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PCSAアクションレポート（理事会）
平成28年10月版

10月拡大理事会
開催日時

平成28年10月21日（金）

開催場所

PCSA会議室にて

16時から17時30分

金本

朝樹代表理事・森

加藤

英則副代表理事・齊藤

荒籾

伸一理事・石川

川辺

悦史監事

佐藤

公平モデレーター・牛島

オブザーバー出席者

治彦副代表理事・大石

明徳副代表理事

周平副代表理事

直史理事・中島

基之専務理事（８名）

憲明アドバイザー・藤田

宏アドバイザー

正会員1社1名 賛助会員14社20名

正会員
株式会社晋陽

河本

成佑

大都販売株式会社

中村

訓杓

株式会社大商

國澤

良幸

株式会社マースエンジニアリング

秋山

裕和

株式会社マースエンジニアリング

美濃谷

雄一

三本コーヒー株式会社

山本

聡

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

オムロンアミューズメント株式会社

鈴木

勝浩

ジャパンネットワークシステム株式会社

勝又

健治

若山

佳則

グローリーナスカ株式会社

佐藤

佳春

ゲンダイエージェンシー株式会社

春原

高広

株式会社ビジョンサーチ

桜井

一英

株式会社東和商事

岡本

健

オリックス株式会社

高鍋

貴行

オリックス株式会社

鈴木

健二郎

株式会社DMM.com

伊藤

真祐

株式会社山宝商会

廣田

道明

株式会社山宝商会

田沼

賢二

賛助会員

出席者
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第１号報告議案

「第15期第2回臨時社員総会・第58回公開営勉強会」報告

当件について事務局より説明があった。
日時：平成28年11月18日（金）
会場：「CIVI研修センター秋葉原」

2階「D205ホール」

『PCSA遊技機メーカーの今後の戦略シリーズ

第三弾』

第一部『遊技機メーカーの今後の戦略 ～パチンコ／藤商事編～』
講師：枝吉

純嗣様

株式会社藤商事

経営企画本部

広報・IR室

室長

第二部『遊技機メーカーの今後の戦略 ～パチスロ/ユニバーサルエンターテインメント編～ 』
講師：長谷川

崇彦様

株式会社ユニバーサルエンターテインメント

第2号報告議案

執行役員 マーケット戦略室室長

「警察庁訪問」報告

当件について事務局より説明があった。
日

時：

平成28年9月30日（金）

場

所：

警察庁

参加者：

討議事項

午後4時～4時40分

生活安全局保安課会議室にて

津村

優介課長補佐

東

徹

森

治彦副代表理事

加藤

英則副代表理事

中島

基之専務理事

片山

健太郎

係長

（合計6名）

面談内容：
・PCSAから協会の活動指針、活動内容を説明。
・森副代表理事からは、今回の回収撤去に伴うホールの厳しい状況を報告。
・課長補佐からは、会員の概要、当日の参加者の経歴などの質問があった。

第3号報告議案

「警察庁への質問」報告

当件について事務局より説明があった。電子理事会を経て警察庁へ質問を投げかけて
いるが、回答はまだ返っていない。
1．営業所における「遊技機」の変更に係る手続きについて質問をした内容は、次の3点。
①営業所に新たに遊技機を設置（増設又は交替）する場合の手続きは、
変更承認申請が必要であり、逆に営業所から遊技機を撤去する場合の手続きは、都道府県
公安委員会に対する届出を要するほか、営業者に対する特段の規制はないと考えられる。
②営業所に既に設置されている遊技機の設置場所を同一営業所内で移動する
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場合においては、都道府県公安委員会に対する届出を要するほか、営業者に対する特段の
規制はないと考えられる。
③営業所の大規模改装（島設備の解体を含む）に伴う6か月を超えない長期の
店休期間中において、一旦、島設備から遊技機を取り外して同一営業所内の倉庫等に
保管した後に遊技機を島設備に再設置することについても、上記②と同様と考えられる。
遊技機の変更に関する手続きは、各都道府県条例において規制される事項ではなく、
風適法、同施行規則その他の法令に定められている事項であることから、上記の見解に
従った全国統一的な対応が必要と考えられる。

第4号報告議案

「遊技産業健全化推進機構との平成28年度負担金の覚書」報告

当件について事務局より説明があった。10月1日付で機構より請求が来た。平成28年度の
遊技産業健全化推進機構へPCSA経由の支払額は574万8550円。台当り50円、熊本県の
ホールは台当り25円となる。支払は10月11日で、PCSAホームページに掲載している。

討議事項

第5号報告議案

「IR議連総会

開催」報告

当件について事務局より説明があった。去る10月12日にIR議連総会が開催された。
開会宣言は岩屋議員。細田議員の会長挨拶、各党挨拶、役員人事、国会審議について、
地方自治体の意見表明があった。松井大阪知事、辻北海道副知事、里見長崎副知事が
誘致のお願いをしていた。IR議連役員名簿を添付している。

第6号報告議案

「政治分野アドバイザー

辞任」報告

当件について事務局より説明があった。政治分野アドバイザーであった武井俊輔
衆議院議員(宮崎県1区1回生)より退会届が届いた。平成25年3月より入会。一身上の
都合により退会とのこと。

第7号報告議案

「特定非営利活動法人リカバリー・サポートネットワーク役員」報告

当件について事務局より説明があった。リカバリー・サポートネットワークより役員の
報告が届いた。代表理事は従来通り西村直之氏。また、パチンコ関係では全日、
日遊協、日工組、日電協から理事に就任されている。
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第8号報告議案

「研究部会・委員会活動」報告

当件について研究部会リーダー・サブリーダー、事務局より報告があった。
1)人事問題研究部会(リーダー:志賀 健太郎)
1.10月研究部会(10月14日(金)11時～15時開催・PCSA会議室にて)
<定例研究部会>
・11月 拡大部会in四国について、12月 新卒採用情報交換会について
・第12回学生懸賞アイディア・エッセイについて
・新卒採用共同企画について
・労務管理Q&A改訂について
・労政時報勉強会
① 社保加入要件変更について
② 育児介護休業法の改正について
2.11月拡大研究部会(11月11日(金)～12日(土)、香川・徳島にて)
<店舗見学会 11日>

討議事項

・株式会社グランド商事・アドバンス G-ONE住吉店
・株式会社マルハン マルハン高松店
<拡大人事問題研究部会・第2回女性活躍推進情報交換会 12日>
・女性活躍推進情報交換会 講演・質疑応答
3.第12回学生懸賞アイディア・エッセイ
・平成28年11月1日(火)公募開始 (新審査委員長 横山 和夫 様)
2)コスト問題研究部会(リーダー:佐藤 千恵)
1.10月研究部会(10月12日(水)13時～17時開催・PCSA会議室にて)
・ちょいパチの活用法について
・企業トピック(担当:原田部員)・・・人と組織のエンゲージメント
・販促費について
・部員近況報告(コスト関連情報交換)
2.11月研究部会(11月4日(金)13時～17時開催・PCSA会議室にて)
・企業トピック(担当:伊藤部員)
・コスト問題研究部会 質問コーナー
・部員近況報告(コスト関連情報交換)
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3)法律問題研究部会(リーダー:荒田 政雄)
1.9月研究部会(9月17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)遊技台回収撤去について
2)新基準に該当しない高射幸性遊技機(回胴式遊技機)設置状況等について
3)株式会社ユニバーサルエンターテインメントへの質問について
4)7団体連絡会議について
5)警察庁への質問事項について
6)総付景品ガイドライン改訂にアンケートについて
7)下請け適正取引等の推進のためのガイドラインについて
8)行政指導通信32号(行政講話)について
2.10月研究部会(10月22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
4)不正対策研究部会(リーダー:松本 浩)
1.9月拡大研究部会(9月16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

討議事項

・ゴト被害アンケートについて
・10月拡大理事会in倉敷について
2.10月拡大研究部会in倉敷(10月26日(木)～27日(金)・倉敷にて)
第1回店舗検査見学会(26日 23時～0時30分、サンエイ倉敷店)
第124回不正対策研究部会(27日 10時～12時・株式会社三永 会議室)
・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36回PCSA不正対策勉強会(27日 13時～15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)
1.9月研究会(9月23日(金)・15時～16時・TKPガーデンシティ熊本にて)
内容:検定機と性能が異なる可能性のある遊技機の対応について
景品提供の現状について
2.10月研究会(10月21日(金)・15時～16時・PCSA会議室にて)
内容:検定機と性能が異なる可能性のある遊技機の対応について
景品提供の現状について
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第9号報告議案

「ちょいパチ導入後アンケート結果」報告

当件について事務局より説明があった。
日工組から「ちょいパチ導入店舗アンケート結果」では、導入ホールは約550店、台数は5500台。
回答は112店舗。4円パチンコ以上のアウトの店舗が25％、同等が19．6％、以下が55．4％。
他には、導入台数・機種数、設置場所、店舗の特徴、ユーザーの特徴などのアンケート結果が
掲載されている。また、実際にちょいパチを導入している荒籾伸一理事より3週目、5週目まで
それぞれの台機種稼働状況の報告などがなされた。

第10号検討議案

「検定機と性能が異なる可能性のある遊技機の対応」検討

当件について検討した第3回9団体連絡会議について森副代表理事より説明があった。
議案５において、弊協会からの提案が議論された。
開催日

討議事項

場所

平成28年11月12日
日本遊技機工業組合 会議室

議案
１．回収対象遊技機の回収撤去状況について
２．一次、二次回収対象遊技機の対応について
３．三次回収対象遊技機の対応について
４．今後の撤去予定について
５．各団体からの検討事項
１：「メーカーへの要請を日工組が対応」
２：「違反ホールへのペナルティ強化」
６．その他

「その他」
・PCSAスケジュール

次回開催
平成28年11月18日(金)
11月通常理事会
第15期第2回臨時社員総会
第58回PCSA公開経営勉強会
CIVI研修センター秋葉原にて
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