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PCSA アクションレポート（総会・経営勉強会）
令和 1 年 11 月版

第 18 期第 2 回臨時社員総会
開催日時

令和 1 年 11 月 28 日（木） 午後 1 時 30 分から午後 2 時

開催場所

TKP ガーデンシティプレミアム神保町 3 階「プレミアムボールルーム」

出席者

出席正会員：9 社（17 名）（委任状出席 7 社）
出席賛助会員・特別会員：15 社（28 名）
アドバイザー・マスコミ関係者他：11 社（11 名）
出席者合計：56 名

福井 宏彰 理事による開会宣言
加藤 英則 代表理事挨拶
総会定足数確認報告
議長選出
１ 審議報告事項
第 1 号審議議案 PCSA 慶弔金見舞金規程 改正
議長は、「PCSA 慶弔金見舞金規程」第 10 条（災害見舞金）の変更案を説明し、これを議場に諮っ
たところ、満場一致で承認可決された。
第２号報告議案 懸賞アイディア・エッセイ 募集開始
議長は、「PCSA 懸賞アイディア・エッセイ」の募集要項、ならびに募集を令和元年 11 月 1 日に開始した
ことを議場に報告した。
第３号報告議案 高射幸性回胴式遊技機の設置比率に関する自主規制期限の再設定について
議長は、全日本遊技事業協同組合連合会が令和元年 11 月 13 日の全国理事会において「高射幸
性回胴式遊技機の設置比率に関する自主規制期限」の再設定をしたことを議場に報告した。

３ 研究部会活動報告 第 18 期活動報告

＜ 人事問題研究部会・第 18 期（9 月～11 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、10 月、11 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
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内容

・9 月台風 15 号影響について
・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
・人事問題研究部会 質問コーナー2019．9
Q 消費税増税に対してどう対応しているか？
Q 有給休暇取得について Q 定年退職後の再雇用制度について
・労政時報勉強会「従業員の受動喫煙対策」

② 10 月 第 187 回人事問題研究部会
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

内容

・戦略人事ツール「ヒトマワリ」プレゼンテーション 株式会社グローバンス
・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について
・2020 年 2 月拡大人事問題研究部会 in 大分・健康経営勉強会
・人事問題研究部会 質問コーナー2019．9
Q 健康保険について Q 自転車保険について
・大規模災害（台風）対応について

③ 11 月 第 188 回 拡大人事問題研究部会 女性活躍推進情報交換会 in 愛知
開催日

令和 1 年 11 月 7 日（木）～8 日（金）

開催場所

愛知県豊橋市 めいほうぐるーぷ本社、夢コーポレーション株式会社本社

参加者

30 名：PCSA 正会員企業社員 19 名、オブザーバー11 名※めいほうぐるーぷ様

スケジュール
2019 年 11 月 7 日（木） 女性活躍推進情報交換会・情報交換交流会(懇親会)
PM2：30～PM5：30

女性活躍推進情報交換会

PM2：30～ 第 1 部 託児所めいめい 訪問（30 分）
会場：託児所めいめい
内容：見学、質疑応答
PM3：30～ 第 2 部 女性活躍推進 講演・ディスカッション（2 時間）
会場：めいほうぐるーぷ様本社
内容：① 講演 山田 理菜 様 （女性活躍推進メンバー）
名豊観光株式会社 教育指導課 課長代理
② ディスカッション＆発表
PM6：30～PM8：30

情報交換交流会(懇親会)（2 時間）

2019 年 11 月 8 日（金） 企業訪問・人事問題研究部会
AM9：30～PM12 企業訪問・人事問題研究部会（2 時間 30 分）
会場：夢コーポレーション株式会社様 本社、会議室
内容：社内見学、前日振り返り、質問コーナー
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＜ コスト問題研究部会・第 18 期（9 月～11 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、10 月、11 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

内容

・11 月拡大コスト問題研究部会 in 大阪について
・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
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

② 10 月 第 167 回コスト問題研究部会
開催日時

令和 1 年 10 月 3 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

内容

・プレゼンテーション「キュービクル(高圧受電設備）のご提案
自然災害を使った火災・地震保険申請」
講師：高橋 竜太様 ハイブリッジコンサルティング株式会社 代表取締役
・企業トピック 「Office365 から Google へ」
説明者：株式会社ヒカリシステム 松﨑 吉文様、小山 内勝様
・喫煙ブース現況アンケート 2019．7 について
・拡大コスト問題研究部会・ストアコンパリゾン in 大阪 2019．11 について

③ 11 月 第 168 回 拡大コスト問題研究部会ストアコンパリゾン in 大阪
開催日

令和 1 年 11 月 19 日（火）～20 日（水）

開催場所

大阪府大阪市 株式会社インターコスモス本社

参加者

25 名：PCSA 正会員企業社員 14 名、賛助会員企業 11 名

スケジュール
2019年11月19日（火） ＜1日目＞
14：00

ストアコンパリゾンin大阪 Ⅰ ① グランキコーナ堺店（60分）
② リッチウエル長居店（30分） ③ イルサローネ東住吉店（50分）

19：00

情報交換交流会 「八金 西中島店」

2019年11月20日（水） ＜2日目＞
10：00

企業訪問、コスト問題研究部会in大阪
訪問先：株式会社インターコスモス様 本社
本社訪問・見学（10分） コスト問題研究部会（1時間20分）

12：00

昼食 「大阪のお好み焼き 千日前 はつせ」

13：00

ストアコンパリゾン Ⅱ ④ マルハンなんば 本館（60分）
3
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⑤ ベラジオ西中島店（60分）
15：40

JR新大阪駅 解散

＜ 法律問題研究部会・第 18 期（8 月～11 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、8 月、9 月、10 月、11 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
内容
・依存問題対策プロジェクトチーム 報告
・厳しい残暑に向けた「子どもの事故防止対策」の更なる徹底について
・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
・2019 年 8 月 30 日 21 世紀会について
・法律問題研究部会 質問コーナー 2019.8
Q ファン感謝デーでのサイコロくじについて Q 確変残しについて
Q 遊技台が押収された店舗について Q18 歳未満遊技禁止、および子ども車内
放置防止アナウンス記録について Q メーカー製販促物について
・喫煙ブース－現況アンケート 2019.7.31 まとめについて
② 9 月 第 192 回法律問題研究部会
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
内容
・依存問題対策プロジェクトチーム 報告
・最近の無承認変更 事案事例
・グローリーコンパス「消費増税対応」について
・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
・依存問題対策実施確認シートについて
③ 10 月 第 193 回法律問題研究部会
開催日時 令和 1 年 10 月 18 日（金） 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
内容
・依存問題対策プロジェクトチーム 報告
・高射幸性回胴式遊技機の設置比率に関する自主規制について
・機構 依存防止対策への取組み状況を確認するための調査の開始について
・令和元年台風 19 年 被害について
・法律問題研究部会 質問コーナー 2019.10
Q 賞品の市場価格について
・喫煙ブース現況アンケート（2019.9.31ver）について
③ 11 月 第 194 回法律問題研究部会
開催日時 令和 1 年 11 月 15 日（金） 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
内容
・依存問題対策プロジェクトチーム 報告
・機構 依存防止対策への取組み状況を確認するための調査について
・旧規則機の廃棄処理について日工組
・高射幸性回胴式遊技機の設置比率に関する自主規制について
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・法律問題研究部会 質問コーナー 2019.10
Q 遊技機の寄付に際して注意するべき点ついて
Q 検定切れ、認定切れに関する資料要求書について
Q 第三者による来店ポイント制度について
・余暇進秋季セミナー行政講話 2019.11.12

＜ 不正対策研究部会・第 18 期（8 月～10 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、9 月、10 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

内容

・7 月 25 日～26 日拡大不正対策研究部会・不正対策勉強会 in 長野 振り返り
・最新ゴト情報・ゴト被害アンケートについて
各社からの質問、報告など情報共有。
ゴト被害アンケートについて
・ゴト種別 対応罪状＆押さえるポイント

① 9 月 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

内容

・日本遊技機工業組合（日工組）訪問報告
・1 月不正対策勉強会 in 静岡について
・最新ゴト情報・ゴト被害アンケートについて
各社からの質問、報告など情報共有。
ゴト被害アンケートについて

③ 10 月 第 160 回不正対策研究部会・第 49 回不正対策勉強会
開催日時

令和 1 年 10 月 25 日（金） 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

参加者

35 名：PCSA 正会員企業社員 12 名、都遊協参加者 14 名、日遊協 参加者 6 名、
日工組参加者 3 名、オブザーバー参加者 1 名

内容

＜部会＞
・最新ゴト情報・ゴト被害アンケートについて
各社からの質問、報告など情報共有。
ゴト被害アンケートについて
＜勉強会＞
講師：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
テーマ：『最新のゴト情報について』
第 1 部．講演 最新のゴト情報について
第 2 部．グループワーク ｢どつきゴトへの対応方法は？｣
5
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＜ 遊技法研究会 第 18 期（9 月～10 月）活動報告 ＞
遊技法研究会 委員長 荒田 政雄

1．研究会（9 月、10 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

内容

・最近の無承認変更 事案事例
・消費税対策について
・秋元司議員との勉強会について

② 10 月 第 78 回遊技法研究会
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

内容

・くぎ確認シートに関する日工組のヒアリングについて
・最近の無承認変更 事案事例

※11 月は、総会・勉強会開催の為、開催いたしません。

＜ 依存問題対策プロジェクトチーム・第 18 期（8 月～11 月）活動報告 ＞
依存問題対策プロジェクトチーム リーダー

1．プロジェクトチーム（毎月 1 回、8 月、9 月、10 月、11 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～正午 12 時

開催場所

TKP 上野駅前ビジネスセンター

内容

・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
・2019 年 8 月 30 日 21 世紀会について
・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 7 月 26 日 依存問題基礎講座 それぞれの RG
「カナダ、マカオ、韓国の RG 政策」について
・安心娯楽通信 25 号・26 号について
・さくら通信 148 号、ワンデーポート通信第 228 号、229 号について

②9 月 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

内容

・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
・IR 基本方針（案）について
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・21 世紀会 依存問題対策要綱について
・依存問題対策実施確認シートについて
③ 10 月 第 31 回依存問題対策プロジェクトチーム
開催日時

令和 1 年 10 月 18 日（金） 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

内容

・機構 依存防止対策への取組み状況を確認するための調査の開始について
・パチンコ・パチスロ産業依存問題対策要綱について
・健全営業推進セミナー2019 について
・DMM ぱちたうん ぱちんこ依存のお勉強について
・2019 年 11 月、2020 年 1 月、3 月 PCSA 依存問題勉強会について
・さくら通信 149 号、ワンデーポート通信第 230 号について

④ 11 月 第 32 回依存問題対策プロジェクトチーム
開催日時

令和 1 年 11 月 15 日（金） 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

内容

・機構 「依存防止対策への取組み状況を確認する調査」 勉強会開催
講師：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
依存問題に関する機構の役割、取組み、承諾書、調査方法等についての説明と質疑
・2019 年 11 月 11 日 21 世紀会について
・余暇進秋季セミナー行政講話 2019.11.12 について
・2019 年 11 月 8 日 ニラク パチンコ依存対策勉強会 in 郡山 について
・さくら通信 150 号、ワンデーポート通信第 231 号について

金光 淳用 理事による閉会宣言

第 70 回 PCSA 公開経営勉強会
開催日時

令和 1 年 11 月 28 日（木） 午後 2 時 30 分から午後 4 時 45 分

開催場所

TKP ガーデンシティプレミアム神保町 3 階「プレミアムボールルーム」

出席者

合計 209 名

・合田 康広 副代表理事による開会挨拶
≪第一部≫

午後 2 時 30 分～午後 3 時 30 分

『メダルレス遊技機､管理遊技機､データセンタについて』
進行：渡辺 圭市様 日本遊技機工業組合 技術担当理事
講師：岩堀 和男様 日本電動式遊技機工業協同組合 副理事長
高橋 純一様 日本電動式遊技機工業協同組合技術ワーキンググループ グループ長
高津 巨樹様 日本遊技機工業組合 管理遊技機部会 部会長
岡部 勝也様 日本遊技機工業組合 機歴管理部会 部会長
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メダルレス遊技機、管理遊技機について、各担当者が開発の目的、基本システム、管理するデータの
種類、特徴などを説明した。
メダルレス遊技機の主なメリットについては「（メダルの持ち込みなど）ゴトの撲滅、（メダル清掃など）
従業員の負担減、ユーザーの利便性向上」があげられた。一方、管理遊技機は「（主にローテク）ゴト
の撲滅、部品共通化によるコストダウン」などを挙げた。
メダルレス遊技機の価格は、現行遊技機と比較しホッパーやセレクタが不要となりコストが削減される一
方、メダルレスにすることで新たな部品が必要となるものの、現行遊技機よりは価格の抑えた遊技機目
指している旨が述べられた。一方、管理遊技機の本体枠やユニットの価格について述べられた。
リリース時期として、メダルレス遊技機は 2021 年の春、管理遊技機は 2020 年秋が目標時期に掲げ
られた。

≪第二部≫

午後 3 時 45 分～午後 4 時 15 分

『6 号機の進捗と展望』
講師：岩堀 和男 様 日本電動式遊技機工業協同組合 副理事長
パチスロ 6 号機の現状と今後について、日電協の岩堀 和男 副理事長が説明した。
6 号機の販売状況は「初めて 6 号機が市場に投入された昨年 10 月から今年 10 月までの約 1 年
間で、45 機種がリリースされ、販売台数は約 43 万台」と説明、今後の販売については「6 号機は現
状、約 30 万台が市場に設置されている。パチスロの総設置台数は約 160 万台。そのため、残り 15
か月で 130 万台ほどの入替が必要だ。これまでの 6 号機 1 機種あたりの平均販売台数は約 9,500
台。単純に計算すると 6 号機へ完全に入れ替えるには今後 15 カ月で 135 機種の新機種が必要と
なる」と、やや厳しい現状を説明した。
その上で「傾斜値（純増枚数）の幅が広い 6 号機は、5.9 号機に比べ 1 機種あたりの販売台数が
多い傾向にある。6 号機が登場し約 1 年、各メーカーも開発に慣れ、ノウハウも蓄積されてきた。各社
が、過去ヒットした有力タイトルの後継機を開発しており、適合率がなかなか上がらない中、より 1 機種
あたりの販売台数を増やすことで入替に対応していきたい」との考えを示した。

≪第三部≫

午後 4 時 15 分～午後 4 時 45 分

『設定付遊技機の進捗と展望』
講師：渡辺 圭市様 日本遊技機工業組合 技術担当理事
パチンコ機におけるゲーム性をより広げるための行政への緩和要望の現状について、日工組の渡辺 圭
市 技術担当理事から、新規則の施行以降、ゲーム性の多様化を目的として行政へ要望を出してお
り、依存防止対策の一環として導入を要望している項目について説明した。

・金本 朝樹 副代表理事による閉会挨拶

以上
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PCSA アクションレポート（理事会）
令和 1 年 11 月版

11 月通常理事会
開催日時

令和 1 年 11 月 28 日（木） 11 時 30 分～13 時

開催場所

TKP ガーデンシティ PREMIUM 神保町 「フォレスト」

出席者

理事 8 名、幹部 4 名、正会員オブザーバー1 名、合計 13 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＞
大石 明徳 株式会社ニラク 取締役
合田 康広 株式会社合田観光商事 常務取締役
金本 朝樹 株式会社アメニティーズ 代表取締役社長
＜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
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
＜正会員オブザーバー＞
荒田 政雄 夢コーポレーション株式会社

第 1 号審議議案 「仲御徒町会議 開催報告および今後の進め方」審議【承認】
当件について、同会議を 2019 年 11 月 12 日（木）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 「同友会との今後の交流内容」審議
当件について事務局より説明があった。
＜起案理由＞
PCSA、同友会の協働に向け、お互いの団体を理解する。
＜交流内容（案）＞
1）理事会・忘年会への相互参加
内容： 12 月開催の両団体の理事会にオブザーバー参加し、その後の忘年会へ参加する。
目的： お互いの会の様子を実際に参加する事により、理解を深める。
対象： 理事・幹部（執行部中心に 5～6 名を想定）
9
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日時：
【同友会】
令和元年 12 月 18 日（水）
15 時

～15 時 20 分

賛助会員プレゼン

（オーラム B2F）

15 時 20 分～17 時 30 分

拡大理事会

（オーラム B2F）

17 時 45 分～

年末大忘年会

（オーラム B1F）

【PCSA】
令和元年 12 月 19 日（木）
16 時

～17 時 30 分

17 時 45 分～

拡大理事会(TKP 秋葉原カンファレンスセンター7 階）
忘年会（「クラフトビール タップ」ヨドバシ AKIBA8 階）

＊理事会前に遊技法研究会あり（14 時 45 分～15 時 45 分、クローズド？）
2）PCSA・同友会 協議会開催
内容： 両団体の協働に向け意見交換を実施する。
目的： 協働に際し、協働への想い、方向性、活動内容について両団体で確認する。
対象： 両団体 全理事・幹部
日時： 2020 年 1 月 28 日（火） 午後 2 時～3 時 30 分（予定）
場所： 未定（「21 世紀会賀詞交歓会」会場近隣の貸会議室（新橋））
＊なお、同日 17 時 45 分より 21 世紀会賀詞交歓会が開催されるため、この日の設定とした。
例年 16 時頃より 21 世紀会が開催されるため、その前の時間を協議会の時間とした。
＜意見＞
・12 月の PCSA 理事会に関しては、同友会メンバーの「お別れ会」があるため、1 月の PCSA 理事会でお
呼びしたい。
＜審議＞
議長：まずは 1）理事会・忘年会への相互参加について、実施しても良いか？
一同：異議なし。
議長：2）PCSA・同友会 協議会を来年 1 月 28 日に開催してもよいか？
一同：異議なし。
議長：それでは、事務局でそれぞれ案内をして欲しい。

第 3 号審議議案 「PCSA 慶弔見舞金規程」 改正【承認】
当件について事務局より説明があった。10 月の理事会において「PCSA 慶弔見舞金規程」について、延焼、
損壊時だけではなく、店舗休業でも支給する事を明記するように指示を受けた。それを踏まえ改正案を作成し
た。
なお、台風 19 号で見舞金を支給した各社からお礼状が届いている。店舗の再開状況は、株式会社ニラクは
本年 12 月中に再開予定。株式会社セントラル伸光は再開していない上に、対応を決めかねているとの事。
株式会社つばめエイジェンシーは 11 月 22 日に再開したとの事。
「PCSA 慶弔見舞金規程 改正（案）」
第十条 （災害見舞金）
【現行】
1．会員が火災、風水害及び地震その他の不慮の災害により、店舗、社屋、居住する家屋等に損
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害を受けた時は、原則として次の区分により、代表理事名で災害見舞金を支給する。
火災・風水害・地震

見舞金

全焼・全壊

家屋倒壊・全焼等

100,000 円

半焼・半壊

屋根・壁の破損、焼失等

50,000 円

一部損失

屋根・壁・建具等の破損、焼失等

30,000 円

【改正案】
1．会員が火災、風水害及び地震その他の不慮の災害により、店舗、社屋、居住する家屋等に損
害を受けた時、又は休業した時は、原則として次の区分により、代表理事名で災害見舞金を支給す
る。
但し、区分（被害・休業）が異なっていても重複した支給はせず、金額の高い方を支給する。
＜意見＞
特になし。
＜審議結果＞
議長：意見は特にないとの事で、原案の通り改正するという事でよいか。
一同：異議なし。
議長：規程は総会審議事項のため総会に送る。

第 4 号審議議案 「パチンコホール広告宣伝に関する共同研究について」審議【非承認】
当件について荒田 政雄 法律問題研究部会リーダーより説明があった。
1．目的
IR 推進の一連の過程において、2019 年 4 月に閣議決定された「ギャンブル等依存症対策推進基本
計画」に、パチンコ事業者が取り組むべき依存症対策が盛り込まれ「広告宣伝の在り方」も大きく取り上
げられております。その内容としては「新たな広告宣伝に関する指針作成」や「通年の普及活動の実施」、
「青少年を含む一般向けの取組」などが含まれておりパチンコ産業における「広告宣伝」についても、その
在り方が問われる状況になってきています。
これらにパチンコホールとして積極的に意見発信を行っていく為に、PCSA 法律問題研究部会としては、
今後のパチンコホールにおける「広告宣伝」の分析・研究を進めるとともに、同時に「広告宣伝」に関する
パチンコホールが抱える課題の解消につながる取り組みを行っていきたいと考えております。
なお、本ツールについては、PCSA での単独ではなく、「広告宣伝」の問題をより大きな業界課題として捉
え、「パチンコ業界の諸問題に積極的に関わりを持ち、広告に関して対応及び浸透させる」ことや「広告
論理の理解向上と広告の信頼性の向上を目指す」ことを趣旨・目的に掲げる「一般社団法人 ぱちんこ
広告協議会」と連携し行いたいと考えております。
2．取り組み
① 「ぱちんこ産業における広告宣伝に関する （研究）レポート 」作成
・一般社団法人パチンコ・チェーンストア協会と一般社団法人ぱちんこ広告協議会の連名により公開。
・パチンコ（ホール）における広告宣伝の歴史や経緯の取り纏めを行い、今後のパチンコホールの広告
宣伝の在り方や方向性が議論できる 基礎資料を作る。
・日常営業においても、従業員の【教育ツール】としても使用可能なものとする。
（内容）
・【歴史経緯】「広告宣伝」に関する≪過去～現在～未来≫の取り纏め
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※日常営業における注意点も記載
・【関連資料集積】「広告宣伝」に関する関連資料集積と一部解説
・【資料集】地域別（都道府県別）広告宣伝規制状況（全国版：約 100 ページ）
②「ぱちんこ広告宣伝 サーチシステム～ 都道府県・地域別 実態 情報共有できるシステム」構築
・製作 ・ 管理 ・ 更新の主体は、一般社団法人ぱちんこ広告協議会。
・都度更新される地域規制についてはホームページに掲載。
・ホームページ掲載情報のフォーム、基本情報は PCSA 法律問題研究部会が主に 提供。
※上記、分析・研究を繰り返すことで、業界が抱える問題の 1 つである【広告宣伝】について、適切な
あり方を発信していくと同時に地域の実態状況の確認共有ができることにより、ぱちんこホールの業
務効率の向上も実現し、最終的にぱちんこがより社会に受け入れられ、更なる成長・発展すること
が出来る産業に繋げていくための一助としていく。
3．スケジュール（案）
・2019 年 11 月両協会の理事会で協議。
・2019 年 12 月～1 月 PCSA、PAA ホームページにてレポート公開
PAA が「ぱちんこ広告宣伝サーチシステム」公開、業界誌に向けてのプレスリリース発信
4．費用・発行部数（案）
・レポート作成にかかる費用はなし。
・ウエブ製作・管理
・更新は一般社団法人ぱちんこ広告協議会（以降、PAA）が担当。
＜意見＞
・地域で対応が異なることも考慮すべき
・PCSA だけではなく他団体と仲間づくりをしっかりさせた方が良い。
・広告は個別対応の案件が多い。是正するのは個別でしかできないと思われる。
＜審議結果＞
議長：慎重意見が多いようなので、今回は見送るという事で非承認としてよいか？
一同：異議なし。

第 5 号報告議案 「第 18 期中間決算」報告
当件について事務局より説明があった。
貸借対照表：資産の部は流動資産が 1574 万 5906 円、固定資産は 444 万 411 円、合計 2018 万
6317 円。負債の部 649 万 1899 円、純資産の部合計 2018 万 6317 円。負債 649 万 1899 円、純
資産 1369 万 4418 円、負債及び純資産の合計は 2018 万 6317 円となる。
損益計算書：会費収入が 2258 万円、セミナー売上高 17 万 5000 円、合計 2275 万 5000 円。販
売費及び一般管理費が 2804 万 5682 円。営業外収益が 13 万 9540 円。当期純損失額が 515 万
1130 円。
なお、18 期の通期見通しについて。各項目デコボコはあるが、大きなブレは無く、約 75 万円のプラスとなる予
定。
＜意見＞
・75 万円のプラスで着地予定か？
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＞その通り。今期、役員功労金、引っ越し費用、銀座の家賃 2 か月分などで 800 万円かかっている。来
期の活動、収入が同等であれば 800 万円のプラスになると予想する。

第 6 号報告議案 「PCSA 懸賞アイディア・エッセイ開催」報告
当件について事務局より説明があった。11 月 1 日より「PCSA 懸賞アイディア・エッセイ」の募集を開始した。
募集要項の主な変更点は昨年までの入社 3 年という枠を撤廃した事。会員、賛助会員、特別会員の従業
員であればどなたでも応募できるようにした。
＜募集要項（抜粋）＞
■テーマ：パチンコ業界の夢、未来への提言！
～パチンコ業が成し遂げられること、社会に貢献できること～
■応募資格

○ PCSA 正会員・賛助会員・特別会員企業 従業員（社員・パート）年齢不問

■賞金

○ 最優秀賞

1編

賞金 20 万円 （賞状・記念品有）

○ 優秀賞

数編

賞金 10 万円 （賞状・記念品有）

■期間・発表
審査委員長

○ 応募期間 2019 年 11 月 1 日から 2020 年 2 月末日まで
横山和夫 氏

審査副委員長 斎木純一 氏
審査委員

公認会計士·元東京理科大学教授
フジサンケイビジネスアイ 相談役

PCSA 理事、PCSA アドバイザー、PCSA モデレーター

＜意見＞
・応募はきたか？ ＞まだ来ていない。

第 7 号報告議案 「第 18 期第 2 回臨時社員総会・第 70 回公開経営勉強会」報告
当件について事務局よりスケジュール等の説明があった。
今回の参加者は非常に多く勉強会の出席者は 213 名を予定している。通常よりも 50～60 名は多い。外
部からも内部からも増えている。会員外からも 66 名の方が参加予定。メール、FAX、WEB、県遊協など、どこ
を見て応募してきたかも一覧表に記載している。懇親会では、宮城県理事長、日拓、同友会なども参加され
ている。
＜意見＞
・勉強会で質疑応答はあるか？ ＞予定している。

第 8 号報告議案 「正会員 退会」報告
当件について事務局より説明があった。
正会員の千里丘観光会開発株式会社より退会届出が届いた。退会理由は次の通り。
「入会当初から 6 店舗に増店し、さらに増店を考え所属させていただいておりましたが、現在 3 店舗となり、こ
の年末には休業する店舗もあり、退会への判断を致しました。長い間お世話になりありがとうございました」
＜意見＞
・正会員は何社になったのか。 ＞20 社になった。

第 9 号審議議案 「第 19 期 TKP 会場キャンセル料」審議【承認】
当件について事務局より説明があった。来年分の会場を予約した場合、予約して時点でキャンセル料が発生
する。10 月以降、6 ヶ月分の会場をキャンセルした場合、約 23 万 8000 円のキャンセル料の支払いが生じ
る。
＜キャンセルポリシー＞
13
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【原則】
仮予約申込み後、「総額」に対して適用。
利用日の 31 日前まで

10％

利用日の 30 日前～15 日前まで

50％

利用日の 14 日前～当日まで

100％

【PCSA 適用】
仮予約申込み後、「会議室使用料」に対して適用。
利用何日前かにかかわらず定価の 10％。（ただし、判明した時点で連絡する）
12 月 6 日までの連絡であれば来期のキャンセル料は不要。
＜総会、理事会、研究部会の会議室使用料（概算）＞
総会 1 回あたり

定価 35 万円、見積 28 万円（キャンセル料 3 万 5000 円）

理事会 1 回あたり

定価 8 万円、見積 6 万 4000 円（キャンセル料 8000 円）

研究部会 1 回あたり 定価 5 万円、見積 4 万円（キャンセル料 5000 円）
（10 月以降、6 ヶ月分キャンセルした場合のキャンセル料）
総会キャンセル料

3 万 5000 円

×2＝ 7 万 0000 円

理事会キャンセル料

8000 円

×6＝ 4 万 8000 円

研究部会キャンセル料

5000 円 ×24＝ 12 万 0000 円

合

計

23 万 8000 円

（参考）
年間総会会場費

112 万 0000 円

年間理事会会場費
年間研究部会会場費
合計

76 万 8000 円
192 万 0000 円
380 万 8000 円

＜意見＞
・キャンセル料が発生するが、その都度場所が変更になると混乱が生じる恐れがある。
・キャンセル料を払うのか。 ＞本来、予約の時点でキャンセル料が生じるが、今回は来週までに通知したら
無しでという事にしている。
・半年前に言えばいいのか？ ＞本来は予約した時点で発生する。
・キャンセル料が発生するという事だが、どうするか？
・代表一任でどうか？
＜審議＞
議長：それでは、キャンセル料は発生してしまうが、このまま予約していてよいか？
一同：異議なし。

第 10 号報告議案 「政治分野アドバイザー（鈴木隼人議員 HP 非掲載依頼）」報告
当件について事務局より説明があった。鈴木隼人議員の秘書が PCSA に来訪し、ネットで叩かれてしまうので
「政治分野アドバイザーは継続したいがホームページにアドバイザーとして掲載するのは止めてほしい」との要望
を伺い掲載を止めている。
＜意見＞

14
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・この件ではないが、来年 1 月の賀詞交歓会の非開催について連絡をして欲しい。
＞了解した。（事務局）

第 11 号報告議案 「団体活動」報告
当件について事務局より説明があった。
1．台風 19 号 警察庁の特別処置
2．機構 新たな依存対策調査のお知らせ
3．日工組 廃棄台の処理を早めに
4．貯玉メダル残数を確認できるようになる 自工会
5．社会貢献団体 設立
6．遊技機取り扱い主任者 変更事項 日遊協
7．依存防止対策 セットの送付 承諾書
8．21 世紀会 事務局会議 業界における社会貢献の意義を再考する
9．機構 臨時社員総会 開催
10．21 世紀会 開催 依存対策要綱が完成した PCSA 案が通った 日遊協版と並立
11．余暇進秋季セミナー 開催
12．高射幸性遊技機の設置比率について 来年 1 月に 15％
13．自己申告・家族申告プログラム 開始ホールに届出を促す
14．機構調査に対して 確認シートの記入について
＜意見＞
・12 の高射幸性遊技機の設置比率については、全日遊連の理事会でも賛否があったようだ。日本全体で
見ると設置比率は 15％以下だが、個社でいうと、ホール企業を M＆A して、全体の 30％を高射幸性設
置しようとする極端なホールが存在する。そこで、あえて、15％を提示した。全日遊連内でも非難はあった。
新基準に対応している機械への交換が全然進んでいない。

その他
・三洋グループ 会長の金沢 要求様の訃報が届いた。訃報は月曜日に皆様に送っている。

次回開催
12 月拡大理事会
開催日：令和 1 年 12 月 19 日（木）
時間：午後 2 時 45 分～午後 3 時 45 分
場所：TKP 秋葉原カンファレンスセンター 7A
＜同日 他スケジュール＞
14：45～15：45 第 79 回遊技法研究会
16：00～17：30 12 月拡大理事会
17：45～19：15 忘年会
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 11 月版

第 188 回拡大人事問題研究部会・女性活躍推進情報交換会 in 愛知
開催日時

令和 1 年 11 月 7 日（木）～8 日（金）

開催場所

めいほうぐるーぷ 本社、託児所めいめい、夢コーポレーション株式会社 本社会議室

出席人数

担当理事 1 名、部員 6 名、正会員オブザーバー12 名、オブザーバー（めいほうぐるーぷ）11 名、
合計 30 名

出席者

＜担当理事＞
城山 朝春 ミカド観光株式会社 専務取締役
＜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
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

＜正会員オブザーバー＞
松木 美子 株式会社ダイナム 人事部 人事労務担当
田島 里美 株式会社ニラク 人財開発部 キャリア開発グループ
水野 明彦 夢コーポレーション株式会社 人財部 部長
上林 浩和 夢コーポレーション株式会社 人財部 労務管理グループ マネジャー
佐々木 忍 夢コーポレーション株式会社 人財部 労務教育担当
高橋 由衣 夢コーポレーション株式会社 アシスタントマネジャー
沼田 梨奈 夢コーポレーション株式会社 アシスタントマネジャー
永山 美貴枝

株式会社合田観光商事 女性活躍推進室 室長

荒川 潤志 ミカド観光株式会社 営業本部長
村瀬 洋太 ミカド観光株式会社 店長
堀田 英紀 ミカド観光株式会社 店長
酒井 勝美 株式会社三永 経営戦略室 監査担当 顧問
小泉 和義 株式会社三永 管理部 総務課 課長
＜オブザーバー ※めいほうぐるーぷ＞
伊藤 千浩 様

名豊観光株式会社 本部 統括部長

玉元 伸 様

名豊観光株式会社 人事課 課長

山田 理菜 様

名豊観光株式会社 教育指導課 課長代理（女性活躍推進メンバー）

後藤 香代子 様

名豊観光株式会社 経理課 課長代理（女性活躍推進メンバー）

藤原 潤 様

名豊観光株式会社 保育課 課長代理

遠山 勇人 様

名豊観光株式会社 営業課 係長

鈴木 美枝子 様

名豊観光株式会社 人事課 係長 労務担当

岩堀 友洋 様

名豊観光株式会社 教育指導課 係長
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伊藤 華江 様

名豊観光株式会社 教育指導課 係長 AP 採用担当（女性活躍推進メンバー）

寺田 知恵子 様

名豊観光株式会社 プレイランド名宝 ホールマネージャー（女性活躍推進メンバー）

中村 恵美 様

スパークスネットワーク株式会社 代表取締役（名豊観光株式会社）

＜スケジュール＞
1 日目 2019 年 11 月 7 日（木） 女性活躍推進情報交換会・情報交換交流会(懇親会)
PM2：00

集合 JR 豊橋駅 JR 線・名鉄線改札口 外

PM2：30~PM5：30
PM2：30~

女性活躍推進情報交換会

第 1 部 託児所めいめい 訪問（30 分）
会場：託児所めいめい
住所：愛知県豊橋市曙町若松 109
内容：見学、質疑応答

PM3：30～ 第 2 部 女性活躍推進 講演・ディスカッション（2 時間）
会場：めいほうぐるーぷ様本社
住所：愛知県豊橋市築地町 17
TEL：0532-33-7771（代表）
内容：① 講演 山田 理菜 様 （女性活躍推進メンバー）
名豊観光株式会社 教育指導課 課長代理
② ディスカッション＆発表
※移動終了後、各自ホテルチェックイン
PM6：30～PM8：30
情報交換交流会(懇親会)（2 時間）
店舗：広小路ホルモン酒場 炎や
住所：愛知県豊橋市広小路 1-30-2 伊沢ビル 1F
TEL：0532-39-7798
会費：￥5,000-（税込）

2 日目 2019 年 11 月 8 日（金） 企業訪問・人事問題研究部会
PM9：15

集合 JR 豊橋駅 JR 線・名鉄線改札口 外

AM9：30～PM12 企業訪問・人事問題研究部会（2 時間 30 分）
会場：夢コーポレーション株式会社様 本社、会議室
住所：愛知県豊橋市駅前大通 1 丁目 135 番地 ココラアベニュー3 階
TEL：0532-57-1811
内容：社内見学、前日振り返り、質問コーナー
PM12
解散 JR 豊橋駅

1 日目 女性活躍推進情報交換会 in 愛知
第 1 部 託児所めいめい 訪問
託児所めいめい 担当者 2 名の方より下記の説明がされた。
＜概要＞
０．担当者
藤原 潤 様

名豊観光株式会社 保育課 課長代理

鈴木 美枝子 様

名豊観光株式会社 人事課 係長 労務担当

１．施設概要
名称：めいめいあけぼの
所在地：〒441-8151 豊橋市曙町字若松 109-1

17

その他： 児童登録人数

56 名

利用従業員数

40 名

0 歳児

6名

1 歳児

11 名

2 歳児

11 名

3 歳児

13 名
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設置者：藤野 智洋
管理者：伊藤 千浩
開設年月日：平成 27 年 8 月 2 日
入所定員：30 名
対象児童：6 か月から就園前児まで
保育形態：定期、一時預かり保育
開園時間：全日 7:30~25:00
保育日：原則、年中無休
保育士：社員 6 名、パート 10 名
２．保育理念
「豊かな個性」「おもいやりの心」「生きぬく力」を育む、ぬくもりのある良質な保育サービスを提供する。
３．保育方針
子どもの安全と安心を基本として、自ら伸びる力を大切にし、成長と個性に応じた多様性のある保育を
する。子どもの目線で、豊な愛情を持って、ひとり一人の気持ちをしっかり受け止め、その主体的な活動を
育む。子どもを中心に捉え、家庭や地域との信頼関係を築き、環境を通して、人や物との関わりを大切
にする。
４．料金プラン
半日プラン・1 日プラン・月極プラン(給食、おやつ代含む)土日祝日利用、遅番利用は無料。また、兄
弟割もあり二人目以降のお子様は保育料無料。
５．歴史
平成 20 年 11 月 めいめい飯村開園(定員 5 名)
平成 27 年 8 月

めいめい曙開園(定員 10 名)

平成 29 年 1 月

めいめいあけぼのと名称変更と共に企業主導型保育事業所として増設(定員 22 名)

平成 29 年 1 月

めいめい飯村合併の為閉園

平成 30 年 10 月 めいめいたはら開園(定員 5 名)
６．その他
・保育士比率 100% ・自園調理で給食を提供 ・離乳食にも対応
・いつでも子ども達の様子が確認できるカメラを設置
・要望多数の為、豊橋市内にもう一か所設置を検討中

第 2 部 講演・ディスカッション
＜講演＞
テーマ： ダイバーシティ推進に向けた取り組み
講師： めいほうぐるーぷ

教育指導課

山田 理菜 様

内容： ・成果・会社への貢献
・プロジェクト研修の内容
従業員満足度を上げ、顧客満足度をあげていく「人づくり」を担うリーダーが必要になった。
・「サポート」に徹すること
・メンバーに起きた変化 実際例
・ダイバーシティ推進チームのこれから
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ESCS で結果を残す、女性も結果を出せるという大きな変革、未来を変えるきっかけ
・推進者として学び得たこと
挑戦の機会、学びの機会、支える仲間やロールモデルの存在
⇒ 会社では、全社活性化施策の一つとして女性活躍推進を捉えている。
⇒ 会社として顧客満足（CS）と従業員満足（ES）の向上を目指しており、性別に関わらず「人づくり
を担うリーダー」を発掘・育成するべく取り組んでいる。
⇒ 社内の推進活動や研修を通じて、女性従業員の意識が確実に変化している（積極的に意見・発
言するなど）。過去５年間で店舗役職者の女性割合も着実に上昇している。
＜ディスカッション＞
下記 4 グループに分かれてディスカッション、発表を行った。
テーマ：１．めいほうぐるーぷ様の取り組みから、気付いた点、参考になった点（考え方・手法等を共有）
２．自社の取り組みにどう活かすか（制度面、教育面、等）

1

2

3

4

めいほうぐるーぷ様

鈴木 美枝子 様

名豊観光株式会社 人事課 係長 労務担当

めいほうぐるーぷ様

伊藤 華江 様

名豊観光株式会社 教育指導課 係長 AP採用担当（女性活躍推進メンバー）

PCSA人事問題研究部会 部員

長岡 敏之

株式会社ダイナム 人事部 人事労務担当

PCSA人事問題研究部会 部員

今井 宏行

夢コーポレーション株式会社 事務職

PCSA正会員オブザーバー

沼田 梨奈

夢コーポレーション株式会社 アシスタントマネジャー

PCSA正会員オブザーバー

村瀬 洋太

ミカド観光株式会社 店長

めいほうぐるーぷ様

玉元 伸 様

名豊観光株式会社 人事課 課長

めいほうぐるーぷ様

岩堀 友洋 様

名豊観光株式会社 教育指導課 係長

めいほうぐるーぷ様

寺田 知恵子 様

名豊観光株式会社 プレイランド名宝 ホールマネージャー（女性活躍推進メンバー）

PCSA人事問題研究部会 部員

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

PCSA正会員オブザーバー

水野 明彦

夢コーポレーション株式会社 人財部 部長

PCSA正会員オブザーバー

永山 美貴枝

株式会社合田観光商事 女性活躍推進室 室長

めいほうぐるーぷ様 ＜講師＞

山田 理菜 様

名豊観光株式会社 教育指導課 課長代理（女性活躍推進メンバー）

めいほうぐるーぷ様

遠山 勇人 様

名豊観光株式会社 営業課 係長

PCSA正会員オブザーバー

松木 美子

株式会社ダイナム 人事部 人事労務担当

PCSA正会員オブザーバー

田島 里美

株式会社ニラク 人財開発部 キャリア開発グループ

PCSA正会員オブザーバー

上林 浩和

夢コーポレーション株式会社 人財部 労務管理グループ マネジャー

PCSA正会員オブザーバー

酒井 勝美

株式会社三永 経営戦略室 監査担当 顧問

めいほうぐるーぷ様

藤原 潤 様

名豊観光株式会社 保育課 課長代理

めいほうぐるーぷ様

後藤 香代子 様

名豊観光株式会社 経理課 課長代理（女性活躍推進メンバー）

PCSA人事問題研究部会 担当理事

城山 朝春

ミカド観光株式会社 専務取締役

PCSA人事問題研究部会 部員

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

PCSA正会員オブザーバー

佐々木 忍

夢コーポレーション株式会社 人財部 労務管理グループ 担当

PCSA正会員オブザーバー

高橋 由衣

夢コーポレーション株式会社 アシスタントマネジャー
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2 日目 拡大人事問題研究部会 in 愛知
１）人事問題研究部会 質問コーナー 2019.11
Ｑ１-１：女性活躍推進に取り組んだ効果としてどのようなものがあるか。
経緯・背景：女性活躍推進の取組は各種あっても、成果として捉えられるものが少ないため
Ａ１：

数値的な結果は求めていない、制度への反映はない、しかし、意識改革につながっている。

Ａ２：

制度ではなく、会社の本気度が示されたという成果があったと考える。

Ｑ１-３：女性正社員の育児休業復帰後の対応について
勤務時間帯(例えば早番専属など)や休日の配慮はありますか?またその際の給与について
Ａ１：

当社ではキャリア面談を実施し、産休に入る 2 か月前に今後の働き方の面談を実施している。育休か
らの復帰のタイミングが早ければ早いほど「ひよこ休暇」という有給を得られる数が増える。また、早番遅
番の希望に関しても「ひよこ休暇」を与えている。早番専門で復帰している女性もおりその分給与に差
が出ているが納得している。

Ａ２：

同様の面談を実施しており深夜勤務の免除などに対応。実際には早番専門となるのが実情。深夜割
増分の手当てがカットされている。

Ｑ１-４：女性役職者を育成、増加させるために、特別な取組や働きかけをしているか
経緯・背景：女性数や女性役職者数の顕著な増加は見られないため。
Ａ１：

店長は管理監督者なので勤務時間に制限がなくなる。また店長になると全国に転勤、異動可能でな
いといけないので子持ちの方などでは難しい。中にはドミナントで異動が負担にならないという会社もあ
るとは思う。

Ａ２：

流通業では女性活躍が必須。労働時間や勤務内容についても、誰でも対応できるオペレーションにし
ていくべきではないか

２）次回開催
開催日：令和 1 年 12 月 13 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 11 月版

第 168 回拡大コスト問題研究部会・ストアコンパリゾン in 大阪
開催日時

令和 1 年 11 月 19 日（火）～20 日（水）

開催場所

大阪府大阪市内、堺市内

出席人数

部員 7 名、賛助部員 7 名、正会員オブザーバー6 名、賛助会員オブザーバー5 名、合計 25 名

出席者

＜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）

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 管理部 コスト管理担当 顧問

＜賛助部員＞
木島 剛太

日昭産業株式会社 課長代理

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

青木 勇二

株式会社山宝商会 プロジェクト事業部部長

古賀 新

株式会社インターコスモス 東京支店 支店長

＜正会員オブザーバー＞
宗形 浩吉

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.

荒川 潤志

ミカド観光株式会社 営業本部長

荒籾 伸一

株式会社加賀屋 総務部長

萩原 康雄

株式会社加賀屋 営業企画課

中尾 俊介

株式会社加賀屋

前野 匡志

アメニティーズグループ (株式会社パンドラ)営業支援部 兼任 企画開発部 部長

＜賛助会員オブザーバー＞
白石 光男

株式会社スリーストン 代表取締役

岩田 友宏

株式会社スリーストン 営業部長

樋笠 修

株式会社大商 取締役本部長

金子 義生

株式会社エルゴジャパン 営業部長
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山根 信彦

株式会社インターコスモス 次長

スケジュール
＜スケジュール＞
2019年11月19日（火） ＜1日目＞
13：45

集合 南海電鉄 高野線 堺東駅 西出口 外
移動 15分（実質8分、タクシー\770-）

14：00

ストアコンパリゾンin大阪 Ⅰ
① グランキコーナ堺店（60分）

15：30

② リッチウエル長居店（30分）

16：20

③ イルサローネ東住吉店（50分）

18：00

ストアコンパリゾン 終了

19：00

情報交換交流会 「鶏卸直営 朝びき専門 八金 西中島店」
住所：大阪府大阪市淀川区西中島3-19-10

2019年11月20日（水） ＜2日目＞
9：30

集合 大阪メトロ 新大阪駅

10：00

企業訪問、コスト問題研究部会in大阪
訪問先：株式会社インターコスモス様 本社
住所：大阪府大阪市北区紅梅町3-16 インターコスモスビル
本社訪問・見学（10分）
コスト問題研究部会（1時間20分）

11：30

部会 終了

12：00

昼食 「大阪のお好み焼き 千日前 はつせ」
住所：大阪府大阪市中央区難波千日前11-25 はつせビル 2F

13：00

ストアコンパリゾン Ⅱ
④ マルハンなんば 本館（60分）

14：30

⑤ ベラジオ西中島店（60分）

15：30

ストアコンパリゾン 終了

15：40

JR新大阪駅 解散

1 日目 ストアコンパリゾン in 大阪 Ⅰ
2019年11月19日（火） ＜1日目＞
14：00

ストアコンパリゾンin大阪 Ⅰ
① グランキコーナ堺店（60分）

15：30

② リッチウエル長居店（30分）

16：20

③ イルサローネ東住吉店（50分）
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＜ストアコンパリゾン 1 店舗目＞

アンダーツリー株式会社

店舗名

グランキコーナ堺店

設立

昭和 25年 10月 28日

住所

大阪府堺市堺区翁橋町1-7-1

資本金

9,095万円

電話

072-222-2230

代表者

木下 春雄

営業時間 10:00 ～ 23:00

売上高

279,671(百万円) ※キコーナグループ 2018年09期

遊技金額 パチンコ： [4] [1] パチスロ： [20] [5]

事業所

大阪府大阪市西区西本町一丁目2番8号

台数

パチンコ 1000台 / スロット 817台

店舗数

150店舗 （キコーナグループ）

定休日

不定休

URL

https://www.undertree.co.jp/

駐車場

特徴

パチンコ＆スロット大阪最大1817台！

株式会社加賀屋 （ボネールグループ）

店舗名

リッチウエル長居店

設立

住所

大阪府大阪市住吉区長居東4-8-19

資本金

電話

06-6699-8621

＜ストアコンパリゾン ２店舗目＞

代表者

代表取締役社長 福井 宏彰

営業時間 10:00 ～ 22:45

売上高

遊技金額

パチンコ： [1000円/228玉] [1000円/890玉]
パチスロ： [1000円/89枚]

事業所

大阪府大阪市中央区北浜3-5-22
オリックス淀屋橋ビル5F

台数

パチンコ 252台 / スロット 64台

店舗数

3店舗

定休日

未定

URL

http://www.bonheur-group.jp/

駐車場

特徴
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＜ストアコンパリゾン ３店舗目＞

株式会社アサヒディード

店舗名

イルサローネ東住吉店

設立

1967年（昭和42年）

住所

大阪府大阪市東住吉区中野4-9-23

資本金

1億円

電話

06-6705-0012

代表者

代表取締役会長兼社長 板倉 行央

営業時間 10:00～23:00

売上高

334.1億円（2018年度）

台数

パチンコ 336台 / スロット 242台

事業所

大阪市中央区本町2-1-6
堺筋本町センタービル11F

料金

パチンコ： [4] ・ パチスロ： [1000円/47枚]

店舗数

12店舗

定休日

-

URL

https://www.asahideed.co.jp/

駐車場

300台

特徴

２日目 第 168 回拡大コスト問題研究部会 in 大阪
１）12 月 第 5 回コスト問題勉強会について
12 月 第 5 回コスト問題勉強会のテーマ案、スケジュールなどについて検討した。
＜概要＞
開催日： 令和1年12月6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 6A
スケジュール：
午後1時～1時45分
第169回コスト問題研究部会
拡大部会振り返り、近況報告、コストに関する情報交換他
午後2時～5時
第5回コスト問題勉強会 （130分+質疑応答30分）
テーマ：『近未来の業界動向と、その「コスト増・減」は･･･どこへ？何へ？』
講師：髙橋 正人様 有限会社トータル・ノウ・コネクションズ 代表取締役
テーマ：『2019年の業績データと消費税店舗のデータ』
講師：北瀬 紳一郎様 サン電子株式会社 サンタック事業部 情報戦略部 ITコンサルティング課
午後5時30分～7時30分
忘年会
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２）来期開催スケジュールについて
来期、2020 年 4 月から 2021 年 3 月までのコスト問題研究部会、開催スケジュールを検討した。

３）拡大研究部会について
コスト問題研究部会の拡大研究部会について、様々な意見が部員より出された。
＜意見＞
・ストアコンパリゾンでは、バス車中での情報交換、振り返り等を優先させたい。
・開催案内は、集合時間、解散時間を確定後、早めに案内を出して欲しい。
・ストアコンパリゾンで、質疑応答がグループごとに分かれていた場合、それぞれのすりあわせをしたい。

４）次回開催
名称：第 169 回コスト問題研究部会・第 5 回コスト問題勉強会
開催日時：令和 1 年 12 月 6 日(金) 午後 1 時～5 時
開催場所：TKP 上野駅前ビジネスセンター 6A
※スケジュール詳細は、「１）12 月 第 5 回コスト問題勉強会について」をご確認下さい。

２日目 ストアコンパリゾン in 大阪 Ⅱ
2019年11月20日（水） ＜2日目＞
13：00

ストアコンパリゾン Ⅱ
④ マルハンなんば 本館（60分）

14：30

⑤ ベラジオ西中島店（60分）

15：30

ストアコンパリゾン 終了

＜ストアコンパリゾン ４店舗目＞

株式会社マルハン

店舗名

マルハンなんば本館

設立

1972年12月

住所

大阪府大阪市中央区千日前2-11-5

資本金

100億円

電話

06-6630-7900

代表者

代表取締役社長 韓 裕

営業時間 10:00 ～ 22:40

売上高

1兆5,503億円（2019年3月期）

台数

パチンコ 622台 / スロット 534台

事業所

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

料金

パチンコ： [4] [1] パチスロ： [20] [5]

店舗数

317店舗

定休日

年中無休

URL

https://www.maruhan.co.jp/

駐車場

特徴
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＜ストアコンパリゾン ５店舗目＞

ベラジオコーポレーション株式会社

店舗名

ベラジオ西中島店

設立

2000年4月

住所

大阪府大阪市淀川区西中島5-10-6

資本金

1,000万円

電話

06-6838-6600

代表者

代表取締役 吉田拓明

営業時間 10:00 ～ 22:40

売上高

台数

パチンコ 188台 / スロット 272台

事業所

大阪市港区波除3-9-8

料金

パチンコ： [4]
パチスロ： [20]

店舗数

23店舗

定休日

年中無休

URL

https://www.bellagio.jp/

駐車場

115 台

特徴

ベラジオグループ「最重要旗艦店」
ベラジオ西中島店へようこそ！
4円パチンコ：188台 20円スロット：272台

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 11 月版

第 194 回法律問題研究部会
開催日時

令和 1 年 11 月 15 日（金） 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

出席人数

部員 12 名､賛助部員 3 名､正会員オブザーバー1 名、合計 16 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

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

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

株式会社チアエンタープライズ 専務執行役員

崇

酒井 勝美

株式会社三永 経営戦略室 監査担当 顧問

＜賛助部員＞
國澤 良平

株式会社大商 景品流通システム部 部長

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

＜正会員オブザーバー＞
戸田 有希乃

株式会社ニラク 法務部

1）依存問題対策プロジェクトチーム 報告
機構の伊勢崎清理事・事務局長より依存防止対策調査の詳細を伺った。非常にわかりやすい依存防止対
策調査の冊子が機構の HP に掲載されており一読を勧められた。なお、これまでの不正検査では発見次第通
報となるが、機構の依存防止対策調査では、依存防止対策の導入推進とホールの責務を調査する事が目的
なのでそうはならないと伺った。今後は、3 年後のギャンブル等依存症対策推進基本計画の見直し時に不具合
などがあれば修正、反映されるようになるとの事。また、実際のチェックでは、チェックシートに記載してある内容を
ご理解いただきスムーズな調査にご協力いただきたいとのことだった。掲載するポスターのオリジナル、または各社
デザイン済みなどに関しては、変更可能なポスターで「趣旨が伝わる」ものであれば大丈夫という事だった。また、
従業員教育、初心者への遊技方法のご案内については、今後全日遊連から出てくる詳細を参考にしてほしい
との事。なお、この調査結果は、21 世紀会と行政、第三者機関に報告するという事であった。不明な事があれ
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ば、機構に電話で直接問い合わせてほしいとの事だった。最後に、承諾書の送付セットは既に発送されており、
これを 12 月中旬をめどに回答していただきたい、そして、同時期にこれを HP に掲載開始するとの事だった。
また、先週開催された福島県、郡山市の株式会社ニラク主催のセミナーにおいて、「地域のセーフティネットをど
う作るか」をテーマにして、支援職の方に多数参加いただいたと報告があった。また、そういった方々にパチンコ遊
技の基本を教えた所、非常に興味深いという感想を頂いたという事だった。
また、警察庁講話の依存問題に触れている部分に関して意見を交換した。

２）旧規則機の廃棄処理について
令和 1 年 10 月 28 日、日工組より「旧規則機の廃棄処理について（お願い）」という文書が届いた。これ
は、規則改正の施行から 1 年半が経過したものの未だに旧規則機が市場に多く残存しており、今後大量の使
用済み遊技機が発生した場合、日工組の回収システムで処理できる能力を遥かに上回る可能性を懸念して
の事。パチンコ業界では過去に使用済み遊技機の野積みが社会問題化した事実もあり、日工組としては、今
後設置することができない検定切れ、認定切れ遊技機を早めに排出、また、その処理を日工組回収システム
や、遊技機リサイクル選定業者の利用を促進するよう求めている。部会では、社会問題化を避けるためにもホ
ールへの注意喚起として捉えるべきとして、再度の周知が図られた。

３）高射幸性回胴式遊技機の設置比率に関する自主規制期限の再設定について
全日遊連より「高射幸性回胴式遊技機の設置比率に関する自主規制期限の再設定について」という文書が
届いた。全日遊連は 11 月 13 日に開催した全国理事会で、高射幸性回胴式遊技機の設置比率に関する
自主規制の再設定を話し合い、各ホールにおける設置比率を 2020 年 1 月 31 日時点で 15％以下とする
ことを決議した。同日におけるもともとの目標値「5％以下」の期限は延期し、新たな期限の設定については 6
号機の市場への供給状況等を見ながら検討するとしている。更に、各ホールにおいては、設置比率 5％以下の
早期達成に向け、一貫して減少傾向となるよう努めること、「各ホールにおける高射幸性回胴式遊技機の設
置台数を増台するような行為を行わない」「お客様が遊技をすることを想定していないような遊技機を設置して
総設置台数を増台することによって、高射幸性回胴式遊技機の設置比率を下げるような行為を行わない」こと
を申し合わせた。この一連の背景には、昨年の 11 月全日遊連理事会で、各ホールにおける高射幸性回胴式
遊技機の設置比率目標値を「2019 年 1 月 31 日時点で 15％以下」としていた自主規制の期限を、6 号
機の市場への供給の見通しが極めて厳しい状況にあることを理由に延期しており、1 年後の 2020 年 1 月末
に 5％以下とする当初の目標値の動向が注目されていた。
部会では、高射幸性回胴式遊技機に関する各社の現状や各都道府県での動向について情報が共有された。

４）法律問題研究部会 質問コーナー 2019.11
Ｑ１：遊技機の寄付に際して注意するべき点とは？
Ｑ１-１：特別養護老人ホームより、認知症予防の取組みとしてスロット機の遊技を検討しているので、使
用していないスロット機の寄付してほしいと依頼がありました。
寄付するに際しての手続き、注意事項はどのようなものがあるか教えて頂きたいと思います。
A１：寄付すること自体については、特に法的な問題は発生しない。ただし、寄付した遊技台を廃棄する際に
法に則って廃棄して頂く必要があるので、その説明を実施する必要がある。また、実際に老人ホームへ遊
技台の寄付を行った際には、上記内容に加えて遊技台を循環式に改造し、電源のための変圧器をつけ
た。
A２：懸念①：遊技台の適正な廃棄処理について 遊技台の不法投棄を防ぐため、寄付した遊技台を廃
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棄する時に、適正な処理もしくは、返却していただく旨を相互確認し、書面に残す。
懸念②：闇スロ等、遊技台の不適正な利用について 営業の用に用いないように、この部分も相互確
認し、書面に残す。
Ｑ２：検定切れ、認定切れに関する資料 要求書について
Ｑ２-１：検定切れ、認定切れの遊技機の資料を要求する文書を、この M 県以外で受け取ったかどうか、
また、その都道府県が知りたい。
Ａ１：全店確認したが、そのような資料は確認出来ず。（同回答 x1）
Ｑ３：サイトセブンポイントクラブについて
Ｑ３-１：「サイトセブンポイントクラブ」というサービスを当社独自の来店ポイントと併用しての実施は可能
か。来店ポイントのサービスを実施しながら、第三者のポイントが付与されるサービスを加えてしまうと、
総付け景品等の提供に関するガイドラインに抵触するのではないか。
Ａ１：総付景品のアイデアの元となったサービス。なお、総付景品自体がホール主体で提供することが前提な
のでそこが懸念点。しかし、ホール独自の来店ポイントを廃して、このサービスに来店ポイントを依頼するの
は原則では可能。また、景品とこのサービスの提供物が被らないようにすべき。

５）2019 年 11 月 12 日 余暇進秋季セミナーにおける行政講話について
2019 年 11 月 12 日、余暇進 秋季セミナーにて行政講話が行われた。講話では、業界の健全化を推進す
る上で特に必要なこととして「ぱちんこへの依存防止対策」「営業所の ATM 等の撤去等について」「出玉規制
の強化について」「依存問題に関する普及啓発の推進について」「自助グループをはじめとする民間団体等に対
する経済的支援について」「射幸性の抑制に向けた取組について」「検定機と性能が異なる遊技機の問題につ
いて」「遊技機の不正改造の絶無について」「ぱちんこ営業の賞品に関する問題について」「賞品の取りそろえの
充実及び適切な賞品提供の徹底について」「広告・宣伝等の健全化の徹底について」を挙げ、それぞれについ
て見解が述べられた。
部会では、講話の内容で、自己申告・家族申告プログラムの導入率の詳細の部分が新たに加わった、等の意
見が述べられ、それぞれの内容を検討した。

６）次回開催
開催日：令和 1 年 12 月 18 日（水）
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 11 月版

第 161 回不正対策研究部会
開催日時

令和 1 年 11 月 29 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 8 名､正会員オブザーバー1 名、日遊協 参加者 1 名、メーカー組参加者 1 名、
オブザーバー参加者 1 名、合計 12 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＞
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

＜正部員＞
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

荒田 政雄

夢コーポレーション株式会社 顧問

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＞
橋本 将明

株式会社ニラク 遊技台管理グループ グループマネジャー

＜日遊協 参加者＞
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）2020 年 1 月 拡大不正対策研究部会・不正対策勉強会 in 静岡 について
掲題の行事について、部会にて下記内容を検討した。
＜ 概要 ＞
開催日：

2020 年 1 月 31 日（金）～2 月 1 日（土）

スケジュール：
2020 年 1 月 31 日（金）
PM１：30 分～

受付開始

PM2～PM５

第 50 回不正対策勉強会 in 静岡 ※グループワーク含む
テーマ：「各種不正不法事案と遵法営業について」
テーマに沿った内容で、動画を用いた説明でわかりやすくご講演頂きます。
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

PM5：30～

情報交換交流会
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勉強会の話を更に詳しく討論、またそれ以外の情報も交換しましょう。
多数の皆様のご参加を心よりお持ちしております。
2020 年 2 月 1 日（土）
AM10

集合：JR 静岡駅 南口 タクシー乗り場

AM10～PM12

ストアコンパリゾン in 静岡
目的：静岡県内の店舗をストアコンパリゾンして不正対策に役立てます。
※JR 静岡駅近辺のホール 3 店舗を訪問予定、交渉中。見学のみ。

PM12～PM1：30

昼食
店舗：未定

PM1：30～3：30

第 163 回不正対策研究部会 in 静岡
主にホール企業の参加者による不正対策の情報を共有します。
備考：前日の勉強会にご参加された方のみ、お申し込み可能です。

会場：

1 日目 勉強会 レイアップ御幸町ビル 貸し会議室 7-D（7 階）※別紙地図参照
住所:静岡市葵区御幸町 11-8 レイアップ御幸町ビル 7 階(受付 2 階）
※JR 静岡駅より徒歩 4 分、270m
2 日目 部会

参加者：

レイアップ御幸町ビル 貸し会議室 6-C（6 階）

PCSA 会員、全日遊連、日遊協、同友会、余暇進、(ホール企業 不正対策担当者)、日工組
機構、遊技機メーカー

募集人数： 1 日目 40 名程、2 日目 20 名程を想定
申込締切： 令和 2 年 1 月 10 日(金)

２）株式会社ユニバーサルエンターテインメント 情報共有
下記の内容について情報を共有した。
・遊技機 B、不正部品の発覚について。
・ホッパーモーターに係わる不正基板について。
・今後の不正基板対策について。
・セレクター設定について。

３）次回開催
開催日：令和 1 年 12 月 20 日（金）
時間：午後 3 時～午後 5 時
場所：TKP 上野駅前ビジネスセンター 6 階 6A
※「最新ゴト情報・ゴト被害アンケート(10 月)」は、12 月の部会にて議題とする。
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 11 月版

第 32 回依存問題対策プロジェクトチーム
開催日時

令和 1 年 11 月 15 日（金） 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7 名､賛助メンバー1 名､正会員オブザーバー4 名、合計 12 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＞
玄
須藤

昌起
暁

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

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＞
森

華子

株式会社ダイナム 法務・リスク管理部 リスク管理担当

戸田 有希乃

株式会社ニラク 法務部

吉田 一雄

株式会社 TRY&TRUST 監査

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

１）機構 「依存防止対策への取組み状況を確認する調査」 説明会
講師：一般社団法人遊技産業健全化推進機構 理事・事務局長 伊勢崎 清 様
内容：・非常にわかりやすい依存防止対策調査の冊子が機構の HP に掲載済み。
・これまでの不正検査では発見次第通報となるが、機構の依存防止対策調査では、依存防止対策の導
入推進とホールの責務を調査する事が目的なのでそうはならない。
・不具合などがあれば、3 年後のギャンブル等依存症対策推進基本計画の見直し時に反映される。
・実際のチェックでは、チェックシートに記載してある内容をご理解いただきスムーズな調査にご協力いただき
たい。
・掲載するポスターのオリジナル、または各社デザイン済みなどに関しては、変更可能なポスターで「趣旨が
伝わる」ものであれば大丈夫という事だった。
・従業員教育、初心者への遊技方法の案内は、今後全日遊連から出てくる詳細を参考に。
・この調査結果は、21 世紀会と行政、第三者機関に報告する。
・不明な事があれば、機構に電話で直接問い合わせてほしい。
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・承諾書の送付セットは既に発送済み。これを 12 月中旬をめどに回答いただきたい。
質疑：Q：終了確認書は紙でいただくが、次の調査の時にその用紙を確認する事はあるのか。
⇒ 遊技機検査でも終了後に終了確認書を渡している。遊技機検査の終了後に、ホールが、調査が
あったという報告する書類が欲しいという事なので対応している。一方、依存調査でも、終了後にホー
ルの立ち合いの方に「終了確認書」を受け取った事で、サインを頂く。次に見せてもらうという事はまずな
いと考えていただきたい。
Q：検査結果をまとめたものをどこかにフィードバックする予定はあるか。
⇒ 調査結果は都道府県警察か警察庁、21 世紀会、第三者会議にフィードバックする可能性があ
る。ホールにはフィードバックの予定はないが、21 世紀会から何らかの数値報告は出る可能性はある。
Q：ポスター等の掲示について。デザインが各社独自に変更されている可能性がある。同様の内容であれ
ば OK なのか。21 世紀会で作成した純正でないと駄目なのか。
⇒ 18 歳未満禁止のポスターは純正でなくとも良い。確認シート要綱内に「店舗独自で OK」と記載が
あるものは大丈夫。しかし、RSN のポスターはそのままを掲示して欲しい。また、サイズは A４以上が
OK。A４以下に縮小してあるものは駄目。各社独自デザインは、前述の子供の事故防止、18 歳未
満禁止、自己申告・家族申告プログラムのポスターは OK。これ以外は基本認めないと考えているが、
基本計画などが変わる可能性も否めない。
Q：11 月 1 日に承諾書を全店舗分提出し、全店長にも説明をした。この調査承諾書は、いつ機構
HP に記載されるか。
⇒ 目下作業中。順次増えていく予定。12 月中旬以降をめどにしていただきたい。これはファンに対する
PR なので、承諾書を提出頂いた店舗名と住所を掲載する。
Q：聞き取りで確認する事項は、実施している証明が必要か？
⇒ まずは「はい、いいえ」での回答が基本だが、証明を示していただくと大変助かる。
Q：のめり込み防止の標語の確認は？
⇒ 「はい、いいえ」と、事務所の掲示物なども見せていただけるとありがたい。
Q：第三者への報告は、統計的な数値なのか、個店の情報になるのか。
⇒ 統計的な数値とは考えているが、最終的にどうなるかは不明。そういった可能性はある。
Q：第三者に関係ホール団体、PCSA は含まれるのか？
⇒ 21 世紀会に含まれているので、問題ない。
Q：前向きな取り組みなので、良い取り組み、好事例も報告するのか。
⇒ 特記事項で何が上がってくるのかを楽しみにしている。それをぜひ積極的に知らせていただきたい。こ
れが集積する事で非常に良いデータになると思っている。一番注目している。
お願い：ホールで機構の調査のやり方が分かっていただけると非常にスムーズに事が進み短時間で済む。早くて 1
店舗 15 分くらいで終了すると考えているので、是非ご協力をお願いしたい。

２）21 世紀会 パチンコ・パチスロ産業依存問題対策要綱について
21 世紀会は、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
パチンコ業界でまとめ、所轄官庁である警察庁に報告をする。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、意見を募り修正案を 11 月 11 日の 21 世紀会にて審議、決議し
た。そこには、余暇進からの意見書、PCSA、日工組、日電協からの修正案が部分的に組み込まれている。更に、
日遊協から、原案の修正ではなく別の文書である「パチンコ依存問題対策基本要綱」の提案があった。
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従って、
１．日遊協 「パチンコ依存問題対策基本要綱」
⇒ パチンコ業界が依存問題に対し的確に対応する為の「基本姿勢」
２．全日遊連 「パチンコ・パチスロ産業依存問題対策要綱」
⇒ １．「パチンコ依存問題対策基本要綱」に基づき、パチンコ業界における依存問題への「具体的対策」
という位置づけで決議がされた。PT では、新たに出てきた日遊協 「パチンコ依存問題対策基本要綱」の内容の
読み解きを実施、情報を共有した。

３）自己申告・家族申告プログラム 導入店舗アンケートについて
2019 年 11 月 12 日、余暇進 秋季セミナーにて行政講話が行われ「ぱちんこへの依存防止対策」に関して、
他ホール団体における「自己申告・家族申告プログラムの導入率」が言及された。PCSA でも 2017 年 11 月、
2018 年 11 月に導入店舗数のアンケートを実施しており、今年度も継続してアンケートを実施する事となった。

４）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
＜意見＞
・行政系福祉職の方々には、パチンコの基本的な流れと、自己申告・家族申告プログラムの実施について話し
た時が最も反応が良かった。
・アンケートの結果 95％からは、良い評価を得た。
・次回は 220 年 5 月 15 日の開催を検討中。なお、テーマは継続して「地域のネットワークとの連携」とする。
・セミナーの目的が、行政系福祉職の方々とパチンコ業界の相互理解であり、これは達成できたと考えている。
具体的には行政系福祉職の方々にパチンコ業界が変わったという意識を持っていただけた。
・所轄の遊技機検査担当や福島県警の課長補佐にも参加して頂き、相互理解に役立てたと考える。
・セーフティネットで窓口となるのが地方の行政系福祉職の方々。そこと連携をとるには非常に良い内容だったと
感じた。冒頭、パチンコとはこういったものだと説明があったと聞いたが、日常、パチンコに関わっていない方には
良い説明だったと考えている。
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５）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＞
・（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。
・札幌での開催なので、PCSA 会員のツテを辿って内容を確認したい。

６）次回開催
開催日：令和 1 年 12 月 18 日（水）
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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ＵＲＬ ： http://www.meti.go.jp/statistics/index.html
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出典 ： 経済産業省大臣官房調査統計グループ
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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

7～9月
10～12月
1～3月
4～6月
7～9月

915,381
858,102
891,246
866,744
870,312

662,282
660,587
658,203
659,187
662,701

33,975
33,612
32,884
33,558
33,940

15,084
14,972
14,728
14,782
14,761

18,891
18,640
18,156
18,776
19,179

1,248
1,239
1,237
1,232
1,233

Q3 2018
Q4
Q1 2019
Q2
Q3

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
9月
10月

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
275,312
262,035

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
662,701
661,628

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
33,940
33,619

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
14,761
14,775

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
19,179
18,844

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
1,233
1,230

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

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

7～9月
10～12月
1～3月
4～6月
7～9月

100.1
100.9
102.9
102.0
95.1

100.6
100.3
99.9
99.9
100.1

100.4
100.0
98.6
98.3
99.9

100.5
100.5
103.1
96.2
97.9

100.3
99.7
95.3
99.9
101.5

98.8
98.7
98.8
98.7
98.8

Q3 2018
Q4
Q1 2019
Q2
Q3

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
9月
10月

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
94.0
92.2

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
100.1
100.0

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
99.9
99.3

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
97.9
98.1

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
101.5
100.3

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
98.8
98.6

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

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。

38

Pachinko Chain Store Association

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
URL：http//:www.pcsa.jp/ E-mail：info@pcsa.jp

