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一般社団法人パチンコ・チェーンストア協会（PCSA）は、このほど昨年 1 年間、第 18 期の研究部会、研究会、プロジェクトチー
ムの活動をまとめた「PCSA 研究部会・研究会・プロジェクトチーム 第 18 期活動の記録 第 19 期活動計画」を刊行する事がで
きました。
刊行に当たってはご支援、ご指導を賜りました皆様、そして何より社業の大変お忙しい中、熱心に研究をされた研究部会部員、
研究会委員、プロジェクトチームメンバーの皆様に厚く御礼を申し上げます。
また第 18 期は全日本遊技事業協同組合連合会、都道府県遊技業協同組合、一般社団法人日本遊技関連事業協会、
一般社団法人日本遊技産業経営者同友会、一般社団法人余暇環境整備推進協議会、一般社団法人遊技産業健全化推
進機構、更には遊技機メーカーの皆様にも研究部会にご参加いただけました事を心より御礼申し上げます。
2002 年 3 月に PCSA が発足して以来、研究部会は PCSA の大きな柱として活動を続けて参りました。PCSA はパチンコ業界
の産業化を目指しており、その為には、経営者だけではなく、会員各社の実務を担当している方の意識改革、大きな視野も必要
になって参ります。
そこで、PCSA では人事問題研究部会、コスト問題研究部会、法律問題研究部会、不正対策研究部会の 4 研究部会、更に
は遊技法研究会、依存問題対策プロジェクトチームを開催し、業界や各企業が直面している問題について議論、研究を進め、現
在までに大きな成果を挙げております。
この「研究部会・研究会・プロジェクトチーム活動の記録 2020」は、1 年間の研究成果を各研究部会・研究会・プロジェクトチー
ムごとにテーマを分けて編集しております。それにより、同じような事案で検討されている皆様のお役に立つものと考えております。
まだ研究部会・研究会にご入会いただいていない会員、賛助会員、特別会員の皆様におかれましては、本書をお読みいただき、
ぜひご研究部会・委員会・プロジェクトチームへの入会をご検討ください。
一方、2020 年初頭から 2020 年 5 月の現時点まで、依然として猛威を振るっている新型コロナウイルス（COVID-19）は、全
世界の社会・経済・行動様式にまで大きな影響を及ぼし続けております。この新型コロナウイルスは、これまでの生活、物流、レジャ
ーの在り方を大きく変えていくことでしょう。これは、パチンコホールの営業形態にも大きな影響を及ぼすと考えられ、情報収集や問
題解決の糸口となる PCSA 活動の重要度は、更に増すことと予測しております。研究部会、研究会、プロジェクトチームにおいても、
現状況の把握、対応策の共有、今後の予測等の活発な活動を継続してまいります。
PCSA 活動を通じて、是非、遊技産業の更なる発展と改革を目指し、PCSA の掲げる「パチンコを真の大衆娯楽にする」の実現に
向かって、会員並びに賛助会員の皆様にその担い手のお一人になっていただけますようお願い申し上げます。
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不正対策研究部会 活動の記録
リーダー ご挨拶
不正対策研究部会のリーダーを務めております、株式会社ヒカリシステムの松本と申します。
不正対策部会では、外部に限らず内部の不正についても不正が出来ない仕組み創りを目指
し、活動しています。
定例部会では、実際に起きた不正事例の統計を取り、警察対応となった事例や今後起こりう
る不正事例に対しての対応策等を共有しております。
近年の遊技機の進化、時代の変化に伴い部員からの報告相談も不正事例以外の事も多く
なってきております。
実際に部会に参加した方でなければわからない内容、議事録に載せられない話題が多くなり
時間が足りなくなる事も度々ありますが、信頼できる部員間で守秘義務は徹底しているので、
ご安心下さい。
3 ヵ月に 1 度開催している不正対策勉強会では、外部講師を招いて実際におきた不正事例
について動画を用いた説明から、ホールオペレーション、警察対応までの流れ、その際の注意す
べき事柄が盛り込まれた現場にとってためになる内容です。大変貴重な情報となりますので勉
強会だけでも是非現場のスタッフに参加して頂きたいと思います。
今後も遠慮なく報告相談が出来る雰囲気を大事にした活動を続けて行きます。
オブザーバーとしての参加も可能ですので、皆さまお誘い合わせのうえご参加をお待ちしており

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

ます。

部会の目的
お客様、ホール、業界の不利益となるゴトの撲滅を目指す。その実現のため、情報の共有、
勉強会の開催、遊技機メーカー・遊技機団体との情報交換を図る。

第 19 期 活動計画
・定例研究部会（毎月 1 回、原則最終金曜日 午後 1 時～午後 3 時）
・最新ゴト情報・対策情報の共有 SNS を利用したリアルタイム情報共有
・ゴト被害アンケート実施 毎月ゴト件数、内容、被害額を集計し対策と対応方法の共有
・部員が抱える業務上の悩み、相談事（内部不正等、公表できる範囲）に対しての対策と対応の共有
・他研究部会との連携、各リーダーと（社員総会等で）情報共有の場を設けて、問題に取り組む
・一般社団法人遊技産業健全化推進機構との情報共有
・遊技機メーカーとの情報共有
・拡大 不正対策勉強会（外部講師による勉強会）目的「最新のゴト事例について学ぶ」「部会に参加出来ない PCSA
会員企業の勉強の機会創出」
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第 18 期 不正対策研究部会 メンバー
担当理事
担当理事

金光 淳用

株式会社ヒカリシステム 代表取締役社長

松本

株式会社ヒカリシステム

リーダー・サブリーダー
リーダー
サブリーダー

浩

梅野 唯行

株式会社合田観光商事

柏

アメニティーズグループ（株式会社パンドラ）

信吾

倉沢 隆志

株式会社ニラク

部員(正会員)
阿部

到

株式会社ダイナム

上野

金子

敦

株式会社ダイナム

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）

華子

株式会社ダイナム

徳永 正宣

株式会社チアエンタープライズ

株式会社ニラク

平井 信行

株式会社チアエンタープライズ

夢コーポレーション株式会社

山本

株式会社三永

森
杉山

徹

荒田 政雄

誠

譲

株式会社ヒカリシステム

※不正対策研究部会は、正会員のみ部員登録が可能。
正会員オブザーバー参加
武内 好努

アメニティーズグループ(株式会社パンドラ)

渡邊 雅也

アメニティーズグループ(株式会社アメニティーズ)

岩永 年一

アメニティーズグループ(株式会社パンドラ)

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)

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)

美齊津 孝幸

アメニティーズグループ(株式会社アメニティーズ)

桝本 哲也

アメニティーズグループ(株式会社パンドラ)

堀川

アメニティーズグループ(株式会社アメニティーズ)

岩野

慶

アメニティーズグループ(株式会社アメニティーズ)

北口 大輔

アメニティーズグループ(株式会社アメニティーズ)

植村

聡

アメニティーズグループ(株式会社アメニティーズ)

添田 英範

アメニティーズグループ(株式会社アメニティーズ)

山浦

武

アメニティーズグループ(株式会社アメニティーズ)

穣

＊ホール他団体のセキュリティ対策ご担当者のお名前は、セキュリティの関係上、伏せさせていただいております。
長野県遊技業協同組合
3名

株式会社竹本商店

1名

共和観光株式会社

2名

株式会社サンエイ

1名

株式会社新生

1名

株式会社バビデ

1名

株式会社ジン・コーポレーション

東京都遊技業協同組合
3名

株式会社三佑商事

1名

株式会社ゆたか

2名

株式会社コンチェルト

1名

株式会社メッセホールディングス

2名

サンキョー株式会社

1名

大石商事株式会社

2名

株式会社オータ

1名

NEXUS 株式会社

1名

株式会社新洋

2名

大豊株式会社

静岡県遊技業協同組合
3名

株式会社アプリイ
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一般社団法人日本遊技関連事業協会
15 名

株式会社マルハン

1名

株式会社 ABC

3名

株式会社アプリイ

一般社団法人日本遊技関連事業協会 近畿支部 セキュリティ対策部
3名

株式会社ボネール

１名

株式会社アサヒディード

2名

株式会社オフィスボストン

1名

株式会社プラウド

2名

株式会社ジェイク

1名

株式会社コスモローム研究所

1名

アンダーツリー株式会社

一般社団法人遊技産業健全化推進機構
伊勢崎 清 様

一般社団法人遊技産業健全化推進機構 理事・事務局長

メーカー
大庭 義樹 様

株式会社ユニバーサルエンターテインメント

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

第 18 期 活動報告
＜＜ １．ゴト被害・通報アンケート ＞＞
第 12 期４月よりゴト被害の件数、被害額、警察への被害届などの客観的かつ具
体的な数値を集積し、全体的な被害状況の把握を目的として現在も調査を継続
している。その背景として、「ホールがゴトと認識している行為」と警察が「犯罪として
認識、被害届の受理までいたる行為」に差違がある点があげられる。ゴト行為を犯
罪として立証する難しさもあるが、罰則の適用をもってゴト行為の抑止・防止につな
げていきたいと考えている。
＜３月事例＞
アンケート回答 8 社。被害件数 23 件、被害額\334,708-、警察への通報回
数 2 件、被害届申請 2 件、被害届受理 0 件となっている。ゴトは、ドツキ、磁
石、糸付き玉、持ち込みなどであった。各不正の詳細を説明した後、不正対策
部品などの提出書類について情報を共有した。
＜4 月事例＞

サブリーダー
梅野 唯行
株式会社合田観光商事

アンケート回答 10 社。被害件数 35 件、被害額\890,672-、警察への通報回数 3 件、被害届申請 2 件、被害届受
理 0 件となっている。ゴトは、ドツキ、油玉が特に目立った。他には糸付き玉、ショートゴト、持ち込みなどが発生した。各不正
の詳細を説明した後、遊技機 K で頻発したドツキについて、各社より発覚の経緯、対応などが説明された。なお、ホールコン
ピュータにデータを上げることで、ドツキによるデータ異常に気付きやすいという報告もあった。既に昨年から注意喚起されてきた
ドツキであったが、4 月の大発生を鑑みて今後一層の警戒が必要だと注意を喚起した。
＜5 月事例＞
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アンケート回答 9 社。被害件数 36 件、被害額\168,390-、警察への通報回数 5
件、被害届申請 4 件、被害届受理 1 件となっている。ゴトは、糸付き玉、油玉、ドツ
キが特に目立った。他には磁石、持ち込みなどが発生した。各不正の詳細を説明した
後、内部不正対策に関する情報が共有された。
＜6 月事例＞
アンケート回答 6 社。被害件数 12 件、被害額\409,037-、警察への通報回数 1
件、被害届申請 1 件、被害届受理 1 件となっている。ゴトは、糸付き玉、磁石、ドツ
キが特に目立った。他にはクレマン、油玉などが発生した。各不正の詳細を説明した後、
右打ち攻略への対応方法、内部不正に関する情報が共有された。
＜7 月事例＞
アンケート回答 7 社。被害件数 23 件、被害額\203,150-、警察への通報回数 0
件、被害届申請 0 件、被害届受理 0 件となっている。ゴトは、ドツキ、糸付き玉が特

サブリーダー
柏 信吾
アメニティーズグループ
株式会社パンドラ

に目立った。他には持ち込みやカード盗難などが発生した。各不正の詳細を説明した
後、ドツキを未然に防ぐノウハウが共有された。
＜8 月事例＞
アンケート回答 6 社。被害件数 19 件、被害額\2,076,080-、警察への通報回数
0 件、被害届申請 0 件、被害届受理 0 件となっている。ゴトは、先月と同様にドツキ

や糸付き玉の発生が目立った。他には磁石ゴトなどが発生した。各不正の詳細を説明した後、広域犯罪に属するドツキゴト
師の情報が共有された。
＜9 月事例＞
アンケート回答 8 社。被害件数 14 件、被害額\343,538-、警察への通報回数 1 件、被害届申請 1 件、被害届受理
0 件となっている。ゴトは、ドツキ、磁石、糸付き玉、レート間持ち込みなどであった。各不正の詳細を説明した後、ホームペー
ジに遊技台の機種を公開することのメリットデメリットについて、ごと被害を受けた店長への対応方法などについて情報を共有
した。
＜10 月事例＞
アンケート回答 6 社。被害件数 14 件、被害額\133,570-、警察への通報回数 4 件、被害届申請 2 件、被害届受理
1 件となっている。糸付き玉、持ち込み玉の発生が目立った。各不正の詳細を説明した後、懸念されるゴト対象機種につい
て検討された。
＜11 月事例＞
アンケート回答 8 社。被害件数 9 件、被害額\728,160-、警察への通報回数 1 件、被害届申請 0 件、被害届受理 0
件となっている。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、手口や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。
＜12 月事例＞
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、被害届申請 2 件、被害届受理 0 件となっている。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。
＜第 18 期 まとめ＞
今期のゴト被害の概況だが、第 17 期と同様に全般的にローテクゴト、いわゆる
「糸付き玉」「持ち込み」「持ち出し」などの発生割合が非常に大きかった。また、
後半にはショートゴトなどのハイテクゴトの撤去直前機種への駆け込みゴトが発生
しているのが散見された。なお、ゴト被害自体の件数は以前として減少しており、
アンケート回答社のほぼ半数が「被害なし」となる月が非常に多かった。
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＜＜ ２．定例部会 テーマ ＞＞
＜１．2019.4 ゴト情報 他 共有事例について＞
下記の内容について情報を共有した。
・盗撮事例発生の件について。
・売上金回収に伴う各社ルールについて。
・強盗犯への対応について。
・強盗回避のために、閉店後作業の効率化について。
・日遊協 近畿支部 セキュリティ対策部の情報共有内容について。
・セキュリティ会社提供の各サービスのメリットについて。
・再入店禁止のシステムと懸念点について。
・警察通報時の店舗スタッフ対応について。
・ゴト被害アンケート、通報事例、被害届申請、受理数のデータ集積につい
て。

金子 敦 部員
株式会社ダイナム

＜２．2019.5 部会 対外、対内広報活動について＞
不正対策研究部会・不正対策勉強会 in 大阪において、

１．非会員企業の参加者に対する広報活動として、事務局より PCSA 活動の PR が欲しい。
２．PCSA 全研究部会での活動内容について部員が把握できるような報告が欲しい。
という要望が出され、事務局より２．の活動内容についての報告がされた。
部員からは、
１．非会員企業への PR として
・長すぎるので、前回開催した各研究部会の内容を反すのではなく、参加した場合のメリットとなる部分だけを話すのが良
い。
・他の研究部会でも同様の広報活動を実施して頂きたい。
・非会員企業の不正対策担当者が、「自社に戻った時に PCSA の活動でこんなことしていた」と話せて、不正以外の担当
者が興味を持って参加したいとなった時には、「参加出来る」と伝えられると良い。
・PCSA は、最も若く情報交換に長けているので、様々な課題に対して、外部のコンサルタントや弁護士に相談するより、
PCSA の部会で対応、相談出来るという事を PR して欲しい。
・全ての研究部会で、次回にこういった内容で部会を開催するという「次回予告」を出せれば、担当者が興味を持って来
やすくなる。
２．活動内容 報告については
・口頭での説明では分かりづらいところがあるので、何かしら図示するものがあると良い。
アクションレポートでは細かすぎる。
等の意見が出された。
＜３．2019.5 PCSA リーダー会議について＞
PCSA 全研究部会での横の連携を強めたいという当部会の意見により、リーダー会議
が発案された。早速、令和元年 5 月 16 日、第 18 期定時社員総会の開始前に、
同会場において第 1 回リーダー会議が開催された。本日は松本浩リーダーよりその報告
がされた。
・各部会がバラバラに開催しており連携が取れていない。来期以降、全研究部会を同
日開催して、他の部会に興味がある方はそこに参加出来るよう検討していきたい。
・各部会の部員数、出席率などを調査して公表すべき。
・部会参加していない会員企業に、参加しない理由を聞きたい。

阿部 到 部員
株式会社ダイナム

＜４．2019.5 株式会社ユニバーサルエンターテインメント 情報共有＞
株式会社ユニバーサルエンターテインメント 大庭 義樹 様より、下記の件の報告がさ

-8-

不正対策研究部会

PCSA 研究部会・研究会・プロジェクトチーム 活動の記録 2020
れた。
・遊技機 G、遊技機 K の不正サブ基板が関西方面で発見された。
・遊技機 K は、O 県、H 県で発生した。
＜５．2019.5～6 ゴト被害アンケート 通報、被害届申請、受理 集計結果に
ついて＞
ゴト情報アンケートで集められている、警察への通報、被害届申請、被害届受
理について 2017 年 6 月から 2019 年 4 月までの集計結果が報告され、その
状況説明や改善策の模索を継続することとした。
・通報が全件数の 1/5、その内被害届が受理されたのはその更に 1/5 とな
る。
・持ち込みが結構受理されているが、これは犯人が特定できて店内にまだいる
ことが多い為。
・電波と釘曲げではほとんど受理された事例がない。
・クレマンは１件のみだが、これは物証があった事例であった。

荒田 政雄 部員
夢コーポレーション株式会社

・被害届が受理された罪状は、多い順に１位 窃盗かつ窃盗未遂、２位
建造物侵入となっている。
・玉やメダルの持ち込みでは、「持ち込み」「遊技」による被害ではなく、「持ち込み」「遊技」「交換」で被害となるという考え
方と伺った。
・今後、各社のゴト被害通報基準・対応フローをアンケートする。
Q1:ゴト被害を通報する基準と実施状況
Q2:ゴトが発生、発覚したケースでのフロー
Q3:ゴト被害と通報に関して、現状の問題点、課題点
＜６．2019.7 ゴト被害通報基準・対応フローアンケートについて＞
毎月集計しているゴト被害アンケートでの通報や被害届申請、並びに受理にお
いて、押さえておきたいポイントがある事がこれまでにわかってきた。そこで、各社の
通報や対応フローを集計、情報の共有を試みた。対応チャートやフローのまとめか
ら下記の様な対応のポイントが情報共有された。
・ゴトに気が付いたら映像とデータを確認し証拠を押さえる。
・警察（110 番ではなく担当部署に直接）へ通報し私服・覆面パトカーで来店
を依頼する。
・店舗スタッフは基本的にゴト師と対応しない。
・お客様と従業員の安全を第一に行動する。
・ゴト師が途中で逃げても追うことはしない。
・警察が到着したら身柄を確保してもらう。その後の対応は全て警察に任せる。
・対応中に近隣店舗と店舗を統括する上長、本社セキュリティへ報告する。
・対応後に詳細をまとめ全社に情報共有する。

森 華子 部員
株式会社ダイナム

なお、以上のポイントをまとめた上で「このゴトが窃盗罪なのか建造物侵入罪なの
かがわかれば、通報時、若しくは警察到着時に担当者にゴトの説明が理解して
もらいやすくなる、」ことから法律問題研究部会に業力を依頼し、それぞれのゴト

がどういった犯罪になるのか、更に押さえるべきポイントなどをまとめることを決定した。
＜７．2019.7 ゴト種別 対応罪状＆押さえるポイント＞
店舗で発見したゴトが窃盗罪なのか建造物侵入罪なのかがわかれば、通報時、もしくは警察の担当者到着時にゴトの説明
が理解してもらいやすくなる、ことから「それぞれのゴトがどういった犯罪になるのか、更に押さえるべきポイント」などをまとめること
を決定した。アンケートでは、ゴト名称、ゴト説明、ゴト行為、対応罪状、押さえるべきポイントなどをゴト種別に作成、この結
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果を複数社より得た。ゴトの名称や説明などすりあわせが必要な内容があり次回以降も継続して検討する事となった。
なお、一例としてセルゴトでは以下の様な記述となる。
ゴト名称：

セルゴト（ショートゴト）

ゴト説明：

何らかの手段で遊技台の扉を開け（または内部に侵入する経路を作り）、そこから器具
を挿入してサブ基盤・ハーネスに傷をつけることでショートさせ、不正な信号を送り込んで
ART や大当たりを不正に誘発させる。

ゴト行為①：

扉、パネルにキズを付ける（損傷を残す）、内部の基盤や配線にキズを付ける

対応罪状①：

器物損壊

押さえるべきポイント①：

遊技台の痕跡、ならびに犯行の鮮明な動画

ゴト行為②：

不正遊技を目的にホールに入店する

対応罪状②：

建造物侵入

押さえるべきポイント②：

遊技をせず、ゴト行為を目的として入店したという動画

＜８．2019.10 ゴト情報 他 共有事例について＞
下記の内容について情報を共有した。
・2020 年 1 月、不正対策勉強会 in 静岡について。
・ゴト種別 対応罪状＆抑えるポイントについて。
・器物損壊の彼我を受けた場合の対応について。
・従業員がゴトを目撃した場合の各車対応について。
・IC カードやクリアコインの盗難対応について。
・不正対策の情報を共有する会合について。
＜９．2019.11 株式会社ユニバーサルエンターテインメント 情報共有＞
下記の内容について情報を共有した。
・遊技機 B、不正部品の発覚について。
・ホッパーモーターに係わる不正基板について。
・今後の不正基板対策について。

杉山 徹 部員
株式会社ニラク

・セレクター設定について。
＜10．2019.12 ゴト情報 他 共有事例について＞
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。
＜11．2020.1 ゴト情報 他 共有事例について＞
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。

＜＜ ３．不正対策勉強会（年４回） ＞＞
第 6 期 2007 年より「ホール企業のセキュリティ対策部署、担当者のゴト対策知識の
向上」を目的として開始された当勉強会は、ホール４団体、メーカー団体、一般社団
法人遊技産業健全化推進機構、個別遊技機メーカーからの参加者を得ながら継続
している。今期は有限会社ジャパン・セキュリティ・サービス 代表取締役 高石 隆一
様を勉強会常任講師とし、平成 30 年 4 月には、大阪で日遊協近畿支部の方々、

春原 正愛 部員
アメニティーズグループ
株式会社アメニティーズ

令和 1 年 7 月には、長野県で PCSA 会員企業や長野県遊協の方々に多数ご参加
頂いた。一転、令和 1 年 10 月の東京上野での開催では、都遊協の方々、令和 2
年 1 月の静岡では、静岡県遊協の方々にご参加頂けた。また、年間を通して、日遊

- 10 -

不正対策研究部会

PCSA 研究部会・研究会・プロジェクトチーム 活動の記録 2020
協、同友会の皆様にも多数ご参加頂けた。
＜第 47 回不正対策勉強会 in 大阪＞
開催日時

平成 31 年 4 月 19 日（金） 午後 1 時～午後 5 時

開催場所

大阪研修センター江坂 6 階 「会議室 C」

出席人数

理事 1 名、部員 8 名､正会員オブザーバー4 名、
賛助会員オブザーバー1 名、
日遊協近畿支部 セキュリティ対策部参加者 11 名､
日遊協 参加者 6 名、オブザーバー参加者 1 名
合計 32 名

タイトル

「最新のゴト情報について ～危機管理 モラル教育の重要性～」

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
（右写真）

内容

第 1 部 最新のゴト情報について（2019 年 1 月 25 日～2019 年 4 月 18 日）
・遊技機 M ～穴開けによるセルゴト～
不正の手口
点検・警戒ポイント等
被害懸念機種
・新手の磁石ゴト ～R 枠のセンサー無効化～
不正の手口
点検・警戒ポイント等
・警戒依頼！ ～今、まさに発生中のゴト～
◇POP の有効活用について
◇最近の業界の話題 ～事件・事故、行政・組合の動きなど～
第 2 部 危機管理 ～モラル教育の重要性～
・危機管理① ～ネットリテラシーについて～
ネットリテラシーとは
・危機管理② ～その他の予測できない機器～
モラルの欠如について

＜第 48 回不正対策勉強会 in 長野＞
開催日

令和 1 年 7 月 25 日（木）～26 日（金）

開催場所

株式会社アメニティーズ 本社 長野県東御市 部会

出席人数

長野県上田駅近辺

長野県上田市 ストアコンパリゾン

上田情報ライブラリー

長野県上田市 勉強会

部員 7 名､正会員オブザーバー12 名、
長野県遊技業協同組合 参加者 9 名、日遊協 参加者 2 名、
オブザーバー参加者 1 名、合計 31 名

タイトル

「最新のゴト情報について ～業界動向について～」

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

第 1 部 最新のゴト情報について
（2019 年 4 月 19 日～2019 年 7 月 26 日）
・ART 誘発セルゴト新手口 ～遊技機 M～
不正の手口、点検・警戒ポイント等、被害懸念機種
・糸付き玉ゴト
不正の手口、点検・警戒ポイント等、被害懸念機種
・ゴト対応の基本 ～失敗例と店側の問題点～
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ゴト対応とは？、理想的なゴト対応の心構え、理論武装、毅
然とした態度
第 2 部 業界動向について
・依存防止対策への取り組みの重要性
今年 2019 年と昨年 2018 年の行政講話内容、機構による
依存防止対策調査が開始間近
・全国の取り締まり事例
無承認構造変更、広告・宣伝規制、違反例の一部
第 3 部 グループワーク
・依存防止対策への取り組みの重要性
・5 グループに分かれて、下記テーマについて話し合い、20 分後に各
グループ 1 名が代表として発表した。
・テーマ：各種不正事案に対する現状の問題点と改善方法につい
て
＜グループ 1＞

松本 浩 リーダー
ヒカリグループ
有限会社ヒカリアセットマネジメント

問題点
・現場でスキルが足りていない。
・人員不足から対応が出来ていない。
改善策
・常に言い続けて意識を高める。
・ゴト、遊技台の情報を現場と共有する。
・出来る事として「ゴトの多い遊技機にお客が付いた」などの報告によって未然に防げる。
・ゴト対策の動画を作成、又は専門部署を立ち上げてスキルアップの研修を開催する。
＜グループ 2＞
・情報の収集力が重要。
・ゴトの情報を会議室に掲示しても興味がなければ見ない。
・ゴト自体を知らないキャストも増えてきている。
・まずは、ゴトを知ってもらう。
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・ゴト用語を使わないで説明する。
・ゴト被害機種に着座したお客様の報告。（常連か？ 初めての客か？）
・ゴトの情報を末端まで流してゴト対応の「いろは」から教育する。
・ほうれんそう（報告・連絡・相談）とおひたし（怒らない・否定しない・助ける・指示す
る）が重要。
＜グループ 3＞
・本社、本部から現場に不正対策を上手く依頼するには？
⇒ 本社、本部から文書だけで通達しても誰も興味を持たない。実際に自社、又は
他社で発生したゴト事案の動画などで視覚に訴えられる情報を伝える。
・現場の店長クラスが「こう対応したら良い」とわかっていても、現場スタッフが出来ない。
⇒ 毎日の終礼などで、当日に発生した事例をあげ、こうしたら良かった等の解説を
実施。
・データチェックをしているが不正事案の発見が出来ない。

山本 譲 部員
株式会社三永

⇒ 本部の担当者がこの機種のここだけでもチェックするようにとポイントを絞って現場
に指示を出す。

＜グループ 4＞
・現場の経験不足とスキル不足。
⇒ 情報発信では、この機種にこういった痕跡があるという文章での説明より、動画で見せる事の方がイ
ンパクトがあり、わかりやすい。ゴト師の動きやゴトの手順を動画から学んでもらう。
⇒ 強化期間などを設けて、特定のポイントで集中してゴト対策を指示する事で興味を持ってもらう。
・本部が現場に情報を送った後、フォローが不足しているので、ヒアリングなどで実施していく。
＜グループ 5＞
・人員不足や経験、スキル不足は他グループと同じ。
・勉強会、セミナーなどの学習成果を各社に持ち帰って情報を共有する。
・勉強会、セミナーなどに出来れば本部だけでなく現場の方の参加を促す。
・月に 1 回、各社、店舗などで不正対策勉強会を開催する。
意見・感想等 ・今回初めて取り入れたグループワークは非常に良かった。
・グループワークの時間を 20 分から 30 分へ延長して欲しい。
・構成として、１．勉強会 ２．グループワークではなく、１．勉強会 第 1 部、２．グループワーク、
３．勉強会第 2 部とグループワークを挟む方が良い。
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＜第 49 回不正対策勉強会＞
開催日時

令和 1 年 10 月 25 日（金） 午後 1 時～午後 5 時

開催場所

TKP 上野駅前ビジネスセンター 4A

出席人数

部員 8 名､正会員オブザーバー参加者 3 名、都遊協参加者 14 名、

日遊協 参加者 6 名、
日工組参加者 3 名、オブザーバー参加者 1 名、合計 35 名
タイトル

「最新のゴト情報について」

講師

有限会社ジャパン・セキュリティ・サービス 代表取締役 高石 隆一様

内容

第 1 部 最新のゴト情報について（2019 年 7 月 27 日～2019 年

10 月 24 日）
・駆け込みによる犯行 ～撤去がすむまでは警戒！～
最近の駆け込み犯行事例
事例①＆②、メーカーS 系電磁波ゴトの手口
事例③、遊技機 M のセルゴトの手口
点検・警戒 POINT 等

平井 信行 部員
株式会社チアエンタープライズ

ゴト被害懸念機種の設置期限
・依然として被害多発中① ～糸付き玉ゴト～
手口
点検・警戒 POINT 等
・依然として被害多発中① ～どつきゴト～
手口
点検・警戒 POINT 等
第 2 部 グループワーク
・5 グループに分かれて、テーマについて話し合い、各グループ 1 名が結果を発表した。
テーマ：どつきゴトへの対応方法は?
Q1：社内の対応ルールはどうなっていますか？
（声のかけ方やタイミング、交換の是非、相手による対応の使い分けなど）
Q2：報告のタイミングなどのルールは？
（社内連絡のタイミング、社外連絡はする？しない？）
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＜グループ 1＞
テーマ：どつきゴトへの対応方法は?
Q1：社内の対応ルールはどうなっていますか？
（声のかけ方やタイミング、交換の是非、相手による対応の使い分けなど）
・出勤している社員が対応しており、もめたら系査察に通報、店舗ルールに従わない場合は退店勧告、
遊技約款に沿って対応している。
・3 回目に退店を勧告する。
・景品交換はケースバイケース。
・データチェックでの発覚が多い。
・ゴト師と対応する場合に、揚げ足などを取られないように冷静に行動する。
・注意 2 回目以降は役職者が対応。
Q2:報告のタイミングなどのルールは？
（社内連絡のタイミング、社外連絡はする？しない？）
・ボイスメールやイントラネットで社内報告。
・社外報告はないという企業が多かった。
・警察対応まで行けば、社内報告するという企業もあり。
＜グループ 2＞
テーマ：どつきゴトへの対応方法は?
Q1：社内の対応ルールはどうなっていますか？
（声のかけ方やタイミング、交換の是非、相手による対応の使い分けなど）
・多くの企業セキュリテイ対策の回線をしっかりつなげて、データチェックの解析から発覚が多かった。
・ゴト師に対しては社員対応で声かけ、それで収まらない場合には警察通報などの対応が多かった。
・厳しい掲示物を避けたい為、POP を貼っていない企業もあった。
・ゴト師を出入り禁止にして情報を共有する。
・ゴト師と思われる方に声かけを実施。
・ゴトをさせない環境を作っていく。
＜コメント＞
・ゴト師への声かけは非常に有効。
＜グループ 3＞
テーマ：どつきゴトへの対応方法は?
Q1：社内の対応ルールはどうなっていますか？
（声のかけ方やタイミング、交換の是非、相手による対応の使
い分けなど）
・見慣れないお客様がゴト被害機種（警戒機種）に座っ
た場合に店舗内で情報を共有する。
・入店時に眼をしっかりと見て挨拶をする。
・ゴト被害機種（警戒機種）設置場所はカウンター前の
人目に付きやすい場所、カメラチェックを怠らない。
・ゴト警戒中などの POP を貼る。
・交換時には身分証の提示を求めることや、交換しないこと
も対応選択肢に入れてある。
Q2:報告のタイミングなどのルールは？
（社内連絡のタイミング、社外連絡はする？しない？）
・社内には報告書などの情報共有。
・社外報告はグループへのメールなどでの情報共有。
＜グループ 4＞
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テーマ：どつきゴトへの対応方法は?
Q1：社内の対応ルールはどうなっていますか？
（声のかけ方やタイミング、交換の是非、相手による対応の使い分けなど）
・モニターカメラ等で仕草や枠ランプなどを確認して、遊技約款をベースに声かけをする。
・声かけは 1 回目、2 回目と段階を踏んでいる。1 回目は注意喚起、2 回目は退店などの処置をとる
企業有り。
・景品交換は基本拒否。
Q2:報告のタイミングなどのルールは？
（社内連絡のタイミング、社外連絡はする？しない？）
・社内には終日中に報告を完了させる。
・社外報告は基本行わない企業や、近隣の競合店には必ず知らせるという企業もあった。
＜グループ 5＞
テーマ：どつきゴトへの対応方法は?
Q1：社内の対応ルールはどうなっていますか？
（声のかけ方やタイミング、交換の是非、相手による対応の使い分けなど）
・出入り禁止では、1 回目に警告をする。2 回目で遊技約款をもとにして退店を促す。
・ゴト警戒中という POP を掲示。
・もめた場合には警察に通報する。
・ゴトされた機種を撤去するという意見もあり。
・交換を強く要望する場合は、貯玉を進める企業有り。
Q2:報告のタイミングなどのルールは？
（社内連絡のタイミング、社外連絡はする？しない？）
・特に設けていない企業、インカムでの報告をする企業、被害があれば本社まで報告するという企業有
り。
・閉店後に使用するチェックシートを作成して対応している企業有り。
・近隣グループ店舗への報告はしっかりとしているが、社外にはしている企業はなかった。
・警察対応をしなければ、店舗内で情報を共有、警察対応をした場合は本社まで共有という企業有
り。
＜対応まとめ＞
・ドツキ行為への注意喚起 POP を掲示。
・口頭でドツキ行為を注意した上で、遊技約款を根拠に、遊技中止、出玉預かり、退店勧告。
・その場に合わせた臨機応変な対応が非常に重要。
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＜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

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。
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・セキュリティ意識を高めて更なる注意を。
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？

梅野 唯行 サブリーダー
株式会社合田観光商事

（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：
＜グループ１＞
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。
＜グループ 2＞
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
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。
＜グループ 3＞
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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。
＜グループ 4＞
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。

＜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。
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・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。
・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。
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⇒ 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。

＜＜ ４．日本遊技機工業組合(日工組)訪問 ＞＞

開催日時

令和 1 年 9 月 10 日 午後 1 時 30 分～

場所

日本遊技機工業組合（以降、日工組） 事務所（東京 丸の内）

出席者

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

小島 俊幸 様 株式会社ニューギン

朝日 卓也 様 京楽産業.株式会社
中西 洋一 様 サミー株式会社
毒島

壮 様 株式会社 SANKYO

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

中島 圭介 様 株式会社藤商事
志村 一樹 様 株式会社三洋物産
新井 将識 様 株式会社ソフィア
倉田 豪 様 株式会社三洋物産
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＜事務局＞
技術課長 末次 直明 様
PCSA
不正対策研究部会 リーダー
松本 浩 株式会社ヒカリシステム
部員 金子 敦 株式会社ダイナム
部員 森 華子 株式会社ダイナム
事務局 岩瀬 史朗
資料：

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

要旨：

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

＜意見＞
・パチンコ K、パチンコ D などの釘曲げの話をした。前期１年間と今期４月から８月で、糸付玉の被害が増えている。
また、社内で困っているゴト事例、事案の説明をした。また、有限会社ジャパン・セキュリティ・サービスの資料を説明さ
せていただいた。
・遊技台のセンサーの感度の話が出た。スロットの様に、状況に応じて、オフ、ロー、ハイと感度を変更できるようにして欲
しいと要望した。
・パチンコの設定確認や変更の際の電源 OnOff に関しては、現状のままで良いと思われる。
・以前は、日工組側が４名くらいだったが、今回は、不正防止対策部会（ぱちんこ遊技機）のほとんどのメンバーが参
加して頂けた。
・台枠に設定機能がついていると鍵を変える必要はないのでどうかという話をしたが、セキュリティ上とコストの問題に言及
された。
・台枠の鍵には、コストがかかると言われた。
・今後、日工組の方々を PCSA の部会や勉強会に招待する。
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＜＜ ５．ストアコンパリゾン ＞＞
＜ストアコンパリゾン in 長野＞
日時

令和 1 年 7 月 26 日（金） 午前 10 時～午前 10 時 35 分

開催場所

長野県上田市

出席人数

部員 7 名､正会員オブザーバー12 名、長野県遊技業協同組合 参加者 9 名、
日遊協 参加者 2 名、オブザーバー参加者 1 名、合計 31 名
PM10:15

1．よろこびの街 100 万ドル上田インター店（20 分※見学のみ）長野県上田市

PM10:35

2．ニューアサヒ上田インター店（20 分※見学のみ）長野県上田市

＜ストアコンパリゾン in 静岡＞
日時

令和 2 年 2 月 1 日（土） 午前 10 時～正午 12 時

開催場所

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
AM10:15

１．コンコルド静岡緑が丘店（20 分※見学のみ）静岡県静岡市

AM11:05

２．ABC 静岡寿町店（20 分※見学のみ）静岡県静岡市

AM11:40

３．アプリイ中原店（20 分※見学のみ）静岡県静岡市

＜＜ ６．一般社団法人遊技産業健全化推進機構（以降、機構）による依存防止対策調査について ＞＞
開催日時

令和 1 年 6 月 25 日（金） 午後 1 時～午後 3 時

開催場所

TKP 上野駅前ビジネスセンター 6A

出席人数

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

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

開催概要
第 154 回不正対策研究部会・第 47 回不正対策勉強会 in 大阪

出席人数 部員 10 名､正会員オブザーバー参加者 2 名、

開催日時 平成 31 年 4 月 19 日（金）

日遊協 参加者 2 名、オブザーバー参加者 1 名、

午後 1 時～午後 5 時

合計 15 名

開催場所 大阪研修センター江坂 6 階 「会議室 C」
出席人数 理事 1 名、部員 8 名､正会員オブザーバー4 名、

第 160 回不正対策研究部会・第 49 回不正対策勉強会

賛助会員オブザーバー1 名、

開催日時 令和 1 年 10 月 25 日（金）

日遊協近畿支部 セキュリティ対策部参加者 11 名､

午後 1 時～午後 5 時

日遊協 参加者 6 名、オブザーバー参加者 1 名

開催場所 TKP 上野駅前ビジネスセンター 4A

合計 32 名

出席人数 部員 8 名､正会員オブザーバー参加者 3 名、
都遊協参加者 14 名、日遊協 参加者 6 名、

第 156 回不正対策研究部会

日工組参加者 3 名、オブザーバー参加者 1 名、

開催日時 令和 1 年 6 月 25 日（金）

合計 35 名

午後 1 時～午後 3 時
開催場所 TKP 上野駅前ビジネスセンター 6A

第 161 回不正対策研究部会

出席人数 部員 9 名､日遊協 参加者 3 名、

開催日時 令和 1 年 11 月 29 日（金）

オブザーバー参加者 1 名、機構参加者 1 名、合計

午後 1 時～午後 3 時

14 名

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、

第 157 回拡大不正対策研究部会・不正対策勉強会 in 長野
開催日

日遊協 参加者 1 名、メーカー組参加者 1 名、

令和 1 年 7 月 25 日（木）～26 日（金）

オブザーバー参加者 1 名、合計 12 名

開催場所 部会 株式会社アメニティーズ 本社 長野県東御市
ストアコンパリゾン 長野県上田駅近辺 長野県上田市

第 162 回不正対策研究部会

勉強会 上田情報ライブラリー 長野県上田市

開催日時 令和 1 年 12 月 20 日（金）

出席人数 部員 7 名､正会員オブザーバー12 名、

午後 3 時～午後 5 時

長野県遊技業協同組合 参加者 9 名、

開催場所 TKP 上野駅前ビジネスセンター 6A

日遊協 参加者 2 名、オブザーバー参加者 1 名、

出席人数 部員 6 名､日遊協 参加者 3 名、

合計 31 名
第 158 回不正対策研究部会

オブザーバー参加者 1 名、合計 10 名
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 1 年 8 月 23 日（金）

開催日時 令和 2 年 1 月 31 日（金）～2 月 1 日（土）

午後 1 時～午後 3 時

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

開催場所 TKP 上野駅前ビジネスセンター 8A

ストアコンパリゾン 静岡県静岡駅近辺 静岡県静岡市

出席人数 部員 9 名､正会員オブザーバー参加者 1 名、

部会 レイアップ御幸町ビル 貸会議室 静岡県静岡市

日遊協 参加者 2 名、オブザーバー参加者 1 名、

出席人数 部員 5 名､正会員オブザーバー2 名、

合計 13 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

第 159 回不正対策研究部会
開催日時 令和 1 年 9 月 25 日（水）

※ 令和 2 年 2 月 28 日（金）、3 月 27 日（金）開催の予定

午後 1 時～午後 3 時

であった不正対策研究部会は、コロナウイルスの為、開催を中止

開催場所 TKP 上野駅前ビジネスセンター 7A

した。

以上
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