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PCSA アクションレポート（理事会）
令和 2 年 1 月版

1 月拡大理事会
開催日時

令和 2 年 1 月 30 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 11 名、幹部 5 名、正会員オブザーバー1 名、賛助会員オブザーバー23 名、
特別会員オブザーバー1 名、一般社団法人日本遊技産業経営者同友会 参加者 19 名
合計 60 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
齊藤 周平 株式会社グランド商事・アドバンス 常務執行役員
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
城山 朝春 ミカド観光株式会社 常務取締役
福井 宏彰 株式会社加賀屋 代表取締役社長
石川 直史 株式会社ワールド 代表取締役社長
金光 淳用 株式会社ヒカリシステム 代表取締役社長
＜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

＜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＞
白石 光男 株式会社スリーストン 代表取締役
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
皆川

巌 株式会社大商 姫路大商 代表取締役社長

竹村 幸大 株式会社大商 姫路大商 取締役専務
秋山

学 株式会社マースエンジニアリング 株式会社マースシステムズ 取締役 東日本支社長

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
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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
石塚 通弘 株式会社昭和堂 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
中田 修一 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
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 アミューズメント営業部 部長
鈴木 智紀 オリックス株式会社 アミューズメント営業部 課長代理
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 開発部長
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

一般社団法人日本遊技産業経営者同友会 参加者
＜代表理事＞
東野 昌一 様

株式会社平成観光 代表取締役社長

＜副代表理事＞
薛

博夫 様

富國物産株式会社 常務取締役

趙

顕洙 様

株式会社三慶商事 代表取締役

浅野 哲洋 様

株式会社ダイエー 代表取締役

平岡 聖教 様

株式会社ヒラオカコーポレーション 代表取締役社長

＜理事＞
松岡 誠司 様

松岡商事株式会社 専務取締役

高智 大輔 様

オランダ観光株式会社 代表取締役

今井 有二 様

株式会社サンキュー 代表取締役社長

清水 文徳 様

株式会社セントラル伸光 代表取締役

宮本 敏憲 様

株式会社日進観光 代表取締役

呉

株式会社アスカ 代表取締役専務

泰栄 様

川野 大介 様

有限会社信徳 取締役

金

株式会社太洋社 代表取締役

貴如 様

安田 哲雄 様

株式会社グラン 代表取締役

吉原 純浩 様

株式会社ミナミ・エンタープライズ 代表取締役社長

三木 秀徳 様

大興産業株式会社 代表取締役社長

佐藤 慶一朗 様

株式会社オアシスグループ 代表取締役社長

＜監事＞
勝又 健治 様

J-NET 株式会社 参与

＜事務局長＞
古屋 孝章 様

日本遊技産業経営者同友会 事務局長

第 1 号報告・審議議案 「1 月 28 日開催 同友会との協議会」報告および審議【承認】
当件について、同会議を 2020 年 1 月 28 日（火）に PCSA 会議室で開催した事につき、事務局より報
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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 3 回臨時社員総会、第 71 回公開経営勉強会」審議【承
認】
当件について事務局より説明があった。本日は総会・経営勉強会の最終的なスケジュールの報告をするととも
に、経営勉強会の内容を確定してほしい。なお、マイナンバーの説明会は確認をし 5 月開催に予定している。
＜概要＞
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）
スケジュール：
第 18 期第 3 回臨時社員総会
13：00

総会受付

14：00

開会宣言
代表理事挨拶
総会定足数確認報告
議長選出

14：05

審議・報告

14：10

議長解任

14：10

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）
第一部 「パチンコ向けサブスクリプションサービス」（合同会社 DMM．com）
第二部 「店舗の未来を予測するマネージメントブレーン：AI 分析サービス」
（株式会社マースエンジニアリング）

第 71 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

【12 月理事会、代表理事との打ち合わせを踏まえた勉強会（案）】
＜講演案②＞
講師：

山中 健児弁護士（石嵜・山中総合法律事務所 代表パートナー）

テーマ：

「ホール経営者が知っておくべき 2020 年 4 月 1 日法律改正」
①2020 年 4 月 1 日、法律がこれだけ変わる
（②以降にパチンコホールに特に影響の大きい法律の説明
②健康増進法（お客様対応と従業員への対応）
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③労働基準法（時間外労働の上限規制、有給付与）
④パートタイム労働法（同一労働同一賃金）
補足：

講演料 10 万円、講演内諾済

＜講演案⑦＞
講師：

河本 泰信医師
（よしの病院副委員長、元久里浜医療センター 病的ギャンブリング治療研究部門 責任者）

テーマ：

「医療現場から見たギャンブル依存の実態と対応」
①「熱中」「習慣」「依存」の違い。診断の根拠
②依存症推定数と治療が必要な人数。
③介入すべき症状と方法
④困った時にすべきこと

補足：

講演料 10 万円、講演内諾済、勉強会第 1 部希望

＜講演案⑨＞
講師：

一般社団法人キャッシュレス推進協議会 担当者

テーマ：

「キャッシュレス社会への移行とパチンコホール業への影響」
①キャッシュレスに関する国の方針
②キャッシュレスの現状およびメリットと課題
③サービス業のキャッシュレス化について
④パチンコホール業におけるキャッシュレス化とその課題

補足：

講演料 5 万円、講演内諾済

＜意見・質問＞
・②の山中弁護士の話が聞きたい。
・⑨のキャッシュレスは現段階で具体的になっているのか？
＞当業界においては具体的になっていない。
・⑦は元久里浜医療センターの人ではないか？ 業界に批判的ではないか？
＞河本泰信先生は業界に対してネガティブな印象は持っていない。久里浜医療センター側にいた人でも
ありその視点が分かって良いのではないか。
・②は直近の話なので聞きたい。労働法の話はこれまでなかったと思う。
・それぞれ何分か？ ＞60 分ずつ。
・3 つは選べない。キャッシュレス化は、話す内容がそこまでないと思う。むしろ業界内の方に話してもらった方
が良いかもしれない。
・世の中の大きな動きをとらえるという事で意味があると思う。⑦は何度も話題には出ているので②と⑨でどう
か。
・⑦の依存は個社で対応しているので今回は別の講演が良い。
・②の山中 健児先生もいいが、会社としては結構対応が進んでいると思う。経営者向けでは無く、人事部
門の担当者向けが良い。また、タイトルも変更した方がいい。
・人事問題研究部会から山中先生に質問をしてもらい、役に立つ内容にしたい。
＜審議＞
議長：それでは、2 月 20 日の経営勉強会について、②2020 年の労働法関係の改正について、⑨キャッ
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シュレス社会への移行とパチンコホール業への影響について、で開催してよいか？
一同：異議なし。
議長：それでは、②に関しては実務家向けの内容、タイトルにし、人事問題研究部会から質問を山中先
生に投げてほしい。また、キャッシュレス協議会にパチンコ業界のキャッシュレス化への動向を教えてほし
いと伝えていただきたい。

第 3 号報告議案 「PCSA 電子理事会・PCSA 声明」報告
当件について事務局より説明があった。令和元年 12 月 20 日の遊技法研究会、12 月拡大理事会で検討
した「声明」について、最終的に令和元年 12 月 23 日に電子理事会を開催し、修正意見を踏まえた上で承
認した。なお、声明は令和元年 12 月 25 日付で発出、行政、団体、報道関係、ホームページ等で告知して
いる。

第 4 号報告議案 「警察庁人事、1 月 27 日 警察庁訪問」報告
当件について事務局より説明があった。令和 2 年 1 月 27 日に加藤英則代表理事、大石明徳副代表理
事、合田康広副代表理事、事務局 片山が小堀龍一郎課長、齊藤敬之課長補佐を訪問した。PCSA の
今年の活動について加藤英則代表理事から説明し、3 号報告議案の「PCSA 声明」、8 号報告議案の「自
己申告・家族申告プログラムの PCSA の導入状況」について説明をした。
＜意見・質問＞
・現在、個別の団体の話を受け付けられていないが、直接話すことも問題ないという話を伺ったので、今後、
提言等をしていきたい。
・小堀龍一郎課長は、元課長補佐で業界をよくご存じな方。弊協会にも歓迎の姿勢を示されていた。
・以前にもこの業界に接していた方なので、プラスの期待をしている。

第 5 号報告議案 「1 月 17 日 全日遊連全国理事会 課長講話」報告
当件について荒田政雄法律問題研究部会リーダー、事務局より説明があった。令和 2 年 1 月 17 日に全日
遊連全国理事会が開催された。そこで小堀龍一郎課長の講話があった。内容について荒田政雄リーダーより
解説があった。
＜解説＞
・本日の今回の資料は、先週の法律部会で部員と共有した。特に依存の内容が、より具体的になっている。
依存問題対策要綱などが記載されているが、日遊協の講話ではすでに出ていたので 6 か月前にはこの方
向であったということ。また、遊技機の不正改造とあるが、内部不正を示していると認識。また、くぎ確認シ
ートに関しては記述が消えた。釘曲げを不正改造と認識するという話。また、悪質な不正改造は、外部で
はないかと認識している。5 番の項目は、これまでは遊技機の流通における健全化で、大量に撤去される
遊技機に対して、適正な処理で廃棄して欲しいと言及されている。ここは、前年にはなかった新たな項目と
なる。

第 6 号報告・審議議案 「1 月 28 日開催 21 世紀会」報告および審議【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＞
日時：

2020 年 1 月 28 日（火） 午後 4 時～5 時

場所：

第一ホテル東京 21 階ルミエール
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【決議事項】
1．依存問題に係わる民間団体等への支援の拡充の件
昨年 4 月に閣議決定された依存問題に関する国の基本計画において事業者に求められている、「パ
チンコ・パチスロ依存問題に係わる民間団体等への支援の拡充」の件について、昨年 8 月 30 日に開催
された 21 世紀会の代表者会合で決議がされた。各団体の支援の方法について、寄付金と業務委託と
いう 2 つの案が出ていたが、本年に関しては寄付金で対応お願いしたい、との説明。
＜決議＞
議長：依存問題に係わる民間団体等への支援の拡充として行う一般社団法人パチンコ・パチスロ社会
貢献機構に対する寄付金の拠出の方法等については、今後とも協議を継続するが、少なくとも
2020 年度においては、法人事務局が定めた募集要項に基づく現に進行中の手続きに合わせ、法
人事務局からの要請に対し、各団体の判断に基づいて寄付金（同法人の社員である場合には社
員としての会費）の拠出の実行又は不実行及び実行する場合の当該額を決めるものとしてよい
か？
一同：異議なし
2．有識者会議委員の選任の件
パチンコ・パチスロ産業依存対策有識者会議委員の任期については、同有識者会議規約第 5 条の
定めにより、1 年とされ、再任を妨げない、となっている。
ちなみに、現委員の任期は 2020 年 3 月 31 日までであるため、本 21 世紀会において、次の任期
である 2020 年 4 月 1 日から 2021 年 3 月 31 日までの委員について選任したい。同様に選任を忘
れていた本年 3 月 31 日までについても審議いただきたい。
候補者は最初からの継続で、稲冨 仁氏、柏木 勇一氏、坂元 章氏、長崎 俊樹氏、總山 哲
氏、伏見 勝氏の 6 名。本人からの申し出で、伏見氏は本年 3 月末までの任期となる。
＜決議＞
議長：それでは、説明の通り、本年 3 月 31 日までの委員を上記の 6 名、本年 4 月 1 日から 1 年
間の委員を伏見氏を除く 5 名で選任してよいか？
一同：異議なし
【報告事項】
1．「パチンコ・パチスロ産業依存問題対策要綱」に係る付属規程類の策定について
①全日遊連で「パチンコ・パチスロ産業依存問題対策要綱」に係る付属規程類について、現在「実施
規程」「マニュアル」の作成作業をしている。今年度中に完成予定
②日遊協で「資料 A」を準備し、それに基づき説明
1．「自己申告・家族申告プログラム」の導入件数は別紙 1 の通り。本年 1 月 22 日現在、
3888 店。今後も導入および導入の報告をお願いしたい。
2．「自己申告・家族申告プログラム」の利用者向けの案内を作成ちゅう。また、導入店舗一覧
を本年 3 月下旬にウエブサイトに掲載予定。
3．「自己申告・家族申告プログラム」マニュアルの改訂。本人同意の無い家族申告プログラム導
入に向け、改定案を作成中。年度内に意見調整し最終提案をしたい。詳細は別紙 2 にあ
るので、ご意見があったら日遊協まで伝えてほしい。
2．2020 年度パチンコ・パチスロ依存問題フォーラムについて
下記の内容でフォーラムを開催予定。ポスター案も添付しているのでご確認いただきたい。
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日時：

2020 年 5 月 14 日（木）14 時から 16 時 30 分

場所：

東京・大井町 きゅりあん 大ホール

講師：

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）

3．パチンコ・パチスロ産業依存対策有識者会議の開催について
1 月 23 日に開催予定の委員全 6 名の参加によりパチンコ・パチスロ産業依存対策有識者会議が
開催された。主に前回の会議後（10 月 11 日）の業界の状況について説明。
・12 月制定の要綱の内容
・遊技産業健全化推進機構の調査開始について
・社会貢献機構の設立について
・2020 年度の依存フォーラムについて
＜その他＞【PCSA での審議議案】
審議事項 1 で可決された「依存問題に係わる民間団体等への支援の拡充」に係わり、2020 年度の支
援について、一般社団法人パチンコ・パチスロ社会貢献機構の廣田専務理事より説明があった。
現在、すでに助成の募集を開始しており、各団体で「パチンコ・パチスロ依存問題の予防と解決に取り組む
団体・研究機関への助成に対する寄付について」お願いで寄付金の協力のお願いがあった。
「寄付金を出す・出さない」および「寄付金額」についてご検討いただき、令和 2 年 2 月 21 日までにご連
絡をいただきたい。
＜意見・質問＞
・寄付はいくら出せばよいのか？
＞基本は団体独自で決めていい。依存関係の助成の申し込みは 8 件 1200 万円。
・全日遊連はいくら出すのか？
＞社会貢献機構に 1 億円、運営費が 6000 万円で 4000 万円が助成と聞いた。
議長：締め切り前に 2 月理事会があり、現時点でいくら寄附していいのか判断しかねるため、2 月理
事会での継続審議とする。事務局はそれまでに情報収集してほしい。

第 7 号報告議案 「1 月 28 日開催 21 世紀会賀詞交歓会」報告
当件について事務局より説明があった。
＜概要＞
①開催日時
・2020 年 1 月 28 日(火) 17:45 から 19:00 （受付は 17:15 から）
②開催場所
・第一ホテル東京 5 階「ラ・ローズⅠ・Ⅱ」 会場内禁煙
③出席者、④人数
・14 団体関係者、来賓、業界紙マスコミあわせて 450 名程度を想定
・RSN の代表理事の旅費等については 14 団体で分担
・受付は、各事務局が担当
⑤挨拶
・以下の順番で挨拶を依頼する
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1．開会挨拶
全日遊連理事長 → 日工組理事長 → 日電協理事長
2．来賓挨拶
警察庁保安課長
3．乾杯
日遊協会長
・演台に登るまでは、来賓卓で待機
⑥中締め
・全商協会長 19:00 を目処に行う (次回は、回胴遊商理事長を予定)
＜PCSA 出席者＞
1． 代表理事

加藤 英則

2． 副代表理事

大石 明徳 （欠席）

3． 副代表理事

金本 朝樹 （欠席）

4． 理事

藤本 達司

5． 理事

城山 朝春

6． 理事

福井 宏彰

7． 監事

宮村 伸輔

8． PCSA 経営分野アドバイザー

牛島 憲明 （欠席）

9． PCSA 調査研究・経営分野アドバイザー

藤田

10． 元会員交流委員会副委員長

国澤 良幸 （欠席）

11． 事務局長

片山 健太郎

宏

第 8 号報告議案 「自己申告・家族申告プログラム 導入状況」報告
当件について事務局より説明があった。
昨年 11 月 30 日現在の導入状況。正会員 20 社全てから回答を得た。店舗数は合計で 681 店舗、内
自己申告・家族申告プログラム（同数）導入店舗は 651 店舗で 95.6％の導入率であった。
なお、申込人数は自己申告が 20 名、家族申告が 5 名で合計 25 名となっている。

第 9 号報告議案 「業界団体活動」報告
当件について事務局より説明があった。
前回理事会後の令和元年 12 月 19 日より令和 2 年 1 月 29 日まで、次のような団体活動、他団体から
の案内等があった。
1）高射幸性回胴式遊技機の設置比率が 15％を超える営業所に対する措置について（中古機流通協議会）
（12 月 19 日付。20 日に会員・賛助会員・特別会員・理事・幹部・法律部会にメール連絡）
内容：中古機流通協議会の措置として、高射幸性回胴式遊技機の設置比率が 15％を超える営
業所に対して、「認定申請、中古機移送の申請の受付を留保（ただしこれにより 15％以下
になる場合を除く）」「認定や中古機移動に関する保証書の発給停止を 180 日間講ずるこ
とができる」と決定したとの事。令和 2 年 1 月 31 日入替分から対応する。
2）「ホール向け 自己申告・家族申告プログラム導入ガイド」の情報共有（日遊協）
（12 月 23 日、会員・賛助会員・特別会員・理事・幹部・依存 PT にメール連絡）
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内容：日遊協から「ホール向け 自己申告・家族申告プログラム導入ガイド」が届き、共有をした。店
舗向けの資料で、自店で「自己申告・家族申告プログラム」を導入するやり方が分かりやすく記
載されている。
3）遊技機製造業者の業務委託に関する規程の一部改正について（日工組）
（12 月 24 日、会員・賛助会員・特別会員・理事・幹部・法律部会・不正部会にメール連絡）
内容：日工組より「遊技機製造業者の業務委託に関する規程」の一部を改正した、との連絡があっ
た。本改正により、特定部品の一部を指定営業所に所属する遊技機管理員（遊技機管理
主任者）が点検確認する事ができるようになる。運用開始は令和 2 年 1 月 1 日以降、準
備が整ったメーカーより、との事。対象となる特定部品の一部はパチンコで「発射ユニット」「ハン
ドルユニット」「払い出しユニット」他、回胴式遊技機で「メダルセレクター」「電源ユニット」「ホッパ
ー」他が挙げられている。運用の準備完了は 3 月いっぱいを目処としているが、具体的な準備
の整いはメーカーによりまちまちのため、必要に応じて問い合わせてほしい。
4）「省エネ講習会」開催（全日遊連主催、5 団体対象）
（12 月 24 日開催、勉強会開催を正会員、コスト問題研究部会、部会正部員に参加呼びかけ）
内容：経済産業省 資源エネルギー庁担当官を講師に招き「省エネルギー政策とパチンコホール業に
おけるベンチマーク制度」について講演があった。PCSA からは株式会社ダイナム、株式会社ニ
ラク、夢コーポレーション株式会社、株式会社セントラル伸光の各担当者が出席。全日遊連と
しては、今後、パチンコホールの特定事業者を対象に省エネルギーに対する情報交換会を開
催したいとの意向。
5）「パチンコ依存問題対策基本要綱」「パチンコ・パチスロ産業依存問題対策要綱」（21 世紀会）
（12 月 27 日付、1 月 6 日に会員・賛助会員・特別会員・理事・幹部・依存 PT にメール連絡）
内容：PCSA9 月理事会で内容を諮り、11 月 11 日の 21 世紀会で承認された「基本要綱」「対
策要綱」について、最終的な警察庁とすり合わせが終わり、成案が出来上がったとの連絡があ
った。
6）一般社団法人遊技産業健全化推進機構 2020 年度社員総会のお知らせ
（1 月 16 日、理事・幹部にメール連絡）
内容：推進機構 2020 年度の社員総会の日程の連絡が届いた。定時社員総会は 2020 年 6 月
15 日、臨時社員総会は 2020 年 11 月 9 日と 2021 年 3 月 15 日。いずれも 15 時か
らを予定。同総会への出席は代表理事を予定しているが、代表理事の出席が叶わない場
合、副代表理事、理事に代理でご出席をお願いする事がある。
7）ホール取扱主任者の役割拡充について（全日遊連）
（1 月 16 日付、1 月 21 日に会員・賛助会員・特別会員・理事・幹部・法律部会にメール連絡）
内容：全日遊連より「中古機流通」「遊技機の認定」の作業において、ホール取扱主任者にできる役
割が増えるとの連絡が届いた。改正日は令和 2 年 3 月 1 日。改正内容は下記の通り。
改正内容：以下の書類作成業務等においてホール取扱主任者が管理者の代行を行
なえる。
①「中古遊技機確認書」の作成及び署名
②中古遊技機の点検確認の立会いおよび「受渡書」の署名・押印
③中古遊技機の受領、又は「保管・納品確認書」への署名
④「認定申請 遊技機点検確認書」の作成及び押印
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⑤認定遊技機点検確認時の立会い及び「点検確認済書」への署名・押印
経過措置：従来の別記書式にホール取扱主任者が作成、署名・押印する際、「管理
者」「管理者番号」を取り消し線で消し「ホール取扱主任者」「遊技機取扱
主任者番号」等を手書き記入可能。
8）2020 年度 パチンコ・パチスロ依存問題フォーラム 第 2 回実行委員会開催（21 世紀会）
内容：1 月 20 日、21 世紀会各団体実行委員による実行委員会が開催された（PCSA の委員
は辻良樹依存 PT リーダー）。議題は次の 4 点。
1．進捗報告（フォーラム開催概要）
日時：2020 年 5 月 14 日（木）14 時から 16 時 30 分
場所：東京・大井町 きゅりあん 大ホール
講師：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）
2．ポスターデザイン決定（3 社）
デザイン会社 3 社にデザインを依頼。株式会社バグジーに決定（オレンジ色を基調とし
た風船がモチーフのポスター）
3．映像での業界取り組みの紹介について
映像を作成し、フォーラムの冒頭で紹介、業界の広報用に使用したいとの事。費用は
70 万円程度。
4．昨年の第 1 回依存問題フォーラムのダイジェスト版 紹介
記録のために作成。時間は 16 分。費用はかからず（ボランティア）。
9）IoT 税制による特別償却又は税額控除制度の廃止について（21 世紀会・警察庁）
（1 月 20 日付、1 月 21 日に会員・賛助会員・特別会員・理事・幹部・コスト・法律部会にメール連
絡）
内容：令和元年 12 月 20 日（金）に閣議決定された「令和 2 年度税制改正の大綱」において、
コネクテッド・インダストリーズ税制（IoT 税制）による特別償却又は税額控除制度は、所要
の経過措置を講じた上、予定していた終期を一年前倒し、令和 2 年 3 月 31 日をもって廃
止することとなった、との事。
一定のサイバーセキュリティ対策が講じられたデータ連携・利活用により、生産性を向上させる
取組について、それに必要となるシステムや、センサー・ロボット等の導入に対して、特別償却
30％又は税額控除 3％（賃上げを伴う場合は 5％）を措置、という内容。
10）高射幸性回胴式遊技機の設置比率が 15％を超える営業所を有する会員企業に対する対応につ
いて（同友会）
（1 月 21 日に会員・賛助会員・特別会員・理事・幹部・法律部会にメール連絡）
内容：1 月 15 日に開催した同友会の理事会において、令和 2 年 1 月 31 日以降、高射幸性回
胴式遊技機の設置比率が、回胴式遊技機 総設置台数の 15％を超えている営業所を有
する会員企業に対し、15％以下になるまでの期間、会員資格停止処分とする事を決議し
た、との事。
11）マイナンバー普及促進に係る追加周知文書の周知依頼について（警察庁、21 世紀会）
（1 月 23 日に会員・賛助会員・特別会員・理事・幹部にメール連絡）
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内容：マイナンバー普及促進に係る追加周知文書の周知依頼について、警察庁保安課から、「内
閣官房の方からマイナンバーの普及促進に関する新たな周知文書の周知依頼が来ており、
21 世紀会会員団体で添付資料の共有をお願いしたい、との連絡があったとの事。
「健康保険証としての利用リーフ」と「マイナポイント リーフレット」を送付した。
12）21 世紀会事務局会議開催（21 世紀会）
内容：1 月 24 日に 21 世紀会事務局会議を開催。遊技業界における社会貢献活動の意義と役
割について事務局で自由な意見交換。そもそもは、政府の「ギャンブル等依存症対策推進基
本計画」にも記載されている「自助グループを始めとする民間団体等に対する経済的支援」の
対応について、業界内で様々な意見があったことから意見交換のために開催されている。今
後、業界で統一した行動がとれないか、意見交換を進めていく。
＜意見・質問＞
・報告を聞いて感じたが、多くのメールが事務局から流れてきている。同友会でどうされているのか、今後、
情報をどう扱うのか、全会員で共通に出すべきだと思っているので検討して欲しい。サマリーだけなら良
いが、全資料がついてくる。皆さん見られるかどうか疑問がある。
・自分から取りに行けるようにしてほしい。
・同友会と検討していく。（事務局）

第 10 号報告議案 「研究部会・研究会・プロジェクトチーム活動報告」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（1 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 1 月開催）
① 1 月 第 190 回拡大人事問題研究部会・第 12 新卒採用情報交換交流会
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

1．講演
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 ：田代 明久様 株式会社パフ 専門役員
2．グループワーク 4 グループ
講演を聞いて ①気づいた点、参考になった点 ②自社の採用活動に反映
できそうな事（考え方、手法など）を意見交換、発表

② 2 月 拡大第 191 回人事問題研究部会・健康経営勉強会 in 大分（予定）
開催日時

令和 2 年 2 月 13 日（木）～14 日（金）

開催場所

大分県大分市 ビープラスグループ様 本社、店舗訪問

内容

1 日目 大分県大分市 ビープラスグループ様 本社訪問
健康経営勉強会 in 大分
2 日目 大分県大分市 エルグラン明野本店 店舗見学・質疑応答
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＜ コスト問題研究部会・第 18 期（1 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 1 月開催）
① 1 月 第 170 回コスト問題研究部会
開催日時

令和 2 年 1 月 8 日（水） 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

・新電力プレゼン HTB エナジー株式会社
・受動喫煙防止対策プレゼン 株式会社日本ヒュウマップ
・12 月勉強会振り返り
・省エネ関連セミナー報告
・来期スケジュール、テーマ検討 ・部員近況報告（コスト削減関連）

② 2 月 第 171 回コスト問題研究部会（予定）
開催日時

令和 2 年 2 月 6 日（金） 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

・来期活動計画検討
・喫煙関連内装アンケートまとめ
・部員近況報告（コスト削減関連）
＜ 法律問題研究部会・第 18 期（1 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、1 月開催）
① 1 月 第 194 回法律問題研究部会
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
・依存問題対策プロジェクトチーム 報告
・全日遊連全国理事会における行政講話について
・新警察庁保安課長について
・受動喫煙防止対策 既存設備付帯の灰皿について
・2020 年 1 月 28 日 21 世紀会について 他

② 2 月 第 195 回法律問題研究部会（予定）
開催日時

令和 2 年 2 月 21 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
・依存問題対策プロジェクトチーム 報告
・法律問題研究部会 質問コーナー 他
＜ 不正対策研究部会・第 18 期（12 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 12 月開催）
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① 12 月 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

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
・不正対策確認事項を通常オペレーションに組み込む事について
・その他 不正対策情報共有

② 1 月 拡大第 163 回不正対策研究部会・第 50 回不正対策勉強会 in 静岡（予定）
開催日時

令和 2 年 1 月 31 日（金）～2 月 1 日（土）

開催場所

静岡県静岡市

内容

1 日目 第 50 回不正対策勉強会 in 静岡
2 日目 ストアコンパリゾン in 静岡
第 163 回不正対策研究部会 in 静岡
＜ 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
・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
・業界のリスクと課題について
・PCSA 声明について
・遊技機の押収事案について

② 1 月 第 80 回遊技法研究会
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（1 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．研究部会（毎月 1 回、12 月開催）
① 1 月 第 34 回依存問題対策プロジェクトチーム・第 4 回依存問題勉強会
開催日時

令和 2 年 1 月 24 日（金） 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

講演テーマ:認定 NPO 法人ワンデーポートの活動について
講師 中村 努 様 認定 NPO ワンデーポート 施設長

13
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② 2 月 第 35 回依存問題対策プロジェクトチーム（予定）
開催日時

令和 2 年 2 月 21 日（金） 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

・第 4 回依存問題勉強会振り返り
・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
・パチンコ依存問題対策基本要綱について
・健全化機構による「依存防止対策調査」について
・2020 年依存問題啓発フォーラム 実行委員会 報告 他
・各種セミナー、自助団体通信について

その他
・PCSA スケジュール。
＜意見・質問＞
・来年 3 月以降のスケジュールも付けてほしい。
＞1 月理事会の議事録確認用の資料から追加する。

次回開催
「2 月通常理事会 他」
開催日：令和 2 年 2 月 20 日（木）

開催場所：

午前 12 時

～

1 時 30 分 ＜2 月通常理事会＞

午後 2 時

～

2 時 30 分 ＜第 18 期 第 3 回臨時社員総会＞

午後 3 時

～

5 時 45 分 ＜第 71 回 PCSA 公開経営勉強会＞

TKP ガーデンシティ PREMIUM 神保町（東京）
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 2 年 1 月版

第 190 回人事問題研究部会・第 12 回新卒採用情報交換会
開催日時

令和 2 年 1 月 17 日（金）

開催場所

TKP 上野駅前ビジネスセンター 4A

出席人数

部員 7 名、正会員オブザーバー12 名、合計 19 名

出席者

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

アメニティーズグループ（株式会社パンドラ） 組織戦略部

＜部員＞
今井 宏行 夢コーポレーション株式会社 事務職
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＞
谷口 敦史 株式会社ダイナム 人材開発部 採用マネジャー
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
武藤 あかり 株式会社ニラク 人財開発部 キャリア開発グループ
瀧澤 正博 夢コーポレーション株式会社 マネジャー
河野 太介 株式会社ＴＲＹ＆ＴＲＵＳＴ 人事総務部リーダー
佐々木 渉 株式会社合田観光商事 人材開発部 採用・育成戦略課 係長
鈴木 愛美 株式会社セントラル伸光 人事部 担当
土志田 拓郎

株式会社ヒカリシステム 採用担当

窪田 裕史 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 課長
堀口 憲一 アメニティーズグループ (株式会社パンドラ) 組織戦略部 主任
丸山 高弘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 主任 （リクルーター）
酒井 友樹 株式会社三永 人財開発課 主任

＜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

講 師：株式会社パフ 営業グループ 鬼丸 真希子様
午後２時 30 分 意見交換会 開始（2020 採用振り返り＆2021 採用計画、等）
午後 5 時
終 了
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第 12 回新卒採用情報交換会
第 1 部 基調講演
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

講師：株式会社パフ 営業グループ

鬼丸 真希子様

内容：第１部 2021 年採用の最新トレンド
スケジュール
インターンシップについて
ナビサイトについて
就活イベント・説明会について
ダイレクトリクルーティングについて
第２部 ダイレクトリクルーティング
・ダイレクトリクルーティングとは
・ダイレクトリクルーティングが生まれた背景
・ダイレクトリクルーティングがもたらす変化
・スカウトサービスのメリット・デメリット
・成功に必要な事
・コミュニケーション設計
第３部 リクルーターを取りまく企業＆学生状況
・企業の関心事
・全社によるリクルーター活動の浸透
・学生に聞く社員の印象が良い印象
・学生が入社する一番の要因
・社員に会う事は就職活動に影響するか
・新卒採用成功の鍵
第４部 リクルーターの取り組み最新事例紹介
・全社を巻き込んだ採用活動は、経営層の支持を得られるか。
・リクルーターは自身の役割が明確に理解できているか。
・リクルーターが活動しやすい環境が整備されているか。
・リクルーター活動 成功企業例
① 若手社員を巻き込んだ採用プロジェクト。
② 情報共有権限移譲で当事者意識を醸成。
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第５部 採用活動のあるべき姿とは
・以前は「落とす採用」、今は「伴走する採用」。
・以前は「片思い採用」、今は「両思い採用」。

第 2 部 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：講演を聞いて
１．気づいた点、参考になった点
２．自社の採用活動に反映できそうな事（考え方、手法など）
PCSA人事問題研究部会 部員

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

PCSA正会員 オブザーバー

瀧澤 正博

夢コーポレーション株式会社 マネジャー

PCSA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

PCSA正会員 オブザーバー

堀口 憲一

アメニティーズグループ (株式会社パンドラ) 組織戦略部 主任

1

発表：採用 PT 気づいた点
・やりたい企業は多いが、現場での採用に対する意識の差がある。そこで、トップからの指示もあり、全社
を巻き込んでというのが良い、やっていきたい。
ダイレクトリクルーティング
・今後主流になってくると考える。ナビサイトないでスカウトメールがあるが、それとは違う。
リファラル採用
・店舗で働いたアルバイトを対象にしていきたい。
内定者へのアプローチ
・内定者に後輩を紹介してもらう。
採用活動に反映
・OG や OB に紹介をお願いするのは、承諾書にサインしているくらいの時期に。
・他社のプロジェクトをきいて、1 年ごとに組み直し。毎年の成果を記録していきたい。
・ダイレクトリクルーティングは複数社に依頼して進めていきたい。

PCSA正会員 オブザーバー

谷口 敦史

株式会社ダイナム 人材開発部 採用マネジャー

PCSA正会員 オブザーバー

武藤 あかり

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

窪田 裕史

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 課長

PCSA正会員 オブザーバー

酒井 友樹

株式会社三永 人財開発課 主任

2

発表：

・丁寧に学生と信頼関係を気づいて両想いになる。
・愛のある採用（8 回目以降のプロポーズ）
当社、採用自体を結婚として考えている。最低 8 回以上は会うようにしている。前年対比では 200％
の採用が出来た。
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・学生の承認欲求を満たしていく、自社の考えを広めていく。

3

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人事問題研究部会 部員

小泉 和義

株式会社三永 管理部 総務課 課長

PCSA正会員 オブザーバー

鈴木 愛美

株式会社セントラル伸光 人事部 担当

PCSA正会員 オブザーバー

土志田 拓郎

PCSA正会員 オブザーバー

丸山 高弘

株式会社ヒカリシステム 採用担当
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 主任(リクルーター)

発表：インターン気づいた点、参考になった点
・アミューズメント向けの企業は、実はホワイト企業ではないか。
・学生と毎月面談が効果的。
・志望度の低い学生には、役職者面談。
自社の採用活動に反映できそうな事
・就職を華対しているご両親に実際に会いに行く。
・ご両親が納得するような人、役職者を同行する。
学生担当のとのコミュニケーションが必須
・営業担当と新卒採用が「欲しい人」は決まっているのにそういった人が来なかった。
学生への口説き文句
・うちに来て勉強してみない？
SNS でのアプローチ
・ラインで会社の日常的な写真をアップする。
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 労務教育担当

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

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

佐々木 渉

株式会社合田観光商事 人材開発部 採用・育成戦略課 係長

4

発表：インターン気づいた点、参考になった点
・リクルーターに現場との関係を更に構築、全社で応援するべき。
・ダイレクトリクルーティング活用では、リクルーターを活用するので効果の最大化を図りたい。
・特性ごとのコミュニケーション設計では、インターンシップに参加した時に、第 1 志望の企業への就活を
徹底的に応援して、関係を作っていたのが勉強になった。
・リクルーターが採用した学生が更にリクルーターになるという流れを作りたい。

次回開催
名称：人事問題研究部会・健康経営勉強会 in 大分
開催日：令和 2 年 2 月 13 日（木）～14 日（金）
会場：大分県大分市

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 2 年 1 月版

第 170 回コスト問題研究部会
開催日時

令和 2 年 1 月 8 日（金） PM2：00～5：00

開催場所

TKP 上野駅前ビジネスセンター 6A

出席人数

部員 5 名、賛助部員 5 名、賛助会員オブザーバー1 名、合計 11 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）

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

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

＜賛助部員＞
園田 悦志

株式会社大商 関東統括支店 支店長

堀金 泰陽

グローリーナスカ株式会社 営業推進部 情報分析グループ サブマネージャー

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

株式会社インターコスモス 東京支店 支店長

新

＜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

１）プレゼンテーション１ 新たな切り口での電力会社の選択
＜テーマ＞
新たな切り口での電力会社の選択
＜プレゼンター＞
井上

渉 様 HTB エナジー株式会社営業販売部 販売管理グループ 東京営業所

青木 隼人様 HTB エナジー株式会社営業販売部 販売管理グループ 東京営業所
＜概要＞
・HBT（ハウステンボス）エナジーは、HIS グループ。
・新電力を BtoC、BtoB 共に提供している。
・特徴１．クレジットカードでの決済可能、従ってポイントを獲得することができる。
・特徴２．会員に福利厚生として HIS グループのベネフィットサービスを提供。
・特徴３．全国対応可能。但し、沖縄意外にて。
・クレジットカード決済の為、、1 か月遅れの請求となる。
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・ベネフィットサービスでは、研修などにも活用出来る施設有り。
・また、代理店も募集。電気は在庫が不要なのがメリット。
＜質疑応答＞
・新電力は、基本料金と従量料金の割引があるが、どちらに該当するのか。
⇒ 基本料金の割引をしている。
＜意見＞
・既に新電力を使用中の企業にはメリットが薄かった。
・今後は、まず、地方電力（東京電力等）からの基本、従量料金の削減％をご提示頂く方が良い。

２）プレゼンテーション 2 健康増進法改正に伴う 既存喫煙室の遵法対応について
＜テーマ＞
健康増進法改正に伴う 既存喫煙室の遵法対応について
＜プレゼンター＞
青山 一郎 様 株式会社日本ヒュウマップ 清掃部 顧客開拓担当
工藤 貴郎 様 株式会社日本ヒュウマップ 清掃部 顧客開拓担当（PCSA 正会員 ダイナムグループ）
＜概要＞
・株式会社日本ヒュウマップは、清掃、飲食事業、景品事業を営む。
・喫煙室の設営・風速測定・メンテナンス等、健康増進法改正に伴う既存喫煙室の遵法対応のサービス。
・2020 年 4 月から健康増進法が改正され、屋内での喫煙が原則禁止となる為、各ホール対応を計画してい
るはず。
・一方、お客様だけでなく従業員にもそれらが適用される。
・喫煙室の基準は、入り口風速 0.2m/s 以上。壁、天井など区画されている。屋外へ排気。の 3 点。経過
措置として内排気でも可能。罰則もある。
・提供するサービスは、１．換気扇清掃 ２．風速測定 ３．オプション作業（風速確保の対策工事、喫
煙室内のクリーニング）。
・換気扇清掃は、よく詰まっており清掃で本来の性能を取り戻すことが多い。なお外部フードまで対象としている。
・点検では、１．測定の実施日 ２．測定時の状況 ３．測定結果 を報告する。
・風速測定では、3 か月に１回、JIS T8202 の風速計を使用。0.01m/s から測定可能。なお、この機器
は、定期的な性能確認が求められている。なお、記録保存は 3 年間。測定者は規定されていない。従業員、
委託先社員でも OK。
・なお、風速の測定場所は開口部の上部、中央部、下部の 3 か所。
・全国対応可能。
・金額の詳細は実際に見積もりさせていただく。なお、極端な高所やへき地では交通費分として多少の増加が
ある。また、既存の喫煙室が風速基準を満たしているかは無料で点検に伺う。
・また、同様に清掃サービスも提供しており、現在契約中の清掃業者との比較としてで構わないので活用してい
ただきたい。
＜質疑応答＞
・既存の喫煙店舗や喫煙室を禁煙にする場合、タバコの臭い対策が今後必要になるがサービスを提供する
か？ ⇒ 通常の清掃での対応となる。
＜補足＞
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・2019 年 12 月（前月）の部会にて、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趣旨説明があった。主に内装や、ニオイ
対策、汚れ対処などを知りたいとの事で正会員、コスト部員宛に問いかける予定。
・一部より、清掃による消臭の費用対効果は良くないのではないかという意見あり。
・禁煙にして 2 日目の店舗にて、ニオイがなくなったと（主観で）言ったら、何もしていないとの回答があった。
・ダクト内や布（椅子）の清掃がポイントではないか、という意見あり。

３）喫煙ブース 現況アンケート 2019.11 について
当研究部会から、喫煙ブースの設置の際、警察や消防から指摘や注意を受けた店舗、その地域をアンケート
する件を法律問題研究部会に依頼。法律問題研究部会が当アンケートを実施した。なお、2019.11.30 版
より、質問の Q2、Q3 を追加した。その集計途中の結果を共有した。
＜アンケート内容＞
喫煙ブース設置済み 店舗名、店舗住所、警察 所轄名称、消防 所轄名称
Q1：設置済み設備の種別（喫煙ブース 喫煙室 その他）
Q2：設備を設置した場所の「設置前」の区分は？（客室面積 内、客室面積 外 他） ← 追加
Q3：設備を設置した場所の「設置後」の区分は？（客室面積 内、客室面積 外 他） ← 追加
Q4：設備を設置した際に提出した書類
Q5：設備を設置する際に、所轄、または消防に何か指示や注意などを受けたか
Q6：Q3 のケースがあった事例にどう対応したか
Q7：備考
＜アンケート回答 概要＞
・総回答社 7 社 ※内 2 社は設置店舗なし
・設置店舗有り 5 社
・総設置店舗数 21 店舗

４）来期活動計画について
来期、2020 年 4 月から 2021 年 3 月までのコスト問題研究部会での活動計画、テーマを検討した。この結果
を基に再度、部員にアンケートを取り、次月、2020 年 2 月 6 日に再検討することとした。

５）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、開催スケジュールについて 2020 東京オリ
ンピック開催期間を懸念して再度検討した。また、スケジュール決定済みは、拡大部会 1 回だけだが、2 回の開
催を予定。更に勉強会を 2 回開催する事とした。
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)
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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)

６）2019.12.24 開催 省エネ講習会について （全日遊連主催）
事務局より、掲題のセミナーについて報告がされた。
＜名称＞
省エネ講習会
＜テーマ＞
省エネルギー政策とパチンコホール業におけるベンチマーク制度について
＜開催日＞
2019 年 12 月 24 日
＜時間＞
午後 2 時～3 時 30 分
＜場所＞
全日遊連 3 階 大会議室
＜主催＞
全日本遊技事業協同組合連合会
＜講師＞
経済産業省 資源エネルギー庁 省エネルギー課 畑 泰彦 様
＜概要＞
１．エネ庁 畑氏による「省エネルギー政策(国全体)」「パチンコホール業におけるベンチマーク制度について」
・国全体の省エネルギー政策とその目標、消費動向、歴史など。
・産業部門、運輸部門、業務部門、家庭部門、それぞれの特徴。
・化石燃料一辺倒からの脱却を狙う「エネルギーミックス」の省エネ対策について。
・産業部門の規制について。
・ベンチマーク制度について。
・SABC の 4 段階のクラス分けについて。
・建築物のエネルギー消費性能の向上について。
・エネルギー消費のない ZEB（zero energy building）という考え方について。
・省エネエネルギー投資促進に向けた支援補助金について。
・今後の省エネ政策の課題について。
・パチンコホール業におけるベンチマーク制度について。
２．全日遊連 森事務局長による「全日遊連 低炭素社会実行計画の進捗報告」
・低炭素社会実行計画は、温室効果ガスの削減を目標とする取り組み。
・2014 年 11 月付で計画を策定。
・2018 年度の経団連傘下の 62 の企業、他 50 余りの企業がこの低炭素社会実行計画に参加している。
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・目標は、CO2 排出量を 2007 年度をベースに、22％、367 万トンの CO2 排出量の削減。
・毎年、全日遊連傘下の企業に電気使用量と原油換算のエネルギー量も調査を実施している。
・直近 3 年間の CO2 排出量削減実績では目標を達成している。
・2018 年度のホールにおける電気使用料の速報値でも、目標をクリアしている。
・しかし、全日遊連傘下のホール数、延床面積、台数が減少している背景もあり、省エネが進んでいるとする
のは早計。
・アンケートの回答率は 90％であり、未回答の 10％を推計して計上している。
＜質疑応答＞
Q：今年からベンチマーク制度が始まり 15％の事業者が達成できる数値として目標値がある。これは 5 年
後、10 年後には変化するのか。
A：目標値は、年々達成事業者が増えていくので、見直しをする必要がある。これは中長期、３～５年で
見直すべき。なお、産業部門では、目標値の見直しを 10 年越しで議論し始めている。なお、産業部門は
設備投資のスパンが 10 年以上と長い事も理由。
Q：法人としては 1500kl を越えているが、パチンコ部門だけではそうではない。パチンコ業界に入るのか？
A：定期報告がどの業種なのかによる。主たる事業がパチンコ業では対象となる。
Q：１．延べ床面積と言う事で駐車場を除くとなっている。事前に中部電力に聞いたが、電気の契約は駐
車場も一緒になっており分けられない。コストをかければ分けられるのだが
２．来年からはベンチマークのシートで報告するが、昨年までの形式での報告はしなくて良いのか。
A：１．ベンチマーク制度に対しての新たなコストを望まない。駐車場の面積は、延べ床面積に含めて報告
いただいても良いが、不利になると理解の上でお願いする。
２．１％削減したかという判断の為に、昨年までの報告は継続でお願いする。
Q：使用量の推定について、集計値の算出の仕方で、検定日の日にちずれが発生しているのだが。
A：報告は 4 月 1 日からなので、検針日がまたがっていてもそこはわけて頂くことになる。エネルギー使用量
は、合理的な方法によって分けていただくという事でご対応頂きたい。
Q：補助金制度で採用されている細目を知りたい。
A：高効率空調やボイラー、変圧器、産業用モータなど。機器だけではなく、高効率なのかの数値的な目標
値が審査対象になる。なお、SII という執行団体 HP に類例が掲載されている。ご参考に。
Q：省エネのコンサルタントは対象になるか？
A：対象外。
Q：厚生労働省の温室効果ガス算定排出などでは、HP 上にツールを用意して、昨年度の数値を残して、
次年度に使えるようにしている。こちらでも検討しているか？
A：定期報告書やベンチマーク制度でも WEB 上でコピー活用できるように計画進行中。再来年以降に電
子報告が実現すると考えている。
Q：再生化エネルギーを 1 割から 2 割に増やしたいとあったが、コストが上がる事が想像できる。賦課金はど
うなるのか。
A：現状は平等に広く薄く負担をしていただいている。そこから大きな変更はないと思われる。
Q：山本：北海道のブラックアウトに際して、レジャー産業に対して休むべきだという意見があり、1 店舗 1 店
舗に交渉していたがかなりの困難を伴った。これを契約の仕方で、電力ひっ迫の際には給電を停止するなど
の契約は考えているのか。
A：国としてというよりは、電力供給側の新電力などが、そういったひっ迫時に給電を停止する契約にインセン
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ティブを付ける可能性はある。
Q：クラス分けの発表の時期は？ いつの投資が優遇されるのか。
A：クラス分けは例年 3 月末。但し、今年度は前倒しで 2 月末となる。なお、投資の優遇はこれからの投資
に対してかけられる。
Q：省エネを担当していると、進めれば進めるほど電力削減でコストが下げられるので進めてきていた。もし、
非化石エネルギーの割合がグンと増えたら、省エネは進めなくとも良いのか？
A：再生可能なエネルギーだから無遠慮に使って良いとは考えない。消費電力の削減では、効率化につなが
る。省エネに終わりはないと思う。なお、ゴールが遠のくのだが、その時点で上位 15％で切り直すだけ。再度
トップを狙っていただきたい。
Q：節電＝空調の on や off で実施しているホールもまだまだある。それ以上の知識やノウハウの勉強の機
会などはあるのか。
A：具体的にどう省エネすべきか、ご参考になる省エネ診断を提供しているので活用して欲しい。また、パチン
コホールのトップランナーからの情報共有を実施することが非常に効率的だと考える。

７）部員近況報告（コスト削減関連）
・環境省から、海洋汚染対策の一端としてスーパーマーケット業界などに、今後レジ袋を有償で提供するように法
制化していくという方針が示されたが、パチンコ業界はその対象業界となってはいないため、景品の袋は適用外。
・喫煙ブース設置関連で非常に多忙。端的に言って人手不足。
・屋外広告でのガラスのシート張りに関して、景観条例を根拠にした京都などでかなり厳しく対応を迫られた。
・退職代行業者からの電話があり、自社社員が退職したいという連絡があった。
・自社で大型のプリンターを持っているホールに、ポスター印刷以外に可能なことを提案している。
・禁煙化によって店舗の稼働がどう変化するのかが非常に興味深い。
・高稼働遊技機を撤去後、その台目当てで来ていた常連の姿を見なくなった。
・撤去後に選ばれる人気回胴式遊技機の範囲が狭い。
・北日本でホールのリニューアル工事が多かった。
・ダスキンとソフトバンクが協力して、お掃除ロボットを開発、3 店舗に試験導入した。営業終了後から営業開始ま
でお掃除ロボットを動かして、結果大量の成果、ゴミを確認して継続新規導入を決定した。絨毯のゴミに非常に
効果がある。清掃スタッフが集まらない店舗で活用できる。安価にレンタルできるが、ロボットなので狭い箇所に入っ
て行くのは苦手という店もある。ロボット自体は、小さめのドラム缶のよう。人がいればよける。
・省エネ法が改訂。10～11 月に改正、4 月に実施が良くあるのだが、今年も改正されて 1 月にセミナーがある。
今回変わったのは建築法で、これまで千平米以上の建築には制限があったが、これが百平米からに対象範囲が
広がった。この詳細は 2 月以降に報告する。
・東京オリンピックによって入れ替え自粛があるのではないか。サミットとつながると大分長期間になるので、事前に
情報が欲しい。
・大阪でセルフ交換が風営法違反ではという見解が出ている。

８）次回開催
開催日時：令和 2 年 2 月 6 日(木) 午後 2 時～5 時
開催場所：TKP 上野駅前ビジネスセンター 6A
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PCSA アクションレポート（法律問題研究部会）
令和 2 年 1 月版

第 196 回法律問題研究部会
開催日時

令和 2 年 1 月 24 日（金） 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

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

生島 靖也

株式会社ダイナム 法務リスク管理部 法務担当

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

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

前川 竹志

株式会社インターコスモス 取締役本部長

＜正会員オブザーバー＞
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
本件について、辻依存問題 PT リーダーより報告があった。
午前中に、認定 NPO 法人ワンデーポートの施設長 中村努 様にご講演いただいた。テーマを「自立支援を
するワンデーポートの 1 か月活動」としてお話を頂いた。ギャンブル等にはまる方と ADHD、ASD との関連性につ
いてもお話しいただいた。動画を撮影したので、PCSA 事務局で編集した後に共有頂ける。また、次の依存問
題の勉強会は、3 月に RSN 西村直之様に講演をお願いする。内容は、これまでと同じ内容とそこにプラスして
お話しいただきたいと考えている。

２）来期開催スケジュールについて
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来期、2020 年 4 月から 2021 年 3 月までの法律問題研究部会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 18 日(土)

法律問題研究部会(第 199 回)

5 月 29 日(金)

～30 日(土)
拡大法律問題研究部会(第 200 回)

6 月 27 日(土)

法律問題研究部会(第 201 回)

7 月 18 日(土)

法律問題研究部会(第 202 回)

8 月 29 日(土)

法律問題研究部会(第 203 回)

9 月 26 日(土)

法律問題研究部会(第 204 回)

10 月 31 日(土)

法律問題研究部会(第 205 回)

11 月 28 日(土)

法律問題研究部会(第 206 回)

12 月 19 日(土)

法律問題研究部会(第 207 回)

2021 年
1 月 30 日(土)

法律問題研究部会(第 208 回)

2 月 27 日(土)

法律問題研究部会(第 209 回)

3 月 27 日(土)

法律問題研究部会(第 210 回)

３）「遊技機製造業者の業務委託に関する規程」の一部改正について
2019 年 12 月 24 日、日工組より「遊技機製造業者の業務委託に関する規程」の一部を改正した、との連
絡があった。本改正により、特定部品の一部を指定営業所（ホール）に所属する遊技機管理員（遊技機
管理主任者）が点検確認する事ができるようになるとの事。
・但し、2020 年 1 月 1 日以降、準備が整ったメーカーより対応可能との事。
・対象部品、特定部品全般は、通知資料内に記載あり。
部会では、上記内容を確認、周知徹底した。

４）ホール取扱主任者の役割拡充についてのお知らせ
2020 年 1 月 21 日、中古機流通協議会から全日遊連を経由して「ホール取扱主任者の役割拡充につい
て」というお知らせが届いた。中古機流通、遊技機の認定において、ホール取扱主任者にできる役割が増えると
の事。
＜改正の概要＞
改正日：

令和２年３月１日

改正内容：

以下の書類作成業務等においてホール取扱主任者が管理者の代行を行なえる。
①「中古遊技機確認書」の作成及び署名
②中古遊技機の点検確認の立会いおよび「受渡書」の署名・押印
③中古遊技機の受領、又は「保管・納品確認書」への署名
④「認定申請 遊技機点検確認書」の作成及び押印
⑤認定遊技機点検確認時の立会い及び「点検確認済書」への署名・押印

経過措置：

従来の別記書式にホール取扱主任者が作成、署名・押印する際、取り消し線で消し「ホ
ール取扱主任者」「遊技機取扱主任者番号」等を手書き記入可能。
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部会では、上記内容を確認、周知徹底した。

５）高射幸性回胴式遊技機の設置比率が 15％を超える営業所に対する措置について
2019 年 12 月 19 日に発せられた、高射幸性回胴式遊技機の設置比率が 15％を超える営業所（ホー
ル）に対する措置についての中古機流通協議会の文書を全日遊連より入手した。これによって、違反の場合、
「認定や中古機移動に関する発給を 180 日間停止を講ずることができる」となっている。ただし、中古遊技機
を移動、設置することにより設置比率が 15％以下になる場合に限り受付ける、との事。
部会では、上記内容を確認、周知徹底すると共に、全日遊連による設置比率の調査（アンケート）が実施さ
れているとの報告がされた。

６）受動喫煙防止対策における既存設備と一体化した灰皿への対応について
2020 年 1 月 9 日、掲題の内容について、厚生労働省の受動喫煙防止対策に係る相談支援の受託先、一
般社団法人 日本労働安全衛生コンサルタント会に下記の問い合わせを実施した。
Ｑ：パチンコホールには、既存設備と一体化した灰皿がある。一方、改正健康増進法の概要には、下記の様
な一文がある。
3.施設等の管理者権限者の責務等
(1) 施設等の管理権原者等は、喫煙が禁止された場所に喫煙器具・設備（灰皿等）を設置し
てはならないものとする。
パチンコ設備と一体化した灰皿によっては、灰皿だけの撤去が非常に困難な場合があり、法律に抵触せ
ず、かつ撤去までしなくとも良い方法はないかご教授頂きたい。
Ａ：パチンコ店の機器に一体となっている灰皿については撤去する必要はないと解釈いたします。
お客様に店内禁煙であり、喫煙したい場合は所定の喫煙専用室で喫煙していただくことを表示等すること
で徹底していただくことが必要です。
当該灰皿は使用できなくすることが良いと思いますので、個々の灰皿に、テプラーで使用禁止の表示をさ
れたら如何でしょうか。
ガムテープを貼り付けることは風営法上好ましくないとのことでしたので。店内禁煙で、喫煙専用室があるこ
との表示が必要と思います。（メール原文そのまま）
以上
部会では、各社の対応、ステンレス製の蓋をかぶせ固定する、シールを貼り付けるなどの対応について情報を共
有した。また、2020 年 2 月 13 日、改正健康増進法における灰皿部の届出について、警察庁より下記の見
解を頂いた。
【質問】
「健康増進法の一部を改正する法律」（平成 30 年法律第 78 号。以下「改正法」という。）の施行に
伴う受動喫煙対策として、遊技機に付随した灰皿部をふさぐ板の取付けについて、届出を要しない変更と
して扱うこととしてよいか。
【回答】
改正法の施行に伴う受動喫煙対策として、改正法で規定する喫煙禁止場所に設置の遊技機に付随し
た灰皿を板でふさぐこと等により単に使用できない状態にすることは、風俗営業等の規制及び業務の適正
化等に関する法律等の解釈運用基準について（通達）（令和元年 11 月 26 日付け警察庁丙保発
第 10 号。以下「解釈運用基準」という。）にある「法以外の法律の規定に基づき、遊技機の性能に影
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響を及ぼすおそれがない変更をする場合には、法の趣旨に照らして届出を要しない扱いとする。」に該当す
るものと考えられる。
以上

７）全日遊連 全国理事会 警察庁 小堀 龍一郎 保安課長 講話について
2020 年 1 月 17 日、全日遊連 全国理事会での警察庁 生活安全局 小堀 龍一郎 保安課長
（2020 年 1 月 17 日就任）による講話があり、その文書を入手した。
部会では、2019 年 1 月 18 日の講話と比較した上で、具体的な依存防止対策が求められている点に注目
した。

８）法律問題研究部会-質問コーナー１ 2020.1 東京オリンピックの影響について
Ｑ：東京オリンピック 遊技機入替自粛について
東京オリンピック時の入替自粛について、既に自粛期間が 2 カ月から 3 カ月という噂が出ている。
検定切れ・認定切れの撤去対応もあるので、事前に情報共有し、対策を検討したい。
＜頂きたい情報＞
１．各組合や全日遊連の情報。
２．長野冬季五輪時の自粛に関する資料。
Ａ１：PCSA 事務局が、2020 年 1 月 10 日(金)、全日遊連に確認。
・正式な議論はしていない
A２：PCSA 事務局に資料なし。
※長野冬季五輪当時、法律問題研究部会が存在していない。
※1998 年（平成 10 年）2 月 7 日から 2 月 22 日まで日本の長野県長野市を中心とする地域を
会場として開催された 20 世紀最後の冬季オリンピック。
※PCSA は、2002 年（平成 14 年）3 月 25 日にパチンコ・チェーンストア振興会として設立、2003
年 1 月 16 日に有限責任中間法人パチンコ・チェーンストア協会として発足。
部会では、遊技機の入替が非常に求められている現況において、入替自粛となればかなりの影響が懸念される
と意見が交わされた。

９）遊技機の増設、交替その他の変更の承認申請に関わる試行について 千葉県遊協
2019 年 12 月 17 日に千葉県遊協を経由して千葉県警から発せられた掲題の依頼を入手した。これによっ
て、遊技機の変更承認に際し一部の申請を「書面審査」で承認の可否を判断するといった試行運用を、令和
2 年 4 月 1 日から開始するとの連絡があった。この試行は、全国の中で千葉県が単独で行うものであり、千葉
県内において営業しているパチンコ店を対象に実施するとの事。これに伴い、本件詳細の説明会が、千葉県内
でパチンコ店を営む風俗営業者、管理者等を対象として開催するとの事だった。
なお、既に開催された説明会の参加者からは、「書類の提出先は所轄、実地調査は県警が担当し、調査が
店舗を訪問しなければ、そのまま申請が通るということ。ただし、所轄の担当官が月に 1 回の頻度で店舗を訪
問し、依存も含めた営業全体を調査するとの事。なお、この試行調査は 1 年間を予定している。」との報告がさ
れた。部会では、上記内容を確認、周知徹底した。

10）2020 年 1 月 28 日開催 21 世紀会について
2020 年 1 月 28 日開催予定の 21 世紀会での議事次第についての事務局より説明がされた。
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＜決議事項＞
１．依存問題に係わる民間団体等への支援の拡充の件
依存問題に係わる民間団体等への支援の拡充について、これまでの 21 世紀会における協議経過を
確認の上、2020 年度の対応について協議する。
２．有識者会議委員の選任の件
パチンコ・パチスロ産業依存対策有識者会議委員の選任について協議する。
＜報告事項＞
１．「パチンコ・パチスロ産業依存問題対策要綱」に係る付属規程類の策定について
基本計画により今年度中の策定が求められている「付属規程類」の策定について、進捗状況を報告。
２．２020 年度パチンコ・パチスロ依存問題フォーラムについて
本年５月 14 日に開催予定のパチンコ・パチスロ依存問題フォーラムに関する実行委員会での協議経
過を報告。
３．パチンコ・パチスロ産業依存対策有識者会議の開催について
１月 23 日に開催予定のパチンコ・パチスロ産業依存対策有識者会議の協議状況について報告。
部会では、上記内容を確認、周知徹底した。

11）ホール企業有志 9 社が ATM の撤去宣言 遊技通信 web 20200. 1.15
2020 年 1 月 10 日、ホール経営大手の有志 9 社は、都内千代田区のグランドアーク半蔵門にてホール営
業所内における ATM を今後は契約更新を行わずに順次、撤去していくことを宣言した。
「ぱちんこ営業所の ATM の撤去等に関する宣言」
私たちは、ギャンブル等依存症対策推進基本計画における「ぱちんこ営業所の ATM 等の撤去等」への対応
について、ギャンブル等依存症対策推進関係者会議における議論、公営競技の取組み、行政講話や社会の
受けとめ方等を総合的に判断した結果、現在、ホール内に設置されている ATM について、契約更新を行わず
順次、撤去を開始することとしました。
その他の施策につきましても、事業者間で連携し、依存問題対策を着実に推進してまいります。今後も、国
民的な娯楽産業を担うものとして、依存間題への対策の重要性を十分認識し、依存への予防に配慮し、社
会の声に耳を傾けながら適正営業に努めていくことを誓います。
以上
令和 2 年 1 月 10 日
株式会社喜久家／株式会社ジャパンニューアルファ／株式会社正栄プロジェクト／トリックスターズ・アレア株式
会社／日拓グループ／ピーアークホールディングス株式会社／ひぐちグループ／株式会社マタハリー／株式会
社マルハン（五十音順）
今回、宣言をした 9 社が経営するホール全 502 店舗中、171 店舗に ATM が設置されている。
一方、公営競技では、設置されている ATM の契約更新を行わず、順次、撤去する方針を既に示している。
部会では、上記内容を確認したが、実際には 12 社ではないかという指摘がされた。

12）次回開催
開催日：令和 2 年 2 月 21 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
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PCSA アクションレポート（不正対策研究部会）
令和 2 年 1 月版

第 163 回不正対策研究部会・第 50 回不正対策勉強会 in 静岡
開催日時

令和 2 年 1 月 31 日（金）～2 月 1 日（土）

開催場所

勉強会

レイアップ御幸町ビル 貸会議室

静岡県静岡市

ストアコンパリゾン

静岡県静岡駅近辺

静岡県静岡市

部会

レイアップ御幸町ビル 貸会議室

静岡県静岡市

出席人数

部員 5 名､正会員オブザーバー2 名、静岡県遊協 参加者 8 名、日遊協参加者 8 名、
オブザーバー参加者 1 名、合計 25 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

株式会社ダイナム 法務・リスク管理部 リスク管理担当

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

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＞
宮坂 一雄

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 係長

横木 清一

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 主任

＜静岡県遊技業協同組合 参加者＞
種茂 学 様

大豊株式会社 企画部長

加藤 敏明 様 大豊株式会社 営業推進部長
木村 滋良 様 株式会社アプリイ 次長
笠原 憲 様

株式会社アプリイ 課長

小野田 洋介 様

株式会社アプリイ 課長

井上 哲夫 様 株式会社アプリイ 係長
杉本 雅紀 様 株式会社アプリイ 係長
小川 敦也 様 株式会社アプリイ 監査部 係長
＜日遊協 参加者＞
株式会社マルハン 8 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
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スケジュール
2020 年 1 月 31 日（金）
PM１：30～ 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」
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
会場：レイアップ御幸町ビル 貸し会議室 7-D（7 階）
PM5：30～
情報交換交流会
2020 年 2 月 1 日（土）
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。
会場：レイアップ御幸町ビル 貸し会議室 6-C（6 階）

第 50 回不正対策勉強会 in 静岡 1/31
＜タイトル＞
「各種不正不法事案と遵法営業について」
＜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
＜内容＞
１．2019 年ゴト発生状況を振り返り
・年間を通して発生していた手口、撤去に合わせた駆け込みゴト、新規のゴトの３種類。
・パチンコローテクだけで 60％を占めていた。
・今年は、スロット６号機のヒット機種が出て、新たなゴトが発生すると予測。
・今年も、パチンコローテクゴトが多いと予測。
・常習磁石ゴト師も活発に活動中。
・スロットは、新しいゴトへの警戒。撤去が続く旧基準機への駆け込みゴトへ注意。
２．過剰払出しを狙った不正品 ～B 筐体 A 中継基板～
・過剰払い出しを狙った不正キャビ中継の事案が、類似筐体にまで波及した。
・点検方法が変わり、目視で容易に確認できるようになった。
・別の方法でも正常かどうかを確認できる。
３．セキュリティ意識について ～ある常習糸付き玉ゴト師の逮捕～
・全国で犯行を重ねていた糸付玉ゴト師が N 県で逮捕された。
・主な機種は遊技機 M。
・全国 200 店舗、27 都道府県での犯行が犯人の記録から判明。
・遊技機 M の手口を再度確認したい。
・数多くの捜査協力が得られれば、悪質、常習性が認められて厳罰に処する事が出来る。
・ゴト被害の通報を忌避するホールもある。
・被害に気付いていたホールが多ければ、更に早期に解決していた可能性もあった。
・多くの店舗が被害に遭っていたことに気づいていなかったのが問題点。
・営業支店でのデータチェックはしても不正対策視点でのデータチェックは出来ていないことが多い。
・ピンチはチャンス、被害を受けたことを公にして、店舗ぐるみで対策、情報共有をすべき。
・セキュリティ意識を高めて更なる注意を。
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４．グループワーク
4 グループに分かれて、下記テーマについて各社の取り組みを共有し、良い点・改善点・よりよくする方
法などを話し合い、グループごとに代表者が発表した。
テーマ：各店舗で取り組んでいる不正対策について（良い事例と悪い事例）
Q1：ルール化して決まっているやるべきことは？ また、最近と昔の違いは？
（例：○時にデータチェックを実施している。昔は 1 日 6 回だったが 4 回になった。）
Q2：その取り組みの中で異常があった場合の行動マニュアルはどのようになっているか？
（例：データ・録画映像の確認を徹底している。）
Q3：不正対策担当者を各店舗で決めているか？
（担当者が不在時はどうしている？ 引継ぎはどのようにしているか）
発表：
テーブル１

1

PCSA 不正対策研究部会 リーダー
静岡県遊協 参加者
静岡県遊協 参加者
静岡県遊協 参加者
日遊協 参加者

松本 浩
種茂 学 様
木村 滋良 様
小野田 洋介 様

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
大豊株式会社 企画部長
株式会社アプリイ 次長
株式会社アプリイ 課長
株式会社マルハン 2名

Q1：ルール化して決まっているやるべきことは？ また、最近と昔の違いは？
・データチェックは実施しているが、以前より頻度は下がってしまっている。
・被害件数と金額が減少してきている
Q2：その取り組みの中で異常があった場合の行動マニュアルはどのようになっているか？
・マニュアルはあるが、最近更新していない。
Q3：不正対策担当者を各店舗で決めているか？
・不正対策担当者は決めている。
・店舗責任者に近いスタッフ、また接客に近いスタッフのケースもあった。
＜良いポイント＞
・データチェックを全ての法人で実施。
・ゴト師対策のオペレーションで、スタッフの安全を第一に、警察に任せている。
＜悪いポイント＞
・ゴト対策が後回しになりがち。
テーブル２

2

PCSA 不正対策研究部会 サブリーダー
静岡県遊協 参加者
静岡県遊協 参加者
静岡県遊協 参加者
日遊協 参加者

梅野 唯行
加藤 敏明 様
笠原 憲 様
杉本 雅紀 様

株式会社合田観光商事 業務推進部 セキュリティ課 課長
大豊株式会社 営業推進部長
株式会社アプリイ 課長
株式会社アプリイ 係長
株式会社マルハン 2名

Q1：ルール化して決まっているやるべきことは？ また、最近と昔の違いは？
・データチェックを営業中、閉店後に実施。
・顔写真のチェック
・かつてよりは被害が軽くなってきており、担当者の人数が減ってきている。
・センサーなどの設備の充実で発覚までが軽易になった
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Q2：その取り組みの中で異常があった場合の行動マニュアルはどのようになっているか？
・店舗だけで解決できない事例は、本社のチームと共に解決に動く。
Q3：不正対策担当者を各店舗で決めているか？
・店長やスタッフと決めている法人、一方、設置していない法人もあり。
＜悪いポイント＞
・これまでの不正の結果、決められたことがあったが昨今の事情から廃れてしまった。
・台のアラート（警報）がゴトではないことが多くそれになれてしまってきた。
テーブル３

3

PCSA 不正対策研究部会 正部員
PCSA正会員オブザーバー
静岡県遊協 参加者
日遊協 参加者

森 華子
宮坂 一雄
井上 哲夫 様

株式会社ダイナム 法務・リスク管理部 法務・リスク管理担当
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 係長
株式会社アプリイ 係長
株式会社マルハン 2名

Q1：ルール化して決まっているやるべきことは？ また、最近と昔の違いは？
・時間ごとのホッパーチェックやデータチェックを実施している。
・レートによってチェックの頻度が違う。
・チェックの間隔が以前より長くなった。
Q2：その取り組みの中で異常があった場合の行動マニュアルはどのようになっているか？
・何か異常があればインカムで指示が出る。
・ゴトの動画などを会社で用意しており、いつでも学習できる。
Q3：不正対策担当者を各店舗で決めているか？
・各店舗で異なっている。
・外部委託や、年に数回の勉強会を開催している。
テーブル４

4

PCSA不正対策研究部会 正部員
PCSA正会員オブザーバー
静岡県遊協 参加者
日遊協 参加者

春原 正愛
横木 清一
小川 敦也 様

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
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 主任
株式会社アプリイ 監査部 係長
株式会社マルハン 2名

Q1：ルール化して決まっているやるべきことは？ また、最近と昔の違いは？
・定期的なデータチェックを実施。
・セキュリティセンサーを設置している。
・記録管理を実施していたが、現在は少なくなっている。
Q2：その取り組みの中で異常があった場合の行動マニュアルはどのようになっているか？
・ゴトが疑われる状況は、役職者に連絡している。
・不確実な場合は、その旨を含めて。
Q3：不正対策担当者を各店舗で決めているか？
・決めており、公開して情報の共有を図っている。
＜良いポイント＞
・データチェックやロムチェックが実施されている。
＜改善ポイント＞
・情報共有の仕組みに改善が必要。
・現場のスタッフに対しての意識付けが重要。
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全体まとめ
・従業員教育の重要性。
・店舗が見逃したゴトを不正対策担当者が発見することは多い。
・店舗で取り入れられている不正対策の事例共有が重要。
・差枚○○枚以上で各種チェックを実施
・ゴト対象機種には不正出力のラインを設置すべき。
・初見のお客様には、常連になってもらおう！と積極的な接客へ。
・定時データチェックを。
・店舗での不正事例が減少しているため、店舗の対応力低下がみうけられる。
・今後は、人手不足や働き方改革に対応した新たな不正対策が求められている
５．増加傾向にある悪質な強盗への対策 ～スマホの緊急連絡の活用～
・凶器を持った犯人を取り押さえようとしてはいけない。
・常に狙われていることを警戒。
・強盗だけでなく拉致にも警戒を。
・再度ボタンを 5 回押すと緊急電話が起動する ⇒ 設定電話先にメールする、C メールを送る。
・緊急連絡先に経過時間と位置情報を継続的に送る。
・警視庁の防犯アプリも秀逸。起動しておけばタップで大音量ブザーが鳴る。
６．防犯カメラの有効活用 ～防犯カメラと監視カメラの違い～
・防犯カメラ、犯罪を未然に防ぐ事を目的。
・監視カメラ、ひそかに監視する事を目的。
・関係者の出口に「防犯カメラの動作中」という掲示をはる。犯人に見せる為に見やすい箇所に掲示。
・出来心によって発生する犯罪を未然に防ぐのは防犯カメラ。
・本屋、スーパーマーケットなどでは、万引き犯を威嚇する「視認率の高い掲示物」が多い。
・パチンコホールに足りないのは、この「視認率の高い掲示物」。
・あえて、防犯カメラ設置と個人情報保護方針を掲載してはどうか。
・忘れ物の多い、清算機周辺、目立つ出入り口などに掲示する。
７．最近の業界の話題 ～行政・組合の動き、事件・事故～
・H 県 乳幼児 4 人を放置して 0 歳児死亡の事件あり。
・スタッフへの言われなきクレームには、アフターケアが必須。
・M 県で内部の人間による設定漏えいが、不正競争防止法違反で書類送検された。
・これまで、設定漏えいでは背任罪が多かったのだが、不正競争防止法違反となって罪が重くなった。
背任罪：5 年以下の懲役または 50 万円以下の罰金
特別背任罪（会社法）：10 年以下の懲役または 1000 万円以下の罰金
営業秘密侵害罪（不正競争防止法違反）：10 年以下の懲役または 2000 万円以下の罰金
・10 月 H 県 電磁波ゴトでゴト師が逮捕された。以前に 2 度逮捕されたが証拠不十分で釈放されて
いた。電磁波ゴトなどのゴト器具が格段に進化している。
・10 月 大阪府で景品のセルフ交換について、大阪府遊協から「遊技料金等価交換の原則に関して法
令順守を求むという」通知文が出た。
・11 月 ポイント交換会について広告宣伝の規制に係らないようにという通知。
・H 県 釘曲げに営業停止 180 日間の処分。
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・警察庁保安課長 講話では、依存防止対策がポイントとなっており、重要度が更に増した。
＜依存防止対策＞ ～各店舗の取り組み状況について～
・一般社団法人遊技産業健全化推進機構（機構）による調査は 13 項目。
・所定の掲示物や従業員教育、初心者への適度な遊技方法などが調査対象。
・実は、掲示物に不備がある事例が多い。
⇒ 自己申告・家族申告プログラムの導入ステッカーを外部向けに掲示（入口、出口）
⇒ 18 歳未満立ち入り禁止のポスター
⇒ 遊技約款と同じ
・子どもの社内事故防止のポスター、立駐では掲示されているが、平場駐車場では掲示されていない事が
多い。
・出入り口付近に掲示が必要なものをまとめて掲示すれば取りこぼしがない。
・店内やトイレに掲示が必要なものもまとめて掲示すれば取りこぼしがない。
・あくまでもミス、取りこぼしがないように。
・機構の調査でヒアリングされるので、場所が決まっていればスムーズにスタッフが誰でも案内できる。
・RSN ポスターは対応時間が変わっているので最新版に。
・安心アドバイザーのリーフレットの設置にも注意
・お酒の景品「法律により未成年へのお酒の提供はお断りしています」と掲示すべき。

ストアコンパリゾン in 静岡 2/1
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る。
※JR 静岡駅近辺のホール 3 店舗を訪問。見学のみ、質疑応答なし。カジュアルな服装。

AM10:15～10:35 １．コンコルド静岡緑が丘店
AM11:05～11:25 ２．ABC 静岡寿町店
AM11:40～12:00 ３．アプリイ中原店
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＜ストアコンパリゾン 1 店舗目＞ ※見学のみ

①

有限会社新日邦

店舗名

コンコルド静岡緑が丘店

設立

1973年2月

住所

静岡県静岡市駿河区緑が丘町4-16

8,000万円

電話

054-202-3838

資本金
代表者

代表取締役会長 飯塚 邦弘
代表取締役社長 飯塚 邦晴

営業時間 9：00～22：30

売上高

1､078億円（2019年6月期）

遊技金額

事業所

静岡県藤枝市田沼一丁目10番1号

台数

店舗数

29店舗

駐車場

URL

https://www.concorde-gr.co.jp/

1000円 228玉パチンコ 1000円 900玉パチンコ
1000円 46枚スロット 1000円 180枚スロット

1011台
立体駐車場完備 全591台

地域最大級 1011台設置

特徴

1000円
1000円
1000円
1000円

228玉パチンコ 377台
900玉パチンコ 149台
46枚スロット 436台
180枚スロット 49台

＜ストアコンパリゾン 2 店舗目＞ ※見学のみ

②

株式会社ABC

店舗名

ABC静岡寿町店

設立

昭和40年1月1日

住所

静岡県静岡市駿河区寿町14-14

資本金

2億円

電話

054-286-7181

代表者

代表取締役会長 冨田直樹
代表取締役社長 冨田英児

営業時間 9:00～22:30

売上高

遊技金額

4パチ:240台 1パチ:240台
20スロ:240台 5スロ:80台

台数

パチンコ 480台、スロット320台

事業所

静岡県静岡市駿河区八幡5丁目26番21

店舗数

全38店舗（静岡県29店・愛知県1店・山梨県7
定休日
店・長野県1店）

不定休

URL

https://www.abc-p.jp/

625台

駐車場

パチンコ・スロット貯玉・再プレイ無制限！
分煙ボードもパチンコ各台に設置！各台計数機には手
置きスタンドも完備！
快適な遊技空間をご提供
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＜ストアコンパリゾン 3 店舗目＞ ※見学のみ

③

株式会社アプリイ

店舗名

アプリイ中原店

設立

1982年7月

住所

静岡県静岡市駿河区中原153

資本金

8,252万円

電話

054-202-6155

代表者

代表取締役 山本芳司

営業時間 9:00 ～ 22:30

売上高

台数

パチンコ635台/パチスロ426台
地域最大級 全1061台

事業所

静岡県静岡市葵区上足洗1-6-37

料金

4パチ:432台
200円/180玉パチ:203台 1000円/46枚スロ:396台
1000円/180枚スロ:15台 1000円/450枚スロ:15台

店舗数

11店舗

定休日

年中無休 ※入替準備等で不定休にお休み

URL

http://www.uply.net/

駐車場

800台

特徴

第 163 回不正対策研究部会 in 静岡 2/1
１）PCSA 活動報告
・事務局より、前回 12 月 20 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。
2019 年
12/20 不正対策研究部会
店舗スタッフへの不正に気付くオペレーション
2020 年
1/8

コスト問題研究部会
喫煙ブース 風速計測・空調清掃プレゼン
12 月に外れた高射幸性遊技機のお客はどこに行ったか

1/17 人事問題研究部会・第 12 回新卒採用情報交換会
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
1/24 依存問題対策プロジェクトチーム
第 4 回依存問題勉強会 認定 NPO 法人 ワンデーポートの活動
法律問題研究部会
課長講話から釘確認シートが消えた？
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1/30 遊技法研究会
最近の無承認変更事案について
1 月拡大理事会・新年会
2 月 PCSA 公開経営勉強会 内容について

2）2020 年 4 月 拡大不正対策研究部会・不正対策勉強会 in 金沢 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。
＜ 概要案 ＞
開催日： 2020 年 4 月 22 日（水）～23 日（木）
スケジュール：
2020 年 4 月 22 日（水）
PM１：30～
受付開始
PM2～PM５
第 51 回不正対策勉強会 in 金沢 ※グループワーク含む
テーマ：「各種不正不法事案と防犯対策、ならびに遵法営業について」
ゴト犯罪だけでなく、置引きや強盗や盗撮や痴漢などの各種不正
事案への防犯や風適法や依存対策などについても、わかりやすくご
講演頂く。
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
2020 年 4 月 23 日（木）
AM10
集合：JR 金沢駅 東口 タクシー乗場
AM10～PM12
ストアコンパリゾン(競合店比較調査)in 金沢
目的：金沢エリアの営業状況や各店舗の取組など視察して自店に役立てる。
※金沢市内のホール 3 店舗を訪問予定。

PM12～PM1：30
PM1：30～3：30

昼食（移動時間含む） 店舗：未定
第 166 回不正対策研究部会 in 金沢
主にホール企業の参加者による不正対策の情報を共有する。
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。

会場：

1 日目 勉強会 TKP ガーデンシティ PREMIUM 金沢駅西口 カンファレンスルーム 3E（3 階）
TEL：076-225-7892 アクセス：JR 金沢駅より徒歩 8 分、600m
住所：石川県金沢市広岡二丁目 13 番 33 号 JR 金沢駅西第三 NK ビル 2F/3F
2 日目 部会
TKP ガーデンシティ PREMIUM 金沢駅西口 カンファレンスルーム 3F（3 階）

参加者：

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 4 月 9 日(木)

３）最新ゴト情報・ゴト被害アンケート(12 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。
＜12 月＞
・アンケート回答 8 社
・被害件数 16 件
・被害額\591,600・警察への通報回数 2 件
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・被害届申請 2 件
・被害届受理 0 件
ショートゴトでかなりの被害。ドツキや糸付き玉、メダル持ち出し持ち込みの発生が顕著。また、取り外し可能な
役物などについてマニュアルを十分確認するよう注意喚起がされた。

４）その他 情報共有
下記の内容について情報を共有した。
・出入り禁止とする際の各社の判断基準や、その際のスタッフの取るべき対応について。
・遊技台の故障しやすい部品、また、その交換にかかる費用やメーカーの対応について。

５）次回開催
開催日時：令和 2 年 2 月 28 日（金） 午後 1 時～午後 3 時
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(依存問題対策プロジェクトチーム)
令和 2 年 1 月版

第 34 回依存問題対策プロジェクトチーム・第 4 回依存問題勉強会
開催日時

令和 2 年 1 月 24 日（金） 午前 10 時 30 分～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

代表理事 1 名、メンバー8 名､賛助メンバー1 名､正会員オブザーバー7 名、
賛助会員オブザーバー4 名、合計 21 名

出席者

＜代表理事＞
加藤 英則

夢コーポレーション株式会社 代表取締役社長

＜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
須藤

到
昌起
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

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＞
太田黒 寛太

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

赤川 勇二

株式会社ダイナム 営業推進部 業務担当

森

株式会社ダイナム 法務・リスク管理部 法務・リスク管理担当

華子

山口 真

株式会社ダイナム 情報管理部 広報担当

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

＜賛助会員オブザーバー＞
長久保 明

J-NET 株式会社 部長

中田 修一

J-NET 株式会社 次長

森田 建一

株式会社ビジョンサーチ社 編集部

小見山 太介

株式会社 DMM.com ぱちたうん編集長
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スケジュール
AM10:30 開会挨拶
講演

加藤 英則 PCSA 代表理事、夢コーポレーション株式会社 代表取締役社長
テーマ

「認定 NPO 法人ワンデーポートの活動について」

講師

中村 努 様

認定 NPO 法人ワンデーポート 施設長

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
・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
PM12:00

終了

PM12:00

昼食会

PM１:00

会場：

中華料理 龍城

住所：

東京都台東区東上野 3-39−5 2 階

TEL：

03-3834-7988

終了 解散 ※JR 上野駅が目視できる場所(店舗前)で解散。

第 4 回依存問題勉強会
テーマ

「認定 NPO 法人ワンデーポートの活動について」

講師

中村 努 様

サブテーマ

・最近の依存問題について思うこと

認定 NPO 法人ワンデーポート 施設長

・地域連携のありかたについて
・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
概要：2019 年 11 月 30 日～2020 年 1 月 3 日までのほぼ 1 ヶ月、ワンデーポートでの中村努様の活動内
容や入所者の一週間、様々な活動を語りながら、障害がある人にとっての就労、またそれを支援する「就労
支援」の在り方を延べた。また、広汎性発達障害の実際のケースを説明しながら、自閉症の特性、AD/HD
（注意欠陥多動性障害）と ASD（自閉スペクトラム症、広汎性発達障害、アスペルガー）の違いなどを
説明した。更に生活保護や地域による支援活動の詳細を述べた。最後に「ワンデーポートは、こういったかか
わる人を支援したい。なるべくなら決まりの外で柔軟に対応して、ワンデーポートができることをやっていきたい」
と締め括った。
内容：ワンデーポート 2019 年 11 月 30 日～2020 年 1 月 3 日まで
11 月 30 日(土)
•AM 上野 TKC の高橋氏と長野セミナーの振り返り
•PM 戸塚 明治学院大学 (トム・ギル先生の依頼)
•国際文化人類学者の先生 「ギャンブル依存は名前をつけてはいけない社会問題なのではない
でしょうか」
12 月 1 日(日)
•AM ワンデーポート
•PM 市ヶ谷 勉強会
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12 月 2 日(月)
•PM 茅ヶ崎 I 氏 新泉こころのクリニック 付き添い
•PM(夜) RSN 相談会
12 月 4 日(水)
•AM PM ワンデーポート
12 月 5 日(木)
•PM 新浦安 保護観察官の研修
12 月 6 日(金)
•AM PM ワンデーポート サンタラン 歌の練習
12 月 7 日(土)
•ランチ、 瀬谷～羽沢横浜国大まで乗り鉄
12 月 10 日(火)
•AM PM ワンデーポート 助成金申請書作り、給与明細作り
12 月 11 日(水)
•AM ワンデーポート
•PM 日本自閉症協会(パンフレット作成)
12 月 12 日(木)
•AM ワンデーポート
•PM 横浜市地域活動支援センター (いわゆる作業所)
12 月 13 日(金)
•AM ワンデーポート会計監査
•PM カトリック二俣川教会 就労移行事業所
12 月 14 日(土)
•AM ワンデーポート テープ起こし
12 月 15 日(日)
•AM ボウリング部活動日
•PM サンタラン 歌の練習 運営委員会(20 周年行事)
12 月 17 日(火)
•AM PM 更生相談所 愛の手帳(療育手帳)取得 S さん判定付き添い
12 月 18 日(水)
•AM 千葉県精神保健福祉センター講演
•PM 組合まつり
12 月 19 日(木)
•AM NPO 法人ワーカーズわくわく訪問
•PM 組合まつり
12 月 20 日(金)
•AM PM ワンデーポート 利用者の方をアパート案内
12 月 22 日(日)
•ニラクさんからお菓子届く
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12 月 23 日(月)
•AM ワンデーポート
•PM ダイナムさん意見交換会
12 月 24 日(火)
•サンタラン (初日) 活動ホーム太陽さん ワーカーズわくわくさん他
12 月 25 日(水)
•サンタラン (2 日目)

ニラクさん参加

12 月 27 日(金)
•AM PM ワンデーポート
12 月 30 日(月)
•AM PM ワンデーポート大掃除
12 月 31 日(火)
•AM PM ワンデーポート
1 月 2 日(木)～1 月 3 日(金)
•高尾山ナイトウォーク
内容：トピックス
•ワンデーポート 入所者の一週間
•ワンデーポート ボウリング部
•ワンデーポート 入所者 20 代の保護費
•横浜市地域活動支援センター
•障害がある人の就労
•様々な就労
•就労支援
•就労に関して思うこと
•佐藤健太（仮名）の場合
•AD/HD と ASD
•自閉的特性
•生活保護について
•愛の手帳取得までとその後 S 氏の場合
•地域のネットワーク

自己申告・家族申告プログラム導入店 状況アンケート 報告 令和 1 年 11 月 30 日時点
掲題のアンケートの内容を別紙にて報告する。概要としては、PCSA 正会員 20 社全てより回答があり、全
681 店舗中、自己申告・家族申告プログラムの導入店舗は、共に 651 店舗、95.6％が導入済みという結
果でなった。※別紙、「自己申告・家族申告プログラム導入店-アンケート-まとめ 2019.11」をご覧ください。

次回開催
開催日：令和 2 年 2 月 21 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）
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PCSA アクションレポート(遊技法研究会)
令和 2 年 1 月版

第 80 回遊技法研究会
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（7 階）

出席者

理事 10 名、幹部 4 名、委員 8 名、オブザーバー2 名、合計 24 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＞
齊藤 周平 グランド商事アドバンス 常務執行役、副代表理事
福井 宏彰 株式会社加賀屋 代表取締役社長、理事
金光 淳用 株式会社ヒカリシステム 代表取締役社長、理事
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
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
山田 孝志 株式会社 TRY&TRUST 代表取締役社長、理事
宮村 伸輔 株式会社エルゴジャパン 常務取締役、監事
佐藤 公平 株式会社ダイナム 取締役会長、モデレーター
牛島 憲明 牛島憲明事務所 代表、アドバイザー
＜オブザーバー＞
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
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１）パチンコ業界のリスクと課題について
荒田 政雄委員長より、下記の業界のリスクと課題について説明があった。
・賞品提供の適正化（インのキャッシュレスに併せ、景品の電子ポイント推進など）
・くぎ問題の解決（管理遊技機、設定機能付遊技機）
・依存問題対策の対応（要綱作成、回復施設への助成金）
・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
＜意見＞
・賞品問題は、どこの団体でも取り上げづらい案件で提言も難しい。
・「消費税のインボイス問題」は業界にインパクトがあり非常に大きな議論になるところ。業界内だけではなく、
国税が決める内容に、どう対応していくかを勉強すべきだと考える。
・理想を掲げた提言は、求めるものが企業によって異なるため共感を得にくい。一方、リスクの観点から考える
と共感を得やすい。これだけ大きなリスクは、業界が半分になる、存続できなくなる可能性があるとなれば、
皆で共通認識を持ちやすい。
・せっかく新たに始めるのであれば、この業界が持続可能になるにはどうするかを考えて、今何をすべきか、とい
う視点が必要ではないか。結果として、法改正が必須というところに戻るかもしれないが、結論ありきの議論
では無い。
・「遊技機の規則、検定制度」は、いつ何時、業界を揺るがす改正があるともしれず、個人的には大きなリス
クだと感じている。
・「依存問題」も大きなリスクになると感じている。
・政策を提言、業界の意見を発信していく団体も必要であるという考え出ている。
・遊技機については、「管理遊技機」の情報公開はどうなっているのか。
＞管理遊技機にメリットはあると聞いているがどうなのか。
＞データの管理をメーカーでは無く第三者機関に任せるべきとの声も聞く。そこは研究する余地、価値はあ
ると思う。
＞PCSA の特徴はユーザー目線、ファン目線で考えるというところ。その目線で考えると管理遊技機にお客
様目線でのメリットには疑問。
・「消費税のインボイス制度」は大きな問題になってくる。
＞どのような影響が出るか？
＞玉貸しの売上 20 兆円に対し 1 兆円以上の消費税が生じる可能性がある。
＞そうなると業界は立ちいかなくなる。そうなる確率は低いと思う。
＞現在のところ、国税から方針は出ていない。
＞国税とのルートは作っておくべき。
＞カジノの状況は？・・・消費税の対象外。
＞海外にインボイス制度はあるのか？・・・ヨーロッパではインボイス制度導入している。
・メダルレスや管理遊技機の仕様が決まるのではないか。
＞ほぼ決まっている。
・管理遊技機と同様、お客様にメリットは何があるのか。そこをもっと議論すべき。
・管理遊技機はデータを管理する為に特殊なユニットなどが増えコストが増加、その負担はどこにかかるのか。
・管理遊技機のメリットは、出玉が規則に抵触していないことがデータから明確になる。
※ 次月度以降のテーマは「インボイス」と「管理遊技機」としたい。情報共有を継続したい。
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２）次回開催
第 81 回遊技法研究会
開催日：令和 2 年 3 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（東京）
＜同日 他スケジュール＞
14：45～15：45 ≪第 81 回遊技法研究会≫
16：00～17：30 ≪3 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12月分確報

（令和2年2月18日 発行）

出典 ： 経済産業省大臣官房調査統計グループ
ＵＲＬ ： http://www.meti.go.jp/statistics/index.html
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特定サービス産業動態統計月報
令和1年12月分確報

（令和2年2月18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

設置台数
（台）

Number of
Machines

従業者数
合
計

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)

2017年
2018年
2019年

3,588,769
3,489,683
3,419,167

658,881
660,587
661,413

33,596
33,612
33,587

14,902
14,972
14,733

18,694
18,640
18,854

1,255 C.Y. 2017
1,239
2018
1,230
2019

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

2018年
2019年

10～12月
1～3月
4～6月
7～9月
10～12月

858,102
891,246
866,744
870,312
790,864

660,587
658,203
659,187
662,701
661,413

33,612
32,884
33,558
33,940
33,587

14,972
14,728
14,782
14,761
14,733

18,640
18,156
18,776
19,179
18,854

1,239
1,237
1,232
1,233
1,230

Q4 2018
Q1 2019
Q2
Q3
Q4

2018年

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
12月

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
276,364

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
661,413

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
33,587

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
14,733

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
18,854

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
1,230

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

2019年

前年比・前年同期比・前年同月比 (%)

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

2017年
2018年
2019年

95.7
97.2
98.0

100.0
100.3
100.1

100.4
100.0
99.9

101.2
100.5
98.4

99.7
99.7
101.1

99.1 C.Y. 2017
98.7
2018
99.3
2019

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

2018年
2019年

10～12月
1～3月
4～6月
7～9月
10～12月

100.9
102.9
102.0
95.1
92.2

100.3
99.9
99.9
100.1
100.1

100.0
98.6
98.3
99.9
99.9

100.5
103.1
96.2
97.9
98.4

99.7
95.3
99.9
101.5
101.1

98.7
98.8
98.7
98.8
99.3

Q4 2018
Q1 2019
Q2
Q3
Q4

2018年

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
12月

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
91.4

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
100.1

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
99.9

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
98.4

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
101.1

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
99.3

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

2019年

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

