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PCSA アクションレポート（理事会）
令和 1 年 12 月版

12 月拡大理事会
開催日時

令和 1 年 12 月 19 日（木） 16 時～17 時 30 分

開催場所

TKP 秋葉原カンファレンスセンター「7A」

出席者

理事 10 名、幹部 4 名、正会員オブザーバー1 名、賛助会員オブザーバー26 名、
特別会員オブザーバー1 名、合計 42 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
山田 孝志 株式会社 TRY&TRUST 代表取締役社長
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
＜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

＜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 顧問
＜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 良幸 株式会社大商 会長
大石 正仁 株式会社大商 代表取締役社長
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 取締役 東京営業部 部長
石山 一広 三本珈琲株式会社 常務取締役
石黒

勝 三本珈琲株式会社 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
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
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中田 修一 J-NET 株式会社 次長
若山 佳則 J-NET 株式会社 次長
中村 克彦 ゼニス株式会社 代表取締役社長
宮崎 昌彦 グローリーナスカ株式会社 取締役
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
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
廣田 道明 株式会社山宝商会 部長
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 「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 12 月 3 日（火）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 「マイナンバー説明会開催」審議【承認】
当件について事務局より説明があった。
当件について事務局より説明があった。
現在、国ではマイナンバー制度の普及に取り組んでおり、この 12 月にも警察庁からマイナンバー普及について
の依頼が PCSA にも届いている。今回、その一環として 21 世紀会加盟団体に総会等で「マイナンバーカード
の普及促進説明会」を開催してほしいという依頼が警察庁より全日遊連経由で届いた。説明時間は 10 分
程度とのこと。
PCSA は次回、2020 年 2 月 20 日（木）に開催する第 18 期第 3 回臨時社員総会で開催することが可
能である。開催について審議をしたい。
＜意見＞
・警察庁からの依頼か？
＞全日経由で警察庁からの依頼。
・説明はマイナンバー「カード」IC カードがつく。将来的には色々紐づけて考えたいらしい。
・開催について、来年度を希望しているという話を聞いたが？
＞確認する。
＜結論＞
議長：それでは、説明会の開催を総会で実施してよいか？
一同：異議なし。
議長：確認し、来年で良ければ 2 月、来年度が良ければ 5 月に開催したい。
※12 月 20 日に全日遊連担当者に確認したところ、5 月総会が望ましい、とのことで来年 5 月の
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定時社員総会で開催する。2 月の総会の時間は 11 月同様に 30 分とする。

第 3 号審議議案 「第 18 期第 3 回臨時社員総会・第 71 回 PCSA 公開経営勉強会」審議【継続審議】
当件について事務局より説明があった。
総会のスケジュールと経営勉強会の内容について審議をした。
【スケジュール】
日時：令和 2 年 2 月 20 日（木）
会場：TKP ガーデンプレミアム神保町 プレミアムガーデン（スクール 240 名）
＜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

13：45

議長解任

13：45

研究部会・研究会 活動報告

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 70 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・勉強会案】
1．業界の未来について
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
第 70 回公開経営勉強会で日工組、日電協に依頼し、パネルディスカッション、説明会を実施。
12 月のスロット大幅撤去を受け、現状と将来の展望をする。
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。
3

PCSA アクションレポート（理事会）4 / 11

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＞
・総会はマイナンバーカードの説明会があった場合、1 時間としたい。
＞※12 月 20 日に全日遊連に確認をし、5 月開催が望ましいとの事。2 月の総会時間は 11 月同様
に 30 分とする。
・脳科学の澤口俊之先生という方が依存に関して講演しており、勉強会講師としてはどうかという意見が事
前に出た。連絡を取ったところ、条件が合えば講演は可能であるが、スケジュール的に 2 月 20 日は都合
がつかないとの事。依頼するなら 5 月以降になる。
【2 月経営勉強会案】
①インボイス問題の再確認。問題を認識していない経営者も多い。結論は出てないにせよ、2023 年に
向け、問題点の認識をするのもいいのではないか。
＞インボイスは 1 時間かけて講演には向かない。昔の税理士の和気先生のように聞くだけでは難しい。
＞中古車買い取り業が対応を進めている。流通に携わる方が認識いただく機会になればなと。
＞税理士の和気先生でなければ古物商に詳しい方か。
②4 月 1 日から改正される法律の解説。健康増進法、働き方改革（有給付与）、同一労働同一賃
金、民法の大改正などがある。それらの中で、特にパチンコホールに影響の大きいものを復習するのは、
タイミング的に良いのではないか？
＞採用は少し良くなってきた。 ＞使用は全産業で厳しい傾向。
＞風適法で外国人を採用できないので、ハンデがある。一般論としては厳しさがある。
＞有給もうかうかしていると消化できない。
＞人はいるが、パートのシフトが早番に偏る。遅番に社員の割合が高くなる。
③広告宣伝について。パチンコ広告協議会に先々こうやっていくべきだという提言などをもらってはどうか？
＞ある程度までお話はできると思う。また県遊協の通知書類の検索システムを警察庁に持ち込んだ所、
警察庁の課長補佐から、警察庁から見られるかと聞かれたという。お願いすれば業界にとって有益な話
はしてもらえると思う。
④依存問題の回復プログラムで保険適用。
⑤パチンコと射幸性の因果関係を日遊協で調べていると聞いた。その話ができるか
＞篠原菊紀先生が研究しているとの事。進捗は調べないと分からない
⑥そもそも、射幸性とは何ぞや、という事もテーマのひとつになる。誰にお願いするかは分からない。
＜審議＞
議長：スケジュールについては起案通りで良いか？
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一同：異議なし。
議長：事務局でマイナンバーカード説明会の開催について確認する。
勉強会の内容については、事務局で 1 月までにそれぞれ案の講師、演題案を作成してほしい。

第 4 号審議議案 「令和 2 年パチンコ・パチスロ産業新年賀詞交歓会、PCSA 出席者」審議【承認】
当件について事務局より説明があった。
＜＜令和 2 年パチンコ・パチスロ産業賀詞交歓会 PCSA 出席者（案）＞＞
開催場所： 第一ホテル東京 5 階「ラ・ローズ」
開催月日： 令和 2 年 1 月 28 日（火）
開催時間： 午後 5 時 45 分～7 時 00 分（受付開始 5 時 15 分）
出席者：

遊技産業業界 14 団体関係者

来賓：

・警察庁生活安全局保安課 保安課長・課長補佐
・一般社団法人遊技産業健全化推進機構 役員
・一般社団法人保安通信協会 理事長、常務理事、事務局長
・遊技機運送事業協同組合連合会 会長、役員
・特定非営利活動法人リカバリーサポート・ネットワーク 西村 直之代表理事
・業界誌・マスコミ関係者
『PCSA 出席者（案）』

1． 代表理事

加藤 英則氏

2． 副代表理事

大石 明徳氏

3． 副代表理事

金本 朝樹氏

4． 副代表理事

齊藤 周平氏

5． 理事

藤本 達司氏

6． 理事

山田 孝志氏

7． 理事

城山 朝春氏

8． 理事

福井 宏彰氏

9． 理事

石川 直史氏

10．理事

河本 成佑氏

（合田 康広副代表理事は全日遊連より、金光 淳用理事は同友会より出席）
11．監事

川辺 悦史氏

12．監事

宮村 伸輔氏

13．モデレーター

佐藤 公平氏

14．PCSA 経営分野アドバイザー

牛島 憲明氏

15．PCSA 調査研究・経営分野アドバイザー

藤田

16．元会員交流委員会副委員長

国澤 良幸氏

宏氏

＜意見＞
・モデレーター自身の出席について、必要なのか考えさせてほしい。
＜結論＞
議長：それでは、佐藤モデレーターは外してメンバーとしたい。
一同：異議なし

第 5 号審議議案 「PCSA 声明」審議【継続審議】
当件について事務局より説明があった。遊技法研究会で PCSA 声明を出すことの提案があったが、多数の修
正意見が出た為、電子理事会で最終的に審議、承認された「PCSA 声明」を公表した。
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PCSA 声明 ＜最終版＞
一般社団法人パチンコ・チェーンストア協会（PCSA）は、パチンコが社会や国民の皆様に信頼され、親し
んでいただける遊技であり続けるために、下記のとおり声明いたします。
記
皆様ご承知の通り、業界を取り巻く環境は非常に厳しいものがあります。
規則改正に基づく 2021 年 1 月 31 日までの「遊技機入替」とそれによる「収益力の悪化」、2020 年
4 月 1 日に施行される「改正健康増進法の対応」、2019 年 10 月に実施された「消費税増税による負
担増」など、パチンコホール企業の経営を圧迫する要因が重なり、その厳しさはパチンコホールのみならずメー
カーや周辺機器などこの業界全てに波及しております。
また「レジャー白書」によると、パチンコの遊技人口もピークの 3000 万人から現在では 1000 万人を切る
状況にまで落ち込んでおります。
PCSA では、この厳しい状況だからこそ、パチンコが「法令やルールを守る信頼できる業界」なのか否かが
社会から問われてくるものと考えております。
「法令やルール」を守ることができない業界となるのであれば、この状況は社会からの信頼を失い、さらに現
在の遊技客の信頼も失い、延いては国民からの多くの支持を失う原因のひとつになると考えます。
そこで PCSA では、設置の認められていない「認定・検定切れ遊技機」および「いわゆるみなし機」の撤去、
「改正健康増進法の対応」など、パチンコホールが誠意を持って遵守、対応していくべきだと考えております。
また、メーカーの皆様には 2021 年 1 月 31 日までに遊技機の入替がスムースに進むよう、お客様からご
支持いただける遊技機を、対応可能なスケジュールで、さらにはパチンコホールが購入しやすい安価で提供
いただけるよう、一層のご努力をいただきたいと望んでおります。
社会が刻一刻と変化していく中、遊技業界も取り残されぬよう、新しい時代・新しい社会の要請に応える
新しい基準に基づいた遊技機の円滑な導入を進めていきましょう。
数十年の長きに亘って国民大衆に娯楽と憩いの場を与え、地域経済の活性化と就業機会の拡大をも
たらしてきたパチンコを、国民から支持され、日本の社会になくてはならない存在であり続けるために業界が
一丸となって邁進しましょう。
以上
令和元年 12 月 25 日
一般社団法人パチンコ・チェーンストア協会
代表理事 加藤 英則

第 6 号報告議案

「12 月 18 日同友会理事会参加」報告

当件について事務局より説明があった。
『12 月同友会理事会・忘年会 PCSA 出席予定者』
1．加藤 英則 代表理事
2．福井 宏彰 理事

6

PCSA アクションレポート（理事会）7 / 11

3．宮村 伸輔 監事
4．藤田

宏 調査研究・経営分野アドバイザー

5．片山 健太郎 事務局長（途中退席）
＜意見＞
・最初に加藤代表が話されたように人が多いなと感じた。理事会は両団体で大きな違いはないと感じた。
・同友会に賛助会員で参加している。根本的に向こうは理事会と委員会が同日にあるので、委員会報告
がリアルタイムというメリットがある。PCSA は時間がずれる。
・委員会がやっているのが横で見られるので、勉強になる。PCSA では報告があっても雰囲気までは伝わらな
い。委員会報告で引っかかった部分を懇親会などで聞けるのはメリット。

第 7 号報告議案 「第 18 期第 2 回臨時社員総会・第 70 回 PCSA 公開経営勉強会」報告
当件について事務局より説明があった。去る、令和 1 年 11 月 28 日に「第 18 期第 2 回臨時社員総会・
第 70 回 PCSA 公開経営勉強会」が開催された。動画は年内にアップし皆様にご案内をする。また、アンケー
ト結果を添付したのでご確認お願いしたい。
＜出席者＞
総会：

正会員 17 名、賛助会員 28 名、アドバイザー・業界誌 11 名、合計 56 名

勉強会：

正会員 55 名、賛助会員 65 名、アドバイザー・業界誌 25 名
一般（有料）64 名（収入 32 万円）
合計 209 名

懇親会：

正会員 9 名、賛助会員 30 名、アドバイザー・業界誌 12 名
一般（有料）13 名（収入 9 万 6 千円）
合計 64 名

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（12 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 12 月開催）
① 12 月 第 189 回人事問題研究部会
開催日時

令和 1 年 12 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 6A

内容

・11 月拡大部会 in 愛知 振り返り・1 月新卒採用情報交換交流会 進捗報告
・2 月拡大部会 in 大分 進捗報告・来期活動計画について
・職位ごとの勤務スケジュール・インターンシップ時の給与
・労政時報勉強会「各社の賃金制度（手当など）」

② 1 月 第 190 回拡大人事問題研究部会・新卒採用情報交換交流会（予定）
開催日時

令和 2 年 1 月 17 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

内容

新卒採用情報交換交流会
・講演 講師 田代 明久様 株式会社パフ 専門役員
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・グループワーク
＜ コスト問題研究部会・第 18 期（12 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 12 月開催）
① 12 月 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～午後 5 時

開催場所

TKP 上野駅前ビジネスセンター 6A

内容

部会・拡大部会 in 大阪 振り返り ・来期スケジュール検討
勉強会・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

② 1 月 第 170 回コスト問題研究部会（予定）
開催日時

令和 2 年 1 月 16 日（木）

開催場所

TKP 上野駅前ビジネスセンター 6A

内容

・部員近況報告（コスト削減関連）
・企業トピック
・コスト削減情報共有
＜ 法律問題研究部会・第 18 期（12 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、12 月開催）
① 12 月 第 193 回法律問題研究部会
開催日時

令和 1 年 12 月 18 日（水） 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
・依存問題対策プロジェクトチーム 報告
・冬期 子どもの事故防止通達について
・冬季の省エネルギーの取組への協力依頼について
・パチンコホール広告宣伝レポートについて
・自工会 貯玉・メダル残数を会員が照会する機能について
・依存問題対策確認シートについて

② 1 月 第 194 回法律問題研究部会（予定）
開催日時

令和 2 年 1 月 24 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

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
・高射幸性遊技機の設置基準について
・喫煙ブース現況アンケートについて 他
＜ 不正対策研究部会・第 18 期（11 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 11 月開催）

8

浩

PCSA アクションレポート（理事会）9 / 11

① 11 月 第 159 回不正対策研究部会
開催日時

令和 1 年 11 月 29 日（水）

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（10 月）について
・PCSA 活動について
・第 19 期 部会開催スケジュールについて
・株式会社ユニバーサルエンターテインメント 情報交換

② 12 月 第 160 回不正対策研究部会（予定）
開催日時

令和 1 年 12 月 20 日（金） 午後 3 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

・最新ゴト情報・ゴト被害アンケート（11 月）について
・1 月 不正対策勉強会 in 静岡について
・その他 不正対策情報共有
＜ 遊技法研究会 第 18 期（12 月）活動報告 ＞
遊技法研究会 委員長 荒田 政雄

1．研究会（12 月開催）
① 12 月 第 79 回遊技法研究会
開催日時

令和 1 年 12 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＞
・業界のリスクと解決方法について 他

② 1 月 第 80 回遊技法研究会（予定）
開催日時

令和 2 年 1 月 30 日（木） 午後 2 時 45 分～午後 3 時 45 分

開催場所

TKP 秋葉原カンファレンスセンター 7A

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（12 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、12 月開催）
① 12 月 第 33 回依存問題対策プロジェクトチーム
開催日時

令和 1 年 12 月 18 日（水） 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

・日遊協 自己申告・家族申告プログラム導入開始報告書について
・依存問題対策確認シートについて
・11 月 29 日札幌「北海道主催 ギャンブル等依存症普及啓発セミナー」
・2020 年依存問題啓発週間 セミナー実行委員会について
・各種セミナー、自助団体通信について

② 1 月 第 34 回依存問題対策プロジェクトチーム・依存問題勉強会（予定）
開催日時

令和 2 年 1 月 24 日（金） 午前 10 時～午後 12 時

9
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開催場所
内容

TKP 上野駅前ビジネスセンター 6A
講演講師 中村 努 様 ワンデーポート 施設長
・他 依存に関する情報共有

第 9 号報告議案 「団体活動（依存フォーラム、全国クリーンデー、業界政治活動会議）」報告
第 9 号報告議案－1 「団体活動（依存フォーラム）」報告
2020 年度パチンコ・パチスロ依存問題フォーラム実行委員会が 12 月 9 日に開催された。
・2020 年度も本年度同様 5 月 14 日に開催予定
・場所は大井町のきゅりあん大ホール
・時間は 2 時間半と短縮。
・講師は大野 真希氏（長良川ボーリングセンター専務取締役）、中村 努氏（ワンデーポート施設
長）、篠原 菊紀氏（公立諏訪東京理科大学教授）の 3 名を予定。
＜意見＞
・大野氏はホールの方か？ ＞ホールの方。
第 9 号報告議案－2 「団体活動（全国クリーンデー）」報告
本年 9 月 1 日から 9 月 10 日まで日遊協主催で「全国クリーンデー」が開催された。実施箇所 2058、参
加人数 8665 人と前年より増加している。PCSA 会員からも正会員 5 社、賛助会員 3 社、他にエンビズ
総研の 9 社が参加した。
第 9 号報告議案－3 「団体活動（業界政治活動会議）」報告
昨日、12 月 18 日に「業界政治活動会議」が開催された。
全体的には業界がひとつになって活動する事について賛成意見であった。
PCSA からは、10 月理事会で審議の通り「業界一丸での政治活動」「各団体で要望を擦り合わせる」事に
ついて、賛意を示した。
一方、業界団体の政治活動の基盤として「遊技産業政治連盟」を使い、パーティー券をとりまとめたいとの
意向が示されたため、PCSA では「政治分野アドバイザー制度」があるため、一元とりまとめについては本日
回答できない旨の発言をした。
今後について、「上野に独自の事務所を置きたい」「来年 6 月までに誰を推し、どういう政策をとるのか検討
したい」「各団体、政治連盟の担当役員を決めて議論を進めたい」との意向が示された。
他に、参加者から応援していくためにも、「政治連盟の目的や情報をきちんと開示してほしい」との意見が出
た。
＜意見＞
・パーティー券は PCSA で出すという事か？ ＞会として出すという意味では無く、個社でも個人でも任意
で出して欲しい、という意味との事。
・政治連盟と各団体の関係は？ ＞いくつかの業界団体の方が政治連盟の役員となっている。
・また会合はあるのか？ ＞具体的な日程は示されないが、今後も継続すると思われる。

その他
・PCSA スケジュール。
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次回開催
1 月拡大理事会
開催日：令和 2 年 1 月 30 日（木）
時間：午後 4 時～午後 5 時 30 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 80 回遊技法研究会
16：00～17：30 1 月拡大理事会
17：45～19：15 PCSA 新年会
以上

11
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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 12 月版

第 189 回人事問題研究部会
開催日時

令和 1 年 12 月 13 日（金）

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、合計 9 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
新山 靖之 株式会社セントラル伸光 人事部 主任
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

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＞
河野 太介 株式会社 TRY&TRUST 人事総務部リーダー

１）11 月 拡大人事問題研究部会・女性活躍推進情報交換会 in 愛知について 振り返り
前月、2019 年 11 月に開催した「拡大人事問題研究部会・女性活躍推進情報交換会 in 愛知」について、開
催後に参加者から集めたアンケートの内容をつきあわせて振り返りを実施した。
＜意見・感想＞
・参加者総勢 30 名と盛況だった。
・女性に店長を経由するキャリアプランをメインとしているが、結婚や妊娠を経て働けるのかという不安があると推測
できる。そこで福利厚生の一つとして託児所めいめい等の経営などが参考になった。
・託児所を検討した結果福利厚生という視点が必要だと感じた。
・めいほうぐるーぷには、こういった活動を全社で盛り上げていく土壌があると感じた。

２）2020 年 1 月 第 12 回新卒採用情報交換会
2020 年 1 月に開催の第 12 回新卒採用情報交換会について内容を検討した。
記
日時：2020 年 1 月 17 日（金）午後 1 時～5 時（午後 5 時 30 分より 情報交換交流会）
当日スケジュール：
午後 1 時

基調講演（質疑応答含む）
テーマ：「学生・企業の動きが激変！
2021 年採用のトレンドから考える新しい集客＆採用手法」』
講師：株式会社パフ 専門役員 田代 明久様
13
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立教大学卒業後、株式会社パフに入社。新卒採用を中心に業界大手
からベンチャーまで毎年 40～50 社の採用を支援している。「採用の答え
は現場にある」という信念を持ち、常に第一線に立ち採用成功に導いてい
る。研修、講演など幅広く活躍中。
午後２時 30 分 意見交換会 開始（20 採用振り返り＆21 採用計画、等）
午後 5 時

終 了

午後 5 時 30 分 情報交換交流会 費用：\5,000会場：TKP 上野駅前ビジネスセンター 4A
参加者：PCSA 正会員 新卒採用担当者、人事問題研究部会部員、他
申込締切：2020 年 1 月 9 日（木）
＜発言＞
・テーマ「学生企業の動きが激変！2021 年採用のトレンドから考える新しい集客＆採用手法」に沿って、イン
ターンシップやダイレクトリクルーティング、オリンピックの影響などをお話しいただく。
・学生の動きが早くなっているのは感じているが、インターンを実施していない、かつ当社は通年で採用活動を実
施しているので影響は少ない。
・通年採用に近い形態な為、来期に特別に変わる何かはないが、継続して現在の取り組みの向上を目指して
いる。費用対効果を考えつつ、各社の情報を得ながら独自手法を模索している。

３）2 月 拡大人事問題研究部会 in 大分・健康経営勉強会
2020 年 2 月に開催の拡大人事問題研究部会 in 大分・健康経営勉強会について内容を検討した。
＜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
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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）
・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）来期スケジュール・活動計画について
2020 年 4 月～2021 年 3 月までが、PCSA の第 19 期となる。過去 5 年間の部会活動実績を参考に、来
期の活動計画について意見を交わした。また、部会開催日のスケジュールを第 2 金曜日で検討、決定した。
2020 年
4 月 10 日(金)

人事問題研究部会(第 193 回)

5 月 15 日(金)

人事問題研究部会(第 194 回)

6 月 12 日(金)

人事問題研究部会(第 195 回)

7 月 10 日(金)

人事問題研究部会(第 196 回)

9 月 11 日(金)

人事問題研究部会(第 197 回)

10 月 9 日(金)

人事問題研究部会(第 198 回)

11 月 13 日(金)

人事問題研究部会(第 199 回)

12 月 11 日(金)

人事問題研究部会(第 200 回)

2021 年
1 月 8 日(金)

人事問題研究部会(第 201 回)

2 月 12 日(金)

人事問題研究部会(第 202 回)

3 月 12 日(金)

人事問題研究部会(第 203 回)

※8 月は、東京オリンピック（7/24～8/9）とお盆の為にお休み。

５）人事問題研究部会 質問コーナー 2019.12
Ｑ１：職位ごとの勤務スケジュール
店長を除く、職位毎の標準勤務スケジュールは存在するか？ 同一職位で労働時間にばらつきが生
じている。店舗毎に設備が異なるのである程度は許容すべきであるが、職位毎の標準勤務時間を定
めたい。各社の管理方法などを聞きたい。
Ａ１：

役職ごとの業務ログを確認すべき。なければ業務の棚卸を実施すべき。

Ａ２：

労働時間のばらつきが、店舗や店長などの外部環境が要因なのか、本人の意識が要因なのか調査が
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必要。
Ｑ２：インターンシップ時の給与、雇用契約
2021 年 4 月採用の計画を立案しており、その中でインターンシップとして職場体験をさせたいと考えて
いる。その際、学生に対し弊社が取得すべき書類(住民票等)があるか。
なお、職場体験では、店舗ホールで接客業務はさせず、風除室でのご挨拶や簡単な清掃業務を 2
～3 時間と考えている。またその際に賃金は発生するのか。
Ｑ２-１：インターンシップの実施内容(職場体験の有無)
Ｑ２-２：賃金、交通費、日当の支給有無
Ａ２-１：接客体験（新卒採用担当者を相手にしたシミュレーションが大勢を占める）、遊技体験、業界説明
面接体験（就活用）、自己分析、新店舗立ち上げ企画立案など。
Ａ２-２：交通費実費支給のみ、交通費一律 2000 円のみ、日当 2～3000 円など、日当なしが大勢を占め
る。

６）労政時報勉強会 「各社の賃金制度（手当など）」
＜目的＞
働き方改革の一環として 2020 年 4 月 1 日から施行される「同一労働同一賃金」とは、同じ職場で同じ仕
事をする正規雇用の従業員と、非正規雇用の従業員との待遇や賃金格差をなくす事を目的としている。その
ガイドライン中に、各種手当における「同一労働同一賃金制」について下記の様に記載されている。
③各種手当て
・役職手当であって、役職の内容に対して支給するものについては、同一の内容の役職には同一の、違い
があれば違いに応じた支給を行わなければならない。
・そのほか、業務の危険度又は作業環境に応じて支給される特殊作業手当、交替制勤務などに応じて
支給される特殊勤務手当、業務の内容が同一の場合の精皆勤手当、正社員の所定労働時間を超え
て同一の時間外労働を行った場合に支給される時間外労働手当の割増率、深夜・休日労働を行った
場合に支給される深夜・休日労働手当の割増率、通勤手当・出張旅費、労働時間の途中に食事の
ための休憩時間がある際の食事手当、同一の支給要件を満たす場合の単身赴任手当、特定の地域
で働く労働者に対する補償として支給する地域手当等については、同一の支給を行わなければならない。
人事問題研究部会では、各社の正社員、PA の手当に着目し、各社の状況を共有すると共に「同一労働同
一賃金」に抵触する恐れがないか、どうすべきか検討した。
＜質問 [参考]＞
【質問 1】

パートやアルバイトに等級制度は、設けているか? ⇒ はい or いいえ

【質問 1-2】 「はい」の場合、賃金や昇級金額のテーブルをつけて、等級制度の概略を説明して下さい。
【質問 2】

パート・アルバイトの賃金は、全員同じか? ⇒ はい or いいえ
※ 地域や店舗で差がある場合も「いいえ」を選択して下さい。

【質問 2-2】 「いいえ」の場合、どのような仕組みで異なっているのか概略を説明して下さい。
※ 回答が上記質問【1-2】で網羅されている場合は、その旨を記載して下さい。
【質問 3】

パート・アルバイトに「手当」は、設定してあるか?

※ 通勤手当のみの場合でも「はい」を選択して下さい。
【質問 3-2】 「はい」の場合、手当の種類と内容について簡単に記載して下さい。
※ 特に同じ手当が正規雇用社員にも設定されている場合にその内容が異なる場合、異なる
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点についてできるだけわかりやすく記載して下さい。
＜手当事例＞
・多くの企業で、単身赴任手当、通勤手当、家族手当、帰省手当、社宅手当、住宅手当あり。
・数は多くないが、資格手当、技能手当、休日勤務手当、出張手当などあり。

７）次回開催
名称：第 12 回新卒採用情報交換会
開催日：令和 2 年 1 月 17 日（金）
時間：午後 1 時～5 時
会場：TKP 上野駅前ビジネスセンター 4A （4 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 12 月版

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）

開催場所

TKP 上野駅前ビジネスセンター 6A

出席人数

担当理事 1 名、部員 6 名、賛助部員 8 名、賛助会員オブザーバー1 名、合計 16 名

出席者

＜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＞
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）

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 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

西川

オムロンアミューズメント株式会社 主査

昇

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

＜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

スケジュール
＜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）
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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 中華料理 龍城

第 169 回コスト問題研究部会
１）11 月 拡大コスト問題研究部会・ストアコンパリゾン in 大阪について
11 月 拡大コスト問題研究部会・ストアコンパリゾン in 大阪について、開催後のアンケートまとめを参考にしなが
ら意見を交換した。
＜意見＞
・ストコンでは、バス移動の際にバス内で自己紹介や意見交換などができた。
・店舗を訪問して、率直な意見を伺う事で参考になると実感した。拡大部会だけでなく、別の機会にもぜひ訪
問したい。
・異なる地域の店舗を見せていただき勉強になった。
・部会の取り組みとしては、どこをポイントとするのかを共通認識に決めればより深く認識できると感じた。分煙や
消費増税がテーマだったが、内容的には他の話題にも行ってしまっていた。
・大阪の営業形態と店内の様子が参考になった。今回のストアコンパリゾンでは、結果をレポートにして各部門
長に流している。
・ストコンでの皆さんの視点が非常に勉強になった。
・訪問先店舗で伺った「若い方を取り込む」という方針が非常に参考になった。未経験の方にどうアプローチして
いるのかは興味を引かれた。
・喫煙、禁煙に関しては大阪の感覚が間に合っていないのではと感じた。
・これから 4 月までに喫煙ブースは設置されていくが、間に合わない可能性もある。
・ストコンに関してはテーマを決めて、同じ視点で見ていくというのは勉強になる。
・訪問した店舗の台数と稼働状況や喫煙ブースの情報、喫煙ブース事態の稼働状況があれば勉強になる。

２）喫煙可能であった店舗を禁煙にするにはどうすべきか アンケート
佐藤 千恵リーダーより、喫煙可能であったホール（又は一室）を禁煙にする際、どういった処置が有効であった
かをアンケートしたいという説明があった。主に内装や、ニオイ対策、汚れ対処などを知りたいとの事。部会で検討の
結果、下記のアンケートを実施する事にした。
「喫煙可能だったホール（部屋）を禁煙にするには？」 アンケート 2020.1
PCSA コスト問題研究部会より、上記アンケートを依頼したく、連絡させて頂きました。
来年４月１日に施行が決まっている改正健康増進法により、パチンコホールには原則室内禁煙が義務づけられま
した。
これまで「喫煙可能」であったホールを「禁煙ホール」にする際、タバコのニオイが残っていないかなど気になるところだと
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思います。
また、喫煙可能な場所での清掃、バックヤードではどう対応するかなどもアンケートさせて頂きたく存じます。
お忙しい時期に恐れ入りますが、ご協力の程よろしくお願い申し上げます。
Q１-１：喫煙だったホールを禁煙にする時に行った事とその結果を御回答下さい。
ex. 絨毯の張替え、壁紙の素材による張り替え、又は洗浄作業 etc
ex.ニオイがなくなった、においが取れなかった etc
Q１-２：喫煙だったホールを禁煙にする時に行おうと計画している事を御回答下さい。
ex. 絨毯の張替え、壁紙の素材による張り替え、又は洗浄作業 etc
Ｑ２-１：喫煙室及び喫煙ブース内の灰皿は、どのようなものを使用するかとその理由も御回答下さい。
ex. 無水祭壇式灰皿、水入り灰皿 etc
Ｑ２-２：喫煙室及び喫煙ブース内の営業時間中の清掃を誰がどのタイミングで実施するのか御回答下さい。
ex. 外部委託清掃業者が 2 時間おきに吸い殻回収、日々の清掃は閉店後のみ吸い殻は月 2 回業
者回収 etc
Ｑ３：従業員のいるバックヤードでの改正健康増進法対応を、どのように考えているか御回答下さい。
ex. 完全に禁煙にする、喫煙ブースを設ける、休憩室を喫煙室にする etc
Ｑ４：その他、改正健康増進法の対応として実施しようとしている、検討している事柄がございましたら御回答下さ
い。
以上

３）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。
2020 年 4 月～2021 年 3 月までが、PCSA の第 19 期となる。来期の開催スケジュールについて意見を交わし
検討、決定した。
2020 年
4 月 2 日(木)

コスト問題研究部会(第 173 回)

5 月 14 日(木)

コスト問題研究部会(第 174 回)

6 月 4 日(木)

コスト問題研究部会(第 175 回)

7 月 2 日(木)

～3 日(金)
拡大コスト問題研究部会(第 176 回)

9 月 3 日(木)

コスト問題研究部会(第 177 回)

10 月 1 日(木)

コスト問題研究部会(第 178 回)

11 月 5 日(木)

コスト問題研究部会(第 179 回)

12 月 3 日(木)

コスト問題研究部会(第 180 回)

2021 年
1 月 7 日(木)

コスト問題研究部会(第 181 回)

2 月 4 日(木)

コスト問題研究部会(第 182 回)

3 月 4 日(木)

コスト問題研究部会(第 183 回)
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４）次回開催
開催日時：令和 2 年 1 月 8 日(水) 午後 2 時～5 時
開催場所：TKP 上野駅前ビジネスセンター 6A

第 5 回コスト問題勉強会
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

＜概要＞
<2019 年>【市場動向の推移】と、【進捗率】の検証。
(1)【全店データ】の推移検証～【サン電子株式会社・TRYSEM データ】から、2019 年を検証。
(2)【進捗率】として、【今】の検証。
(3)【貸玉単価別】分類で、【昨年対比】の検証。
パチンコ業種は、【時期的要素】が反映されるビジネスモデルである。
だからこそ・・・「前月対比」では無く、「昨年月との対比」の確認が重要になる。
【全日遊連】～2020 年の注目は、「残存店舗数」。
2019 年の注目点は、【廃業店舗数】注目から始まる!
2019 年「10 月末」の段階で・・
過去全ての、新規則機【適合率】と【適合数】を確認。
新規則機「保通協適合」状況の確認。
近々の結果は・・・『P・S 共に、適合率・機種数がダウン』の傾向に。
そして、今後の【遊技機の適合状況】を推測。
【受動喫煙】～【(改正)健康増進法】を再確認。
受動喫煙防止】は条例であって、法律は【(改正)健康増進法・25 条】です。
【喫煙専用室】における【技術的基準】(※抜粋)
【喫煙専用室】の設置は・・・『いつ実施するのか?』
「全面禁煙化」で、ホールの稼働は下がるのか?
【加熱式たばこ】の需要は増えるのか?
ホールにおける、【「加熱式たばこ」への対応】を検証。
【たばこ喫煙者】と【パチンコ・スロット経験者】を推測する?
「旧⇒新」規則機の【導入台数規模】を検証する。
2019 年における【新規則機の導入率】と【導入台数】の規模を推測。
全ての問題点(懸念点)は、【低貸エリアにおける、新基準機導入率】になる。
年末【高射幸性機】の「IN 枚数の振分」を推測する。
ピックアップする「多台数機種」は【5 機種】=【総 IN=16 億枚/日】
⇒ 1.6 号機 入替の新台
2.6 号機 その他 6 号機
3.5 号機 高射幸性機
4.5 号機 Aor(RT)
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5.5 号機 ART
6.スロットを辞める パチンコへ
7.スロットを辞める 店に行かない
【高射幸性機】の「IN 枚数の振分」分布結果
【1 日あたりの総 IN 枚数=16 億枚】の分布図。(※「業界人役職者～83 名」のアンケート結果)
これにより、問題思考の「論理的解釈」を検証しましょう。
【マーケティング】の話～「マクロ」と「ミクロ」の視点
まずは、【マクロ視点】で、「マーケット分類」。
続いて、【マクロ視点】で、「消費行動の分析」。
全ては、『どこにコストをかけるのか?』で、店舗の営業方針が決まる。
【ミクロ視点】で、『コスト配分が決まる!』。それが、『店舗の未来を創る』
【高射幸性スロ】⇒【パチンコ転向】は有り得るか?
「高射幸性スロット」撤去後の、同コンテンツ「パチンコ」稼働の動向を検証する。
特筆すべき機種は・・・先ずは<P バジリスク 2>。
【スロット】⇔【パチンコ】の転向は有り得るか?
「高射幸性スロット」撤去後の、同コンテンツ「パチンコ」稼働の動向を検証する。
逆に、【パチンコ】⇒【スロット】に移動するユーザーだっているハズ!
【PA 海物語 3R2】の「価値」と「評価」と「運用」検証
【甘デジ】で、「3 万台」も売れるのか?⇒つまり、ホールが「3 万台」買うのか?
単純な「機種評価」は、どうなの?⇒データは「全国平均値」として、<サン電子・TRYSEM>引用。
現実的な「営業運用」を検証する。
<海物語シリーズ>の【甘デジ系】の、「導入日ソート」一覧表。
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 12 月版

第 194 回法律問題研究部会
開催日時

令和 1 年 12 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 6A

出席人数

部員 12 名､賛助部員 1 名、合計 13 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

小林

株式会社ヒカリシステム 第 1 営業部 ディレクター

浩

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

＜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

1）依存問題対策プロジェクトチーム 報告
本件について、辻依存問題 PT リーダーより報告があった。
PCSA 自己申告・家族申告プログラムのアンケートの途中経過が報告された。今回はできれば全社に提出して
いただきたい。行政講話内でこの導入率に言及があり同友会の件が触れられた。ここに PCSA の導入率も明ら
かにしたい。現在、5500 店舗が全日遊連で計上されている。次に今年 5 月 14 日に開催された依存フォーラ
ムが、来年 5 月 14 日に開催予定。その第 1 回実行委員会で詳細が説明された。今年は 2 部構成で時間
が長かったので、今回は午後のみ 2 時間半。場所は大井町のきゅりあん。講演はホールの大野氏、ワンデーポ
ートの中村氏、諏訪東京理科大学の篠原教授、全体のコーディネータを西村先生。次回の実行委員会は、1
月 20 日に開催予定。後は、北海道の依存症普及セミナーやワンデーポートの長野のセミナー、それらの内容
を共有した。また、2020 年 1 月の依存 PT で、依存問題勉強会を開催。10 時～12 時で、ワンデーポート
の中村氏に講演いただく。最近のワンデーポートの利用者とその傾向などをテーマに開催する。

２）年末年始に向けた『子どもの車内放置事故防止対策』の徹底について
2019 年 11 月 22 日に全日遊連から発せられた掲題の通知について、内容を確認、周知徹底した。
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３）冬季の省エネルギーの取組への協力依頼について
2019 年 11 月 21 日に全日遊連から発せられた掲題の通知について、内容を確認、周知徹底した。

４）「マイナンバーカードの取得の推進」「本人確認のデジタル化、厳格化」について
事務局より本件についての説明がされた。
１）「マイナンバーカードの取得の推進」
今年６月４日にデジタル・ガバメント閣僚会議で決定された「マイナンバーカードの普及とマイナンバーの利活
用の促進に関する方針」において、
・「マイナンバーカードを活用した自治体ポイントによる消費活性化策」（令和２年度に実施）
・「マイナンバーカードの健康保険証利用の仕組み」（令和３年３月から本格運用）
上記 2 つが「円滑に実施されるよう、マイナンバーカードの普及を強力に推進する必要」があるとした。
その結果、「各府省は、本方針を踏まえ、関係業界団体等に対してマイナンバーカードの積極的な取得と利
活用の促進を呼びかける」事となった。
以上を踏まえ、警察庁生活安全局保安課 山田好孝課長から業界団体に向けた協力依頼があり、
PCSA も会員企業に対し、従業員等のマイナンバーカードの積極的な取得と利活用の促進、協力を呼びか
けた。
２）「本人確認のデジタル化、厳格化」
政府から、官民サービスをデジタル化し、個人が安全で安心してサービスを利用できるようにするために、金融
取引、クレジットカード契約及び携帯契約時のコピー等のアナログ慣行を見直し、本人確認手段の電子化
の普及促進を図るとの方針が示された。
以上を踏まえ、警察庁生活安全局保安課 山田好孝課長から業界団体に向けた協力依頼があり、
PCSA も会員企業に対し、法令上認められた本人確認手続において、マイナンバーカード、運転免許証、
旅券及び在留カード等の偽造困難な IC カードを用いた本人確認手段の電子化の促進、協力を呼びかけ
た。

５）遊技機取扱主任者 規程、実施要綱 一部改正の案内 日遊協について
事務局より本件についての説明がされた。
日遊協は９月２7 日、全日遊連、日工組、日電協、全商協、回胴遊商に対し、遊技機取扱主任者に関す
る規程と実施要領の一部改正を通知した。
改正では、違反歴がなく、連続して 7 回目以降の更新を迎える人は、経験・知識が豊富で技術的にも習熟し
ているものと判断し更新時試験を免除。ただし、講習は従来通り受ける必要がある。
また、特例措置として、初回更新時の試験が地元以外の受験となった人は、初回に限り地元支部開催の試
験を一般より半年間前倒しで受けられるようにしていたが、実情にそぐわなくなったためこれを撤廃。全て 1 年前
から受験可能と統一した。また、消費税率引き上げに伴い各種手数料等を改定した。

６）貯玉・メダル残数を会員が照会する機能について 自工会
事務局より本件についての説明がされた。
一般社団法人遊技場自動サービス機工業会（以降、自工会）が、パチンコ・パチスロ会員が自身のスマート
フォンで貯玉・貯メダル残高を照会できるシステムを準備、来年夏前後のリリースを目標としている。なお、本機
能については、ホール、ユーザーいずれにも費用負担を求めない。
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＜背景＞
パチンコ業界では、過去に一部の事業者による本機能(貯玉・メダル残数をパソコン、スマホなどにより会員が
照会する機能)に類似した実験的な試行はされたものの、風営法 23 条で禁止行為とされている「遊技球
等を客のために保管したことを表示する書面を客に発行すること」いわゆる「預り証の発行の禁止」への抵触
の懸念等もあり、現在まで実現には至っていない。
しかし、近年インターネット技術等が急速に進歩し、パソコン、スマホなどによる、銀行の口座残高照会、ネッ
トショッピングの利用金額照会など利便性が高まり、日々更なる向上が図られている。そういった中、パチンコ
ホールにおいても、法の適正な運用の中で他業界並みのサービス提供による会員の利便性向上のニーズ等
が非常に高まってきている。
＜目的＞
１．貯玉・再プレイシステムの適正な運用を踏まえた上での利便性向上。
２．会員への貯玉・再プレイシステムの更なる安心・安全の提供。
＜貯玉・メダル残数 確認方法＞
会員本人がパソコン、スマホなどにより、センター事業者が運営する専用サイトにアクセスし、前日までの口座
毎の貯玉残数を照会し確認する。
＜実施要件＞
１．ホールが、貯玉補償基金と貯玉補償事業等利用契約を、センター事業者とセンター利用契約を締結
していること。
２．ホールが、センター事業者に貯玉残数提供サービス運用確認書を提出すること。
＜運用に関する取り決め事項＞
・センター事業者が管理する貯玉残数をメーカーの協力のもと本機能を実施するに当たり、仕様、運用に関
する取り決め事項等を定め適正に実施する。
・本機能の実施にあたっては、風営法で禁止されている預り証の発行に抵触しない、或いはそのような利用
ができない、表示した数値を改ざんや加工ができない等、充分に配慮した仕様、運用とする。
・ホール及びホールが加盟するセンター事業者、貯玉システムメーカーが協力し実施する。

７）依存問題対策確認シートの運用開始について
事務局より本件についての説明がされた。
21 世紀会は、一般社団法人遊技産業健全化推進機構（以降、機構）による「依存防止対策への取組み
状況を確認する調査」への対応として「依存問題対策実施確認シート」（以降、確認シート）をホール 5 団
体を経由して店舗に配布、月 1 回程度の頻度での記入、店舗での保持をする事とした。PCSA では、確認シ
ートと記入要領などを PCSA 正会員に配布し、運用を依頼している。法律問題研究部会では、各社の確認
シート運用の実状について情報が共有された。

８）遊技機性能調査の結果（概要）について（機構 2019 年 11 月）
事務局より本件についての説明がされた。
平成 27 年 6 月 1 日から開始、平成 31 年 11 月までの「遊技機性能調査」の結果が機構より報告された。
4 年 6 ヶ月間におけるぱちんこ遊技機の一般入賞口への入賞状況であり、平成 29 年 1 月からは、一般入
賞口への入賞が検査対象のぱちんこ遊技機において 100％確認されている。
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９）パチンコホール広告宣伝に関する共同研究について 理事会審議 結果報告
荒田 政雄 法律問題研究部会リーダーより本件について説明がされた。11 月通常理事会にて審議、その結果
非承認となった。部会ではデータベースシステムについて、また「広告宣伝で『これはダメ』ではなく、『これなら問題な
い』という広告を提案して欲しい」などの意見が交わされた。
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
※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。
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・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。

10）法律問題研究部会 質問コーナー 2019.12
Ｑ１：遊技約款の運用について
従業員に対する迷惑行為」を直接禁止する項目がない。この理由によって出入り禁止の措置等
をとる場合、約款上の根拠はどこになるのか。
PCSA 遊技約款
※PCSA ホームページ（pcsa.jp）のバナー、または、URL
http://www.pcsa.jp/yugiyakkan/pdfdata/PCSA_yugiyakkan201510_01jp.pdf
補足：現在の PCSA 共通遊技約款、条文にて「従業員に対する迷惑行為」を直接禁止する項目がない。む
ろん、第 3 条 締結拒否（５）、 第 6 条 解除 ２（３）等を準用すれば対応可能かとは考えるが、
ともに「遊技に関連し」ともあり、狭義でみると直接とは言えないのではないかが懸念。
⇒ 店内にいる限り「遊技に関連し」はすべて「遊技契約」で包括可能となっているのか。
A１：遊技約款以前の問題。従業員に迷惑行為があるお客は契約をお断りするという基本で問題ない。特に
条項に根拠がなくとも、一般的には解除契約が発生すると考えられる。
A２：従業員に対する迷惑行為が第３者からしても明らかな場合は、遊技約款員を提示しなくても出入り禁
止に同意するケースが殆ど。同意しない場合は第３条（５）で対応している。
Ｑ２：改正受動喫煙防止法と遊技約款について
2020 年 4 月 1 日から、遊技約款に所定の場所以外での喫煙を禁止する記述が必要ではな
いか。
Ａ１：遊技約款 第 5 条（9）迷惑行為の禁止に含まれる。
Ａ２：島内に掲示してある遊技ルールに追記した方が柔軟に対応可能。

11）次回開催
開催日：令和 2 年 1 月 24 日（金）
時間：午後 2 時～5 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 12 月版

第 162 回不正対策研究部会
開催日時

令和 1 年 12 月 20 日（金） 午後 3 時～午後 5 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 6 名､日遊協 参加者 3 名、オブザーバー参加者 1 名、合計 10 名

出席者

＜リーダー＞
松本 浩

ヒカリグループ（有限会社ヒカリアセットマネジメント）メンテナンスチーム チームリーダー

＜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

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

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 2 名、株式会社アプリィ 1 名、アンダーツリー株式会社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 11 月 29 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＞
11/29 不正対策研究部会
2020 年 1 月不正対策勉強会 in 静岡
株式会社ユニバーサルエンターテインメント 情報共有
12/6 コスト問題研究部会・第 5 回コスト問題勉強
講演：TKC 髙橋 正人様
テーマ：近未来の業界動向とその「コスト増・減」
12/18 依存問題対策プロジェクトチーム
自己申告・家族申告プログラム 導入店舗数 アンケート
12/18 法律問題研究部会
迷惑なお客への対応、遊技約款の何を根拠にするか？
12/19 遊技法研究会
風営法議連の動向
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遊技機撤去と入替の懸念
新たな PCSA 声明文
12/19 12 月拡大理事会
11 月 PCSA 公開経営勉強会 報告
来年 2 月 PCSA 公開経営勉強会 内容について

2）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
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)
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３）最新ゴト情報・ゴト被害アンケート(10 月、11 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。
＜10 月＞

＜11 月＞

・アンケート回答 6 社

・アンケート回答 8 社

・被害件数 14 件

・被害件数 9 件

・被害額\133,570-

・被害額\728,160-

・警察への通報回数 4 件

・警察への通報回数 1 件

・被害届申請 2 件

・被害届申請 0 件

・被害届受理 1 件

・被害届受理 0 件

ゴトは、2 ヶ月まとめてドツキや糸付き玉、メダル持ち込みの発生が目立った。他にはショートゴトが発生、手口
屋対策の情報を共有した。各不正の詳細を説明した後、ホールスタッフがゴト警戒を自然と実行するオペレー
ションについて検討された。

４）その他 情報共有
下記の内容について情報を共有した。
・パチンコホールスタッフ、店舗に対する強盗対策について。
・千葉県遊協における変更承認申請に係わる試行について。

５）次回開催
開催日：令和 2 年 1 月 31 日（金）～2 月 1 日（土）
場所：静岡県静岡市
※詳細は、「2）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」をご確認
下さい。
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 12 月版

第 33 回依存問題対策プロジェクトチーム
開催日時

令和 1 年 12 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 6A

出席人数

メンバー6 名､賛助メンバー1 名､合計 7 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

１）PCSA 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 途中経過
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。
現状、集計途中のアンケートの内容を確認しながら、特に家族申告プログラムの申告事例について情報を共有し
た。また、具体的な対応における顔認証の有用性、認証率の幅などの情報を共有した。

２）自己申告・家族申告プログラム導入開始報告書」提出促進 ご協力のお願い(21 世紀会)
21 世紀会では、「自己申告・家族申告プログラム」の導入件数を集計して報告書を定期的に警察庁へ報告し
ている。しかし、現在集計中の導入件数 2993 件（令和元年 10 月末）は、各団体で調査した導入件数との
解離があると聞いており、再度調査を実施するとの事をホール 5 団体に発信、協力を依頼した。PT では、本情報
を共有すると共に周知を徹底した。

３）依存問題対策確認シートの運用開始について
21 世紀会は、一般社団法人遊技産業健全化推進機構（以降、機構）による「依存防止対策への取組み状
況を確認する調査」への対応として「依存問題対策実施確認シート」（以降、確認シート）をホール 5 団体を経
由して店舗に配布、月 1 回程度の頻度での記入、店舗での保持をする事とした。PCSA では、確認シートと記
入要領などを PCSA 正会員に配布し、運用を依頼している。PT では、独自形式で運用している会員企業から、

31

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）2 / 4

この形式に合わすことが必須なのかという質問があり、確認した所、現場での混乱を避けるためにも原則「必須」で
の対応を求められた。

４）2020 年度 第 1 回 パチンコ・パチスロ依存問題フォーラム実行委員会について
本件について、事務局より説明がされた。2020 年度 第 1 回依存フォーラム実行委員会にて、来年５月 14 日
の依存フォーラムの内容を確認した。中野から大井町に会場が変更、開催時間が前回の午前午後から午後１
本に絞られた。講演は、ホール企業の方、ワンデーポート中村努氏、研究者の 3 名で２時間半の内容。PT から
は、福祉支援をされている方に声をかけるべき、マスコミにアピールするチャンス等の意見が出された。
＜概要＞
開催日： 令和 1 年 12 月 9 日（月）
時間：

午前 10 時 30 分～11 時 35 分

会場：

全日遊連 3 階 大会議場

出席者： 全日遊連、日遊協、日工組、日電協、全商協、回胴遊商、自工会、補給組合、メダル工業会
同友会、余暇進、PCSA（依存問題対策プロジェクトチーム リーダー 辻 良樹 事務局）
認証協、PSA、社会貢献、出席者 合計 15 団体 22 名
議題：

2020 年度パチンコ・パチスロ依存問題フォーラムについて

＜開催概要案＞
１．日時：2020 年 5 月 14 日（木） 14 時から 16 時 30 分 （会場は、11 時から 17 時で予約）
２．場所：東京・大井町 きゅりあん 大ホール
３．プログラム案（コンテンツ）
・21 世紀会 阿部代表 あいさつ
・講演１（事業者の立場から）
・講演２（支援に携わる当事者の立場から）
・講演３（研究者の立場から）
・コーディネーター
＜会場案について＞ 全日遊連 説明
・前回の会場、中野ゼロではなく、今回は「きゅりあん」という会場を使用予定。東京駅から近い大井町駅徒
歩 2~3 分。
・キャパシティは十分あり、参加者の人数によって段階的に対応出来る。
＜プログラム案について＞ 全日遊連 説明
・プログラムの講演者、コーディネーターは、全員の日程を確保済み。
・今回は、午後のみの 2 時間 30 分。
＜意見＞
・時間が 2 時間半で足りるのか。講演の長さはどのくらいか。 ＞1 人 45 分くらいを想定。
・依存に陥ったが回復されたという当事者の話があると良い。 ＞講演２、支援に携わる当事者の立場から
お話し頂く。
・人数が多くなる可能性がある。受付の対応はどうするか ＞受付はオペレーションを早めに決めて対応する。
・広告宣伝は、前回と同じく駅貼りのポスターを検討している。なお、前回は、「啓発週間」と「依存フォーラム」
の 2 要素を 1 ポスターにまとめていたが、今回は、依存フォーラム個別のポスターで訴求力を上げたい。
・一般マスコミへの対応は？ 事前、事後のプレスリリースは？ ＞未検討。各団体、これに関してはご意見
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を伺いたい。 ＞こちらから先に情報を提供することも検討したい。
＜次回開催＞
開催日時：2020 年 1 月 20 日（月）午後 2 時～
場所：全日遊連 3 階大会議室

５）2020 年 1 月 第 4 回依存問題勉強会 ワンデーポート 中村努氏について
事務局より本件について説明があった。2020 年 1 月 24 日の PCSA 第 4 回依存問題勉強会にワンデーポー
トの中村努先生を招聘して、ワンデーポートの活動をメインに、サブに最近の依存問題対策、地域との連携、ホー
ルに求める事、最近のワンデーポートの利用者と対面相談の傾向などをお話しいただく。
＜開催 概要＞
開催日： 2020 年 1 月 24 日（金）
時間：

午前 10 時 30 分～正午 12 時 ※質疑応答含む

会場：

TKP 上野駅前ビジネスセンター 6A （6 階）

講師：

認定 NPO 法人ワンデーポート 施設長 中村 努 様

テーマ：

『認定 NPO 法人ワンデーポートの活動について』
サブテーマ ・最近の依存問題について思うこと ・地域連携のありかたについて
サブテーマ ・ホールに求める事 ・最近のワンデーポートの利用者と対面相談の傾向について

対象者： 正会員・賛助会員・特別会員 関連部署御担当者、依存問題対策プロジェクトチーム

６）11 月 ギャンブル等依存問題セミナーin 長野について
セミナー参加者より本件について説明があった。ギャンブル等依存問題セミナーin 長野は、11 月 17 日に長野
で開催されたセミナーで、一般参加の方が大勢を占めるセミナーとなった。ワンデーポートの中村努氏、脳科学
の篠原菊紀先生、元弁護士の堀米美聡氏他が講演された。PT では、説明された脳科学の観点が非常に興
味深いという意見が出た。
＜概要＞
名称：

ギャンブル等依存問題セミナーin 長野

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

全体テーマ：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～
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
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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）

７）次回開催
名称：第 4 回依存問題勉強会
開催日：令和 2 年 1 月 24 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）
※詳細は、「５）2020 年 1 月 第 4 回依存問題勉強会 ワンデーポート 中村努氏について」を参照。
以上

34

PCSA アクションレポート（遊技法研究会）1 / 4

PCSA アクションレポート(遊技法研究会)
令和 1 年 12 月版

第 79 回遊技法研究会
開催日時

令和 1 年 12 月 19 日（木） 午後 2 時 45 分～午後 3 時 45 分

開催場所

TKP 秋葉原カンファレンスセンター 7A（7 階）

出席者

理事 8 名、幹部 3 名、委員 11 名、オブザーバー4 名、合計 26 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、副代表理事
＜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
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 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
大石 正仁 株式会社大商 代表取締役社長
國澤 良平 株式会社大商 景品流通部部長
石黒

勝 三本珈琲株式会社 取締役

小玉 幹雄 株式会社昭和堂 専務取締役
中村 克彦 ゼニス株式会社 代表取締役社長
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
廣田 道明 株式会社山宝商会 部長
＜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
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 取締役部営業部長
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
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１）時代に適した風営法を求める議員連盟（風営法議連）の動向について
荒田 政雄委員長より、風営法議連の動向について説明があり、下記の意見を交換した。
・前回の報告で、次回の風営法議連を 12 月の国会中に開催する予定だと報告したが、実際には議員の幹
事会のみ開催され、本会議は本年開催されないこととなったと議員秘書から報告を受けた。
・幹事会では、要望されたが結果が伴っていないとの報告あり。
・風営法議連設立の当初の大義名分は何か。
＞ダンスが最初。ダンスは風営法の枠内から外れることが出来た。
・今回、風営法議連が活発に活動した理由は何か。
＞遊技規則の改正でダメージ受けた遊技機メーカーが主導したのではと言われている。

２）業界のリスクと課題について
荒田 政雄委員長より、階の業界のリスクと課題について説明があった。
<遊技法研究会のメインテーマ>
1)賞品提供の適正化
2)管理遊技機、設定機能付遊技機について
<これから数年にかけての業界の大きな課題>
1)新規則遊技機入替 2021 年 1 月 31 日期限
2)消費税問題 インボイスは 2023 年 10 月から導入
3)改正健康増進法対応 2020 年 4 月
<ホールの現場レベルでの課題>
1)無承認変更事案
2)広告宣伝
<業界団体で話題になっている課題>
1)新規則遊技機の適合率
2)貯玉再プレー手数料の取り扱い
3)出玉率 100%以上の営業の推進
4)依存問題対策の対応
5)次期参議院選挙への対応
6)風営法議連へのアプローチ
<風営法議連 提言内容>
1)型式試験適合率向上のため改善を図る
2)遊技機自体のゲーム性の向上に配慮し、開発可能な環境整備に努める
3)改札当局と業界の上記についての定期的な協議の場を設ける
4)射幸性の高さとギャンブル等依存の因果関係の立証と、制度合理化のための見直しをする
5)ATM 撤去等は法令の要請では無い。キャッシュレス社会のイノベーション促進を妨げない
＜意見＞
・高射幸性回胴式遊技機の自主規制で 15％以下になっているが、3 年後には全部撤去しないといけない。
それは自主規制ではなく法律。現状では入れ替えする遊技機がない。どう考えるべきか。
・2020 年の東京オリンピックの入れ替え自粛の可能性もあり、一層スケジュールが厳しい。
・後 1 年でホール全体で 300 万台の入替が必要。
・過去の実績では、1 回転以上した事もあるので驚くようなペースではないが、現状の速度では厳しい。
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・正月明けの営業をどうするか考えているホールも多い。ホールの撤退や解体の案件が出ているとも聞いた。
・これらの課題に対して、同様に、議員に対しても業界がどうまとまっていけばよいのか考えていきたい。

３）PCSA 声明について
事務局より、PCSA 声明（案）の内容について説明がされた。遊技法研究会では、多数の修正意見が出た為、
電子理事会で最終的に審議、承認された「PCSA 声明」を公表した。
＜意見＞
・検定・認定切れの即時撤去 ＞1）～3）の項目を省く。
・「ばれなければいい」というような、くだけた表現を改める。
・遊技機が十分に供給されていない事に対するメーカーへの要望を入れる。機械費についても同様。
PCSA 声明 ＜最終版＞
一般社団法人パチンコ・チェーンストア協会（PCSA）は、パチンコが社会や国民の皆様に信頼され、親しんで
いただける遊技であり続けるために、下記のとおり声明いたします。
記
皆様ご承知の通り、業界を取り巻く環境は非常に厳しいものがあります。
規則改正に基づく 2021 年 1 月 31 日までの「遊技機入替」とそれによる「収益力の悪化」、2020 年 4 月
1 日に施行される「改正健康増進法の対応」、2019 年 10 月に実施された「消費税増税による負担増」な
ど、パチンコホール企業の経営を圧迫する要因が重なり、その厳しさはパチンコホールのみならずメーカーや周辺
機器などこの業界全てに波及しております。
また「レジャー白書」によると、パチンコの遊技人口もピークの 3000 万人から現在では 1000 万人を切る状
況にまで落ち込んでおります。
PCSA では、この厳しい状況だからこそ、パチンコが「法令やルールを守る信頼できる業界」なのか否かが社会
から問われてくるものと考えております。
「法令やルール」を守ることができない業界となるのであれば、この状況は社会からの信頼を失い、さらに現在
の遊技客の信頼も失い、延いては国民からの多くの支持を失う原因のひとつになると考えます。
そこで PCSA では、設置の認められていない「認定・検定切れ遊技機」および「いわゆるみなし機」の撤去、
「改正健康増進法の対応」など、パチンコホールが誠意を持って遵守、対応していくべきだと考えております。
また、メーカーの皆様には 2021 年 1 月 31 日までに遊技機の入替がスムースに進むよう、お客様からご支
持いただける遊技機を、対応可能なスケジュールで、さらにはパチンコホールが購入しやすい安価で提供いただ
けるよう、一層のご努力をいただきたいと望んでおります。
社会が刻一刻と変化していく中、遊技業界も取り残されぬよう、新しい時代・新しい社会の要請に応える新
しい基準に基づいた遊技機の円滑な導入を進めていきましょう。
数十年の長きに亘って国民大衆に娯楽と憩いの場を与え、地域経済の活性化と就業機会の拡大をもたら
してきたパチンコを、国民から支持され、日本の社会になくてはならない存在であり続けるために業界が一丸とな
って邁進しましょう。
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以上
令和元年 12 月 25 日
一般社団法人パチンコ・チェーンストア協会
代表理事 加藤 英則

４）遊技機の押収事案について
8 月より遊技機の押収事案があり、その追加情報を共有した。

５）次回開催
第 80 回遊技法研究会
開催日：令和 2 年 1 月 30 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（東京）
＜同日 他スケジュール＞
14：45～15：45 ≪第 80 回遊技法研究会≫
16：00～17：30 ≪1 月拡大理事会≫
17：45～19：15 ≪新年会≫
以上
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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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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

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

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
11月

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
252,466

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
660,023

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
33,548

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
14,758

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
18,790

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
1,228

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

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

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
11月

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
93.0

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
100.0

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
99.6

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
98.6

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
100.4

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
99.0

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

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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