーダー、

牛島

憲明アドバイザー、藤田

第１号報告議案

宏アドバイザー

「第１４期事業報告・決算見通し」報告

当件について事務局より説明があった。
<事業報告>
1.会員拡大
正会員

入会無

賛助会員 ① 入会 平成27年5月22日 株式会社山宝商会(埼玉県越谷市) 業態:卸売業
② 入会 平成27年8月21日 ハイライツ・エンタテインメント株式会社
業態:遊技場経営支援CPUの開発・製造・コンサルティング事業
紹介者:無
2.総会・経営勉強会
【定時社員総会】平成27年5月22日開催(ホテルニューオータニ)

討議事項

≪第52回PCSA・PTB共催公開経営勉強会≫
「株式会社ニラク・ジー・シー・ホールディングス香港証券取引所上場セミナー」

【第1回臨時社員総会】平成27年8月21日開催(アルカディア市ヶ谷)
≪第53回公開経営勉強会≫
パネルディスカッション『今、射幸性について考える』
【第2回臨時社員総会】平成27年11月19日開催(ルポール麹町)
≪第54回公開経営勉強会≫
佐藤 洋治氏講演『やがて世界は一つになる』
【第3回臨時社員総会】平成28年2月19日開催(アルカディア市ヶ谷)
≪第55回公開経営勉強会≫
第1部 『新しいぱちんこ遊技機はどのようなものか?』講師 渡辺 圭市氏
第2部 パネルディスカッション『新しいぱちんこ遊技機の活かし方』
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3.理事会・拡大理事会
【拡大理事会】 4月・6月・7月・9月(金沢開催)・10月・12月・1月・3月
【通常理事会】 5月・8月・11月・2月
4.研究部会・研究会・委員会
【人事問題研究部会】リーダー:志賀 健太郎氏(株式会社ニラク)
月例研究部会 開催12回(4月～3月)、拡大研究部会・地方開催 開催1回(郡山)
新卒採用担当者情報交換会(6月)、企業訪問(株式会社マルハン)
女性活躍推進情報交換会(12月)
≪第10回学生懸賞アイディア・エッセイ≫
【コスト問題研究部会】リーダー:佐藤 千恵氏(株式会社セントラル伸光)
月例研究部会 開催12回(4月～3月)、
拡大研究部会・地方開催 開催2回(倉敷、博多)
【法律問題研究部会】リーダー:森

治彦氏(株式会社ダイナム)

月例研究部会 開催12回(4月～3月)、拡大研究部会・地方開催 開催0回
【不正対策研究部会】リーダー:松本 浩氏(株式会社ヒカリシステム)
月例研究部会 開催12回(4月～3月)
不正対策勉強会 開催4回(東京2回・大阪1回・北海道1回)
『PCSA新遊技法研究会・景品検討チーム』委員長: 森 治彦氏(株式会社ダイナム)
開催9回(総会開催時除く各月、8月は開催)
『PCSA ECO遊技機検討委員会』委員長:三上 圭一氏(夢コーポレーション株式会社)
休会中
5.第10回学生懸賞アイディア・エッセイ
表彰式:2015年5月22日 ホテルニューオータニ
最優秀賞 松村

優さん(関西学院大学 4年)

優秀賞

小西

諒さん(近畿大学 2年)

優秀賞

川崎 貴大さん(奈良先端科学技術大学院大学 1年)

優秀賞

園田

恒さん(横浜国立大学 3年)

6.出版事業
①PCSA研究部会活動の記録2014(2015年5月)600部
②第52回PCSA経営勉強会DVD(2015年6月)370枚
③第10回PCSA学生懸賞アイディア・エッセイ特集号(2015年6月)600部
④PCSAチャレンジブック2016(2015年8月)7000部
⑤第53回PCSA経営勉強会DVD(2015年9月)370枚
⑥第54回PCSA公開経営勉強会DVD(2015年12月)400枚
⑦第55回PCSA公開経営勉強会DVD(2016年3月)400枚
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7.情報発信 (行政、業界団体、ホール・メーカー企業、政治分野アドバイザー、PTB委員)
① PCSAデータベース2015作成発信(2015年8月)
② PCSAアクションレポート(PCSA活動報告)の発信(毎月)
③ 業界関連ニュースのスクラップブックを会員・賛助会員へ発信(毎月)75部
④ 稼動アンケートの実施並びに関係者への発信(毎月)75部
⑤ 経営勉強会DVD、レポートを業界関係者への発信(年4回)

第２号審議議案

「第１５期事業活動計画・事業予算（案）」審議【承認】

当件について事務局より説明があった。
1 【会員拡大】
① 執行部会員を中心に新会員の入会活動を強力に進める
② 会員及び賛助会員は新入会員の拡大に積極的に尽力を尽くす
③ 各研究部会リーダーは、研究部会開催時に会員・賛助会員以外のホール企業、
業界関係者の参加を積極的に行い新入会員の拡大に尽力を尽くす
④ 事務局は公開経営勉強会等への出席ホール企業並びに遊技産業関連企業に対して
PCSA活動紹介し、積極的に入会を勧める
⑤ 東京以外の都市にて開催する拡大理事会及び各研究部会へ地元ホール企業を招待して、PCSA
活動を理解願い、入会を勧める
2 【総会】

討議事項

定時社員総会

開催日:5月20日(金)会場:「TKPガーデンプレミアム(GP)神保町」

第1回臨時社員総会

8月19日(金)会場:「TKPGP神保町」

第2回臨時社員総会

11月18日(金)会場:「TKPGP神保町」

第3回臨時社員総会

平成29年2月24日(金)会場:「TKPGP神保町」

3 【経営勉強会】開催会場は上記定時社員総会・臨時社員総会会場
第56回経営勉強会

開催日:5月20日(金)会場:「TKPGP神保町」

第57回公開経営勉強会
第58回経営勉強会

8月19日(金)会場:「TKPGP神保町」
11月18日(金)会場:「TKPGP神保町」

第59回公開経営勉強会 平成29年2月24日(金)会場:「TKPGP神保町」
4 【理事会】毎月開催・開催会場はPCSA会議室を中心に開催
通常理事会 5月・8月・11月・2月
拡大理事会 4月・6月・7月・9月・10月・12月・1月・3月
(9月に東京以外の都市にて拡大理事会・ストアコンパリゾンを実施)
5 【研究部会・委員会】
① 各研究部会月次活動の実施(都内開催・地方開催)
② 「2016研究部会活動の記録」発刊 8月予定
③ 人事問題研究部会主催「第11回学生懸賞アイディア・エッセイ」5月実施
⑤ 不正対策研究部会主催「不正対策勉強会」年4回(4、7、10、1月)
⑥ 研究部会よりPCSA経営勉強会における活動の発信
⑦ 東京以外の都市にて開催する研究部会・研究会出席の会員外企業への入会勧誘を実施する
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6 【出版事業】
① PCSA研究部会活動の記録2016(2016年5月)
② 第56回PCSA経営勉強会DVD(2016年6月)
③ 第11回PCSA学生懸賞アイディア・エッセイ特集号(2016年7月)
④ PCSAチャレンジブック2017(2016年8月)
⑤ 第57回PCSA公開経営勉強会DVD(2016年9月)
⑥ 第58回PCSA経営勉強会DVD(2016年12月)
⑦ 第59回PCSA公開経営勉強会DVD(2017年3月)
7 【情報発信事業(行政含む関係者への発信)】
① 「PCSAデータベース2016」作成発信(2016年8月)
② 「PCSAアクションレポート(PCSA活動報告)」の発信(毎月)
③ 「業界関連ニュース」を会員・賛助会員・幹部へ発信(毎月)
④ 「稼動アンケート」を実施し、会員・賛助会員・幹部並びに関係者へ発信(毎月)
⑤ 「経営勉強会DVD・レポート」を業界関係者への発信(年4回)
⑥ 「駐車場幼児放置事故防止警告書」を会員企業へ発信(4月～10月)
8 【業界活動】
① ホール5団体代表者会議を通じて業界の課題を討議、改革を進める
② ホール5団体の各研究会、委員会を通じ協議し、PCSAの要請を前進させる
③ 他団体との共通テーマでの合同勉強会を開催する

討議事項

④ 各PCSA研究部会への他団体関係者の参加を要請する
⑤ ホール5団体の事務局責任者との個別会合を実施し、PCSAの考え方について理解を求める
9【政治分野アドバイザー活動】
① 自由民主党「時代に適した風営法を考える会(風営法議連)」との交流・情報交換
② 民主党「新娯楽産業振興育成研究会」における新遊技法制定研究・検討の実施
③ 維新の党・おおさか維新の党のアドバイザーに新遊技新法制定に向けての議連発足 を促す
④ 新規政治分野アドバイザー勧誘活動の為のグループ勉強会開催

第３号審議議案

「ＰＣＳＡ次期役員選考委員会規程改定」審議【承認】

当件について事務局より説明があった。
「PCSA次期役員選考委員会規程」改定の件
規程第五条「招集の通知」
委員会の開催は原則として、定時社員総会開催4ヶ月前に招集する。
招集通知は会日より10日前までに、理事及びコーディネーター、モデレーター、チェーンストア経
営分野アドバイザーに対して発するものとする。
「改定」案
委員会の開催は原則として、毎年3月に招集する。
招集通知は会日より10日前までに、理事及びコーディネーター、モデレーター、チェーンストア経
営分野アドバイザーに対して発するものとする。
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第４号報告議案

「遊技くぎの変更により性能が異なる可能性のある型式遊技機の回収について」報告

当件について事務局より説明があった。2月10日、日工組より「遊技くぎ」の
変更により性能が異なる可能性のある型式遊技機の回収について、という表題で
遊技機のリストが協会に届いた。該当は13社、28型式、4万8863台となる。
事務局は「回収遊技機一覧表」に関する回収方法、期間について日工組に確認をし、
作成した文書を正会員、賛助会員、幹部の皆様に配付した。

第５号報告議案

「第５５回ＰＣＳＡ公開経営勉強会」報告

当件について事務局より説明があった。本日の経営勉強会は２２９名の参加となる。
特に、招待が４１名、一般有料が６１名と最近では非常に多くの出席となった。
政治分野アドバイザーが２名。業界団体、組合の方も多数参加。ホール関係者も多数
見える。株式会社ガイアさんは１０名。ＰｗＣあらた監査法人さんからも出席がある。

第６号報告議案

「平成２８年ＰＣＳＡ新年賀詞交歓会出席者」報告

当件について事務局より説明があった。本年1月25日に開催したPCSA平成28年
賀詞交歓会は147名の参加であった。特に政治分野アドバイザーが29名、代理として
秘書の出席が19名であった。他には正会員38名、賛助会員53名、アドバイザー他8名と

討議事項

なっている。

第７号報告議案

「維新の党・衆議院初鹿

明博議員の質問主意書」報告

当件について事務局より説明があった。PCSA政治分野アドバイザーは初鹿昭博議員が
本年1月19日に質問主意書を提出している。

第８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。
１

「パチンコ・パチスロ産業２１世紀会

議事録」

平成28年1月26日に第一ホテル東京において、パチンコ・パチスロ産業21世紀会が
開催された。出席は各団体の代表者を含め68名。議案は平成28年1月26日開催パチンコ・
パチスロ産業賀詞交歓会での発表内容について、ということで発表および
プレスリリースについて協議の結果了承された。
２

「遊技業界における健全化推進に関する声明」
平成28年1月26日に第一ホテル東京において、パチンコ・パチスロ産業21世紀会が開催
されたがその席上で遊技業界における健全化推進に関する声明が発表された。21世紀会
所属の14団体の声明となる。
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第９号審議議案

「賛助会員プレゼンテーション」審議【承認】

当件について事務局より説明があった。昨年8月に入会した賛助会員の
ハイライツ・エンタテインメント株式会社から3月拡大理事会でのプレゼンテーション
申し込みがあった。

討議事項

会社名：

ハイライツ・エンタテインメント株式会社

商品名：

ＰＯＰ

内

・４月発売予定の大型液晶データランプ「ＰＯＰ

容：

ＳＴＡＲ
ＳＴＡＲ」

・高解像度液晶により鮮明な映像（動画対応）
・自由なレイアウトなど

その他（アメリカ・アニメーションショーの紹介）
当件について藤田アドバイザーより説明があった。アメリカ

ロサンゼルスで

27万人の集客があるアニメエクスポが開催されている。そのオーガナイザーは、
パチンコに大変興味を持っており、パチンコ機の出展依頼の相談をされたという
事だった。それについてアイディアや意見を交換した。

『3月拡大理事会』

次回開催

平成28年3月25日(金)

PCSA会議室
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