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PCSAアクションレポート（理事会）
平成28年3月版

3月拡大理事会
開催日時

平成28年3月25日（金）

開催場所

PCSA会議室

午後4時から5時30分

金本

朝樹代表理事・佐藤

加藤

英則副代表理事・齊藤

合田

康広理事・荒籾

伸一理事・小中冨

金光

淳用理事・志方

崇理事・城山

中島

基之専務理事

川辺

悦史監事・宮村

牛島

憲明アドバイザー・藤田

オブザーバー出席者

公平副代表理事・大石

明徳副代表理事

周平副代表理事
均理事・石川

直史理事

朝春理事代理

（13名）
伸輔監事・森

治彦法律問題研究部会リーダー

宏アドバイザー

正会員1社2名、賛助会員12社21名

正会員
株式会社SB Good Industry

山﨑

淳司

株式会社SB Good Industry

森岡

修

秋山

学

賛助会員
株式会社マースエンジニアリング

出席者

株式会社マースエンジニアリング

美濃谷

三本コーヒー株式会社

石山

一広

三本コーヒー株式会社

石黒

勝

株式会社ピーエーネット技術研究所

竹田

雅俊

株式会社エース電研

町田

敏明

愛和食品株式会社

石井

政明

善財

幸雄

宮原

信重

ゼニス株式会社

中村

克彦

グローリーナスカ株式会社

宮崎

昌彦

グローリーナスカ株式会社

佐藤

佳春

株式会社東和商事

岡本

健

オリックス株式会社

高鍋

貴行

鈴木

健二郎

株式会社DMM.com

緒方

悠

株式会社DMM.com

松本

直樹

株式会社DMM.com

伊藤

真祐

株式会社山宝商会

羽島

正敬

株式会社山宝商会

田沼

賢二

ハイライツ・エンタテインメント株式会社

梶

信一
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第１号審議議案

「第15期定時社員総会・第56回PCSA経営勉強会」審議【継続審議】

当件について事務局より説明があった。経営勉強会の講師について討議いただきたい。
定時社員総会は当日1時～3時まで実施する。非常に大きなホールで十分な対応が
できると考える。当日は二部構成でやりたいと考えている。継続審議となり、後日、
理事幹部に講師候補者アンケートを実施した。
日時:平成28年5月20日(金) 15:30～18:00
会場:TKPガーデンプレミアム神保町 大ホール(スクール240名)

第２号審議議案

「PCSA海外研修開催地」審議【継続審議】

当件について事務局より説明があった。元夢コーポレーション株式会社会長、
株式会社ピーコス

代表取締役会長の松田泰秀様がフィリピン

タルラック市に

アミューズメント施設を開設。その視察について提案をした。又、過去の海外研修の
報告をした。本議案は継続審議となり、後日、理事幹部に海外研修開催アンケートを
実施した。

第３号報告議案

「第11回PCSA学生懸賞アイディア・エッセイ応募作品」報告

当件について事務局より説明があった。
<応募状況> 平成28年2月29日(月) 締切日現在
応募総数:29作 (第7回48作、第8回31作、第9回34作、第10回37作)
応募者情報:男性23名 女性6名
どこで知ったか? 内定者22名、他(PCSAホームページ(2名)、会員ホールにてポスター
を見て応募、大学院に掲示してある募集要項、公募ガイド

討議事項

オンライン(2名)、大学から来たメールで知った)
<タイムスケジュール>
平成28年3月12日(金) 第144回人事問題研究部会

第1次審査実施

3月14日(月) 審査員宛に審査依頼発信(事務局) 4月6日審査締切
内容物:第1次審査選出作品、審査用紙
3月25日(金) 3月拡大理事会において、進捗状況報告
4月 6日(水) 審査締め切り
4月 8日(金) 第145回人事問題研究部会 進捗状況確認
4月22日(金) 4月拡大理事会

審査結果審議 最優秀作品、優秀作品決定

4月25日(月) 審査結果を審査員、受賞者、応募者に報告
受賞者宛に第15期定時社員総会への出席依頼(事務局)
5月20日(金) 第11回PCSA学生懸賞アイディア・エッセイ 授賞式
第15期PCSA定時社員総会内にて
開催場所:TKPガーデンプレミアム神保町
開催時間:13:00～15:00の内30分(詳細スケジュール未定)

第４号報告議案

「第14期第55回PCSA公開経営勉強会」報告

当件について事務局より説明があった。2月19日開催の第55回PCSA公開経営勉強会に
ついて報告をする。勉強会の参加者は220名、正会員61名、賛助会員37名、
アドバイザー・業界誌が21名、招待43名、有料が58名であった。また、勉強会の
DVDを作成し会員の皆様に配布している。
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第５号報告議案

「正会員・賛助会員退会」報告

当件について事務局より説明があった。正会員、賛助会員各1社の退会届があった。
これにより正会員が26社、賛助会員が40社となる。
1) 永伸商事株式会社(正会員)
代表者: 山本 伸次様
入会日: 平成20年5月
退会理由:諸般の事情
2) ピットメディア・マーケティングス株式会社(賛助会員)
代表者: 藤丸 順子様
入会日: 平成24年8月
退会理由:当社事情により

第６号報告議案

「会員情報変更」報告

当件について事務局より説明があった。
<会員名変更情報>
会社名: 有限会社エー・アール・ケー
代表者: 金 明美 様
新住所: 〒370-0018 群馬県高崎市新保町1665-1 反町ビル4階
新電話: 027-388-0035
新FAX: 027-388-0085

討議事項

実務担当者: 杉尾 彰洋 様
連絡責任者: 杉尾 彰洋 様
変更届出日:平成28年3月18日
変更理由:株式会社ペックマネジメントの縮小に伴い、代表となる法人が変わった為。
及び住所移転の為
<賛助会員 新役員情報>
会社名: ハイライツ・エンタテインメント株式会社
代表者: 代表取締役会長CEO 中山 圭史 様
代表取締役社長COO 長谷川 哲也様
代表取締役会長CEO

中山

圭史 様(新任)

代表取締役社長COO

長谷川 哲也 様

取締役副社長

齊藤

取締役

佐々木 真理 様

取締役

川上

豊

監査役

西川

幸宏 様

慶

様

様(新任)

就任日:平成28年2月29日開催の株主総会および取締役会において

第７号報告議案

「PCSA政治分野アドバイザー」報告

当件について事務局より説明があった。既に民進党と記載されているが正式には3月27日に

結成される。なお、現在の政治分野アドバイザーは合計50名となる。
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第８号報告議案

「研究部会・委員会活動」報告

当件について各研究部会リーダー、事務局より説明があった。
1)人事問題研究部会(リーダー:志賀 健太郎)
1.3月研究部会(3月11日(金)11時～15時開催予定・PCSA会議室にて)
<定例研究部会>
・ダイナム・夢コーポレーションの人事部門の協力について
・第11回学生懸賞アイディア・エッセイ 第一次審査
・来季の活動計画について
・来季の拡大部会について
(平成28年7月14日～15日開催予定、訪問企業候補:一蘭(福岡))
・質問コーナー(通勤費規程について)
2.4月研究部会(4月8日(金)11時～15時開催予定・PCSA会議室にて)
<定例研究部会>
・ランチミーティング
・第11回学生懸賞アイディア・エッセイ 第二次審査状況確認
・労務管理Q&A 改定検討
・労政時報勉強会
・今期活動計画
2)コスト問題研究部会(リーダー:佐藤 千恵)
1.3月研究部会(3月10日(木)13時～17時開催予定・PCSA会議室にて)
・ 「遊技機、設備等の割賦販売のご紹介」
会社日本ヒュウマップ 経営管理部 金融事業 担当部長 堀 文仁 様

討議事項

・ 企業トピック「カードシステム利用料について」(担当:新井部員)
・ 拡大コスト問題研究部会について
(平成28年7月7日～8日開催予定、
訪問地候補:沖縄・イーグル新店、仙台・セントラル伸光)
・ 部員近況報告(コスト関連情報交換)
2.4月究部会(4月14日(木)13時～17時開催予定・PCSA会議室にて)
・ 企業トピック「テーマ検討中」(担当:ユーギシステム 小林部員)
・ 機械問題
・ 環境・エコ問題
・ 拡大コスト問題研究部会について
・ 部員近況報告(コスト関連情報交換)
3)法律問題研究部会(リーダー:森 治彦)
1.2月研究部会(2月27日(土)13時～16時開催・PCSA会議室にて)
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
1) 検定機と性能が異なる可能性のある遊技機去について
2) 製造業者遊技機流通健全化について
3) 遊技業界における健全化推進に関する声明
4) 第101回国会衆議院地方行政委員会会議録(S59.7.5 風営法改正附帯決議)
5) 法律問題研究部会 質問コーナー
Q1:コーヒーレディによるドリンクなどと玉メダルとの交換について
Q2:約款に書かれていない店舗ルールについて
Q3:貯玉再プレイ上限の設定について
2.3月研究部会(3月26日(土)13時～16時開催予定・PCSA会議室にて)
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
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4)不正対策研究部会(リーダー:松本 浩)
1.3月拡大研究部会(3月18日(金)13時～15時開催・PCSA会議室にて)
・最新ゴト事例・対策の情報共有
・ゴト被害アンケートについて
2.4月拡大研究部会(4月15日(金)13時～15時開催・PCSA会議室にて)
・最新ゴト事例・対策の情報共有
・ゴト被害アンケートについて
第35回PCSA不正対策勉強会(15時～17時)
演題:『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
5)新遊技法案研究会(景品検討チーム)(委員長:森 治彦)
1.3月研究会(3月25日(金)14時45分～15時45分開催予定・PCSA会議室にて)
内容:景品提供の現状について
検定機と性能が異なる遊技機の対応について
2.4月研究会(4月20日(金)14時～15時分開催予定・PCSA会議室にて)
内容:景品提供の現状について
検定機と性能が異なる遊技機の対応について

討議事項

第９号報告議案

「衆議院高井

崇志議員質問主意書」報告

当件について事務局より説明があった。高井議員は2回生、維新の党、比例中国ブロック。

質問主意書を秘書に聞いたところ議員本人の考えで出したという事。PCSAが
やらせたのか、という業界の見方もあったが一切関係ない。なお、PCSA政治分野
アドバイザーではない。
平成28年3月3日提出

質問第166号

「ぱちんこ遊技機の射幸性管理に係る規制の在り方とのめりこみ・ギャンブル
依存症問題の関係に関する質問主意書」

提出者

高井崇志

1.遊技くぎの傾きの変更に関する風適法の適用関係について
質問1-1 メーカーが故意に性能を改変した遊技機をパチンコホールに出荷した時の
罰則とは?
答弁1-1 どのような罰則が適用されるかは、ケースバイケースで答弁は困難。
質問1-2 パチンコホールが「著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機」に該当
しない範囲で遊技性能を変更するために釘の傾きを変更した変更承認の
申請は認められるのか?
答弁1-2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の第四条第四項の
基準に該当せず、かつ、法第三条第二項の規定により都道府県公安委員会の
出した条件に合っている時は承認をしなければならない。
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2.日本遊技機工業組合から警察庁に報告されたとされる調査について
質問2-1 警察庁から日本遊技機工業組合(日工組)への「パチンコメーカーから
パチンコホールに遊技機が出荷される時点で既にぱちんこ遊技機の性能が
検定機と異なるものになっている可能性」について調査依頼と日工組が
結果の報告をしたのは事実か?
質問2-2 日工組から警察庁への報告形式とその内容を記載した行政文書は
存在するのか?
質問2-3 上記行政文書への情報開示請求は可能か?
答弁2-1,2,3 一般社団法人遊技産業健全化推進機構(機構)の調査結果により、
警察庁から日工組に調査を依頼した。日工組からは「メーカーが遊技機の
出荷する時点で性能の一部が異なる遊技機が含まれていた可能性がある
ため、今後、回収を進めていく」という文書での報告を受けた。なお、
当該文書は行政文書であり行政機関の保有する情報の公開に関する法律
第二条第二項に規定されている。
3.「遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則」に規定する検定の取り消し
処置の処分基準について
質問3-1 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則(以下「遊技機認定等規則」)で
検定を受けた遊技機と性能の適合しない場合に検定を取り消すことが
出来ると規定しているが、これは各都道府県公安委員会の自由な
裁量により検定を取り消さない事も可能なのか?
質問3-2 検定を取り消さない場合の具体的な処分基準は?

討議事項

答弁3-1,2 検定の取消しはケースバイケースで適切に判断される。
4.再発防止策について
質問4-1 今回の調査を今後もくり返すことは困難なため射幸性基準に係わる
遊技性能を機械的に計算し表示・監視する装置を各遊技機に取り付ける
べきだと考えるがどうか?
答弁4-1 装置の意味が明らかでないため答弁は難しい。
質問4-2 このパチンコ遊技機の不正改造には不透明な点が多く、再発防止策を
講じる為に警察職員による遊技機製造業者に対する詳細な検査が必要と
考えるがどうか。
答弁4-2 警察職員による検査や質問はケースバイケースで適切に判断される。

第１０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。
1.遊技くぎの変更により性能が異なる可能性のある方式遊技機の回収について 2016.3.2
ホール4団体と日工組の連絡会

発言録 2016.2.29開催

2.遊技機新流通制度、高射幸性遊技機の対応について 2016.3.15
3.伊勢志摩サミット開催に伴う遊技機入替自粛の各組合実施期間について 2016.3.17
4.機構臨時社員総会 2016.3.9開催

その他
1.PCSA稼働アンケート結果（28年2月末）

『4月拡大理事会』

次回開催

平成28年4月22日(金)

PCSA会議室
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