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PCSAアクションレポート（理事会）
平成28年7月版

7月拡大理事会
開催日時

平成28年7月22日（金）

開催場所

PCSA会議室

午後4時から5時5分

金本

朝樹代表理事・森

加藤

英則副代表理事・齊藤

荒籾

伸一理事・城山

中島

基之専務理事（8名）

川辺

悦史監事

佐藤

公平モデレーター・牛島

藤田

宏アドバイザー

オブザーバー出席者

治彦副代表理事・大石

明徳副代表理事

周平副代表理事

朝春氏（城山

稔央理事代理）

憲明アドバイザー

賛助会員18社25名

賛助会員

出席者

株式会社スリーストン

宮脇

俊明

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

美濃谷

雄一

三本コーヒー株式会社

山本

聡

株式会社ピーエーネット技術研究所

竹田

雅俊

株式会社エース電研

町田

敏明

愛和食品株式会社

松本

治

愛和食品株式会社

平塚

正史

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

明

若山

佳則

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

ゲンダイエージェンシー株式会社

春原

高広

株式会社サミーデザイン

青木

康允

株式会社東和商事

岡本

健

オリックス株式会社

高頭

良輔

オリックス株式会社

鈴木

健二郎

株式会社山宝商会

羽島

正敬

株式会社山宝商会

田沼

賢二

リレーションズ株式会社

中島

明日香

リレーションズ株式会社

宮川

英治

株式会社connection

丸山

武士
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第1号審議議案

「第57回公開経営勉強会講師・テーマ」審議【承認】

当件について事務局より説明があった。
＜概要（案）＞
日時:平成28年8月19日(金) 15:30～17:45
会場:TKPガーデンプレミアム神保町 大ホール(スクール240名)
・5月20日開催の第56回経営勉強会の内容が好評につき、8月に第二弾を開催する。
5月は129名の出席があった。
「遊技機メーカーの今後の戦略 第二弾」
第一部 <パチンコ編> 60分
候補1: サミー株式会社 開発責任者(案)
第二部 <スロット編> 60分
候補1: 株式会社パイオニア 開発責任者

第2号審議議案

「PCSAメディアアワード2016」審議【承認】

当件について事務局より説明があった。8月の第15期第1回臨時社員総会で表彰する
メディアアワードに「グリーンベルト」が選ばれた。なお、今回のアワードにおける
PCSAの掲載ページは合計332.55ページであった。また、5、6、7月で記事数が
多かったのは株式会社ニラクの上場記事の為。また、PCSAメディアアワード2016
特別賞には「シークエンス」が選ばれた。

討議事項

第3号審議議案

「第12回学生懸賞アイディア・エッセイ審査委員長」審議【承認】

当件について事務局より説明があった。
第１回学生懸賞論文から結城

義晴様に審査委員長をお願いしていたが、結城様から

審査委員長辞退の申し出があった。そこで主催部会の人事問題研究部会にはかった所
一般社団法人パチンコ・トラスティ・ボード

第三者評価機関委員長

横山

和夫様が

審査委員長候補として起案された。
【横山

和夫様

ご略歴】

ご誕生年：

昭和12年1月

資

公認会計士（登録番号

税

格：
理

士（登録番号

第4号報告議案

愛知県生まれ
第2083号）

第10985号）

「PCSA6月電子理事会・14団体声明」報告

当件について事務局より説明があった。
当件について事務局より説明があった。21世紀会が声明を出したいという事で、内容について

6月23日に電子理事会を実施した。電子理事会の結果、理事13名中8名の賛成があり
承認となった。その結果を持って21世紀会に参加した。21世紀会ではPCSAから
○「・・・国会質疑で取り上げられるなど問題化していることを踏まえ・・・」の文言を削除。
○「・・・年度末を目途に・・・」を「・・・年度末までに・・・」、
「・・・本年8月末を目途に・・・」を「・・・本年8月末までに…」の文言に修正。

の2点を提案したところ参加団体の賛成多数により修正となった。
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第5号報告議案

「平成28年度遊技産業健全化推進機構費用拠出金」報告

当件について事務局より説明があった。平成28年7月20日開催の全日遊連全国理事会で、
平成28年度の一般社団法人遊技産業健全化推進機構への拠出金額(台当り単価)が決まった。
今年は台当り50円、熊本県のホールについて5割免除となった。それを受け、来週、会員の

皆様に拠出協力アンケートを実施し、拠出金の負担をお願いする。

第6号報告議案

「参議院選挙結果・PCSA政治分野アドバイザー」報告

当件について事務局より説明があった。この選挙を経て、政治分野アドバイザーは
自民党23名、民進党16名、おおさか維新の会6名、無所属2名の合計47名となった。
【当選議員】
① 増子 輝彦議員(民進党・福島県選挙区・6回生) 462,852票T
② 大家 敏志議員(自民党・福岡県選挙区・2回生) 640,473票2
③ 江島

潔議員(自民党・山口県選挙区・2回生) 394,907票T

④ 大野 元裕議員(民進党・埼玉県選挙区・2回生) 676,828票2
【落選議員】
① 小見山 幸治議員(民進党・岐阜県選挙区・1回生)389,681票
(当選渡辺 猛之議員(自民党・現職・2回生)531、412票)

討議事項

② 小野 次郎議員(民進党・比例代表・1回生・46,213票)
(民進党比例代表最下位当選議員 白 真勲議員138,813票)
【過去PCSA政治分野アドバイザー落選議員】
① 小林 興起議員(諸派・東京選挙区・76,137票)
② 前田 武志議員(民進党・比例代表・59,853票)

第7号報告議案

「退会賛助会員」報告

当件について事務局より説明があった。賛助会員2社から退会届が提出された。
これにより正会員26社、賛助会員40社となる。
1.株式会社ストレイン
代表取締役社長 李 龍主
退会理由: 諸般の事情により退会します。
2.アンデス電気株式会社
代表取締役社長 安田 年孝
退会理由: PCSAに入会し、多くの企業とコンタクトを取ることができ
御礼申し上げます。今後の経営方針として、業界外に力を注ぐこととなりました。また

この業界でお世話になる時には入会させていただきます。
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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月研究部会(7月7日(木)～8日(金)・福岡県にて)
・(7日)株式会社一蘭 会社訪問・企業研究
・(8日)拡大研究部会
テーマ:無期雇用対応について。ホール用のマタニティー制服について
住宅手当と家族手当の支給要件について。社会保険加入拡大の取組・対策は
2.8月研究部会(8月5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
・第12回学生懸賞アイディア・エッセイについて
・11月拡大人事問題研究部会について(株式会社グランド商事・アドバンス様訪問予定)
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14日(木)～16日(金)・沖縄にて)
・ 14日(木) ストアコンパリゾン(エムズガーデン、ジャンボ、ピータイム)
企業訪問(株式会社ピータイム)、一般景品視察(国際通り)
・ 15日(金) 拡大研究部会、ストアコンパリゾン(イーグル・質疑応答あり)
・ 16日(土) PCSA懇親ゴルフinザ・サザンリンクスゴルフクラブ
2.8月研究部会(8月4日(木)15時～17時開催・株式会社マルハン 東京本社にて)
・ 企業研究:株式会社マルハン訪問

討議事項

目的:当業界においてゆるぎない地位を確立し、さらなる進化を目指しチャレンジを
している株式会社マルハンのECO、コスト削減に関する取り組みを学ばせて
いただき、PCSA加盟企業各社の今後の取り組みに活かす。
2009年 「平成20年度省エネルギー優秀事例全国大会
財団法人 省エネルギーセンター会長賞」
2010年 「平成22年度地球温暖化防止活動 環境大臣賞」
2013年 「平成24年度省エネ大賞 省エネルギーセンター会長賞」
2015年 「奈良県省エネ節電所エコチャレンジ 最優秀賞」
環境省主催「環境人づくり企業大賞2015奨励賞」
講 師:三上 秀樹様(株式会社マルハン 取締役 購買本部本部長)
テーマ:ECO活動全体、経費削減全体、その他
3)法律問題研究部会(リーダー:荒田 政雄)
1.6月研究部会(6月25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) 遊技釘の変更により性能が異なる可能性のある型式遊技機について
2) 新基準に該当しない高射幸性遊技機設置状況の推移について
3) 一般社団法人遊技産業健全化推進機構 遊技機性能調査結果
4) 法律問題研究部会 質問コーナー
Q1:パチンコ遊技機の算定書について
5) 回胴式遊技機の新たな自主的な措置(5.9号機基準)について
2.7月研究部会(7月30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
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4)不正対策研究部会(リーダー:松本 浩)
1.6月拡大研究部会(6月24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
2.7月研究部会(7月29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
第36回PCSA不正対策勉強会(15時～17時)
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
3.日工組訪問(7月14日(木)10時30分～12時開催・日工組会議室にて)
・最新ゴト事例・対策の情報共有
・日工組の不正対策の取組みについて(糸付玉ゴト対策)
5)新遊技法案研究会(景品検討チーム)(委員長:森 治彦)
1.7月研究会(7月22日(金)14時45分～15時45分開催予定・PCSA会議室にて)
内容:検定機と性能が異なる可能性のある遊技機の対応について
景品提供の現状について
2.9月研究会(9月23日(金 ・熊本にて)
内容:検定機と性能が異なる可能性のある遊技機の対応について
景品提供の現状について

第9号報告議案
討議事項

「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．パチスロの日について・・・本年は8月6日にベルサール秋葉原にて開催。
参加理事は日電協に事前に知らせる為、事務局まで連絡を頂きたい。
2．新流通制度における特例営業者について・・・新流通制度の下では特例営業者が
新台設置確認、部品交換後の点検確認業務の委託を受けることが出来る。

第10号検討議案

「検定機と性能が異なる可能性のある遊技機の対応」検討

当件について事務局より説明があった。6月23日に第3次リストが出た。それを受けて
21世紀会で声明を発表。これから1次2次リストを8月末までに撤去、3次リストを12月末
までに撤去という流れになっている。
6月28日には回収対象遊技機に係る事務局連絡会が開催された。そこで、自社機の下取りに

加え、他社機に下取り、買取のスキームの説明があった。自社他社、下取り買取、設置か
倉庫かでも金額が異なる。また金額の公開は無く、ホールからメーカーに尋ねてほしいとの事。

さらに、本日日工組から連絡があり、12月末までの撤去を完遂するために7団体連絡会を
作るとの事。ホール5団体+日工組+全商協。第1回目は8月4日開催。対象者は代表者、役員
その他との事。これについて、PCSAからは金本代表理事、森副代表理事、加藤副代表理事、

荒籾理事が担当として出席する事となった。また、理事会の前に開催された
新遊技法研究会で、PCSAとしては、
①現在のメーカー・行政に加え、ユーザー・ホールも含めた中で射幸性の高さを検討する

②今回の一連の動きを検証する
③パチンコとスロットの射幸性の整合性をつける
ことなどを提案する事とした。
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第11号検討議案

「新基準に該当しない高射幸性遊技機設置状況の対応」検討

当件について事務局より説明があった。6月30日付版の高射幸性遊技機の設置状況リストが

届いた。本年12月末日までに50%以下、というところはクリアーしているが3か月間
変動が無い状況。
また、前回、鏡文にある「ご支援・ご協力」の意味を日電協に文書で質問するように
指示を受け、日電協より「これはこのリストに載っている遊技機の撤去を進めてほしい
という意味」と非公式に回答を頂いた。

第12号検討議案

討議事項

「回胴式遊技機の新たな自主的な措置（5.9号機）の対応」検討

当件について事務局より説明があった。2017年10月1日以降に新台設置される遊技機は
5.9号機と呼ばれることになる。その5.9号機の特徴は大きく3点。
①ARTは1500G、純増2枚以下という事で、一撃最大3000枚まで
②役比モニタというものが掲載される。大当たりと小役の比率などが表示される。不正
されているかどうかの確認に使用するという事。
③指示機能について。通常区間と有利区間に分けて、指示内容を規制するようになった。

(ゲーム性に影響が出て来るという事)

「その他」
・PCSAスケジュール

次回開催
平成28年8月19日(金)
TKPガーデンシティPREMIUM 神保町 「フォレスト」
12:00～13:30

8月通常理事会

14:00～15:00

第15期第1回臨時社員総会

15:30～17:45

第57回PCSA公開経営勉強会

18:00～20:00

情報交換交流会
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