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PCSA アクションレポート（理事会）
令和 1 年 9 月版

9 月拡大理事会
開催日時

令和 1 年 9 月 19 日（木） 午後 16 時～午後 17 時 30 分

開催場所

TKP 神田駅前ビジネスセンター

出席者

理事 8 名、幹部 5 名、賛助会員オブザーバー21 名、合計 34 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
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＞
國澤 良幸 株式会社大商 会長
國澤 良平 株式会社大商 景品流通部 部長
石山 一広 三本珈琲株式会社 常務取締役
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
長久保 明 J-NET 株式会社 部長
若山 佳則 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
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 部長
高頭 良輔 オリックス株式会社 部長
鈴木 智紀 オリックス株式会社 課長代理
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田野倉 司 合同会社 DMM.com 営業戦略部 マネージャー
伊藤 真祐 合同会社 DMM.com 渉外統括補佐
齊藤 信孝 株式会社山宝商会 専務取締役
羽島 正敬 株式会社山宝商会 常務執行役員
前川 竹志 株式会社インターコスモス 取締役部長
対馬 健治 株式会社インターコスモス 課長

第 1 号審議議案 「同友会との共同検討会（御徒町会）」審議【承認】
当件について、同会議を 2019 年 9 月 4 日（水）に PCSA 会議室で開催した事につき事務局より報告、
同会議を継続する事が承認された。

第 2 号審議議案 「第 18 期第 2 回臨時社員総会・第 70 回 PCSA 公開経営勉強会」
審議

当件について事務局より説明があった。審議いただきたいのは 2 件。
1．今回は議案も少なく、表彰式などの行事もないため 30 分で総会を終える事が可能と考える。30 分に
縮小しても良いか、また、そうした場合に時間をどうずらすか？
2．公開経営勉強会のテーマ、講師をどうするか？
【スケジュール】
＜第 18 期第 1 回臨時社員総会＞
12：30

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

13：35

審議・報告

13：40

議長解任

13：40

研究部会・研究会 活動報告

14：00

事務局報告

14：00

閉会宣言

＜賛助会員プレゼンテーション＞
14：30

賛助会員プレゼンテーション（15 分 2 コマ）

＜第 70 回 PCSA 公開経営勉強会＞
15：00

開会挨拶
第 1 部 講演

16：00

休憩

16：15

第 2 部 講演

17：15

閉会挨拶

17：30

情報交換・交流会

19：00

お開き

【第 70 回 PCSA 公開経営勉強会（案）】
＜業界の主な懸案事項・勉強会案＞
1．業界の未来について
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第 69 回公開経営勉強会でパネルディスカッションを実施。
続編、もしくはメンバーを編成しなおしてのパネルディスカッション
2．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新規則遊技機の供給状況、展望。
②新基準機時代の遊技機活用方法、営業施策。
③管理遊技機のスケジュール、要件
3．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。
4．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
5．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。
②税負担増の対策方法。
参考：実際に対応が迫られる 2023 年は先のため、国税でも議論が進んでいないと思われる。
＜意見（スケジュールについて）＞
・原案の 13 時 30 分総会スタートの場合、理事会の時間は？
＞11 時半～13 時。
・プレゼンテーションも無くなる可能性があるか？
＞8 月は応募が無かった。無くなる可能でもある。
・繰り上げた場合、経営勉強会は何時で終わるか？
＞17 時 15 分となる。情報交換交流会が 17 時 30 分～19 時までとなる。
＜審議＞
議長：それでは、総会を 30 分で終わらせ、総会のスタート時間を 13 時 30 分から変更せずにその他の時
間を 30 分づつ繰り上げてスケジュールを立てて良いか？
一同：異議なし。
＜意見（公開経営勉強会内容）＞
・今一番の話題は？
＞遊技機入れ替え問題ではないか。
＞重要だが、何を議論するのか。
＞どうするかは決まっているはず。ベニヤとか。
＞この頃ではすでに遅い。もう少し前なら良いが。
・管理遊技機はメーカーが足並みがそろわず、進みがゆっくりではあるが、時々光を当てるべきではないか。積
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極的なメーカーとないメーカーがある。
・管理遊技機について、ホールやお客様にほとんどメリットがない状況で進む可能性がある。
・管理遊技機がからんでくると入替の検討も複雑になる。
・CR の時は、花満開のような人気機種があった。
・CR 普及まで 3 世代かかった。今回もそこまで順調にはいかないと思われる。メリットもない。
・スペック格差はつけてくると思う。
・いずれはそうなるが、最初からどこまでできるか疑問。
・日工組や日電協に聞くという事か？ ＞難しいと考える。
・オープンに議論するという PCSA のスタンスでは、お客やホールの立場で、要望や希望をメーカーに表明す
るのは良いと思う。合わせてキャッシュレスもある。政府主導と言われているが、パチンコとキャッシュレスの相
性はどうなのか、考えるのは良いと思う。
・なぜスロットの合格率が上がらないのか？
＞試験方式は変わったと聞いた。今までは引っかかったところで止まっていた試験を全部やるようになったと
聞いた。結論的には通っていない。
・高射幸性の撤去は再来年の 1 月末。替える機械が無い中で、その時にどうするのか、どうなるのか、どう思
うのかを知りたい。
・12 月にも替える機械がない。供給量が足りない。この時点で厳しいと思う。
・日工組、日電協に打診はしたい。（管理遊技機、再来年 1 月に向けての展望）
・他の案はあるか？
・業界の中でいくつかの企業が PB 遊技機を出して結果も出ていると思うので、そのアセスメントを評論しても
らいたい。
＞まだ大したレベルではない。既存台のスペック替え。スロットはやっていない。他のホールが PB スロットやっ
た。でも台数は出ていない。値段もほとんど下がらない。チェーンストアとしては部品の選定から開発、設置
までやって初めて PB のうまみが出てくる。業界誌は PB を取り上げてくれるが、まだ試行錯誤の最中。
・2023 年のインボイスになった時の影響は大きいと思うが、誰が正確に話せるのか。そうなった時の話を話せ
る人が欲しい。早めのタイミングでやるべき話。
＞現段階で国税も定まっていない。インボイスの話はもう少し先。
＜結論＞
議長：それでは、第 1 案として日工組、日電協に声をかけるということでいいか？
一同：異議なし。
議長：日工組、日電協が駄目だった場合の次の案についても引き続き検討してほしい。

第 3 号審議議案 「依存問題対策要綱（21 世紀会）」【継続審議】
当件について事務局より説明があった。21 世紀会より、ギャンブル等依存症対策推進基本計画にのっとり「パ
チンコ・パチスロ産業依存問題対策要綱」をパチンコ業界とまとめ所轄官庁に報告する。その為、21 世紀会
所属団体に、「パチンコ・パチスロ産業依存問題対策要綱（案）」を提示、9 月末までに意見を募ることとな
った。PCSA でも 9 月理事会前に意見を募集、議題として俎上にあげた。
【要綱第 3－13】（提案（修正））
原案：「各地域の包括的な連携協力体制への参画」
意見：「各地域との包括的な連携協力体制の確立」としてはどうでしょうか。
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【要綱第 3－14】（意見（賛意・深堀りの要求））
原案：「21 世紀会は引き続き、RSN が毎年発行している、電話相談事業の年間報告書作成につい
て、様々な観点から RSN に協力していきます。」
意見：「RSN の相談データの分析および遊技客の遊技方法の分析等による相談者・遊技客の実態把
握」としてはどうでしょうか。
問題を抱えた（抱えている可能性のある）相談者だけでなく、問題のある人と、そうでない人の
違いなどが、客観的な分析結果から見出せるとしたら、ホール・ユーザー・一般社会が共通認識
できる対策に繋がると考えます。
【要綱第 5、7（ATM について）】（提案（削除））
原案：第 5：実施内容（ATM については未記載）
第 7：営業所の ATM 及びデビットカードシステムの撤去等に向けた検討
意見：ATM については風適法議連内での議論＝当初は自主的撤去を求めながらも、必ずしも撤去を
強く求めるものでなく、営業者の任意と解釈できるやり取りがなされ、かつ健全化機構の検査項
目からも現案ではなくなっており、項目そのものが不要ではないかと考えます。業界としての強い意
志にて ATM の撤去を推進するというのであれば賛同するにやぶさかではありませんが、現状ではそ
うは思われず、項目の削除を希望します。
【要綱第 8】（意見（活動内容について要請））
原案：第 8 依存問題の予防と解決に取り組む民間団体等に対する経済的支援の実施
21 世紀会は、「一般社団法人パチンコ・パチスロ社会貢献機構」への寄付等を通じて毎年、依
存問題に取り組む民間団体等への助成を行います。
意見：「一般社団法人パチンコ・パチスロ社会貢献機構」の設立と活用は決定、ということでしょうか？
→であれば、社会への発信（アピール）等は社会貢献機構の活動に含まれるのでしょうか？
この問題に業界として取組をしているという発信は、従前以上に重要と考えます。
【要綱 9．都道府県選定「依存症専門医療機関」の広報協力】（提案（再検討））
原案：ホールは、相談者からパチンコ・パチスロ依存における相談があった場合において、相談者から特
に医療機関の紹介を求められたときは、「依存症対策全国センター」のホームページ
（https://www.ncasa-japan.jp/you-do/treatment/treatment-map/）を紹介す
ることとします。
意見：基本計画には「都道府県等が選定した依存症専門医療機関等の情報を安心パチンコ・パチス
ロリーフレットに付加し周知を図る」となっているため、入れざるを得ないと思われますが、紹介され
ている一部の医療機関の HP で、パチンコ・パチスロに対する理解が不足していると思われる表現
があることが気になります。要綱の修正案ではありませんが、業界から医療機関へのアプローチ
（説明）を検討して頂きたいです。
【その他】（提案（追加））
意見：全体の中で「他事業者（宝くじ含む）との連携」は入らないのでしょうか？
ぱちんこ事業者が最も先進的な取組を国内では実施していると個人的にも認識していますが、
法的にも認められたギャンブル事業と同列に扱われ、むしろより深い取組を求められ、実施してい
るのであれば、他事業との対策においての連携は必要かと考えます。→財源も公営の方が豊富
ではないかと…。また、これを機に宝くじへの問題提起も長期的には必要と考えます。
＜意見＞
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・以前から「問題あり」とは、依存のどこが問題有りなのかが曖昧。その部分が依然として存在し、そこが曖昧
では解決ができない。21 世紀会に考えを問うてほしい。
・調査でも、【その他】の提言は宝くじを除くギャンブルをやっている人がほとんどぱちんこと他のギャンブルを併
用している。調査をやる意味はあるが、大掛かりになってしまうかもしれない。表現を変えた方がいい。
＞宝くじがギャンブルから外れている。他の事業者にも、パチンコと同様の制限を付けてほしいという意味が
ある。
＞意見を提出された方に意図を確認し、表現を伝わりやすくしたい。
・パチンコをギャンブルと同じように扱われているが、それで良いのかという考えがある。パチンコの依存問題は
特に考えないといけない。公営ギャンブルは拘束されない。パチンコは拘束される。お金だけではなく時間が
拘束される。そこをどう考えているのか。
・射幸性と依存問題はリンクしないという意見がある。時間に拘束されるという視点がある。射幸性が下がっ
ても毎日行けば依存だと。しかし個人的には違うだろうと思っている。毎日千円の遊び。それを依存と思う
人もいる。依存ではあるが、依存問題ではないと思っている。そこで、射幸性と依存はリンクしていると思うが、
はっきりとはしない。
・対策を実施したからには、成果が上がってアセスメントするのが重要。10 番に入っていると思われるが、第
3 者機関の評価提言による依存対策の改善を実施して盛り込んでほしい。
・「広告宣伝の抑制」と、マイナスだけが記載してあるが、現行これだけ遊技客が減っている中、内容構わず
に、こういった依存対策の広報すら抑制されてしまうので、そこをなんとかしてほしい。
・要綱の 6-2、お客様本人の同意のない家族申告プログラムが、法的に大丈夫なのか。医者にかかっている
ので入店を断るというレベルなら危うい。家族から申告があるので、と言って排除するとなると法律的に問題
があると思う。
＜結論＞
議長：修正意見がかなり出た。それでは、本日の意見を踏まえて電子理事会を開催、意見を集約したい。

第 4 号審議議案 「PCSA 政治分野アドバイザー就任」審議【承認】
当件について事務局より説明があった。下記の議員より PCSA 政治分野アドバイザーの就任承諾書が届いた。
＜記＞
①鈴木 宗男 参議院議員（日本維新の会・9 回）
IR 議連（未所属）、風営法議連（未所属）、新娯楽研（未所属）
＜意見＞
・鈴木貴子議員の紹介か？
＞その通り。以前から連名でパーティーを開催していた。晴れて議員になり就任したいとの事。
＜結論＞
議長：それでは、政治分野アドバイザーに御就任いただくという事でよろしいか？
一同：異議なし。

第 5 号報告議案 「10 月拡大理事会 in 大阪 概要」報告
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：中部から関西、中国地方にかけての PCSA 会員に出席を働きかける。
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情報交換交流会には会員以外の企業の出席を可とする。
＜開催概要＞
開催日：

令和元年 10 月 17 日（木）

スケジュール： 午後 2 時 45 分 ～ 3 時 45 分 ≪第 78 回遊技法研究会≫
午後 4 時

～ 5 時 30 分 ≪10 月拡大理事会≫

午後 5 時 45 分 ～ 7 時 15 分 ≪情報交換・交流会≫ （会費＠5000 円）
開催場所：

TKP ガーデンシティ PREMIUM 心斎橋
「会議室 4DJ」（会議）および「会議室 4E」（情報交換交流会）

住所：

大阪府大阪市中央区南船場 4-3-2
ヒューリック心斎橋ビル 4F

アクセス：

電話：06-6121-5047

大阪メトロ御堂筋線 心斎橋駅 3 番出口 徒歩 2 分
（JR 新大阪駅より地下鉄で 1 本、地下鉄乗車時間は 13 分）

紹介ホテル： ダイワロイネットホテル大阪心斎橋
大阪府大阪市中央区南船場 3-9-8

電話：06-6575-7155

（TKP ガーデンシティ PREMIUM 心斎橋 徒歩 2 分）
宿泊日：

2019 年 10 月 17 日（木）よりご 1 泊

部屋タイプ： モデレートダブル 1 名利用（禁煙室のみ）
料金：

￥13,650-（朝食・諸税込み）

部屋数：

10 室

チェックイン： 14 時（チェックアウト 11 時）
キャンセル規程： 2 日前はなし、1 日前 20%、当日 80%
＜意見＞
・前回の理事会で会員以外は情報交換交流会から出席となった。情報交換交流会は招待するか、会費
をいただくか決めてほしい。
・以前大阪で開催した時は全部招待だったが、入会された企業はなかった。
・会費は取って良いと思う。
・株式会社マースエンジニアリングが PCSA に株式会社タツミコーポレーションを紹介すると言っていた。
＜結論＞
議長：それでは会費は取りたい。株式会社タツミコーポレーション含め、関西地区の方をお誘いをして欲しい。

第 6 号報告議案 「同友会 25 周年記念祝賀会 PCSA 出席者」報告
当件について事務局より説明があった。
来る令和元年 10 月 15 日にホテルグランドアーク半蔵門において「一般社団法人日本遊技産業経営者同
友会創立 25 周年記念祝賀会」が開催される。PCSA 理事幹部の皆様にご案内を流した結果、次のメンバ
ーが参加する事となった。
＜参加メンバー＞
加藤代表理事、大石副代表理事、齊藤副代表理事、城山理事、宮村監事、
事務局 片山（以上 6 名）
＜意見＞
（特になし）
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第 7 号報告議案 「第 18 期第 1 回臨時社員総会・第 69 回公開経営勉強会」報告
当件について事務局より説明があった。令和元年 8 月 22 日に開催された「第 18 期第 1 回臨時社員総
会・第 69 回公開経営勉強会」について報告があった。動画と発言録は来週中に皆様にご案内を出せる。
＜出席者＞
総会：

正会員 15 名、賛助会員 23 名、特別会員 1 名、アドバイザー・業界誌 12 名、合計 52 名

勉強会： 正会員 58 名、賛助会員 46 名、特別会員 1 名、アドバイザー・業界誌 16 名、
一般（有料）29 名（収入 14 万 5 千円） 、合計 150 名
懇親会： 正会員 9 名、賛助会員 29 名、特別会員 1 名、アドバイザー・業界誌 15 名、
一般（有料）3 名（収入 1 万 8 千円）、合計 62 名
＜意見＞
・現在、発言録と動画を出しているという事だが、動画だけで十分と思われる。
＞次回以降、そのように対応する。

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。
＜ 人事問題研究部会・第 18 期（9 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 9 月開催）
① 9 月 第 186 回人事問題研究部会
開催日時

令和 1 年 9 月 13 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 8A

内容

部会 ・11 月拡大部会 in 愛知 女性活躍推進 進捗報告
・2 月拡大部会 in 大分 安全衛生優良企業 進捗報告
・労政時報勉強会 「従業員の受動喫煙対策」 他

① 10 月 第 187 回人事問題研究部会（予定）
開催日時

令和 1 年 10 月 11 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 ・11 月拡大部会 in 愛知 女性活躍推進 進捗報告
・労政時報勉強会 「同一労働同一賃金」 他

＜ コスト問題研究部会・第 18 期（9 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 9 月開催）
① 9 月 第 166 回コスト問題研究部会・第 4 回コスト問題勉強会
開催日時

令和 1 年 9 月 5 日（木） 午後 1 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

＜第 166 回コスト問題研究部会＞
・11 月拡大部会 in 大阪 ・質問コーナー「消費税対応」
＜第 4 回コスト問題勉強会＞
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テーマ：今 知っておくべきベンチマーク制度 ベンチマーク報告ってどうやるの？
講師：株式会社アイ・グリッド・ソリューションズ
エネルギー事業本部 東日本営業部 営業 1 課 佐藤 良 様
② 10 月 第 166 回コスト問題研究部会（予定）
開催日時

令和 1 年 10 月 3 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 6A

内容

・11 月拡大部会 in 大阪 進捗報告
・喫煙ブース情報交換 他

＜ 法律問題研究部会・第 18 期（8 月）活動報告 ＞
法律問題研究部会 リーダー

荒田 政雄

1．研究部会（毎月 1 回、8 月開催）
① 8 月 第 191 回法律問題研究部会
開催日時

令和 1 年 8 月 31 日（土） 午後 1 時～午後 4 時

開催場所

TKP 上野駅前ビジネスセンター 6A

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
・『子どもの事故防止対策』の更なる徹底について
・2019.8.5 風営法議連について
・2019.8.30 21 世紀会について
・都道府県遊協主催 ファン感謝デーでのサイコロくじについて
・法律問題研究部会 質問コーナー 2019.8
Q1：確変残し、Q2：遊技機押収、
Q3：18 歳未満遊技禁止のアナウンス、Q4：メーカー製販促物
・喫煙ブース－現況アンケート 2019.7.31 について
・消費税対応について

② 9 月 第 192 回法律問題研究部会（予定）
開催日時

令和 1 年 9 月 28 日（土） 午後 1 時～午後 4 時

開催場所

TKP 上野駅前ビジネスセンター 6A

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
・依存問題対策基本要綱（案）について
・該当しない高射幸性遊技機（回胴式遊技機）設置状況の推移について
・消費税増税対策について 他

＜ 不正対策研究部会・第 18 期（8 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 8 月開催）
① 8 月 第 158 回不正対策研究部会
開催日時

令和 1 年 8 月 23 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 8A
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内容

・最新ゴト情報・ゴト被害アンケート（7 月）について
・7 月 拡大不正対策研究部会・不正対策勉強会 in 長野 振り返り
・日工組との情報共有について
・ゴト種別 対応罪状＆押さえるポイントについて

② 9 月 第 159 回不正対策研究部会（予定）
開催日時

令和 1 年 9 月 25 日（水）

開催場所

TKP 上野駅前ビジネスセンター 7A

内容

・最新ゴト情報・ゴト被害アンケート（8 月）について
・10 月 拡大不正対策研究部会・不正対策勉強会について
・日工組との情報共有 報告
・ゴト種別 対応罪状＆押さえるポイントについてⅡ

＜ 遊技法研究会 第 18 期（9 月）活動報告 ＞
遊技法研究会 委員長 荒田 政雄
1．研究会（9 月開催）
① 9 月 第 77 回遊技法研究会
開催日時

令和 1 年 9 月 19 日（木） 午後 2 時 45 分～午後 3 時 45 分

開催場所

TKP 神田駅前ビジネスセンター 5C

内容

＜遊技機検討小部会＞
・2019.8.5 時代に適した風営法を求める議員連盟について
・秋元司議員との勉強会 振り返り

② 10 月 第 78 回遊技法研究会（予定）
開催日時

令和 1 年 10 月 17 日（木） 午後 2 時 45 分～午後 3 時 45 分

開催場所

TKP ガーデンシティ PREMIUM 心斎橋（大阪）

内容

＜遊技機検討小部会＞
・業界のリスクと解決方法について 他

＜依存問題対策プロジェクトチーム・第 18 期（8 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

良樹

1．研究部会（毎月 1 回、8 月開催）
① 8 月 第 29 回依存問題対策プロジェクトチーム
開催日時

令和 1 年 8 月 31 日（土） 午前 10 時～午後 12 時

開催場所

TKP 上野駅前ビジネスセンター 6A

内容

・21 世紀会 パチンコ・パチスロ依存問題フォーラム 開催結果報告
・2019 年 7 月 26 日 依存問題基礎講座
それぞれの RG ～カンウォン・マカオ・オンタリオ～
・安心娯楽通信 25 号 2019.6.26 発行 他
・株式会社ダイナム パチンコ・パチスロ依存問題に関する基礎研究
「安全な遊技のためのアンケート調査」について
・2019 年 8 月 5 日 時代に適した風営法を求める議員連盟について
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・2019 年 8 月 30 日 21 世紀会について 他
② 9 月 第 30 回依存問題対策プロジェクトチーム（予定）
開催日時

令和 1 年 9 月 28 日（土） 午前 10 時～午後 12 時

開催場所

TKP 上野駅前ビジネスセンター 6A

内容

・依存問題対策基本要綱（案）について
・11 月 第 4 回依存問題勉強会について 他

第 9 号報告議案 「PCSA チャレンジブック 2020」報告
当件について、事務局より説明があった。
＜第 9 号報告議案－1

21 世紀会＞

日時：2019 年 8 月 30 日（金） 午後 4 時 30～5 時 30 分
場所：全日遊連会議室
【決議事項】
1．遊技産業健全化推進機構に依頼する依存防止対策実施状況調査の調査項目について
・・・政府の依存症対策推進基本計画に従い、第三者機関である遊技産業健全化推進機構により依
存防止対策の実施状況の調査をする事となっている。警察庁よりより詳細な調査が求められ、それを
踏まえて作成した内容について審議し可決した。
【協議事項】
1．全日本社会貢献団体機構の組織再編について
・・・全日遊連より、全日本社会貢献団体機構の組織を変更し、パチンコ・パチスロ業界全体の社会貢
献の受け皿となるような団体になるべく組織を変更したいとの意見があった。当初は全日遊連、全防
連を社員として法人化したい。また 21 世紀会加盟団体には「応分の負担」として寄附をお願いした
い。金額は各団体の事情によりそれぞれ決めていただきたい。
これについて、日遊協から「寄附」ではなく「業務委託」が望ましいとの意見が出た。これについては
今後の課題となった。
【報告事項】
1．「ぱちんこへの依存防止対策に係る実施規程の制定」に関する進捗状況について
・・・政府の基本計画により「ぱちんこへの依存防止対策に係る実施規程の制定」の策定が求められ
ており、現在、そのひな型を全日で作成している。9 月初めに 21 世紀会各団体に見せたい。各団体
で議論をし 9 月中に回答をいただき、令和元年 10 月 11 日に開催予定の第三者会議の意見を
踏まえて成案化したい、との事。
＜第 9 号報告議案－2

RSN 総会・理事会＞

令和元年 9 月 4 日に全日遊連において RSN 総会・理事会が開催された。
「総会」では前年度の事業報告ならびに活動決算等の承認、今年度の事業計画ならびに活動予算の承
認がされた。
「理事会」では役員業務の対価について、電話相談事業研修者公募について、e－ラーニングシステムの開
発に関して報告があった。
＜第 9 号報告議案－3

パチスロサミット開催＞

令和元年 9 月 28 日（土）にベルサール秋葉原において「パチスロサミット 2019in 秋葉原」が開催され
る。ホール関係者の入場もあるので、ぜひご参加いただきたい。
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第 10 号報告議案 「PCSA 政治分野アドバイザー 入閣情報」報告
当件について事務局より説明があった。第四次安倍第二次改造内閣の閣僚が決まった。PCSA 政治分野ア
ドバイザーの就任状況は下記の通り。
復興庁 福島原発事故再生総括担当大臣

田中

和徳 衆議院議員

情報通信技術（IT）政策担当、内閣府特命担当大臣

竹本

直一 衆議院議員

国土交通省、復興庁、国家公安委員会 副大臣

御法川 信英 衆議院議員

内閣官房副大臣

西村

明宏 衆議院議員

国家公安委員会 政務官

神田

憲次 衆議院議員

その他
＜PCSA スケジュール＞

次回開催
10 月拡大理事会 in 大阪
開催日：令和 1 年 10 月 17 日（木）
時間：午後 4 時～午後 5 時 30 分
場所：TKP ガーデンシティプレミアム心斎橋（大阪）
＜同日 他スケジュール＞
14：45～15：45 ≪第 78 回遊技法研究会≫
16：00～17：30 ≪10 月拡大理事会≫
17：45～19：15 ≪情報交換交流会≫
以上
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PCSA アクションレポート（人事問題研究部会）
令和 1 年 9 月版

第 185 回人事問題研究部会
開催日時

令和 1 年 9 月 13 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 8A

出席人数

部員 8 名、合計 8 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
中澤 直樹 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 部長
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

１）9 月 台風 15 号 影響について
＜概要＞
令和元年台風第 15 号は、2019 年 9 月 5 日に発生した台風。関東地方に上陸したものとしては観測史上
最強クラスの勢力で 9 月 9 日に上陸し、千葉県を中心に大きな被害を出した。
＜意見＞
・台風の影響で、店の看板が倒れてしまった。警察に通報したが緊急性が低いと判断された。幸い、自店舗は
電気も水道も問題なし、人的被害もなし。翌日も周辺地域の停電は継続しており非常に影響が大きかった。
・今日で全店通常営業になった。停電と屋根が吹き飛んだのが 2 店舗。また、雨水を電気ポンプで排水してい
た店舗が停電になり影響が出た。また、従業員の住居に被害があった。人的被害はなし。
・人的被害はなし。該当地域の店舗が 2 日間停電したが、復旧してから営業を再開した。後は、従業員の社
宅の停電などが発生した。
・1 店舗が被害にあった。また一般的には千葉市や木更津市、館山市、南房総が台風の被害を受けている。
・各社、人的被害がほぼなかったのは幸いであった。
・大阪の拡大部会で議題に挙げた大規模災害の話が今回の台風の対応に役立ってくれれば良い。

２）11 月拡大人事問題研究部会 in 愛知・女性活躍推進情報交換会
＜概要＞
開催日：11 月 7 日（木）～8 日（金）
開催場所：愛知県
目的：女性活躍推進情報交換会 開催、めいほうぐるーぷ 訪問
スケジュール：1 日目 託児所訪問見学、めいほうぐるーぷ本社 見学、講演、ディスカッション、発表
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2 日目 夢コーポレーション株式会社 本社訪問、社内見学、拡大部会
（前日振り返り、質問コーナー）
特記：女性活躍推進の取り組みを積極的に進めている、めいほうぐるーぷ様の訪問を依頼し御快諾頂いた。
＜意見＞
・めいほうグループへの訪問をメインに計画している。
・めいほう曙店の隣の託児所を見学させていただきたい。
・愛知で開催する目的の一つとして、普段は参加しづらい PCSA 会員の人事労務担当者の参加を促す。
・参加者から募集する質問の内容を、通常の人事労務にするのか、女性活躍推進に傾けるのか。
⇒ 両方の質問を募集する。
・開催案内は、PCSA 正会員、賛助会員、特に東海地方に本社を置く PCSA 正会員企業に送る。

３）2 月拡大人事問題研究部会 in 大分・健康経営勉強会
＜概要＞
開催日：2 月 13 日（木）～14 日（金）
開催場所：大分県
目的：健康経営勉強会 開催、ビープラスグループ株式会社 訪問
状況：厚生労働省の「安全衛生優良企業公表制度」（通称：W マーク）を取得したビープラスグループ
株式会社様の訪問を依頼、御快諾いただいた。
訪問スケジュール案：
日程
2/13
（木）

時間

場 所

内容

案①JR 大分駅集合

案①の場合、徒歩 or タクシーで移動

案②本社 現地集合

案②の場合、各自移動。時間 15 分繰り上げ

14:15 ～

ビープラスグループ様

本社見学

14:30

本社

（執務スペース、休憩室等の見学）

14:00

ビープラスグループ様 講演内容
14:30 ～
15:30

貸会議室

講演 40 分・質疑応答 20 分

（本社ビル内）

・会社概要、企業理念（人材育成方針等）
・安全衛生・健康経営に関する具体的な取り組み
・「安全衛生優良企業認定」取得の経緯と現状
ディスカッション（ビープラスグループ様も参加）

15:45 ～

・講演の感想、気づきの共有

17:00

・各社の安全衛生・健康経営の取り組み共有
各自ホテルチェックイン

18:30 ～

JR 大分駅周辺

情報交換交流会（懇親会）

10:00

JR 大分駅

集合

10:20 ～

ELGRAN 明野本店

・ホール見学（10 分）

20:30
2/14
（金）

・事務所、バックヤード見学（15 分）

11:40

・店舗概要説明（5 分）
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・質疑応答（45 分）
安全衛生・健康経営の店舗での取り組み
その他人事関連の質問
（勤怠システム、勤務シフト、アルバイト採用、教
育システム等）
12:00

JR 大分駅

解散

４）戦略人事ツール「ヒトマワリ」 プレゼンテーションについて
＜概要＞
・戦略人事ツール「ヒトマワリ」のプレゼンテーションを部会にて開催するか否かを検討。
・評価や適性検査を持ち込んで、人事異動シミュレーションなどが可能なシステム。
・企業名：株式会社グローバンス https://www.hitomawari.jp/
＜意見＞
・「管理部門の人員が削減できた」「売り上げが上がった」などの導入事例や成功事例を聞きたい。
＜結論＞
・来月の部会、10 月 11 日（金）の AM11 時から 30 分間に開催する。なお、質疑応答含む。

５）人事問題研究部会 質問コーナー 2019.9
Ｑ１：消費税増税に対してどう対応しているか？ 人事的
An：10 月以降に購入した定期代を申請させている。また、次回以降から通勤費を改定すると通知。
An：社宅の自己負担分（駐車場代、レオパレス管理費）の消費税増税分は自己負担と通知。
An：実費があがればそれに対応している。
An：前給の手数料の変更等を案内予定。
An：定期と切符はアナウンスする可能性あり。
An：車は年 1 回しか更新していないので増税分は来年から対応する。
An：システムの改修の進行を確認している。
An：取引先とのやり取りでもらう領収書に関して周知している。
Ｑ２：有給休暇取得について
Q：① 職種別取得状況、② 5 日付与義務付け対策 取得ルール、③ 有給管理方法の資料を頂きたい。
当社状況 ① 社員６日以上全員取得 その他の職種：本人の申出により取得 お子さんの看病等が多い
② 下期実施にむけ、ルール決め

③ 有給ママという簡易なソフトのため、見直し必須

An：１．資料送付
・人事問題研究部会 議事録抜粋 20190308
・04-B_有休休暇５日取得
・04-B2_有休休暇５日解説
２．労政時報 3959 号 記事
・特集 1 年休の取得促進策 ・企業事例年休督促新の取り組み ・実務に役立つ法律基礎シリー
ズ 年次有給休暇 他
３．労政時報 3975 号 記事
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・特集 1 2018 年度労働時間総合調査 ・特集 2 平成 31 年 4 月施工 年 5 日の年休取得
義務への対応 ・実務解説 企業の実態に合わせた年休取得促進策のポイント 他
Ｑ３：定年退職後の再雇用制度について
Q：定年退職後の再雇用制度について、過去の資料。
2018 年 3 月ダイナム様の最大 70 歳まで 嘱託社員延長について。
70 歳を超えて継続雇用している企業はいるか？
当社状況 65 歳定年 70 歳まで 1 年更新の嘱託契約 ※パートさんも 70 歳上限
An：定年の年齢を段階的に引き上げている最中。元々は 60 歳を今は 62 歳、今後は 5 年くらいかけて 65
歳まで上げる予定。基本給は維持、転勤に絡む手当はなしで面談を実施している。現在 65 歳を超えて
いる社員はいないがアルバイトであれば 70 歳が在籍。契約更新の際に健康状態などを尋ねている
An：60 歳が定年。65 歳まで嘱託。それ以降は時給となる。
An：定年 60 歳。再雇用は嘱託が何名かいる。給与は下がる。明確なルールではなく個別対応に近い。
An：準社員は 70 歳までが上限。正社員は現状 60 歳定年。定年後は 1 年ごとの契約更新。元が本社勤
務でも、更新して近くの店舗庶務などに行く方もいる。清掃には 65 歳を超えている方は多いが、ホール業
務では 54 歳位が一番上。
An：社員の定年 60 歳、再雇用で 1 年ごとの契約。パートは 65 歳を上限。清掃担当だけは 70 歳までとし
ている。一方、店舗からは上限を上げてくれという要望もある。5 年前までは特に制限をしておらず 82 歳
が在籍していた。
An：社員 60 歳定年で、65 歳まで継続雇用。人によっては 65 歳以降も 1 年契約で在籍する方もいる。
PA は、有期雇用は定年無し。無期雇用は社員と同じ。店舗には 7１歳のアルバイトも在籍しており健康
状態を確認している。

６）各社トピックス
１．株式会社ダイナム タイムロック機能付の金庫を導入 ～犯罪を抑止し地域の安全安心を守る～
2019 年 7 月 16 日 株式会社ダイナムは総合的な防犯・安全対策の一環として、タイムロック機能の付い
た生態認証式金庫の導入を開始した。
２．株式会社ダイナムジャパンホールディングス 航空機リース事業を本格始動
2019 年 7 月 23 日 グループ会社の DAIL は、株式会社 FPG 信託とエアバス A320 の売買契約を締
結し、株式会社 FPG 信託およびブエリング航空とエアバス A320 のリース承継契約を締結、航空機リース
事業を本格的に始動。
＜意見＞
・減価償却が取れ、更に売り払う際も値下げ幅が少ないと聞いている。
・こういった事業は、通常複数社が投資しあってやる事例が多い。
３．株式会社ダイナム RPA 導入により年間 4,884 時間を効率化
2019 年 8 月 22 日 株式会社ダイナムは、2018 年に導入した RPA を活用し、株式会社 DTS と協業
で年間 4,884 時間の業務効率化を実現。
＜意見＞
・4,884 時間は、年間 2 人分の労働時間に相当する。
・以前に受講した株式会社クレオだとバックグラウンドで作業が可能だったが、株式会社ダイナムはフォアグ
ラウンドで夜間に稼働させている。
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・各部から扱える人を出して使えるようにしており、情報システム部、分析チームが主導。

７）労政時報勉強会 「従業員の受動喫煙対策」
＜概要＞
健康増進法の一部を改正する法律の改正の趣旨は、望まない受動喫煙をなくすこと。多数の人が利用する
施設等における喫煙の防止策では、パチンコホールは、多数の者が利用する第二種施設に相当する。その為、
原則屋内禁煙、または喫煙可能な場所である旨を提示する事により店内で喫煙可能のどちらかとなる。従業
員に対する受動喫煙対策では、20 歳未満が喫煙可能場所に立ち入りをさせないようにする。また、従業員を
募集する際にはどのような受動喫煙対策を講じているか、募集や求人申し込み時に明示義務が課される。
＜意見＞
・本社では紙巻きたばこを禁止、加熱式のみ許可。また、吸わんデーを設定、加熱式タバコも禁止。来年 4 月
には、店舗でも紙巻きたばこを禁止。喫煙室がある店は風量規制などで今後順次対応していく。
・店舗では、喫煙室はあるが、紙巻きは禁止、加熱式タバコのみ可能。
・大きめな店舗では休憩室で対応可能だが、中には休憩室自体がない場合もあり対応に苦慮している。
・バックヤードの休憩室に喫煙室がある。
・喫煙室、ブースを完全密室にするのはいろいろ問題があるので、ガラスを多用すると良い。
・20 歳以上でも受動喫煙を嫌がる人が出てくれば、この 20 歳以下と同様の対応を考えざるを得ない。
・グループ企業のカラオケボックスでは、飲食と喫煙が狭いスペースで困難になった為対応に苦慮している。
・今年の 4 月に発足した「禁煙推進企業コンソーシアム」に、6 月に加盟した。入会時約 15 万円、イベントの
たびにかかる費用を参加者で按分する形態。様々な各社の対応事例を共有出来る。
＜次回 労政時報勉強会＞
担当 株式会社合田観光商事 久保 龍也 部員
テーマ 同一労働同一賃金

８）次回開催
開催日：令和 1 年 10 月 11 日（金）
時間：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 （6 階）
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）
令和 1 年 9 月版

第 166 回コスト問題研究部会・第 4 回コスト問題勉強会
開催日時

令和 1 年 9 月 5 日（木） 午後 1 時～午後 5 時

開催場所

TKP 上野駅前ビジネスセンター 7A

出席人数

担当理事 1 名、部員 6 名、賛助部員 3 名、正会員オブザーバー5 名、賛助会員オブザーバー1 名
オブザーバー4 名、合計 20 名

出席者

＜担当理事＞
株式会社加賀屋 代表取締役社長

福井 宏彰
＜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＞
上田 芳己 株式会社日本ヒュウマップ 景品事業担当部長 （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
峰元 勇作 株式会社ヒカリシステム チーム B リーダー 兼 市川駅前店 ストアマネジャー
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

古賀

株式会社インターコスモス 東京支店 支店長

新

＜正会員オブザーバー＞
川野 創平

株式会社ダイナム 取締役

長谷川 一樹

株式会社ダイナム 設備管理部長

柳沢 康二

株式会社ダイナム 設備管理部長代行

中山 義章

株式会社ダイナム

太田 浩之

株式会社ニラク 店舗開発部 建築設備グループ

＜賛助会員オブザーバー＞
対馬 健治

株式会社インターコスモス 東京支店 営業課長

＜オブザーバー＞
山下 まさみ 様 株式会社ダイエー 総務課 主任
橘田 哲也 様

大丸商事株式会社 管理部 システム課

山本 拡之 様

株式会社グラン 本部長

髙久 雄一 様

浜友観光株式会社 人事総務課
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第 166 回コスト問題研究部会
１）11 月 拡大コスト問題研究部会 in 大阪について
11 月に開催する拡大コスト問題研究部会 in 大阪について、会社訪問先、宿泊（情報交換交流会）場所、
ストアコンパリゾン候補などを検討した。

２）コスト問題研究部会 質問コーナー2019.9
Q：消費税増税対応について
Q１-１：消費税増税により、増税対象となる賞品の交換玉メダル数を変更するかどうかを教えて下さい。
（今迄\1,080-相当の玉メダルで交換していた賞品を\1,100-相当に変更しますか？）
なお、貴社以外の他ホールの対応情報も頂けると幸いです。
Q１-２：栄養ドリンクの
①医薬品等に該当するもの（消費税率10％）
②医薬品等に該当しないもの（軽減税率対象8%）
の上代の設定をどうするか教えて下さい。
A１-１：増税対象となる賞品（雑貨、おもちゃ、日用品など）は増税相当分の交換玉メダル数を増やす。
A１-２：①医薬品等に該当するもの（消費税率10％）は増税相当分の交換玉メダル数を増やす。
※リポビタンD、リポビタンD11など
②医薬品等に該当しないもの（軽減税率対象8％）は価格据え置き。
※オロナミンC、レッドブル、タフマンなど
＜意見＞
・玉メダルの貸単価は？
・消費税増税分あげる店、あげない店がある。
・競合店の様子を見ながら情報を確認している。
・10 月 1 日からの変更はせず、周りのタイミングを見ながら変化させる。

３）次回開催
開催日時：令和 1 年 10 月 3 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 6A （6 階）

第 4 回コスト問題勉強会
「今 知っておくべきベンチマーク制度 ベンチマーク報告ってどうやるの？」
講師：

佐藤 良 様

株式会社アイ・グリッド・ソリューションズ エネルギー事業本部 東日本営業部 営業 1 課

◆ベンチマーク制度
日本を取り巻くエネルギー環境
・パリ協定採択 ⇒ 省エネ推進強化 ⇒ 省エネ目標 対象拡大。パチンコホールもその対象に。
・ベンチマーク制度とは、業界共通の指標を用いることで、省エネ状況を適正・客観的に評価し、各事業者が
「目指すべき水準」の達成に向けて、省エネ取組を推進する制度。また、事業者単位で新たにベンチマーク指標
の報告が必要となる。
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・従って、エネルギーマネジメントは全店統一管理と削減がより重要になる。
◆省エネ法とは
・エネルギーの使用の合理化などに関する法律。
・特定規模事業者は、年間原油換算で 1500kl 以上のエネルギーを使用している。（遊技台 3500 台程度）
・ホールであれば、各事業所ごとに会社を立ち上げている場合は、特定規模事業者に相当しない。
・違反すると、エネルギー管理企画推進者を選任の場合 100 万円以下の罰金、エネルギー使用状況届出書の
提出の場合 50 万円以下の罰金となる。
◆ベンチマーク制度の対象事業拡大の背景
・未来投資に向けた官民対話にて、安倍総理が「全産業のエネルギー消費の 7 割を、トップランナー制度の対象
に拡大する」と明言。
◆ベンチマーク要点
・全国統一基準での評価。これまで各事業者ごとに定めていた原単位分析に加え、全国統一基準の重回帰分
析による指標によって平等に評価。
・同業種内でのクラス分け評価制度。統一基準(以下ベンチマーク)によっても、パチンコホール事業者を S クラスか
ら C クラスまでクラス分けが行われる。
・定期報告書の報告内容の追加。従来通りの定期報告に加え、ベンチマークでの報告も義務化される。
◆クラス分け制度
・S クラス：省エネが優良な事業者。なお、ベンチマーク達成者は原単位 1%削減を達成していなくても S クラス
へ位置づけられる。
・A クラス：一般的な事業者。
・B クラス：省エネが停滞している事業者。対応として、注意喚起文書を送付し、現地調査等を重点的に実施。
・C クラス：注意を要する事業者。対応として、省エネ法第 6 条に基づく指導の上でも改善が見られない場合、
社名公表や罰金等の罰則適用。
◆クラス分けフロー
企業全体のベンチマーク数値が 0.695 以下 ⇒ yes ⇒ S ランク事業者
↓No
原単位の努力目標（平均１％）を達成している。 ⇒ yes ⇒ S ランク事業者
↓No
直近 2 年連続で原単位が対前年対比増加していない。 ⇒ yes ⇒ A ランク事業者
↓No
5 年間の平均原単位が５％強増加していない。 ⇒ yes ⇒ A ランク事業者
↓No
B ランク事業者
↓No
注意、立入検査でも改善がない場合 ⇒ C ランク事業者
◆ベンチマーク制度導入によるメリット
メリット①:『事業者クラス分け評価制度』における評価
『事業者クラス分け評価制度』において、ベンチマーク達成事業者は、原単位 1%以上の低減を達
成していなくてもＳクラス（優良事業者）へ位置付ける。
メリット②:S クラスであれば公表することで CSR の役目を担える
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ベンチマーク指標における S クラスはトップ 15%が達成できる想定。そのため、S クラスになると業界で
もトップクラスの省エネによる環境負荷低減を地域へアピールが可能。
メリット③:省エネ補助金における評価
ベンチマーク導入業種では、省エネ補助金において有利な評価を受けられる。2 年連続の S 評価で
あれば、中長期計画書の提出が最大 5 年免除。
◆省エネ法におけるパチンコホールのベンチマーク
・対象事業者
・日本標準産業分類におけるパチンコホールのうちパチンコ店及びスロット店の合計エネルギー使用量が年間
1500kl 以上の場合にベンチマークの報告が必要となる。
※概算で年間電気代合計が 9000 万円以上あれば対象。
・ベンチマーク水準（目指すべき水準-上位 15％達成見込み）
0.695 以下
◆ベンチマークの計算方法
①各店舗のベンチマーク数値を算出

②①を用いて事業者としてのベンチマーク数値を算出

◆各項目の解説
■年間エネルギー使用量
①電力会社と電気受給契約がある場合
電力会社、ガス会社の請求明細の使用量を原油換算シート(P.15)へ昼間・夜間別に記入
→新電力との契約で夜間区分けが請求書に無い場合は、当該会社へ依頼
※駐車場の街灯等については、ホールとは別に低圧契約を行っている場合など、明確に駐車場としての
使用量がわかる場合は除外(=そのため必ずしも定期報告書の数値とは一致しない)
②請求が電力会社以外からくる場合(テナント等)
子メーター計測の使用量(請求元会社の明細根拠)を原油換算シート(P.15)へ記入
※ただし、昼間・夜間の区分けが不明な場合は一律昼間買電の枠のみ記入
■延床面積
①電力会社と電気受給契約がある場合
図面上の延床面積(従来定期報告書へ記載している場合は同数値)
②請求が電力会社以外からくる場合(テナント等)
専有部のみのため、警察署へ提出している面積(休憩室や通路も含む)
■年間営業時間
・各年 4 月 1 日～3 月 31 日までの営業時間。店休日や改装期間は除くため、
都度記録を残しておくことを推奨。
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◆参考 ホールで使える補助金
省電力補助金または省エネ補助金の 2 種類

＜質疑応答＞
Q：延べ床面積は、定期報告書では立体駐車場は含めて良いということだったが、ここでは含めないのか。
A：駐車場は含めない。
Q：電力会社の算出基準によるの日付のズレはどうするのか。
A：ずれた日付の部分は、電力会社に言えばもらえるがそこまでやっている企業はほとんどない。電力会社以外の
計測端末を使う企業が多い。テナントの場合は、頂いたデータをそのまま使える。
Q：定期報告書で報告する使用量とベンチマーク制度の使用量の 2 種類あるがどうすべきなのか。
A：2 通り計算をする企業とベンチマーク制度に寄せてしまって回答を出す企業がある。ベンチマーク制度自体がま
だ、改善すべき点があり、今後もエネ庁にこういった意見が出てきているので、どう回答すべきかを聞いていく予
定。制度変更自体は 5 年間はないと聞いているが、今後細かな部分で変わっていく可能性はある。
Q：営業時間が長い方が、夜間の時間帯に入るのでその点は有利かと考えるがどうか。
A：迷ったらエネ庁に電話をするのが一番。報告で手間が増えるわけではないので早め対策をしていくことがある。
トップ 15％が S クラスとなっているが、スーパーマーケットであれば 7％。かなり厳しい。企業価値は高くなる。パ
チンコホール年間電気代 1500 万円。そこから 20％削減で 300 万円削減となる。S クラスを目指して空調
を変えるなどは良いと思うが、現場に負担をかけない方が良い。
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 9 月版

第 192 回法律問題研究部会
開催日時

令和 1 年 9 月 28 日（土）

開催場所

TKP 上野駅前ビジネスセンター 6A

出席人数

部員 13 名､賛助部員 2 名､正会員企業オブザーバー1 名、合計 15 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 顧問
＜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

玄

昌起

株式会社ダイナム 営業推進部 業務担当

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

清水 文在

株式会社セントラル伸光 常務取締役

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

志方

崇

株式会社チアエンタープライズ 専務執行役員

西里

実

株式会社三永 経営戦略室 室長

＜賛助部員＞
斉藤 新市

グローリーナスカ株式会社 BC 部 サブマネジャー

田野倉 司

合同会社 DMM.com 営業戦略部 マネージャー

＜正会員企業オブザーバー＞
戸田 有希乃

株式会社ニラク 依存問題担当

1）依存問題対策プロジェクトチーム 報告
依存問題対策要綱は基本計画に沿って作成している。これに対する意見を PCSA で集約して全日遊連に伝
えた。また、厚生労働省から警察庁を経由して基本計画に対する依頼文がきている。今後、都道府県毎の依
存対策にパチンコ業界として協力、連携して欲しいという内容だった。また、機構の検査に関するチェックシートの
情報を共有した。また、ダイナムで遊技者アンケートを実施しており遊び方の特徴を継続して共有する。また、
依存の勉強会を予定。ワンデーポートの中村先生を来年 1 月、RSN の西村先生を来年 3 月に予定してい
る。また、株式会社ニラク主催の勉強会が 11 月に開催される。

２）最近の無承認変更 事案事例
8 月より無承認変更事案が発生しており、その情報を共有、注意すべき点を周知徹底した。
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３）グローリーコンパス「消費増税対応」について
グローリーナスカ株式会社が年に 4 回発行している「グローリーコンパス プレミアム」の VOL34 にて「消費増税
対応」が取り上げられた。部会では、消費増税の更なる理解のために、内容の再確認と周知に努めた。
＜内容＞
1 章 消費税の概要
1-1 消費税とは
1-2 消費税の仕組み
1-3 発生から納付の流れ
1-4 軽減税率制度
2 章 ホール運営と消費税
2-1 徴収方法
2-2 遊技料金と消費税
2-3 発生から納付の流れ（ホール運営）
3 章 消費増税の影響と対策
3-1 消費増税の影響
3-2 消費増税の対策
4 章 消費増税対策 実践
4-1 戦略策定
4-2 外税方式実施時の留意点

４）新基準に該当しない高射幸性遊技機の台数推移について
今年 7 月末時点で新基準に該当しない遊技機の設置台数（全国、以下同）は 38 万 8,066 台、設置
比率は 23.11％で、前月比で 4,855 台の減少となる。また、来年 1 月 31 日までに設置比率 15％以下の
目標達成に取り組む高射幸性遊技機の設置台数は、30 万 5,278 台で設置比率は 18.18％。前月比で
見ると、7 月末は 1,990 台の減少にとどまり、5 月末が前月比で 11,278 台減、6 月末が 6,491 台減であ
った点に比べ、7 月末は高射幸性遊技機の低減スピードの鈍化が伺える形で推移した。また新基準に該当し
ない遊技機全体に占める高射幸性遊技機の割合は 7 月末で 78.67％と、前月末の 78.20％に比べ割合
が上昇する結果となった。部会では、来年 1 月 31 日に向けて各社の状況を再確認した。

５）依存問題対策実施確認シートについて
全日遊連が作成し各ホールにて定期的に記載を更新、記入していくようにとしているチェックシートに、記述式の
問いかけが追加されている。アドバイザーに相談があった場合の対応、18 歳未満の可能性のあるお客様の対
応、従業員教育の実施状況、適度な遊技方法の紹介などの内容を確認した。また、関連事項として、安心パ
チンコ・パチスロアドバイザーの受講やモデルケースなどについて意見を交わした。

６）喫煙ブース現況アンケート（2019.9.31ver）について
2020 年 4 月より施工される健康増進法の改正により、パチンコホールには、完全禁煙、喫煙ブース設置など
の限られた選択肢が残されている。その喫煙ブースの設置に伴う警察や消防との事例をアンケートしている。部
会では、第 2 回アンケート実施の報告、参加者によるアイコス対応やフロア分煙などについて意見が交わされた。
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７）次回開催
開催日：令和 1 年 10 月 18 日（金）
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 1 年 9 月版

第 159 回不正対策研究部会
開催日時

令和 1 年 9 月 25 日（水） 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 7A

出席人数

部員 10 名､正会員オブザーバー参加者 2 名、日遊協 参加者 2 名、オブザーバー参加者 1 名、
合計 15 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＞
柏

信吾

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

＜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

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

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

上野

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

誠

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

徳永 正宣

株式会社チアエンタープライズ 総務部 法務課長

山本

株式会社三永 営業部 業務推進課 係長

譲

＜正会員オブザーバー＞
森

華子

杉山 徹

株式会社ダイナム 法務・リスク管理部 リスク管理担当
株式会社ニラク 営業本部 渉外担当

＜日遊協 参加者＞
株式会社マルハン 1 名、株式会社アプリィ 1 名
＜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 8 月 23 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。
＜部会＞
8/31 依存問題対策プロジェクトチーム
機構によるホールの依存対策調査 チェックシート確認
8/31 法律問題研究部会
時代に適した風営法議連会議
保通協 試験結果報告を共有
9/5 コスト問題研究部会
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消費税増税 対応策 情報共有
ベンチマーク制度 勉強会
9/13 人事問題研究部会
従業員の受動喫煙対策 情報共有
9/19 遊技法研究会
釘 無承認変更による 遊技台押収
釘確認シートの使われ方
9/19 9 月拡大理事会
11 月 総会・勉強会 内容
全日遊連 依存問題対策要綱 意見交換
＜その他＞
9/10 不正 日工組訪問
9/10 アクションレポート ８月版 発信・公開
9/24 69 回勉強会 発言録 Youtube 公開

２）日本遊技機工業組合（日工組）訪問報告
＜概要＞
日時：

令和 1 年 9 月 10 日 午後 1 時 30 分～

場所：

日本遊技機工業組合（以降、日工組） 事務所（東京 丸の内）

出席者：

日工組
＜不正防止対策部会（ぱちんこ遊技機）＞
部会長 澤田 盛弘 様 株式会社三洋物産
副部会長
委員

小島 俊幸 様 株式会社ニューギン

朝日 卓也 様 京楽産業.株式会社
中西 洋一 様 サミー株式会社
毒島

壮 様 株式会社 SANKYO

清原 賢二 様 株式会社サンセイアールアンドディ
吉田 陽介 様 株式会社大一商会
加藤 晶弘 様 豊丸産業株式会社
オブザーバー

中島 圭介 様 株式会社藤商事
志村 一樹 様 株式会社三洋物産
新井 将識 様 株式会社ソフィア
倉田 豪 様 株式会社三洋物産

＜事務局＞
技術課長 末次 直明 様
PCSA
不正対策研究部会 リーダー
松本 浩 株式会社ヒカリシステム
部員 金子 敦 株式会社ダイナム
部員 森 華子 株式会社ダイナム
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事務局 岩瀬 史朗
資料：

PCSA 用意
A 2019 年 3 月期、2020 年 3 月期 発生ゴト 一覧
B パチンコ不正被害の主な事例
C 設定変更装置に対する意見、要望

要旨：

日工組で 11 月に開催する「全社会議」にて、PCSA との情報交換の結果を報告したい、という
事で今回の打ち合わせが開催された。
昨年 1 年と今年半ばまでのゴト被害の件数、被害額のリスト、主な不正被害の機種と個別のゴ
ト事例の詳細などを PCSA 側が説明し、それに対する質疑応答がされた。その中で PCSA 側の
要望としては、
・ゴトの発砲や誤報知のレベルをホールで調整できるようにしてほしい。
・ドツキなどのゴトの際、「左に戻してください」というような音声が出ると非常に良い。
といった意見が出た。
最後に設定変更装置に対する意見、要望を PCSA 側が説明した。設定キーを刺す際に物理的
に当たる部分の指摘や導入した台数分の鍵の提供を依頼した。また、統一キーの提供も依頼し
たが、コストが非常に高くなるとの回答を得た。一方、日工組側からは、設定付きパチンコでの設
定変更、設定確認の際に電源を落とすという仕様について感想を求められた。PCSA 側としては、
電源を落とさないで確認が可能となれば便利だが、この仕様で現在ゴトが起きていないなら、この
ままで良いと回答した。
なお、今後の全社会議に関しては、一旦この日工組の不正対策メンバーで検討、協力が必要な
らばお願いすると言われた。
また、今後の PCSA 不正対策研究部会・勉強会などに日工組の不正防止対策部会（ぱちんこ
遊技機）を招待することになった。

＜意見＞
・クジラッキー、ダイナマイトキングなどの釘曲げの話をした。前期１年間と今期４月から８月で、糸付玉の被
害が増えている。また、社内で困っているゴト事例、事案の説明をした。また、有限会社ジャパン・セキュリテ
ィ・サービスの資料を説明させていただいた。
・遊技台のセンサーの感度の話が出た。スロットの様に、状況に応じて感度を変更できるようにして欲しいと要
望した。
・株式会社ユニバーサルエンターテインメントの遊技台のようにオフ、ロー、ハイが変更できると良い。
・また、パチンコの設定確認や変更の際の電源 OnOff に関しては、現状のままで良いと思われる。
・以前は、日工組側が４名くらいだったが、今回は、不正防止対策部会（ぱちんこ遊技機）のほとんどのメ
ンバーが参加して頂けた。
・台枠に設定機能がついていると鍵を変える必要はないのでどうかという話をしたが、セキュリティ上とコストの問
題に言及された。
・台枠の鍵には、コストがかかると言われた。
・今後、日工組の方々を部会や勉強会に招待する。

３）1 月 不正対策勉強会 in 静岡について
＜静岡開催に至る経緯＞
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・前回、令和１年７月の不正対策勉強会を長野県にて長野県遊技業協同組合様（以降、長野県遊
協）のご協力をいただき開催。
・全参加者 31 名中、長野県遊協様から６社９名の方々にご参加頂いた。
・参加者の方々から、高い評価をいただき部会として開催に手応えを感じることができた。
・不正部会としては、不正対策のセミナーがあまり開催されていない都道府県で開催する方針を決めた。
・通常の不正部会には、ホール団体を通じて PCSA 会員以外のホール企業担当者が参加している。
・その中で、株式会社 ABC 様、株式会社アプリイ様から参加されている事があげられ、2 社が本社をおく静
岡県開催の交渉を開始する事になった。
・静岡県遊協様のご協力が得られれば、開催の詳細を詰めていく。
＜お願いする内容の概要＞
１．静岡県遊技業協同組合様
・PCSA の「不正対策勉強会」の開催を静岡県遊協様に協力していただきたい。
※具体的には「不正対策勉強会 in 静岡」の案内を県遊協傘下の組合員に配布していただきたい。
２．株式会社 ABC 様、株式会社アプリイ様
・PCSA の「不正対策勉強会」の開催を静岡県遊協様に協力してもらえるよう口添えしていただきたい。

４）最新ゴト情報・ゴト被害アンケート(８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 6 社
・被害件数 19 件
・被害額\2,076,080・警察への通報回数 0 件
・被害届申請 0 件
・被害届受理 0 件
ゴトは、先月と同様にドツキや糸付き玉の発生が目立った。他には磁石ゴトなどが発生した。各不正の詳細を
説明した後、広域犯罪に属するドツキゴト師の情報が共有された。

５）次回開催
名称：第 160 回不正対策研究部会・第 49 回不正対策勉強会
開催日：令和 1 年 10 月 25 日（金）
時間：午後 1 時～5 時
場所：TKP 上野駅前ビジネスセンター 4A（4 階）
スケジュール： 13：00～15:00 第一部 第 160 回 PCSA 不正対策研究部会
部会員による最新ゴト情報交換 会場:TKP 上野駅前ビジネスセンター4A
15：00～17:00 第二部 第 49 回 PCSA 不正対策勉強会
『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
17：15～19:15 第三部 情報交換交流会
会場：ハリマ・ケバブ・ビリヤニ（南インド料理）会費￥5,000-（税込）
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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 9 月版

第 30 回依存問題対策プロジェクトチーム
開催日時

令和 1 年 9 月 28 日（土） 午前 10 時～正午 12 時

開催場所

TKP 上野駅前ビジネスセンター 6A

出席人数

メンバー8 名､賛助メンバー1 名､正会員オブザーバー1 名、合計 10 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

＜サブリーダー＞
荒田 政雄 夢コーポレーション株式会社 顧問
＜メンバー＞
阿部
玄

到
昌起

須藤

暁

株式会社ダイナム 法務・リスク管理部 部長
株式会社ダイナム 営業推進部 業務担当
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＞
戸田 有希乃

株式会社ニラク 依存問題担当

１）ぱちんこ依存対策 勉強会 in 郡山
開催日：

令和 1 年 11 月 8 日（金）

時間：

午後 1 時 30 分～午後 4 時 30 分

会場：

ニラク研修センター （ニッククラブ郡山）福島県郡山市

プログラム： １．ニラクの依存対策
講師：ニラク法務部
２．地域の支援の紹介 ～ぱちんこ等で問題を抱えてしまったら～
講師：郡山市 保健福祉部、郡山市 社会保健福祉協議会
講師：高橋司法書士事務所、福島県精神保健福祉センター
３．質疑応答
主催：株式会社ニラク
協力：依存の問題の支援に関わる人たちの勉強会
後援：郡山市
後援：社会福祉法人 郡山市社会福祉協議会
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＜意見＞
・第２回パチンコ依存対策勉強会を開催する。半年に１回の継続開催を目指す。主な対象は、福島県内、
郡山近辺の福祉や保健の支援職の方々。プログラム１は、当社の依存対策を支援職の方に向けた説明。
パチンコ実機を設置して説明をする。プログラム２は、支援職の方々にその仕事内容を説明していただく。プ
ログラム３は、質疑応答で時間を多めにとった。
・前回の第 1 回はパチンコ業界の方が半分くらい占めていた。
・申し込み方法はメールまたは電話で個別にお申込みいただきたい。また、今回、講演の名義に郡山市の冠
を頂けた。
・郡山市に非常に積極的にご協力いただいている。例えば、市内の民生委員の代表会議でこのチラシを配
布するなどの協力を頂いている。
・定員 50 名と記載があるが、キャパはそれ以上あるので是非参加をお願いしたい。
・大々的には PR とはいかないが、郡山市の遊技事業協同組合を通じて、ホールに案内する。
・一般公開されているか？ ⇒ 来週公開予定。
・一般社団法人ぱちんこ広告協議会（PAA）のワーキンググループ（WG）にて情報共有は可能か？
⇒ 問題なし。
・郡山市との話はどう進めたのか。 ⇒ ５月の第１回の当社セミナーでコンタクトした。
⇒ 社会福祉協議会と話をしてから、主管部署につなげてもらってから積極的にご対応頂いた。
・ギャンブル依存の事例を話すのか？ ⇒ 各部門の相談内容や対応を説明していただく。

２）ギャンブル等依存問題を契機として～生きることに苦労している人たちの「幸せ」を考える～
開催日：

令和 1 年 11 月 17 日（日）

時間：

午前 10 時 15 分～午後 4 時 45 分

会場：

吉田会館 長野県長野市吉田 3-22-41

テーマ/パネラー：
「行動嗜癖の諸問題とやる気の仕組み」
篠原 菊紀 様 公立諏訪東京理科大 応用情報工学科 教授
「発達障害者の場合の支援や介入の要点 ～学び方の違いを知ろう～」
今井 忠 様 NPO 法人東京都自閉症協会 理事長
「依存症を抱える被疑者・被告人の実際と、司法を超えた個別的支援の必要性」
堀米 美聡 様 元弁護士
主催：認定 NPO 法人ワンデーポート
後援：長野県
後援：認定 NPO 法人リカバリーサポート・ネットワーク
後援：依存の問題の支援に関わる人たちの勉強会
後援：一般社団法人日本自閉症協会
協力：株式会社アイエス・フィールド
協力：株式会社アメニティーズ
協力：有限会社トータル・ノウ・コネクションズ（TKC）
＜意見＞
・長野県遊協へご協力のお願いをした。
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・篠原菊紀先生のプロファイルや近況は？
⇒ 長野県茅野市出身。長野県諏訪清陵高等学校、東京大学教育学部卒業。同大学院教育学研
究科修了。
東京理科大学諏訪短期大学講師、助教授、諏訪東京理科大学共通教育センター教授を経て、公立
諏訪東京理科大学工学部情報応用工学科教授、地域連携研究開発機構医療介護健康工学部門
長、学生相談室長。茅野市縄文ふるさと大使。日遊協 理事。
フジテレビ「とくダネ！脳活ジョニー」「今夜はナゾトレ」、BS フジ「脳ベル SHOW」、NHK「チコちゃんに叱ら
れる」「子ども科学電話相談」「あさいち」、日テレ「頭脳王」、SBC「ラジオＪ」などで解説や監修。
ブログは、「はげひげの脳的メモ」。

３）健全営業推進セミナー2019
開催日：

令和 1 年 10 月 4 日

会場：

札幌コンベンションセンター（北海道）

プログラム：

主催者挨拶 札幌方面遊協 合田康広理事長
セミナー
「ぱちんこ営業の健全化推進について」
北海道警察本部生活安全部保安課 宮下 英昭 指導官
講演
「各種不正事案への対応の基本」
有限会社ジャパン・セキュリティ・サービス 高石 隆一 代表
フォーラム
「パチンコ・パチスロ依存問題フォーラム」
RSN 出向者による出講体験談・ホール現場での事例報告
NPO 法人ワンデーポート 中村 努 施設長による講演

＜意見・説明＞
・（開催日前の説明）来週、札幌方面遊協で研修会を開催する。行政講話、他２時間依存対策を講義。そ
の内 100 分を全日遊連主催で 5 月 14 日の依存問題フォーラムの DVD を編集したものを流すと聞いている。
また、出向者の事例報告、体験談などが挟まれると考えている。また、ワンデーポートの中村先生は依存は病気
ではないという講演をする。
今回は、全日遊連が初めて地方での依存対策セミナーを開催するモデルケースとなる。今後は、各地方に波及
するのではないか。また、これは定期の研修会で、そこに依存問題対策を入れている。

４）21 世紀会 依存問題対策要綱について
21 世紀会より、ギャンブル等依存症対策推進基本計画にのっとり「パチンコ・パチスロ産業依存問題対策要綱」
をパチンコ業界とまとめ所轄官庁に報告する。その為、21 世紀会所属団体に、「パチンコ・パチスロ産業依存問
題対策要綱（案）」を提示、9 月末までに意見を募ることとなった。PCSA では 9 月理事会前に意見を募集、
議題として俎上にあげた。なお、下記は 9 月理事会、電子理事会で検討された議題である。
【要綱 第 3－13】
原案：「各地域の包括的な連携協力体制への参画」
意見：よりわかりやすく、文言を「各地域との包括的な連携協力体制の確立」に変更。
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【要綱 第 3－14】
原案：「RSN の相談データの分析および遊技客の遊技方法の分析等による相談者・遊技客の実態把握」
意見：ホール・ユーザー・一般社会が共通認識できる対策に繋がるように、問題を抱えた（抱えている可能
性のある）相談者だけでなく、問題のある人と、そうでない人の違いなどが、客観的な分析結果から
見出せるようにしていただきたい。また「問題のある依存の定義」自体も明確になっていない。定義が
あいまいだと解決ができない為、そこも明確にしてほしい。
【要綱 第 5、7（ATM について）】
原案：第 5：実施内容（ATM については未記載）
第 7：営業所の ATM 及びデビットカードシステムの撤去等に向けた検討
意見：ATM については風適法議連内での議論等で営業者の任意となっており、項目を掲載する必要が無
いと思われる。
【要綱 第 5－3】
原案：第 8 全国的な指針の策定による広告・宣伝の抑制
意見：「抑制」という言葉を変更してほしい。遊技客も減る中、内容を問わず広告・宣伝を減らす方向に行
き、「抑制」の行く末は「広告をしない」になりかねない。「適正な遊技の啓蒙の推進」など前向きな表
現に変更してほしい。
【要綱 第 6－2】
原案：②お客様本人の同意のない家族申告による入店制限の検討
意見：この内容は法的に問題があると思われる。法的に問題がある条項を記載することはできない。弁護
士に確認し、クリアしてほしい。
【要綱 第 8】
原案：第 8 依存問題の予防と解決に取り組む民間団体等に対する経済的支援の実施
21 世紀会は、「一般社団法人パチンコ・パチスロ社会貢献機構」への寄付等を通じて毎年、依存
問題に取り組む民間団体等への助成を行います。
意見：支援の実施に加え、社会への発信についても実施してほしい。
【要綱 第 9．都道府県選定「依存症専門医療機関」の広報協力】
原案：ホールは、相談者からパチンコ・パチスロ依存における相談があった場合において、相談者から特に医
療機関の紹介を求められたときは、「依存症対策全国センター」のホームページ
(https://www.ncasa-japan.jp/you-do/treatment/treatment-map/)を紹介することと
します。
意見：基本計画に記載されているため、この内容を盛り込む必要があると思われるが、紹介されている一部
の医療機関の HP で、パチンコ・パチスロに対する理解が不足していると思われる表現がみられる。業
界から医療機関へのアプローチ（説明）を検討して頂きたい。
【要綱 第 10】
原案：21 世紀会は 2019 年 1 月に第三者機関「パチンコ・パチスロ産業依存対策有識者会議」を設置
し、業界が取り組む各種依存対策についての諮問に対し評価・提言を得る取組を開始しました。
意見：対策を実施する以上、成果が上がってアセスメントするのが重要。この項目に盛り込まれていると考え
ているが、対策を取ったことによりどのような効果が出たか、どのくらい依存問題をかかえる人が減ったの
か検証してほしい。
【その他】
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意見：まずパチンコは公営ギャンブルとは異なり遊技であることを明確にすべき。そして対策を導入する際に、
対策案を棚卸した上で、ギャンブルで必要な対策、遊技では必要でない対策に分け、それぞれの業
種に落としていく必要がある。縦割りでは無く、対象業種全体で対策の検討をすべきである。対策は
既に始まっているが、今後整理していくべきである。また、必要があればその文言も盛り込んでいただき
たい。
＜意見＞
・政府の基本計画の中で、パチンコ業界として要綱を作成する事が求められている。これの草案を全日遊連が
作成、これに対する意見を集めた。
・要綱内での日遊協のガイドラインの位置づけは？ ⇒ 要綱は政府の基本方針にマッチングさせないといけな
い。そこで、部分的には業界の方向性と逆進している箇所もある。

５）ギャンブル等依存症対策推進基本計画に係る取り組みの推進について
ギャンブル等依存症対策における各地域の包括的な連携協力体制への参画について
「ギャンブル等依存症対策推進基本計画に係る取り組みの推進について」
警察庁より、ぱちんこへの依存防止対策として、「ギャンブル等依存症対策推進基本計画」(平成 31 年 4 月
19 日閣議決定)に基づき、
・RSN の相談窓口告知ポスター、依存対策啓発ステッカー等の掲示
・安心パチンコ・パチスロアドバイザーの配置
・リーフレット等を活用した、RSN、自己申告・家族申告プログラム及び保健所・精神保健福祉センター等の
紹介
・共通標語の活用
・自己申告・家族申告プログラムの実施
・入店した客に対する年齢確認の実施
・ATM 等の撤去等
・依存防止対策についての従業員への教育
・適度な遊技方法の案内 等の必要な対策
等の必要な対策実施の周知徹底をお願いされた。
「ギャンブル等依存症対策における各地域の包括的な連携協力体制への参画について」
警察庁より、9 月 17 日付で厚生労働省から各都道府県等に対し、「ギャンブル等依存症対策における各地
域の包括的な連携協力体制の構築について」(以下「厚生労働省通知」という。)が、発出された。
この厚生労働省通知では、都道府県等において、関係事業者を含む地域の関係機関が参画する包括的な
連携協力体制を構築するための「ギャンブル等依存症対策連携会議」に関する事項が定められており、パチン
コ業界もこうした連携協力体制に参画し、各地域における他の関係機関との円滑な連携を確保、情報や課
題の共有、最新の知見の収集等を図って欲しいとお願いされた。
＜意見＞
・厚生労働省から警察庁を通じてパチンコ業界へ通知した文書。
・業界の識者からは、いわゆる関係者会議の地方版ではないかと伺った。
・関連して、ギャンブル等依存症対策 都道府県説明について。政府の基本計画に基づいて、各都道府県も
それぞれの計画を作る必要があり、都道府県計画策定の留意事項が記されている。この各都道府県の計画
は、政府の基本計画に沿わせつつ各都道府県の実情に合わせるべきとなっている。
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６）株式会社ダイナム パチンコ・パチスロ依存問題に関する基礎研究「安全な遊技のためのアンケート調査」について
2019 年 9 月 2 日、株式会社ダイナム オフィシャルサイトにて、掲題の広報として下記の内容が発表された。
「2019 年 9 月より、公立諏訪東京理科大学 地域連携研究開発機構 医療介護・健康工学部門（部門
長：篠原菊紀）および、株式会社クロスマーケティングと共同で、パチンコ・パチスロ依存問題に関する基礎研
究「安全な遊技のためのアンケート調査」を実施致します。」
・会員の方にアンケート調査を実施予定。パチンコに対する考え方を聞く。遊びなのか利益のみなのか。また、
パチンコの為に借金をした事があるか、など。
・店舗で遊技するお客の現状を把握するためのアンケート。
・長年遊んでいるお客様から、安全な遊び方などが分からないかという試み
・個人を特定しない形で、間に公立諏訪東京理科大学を挟んで調査を実施していく。
・郵送でアンケートを依頼する。回答は、返信又は WEB で可能。
・ある程度の遊技期間がある会員をアンケート対象としている。
＜説明＞
・DM のアンケートに同封した説明文書で協力を依頼している。
・アンケートを 2 万人に配布、9 月 20 日現在で 4400 人の回答者。目標は 6000 人。
・アンケートの発送 10 日後に本県に関するニュースリリースが出てから回答が増加した。
・実際のアンケートでは、会員カードの使い方を確認、PPDS 準拠の質問や、ポジティブスケール等の設問が
設置されている。これは、いかに健全に遊技が出来ているかを調べるアンケート。
・対象会員 2 万人の抽出条件は、1 年間に○回の遊技にあたり△発以上打ち込んだ方。
・今回のアンケートのためにクレーム窓口も設けたが、クレーム自体がほとんどない。
・データ分析の結果が出てくる時期は未定。

７）依存問題勉強会について
＜第 3 回依存問題勉強会＞ ※予定
開催日：令和 2 年 1 月 24 日（金）
時間：午前 10 時～
会場：TKP 上野駅前ビジネスセンター 6A
講師：NPO 法人ワンデーポート 施設長 中村 努 様
＜第 4 回依存問題勉強会＞ ※予定
開催日：令和 2 年 3 月 26 日（木）
時間：午前 10 時～
会場：TKP 上野駅前ビジネスセンター 6A
講師：認定特定非営利活動法人リカバリーサポート・ネットワーク 代表 西村 直之 様
＜意見＞
・依存問題の現場に接することが非常に刺激になる。
・会食の機会を設けたい。
・お二人の依存の関係者にもお話を伺いたい。

８）依存問題対策実施確認シートについて
全日遊連が作成し各ホールにて定期的に記載を更新、記入していくようにとしているチェックシートに、記述式の
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問いかけが追加されている。アドバイザーに相談があった場合の対応、18 歳未満の可能性のあるお客様の対
応、従業員教育の実施状況、適度な遊技方法の紹介など。その回答事例を確認した。
＜意見＞
・８月全日遊連から組合員にアンケートが出されたがそれと微妙に異なる部分がある。
・RSN の６種類のリーフレットは使い処が決まっており、お客様に説明する際にはオリジナルのリーフレットを作
成、お客様に知ってほしい内容として、適度な遊技方法を説明している。
・依存問題対策の実地調査を受け持つ一般社団法人遊技産業健全化推進機構の説明を聞きたい。事
務局に招聘を依頼する。 ⇒ 了解した。
※後日、機構と調整の結果、11 月 15 日（金）の依存問題対策プロジェクトチームにて午前 10 時より
説明を受けることに決定した。

９）次回開催
開催日：令和 1 年 10 月 18 日（金）
時間：午前 10 時～正午 12 時
会場：TKP 上野駅前ビジネスセンター 6A（6 階）
以上
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PCSA アクションレポート(遊技法研究会)
令和 1 年 9 月版

第 7７回遊技法研究会
開催日時

令和 1 年 9 月 19 日（木） 午後 2 時 45 分～午後 3 時 45 分

開催場所

TKP 神田駅前ビジネスセンター 5 階 5C

出席人数

委員 8 名、アドバイザー5 名、オブザーバー3 名、合計 16 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
＜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
＜遊技機検討小部会 委員＞
福井 宏彰 株式会社加賀屋 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 副委員長＞
石山 一広 三本珈琲株式会社 常務取締役
＜景品検討小部会 委員＞
國澤 良幸 株式会社大商 会長
國澤 良平 株式会社大商 景品流通部部長
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

齊藤 信孝 株式会社山宝商会 専務取締役
羽島 正敬 株式会社山宝商会 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
佐藤 公平 株式会社ダイナム 取締役会長、モデレーター
宮村 伸輔 株式会社エルゴジャパン 常務取締役、監事
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＞
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）最近の無承認変更 事案事例
8 月より無承認変更事案が発生しており、その情報を共有した。

２）消費税対策について
・全日遊連の消費税 PT の結果が業界誌に載った。内容 4 点は次の通り。
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①消費税を適正に加味し、市場価格と等価で交換。
②出玉率 100％以上の営業形態確立を目指す。
③ホールとメーカー一体で、お客様が手軽に安心して遊べる遊技環境を整える。
④適正利益の圧迫の対応として貯玉再プレーを見直す。
＜意見＞
・これに乗る意味は無いかもしれない。
・団体が集まった時に、課題を共有しておかないといけない。毎回、場当たり的に違う話が出ても話が進まな
い。力にならない。21 世紀会で意見をまとめたい。

３）秋元先生との勉強会について
＜意見＞
・前回の会で、今後も半年に１回くらい継続するという話が出た。
・前の議連は回胴遊商の力で議連が開催されたと聞いた。推進者がいないと進まない。
・PCSA もお願いする事はできる、
・PT 開催を全日遊連にプッシュして欲しい。
・前の議論でも出ていたが、ホールの問題をまとめ、リスト化したい。

４）消費税について
＜意見＞
・10 月 1 日からの消費税増税で飲食以外は 10％になる。皆さんどの様に対応されているか？
⇒ 市場価格の価格は幅があるので、その範囲で行えばよい。
・定価をどう値上げするのか悩みどころである。
・賞品には金額の幅がある。また、内税、外税、値下げなど対応が色々考えられる。
・タバコなど定価があるのであれば厳格な対応が必要。それ以外には幅がある。

５）次回開催
第 78 回遊技法研究会 in 大阪
開催日：令和 1 年 10 月 17 日（木）
時間：午後 2 時 45 分～午後 3 時 45 分
場所：TKP ガーデンシティプレミアム心斎橋（大阪）
＜同日 他スケジュール＞
14：45～15：45 ≪第 78 回遊技法研究会≫
16：00～17：30 ≪10 月拡大理事会≫
17：45～19：15 ≪情報交換交流会≫
以上
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特定サービス産業動態統計月報
令和1年8月分速報

（令和1年10月10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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令和1年8月分速報

（令和1年10月10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

4～6月
7～9月
10～12月
1～3月
4～6月

849,955
915,381
858,102
891,246
866,744

659,993
662,282
660,587
658,203
659,187

34,152
33,975
33,612
32,884
33,558

15,358
15,084
14,972
14,728
14,782

18,794
18,891
18,640
18,156
18,776

1,248
1,248
1,239
1,237
1,232

Q2 2018
Q3
Q4
Q1 2019
Q2

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

283,329
307,293
315,316
292,772
284,181
271,485
302,437
316,212
274,264
300,771
287,214
295,496
284,034
295,713
299,288

659,993
660,934
661,455
662,282
661,949
660,071
660,587
658,899
658,979
658,203
659,953
659,765
659,187
659,563
659,692

34,152
33,669
34,184
33,975
33,842
33,679
33,612
33,336
33,252
32,884
33,157
33,216
33,558
33,768
33,804

15,358
15,324
15,255
15,084
15,054
14,964
14,972
14,860
14,785
14,728
14,867
14,796
14,782
14,766
14,688

18,794
18,345
18,929
18,891
18,788
18,715
18,640
18,476
18,467
18,156
18,290
18,420
18,776
19,002
19,116

1,248
1,249
1,247
1,248
1,247
1,241
1,239
1,238
1,237
1,237
1,235
1,234
1,232
1,232
1,228

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

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

4～6月
7～9月
10～12月
1～3月
4～6月

94.0
100.1
100.9
102.9
102.0

100.3
100.6
100.3
99.9
99.9

101.1
100.4
100.0
98.6
98.3

102.4
100.5
100.5
103.1
96.2

100.0
100.3
99.7
95.3
99.9

98.8
98.8
98.7
98.8
98.7

Q2 2018
Q3
Q4
Q1 2019
Q2

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

97.7
98.2
100.2
102.1
99.0
101.4
102.3
100.0
106.5
102.8
103.2
102.5
100.2
96.2
94.9

100.3
100.3
99.9
100.6
100.5
100.5
100.3
100.2
99.9
99.9
99.7
99.8
99.9
99.8
99.7

101.1
99.3
100.4
100.4
100.7
100.3
100.0
99.8
100.0
98.6
99.7
97.2
98.3
100.3
98.9

102.4
101.9
101.0
100.5
100.8
100.7
100.5
100.4
100.7
103.1
99.3
99.5
96.2
96.4
96.3

100.0
97.1
100.0
100.3
100.7
100.1
99.7
99.3
99.5
95.3
100.1
95.5
99.9
103.6
101.0

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

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

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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一般社団法人パチンコ・チェーンストア協会
〒110-0015 東京都台東区東上野 1-14-4 坂田ビル 2F
TEL:03-3538-0673 FAX:03-3538-0674
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