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PCSAアクションレポート（理事会）
平成29年3月版

3月拡大理事会
開催日時

2017年3月23日（木）

開催場所

PCSA会議室
森

出席者

12時～13時30分

治彦副代表理事・大石

明徳副代表理事・加藤

齊藤

周平副代表理事・合田

康広理事・荒籾

中島

基之専務理事（8名）

川辺

悦史監事・宮村

佐藤

公平モデレーター、牛島

英則副代表理事

伸一理事・石川

直史理事

伸輔監事
憲明アドバイザー、藤田

宏アドバイザー

出席者
第1号報告議案

「第15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。

＜第15期事業活動報告＞
1．会員拡大
正会員

入会無

賛助会員①

入会

平成28年5月20日

リレーションズ株式会社

業態：マーケティング最適化
②

入会

平成28年5月20日

業態：LEDレンタル

討議事項

③

入会

④

入会

義夫衆議院議員（民進党）

株式会社SECネット

紹介者：小見山

平成29年2月20日

業態：店舗装飾

義夫衆議院議員（民進党）

株式会社connection
紹介者：牧

平成29年2月20日

業態：空調設備

紹介者：牧

幸治前参議院議員（民進党）

株式会社インターコスモス

紹介者：なし

2．総会・経営勉強会
【定時社員総会】平成28年5月20日開催（TKPガーデンシティプレミアム神保町）
≪第56回PCSA経営勉強会≫
第1部

『遊技機メーカーの今後の戦略
講師：堀尾

第2部

参加人数：126名

孝文

様

『パチスロの現状と今後について
講師：兼本

孝昌
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【第1回臨時社員総会】平成28年8月19日開催（TKPガーデンシティプレミアム神保町）
≪第57回PCSA公開経営勉強会≫
第1部

『遊技機メーカーの今後の戦略 ～パチンコ/サミー編～』
講師：齋藤

第2部

参加人数：169名

剛

様

『面白さとは直感とイメージの開拓である～パチスロ/パイオニア編～』
講師：酒井

義昭

様

【第2回臨時社員総会】平成28年11月18日開催（CIVI研修センター秋葉原）
≪第58回PCSA公開経営勉強会≫

参加人数：186名

第1部

『遊技機メーカーの今後の戦略 ～パチンコ/藤商事編～』

第2部
～』

『遊技機メーカーの今後の戦略 ～パチスロ/ユニバーサルエンターテインメント編

講師：枝吉

純嗣

講師：長谷川

様

崇彦

様

【第3回臨時社員総会】平成29年2月20日開催（TKPガーデンシティプレミアム神保町）
≪第59回PCSA公開経営勉強会≫
第1部

参加人数：242名

『IR整備推進法とパチンコ・パチスロ依存問題』
講師：西村 直之 様

討議事項

第2部

『カジノ到来時代にパチンコ・パチスロ依存問題に遊技業界は何をすべきか？』
コーディネーター：藤田

宏 様

シンポジスト：西村 直之 様、木曽

崇 様、力武 一郎 様、吉村 泰彦 様

3．理事会・拡大理事会
【拡大理事会】

4月・6月・7月・9月（熊本開催）・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】（第15期リーダー

志賀

健太郎氏・株式会社ニラク）

＜第15期の開催概要＞
・定例研究部会（毎月1回、原則第1もしくは第2金曜日

午前11時～午後3時）

・新卒採用情報交換会（2回）
・女性活躍推進情報交換会（1回）
・地方開催拡大研究部会（2回、福岡、香川・徳島）
＜第15期の活動内容＞
・日常業務にかかる人事関連諸問題の事例研究・情報共有
・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
・第12回学生懸賞アイディア・エッセイ開催

2/14

ＰＣＳＡアクションレポート（理事会）

3／14
【コスト問題研究部会】（第15期リーダー

佐藤

千恵氏・株式会社セントラル伸光）

＜第15期の開催概要＞
・定例研究部会（毎月1回、原則第1もしくは第2木曜日

午後1時～午後5時）

・地方開催拡大研究部会（1回、沖縄）
・企業研究（株式会社マルハン）
＜第15期の活動内容＞
・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（広告宣伝、遊技機、景品、
制服、遊技機取扱説明書、PB賞品、お客様来店に関する取組、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
・景品問題・・・評価の高い景品、安価な端玉景品、在庫管理
【法律問題研究部会】第15期リーダー

荒田

政雄氏・夢コーポレーション株式会社）

＜第15期の開催概要＞
・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）

＜第15期の活動内容＞
＊日常営業における全国各地の事例について情報共有
・行政講話の情報共有、解説
・検定機と性能が異なる可能性がある遊技機の対応

討議事項

・のめり込み・依存問題の対応
・製造業者遊技機流通健全化
・遊技機取扱説明書
・景品提供
・法律問題質問コーナー（会員からの質問を検討）等
【不正対策研究部会】（第15期リーダー

松本

浩氏・株式会社ヒカリシステム）

＜第15期の開催概要＞
・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）

・不正対策勉強会（年4回、東京3回・倉敷1回、外部講師による勉強会）
・企業訪問（株式会社三永）
＜第15期の活動内容＞
・最新ゴト情報・対策情報の共有・・・BBS・ライン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
・日工組とのゴト対策情報交換・・・各種対策について意見交換
『PCSA新遊技法案研究会・景品検討チーム』委員長：

森

治彦氏（㈱ダイナム）

開催8回（総会開催時除く各月）
『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㈱）

休会中
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5．第11回学生懸賞アイディア・エッセイ
表彰式：2016年5月20日

TKPガーデンシティプレミアム神保町

最優秀賞

清水

悠佑さん（近畿大学

1年）

優秀賞

吉田

圭佑さん（一橋大学

4年）

優秀賞

須藤

翔平さん（神奈川工科大学4年）

優秀賞

福岡

由実子さん（日本大学

4年）

6．出版事業
①

PCSA研究部会活動の記録2015（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6月）

④

PCSAチャレンジブック2017（2016年8月）

⑤

第57回PCSA経営勉強会DVD（2016年9月）

⑥

第58回PCSA公開経営勉強会DVD（2016年12月）

⑦

第59回PCSA公開経営勉強会DVD（2016年3月）

7．情報発信

討議事項

（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

業界関連ニュースのスクラップブックを会員・賛助会員へ発信（毎月）

④

稼動アンケートの実施並びに関係者への発信（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）

＜決算見通し＞
売

上：予算5286万円

支

出：予算5271万4千円

営業利益：予算

第2号審議議案

見通し5254万2162円

13万6千円

見通し5143万
見通し

予実対比－31万7838円

433円

予実対比－29万3567円

11万1729円

予実対比－ 2万4271円

「第16期事業活動計画・事業予算（案）」審議【継続審議】

当件について事務局より説明があった。

＜第16期事業活動計画（案）＞
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、自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する

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活動を
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
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2

【総会】
定時社員総会

3

平成29年5月26日（金）会場：「TKPGP神保町」

第1回臨時社員総会

8月24日（木）会場：「TKPGP神保町」

第2回臨時社員総会

11月16日（木）会場：「TKPGP神保町」

第3回臨時社員総会

平成30年2月22日（木）会場：「TKPGP神保町」

【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60回経営勉強会

5月26日（金）会場：「TKPGP神保町」

第61回公開経営勉強会

8月24日（木）会場：「TKPGP神保町」

第62回経営勉強会

11月16日（木）会場：「TKPGP神保町」

第63回公開経営勉強会
4

2月22日（木）会場：「TKPGP神保町」

【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実施する）
5

討議事項

6

【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

「2017研究部会活動の記録」発刊

③

人事問題研究部会主催「第12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（1、4、7、10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

【PCSA海外研修】
①

7

5月予定

パラダイスカジノ仁川視察

【出版事業】
①

PCSA研究部会活動の記録2017（2017年5月）

②

第60回PCSA経営勉強会DVD（2017年6月）

③

第12回PCSA学生懸賞アイディア・エッセイ特集号（2017年7月）

④

PCSAチャレンジブック2018（2017年8月）

⑤

第61回PCSA公開経営勉強会DVD（2017年9月）

⑥

第62回PCSA経営勉強会DVD（2017年12月）

⑦

第63回PCSA公開経営勉強会DVD（2018年3月）
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8

9

討議事項

【情報発信事業（行政含む関係者への発信）】
①

「のめり込みにかかるPCSAメッセージ」を法律問題研究部会を中心に作成し発信する

②

「受動喫煙に関するPCSA情報発信（メッセージ）」を発信する

③

「PCSAデータベース2017」作成発信（2017年8月）

④

「PCSAアクションレポート（PCSA活動報告）」の発信（毎月）

⑤

「業界関連ニュース」を会員・賛助会員・幹部へ発信（毎月）

⑥

「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）

⑦

「経営勉強会DVD・レポート」を業界関係者への発信（年4回）

⑧

「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）

【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

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

10【政治分野アドバイザー活動】
①

各政治分野アドバイザーより「IR議連」の情報の提供を受ける

②

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

③

民進党「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

④

日本維新の会に新遊技新法制定に向けての議連発足

⑤

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

⑥

前参議院議員小見山幸治氏（幸山会）による月例勉強会開催において国会活動情報の考査

⑦

各政治分野アドバイザーの秘書より遊技業界・IR法等の国会質疑内容及び情報の入手

第3号審議議案

を促す

「第16期定時社員総会・第60回PCSA経営勉強会（案）」審議【継続審議】

当件について、事務局より説明があった。勉強会の講師について審議された。
＜第60回PCSA経営勉強会＞
第1部

『健全化推進機構のこれまでの活動と今後の活動の方向性（案）』
講師：

第2部

伏見

勝様（一般社団法人遊技産業健全化推進機構

専務理事）

『PCSAの目指すチェーンストア経営について（案）』
講師：

結城

義晴様（株式会社商人舎
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第4号審議議案

「PCSA依存問題対策プロジェクトチーム

設立」審議【承認】

当件について事務局より説明があった。
＜経緯＞
・IR基本法制定に伴いパチンコ依存問題対策の機運が高まっております。
・パチンコ業界では業界6団体（全日、日遊協、日工組、日電協、全商協、回胴遊商）会議で
対応を検討、PCSAも会議にオブザーバーとして参加しております。
（4月6日の会議では発言が可能）
・PCSAでは第59回公開経営勉強会でテーマとし、大きな反響を得ました。
・また、法律問題研究部会内でパチンコ依存問題について情報共有等を進めてきましたが、
専門的、かつ積極的に依存問題対策を進めるために「PCSA依存問題対策プロジェクト
チーム」を立ち上げたいと考えております。
＜プロジェクトチームの概要（案）＞
名称：PCSA依存問題対策プロジェクトチーム
メンバー：正会員・賛助会員
開催日時：原則、毎月最終金曜日午後1時～4時（会場：PCSA会議室）
但し第1回会議は平成29年4月7日（金）午後1時～4時、第2回会議は4月21日（金）
とし、5月以降の開催日は第1回の会議で決定します。

討議事項

検討事項： ①情報収集・共有（業界内外の最新の情報を収集・共有します）
②パチンコホールの取組みの整理（パチンコホールの取組みを整理し、実際に
スムースに導入できるような手法の研究）
③中長期的なパチンコのあり方の研究（依存問題対策の前提となる中長期のパチンコ
業界のあるべき姿を検討）
次回の内容：①リーダー、サブリーダーを決定
②プロジェクトチームの活動方針、計画を決定（上記検討事項3点、他）
③検討事項の研究

第5号報告議案 「健全化推進機構 実務者連絡会」報告
当件について事務局より説明があった。3月7日の機構臨時社員総会において議案は2つ、①平成29年度の

事業計画、②経費負担について。なお、ホールの負担は台当り50円になる見込み。
その他の内容として、③機構では依存問題の対応をしないという意思表明。依存問題の対策は、
誓約書にも規約にもないのですぐの対応は難しい、との事。次に④遊技機性能の調査結果の行政通知を
2月最終週から解除する予定との事。通報の基準は「まだ確定していないが、基準は検定機かどうか」

との事。
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第5号審議議案

「政治分野アドバイザー入会」審議【承認】

当件について、事務局より説明があった。日本維新の会所属の国会議員の承諾書について審議された。

1．石井

苗子参議院議員（IR議連所属、風営法議連・新娯楽研
紹介者：馬場議員、浦野議員秘書

2．東

徹

3．吉田

藤鷹秘書

参議院議員（IR議連所属、風営法議連・新娯楽研

紹介者：馬場議員、浦野議員秘書

第6号審議議案

「日本維新の会

非所属）

藤鷹秘書

豊史衆議院議員（IR議連所属、風営法議連・新娯楽研
紹介者：馬場議員、浦野議員秘書

非所属）

非所属）

藤鷹秘書

勉強会参加者・資料」報告

当件について事務局より説明があった。
「日本維新の会・馬場
開催日時：

伸幸先生を囲む勉強会」

平成29年3月24日（金）午後6時30分から概ね2時間

開催場所

：

ホテルルポール麹町「アクアマリンの間」

住所

：

東京都千代田区平河町2－4－3

電話

：

03－3265－5363

≪出席者≫
「日本維新の会」

討議事項

①

馬場

伸幸（のぶゆき）先生

（衆議院・2回生・大阪17区）

②

小沢

鋭仁（さきひと）先生

（衆議院・8回生・近畿ブロック）

③

遠藤

敬（たかし）先生

（衆議院・2回生・大阪18区）

④

東

徹（とおる）先生

（参議院・1回生・大阪府選挙区）は欠席

＊3月PCSA政治分野アドバイザー就任申し込み
⑤

石井

苗子（みつこ）先生

（参議院・1回生・比例区）

＊3月PCSA政治分野アドバイザー就任申し込み
「PCSA」
①

金本

朝樹代表理事

（株式会社アメニティーズ代表取締役社長・長野県）

②

森

治彦副代表理事

（株式会社ダイナム

③

加藤

英則副代表理事

（夢コーポレーション株式会社

④

大石

正仁

PCSA賛助会員（株式会社大商

⑤

牛島

憲明

PCSAチェーンストア経営アドバイザー（牛島憲明事務所代表・東京都）

⑥

中島

基之

PCSA専務理事（事務局）

第7号報告議案

「第16期役員候補

代表取締役社長・東京都）
代表取締役社長・愛知県）

代表取締役社長・大阪府）

承諾状況」報告

当件について、事務局より説明があった。12名の会員、中島を含めて13名から役員の承諾を頂いた。
アドバイザーは皆さんからご承諾いただいた。今後の予定としては、5月26日の定時社員総会で審議をし、

第1回理事会で執行部を互選する。
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第8号報告議案

「第15期第59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。出席は正会員55名、賛助会員47名、アドバイザー業界紙他で
23名、ご招待109名、一般有料8名の合計242名。DVDを1000枚作成し添付の皆様にお送りしている。更に、
反応もあり、群馬県警からは感激したという事。藤田アドバイザー、ジャパンネットワークシステムからは

追加の要請があった。また、全日遊連から「このDVDを全国都道府県遊協会員が見てもいいか」という
問い合わせがあり、各県遊協に送付したことを伝えた。更に衆議院議員

牧原ひでき先生よりお礼状が

届いた。

第9号報告議案

「第12回PCSA学生懸賞アイディア・エッセイ応募作品」報告

当件について、事務局より説明があった。
＜応募状況＞

平成29年2月28日（火）締切

応募総数：13作（第7回48作、第8回31作、第9回34作、第10回37作、第11回29作）
応募者情報：男性8名

女性5名（内定者12名、公募ガイド1名）

＜タイムスケジュール＞
平成29年3月12日（金）
3月16日（木）

第156回人事問題研究部会で審査（募集数が少なく一次審査なし）

審査員宛に審査依頼発信（事務局）

4月10日審査締切

内容物：応募作品、審査用紙

討議事項

3月23日（木）

3月拡大理事会において進捗状況報告

4月10日（月）

審査締め切り

4月14日（金）

第157回人事問題研究部会

4月26日（木）

4月拡大理事会審査結果審議

4月27日（金）

審査結果を審査員、受賞者、応募者に報告

5月26日（金）

第12回PCSA学生懸賞アイディア・エッセイ

進捗状況確認
最優秀作品、優秀作品決定

授賞式

第16期PCSA定時社員総会内にて
開催場所：TKPガーデンプレミアム神保町
開催時間：13：00～15：00の内30分
※横山和夫審査委員長には賞状の授与および総括
※斎木純一審査副委員長には記念品の授与および講評
＜審査方法＞
・応募作品より「最優秀作品・1作品」と「優秀作品・2～3作品」を選択。
・選んだ作品にそれぞれ2～3行のコメント。
得点集計： ・審査員の票は最優秀作品1票が2点、優秀作品1票が1点とカウント。
・横山

和夫審査委員長の票は審査員の3倍でカウント。

・斎木純一審査副委員長の票は審査員の2倍の点数でカウント。
・総得点が最も多い作品が最優秀賞、2～5番目に多い作品が優秀賞。
審査結果： ・集計結果を4月拡大理事会に提出し審議。
・その後、結果を審査員、受賞者、応募者の皆様に報告。
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＜その他＞
・応募数の低下を受け人事問題研究部会で議論をした。
・当初「学生にパチンコ業界に目を向けてもらい、学生にパチンコ業界を目指してもらう」という事で、

新卒採用の母集団形成を目的にスタートした。しかしその効果は上がらず、近年は内定者教育の課題
として利用される等、当初の目的からは外れた状況で実施されていた。現状、売り手市場の新卒採用
市場において、各社の採用担当者からは本企画以上に直接的な効果が見込まれる企画を望む声もあり、

新卒採用企画の再検討が必要であることを部会で確認した。

第10号報告議案

「正会員退会」報告

当件について、事務局より説明があった。
＜退会届出正会員企業＞

討議事項

退会届出日：

平成29年3月6日

退会正会員：

株式会社SB Good Industry

紹

夢コーポレーション株式会社

介

者：

退会理由

：

代表取締役
元会長

岩﨑
松田

耕二氏
泰秀氏

チェーンストア理論を学ぶことを目的として加入しましたが、これまでの2年5か月の
中で弊社の学びたいという理論との相違を感じ、この度退会する事を決断いたしました。

第11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）コスト問題研究部会（リーダー：佐藤

千恵）

1．3月研究部会（3月16日（木）13時～17時開催・PCSA会議室にて）
内容：部員近況報告（コスト関連情報交換）
企業トピックⅠ

「収益構造について」

担当

荒籾

企業トピックⅡ

「オムロンアミューズメント株式会社の環境推進の取り組み、
CSR社会貢献活動など まとめ」

伸一

担当

担当理事

鈴木

勝浩

部員

コスト削減に関する情報共有
2．4月研究部会（4月13日（木）13時～17時開催予定・PCSA会議室にて）
内容：部員近況報告（コスト関連情報交換）
企業トピック
コスト削減に関する情報共有
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2）人事問題研究部会（リーダー：志賀

健太郎）

1．3月研究部会（3月10日（金）11時～15時開催・PCSA会議室にて）
＜定例研究部会＞
・第12回学生懸賞アイディエッセイ

部会審査

2月末締め切り迄、13応募作があり部会にて審査を実施。
リーダー、サブリーダーの最優秀賞、優秀賞推薦作品として5作品を選定した。
・人間力総合研究所
講演
概要

二瓶正之氏

提案検討

『遊びとしてのパチンコを考える』の提案
採用担当者共通の課題である内定辞退阻止についての方法論としての講演コンテンツの共有

・来期活動計画について
拡大部会（PCSA事務局以外での開催）：訪問先企業（ホール、他業種）、RSNを検討。
新卒採用情報交換会：株式会社パフ

イベント見学を検討。

その他：PA採用（高齢者、LGBT）、OFF－JT効果的取り組み事例、

討議事項

「地銀人材バンク」研究

等

2．4月研究部会（4月14日（金）11時～15時開催予定・PCSA会議室にて）
＜定例研究部会＞
・第12回学生懸賞アイディエッセイについて
・今期活動計画について
・労政時報勉強会
3）不正対策研究部会（リーダー：松本

浩）

1．3月研究部会（3月17日（金）13時～15時開催・PCSA会議室にて）
・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
・業界誌

不正対策記事について

2．4月研究部会（4月20日（木）～21日（金）拡大部会・勉強会開催）
・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
・業界誌

不正対策記事について
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4）法律問題研究部会（リーダー：荒田

政雄）

1．2月研究部会（2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．依存問題対策
2．パチンコホール店舗調査
3．サクラ問題について
4．役比モニタの比率表示点滅における報告について
5．新基準に該当しない遊技機
6．健全化推進機構

設置アンケート（日工組・日電協・PCSA）

実務者連絡会

7．遊技機での上映等の管理開始(JASRAC)
8．法律問題研究部会

質問コーナー

Q1：交換率について
9．その他
2．3月研究部会（3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
3．PCSA依存問題対策プロジェクトチーム

討議事項

準備会

（3月11日（土）13時～16時開催・PCSA応接室にて）
1．リーダー、サブリーダー候補者、担当理事候補者について
2．開催スケジュールについて
3．活動内容案について
4．第1回プロジェクトチーム内容について
5）新遊技法案研究会（景品検討チーム）（委員長：森

治彦）

1．3月研究会（3月23日（木）午後14時45分～15時45分開催予定・PCSA会議室にて）
※2月は総会の為開催なし。

第12号報告議案

「依存問題対策推進会議（6団体）報告」報告

当件について、事務局より説明があった。
＜依存問題対策推進会議

概要＞

対象団体：

全日遊連、日遊協、日工組、日電協、全商協、回胴遊商（他団体はオブザーバー）

開催日

平成29年2月9日、17日、24日、3月8日（次回開催日未定）

：

活動内容：

①業界の依存問題対策の検討
②行政からの要請に従い2月28日までに対策を検討する。
（2月28日に警察庁にパチンコ業界の対応を報告。おおむね了承を得たが確定していない、

という事で3月8日の会議で文書の配布は無し）
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＜行政からの要請と回答1（2月10日）＞
①リカバリーサポートネットワークの活用

→相談時間延長、相談員の増員は時間を要する。沖縄、

全商協に各2名増員したい。ホールに「安心パチンコ・パチスロ・アドバイザー」配置する。
リーフレットを作成。
②自己申告プログラム改善

→新3要件（限度額・回数・時間）に対応。家族からも申告可能に。

貯玉会員を導入していないホールでアナログ対応も検討。
③遊技機

→性能表示（現行パチンコはベース値。管理遊技機は詳細情報も検討）。管理遊技機。

＜行政からの要請と回答2（2月22日）＞
①18歳未満の年齢確認強化について

→賞品交換時に年齢確認。厳密化は将来の課題に

②貯玉会員以外の自己申告プログラム
③セミナー・無料相談会

→本人、家族からの申告にも対応

→「安心パチンコ・パチスロ・アドバイザー」研修体制構築。エリア

（関東地方など）ごとに月1回、外部向け相談会を実施。
④早期に専門医に受診する仕組

→ポスター、リーフレット、安心アドバイザーで確実につなぐ。

＜行政が対応する内容（2月10日）＞

討議事項

①射幸性抑制の観点から著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機の基準を改正。
②風俗営業所の管理者の業務に異存防止対策を追加し、管理者講習にも追加。
③依存防止対策に関し有識者にヒアリングを実施。
＜その他の対策（実施予定）＞
①業界外に第三者機関を設置（諮問・提言・答申。調査研究）→実施は行政とも相談し、全体の
状況を勘案して進める（全日主導）
②依存問題対応ガイドラインの浸透（日遊協主導）
③パチンコ遊技機の新台設置時に4月1日からシートを用いて確認し、ホールにサインを求める。
④車内放置事故防止の強化
＜その他の対策（実施未確定、検討事項）＞
①広告自粛

→全日のPTで検討し3月20日全日理事会で諮る（問題点：地域差が大きい）

②輪番休業、定休日の導入
③業界等価の見直し、1回交換を検討課題とする。
④日工組よりホールに「機械設計の前提となる交換個数を打ち合わせたい」との申し出あり。
一物一価の関係でスロットも同時に検討する必要がある。
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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。
第13号報告議案－1

中古機流通協議会の決定事項について

2月8日の中古機流通協議会において、「新基準に該当しない回胴式遊技機の設置比率が、前提の50％を
超える営業性に対し、中古遊技機（パチンコ、回胴とも）の申請を受け付けないとの事。ただし、移動

により50％以下になる場合は除外される。
第13号報告議案－2

推進機構

臨時社員総会について

3月7日に機構臨時社員総会が開催された。第1号議案で来年度事業計画、予算の審議があり

討議事項

承認された。内容としてはほぼ例年通り。第2号議案で社員の経費負担について審議されこちらも

承認。パチンコホールの負担は台当り50円になる見込み。
第13号報告議案－3

流通制度における遊技くぎの点検確認について

3月9日付で表題の連絡が届いた。4月1日以降に設置される新たなぱちんこ遊技機から新台納品時、

部品交換後の設置確認で「くぎ確認シート」を使用する事になったとの事。

「その他」
・PCSAスケジュール

次回開催
平成29年4月27日(木)
4月拡大理事会

午後4時～5時30分

PCSA会議室にて
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