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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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人事問題研究部会 活動の記録
リーダー ご挨拶
人事問題研究部会リーダーを務めています、株式会社ニラクの志賀です。
人事問題研究部会では、会員企業の人事担当者が集まり、人事全般について情報共有や
共同作業をしております。昨年度は、新卒採用活動や女性活躍推進、健康経営に関する情
報交換会の開催、法改正への対応等、人事部門が抱える旬な課題について情報共有を実施
いたしました。さらに、東京以外でも部会を開催し、他企業のホールやバックヤード、本社見学を
実施し、幅広い視点から有益な情報や気づきが得られるよう取り組んでいます。
また、この人事部会は、人事担当者ならではの悩みや相談を共有できる場でもあります。実際
に、会員企業から質問を頂き、各社の対応を情報共有させて頂き、社内提案に至っているケー
スもあります。部会では、実例を挙げながら質問や課題に回答しますので、議事録には載せられ
ないような発言もしばしば…。実はこれが人事部会の魅力・醍醐味でもあります。職業柄、守
秘義務は徹底しておりますので、どうぞ安心してご参加・ご相談ください。
今年度も上記の取り組みを継続しつつ、「個社ではできない、PCSA だからこそできる取り組み」
について研究を進めて参りますので、人事問題研究部会へのご参加をお待ちしております。

リーダー
志賀 健太郎
株式会社ニラク

部会の目的

PCSA の目的たる「社会に貢献できる人材の育成と働く人々の労働環境の整備を実現することを通じて、国民の豊かな余暇生
活を早期実現する。」の達成のため、次の目標を掲げる。
①パチンコホール企業に働く人々の労働環境の整備を通じわが国における雇用創出拡大を企図する。
②チェーンストア経営原則の教育実施を通じ、遊技業界の枠組みを越えた広く社会に貢献できる人材の育成・輩出を企図する。

第 19 期 活動計画
・定例研究部会（毎月 1 回、原則第 2 金曜日 午前 11 時～午後 3 時）
・日常業務にかかる人事関連諸問題の事例研究・情報共有
・労政時報勉強会 人事労務に関する勉強会。毎月テーマと担当部員を決めて開催。
・新卒採用情報交換会 会員各社新卒担当者による現状報告、手法の研究、講師
による勉強会
・女性活躍推進情報交換会 会員各社女性活躍推進担当者による現状報告、手法
の研究
・健康経営勉強会 クローズアップされている健康経営について学ぶ
・地方開催（年１～２回） ホール企業の本社や店舗を訪問

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
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第 18 期 人事問題研究部会 メンバー
担当理事
担当理事

城山 友朝

ミカド観光株式会社 常務取締役

リーダー

志賀 健太郎

株式会社ニラク

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）

リーダー・サブリーダー

部員(正会員)
長岡 敏之

株式会社ダイナム

塩田 英紀

株式会社ヒカリシステム

今井 宏行

夢コーポレーション株式会社

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）

三桝

株式会社 TRY&TRUST

川口

アメニティーズグループ（株式会社アメニティーズ）

久保 龍也

株式会社合田観光商事

小泉 和義

新山 靖之

株式会社セントラル伸光

優

治

株式会社三永

正会員企業オブザーバー参加
佐藤 千恵

株式会社セントラル伸光・コスト問題研究部会 リーダー

金子

株式会社ダイナム

鈴木 愛美

株式会社セントラル伸光

松木 美子

株式会社ダイナム

平

株式会社ワールド

谷口 敦史

株式会社ダイナム

峯瀬 京子

株式会社グランド商事・アドバンス

田中 真知子

株式会社ニラク

小山内 勝

株式会社ヒカリシステム

田島 里美

株式会社ニラク

浮ヶ谷 雄輔

株式会社ヒカリシステム

武藤 あかり

株式会社ニラク

土志田 拓郎

株式会社ヒカリシステム

水野 明彦

夢コーポレーション株式会社

前野 匡志

アメニティーズグループ(株式会社パンドラ)

上林 浩和

夢コーポレーション株式会社

武内 好努

アメニティーズグループ(株式会社パンドラ)

佐々木 忍

夢コーポレーション株式会社

佐藤 弘志

アメニティーズグループ(株式会社パンドラ)

高橋 由衣

夢コーポレーション株式会社

倉澤 康之

アメニティーズグループ(株式会社アメニティーズ)

沼田 梨奈

夢コーポレーション株式会社

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)

瀧澤 正博

夢コーポレーション株式会社

堀口 憲一

アメニティーズグループ(株式会社パンドラ)

河野 太介

株式会社 TRY&TRUST

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)

茂木

株式会社合田観光商事

鈴木 崇之

株式会社三永

永山 美貴枝

株式会社合田観光商事

酒井 勝美

株式会社三永

佐々木 渉

株式会社合田観光商事

酒井 友樹

株式会社三永

荒川 潤志

ミカド観光株式会社

岡本

株式会社晋陽

村瀬 洋太

ミカド観光株式会社

田原 久嗣

株式会社晋陽

堀田 英紀

ミカド観光株式会社

今吉 信明

株式会社晋陽

荒籾 伸一

株式会社加賀屋

前川 竹志

株式会社インターコスモス

敦

悟

隆之

晃

賛助会員企業オブザーバー参加
澤田 陽介

株式会社マースエンジニアリング

辻

株式会社マースエンジニアリング

雄亮
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PCSA 調査研究・経営分野アドバイザー
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

名豊観光株式会社 オブザーバー参加
山田 理菜 様

名豊観光株式会社

後藤 香代子 様

名豊観光株式会社

遠山 勇人 様

名豊観光株式会社

岩堀 友洋 様

名豊観光株式会社

伊藤 千浩 様

名豊観光株式会社

伊藤 華江 様

名豊観光株式会社

藤原

名豊観光株式会社

寺田 知恵子 様

名豊観光株式会社

鈴木 美枝子 様

名豊観光株式会社

中村 恵美 様

スパークスネットワーク株式会社

玉元

名豊観光株式会社

潤 様
伸 様

第 18 期 活動報告
＜＜ １．新卒採用情報交換会 ＞＞
昨今の危機的ともいえる新卒採用活動の厳しさを少
しでも改善するための手法やトレンド、状況などの情報
を新卒採用担当者同士が速やかに情報を共有し、新
卒採用の目標達成をアシストする事を目的として開催
している。
＜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～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 7 名、正会員オブザーバー
12 名、合計 19 名

＜概要＞
第１部 基調講演
講師：株式会社パフ
専門役員 田代 明久様（写真右上）
営業グループ 鬼丸 真希子様
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』

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

堀口 憲一 オブザーバー
アメニティーズグループ
株式会社パンドラ

・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
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・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

丸山 高弘 オブザーバー アメニティーズグループ 株式会社パンドラ（左）
鈴木 愛美 オブザーバー 株式会社セントラル伸光（右）

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。
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
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）
グループ A
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 ※自社の社員から人材の紹介、推薦を受けて採用すること。
・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。
グループ B
・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）
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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。
・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。
グループ C
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
・就職を反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。

酒井 友樹 オブザーバー
株式会社三永

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。
グループ D
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。

＜＜ ２．女性活躍推進情報交換会 in 愛知 ＞＞
政府の女性活躍推進に関する方針並びに
女性活躍推進法の成立に伴い、国内にお
ける女性活躍推進に関する取り組みは、活
発になってきている。PCSA 人事問題研究
部会では、女性活躍推進に係わる情報提
供および情報交換の場を提供し、各社の一
助となる事を目的としている。

＜第５回女性活躍推進情報交換会 in 愛知＞
開催日

令和 1 年 11 月 7 日（木）～8 日（金）

開催場所

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

出席人数

担当理事 1 名、部員 6 名、正会員オブザーバー12 名、オブザーバー（めいほうぐるーぷ）11 名、合計 30 名
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＜概要＞
第 1 部 託児所めいめい 訪問
会場：託児所めいめい（愛知県豊橋市）
担当者：名豊観光株式会社

保育課 課長代理

藤原 潤 様

人事課 係長 労務担当

鈴木 美枝子 様

１．施設概要
名称：めいめいあけぼの
所在地：〒441-8151 豊橋市曙町字若松 109-1
設置者：藤野 智洋
管理者：伊藤 千浩
開設年月日：平成 27 年 8 月 2 日
入所定員：30 名
対象児童：6 か月から就園前児まで
保育形態：定期、一時預かり保育
開園時間：全日 7:30~25:00
保育日：原則、年中無休
保育士：社員 6 名、パート 10 名
２．保育理念
「豊かな個性」「おもいやりの心」「生きぬく力」を育む、ぬくもりのある良質な保
育サービスを提供する。
３．保育方針

城山 友朝 担当理事
ミカド観光株式会社

子どもの安全と安心を基本として、自ら伸びる力を大切にし、成長と個性に応じた多様性のある保育をする。子どもの
目線で、豊な愛情を持って、ひとり一人の気持ちをしっかり受け止め、その主体的な活動を育む。子どもを中心に捉え、
家庭や地域との信頼関係を築き、環境を通して、人や物との関わりを大切にする。
４．料金プラン
半日プラン・1 日プラン・月極プラン(給食、おやつ代含む)土日祝日利用、遅番利用は無料。また、兄弟割もあり二
人目以降のお子様は保育料無料。
５．歴史
平成 20 年 11 月

めいめい飯村開園(定員 5 名)

平成 27 年 8 月

めいめい曙開園(定員 10 名)

平成 29 年 1 月

めいめいあけぼのと名称変更と共に企業主導型保育事業所として増設(定員 22 名)
平成 29 年 1 月

めいめい飯村合併の為閉園

平成 30 年 10 月

めいめいたはら開園(定員 5 名)

６．その他
・保育士比率 100% ・自園調理で給食を提供 ・離乳食にも対応
・いつでも子ども達の様子が確認できるカメラを設置
・要望多数の為、豊橋市内にもう一か所設置を検討中
第２部 講演
会場：めいほうぐるーぷ 本社（愛知県豊橋市）
テーマ：ダイバーシティ推進に向けた取り組み
講師：めいほうぐるーぷ 教育指導課

山田 理菜 様

内容：・成果・会社への貢献
・プロジェクト研修の内容
従業員満足度を上げ、顧客満足度をあげていく「人づくり」を担うリーダーが必

永山 美貴枝 オブザーバー
株式会社合田観光商事

要になった。
・「サポート」に徹すること
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・メンバーに起きた変化 実際例
・ダイバーシティ推進チームのこれから
ESCS で結果を残す、女性も結果を出せるという大きな変革、未来
を変えるきっかけ
・推進者として学び得たこと
挑戦の機会、学びの機会、支える仲間やロールモデルの存在
⇒ 会社では、全社活性化施策の一つとして女性活躍推進を捉えて
いる。
⇒ 会社として顧客満足（CS）と従業員満足（ES）の向上を目
指しており、性別に関わらず「人づくりを担うリーダー」を発掘・育成
するべく取り組んでいる。
⇒ 社内の推進活動や研修を通じて、女性従業員の意識が確実に
変化している（積極的に意見・発言するなど）。過去５年間で
店舗役職者の女性割合も着実に上昇している。
第３部 ディスカッション

佐々木 忍 オブザーバー
夢コーポレーション株式会社

4 グループに分かれてディスカッション、発表を行った。
会場：めいほうぐるーぷ 本社（愛知県豊橋市）
テーマ：１．めいほうぐるーぷ様の取り組みから、気付いた点、参考になった点（考え方・手法等を共有）
２．自社の取り組みにどう活かすか（制度面、教育面、等）

＜＜ ３．第 2 回健康経営勉強会 in 大分 ＞＞
＜講演＞
開催日

令和 2 年 2 月 13 日（木）

時間

午後 2 時 15 分～午後 5 時

開催場所

ビープラス・グループ株式会社（大分県大分市）

出席人数

部員 6 名、正会員オブザーバー3 名、合計 9 名

テーマ

アミューズメント会社が安全衛生優良企業の認定を取得した理由と今、そしてこれから
ビープラス・グループ様の健康経営および安全衛生体制の取り組みについて、ご担当者様よりご講演頂きます。(会
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社概要、企業理念、人材育成方針、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」取得により得られたこと
等)
講師

ビープラス・グループ株式会社 経営管理部 部長 佐藤 広一郎様
（右写真）

会場

ビープラス・グループ株式会社 本社 3 階 会議室

概要

１．ビープラス・グループ株式会社 概要
・大分 1 店舗、熊本 1 店舗、東京 1 店舗、沖縄 2 店舗、神奈川
1 店舗、計 7 店舗。
・従業員数 152 名、正社員 72 名、パート・アルバイト 80 名。
・自動車部品販売で創業、現在はパチンコを含む複数の業種に進
出。
２．安全衛生優良企業制度の取得まで、それ以降の歩み
2015 年 9 月 ４週６休から４週８休へ
2016 年 3 月 安全衛生優良企業公表制度の取得を公言

講師 佐藤 広一郎様
ビープラス・グループ株式会社

●安全衛生優良企業公表制度前の自社
・本社と店舗の質的な距離が近く、風通しが良い
・勢いがある
・競合他社と比較して、福利厚生は？
・採用難、勤続年数が短い、離職率が高い
⇒ 福利厚生の充実（公休日数増）の切掛けに
●2016 年 3 月の会議より
・認定を取得する目的は、企業価値を上げたい、対外的な活動に活かしていきたい
・国の認定を受け、リスクを取りながら進んでいく
・ワークライフバランスの見直し、労働生産性を向上によって、仕事に集中できる環境を
整えていく
・1 日 8 時間の仕事の中身を変える
・結果として業績が上がる
2016 年 7 月 従業員休憩所の分煙化開始
2016 年 10 月 安全衛生優良企業公表制度を申請
・福利厚生の充実、採用関連の数値改善へ
・安全衛生優良企業の認可取得の事例が少ない。
（2015 年 6 月から受付開始、申請時の認定企業数 16 社のみ）
・元々製造業や建設業を意識した制度のため、サービス業であるパチンコ業界で認定

川口 治 部員
アメニティーズグループ
株式会社アメニティーズ

を受ける際に「前例がない」という障害
・申請書類が非常に多かった

安全衛生優良企業（ホワイトマーク）とは
安全衛生優良企業とは、厚生労働省が認定するホワイト企業の証。
労働安全衛生法に沿って労働者の安全や健康を確保する対策に積極的に取り組み、高い安全衛生水準を維持・改
善していると認定された企業に与えられる。具体的には、従業員のワークライフバランスを充実させる事などがあげられる。
・労働安全衛生法等の違反はないか？
・労働災害発生はないか？
・優良企業としてふさわしくないことはないか？
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・安全衛生体制はできているか？
・安全衛生全般に取り組んでいるか？
・安全衛生活動を推進するための取組をしているか？
・健康保持増進対策をしているか？
・メンタルヘルス対策をしているか？
・過重労働防止対策をしているか？
・受動喫煙防止対策をしているか？
・安全でリスクの少ない職場環境の整備をしているか？
2016 年 11 月 ストレスチェック実施
・労働時間の抑制（見直し）
・リフレッシュ休暇（夏期、冬期連続 3 日以上の休暇）実施
・登山・ウォーキング（行事）開催
・ハラスメント研修、メンタルヘルス研修を開催
・相談窓口を本部に設置
・受動喫煙対策として、喫煙室を全店に設置
・ストレスチェックの実施
2016 年 12 月 安全衛生優良企業公表制度の認可取得
・毎月の安全や衛生にかんする会議の議事録提出が必須に
・メディア（テレビ、業界誌）への露出が増える。

小泉 和義 部員
株式会社三永

2017 年 1 月

安全衛生優良企業発表会に参加 ＠渋谷

2018 年 1 月

安全衛生優良企業発表会に参加 ＠福岡

2018 年 2 月

ストレスチェック実施

2019 年 11 月

安全衛生優良企業公表制度の認定期間修了

●良かった事
・会社の目指したい方向などが、全社に明確に伝わった。
・労働環境や福利厚生の改善の提案をしても良い、という雰囲気、実態になった。
・採用関連の数値は改善（採用数安定・離職率低下など）
しかし、W マークの貢献度は確定できず
・長時間労働の抑制、公休及び有給休暇を取得することへの理解が進んだ
●認定満了及び更新への懸念
・社内外共に、W マークというキーワードが挙がる機会が減る
・W マーク発表会の認知度や盛り上がり、企業間のつながりが期待通りではない
・以前に W マークを取得した企業が更新していないケースあり
・更新時に多数の書類を再度準備が必要
結論
⇒ 認定を取得する段階で既に良い影響は受けた
⇒ 今後、会社として取得前の状態に戻ることはない
⇒ 社内での W マークの役割は修了したのではないか
⇒ 同制度の更新はしないことを決意
＜ディスカッション＞
2 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

長岡 敏之 部員
株式会社ダイナム

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）
グループ１
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発表：・W マークの取得により従業員の意識が変わった。
・W マークの取得はプロセスが大切で、準備があれば知識が無くても大丈夫。
・働きやすさが社内風土として浸透しているので採用がしやすくなる。
・社内交流の増加が見込める。
グループ 2
発表：・W マーク取得

⇒ 従業員が改善提案をしても良いという変化があった。
⇒ 離職率の低下
⇒ 管理者の連休取得

・制度を整えた方が良い、という企業は取得すべき
・ストレスチェックやメンタルヘルス対応を開始できた。
＜店舗見学会＞
開催日

令和 2 年 2 月 14 日（金）

時間

午前 10 時 20 分～正午 12 時

開催場所

エルグラン明野本店（ビープラス・グループ株式会社）（大分県大分市）

出席人数

部員 6 名、正会員オブザーバー3 名、合計 9 名

概要

エルグラン明野本店（ビープラス・グループ株式会社）店舗見学、質疑応答

目的

ホール、事務所、バックヤード等を見学。その後、安全衛生、健康経営、その他人事問題に関する質疑応答。

質疑

店舗所属の従業員における正社員、パート・アルバイトの人数は？
女性制服のデザインは採用に好影響か？
W マークの取得前、取得後の変化は？
W マーク取得の際、現場でどう感じていたか？
店舗の役職の構成は？
パート・アルバイトの賃金と相場、採用への影響は？

＜＜ ４．RPA 勉強会 ＞＞
開催日

令和 1 年 6 月 14 日（木）

時間

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（東京上野）

出席人数

部員 8 名、正会員オブザーバー
8 名、賛助会員オブザーバー2 名、
アドバイザー1 名、合計 19 名

＜概要＞
テーマ：「RPA のはじめ方!! CREO-RPA
のご紹介」
講師：株式会社クレオ 様
ソリューションサービスカンパニー マー
ケティング統括部 RPA 推進グループ
柳沼 寛人 様

事業推進部 担当部長

山田 耕大 様

マーケティング統括部 事業企画部 RPA 推進グループ シニアマネージャー

本間 順和 様

マーケティング統括部 事業企画部 マネージャー

内容：
＜セミナーの目的＞
1．RPA とは何かイメージを持ってもらう
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2．市場状況を知ってもらう
3．CREO－RPA を知ってもらう
＜RPA とは＞
・RPA＝ロボティクス・プロセス・オートメーション
・パソコン上にソフトウェアのロボットを立ち上げ、決まった手順の事務処理を肩代わりさせる
技術。
・休まない、24 時間／365 日稼働
・間違えない、高い作業品質
・辞めない、無離職・無制限採用
・RDA では、マウス／キーボード操作を記録し設定する⇒パソコンを占有。
・RDA では、実行端末ごとにライセンス購入が必要⇒規模拡大に応じコスト増。
・RPA では、WEB や Excel は開発ツールで処理ができる⇒バックグラウンドで処理。

塩田 英紀 部員
株式会社ヒカリシステム

・RPA では、サーバーにロボットが存在⇒規模拡大で RDA よりコスト安。
＜導入展開と気をつける事＞
・展開イメージとして、導入計画で導入の意義を確認、全体のロードマップを策定、ロボット

の開発と導入では、トライアルとして、対象となる業務を選定、トライアル開発、結果評価をし、本格的な導入を準じ
展開する。
・なお、「10 体ルール」としてまずはロボットを 10 作成してその課題や本格導入時の運用ルールなどを模索、策定す
る。
・コスト削減にこだわりすぎず作業品質の向上や社員のストレス削減も狙うと良い。あまり削減できる時間やコストだけ
に注目しすぎてはよくない。
＜対象業務選定時のポイント＞
・RPA の対象業務を選ぶポイントは、複雑度が低く、要求される正確性が高く、承認を絡めた正当性の確認はなく、
業務の変更頻度はとボリュームは中程度。
・RPA と相性の良いシステムは、WEB や Excel やテキストファイルの転記（入力代行）、データ集計・出力、突合・
チェック、モニタリング、データ更新など。
＜RPA の市場動向＞
・RPA の導入状況においては、50％以上が検証中で本格展開中は 20％ほど。
・ロボット開発人材不足での課題は、対象業務の選定やシナリオの造り込みが最も多く上げられている。
・最も重要なのは自社内の人材育成。
＜デモンストレーション＞
・WEB サイトからのデータ抽出。
・Excel からシステムへ転記。
・人事業務に関するロボット。
・パチンコホール固有のロボット事例。
＜CREO－RPA サービスのご紹介＞
・従量課金で、初期費用無料、月額最低 6 万円、従量課金は月 20 時
間以上から発生し最低契約期間は 6 ヶ月。
・充実したサポート体制。
・RPA 管理ツールがセットとして提供される。
・高性能 OCR の Tegaki エンジン搭載の「CREO OCR」が利用可能。
質疑応答：
Q：1 シナリオ 1 ロボットなのか、何台ロボを作っても 20 時間を超えない限り
は 6 万円という事なのか。
A：ロボ自体を作るのは好きなだけ作れる。なお、ロボを作れるアカウントの同時
接続可能数が 1 となる。
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Q：Tegaki エンジンの利用料金の形態は？
A：月の固定費用は 0 円で、データの読み込みによって課金をさせて頂く。1 行の枠で 1 円、複数行の枠は 1．25
円、ボックス（郵便番号）という等間隔の枠は 1 枠 0．25 円、チェックボックスが 1 つで 0．25 円になる。
Q：人材育成が重要という事だったが、どのくらいの人材を投入するべきなのか。
A：顧客プロジェクト規模では 2～3 名が多い。中には 1 名システムに強い方が居る印象がある。また、無料の講習会を
十何名受けさせて、その中から最
適な方を選ぶという方式をとってい
る顧客もある。
Q：グーグルのツールなど、得意、
不得意なアプリを教えて頂きたい。
当社はグーグルに特化している。
A：グーグルの API を直接操作す
るようなステップもあるが、難易度が
高い。また、グーグルのスプレッドの
操作は得意ではない。座標指定が
HTML 形式なので安定しない。
OFFICCE の方は実績もある。な
お、開発言語はオリジナル。
Q：クラウドなのかローカルなのか。
A：サーバーにデータ等があるが、実際に動くのはローカル。ただし、ローカル 1 台から又別のローカルを操作するような
RPA を組み込むことも可能。
Q：当社の使用している他社製のツールを操作することは可能なのか。
A：お客様のローカルマシンで操作するようなものであればすり合わせた上で操作は可能だが、他の取引先のサーバーと特
殊なツナギ方をして作業をするとなれば難易度が高くなる。

＜＜ ５．戦略人事ツール「ヒトマワリ」 プレゼンテーション ＞＞
開催日

令和 1 年 10 月 11 日（金）

時間

午前 11 時～午前 11 時 30 分

開催場所

TKP 上野駅前ビジネスセンター 6A（東京上野）

出席人数

部員 9 名、合計 9 名

＜概要＞
テーマ： 戦略人事と弊社サービス【ヒトマワリ】の有用性について
講演： 株式会社グローバンス様

代表取締役社長

坂出 雷太 様
シニアコンサルタント

清水 琢斗 様

シニアコンサルタント

中村 健志 様

内容：
戦略人事とは、今までは管理委業務を行ってきた人事部門を経営者のパートナーとして動けるようにする仕組みで、徐々
に日本に広まってきている。戦略人事は重要だと認識されているが、機能していないのが大部分。近年、労働人口の減
少、働き方改革によって多様性などに対応、企業の優位性を持つ為にも戦略人事が非常に重要になる。
戦略人事には、原因指標と結果指標が必要不可欠で双方の因果関係がポイントになる。どちらかだけを考えては根本
的な解決にならない。従って戦略人事には人財データが必要不可欠。これまでの管理手法では、それぞれのデータがその
場や事業所ごとにバラバラに管理されている。従って、データを探す、まとめる、加工、分析に時間がかかる。更に、この状
態だと、各データの属人化が発生してしまう。それを一元管理する事がヒトマワリには出来る。従って業務効率化が望め
る。
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ヒトマワリの強みは、HDRP と呼ぶ人材データベー
スの便利データを統括したものが提供できること。
様々な便利ツールを統合する事で、連携が可能
になる。ヒトマワリは、人事の方々が使うツールと
みられがちだが、経営者や事業部門も使用する
事が出来る。ヒトマワリから、原因指標と結果指
標を出すことが出来る。機能的には、人事台帳
をヒトマワリは持つ。通常の項目以外にもカスタマ
イズ項目として複数の項項目が追加可能。様々
な分析に対して、エクセルではなくヒトマワリで、極
端な話アルバイトでもデータを抽出できる。
更に人材採用の採用管理も可能。入社後の履
歴まで紐づけられるので、離職率と採用経路の

中澤 直樹 部員
アメニティーズグループ 株式会社アメニティーズ

関連付けも可能。また、人事データに紐づいた組
織シミュレーションや、人事台帳で管理する事から
従業員単位で権限をカスタマイズする事も可能。

また、評価の割合や男女比率を簡易に取り出す事や、従業員の評価、面接、アンケートを含めて、発信、集計する事も
出来る。また、アンケートでは従業員の回答が埋もれがちだが、アラート機能で取り出すことも可能。更に従業員の個人情
報、住所や振り込み口座などが権限に基づいてスマホからも更新できる。更に、将来の組織シミュレーションによって、何年
後にどのような組織構成になるかが分かる。なお、このヒトマワリは、革新ビジネスアワード 2019 で受賞している。
質疑応答：
Q：人事生産性や労働分配率は出せるか？
A：現段階ではできないが、お客様のカスタマイズによって可能になる。
Q：評価を事業所ごとにカスタマイズできるのか。
A：事業所ごとでもカスタマイズ可能。
Q：システム管理者、または店舗独自の「評価に反映しない」コメントなどには対応できるか。
A：可能。エクセルを回す事が可能。評価自体は、ワークフローの中で入力が出来る。
Q：リクナビとは連携できるのか。
A：一括で変換取り込みが可能だが、自動ではない。
Q：組織シミュレーションでは、適正検査を実施した人物をある店に移動させたらどうなるかは分かるのか。
A：適性検査の反映は現在開発中の機能で来年 4 月に実装予定。
Q：当社にはそういったデータがなく評価も毎年変化している。
A：すでにヒトマワリを導入済み企業は、ほとんどがデータがそろっていなかったが、今後の事を考えて、ここからスタートして
いるクライアントが多い。
Q：評価や相性などを考慮してシフトを自動的に作る機能があれば面白い。
Q：先行しているシステムとの違いは？
A：既存のシステムはツール型が多い。某システムを導入している企業に聞くと、評価管理のツールとして使っている。ヒトマ
ワリは、根本的に人財台帳が基本になっており、そこにツールが連携している。ツール特化になるとデータが統一化されない
ので、情報の一元化に結び付かない。例えば、某システムでは役職の変更履歴を残せない。
Q：導入企業の業種や人数の傾向は？
A：業種の偏りはない。200～500 名の会社がボリュームゾーン。1000 名以上もある。一方、100 人以下では従業員
の把握が出来ているのでニーズがないのではと感じている。

＜＜ ６．人事問題研究部会 質問コーナー ＞＞
部員各社の懸案事項等を部会に持ち寄り、各社の対応等を情報共有している。
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＜4 月 新卒採用入社人数アンケート＞
2019 年 4 月の新卒採用について、部会内でアンケートを募集、6 社より回答を得た。
なお、質問項目は以下の通りとなる。部員からは、地元高卒の採用が製造業と競合し
て難しくなっている、全国転勤可能な新卒は都会より地方の方が取りやすい、などの情
報が共有された。
Ｑ：2019 年 4 月 新卒採用について
Ｑ１：採用目標人数は何人か？
Ｑ２：実際の採用人数は何人か？
Ｑ３：新卒採用の男性と女性の人数は？
Ｑ４：学歴別での割合は？（大卒、短期、専門、院卒 etc）
＜4 月 労使アンケート＞
2019 年 4 月の労使交渉について、部会内でアンケートを募集、3 社より回答を得た。

久保 龍也 部員
株式会社合田観光商事

なお、質問項目は以下の通りとなる。
Ｑ：今年の春闘における労組からの要求と会社回答について
Q１．労組からの要求内容
Q２．会社からの回答内容

＜５月 労働時間・残業時間・休暇調査アンケート 2019 アンケート 分析＞
・過労死問題に端を発して、労働時間の短縮、厚生労働省の法令改革などが開始された。
・各社労働時間集計サマリーを素材に検討、分析した。
＜概要＞
・1 店舗当たりの正社員は、7～14 人。
・1 店舗当たりの正規＋非正規人数は、14～24 人で平均 20 人程度。
・会社規定による月当たり所定労働時間は、155．9～173．8h。以前は 170h が平均値だった。
・会社規定による年間所定労働時間は、1871～2085h。およそ 2000h が平均値。
・会社規定による 1 日あたり所定労働時間は、7．50～8h。
・年間所定休日数は、91～117 日。
・年間の総残業時間は、平均すると 100～150 時間。飲食などと比較すれば少ない数値。
・年間の総労働時間は、有休を含めているかいないかのちがいがあるが、およそ 2000h が平均値。
・年間の所定労働時間＋残業時間では、2100h 程度。
＜残業時間削減＞
・残業自体は多くない。36 協定の 45 時間を遵守するためにアラートを出して業
務の割り振りを再検討、対応している。サービス残業の実態把握のために PC のロ
グオフ時間と退勤時間の比較、30 分以上は上長にアラートを出している。
・閉店後、即退店。閉め作業と開店作業を翌朝に実施する実験をしている。
・他業種では、夜残業から朝残業に切り替えることで、成果が上がっている。不要
な残業が減る。残業時間自体も半減、夜残業の割増賃金が削減された。
・朝の人員の手配はどうなのか。⇒全員が出るのでなく、必要な人だけが早朝出
る。
・清掃はどうするのか。朝清掃は人が集まらなかった。⇒営業時間中に清掃出来
るとこは清掃して、営業時間に出来ない所の清掃だけを朝に回している。
・他業種で問題になったのは、お金の計算。それを銀行に「数えずに」渡して計算し
てもらっていた。誤差が出た際の「発覚までの時間のずれ」でどれだけリスクが増
加するのか確認したがほとんど変わらなかった。
・残業無しで当社店舗は 11 時 30 分まで。朝にお金の計上をするのは良いア
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イデアなので早速部下に指示を出した。清掃も朝に実施している。
＜その他＞
・打刻して建物を出るときの退館履歴を比較して、15 分以上だとサービス残業として
指摘、注意している。また余計な仕事をそぎ落として残業時間を減らしていきたい。
・SM の滞在時間を AM6 時～PM3 時とすることで労働環境が改善される。評判も
良い。
・閉店後、夜の現金精算を朝にするのは非常に魅力的。時間がだらだらと延びないと
いうメリットがある。
・リアルタイムで数値を確認できる勤怠システムに変更したい。
＜６月 育休からの復帰後、①フル出勤者と②時短勤務者について、何らかの待
遇差があるか？＞
時短勤務者の復帰に際して、時短分の給与を控除をする対応を考えていたが、

佐藤 千恵 コスト問題研究部会 リーダー
株式会社セントラル伸光

社内から、「短縮なしで復帰した社員がいるのだから、時間分の減額だけで公
平と言えるのか？」「フル出勤者に報いてあげたい」という意見があり、他社規定
や事例を収集している。

＜意見＞
・時短勤務者の給与を、時短分控除額を超えて下げることは、法令違反。
・子育てしているのにフル勤務だという点を評価したいという気持ちは心情的には理解できる。
しかし、もともとフル勤務で入っていて、育休から戻ってきて再度フル勤務というのは、元に戻っているだけであり、もっとも平等と
考えられる。
・フル勤務者に対しプラスの処遇をすることは、時短勤務を抑制させる動きと捉えられ、法令違反と解釈される可能性が高い。
・フル勤務の方に、役員が感謝の言葉を伝えるのが良い。
＜他社事例＞
時短勤務および時間帯限定勤務（早番限定、等）について下記事例が挙が
った
・時短勤務に対しては、「時短分の給与控除」の回答がほとんど。
・フル勤務に対しては、「復帰前と同様」の回答がほとんど。
・育休前に早番遅番で働いており、育休からの復帰後は早番のみ、その後、早
番遅番に「通常より早く」復帰した場合は、ひよこ休暇（特有給）をあげてい
る。使える期限は２年間。
・早番と遅番の両方に入っている人への手当てがあり、早番限定だとその定額の
手当が外れる。
・限定社員制度があり、通常の社員とは賞与テーブルを変えている。
＜７月 拡大人事問題研究部会 in 大阪 質問コーナー＞
Ｑ１

社員教育に関して（社会人的教育）
業務以外の社会人的知識（簡単な税の仕組み・社会保険の仕組
み）の教育は、他の企業ではどのように行われているか？アルバイトス

荒川 潤志 オブザーバー
ミカド観光株式会社

タッフからの質問に対して全く答えられず、本社に返答を仰ぐケースが散見される。業務的・業界的・地域的に狭い
範囲でしか日常生活を送っていない事が原因であるのか。本人の意識の問題でもあろうが、他社では特別な取り
組みをされているのか？
Ａ

人事労務知識の学習を昇級時や通常の学習に含めて対応しているとの回答が複数社よりあった。一方、中途半端
な知識で対応されるよりは、本部に問い合わせてもらった方が後のトラブルの原因にならないという意見もあった。

Ｑ２

不正問題が発覚した時の再発防止のための周知徹底方法
店舗まで告知するか？実名で告知するか？

Ａ

実名の公開する会社はなかった。なお、不正の詳細は、公開する企業と公開しない企業に分かれた。公開しない企
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業は、詳細を公開してしまうと真似をする社員が出るのではという危惧が
あった。また、内部不正対策について、常に監査やダブルチェックなどで厳し
いチェック体制を敷いている事例などが説明、情報共有された。
Ｑ３

男性の育休取得について
【背景】
インクルージョン＆ダイバーシティや女性活躍推進が叫ばれて久しいが、
今後のダブルケアの問題や子育て世代の女性が社会に出て働くには、
配偶者の育児・介護への参画、積極フォローが必須だと思う。
【質問内容】
①男性従業員の育児休業取得状況や制度の整備状況について
②賃金補償や特別有給化など、男性の育児休業取得の促進策として
会社として行っていること
③くるみん取得やイクボス宣言などを利用した外部発信と社内へ向けた
会社の姿勢についての発信状況など。

Ａ

佐々木 渉 オブザーバー
株式会社合田観光商事

各社の男性社員育休取得の現状を共有した後、給付金が満額でない、
戻ってきた時を考えると不安という社員側の意見と、実際に育児を手伝っているのかわからないなどの会社側の懸念が
述べられた。ある企業では、家族や奥様から「何を手伝ってもらったか」というレポートを出して頂きイントラネットに公開
しているとの報告がされた。また、育休で負担の掛かる「育休をした人の在籍する店舗のスタッフ」になにがしかの支援
をしている企業もあった。

Ｑ４

メンタルヘルス対策
①うつ病になった社員への対応について、各社どうしているのか。
弊社のアルバイトの休職期間が 1 ヶ月のため、その後は自然退職となる。
休職期間について各社の対応をお聞きしたい。
②従業員用の相談窓口の設置についてまた従業員の利用状況について
※弊社も相談窓口を設置しているが利用がほとんどない。各社の相談窓口は外部なのか自社なのか。

Ａ

各社の休職期間を確認。勤続年数により１ヶ月から最長 1 年半までと幅広く、欠勤からすぐに休職にシフトする会社
や、相談や有休消化などを駆使する会社などの情報を共有した。

＜９月 人事問題研究部会 質問コーナー＞
Ｑ１：消費税増税に対してどう対応しているか？ 人事的
An：10 月以降に購入した定期代を申請させている。また、次回以降から通勤費を改定すると通知。
An：社宅の自己負担分（駐車場代、レオパレス管理費）の消費税増税分
は自己負担と通知。
An：実費があがればそれに対応している。
An：前給の手数料の変更等を案内予定。
An：定期と切符はアナウンスする可能性あり。
An：車は年 1 回しか更新していないので増税分は来年から対応する。
An：システムの改修の進行を確認している。
An：取引先とのやり取りでもらう領収書に関して周知している。
Ｑ２：有給休暇取得について
Q：① 職種別取得状況、② 5 日付与義務付け対策 取得ルール、③ 有
給管理方法の資料を頂きたい。
当社状況 ① 社員６日以上全員取得 その他の職種：本人の申出により
取得 お子さんの看病等が多い
② 下期実施にむけ、ルール決め

③ 有給ママという簡易なソフ

トのため、見直し必須
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An：１．資料送付
・人事問題研究部会 議事録抜粋 20190308
・04-B_有休休暇５日取得
・04-B2_有休休暇５日解説
２．労政時報 3959 号 記事
・特集 1 年休の取得促進策 ・企業事例年休督促新の取り組み ・実務に役立つ法律基礎シリーズ 年次有
給休暇 他
３．労政時報 3975 号 記事
・特集 1 2018 年度労働時間総合調査 ・特集 2 平成 31 年 4 月施工 年 5 日の年休取得義務への対
応 ・実務解説 企業の実態に合わせた年休取得促進策のポイント 他
Ｑ３：定年退職後の再雇用制度について
Q：定年退職後の再雇用制度について、過去の資料。
2018 年 3 月時点、最大 70 歳までの嘱託社員延長について。
70 歳を超えて継続雇用している企業はいるか？
当社状況 65 歳定年 70 歳まで 1 年更新の嘱託契約
※パートさんも 70 歳上限
An：定年の年齢を段階的に引き上げている最中。元々は 60
歳を今は 62 歳、今後は 5 年くらいかけて 65 歳まで上げる予
定。基本給は維持、転勤に絡む手当はなしで面談を実施して
いる。現在 65 歳を超えている社員はいないがアルバイトであれ
ば 70 歳が在籍。契約更新の際に健康状態などを尋ねている
An：60 歳が定年。65 歳まで嘱託。それ以降は時給となる。
An：定年 60 歳。再雇用は嘱託が何名かいる。給与は下がる。
明確なルールではなく個別対応に近い。
An：準社員は 70 歳までが上限。正社員は現状 60 歳定年。

志賀 健太郎 リーダー
株式会社ニラク

定年後は 1 年ごとの契約更新。元が本社勤務でも、更新して
近くの店舗庶務などに行く方もいる。清掃には 65 歳を超えてい
る方は多いが、ホール業務では 54 歳位が一番上。

An：社員の定年 60 歳、再雇用で 1 年ごとの契約。パートは 65 歳を上限。清掃担当だけは 70 歳までとしている。一方、
店舗からは上限を上げてくれという要望もある。5 年前までは特に制限をしておらず 82 歳が在籍していた。
An：社員 60 歳定年で、65 歳まで継続雇用。人によっては 65 歳以降も 1 年契約で在籍する方もいる。PA は、有期雇
用は定年無し。無期雇用は社員と同じ。店舗には 7１歳のアルバイトも在籍しており健康状態を確認している。
＜10 月 人事問題研究部会 質問コーナー＞
Q１：健康保険について
現在協会けんぽに加入しているが、組合健保に加入は今の時代にあっているのかどうか、相談したい。
前職で協会けんぽから組合健保に移管をし法定福利費用の削減はもちろんのこと、社員への恩恵も多く、メリットのほ
うが多かったのですが最近はどこの組合健保も経営難に陥っていると聞いている。各社のけんぽの状況等をお聞きしたい。
A：関東百貨店健康保険組合に加入、現状赤字。ヤマダ電機やトイザらス、シマムラなども加盟。
A：関東百貨店健康保険組合に加入を打診したところ、ぱちんこ業界は現在入れないと言われた。
A：以前に話のあった、アミューズメント業界の健康保険は、厚生労働省に申請を出している最中と思われる。料率は現在
不明。
A：現状、協会健保に加入。特に問題はない。
Q２：自転車保険についてについて
各社の自転車保険に対する対応をお聞きしたい。
A：自転車、徒歩は、実費がかかっていないので交通費は支給していない。
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A：2 年前から自転車保険加入を必須とした。個
人賠償保険で 1 億円以上が条件。
A：自転車を使用した業務上の事故では、個人賠
償保険は使えない。
A：自転車保険の補償内容を確認するための書類
確認が非常に煩雑。また、自転車軸の保健（盗難、
破損）と人間軸の保健（対人、自分）がある。
A：新規でかけてしまった方が正直問題が少ない。
A：年に 1 回、必ず確認している。
A：店舗や本社に自転車で来る場合は確認できる
が、最寄り駅まで自転車の場合は、確認しないとい
けない。

上林 浩和 オブザーバー 夢コーポレーション株式会社（左）
窪田 裕史 オブザーバー アメニティーズグループ
株式会社アメニティーズ（右）

A：自転車通勤は非常に少なく 5 店舗に 1 人の割
合。
A：新卒採用で運転免許証を取らずに自転車通
勤も増えてきている。

＜11 月 拡大人事問題研究部会 in 大阪 質問コーナー＞
Ｑ１-１：女性活躍推進に取り組んだ効果としてどのようなものがあるか。
経緯・背景：女性活躍推進の取組は各種あっても、成果として捉えられるものが少ないため
Ａ１：

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

Ａ２：

制度ではなく、会社の本気度が示されたという成果があったと考える。

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

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

Ａ２：

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

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

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

Ａ２：

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

＜12 月 人事問題研究部会 質問コーナー＞
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必要。

Ｑ２：インターンシップ時の給与、雇用契約
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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。

新山 靖之 部員
株式会社セントラル伸光

＜＜ ７．労政時報勉強会 ＞＞

人事労務総合誌「労政時報」を参考に、都度対応すべき法律改正の内容と詳細を確認し、具体的な対応策等の情報を共有し
ている。下には、第 17 期で確認した項目を挙げている。
＜5 月＞ 「給与日払い、週払い対応」、「別部門＆別会社への人事異動・管理」
＜給与日払い、週払い対応＞
・各社の実施状況
・前給実施。（3 社）
・2 年ほど前から、準社員のみ。（2 社）
・半年前から。（1 社）
・働いた分から前給（上限 3 万円）が支払われる。月給時にはおろした分引かれて支給される。
・1 回毎に 500 円程度の手数料がかかる。
・採用業者からは、アルバイト・パート希望者が仕事を探す検索時に「日払い・週払い」を検索条件に含めていることが
非常に多いため、「アルバイト募集時の必須条件」と言われている。
・利便性から毎回利用する者もおり、ある種、“離職防止”にも役立っている。
・勤怠状況は、翌日締めで対応会社にデータを流さないといけない。
・当社では、実績額の 50％から利用できる。3 万円稼いだら半分までおろせるとか、社保に入っている人の場合は社
保分を確保した上で余剰分を下ろせるように制限はしている。
・大学生のアルバイトには喜ばれるかもしれない。
・一方、前給を継続的に利用しているスタッフは、お金の使い方の計画性に問題がある可能性がある。そこは注意した
い。不正につながる可能性がある。
・囲い込みのツールとしては面白いかもしれない。
・代行業者（きらぼし銀行等）が立て替えをしているのか、拠出した金額から出しているのか。⇒形状としては立て替
えに見える。⇒代行業者は金融特許を持っており、法的な問題はない。銀行口座に会社からお金を預けている。
・社員を対象としていないのは、倫理観の問題。
＜別部門＆別会社への人事異動・管理＞
例：パチンコ、カラオケ、シネマ、ボーリング場、飲食 etc
・店舗と本社での行き来で処遇は変わるのか。
出席者に確認したところ、
「処遇を変更する（定められた手当額を変更等）」
「一定期間を設けて変更する企業（スキル習得できない場合は降格）」
「異動しても処遇は変わらない」

- 21 -

人事問題研究部会

PCSA 研究部会・研究会・プロジェクトチーム 活動の記録 2020
「店舗と本社で、行き来が無い」という意見があった。
＜7 月＞ 「大規模災害時の行動基準」 ※拡大人事問題研究部会 in 大阪
東日本大震災から、平成 28 年熊本地震、平成 30 年 7 月豪雨（西日本豪雨）、
平成 30 年北海道胆振東部地震など、昨今の大規模災害にどのように対応すべきか、
また、災害以外のリスク（感染症、火災、政治的・軍事的危機など）についてどのよう
に対策をするべきか、各社事例共有や人事専門誌の記事をもとに勉強会を開催した。
労政時報記事（3915 号 多様化する災害リスクへの企業対応の基本）を参考に、
大規模災害等のリスクに対して、どのように対応すべきか、各社の事例を共有した。
従業員の安否確認方法では、役員の行動を把握しているか？ 全従業員の安否確
認に導入しているシステムの概要、コストなどが説明された。参加者からは安否確認の
回答までに掛かる平均時間や回答の割合、100％の安否確認までにかかる時間、出
張先での被災への対応などの質問がされた。また、緊急時の物資供出や帰宅困難者
への対応などについては、現場の判断に任せる企業が多かった。なお、緊急時の給与

村瀬 広宣 オブザーバー
株式会社つばめエイジェンシー

計算や支払い方法については、銀行が物理的に営業していない状況では、設問自体
が意味をなさない事に言及しつつ、アナログで計算や現金での支払い、とりあえずは先
月給与との同額を支払い、後日調整するなどの対応策、意見が出された。また、災害

訓練について各社の実施状況が共有された。
また、事例紹介として、株式会社ダイナム 法務リスク管理部の金子敦氏より、同社の危機管理体制について説明、解
説がされた。中でも営業中の判断基準については具体的な項目が決定されており、現場の店舗責任者の判断を助けて
いると述べた。一方、津波に関しては、発生から津波到達への時間が非常に短いため（ケースによっては 10 分以内）、
各社の判断基準等を聞く場面もあった。
＜８月＞ 「人件費削減施策」
・コストの高い人件費、更に人手も足りていない、どうすべきか。
・各社の状況を比較する為に、人件費の勘定科目や労働指標を事前アンケートや「労政時報」の記事をもとに確認。
＜意見１＞
「採用教育費の削減」
＜現状、理由１＞
・パチンコ業界における新卒採用に係る費用 200～400 万円。
・合同説明会や媒体費用、研修費などにかなり掛かる。合同説明会への参加回数や取引先の提示金額が妥当か
（相見積もり）等、再検討が必要。
・新卒採用で、入社前と入社後のギャップが退職の理由となっている。入社前の施策を再度検討すべき。
＜意見２＞
「制服費用の削減」
＜現状、理由１＞
・コスト高な制服は本当に必要なのか。シンプルな制服で毎日清潔な方がコスト低めで良い。
・冬服、夏服と 2 種類用意しているが、通年で使用できるように改善策を検討。
・退職者の制服の再利用で経費削減。
・制服クリーニングや制服自体にかかるコストを見直すべき。
＜意見 他＞
・本社人員の見直し削減。
・手当や交通費などの見直し。
・閉店後の作業を次の日の朝方に持ってくることで深夜割増の削減。
＜９月＞ 「従業員の受動喫煙対策」
＜概要＞
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健康増進法の一部を改正する法律の改正の趣旨は、望まない受動喫煙をなくすこと。多数の人が利用する施設等
における喫煙の防止策では、パチンコホールは、多数の者が利用する第二
種施設に相当する。その為、原則屋内禁煙、または喫煙可能な場所であ
る旨を提示する事により店内で喫煙可能のどちらかとなる。従業員に対する
受動喫煙対策では、20 歳未満が喫煙可能場所に立ち入りをさせないよう
にする。また、従業員を募集する際にはどのような受動喫煙対策を講じてい
るか、募集や求人申し込み時に明示義務が課される。
＜意見＞
・本社では紙巻きたばこを禁止、加熱式のみ許可。また、吸わんデーを設
定、加熱式タバコも禁止。来年 4 月には、店舗でも紙巻きたばこを禁止。
喫煙室がある店は風量規制などで今後順次対応していく。
・店舗では、喫煙室はあるが、紙巻きは禁止、加熱式タバコのみ可能。
・大きめな店舗では休憩室で対応可能だが、中には休憩室自体がない場
合もあり対応に苦慮している。

前川 竹志 オブザーバー
株式会社インターコスモス

・バックヤードの休憩室に喫煙室がある。
・喫煙室、ブースを完全密室にするのはいろいろ問題があるので、ガラスを
多用すると良い。

・20 歳以上でも受動喫煙を嫌がる人が出てくれば、この 20 歳以下と同様の対応を考えざるを得ない。
・グループ企業のカラオケボックスでは、飲食と喫煙が狭いスペースで困難になった為対応に苦慮している。
・今年の 4 月に発足した「禁煙推進企業コンソーシアム」に、6 月に加盟した。入会時約 15 万円、イベントのたびにか
かる費用を参加者で按分する形態。様々な各社の対応事例を共有出来る。
＜12 月＞ 「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。
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【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。

＜＜ ８．労働時間等アンケート ＞＞
・過労死問題に端を発して、労働時間の短縮、厚生労働省の法令改革などが開始さ

荒籾 伸一 オブザーバー
株式会社加賀屋

れた。
・各社労働時間集計サマリーを素材に検討、分析した。
＜概要＞

・1 店舗当たりの正社員は、7～14 人。
・1 店舗当たりの正規＋非正規人数は、14～24 人で平均 20 人程度。
・会社規定による月当たり所定労働時間は、155．9～173．8h。以前は 170h が平均値だった。
・会社規定による年間所定労働時間は、1871～2085h。およそ 2000h が平均値。
・会社規定による 1 日あたり所定労働時間は、7．50～8h。
・年間所定休日数は、91～117 日。
・年間の総残業時間は、平均すると 100～150 時間。飲食などと比較すれば少ない数値。
・年間の総労働時間は、有休を含めているかいないかのちがいがあるが、およそ 2000h が平均値。
・年間の所定労働時間＋残業時間では、2100h 程度。
＜残業時間削減＞
・残業自体は多くない。36 協定の 45 時間を遵守するためにアラートを出して業務の割り振りを再検討、対応している。
サービス残業の実態把握のために PC のログオフ時間と退勤時間の比較、30 分以上は上長にアラートを出している。
・閉店後、即退店。閉め作業と開店作業を翌朝に実施する実験をしている。
・他業種では、夜残業から朝残業に切り替えることで、成果が上がっている。不要な残業が減る。残業時間自体も半減、
夜残業の割増賃金が削減された。
・朝の人員の手配はどうなのか。⇒全員が出るのでなく、必要な人だけが早朝出る。
・清掃はどうするのか。朝清掃は人が集まらなかった。⇒営業時間中に清掃出来るとこは清掃して、営業時間に出来ない
所の清掃だけを朝に回している。
・他業種で問題になったのは、お金の計算。それを銀行に「数えずに」渡して計算してもらっていた。誤差が出た際の「発覚
までの時間のずれ」でどれだけリスクが増加するのか確認したがほとんど変わらなかった。
・残業無しで当社店舗は 11 時 30 分まで。朝にお金の計上をするのは良いアイデアなので早速部下に指示を出した。
清掃も朝に実施している。
＜その他＞
・打刻して建物を出るときの退館履歴を比較して、15 分以上だとサービス残業として指摘、注意している。また余計な仕
事をそぎ落として残業時間を減らしていきたい。
・SM は AM6 時～PM3 時でだいぶ快適。夜の現金精算を朝にするのは魅力的。
・リアルタイムで数値を確認できる勤怠システムに変更したい。

- 24 -

人事問題研究部会

PCSA 研究部会・研究会・プロジェクトチーム 活動の記録 2020

開催概要
第 181 回人事問題研究部会

開催場所 TKP 上野駅前ビジネスセンター 8A

開催日時 平成 31 年 4 月 12 日（金）

出席人数 部員 8 名、合計 8 名

午前 11 時～午後 3 時
開催場所 PCSA 会議室

第 187 回人事問題研究部会

出席人数 部員 8 名、合計 8 名

開催日時 令和 1 年 10 月 11 日（金）
午前 11 時～午後 3 時

第 182 回人事問題研究部会

開催場所 TKP 上野駅前ビジネスセンター 6A

開催日時 令和 1 年 5 月 10 日（金）

出席人数 部員 9 名、合計 9 名

午前 11 時～午後 3 時
開催場所 PCSA 会議室

第 188 回拡大人事問題研究部会・女性活躍推進情報交換会 in 愛知

出席人数 部員 9 名、正会員オブザーバー1 名、合計 10 名

開催日時 令和 1 年 11 月 7 日（木）～8 日（金）
開催場所 めいほうぐるーぷ 本社、託児所めいめい、

第 183 回人事問題研究部会・RPA 勉強会

夢コーポレーション株式会社 本社会議室

開催日時 令和 1 年 6 月 14 日（木）

出席人数 担当理事 1 名、部員 6 名、

午前 11 時～午後 3 時

正会員オブザーバー12 名、

開催場所 TKP 上野駅前ビジネスセンター 6A

オブザーバー(めいほうぐるーぷ)11 名、合計 30 名

出席人数 部員 8 名、正会員オブザーバー8 名、
賛助会員オブザーバー2 名、アドバイザー1 名、

第 189 回人事問題研究部会

合計 19 名

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

第 184 回拡大人事問題研究部会 in 大阪

出席人数 部員 8 名、正会員オブザーバー1 名、合計 9 名

開催日時 令和 1 年 7 月 11 日（木）～12 日（金）
開催場所 ダイナム大阪統括事務所、晋陽グループ本社

第 190 回人事問題研究部会・第 12 回新卒採用情報交換会

出席人数 部員 7 名、正会員オブザーバー8 名、

開催日時 令和 2 年 1 月 17 日（金）

賛助会員オブザーバー1 名、合計 16 名

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、

第 185 回人事問題研究部会

合計 19 名

開催日時 令和 1 年 8 月 2 日（金）
午前 11 時～午後 3 時

第 191 回拡大人事問題研究部会・健康経営勉強会 in 大分

開催場所 TKP 上野駅前ビジネスセンター 4A

開催日時 令和 2 年 2 月 13 日（木）～14 日（金）

出席人数 部員 4 名、正会員オブザーバー1 名、合計 5 名

開催場所 ビープラス・グループ株式会社（大分県大分市）
出席人数 部員 6 名、正会員オブザーバー3 名、合計 9 名

第 186 回人事問題研究部会
開催日時 令和 1 年 9 月 13 日（金）

※ 令和 2 年 3 月 13 日（金）開催の予定であった人事問題研

午前 11 時～午後 3 時

究部会は、コロナウイルスの為、開催を中止した。
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