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PCSA アクションレポート（理事会）
平成 30 年 6 月版

６月拡大理事会
開催日時

平成 30 年 6 月 21 日（木） 午後 4 時～午後 5 時 30 分

開催場所

PCSA 会議室

出席者

理事 10 名、幹部 5 名、賛助会員オブザーバー25 名、特別会員オブザーバー1 名、合計 41 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
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 代表取締役社長
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 取締役 経営企画室 室長
福井 宏彰 株式会社ボネール AM 事業部 次長
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
＜専務理事＞
中島 基之 一般社団法人パチンコ・チェーンストア協会
※理事 10 名
＜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

＜賛助会員 オブザーバー＞ 14 社 25 人
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
國澤 良平 株式会社大商 景品流通システム部 部長
秋山

学 株式会社マースエンジニアリング 執行役員 広域営業推進室長

江藤 征弘 株式会社マースエンジニアリング 首都圏営業部部長
石山 一広 三本コーヒー株式会社 常務取締役
石黒

勝 三本コーヒー株式会社 取締役
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吉田 順一朗 株式会社エース電研 課長
小玉 幹雄 株式会社昭和堂 専務取締役
細川 裕二 株式会社昭和堂 富山支店長
山瀬 一世 株式会社昭和堂 金沢支店長
髙島 幸喜 株式会社昭和堂 福井支店長
長久保 明 ジャパンネットワークシステム株式会社 部長
若山 佳則 ジャパンネットワークシステム株式会社 課長
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
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
伊藝 充彦 オリックス株式会社 主任
本橋 考太 合同会社 DMM.com 事業推進本部 エリア統括
伊藤 真祐 合同会社 DMM.com 渉外統括補佐
廣田 道明 株式会社山宝商会 開発室 室長
前川 竹志 株式会社インターコスモス 取締役本部長
＜特別会員 オブザーバー＞ 1 社 1 人
山本

聡 一般社団法人日本流通商健全化協会 理事長

第 1 号審議議案 「新入賛助会員」審議【承認】
当件について事務局より説明があった。賛助会員に入会希望の企業は次の通り。
1．株式会社大平商会
本社所在地

東京都台東区東上野 2－22－10

代表者名

代表取締役 大平 泰弘

資本金

3000 万円

設立

昭和 54 年 2 月 16 日

従業員数

151 名

事業内容

全国の遊技場およびレジャー施設の店舗設計から、施設で使用するあらゆる部備品の
販売

紹介者

加藤 英則 代表理事

＜審議＞
加藤：それでは株式会社大平商会の入会について審議をしたい。
一同：異議なし。
加藤：8 月の臨時社員総会の承認により正式に賛助会員となる。

第 2 号審議議案 「賛助会員 休会」審議【承認】
当件について事務局より説明があった。休会を希望する賛助会員は次の通り。
会社名：

ハイライツ・エンタテインメント株式会社

代表者：

上村 憲生

入会日：

2015 年 8 月 21 日

2 / 12

PCSA アクションレポート（理事会）

紹介者：

なし

休会理由： 会社都合による
休会期間： 平成 30 年 6 月 7 日～平成 32 年 6 月 6 日
＜審議＞
＜意見＞
・休会は 1 年ごとに承認するのではないか？
＞会則規約 第 9 条 4 項に「休会の期限は 2 年以内」との記載がある。
・休会から復帰した会社はあるか？
＞過去の例ではほとんどない。
＜審議＞
加藤：それでは、ハイライツ・エンタテインメント株式会社の 2 年間の休会をご承認いただけるか？
一同：異議なし。

第 3 号審議議案 「第 65 回 PCSA 公開経営勉強会」審議【継続審議】
当件について事務局より説明があった。
【スケジュール】
日時：平成 30 年 8 月 23 日（木） 15：30～17：45
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）
【勉強会案】
第 1 部 15：30～16：30（60 分）
法律問題研究部会部員と三堀弁護士を交えた
『法律ハンドブック 2018』の利用方法・注意点等に係る討論会
講師： 三堀 清弁護士（三堀法律事務所 所長）
荒田 政雄 法律問題研究部会リーダー
法律問題研究部会 部員（2 名程度）
第 2 部 16：45～17：45（60 分）
『法律ハンドブック 2018』解説
講師： 三堀 清弁護士（三堀法律事務所 所長）
＜意見＞
・法律ハンドブックの話は 1 コマでよいと考える。
＞三堀先生の話と、現場の声の話の 2 コマと考えた。
・8 月は設定付パチンコが出ている。スロットも 6 号機が出るかもしれない。
・遊技機の話は聞きたい。
＊第 1 部を法律ハンドブック、第 2 部は遊技機の話とする。
（第 1 部 法律ハンドブック）
・質疑応答は募集するのか？
＞ハンドブックに Q＆A が入っており、そこからピックアップして説明したい。
・第 1 部の詳細については 7 月拡大理事会で案を提出する。
（第 2 部 遊技機）
・パチンコとスロットはどちらが良いか？
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・スロットメーカーの話が聞きたい。
・パチンコだがメーカーA。
・受けてくれる会社を探してほしい。大きいメーカーがいいとは限らない。
・管理遊技機の話は？
＞まだ早いと思う。

第 4 号審議議案 「研究部会等 担当理事」審議【承認】
当件について事務局より説明があった。5 月 31 日の第 17 期定時社員総会において新しい役員が選出された。
それを受け、第 17 期の研究部会等の担当理事を審議したい。なお、候補者の理事には 6 月 15 日に文書で
就任のお伺いを出している。
＜記＞
人事問題研究部会

城山 朝春氏（ミカド観光株式会社 取締役 経営企画室室長）

新任

＊第 16 期：城山 稔央氏（ミカド観光株式会社 代表取締役社長）
コスト問題研究部会

福井 宏彰氏（株式会社ボネール AM 事業部次長）

新任

＊第 16 期 荒籾 伸一氏（株式会社ボネール 総務部長）
法律問題研究部会

山田 孝志氏（株式会社 TRY＆TRUST 代表取締役社長）

重任

不正対策研究部会

金光 淳用氏（株式会社ヒカリシステム 代表取締役社長）

重任

遊技法研究会

石川 直史氏（株式会社ワールド 代表取締役社長）

重任

依存問題対策 PT

齊藤 周平氏（株式会社グランド商事・アドバンス 常務執行役員）

重任

＜審議＞
加藤：ご異議が無いようであれば、担当理事をお願いしたいが、いかがか？
一同：異議なし。

第 5 号審議議案 「10 月 拡大理事会地方開催」審議【継続審議】
当件について事務局より説明があった。10 月に地方にて拡大理事会を開催したいが、訪問先について審議をお
願いしたい。
＜記＞
目的：

会員以外のホール企業にも参加をよびかけ、PCSA へ入会を促す。

開催地： 大都市圏（札幌、仙台、名古屋、京都、大阪、福岡）
スケジュール：
平成 30 年 10 月 18 日（木）
15：00 ～ 16：00

≪第 70 回遊技法研究会≫

16：15 ～ 17：45

≪10 月拡大理事会≫

18：00 ～ 20：020 ≪情報交換・交流会≫（会費＠5,000 円 税込）
開催場所 未定 ※ホテル会議室 もしくは 近隣会議室
平成 30 年 10 月 19 日（金）
09：00 ～ 17：00

≪ストアコンパリゾン in ○○ ≫ ※専用バス使用
訪問先候補 未定

［16：00 ～ 17：00 ≪ストアコンパリゾン研修発表会≫ バス車中（予定）］
17：00

≪解散≫
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＜過去 3 年の開催場所＞
第 14 期

平成 27 年 9 月 11 日（金）～12 日（土） 金沢

第 15 期

平成 28 年 9 月 23 日（金）～24 日（土） 熊本

第 16 期

平成 29 年 9 月 21 日（木）～22 日（金） 大阪

＜意見＞
（開催場所について）
・近畿圏には正会員 5 社、賛助会員 6 社ある。大阪はどうか。
・地方開催について、勧誘目的じゃなければ、普段参加されない会員の所に行くという考えはある
・地方開催は地方で進めたい。次月、具体的な案を出してほしい。
（入会勧誘）
・地方でやるのは否定しない。目的が会員の交流なのか入会の勧誘なのか曖昧になっている。昨年、大阪
開催したが、結論として入会はない。
・昨年の大阪開催でアンケートは取ったか？
＞取っていない。勧誘はしたが。
・会を見てもらうのはいいが、勧誘となると難しい。賛助会員に入りたいところもあるが、会費がちょっと、という
話がある。このままでいうと、賛助会員が抜けていくところがある。今いる賛助会員の会費を減らすと予算が
減ってしまい問題はあるが、会員数を増やすのであれば検討の余地はあるかもしれない。
・勧誘が主目的なのであれば、東京開催の時に来ていただくのも手かもしれない。
・オブザーバー参加について、過去 3 年位の PCSA 参加企業に案内を出してはどうか？
・東京もいいがいつもと違う雰囲気の方がいいと思う。（賛助会員企業で開催など）
・情報交換会の費用を地方開催の予算を回して捻出してはどうか。
（ストアコンパリゾンについて）
・ストアコンパリゾンも悪くはないが目的をはっきりさせてほしい。ストアコンパリゾンは研究部会でも実施してい
る。
・会員拡大の意味ではストアコンパリゾンは意味が無い。
・他団体でストコンをやる時は注目エリアに行く事が多い。そうすれば、参加は増える。
・PCSA は各研究部会でストコンをやっている。

第 6 号審議議案 「公開経営勉強会 案内状送付先」審議【承認】
当件について事務局より説明があった。5 月通常理事会において、今後公開経営勉強会の案内状を送付する
先について、6 月拡大理事会で検討する事となった。前回、5 月の第 64 回 PCSA 公開経営勉強会の案内状
送付先を資料として出すので審議をお願いしたい。
＜意見＞
・郵送と FAX の違いは？
＞FAX 番号が分からないところは郵送している。
・費用が違うので郵送（郵メール）のところは全て FAX にしてほしい。
・警察庁本庁、県警本部には PCSA アクションレポートで送って欲しい。
・ホールの基準は？
＞売り上げ上位から。
・ホールについては、来てくれるところをメインに誘ってほしい。
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＜審議＞
加藤：郵送（郵メール）のところは全て FAX とし、本庁、県警は事後に報告するという事で案内は出さず
に「PCSA アクションレポート」を送るという事でよろしいか？
一同：異議なし。

第 7 号報告議案 「第 17 期定時社員総会・第 64 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。平成 5 月 31 日に開催された「第 17 期定時社員総会・第 64 回 PCSA
公開経営勉強会」について報告をする。
＜出席者＞
総会：

正会員 19 名、賛助会員 30 名、特別会員 1 名、アドバイザー・業界誌 14 名
合計 64 名

勉強会： 正会員 52 名、賛助会員 45 名、アドバイザー・業界誌 21 名、一般（有料）26 名
合計 144 名
懇親会： 正会員 11 名、賛助会員 34 名、アドバイザー・業界誌 19 名、一般（有料）12 名、
合計 76 名

第 8 号報告議案 「依存問題に対する全日遊連宛て文書」報告
当件について事務局より説明があった。5 月理事会 第 10 号審議議案で「リカバリーサポート・ネットワーク 追加
支援」審議をしたところ、負担割合について PCSA の意見を表明する事が決議され、全日遊連はじめホール 4 団
体に連絡をした。
＜意見＞
・この文書は阿部理事長に提出しているので、事務方に伝わっているのか？
＞確認する。
・他の 4 団体についても確認してほしい。
＞了解した。

第 9 号報告議案 「研究部会・委員会活動」報告
当件について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）
1．5 月定例研究部会（5 月 11 日（金）11 時～15 時 開催・PCSA 会議室にて）
＜定例研究部会＞
1．フレッシュマンズ懸賞アイディア・エッセイ 審査結果報告
最優秀賞 1 名、優秀賞 2 名と第 17 期定時社員総会での授賞式について報告。
2．「健康経営勉強会」株式会社マルハン様 訪問について
6 月 15 日（金）の訪問、勉強会について情報を共有。
3．拡大人事問題研究部会 in 札幌・女性活躍推進情報交換会について
現在の進捗状況確認、女性活躍推進情報交換会 担当者と店舗見学会、訪問先の株式会社合
田観光商事 ウェルカムバック制度について意見交換、検討。
4．労政時報勉強会
Q：ES 向上の取り組みとそれに対する反応についてのアンケート回答をもとに質疑応答と意見交換を
実施。

6 / 12

PCSA アクションレポート（理事会）

2．6 月 PCSA 拡大人事問題研究部会 in 株式会社マルハン様 「健康経営勉強会」
（6 月 15 日（金）13 時～15 時 開催・株式会社マルハン様 本社会議室にて）
＜健康経営勉強会＞
テーマ 「従業員の健康管理体制について」
講師： 株式会社マルハン様

人材開発部 部長 武田 幸久 様
人事部 人事課 健康管理担当 保健師 松橋 理恵 様

マルハン健康保険組合 常務理事 特定社会保険労務士 田端 直樹 様
内容：ご講演 健康管理体制、「健康経営優良法人」取得の経緯等、質疑応答、本社見学
3．7 月拡大人事問題研究部会・店舗見学会 in 札幌 「第 4 回女性活躍推進情報交換会」
（7 月 12 日（木）～13 日（金） 開催・株式会社合田観光商事様 本社会議室にて）
＜女性活躍推進情報交換会＞
1．講演「女性活躍推進プロジェクトに関する具体的な取り組み」
2．参加者ディスカッションと成果発表
＜店舗見学会＞
1．ひまわり札幌駅前タワー店 株式会社合田観光商事 ※質疑応答あり
2．イーグル R－1 南 8 条店 株式会社正栄プロジェクト
3．クラブイーグル南 7 条店 株式会社正栄プロジェクト ※質疑応答あり
2）コスト問題研究部会 （リーダー：佐藤 千恵）
1．5 月定例研究部会（5 月 10 日（木）13 時～17 時 開催・PCSA 会議室にて）
＜定例研究部会＞
1．グリコピアイースト訪問 振り返り
1．賛助会員紹介プレゼンテーション「匠 BANK.P 業界初のマッチングアプリ！」
2．拡大コスト問題研究部会 in 仙台について
3．部員近況報告（コスト関連情報交換）
4．企業トピック＆コスト削減に関する情報共有
2．6 月拡大コスト問題研究部会・企業勉強会・ストアコンパリゾン in 仙台・南相馬
（6 月 7 日（木）～8 日（金）開催 仙台、南相馬にて）
＜1 日目 企業勉強会 株式会社セントラル伸光様＞
（6 月 7 日（木）14 時～17 時・山口ビル 貸し会議室 B 5F にて）
1．御挨拶・経営理念（企業理念）について
株式会社セントラル伸光 常務取締役 清水 文在 様
2．質疑応答Ⅰ 機械問題、機種育成、景品利益構成 etc
株式会社セントラル伸光 営業部 部長 服部 悦郎 様
3．質疑応答Ⅱ 防災活動、コスト削減事例、景品、棚管理手法 etc
株式会社セントラル伸光 営業部 課長 佐藤 千恵 様
＜2 日目 ストアコンパリゾン in 仙台・南相馬＞
（6 月 8 日（木）9 時～16 時・福島県南相馬市～宮城県仙台市周辺にて）
ストアコンパリゾン 福島県南相馬周辺

2 店舗（質疑応答あり）

① セントラル MEGASTAGE1000 南相馬ジャスモール店
② ニラク南相馬原町店
ストアコンパリゾン 宮城県仙台市泉区周辺 4 店舗（見学のみ）
7 / 12

PCSA アクションレポート（理事会）

③ベガスベガス仙台南店
④パチンコまるたま泉中央店
⑤D'ステーション仙台泉店
⑥パラディソ泉店
3．7 月定例研究部会（7 月 6 日（金）13 時～17 時 開催・PCSA 会議室にて）
＜定例研究部会＞
1．拡大コスト問題研究部会・企業勉強会・ストアコンパリゾン in 仙台・南相馬 振り返り
2．部員近況報告（コスト関連情報交換）
3．企業トピック＆コスト削減に関する情報共有
3）不正対策研究部会 （リーダー：松本 浩）
1．5 月定例研究部会（5 月 25 日（金）13 時～15 時開催・PCSA 会議室にて）
＜定例研究部会＞
1．一般社団法人余暇環境整備推進協議会 事務局次長 林氏 御挨拶・質問
2．最新ゴト情報・4 月ゴト被害アンケートについて
・各社からの質問、報告など情報共有。
・ゴト被害アンケートについて（4 月ゴト被害アンケート集計について情報共有）
3．拡大不正対策研究部会・不正対策勉強会 in 札幌について
4．不正対策研究部会 質問コーナー
「携帯電話破損対応について」
5．株式会社ユニバーサルエンターテインメント 報告事項
2．6 月定例研究部会（6 月 15 日（金）13 時～17 時開催・PCSA 会議室にて）
＜定例研究部会＞
1．最新ゴト情報・5 月 ゴト被害アンケートについて
2．拡大不正対策研究部会・不正対策勉強会 in 札幌について
3．株式会社ユニバーサルエンターテインメント 報告事項
4．不正対策 業界誌記事について
3．7 月拡大研究部会・不正対策勉強会 in 札幌
（7 月 25 日（水）～26 日（金）開催 株式会社合田観光商事 本社会議室にて）
＜不正対策勉強会 in 札幌＞
『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
会場：株式会社合田観光商事 本社 5 階「会議室」
＜不正対策勉強会 in 札幌＞
1．最新ゴト情報・6 月 ゴト被害アンケートについて
2．拡大不正対策研究部会・不正対策勉強会 in 札幌について
3．不正対策 業界誌記事について
4）法律問題研究部会 （リーダー：荒田 政雄）
1．4 月定例研究部会（4 月 21 日（土）13 時～16 時開催・PCSA 会議室にて）
＜定例研究部会＞
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．依存問題対策プロジェクトチーム 報告
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2．特定複合観光施設区域整備法案(IR 法案)について
3．法律問題研究部会 質問コーナー 2018．4
Q1：ホールスタッフ以外の社員（清掃警備等）退職後の自社グループホールの遊技について
Q2：18 歳以上高校生の遊技について
Q3：遊技機をお客様に故意に壊された場合の対応について
4．記事「麻雀大会雀荘が賞品出すと違法」について
5．拡大法律問題研究部会 in 沖縄について
2．5 月定例研究部会（5 月 26 日（土）13 時～16 時開催・PCSA 会議室にて）
＜定例研究部会＞
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．特定複合観光施設区域整備法案について
2．高射幸性回胴式遊技機の削減に向けた取組の実施について
3．ギャンブル依存症問題の監督体制に関する質問主意書・答弁書について
4．第 178 回拡大法律問題研究部会 in 沖縄-について
・リカバリーサポート・ネットワークへの事前質問について
5．法律問題研究部会-質問コーナー
Q1：閉店する店舗における貯玉会員への対応
Q2：ファン感謝デー等の当選賞品で、お客様が「引取りに来られない」賞品について
議題提起：外国籍の方の就業規制について
6．記事「民法改正とホール業界への影響」KIKONEWS201806
3．6 月拡大研究部会・依存問題対策プロジェクトチーム in 沖縄 RSN 研究
（6 月 29 日(金)～30 日(土)開催・沖縄 RSN 事務所・沖縄県市町村自治会館 6 号室 4F にて）
＜内容＞
1．RSN 訪問
2．依存問題対策プロジェクトチーム in 沖縄 「RSN 代表 西村 直之 先生 勉強会」
3．法律問題研究部会 in 沖縄
5）遊技法研究会 （委員長：荒田 政雄）
1．4 月定例研究会（4 月 19 日（木）13 時 45 分～14 時 45 分開催 PCSA 会議室にて）
＜定例研究会＞
内容：・18 歳未満の対応について
・賞品（景品）問題について
2．6 月定例研究会（6 月 21 日（木）14 時 45 分～15 時 45 分開催予定 PCSA 会議室にて）
＜定例研究会＞
内容：・ホール 3 団体協議について
・賞品提供の啓発活動について
※5 月は、第 17 期第定時社員総会・第 64 回 PCSA 経営勉強会の為、開催なし。
3．7 月定例研究会（7 月 19 日（木）時間未定 開催予定 PCSA 会議室にて）
＜定例研究会＞
内容：・ホール 3 団体協議について
・賞品提供の啓発活動について
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6）依存問題対策プロジェクトチーム （リーダー：辻 良樹）
1．4 月定例 PT（4 月 21 日（土）9 時 30 分～12 時開催予定・PCSA 会議室にて）
＜定例会議＞
1．第 178 回拡大法律問題研究部会・依存問題対策プロジェクトチーム in 沖縄について
2．リカバリーサポート・ネットワークについて
・2017 年 リカバリーサポート・ネットワーク ぱちんこ依存問題電話相談事業報告書
・安心娯楽通信 10 号（2018 年 3 月号）・さくら通信 131 号（2018 年 3 月号）
3．2018 年 4 月 12 日 21 世紀会について
4．IR 法案について
・IR 実施に向けた制度・対策に関する検討 PT、内閣第一部会合同会議
・国際観光産業振興議員連盟（IR 議連）幹部会
2．5 月定例 PT（5 月 26 日（土）9 時 30 分～12 時開催予定・PCSA 会議室にて）
＜定例会議＞
1．娯楽産業の未来のためのギャンブリング問題対策 DVD 視聴
講師：西村 直之 先生
2．第 178 回拡大法律問題研究部会 in 沖縄について
・リカバリーサポート・ネットワークへの事前質問について
3．ギャンブル依存症問題の監督体制に関する質問主意書・答弁書について
3．6 月拡大依存問題対策プロジェクトチーム・拡大法律問題研究部会・in 沖縄 RSN 研究
（6 月 29 日(金)～30 日(土)開催・沖縄 RSN 事務所・沖縄県市町村自治会館 6 号室 4F にて）
＜内容＞
1．RSN 訪問
2．依存問題対策プロジェクトチーム in 沖縄 「RSN 代表 西村 直之 先生 勉強会」

第 9 号審議議案－2 「7 月 19 日遊技法研究会 時間、内容について」審議【承認】
当件について事務局より説明があった。余暇進、同友会と 3 団体会議を開催しているが、次回、下記の内容で
開催したい。
＜内容＞
・同友会、余暇進、PCSA で業界に関する意見を交換。
・余暇進理事 渡邊 洋一郎弁護士が参加され、渡邊 洋一郎弁護士のリスク解決策を説明。
＜スケジュール（案）＞
平成 30 年 7 月 19 日（木） PCSA 会議室において
13:30～15:00

第 1 部 3 団体意見交換会

15:00～15:45

第 2 部 第 68 回 PCSA 遊技法研究会

※16:00～17:30 理事会
＜意見＞
・余暇進と同友会はどういう方々が来られるのか？
＞伺っている中では、余暇進は千原 行喜副会長と渡邊 洋一郎理事、同友会は前 2 回は
東野 昌一代表理事が出席されていたが、今回は他の副代表理事が参加されるとの事。
・PCSA は大人数でもいいのか？
＞後ろにオブザーバーとして座ればいい。

10 / 12

PCSA アクションレポート（理事会）

・オブザーバーがいると話にくいのではないかと思われる。
・余暇進、同友会に意向を確認する。
＜審議＞
加藤：上記の内容で開催しても良いか？
一同：異議なし。
事務局：詳細については 3 団体と協議の上、代表理事と相談して確定する。

第 10 号報告議案－1 「業界団体活動」報告（高射幸性遊技機）
当件について事務局より説明があった。
5 月通常理事会にて、全日遊連が「高射幸性回胴式遊技機」の設置比率目標を定めた事を報告したが、6 月
5 日付で 6 団体（全日遊連、日遊協、日工組、日電協、全商協、回胴遊商）の合意がなされた。合意がなさ
れた設置比率目標は以下の通り。
＜記＞
＊「高射幸性回胴式遊技機」の設置比率目標値を以下の通りとする。
①2019 年 1 月 31 日・・・設置台数の 15％以下
②2020 年 1 月 31 日・・・設置台数の 5％以下
③2021 年 1 月 31 日・・・設置台数の 0％
※但し、「新基準に該当しない回胴式遊技機」の設置比率は 30％以下とする点に変更はない。

第 10 号報告議案－2 「業界団体活動」報告（3 団体会議）
当件について事務局より説明があった。5 月より同友会、余暇進、PCSA の 3 団体で会合を開いている。6 月
11 日で 2 回目の開催。グレーな部分を解消するのが目的で、そのためにまずは 3 団体で協議をし、合意を形成
していくのが目的。グレー部分は賞品問題、くぎ問題と位置づけ、政治の力も生かすことも考える事となった。次回
は 7 月 19 日に PCSA にて開催を予定。

第 10 号報告議案－3 「業界団体活動」報告（遊技産業健全化推進機構総会）
当件について事務局より説明があった。
＜記＞
開催日時： 平成 30 年 6 月 11 日 15 時～15 時 30 分
開催場所： 情報オアシス神田「オアシス 4」
議事：

＜報告事項＞
1．第 12 期事業報告について
2．新年度事業計画及び予算について
＜決議事項＞
第一号議案 第 12 期事業年度 計算書類承認の件【承認】

第 11 号報告議案 「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。退会届が届いた賛助会員は次の通り。
＜記＞
会社名：

株式会社マックス

代表者：

文倉 康吉
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入会日：

2008 年 8 月 28 日

紹介者：

宮村 伸輔監事

退会理由： 会社の都合のため

その他
その他 PCSA スケジュール

次回開催
平成 30 年 7 月 19 日（木）開催
＜スケジュール＞
13：30～15：00 ≪３団体意見交換会≫
15：00～15：45 ≪第 68 回遊技法研究会≫
16：00～17：30 ≪7 月拡大理事会≫
17：45～19：45 ≪情報交換交流会≫
会場：PCSA 会議室
以上
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