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PCSA アクションレポート（理事会）
平成 31 年 6 月版

6 月拡大理事会
開催日時

令和 1 年 6 月 20 日（木） 午後 4 時～午後 5 時 10 分

開催場所

TKP 上野駅前ビジネスセンター 3A

出席者

理事 10 名、幹部 5 名、賛助会員オブザーバー20 名、特別会員オブザーバー1 名、合計 36 名
＜代表理事＞
加藤 英則 夢コーポレーション株式会社 代表取締役社長
＜副代表理事＞
金本 朝樹 株式会社アメニティーズ 代表取締役社長
大石 明徳 株式会社ニラク 取締役
＜理事＞
藤本 達司 株式会社ダイナム 代表取締役
山田 孝志 株式会社 TRY&TRUST 代表取締役社長
城山 朝春 ミカド観光株式会社 常務取締役
福井 宏彰 株式会社加賀屋 代表取締役社長
石川 直史 株式会社ワールド 代表取締役社長
金光 淳用 株式会社ヒカリシステム 代表取締役社長
河本 成佑 株式会社晋陽 代表取締役社長
＜監事＞
川辺 悦史 株式会社セルノ 取締役会長
宮村 伸輔 株式会社エルゴジャパン 常務取締役
＜モデレーター＞
佐藤 公平 株式会社ダイナム 取締役会長
＜アドバイザー＞
牛島 憲明 牛島憲明事務所 代表
藤田 宏

株式会社エンタテインメントビジネス総合研究所 代表取締役社長

＜賛助会員オブザーバー＞
中村 訓杓 大都販売株式会社 次長
國澤 良平 株式会社大商 景品流通部 部長
秋山

学 株 式 会 社 マースシステムズ 取 締 役 東 日 本 支 社 長 (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 執行役員 東京営業部 部長
竹田 雅俊 株式会社ピーエーネット技術研究所 代表取締役社長
吉田 順一朗 株式会社エース電研 課長
小玉 幹雄 株式会社昭和堂 専務取締役
伊藤 信明 オムロンアミューズメント株式会社 営業課長
長久保 明 J-NET 株式会社 部長
若山 佳則 J-NET 株式会社 次長
中田 修一 J-NET 株式会社 次長
笹岡 広志 グローリーナスカ株式会社 営業統括部 副統括部長
菊山 勝三 グローリーナスカ株式会社 営業企画室 室長
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桜井 一英 株式会社ビジョンサーチ社 代表取締役社長
岡本

健 株式会社東和商事 常務取締役

高鍋 貴行 オリックス株式会社 アミューズメント営業部 部長
高頭 良輔 オリックス株式会社 アミューズメント営業部 部長
鈴木 智紀 オリックス株式会社 アミューズメント営業部 課長代理
伊藤 真祐 合同会社 DMM.com 渉外統括補佐
前川 竹志 株式会社インターコスモス 取締役部長
＜特別会員オブザーバー＞
山本

聡 一般社団法人日本流通商健全化協会 代表理事

第１号審議議案 「研究部会等 担当理事」審議【承認】
当件について事務局より説明があった。5 月 16 日開催の第 18 期定時社員総会を受け、第 18 期の研究
部会等の担当理事を決めたい。担当理事の候補は下記の通り。なお、各候補者には事前に了解をいただい
ている。
＜第 18 期 PCSA 研究部会等担当理事（案）＞
人事問題研究部会

城山 朝春氏（ミカド観光株式会社 常務取締役）

重任

コスト問題研究部会 福井 宏彰氏（株式会社加賀屋 代表取締役社長）

重任

法律問題研究部会

新任

河本 成佑氏（株式会社晋陽 代表取締役社長）

＊第 17 期 山田 孝志氏（株式会社 TRY&TRUST 代表取締役社長）
不正対策研究部会

金光 淳用氏（株式会社ヒカリシステム 代表取締役社長）

重任

遊技法研究会

石川 直史氏（株式会社ワールド 代表取締役社長）

重任

依存問題対策 PT

齊藤 周平氏（株式会社グランド商事・アドバンス 常務執行役員）

重任

＜意見＞
（特になし）
＜審議＞
議長：それでは起案の通り第１８期の担当理事をお願いする事でご異議はないか？
一同：異議なし。

第 2 号審議議案 「10 月 拡大理事会地方開催」審議【継続審議】
当件について事務局より説明があった。
「10 月拡大理事会」開催概要（案）
目的：会員以外のホール企業にも参加をよびかけ、PCSA へ入会を促す。
開催地：大都市圏（札幌、仙台、名古屋、京都、大阪、福岡）
令和元年 10 月 17 日（木）
スケジュール：

開催場所：

午後 2 時

～

3時

≪第 78 回遊技法研究会≫

3 時 15 分

～

4 時 30 分 ≪10 月拡大理事会≫

5時

～

5 時 45 分 ≪PCSA 勉強会≫

6時

～

7 時 30 分 ≪情報交換・交流会≫（未定、会費＠5000 円）

ターミナル駅近辺のホテル会議室 もしくは 近隣会議室

＜PCSA 勉強会（案）＞
・演題案 1：「パチンコ業界の将来と、業界の未来のために PCSA が考えている事」
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＊代表理事の講演、もしくは理事数名による座談会
・演題案 2：「改正健康増進法の概要とホールがとるべき対策」
解説： 荒田 政雄 法律問題研究部会 リーダー
・演題案 3：「ホールが対応すべき依存問題対策の概要と機構による依存問題対策調査」
解説： 辻 良樹 依存問題対策プロジェクトチーム リーダー
＜過去 4 年の開催場所＞
第 14 期

平成 27 年 9 月 11 日（金）～12 日（土） 金沢

第 15 期

平成 28 年 9 月 23 日（金）～24 日（土） 熊本

第 16 期

平成 29 年 9 月 21 日（木）～22 日（金） 大阪（4 研究部会 説明会）

第 17 期

平成 30 年 10 月 18 日（木）

名古屋（法律ハンドブック勉強会）

＜意見＞
・北海道開催を希望。
・地方でやる意味はあるのか。
・10 月に実施するのであれば同友会と一緒に何かできたらどうか。
・150 人くらいで合同ゴルフ大会はどうか。
・同友会とやるのであれば、東京でも良いかもしれない。
・大阪は関東の次に会員が多い。盛り上がるので毎年やっても良いと思う。
・九州にあまり行かないので行きたい。
・内容が重要。入会の勧誘をしたいのなら、入りたいと思える内容がないといけない。トータルで参加してもら
うような催しが良い。
・団体の色が分かりにくいと入りにくい。PCSA の特色が重要と考える。
・大阪で同友会と一緒に新規会員獲得をやるのはどうか。
・会員を増やすのであれば、大阪で毎年やった方が良い。2～3 年に 1 回では入ろうとは思わない。
・同友会と共同開催は先方の予定もあるので確認してほしい。
＜結論＞
議長：今回はご意見を元に来月改めて審議したい。

第 3 号審議議案 「第 18 期第 1 回臨時社員総会・第 69 回 PCSA 公開経営勉強会」審議【承認】
当件について事務局より説明があった。
【スケジュール】
＜第 18 期第 1 回臨時社員総会＞
13：00

総会受付

13：30

開会宣言
代表理事挨拶
総会定足数確認報告
議長選出
審議・報告

13：45

議長解任

13：45

新入会員挨拶

13：50

研究部会・研究会 活動報告
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14：15

PCSA メディアアワード

14：25

事務局報告

14：30

閉会宣言

＜賛助会員プレゼンテーション＞
15：00

賛助会員プレゼンテーション（15 分 2 コマ）

＜第 69 回 PCSA 公開経営勉強会＞
15：30

開会挨拶
第 1 部 講演

16：30

休憩

16：45

第 2 部 講演

17：45

閉会挨拶

18：00

情報交換・交流会

19：30

お開き

【業界の主な懸案事項】
1．遊技機入替問題
スケジュール： 2021 年 2 月から全台が新基準機に入れ替え。また検定・認定切れで順次入れ替え
懸案：

①遊技機の供給、設置。
②新基準機時代の遊技機活用方法、営業施策。

勉強会案：

「遊技機入替の対応スケジュールと入替後にホールが目指す状況」
講師： POKKA 吉田氏

2．受動喫煙問題
スケジュール： 2020 年 4 月に改正健康増進法の全面施行
懸案：

①パチンコホールで対応すべき内容の整理、スケジュール感
②「加熱式たばこ」の取り扱い
③喫煙スペース・ブースの適切な配置。

勉強会案：

「来年に迫った改正健康増進法の施行に向け今すべき対策」
講師： 藤田 宏 調査研究分野アドバイザー

3．依存対策問題
スケジュール： 本年 4 月に「ギャンブル等依存症対策推進基本計画を閣議決定」今後はその内容に
沿って実行していく。
懸案：

①パチンコ業界新たに課せられた取り組みへの対応
②社会への広報、行政・政府への対応

勉強会案：

「ギャンブル等依存症対策推進基本計画の内容と業界の課題」
講師： 徳永 崇 内閣官房 ギャンブル等依存症対策審議官

4．消費税問題
スケジュール： 2019 年 10 月に 10％にアップ。2023 年 10 月からはインボイス方式導入
懸案：

①消費税 10％時のシミュレーション。インボイス方式導入時のシミュレーション。
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②税負担増の対策方法。
勉強会案：

「消費税 10％アップによるホールへの影響と、インボイス方式導入のインパクト」
講師： 税理士

和氣 光先生

＜意見＞
・プレゼンテーションは募集しているのか。 ⇒ まだこれから。
・プレゼンテーションの応募がなかったらどうなるのか ⇒ 時間を繰り上げることは可能。
・講師候補の内閣官房は、官僚か？ ⇒ 官僚。
・4 番の消費税でホールへの影響を知りたい、また 1 番の遊技機入れ替えについても気になる。
・4 番の講師の和気先生は税理士で、技術論になると思う。
・2％とはいえ、増税は非常に怖い。車の駆け込み需要が大きいと聞いている。
・3 番の内閣官房が話をしてくれるのであれば、個人的には聞いてみたい。
・経営勉強会で、依存の定義をするというのは一つではないか。
・前回のワンデーポートは大変参考になった。OB が登壇したのはすごかった。
・選挙の結果次第では、尾立氏の話を聞くのも面白い。
・尾立先生になった場合、尺をどれくらいにするのか。賛助会員プレゼンテーションを 1 枠、15 分使うのも良
いかもしれない。
・機構の検査は 10 月からか？ ＞実際のスケジュールは未定。今期から実施をしたいので、11 月までに機
構から確認書を送りたいと言っていた。
・他には、スーパーのチェーンストアの協会 2 つを結城義晴氏が 1 つにまとめたという事を聞いた。その話をす
るのはどうか。
・であれば、昔話ではなく、チェーンストアの大手が買収されたりという変遷があるので、今の現状を結城氏に
お話しいただくのはどうか。
・2 時間をパネルディスカッションにして、3 年スパンで業界予測をするのはどうか。機械問題、依存問題など、
的を絞らないで広く議論いただいてはどうか。コーディネーターは藤田アドバイザーにお願いしたい。
・メーカーサイド、ホールサイドの人も呼んでもらいたい
・業界の社数、設置台数が今後どう変わるのか。
・メンバーの一人に POKKA 吉田さんを入れてはどうか。
・人選は藤田コーディネーターが中心となって決めていただきたい。
・11 月以降の経営勉強会でよいが、5G になると今後世の中がどう変わっていくのか学びたい。
＜審議＞
議長：それでは、テーマを「業界の近未来の予想」とし、コーディネーターの藤田さんにお願いするという事で
勉強会を進めてよいか？
一同：異議なし。
議長：コーディネーターの藤田さんには、内容と登壇者の検討をお願いしたい。

第 4 号審議議案 「PCSA メディアアワード 2019」審議【承認】
当件について事務局より説明があった。
昨年一年間の業界誌の PCSA 記事をカウントした。基本的に記事になるのは PCSA の総会、経営勉強
会の内容になる。掲載ページ上位は次の通り。なお、各誌とも基本的には総会、勉強会の記事を 0.5 ペー
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ジから 1 ページ程度。A 社は加藤代表理事の記事を 6 ページ、法律ハンドブックの記事を 4 ページ掲載い
ただいた。
① A 社 11.5 ページ
② B 社 8.25 ページ
③ C 社 6.2 ページ
＜意見＞
・A 社は初めての受賞か？ ＞初めてになる。
・アワードは 1 社か？ ＞基本的に 1 社。
＜審議＞
議長：では A 社にアワードを授賞するという事でよいか？
一同：異議なし。

第 5 号審議議案 「政治分野アドバイザー パーティー券協力方針」審議【承認】
当件について事務局より説明があった。
【経緯】
これまで、PCSA 政治分野アドバイザーに対するパーティーの協力は、政治分野アドバイザーからの依頼によ
りパーティー券をあずかり、会員、賛助会員、特別会員の皆様に振り分け、協力をお願いしている。
業界も厳しくなる中、今までのような協力方法を続ける事は困難になると予想されるので、パーティー券協
力について、改めて方針を定めたい。
【今後のパーティー券協力の方針（案）】
毎年「PCSA 政治分野アドバイザー活動記録」を作成し、その内容に従い、次年度のパーティー券協力枚
数を理事会にて審議する。
【補足】
・「PCSA 政治分野アドバイザー活動記録」により、真にパチンコ業界を向いている政治分野アドバイザーと
コミュニケーションを密に図る。
・遊技法研究会でも「PCSA 政治分野アドバイザー活動記録」を活用し、同研究会が目指す法整備に向
け協力を依頼する。
＜意見＞
・パーティー券の申込書が配布されているが、各社で判断できるような資料が欲しい。
・以前は購入記録があった。 ＞それはなくした。
・事務局には、秘書には、業界も苦しいので尽力して下さる先生を支援するくらいは伝えて欲しい。会員に対し
てパーティー券を強制的に買えとは言えない。
・配布数量はどのように決めているのか？ ＞ 会員企業の規模や、選挙区によって決めている。現在は前記
の内容で定めた該当議員の前回の配布割合を踏襲している。
＜結論＞
議長：それではパーティー券を購入するのに判断材料となるような資料を作成するという事でよいか？
一同：異議なし。
議長：秘書が訪問した際には、今後活動内容を記録していくと伝えてほしい。

第 6 号報告議案 「第 18 期定時社員総会・第 68 回 PCSA 公開経営勉強会」報告
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当件について事務局より説明があった。令和元年 5 月 16 日に開催された「第 18 期定時社員総会・第 68
回公開経営勉強会」について報告があった。
＜出席者＞
総会：

正会員 17 名、賛助会員 33 名、特別会員 0 名、アドバイザー・業界誌 16 名
合計 65 名

勉強会：

正会員 40 名、賛助会員 37 名、特別会員 0 名、アドバイザー・業界誌 20 名
一般（有料）5 名（収入 2 万 5 千円）
合計 102 名

懇親会：

正会員 13 名、賛助会員 26 名、特別会員 0 名、アドバイザー・業界誌 23 名
合計 62 名

＜意見＞
（無し）

第 7 号報告議案 「5 月電子理事会」報告
当件について事務局より説明があった。21 世紀会より連絡があり、本年 5 月 22 日に電子理事会を開催し
た。
審議議案：
5 月 15 日のテレビ朝日のニュースについて文書②を内容証明郵便で送付する件
審議結果（選択肢）：【理事数 12 名】
①送付に賛成

【5 名】

②送付に賛成だが、発送方法は内容証明以外がよい。

【2 名】

③反対

【0 名】

④文書送付は賛成だが、文案に修正意見がある。

【0 名】

電子理事会での意見：
1．【審議回答①】内容証明で送るべきと考えます。
2．【審議回答①】しっかり意思表明することは重要と思いますので、送付については・内容・方法ともに異
論ございません。
3．【審議回答②】内容証明では物々しすぎるので、配達証明程度でいいのでは
4．【審議回答②】本件、抗議文を出す事には賛成します。ただし、内容証明郵便は本趣旨にそぐわない
と思いますので、配達証明郵便で受け取りの確認で良いと思います。また、テレ朝より返答を求める、ま
たは訂正報道（間違いと認めればですが）を求めてもいいのではないでしょうか？
審議の結果、理事総数 12 名の内、①5 名、②2 名で、文書を出すことについて過半数（7 名）の賛同が
あった。一方、発送方法については起案の「内容証明」以外に「配達証明」という意見が 2 票あったので、意
見を併記し 21 世紀会事務局に投げかけた。また、ご意見 4 にテレビ朝日に対し「回答を求める」「訂正報道
を求める」という意見があり、併せて 21 世紀会に伝えた。
その後、21 世紀会からテレビ朝日に内容証明にて文書を送ったとの連絡があった。
＜意見＞
（無し）

第 8 号報告議案 「研究部会・委員会・PT 活動」報告
当件について、コスト問題研究部会については宮村サブリーダーより、その他の研究部会等については事務局
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より説明があった。
＜ 人事問題研究部会・第 18 期（6 月）活動報告 ＞
人事問題研究部会 リーダー 志賀 健太郎
1．研究部会（毎月 1 回 6 月開催）
① 6 月 第 183 回人事問題研究部会・RPA 勉強会
開催日時

令和 1 年 6 月 14 日（金） 午前 11 時～午後 3 時

開催場所

TKP 上野駅前ビジネスセンター 6A

内容

部会 ・7 月大阪拡大部会 進捗確認
・労働時間アンケート分析
RPA 勉強会 「RPA のはじめ方！」講師：株式会社クレオ

② 7 月 第 183 回拡大人事問題研究部会 in 大阪 （予定）
開催日

令和 1 年 7 月 11 日（木）～12 日（金）

開催場所

大阪府

内容

1 日目 第 183 回拡大人事問題研究部会 in 大阪 Part1
情報交換交流会
2 日目 第 183 回拡大人事問題研究部会 in 大阪 Part2
＜ コスト問題研究部会・第 18 期（5 月）活動報告 ＞
コスト問題研究部会 リーダー 佐藤 千恵

1．研究部会（毎月 1 回 5 月開催）
① 5 月 第 163 回拡大コスト問題研究部会・企業訪問・ストアコンパリゾン in 愛知
開催日時 令和 1 年 5 月 30 日（木）～31 日（金）
開催場所 愛知県豊橋市 夢コーポレーション株式会社様 本社 他
内容

1 日目 第 163 回拡大コスト問題研究部会・企業訪問 in 愛知
・夢コーポレーション株式会社 省エネ活動報告 他
2 日目 ストアコンパリゾン in 愛知
①オーギヤ WO 様 ②タイキ豊橋藤沢店様 ③ゼント豊橋藤沢店様

② 7 月 第 164 回コスト問題研究部会（予定）
開催日時 令和 1 年 7 月 4 日（木） 午後 2 時～午後 5 時
開催場所 TKP 上野駅前ビジネスセンター 7A
内容

・拡大コスト問題研究部会・企業訪問・ストアコンパリゾン in 愛知 振り返り
・ビニールレジ袋無償配布禁止法令 対応策 検討
・喫煙ブース報告、ベンチマーク制度報告 他
＜ 法律問題研究部会・第 18 期（5 月）活動報告 ＞
法律問題研究部会 リーダー

1．研究部会（毎月 1 回、5 月開催）
① 5 月 第 188 回法律問題研究部会
開催日時 令和 1 年 5 月 25 日（土） 午後 1 時～午後 4 時
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開催場所 TKP 上野駅前ビジネスセンター 7A
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 他
・法律問題研究部会 平日開催のお願いについて
・中古機流通における諸経費の改訂について
・健康増進法の一部を改正する法律の施行に関する Q＆A について
・時代に適した風営法を求める会 最終提言について
・法律問題研究部会 質問コーナー
Q：越県してのチラシ、広告宣伝への各社対応について
・パチンコ・パチスロ産業 21 世紀会 5 月 10 日 内容について
・広告宣伝規制について
・拡大部会 in 岐阜・富山について
・時代に適したぱちんこ産業における広告宣伝の在り方について

② 6 月 第 189 回拡大法律問題研究部会 in 岐阜・富山 （予定）
開催日

令和 1 年 6 月 28 日（金）～29 日（土）

開催場所 富山県高岡市、富山市、岐阜県高山市
内容

1 日目 ストアコンパリゾン in 岐阜・富山 Part1
情報交換交流会
2 日目 ストアコンパリゾン in 富山 Part2
第 189 回拡大法律問題研究部会 in 富山
・広告宣伝規制、過去 1 年間の通知まとめ 他

備考

依存問題対策プロジェクトチームとの共催となります。

＜ 不正対策研究部会・第 18 期（5 月）活動報告 ＞
不正対策研究部会 リーダー 松本
1．研究部会（毎月 1 回 5 月開催）
① 5 月 第 155 回不正対策研究部会
開催日時 令和 1 年 5 月 24 日（金） 午後 1 時～午後 3 時
開催場所 TKP 上野駅前ビジネスセンター 6A
内容

・広報活動について
・リーダー会議 報告
・株式会社ユニバーサルエンターテインメント 報告
・7 月 拡大不正対策研究部会・不正対策勉強会 in 長野 について
・最新ゴト情報・ゴト被害アンケート（4 月）について
・ゴト被害アンケート 通報、被害届申請、受理について

② 6 月 第 156 回不正対策研究部会 （予定）
開催日時 令和 1 年 6 月 25 日（金） 午後 1 時～午後 3 時
開催場所 TKP 上野駅前ビジネスセンター 6A
内容

・最新ゴト情報・ゴト被害アンケート（5 月）について
・広報活動について
9
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・7 月 拡大不正対策研究部会・不正対策勉強会 in 長野 について
・ゴト被害アンケート 通報、被害届申請、受理について
＜ 遊技法研究会 第 18 期（6 月）活動報告 ＞
遊技法研究会 委員長 荒田 政雄
1．研究会（6 月開催）
① 6 月 第 75 回遊技法研究会

※5 月は総会・勉強会の為、開催しておりません。

開催日時 令和 1 年 6 月 20 日（木） 午後 2 時 45 分～午後 3 時 45 分
開催場所 TKP 上野駅前ビジネスセンター 3A
内容

＜遊技機検討小部会＞
・時代に適した風営法を求める会 遊技機基準等 PT まとめ
・業界における対政界戦略
・くぎ曲げ 営業停止事例

② 7 月 第 74 回遊技法研究会 （予定）
開催日時 令和 1 年 7 月 18 日（木） 午後 2 時 45 分～午後 3 時 45 分
開催場所 TKP 上野駅前ビジネスセンター 3A
＜依存問題対策プロジェクトチーム・第 18 期（5 月）活動報告＞
依存問題対策プロジェクトチーム リーダー

辻

1．研究部会（毎月 1 回、5 月開催）
① 5 月 第 26 回依存問題対策プロジェクトチーム
開催日時 令和 1 年 5 月 25 日（土） 午前 10 時 30 分～午後 12 時 30 分
開催場所 TKP 上野駅前ビジネスセンター 7A
内容

・依存問題対策プロジェクトチーム 平日開催のお願いについて
・第 68 回 PCSA 公開経営勉強会 講演 振り返り
・21 世紀会 依存フォーラム 報告
・株式会社ニラク セミナー 報告
・認定 NPO 法人ワンデーポート勉強会 報告
・RSN 企業研修の公募について
・パチンコ・パチスロ産業 21 世紀会 5 月 10 日 内容について
・時代に適した風営法を求める議員連盟 遊技機基準等に関する PT について
・パチンコ業界、対政界戦略で大きな決断

② 6 月 第 27 回拡大依存問題対策プロジェクトチーム in 岐阜・富山 （予定）
開催日時 令和 1 年 6 月 28 日（金）～29 日（土）
開催場所 富山県高岡市、富山市、岐阜県高山市
内容

1 日目 ストアコンパリゾン in 岐阜・富山 Part1
情報交換交流会
2 日目 ストアコンパリゾン in 富山 Part2
第 27 回依存問題対策プロジェクトチーム in 富山
・ホールが実施すべき依存問題対策のまとめ 他

備考

法律問題研究部会との共催となります。

＜意見＞
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（無し）

第 9 号報告議案 「業界団体活動」報告
＜第 9 号報告議案－1 「業界団体活動」報告（警察庁連絡会）＞
当件について事務局より報告があった。5 月 10 日の 21 世紀会の協議を経て、警察庁と業界との連絡会
が始まるとの連絡があった。第 1 回目の連絡会は 6 月 24 日に警察庁と業界 6 団体（全日遊連、日遊
協、日工組、日電協、全商協、回胴遊商）で開催を予定している。
＜第 9 号報告議案－2 機構臨時社員総会 報告＞
当件について事務局より報告があった。6 月 6 日に遊技産業健全化推進機構の第 13 回定時社員総会
が開催された。
審議事項は 3 点。
「第 1 号議案 第 13 期事業年度計算資料承認」
3 月開催の臨時社員総会で承認された新年度事業予算に基づき、「貸借対照表」「正味財産増減
計算書」「財産目録」を作成し、その内容について審議、承認を得た。
「第 2 号議案 理事 10 名選任の件」「第 3 号議案 監事 2 名選任の件」。
理事と監事の選任があった。選任されたメンバーは前期と同一であった。
＜第 9 号報告議案－3 機構調査延期 報告＞
当件について事務局より報告があった。遊技産業健全化推進機構から依存防止対策調査の延期につい
て、ホール経営者向けの文書をホームページに掲載したという連絡があった。延期の期限などの掲載は無く、
準備が整った段階で改めて案内をするとの記載となっている。
＜第 9 号報告議案－4 依存フォーラム実行委員会 報告＞
当件について事務局より報告があった。「パチンコ・パチスロ依存問題フォーラム」が 5 月 14 日に開催され、
その結果報告があった。
1．当日の開催報告書と DVD を作成。その内容と取り扱いなどについて報告があった。
2．運営費用は 506 万 4530 円。PCSA はその内 1％を負担予定。
3．次のフォーラムについて、開催予定はない。今後の検討次第。
4．報告書、DVD の追加注文について報告があった。PCSA は DVD を 1 枚追加で注文する。

その他
・PCSA スケジュール

次回開催
「7 月拡大理事会」
開催日：令和 1 年 7 月 18 日（木）
スケジュール：
開催場所：

午後 2 時 45 分

～

3 時 45 分 ＜第 76 回遊技法研究会＞

午後 4 時

～

5 時 30 分 ＜7 月拡大理事会＞

TKP 市ヶ谷カンファレンスセンター 3 階 3B（市ヶ谷）
以上
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PCSA アクションレポート（人事問題研究部会）
平成 31 年 6 月版

第 183 回人事問題研究部会・RPA 勉強会
開催日時

令和 1 年 6 月 14 日（木） 午前 11 時～午後 3 時

開催場所

TKP 上野駅前ビジネスセンター 6A

出席人数

部員 8 名、正会員オブザーバー8 名、賛助会員オブザーバー2 名、アドバイザー1 名、合計 19 名

出席者

＜リーダー＞
志賀 健太郎 株式会社ニラク 人財開発部 人事労務グループマネジャー
＜サブリーダー＞
木内 克宏

アメニティーズグループ（株式会社パンドラ） 組織戦略部

＜部員＞
長岡 敏之 株式会社ダイナム 人事部 人事労務担当
今井 宏行 夢コーポレーション株式会社 事務職
久保 龍也 株式会社合田観光商事 人材開発部 人事企画・労務管理課 次長
塩田 英紀 株式会社ヒカリシステム 東寺山店 ストアマネジャー
川口

治 アメニティーズグループ （株式会社アメニティーズ) 組織戦略部 係長

小泉 和義 株式会社三永 管理部 総務課 課長
＜正会員オブザーバー＞
田中 真知子 株式会社ニラク 人財開発部 人事労務グループ
茂木

悟

株式会社合田観光商事 人材開発部 人事企画・労務管理課 課長

小山内 勝

株式会社ヒカリシステム システムサポート部 リーダー

浮ヶ谷 雄輔 株式会社ヒカリシステム プログラマー
前野 匡志

アメニティーズグループ （株式会社パンドラ） 第一営業部 部長

武内 好努

アメニティーズグループ （株式会社パンドラ） 営業支援部 兼 監査室 課長

佐藤 弘志

アメニティーズグループ （株式会社パンドラ） 営業支援部 主任

倉澤 康之

アメニティーズグループ （株式会社アメニティーズ） IS 戦略部 係長

＜賛助会員オブザーバー＞
辻 雄亮

株式会社マースエンジニアリング

前川 竹志

株式会社インターコスモス 取締役本部長

＜アドバイザー＞
藤田 宏

株式会社エンタテインメントビジネス総合研究所 代表取締役社長

第 183 回人事問題研究部会
１）RPA 勉強会について
開催日時：令和元年６月１４日 午後１時３０分～午後３時
講師：株式会社クレオ様
テーマ：「RPA(Robotic Process Automation）について（仮題）」
・内容は、“初心者向け”。
・事務作業の一部を、ロボットを使って自動化する取り組みであり、エクセルやインターネットとの親和性が高い。
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・RPA の基礎知識や可能性、実機デモンストレーションを通じて、生産性向上や人件費削減の一例として学ぶ。

２）７月拡大部会 in 大阪 進捗報告
開催日：令和 1 年 7 月 11 日～12 日
スケジュール：
令和 1 年 7 月 11 日
PM2:00 PM5:00
拡大人事問題研究部会 in 大阪 Part1 会場：ダイナム大阪統括事務所
①労政時報勉強会 「大規模災害時の行動基準」
②各社から事前に質問を募集して各社の対応を共有。
令和 1 年 7 月 12 日
拡大人事問題研究部会 in 大阪 Part2 株式会社晋陽 本社会議室
AM9:00 PM12:00
①各社から事前に質問を募集して各社の対応を共有。

３）拡大人事問題研究部会 11 月 in 愛知・2 月 in 大分
＜11 月 in 愛知＞
・開催日：令和 1 年 11 月 7 日～8 日。
・女性活躍推進の取り組みを積極的に進めている、めいほうグループ様の訪問を検討中。
＜11 月 in 愛知＞
・開催日：令和 2 年 2 月 13 日～14 日。

４）労働時間・残業時間・休暇調査アンケートについて
・前回部会までにアンケート結果をまとめて分析した。
・今後は、人事部会内の質問コーナーなどで回答する際に活用していく。

５）人事問題研究部会 質問コーナー 2019.6
Ｑ：育休からの復帰後、①フル出勤者と②時短勤務者について、何らかの待遇差があるか？
背景：時短勤務者の復帰に際して、時短分の給与を控除をする対応を考えていたが、社内から、「短縮な
しで復帰した社員がいるのだから、時間分の減額だけで公平と言えるのか？」「フル出勤者に報いて
あげたい」という意見があり、他社規定や事例を収集している。
＜意見＞
・時短勤務者の給与を、時短分控除額を超えて下げることは、法令違反。
・子育てしているのにフル勤務だという点を評価したいという気持ちは心情的には理解できる。
しかし、もともとフル勤務で入っていて、育休から戻ってきて再度フル勤務というのは、元に戻っているだけであり、
もっとも平等と考えられる。
・フル勤務者に対しプラスの処遇をすることは、時短勤務を抑制させる動きと捉えられ、法令違反と解釈される
可能性が高い。
・フル勤務の方に、役員が感謝の言葉を伝えるのが良い。
＜他社事例＞
時短勤務および時間帯限定勤務（早番限定、等）について下記事例が挙がった
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・時短勤務に対しては、「時短分の給与控除」の回答がほとんど。
・フル勤務に対しては、「復帰前と同様」の回答がほとんど。
・育休前に早番遅番で働いており、育休からの復帰後は早番のみ、その後、早番遅番に「通常より早く」復帰
した場合は、ひよこ休暇（特有給）をあげている。使える期限は２年間。
・早番と遅番の両方に入っている人への手当てがあり、早番限定だとその定額の手当が外れる。
・限定社員制度があり、通常の社員とは賞与テーブルを変えている。

６）次回開催
名称：PCSA 拡大人事問題研究部会 in 大阪
開催日：令和 1 年 7 月 11 日（木）～12 日（金）
開催場所：ダイナム大阪統括事務所、株式会社晋陽本社会議室
部会内容： １．労政時報勉強会 「テーマ：大規模災害時の行動基準」
２．人事問題研究部会 質問コーナー in 大阪 2019.7 他

RPA 勉強会
概要
テーマ：「RPA のはじめ方!! CREO-RPA のご紹介」
講師：株式会社クレオ 様
ソリューションサービスカンパニー マーケティング統括部 RPA 推進グループ
柳沼 寛人 様

事業推進部 担当部長

山田 耕大 様

マーケティング統括部 事業企画部 RPA 推進グループ シニアマネージャー

本間 順和 様

マーケティング統括部 事業企画部 マネージャー

内容
＜セミナーの目的＞
1．RPA とは何かイメージを持ってもらう
2．市場状況を知ってもらう
3．CREO－RPA を知ってもらう
＜RPA とは＞
・RPA＝ロボティクス・プロセス・オートメーション
・パソコン上にソフトウェアのロボットを立ち上げ、決まった手順の事務処理を肩代わりさせる技術。
・休まない、24 時間／365 日稼働
・間違えない、高い作業品質
・辞めない、無離職・無制限採用
・RDA では、マウス／キーボード操作を記録し設定する⇒パソコンを占有。
・RDA では、実行端末ごとにライセンス購入が必要⇒規模拡大に応じコスト増。
・RPA では、WEB や Excel は開発ツールで処理ができる⇒バックグラウンドで処理。
・RPA では、サーバーにロボットが存在⇒規模拡大で RDA よりコスト安。
＜導入展開と気をつける事＞
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・展開イメージとして、導入計画で導入の意義を確認、全体のロードマップを策定、ロボットの開発と導入では、
トライアルとして、対象となる業務を選定、トライアル開発、結果評価をし、本格的な導入を準じ展開する。
・なお、「10 体ルール」としてまずはロボットを 10 作成してその課題や本格導入時の運用ルールなどを模索、策
定する。
・コスト削減にこだわりすぎず作業品質の向上や社員のストレス削減も狙うと良い。あまり削減できる時間やコス
トだけに注目しすぎてはよくない。
＜対象業務選定時のポイント＞
・RPA の対象業務を選ぶポイントは、複雑度が低く、要求される正確性が高く、承認を絡めた正当性の確認は
なく、業務の変更頻度はとボリュームは中程度。
・RPA と相性の良いシステムは、WEB や Excel やテキストファイルの転記（入力代行）、データ集計・出力、
突合・チェック、モニタリング、データ更新など。
＜RPA の市場動向＞
・RPA の導入状況においては、50％以上が検証中で本格展開中は 20％ほど。
・ロボット開発人材不足での課題は、対象業務の選定やシナリオの造り込みが最も多く上げられている。
・最も重要なのは自社内の人材育成。
＜デモンストレーション＞
・WEB サイトからのデータ抽出。
・Excel からシステムへ転記。
・人事業務に関するロボット。
・パチンコホール固有のロボット事例。
＜CREO－RPA サービスのご紹介＞
・従量課金で、初期費用無料、月額最低 6 万円、従量課金は月 20 時間以上から発生し最低契約期間
は 6 ヶ月。
・充実したサポート体制。
・RPA 管理ツールがセットとして提供される。
・高性能 OCR の Tegaki エンジン搭載の「CREO OCR」が利用可能。

質疑応答
Q：1 シナリオ 1 ロボットなのか、何台ロボを作っても 20 時間を超えない限りは 6 万円という事なのか。
A：ロボ自体を作るのは好きなだけ作れる。なお、ロボを作れるアカウントの同時接続可能数が 1 となる。
Q：Tegaki エンジンの利用料金の形態は？
A：月の固定費用は 0 円で、データの読み込みによって課金をさせて頂く。1 行の枠で 1 円、複数行の枠は 1．
25 円、ボックス（郵便番号）という等間隔の枠は 1 枠 0．25 円、チェックボックスが 1 つで 0．25 円にな
る。
Q：人材育成が重要という事だったが、どのくらいの人材を投入するべきなのか。
A：顧客プロジェクト規模では 2～3 名が多い。中には 1 名システムに強い方が居る印象がある。また、無料の講
習会を十何名受けさせて、その中から最適な方を選ぶという方式をとっている顧客もある。
Q：グーグルのツールなど、得意、不得意なアプリを教えて頂きたい。当社はグーグルに特化している。
A：グーグルの API を直接操作するようなステップもあるが、難易度が高い。また、グーグルのスプレッドの操作は得
意ではない。座標指定が HTML 形式なので安定しない。OFFICCE の方は実績もある。なお、開発言語は
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オリジナル。
Q：クラウドなのかローカルなのか。
A：サーバーにデータ等があるが、実際に動くのはローカル。ただし、ローカル 1 台から又別のローカルを操作するよう
な RPA を組み込むことも可能。
Q：当社の使用している他社製のツールを操作することは可能なのか。
A：お客様のローカルマシンで操作するようなものであればすり合わせた上で操作は可能だが、他の取引先のサー
バーと特殊なツナギ方をして作業をするとなれば難易度が高くなる。
以上
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PCSA アクションレポート（コスト問題研究部会）
平成 31 年 6 月版

第 163 回拡大コスト問題研究部会 企業訪問・ストアコンパリゾン in 愛知
開催日時

令和 1 年 5 月 30 日（木）～31 日（金）
※令和 1 年 5 月、6 月のコスト問題研究部会は、5 月分として第 162 回を 5 月 9 日に開催、
6 月分として 5 月 30 日～31 日に開催しております。

開催場所

夢コーポレーション株式会社 本社会議室、愛知県豊橋市パチンコホール

出席人数

代表理事 1 名、担当理事 1 名、部員 6 名、賛助部員 4 名、正会員オブザーバー4 名、
賛助会員オブザーバー4 名、アドバイザー1 名、オブザーバー5 名、合計 26 名

出席者

＜代表理事＞
加藤 英則

夢コーポレーション株式会社 代表取締役社長

＜担当理事＞
福井 宏彰

株式会社加賀屋 代表取締役社長

＜リーダー＞
佐藤 千恵

株式会社セントラル伸光 営業部 課長

＜サブリーダー＞
宮村 伸輔

株式会社エルゴジャパン 常務取締役

＜部員＞
呉

允博

株式会社日本ヒュウマップ 景品事業担当 （新規事業）
（株式会社ダイナムジャパンホールディングス）

佐々木 晃司

株式会社ニラク 店舗開発部 部長

荒田 政雄

夢コーポレーション株式会社 顧問

新井 弘光

アメニティーズグループ（株式会社パンドラ） 企画開発部 係長

原田 明光

株式会社三永 顧問・コスト管理担当

＜賛助部員＞
園田 悦志

株式会社大商 関東統括支店 支店長

堀金 泰陽

グローリーナスカ株式会社 営業推進部 情報分析グループ サブマネージャー

伊藤 真祐

株式会社 DMM.com 第一営業本部 アミューズメント 事業部 渉外統括補佐

＜正会員オブザーバー＞
宗形 弘吉

株式会社ニラク 店舗開発部 建築設備グループ グループ Mgr.

常磐 賢二

夢コーポレーション株式会社 資産開発部 部長

萩原 康雄

株式会社加賀屋 営業企画課

前野 匡志

アメニティーズグループ （株式会社パンドラ） 第一営業部 部長

＜賛助会員オブザーバー＞
安井 知之

大都販売株式会社 名古屋営業所 所長

高橋 大善

株式会社エルゴジャパン 名古屋支社 所長

宮崎 昌彦

グローリーナスカ株式会社 取締役
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山下 弘展

株式会社インターコスモス 執行役員次長

＜アドバイザー＞
藤田 宏

株式会社エンタテインメントビジネス総合研究所 代表取締役社長

＜オブザーバー＞
河野 真一郎 様 株式会社アサヒディード 執行役員 営業部長
チェ・ヨンイ 様

株式会社つるや 代表取締役

野田 達也 様

株式会社アイ・グリッド・ソリューションズ 中部支社長

佐藤

株式会社アイ・グリッド・ソリューションズ 法人営業部主任

良 様

飯田 恭章 様

有限会社イイダ商事 代表取締役 ・ 東京商業流通協同組合 理事

スケジュール
令和元年 5 月 30 日(木) 1 日目 企業訪問 in 愛知
PM2:00

豊橋駅 新幹線改札口 （改札外） 集合

PM2:15

夢コーポレーション株式会社様 本社訪問・見学
TEL：0532-57-1811 住所：豊橋市駅前大通 1 丁目 135 番地 ココラアベニュー3 階

PM2:30

ご挨拶 加藤 英則 様 夢コーポレーション株式会社 代表取締役社長・PCSA 代表理事

PM3:00

拡大コスト問題研究部会 in 愛知
開会の挨拶

福井 宏彰 コスト問題研究部会 担当理事

部会リーダー挨拶

佐藤 千恵 コスト問題研究部会 リーダー

第一部

「夢コーポレーション株式会社 省エネ活動報告」 (50 分)
説明:常磐 賢二 様 夢コーポレーション株式会社 資産開発部 部長

第二部

拡大コスト問題研究部会 in 愛知 (50 分)
・コスト問題研究部会・喫煙ブースプレゼンテーション 2019-振り返り
・コスト削減事例 共有

閉会の挨拶

宮村 伸輔 コスト問題研究部会 サブリーダー

PM5:00

解散

PM6:00

情報交換交流会 炎や

令和元年 5 月 31 日(金) 2 日目 ストアコンパリゾン in 愛知
AM10:00

ストアコンパリゾン in 愛知 JR 豊橋駅 新幹線改札口 （改札外） 集合

AM10:15

１．オーギヤ WO 様（15 分※見学のみ）

AM10:40

２．タイキ豊橋藤沢店 様（15 分※見学のみ）

AM11:00

３．ゼント豊橋藤沢店 様（50 分※15 分見学、30 分質疑応答）

PM12:00

解散 豊橋駅
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夢コーポレーション株式会社 省エネ活動報告
説明： 夢コーポレーション株式会社 資産開発部 部長 常磐 賢二 様
＜概要＞
１．省エネ活動について
（１）活動に至った背景
・化石燃料輸入コスト上昇、電機購買単価上昇。
・①全社員の正しい知識教育 ②店舗毎の節電オペレーションを確立
（２）目的、目標
・2018 年 3 月期における費用超過リスクを低減する為。
（３）水道光熱費推移（活動成果）
・開始 1 年で全社水道光熱費の使用料削減により、単価上昇分を吸収、目標を達成している。
（４）特定事業者等のクラス分け実施結果
・3 年連続 S ランク。
２．優秀店舗の活動ポイント
活動のポイント（全員野球） PDCA サイクル
（１）温度管理表活用し「わかる化」
・シーズナルパターン、春 3 月～5 月であれば、なるべく空調の使用を控える事が重要。
（２）オペレーションルールの「徹底」
・店舗ごとに異なる点灯、空調機器使用のルールが決まっており、それらが誰にでもわかるようにシール、
テプラで貼ってある。
（３）オペレーションルールの「わかる化」
・ルールを可視化するために、各スイッチ付近に POP を張り付けて誰でも確認、行動ができる環境を整
えている。
（４）オペレーションルールの「記録化」
・作成されたチェックシートを活用し実際に何をしたのかをチェックする。このチェックシートはあくまでも確認
用であり、実際にする、しないは店舗の判断で良い。
（５）デマンド分析表の「確認⇒改善」
・デマンド分析をすると店舗ごとの閉店後開店前までのデマンドが全く違う。ピークデマンド数値もかなり
違う事がわかり、そこを改善することで効果が上がる。開店から閉店まではどうしても客の稼働によって、
大きく変化する。しかし、閉店後、開店後のばらつきをなくすのが改善のポイントとなる。
３．まとめ
（１）取り組みの流れ
（２）課題
＜質疑応答＞
Ｑ：本部からの電気関連の指示に対して、中々理解がされない。どう活動を進めていったのか。
Ａ：こういった活動は社長から承認を得ないと動けない。社長の存在が非常に大きい。毎月、活動数値を報
告しておりエリアごとの成績が出てくるので誰にでも理解がしやすい。店舗から特に大きな反対はなかったが
無関心さはあった。現状、前向きに活動を進めていけるようになった。過去にも同様の活動が進まなかった
事例があったので、そこでも有効だった「プッシュし続ける」事に注力している。そして、店舗で「気づいた人」
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が出ると数値が変化していく。
Ｑ：特定事業者であれば省エネとは別の角度で管理基準を作成する義務があるのだが、ここ２～３年で非
常に厳しくなった。どう対応しているのか。
Ａ：担当者を増やして対応している。
Ｑ：全店舗の中から優秀店舗を評価しているが何を評価して表彰したのか。
Ａ：削減の数値が優秀な店舗を評価、表彰した。但し、数値は絶対値ではなく昨年からの変化率を見ている。
なお、削減されたコストはお客様を増やす為の施策（経費）につぎ込んで良しとしている。
Ｑ：お客様の暑い寒いという声で対応しているのか。
Ａ：当初は、店舗毎にこの日は何度と温度を決めて運営していた。しかし、現状では店舗毎の対応に任せて
いる。
Ｑ：駐車場などの外部電気のタイマー設定している店舗はあるか。
Ａ：ある。しかし、夏と冬で設定の変更が自動化されていないので、現在マニュアル対応を進めている。
Ｑ：削減できないという事で、マイナスの評価はあり得るのか。
Ａ：外部要因や設備が原因なのか、それとも店舗スタッフの努力不足なのかがはっきりとわからない。従ってそこ
までは考えていない。
Ｑ：店舗内の節電オペレーションを確立させるためにかかった時間はどのくらいか？ もっとも人手と時間がかか
る部分だと思う。
Ａ：最低１年間から２年間はかかると思う。

第 163 回拡大コスト問題研究部会 in 愛知
１）PCSA コスト問題研究部会 喫煙ブース プレゼンテーション 2019 振り返り
名称

PCSA コスト問題研究部会 喫煙ブース プレゼンテーション 2019

開催日時

令和 1 年 5 月 9 日（木） 午後 1 時～午後 5 時 30 分

開催場所

TKP 上野駅前ビジネスセンター 8A 8 階

出席人数

代表理事 1 名、担当理事 1 名、部員 7 名、賛助部員 7 名、正会員オブザーバー15 名、
賛助会員オブザーバー15 名、一般社団法人日本遊技産業経営者同友会 参加者 9 名、
プレゼンター23 名、合計 78 名

プレゼンター

１．株式会社マースエンジニアリング ２．株式会社エース電研 ３. JCM システムズ株式会社
４．株式会社オーイズミ ５．グローリーナスカ株式会社 ６．SANKYO
７．株式会社ジョイントバンク、株式会社ジー・スリー、株式会社ダイレクトジャパン、
有限会社アメニックス ８．フィールズ株式会社

概要

各社 25 分の持ち時間でプロジェクター使用、実物ブースなど無しでプレゼンテーションを実施。
その後、質疑応答にてランニングコストやイニシャルコスト、特徴などを参加全社からヒアリングした。

喫煙ブースのプレゼンテーションの形式について「複数社を比較できるのは良い」「展示ブース、商談スペースがある
と尚良い」との意見が出た。また他には、「喫煙ブースのそれぞれの製品の仕様が規格に合致しているのか知りたい」
「助成金への対応方法を聞きたい」「吸い殻処理の最善手は？」「休憩コーナーを喫煙ブースに切り替える重要ポ
イント」「消防法で注意すべき点」「室内循環、外排気のどちらが良いのか」などを知りたい、聞きたいという発言がさ
れた。
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ストアコンパリゾン in 愛知
令和元年 5 月 31 日(金) 2 日目 ストアコンパリゾン in 愛知
AM10:00

ストアコンパリゾン in 愛知 JR 豊橋駅 新幹線改札口 （改札外） 集合

AM10:15

１．オーギヤ WO 様（15 分※見学のみ）

AM10:40

２．タイキ豊橋藤沢店 様（15 分※見学のみ）

AM11:00

３．ゼント豊橋藤沢店 様（50 分※15 分見学、30 分質疑応答）

PM12:00

解散 豊橋駅

＜ストアコンパリゾン 1 店舗目＞ ※見学のみ

①

株式会社大木家

店舗名

オーギヤグループ WO(ダブルオー)

設立

昭和 25年 10月 28日

住所

愛知県豊橋市潮崎町24-9

資本金

1億円

電話

0532-47-9000

代表者

代表取締役 大木 伸浩

営業時間 9:00～22:45

売上高

遊技金額

4パチ:440台 1パチ:187台
20スロ:305台

事業所

愛知県豊橋市広小路1丁目43番地

定休日

年中無休

店舗数

20店舗

駐車場

932台

URL

http://www.ogi-ya.co.jp

パチンコ＆スロット全９３２台設置！
パチンコ全台拡大計数機設置！

特徴

パチンコ出玉共有可能、パチンコ台移動可能、パチスロ
出玉共有可能、パチスロ台移動可能、4金種玉貸し機
設置、貯メダル可能、貯玉可能、再プレー可能、来店
ポイント、空気清浄機、休憩スペース完備、車椅子乗り
入れ可能、おつかいサービス、携帯電話充電可能、wifi利用可能、漫画本無料、ひざ掛け用ブランケット、傘
貸し出しサービス、自転車用空気入れ、アメニティグッズ
設置、無料手荷物ロッカー、冷蔵品預け入れロッカー、
ワゴン販売サービス、AED（自動体外式除細動器）
設置、駐車場、駐輪場、飲食スペース完備

＜ストアコンパリゾン 2 店舗目＞ ※見学のみ

②

大喜興業株式会社 ［株式会社タイキコーポレーション］

店舗名

タイキ豊橋藤沢店

設立

昭和48年2月

住所

愛知県豊橋市潮崎町48-1

資本金

1000万円

電話

0532-38-0333

代表者

代表取締役社長 小田 佳道

営業時間 9:00 ～ 22:45

売上高

115億円（平成29年度実績）

台数

パチンコ615台/パチスロ392台

事業所

愛知県蒲郡市八百富町12-3

定休日

年中無休(新台入替前日はお休みです)

店舗数

4店舗

駐車場

URL

http://www.taiki-corporation1973.com/
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パチンコ全台各台計数機設置店！
１円パチンコは一部禁煙コーナー設置！
その他多数サービスをご用意しております！
一覧はメインページのサービス一覧をご参照下さいま
せ！

特徴

パチンコ・パチスロ低貸あり、パチンコ出玉共有可能、パ
チンコ台移動可能、パチスロ出玉共有可能、パチスロ台
移動可能、らくらくパチンコシステム、沖スロ、ちょいパチ、
パチンコ各台計数機設置、4金種玉貸し機設置、貯メ
ダル可能、貯玉可能、貯玉再プレイ乗り入れ、貯メダル
再プレイ乗り入れ、再プレー可能、ワンデーカード、メール
会員あり、来店ポイント、豊富な品揃え、空気清浄機、
キレイな空気、アロマデフューザー設置、消臭剤、分煙
店、休憩スペース完備、車椅子乗り入れ可能、リフレッ
シュシャワー設置、おつかいサービス、携帯電話充電可
能、電波受信良好、wi-fi利用可能、漫画本無料、ひ
ざ掛け用ブランケット、傘貸し出しサービス、自転車用空
気入れ、アメニティグッズ設置、無料手荷物ロッカー、ミネ
ラルウォーター、ワゴン販売サービス、公衆電話、景品ラッ
ピング対応、駐車場、駐輪場、銀行ATM設置、飲食ス
ペース完備

＜ストアコンパリゾン 3 店舗目＞ ※質疑応答あり

③

株式会社善都

店舗名

ゼント豊橋藤沢店

設立

昭和62年2月

住所

愛知県豊橋市藤沢町141-11
(MEGAドン・キホーテ豊橋店内）

資本金

5,000万円

電話

0532-37-0777

代表者

代表取締役社長 都筑 善雄

営業時間 9:00 ～ 23:00

売上高

1,670.3億円（2018年度）

台数

パチンコ 591台 / スロット 520台

事業所

愛知県豊田市若宮町7-1-11

料金

パチンコ： [4] [1]
パチスロ： [1000円/47枚] [5]

店舗数

27店舗

定休日

年中無休

URL

https://www.zent.co.jp/

駐車場

2324 台

特徴

パチンコ出玉共有可能、パチンコ台移動可能、パチスロ
出玉共有可能、パチスロ台移動可能、らくらくパチンコシ
ステム、沖スロ、パチンコ各台計数機設置、パチスロ各台
計数機設置、各台計数機設置、4金種玉貸し機設
置、貯メダル可能、貯玉可能、貯玉再プレイ乗り入れ、
貯メダル再プレイ乗り入れ、再プレー可能、禁煙店、キレ
イな空気、喫煙ルーム、休憩スペース完備、ゆったり
広々空間、携帯電話充電可能、wi-fi利用可能、無
料手荷物ロッカー、冷蔵品預け入れロッカー、AED（自
動体外式除細動器）設置、駐車場、駐輪場、銀行
ATM設置、飲食スペース完備

次回開催
開催日時：令和 1 年 7 月 4 日（木） 午後 2 時～午後 5 時
開催場所：TKP 上野駅前ビジネスセンター

以上
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PCSA アクションレポート（法律問題研究部会）
令和 1 年 6 月版

第 188 回拡大法律問題研究部会 in 岐阜・富山
※依存問題対策プロジェクトチームと共同で開催いたしました。
開催日時

令和 1 年 6 月 28 日（金）～29 日（土）

開催場所

＜ストアコンパリゾン・店舗見学会＞
岐阜県高山市、富山県砺波市、富山県富山市
＜拡大法律問題研究部会・依存問題対策プロジェクトチーム in 富山＞
富山県民会館 707 号室（富山県富山市新総曲輪 4 番 18）

出席人数

部員 9 名､賛助部員 3 名､正会員オブザーバー1 名、賛助会員オブザーバー1 名、オブザーバー1 名、
富山県遊技業協同組合 7 名、合計 22 名

出席者

＜リーダー＞
荒田 政雄 夢コーポレーション株式会社 監査役
＜サブリーダー＞
八重樫 浩輝

株式会社合田観光商事 執行役員 業務推進部 部長

＜部員＞
辻 良樹

株式会社ダイナムジャパンホールディングス 法務グループ グループ長

生島 靖也

株式会社ダイナム 法務リスク管理部 法務担当

佐久間 仁

株式会社ニラク 法務部 部長代理

武田 裕明

株式会社ニラク 法務部

吉田 一雄

株式会社ＴＲＹ＆ＴＲＵＳＴ 監査

武内 好努

アメニティーズグループ （株式会社パンドラ） 営業支援部 兼 監査室 課長

小林 正俊

アメニティーズグループ （株式会社パンドラ） 営業支援部 係長

＜賛助部員＞
石黒

勝

三本珈琲株式会社 管理部 取締役 統括本部長

長嶋 敦志

グローリーナスカ株式会社 BC 部 サブマネジャー

前川 竹志

株式会社インターコスモス 取締役本部長

＜正会員オブザーバー＞
須藤

暁

株式会社ダイナム 法務・リスク管理部 リスク管理担当

＜賛助会員オブザーバー＞
田野倉 司

合同会社 DMM.com 営業戦略部 マネージャー

＜オブザーバー＞
谷村 司 様

一般社団法人ぱちんこ広告協議会 理事 （ダイコク電機株式会社）

＜富山県遊技業協同組合（以降、富山県遊協）＞
森 信幸 様

株式会社ムラタ クワトロブーム 店長

小林 孝利 様 株式会社ノースランド 営業管理次長
高島 貞幸 様 株式会社ノースランド 営業管理課長
米田 史樹 様 株式会社ノースランド 人事課人財開発担当課長
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林 拓也 様

株式会社マルハン 富山インター店 マネージャー

上野 寿徳 様 永森商事株式会社 副部長
髙野 明彦 様 永森商事株式会社 課長

スケジュール
令和元年 6 月 28 日(金) 1 日目 ストアコンパリゾン in 岐阜・富山
PM1:00

集合 JR 富山駅 新幹線中央改札口 外側・バス移動
ストアコンパリゾン in 岐阜・富山 ※見学のみ

PM3:10

◆１ EBIS Cafe&Pachinko（30 分）岐阜県高山市

PM5:30

◆２ DSG アリーナ高岡店（15 分）富山県砺波市

PM6:05

◆３ ケイズ高岡店（15 分）富山県砺波市

PM7:00

解散 JR 富山駅着＆各自チェックイン

PM7:45

情報交換交流会 越中膳所・海の神山の神 TEL：076-445-1155
住所：富山県富山市総曲輪 1-1-21 筧田ビル 1F 会費：￥5,000-（税込）

令和元年 6 月 29 日(土) 2 日目
午前中

店舗自由見学会

PM12:00 各自昼食
PM01:00 拡大法律問題研究部会・依存問題対策プロジェクトチーム in 富山
会場 富山県民会館 707 号室 TEL：076-432-3111
住所：富山県富山市新総曲輪 4 番 18 号 （JR 富山駅から徒歩 650m10 分）
PM04:00 終了

ストアコンパリゾン in 岐阜・富山
令和元年 6 月 28 日(金) 1 日目 ストアコンパリゾン in 岐阜・富山
PM1:00

ストアコンパリゾン in 岐阜・富山 ※見学のみ

PM3:10

◆１ EBIS Cafe&Pachinko（30 分）岐阜県高山市

PM5:30

◆２ DSG アリーナ高岡店（15 分）富山県砺波市

PM6:05

◆３ ケイズ高岡店（15 分）富山県砺波市

＜ストアコンパリゾン 1 店舗目＞ ※見学のみ

①

株式会社遊都

店舗名

EBIS Cafe&Pachinko

設立

昭和63年7月11日

住所

岐阜県高山市天満町６丁目１−４

資本金

1000万円

電話

0577-57-5277

代表者

都筑 匡泰

営業時間 11:00～22:30

売上高

遊技金額 パチンコ： [1]

事業所

愛知県豊田市喜多町1-77

URL

http://yout.co.jp/

台数

特徴

24

パチンコ 20台
インバウンド対応パチンコ店。
店舗の導線は、カフェの中にパチンコがあるスタイルでカ
フェで会話しながらパチンコを紹介するイメージ。パチンコ
の総台数は20台。プラス無料のデモ用機が2台。貸し
玉料金は1円で一般景品交換のみ。
初めてパチンコを体験する人向けに無料のデモ機を使っ
て、スタッフが英語でパチンコの遊び方を説明する。
台間サンドは100円、500円対応。紙幣には対応して
いない。千円札を500玉2枚に両替してもらうパターン
で、500円もしくは1000円で止める。
パチンコはちょいパチが3台、残りは全て甘デジ。ちょいパ
チなら500円でも初当りが体験できる。平均的な遊技
時間は20分程度。
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＜ストアコンパリゾン 2 店舗目＞ ※見学のみ

②

DSGグループ [西原物産株式会社] 他

店舗名

DSGアリーナ高岡店

設立

1972年 西原物産株式会社

住所

富山県高岡市四屋622-1

資本金

5000万円

電話

0766-20-7770

代表者

代表取締役 西原 成奎

営業時間 9:00 ～ 23:00

売上高

約700億円

台数

パチンコ640台/パチスロ392台

事業所

石川県野々市市御経塚四丁目66

定休日

年中無休

店舗数

12店舗

駐車場

1032台

URL

https://www.dsg-group.jp/
地区最大級１,０３２台設置
全台にテレビ付モニター、プレジャービジョン設置。各種対
応ＵＳＢ完備。パチンコ全台分煙ボード設置。1円
パーソナルシステム導入。

特徴

パチンコ低貸あり、パチスロ低貸あり、パチンコ出玉共有
可能、パチンコ台移動可能、パチスロ出玉共有可能、
パチスロ台移動可能、4金種玉貸し機設置、貯メダル
可能、貯玉可能、再プレー可能、来店ポイント、空気清
浄機、プラズマクラスター発生器設置、休憩スペース完
備、おつかいサービス、携帯電話充電可能、電波受信
良好、wi-fi利用可能、漫画本無料、ひざ掛け用ブラン
ケット、傘貸し出しサービス、アメニティグッズ設置、無料
手荷物ロッカー、ワゴン販売サービス、AED（自動体外
式除細動器）設置、駐車場、駐輪場、飲食スペース
完備

＜ストアコンパリゾン 3 店舗目＞ ※見学のみ

③

株式会社平成観光

店舗名

KEIZ高岡店

設立

住所

富山県高岡市蓮花寺801
0766-26-0533

平成元年1月8日

資本金

7500万円

電話

代表者

代表取締役社長 東野 昌一

営業時間 9:00 ～ 22:45

売上高

1,064億円（平成30年3月期）

台数

パチンコ612台/スロット400台

事業所

岐阜県多治見市宝町2丁目39番地の1

料金

パチンコ1玉1.25円貸 1000円/250玉
メダル1枚5円貸 メダル1枚20円貸

店舗数

17店舗

定休日

年中無休

URL

http://www.heiseikankou.com/

駐車場

1000台

特徴

地域最大級ホール１０１２台設置店
高岡市で唯一コンビニエンスストアを併設しております
パチンコ低貸あり、パチスロ低貸あり、パチンコ・パチスロ
低貸あり、パチンコ出玉共有可能、パチンコ台移動可
能、パチスロ出玉共有可能、パチスロ台移動可能、沖ス
ロ、一部計数機設置、4金種玉貸し機設置、貯メダル
可能、貯玉可能、再プレー可能、来店ポイント、空気清
浄機、アロマデフューザー設置、マッサージ機設置、休憩
スペース完備、車椅子乗り入れ可能、おつかいサービ
ス、携帯電話充電可能、電波受信良好、wi-fi利用可
能、漫画本無料、ひざ掛け用ブランケット、傘貸し出し
サービス、アメニティグッズ設置、無料手荷物ロッカー、ワゴ
ン販売サービス、AED（自動体外式除細動器）設
置、駐車場、駐輪場、飲食スペース完備
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店舗自由見学会 in 富山
店舗自由見学会では、6 月 29 日（土）AM10:00～PM12:00 に、富山駅周辺のパチンコホールを各自
で自由に見学して頂きました。
＜店舗自由見学会 in 富山 店舗リスト＞

①

②

③

株式会社ダイナム

店舗名

ダイナム富山上冨居店

設立

1967年(S42)7月25日

住所

富山県富山市上冨居三丁目9-16

代表者

代表取締役 藤本 達司

電話

076-451-3961

売上高

7,017億円（2018年3月実績、貸玉収入)

営業時間 9:00 ～ 23:00

事業所

東京都荒川区西日暮里2-27-5

遊技料金

パチンコ： [2] [1]
パチスロ： [1000円/89枚]

店舗数

405店舗

台数

パチンコ 320台 / スロット 160台

店舗名

マルハン富山店

株式会社マルハン
設立

1972年12月

住所

富山県富山市田中町1丁目15番70号

代表者

代表取締役 会長 韓 昌祐

電話

076-405-1888

売上高

1兆5,503億円（2019年3月期）

営業時間 9:00 ～ 22:40

事業所

東京本社
東京都千代田区丸の内1丁目11-1
パシフィックセンチュリープレイス丸の内28階

遊技料金

パチンコ： [4] [1]
パチスロ： [20] [5]

店舗数

317店舗（2019年3月期）

台数

パチンコ 576台 / スロット 384台

松木商事株式会社

店舗名

ビックタイガー富山駅前店

設立

住所

富山県富山市桜町2-2-29

代表者

電話

076-433-0414

売上高

営業時間 9:00 ～ 22:30
遊技料金

パチンコ： [4] [1] [0.5]
パチスロ： [20] [5]

店舗数

台数

パチンコ 135台 / スロット 51台

株式会社ムラタ

店舗名

クァトロブーム富山田中町

設立

住所

富山県富山市田中町五丁目2番15号

電話

076-491-1155

事業所

④

2019年4月26日現在

代表者

富山県富山市桜町2-2-1

代表取締役社長 村田 展隆

売上高

営業時間 9:00 ～ 22:45

事業所

福井県福井市文京4丁目26-2

遊技料金

パチンコ： [4] [1]
パチスロ： [20] [2]

店舗数

10店舗

台数

パチンコ 466台 / スロット 368台
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⑤

株式会社ノースランド

店舗名

ノースランド山室店

創業

昭和50年

住所

富山県富山市中市1番地6号

代表者

代表取締役社主 澤田 辰勇 様

電話

076-424-7770

売上高

⑥

営業時間 9:00 ～ 23:00

事業所

富山県魚津市吉島二丁目4番25号

遊技料金

パチンコ： [4] [2.22] [1] [0.5]
パチスロ： [20] [5] [2.5]

店舗数

富山県下22店舗

台数

パチンコ 912台 / スロット 400台

永森商事株式会社

店舗名

ジャラン南富山店

設立

昭和40年5月

住所

富山県富山市大町字当後割35-7

代表者

永森 豊隆

電話

076-491-2212

売上高

267億3344万円（2016年10月期）

営業時間 9:00 ～ 22:50

事業所

富山県富山市荒町5-5

遊技料金

金 パチスロ： [1000円/47枚] [1000円/188枚]
[1000円/470枚]

店舗数

7店舗

台数

スロット 240台

第 188 回拡大法律問題研究部会 in 富山
議事次第
PM1:00
０．開会の挨拶 荒田 政雄 法律問題研究部会 リーダー
１．拡大法律問題研究部会 in 富山
・メンバー挨拶
・解説 警察庁生活安全局保安課 山田好孝課長 講話 日遊協
・ぱちんこ産業の広告宣伝に関するレポート（案）報告、解説
・過去 1 年分 全国 広告宣伝規制 解説①
・直近 1 ヶ月分 全国 広告宣伝規制 解説②
・富山県 広告宣伝規制 解説③
～休憩 15 分～
・質問コーナー 質問コーナー「貯玉再プレイの制限数の変更について」
・質疑応答
PM3:10
２．拡大依存問題対策プロジェクトチーム in 富山
・依存問題対策の経緯
・ホールに求められる依存問題対策
・質疑応答
３．まとめ
PM4:00
４．閉会挨拶 辻 良樹 依存問題対策プロジェクトチーム リーダー
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※依存問題対策プロジェクトチーム 議題については、割愛。

1）解説 警察庁生活安全局保安課 山田好孝課長 講話 日遊協
令和 1 年 6 月 18 日、警察庁生活安全局保安課の山田好孝課長は都内で開催された一般社団法人日
本遊技関連事業協会（以降、日遊協）の第 30 回通常総会において行政講話を行い、「業界の健全化を
推進する上で特に必要であると考えていること」として、以下 7 点について言及した。
１．ぱちんこへの依存防止対策
２．射幸性の抑制に向けた取組
３．検定機と性能が異なる遊技機の問題
４．遊技機の不正改造の絶無
５．遊技機の流通における業務の健全化
６．ぱちんこ営業の賞品に関する問題
７．広告・宣伝等の健全化の徹底
部会では、前年平成 30 年 6 月 7 日の講話と比較検討をして、１．ぱちんこへの依存防止対策、４．遊技
機の不正改造の絶無、７．広告・宣伝等の健全化の徹底の項目に、依存対策の内容がそれぞれ盛込まれ
ている事を確認した。

２）ぱちんこ産業の広告宣伝に関するレポート（案）報告、解説
掲題のレポートに関して、担当者より下記内容の説明がされた。部会では、まだ作成途中ではあるが大変素晴
らしい内容なので従業員教育に使わせて欲しいという意見や、広告宣伝と規制に対する考え方を再確認し今
後の課題を検討していきたいという意見などが出された。
＜目次＞
第 1 はじめに
第 2 ぱちんこ産業における広告宣伝の歴史≪過去≫
・【解説】:広告宣伝と風営法(規制)の歴史
第 3 ぱちんこ産業における広告宣伝の現状《現在》
・【解説】:地域でコントロールされてきた広告宣伝
・(分析)資料 5:(広告宣伝/構造設備/条例違反に関する)行政処分一覧
・【解説】:IR 実施法と依存症問題対策と広告宣伝
第 4 これからのぱちんこ(産業)における広告宣伝の在り方《未来の
・【解説】:ぱちんこ産業における広告宣伝の課題
・【解説】:社会に受け入れられる広告宣伝とは(課題の解消)
第 5 まとめ【作成中】
第 6 (レポート巻末)資料
・ぱちんこ産業関連年表(+広告宣伝) 他

３）一般社団法人ぱちんこ広告協議会について
オブザーバーとして参加した一般社団法人ぱちんこ広告協議会（以降、広告協議会） 理事 谷村 司
様より、広告協議会の成り立ちが説明された。更に目的として、今後、広告を出す出さないという極端な広告
の規制ではなく適度な広告が継続できるような道を模索する事、次にファンとホールをつなぐハブとしての機能を
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果たしたいという事が述べられた。また広告代理店（広告協議会側）の視点、ホール企業（PCSA）の視点、
それぞれが補完しあうことで広告規制の全体像を掴む事、それぞれの要望とその落とし処を模索したい旨が説
明された。

４）広告宣伝規制解説 全国版・過去１年分・直近１か月・富山県 抜粋
全国都道府県遊協から出された広告宣伝規制を、過去 1 年分、直近 1 ヶ月、富山県内のみと分類し下記
の様に、情報を共有、検討した。
・過去 1 年分 全国 広告宣伝規制 解説①

全国での傾向、規制数の多さの偏りなどを解説。

・直近 1 ヶ月分 全国 広告宣伝規制 解説②
・富山県 広告宣伝規制 解説③

直近での傾向の変化を捉え今後を予測。

通知内容を確認、富山県遊協からの参加者より概要をお話し頂く。

５）法律問題研究部会 質問コーナー 2019.6
Ｑ：貯玉再プレイの制限数の変更について
Ｑ１：貯玉再プレイの制限数をイベント的に上げ下げしてはいけないことは周知の事実だが、例えば、「平日
18 時以降は無制限」というような変更は可能か？
部会では、再プレイの使用玉数上限は、風営法（関連法含む）上の規制がない為これだけであれば抵触す
る可能性はないと考えられる。また、使用上限を一時的に撤廃するというお客様有利な内容であるので、店舗
とお客様の遊技契約上も問題ないと考えられる。一方、広告宣伝の観点で見ると、やり方によっては「特別な
日(期間・時間含む)」の訴求ととられ「射幸心をそそる恐れのある」と捉えられる可能性がある、という意見が出
された。

６）次回開催
開催日：令和 1 年 7 月 27 日（土）
時間：午後 1 時～4 時
開催場所：TKP 上野駅前ビジネスセンター 6A
以上
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PCSA アクションレポート（不正対策研究部会）
令和元年 6 月版

第 156 回不正対策研究部会
開催日時

令和 1 年 6 月 25 日（金） 午後 1 時～午後 3 時

開催場所

TKP 上野駅前ビジネスセンター 6A

出席人数

部員 9 名､日遊協 参加者 3 名、オブザーバー参加者 1 名、機構参加者 1 名、合計 14 名

出席者

＜リーダー＞
松本 浩

株式会社ヒカリシステム 設備マネジメントグループ メンテナンスチーム アシスタントマネジャー

＜サブリーダー＞
倉沢 隆志

株式会社ニラク・ジー・シー・ホールディングス リスク管理マネジャー

＜正部員＞
金子

敦

株式会社ダイナム 法務リスク管理部 リスク管理担当

荒田 政雄

夢コーポレーション株式会社 顧問

梅野 唯行

株式会社合田観光商事 業務推進部 セキュリティ課 課長

春原 正愛

アメニティーズグループ（株式会社アメニティーズ） 監査室 課長

柏

アメニティーズグループ（株式会社パンドラ） 営業支援部 主任

信吾

平井 信行

株式会社チアエンタープライズ 総務部 法務担当 Mgr

山本

株式会社三永 営業部 業務推進課 係長

譲

＜日遊協 参加者＞
株式会社マルハン 1 名、株式会社アプリィ 2 名
＜一般社団法人遊技産業健全化推進機構 参加者＞
伊勢崎 清 様 一般社団法人遊技産業健全化推進機構 理事・事務局長
＜オブザーバー＞
高石 隆一 様 有限会社ジャパン・セキュリティ・サービス 代表取締役社長

１）PCSA 活動報告
・事務局より、前回 5 月 24 日（金）開催の不正対策研究部会以降の PCSA 活動について報告がされた。
5/25 第 155 回依存問題対策プロジェクトチーム
5/25 第 188 回法律問題研究部会
5/30～31

第 163 回拡大コスト問題研究部会 in 愛知

6/14 第 183 回人事問題研究部会・RPA 勉強会
6/20 第 75 回遊技法研究会
6/20 第 18 期 6 月拡大理事会

２）一般社団法人遊技産業健全化推進機構（以降、機構）による依存防止対策調査について
講師：一般社団法人遊技産業健全化推進機構 事務局長・理事 伊勢崎 清 様
＜概要＞
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21 世紀会より機構に依頼されていた依存防止対策調査だが、現在停止中となっている。理由は機構 HP
や機構ニュース（広報誌）にも記載している。なお、機構 HP には、
「当遊技産業健全化推進機構の新規事業として開始する予定の「依存防止対策への取組み状況を確認
する調査（略称：依存防止対策調査）」は、4 月 19 日に閣議決定された「ギャンブル等依存症対策推
進基本計画」に基づき、チェック項目などの最終調整に時間を要しております。
これらの調整が終わり次第、依存防止対策調査を開始しますので、今しばらくお待ちください。
依存防止対策調査の開始に向けた準備が整った段階で、本ホームページにおいて再度、ご案内をさせて頂
きます。」と掲載している。
これは、21 世紀会から本調査に一旦ストップという申し入れがあった為。その背景には、警察庁から 21 世
紀会へ、これまでの現認調査（誰が見てもわかるポスター掲示など）からヒアリングを追加した調査にすべき
と申し入れがあったという事情がある。現在、21 世紀会は対応策としてマニュアルを用意していると聞いてい
る。一方、ギャンブル依存症防止対策基本計画には本年度中に調査を実施とあり、機構としては間に合う
ように実施したい。近いうちに内容が固まり、それから承諾書などを準備する事になる。なお、追加される項目
については、基本計画に入っている家族申告プログラムや ATM 撤去などについての項目がヒアリング対象とな
るのではないかと推察している。
＜質疑応答＞
Q：以前にチェック項目をご説明いただいたが、あの項目に追加がされるのか？
A：追加する形になる。
Q：追加する内容は明示されるのか？
A：追加される内容は PCSA に文書で届くと予想する。また、機構としても調査項目を明示する。
Q：実際の店舗で、前回頂いた項目表と照らし合わせてチェックしてみたところ出来ていない店舗があった。ダ
ウンロードや解凍の不備などがあり、安心パチンコパチスロアドバイザー証明書やポスターなどが掲示され
ていなかった。また、古い RSN のポスターも古いものが多かった。
A：機構の HP でそういったデータをダウンロードできるように準備する。

３）最新ゴト情報・ゴト被害アンケート(５月)について
ゴト被害アンケート、最新ゴトの情報が報告された。
・アンケート回答 9 社
・被害件数 36 件
・被害額\168,390・警察への通報回数 5 件
・被害届申請 4 件
・被害届受理 1 件
ゴトは、糸付き玉、油玉、ドツキが特に目立った。他には磁石、持ち込みなどが発生した。各不正の詳細を説
明した後、内部不正対策に関する情報が共有された。

４）7 月 拡大不正対策研究部会・不正対策勉強会 in 長野 について
掲題の行事開催について、スケジュール案、開催案内発送先、ストアコンパリゾン訪問先などについて確認した。
＜概要＞
開催日：

令和元年 7 月 25 日(木)～26 日(金)
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参加費用： 研究部会・勉強会・ストアコンパリゾン 参加費・・・・・・無料
情報交換交流会・・・・・・￥5,000-（税込） ※PCSA 領収書有
宿泊費・交通費・・・・・・・各自負担 各自手配
対象者：

不正対策研究部会部員、正・賛助会員企業社員、
ホール 5 団体 所属企業 社員 (30 名)
※PCSA 会員企業以外の参加者は、基本、勉強会のみの参加となります。

スケジュール：
令和元年 7 月 25 日(木) 1 日目 不正対策研究部会 in 長野
PM03:00 第一部 第 157 回不正対策研究部会 in 長野
(株式会社アメニティーズ 本社 会議室 東御市)

PM05:00

終了

PM06:00 情報交換交流会 （JR 上田駅周辺）￥5,000-（税込）
彩色茶寮匠庵 TEL 0268-26-1005 住所 長野県上田市中央 3-9-1
令和元年 7 月 26 日(金) 2 日目 ストアコンパリゾン・不正対策勉強会 in 長野
AM10:00 第二部 ストアコンパリゾン in 長野
100 万ドル上田インター店 他
PM12:00 昼食
PM01:15 第三部 第 48 回 PCSA 不正対策勉強会 in 長野
上田情報ライブラリー 2F 会議室
TEL 0268-29-0210 住所 長野県上田市天神 1-8-1

PM04:00 終了 解散

６）ゴト被害アンケート 通報、被害届申請、受理について
・通報が全件数の 1/5、その内被害届が受理されたのはその更に 1/5 となる。
・持ち込みが結構受理されているが、これは犯人が特定できて店内にまだいることが多い為。
・電波と釘曲げではほとんど受理された事例がない。
・クレマンは１件のみだが、これは物証があった事例であった。
・被害届が受理された罪状は、多い順に１位 窃盗かつ窃盗未遂、２位 建造物侵入となっている。
・玉やメダルの持ち込みでは、「持ち込み」「遊技」による被害ではなく、「持ち込み」「遊技」「交換」で被害となる
という考え方と伺った。
・次回、各社のゴト被害通報基準・対応フローをアンケートする。
Q1:ゴト被害を通報する基準と実施状況
Q2:ゴトが発生、発覚したケースでのフロー
Q3:ゴト被害と通報に関して、現状の問題点、課題点

７）次回開催
名称：拡大第 157 回不正対策研究部会・第 48 回不正対策研究部会 in 長野
開催日：令和元年 7 月 25 日（木）～26 日（金）
場所：株式会社アメニティーズ 本社、上田情報ライブラリー 他
以上
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PCSA アクションレポート(依存問題対策プロジェクトチーム)
令和 1 年 6 月版

第 27 回拡大依存問題対策プロジェクトチーム in 岐阜・富山
※法律問題研究部会と共同で開催いたしました。
開催日時

令和 1 年 6 月 28 日（金）～29 日（土）

開催場所

＜ストアコンパリゾン・店舗見学会＞
岐阜県高山市、富山県砺波市、富山県富山市
＜拡大法律問題研究部会・依存問題対策プロジェクトチーム in 富山＞
富山県民会館 707 号室（富山県富山市新総曲輪 4 番 18）

出席人数

メンバー6 名､賛助メンバー1 名､正会員オブザーバー4 名、賛助会員オブザーバー3 名、
オブザーバー1 名、富山県遊技業協同組合 7 名、合計 22 名

出席者

＜リーダー＞
辻 良樹

株式会社ダイナムジャパンホールディングス 法務グループ グループ長

＜リーダー＞
荒田 政雄 夢コーポレーション株式会社 監査役
＜メンバー＞
須藤

暁

株式会社ダイナム 法務・リスク管理部 リスク管理担当

佐久間 仁

株式会社ニラク 法務部 部長代理

武田 裕明

株式会社ニラク 法務部

武内 好努

アメニティーズグループ （株式会社パンドラ） 営業支援部 兼 監査室 課長

＜賛助メンバー＞
田野倉 司

合同会社 DMM.com 営業戦略部 マネージャー

＜正会員オブザーバー＞
生島 靖也

株式会社ダイナム 法務リスク管理部 法務担当

吉田 一雄

株式会社ＴＲＹ＆ＴＲＵＳＴ 監査

八重樫 浩輝

株式会社合田観光商事 執行役員 業務推進部 部長

小林 正俊

アメニティーズグループ （株式会社パンドラ） 営業支援部 係長

＜賛助会員オブザーバー＞
石黒

勝

三本珈琲株式会社 管理部 取締役 統括本部長

長嶋 敦志

グローリーナスカ株式会社 BC 部 サブマネジャー

前川 竹志

株式会社インターコスモス 取締役本部長

＜オブザーバー＞
谷村 司 様

一般社団法人ぱちんこ広告協議会 理事 （ダイコク電機株式会社）

＜富山県遊技業協同組合（以降、富山県遊協）＞
森 信幸 様

株式会社ムラタ クワトロブーム 店長

小林 孝利 様 株式会社ノースランド 営業管理次長
高島 貞幸 様 株式会社ノースランド 営業管理課長
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米田 史樹 様 株式会社ノースランド 人事課人財開発担当課長
林 拓也 様

株式会社マルハン 富山インター店 マネージャー

上野 寿徳 様 永森商事株式会社 副部長
髙野 明彦 様 永森商事株式会社 課長

スケジュール
令和元年 6 月 28 日(金) 1 日目 ストアコンパリゾン in 岐阜・富山
PM1:00

集合 JR 富山駅 新幹線中央改札口 外側・バス移動
ストアコンパリゾン in 岐阜・富山 ※見学のみ

PM3:10

◆１ EBIS Cafe&Pachinko（30 分）岐阜県高山市

PM5:30

◆２ DSG アリーナ高岡店（15 分）富山県砺波市

PM6:05

◆３ ケイズ高岡店（15 分）富山県砺波市

PM7:00

解散 JR 富山駅着＆各自チェックイン

PM7:45

情報交換交流会 越中膳所・海の神山の神 TEL：076-445-1155
住所：富山県富山市総曲輪 1-1-21 筧田ビル 1F 会費：￥5,000-（税込）

令和元年 6 月 29 日(土) 2 日目
午前中

店舗自由見学会

PM12:00 各自昼食
PM01:00 拡大法律問題研究部会・依存問題対策プロジェクトチーム in 富山
会場 富山県民会館 707 号室 TEL：076-432-3111
住所：富山県富山市新総曲輪 4 番 18 号 （JR 富山駅から徒歩 650m10 分）
PM04:00 終了
※「ストアコンパリゾン in 岐阜・富山」並びに「店舗自由見学会 in 富山」は、法律問題研究部会のアクション
レポートをご覧ください。

第 27 回拡大依存問題対策プロジェクトチーム in 富山
議事次第
PM1:00
０．開会の挨拶 荒田 政雄 法律問題研究部会 リーダー
１．拡大法律問題研究部会 in 富山
・メンバー挨拶
・解説 警察庁生活安全局保安課 山田好孝課長 講話 日遊協
・ぱちんこ産業の広告宣伝に関するレポート（案）報告、解説
・過去 1 年分 全国 広告宣伝規制 解説①
・直近 1 ヶ月分 全国 広告宣伝規制 解説②
・富山県 広告宣伝規制 解説③
～休憩 15 分～
・質問コーナー 質問コーナー「貯玉再プレイの制限数の変更について」
・質疑応答
PM3:10
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２．拡大依存問題対策プロジェクトチーム in 富山
・依存問題対策の経緯
・ホールに求められる依存問題対策
・質疑応答
３．まとめ
PM4:00
４．閉会挨拶 辻 良樹 依存問題対策プロジェクトチーム リーダー
※依存問題対策プロジェクトチーム 議題については、割愛。

１）依存問題対策の経緯
「依存問題対策の経緯」として以下が説明された。2016 年 12 月「IR 推進法」成立、2016 年 12 月から
2017 年 8 月までの間、計 3 回の「ギャンブル等依存症対策推進関係者閣僚会議」が開催された。約 1 年
後の 2018 年 10 月には「ギャンブル等依存症対策基本法」成立。同時期より「ギャンブル等依存症対策推
進本部」が発足。2019 年 3 月から「ギャンブル等依存症対策関係者会議」が開催され、2019 年 4 月「ギャ
ンブル等依存症対策基本計画」が閣議決定され現在に至る。

２）ホールに求められる依存問題対策
「ホールに求められる依存問題対策」として以下の詳細が説明された。
1.パチンコ店における依存（のめり込み）問題対応の背景と推移
社会に向けた取り組み（一次予防）
１．共通標語の活用
２．各種媒体等の活用
お客様に向けた取り組み（二次予防）
３．各種啓発ツールの活用
４．店内アナウンス等の実施
５．自己申告・家族申告プログラムの導入
６．安全・安心な遊技環境の提供
事業者の対応
・安心パチンコ・パチスロアドバイザー講習会の開催（全国に 3 万人配置を目標）
・RSN に対するホールからの出向者の輩出（2017 年 6 月から開始）
アクセス制限
・18 歳未満入場禁止告知の徹底
・自己申告プログラムの追加要件（回数・時間・本人の申告による入店制限）および、家族の申告によ
る入店制限（家族申告プログラム）の採用
射幸性の抑制
・遊技機の出玉性能の抑制（従来の約 2/3 に）
・パチンコ機に性能表示モニタを実装
その他
・風適法施行規則の改正（第 38 条 11 項に依存問題対策が管理者の業務として追加される）
・パチンコ・パチスロ産業依存対策有識者会議の設置（2018 年 12 月）
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1.広告・宣伝の在り方
1.全国的な指針の策定による広告・宣伝の抑制
2.普及啓発の推進
2.アクセス制限
1.自己申告プログラムの周知徹底、本人同意のない家族申告による入店制限の導入等
2.入店した客に対する身分証明書による年齢確認の実施
3.施設内の取組
1.営業所の ATM 等の撤去等
2.出玉規制を強化した遊技機の普及、出玉情報等を容易に確認できる遊技機の開発・導入
4.相談・治療につなげる取組
1.自助グループを始めとする民間団体等に対する経済的支援
2.ぱちんこへの依存問題に詳しい専門医等の紹介
3.リカバリーサポート・ネットワーク(RSN)の相談体制の強化及び機能拡充のための支援
5.依存症対策の体制整備
1.「安心パチンコ・パチスロアドバイザー」による依存防止対策の強化
2.依存防止対策に係る実施規程の制定
3.業界の取組について評価・提言を行う第三者機関の設置
4.第三者機関（一般社団法人遊技産業健全化推進機構）による依存防止対策の立入検査
5.ぱちんこ営業所の管理者の業務に関する運用状況の確認とその改善

３）次回開催
名称：PCSA 依存問題対策プロジェクトチーム 第 3 回勉強会 精神科医 河本 泰信 先生 特別講演
開催日：令和 1 年 7 月 27 日（土）
時間：午前 10 時 30 分～12 時
開催場所：TKP 上野駅前ビジネスセンター 6A
以上
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PCSA アクションレポート(遊技法研究会)
平成 31 年 6 月版

第 76 回遊技法研究会
開催日時

令和 1 年 6 月 20 日（木） 午後 2 時 45 分～午後 3 時 45 分

開催場所

TKP 上野駅前会ビジネスセンター 3 階 3A

出席人数

担当理事 1 名、委員 11 名、アドバイザー7 名、オブザーバー3 名、合計 22 名

出席者

＜担当理事＞
石川 直史 株式会社ワールド 代表取締役社長、理事
＜委員長＞
荒田 政雄 夢コーポレーション株式会社 顧問、法律問題研究部会 リーダー
＜遊技機検討小部会 副委員長＞
大石 明徳 株式会社ニラク 取締役、副代表理事
＜遊技機検討小部会 委員＞
城山 朝春 ミカド観光株式会社 常務取締役、理事
福井 宏彰 株式会社加賀屋 代表取締役社長、理事
金光 淳用 株式会社ヒカリシステム 代表取締役社長、理事
河本 成佑 株式会社晋陽 代表取締役社長、理事
藤田

宏 株式会社エンタテインメントビジネス総合研究所 代表取締役社長、アドバイザー

＜景品検討小部会 委員＞
國澤 良平 株式会社大商 景品流通部部長
山本

聡 一般社団法人日本流通商健全化協会 代表理事

小玉 幹雄 株式会社昭和堂 専務取締役
岡本

健 株式会社東和商事 常務取締役

＜アドバイザー＞
加藤 英則 夢コーポレーション株式会社 代表取締役社長、代表理事
金本 朝樹 株式会社アメニティーズ 代表取締役社長、副代表理事
藤本 達司 株式会社ダイナム 代表取締役社長、理事
山田 孝志 株式会社 TRY&TRUST 代表取締役社長、理事
宮村 伸輔 株式会社エルゴジャパン 常務取締役、監事
佐藤 公平 株式会社ダイナム 取締役会長、モデレーター
牛島 憲明 牛島憲明事務所 代表、アドバイザー
＜オブザーバー＞
伊藤 信明 オムロンアミューズメント株式会社 営業課長
桜井 一英 株式会社ビジョンサーチ社 代表取締役社長
前川 竹志 株式会社インターコスモス 取締役部長

１）風営法議連遊技機基準 PT(4 回)、提言書について
＜概要＞
令和元年 3 月 12 日から 4 月 25 日に 4 回の会合を開き、提言をまとめ、国家公安委員会委員長に提出
した。提言の内容は保通協による遊技機試験の適合率が低い水準に留まっていることを指摘した上で、下記
の 5 つを挙げた。
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① 型式試験（＝遊技機試験）の結果を開示する等、適合を容易にするための方策を取り、適合率を向
上させること
② 遊技機のゲーム性、エンターテイメント性の向上にも配慮し、そうした遊技機が開発可能な環境整備に
努めること
③ ①と②について、警察当局とパチンコ業界の協議の場を定期的に設けること
④ 射幸性の高さとギャンブル等依存との因果関係が科学的に立証されていないことを踏まえ、科学的な知
見を蓄積しながら、制度や実務運用が客観的且つ合理的なものになるよう必要な見直しを検討するこ
と。
⑤ （「ATM の撤去等」が法令に基づき求められているものではないとした上で）パチンコ・パチスロ産業が、
増加する訪日外国人観光客の娯楽の受け皿となりうるよう、警察当局はキャッシュレス社会に対応する
イノベーショ促進を妨げないよう、最大限配慮すべき。
＜意見＞
・PCSA は法改正という事を目指しているので、その方向性に関しては議連に期待している。
・一昨日の日遊協での課長講話で、議連への回答を含んで話されていた。
・議連の目的は何なのか。何をやろうとしているのか。 ＞適合率を上げるために議連を動かした、という説も
ある。
・議連の目的と外れていても意味がない。
・保通協には元々基準があったはずだが、議連に指摘されて変化するというのはおかしい。
・保通協や警察庁に試験をもっとオープンにしてくれという要望を出すのは間違いではない。
・提言書にも開示するように記載があり、その結果適合率は少し上がっている。
・どの議員に言えばよいのか。 ＞PCSA との関係性、議連での立場を考えると秋元司議員か。
・風営法議連遊技機基準 PT は、選挙が終わらないと動かないが、逆にその間に PCSA の提案をまとめられ
る。
・尾立氏は、業界の協力を得るために都道府県を訪問していると聞いている。
・他の議員に対してのパチンコ業界としてのアピールが必要。今は、影響力はゼロに近い。議員のホームペー
ジを見てもパチンコに関する記載がない。
・銃に関しても銃業界の議員がおり、銃の犯罪が起こった時に議員がちゃんと緩和に動く。議員と銃業界との
間で意思疎通が出来ている。今回の選挙は、まずは意見を言うチャンスになる。
・銃を持っている人はそれが便益者。しかし、パチンコではユーザーが便益者になる。そこは異なる。
・田畑を荒らす害獣を駆除するため銃が必要となると、各都道府県に銃業界の議員が説明に行っているとい
う話は聞いた。パチンコ業界がこの規模で議員を持っていないということ自体が不思議。
・業界が 1 枚板ではない。そこで、全体の共通項を要望していくべき。機械問題はメーカーやホールにとっても
共通の要望。保通協の仕組みをなんとかしてくれというのも重要。
・尾立氏が落選したら逆に大きな影響がある。
・選挙明けに秋元司先生をお呼びして勉強会を開催したい。（2019 年 8 月頃）
・また、尾立氏が当選したらお話を伺いたい。

２）軽減税率でインボイス制度と古物商について
＜意見＞
・インボイス制度について。古物商の免許を取得すればインボイスが不要になると聞いた。しかし、古物商を取
ると１万円以上で記名が必要なはず。何か情報はないか。
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・今後、この部分についても調査したい。

３）依存という言葉について
＜意見＞
・依存問題は現在、業界にとっても大きな課題となっているが、「依存」という言葉のとらえ方が人によって曖
昧であり、その点について問題が掘り下げられていないと思う。何を持って依存というのか、どこが問題なのか。
・自分でコントロールできなくて、生活や他人に迷惑をかけているというのが問題ではないかと個人的には考え
ている。射幸性が一概に悪いわけではなく、適度な依存はあって良いと認識している。最近は依存があれば
すべて悪いという風潮があるが、そうではないと思う。
・何かに依存しないと生きていけないという面もある。
・こういった考え方は業界内でコンセンサスになっているのか。
・なっていない。政府が言及している依存と、業界の依存の考え方が異なっている。政府は「依存を出しては
いけない。抑え込まないといけない」と考えており、その為に入り口で排除しお金を使わないようにとさせている。
・一定の依存があることを前提に、そこから問題化するまで途中でリスクを減らすようにしていきたい。
・射幸性と依存の因果関係が散々出てくるが、この時の依存は「何」なのか。射幸性が依存の真の原因であ
れば、金額を落とす事で効果はあると思うがそうとも思えない。
・業界で考えている「依存」の定義がはっきりして明確であれば外部に発言、発信できる。しかし、このままで
は、「パチンコは悪」という事で進んでしまう。
・依存問題は、パチンコの存在意義に係る事だと考えている。
・次回は依存の面からも皆さんのご意見を伺いたい。

４）次回開催
令和 1 年 7 月 18 日（木）
午後 2 時 45 分～午後 3 時 45 分
TKP 市ヶ谷カンファレンスセンター 3 階 3B
以上
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特定サービス産業動態統計月報
令和1年5月分確報

（令和1年7月17日 発行）

出典 ： 経済産業省大臣官房調査統計グループ
ＵＲＬ ： http://www.meti.go.jp/statistics/index.html
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特定サービス産業動態統計月報
令和1年5月分確報

（令和1年7月17日 発行）

出典 ： 経済産業省大臣官房調査統計グループ
ＵＲＬ ： http://www.meti.go.jp/statistics/index.html
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１４．パチンコホール ("Pachinko" Parlors)
１４表 パチンコホールの売上高、設置台数、従業者数及び事業所数
Table 14 Total Sales, Number of Machines, Number of Employees and Number of Business Establishments

売 上 高
（百万円）

年・期・月

Total Sales

2018年

2019年
2018年

2019年

設置台数
（台）

Number of
Machines

2019年
2018年

2019年

正社員

（人）

Total
Number of
Employees

その他従業者
（ﾊﾟｰﾄ・ｱﾙﾊﾞｲﾄ
等）

Number of

Other
Regular

調査企業の
当該業務を
営む事業所数

Business
(part-time workers,
Establishments
short-term
workers)

Year ,
Quarter
and
Month

(million yen)

(machines)

(persons)

2016年
2017年
2018年

3,725,845
3,588,769
3,489,683

658,610
658,881
660,587

33,466
33,596
33,612

14,723
14,902
14,972

18,743
18,694
18,640

1,267 C.Y. 2016
1,255
2017
1,239
2018

2016年度
2017年度
2018年度

3,671,940
3,535,170
3,514,685

655,499
658,555
658,203

33,023
33,348
32,884

14,661
14,292
14,728

18,362
19,056
18,156

1,260 F.Y. 2016
1,252
2017
1,237
2018

1～3月
4～6月
7～9月
10～12月
1～3月

866,244
849,955
915,381
858,102
891,246

658,555
659,993
662,282
660,587
658,203

33,348
34,152
33,975
33,612
32,884

14,292
15,358
15,084
14,972
14,728

19,056
18,794
18,891
18,640
18,156

1,252
1,248
1,248
1,239
1,237

Q1 2018
Q2
Q3
Q4
Q1 2019

3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月
4月
5月

292,674
278,311
288,315
283,329
307,293
315,316
292,772
284,181
271,485
302,437
316,212
274,264
300,771
287,214
295,496

658,555
662,087
661,172
659,993
660,934
661,455
662,282
661,949
660,071
660,587
658,899
658,979
658,203
659,953
659,765

33,348
33,256
34,163
34,152
33,669
34,184
33,975
33,842
33,679
33,612
33,336
33,252
32,884
33,157
33,216

14,292
14,976
14,873
15,358
15,324
15,255
15,084
15,054
14,964
14,972
14,860
14,785
14,728
14,867
14,796

19,056
18,280
19,290
18,794
18,345
18,929
18,891
18,788
18,715
18,640
18,476
18,467
18,156
18,290
18,420

1,252
1,250
1,253
1,248
1,249
1,247
1,248
1,247
1,241
1,239
1,238
1,237
1,237
1,235
1,234

Mar. 2018
Apr.
May.
Jun.
Jul.
Aug.
Sep.
Oct.
Nov.
Dec.
Jan. 2019
Feb.
Mar.
Apr.
May.

前年比・前年同期比・前年同月比 (%)

2018年

従業者数
合
計

Ratio to the same month / quarter of the previous year (%)

2016年
2017年
2018年

88.8
95.7
97.2

99.9
100.0
100.3

98.5
100.4
100.0

99.9
101.2
100.5

97.4
99.7
99.7

99.1 C.Y. 2016
99.1
2017
98.7
2018

2016年度
2017年度
2018年度

89.7
95.8
99.4

99.7
100.5
99.9

97.4
101.0
98.6

99.1
97.5
103.1

96.0
103.8
95.3

99.0 F.Y. 2016
99.4
2017
98.8
2018

1～3月
4～6月
7～9月
10～12月
1～3月

94.2
94.0
100.1
100.9
102.9

100.5
100.3
100.6
100.3
99.9

101.0
101.1
100.4
100.0
98.6

97.5
102.4
100.5
100.5
103.1

103.8
100.0
100.3
99.7
95.3

99.4
98.8
98.8
98.7
98.8

Q1 2018
Q2
Q3
Q4
Q1 2019

3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月
4月
5月

96.2
91.9
92.5
97.7
98.2
100.2
102.1
99.0
101.4
102.3
100.0
106.5
102.8
103.2
102.5

100.5
100.1
99.6
100.3
100.3
99.9
100.6
100.5
100.5
100.3
100.2
99.9
99.9
99.7
99.8

101.0
99.1
101.5
101.1
99.3
100.4
100.4
100.7
100.3
100.0
99.8
100.0
98.6
99.7
97.2

97.5
99.1
99.1
102.4
101.9
101.0
100.5
100.8
100.7
100.5
100.4
100.7
103.1
99.3
99.5

103.8
99.1
103.5
100.0
97.1
100.0
100.3
100.7
100.1
99.7
99.3
99.5
95.3
100.1
95.5

99.4
98.6
98.8
98.8
98.7
98.7
98.8
99.3
99.0
98.7
98.9
98.6
98.8
98.8
98.5

Mar. 2018
Apr.
May.
Jun.
Jul.
Aug.
Sep.
Oct.
Nov.
Dec.
Jan. 2019
Feb.
Mar.
Apr.
May.

注１： 2015年1月分より一部調査対象の追加等を行ったため、以前の数値と不連続が生じています。なお、伸び率はこれを調整したものです。
注２： 2017年1月分より一部数値に変更が生じたため、以前の数値と不連続が生じています。なお、伸び率はこれを調整したものです。
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その他

ＰＣＳＡ スケジュール
（令和１年７月～令和２年３月）
令和1年7月10日(水)

※ 直近変更部分の文字を太字赤色にしております。
会場：ホテルモントレ銀座

TKP上野駅前 貸会議室

平成３１年

部屋

14:00 - 17:00

6A

11日(金) 人事問題研究部会(第187回)

11:00 - 15:00

6A

17日(木) 『第78回遊技法研究会』

14:45 - 15:45

3日(木) コスト問題研究部会(第167回)

部屋

４月
11日(木) コスト問題研究部会(第161回)

14:00 - 17:00

8A

12日(金) 人事問題研究部会(第181回)

11:00 - 15:00

8A

『10月拡大理事会』

16:00 - 17:30

18日(木) 『第74回遊技法研究会』

14:45 - 15:45

4A

『情報交換交流会』

17:45 - 19:15

『4月拡大理事会』

16:00 - 17:30

4A

『情報交換交流会』

17:45 - 19:45

3A

※東京以外で開催

19日(金) 不正対策研究部会(第154回)・不正対策勉強会(第47回)in大阪
20日(土) 依存問題対策プロジェクトチーム(第25回)

10:30 - 12:30

4A

20日(土) 法律問題研究部会(第187回)

13:00 - 16:00

4A

現在

部屋

１０月

18日(金) 依存問題対策プロジェクトチーム(第31回)

10:00 - 12:00

6A

18日(金) 法律問題研究部会(第193回)

13:00 - 16:00

6A

25日(金) 不正対策研究部会(第160回)・不正対策勉強会(第49回)

13:00 - 17:00

6A
部屋

１１月
7日(木) ～8日(金)拡大人事問題研究部会(第188回)(予定)

令和元年

12日(火) ～13日(水)コスト問題研究部会(第168回)（予定）
15日(金) 依存問題対策プロジェクトチーム(第32回)

10:00 - 12:00

6A

13:00 - 17:30

部屋
8A

15日(金) 法律問題研究部会(第194回)

13:00 - 16:00

6A

10日(金) 人事問題研究部会(第182回)

11:00 - 15:00

6A

28日(木) 『11月通常理事会』

12:00 - 13:30

16日(木) 『5月通常理事会』

５月
9日(木)

コスト問題研究部会(第162回)喫煙ブースプレゼンテーション2019

11:15 - 12:30

『第18期第2回臨時社員総会』

14:00 - 15:00

『第18期定時社員総会』

13:00 - 15:00

『第70回PCSA経営勉強会』

15:30 - 17:45

『第68回PCSA経営勉強会』

15:30 - 17:30

『情報交換・交流会』

18:00 - 19:30

『情報交換・交流会』

17:45 - 19:15

会場：TKPガーデンプレミアム神保町

会場：TKPガーデンプレミアム神保町

29日(金) 不正対策研究部会(第161回)

13:00 - 15:00

6A

24日(金) 不正対策研究部会(第155回)

13:00 - 15:00

6A

25日(土) 依存問題対策プロジェクトチーム(第26回)

10:30 - 12:30

7A

12日(木) コスト問題研究部会(第169回)

14:00 - 17:00

6A

25日(土) 法律問題研究部会(第188回)

13:00 - 16:00

7A

13日(金) 人事問題研究部会(第189回)

15:00 - 17:00

6A

18日(水) 依存問題対策プロジェクトチーム(第33回)

10:00 - 12:00

6A

18日(水) 法律問題研究部会(第193回)

14:00 - 17:00

6A

19日(木) 『第79回遊技法研究会』

14:45 - 15:45

秋葉 7A

30日(木) ～31日（金）拡大コスト問題研究部会(第163回)in愛知

部屋

６月
14日(金) 人事問題研究部会(第183回)

11:00 - 15:00

6A

20日(木) 『第75回遊技法研究会』

14:45 - 15:45

3A

『12月拡大理事会』

16:00 - 17:30

秋葉 7A

『6月拡大理事会』

16:00 - 17:30

3A

『忘年会』

17:45 - 19:15

秋葉 8A

『情報交換交流会』

17:45 - 19:15

4A

13:00 - 15:00

6A

15:00 - 17:00

6A

25日(火) 不正対策研究部会(第156回)
28日(金)

部屋

１２月

会場：TKP秋葉原カンファレンスセンター
20日(金) 不正対策研究部会(第162回)

～29日(土)拡大法律問題研究部会(第189回)・依存問題対策プロジェクトチーム(第27回)in富山

令和２年

部屋

７月
4日(木) コスト問題研究部会(第164回)

14:00 - 17:00

7A

部屋

１月
16日(木) コスト問題研究部会(第170回)

14:00 - 17:00

6A

14:45 - 15:45

市谷 3B

17日(金) 人事問題研究部会(第190回)

11:00 - 15:00

6A

『7月拡大理事会』

16:00 - 17:30

市谷 3B

24日(金) 依存問題対策プロジェクトチーム(第34回)

10:00 - 12:00

6A

『情報交換交流会』

17:45 - 19:15

市谷 9B

24日(金) 法律問題研究部会(第196回)

13:00 - 16:00

6A

28日(火)

17:45 - 19:45

11日(木) ～12日(金)

拡大人事問題研究部会(第184回)(予定)

18日(木) 『第76回遊技法研究会』

会場：TKP市ヶ谷カンファレンスセンター
25日(木) ～26日(金)不正対策研究部会(第157回)・不正対策勉強会(第48回)in長野

会場：未定

27日(土) 依存問題対策プロジェクトチーム(第28回)

10:00 - 12:00

6A

27日(土) 法律問題研究部会(第190回)

13:00 - 16:00

6A

1日(木) コスト問題研究部会(第165回)

14:00 - 17:00

7A

2日(金) 人事問題研究部会(第185回)

11:00 - 15:00

4A

22日(木) 『8月通常理事会』

14:45 - 15:45

秋葉 7A

『1月拡大理事会』（予定）

16:00 - 17:30

秋葉 7A

『PCSA新年会』（予定）

17:45 - 19:15

秋葉 8A

30日(木) 『第80回遊技法研究会』（予定）

部屋

８月

パチンコ･パチスロ産業新年賀詞交歓会(予定)

会場：TKP秋葉原カンファレンスセンター
31日(金) 不正対策研究部会(第163回)・不正対策勉強会(第50回)

13:00 - 17:00

『第18期第1回臨時社員総会』

14:00 - 15:00

『第69回PCSA公開経営勉強会』

15:30 - 17:45

13日(木) ～14日(金)拡大人事問題研究部会(第191回)in大分

6日(木) コスト問題研究部会(第171回)

『情報交換・交流会』

18:00 - 19:30

20日(木) 『2月通常理事会』

会場：TKPガーデンプレミアム神保町

6A
部屋

２月

12:00 - 13:30

14:00 - 17:00

6A
6A

12:00 - 13:30

『第18期第3回臨時社員総会』

14:00 - 15:00

23日(金) 不正対策研究部会(第158回)

13:00 - 15:00

8A

『第71回PCSA公開経営勉強会』

15:30 - 17:45

31日(土) 依存問題対策プロジェクトチーム(第29回)

10:00 - 12:00

6A

『情報交換・交流会』

18:00 - 19:30

31日(土) 法律問題研究部会(第191回)

13:00 - 16:00

6A

会場：TKPガーデンプレミアム神保町
21日(金) 依存問題対策プロジェクトチーム(第35回)

10:00 - 12:00

6A

14:00 - 17:00

部屋
7A

21日(金) 法律問題研究部会(第197回)

13:00 - 16:00

6A

13日(金) 人事問題研究部会(第186回)

11:00 - 15:00

8A

28日(金) 不正対策研究部会(第164回)

13:00 - 15:00

19日(木) 『第77回遊技法研究会』

14:45 - 15:45

神田駅5C

『9月拡大理事会』

16:00 - 17:30

神田駅5C

『情報交換交流会』

17:45 - 19:15

神田駅5F

９月
5日(木) コスト問題研究部会(第166回)

会場：TKP神田駅前ビジネスセンター

6A
部屋

３月
5日(木) コスト問題研究部会(第172回)

14:00 - 17:00

6A

13日(金) 人事問題研究部会(第192回)

11:00 - 15:00

6A

19日(木) 『第81回遊技法研究会』

14:45 - 15:45

秋葉 7A

25日(水) 不正対策研究部会(第159回)

13:00 - 15:00

7A

『3月拡大理事会』

16:00 - 17:30

秋葉 7A

28日(土) 依存問題対策プロジェクトチーム(第30回)

10:00 - 12:00

6A

『情報交換交流会』

17:45 - 19:15

秋葉 8A

28日(土) 法律問題研究部会(第192回)

13:00 - 16:00

6A

26日(木) 依存問題対策プロジェクトチーム(第36回)

10:00 - 12:00

6A

26日(木) 法律問題研究部会(第198回)

13:00 - 16:00

6A

27日(金) 不正対策研究部会(第165回)

13:00 - 15:00

6A

会場：TKP秋葉原カンファレンスセンター

※会場の記載が無い場合は「TKP上野駅前ビジネスセンター」での開催とさせていただきます。
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