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PCSA アクションレポート（理事会）
令和 1 年 7 月版

７月拡大理事会
開催日時

令和 1 年 7 月 18 日（木） 午後 4 時～午後 5 時 30 分

開催場所

TKP 市ヶ谷カンファレンスセンター 3B（3 階）

出席者

理事 7 名、幹部 5 名、賛助会員オブザーバー19 名、合計 31 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
大石 明徳 株式会社ニラク 取締役
＜理事＞
藤本 達司 株式会社ダイナム 代表取締役
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
＜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＞
中村 訓杓 大都販売株式会社 次長
國澤 良平 株式会社大商 景品流通部 部長
秋山

学 株式会社マースシステムズ 取締役 東日本支社長(株式会社マースエンジニアリング)

江藤 征弘 株式会社マースエンジニアリング 執行役員 東京営業部 部長
竹田 雅俊 株式会社ピーエーネット技術研究所 代表取締役社長
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
伊藤 信明 オムロンアミューズメント株式会社 営業課長
中田 修一 J-NET 株式会社 次長
白木 貴大 J-NET 株式会社 課長代理
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
桜井 一英 株式会社ビジョンサーチ社 代表取締役社長
岡本

健 株式会社東和商事 常務取締役

田野倉 司 合同会社 DMM.com 営業戦略部 マネージャー
伊藤 真祐 合同会社 DMM.com 渉外統括補佐
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齊藤 信孝 株式会社山宝商会 専務取締役
羽島 正敬 株式会社山宝商会 常務取締役
前川 竹志 株式会社インターコスモス 取締役部長

第 1 号審議議案 「同友会との共同検討会メンバー」審議【承認】
当件について事務局より説明があった。
＜経緯＞
PCSA6 月拡大理事会において、同友会と共同で検討する会の設置が承認された。それを受け、同友会と
協議した結果、代表理事プラス 2 名の合計 3 名をメンバーとする会を開催していく事になった。
本理事会において PCSA からもメンバーを選出し検討会に臨みたい。
＜同友会との共同検討会 PCSA メンバー案＞
加藤 英則 代表理事
大石 明徳 副代表理事
合田 康広 副代表理事
＜今後について＞
本日現在、決まっているのは、両団体で 3 名のメンバーを選出すること、第 1 回目の開催を令和元年 7 月
31 日（水）に開催すること、の 2 点のみ。
7 月 31 日の第 1 回会議で、会の名称、会の進め方、スケジュールなどについて意見交換し、議論を進め
ていく。
＜意見＞
・同友会では、今月の理事会の冒頭に代表理事の挨拶があり、今回の話があった。会員からは様々な意
見が出た。
・話し合いにデッドラインやゴールを定めるのか？ ＞ それも含めて話を始める。
・業界を良くしていくために出来ることを探る。その目的を達成するための手段を考えていきたい。
＜審議＞
議長：起案の加藤代表理事、大石副代表理事、合田副代表理事というメンバーで検討会を開催してい
くという事でよいか？
一同：異議なし。
議長：それでは、このメンバーで会合に臨む。会合の内容については記録してご報告したい。

第 2 号審議議案 「第 69 回 PCSA 公開経営勉強会 講師等」審議【承認】
当件について事務局より説明があった。勉強会の講師について審議をして頂きたい。また、公開経営勉強会
前に賛助会員プレゼンテーションの枠を 30 分取っていたが、応募が無かったため今回は 30 分繰り上げてスケ
ジュールを組みたい。
【スケジュール】
日時：令和元年 8 月 22 日（木） 15：00～17：00
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）
【勉強会テーマ】
パネルディスカッション「業界の未来を語る（案）」
コーディネーター： 藤田 宏様（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）
パネラー

： 未定（6 月拡大理事会からの継続審議）
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【パネルディスカッション パネラー案】
（第 1 案）産業としての基盤確立に向けて

※重厚なメンバー

A：国会議員
B：行政 OB
C：ホール経営企業
D：メーカー／周辺機器／流通：供給サイド
E：経済識者
（第 2 案）令和時代に

※全体として若い世代で、

A：ホール若手経営者
B：PCSA 関係者
C：業界識者
D：ホール責任者
E：ホールスタッフ
F：若手ユーザー
G：人材採用関連業
この中から、4～5 名
＊8 月 22 日開催なので、時間的な余裕がなく、木曜日の理事会で大枠決定。週末の参院選の結果
も含め、来週半ばには、告知を開始という段取りの予定。
＊講師料はコーディネーター、パネラーとも 10 万円（プラス交通費）
PCSA 会員企業 役員、従業員は講師料なし。
＜意見＞
・どこに向かって何を発信するのかが重要。バラバラ好き勝手に発言するのがパネルディスカッションではない。
行政と国会議員は同じ席には付かないと思われる。何を誰に話したいのかはっきりさせるべき。業界外の国
民に言いたいのか。何を目的に発信したいのかが分からない。
・業界内にいる人に向けて、業界を安定的に確立していくためには、国会や行政も含めて対応していかない
といけないという考えがあった。
・それであれば、業界誌でまとめて 1 冊作るというのであればよいかもしれない。
・尾立氏に、国政や国会を使ってどういった事が出来るのかを議員、行政の立場で話してもらうのはどうか。
＞それは別の場所で話すのは良いと思われる。
・尾立氏による別業界の族議員の経験を話は面白かった。国会議員に何をお願いできるのかが分かる。
＞クローズドなら良いが、オープンではセンシティブ。
・2 部の若い人が話すのであれば、夢とかのレベルでファシリテーションすべきだと考える。パネルディスカッション
よりは違うやり方があると思う。
・若い新卒採用者にどう責任を取っていくか悩んでいる立場。不安感は確かにある。
・POKKA 吉田さんを若手に入れたのは ＞業界に軸足を置いた人の中で知識が広い。重鎮のグループに
いてもいいと思う。
・この業界が本当に必要なのかを議論した方が良いと思う。現状を見た上で話し合ってほしい。
・業界というよりは、各ホールオーナーの不安や展望の話の方が響くと思う。多角化に進むのか、専業化して
いくのかというような話も聞きたい。
・賛助会員の皆さんも不安感があると思う。管理遊技機になってドラスティックに変わってしまう。すでにレール
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に乗っている。
・パネルディスカッションの中に依存の定義の話が出してほしい。当業界は、端からギャンブル等の中に入って
いるが、依存の定義について意思の統一がされていない。
・経営者の抱える不安や展望を話すのは面白い。業界の不安に対して何か対案がないと答えがないまま終
わってしまう。
・佐藤モデレーター、大石副代表理事より登壇しても良い、という意見が出た。
・他には賛助会員の経営者の方にも出ていただきたい。
・ホールサイドから見えない点も多いと思う。産業として見た時にバランスを崩さないためにホールと賛助企業
が別々の視点で語るのは面白い。
・パネラーについて、代表理事、コーディネーター、事務局で決めてほしい。
＜審議＞
議長：それでは、パネラーに佐藤コーディネーター、大石副代表理事、POKK 吉田氏、それから賛助会員
の経営者の方にご登壇いただくという事でよいか。
一同：異議なし。
議長：人選は代表理事、コーディネーター、事務局で進め、決まり次第、理事幹部にメールで報告する。

第 3 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。
＜6 月拡大理事会の議論＞
・同友会との共催を検討するため「継続審議」→結果、10 月の共催は困難であった。
・開催場所の要望・・・大阪（定例化）、九州（福岡）、北海道、地方開催なし
・内容の要望・・・PCSA 色を出す、理事会含めトータルで計画、翌日親睦ゴルフ等
＜概要＞
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）
開催日：令和元年 10 月 17 日（木）
スケジュール：
午後 2 時

～

3時

≪第 78 回遊技法研究会≫

3 時 15 分

～

4 時 30 分 ≪10 月拡大理事会≫

5時

～

5 時 45 分 ≪PCSA 勉強会≫

6時

～

7 時 30 分 ≪情報交換・交流会≫（会費＠5000 円）

開催場所：ターミナル駅近辺のホテル会議室 もしくは 近隣会議室
＜PCSA 勉強会（案）＞
・演題案 1：「パチンコ業界の将来と、業界の未来のために PCSA が考えている事」
＊代表理事の講演、もしくは理事数名による座談会
・演題案 2：「改正健康増進法の概要とホールがとるべき対策」
解説： 荒田 政雄 法律問題研究部会 リーダー
・演題案 3：「ホールが対応すべき依存問題対策の概要と機構による依存問題対策調査」
解説： 辻 良樹 依存問題対策プロジェクトチーム リーダー
＜過去 4 年の開催場所＞
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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

第 17 期

平成 30 年 10 月 18 日（木）

（4 研究部会 説明会）

名古屋 （法律ハンドブック勉強会）

＜意見＞
・地方開催での会員勧誘は経験則的に難しい。そこで、東京の理事会に参加していない会員企業、賛助
会員にご参加いただくことを考えてはどうか？
・会員以外の人を呼ばないわけでは無い。懇親会に参加したい企業があれば参加可能としたい。
・場所については、会員、賛助会員の情報をまとめて次月検討したい。
・どこで理事会を開催したら出席するか、会員賛助会員にアンケートを取ってほしい。
＜結論＞
議長：それでは、本議案は継続審議とする。開催場所について、アンケートを実施するのと、会員、賛助会
員の会社所在情報をまとめてほしい。

第 4 号審議議案 「第 18 期の RSN への協力方法」審議【承認】
当件について事務局より説明があった。
＜経緯＞
令和元年 6 月 24 日に開催された 21 世紀会において、令和元年度（RSN の会計年度は 7 月から翌
年 6 月）の RSN への支援金額が 21 世紀会総額で 5,400 万円に確定した。また、その 5,400 万円は
全機連とホール 5 団体で折半となった。
その後、ホール 5 団体において負担割合の検討をした。PCSA からは、昨年 10 月の PCSA 理事会で承
認を得ていた「PCSA は全体の 1％負担」を伝えており、今回それで了承を得た。（PCSA 負担額 54 万
円）
＜審議内容＞
支援方法について、これまで業務委託（昨年度はプラス寄付金）で支払っていたが、全日遊連を経由し
て「賛助会員」として会費を支払う形で対応をお願いしたい、という依頼があった。そこで RSN の賛助会員
になることについて審議をお願いしたい。
＜賛助会員になる事のメリット・デメリット＞
（メリット）
・賛助会員として RSN を支援している事を謳える。
・寄付金税制優遇制度の対象となる。（詳細は確認中。正会員は非対象）
（デメリット）
・途中退会しても会費の返金はない。
・賛助会員に議決権はない。
・なお、NPO 法人の賛助会員になる事で法的責任が及ぶことは無い。
＜参考＞
1）平成 30 年度に PCSA が依存問題関係で負担した費用 192 万 3585 円
2）令和元年度に PCSA が依存問題関係で負担予定の費用 64 万円（見込）
（RSN54 万円に加え、依存フォーラム 6 万円、第三者機関 4 万円）
＜意見＞
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・なぜ RSN は賛助会員になってほしいのか？ ＞寄付金だと消費税がかかるので、賛助会員として支払っ
てもらえればそこを回避できるとの事。
・寄付金税制優遇制度は、支払った側の方が控除できるとの事。一般社団法人は対応可能なのか。＞控
除できると聞いた。
・同友会は RSN の正会員のままで対応する予定。同友会では利益が出ても法人税を最低限しか払って
いないため不要との判断をしたようだ。 ＞PCSA は利益が出た場合、法人税の支払いが必要になる。一
般社団法人には税制に 2 つのタイプがある。同友会は「非営利型」を選択していると思われる。「非営利
型」は法人税の支払いが最低限になる代わりに、解散した際の残余財産を国に納める等の制約がある。
機構も当初は余ったお金を広告に使うなどして対応してきたが「非営利型」を選択する事により、利益が出
ても多額の法人税を納めなくてもよくなった。
・昨年は 192 万円、今年は 64 万円に下がったのはなぜか？ ＞ここ 1～2 年、PCSA から負担額を減ら
したいと訴え続けた事が反映されている。
・他ホール団体との比較で納得しているのか？ ＞全日遊連非加盟店舗数で按分している。昨年 10 月
の理事会で承認しており PCSA の案が通ったので納得している。
＜審議＞
議長：それでは、RSN の賛助会員となり、会費として 54 万円を納める形で進めてよいか？
一同：異議なし。

第 5 号審議議案 「令和元年度 機構負担金」審議【承認】
当件について事務局より説明があった。
＜「令和元年度 機構負担金」審議＞
令和元年 7 月 4 日に全日遊連から、令和元年度の全日遊連の一般社団法人遊技産業健全化推進
機構への拠出金額が台当り 48 円になったという連絡があった。
例年の通り、PCSA でもそれを踏襲し会員に台当り 48 円の拠出をお願いすること、台数に関するアンケー
ト実施について審議をする。
＜意見＞
・台当たり単価は上がったのか？ ＞48 円で例年通り。
＜審議＞
議長：それでは、起案の内容で機構負担金の手続きを進めてよいか？
一同：異議なし。

第 6 号審議議案 「正会員 休会延長」審議【承認】
当件について事務局より説明があった。休会を希望する正会員は次の通り。
会社名： 有限会社エー・アール・ケー
代表者： 白 盛基
延長希望期間： 2019 年 4 月 1 日～2020 年 3 月 31 日
＜審議＞
議長：それでは、起案の通り、有限会社エー・アール・ケーの休会を延長しても良いか？
一同：異議なし。

第 7 号報告議案 「第 18 期 理事会開催会場」報告
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当件について事務局より説明があった。
PCSA 事務局を東上野に移転し、大会議室が事務局内になくなったことにより、現在、外部の会議室で理事
会、研究部会を開催している。6 月の拡大理事会は TKP 上野駅前ビジネスセンターで開催したが、会議室
のサイズが若干狭く、円滑な運営が望めないことから今後の理事会開催場所を下記の通り変更する。
＜記＞
令和元年 7 月 18 日（木）
理事会・遊技法研究会： TKP 市ヶ谷カンファレンスセンター 3B（3 階）
情報交換交流会：

TKP 市ヶ谷カンファレンスセンター 9B（9 階）

住所：

東京都新宿区市谷八幡町 8 番地 TKP 市ヶ谷ビル

令和元年 9 月 19 日（木）
理事会・遊技法研究会： TKP 神田駅前ビジネスセンター 5C（5 階）
情報交換交流会：

TKP 神田駅前ビジネスセンター 5F（5 階）

住所：

東京都千代田区鍛冶町 2 丁目 2−1 三井住友銀行神田駅前ビル

令和元年 12 月 19 日（木）以降（令和 2 年 1 月 30 日（木）、3 月 19 日（木））
理事会・遊技法研究会： TKP 秋葉原カンファレンスセンター ホール 7A（7 階）
情報交換交流会：

TKP 秋葉原カンファレンスセンター ホール 8A（8 階）

住所：

東京都千代田区神田松永町 4 番地 1 ラウンドクロス秋葉原

＜意見＞
・広さは市ヶ谷と同じくらいか？ ＞神田駅前は同程度。秋葉原はもう少し広い

第 8 号報告議案 「研究部会・委員会・PT 活動」報告
当件について、事務局より説明があった。
＜ 人事問題研究部会・第 18 期（7 月）活動報告 ＞
人事問題研究部会 リーダー 志賀 健太郎
1．研究部会（毎月 1 回 7 月開催）
① 7 月 第 184 回拡大人事問題研究部会 in 大阪
開催日

令和 1 年 7 月 11 日（木）～12 日（金）

開催場所

大阪府

内容

1 日目 第 183 回拡大人事問題研究部会 in 大阪 Part1ダイナム大阪統括事務所
労政時報勉強会 「大規模災害時の行動基準」
質問コーナー 前半、情報交換交流会
2 日目 第 183 回拡大人事問題研究部会 in 大阪 Part2 株式会社晋陽本社
質問コーナー 後半

① 8 月 第 185 回人事問題研究部会（予定）
開催日時

令和 1 年 8 月 2 日（金） 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 4A

内容

部会 ・7 月大阪拡大部会 振り返り
・労政時報勉強会 「人件費削減施策」 他
＜ コスト問題研究部会・第 18 期（7 月）活動報告 ＞
コスト問題研究部会 リーダー 佐藤 千恵
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1．研究部会（毎月 1 回 7 月開催）
① 7 月 第 164 回コスト問題研究部会
開催日時

令和 1 年 7 月 4 日（木） 午後 2 時～午後 5 時

開催場所

TKP 上野駅前ビジネスセンター 7A

内容

・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 振り返り
・ビニールレジ袋無償配布禁止法令 対応策 検討
・受動喫煙防止法・ベンチマーク制度セミナー報告 他

② 8 月 第 165 回コスト問題研究部会・暑気払い（予定）
開催日時

令和 1 年 8 月 1 日（木） 午後 2 時～午後 5 時

開催場所

TKP 上野駅前ビジネスセンター 7A

内容

・ビニールレジ袋無償配布禁止法令 対応策 継続
・喫煙ブース情報交換・ベンチマーク制度状況報告（Q＆A） 他
・暑気払い 龍城 上野店 午後 5 時 30 分～会費￥5,000－（税込）
＜ 法律問題研究部会・第 18 期（6 月）活動報告 ＞
法律問題研究部会 リーダー

荒田 政雄

1．研究部会（毎月 1 回、6 月開催）
① 6 月 第 189 回拡大法律問題研究部会 in 岐阜・富山
開催日

令和 1 年 6 月 28 日（金）～29 日（土）

開催場所

富山県高岡市、富山市、岐阜県高山市

内容

1 日目 ストアコンパリゾン in 岐阜・富山 Part1
1．EBIS Cafe＆Pachinko ／ 岐阜県高山市 2．DSG アリーナ高岡店
3．ケイズ高岡店 ／ 富山県高岡市 情報交換交流会
2 日目 ストアコンパリゾン in 富山 Part2
富山県富山市ホールを自由見学
第 189 回拡大法律問題研究部会 in 富山
・日遊協講話 解説
・広告宣伝に関するレポート報告、解説
・地域による広告規制解説（過去 1 ヶ月、1 年、富山県限定）
・質問コーナー「貯玉再プレイの制限数の変更について」

備考

依存問題対策プロジェクトチームとの共催。

② 7 月 第 190 回法律問題研究部会（予定）
開催日時

令和 1 年 7 月 27 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 6A

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 他
・法律問題研究部会 平日開催のお願い（継続）開催日確定
・夏季の省エネルギーの取組
・パチンコホール分煙環境整備マニュアルについて
・消費税増税対策について 他
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＜ 不正対策研究部会・第 18 期（6 月）活動報告 ＞
不正対策研究部会 リーダー 松本

浩

1．研究部会（毎月 1 回 6 月開催）
① 6 月 第 156 回不正対策研究部会
開催日時

令和 1 年 6 月 25 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

内容

・最新ゴト情報・ゴト被害アンケート（5 月）について
・広報活動について
・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
・ゴト被害アンケート 通報、被害届申請、受理について
・内部不正対策について

② 7 月 第 157 回拡大不正対策研究部会・第 48 回不正対策勉強会 in 長野 （予定）
開催日時

令和 1 年 7 月 25 日（木）～26 日（金）

開催場所

長野県東御市、上田市

内容

1 日目 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
・最新ゴト情報・ゴト被害アンケート（6 月）について
・広報活動について
・ゴト被害アンケート 通報、被害届申請、受理について
・内部不正対策について
2 日目 ストアコンパリゾン in 長野
100 万ドル上田インター店（株式会社アメニティーズ） 他を見学
第 48 回不正対策勉強会 in 長野
～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
サブテーマ：ゴト対応、コンプライアンス、無承認変更
広告宣伝規制、依存対策
＜ 遊技法研究会 第 18 期（6 月）活動報告 ＞
遊技法研究会 委員長 荒田 政雄

1．研究会（6 月開催）
① 6 月 第 75 回遊技法研究会
開催日時

令和 1 年 6 月 20 日（木） 午後 2 時 45 分～午後 3 時 45 分

開催場所

TKP 上野駅前ビジネスセンター 3A

内容

＜遊技機検討小部会＞
・時代に適した風営法を求める議員連盟への要望
・業界における対政界戦略
・くぎ曲げ 営業停止事例

② 7 月 第 76 回遊技法研究会
開催日時

令和 1 年 7 月 18 日（木） 午後 2 時 45 分～午後 3 時 45 分

開催場所

TKP 市ヶ谷カンファレンスセンター 3B

内容

＜遊技機検討小部会＞
・時代に適した風営法を求める議員連盟への要望
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・依存定義について 他
＜依存問題対策プロジェクトチーム・第 18 期（6 月）活動報告＞
依存問題対策プロジェクトチーム リーダー

辻

良樹

1．研究部会（毎月 1 回、6 月開催）
① 6 月 第 27 回拡大依存問題対策プロジェクトチーム in 岐阜・富山
開催日

令和 1 年 6 月 28 日（金）～29 日（土）

開催場所

富山県高岡市、富山市、岐阜県高山市

内容

1 日目 ストアコンパリゾン in 岐阜・富山 Part1
1．EBIS Cafe＆Pachinko ／ 岐阜県高山市 2．DSG アリーナ高岡店
3．ケイズ高岡店 ／ 富山県高岡市 情報交換交流会
2 日目 ストアコンパリゾン in 富山 Part2 富山県富山市ホールを自由見学
第 27 回拡大依存問題対策プロジェクトチーム in 富山
・依存問題への対応と経緯
・各社 依存対応情報共有

備考

法律問題研究部会との共催。

② 7 月 第 28 回依存問題対策プロジェクトチーム・第 3 回依存問題対策勉強会 （予定）
開催日時

令和 1 年 7 月 27 日（土） 午前 10 時～午後 12 時

開催場所

TKP 上野駅前ビジネスセンター 6A

内容

第 28 回依存問題対策プロジェクトチーム
・依存問題対策プロジェクトチーム 平日開催のお願いについて
・拡大部会 in 岐阜・富山 振り返り
第 3 回依存問題対策勉強会 午前 10 時 30 分～12 時
テーマ：精神科医が医療現場から見たギャンブル依存と薬物・アルコール依存の違い
講師：医療法人社団 正心会 よしの病院 精神科専門医 河本 泰信 様

第 9 号報告議案 「業界団体活動」報告
＜第 9 号報告議案－1＞ 「業界団体活動」報告（21 世紀会）
日 時： 2019 年 6 月 24 日（金） 午後 4 時 30～5 時 15 分
場 所： 全日遊連会議室
【決議事項】（いずれも承認）
1．2019 年度 RSN 支援金の支払いについて
2019 年度の RSN の支援金、支払金額を 5,400 万円。（PCSA は全体の 1％の 54 万円の負
担を予定。）
2．パチンコ・パチスロ依存問題フォーラムの開催結果と費用の分担について
5 月 14 日にフォーラムを開催。費用総額は 506 万 4,530 円。（PCSA は約 5 万円負担）
3．パチンコ・パチスロ依存問題フォーラムの開催結果報告書及び DVD の制作について
フォーラムの結果を報告書と DVD 化したい。
4．パチンコ・パチスロ依存問題フォーラムのプロモーション用映像資料の作成について
フォーラムの結果を短縮版のプロモーション用映像資料を制作したい。
【協議事項】
1．全日本社会貢献団体機構の組織変更について

10

PCSA アクションレポート（理事会）11 / 12

現在の全日本社会貢献団体機構の組織を変更し、パチンコ・パチスロ業界全体の社会貢献の受け
皿となるような団体になるべく組織を変更したい。（本日は説明、質疑応答のみ）
【報告事項】
1．6 月 24 日開催 警察庁との連絡会について
本日実施した。内容としては新基準機の適合率の話が多かった。詳細は明らかにできない。
2．自己申告・家族申告プログラムのマニュアル改訂作業の進捗について
パチンコホールへのアクセス制限について、3 点取り組みをしている。
①本人同意の無い家族制限の導入
②自己申告、家族申告プログラムの周知徹底
③複数数店舗での登録、顔認証、登録を簡単に
3．その他
・パチンコ・パチスロ産業依存対策有識者会議の開催について
6 月 6 日に第 3 回の有識者会議が開かれた。依存問題フォーラム、政府の基本計画などについて
話し合われた。業界としては基本計画に対応し、実施要項を作成すると説明をした。最終答申はそ
の実施要項を踏まえて出すとの意向であった。
・テレビ朝日の反応について
内容証明を発信。到着後「今後、多様性のある報道に務める」との返答がメールであった。
＜第 9 号報告議案－2＞ 「業界団体活動」報告（余暇進から警察庁への質問）
本年 2 月に余暇進から警察庁生活安全局に質問をしていた内容について、警察庁から回答が届き、ホー
ル 5 団体で共有した。質問は 2 点。
1．「マル優」の特例制度にはどのようなものがあるか？
2．行政書類の電子化の都道府県ごとの進捗状況、警察庁の考えを教えてほしい。
その結果、回答としてきたものは、1 は対応する法律、規則の一覧であった。2 は各都道府県の状況は自
身で確認いただきたい、警察庁としては法律に基づき推進していく、という回答であった。
＜意見＞
・質問の意図は何か？ ＞現状確認を意図してとの事であった。
＜第 9 号報告議案－3＞ 「業界団体活動」報告（機構から 21 世紀会宛ての文書）
遊技産業健全化推進機構より 21 世紀会宛てに「依存問題対策調査の開始時期について（延期要請
のご回答）」という文書が届いた。機構の文書に記載されている内容は下記の通り。
＜記＞
21 世紀会から機構にホールの「依存問題対策調査」を依頼しているが、当初決めた調査項目から変更の
必要が生じ、調査が延期中となっている。一方、政府の「ギャンブル等依存症策基本計画」で本年度中の
調査の開始が明記されている。それをふまえ調査項目を本年 8 月末日までに「調査項目」を確定してほし
い、という機構から 21 世紀会への要望。

第 10 号報告議案 「第 25 回参議院通常選挙」報告
令和元年 7 月 21 日に第 25 回参議院選挙が開催される。PCSA 政治文化アドバイザーの参議院議員の
内、改選期であり立候補された PCSA 政治分野アドバイザーは羽田 雄一郎参議院議員、東 徹参議院
議員の 2 名であった。
※ 選挙結果：羽田 雄一郎候補、東 徹候補は選挙区において当選した。
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その他
＜PCSA スケジュール＞
本日の理事会で報告した通り、理事会の会場が変更になった。スケジュールに反映しているのでご確認いた
だきたい。
＜秋元司先生との勉強会＞
8 月 8 日に秋元司先生と PCSA で勉強会を開催する。先方のメンバーは秋元事務所に打診中。PCSA
メンバーは先方の人数を確認しながら代表理事が調整する。
＜消費税増税とインボイスの影響＞
当件について、株式会社ダイナム 財務部 谷島 一郎様より説明があった。
消費増税が 10 月 1 日から始まり、8％から 10％に上がる。同時に軽減税率制度が開始される。外食は
対象外、新聞は定期購読以外は対象外。設計費、建築費で 10 月 1 日以降に出来上がるものは 10％
の税率が適用される。インボイス制度とは「適格請求書」に基づいて支払いしたものでないと消費税が控除
出来ないという制度。遊技業の貸玉に関する適格請求書は、通常であれば発行が必要になるが例外があ
る。国税庁が出した「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関する Q＆A」によ
ると、適格請求書の交付義務が免除される取引「3 万円未満の自動販売機等により行われる販売等」に
該当すると思われる。それにより従来通りの取引が可能と考えている。
＜意見＞
・国税庁が大丈夫とお墨付きを出しているのか？ ＞国税庁からお墨付きを得たわけでは無いが、税理士
に確認し、大丈夫だろうという見解を得た。
・この見解が認められないとどうなるか ＞かなり大きな影響がある。

次回開催
「８月通常理事会」
開催日：令和 1 年 8 月 22 日（木）
時間：午前 11 時 30 分～午後 1 時
場所：TKP ガーデンシティ PREMIUM 神保町 「フォレスト」（東京）
＜同日 他スケジュール＞
11：30～13：00 ≪８月通常理事会≫
13：30～14：30 ≪第 18 期第 1 回臨時社員総会≫
15：00～17：00 ≪第 69 回 PCSA 公開経営勉強会≫
17：15～18：45 ≪情報交換交流会≫
以上
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PCSA アクションレポート（人事問題研究部会）
令和 1 年 7 月版

第 184 回拡大人事問題研究部会 in 大阪
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

出席人数

部員 7 名、正会員オブザーバー8 名、賛助会員オブザーバー1 名、合計 16 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
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
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＞
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

荒籾 伸一

株式会社加賀屋 総務部長

平

株式会社ワールド 総務・経理・人事課長

隆之

峯瀬 京子

株式会社グランド商事・アドバンス 管理部 副部長

鈴木 崇之

株式会社三永 人事部 部長代行

岡本

株式会社晋陽 部長

晃

田原 久嗣

株式会社晋陽 部長

今吉 信明

株式会社晋陽 課長

＜賛助会員アドバイザー＞
前川 竹志

株式会社インターコスモス 取締役本部長

スケジュール
1 日目 2019 年 7 月 11 日（木）
PM2～PM5

拡大人事問題研究部会 in 大阪 Part１ 会場：ダイナム大阪統括事務所
労政時報勉強会 「テーマ：大規模災害時の行動基準」

PM6～PM8

情報交換交流会 とりひめ 難波店（晋陽グループ）

2 日目 2019 年 7 月 12 日（金）
AM9～PM12

拡大人事問題研究部会 in 大阪 Part２ 会場：晋陽グループ本社
人事問題研究部会 質問コーナー2019.7 in 大阪
≪質問１≫社員教育に関して（社会人的教育）
≪質問２≫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
≪質問３≫男性の育休取得について
≪質問４≫メンタルヘルス対策

13

PCSA アクションレポート（人事問題研究部会）2 / 3

拡大人事問題研究部会 in 大阪 Part１ 7/11
１）労政時報勉強会 「テーマ：大規模災害時の行動基準」
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。

拡大人事問題研究部会 in 大阪 Part２ 7/12
１）人事問題研究部会 質問コーナー 2019.7
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

14

PCSA アクションレポート（人事問題研究部会）3 / 3

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

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。

２）次回開催
開催日時：令和 1 年 8 月 2 日（金）
開催場所：TKP 上野駅前ビジネスセンター 4A（4 階）
以上
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PCSA アクションレポート（コスト問題研究部会）
令和 1 年 7 月版

第 164 回コスト問題研究部会
開催日時

平成 31 年 7 月 4 日（木） 午後 2 時～午後 5 時

開催場所

TKP 上野駅前ビジネスセンター

出席人数

担当理事 1 名、部員 7 名、賛助部員 6 名、正会員オブザーバー1 名、合計 15 名

出席者

＜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＞
上田 芳己 株式会社日本ヒュウマップ 景品事業担当部長 （新規事業）
（株式会社ダイナムジャパンホールディングス）
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 顧問
新井 弘光 アメニティーズグループ（株式会社パンドラ） 企画開発部 係長
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

＜正会員オブザーバー＞
藤橋 高弘

アメニティーズグループ （株式会社パンドラ） 第一営業部 主任

１）日遊協 受動喫煙防止対策、ベンチマーク制度セミナー 報告
令和 1 年 6 月 25 日、日遊協は「受動喫煙防止対策・ベンチマーク制度セミナー」を開催。ホール 5 団体の関
係者など 161 名が参加した。
＜概要＞
第 1 部 受動喫煙防止対策
① 改正健康増進方について ② 分煙環境マニュアルの説明
講師：日本たばこ産業株式会社 永沼 舞華様
日遊協発行の「パチンコホール分煙環境整備マニュアル」をもとにホールの分煙環境に必要な条件、
様々な分煙事例を紹介。施工から届け出に至るまでの手順を解説した。
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第 2 部 風営法 構造設備の変更取り扱いについて
講師：株式会社のぞみ総研 日野 孝次朗様
警察庁が今年 3 月に通知した「改正健康増進法の施行に伴う喫煙専用室等の設置に係る構造
及び設備の変更の取扱いについて」を解説。承認が必要な 3 つのケースとして①大規模の修繕、模
様替えに該当する変更②客室の位置、数または床面積の変更③壁、ふすまその他営業所の内部
を仕切るための設備の変更を挙げ、客室の範囲や客室内の見通しを妨げない設備など注意したい
点について説明した。
第 3 部 ベンチマーク制度
① パチンコホール業へのベンチマーク制度の導入、補助金について
講師：株式会社アイ・グリッド・ソリューションズ 佐藤 良様
省エネ法におけるベンチマーク制度を解説。ホールが対象となるケースとベンチマークの計算方法を紹
介した。また、ホールが活用できる補助金は約 3,000 種類、助成金は約 70 種類あり、補助金を
受けるためには、どのような事業展開をするか、設備投資をするのかを逆算することが重要と述べた。
＜意見＞
・バックヤードでの喫煙が可能な場合、臭いを無くすための設備も必要ではないか。
・喫煙ブースの変更承認届、変更申請は所轄ごとに対応が異なるので、確認が必須。
・設置後に消防から設置に関して指示が出た事例がある。消防にも確認すべき。
・消防から喫煙ブースに、スプリンクラーを付けるように指示された事例がある。
・各都道府県条例によっては、外部排気が非常に難しい場合がある。
・業界誌からホールの売上の 8 割を喫煙者が上げているというデータが出ている。
・どこの地域の消防、警察が厳しいという情報を法律問題研究部会にまとめて頂きたい。
・既に喫煙ブース、喫煙室が設置済み店舗に確認する事で、そこの場所の情報を集める事は可能。
・喫煙ブース。喫煙室を設置済みの店舗に、所轄、消防などの諸注意屋指示などをアンケートする。

２）レジ袋について
環境省から、海洋汚染対策の一端としてスーパーマーケット業界などに、今後レジ袋を有償で提供するように法
制化していくという方針が示された。パチンコ業界はその対象業界となってはいないものの、今後の世論の高まり
次第では、ビニール袋有償化の可能性もあるとして、紙袋等の代替の袋のコストを検討した。
ビニール袋から同サイズの紙袋に変更した場合のコストは、約 5 倍と非常に高い現状を確認した。一方、各社
のビニール袋のコストを意図せずに比較する事となり、ビニール袋使用の現状肯定ではあるもののコスト削減に
役立つ情報を共有した。なお、ビニール袋から紙袋への変更は、各社判断だが、今後も折を見て継続的にビニ
ール袋の代替品の情報を共有するものとした。
また、袋の有償化が現実化した場合、景品交換の際に袋をどう渡すか（玉メダルと交換？ セット景品？）な
ども議論された。

３）6 月 拡大コスト問題研究部会 in 愛知 振り返り
＜スケジュール概要＞

令和元年 5 月 30 日(木) 1 日目 企業訪問 in 愛知
PM2:15

夢コーポレーション株式会社様 本社訪問・見学

PM2:30

ご挨拶 加藤 英則 様 夢コーポレーション株式会社 代表取締役社長
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PM3:00

拡大コスト問題研究部会 in 愛知
第一部

「夢コーポレーション株式会社 省エネ活動報告」 (50 分)
説明:常磐 賢二 様 夢コーポレーション株式会社 資産開発部 部長

第二部

拡大コスト問題研究部会 in 愛知 (50 分)
・コスト問題研究部会・喫煙ブースプレゼンテーション 2019-振り返り
・コスト削減事例 共有

令和元年 5 月 31 日(金) 2 日目 ストアコンパリゾン in 愛知
AM10:00 ストアコンパリゾン in 愛知 JR 豊橋駅 新幹線改札口 （改札外） 集合

AM10:15 １．オーギヤ WO 様（15 分※見学のみ）
AM10:40 ２．タイキ豊橋藤沢店 様（15 分※見学のみ）
AM11:00 ３．ゼント豊橋藤沢店 様（50 分※15 分見学、30 分質疑応答）
PM12:00 解散 豊橋駅
＜意見＞
「夢コーポレーション株式会社 省エネ活動報告」について
・常磐賢二部長のおっしゃっていた「全員野球」というキーワードに強く共感した。
・32 店舗あれば、3 世代の新旧店舗が混在しているために、32 通りのやり方があり、その中で、各店舗にあ
った現実的な対応をされている事に感銘を受けた。また、すべてを数値化して評価をしている事に感心した。
「ゼント豊橋藤沢店様 ストアコンパリゾン」について ※見学、質疑応答あり
・景品交換無人カウンターについて、使用率やコスト削減について非常に勉強になった。
・導入したと伺っていたお掃除ロボットに関して、機能や清掃率など詳しいお話しを聞きたかった。
・見学させて頂いた景品自動交換機（ガラス張りの自動販売機で、カード関連の機器が横に設置されてい
る。）はメーカーの基板でカスタマイズが必要で結構な費用が掛かると伺った。
・紙幣搬送設備で紙幣が別階にまとめて送られるのが非常に良いと感じた。また、現物を見てみたかったとい
う本社社員がおり、注目度の高さを感じた。

４）部員近況報告（コスト削減関連）
・琵琶湖近傍の店舗で玉通路の樋清掃を実施したが、ひと月遅れの為に湿気で詰まってしまった。冷房を
非常に強くかけて湿気を飛ばしたが、その分のコストが上乗せされた。
・喫煙ブースの使用頻度を見ていると使う人が非常に少なく本当に必要なのか疑問に思う。
・およそ 8 年前に完全分煙の店舗を展開したがやはり稼働が若干落ちる。最大でおよそ 40 店舗程まで増
やしたが現在は約 30 店舗まで減っている。
・今年 8 月の 9 連休は、5 月の 10 連休と同様に物流配送が困難になると考えており、店舗には景品など
の発注を早めにと指示している。
・PB 飲料は NB 飲料よりも「利益を上げやすい」という点を店舗に理解してもらいたい。
・PB 飲料を他社ホールに出す際、問題になるのは配送のコスト。
・消費税や喫煙ブースなどをなるべく前倒しで進行させている。
・前回、建物設備の修繕を火災保険で賄える、という話をしたが、最近、実際に活用した事例が 2 例ある。
・紙タバコ、電子タバコの次に来るかと、かぎたばこ（スヌース）を旗艦店に導入した。これは、上唇と歯茎の
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間にタバコの葉などを入れたティーバックのようなものをいれて味わう。
・喫煙ブースに関して、関西では理解が浅いと感じている。
・喫煙スペース（ブース）は、どのくらいのサイズが妥当なのか考えている。

５）次回開催
開催日：令和 1 年 8 月 1 日（木）
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 7A （7 階）
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 7 月版

第 190 回法律問題研究部会
開催日時

令和 1 年 7 月 27 日（土）

開催場所

TKP 上野駅前ビジネスセンター 6A

出席人数

部員 12 名､賛助部員 4 名､正会員オブザーバー1 名、オブザーバー2 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 顧問
＜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＞
辻 良樹

株式会社ダイナムジャパンホールディングス 法務グループ グループ長

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 浩

株式会社ヒカリシステム 第 1 営業部 ディレクター

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＞
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

田野倉 司

合同会社 DMM.com 営業戦略部 マネージャー

前川 竹志

株式会社インターコスモス 取締役本部長

＜正会員オブザーバー＞
戸田 有希乃

株式会社ニラク 依存問題担当

＜オブザーバー＞
大島 克俊様 一般社団法人ぱちんこ広告協議会 理事長 （ゲンダイエージェンシー株式会社）
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）依存問題対策プロジェクトチーム 報告
第 3 回を迎える依存問題勉強会では、元久里浜の精神科医長の河本泰信先生にご講演いただいた。依存
問題勉強会は、第 1 回目が RSN 西村直之先生、第 2 回目がワンデーポートの中村努先生。今回の河本
泰信先生は、医療の立場ではあるが、依存自体を病気とする厚生労働省の「疾患モデル」とは別に依存を「欲
望モデル」として理解する事を主張している。また、依存程度を測る DSM5 や SOGS といった基準の設置され
た背景や詳細な説明を頂いた。この第 3 回依存問題勉強会のレジュメは、是非ご一読頂きたい。
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２）第 25 回参議院選挙 結果について
7 月 21 日に投開票が行われた参議院選挙では、与党である自由民主党、公明党の両党が改選過半数を
超す 71 議席を得て勝利した。野党は立憲民主党が議席数を伸ばす一方で、国民民主党は改選議席を割
った。一方、自由民主党の比例代表で、自由民主党公認候補として立候補した尾立源幸氏は落選した。改
選定数 50 を争う比例代表で自民党は 19 議席を獲得したなか、尾立氏は 9 万票余りを獲得したものの及
ばなかった。尾立氏を擁立した自民党の二階俊博幹事長は今年 1 月、パチンコ・パチスロ産業 21 世紀会を
構成する業界 14 団体に同氏の推薦を求める文書を送付。これを受け業界では、有志で「おだち源幸遊技産
業後援会」を立ち上げるなどして、パチンコ業界の族議員になることを宣言した尾立氏とともに選挙活動を展開
していた。
部会では、ニュースやブログ記事などを参考にした上で、パチンコ業界が支援して落選という結果に対して、警察
庁から業界への風当たりは強くなるのではないかという記事が多い、また、労組の支援する候補者とのすりあわ
せについても言及された。また、準備期間が短かったのではないか、パチンコ業界だけでなくファンにも働きかける
動きがあって良かったのではないか等の意見も交わされた。

３）法律問題研究部会 質問コーナー 2019.7
Q：消費税増税時の転嫁について
今回は増税の対象が区分され、一部食品や飲料品に軽減税率が適用されるものがあるが、パチンコホー
ルの景品も区別して転嫁しなければならないのか？
一部では、販売ではなく「景品交換」なので軽減税率を適用しないという意見もある。
皆様のご意見ならびに会社の対応をお聞きしたい。
部会では、「景品交換は消費税の対象ではないという見解をうかがっており、玉交換数は仕入れ値に応じて転
嫁していく」という回答がされた。また、ホール内でのワゴンサービスについて、テイクアウトの 8％適用なのか、外食
の 10％適用なのかで意見が交わされた。

４）夏季の省エネルギーの取り組みへの協力依頼について
令和 1 年 5 月 21 日に開催された省エネルギー・省資源対策推進会議省庁連絡会議において「夏季の省エ
ネルギーの取り組みについて」が決定され、警察庁、21 世紀会を経由して協力依頼がなされた。特に先の東
日本大震災以降、パチンコ業界は継続的な省エネルギー化を推進してきたが、更なるご協力をという内容であ
った。部会では、法律問題研究部会での検討内容とは性質が異なるため、今後はコスト問題研究部会で議
題として取り上げて頂くよう指示された。

５）改正健康増進法 対応について
喫煙ブース（喫煙室）の設置にあたり、警察庁からの「客室面積内への喫煙ブース設置には、変更届で対応
可能」という通知があったが、所轄によっては変更承認申請を要求される事がある。更には、消防署から消防法
に関連した指摘を受ける事がある。こういった事例を避ける、または事前に対策するべく指示や注意、指摘の内
容やその所轄、担当地域の情報を法律問題研究部会にて集積して欲しいとコスト問題研究部会より要望さ
れた。部会では、既に設置済みの店舗で、そういった指摘を受けた内容、所轄情報をアンケート、情報を共有
すると決議した。
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６）次回開催
開催日：令和 1 年 8 月 31 日（土）
時間：午後 1 時～4 時
開催場所：TKP 上野駅前ビジネスセンター 6A
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 1 年 7 月版

第 157 回拡大不正対策研究部会・不正対策勉強会 in 長野
開催日

令和 1 年 7 月 25 日（木）～26 日（金）

開催場所

株式会社アメニティーズ 本社

長野県東御市

部会

長野県上田駅近辺

長野県上田市

ストアコンパリゾン

上田情報ライブラリー

長野県上田市

勉強会

出席人数

部員 7 名､正会員オブザーバー12 名、長野県遊技業協同組合 参加者 9 名、
日遊協 参加者 2 名、オブザーバー参加者 1 名、合計 31 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・ジー・シー・ホールディングス リスク管理マネジャー

＜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 顧問

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

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

＜正会員オブザーバー＞
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

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

宮坂 一雄

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 係長

横木 清一

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 主任

美齊津 孝幸

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 主任

桝本 哲也

アメニティーズグループ(株式会社パンドラ) 監査室 主任

堀川 穣

アメニティーズグループ(株式会社アメニティーズ) 100 万ドル本店 店長

岩野 慶

アメニティーズグループ(株式会社アメニティーズ) 100 万ドル塩田店 ホールマネジャー

植村 聡

アメニティーズグループ(株式会社アメニティーズ) 100 万ドル上田インター店 副店長

北口 大輔

アメニティーズグループ(株式会社アメニティーズ) 100 万ドルアムアム店 ホールマネジャー

添田 英範

アメニティーズグループ(株式会社アメニティーズ) 100 万ドル小諸店 店長

山浦 武

アメニティーズグループ(株式会社アメニティーズ) 100 万ドル軽井沢店 ホールマネジャー

＜長野県遊技業協同組合 参加者＞
干場 隆道 様 株式会社竹本商店 主任
江村 俊典 様 株式会社竹本商店 課長
山上 雄大 様 株式会社竹本商店 三星須坂店 副店長
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吉澤 真弥 様 株式会社バビデ 部長
長友

優 様 株式会社サンエイ 営業部 部長

木村

学 様 株式会社サンエイ 営業部 エリアマネージャー

堀内

大 様 共和観光株式会社 チャンピオン佐久店 店長

久保 貴寛 様 株式会社新生 店長
稲葉 吉治 様 株式会社ジン・コーポレーション APULO1111 店 副店長
＜日遊協 参加者＞
株式会社マルハン 1 名、株式会社アプリィ 1 名
＜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

スケジュール
令和 1 年 7 月 25 日(木) 1 日目 不正対策研究部会 in 長野
PM3:00

拡大不正対策研究部会 in 長野
株式会社アメニティーズ 本社 会議室 住所：長野県東御市
１．ご挨拶 株式会社アメニティーズ 代表取締役社長 金本 朝樹様
（PCSA 副代表理事）
２．PCSA 事務局 ガイダンス
３．不正対策勉強会 in 長野について

４．最新ゴト情報・ゴト被害通報アンケートについて
・各社からの質問、報告など情報共有。
・ゴト被害通報アンケートについて（6 月ゴト被害アンケート 情報共有）
５．不正被害の被害届受理状況について
６．通報基準・対応フローアンケート 2019.7
PM7:00

情報交換交流会 彩色茶寮庵

令和 1 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

ストアコンパリゾン in 長野 ※見学のみ

PM10:15

◆１ よろこびの街 100 万ドル上田インター店（20 分）長野県上田市

PM10:35

◆２ ニューアサヒ上田インター店（20 分）長野県上田市

PM11:15

昼食 信州蕎麦の草笛 上田店

PM01:15

不正対策勉強会 in 長野
会場 上田情報ライブラリー ２階会議室 住所：長野県上田市
１．開会挨拶 松本 浩 不正対策研究部会リーダー
２．第 1 部 最新のゴト情報
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．第 2 部 業界動向について
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

４．第 3 部 グループワーク （30 分）
5 グループに分かれて、下記テーマについて話し合っていただき、20 分後に
各グループ 1 名が代表として発表していただきます。
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＜テーマ＞
・各種不正事案に対する現状の問題点と改善方法について
５．PCSA 紹介 事務局
６．閉会挨拶 倉沢 隆志 不正対策研究部会サブリーダー
PM04:00

終了 解散

第 157 回拡大不正対策研究部会 in 長野 7/25
１）最新ゴト情報・ゴト被害アンケート(6 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 6 社
・被害件数 12 件
・被害額\409,037・警察への通報回数 1 件
・被害届申請 1 件
・被害届受理 1 件
ゴトは、糸付き玉、磁石、ドツキが特に目立った。他にはクレマン、油玉などが発生した。各不正の詳細を説明
した後、右打ち攻略への対応方法、内部不正に関する情報が共有された。

２）ゴト被害アンケート 通報、被害届申請、受理状況について
・通報が全件数の 1/5、その内被害届が受理されたのはその更に 1/5 となる。
・持ち込みが結構受理されているが、これは犯人が特定できて店内にまだいることが多い為。
・電波と釘曲げではほとんど受理された事例がない。
・クレマンは１件のみだが、これは物証があった事例であった。
・被害届が受理された罪状は、多い順に１位 窃盗かつ窃盗未遂、２位 建造物侵入となっている。
・玉やメダルの持ち込みでは、「持ち込み」「遊技」による被害ではなく、「持ち込み」「遊技」「交換」で被害となる
という考え方と伺った。
※前月にも説明された内容だが、次テーマの「通報基準・対応フローアンケート」の前提として再度説明された。

３）通報基準・対応フローアンケート 2019.7
毎月集計しているゴト被害アンケートでの通報や被害届申請、並びに受理において、押さえておきたいポイント
がある事がこれまでにわかってきた。そこで、各社の通報や対応フローを集計、情報の共有を試みた。対応チャー
トやフローのまとめから下記の様な対応のポイントが情報共有された。
・ゴトに気が付いたら映像とデータを確認し証拠を押さえる。
・警察（110 番ではなく担当部署に直接）へ通報し私服・覆面パトカーで来店を依頼する。
・店舗スタッフは基本的にゴト師と対応しない。
・お客様と従業員の安全を第一に行動する。
・ゴト師が途中で逃げても追うことはしない。
・警察が到着したら身柄を確保してもらう。その後の対応は全て警察に任せる。
・対応中に近隣店舗と店舗を統括する上長、本社セキュリティへ報告する。
・対応後に詳細をまとめ全社に情報共有する。
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なお、以上のポイントをまとめた上で「このゴトが窃盗罪なのか建造物侵入罪なのかがわかれば、通報時、若しく
は警察到着時に担当者にゴトの説明が理解してもらいやすくなる、」ことから法律問題研究部会に業力を依頼
し、それぞれのゴトがどういった犯罪になるのか、更に押さえるべきポイントなどをまとめることを決定した。

４）次回開催
開催日時：令和 1 年 8 月 23 日（金） 午後 1 時～午後 3 時
場所：TKP 上野駅前ビジネスセンター 8A
以上

ストアコンパリゾン in 長野
令和 1 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

ストアコンパリゾン in 長野 ※見学のみ

PM10:15

◆１ よろこびの街 100 万ドル上田インター店（20 分）長野県上田市

PM10:35

◆２ ニューアサヒ上田インター店（20 分）長野県上田市

＜ストアコンパリゾン 1 店舗目＞ ※見学のみ

①

アメニティーズグループ（株式会社アメニティーズ） 店舗名

よろこびの街 100万ドル上田インター店

設立

1974年10月31日

住所

長野県上田市住吉110番地7

資本金

払込資本金 9000万円

電話

0268-29-2525

代表者

金本 朝樹

営業時間 10:00 ～ 22:45

売上高

390億1000万円（平成23年度実績）

遊技金額

パチンコ： [500円/116玉] [200円/188玉]
パチスロ： [1000円/47枚] [200円/94枚]

事業所

長野県東御市本海野1524

台数

パチンコ 480台 / スロット 365台

店舗数

25店舗

URL

http://www.amenities.co.jp/

駐車場

特徴
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＜ストアコンパリゾン 2 店舗目＞ ※見学のみ

②

株式会社三公商事

店舗名

ニューアサヒ上田インター店

設立

1974年（昭和49年）4月

住所

長野県上田市住吉73番地1

資本金

50,000,000円

電話

0268-28-5111

代表者

呉本 公太

営業時間 10:00 ～ 22:45

売上高

台数

事業所

長野県岡谷市長地権現町4-4-1

定休日

店舗数

25店舗

駐車場

URL

http://www.asahi-pachinko.co.jp/

パチンコ416台／スロット361台

483台

特徴

第 48 回不正対策勉強会 in 長野 7/26
１）最新ゴト情報・ゴト被害アンケート(6 月)について
＜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
＜内容＞
第 1 部 最新のゴト情報について（2019 年 4 月 19 日～2019 年 7 月 26 日）
・ART 誘発セルゴト新手口 ～遊技機 M～
不正の手口、点検・警戒ポイント等、被害懸念機種
・糸付き玉ゴト
不正の手口、点検・警戒ポイント等、被害懸念機種
・ゴト対応の基本 ～失敗例と店側の問題点～
ゴト対応とは？、理想的なゴト対応の心構え、理論武装、毅然とした態度
第 2 部 業界動向について
・依存防止対策への取り組みの重要性
今年 2019 年と昨年 2018 年の行政講話内容、機構による依存防止対策調査が開始間近
・全国の取り締まり事例
無承認構造変更、広告・宣伝規制、違反例の一部
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第 3 部 グループワーク （30 分）
・5 グループに分かれて、下記テーマについて話し合い、20 分後に各グループ 1 名が代表として発表した。
・テーマ：各種不正事案に対する現状の問題点と改善方法について
グループ

1

お名前

会社 役職

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

正会員オブザーバー

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

正会員オブザーバー

桝本 哲也

アメニティーズグループ（株式会社パンドラ） 監査室 主任

正会員オブザーバー

堀川 穣

アメニティーズグループ（株式会社アメニティーズ）100万ドル本店 店長

長野県遊技業協同組合

干場 隆道 様

株式会社竹本商店 主任

長野県遊技業協同組合

堀内 大 様

共和観光株式会社 チャンピオン佐久店 店長

問題点
・現場でスキルが足りていない。
・人員不足から対応が出来ていない。
改善策
・常に言い続けて意識を高める。
・ゴト、遊技台の情報を現場と共有する。
・出来る事として「ゴトの多い遊技機にお客が付いた」などの報告によって未然に防げる。
・ゴト対策の動画を作成、又は専門部署を立ち上げてスキルアップの研修を開催する。
グループ

2

お名前

会社 役職

勉強会 講師

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

正会員オブザーバー

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

正会員オブザーバー

岩野 慶

アメニティーズグループ（株式会社アメニティーズ）100万ドル塩田店 ホールマネジャー

正会員オブザーバー

山浦 武

アメニティーズグループ（株式会社アメニティーズ）100万ドル軽井沢店 ホールマネジャー

長野県遊技業協同組合

江村 俊典 様

株式会社竹本商店 課長

長野県遊技業協同組合

久保 貴寛 様

株式会社新生 店長

・情報の収集力が重要。
・ゴトの情報を会議室に掲示しても興味がなければ見ない。
・ゴト自体を知らないキャストも増えてきている。
・まずは、ゴトを知ってもらう。
・ゴト用語を使わないで説明する。
・ゴト被害機種に着座したお客様の報告。（常連か？ 初めての客か？）
・ゴトの情報を末端まで流してゴト対応の「いろは」から教育する。
・ほうれんそう（報告・連絡・相談）とおひたし（怒らない・否定しない・助ける・指示する）が重要。
グループ

3

お名前

会社 役職

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

部員

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

正会員オブザーバー

宮坂 一雄

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 係長

正会員オブザーバー

植村 聡

アメニティーズグループ（株式会社アメニティーズ）100万ドル上田インター店 副店長

長野県遊技業協同組合

山上 雄大 様

株式会社竹本商店 三星須坂店 副店長

長野県遊技業協同組合

稲葉 吉治 様

株式会社ジン・コーポレーション アプロ川口店 副店長

・本社、本部から現場に不正対策を上手く依頼するには？
⇒ 本社、本部から文書だけで通達しても誰も興味を持たない。実際に自社、又は他社で発生した
ゴト事案の動画などで視覚に訴えられる情報を伝える。
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・現場の店長クラスが「こう対応したら良い」とわかっていても、現場スタッフが出来ない。
⇒ 毎日の終礼などで、当日に発生した事例をあげ、こうしたら良かった等の解説を実施。
・データチェックをしているが不正事案の発見が出来ない。
⇒ 本部の担当者がこの機種のここだけでもチェックするようにとポイントを絞って現場に指示を出す。
グループ

4

お名前

会社 役職

部員

荒田 政雄

夢コーポレーション株式会社 顧問

部員

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

正会員オブザーバー

横木 清一

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 主任

正会員オブザーバー

北口 大輔

アメニティーズグループ（株式会社アメニティーズ）100万ドルアムアム店 ホールマネジャー

長野県遊技業協同組合

木村 学 様

株式会社サンエイ 営業部 エリアマネージャー

信吾

日遊協 参加者

株式会社マルハン

・現場の経験不足とスキル不足。
⇒ 情報発信では、この機種にこういった痕跡があるという文章での説明より、動画で見せる事の方が
インパクトがあり、わかりやすい。ゴト師の動きやゴトの手順を動画から学んでもらう。
⇒ 強化期間などを設けて、特定のポイントで集中してゴト対策を指示する事で興味を持ってもらう。
・本部が現場に情報を送った後、フォローが不足しているので、ヒアリングなどで実施していく。
グループ

5

お名前

会社 役職

部員

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

正会員オブザーバー

美齊津 孝幸

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 主任

正会員オブザーバー

添田 英範

アメニティーズグループ（株式会社アメニティーズ）100万ドル小諸店 店長

長野県遊技業協同組合

吉澤 真弥 様

株式会社バビデ 部長

長野県遊技業協同組合

長友 優 様

株式会社サンエイ 営業部 部長

日遊協 参加者

株式会社アプリイ

・人員不足や経験、スキル不足は他グループと同じ。
・勉強会、セミナーなどの学習成果を各社に持ち帰って情報を共有する。
・勉強会、セミナーなどに出来れば本部だけでなく現場の方の参加を促す。
・月に 1 回、各社、店舗などで不正対策勉強会を開催する。
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 7 月版

第 3 回依存問題勉強会
第 28 回拡大依存問題対策プロジェクトチーム
開催日時

令和 1 年 7 月 27 日（土） 午前 10 時 30 分～正午 12 時

開催場所

TKP 上野駅前ビジネスセンター 6A

出席人数

メンバー8 名､賛助メンバー1 名､正会員オブザーバー3 名、合計 12 名

出席者

＜リーダー＞
辻 良樹

株式会社ダイナムジャパンホールディングス 法務グループ グループ長

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

到
昌起
暁

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

＜賛助メンバー＞
田野倉 司

合同会社 DMM.com 営業戦略部 マネージャー

＜正会員オブザーバー＞
吉田 ひろみ

株式会社ニラク カスタマーセンター

戸田 有希乃

株式会社ニラク 依存問題担当

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

第 3 回依存問題勉強会
講師：医療法人社団 正心会 よしの病院 精神科専門医 河本 泰信 様
ご講演頂きたい内容：
・依存から自然回復 80％という事柄について先生のお考えをお聞きしたい。
・厚生労働省の出しているギャンブル依存の疑いのある方の人数についてどうお考えですか。
・医療の立場からギャンブル依存からの回復にどう対処しているのかお聞きしたい。
講演概要：
ギャンブル”等”は、人々が趣味や勉強などと同じく、ある一時期において熱中し、依存し、習慣化し、やがて
は飽きてやめていくものである。しかし、その人々の中でトラウマ、心的外傷、被虐待歴、被害体験のある方、
依存症、うつ病やアルコール症の方は、依存して問題化しても飽きる可能性が低い事もあり、精神科などの
医療的手段が回復には必須。むしろその背景があるからこそ、ギャンブルにはまって問題を起こしていると考え
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られる。また、借金があったり、負けを取り返したいと考えている方は、その方の欲望、何を求めてギャンブルを
やっているのか、何が隠された欲求なのか、などを探る事で現在の状況を自覚して回復していく事が出来る。
そして、こういったアドバイスは、パチンコのプロであるホールの方にしかできないと自分は考えている。
また、厚生労働省は、あくまでもギャンブル依存を病気として扱っている。従って、ギャンブル依存を産み出す
ギャンブル”等”は、「悪」であると考えていてもおかしくない。
また、マスコミや世論なども、ギャンブル依存は「悪」であるという見方が強い。※病気と考えているかは不明。
ギャンブル”等”を悪と見なす風潮は、昔の公害とその原因である企業を相手取る訴訟を思い出し、同様の
事柄がパチンコ業界に起きかねないと懸念している。
＜質疑応答＞
Q：依存症での入院は保険の対象となるのか？
A：保健対象となる。
Q：紹介されたサポートコールなどはパチンコも受け付けるのか？
A：他のギャンブルも含めて受け付けている。なお、パチンコ、パチスロの電話が 6 割を占める。
Q：欲望モデルの社会での認知度は？
A：ない。現在は病気モデルが一般的。
Q：厚生労働省は依存症は脳の病気と考えているが、本気で思っているのか、建前なのか？
A：厚生労働省は病気と言っている。一方、内閣府は依存”問題“として扱っている。
事前質問：
Ｑ１ 依存問題について話す中で、よく「止めたくても止められない」という表現が出てきますが、これは問題を
起こしたことのない人にとっては分かりにくい表現であり、「パチンコに逃げることは止めたいけれど、パチンコ
に逃げることを止められない」と表現した方が理解してもらいやすい気がします。
職場や家庭に居心地の悪さを感じてパチンコ店に逃げてきてしまう人が、根本的な解決をするには、会
社の人間や家族と自分の振る舞いや、相手に望むことなど、面と向かって話す必要があります。しかしな
がら、その人自身の弱さや、あるいは周囲の理解の無さから、それがなかなかできない人がいるという状
態を医療で解決することは難しいと感じています。
Ｑ1-1 パチンコ・パチスロの依存問題に対して、医療ができることと、できないことは何でしょうか？
Ｑ1-2 それに対する厚労省や医療機関の方々の認識は統一されているのでしょうか？
Ｑ２
Ｑ2-1 職場や環境、人物像など、統計的に依存問題に陥りやすい要因はあるのでしょうか？
Ｑ2-2 依存への予防、対策に有効な方法はありますか？ また、ホールができる事は何でしょうか？
Ｑ３ 厚生省の統計で「依存の疑いのある」という表現がありますが、その中でも深刻度は異なっていると考
えます。
Ｑ３-１ 厚生省の調査は SOGS を用いて実施されていますが、質問項目の内、統計において依存症と
認めるのに重視している項目はありますか？
Ｑ３-２ SOGS の質問を読むと何かを自覚したことがあるかを尋ねる内容が多いと感じますが、自覚しや
すい人が依存症になりやすいのでしょうか？
Ｑ３-３ 最も軽度な「依存の疑いのある」人の症状は何でしょうか？ またその方に対する医療内容は、
どういったものになるのでしょうか？ 薬、カウンセリング？
Ｑ３-４ 重篤化した「依存の疑いのある」人の症状は何でしょうか？ またその方に対する医療内容は、
どういったものになるのでしょうか？ 薬、カウンセリング？（軽度な方と同様でしょうか）
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Ｑ４
Ｑ４-１ 媒体（情報発信者、メディア）として取り組めることや、医師としての立場から媒体（情報発
信者、メディア）に望むことはありますか？
Ｑ４-２ ゴールが見えない問題だと個人的には思っていますが、ホールの対策としてゴールに近しい着地
点はあるのでしょうか？ どうすれば国や世論から認めてもらえるのでしょうか？

次回開催
開催日時：令和 1 年 8 月 31 日（土） 午前 10 時～正午 12 時
開催場所：TKP 上野駅前ビジネスセンター 6A
以上
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PCSA アクションレポート(遊技法研究会)
平成 31 年 7 月版

第 76 回遊技法研究会
開催日時

令和 1 年 7 月 18 日（木） 午後 2 時 45 分～午後 3 時 45 分

開催場所

TKP 市ヶ谷ビジネスセンター 3 階 3B

出席人数

委員 8 名、アドバイザー5 名、オブザーバー3 名、合計 16 名

出席者

＜委員長＞
荒田 政雄 夢コーポレーション株式会社 顧問、法律問題研究部会 リーダー
＜遊技機検討小部会 委員＞
福井 宏彰 株式会社加賀屋 代表取締役社長、理事
金光 淳用 株式会社ヒカリシステム 代表取締役社長、理事
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、アドバイザー

＜景品検討小部会 委員＞
國澤 良平 株式会社大商 景品流通部部長
小玉 幹雄 株式会社昭和堂 専務取締役
岡本

健 株式会社東和商事 常務取締役

羽島 正敬 株式会社山宝商会 常務取締役
＜アドバイザー＞
加藤 英則 夢コーポレーション株式会社 代表取締役社長、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、副代表理事
藤本 達司 株式会社ダイナム 代表取締役社長、理事
佐藤 公平 株式会社ダイナム 取締役会長、モデレーター
牛島 憲明 牛島憲明事務所 代表、アドバイザー
＜オブザーバー＞
伊藤 信明 オムロンアミューズメント株式会社 営業課長
桜井 一英 株式会社ビジョンサーチ社 代表取締役社長
前川 竹志 株式会社インターコスモス 取締役部長

１）風営法議連への要望、並びに 8 月 8 日秋元司先生との勉強会 議題について
＜意見交換＞
・秋元司議員との勉強会への PCSA 出席者は先方の人数も踏まえて代表理事に人選をしてほしい。
・8 月 8 日の勉強会で何を話すかについて集中した方がいい。
・先方の先生方の知識によって、話がだいぶ変わってしまう。大きなざっくりした話になるのではないか。
・今後の風営法議連 PT の方向について知りたい。
・選挙次第だが、おだち氏の今後の動向を聞く会になるのではないか。
・政治として何ができるのか、行政にどう関わってもらえるのか知りたい。
・こういった勉強会を継続する事が大事だと思う。
・将来的に産業として発展がないのではないかと危惧している。直近の問題も解決すべきだが、大局的な視
点を話しあえればよいと思う。
・貯玉の手数料。今は玉で手数料を取れなくなっている。玉で取れると変わってくる。警察庁に確認したところ、
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等価交換原則から外れるという見解であった。
・こちらから参加する者の手持ち資料として、話す内容をリストアップしたい。
・今まで議員の先生はこういった勉強会に何人くらい出られていたか？
・民主党、維新と開催した時には 3～4 名の出席者であった。
・これまで勉強会を 3～4 回やってきたが、パチンコを知らない議員の先生ばかりなので、そこの説明でほとんど
終わってしまっていた。後は、保通協の話もしたい。
・保通協の情報公開は政治の力でできることだと思う。
・景品問題について秋元司先生に要望を伝えることはできる。
・ホールがキャッシュレス化すれば、景品交換もキャッシュレス化できる。
・そうするとわざわざ交換する必要がなくなり、デジタルで済んでしまう。問屋の存在意義もあるので良く考えな
いといけない。
＜秋元司先生との勉強会 議題（案）＞
・参議院議員選挙の結果について
・8 月 5 日開催の「風営法議連」本会について
・「依存症問題対策等 PT」の総括
（PT テーマ）出玉率と依存症の因果関係、遊技機認定基準等について
・「新時代に対応したホール、遊技機の在り方 PT」の展望
（PT テーマ）多様性のある遊技機について、キャッシュレス化への対応、
ホールのイベント等について
・政治にできる事は何か？
・政治が行政にどう関わってもらえるのか
・産業の将来、といった大局的な話
・景品問題について
・保通協について（情報公開の推進）
・貯玉手数料を玉メダルで支払う事について

２）その他の話題
＜意見＞
・遊技法研究会は当初ずっと景品課題をやってきた。景品問題も重要だが、最近は遊技機を検討したいと
して小部会に分けた。しかし本日も景品問題小部会の委員にご出席いただいている。事前にテーマをはっき
りさせてほしい。
・保通協の適合率は上がったのか。 >パチンコは上がっている。
・この状況でいくと 12 月に台を入れ替えられるのか不安である。
・遊技機 R が保通協を通ったのは議連の要望の結果、という説がツイッターに出ていた。⇒ それはあり得な
い。過去にもなぜ通ったか分からない不思議な遊技機も多数ある。

３）次回開催
令和 1 年 9 月 19 日（木）
午後 2 時 45 分～午後 3 時 45 分
TKP 神田駅前ビジネスセンター 5C
以上
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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

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
5月

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
295,496

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
659,765

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
33,216

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
14,796

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
18,420

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
1,234

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

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

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
5月

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
102.5

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
99.8

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
97.2

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
99.5

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
95.5

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
98.5

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

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

