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PCSA アクションレポート（総会・経営勉強会）
平成 31 年 5 月版

第 18 期定時社員総会
開催日時

令和 1 年 5 月 16 日（木） 午後 1 時から午後 3 時

開催場所

TKP ガーデンシティプレミアム神保町 3 階「プレミアムボールルーム」

出席者

出席正会員：12 社（17 名）（委任状出席 4 社）
出席賛助会員・特別会員：20 社（33 名）
アドバイザー・マスコミ関係者他：12 社（16 名）
出席者合計：66 名

城山 朝春 理事による開会宣言
加藤 英則 代表理事挨拶
総会定足数確認報告
議長選出
１ 審議報告事項
第 1 号審議議案 「PCSA 定款変更」の件
議長は、定款 第 2 条（主たる事務所の所在地）および第 24 条（理事及び監事の報酬）の変更
案を説明し、これを議場に諮ったところ、満場一致で承認可決された。
現行定款

変更案

第 2 条（主たる事務所の所在地）

第 2 条（主たる事務所の所在地）

本会は、主たる事務所を東京都中央区に置く。

本会は、主たる事務所を東京都台東区に置く。

第 24 条（理事及び監事の報酬）

第 24 条（理事及び監事の報酬）

理事及び監事は、無報酬とする。

専務理事を除く理事及び監事は、
無報酬とする。

第 2 号審議議案 「PCSA 会則規約変更」の件
議長は、会則規約 第 2 条（事務所）、第 14 条（種類及び定数）および第 17 条（任期）の変
更案を説明し、これを議場に諮ったところ、満場一致で承認可決された。
第 3 号審議議案 「PCSA 職員功労金規程」の件
議長は、新たに職員功労金規程を定めるため、その内容を説明し、これを議場に諮ったところ、満場一致
で承認可決された。
第 4 号報告議案 「第 17 期事業報告・決算報告・監査報告」の件
議長は、当期（自平成 30 年 4 月 1 日至平成 31 年 3 月 31 日）における事業状況を詳細に説明
し、下記の書類を提出しその内容につき概況説明を行い、その承認を求めた。
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1．貸借対照表
2．損益計算書
3．販売費及び一般管理費内訳書
ついで、議長は監事の監査報告を求め、監事 宮村 伸輔は、上記の書類につき綿密に調査したところ、
いずれも正確かつ適法であることを認めた旨を報告した。
議場は、別段の異議なく、満場一致でこれを承認可決した。
第 5 号審議議案 「第 18 期事業計画（案）・事業予算（案）」の件
議長は、第 18 期の理事会・各研究部会の活動計画、法人活動計画、事業予算について説明し、議
場は満場一致でこれを承認可決した。
第 6 号審議議案 「第 18 期役員改選（案）」の件
議長は、当法人の理事の全員は本定時総会終結の時をもって任期満了となるのでこれらの改選必要が
ある旨を述べ、理事、モデレーター、チェーンストア経営分野アドバイザーで組織される次期役員選考委員
会によって選考された下記の役員案を議場に諮ったところ、満場一致で承認可決された。
理事

加藤 英則、大石 明徳、合田 康広、齊藤 周平、金本 朝樹 藤本 達司、
山田 孝志、城山 朝春、福井 宏彰、石川 直史、金光 淳用、河本 成佑

なお、当日出席をした被選任者は、いずれも席上でその就任を承諾した。
第 7 号審議議案 「役員功労金 授与」の件
議長は、本日の新たに定めた役員功労金規程に基づき、本年 5 月末日をもって退任する中島 基之専
務理事に功労金を授与すること、およびその額を説明し、これを議場に諮ったところ、満場一致で承認可
決された。
第 8 号報告議案 「PCSA 事務所移転」の件
議長は、定款 第 2 条（主たる事務所の所在地）および会則規約 第 2 条（事務所）の変更によ
り、新たに移転する事務所の概要について議場に報告した。

２ 研究部会活動報告 第 17 期活動報告および第 18 期活動計画
人事問題研究部会 志賀 健太郎リーダー

(株式会社ニラク)

【第 17 期活動報告】
＜＜ １．定例研究部会(月 1 回開催) ＞＞
＜＜ ２．新卒採用情報交換会 ＞＞
＜第 11 回新卒採用情報交換会＞
開催日

平成 31 年 1 月 22 日（火）

開催場所

PCSA 会議室

出席人数

部員 7 名正会員オブザーバー12 名、合計 21 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（右写真）

テーマ：

『自社の魅力を最大限に引き出すプレゼンテーション＆選考手法

第2部

意見交換会・グループセッション
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＜＜ ３．女性活躍推進情報交換会 ＞＞
＜第 4 回女性活躍推進情報交換会＞
開催日

平成 30 年 7 月 12 日（木）

開催場所

株式会社合田観光商事 本社 会議室、北海道札幌市ホール

＜概要＞
第 1 部 講演
講師：株式会社合田観光商事 なでしこプロジェクトリーダー 永山 美貴枝 様
講演名：「なでしこプロジェクト」の活動内容について
第 2 部 情報交換会
参加者がグループに分かれ各社の女性活躍推進の現状や課題について情報交換を実施
＜＜ ４．店舗見学会 ＞＞
＜店舗見学会 in 札幌＞
開催日

平成 30 年 7 月 12 日～13 日（金）

①ひまわり札幌駅前タワー店（株式会社合田観光商事） ※バックヤード見学、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） ※バックヤード見学、質疑応答あり
＜店舗見学会 in 福島＞
開催日

平成 30 年 11 月 10 日（土）

①ニラク鳥谷野店（株式会社ニラク） ※バックヤード見学、質疑応答あり
②ニラク福島太平寺店 ※バックヤード見学質疑応答あり
＜＜ ５．健康経営勉強会 ＞＞
＜第 1 回健康経営勉強会 in 株式会社マルハン＞
開催日

平成 30 年 6 月 15 日（金）

開催場所

株式会社マルハン 東京本社 会議室

＜概要＞
講師：

マルハン健康保険組合 常務理事 田端 直樹 氏
株式会社マルハン 人事部人事課 健康管理担当 松橋 理恵 氏

講演名：マルハンの健康経営推進について
＜＜ ６．企業勉強会 株式会社アポロガス ＞＞
開催日

平成 30 年 11 月 9 日（金）

開催場所

株式会社アポロガス本社（福島市）

＜概要＞
講師 篠木 雄司 様 株式会社アポロガス 代表取締役社長
１．梅はなぜ咲くのか
２．アポロガス内定者新入社員 50 日間 150 の研修と 100 本論文（抜粋）
３．株式会社アポロガスの採用活動について
＜＜ ７．人事問題研究部会 質問コーナー ＞＞
部員ならびに会員企業から提出された質問に対して、各社の情報を提供、共有をした。
＜＜ ８．労政時報勉強会 ＞＞
雑誌「労政時報」に掲載された、法律改正、裁判事例などの情報を共有した。

4

PCSA アクションレポート（総会・経営勉強会）4 / 13
＜＜ ９．企業トピック ＞＞
先進的な人事労務の仕組みを導入した部員企業の事例の紹介、意見交換を実施した。
＜＜ 10．人事労務トピック ＞＞
人事労務に関する興味深いトピックを共有した。
＜＜ 11．労働時間等アンケート ＞＞
労働時間、休日、残業時間等を集計、各社の状況を比較確認した。

【第 18 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
①P 以外の事業展開、管理体制
②給与日払い、週払い
③人件費削減施策
④大規模災害時の行動基準書
・労働時間・残業・休日アンケート 2019
会員各社の労働時間、残業、休日の結果をまとめ、分析
前回との比較、平均値など、外部への公表も検討
・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。
①同一労働同一賃金
②賃金制度（正社員、パートタイマー）
③RPA について
④従業員の受動喫煙対策
・地方開催拡大研究部会
・目的：部会に参加出来ない PCSA 会員企業の勉強の機会創出、PCSA 会員勧誘 他
・第 184 回拡大人事問題研究部会 in 大阪

2019 年 7 月 11 日(木)～12 日（金）

・第 188 回拡大人事問題研究部会 in 愛知

2019 年 11 月 7 日(木)～8 日（金）

・第 191 回拡大人事問題研究部会 in 大分

2020 年 2 月 13 日(木)～14 日（金）

・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
・第 12 回新卒採用情報交換会

2020 年 1 月 17 日(金)

・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
※地方開催拡大研究部会時に開催
・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
※地方開催拡大研究部会時に開催

コスト問題研究部会 佐藤 千恵リーダー

(株式会社セントラル伸光)

【第 17 期活動報告】
＜＜ １．定例部会 テーマ ＞＞
１．企業トピック「商品について」
２．企業トピック「アミューズメント総合健康保険組合について」
３．平成 30 年 7 月集中豪雨 支援について
＜＜ ２．企業訪問・勉強会 ＞＞
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＜江崎グリコ株式会社様 工場 グリコピア・イースト訪問＞
訪問日

平成 30 年 4 月 12 日（木）

訪問場所

江崎グリコ株式会社 グリコピア・イースト 会議室

＜企業勉強会 株式会社セントラル伸光 in 仙台＞
訪問日時

平成 30 年 6 月 7 日（木）

開催場所

山口ビル 貸し会議室 B (5F)

講師

株式会社セントラル伸光 常務

清水 文在 様

営業部 部長 服部 悦郎 様
営業部 課長 佐藤 千恵 部会リーダー
＜企業勉強会 株式会社利光ファシリティーズ＞
訪問日

平成 30 年 12 月 13 日（木）

開催場所

株式会社利光ファシリティーズ 事務所１階

講師 株式会社利光ファシリティーズ 代表取締役社長 萩原 祐起 様
＜＜ ３．ストアコンパリゾン ＞＞
＜ストアコンパリゾン in 仙台＞
開催日

平成 30 年 6 月 8 日（金）

スケジュール： 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
3.ベガスベガス仙台南店、4.パチンコまるたま泉中央店、5.D'ステーション仙台泉店
6.パラディソ泉店
＜＜ ４．コスト問題研究部会 勉強会 ＞＞
＜第 3 回コスト問題研究部会 勉強会・7 月＞
開催日

平成 31 年 2 月 7 日

演題 投資コストは、昨年対比 100％超えは確実！？遊技機投資と無集客投資を、どう乗り切るのか？
講師 有限会社トータル・ノウ・コネクションズ 代表取締役 髙橋 正人 様
＜＜ ５．コスト関連商材 プレゼンテーション ＞＞
・消費者購買傾向から考察する市場動向 →消費者ニーズへのアプローチ・4 月
・ホールと業者をつなぐ唯一無二の新サービス 匠 BANK.P・5 月
・警備・8 月
・フロン排出抑制法とエアコンレンタルプランのメリット・8 月
・受動喫煙防止 VITACIG ご提案・11 月
・カウンター業務に革命を・・・」 ～賞品保管機 JK-500 による省力化について～・11 月
・『マジか』システム+『入替ナビ』で究極の『パチンコ台入替作業』簡単化(楽・短時間化)のご提案・11 月
・世界初！ バキュームによるカーペットのドライメンテナンスシステム・11 月
・株式会社サイトコ プレゼンテーション・1 月
・一般景品在庫による無駄な経費の検証～ 景品宅配サービスの活用について・3 月
＜＜ ６．経済産業省 エネルギー庁 ベンチマーク制度 ＞＞
ベンチマーク制度に関する情報を共有した。

【第 18 期活動計画】
・定例研究部会（毎月 1 回、原則第 1 木曜日 午後 2 時～午後 5 時）
・企業トピック

正部員各社の取り組みの共有および情報交換
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広告宣伝、LED 導入、新電力導入、PB 賞品、喫煙ブース、顔認証、
遊技機の効率運用、設備機器導入のコスト削減（景品払い出し無人カウンター、
紙幣搬送）、在庫管理（景品配送サービス、システム効率化）、他
・エコ環境問題

電力削減手法等について情報共有、省エネルギー設備導入補助金

・景品問題

安価な端玉景品、在庫管理

・地方開催拡大研究部会
・第 163 回拡大コスト問題研究部会 in 愛知

2019 年 6 月

部会に参加出来ない PCSA 会員企業の勉強の機会創出、コスト削減事例を学ぶ、最新の店舗設備の実
際を学ぶ
・第 168 回拡大コスト問題研究部会（開催場所未定）

2019 年 11 月 12 日(火)～13 日（水）

部会に参加出来ない PCSA 会員企業の勉強の機会創出、消費税 10％アップ後の店舗視察
・企業訪問 ※地方開催拡大研究部会時に開催
・コスト問題勉強会
・第 4 回コスト問題勉強会

2019 年 12 月 12 日(木)

テーマ「遊技機 業界概況 part3（仮）」、
業界における遊技機の「現状」を学ぶ、今すべき、入替、新規購入、中古機購入などについて学ぶ

法律問題研究部会 荒田 政雄リーダー

(夢コーポレーション株式会社)

【第 17 期活動報告】
＜＜ １．定例部会 テーマ ＞＞
１．「PCSA パチンコホール 法律ハンドブック 2018」について
２．パチンコホールの広告宣伝規制について
３．パチンコホールの広告宣伝に関する取り組み（研究）について
４．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
５．警察庁講話について
６．改正健康増進法について
７．「遊技機製造業者の業務委託に関する規定」の改正
８．性能表示モニタについて
９．型式試験機関 一般社団法人 GLI Japan ～第 2 保通協～
１０．平成 30 年 7 月集中豪雨について
１１．北海道胆振東部地震について
＜＜ ２．認定特定非営利活動法人 リカバリーサポート・ネットワーク 事務所 訪問 ＞＞
開催日

平成 30 年 6 月 29 日（金）

開催場所

リカバリーサポート・ネットワーク 事務所（沖縄県）

講師

認定特定非営利活動法人リカバリーサポート・ネットワーク 相談部 内藤

献 様

ひぐちグループ まるみつ in 店 サブリーダー

上川 佑太郎 様

株式会社ヒラオカコーポレーション 人事部 CS 推進室

田中

サンキョー株式会社 営業部 営業企画事業部

中島 大輔 様

玲 様

＜＜ ３．依存問題対策プロジェクトチーム in 沖縄・リカバリーサポート・ネットワーク勉強会 ＞＞
開催日

平成 30 年 6 月 30 日（土）
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開催場所

沖縄県市町村自治会館 6 号室 4F

講師

リカバリーサポート・ネットワーク 代表 西村 直之 様（右写真）

＜＜ ４．ストアコンパリゾン in 沖縄 ＞＞
開催日

平成 30 年 6 月 29 日（金）

開催場所

那覇市、豊見城市

①Ｊパーク安謝店（株式会社 J・park）、②EEE トリプルＥ豊崎店(株式会社正栄プロジェクト)
＜＜ ５．機構 依存対問題対策の実施状況確認について ＞＞
開催日

平成 31 年 3 月 30 日（土）

開催場所

PCSA 会議室

講師

一般社団法人遊技産業健全化推進機構 理事・事務局長 伊勢崎 清様

＜＜ ６．会員からの質問コーナー ＞＞
・一部社員退職後の自社ホールでの遊技制限について・4 月
・18 歳に達している高校生への対応について・4 月
・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 月
・閉店する店舗における貯玉会員への対応について・5 月
・ファン感謝デー等の当選賞品について・5 月
・議題提起：外国籍の方の就業規制について・5 月
・アイコスの販促イベントをホール駐車場、又はで開催する為にどうすれば良いか？・6 月
・残高のある IC カードをお客様が拾得した場合について・6 月
・ホールの営業許可申請書にレートを記入して申請しているが、これを変更する場合の対応について・12 月
・貯玉補償基金に非加入の店舗が閉店する場合の貯玉の対応について・12 月
・会員様宛 DM の年賀ハガキ対応について・1 月
・会社に届いた年賀状に当選ハガキがあった場合の対応について・1 月
・お客様の休憩への対応について・3 月
・賞品カウンターの無人化について・3 月

【第 18 期活動計画】
・定例研究部会（毎月 1 回、原則最終土曜日 午後 1 時～午後 4 時）
【日常営業における全国各地の事例について情報共有】
・行政講話の情報共有、解説
・新基準に該当しない高射幸性遊技機設置状況
・風営法規則改正について
・適正な広告宣伝手法について
・18 歳未満立ち入り禁止の確認厳守について
・検定機、認定機、みなし機対応について
・法律問題質問コーナー（会員からの質問を検討）等
・地方開催拡大研究部会
・目的：部会に参加出来ない PCSA 会員企業の勉強の機会創出、PCSA 会員勧誘 他
・第 189 回拡大法律問題研究部会 in 富山

2019 年 6 月 28 日(金)～29 日（土

広告宣伝規制の変遷と対応を学ぶ、法律問題研究部会 質問コーナー
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不正対策研究部会 松本 浩リーダー

(株式会社ヒカリシステム)

【第 17 期活動報告】
＜＜ １．定例部会 テーマ ＞＞
1．ゴト被害・通報アンケート
2．ブラックアウト事例について
3．社員向けの道徳、モラル教育について
4．紙幣、営業中回収について
5．携帯電話の店舗側の過失による破損事故対応について
6．暴漢対策について
7．入れ墨（Tatoo）のお客様対応方法について」 ＞
＜＜ ２．不正対策勉強会（年４回） ＞＞
＜第 43 回不正対策勉強会＞
開催日：平成 30 年 4 月 20 日(金)
タイトル：「最新のゴト情報について ～巧妙かつ悪質化する不正を撃退せよ～」
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
＜第 44 回不正対策勉強会 in 札幌＞
開催日：平成 30 年 7 月 25 日（水）
開催場所：株式会社合田観光商事 本社 ５階 会議室
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
＜第 45 回不正対策勉強会 in 九州＞
開催日：平成 30 年 11 月 30 日（金）
開催場所：福岡県遊技会館 ３階 会議室（日遊協 九州支部）
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
＜第 46 回不正対策勉強会＞
開催日：平成 31 年 1 月 25 日(金)
タイトル：「最新のゴト情報について ～巧妙かつ悪質化する不正を撃退せよ～」
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
＜＜ ３．日本遊技機工業組合(日工組)訪問 ＞＞
開催日：平成 30 年 8 月 24 日（金）
開催場所：日工組 事務所（東京都中央区京橋 1-2-5 京橋 TD ビル 2 階）
＜＜ ４．内部通報制度勉強会 ＞＞
開催日：平成 30 年 9 月 28 日（金）
開催場所：PCSA 会議室
講師：戸田 正之 様 株式会社ダイナム 監査部長
＜＜ ５．ストアコンパリゾン in 九州 ＞＞
開催日：平成 30 年 11 月 30 日（金）
開催場所：福岡県福岡市
①プラザ３（株式会社宣翔物産）、②フェイス 880 博多本店（株式会社フェイスグループ）
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＜＜ ６．「依存防止対策への取り組み状況を確認する調査」について ＞＞
開催日：平成 31 年 3 月 15 日（金）
開催場所：PCSA 会議室
講師：一般社団法人遊技産業健全化推進機構 理事・事務局長 伊勢崎 清 様

【第 18 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（年 4 回、東京 2 回、大阪 1 回、長野 1 回、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（3 ヶ月分まと
め）」
・第 47 回不正対策勉強会 in 大阪

2019 年 4 月 19 日(金)

関西方面 PCSA 会員企業の為の勉強会、日遊協 近畿支部 セキュリティ対策部との交流
・第 48 回不正対策勉強会 in 長野

2019 年 7 月 25 日(木)～26 日（金）

企業訪問
・第 49 回不正対策勉強会

2019 年 10 月 25 日（金）

・第 50 回不正対策勉強会

2020 年 1 月 31 日(金)

遊技法研究会 荒田 政雄 委員長

(夢コーポレーション株式会社)

【第 17 期活動報告】
１．一般社団法人日本流通商健全化協会（以降、日流商）の取組みについて
２．国会におけるパチンコ関連の話題について
３．賞品提供の啓発活動について
４．時代に適した風営法を求める会について
５．業界におけるリスクについて

【第 18 期活動計画】
・定例研究部会（拡大理事会開催日に開催）
業界のリスクの洗い出しと解決方法の検討
①「賞品検討小部会」

賞品の適正な提供と啓発活動について

②「遊技機検討小部会」 遊技機関連全般（釘、ベース、設定付遊技機、管理遊技機 他）

依存問題対策プロジェクトチーム 辻 良樹 リーダー

(株式会社ダイナム)

【第 17 期活動報告】
＜＜ １．定例部会 テーマ ＞＞
１．21 世紀会について
２．安心パチンコ・パチスロアドバイザー 講習会について
３．安心パチンコ・パチスロアドバイザー、自己申告・家族申告プログラム アンケートまとめについて・11 月
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４．RSN 2017 年パチンコ依存 電話相談事業 報告書について
５．「ギャンブル等依存症対策基本法案」 衆議院 内閣委員会 過去中継 視聴
６．「娯楽産業の未来のためのギャンブリング問題対策」 依存対策勉強会 DVD 視聴
７．第 1 回ギャンブル等依存症対策推進本部会合 議事次第について
８．世界宝くじ協会の「責任あるゲームフレームワークと認証」について
９．依存問題対策団体の定期通信・活動報告について
10．パチンコホール大手 5 社 共同声明・合同勉強会 アンケート結果について
11．2019 年 5 月 14 日 開催 パチンコ・パチスロ依存問題フォーラムについて
12．ホールの依存問題対策の実施状況確認の為の調査のお願いについて
＜＜ ２．認定特定非営利活動法人 リカバリーサポート・ネットワーク 事務所 訪問 ＞＞
開催日

平成 30 年 6 月 29 日（金）

開催場所

リカバリーサポート・ネットワーク 事務所（沖縄県）

講師 認定特定非営利活動法人リカバリーサポート・ネットワーク 相談部

内藤

献 様

ひぐちグループ まるみつ in 店 サブリーダー

上川 佑太郎 様

株式会社ヒラオカコーポレーション 人事部 CS 推進室

田中

サンキョー株式会社 営業部 営業企画事業部

中島 大輔 様

玲 様

＜＜ ３．依存問題対策プロジェクトチーム 勉強会 ＞＞
＜ １．認定特定非営利活動法人リカバリーサポート・ネットワーク 勉強会 ＞
開催日

平成 30 年 6 月 30 日（土）

開催場所

沖縄県市町村自治会館 6 号室 4F

出席人数

部員 14 名、賛助部員 2 名、合計 16 名

講師

リカバリーサポート・ネットワーク 代表 西村 直之 様

＜ ２．認定 NPO 法人ワンデーポート 勉強会 ＞
開催日：

平成 30 年 12 月 15 日（土）

講師：

認定 NPO 法人ワンデーポート 理事・施設長 中村 努 様

【第 18 期活動計画】
・定例 PT（毎月 1 回、原則最終土曜日 午前 10 時 30 分～午後 12 時 30 分）
・ギャンブル等依存症対策基本法を中心とした国・行政の取り組みについて
・パチンコ・パチスロ産業２１世紀会（業界団体）による取り組みについて
・リカバリーサポート・ネットワーク、ワンデーポート等、民間団体等の取り組みについて
・PCSA 加盟各社の取り組み、その他海外カジノなど依存問題に関わる事項の共有
・地方開催 PT
・第 27 回拡大依存問題対策プロジェクトチーム in 富山

2019 年 6 月 28 日(金)～29 日（土）

法律問題研究部会との共催
・有識者による依存問題対策勉強会
・第 3 回依存問題対策勉強会

2019 年 7 月 27 日(土)

・第 4 回依存問題対策勉強会

2019 年 11 月 16 日(土)

・第 5 回依存問題対策勉強会

2020 年 2 月 29 日(金)
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４ 御講話
警察庁生活安全局保安課 課長補佐 齊藤 敬之 様

５ 新役員発表・委嘱状授与・就任挨拶
５ 研究部会・委員会リーダー・サブリーダー発表・委嘱状授与・就任挨拶
※第 18 期役員改選承認を受けて、新役員は別室にて第 1 回理事会を開催。
今期の新執行部を下記の様に決定した。
第18期PCSA役員
代表理事 加藤 英則

副代表理事 大石 明徳

副代表理事 合田 康広

副代表理事 齊藤 周平

副代表理事 金本 朝樹

理事 山田 孝志

理事 城山 朝春

理事 福井 宏彰

理事 石川 直史

理事 金光 淳用

理事 河本 成佑

夢コーポレーション株式会社
代表取締役社長
株式会社ニラク
取締役
株式会社合田観光商事
常務取締役
株式会社グランド商事・アドバンス
常務執行役
株式会社アメニティーズ
代表取締役社長
株式会社ＴＲＹ＆ＴＲＵＳＴ
代表取締役社長
ミカド観光株式会社
常務取締役
株式会社加賀屋
代表取締役社長
株式会社ワールド
代表取締役社長
株式会社ヒカリシステム
代表取締役社長
株式会社晋陽
代表取締役社長

重任

重任

重任

重任

重任

重任

重任

重任

重任

重任

重任

監事
監事 川辺 悦史

監事 宮村 伸輔

株式会社セルノ
取締役会長
株式会社エルゴジャパン
常務取締役

重任

重任

モデレーター
モデレーター 佐藤 公平

株式会社ダイナム
取締役会長
12
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アドバイザー
チェーンストア経営分野アドバイザー

株式会社ダイナムジャパンホールディングス

佐藤 洋治

取締役 兼 相談役

経営分野アドバイザー

牛島憲明事務所

牛島 憲明

代表

調査研究・経営分野アドバイザー

株式会社エンタテインメントビジネス総合研究所

藤田 宏

代表取締役社長

法律分野アドバイザー

三堀法律事務所

三堀 清

弁護士

重任

重任

重任

重任

第17期 研究部会リーダー・サブリーダー
リーダー

法律問題研究部会

荒田 政雄

サブリーダー 八重樫 浩輝
リーダー

コスト問題研究部会

佐藤 千恵

サブリーダー 宮村 伸輔
リーダー

不正対策研究部会

松本

浩

サブリーダー 倉沢 隆志
リーダー

人事問題研究部会

志賀 健太郎

サブリーダー 木内 克宏

依存問題対策プロジェクトチーム

リーダー

辻 良樹

サブリーダー 荒田 政雄
委員長

遊技法研究会

荒田 政雄

副委員長

大石 明徳

副委員長

石山 一広

６ PCSA 功労会員表彰
受彰者
正会員

夢コーポレーション株式会社 監査役

荒田 政雄 様

賛助会員 グローリーナスカ株式会社 取締役営業統括部長

宮崎 昌彦 様

６ PCSA 功労役員表彰
受彰者
一般社団法人パチンコ・チェーンストア協会 専務理事

７ 第 2 回 PCSA フレッシュマンズ懸賞アイディア・エッセイ表彰式
表彰状・賞金並びに記念品授与：最優秀賞 1 編・優秀賞 3 編
受賞者挨拶：

※下記受賞者一覧をご覧下さい。

講評：審査副委員長 斎木 純一 様 フジサンケイビジネスアイ 相談役
総括：審査委員長 横山 和夫 様 公認会計士・元東京理科大学教授
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最優秀賞

優秀賞

優秀賞

優秀賞

龍澤 史菜 様

アメニティーズグループ 株式会社パンドラ

ぱちんこ店員なう！
南 皓介 様

株式会社ダイナム

「誇り」を築くために
湯田 莉菜 様

株式会社ニラク

パチンコ業界に入社したからこそ気づけた、大切にしたい事
石飛 篤宜 様

株式会社ダイナム

心のインフラとして

石川 直史理事による閉会宣言

第 68 回 PCSA 公開経営勉強会
開催日時

令和 1 年 5 月 16 日（木） 午後 3 時 30 分から午後 5 時 30 分

開催場所

TKP ガーデンシティプレミアム神保町 3 階「プレミアムボールルーム」

出席者

合計 102 名

賛助会員プレゼンテーション

「パーソナル分煙ボックス」
JCM システムズ株式会社

「Air 紙幣搬送システム 他」
株式会社マースエンジニアリング

・金本 朝樹 副代表理事による開会挨拶
第一部

『ギャンブル等依存症対策推進基本計画による相談・治療・回復支援への課題
～ワンデーポートへの相談や利用者の皆さんとの関わりを通して思うこと～』

講師：中村 努 様 認定 NPO 法人ワンデーポート 理事・施設長
政府ギャンブル等依存症対策推進関係者会議 委員
NPO 法人ワンデーポートを立ち上げた際の経緯を説明。当初はアルコール依存や薬物依存と同様に「病気」
であると認識していた事、多数の依存問題に陥った方々と触れ合う内に「一概に病気とするのは弊害がある」
という思いを徐々に強くしてきたことなどを述べた。また、政府ギャンブル等依存症対策推進関係者会議に委
員として参加。厚生労働省の「依存症は脳の病気だ」とする根拠の説明を求めたり、政府の基本計画に沿
った考え方による支援では救われない人がいる、など現場からの意見を主張してきたと述べた。また、相談に
訪れる方々の多様な背景や課題を説明し、パチンコをやめる事を目的とする事によって解決すべき根本的な
問題から外れてしまう可能性があると述べた。最後には、実際にギャンブルに依存し問題となった体験者 2 名
の方にも登壇して頂き、ワンデーポートの日々の活動や実際に本人がどう感じてきたのかなどをインタビューして
締め括られた。

・齊藤 周平 副代表理事による閉会挨拶

以上
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PCSA アクションレポート（理事会）
平成 31 年 5 月版

５月通常理事会
開催日時

令和 1 年 5 月 16 日（木） 午前 11 時 15 分～午後 12 時 30 分

開催場所

TKP ガーデンシティ PREMIUM 神保町 「フォレスト」

出席者

理事 10 名、幹部 5 名、合計 15 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＞
金本 朝樹 株式会社アメニティーズ 代表取締役社長
齊藤 周平 株式会社グランド商事・アドバンス 常務執行役
＜理事＞
藤本 達司 株式会社ダイナム 代表取締役
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 常務取締役
福井 宏彰 株式会社加賀屋 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
河本 成佑 株式会社晋陽 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
＜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

第 1 号審議議案 「尾立 源幸氏パーティー協力」審議【承認】
当件について事務局より説明があった。
＜審議＞
議長：PCSA からは参加する人数分だけパーティー券を購入するという事でよいか？
一同：異議なし。
議長：総会の中でアナウンスすると共に、メールでも案内を出していただきたい。

第 2 号報告議案 「第 17 期決算報告・監査報告」報告
当件について事務局より説明があった。
＜決算報告書 概要＞
貸借対照表

資産の部

2050 万

15

62 円
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負債の部
純資産の部
損益計算書

セミナー売上高
会費収入
入会金収入
販売費・一般管理費

165 万 4514 円
1884 万 5548 円
28 万 5000 円
4740 万

円

20 万

円

5232 万 236 円

営業利益

△443 万 5236 円

当期純利益

△133 万 5610 円

＜意見・質問＞
・保証金の処理はどうなっているか？ ＞保証金は敷金という項目で資産の部にある。資料に記載の金額
は 636 万円で、決算時には事務所が移転前である為、銀座事務所の敷金となっている。
・新しい事務所の敷金はいくらか ＞後日報告する。
→新事務所保証金は 169 万 8750 円となる（PCSA 負担分。従来より約 466 万円減）

第 3 号報告議案 「第 18 期予算 最終案」報告
当件について事務局より説明があった。本年 2 月に第 18 期予算案が理事会で成立したが、この 3 ヶ月で変
更になった部分があるのでその説明をする。なお、本日の総会には本理事会に提出の最終案をもって議案とし
ている。
＜2 月理事会からの大きな変更点＞
（収入の部）
・「月例会費」4627 万円から 4531 万円に減少。正会員 1 社退会、店舗数減による。
（支出の部）
・「会議室費用」189 万 9 千円から 170 万円に減少。研究部会地方開催による。
・「原状回復費」183 万 6 千円から 159 万 3 千円に減少。値引き交渉による。
・「会議費」140 万円から 100 万円に減少。賀詞交歓会非開催による。
・「総会費」345 万円から 320 万円に減少。第 17 期実績ベースに合わせたため。
・「研究部会費」122 万円から 135 万 4 千円に増加。活動を精査した結果、増加。
（全体）
・第 18 期の収入は 4555 万円、支出は 4546 万 9660 円で期中増加高は 8 万 340 円の増加という
事で予算を立てている。
＊なお、今期は事務所移転、中島専務理事の退任があり支出が増えるが、現状維持をした場合、第 19
期の支出は今期から 900～1000 万円減って 3500～3600 万円台になる予定。
＜意見・質問＞
・来期以降、収入が同じであれば 1 千万円近くプラスになるのか。 ＞その通り。
・PCSA は賛助会員が高いという事で、その分で下げることはできるのか。 ＞現在賛助会員数は 36 社、
単純に 1000 万円を 36 で割ると 27 万円強下げる事ができる。
・同友会の賛助会員の会費は？ ＞年間 30 万円、PCSA は 60 万円。
・年会費を下げる事で入会が増えるとは思えない。
・賛助会員会費の値下げを検討するのであれば、正会員の中小の会費を下げる事も検討してほしい。
・正会員を増やしたい。
・正会員の会費はいくらか？ ＞ミニマムで年間 60 万円。月額会費 1 店舗 5000 円だが、ミニマムで月
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額 5 万円となっている。10 店舗までは 5 万円、11 店舗で 5 万 5 千円となる。
・この件についても今期検討していきたい。

第 4 号報告議案 「第 18 期定時社員総会・第 68 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。
＜スケジュール＞
13：00～15：00 第 18 期定時社員総会
13：00

開会宣言（城山理事）

13：05

総会議案

13：35

研究部会・研究会・プロジェクトチーム 第 17 期活動報告・第 18 期活動計画 報告

14：00

ご講話 警察庁生活安全局保安課課長補佐 齊藤 敬之様

14：05

新役員発表、研究部会・研究会リーダー・サブリーダー発表

14：10

功労会員表彰

14：20

功労役員表彰

14：25

第 1 回フレッシュマンズ懸賞アイディア・エッセイ表彰式

15：00

閉会宣言（石川理事）

15：30～17：30 第 68 回 PCSA 公開経営勉強会
15：30

開会挨拶（金本副代表理事）

15：30

賛助会員プレゼンテーション（1 コマ 15 分 x2 コマ）
JCM システムズ株式会社、株式会社マースエンジニアリング

16：00

第 2 部 『ギャンブル等依存症対策推進基本計画による相談・治療・回復支援への
課題～ワンデーポートへの相談や利用者の皆さんとの関わりを通して思うこと～』
講師： 中村 努 様（認定 NPO 法人ワンデーポート 理事・施設長、
政府ギャンブル等依存症対策推進関係者会議 委員）

17：30

閉会挨拶（齊藤副代表理事）

＜出席予定者＞
総 会： 正会員 17 名、賛助・特別会員 33 名、アドバイザー・業界誌他 15 名、合計 65 名
勉強会： 正会員 46 名、賛助・特別会員 39 名、アドバイザー・業界誌他 19 名、
一般（有料）6 名、合計 110 名
懇親会： 正会員 15 名、賛助・特別会員 25 名、アドバイザー・業界誌他 17 名、合計 57 名

第 5 号報告議案 「正会員 退会」報告
当件について事務局より説明があった。下記の企業より退会届があった。
会員名：

株式会社キョウサン

代表者：

フォーリー 淳子様

住所：

大阪府吹田市豊津町 9－22

退会理由： パチンコ事業をやめるため
退会届出： 2019 年 4 月 23 日
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第 6 号報告議案 「業界団体活動」報告（21 世紀会）
当件について事務局より説明があった。
＜記＞
日 時： 2019 年 5 月 10 日（金） 午後 4 時～4 時 30 分
場 所： 全日遊連会議室
出席者： PCSA：加藤代表理事、片山
【議案】
1．第三者機関「パチンコ・パチスロ産業依存対策有識者会議」からの中間答申について
説明：「有識者会議」に 21 世紀会からぱちんこ業界の依存問題対策について諮問を依頼しその結果
が本年 4 月付で「中間答申」として返ってきた。この中間答申は現時点のものであるという補足が
あった。全体的には原稿の取り組みに一定の評価をいただく一方、効果や有用性についてのデー
タ不足の指摘があった。政府の基本計画の中に業界が実施要綱を策定するとあるので、この答
申を参考にし実施要綱を策定する。
2．ギャンブル等依存症対策基本計画について
説明：基本計画については添付資料 2 の通りとなる。第二章 取り組むべき具体施策の中に「依存問
題対策要綱の整備」が記載された。2019 年度中に策定する必要がある。まずは全日遊連でた
たき台を作成し、21 世紀会の皆様に意見を伺った上で成案化したい。
3．健全化推進機構が行う依存防止対策調査について
説明：5 月 7 日付で警察庁から 21 世紀会に資料 3 の依頼文書が届いた。機構の調査について、項
目の追加や、内容の範囲を広げるような記載があった。この内容の調査にすると、無通知で来る
機構検査の際には責任者不在等により回答に穴が開きかねない。
そこで、正確に回答できるように、業界統一のチェックシートを作り、機構の検査員にチェックシート
を提示する事で調査が完了する仕組みとしたい。
4．警察庁との連絡会の実施について
説明：自民党の風営法議連において提言があり、警察庁と業界が連絡を取り合うように求められた。そ
れに従い連絡会を実施したいが、今回は 6 団体（全日遊連、日遊協、日工組、日電協、全商
協、回胴遊商）で実施をしたい。
5．リカバリーサポート・ネットワークが行う企業研修の公募について
説明：本件について、4 月 26 日に 21 世紀会所属団体に発出した。現状、応募は無いが前向きな問
い合わせが来ている。なお、21 世紀会で行っていた「出向」は 5 月末日で終了となる。
6．その他当面の諸問題
①RSN の今後の支援について
説明：RSN より今後の支援については寄附ではなく、税金のかからない助成にして欲しいとの要望があっ
た。拠出する側の税務上の問題を確認して改めて皆様に連絡をする。
②全日本社会貢献団体機構の組織変更について
説明：全日本社会貢献団体機構の組織変更について。同機構は全日遊連が母体となって創立され
たが、ギャンブル等依存症対策の対応を業界全体でする必要があり、同機構の組織変更を計
画している。組織を再編後、21 世紀会の皆様に改めて参加を提案する。
③依存問題フォーラムの準備状況について
説明：5 月 14 日に開催される、「パチンコ・パチスロ依存問題フォーラム」の準備状況について説明があ
った。会場は定員 500 名のところ第一部は満席、第二部も残り 60 席弱となった。費用はおおよ
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そ 510 万円弱。次回 6 月 5 日に開催される実行委員会で、費用と分担額を確定したい
＜意見・質問＞
・警察庁の連絡会は今後定期的に開催するのか？ ＞定期的に開催する。連絡会メンバーは 6 団体とあ
るが、内容については 14 団体で話し合うとの事である。
・機構の依存防止対策調査について、ホールがチェックしなければいけないというのは負担になる。21 世紀
会事務局が及び腰と感じた。チェック項目を定めようとしているが、「実際に効果があるかどうか検証したい」
と意見しても反応が悪かった。
・機構の調査開始時期が遅れるのか？ ＞これからチェック項目の様式を作成するので、スタートが 1～2 カ
月は遅れる。

第 7 号報告議案 「旧規則機の取り扱い（全日遊連）」報告
当件について事務局より説明があった。
本年 4 月 19 日付で「旧規則機の取り扱いについて（お知らせ）」という文書が全日遊連より届いた。基本
的には「旧規則機のうち、検定・認定の有効期間を満了した遊技機の撤去をする」という当然の内容。特筆
すべきは 1 点で「改正規則の施行日前に検定・認定の有効期限が満了した遊技機のうち、比較的射幸性の
低い遊技機は本年 12 月 31 日までに撤去する」という箇所。
＜意見・質問＞
・対象はパチンコのみか？ ＞パチンコ、スロット両方とも対象。
・現在の検定通過率は改善されているのか？ ＞通過率は改善されているものの、いわゆるダミースペックが
多いと聞く。

第 8 号報告議案 「風営法議連 遊技機基準等 PT」報告
当件について事務局より説明があった。本年 3 月 12 日から 4 月 25 日にかけ、「風営法議連 遊技機基準
等 PT」が 4 回開催された。第 1 回目～第 3 回目まではすでに報告済だが、今回の 4 回目で一旦終了した
のでまとめて報告をする。
＜4 回の会合の主な出席者（業界関係者以外）＞
田中 和徳衆議院議員（議連会長、PT 顧問）、秋元 司衆議院議員（議連事務局長）
小倉 將信衆議院議員（PT 主査、司会）、古賀 篤衆議院議員（PT 副主査）
平沢 勝栄衆議院議員（PT 顧問）、野田 毅衆議院議員、山口 泰明衆議院議員
逢沢 一郎衆議院議員、神山 佐市衆議院議員、鈴木 隼人衆議院議員、あべ 俊子衆議院議員
石井 正弘参議院議員、石井 準一参議院議員、木村 義雄参議院議員
警察庁 ： 白川生活安全局長、山田生活安全局保安課長
内閣官房： 中川ギャンブル等依存症対策統括官、徳永ギャンブル等依存症対策審議官
認定特定非営利法人リカバリーサポート・ネットワーク 西村 直之代表理事（第 2 回）
【第 1 回会議】
1．出玉率と依存問題の因果関係について（警察庁 山田課長）
出玉率と依存問題の因果関係について、科学的根拠が十分に証明されているわけではないものの、
RSN のデータを元に平均遊技時間 4 時間で 5 万円以下の獲得金額にした。
2．遊技機検定基準等（試験の適正化）について（警察庁 山田課長、日電協、兼次筆頭副理事長）
山田課長からはパチンコ 4 時間、スロット 1600 回を追加したが、試射試験の厳格化を図るなどの変
更はしていないと説明があった。
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一方で日電協 兼次筆頭副理事長から、適合率が低く 50 億円のお金が無駄になっている。3 日分
の試験の 17500 回は本来廃止すべきとの意見が出た。
＜議員の意見＞
・依存と射幸性の関係については科学的な知見を進めること、型式の合格率を高めて、新台の発売を促進
してほしい。
【第 2 回会議】
1．出玉率と依存問題の因果関係について（RSN 西村代表）
出玉率と依存問題の因果関係について、学術的、科学的研究データの積み重ねが無く、出玉を 2／
3 にする事が対策になるかどうか分からない、その事を警察庁にも伝えている。
2．余暇進のパブリックコメントの紹介（余暇進 渡邊理事）
パチンコの短時間出玉率でも 220％であり、他のギャンブルと比較し射幸性が著しいとはいえない。
ATM、デビッドカードも国会の議論もほとんどなく急に盛り込まれたものである。
3．新規則機の試験について（日工組 榎本副理事長）
適合率は少しづつ上がっているが、6 段階設定の適合はない。また、不適合のうち 9 割が 1 時間試
験。完全確率のため、バラつきが出る。今以上に設計しようが無く警察庁と相談している。
＜議員の意見＞
・ギャンブル依存症 536 万人は全く根拠が無い数字。
・キャッシュレス社会に向かう中、デビッドカード廃止も時代に逆行している。
・規制激変による雇用、地域社会への影響が出るのも問題。
【第 3 回会議】
1．ギャンブル等依存対策推進基本計画について（木村議員、内閣官房、他）
木村議員より ATM の撤去はなぜ依存問題に資するのかどうか？撤去は強制では無い、書き直しなさ
い、という主張があった。その後、内閣官房より基本計画の説明があった。
大饗回胴理事長からは、他の公営競技と比べてパチンコの出玉規制が突出しているとの意見。
兼次日電協副理事長からは確率は暴れるので、試験方法を再検討してほしい。
＜議員の意見＞
・射幸性が依存症とどの程度因果関係があるのか実証実験をすべき。規制は必要だが、産業を育てるのは
政府の仕事。
＜小倉 PT 主査のまとめ＞
・基本計画の文言については議連に一任いただきたい。今後、PT で提言のとりまとめ作業をする。
【第 4 回会議】
1．時代に適した風営法を求める議員連盟 遊技機基準等 PT 提言案（小倉 PT 主査）
提言案の前文で現状の確認をし、5 つの提言案が示された。①型式試験の適正化、②出玉以外の魅力
が出せる環境整備、③警察庁と業界の定期協議の場の設定、④依存と射幸性の因果関係について
科学的知見の立証、⑤ATM 撤去は法令によるものでは無く、イノベーションを妨げない。
＜議員の意見＞
・保通協の実情を知りたい、現場の意見を聞きたい（警察庁からは本庁で回答するとの回答）。
【時代に適した風営法を求める議員連盟】
第 4 回会議で提言書を修正、採択した後、議連に移行しそのまま議連で提言を採択した。採択された提
言は 4 月 25 日付で国家公安委員会委員長に提出された。
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その他
・PCSA スケジュール
・今回以降、開催場所が TKP 上野駅前になる。少し分かりにくいのでご注意をお願いしたい。

第 9 号審議議案（当日動議）【承認】
当件について中島専務理事より動議があった。片山事務局員の役職を事務局長に定めてほしいとの事。
＜審議＞
議長：それでは確認の意味を含めて、片山氏の役職は事務局長という事でよろしいか？
一同：異議なし。

次回開催
「6 月拡大理事会」
開催日：令和 1 年 6 月 20 日（木）
スケジュール：
開催場所：

午後 2 時 45 分

～

3 時 45 分 ＜第 75 回遊技法研究会＞

午後 4 時

～

5 時 30 分 ＜6 月拡大理事会＞

TKP 上野駅前ビジネスセンター 3A（上野）
以上
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PCSA アクションレポート（人事問題研究部会）
平成 31 年 5 月版

第 182 回人事問題研究部会
開催日時

令和 1 年 5 月 10 日（金） 午前 11 時～午後 3 時

開催場所

PCSA 会議室

出席人数

部員 9 名、正会員オブザーバー1 名、合計 10 名、合計 8 名

出席者

＜リーダー＞
志賀 健太郎 株式会社ニラク 人財開発部 人事労務グループマネジャー
＜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） 組織戦略部

＜部員＞
長岡 敏之 株式会社ダイナム 人事部 人事労務担当
村瀬 広宣 株式会社つばめエイジェンシー
久保 龍也 株式会社合田観光商事 人材開発部 人事企画・労務管理課 次長
塩田 英紀 株式会社ヒカリシステム 東寺山店 ストアマネジャー
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) 組織戦略部 部長
川口 治

アメニティーズグループ （株式会社アメニティーズ) 組織戦略部 係長

小泉 和義 株式会社三永 管理部 総務課 課長
＜正会員オブザーバー＞
佐々木 忍

夢コーポレーション株式会社 人財部 労務管理グループ

１）6 月 RPA 勉強会について
開催日時：令和元年６月１４日 午後１時３０分～午後３時
講師：株式会社クレオ様
テーマ：「RPA(Robotic Process Automation）について（仮題）」
・部員以外にも募集を呼びかける。
・事務作業の一部を、ロボットを使って自動化する取り組みであり、エクセルやインターネットとの親和性が高い。
・RPA の基礎知識や可能性、実機デモンストレーションを通じて、生産性向上や人件費削減の一例として学ぶ。

２）７月拡大部会 in 大阪 進捗報告
開催日：令和 1 年 7 月 11 日～12 日
スケジュール：
令和 1 年 7 月 11 日
PM2:00 PM5:00
①労政時報勉強会 「大規模災害時の行動基準」
②各社から事前に質問を募集して各社の対応を共有。
令和 1 年 7 月 12 日
AM9:00 PM12:00
①各社から事前に質問を募集して各社の対応を共有。
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※部会時点では、会場は未定で、大阪に本社のある PCSA 会員企業に交渉中だったが、その後、株式会
社ダイナム大阪統括事務所、株式会社晋陽 本社会議室をお借りすることが出来た。

３）１１月 拡大人事問題研究部会会ｉｎ愛知
・女性活躍推進の取り組みを積極的に進めている、めいほうグループ様の訪問を検討中。
・開催日：令和元年１１月７日～８日。
・訪問を交渉中。

４）労働時間・残業時間・休暇調査アンケート２０１９ 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、分析していく。
＜概観＞
・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。
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５）労政時報勉強会 「給与日払い、週払い対応」、「別部門＆別会社への人事異動・管理」
担当：川口 治 部員 アメニティーズグループ
＜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」
「店舗と本社で、行き来が無い」という意見があった。

６）次回開催
開催日：令和 1 年 6 月 14 日（金）
時間：午前 11 時～午後 3 時
開催場所：TKP 上野駅前ビジネスセンター 6A （6 階）
以上

24

PCSA アクションレポート（コスト問題研究部会）1 / 10

PCSA アクションレポート（コスト問題研究部会）
平成 31 年 5 月版

第 162 回コスト問題研究部会 喫煙ブース プレゼンテーション 2019
開催日時

令和 1 年 5 月 9 日（木） 午後 1 時～午後 5 時 30 分

開催場所

TKP 上野駅前ビジネスセンター 8A 8 階

出席人数

代表理事 1 名、担当理事 1 名、部員 7 名、賛助部員 7 名、正会員オブザーバー15 名、
賛助会員オブザーバー15 名、一般社団法人日本遊技産業経営者同友会 参加者 9 名、
プレゼンター23 名、合計 78 名

出席者

＜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

＜担当理事＞
福井 宏彰

株式会社加賀屋 代表取締役社長

＜リーダー＞
佐藤 千恵

株式会社セントラル伸光 営業部 課長

＜サブリーダー＞
宮村 伸輔

株式会社エルゴジャパン 常務取締役

＜部員＞
呉

允博

株式会社日本ヒュウマップ 景品事業担当 （新規事業）
（株式会社ダイナムジャパンホールディングス）

佐々木 晃司

株式会社ニラク 店舗開発部 部長

荒田 政雄

夢コーポレーション株式会社 常勤監査役

峰元 勇作

株式会社ヒカリシステム チーム B リーダー 兼 市川駅前店 ストアマネジャー

原田 明光

株式会社三永 顧問・コスト管理担当

＜賛助部員＞
園田 悦志

株式会社大商 関東統括支店 支店長

小林 不二雄

株式会社ユーギシステム 専務取締役

堀金 泰陽

グローリーナスカ株式会社 営業推進部 情報分析グループ サブマネージャー

伊藤 真祐

株式会社 DMM.com 第一営業本部 アミューズメント 事業部 渉外統括補佐

青木 勇二

株式会社山宝商会 プロジェクト事業部部長

古賀 新

株式会社インターコスモス 東京支店 支店長

＜正会員オブザーバー＞
川野 創平

株式会社ダイナム 取締役

長谷川 一樹

株式会社ダイナム 設備管理部長

柳沢 康二

株式会社ダイナム 設備管理部長代行
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木村 孝

株式会社ダイナム 設備管理 メンテナンス担当

植木 純

株式会社ダイナム 設備管理 メンテナンス担当

宗形 弘吉

株式会社ニラク 店舗開発部 建築設備グループ グループ Mgr.

野田 信司

株式会社ニラク 店舗開発部 建築設備担当

藁粥 徳善

株式会社ニラク 店舗開発部 建築設備担当

傳田 純人

夢コーポレーション株式会社 資産開発部マネジャー

西尾 友邦

夢コーポレーション株式会社 資産開発部担当

山口 淳哉

株式会社ヒカリシステム ストアマネジャー

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） 第二営業部 係長

大林 良二

アメニティーズグループ（株式会社アメニティーズ） 係長

宇佐美 廣紀

株式会社三永 店舗開発部 部長

相沢 学

丸中建設株式会社 課長

＜賛助会員オブザーバー＞
安西 友和

大都販売株式会社 課長代理

小泉 俊幸

株式会社エルゴジャパン 取締役副社長

小川 啓輔

株式会社エルゴジャパン 営業本部長

谷 政彰

株式会社エルゴジャパン 企画部

鈴木 雅佳

株式会社エース電研 北海道営業所 所長

下沢 信幸

株式会社エース電研 郡山営業所 所長

後藤 智哉

株式会社エース電研 仙台営業所 所長

清水 敬史

株式会社エース電研 企画課 課長

高橋 省三

愛和食品株式会社 執行役員

福崎 安幸

愛和食品株式会社 参与

高鍋 貴行

オリックス株式会社 部長

高頭 良輔

オリックス株式会社 部長

中嶋 達也

オリックス株式会社 主任

小倉 宏之

株式会社大平商会 購買部 次長

酒巻 勲

株式会社大平商会 法人営業部 課長

＜一般社団法人日本遊技産業経営者同友会 参加者＞
五十嵐 吉政 様 株式会社三慶商事 店長
志賀

剛 様

金子 貴俊 様

株式会社三慶商事 次長
株式会社星和 取締役 本部長

岡本 新太郎 様 株式会社星和 統括店長
田井 秀治 様

株式会社プロテラス 開発

遠藤 文紀 様

株式会社プロテラス 開発

菊地 禎之 様

株式会社 HOG SV

平松 相大 様

株式会社新世商事 代表取締役社長

中村 亘宏 様

株式会社新世商事 取締役 営業開発部 部長
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＜プレゼンター 株式会社マースエンジニアリング＞
椿

実

米玉利 幸弘

株式会社マースエンジニアリング 営業企画部販売促進グループ
株式会社 fujitaka 事業統括本部 環境事業部 部長

＜プレゼンター 株式会社エース電研＞
堀江 保善

株式会社エース電研 本社営業部 部長代理

高松

株式会社エース電研 営業本部 本社営業部 主事

亨

＜プレゼンター JCM システムズ株式会社＞
横山 敏之

JCM システムズ株式会社 課長

＜プレゼンター 株式会社オーイズミ＞
藤岡 大介

株式会社オーイズミ

＜プレゼンター グローリーナスカ株式会社＞
福井 佳貴

グローリーナスカ株式会社 営業部 サプライ推進 G マネージャー

青山

グローリーナスカ株式会社 営業部 サプライ推進 G サブマネージャー

実

勝田 安生

グローリーナスカ株式会社 営業部 営業 G マネージャー

＜プレゼンター SANKYO＞
鈴木 裕作

株式会社 SANKYO パーラー事業部 営業部 課長

中尾 圭介

株式会社 SANKYO パーラー事業部 営業部 係長

元岡 洋介

株式会社 SANKYO パーラー事業部 営業部 主任

深野

有限会社星野工務店 部長（株式会社 SANKYO）

剛

＜プレゼンター 株式会社ジョイントバンク＞
永井 秀則

株式会社ジョイントバンク 代表取締役

金井 章浩

株式会社ジー・スリー 専務取締役（株式会社ジョイントバンク）

宮本 豊道

株式会社ジー・スリー 開発課（株式会社ジョイントバンク）

清水 順義

株式会社ジー・スリー 部長（株式会社ジョイントバンク）

桑木野 孝雄 株式会社ダイレクトジャパン マネージャー（株式会社ジョイントバンク）
森本 充彦

有限会社アメニックス 代表取締役（株式会社ジョイントバンク）

＜プレゼンター フィールズ株式会社＞
藤島 輝男

フィールズ株式会社 執行役員 事業統括本部 カスタマーサービス部長

黒川 佳信

フィールズ株式会社 事業統括本部 カスタマーサービス部 担当部長

山本 隆太

フィールズ株式会社 事業統括本部 カスタマーサービス部 ゼネラルマネージャー

林

コマニー株式会社 営業統括本部 特販営業部 法人営業部 法人営業課 課長

泰行
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１）スケジュール
加藤 英則 PCSA 代表理事
部会リーダー挨拶 佐藤 千恵 コスト問題研究部会リーダー

PM1:00

開会の挨拶

PM1:00

第 1 社 株式会社マースエンジニアリング
「煙」を分けて「人」を分けない スモークポイントのご紹介

PM1:30

第 2 社 株式会社エース電研
禁煙ホールをトータルコーディネイト

PM2:00

第 3 社 JCM システムズ株式会社
分煙力

PM2:30

第 4 社 株式会社オーイズミ
３つの”問題”を解決する喫煙ブースのご提案

PM3:00

第 5 社 グローリーナスカ株式会社
喫煙ブース導入事例について

PM3:30

第 6 社 SANKYO
For ザ・フューチャー 『F パッケージ』

PM4:00

第 7 社 株式会社ジョイントバンク
株式会社ジー・スリー どこでも喫煙ブース製品紹介
株式会社ダイレクトジャパン・有限会社アメニックス 分煙化総合ソリューション

PM4:40

第 8 社 フィールズ株式会社
Smart Smoke Project ～集客・稼働を意識した受動喫煙対策～

PM5:00
PM5:30

質疑応答（30 分）
閉会の挨拶
福井 宏彰 コスト問題研究部会 担当理事
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２）プレゼンテーションまとめ ※
業者

マースエンジニアリング

メーカー

Fujitaka

収容人数

エース電研

1～2人

3～6人

2～3人

4～6人

1320×2200×1200

2000×2200×1600

1500×2470×1200

3000×2470×1200

循環型

循環型

屋外排気型

屋外排気型

2,000,000

ｾﾐｵｰﾌﾟﾝ2,200,000
自動ドア3,000,000

2,000,000

3,500,000

サイズ(mm)
W×H×D

定価
工事費

別途見積*状況によります。

ランニング費用/年

灰皿3500本 200,000/年

90,000/年

180,000/年

施工日数

5時間以内

3時間

4時間

保証期間

1年間

特徴

200,000

1年間無償

・3つのフィルターによるクリーンシステム

・HEPAフィルター2枚(3か月交換)搭載し排気

・移設が可能

ファンを保護

・大容量の吸い殻入れ(3,500本可能)水を

・人感センサーでエコ運転

使わないので吸殻処理簡単

在室時に排気ファン強運転，退室時2分後

・清音設計

に低速運転切替わり

・省エネ設計で、人感センサー搭載

・悲惨防止フィルム付き強化ガラス

自動で消灯、ファンの運転抑える

・センサー式自動ドア

運転時間のタイマー設定可能

・吸殻回収付テーブル

・規模に合わせた連結可能

水を使用しないため1000本まで回収可能

・単体ユニットだけの設置も可能

1日1回の回収作業

回収BOXは、ブース内外設置可能
・在室状況を無線で表示器に送信、表示器を
点灯

喫煙のタイミング図れる
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業者

JCM

オーイズミ

メーカー
収容人数

1人

1人

3～4人

5～6人

800×2405×800

950×2400×950

1780×2400×950

1780×2400×1780

屋外排気型

屋外排気型

屋外排気型

屋外排気型

定価

998,000

980,000

1,200,000

1,660,000

工事費

ダクト工事費別途

サイズ(mm)
W×H×D

ランニング費用/年

清掃の人件費のみ 90,000/年 (専用ごみ袋30,000/年 消火装置点検60,000/年)

施工日数

4～5時間

保証期間

1年間

特徴

ダクト工事費・手配別途

・人感センサーによる

稼働制御標準搭載
・スタンド灰皿不要

約2時間

約3時間
1年間 *消火装置は未定

・省エネ運転を行う人感センサー標準装備

LED照明、換気扇、消火装置の自動OFF
外部LEDで使用中をお知らせ

最大消費200本

・パネルユニット構造で短時間設置

・集煙距離50cmで、

・水を使用しない専用灰皿(消火装置)を標準装備

女に支持

吸殻はビニール袋(専用)に、一般ごみとして廃棄

・副流煙の徹底回

・全面強化ガラス

避

・煙の流出を抑える引き戸式扉(1人用はオプション)

・パーソナル空間提

・アンカー固定による倒れ防止

供

・バックヤード用にも
・オプションでプラズマ
設置可能
*納期は秋頃
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業者

グローリーナスカ

メーカー
収容人数

1人

2人

3人ゆったりタイプ

4人ゆったりタイプ

6人

1,000×2,500×1000

1,500×2,500×1,000

1,500×2,500×1,500

1,900×2,500×1,500

1500×2500×2800

屋外排気型

屋外排気型

屋外排気型

屋外排気型

屋外排気型

1,600,000

1,700,000

1,900,000

2,000,000

2,300,000

サイズ(mm)
W×H×D

定価
工事費

ダクト工事費込 4m

ランニング費用/年

0

施工日数

閉店後2～3日

保証期間

換気扇1年

特徴

・オーダーメイド可能で、自由に組み立てができる
・三菱換気扇シロッコファン装備

・ガラス部フォグラスシート貼
・強化ガラス採用

・床へのアンカー固定が基本
・排気ダクトは、フレキシブルダクト使用
*スプリンクラー・火災報知器の設置は、別途見積
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業者

SANKYO

メーカー
収容人数

2人

3～4人

3～4人

4～5人

5～7人

サイズ(mm)
1600×2400×800 1800×2400×1600 3600×2400×800 2700×2400×1600 3600×2400×1600

W×H×D
屋外排気型

定価

2,300,000

屋外排気型

屋外排気型

屋外排気型

2,600,000～2,800,000 2,750,000～2,950,000 2,750,000～2,950,000 2,900,000～3,100,000

工事費

壁から直のダクト工事費込み 基本4mまで

ランニング費用/年

給気口の清掃代のみ

施工日数

閉店後2日

保証期間

1年

特徴

屋外排気型

・パッケージ販売

間仕切り
サッシ(黒＋網入りガラス)
引き戸(半自動・ガラリ付)

換気システム
電気工事(コンセント・照明)
熱感知器

非常照明
非常放送スピーカー 諸経費
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ジョイントバンク

業者

G3

メーカー
収容人数

ダイレクトジャパン

ユニット単体

6人

1人

2～3人

4～6人

8～10人

サイズ(mm)
1200×2209×628

2023×2297×2080 915×2900×835 1780×2530×835 1780×2530×1500 3515×2530×1500

W×H×D

定価

どちらにも対応

どちらにも対応

屋外排気型

屋外排気型

屋外排気型

屋外排気型

2,000,000

3,200,000

750,000

1,000,000

1,200,000

1,580,000

工事費

別途 ダクト工事費・手配必要

別途 空調ダクト工事費・手配必要

ランニング費用/年

循環型10,000～50,000/月

空気清浄機1台当メンテ240,000/年

施工日数

ユニット+循環型は5時間 ダクト別

2～3人用で3時間位 ダクト工事別途時間必要

保証期間

ユニット単体 1年

1年 フルメンテナンス契約で修理無料

特徴

・既存の喫煙室にもクリーンユニット単

・標準装備

体設置可能

スライド式ドア

・屋外排気、屋内排気が一つのモデル

天井埋込二段荷電型空気清浄機

で可能(設置後の変更可能)

タイマー

・パワフルな換気回数でブース内のター

人感式LED室内灯

ル付着皆無(ブース内に臭いが着かな
い)

喫煙者にも副流煙を吸わせないハイ

・保守サービス定期メンテナンス

集塵ユニットの交換

パーな換気速度

プレフィルターの交換

・メンテナンス高速化

機械の内部清掃とチェック

・強化ガラス(飛散防止フィルム付)
構造で震度6.5の耐震性

脱臭・除菌消耗部品の交換
フルメンテナンス契約で、修理対応無償

・均一化された出入口の風速

・吸引力は喫煙者検出で強・弱、無

*火災報知機の感知器設置は含まず

駄をなくすスタンバイモード付

*ランニング費用
循環型は、1か月後の稼働状況を見
て正式に決定

排気型は、プレフィルターとして
120,000/年
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業者

フィールズ

メーカー

コマーニ

収容人数

2人

4人

6人

8人

サイズ(mm)
1400×2150×1200 1700×2150×1800 1700×2150×2700 2700×2500×2700

W×H×D

定価

循環型

循環型

循環型

循環型

3,786,000

3,896,000

4,105,000

5,108,000

工事費

設置工事費・深夜工事費・運搬搬入費込価格

ランニング費用/年

設置後1か月後に具体的に 例192,000(年4回の点検、メンテナンス)

施工日数

最短5時間設置可能

保証期間

脱臭機1年 パーティション1～3年(部位による)

特徴

・イニシャルコストにかかるコストの削減
ダクトの工事費がかからない
・パーティション技術の最高峰

耐衝撃性 時速180km衝撃、耐震強度
自己修復性能 特殊コートで、擦り傷、押し傷等を自己修復
耐候性 日光に当たり続けても、5年間変色無し
・高脱臭機能性能
・アフターフォロー
導入1か月後、無料点検及び稼働時間、汚れ具合の確認をして、今後の最適なメン

テナンス内容、頻度の提案
年4回パッケージ 192,000.
年6回パッケージ 282,000.
年8回パッケージ 480,000.
・移設可能

稼働効果が最も高い設置場所を模索できる

３）次回開催
名称：PCSA 拡大コスト問題研究部会・企業訪問・ストアコンパリゾン in 愛知
開催日：令和 1 年 5 月 30 日（木）～31 日（金）
開催場所：愛知県豊橋市
以上
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PCSA アクションレポート（法律問題研究部会）
令和 1 年 5 月版

第 188 回法律問題研究部会
開催日時

令和 1 年 5 月 25 日（土） 午後 1 時～午後 4 時

開催場所

TKP 上野駅前ビジネスセンター 7A

出席人数

部員 13 名､賛助部員 4 名､賛助会員オブザーバー1 名、オブザーバー1 名、合計 19 名

出席者

＜リーダー＞
荒田 政雄 夢コーポレーション株式会社 監査役
＜サブリーダー＞
八重樫 浩輝

株式会社合田観光商事 執行役員 業務推進部 部長

＜部員＞
玄

昌起

株式会社ダイナム 営業推進部 業務担当

生島 靖也

株式会社ダイナム 法務リスク管理部 法務担当

佐久間 仁

株式会社ニラク 法務部 部長代理

武田 裕明

株式会社ニラク 法務部

吉田 一雄

株式会社ＴＲＹ＆ＴＲＵＳＴ 監査

清水 文在

株式会社セントラル伸光 常務取締役

小林

株式会社ヒカリシステム 第 1 営業部 ディレクター

浩

武内 好努

アメニティーズグループ （株式会社パンドラ） 営業支援部 兼 監査室 課長

小林 正俊

アメニティーズグループ （株式会社パンドラ） 営業支援部 係長

志方

崇

株式会社チアエンタープライズ 専務執行役員

西里

実

株式会社三永 経営戦略室 室長

＜賛助部員＞
國澤 良平

株式会社大商 景品流通システム部 部長

長嶋 敦志

グローリーナスカ株式会社 BC 部 サブマネジャー

斉藤 新市

グローリーナスカ株式会社 BC 部 サブマネジャー

前川 竹志

株式会社インターコスモス 取締役本部長

＜賛助会員オブザーバー＞
伊藤 真祐

株式会社 DMM.com 第一営業本部 アミューズメント 事業部 渉外統括補佐

＜オブザーバー＞
谷村 司 様

一般社団法人ぱちんこ広告協議会 理事 （ダイコク電機株式会社）

1）法律問題研究部会・依存問題対策プロジェクトチーム 平日開催のお願い
掲題に関して、加藤英則代表理事より下記概要の文書が届いた。
記
法律問題研究部会、依存問題対策プロジェクトチームでは、担当者が平日は業務多忙の為、土曜日に開催
されてきた。
本年 4 月より施行されている「働き方改革法」では、有給５日取得義務化、労働時間把握義務、残業時間
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の上限規制などが定められており土曜日開催は時流に逆行している。
また、本年 6 月からは PCSA 事務局員も 4 人から 3 人に減り、業務の効率化、経費削減が求められており、
休日出勤手当に配慮して全ての業務を平日に集約したいと考えている。
今後、平日に開催する事を検討、可能な月から開催曜日を平日に改めていただきたい。
＜意見＞
・平日開催、土曜日開催を半分ずつにして検証してみるのはどうか。
・今期、土曜日開催前提で法律参加者を決めているので、猶予なり試行期間があるべき。
・今期ではなく来期からスケジュールを変更するのはどうか。
・平日開催と変更した法律部会での正会員の出席率を確認して、他の部会と比較確認したい。
・平日開催で逆に今後参加できる様になる人もいるかもしれない。
・検証するのであれば、下期の 10 月から平日開催にする。
・曜日として月火水は出にくいが、金は不正が入っている事が多い。同日開催はできるか。
⇒ 開催時間をずらしての同日開催は可能。だが同時開催は不可能。
＜結論＞
・第 3 金曜日 午後を基本に。
・検証開始は下期の 10 月から。
・最終的なスケジュールは、6 月の拡大 in 富山にて決定予定。
・候補日 10/18（金）、11/15（金）、12/20（金）※不正、1/17（金）※人事
2/21（金）、3/20（金）※祝日

２）中古機流通における諸経費の改訂について
令和 1 年 5 月 20 日、中古機流通協議会より文書「中古機流通における諸経費の改定について」が発信さ
れた。全商協及び回胴遊商から、パチンコとスロットの中古機流通における諸経費が下記の通り改定されるとい
う内容であった。なお、下記における保全措置代とは、中古遊技機を包む包装材の代金で一般的にはビニー
ルなどが使用されている。部員から「これまではこの保全措置代のホール負担を全日遊連が筆頭になって反対し
ていたが、今後はホール側がこの経費を負担する事となる。」と説明された。
記
ぱちんこ遊技機の料金改定及び改定時期
諸経費項目

料金【改定前】

料金【改定後】

改定時期

確認証紙代

300 円（税別）

500 円（税別）

令和元年 6 月 3 日
地区遊商への

保全措置代

1,200 円（税別）

書類申請受付分より

回胴式遊技機の料金改定及び改定時期
諸経費項目

料金【改定前】

料金【改定後】

改定時期

確認証紙代

300 円（税別）

500 円（税別）

令和元年 6 月 1 日
販売商社への

保全措置代

1,500 円（税別）

※確認証紙代の改定は、中古だけでなく認定も同様に改定される。
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３）健康増進法の一部を改正する法律の施行に関する Q&A について
令和 1 年 5 月 13 日、警察庁生活安全局保安課長より文書「健康増進法の一部を改正する法律の施行
に関する Q&A について」が発信された。望まない受動喫煙の防止を図るため平成 30 年 7 月 25 日に健康
増進法の一部を改正する法律が公布、令和 1 年 2 月 22 日には健康増進法施行令の一部を改正する政
令や関係政省令などが告知されている。これに関して平成 31 年 4 月 26 日、厚生労働省より「改正健康増
進法の施行に関する Q&A」が公表された。Q&A の名称の通り、法律だけではわからない具体的な質問への
回答集となっており、大 11 項目、全体でおよそ 70 弱の FAQ が記載されている。部員からは「20 歳未満の従
業員が喫煙できる場所を通過及び、立ち入ることが制限されるとの記載がある」との指摘があった。また、本文
書に簡略に記載されている事項、「喫煙してはいけない場所に灰皿を設置すれば罰則」に対して、以前使用し
ていた備え付けの灰皿をどうすれば「設置していない」と見なされるか、といった疑問等が出された。

３）時代に適した風営法を求める議員連盟 遊技機基準等に関する提言
平成 31 年 4 月 25 日、時代に適した風営法を求める議員連盟より「遊技機基準等に関する提言」が、国家
公安委員会 山本 順三 委員長あてに提出された。パチンコ産業は多くの人が親しんでいる代表的娯楽で
あり、地域のコミュニティの場となっているのと同時に多くの雇用を生み出しており、我が国の経済へ貢献している。
その一方、昨年 2 月に改正された風営適正化法施行規則等に基づいた新たな基準下では、十分な数の機
種が型式試験に適合し市場に流通しているとは到底言えない。回胴式遊技機で言えば、改正前の水準の約
40%に対して 18.7%と大変低調な数字に止まっている。現在の状況を改善するために 5 項目を提言する。
１．型式試験において多くの遊技機が適合する為に、型式試験の結果の開示等、早急な改善を図るべき。
２．出玉率以外の面でも魅力ある遊技機を開発可能な環境整備に一層努めるべき。
３．上記につき、警察当局と業界との協議の場を定期的に設けること。
４．射幸性の高さとギャンブル等依存との因果関係が科学的に立証されているとは言えない為、制度や実
務運用が客観的に合理的なものになるよう必要な見直しを検討すべき。
５．ギャンブル依存症対策基本計画に挙げられている「ATM の撤去等」が法令に基づき求められているも
のでないことを確認した。警察当局はキャッシュレス社会に対応するイノベーション促進を妨げないよう最
大限配慮すべき。
部会では、メーカーの要望とホールの要望を比較した上で、今後の政治家との関係について意見が交わされた。

４）法律問題研究部会 質問コーナー 2019.5
Ｑ：越県してのチラシ、広告宣伝について
Ｑ１：Ａ県のパチンコホールＭが、隣接するＧ県に折込チラシ（空チラシ）を入れる場合、Ｇ県の指導に沿
った広告内容でなければいけないのか。なお、Ｇ県は新台入替以外の折込チラシは禁止されています。
Ｑ２：この場合、Ｇ県の行政はパチンコホールＭに対して指導できるのか。
Ｑ３：逆に、Ｇ県のパチンコホール N が、Ｇ県では禁止されている空チラシを隣接するＡ県に入れる事は可能
か。
部会では、企業の姿勢で対応が決まるという意見が出た上で、2 県の規制でより厳格な規制にあわせて運用
している、また各県遊協に確認して対応するなどの回答が出された。
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５）パチンコ・パチスロ産業 21 世紀会について
令和 1 年 5 月 10 日（金）に開催された掲題会議の議事録（案）について、内容を説明、情報を共有し
た。部会では、「(3)健全化推進機構が行う依存防止対策要綱について」の追加項目について情報を共有し
た。
記
(1)第三者機関「パチンコ・パチスロ産業依存対策有識者会議」からの中間答申について
4 月 25 日に總山座長から「この中間答申は、限られた資料の中でとりまとめた、あくまでも現時点での見解
である。」とコメントを含めて中間答申をいただいた。中間答申には、現行の各取組に評価をいただいている
一方、取組状況を客観的に示すデータの不足が指摘されるなどの具体的な見解が含まれていると説明され
た。
(2)ギャンブル等依存症対策推進基本計画について
ギャンブル等依存症対策推進基本計画が 4 月 19 日に閣議決定され、21 世紀会の取組として 2019 年
度中に対応することを求められている「依存問題対策要綱」の策定であるとの報告がされた。
(3)健全化推進機構が行う依存防止対策要綱について
警察庁から、5 月 7 日付で、遊技産業健全化推進機構が行う依存防止対策の実施状況調査における項
目の追加やホールにおける対応状況確認等を求める依頼文書が届いた。今回の警察庁依頼文書で提示
された調査の趣旨では、ポスター類掲示の現認調査に留まらず、ヒアリングによる実施状況の確認が必要と
なるものが複数存在し、ヒアリング対象となる管理者やアドバイザーの不在の場合、正確な調査結果とならな
い恐れがある。そこで、21 世紀会として業界統一の「依存問題対策実施確認シート」を作成し、各ホールで
毎月 1 回、同シートの記入と保管、従業員間の共有を図る取組の実施を提案した。また、追加された項目
として、「ATM 等の設置状況」「依存防止対策についての従業員への教育の実施状況」「適度な遊技方法
の案内状況」の 3 点のほか、広告における「共通標語の活用状況」、「リーフレット等を活用した、RSN、自
己申告・家族申告プログラム及び保健所・精神保健福祉センター等の紹介の実施状況」等活動内容の状
況の確認があげられた
なお、実際に調査を受け持つ一般社団法人遊技産業健全化推進機構としては、本調査が 21 世紀会か
らの依頼に基づき行う調査であることから、21 世紀会から項目の追加等変更の依頼があれば対応を検討
するとのことであった。
(4)警察庁との連絡会の実施について、
自民党の「時代に適した風営法を求める議員連盟遊技機基準等 PT」が提言をまとめたが、その中で、「警
察当局と業界との協議の場を定期的に設けることを求める」との項目が挙げられており、定期的な連絡会の
開催を警察庁に対して要請していきたいと述べた。また連絡会は、当初全日遊連、日遊協、日工組、日電
協、全商協、回胴遊商の 6 団体で人数を絞って行い、状況に応じて 14 団体による拡大会議を行う等、臨
機応変に対応していく旨を説明した。
(5)リカバリーサポート・ネットワークが行う企業研修の公募について
本アクションレポートの「７）リカバリーサポート・ネットワークが行う企業研修の公募について」に詳細を記され
ている企業研修の公募について、現時点で応募はないものの「前向きに検討したい」との趣旨からの問い合
わせが数件来ている現状が報告された。なお、21 世紀会からの社員出向は 5 月末で終了する、との報告
があった。
(6)その他当面の諸問題について
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1 RSN の今後の支援について
RSN 西村 直之 代表より RSN への支援を「寄付」ではなく非課税の「助成」で実施していただきたいと
の申し出を内々に頂いた。今後、税務上の問題の有無などを十分に確認した上で相談させて頂きたい、
との現状報告がされた。
２ 全日本社会貢献団体機構の組織変更について
依存対策に関する助成のウエイトを高める為、同機構は組織変更を実施する予定だとの報告がされた。
3 依存問題フォーラムの状況について
21 世紀会事務局から、5 月 14 日に開催される依存問題フォーラムは、各団体のご協力をいただき、実行
委員会形式で準備を進めてきた。500 名の定員中、第一部はほぼ満席、第二部も残り 60 席弱(5 月
10 日現在)の参加状況となっている。なお、フォーラム開催に伴う費用概算については、510 万円弱と見
積もっているが、6 月 5 日に開催予定の実行委員会で検討し、費用が確定したら、改めてご報告申し上
げるとの報告があった。

６）各地の広告宣伝規制について
令和 1 年 3 月 28 日東京都、4 月 26 日北海道札幌などで、相次いで広告宣伝規制を徹底するための通
知がされた。都遊協では「規制の明文化」、札方遊協並びに札遊協では「イベント開催の禁止」が告げられ、
広告宣伝規制が更に厳格化されることとなった。部会では、該当の都道府県遊協だけでなく他でも厳しい規制
が始まっている、該当の都道府県遊協に問合せが殺到した等の情報が共有された。

７）次回開催
名称：PCSA 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 富山・岐阜
開催日：令和 1 年 6 月 28 日（金）～29 日（土）
開催場所：岐阜県高山市、富山県高岡市、富山市
以上
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PCSA アクションレポート（不正対策研究部会）
令和元年 5 月版

第 155 回不正対策研究部会
開催日時

令和元年 5 月 24 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 10 名､全日遊連 参加者 1 名､日遊協 参加者 3 名、オブザーバー参加者 1 名
合計 16 名

出席者

＜リーダー＞
松本 浩

株式会社ヒカリシステム 設備マネジメントグループ メンテナンスチーム アシスタントマネジャー

＜サブリーダー＞
倉沢 隆志

株式会社ニラク 法務部 コンプライアンス担当

＜正部員＞
金子

敦

株式会社ダイナム 法務リスク管理部 リスク管理担当

荒田 政雄

夢コーポレーション株式会社 常勤監査役

梅野 唯行

株式会社合田観光商事 業務推進部 セキュリティ課 課長

上野 誠

株式会社ヒカリシステム 設備マネジメントグループ メンテナンスチーム

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） 監査室 課長

柏

アメニティーズグループ（株式会社パンドラ） 営業支援部 主任

信吾

徳永 正宣

株式会社チアエンタープライズ 総務部 法務課長

山本

株式会社三永 営業部 業務推進課 係長

譲

＜全日遊連 参加者＞
株式会社正栄プロジェクト 1 名
＜日遊協 参加者＞
株式会社アプリィ 3 名
＜メーカー参加者＞
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 開発本部 商品グループ セキュリティ対策部 部長
＜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 代表取締役社長

１）部会 対外、対内広報活動について
前回開催された不正対策研究部会・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
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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。

２）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。

３）株式会社ユニバーサルエンターテインメント 報告
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。

４）7 月 拡大不正対策研究部会・不正対策勉強会 in 長野 について
掲題の行事開催について、スケジュール案、開催案内発送先、ストアコンパリゾン訪問先などについて検討した。
＜概要＞
開催日：

令和元年 7 月 25 日(木)～26 日(金)

参加費用： 研究部会・勉強会・ストアコンパリゾン 参加費・・・・・・無料
情報交換交流会・・・・・・￥5,000-（税込） ※PCSA 領収書有
宿泊費・交通費・・・・・・・各自負担 各自手配
対象者：

不正対策研究部会部員、正・賛助会員企業社員、
ホール 5 団体 所属企業 社員 (30 名)
※PCSA 会員企業以外の参加者は、基本、勉強会のみの参加となります。

スケジュール：

令和元年 7 月 25 日(木) 1 日目 不正対策研究部会 in 長野
PM03:00 第一部 第 157 回不正対策研究部会 in 長野
(株式会社アメニティーズ 本社 会議室 東御市)
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※恐れ入りますが、賛助会員社員の方の研究部会へのご参加は、ご遠慮頂いております。

PM05:00

終了

PM06:00 情報交換交流会 （JR 上田駅周辺）￥5,000-（税込）
彩色茶寮匠庵 TEL 0268-26-1005 住所 長野県上田市中央 3-9-1
令和元年 7 月 26 日(金) 2 日目 ストアコンパリゾン・不正対策勉強会 in 長野
AM10:00 第二部 ストアコンパリゾン in 長野
100 万ドル上田インター店 他
PM12:00 昼食
PM01:15 第三部 第 48 回 PCSA 不正対策勉強会 in 長野
上田情報ライブラリー 2F 会議室
TEL 0268-29-0210 住所 長野県上田市天神 1-8-1

PM04:00 終了 解散

５）最新ゴト情報・ゴト被害アンケート(４月)について
ゴト被害アンケート、最新ゴトの情報が報告された。
・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
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。

６）ゴト被害アンケート 通報、被害届申請、受理について
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た。今回は内容を見るにとどめ、次回以降にその状況説明や改善
策の模索を継続することとした。

７）次回開催
開催日：令和元年 6 月 25 日（金）
時間：午後 1 時～午後 3 時
場所：TKP 上野駅前ビジネスセンター 6 階 6A
以上
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PCSA アクションレポート(依存問題対策プロジェクトチーム)
令和 1 年 5 月版

第 26 回依存問題対策プロジェクトチーム
開催日時

令和 1 年 5 月 25 日（土） 午前 10 時 30～午後 12 時 30 分

開催場所

TKP 上野駅前ビジネスセンター 7A

出席人数

メンバー7 名、賛助会員オブザーバー1 名、合計 8 名

出席者

＜サブリーダー＞
荒田 政雄 夢コーポレーション株式会社 監査役
＜メンバー＞
阿部 到
玄
須藤

株式会社ダイナム 法務・リスク管理部 部長

昌起 株式会社ダイナム 営業推進部 業務担当
暁 株式会社ダイナム 法務・リスク管理部 リスク管理担当

佐久間 仁 株式会社ニラク 法務部 部長代理
武田 裕明 株式会社ニラク 法務部
武内 好努 アメニティーズグループ （株式会社パンドラ） 営業支援部 兼 監査室 課長
＜賛助会員オブザーバー＞
伊藤 真祐 株式会社 DMM.com 第一営業本部 アミューズメント 事業部 渉外統括補佐

1）法律問題研究部会・依存問題対策プロジェクトチーム 平日開催のお願い
掲題に関して、加藤英則代表理事より下記概要の文書が届いた。
記
法律問題研究部会、依存問題対策プロジェクトチームでは、担当者が平日は業務多忙の為、土曜日に開催
されてきた。
本年 4 月より施行されている「働き方改革法」では、有給５日取得義務化、労働時間把握義務、残業時間
の上限規制などが定められており土曜日開催は時流に逆行している。
また、本年 6 月からは PCSA 事務局員も 4 人から 3 人に減り、業務の効率化、経費削減が求められており、
休日出勤手当に配慮して全ての業務を平日に集約したいと考えている。
今後、平日に開催する事を検討、可能な月から開催曜日を平日に改めていただきたい。
＜意見＞
・平日開催で参加人数が増える可能性がある。
・本人の意志で出席するというよりは、企業がメリットを考えて出席させているという面が大きい。
・土曜日開催で継続するのは、代休が取れない人や出にくい人もいると思うので、元々無理がある。
・今期のメンバーは、土曜日参加を前提として選んでいる可能性がある為、そこを考慮すべき。
・実際に参加出来る方の意見で決めてほしい。
・参加できない人が増えて質が落ちて、参加する魅力がなくなるのが懸念。
＜結論＞
・依存としての意見を集めて、一旦辻リーダー預かりとする。 ※当日、辻リーダーお休み。
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・（当日午後開催の）法律問題研究部会の意見を参考にする。

２）第 68 回 PCSA 公開経営勉強会 中村 努 氏 講演について
開催日：令和 1 年 5 月 16 日（木）
時間：午後 3 時 30 分～5 時 30 分
会場：TKP ガーデンシティ プレミアム神保町 3 階 「プレミアムボールルーム」 (東京都千代田区神田錦町)
講演：｢ギャンブル等依存症対策推進基本計画による相談・治療・回復支援への課題
～ワンデーポートへの相談や利用者の皆さんとの関わりを通して思うこと～」
講師： 中村

努 様

認定 NPO 法人ワンデーポート 理事・施設長
政府ギャンブル等依存症対策推進関係者会議 委員
＜概要＞
NPO 法人ワンデーポートを立ち上げた際の経緯を説明。当初はアルコール依存や薬物依存と同様に「病気」
であると認識していた事、多数の依存問題に陥った方々と触れ合う内に「一概に病気とするのは弊害がある」
という思いを徐々に強くしてきたことなどを述べた。また、政府ギャンブル等依存症対策推進関係者会議に委
員として参加。厚生労働省の「依存症は脳の病気だ」とする根拠の説明を求めたり、政府の基本計画に沿
った考え方による支援では救われない人がいる、など現場からの意見を主張してきたと述べた。また、相談に
訪れる方々の多様な背景や課題を説明し、パチンコをやめる事を目的とする事によって解決すべき根本的な
問題から外れてしまう可能性があると述べた。最後には、実際にギャンブルに依存し問題となった体験者 2 名
の方にも登壇して頂き、ワンデーポートの日々の活動や実際に本人がどう感じてきたのかなどをインタビューして
締め括られた。
＜意見＞
・現場目線で対象者を見た上での話なので説得力があった。
・政府の関係者会議の内容がリアルに伝わってきたのが特に良かった。
・ストレスを解消できるという事もあり、画一的にギャンブルが悪いというものではないというのには賛同する。
・聞くのは 3 回目だが、どうしても発達障害にフォーカスしすぎだと感じている。
⇒ 逆にそこが良かった。
・依存している人の中でどの程度の割合の方が発達障害という特性を持っているのかを知りたい。
・業界が特性や発達障害が理由だと「言い訳」をしているように捉えられかねないのを危惧している。

３）パチンコ・パチスロ依存問題フォーラムについて
開催日：令和 1 年 5 月 14 日（火）
時間：午後 1 時 30 分～7 時 30 分
会場：なかの ZERO 小ホール （東京都中野区中野）
14：00

第一部 （対象：安心パチンコ・パチスロアドバイザー）
基調報告「パチンコ・パチスロ依存問題に関する対応の現状と課題」
阿部 恭久 パチンコ・パチスロ産業 21 世紀会 代表
助成金内定式
パネルディスカッション「パチンコ依存相談機関にかかわって」
コーディネーター：

大野 真希 様 株式会社長良川ボウリングセンター
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パネラー：

上田 正稔 様 株式会社グランド商事・アドバンス
鈴木 智一 様 株式会社マルハン
原田 修士 様 光明興業株式会社
星野 勝彦 様 フシミコーポレーション株式会社

総括報告
18：00

西村 直之 様 認定特定非営利活動法人リカバリーサポート・ネットワーク

第二部 （対象：一般）
基調報告・事例報告「パチンコ・パチスロ依存問題の正しい理解のために」
西村直之 様 認定特定非営利活動法人リカバリーサポート・ネットワーク 代表理事
事例報告
坂本章 様

日工組社会安全研究財団 パチンコ・パチスロ遊技障害研究会員
お茶の水女子大学 基幹研究院人間科学系教授

高澤和彦 様 浦和まほろ相談室 代表（精神科医）
全日本社会貢献団体機構 2019 年度特別助成 4 団体代表者からの事例報告
・中村 努 様

認定非営利活動法人ワンデーポート 理事・施設長

・梅田 靖規 様

一般社団法人ダルクヴィレッジ 代表理事

・中川 賀雅 様

特定非営利活動法人ちゅーりっぷ会長崎ダルク 代表理事

・横山 順一 様

一般社団法人むらワーカーズホーム 代表理事

＜概要＞
安心パチンコ・パチスロアドバイザーを対象とした第 1 部の基調講演では、阿部恭久代表が今回フォーラムを
開催するに至った経緯を説明した後、パチンコ・パチスロ依存問題対応の現状と課題を報告した。その中で
「遊技業界の最も新しい課題は、4 月 12 日に閣議決定された『ギャンブル等依存対策推進基本計画』へ
の対応」とし、業界として求められている主な取り組みを具体的に紹介した。
助成金内定式では、認定特定非営利活動法人ワンデーポート、一般社団法人神戸ダルクヴィレッジ、特定
非営利活動法人ちゅーりっぷ会 長崎ダルク、一般社団法人むらワーカーズホームの 4 団体に、2019 年度
全日本社会貢献団体機構特別助成の内定証が贈られた。
パネルディスカッションでは、認定特定非営利活動法人リカバリーサポート・ネットワーク（以降、RSN）へ出
向経験のある 5 名が、自身の経験した相談内容などを紹介、他のパネラーからの質問に対応するという形式
で意見交換が行われた。
パネルディスカッション後の西村直之 RSN 代表理事による総括報告では「パチンコが他のギャンブル産業と差
別化できるところは、賭博かそうでないかではなく、対人サービスであること。そして依存問題への対応というの
は産業の発展や社会に役立つ取り組みである」と話された。
第２部では、西村直之 RSN 代表理事が基調報告「パチンコ・パチスロ依存問題の正しい理解のために」を
講演したほか、日工組社会安全研究財団パチンコ・パチスロ遊技障害研究会員の坂元章氏（お茶の水
女子大学基幹研究院人間科学系教授）と、浦和まはろ相談室代表の高澤和彦氏（精神保健福祉士）
が事例を報告した。また、第一部で全日本社会貢献団体機構の 2019 年度特別助成を受けた 4 団体の
代表者がそれぞれ日頃の活動等を報告した。

４）ニラク依存対策啓発セミナー『パチンコ「依存」を知り、依存対策について考える』について
開催日：令和 1 年 5 月 15 日（水）
時間：午後 2 時 30 分～5 時
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会場：さんかくプラザ 2F 集会室 （福島県郡山市）
14：40

第一部
基調講演 「パチンコ依存対策の過去・現在・未来」
講師：中村 努 様 認定 NPO 法人ワンデーポート 理事・施設長
講師：中村 努 様 政府ギャンブル等依存症対策推進関係者会議 委員

15：40

第二部
公開討論会 「依存対策のこれからを考える」
コーディネーター
高澤和彦 様 浦和まほろ相談室 代表（精神科医）
パネリスト
稲村 厚 様

（司法書士）

柳内 祐一 様 郡山市福祉協議会
丈幻 代表

JG ブロス

吉田 ひろみ 様 株式会社ニラク 法務部カスタマーセンター
＜概要＞
第 1 部の基調講演では、ワンデーポートの中村理事が、いわゆる依存問題に陥っている方に対しては個別
の対応と理解が非常に重要だと述べた。なかでも当事者の背景として発達障害（軽度や疑いの方も含む）
が深く関係しており、その特徴や特性も様々で一概にこれといった対応方法はなく、病気だからと安易に「病
院」や「GA」（ギャンブラーズ・アノニマス：ギャンブル依存者が集まって、お互いに助け合うグループ）を勧め
ては、弊害が出る可能性を危惧していると述べた。第 2 部の公開討論会では、それぞれの立場で依存問題
にどの様な視点でどの様に携わっているかが発表された。
＜意見＞
・郡山市役所、地元市町村の保険協会、社会福祉協議会、県の精神保健福祉センターなど、地域で活
動している方々と協力体制を引けたことが非常に大きな成果だった。
・今までは RSN だけ紹介していたが、上記の方々との連携も選択肢として考えられる様になった。
・パネルディスカッションに様々な立場の人が参加しており、その視点が非常に斬新で勉強になった。
・本当にパチンコに依存していて困っている本人に参加していただけたのが良かった。ホールがこれだけ考えてい
るというのが伝わったら良いと思う。
・地元の組織とつながる際に、コネクションと熱意は非常に重要なポイントとなる。
・第 2 回を 11 月に開催予定。なお、今回の費用は全部入れて 50 万円。

５）ワンデーポートセミナー『マスコミが伝えない「ギャンブル依存症」の話』について
開催日：令和 1 年 5 月 12 日（日）
時間：午後 1 時～4 時
会場：鳩の森愛の詩瀬谷保育園 （神奈川県横浜市）
13：00

はじめに 趣旨説明
中村 努 様 認定 NPO 法人ワンデーポート 理事・施設長

13：15

講演 「発達障害の視点から見た『ギャンブル依存症』」
講師：朝倉 新 様 新泉こころのクリニック院長 児童精神科

14：30

ディスカッション 「『ギャンブル依存症』ってこんなに幅広く多様」
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パネラー
高澤和彦 様 浦和まほろ相談室代表 精神保健福祉士
稲村 厚 様

ワンデーポート理事長 司法書士

小野寺 正夫 有限会社第一産業 社長
山﨑 三七子 横浜市こころの健康相談センター相談援助係長
相澤 香織

横浜市こころの健康相談センター相談援助係

＜概要＞
ワンデーポート入所者 130 名の発達障害診断・診察を行った病院の朝倉 新 院長から見た「発達障害と
ギャンブル依存の関連性、特性のある人への支援方法について」の講演では、ギャンブル依存が「病気」とし
て世間に告知されると、医療モデルの型に押し込められ、実際には効果の薄い一律の治療を押し付けられて
実態との不適合を起こす可能性があることを非常に懸念しており、必要なのは、十人十色の問題に対して、
社会で包括的なサポートを実施することであると述べた。また、ギャンブル依存の支援に関係するメンバーによ
る、「現在のギャンブル依存治療を取り巻く環境、地域・医療モデルによるケアの可能性について話し合うディ
スカッション」では、現状や今何が出来るのか、今後の見通しなどが発言された。なお、最後には参加者による
質疑への応答もされ、全体で 3 パートからなる一般参加者も聴講可能な形式のセミナーであった。

６）ギャンブル依存症問題を考える会『ギャンブル等依存症対策に必要な本当の話』について
開催日：令和 1 年 5 月 14 日（火）
時間：午後 6 時～
会場：星陵会館 （東京都千代田区）
第一部
１．ギャンブル依存症から回復した当事者の話
２．ギャンブル依存者と今は幸せに暮らす家族の話
３．医療だけで治すことはできないけれど、医療で改善できる大切なポイント
講師：常岡 俊昭 先生 昭和大学附属烏山病院
４．地域住民の皆さんが大応援団に！ 軌跡の「山梨モデル」
講師：池田 文隆 様 グレイスロード甲斐サポートセンター センター長
５．アルコールに学べ！ 自助グループを救う SBIRTS とは何か？
講師：今成 知美 様 特定非営利法人 アスク 代表
第二部
６．ぱちんこ業界が打ち出す依存症対策の問題点
講師：宇佐見 典也 様 作家・コンサルタント/元経産省官僚
７．こんな自治体に気をつけて！ カジノ誘致の甘言を見極めよう
講師：田中 紀子
＜意見＞
・400 人キャパシティの会場に 200 人ほどの参加者でそのほとんどが主催の家族会だった。なお、業界関
係者は非常に少なく、政治家は 0 だった。
１．ギャンブル依存症から回復した当事者の話
２．ギャンブル依存者と今は幸せに暮らす家族の話
・１．２．では、当時者、家族がそれぞれ登壇して実体験を語った。
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３．医療だけで治すことはできないけれど、医療で改善できる大切なポイント
・精神科医の常岡先生は、医療が出来ることは限られている、ギャンブルは脳の障害だ、自助グループは
必須と述べた。
４．地域住民の皆さんが大応援団に！ 軌跡の「山梨モデル」
・グレイスロードの話は、地域密着型で回復者も増えており活動拡大の為の予算をという話だった。
５．アルコールに学べ！ 自助グループを救う SBIRTS とは何か？
・アルコール依存専門の今成先生が、ギャンブル依存も早期に発見して治療すべきと、アルコールは体が壊
れるけれどギャンブルは財布が壊れる、借金の肩代わりはアルコール依存で内臓を直して再度飲酒する
ようなもので解決にはならないと述べた。
６．ぱちんこ業界が打ち出す依存症対策の問題点
・宇佐美氏は、RG（レスポンシブル・ゲーミング）はパチンコ業界のどこにあるのか、政府がせっかくギャンブ
ル依存症対策を出しているのにパチンコ業界は何をしているのか、RSN 自体は非常に良いがそれだけ
ではないか、その後はどうするのか、パチンコ業界は遊技とギャンブルの違いを出そうとしているが社会も法
律もパチンコをギャンブルだと認めているのだから遊技に逃げ込むべきではない、ギャンブル依存症対策を
事業者が実施して良いのか、世界では資金は事業者が出すが第三者が資金を分配して対策を実施
している、事業者が対策をするのは利益相反になると述べた。
７．こんな自治体に気をつけて！ カジノ誘致の甘言を見極めよう
・田中氏はパチンコ業界の取り組みに対して、大阪市ではこういったギャンブル依存症対策を実施してお
り、競輪ではこうしている、今回の法律では自助グループに対する補助がないため根本的な対策にはな
らない、パチンコ業界のアリバイ作りに終わってしまうと述べた。
・注目したのは、８～９割が自然に回復していると言及したところ。

７）リカバリーサポート・ネットワークが行う企業研修の公募について
認定特定非営利活動法人リカバリーサポート・ネットワーク、西村直之代表より 2019 年 6 月以降、21 世紀
会所属の組合員・会員企業のうち、希望する企業からの職員研修を受け入れたいとの申し出があり、21 世紀
会はその公募窓口として仲立ちすることを求められ承認した。令和 1 年 4 月 26 日、21 世紀会発第 382 号
として掲題の文書が通知された。
メンバーからは、公募の詳細、費用や背景などについてより詳しく知りたいとの意見が出た。
記
研修目的：研修を通して社会そして遊技産業の未来に必要な人材を育成すると同時に、RSN の活動展開
がそれに応えられる体制構築への協力を得たい。なお、ぱちんこ産業で働いている方を対象に、一度に受け入
れ可能人数は最大 3 名。
研修内容：
第 1 ステージ(1 か月目)
電話相談を聞く(モニタリング)期間
■課題 1 RSN の事業内容、業務内容、過去の相談事例を理解する。
■課題 2 社会資源を把握する。
■課題 3 精神疾患の症状・傾向を知る。
■課題 4 電話相談の基本的な流れを理解する。
■第 2 ステージ(2 か月目)
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相談員のモニタリングをうけながら、1 日 2～3 件程度、実際に電話相談対応
■課題 1 言葉遣いや話し方、聴き方、基本的な質問の仕方を習得する。
■課題 2 問題の背景を捉え、それに対し適切な支援を検討する。
■課題 3 RSN 電話相談業務の範疇(役割)を理解する。
■第 3 ステージ(3 か月目)
単独で電話相談対応
■第 4 ステージ(4 か月目以降)
電話相談対応技能の向上、より広い視野での依存問題対策の知識やの取得
備考（条件）：
1 21 世紀会所属団体の組合員・会員であること。(ホール企業以外も可)
2 21 世紀会制定の「依存(のめり込み)問題ガイドライン」に則った活動を行う企業であること。
3 研修成果は遊技業界を通して社会に還元するものとし、個社の独占的なものとはしないこと。
4 研修者は、研修成果の遊技業界内への還元に取り組んでいただくこと。
5 研修にかかる諸費用(研修者賃金、住居費、光熱費、レンタカー代等)は、希望する企業側が負担する
こと。
6 原則として 6 か月以上、同一人物が研修を継続できること(特段の事情がある場合は応相談)。

８）パチンコ・パチスロ産業 21 世紀会について
令和 1 年 5 月 10 日（金）に開催された掲題会議の議事録（案）について、内容を説明、情報を共有し
た。メンバーからは、「(3)健全化推進機構が行う依存防止対策要綱について」で触れられた追加項目の詳細
な情報が欲しいとの意見が出た。
記
(1)第三者機関「パチンコ・パチスロ産業依存対策有識者会議」からの中間答申について
4 月 25 日に總山座長から「この中間答申は、限られた資料の中でとりまとめた、あくまでも現時点での見解
である。」とコメントを含めて中間答申をいただいた。中間答申には、現行の各取組に評価をいただいている
一方、取組状況を客観的に示すデータの不足が指摘されるなどの具体的な見解が含まれていると説明され
た。
(2)ギャンブル等依存症対策推進基本計画について
ギャンブル等依存症対策推進基本計画が 4 月 19 日に閣議決定され、21 世紀会の取組として 2019 年
度中に対応することを求められている「依存問題対策要綱」の策定であるとの報告がされた。
(3)健全化推進機構が行う依存防止対策要綱について
警察庁から、5 月 7 日付で、遊技産業健全化推進機構が行う依存防止対策の実施状況調査における項
目の追加やホールにおける対応状況確認等を求める依頼文書が届いた。今回の警察庁依頼文書で提示
された調査の趣旨では、ポスター類掲示の現認調査に留まらず、ヒアリングによる実施状況の確認が必要と
なるものが複数存在し、ヒアリング対象となる管理者やアドバイザーの不在の場合、正確な調査結果とならな
い恐れがある。そこで、21 世紀会として業界統一の「依存問題対策実施確認シート」を作成し、各ホールで
毎月 1 回、同シートの記入と保管、従業員間の共有を図る取組の実施を提案した。また、追加された項目
として、「ATM 等の設置状況」「依存防止対策についての従業員への教育の実施状況」「適度な遊技方法
の案内状況」の 3 点のほか、広告における「共通標語の活用状況」、「リーフレット等を活用した、RSN、自
己申告・家族申告プログラム及び保健所・精神保健福祉センター等の紹介の実施状況」等活動内容の状
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況の確認があげられた
なお、実際に調査を受け持つ一般社団法人遊技産業健全化推進機構としては、本調査が 21 世紀会か
らの依頼に基づき行う調査であることから、21 世紀会から項目の追加等変更の依頼があれば対応を検討
するとのことであった。
(4)警察庁との連絡会の実施について、
自民党の「時代に適した風営法を求める議員連盟遊技機基準等 PT」が提言をまとめたが、その中で、「警
察当局と業界との協議の場を定期的に設けることを求める」との項目が挙げられており、定期的な連絡会の
開催を警察庁に対して要請していきたいと述べた。また連絡会は、当初全日遊連、日遊協、日工組、日電
協、全商協、回胴遊商の 6 団体で人数を絞って行い、状況に応じて 14 団体による拡大会議を行う等、臨
機応変に対応していく旨を説明した。
(5)リカバリーサポート・ネットワークが行う企業研修の公募について
本アクションレポートの「７）リカバリーサポート・ネットワークが行う企業研修の公募について」に詳細を記され
ている企業研修の公募について、現時点で応募はないものの「前向きに検討したい」との趣旨からの問い合
わせが数件来ている現状が報告された。なお、21 世紀会からの社員出向は 5 月末で終了する、との報告
があった。
(6)その他当面の諸問題について
1 RSN の今後の支援について
RSN 西村 直之 代表より RSN への支援を「寄付」ではなく非課税の「助成」で実施していただきたいと
の申し出を内々に頂いた。今後、税務上の問題の有無などを十分に確認した上で相談させて頂きたい、
との現状報告がされた。
２ 全日本社会貢献団体機構の組織変更について
依存対策に関する助成のウエイトを高める為、同機構は組織変更を実施する予定だとの報告がされた。
3 依存問題フォーラムの状況について
21 世紀会事務局から、5 月 14 日に開催される依存問題フォーラムは、各団体のご協力をいただき、実
行委員会形式で準備を進めてきた。500 名の定員中、第一部はほぼ満席、第二部も残り 60 席弱(5
月 10 日現在)の参加状況となっている。なお、フォーラム開催に伴う費用概算については、510 万円弱と
見積もっているが、6 月 5 日に開催予定の実行委員会で検討し、費用が確定したら、改めてご報告申し
上げるとの報告があった。

９）次回開催
名称：PCSA 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 富山・岐阜
開催日：令和 1 年 6 月 28 日（金）～29 日（土）
開催場所：富山県、岐阜県
※ 依存問題対策プロジェクトチームとの共催。
以上

50

特定サービス産業動態統計月報
令和1年4月分確報

（令和1年6月17日 発行）

出典 ： 経済産業省大臣官房調査統計グループ
ＵＲＬ ： http://www.meti.go.jp/statistics/index.html
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１４．パチンコホール ("Pachinko" Parlors)
１４表 パチンコホールの売上高、設置台数、従業者数及び事業所数
Table 14 Total Sales, Number of Machines, Number of Employees and Number of Business Establishments

売 上 高
（百万円）

年・期・月

Total Sales

2018年

2019年
2018年

2019年

設置台数
（台）

Number of
Machines

2019年
2018年

2019年

正社員

（人）

Total
Number of
Employees

その他従業者
（ﾊﾟｰﾄ・ｱﾙﾊﾞｲﾄ
等）

Number of

Other
Regular

調査企業の
当該業務を
営む事業所数

Business
(part-time workers,
Establishments
short-term
workers)

Year ,
Quarter
and
Month

(million yen)

(machines)

(persons)

2016年
2017年
2018年

3,725,845
3,588,769
3,489,683

658,610
658,881
660,587

33,466
33,596
33,612

14,723
14,902
14,972

18,743
18,694
18,640

1,267 C.Y. 2016
1,255
2017
1,239
2018

2016年度
2017年度
2018年度

3,671,940
3,535,170
3,514,685

655,499
658,555
658,203

33,023
33,348
32,884

14,661
14,292
14,728

18,362
19,056
18,156

1,260 F.Y. 2016
1,252
2017
1,237
2018

1～3月
4～6月
7～9月
10～12月
1～3月

866,244
849,955
915,381
858,102
891,246

658,555
659,993
662,282
660,587
658,203

33,348
34,152
33,975
33,612
32,884

14,292
15,358
15,084
14,972
14,728

19,056
18,794
18,891
18,640
18,156

1,252
1,248
1,248
1,239
1,237

Q1 2018
Q2
Q3
Q4
Q1 2019

2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月
4月

257,457
292,674
278,311
288,315
283,329
307,293
315,316
292,772
284,181
271,485
302,437
316,212
274,264
300,771
287,214

659,419
658,555
662,087
661,172
659,993
660,934
661,455
662,282
661,949
660,071
660,587
658,899
658,979
658,203
659,953

33,253
33,348
33,256
34,163
34,152
33,669
34,184
33,975
33,842
33,679
33,612
33,336
33,252
32,884
33,157

14,687
14,292
14,976
14,873
15,358
15,324
15,255
15,084
15,054
14,964
14,972
14,860
14,785
14,728
14,867

18,566
19,056
18,280
19,290
18,794
18,345
18,929
18,891
18,788
18,715
18,640
18,476
18,467
18,156
18,290

1,254
1,252
1,250
1,253
1,248
1,249
1,247
1,248
1,247
1,241
1,239
1,238
1,237
1,237
1,235

Feb. 2018
Mar.
Apr.
May.
Jun.
Jul.
Aug.
Sep.
Oct.
Nov.
Dec.
Jan. 2019
Feb.
Mar.
Apr.

前年比・前年同期比・前年同月比 (%)

2018年

従業者数
合
計

Ratio to the same month / quarter of the previous year (%)

2016年
2017年
2018年

88.8
95.7
97.2

99.9
100.0
100.3

98.5
100.4
100.0

99.9
101.2
100.5

97.4
99.7
99.7

99.1 C.Y. 2016
99.1
2017
98.7
2018

2016年度
2017年度
2018年度

89.7
95.8
99.4

99.7
100.5
99.9

97.4
101.0
98.6

99.1
97.5
103.1

96.0
103.8
95.3

99.0 F.Y. 2016
99.4
2017
98.8
2018

1～3月
4～6月
7～9月
10～12月
1～3月

94.2
94.0
100.1
100.9
102.9

100.5
100.3
100.6
100.3
99.9

101.0
101.1
100.4
100.0
98.6

97.5
102.4
100.5
100.5
103.1

103.8
100.0
100.3
99.7
95.3

99.4
98.8
98.8
98.7
98.8

Q1 2018
Q2
Q3
Q4
Q1 2019

2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月
4月

90.6
96.2
91.9
92.5
97.7
98.2
100.2
102.1
99.0
101.4
102.3
100.0
106.5
102.8
103.2

100.4
100.5
100.1
99.6
100.3
100.3
99.9
100.6
100.5
100.5
100.3
100.2
99.9
99.9
99.7

100.0
101.0
99.1
101.5
101.1
99.3
100.4
100.4
100.7
100.3
100.0
99.8
100.0
98.6
99.7

98.9
97.5
99.1
99.1
102.4
101.9
101.0
100.5
100.8
100.7
100.5
100.4
100.7
103.1
99.3

100.9
103.8
99.1
103.5
100.0
97.1
100.0
100.3
100.7
100.1
99.7
99.3
99.5
95.3
100.1

100.1
99.4
98.6
98.8
98.8
98.7
98.7
98.8
99.3
99.0
98.7
98.9
98.6
98.8
98.8

Feb. 2018
Mar.
Apr.
May.
Jun.
Jul.
Aug.
Sep.
Oct.
Nov.
Dec.
Jan. 2019
Feb.
Mar.
Apr.

注１： 2015年1月分より一部調査対象の追加等を行ったため、以前の数値と不連続が生じています。なお、伸び率はこれを調整したものです。
注２： 2017年1月分より一部数値に変更が生じたため、以前の数値と不連続が生じています。なお、伸び率はこれを調整したものです。
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一般社団法人パチンコ・チェーンストア協会
〒110-0015 東京都台東区東上野 1-14-4 坂田ビル 2F
TEL:03-3538-0673 FAX:03-3538-0674
URL：http//:www.pcsa.jp/ E-mail：info@pcsa.jp
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