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PCSA アクションレポート（理事会）
令和 1 年 10 月版

10 月拡大理事会 in 大阪
開催日時

令和 1 年 10 月 17 日（木） 午後 16 時～午後 17 時 30 分

開催場所

TKP ガーデンシティ PREMIUM 心斎橋「会議室 4D」

出席者

理事 8 名、幹部 5 名、賛助会員オブザーバー21 名、合計 34 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
＜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
石川 直史 株式会社ワールド 代表取締役社長
金光 淳用 株式会社ヒカリシステム 代表取締役社長
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

＜正会員オブザーバー＞
荒田 政雄 夢コーポレーション株式会社
＜賛助会員オブザーバー＞
光野 伸治 大都販売株式会社 常務取締役 営業本部本部長
藤谷

正 大都販売株式会社 執行役員 営業本部副本部長

國澤 良幸 株式会社大商 会長
平野 眞人 株式会社大商 代表取締役専務
國澤 良平 株式会社大商 景品流通部 部長
金子 義生 株式会社エルゴジャパン 課長
秋山 裕和 株式会社マースエンジニアリング 株式会社マースシステムズ 取締役 西日本支社長
江藤 征弘 株式会社マースエンジニアリング 取締役 東京営業部 部長
大辻 正人 株式会社エース電研 部長代理
小玉 幹雄 株式会社昭和堂 専務取締役
後藤 千乃 株式会社昭和堂 取締役社長室長
伊藤 信明 オムロンアミューズメント株式会社 営業部 東京営業課課長
宮崎 昌彦 グローリーナスカ株式会社 取締役営業統括部長
笹岡 広志 グローリーナスカ株式会社 営業統括部 副統括部長
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
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村上

治 オリックス株式会社 課長代理

刈谷 雄亮 株式会社インターコスモス
前川 竹志 株式会社インターコスモス 取締役営業部長
兼松 保雄 株式会社共遊商事 会長
國澤

徹 株式会社共遊商事 代表取締役社長

谷口 和也 株式会社共遊商事 課長
大平 泰弘 株式会社大平商会 代表取締役社長

第１号審議議案 「仲御徒町会議 開催報告および今後の進め方」審議【承認】
当件について、同会議を 2019 年 9 月 4 日（水）に PCSA 会議室で開催した事につき事務局より報告、
同会議を継続する事が承認された。

第 2 号審議議案 「第 18 期第 2 回臨時社員総会・第 70 回 PCSA 経営勉強会」審議【承認】 審議
当件について事務局より説明があった。賛助会員プレゼンテーションは応募企業が無いため、経営勉強会を
30 分繰り上げた。本日は経営勉強会の内容について報告し、講演内容について審議をお願いしたい。
「第 70 回 PCSA 公開経営勉強会（案）」
【スケジュール】
日時：令和元年 11 月 28 日（木） 14：30～16：45
会場：TKP ガーデンプレミアム神保町 プレミアムガーデン（スクール 240 名）
【勉強会テーマ】
第1部

『管理遊技機、設定付遊技機の進捗と展望』
講師： 日本遊技機工業組合 ご担当者様

第2部

『メダルレス遊技機・6 号機の進捗と展望』
講師： 日本電動式遊技機工業協同組合 ご担当者様

【勉強会テーマの詳細について】
今回の勉強会の講演を日工組、日電協に依頼し、登壇の了解を得た。
9 月拡大理事会の意見を経て、事務局からは次のような内容で講演を依頼したところ、日工組から「時間が
持たない」との連絡があった。改めて日工組、日電協に講演をお願いしたい件についてご意見をいただきたい。
＜日工組（案）＞
・管理遊技機の進捗と展望
・設定付遊技機の現状と今後の展望
・日工組で考えるくぎ問題解決の方法について
＜日電協（案）＞
・メダルレス遊技機の進捗と展望
・6 号機の現状と今後の展望
＜意見＞
・総会の議案は決まっているか？
＞審議議案は現状特にない。報告のみとなる。（今理事会第 10 号審議議案で「慶弔見舞金規程」
改正の審議の追加があった）
・日工組や日電協に話して欲しいことがあるか？
＞日工組が考える釘問題の解決を話して欲しい。
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＞検定合格率の向上をどうすべきと考えているのかを聞きたい。
＞質疑応答はあるのか。 ＞そこまで話はしていないが、要望があるのなら対応する。事前に質問を投げる
か？ ＞当日質問がいい。
＞データセンターはどうなっているのか聞きたい。本来であれば、2 つ別々を一つに統一してほしい。なぜデー
タセンターを二つに分けるのか、両方に聞いて欲しい。
＞日工組から、データセンターは別だが、ユニットは共有できると聞いているが、あの根拠も聞きたい。ユニッ
トメーカーも混乱している。
＜審議＞
議長：それでは、本日の意見を日工組、日電協に投げかける事で良いか？
一同：異議なし。

第 3 号審議議案 「第 3 回 PCSA フレッシュマンズ懸賞アイディア・エッセイ 開催」審議【修正後承認 】
当件について事務局より説明があった。昨年、過去 12 回続いた「学生懸賞アイディア・エッセイ」を引き継ぐ形
で、2 回にわたり「PCSA フレッシュマンズ懸賞アイディア・エッセイ」を開催した。本日は「第 3 回 PCSA フレッシ
ュマンズ懸賞アイディア・エッセイ」開催について審議をする。
＜「第 3 回 PCSA フレッシュマンズ懸賞アイディア・エッセイ」概要＞
【開催概要】
応募資格：

PCSA 正会員・賛助会員企業 従業員（社員・パート）で入社 3 年以内の方
（2017 年 4 月 1 日以降に入社された方。）

文字数：

総字数 1，600 字～4，000 字

賞金：

最優秀賞 1 編

賞金 30 万円 （賞状・記念品有）

優秀賞

賞金 10 万円 （賞状・記念品有）2～3 名

数編

応募期間：

2019 年 11 月 1 日～2020 年 2 月末日まで

審査委員長：

横山 和夫 氏 公認会計士・元東京理科大学教授

審査副委員長： 斎木 純一 氏 フジサンケイビジネスアイ 相談役
費用：

90 万円（内訳：賞金 50～60 万円、審査御礼 20 万円、記念品等 10 万円）

【過去 2 回の応募状況】
「第 1 回 PCSA フレッシュマンズ懸賞アイディア・エッセイ」
応募者：

50 名（男性 40 名、女性 10 名。年齢 20 歳～45 歳）

審査結果：

最優秀賞 1 名、優秀賞 2 名

「第 2 回 PCSA フレッシュマンズ懸賞アイディア・エッセイ」
応募者：

18 名（男性 14 名、女性 4 名。年齢 22 歳～26 歳）

審査結果：

最優秀賞 1 名、優秀賞 3 名

＜意見＞
・予算組はしてあるのか？ ＞表彰式が来年なので来年の予算となる。
・第 1 回から第 2 回に応募者が激減したが、理由は想定しているか？
＞第 1 回は初めての試みという事で、応募意欲も高かったが、2 回目となり新鮮味がなくなったのではない
か。第 3 回も第 2 回と同じ人数くらいと想定している。
・新入社員も少ないこともあり、3 年縛りをすることで母数が少ないのではないか。
・過去の応募者数は ＞いずれも 5～6 社
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・賛助会員からの応募はあったか？ ＞ない
・学生からフレッシュマンに替えた経緯は？ ＞学生は人事問題研究部会で就職希望者の母数拡大を目
指した。母数が増えない中、内定者の引き留めツールとして活用したが、効果が認められずツールとして使
用しない企業が増えたため、それであれば業界のフレッシュマンに意見を聞いてはどうか、という事になり対象
を変えた。
・入社 3 年にこだわる必要はないのではないか？オープンにすればよい。
・テーマはどうするか？
＞改善提案
＞パチンコ業界ビジョンを出してもらうのはどうか。
＞この業界が成し遂げられること、アイデア。
＞業界の未来に対する提言が良い。
＞夢を語る。未来を語る。
・タイトルはどうするか？
＞PCSA アイディア・エッセイ懸賞。
・ぜひ 1 社 1 通は出して欲しい。
＜審議＞
議長：それでは次の内容で実施してよいか？
応募資格： 正会員・賛助会員・特別会員企業従業員（年齢不問）
名称：

PCSA アイディア・エッセイ

テーマ：

「パチンコ業界の夢、未来への提言」
～パチンコ業が成し遂げられること、社会に貢献できること～

一同：異議なし。

第 4 号審議議案 「第 19 期総会・理事会開催スケジュール」審議【承認】
当件について事務局より説明があった。来期の社員総会、理事会スケジュール案を作成した。
＜第 19 期 社員総会・理事会スケジュール（案）＞
【日付（案）】
令和 2 年 4 月 16 日（木） 4 月拡大理事会（市ヶ谷）
令和 2 年 5 月 21 日（木） 5 月通常理事会・第 19 期定時社員総会・第 72 回経営勉強会
令和 2 年 6 月 18 日（木） 6 月拡大理事会（市ヶ谷）
令和 2 年 7 月 16 日（木） 7 月拡大理事会（秋葉原）
令和 2 年 8 月 20 日（木） 8 月通常理事会・第 19 期第 1 回臨時社員総会
第 73 回公開経営勉強会
令和 2 年 9 月 17 日（木） 9 月拡大理事会（秋葉原）
令和 2 年 10 月 22 日（木） 10 月拡大理事会（東京以外で開催）
令和 2 年 11 月 19 日（木） 11 月通常理事会・第 19 期第 2 回臨時社員総会
第 74 回経営勉強会
令和 2 年 12 月 17 日（木） 12 月拡大理事会・忘年会（秋葉原）
令和 3 年 1 月 21 日（木） 1 月拡大理事会・新年会（秋葉原）
令和 3 年 2 月 18 日（木） 2 月通常理事会・第 19 期第 3 回臨時社員総会
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第 75 回公開経営勉強会
令和 3 年 3 月 18 日（木） 3 月拡大理事会（秋葉原）
【拡大理事会（5・8・11・2 月以外）のスケジュール（案）】
14：45～15：45

遊技法研究会

（60 分）

16：00～17：30

拡大理事会

（90 分）

17：45～19：15

情報交換交流会 （90 分）

【定時社員総会（5 月）のスケジュール（案）】
11：00～12：30

通常理事会

（90 分）

13：00～15：00

定時社員総会

（120 分）

15：30～17：45

経営勉強会

（135 分）

18：00～19：30

情報交換交流会 （90 分）

【臨時社員総会（8・11・2 月）のスケジュール（案）】
11：30～13：00

通常理事会

（90 分）

13：30～14：30

臨時社員総会

（60 分）

15：00～17：15

経営勉強会もしくは公開経営勉強会 135 分）

17：30～19：00

情報交換交流会 （90 分）

※賛助会員プレゼンテーションの開催、勉強会の時間割等により変更の可能性があります。
【会

場】

拡大理事会(4、6 月）：

TKP 市ヶ谷カンファレンスセンター
東京都新宿区市谷八幡町 8 番地 TKP 市ヶ谷ビル

拡大理事会(4、6 月以外)： TKP 秋葉原カンファレンスセンター
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
総会・勉強会：

「TKP ガーデンシティ PREMIUM 神保町 ボールルーム」
東京都千代田区神田錦町 3－22 テラススクエア 3F

＜意見＞
・他団体との行事とは当たっていないか。 ＞5 月は当たっていない。
・6 月の理事会は日遊協の総会とぶつかっている ＞変更しないでこのままでよい。
・5 月以降、キャンセルするとなるとキャンセル料はかかるか？
＞かかる。原則は 100％、現在は沢山の予約の一部ということで 10％で対応してもらっているが「これ以
降利用しない」となると原則の金額を言われる可能性がある。利用しない可能性の話はまだしていない。
＞なるべくキャンセル料がかからないように対応してほしい。
＞TKP と相談し 11 月に報告する。
＜審議＞
議長：それでは 11 月の次の内容で実施してよいか？
一同：異議なし。

第 5 号審議議案 「21 世紀会参議院選挙総括」に関する審議
当件について事務局より説明があった。下記の内容で 21 世紀会加盟団体を対象に参議院選挙総括があっ
た。年内もしくは年明け早々に再度会議が開催されるので、各団体で意見をまとめるように依頼をされている。
≪参議院選挙総括 要旨≫
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日時：2019 年 10 月 2 日（水） 午後 4 時 30～5 時 30 分
場所：全日遊連会議室
【挨拶】
阿部：本年 7 月に参議院選挙があった。皆様から厚いご支援をいただいたが、当選には 4 万票足りなかっ
た。得票の表を見ていただければ分かるが、1 店舗当たりの得票数は 10．24。これが 15 くらいになれ
ば当選した。本日は各団体からご意見をいただき総括すると共に今後について話し合いたい。
【各団体からの意見】
・次回の参議院選挙は 3 年後。業界リーダー、志帥会も変わる可能性がある。しばし様子を見たい。
・21 世紀会全団体とも、選挙のために戦える組織作りが必要。3 年で準備したい。
・業界の選挙対策本部が必要。常時人を置きたい。
・議員には「族議員になる」ではなく、表に出せる高邁な考えが必要であったのではないか。
・現職の議員は月に 2～3 回会報を出し、常に有権者と繋がっている。継続した広報活動が必要。
・時間が短かった。選挙のプロが必要と感じた。
・従業員に対する浸透が足りなかった。「なぜ業界の議員が必要なのか」「何をしてくれるのか」「候補者はど
んな人なのか」など。納得して投票いただくだけの理解が足りないと感じた。
・1000 万人いるユーザーに対するアプローチが欲しかった。
・組合であり動きにくい部分があった。組合で何ができるのか知りたかった。
・違反者を出さずに終えたことはよかった。
・3 年後にはぜひ議員を出したい。政治連盟がきちんと機能しなかったので県遊協と連携したい。
・業界の候補なのは分かったが、何をしてくれるのか分からなかった。
【団体の意見を受けて】
・何をしてくれるのか見えなかったのは一番の反省点。
・自民党から選挙のプロの方も来たが、あまり戦力にならなかった。
・「全日本遊技産業政治連盟」は機能していなかったが、箱はあるので活用したい。
・「政治連盟」の下に「東京都の政治連盟」を作る案も出ている。
・もし動くなら様子を見るのではなく、今すぐに動いた方がいい。候補者には会社に来てもらって、何をしたい
のかを説明し、年中発信をして欲しい。
・候補者は引き続き尾立氏でいいと考える。
・各県遊協の OB の方は必ずしも選挙に賛成の方ばかりでは無い。
【総括】
・今後、業界としてどう選挙に向かうべきなのか、各団体で考えてほしい。
（今回の参議院選挙の問題点、弱点を探ってほしい。）
・議員は何をするのか、してもらうのか、各団体から意見を伺いたい。
・次回、年内もしくは年明けの早い時期に集まって議論したい。
＜意見＞
・もう一回開催されるのか？ ＞年内もしくは年明けの早い時期に開催するとのこと。
・当選したら何をしてくれるのかをはっきりさせてほしい。選挙の際に従業員に説明するときに何を伝えたら良
いのかとまどった。
・尾立氏を立てることになった経緯は？ ＞自民党から尾立氏を頼まれた。
・経緯とかも話されず、理解が足りなかった。
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・業界にもいろいろな意見がある。最大公約数の意見は何か。これを業界内で意見を形作る必要性がある。
・尾立氏も業界に詳しくない。議員を立てるのであれば、知っている人が良い。
＞知らなかったけれど、かなり勉強した。今後 3 年間あればかなり理解してもらえると思う。
・今後を考えると早めに開始しないと、あっという間に 3 年間はたつ。
＜審議＞
議長：それでは本日出た意見を次回の総括会議で PCSA の意見として出してよいか？
一同：異議なし。

第 6 号審議議案 「不正対策研究部会 サブリーダー」審議【承認】
当件について事務局より説明があった。
当初のサブリーダーである倉沢 隆志が 9 月 20 日をもって所属する株式会社ニラクを退職する事になり、後
任のサブリーダーを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 柏 信吾氏をサブリーダーに
するという事を 8 月通常理事会にて承認いただいた。その後、柏 信吾氏も 9 月末日をもって株式会社パン
ドラを退社し、サブリーダーが空席となっていた。
改めて、後任のサブリーダーについて検討した結果、株式会社合田観光商事 業務推進部 セキュリティ課
課長 梅野 唯行氏に後任のサブリーダーをお願いしたい。
ついては、理事会におきましてご審議いただき、ぜひ梅野 唯行氏をサブリーダーとして委嘱いただけるよう審議
をお願いしたい。
＜意見＞
・本人、リーダーも了承しているか？ ＞している。
・担当理事も異議無いか？ ＞異議なし。
＜審議＞
議長：それでは、梅野氏を不正対策研究部会サブリーダーに委嘱することでよいか？
一同：異議なし。

第 7 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。正会員、丸中建設株式会社より休会延長届が届いた。延長を認め
るかどうかを理事会で審議をお願いしたい。
＜意見＞
・いつから休会しているのか ＞平成 26 年より
・休会は延長できるのか？ ＞理事会で承認すればできる。
・休会はどの時期でも申請できるのか？ ＞できる
・会費はどうなっているのか？ ＞年間登録料として 1 月の月額会費分をいただいている。
＜審議＞
議長：それでは、丸中建設株式会社の休会を延長するという事でよいか？
一同：異議なし。

第 8 号報告議案 「9 月電子理事会 結果、21 世紀会との打ち合わせ」報告
当件について事務局より説明があった。9 月 24 日に電子理事会を開催。「依存問題対策要綱（案）」に
対して PCSA の意見をまとめ 21 世紀会に提出した。
21 世紀会事務局で内容を精査し、全ての項目について回答が来た。結果、2 ヵ所以外は当初案のままでい
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き、指摘の 2 ヵ所は文言の変更を検討する事となった。（要綱 第 5－3、要綱第 6－2）
＜意見＞
・結論的には、意見を多数出したけど聞いてくれないという事か。
・であれば最初から「これでやりたい」と言っていただいた方がよい。

第 9 号報告議案 「業界団体活動」報告
＜第 9 号報告議案－1 高射幸性回胴式遊技機の設置比率に関する自主規制の再検討について＞
全日遊連より「高射幸性回胴式遊技機の設置比率に関する自主規制の再検討について」という文書が届
いた。「本年 1 月 31 日時点で設置比率 15％以下」という期限を延期していたが、11 月 13 日の全日
遊連全国理事会で自主規制の再検討を議案として諮る、という連絡。来年 1 月末の 5％について審議す
るのか尋ねたが、「詳細未定で答えられない」とのことであった。
＜意見＞
・来年の 1 月末で 5％とすると今は何％か？
＞今は 12～13％。しかし、12 月にかけて検定、認定切れ遊技機があり、自然減で 7～8％まで下がる。
・13 日の理事会の内容をヒアリングして、理事に情報共有してほしい。
＜第 9 号報告議案－2 21 世紀会事務局会議開催＞
21 世紀会事務局より、「21 世紀会事務局会議」を令和元年 11 月 11 日に開催するという連絡が来た。
社会貢献全般についての議論の場にしたいとの事。業界の社会貢献については、新団体の設立について意
見の相違があった他、新団体を全日遊連と全防連で設立すると決まった後にも、他団体の拠出方法を「寄
付金」にするか「業務委託」にするか、意見が分かれていた。
＜第 9 号報告議案－3 機構の依存対策調査について＞
遊技産業健全化推進機構より「依存対策調査」についての連絡が来た。概要は次の通り。
・今後の予定としては、10 月下旬にホールの管理者の方宛に「依存防止対策調査用セット」をお送りさ
せて頂き、11 月上旬頃までにはホールの管理者の方宛に「依存防止対策調査用セット」が届く予定。
・ホール経営者の方には内容をご確認頂き、誓約書と同様に所定の事項にご記入いただき、押印のうえ、
機構（業務委託している専門業者）宛に「承諾書」のご返送をお願いしたい。
・承諾書の提出締め切りは設けておりませんが、遅くとも来年 1 月より依存防止対策調査を開始する予
定です。従って、可能な限り、12 月中旬頃までにご返送頂きたい。
・何を調査するのか？等の詳細内容につきましては、10 月下旬（25 日頃）までには当機構ホームペー
ジにおいてご案内を掲載。
・さらに依存防止対策調査専用ホームページを 10 月下旬（28 日を予定）に開設し、定款や要綱等
を掲載。
・あわせて 10 月下旬～11 月上旬には、当機構事務局並びに業務委託している専門業者に依存防
止対策調査相談窓口を設置する。

第 10 号審議議案 「台風 19 号被害状況」報告、「災害見舞金」審議
当件について事務局より説明があった。はじめに添付資料の通り 10 月 16 日 13 時現在の会員、賛助会員
の被害状況について説明をした。人的被害はなかった。また特に被害が大きかったのは株式会社ダイナム、株
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式会社ニラク、株式会社セントラル伸光、株式会社アメニティーズ。その中でも理事会開催日現在開店できて
いない店舗があるのが株式会社ニラクと株式会社セントラル伸光。
その 2 社について「PCSA 慶弔見舞金規定」に従いお見舞金を出すことについて審議をしたい。
なお、過去の事例でいくと、
①平成 28 年 4 月の熊本地震発生により、長期営業休止店舗の発生した株式会社テンガイ、株式会社
SB Good Industry（両社とも退会）に災害見舞金 5 万円を理事会の審議を経て支給した。
②平成 30 年 7 月豪雨（通称：西日本豪雨）により、株式会社ダイナムの 2 店舗が長期休業となった
際にも災害見舞金の審議をしたが、理事会上で同社が辞退したため支給は無かった。
となる。
＜意見＞
・出すとしたら金額は？ ＞熊本地震の状況を考えると 5 万円が適当かと考える。
・洪水被害が明文化されていないのであれば規定を修正してほしい。
＞第 18 期第 2 回臨時社員総会で起案する。
・先ほど、株式会社つばめエイジェンシーも被災したと聞いた。 ＞確認する。
＜審議＞
議長：それでは株式会社ニラクと株式会社セントラル伸光に見舞金 5 万円を支給、更には株式会社つば
めエイジェンシーも開店できない被害があった場合に同様に見舞金を 5 万円支給してよいか？
一同：異議なし。

第 8 号報告議案 「研究部会・委員会活動」報告
当件について、事務局より説明があった。
＜ 人事問題研究部会・第 18 期（10 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 10 月開催）
① 10 月 第 187 回人事問題研究部会
開催日時

令和 1 年 10 月 11 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 6A

内容

部会 ・11 月拡大部会 in 愛知 女性活躍推進 進捗報告
・戦略人事ツールグローバンス 説明会
・労政時報勉強会 「同一労働同一賃金」 他

② 11 月 第 188 回拡大人事問題研究部会・女性活躍推進情報交換会 in 愛知（予定）
開催日時

令和 1 年 11 月 7 日（木）～8 日（金）

開催場所

愛知県豊橋市

内容

・めいほうぐるーぷ様（企業内託児所 見学、女性活躍推進担当者
御講演、参加者同士ディスカッション）
・人事問題研究部会 通常部会 in 夢コーポレーション株式会社
＜ コスト問題研究部会・第 18 期（10 月）活動報告 ＞
コスト問題研究部会 リーダー 佐藤 千恵

1．研究部会（毎月 1 回 10 月開催）
① 10 月 第 166 回コスト問題研究部会
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開催日時

令和 1 年 10 月 3 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 6A

内容

・キュービクル（高圧受電設備） プレゼンテーション
・企業トピック「Office365 から Google へ」
・11 月拡大部会 in 大阪 進捗報告・スケジュール確定
・喫煙ブース情報交換 他

② 11 月 第 167 回拡大コスト問題研究部会 in 大阪（予定）
開催日時

令和 1 年 11 月 19 日（火）～20 日（水）

開催場所

大阪府大阪市

内容

ストアコンパリゾン in 大阪 4 店舗（会員 1 店舗、非会員 3 店舗を予定）
企業訪問 株式会社インターコスモス 本社
コスト問題研究部会 in 大阪
＜ 法律問題研究部会・第 18 期（9 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、9 月開催）
① 9 月 第 192 回法律問題研究部会
開催日時

令和 1 年 9 月 28 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
・最近の無承認変更事案摘発事例について
・グローリーコンパス「消費増税対応」について

② 10 月 第 193 回法律問題研究部会（予定）
開催日時

令和 1 年 10 月 18 日（金） 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
・新基準に該当しない高射幸性遊技機（回胴式遊技機）設置状況の推移について
・高射幸性回胴式遊技機の設置比率に関する自主規制の再検討について
・釘確認シート活用について
・法律問題研究部会 質問コーナー 2019．10
Q1：来店ポイント 景品について
＜ 不正対策研究部会・第 18 期（9 月）活動報告 ＞
不正対策研究部会 リーダー 松本

1．研究部会（毎月 1 回 9 月開催）
① 9 月 第 159 回不正対策研究部会
開催日時

令和 1 年 9 月 25 日（水）

開催場所

TKP 上野駅前ビジネスセンター 7A

内容

・最新ゴト情報・ゴト被害アンケート（9 月）について
・10 月 拡大不正対策研究部会・不正対策勉強会について
・日本遊技機工業組合（日工組）訪問報告
・ゴト種別 対応罪状＆押さえるポイントについて
10
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② 10 月 第 160 回不正対策研究部会・第 49 回不正対策勉強会（予定）
開催日時

令和 1 年 10 月 25 日（金） 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 4A

内容

1．部会
・最新ゴト情報・ゴト被害アンケート（9 月）について
・1 月 拡大不正対策研究部会・不正対策勉強会 in 静岡について
・ゴト種別 対応罪状＆押さえるポイントについて
2．勉強会
・最新のゴト情報 他
＜ 遊技法研究会 第 18 期（10 月）活動報告 ＞
遊技法研究会 委員長 荒田 政雄

1．研究会（10 月開催）
① 10 月 第 78 回遊技法研究会
開催日時

令和 1 年 10 月 17 日（木） 午後 2 時 45 分～午後 3 時 45 分

開催場所

TKP ガーデンシティ PREMIUM 心斎橋（大阪）

内容

＜遊技機検討小部会＞
・日工組ヒアリング結果について
・パチンコ（ホール）の課題整理と他団体へのアプローチ
・無承認変更事案について（追加情報共有）

※11 月は、総会・勉強会開催の為、遊技法研究会は開催いたしません。
② 12 月 第 79 回遊技法研究会（予定）
開催日時

令和 1 年 12 月 19 日（木） 午後 2 時 45 分～午後 3 時 45 分

開催場所

TKP 神田駅前ビジネスセンター 5C

内容

＜遊技機検討小部会＞
・業界のリスクと解決方法について 他
＜依存問題対策プロジェクトチーム・第 18 期（9 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

1．研究部会（毎月 1 回、9 月開催）
① 9 月 第 30 回依存問題対策プロジェクトチーム
開催日時

令和 1 年 9 月 28 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

・21 世紀会 依存問題対策要綱について
・IR－基本方針（案）について
・ギャンブル等依存症対策における各地域の包括的連携体制の参画について
・株式会社ダイナム パチンコ依存の行動実態調査 基礎研究実施について
・1 月 第 4 回依存問題勉強会、3 月 第 5 回依存問題勉強会について 他

② 10 月 第 31 回依存問題対策プロジェクトチーム（予定）
開催日時

令和 1 年 10 月 18 日（金） 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

・21 世紀会 依存問題対策要綱について
11
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・株式会社ダイナム パチンコ依存の行動実態調査 基礎研究実施について
・1 月 第 4 回依存問題勉強会、3 月 第 5 回依存問題勉強会について
・RSN さくら通信 149 号 2019．9．29 発行について
・ワンデーポート通信第 230 号 2019．10 発行について 他

その他
＜PCSA スケジュール＞

次回開催
11 月通常理事会
開催日：令和 1 年 11 月 28 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」
＜同日 他スケジュール＞
13：30～14：00 ≪第 18 期第 2 回臨時社員総会≫
14：30～16：45 ≪ 第 70 回 PCSA 公開経営勉強会≫
17：00～18：30 ≪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 10 月版

第 187 回人事問題研究部会
開催日時

令和 1 年 10 月 11 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 6A

出席人数

部員 9 名、合計 9 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
今井 宏行 夢コーポレーション株式会社 事務職
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
新山 靖之 株式会社セントラル伸光 人事部 主任
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

１）戦略人事ツール「ヒトマワリ」 プレゼンテーション
テーマ： 戦略人事と弊社サービス【ヒトマワリ】の有用性について
講演： 株式会社グローバンス様

代表取締役社長

坂出 雷太 様

シニアコンサルタント 清水 琢斗 様
シニアコンサルタント 中村 健志 様
内容： 戦略人事とは、今までは管理委業務を行ってきた人事部門を経営者のパートナーとして動けるようにする
仕組みで、徐々に日本に広まってきている。戦略人事は重要だと認識されているが、機能していないのが
大部分。近年、労働人口の減少、働き方改革によって多様性などに対応、企業の優位性を持つ為にも
戦略人事が非常に重要になる。
戦略人事には、原因指標と結果指標が必要不可欠で双方の因果関係がポイントになる。どちらかだけ
を考えては根本的な解決にならない。従って戦略人事には人財データが必要不可欠。これまでの管理
手法では、それぞれのデータがその場や事業所ごとにバラバラに管理されている。従って、データを探す、ま
とめる、加工、分析に時間がかかる。更に、この状態だと、各データの属人化が発生してしまう。それを一
元管理する事がヒトマワリには出来る。従って業務効率化が望める。
ヒトマワリの強みは、HDRP と呼ぶ人材データベースの便利データを統括したものが提供できること。様々
な便利ツールを統合する事で、連携が可能になる。ヒトマワリは、人事の方々が使うツールとみられがちだ
が、経営者や事業部門も使用する事が出来る。ヒトマワリから、原因指標と結果指標を出すことが出来
る。機能的には、人事台帳をヒトマワリは持つ。通常の項目以外にもカスタマイズ項目として複数の項項
目が追加可能。様々な分析に対して、エクセルではなくヒトマワリで、極端な話アルバイトでもデータを抽
出できる。
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更に人材採用の採用管理も可能。入社後の履歴まで紐づけられるので、離職率と採用経路の関連付
けも可能。また、人事データに紐づいた組織シミュレーションや、人事台帳で管理する事から従業員単位
で権限をカスタマイズする事も可能。
また、評価の割合や男女比率を簡易に取り出す事や、従業員の評価、面接、アンケートを含めて、発信、
集計する事も出来る。また、アンケートでは従業員の回答が埋もれがちだが、アラート機能で取り出すこと
も可能。更に従業員の個人情報、住所や振り込み口座などが権限に基づいてスマホからも更新できる。
更に、将来の組織シミュレーションによって、何年後にどのような組織構成になるかが分かる。なお、このヒ
トマワリは、革新ビジネスアワード 2019 で受賞している。
質疑応答：
Q：人事生産性や労働分配率は出せるか？
A：現段階ではできないが、お客様のカスタマイズによって可能になる。
Q：評価を事業所ごとにカスタマイズできるのか。
A：事業所ごとでもカスタマイズ可能。
Q：システム管理者、または店舗独自の「評価に反映しない」コメントなどには対応できるか。
A：可能。エクセルを回す事が可能。評価自体は、ワークフローの中で入力が出来る。
Q：リクナビとは連携できるのか。
A：一括で変換取り込みが可能だが、自動ではない。
Q：組織シミュレーションでは、適正検査を実施した人物をある店に移動させたらどうなるかは分かるのか。
A：適性検査の反映は現在開発中の機能で来年 4 月に実装予定。
Q：当社にはそういったデータがなく評価も毎年変化している。
A：すでにヒトマワリを導入済み企業は、ほとんどがデータがそろっていなかったが、今後の事を考えて、ここ
からスタートしているクライアントが多い。
Q：評価や相性などを考慮してシフトを自動的に作る機能があれば面白い。
Q：先行しているシステムとの違いは？
A：既存のシステムはツール型が多い。某システムを導入している企業に聞くと、評価管理のツールとして
使っている。ヒトマワリは、根本的に人財台帳が基本になっており、そこにツールが連携している。ツール
特化になるとデータが統一化されないので、情報の一元化に結び付かない。例えば、某システムでは
役職の変更履歴を残せない。
Q：導入企業の業種や人数の傾向は？
A：業種の偏りはない。200～500 名の会社がボリュームゾーン。1000 名以上もある。一方、100 人
以下では従業員の把握が出来ているのでニーズがないのではと感じている。

２）11 月 拡大人事問題研究部会・女性活躍推進情報交換会 in 愛知
＜概要＞
開催日：11 月 7 日（木）～8 日（金）
開催場所：愛知県
目的：女性活躍推進情報交換会 開催、めいほうぐるーぷ 訪問
スケジュール：
＜集合場所＞
11 月 7 日（木） 1 日目 PM2：00 JR 豊橋駅 JR 線・名鉄線改札口 外
11 月 8 日（金） 2 日目 AM9：15 JR 豊橋駅 JR 線・名鉄線改札口 外
14

PCSA アクションレポート（人事問題研究部会）3 / 5

＜スケジュール＞
1 日目 2019 年 11 月 7 日（木） 女性活躍推進情報交換会・情報交換交流会(懇親会)
PM2：00

集合 JR 豊橋駅 JR 線・名鉄線改札口 外

PM2：30~PM5：30 女性活躍推進情報交換会
PM2：30~

第 1 部 託児所めいめい 訪問（30 分）
会場：託児所めいめい
内容：見学、質疑応答

PM3：30～

第 2 部 女性活躍推進 講演・ディスカッション（2 時間）
会場：めいほうぐるーぷ様本社
内容：① 講演 山田 理菜 様 （女性活躍推進メンバー）
名豊観光株式会社 教育指導課 課長代理
② ディスカッション＆発表

PM6：30～PM8：30 情報交換交流会(懇親会)（2 時間）
店舗：広小路ホルモン酒場 炎や
2 日目 2019 年 11 月 8 日（金） 企業訪問・人事問題研究部会
PM9：15

集合 JR 豊橋駅 JR 線・名鉄線改札口 外

AM9：30～PM12 企業訪問・人事問題研究部会（2 時間 30 分）
会場：夢コーポレーション株式会社様 本社、会議室
内容：社内見学、前日振り返り、質問コーナー
PM12

解散 JR 豊橋駅

３）2 月 拡大人事問題研究部会 in 大分・健康経営勉強会
＜概要＞
開催日：2 月 13 日（木）～14 日（金）
開催場所：大分県
目的：健康経営勉強会 開催、ビープラスグループ株式会社 訪問
状況：厚生労働省の「安全衛生優良企業公表制度」（通称：W マーク）を取得したビープラスグループ
株式会社様の訪問を依頼、御快諾いただいた。
訪問スケジュール案：
日程
2/13
（木）

時間

場 所

内容

案①JR 大分駅集合

案①の場合、徒歩 or タクシーで移動

案②本社 現地集合

案②の場合、各自移動。時間 15 分繰り上げ

14:15 ～

ビープラスグループ様

本社見学

14:30

本社

（執務スペース、休憩室等の見学）

14:00

ビープラスグループ様 講演内容
14:30 ～
15:30

貸会議室

講演 40 分・質疑応答 20 分

（本社ビル内）

・会社概要、企業理念（人材育成方針等）
・安全衛生・健康経営に関する具体的な取り組み
・「安全衛生優良企業認定」取得の経緯と現状
ディスカッション（ビープラスグループ様も参加）

15:45 ～

・講演の感想、気づきの共有

17:00

・各社の安全衛生・健康経営の取り組み共有
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各自ホテルチェックイン
18:30 ～

JR 大分駅周辺

情報交換交流会（懇親会）

10:00

JR 大分駅

集合

10:20 ～

ELGRAN 明野本店

・ホール見学（10 分）

20:30
2/14
（金）

・事務所、バックヤード見学（15 分）

11:40

・店舗概要説明（5 分）
・質疑応答（45 分）
安全衛生・健康経営の店舗での取り組み
その他人事関連の質問
（勤怠システム、勤務シフト、アルバイト採用、教
育システム等）
12:00

JR 大分駅

解散

４）人事問題研究部会 質問コーナー 2019.10
Q２：健康保険について
現在協会けんぽに加入しているが、組合健保に加入は今の時代にあっているのかどうか、相談したい。
前職で協会けんぽから組合健保に移管をし法定福利費用の削減はもちろんのこと、社員への恩恵も多く、
メリットのほうが多かったのですが最近はどこの組合健保も経営難に陥っていると聞いている。各社のけんぽの
状況等をお聞きしたい。
A：関東百貨店健康保険組合に加入、現状赤字。ヤマダ電機やトイザらス、シマムラなども加盟。
A：関東百貨店健康保険組合に加入を打診したところ、ぱちんこ業界は現在入れないと言われた。
A：以前に話のあった、アミューズメント業界の健康保険は、厚生労働省に申請を出している最中と思われる。料
率は現在不明。
A：現状、協会健保に加入。特に問題はない。
Q２：自転車保険についてについて
各社の自転車保険に対する対応をお聞きしたい。
A：自転車、徒歩は、実費がかかっていないので交通費は支給していない。
A：2 年前から自転車保険加入を必須とした。個人賠償保険で 1 億円以上が条件。
A：自転車を使用した業務上の事故では、個人賠償保険は使えない。
A：自転車保険の補償内容を確認するための書類確認が非常に煩雑。また、自転車軸の保健（盗難、破損）
と人間軸の保健（対人、自分）がある。
A：新規でかけてしまった方が正直問題が少ない。
A：年に 1 回、必ず確認している。
A：店舗や本社に自転車で来る場合は確認できるが、最寄り駅まで自転車の場合は、確認しないといけない。
A：自転車通勤は非常に少なく 5 店舗に 1 人の割合。
A：新卒採用で運転免許証を取らずに自転車通勤も増えてきている。
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５）大規模災害（台風）対応について
台風 19 号接近、本土上陸に備えて、各車の対応策を情報交換した。
＜意見＞
・帰宅困難者対応や緊急発令に関連して、店舗の開店閉店、早じまいなどをだれが決めるのか。
＞緊急対策委員会とゾーンマネジャーと、チェック項目をクリアしているかで判断する。
＞現場の判断に任せている。

６）次回開催
名称：拡大人事問題研究部会・女性活躍推進情報交換会 in 愛知
開催日：令和 1 年 11 月 7 日（木）～8 日（金）
開催場所：託児所めいめい、めいほうぐるーぷ様 本社、夢コーポレーション株式会社 本社・会議室
※ 詳細は、「２）11 月 拡大人事問題研究部会・女性活躍推進情報交換会 in 愛知」をご確認下さい。
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 10 月版

第 167 回コスト問題研究部会
開催日時

令和 1 年 10 月 3 日（木） 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 6A

出席人数

部員 6 名、賛助部員 8 名、正会員オブザーバー2 名、賛助会員オブザーバー1 名、合計 17 名

出席者

＜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＞
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

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

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＞
木島 剛太

日昭産業株式会社 課長代理

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

株式会社インターコスモス 東京支店 支店長

新

＜正会員オブザーバー＞
松﨑 吉文

株式会社ヒカリシステム データ・ドリブン GM 兼 マーケティングサポート TL

小山内 勝

株式会社ヒカリシステム データ・ドリブン G システムサポート TL

＜賛助会員オブザーバー＞
対馬 健治

株式会社インターコスモス 東京支店 営業課長

１）プレゼンテーション「キュービクル(高圧受電設備）のご提案・自然災害を使った火災・地震保険申請」
プレゼンター： ハイブリッジコンサルティング株式会社 代表取締役
株式会社ピーアンドピービューロゥ 営業企画

高橋 竜太 様
太田

治 様

＜キュービクル(高圧受電設備）のご提案＞
プレゼンターより以下の説明があった。ホールのキュービクル(高圧受電設備）を買い取らせて頂くスキーム。ホー
ル側のメリットは、「キャッシュが手に入る」「（キュービクルの）修理費用、保守管理がゼロになる」「安い電気料
金（新電力と契約）」となる。買取したキュービクルを総合電商がキュービクル管理会社に更に売却。ホール側
は、新電力会社 Marubeni 等と電気使用の契約を結んで頂く。まずはシミュレーションとして、最初に電気料
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金の年額を出していただき、コスト削減を検討していただく。基本的には 15 年契約となる。現在、新電力のご
案内をしている会社の場合は、電力費用だけの削減となるが、当社は保安管理費とキュービクルの維持費用を
削減できる。なお、契約は、期間は 15 年、15 年後に再契約は可能。また、途中解約では違約金を支払う
事になる。
＜質疑応答＞
Q：4 つのメリットの最後の「安い電気料金」が、逆にネックになってくる。現在は、更に電気料金が安価になって
いる。
A：このスキームの 1 番のメリットはキュービクルの修繕費で、そのリスクを取らなくて済む。
＞15 年契約で考えると、300 万円の差額は、そこまでのメリットとは言えない。このスキームから新電力の契
約を切れればメリットになる。
＞新電力の契約を含めてのスキームとなる。
Q：新電力会社は Marubeni 以外にあるのか。
A：他新電力も検討中。
Q：当社はすでに Marubeni と契約しているが、このままの契約でいけるのか。
A：既存の取引とは異なるプランに再度契約しなおすことになる。
＜自然災害を使った火災・地震保険申請について＞
プレゼンターより以下の説明があった。東日本大震災による地震保険申請において、600 物件以上で 4 億円
以上の実績がある。過去の自然災害の被害から保険金を捻出できる。火災保険加入者の約 9 割が火事以
外では保険金をもらえないと思っている。また、地震保険でも倒壊しないと保険金をもらえないと思っている。し
かし、そうではない。豪雨や雪による雨どいの変形や、台風による外部通風孔のカバーや管の陥没、室外機のフ
ィンの傷などで保険金を頂くことが出来た。なお、このコンサルティング業務で他社は成功報酬額 50％だが、自
社は 30％となっている。完全成功報酬。しかも調査は無料で保険金がおりない場合は無料。

２）企業トピック 「Office365 から Google へ」
説明者： 株式会社ヒカリシステム データ・ドリブン GM 兼 マーケティングサポート TL 松﨑 吉文様
株式会社ヒカリシステム データ・ドリブン G システムサポート TL

小山 内勝様

説明者より以下の説明がされた。
＜オフィス＞
オフィスはマイクロソフトの製品群の事。ワードやエクセル、パワーポイントが有名。オフィスは、買い切り型のパター
ンとオフィス 365 というクラウド契約型の 2 パターン。公社は、月額や年額での支払いをしていく。オフィス 365 に
はビジネスエッセンシャル、ビジネス、ビジネスプレミアムなどのパターンがあり、PC にインストールせずに使用できる
などのメリットがある。なお、法人グループウェアやクラウドストレージも使いたい場合には、買い切り型ではなくこち
らのクラウド型が選択肢に上がる。一方、各種ソフトの買い切り型利用ではランニング費用が発生しないのがメリ
ット。なお、今後も大きなシェアを持ち続けると考えている。また、クラウド版のオフィス 365 では、1 ユーザー月額
540 円から始められる。更にクラウドストレージが利用可能で端末の変更に強い。次にデメリット。端末の入れ
替え時に再度インストールの手間がかかる。また、セキュリティ対策が個人レベルになる。これが法人としては最も
大きなデメリット。また、使うアプリが限られている。次にクラウド版の月額課金では、ランニングのコストが発生す
る。サービスをフル利用すると 1360 円が月額。更にメール容量が有料でも 50GB に制限される。（会場に、ク
ラウド版の利用者は皆無）クラウド版でのメリットは共同編集、自動保存が可能。クラウドストレージへの自動
保存。一方デメリットは、インストール版との互換性が 100％ではない点と、元に戻す機能が使えない。
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＜グーグル＞
次にグーグル。G スイートと呼称。元は検索エンジンだが、多数のアプリが含まれている。テレビ会議の meet、無
料アカウントやアカウント無しでも使用可能。WEB カメラ付きノートパソコンがあれば使用可能。次にクラウドスト
レージの Drive。アップロードすると自動で OCR がかかる。名刺をアップロードすると、名前で検索して見つけられ
る。また、資料の検索は非常に優秀。次に表計算のスプレッドシート。ほぼほぼエクセルと同機能。ブラウザで使
用可能で、共同編集が可能。エクセルとの完全互換性をうたっており、スマホでの編集も可能。他にも、ワードに
あたる Docs、メールの Gmail、site、アンケートの Form。有料版では独自ドメインでの運用も可能。更に容
量無制限となる。更に検索にはめっぽう強い。Gsuite の優位性は、クラウド上での操作や共同編集が楽にな
る。そして、初期導入が安くて早い、かつデータサーバー運用が保守の更新や確認などの管理が可能。最後に
セキュリティレベルに関しては、データの閲覧や資料作成、編集などの履歴がすべて確認できるため、監査が非
常に楽になる。
＜オフィスとグーグルの比較＞
Gsuite のベーシックプラン、￥800/月。オフィス 365 は￥1080/月。メールのホスティングでは独自ドメインが
使える Gsuite が優位。オフィス 365 は、￥1630/月のプランから使用可能。また、音声会議、ビデオ会議、
共有カレンダー、アプリケーション、デバイス、OS 互換性でも Gsuite が優位。オフィス 365 は、￥1630/月で、
対応可能。ただしクラウドストレージでは、Gsuite は 30GB、オフィス 365 は 1TB とオフィス 365 の方が優位。
なお、サポートは共に電話とメール 24 時間対応だが、Gsuite の方が対応可能な時間が多いと感じている。
まとめとして、Gsuite の方が割安。なぜならグループウェアとして必要なソフトが揃っている。また、オフィス 365 の
使用制限 5 台は、意外と壁になる。あっという間に使い切ってしまう。
Gsuite は、Basic\680-、Business\1360-、Enterprise\3000-となっている。30GB の容量に問題が
無ければビジネスで十分。
＜質疑応答＞
Q：サイボウズを 3 年使っているが、使い慣れると切り替えが大変。切り替えのトラブルはなかったか。
A：当社も以前はサイボウズを使っていた。最初は、スプレッドシートとメーラーを使って、次にスケジューラー。ス
ケジューラーは、最初見た目が異なっていた為に苦情が出たが２～３か月で慣れてきた。逆に使いやすさが
分かってきた。スケジューラーとメールとの連携などをシステム担当から周知をして、便利なところを教えていくこ
とで定着してきた。なお、サイボウズのサーバーが以前に吹き飛んだ事がありそれを契機に Gsuite に移った。
Q：社内でのトラブルに対応してもらえるのか。Gsuite で解決できるのか。
A：当社で相談を全て受けられる。
Q：当社で最近使い始めた。Meet で遠隔地の店長と会議を実施した所、同じ部屋に複数人数が同時に
meet していると反響などで会話が上手くできなかった。音声会議も同じ。
A：後発であるので、その点では専門アプリと比較するとやはり劣る。Youtube との連携が出来る、パッケージに
入っているのがメリット。おっしゃる通り、音声の質は落ちる。なお、ハウリングに関しては、会議用の 10 人で
使用できるマイクを 1 個だけ設置して対応している。
Q：多数の既存のエクセルやワードのデータを Gsuite にどう対応させるのか。
A：全てアップロードして、使用するものを開けば、順次更新、保存されていく。
Q：データは個人のフォルダ、法人のフォルダ？ どこに保存してあるのか。
A：社員全員がビジネスで契約、共用ドライブで無制限。そこに会社のデータをすべて入れている。
Q：ワークフローにあたるアプリはあるか？
A：純正ではないが、第３パーティがそれに準ずるアプリを開発している。
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２）喫煙ブース 現況アンケート 2019.7 について
当研究部会から、喫煙ブースの設置の際、警察や消防から指摘や注意を受けた店舗、その地域をアンケート
する件を法律問題研究部会に依頼。法律問題研究部会が当アンケートを実施した。
＜アンケート内容＞
喫煙ブース設置済み 店舗名、店舗住所、警察 所轄名称、消防 所轄名称
Q1：設置済み設備の種別（喫煙ブース 喫煙室 その他）
Q2：設備を設置した際に提出した書類
Q3：設備を設置する際に、所轄、または消防に何か指示や注意などを受けたか
Q4：Q3 のケースがあった事例にどう対応したか
Q5：備考
＜アンケート回答 概要＞
・総回答社 6 社 ※内 4 社は設置店舗なし
・設置店舗有り 2 社
・総設置店舗数 7 店舗
・警察からの指摘や注意、留意点などが 3 店舗、消防からの指摘が 1 店舗あった。
＜意見＞
・ある店舗で、地上１ｍ以上の高さのスモークが使用禁止と言われた。貼るシートだったので剥がして OK が
出た。
・50 店舗導入したが、大阪では、煙探知機を要望により設置した。扉付きなのか開放型なのかで対応が違
い開放型の方が対応が簡易だった。また、北海道のホールに入れた際は変更承認申請だった。
・許可が下りるまでは営業ができないのか？
＞喫煙ブースを使用する事が出来ない、という事。営業は可能。
・補助金は、外排気だけでなく内排気にも出るようになったが、東京都では補助金が出ない。兵庫県は、議
会が条例を出して、外排気だけは大丈夫となった。
・兵庫県の構造上外排気に出来ない賃貸物件のホール。外排気の喫煙ブースから既存の空調ダクトに接
続したが、強力に空気を流入されて他の吸入口から煙が出てきてしまった。そこで、内循環のきれいにした空
気を空調ダクトに流すことで解決した。

３）拡大コスト問題研究部会・ストアコンパリゾン in 大阪 2019.11 について
開催日：2019 年 11 月 19 日（火）～20 日（水）
＜スケジュール案＞
2019 年 11 月 19 日（火） ＜1 日目＞
PM1：45

集合 南海電鉄 高野線 堺東駅 西出口 外※グランキコーナ堺店 最寄り駅

PM2：00

ストアコンパリゾン
① グランキコーナ堺店（60 分）

PM3：30

② リッチウェル長居店（30 分）

PM4：20

③ イルサローネ東住吉店（50 分）

PM6：00

ストアコンパリゾン 終了

PM6：30 or 7：00 情報交換交流会（新大阪駅 南周辺）（店舗 未定）
2019 年 11 月 20 日（水） ＜2 日目＞
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AM9：30

集合 JR 新大阪駅 御堂筋線 改札口 外

AM10：00

企業訪問、部会
訪問先：株式会社インターコスモス 本社
本社訪問・見学（10 分）
コスト部会（1 時間 20 分）

AM11：30

部会 終了

AM12：00

昼食（なんば 周辺）（店舗 未定）

PM1：00

ストアコンパリゾン
④ マルハンなんば 本館（60 分）

PM2：30

⑤ ベラジオ西中島店（60 分）

PM3：30

ストアコンパリゾン 終了

PM3：40

JR 新大阪 解散

４）次回開催
拡大コスト問題研究部会・ストアコンパリゾン in 大阪 2019.11
開催日時：令和 1 年 11 月 19 日（火）～20 日（水）
開催場所：大阪
※詳細は、「３）拡大コスト問題研究部会・ストアコンパリゾン in 大阪 2019.11 について」をご覧ください。
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 10 月版

第 193 回法律問題研究部会
開催日時

令和 1 年 10 月 18 日（金）

開催場所

TKP 上野駅前ビジネスセンター 6A

出席人数

部員 13 名､賛助部員 3 名､合計 16 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

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

酒井 勝美

株式会社三永 経営戦略室 監査担当 顧問

＜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

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

1）依存問題対策プロジェクトチーム 報告
10 月 4 日健全セミナーが東京以外での開催第 1 弾が札幌で行われた。今後は別都市での開催を予定して
いる。内容は、RSN 出向者による相談事例の紹介や、ワンデーポートの中村先生による講演などがされた。次
に機構の調査について。チェックリストと承諾書について協議した。次に DMM とゲンダイエージェンシーによる、一
般の方向けの依存に関する WEB 記事の企画意図、今後の掲載予定などが報告された。第 1 回は RSN で
すでに掲載済み。第 2 回は株式会社ニラク、第 3 回は株式会社ダイナムを予定している。また、来月、機構の
伊勢崎理事に機構の調査についてご説明を頂く。なお、2020 年 1 月にはワンデーポートの中村先生、3 月に
は RSN の西村先生にご講演いただく。

２）高射幸性回胴式遊技機の設置比率に関する自主規制について
全日遊連より「高射幸性回胴式遊技機の設置比率に関する自主規制の再検討について」という文書が届い
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た。「2019 年 1 月 31 日時点で設置比率 15％以下」という期限を延期していたが、11 月 13 日の全日遊
連全国理事会で自主規制の再検討を議案として諮る、という連絡。来年 1 月末の 5％について審議するのか
尋ねたが、「詳細未定で答えられない」とのことであった。参加各社からは、既に 15%以下への対応済みという
意見や、15%以下、又はそれ以上の場合など 2 パターンをシミュレーションしている、などの報告がなされた。

３）機構 依存防止対策への取組み状況を確認するための調査の開始について
遊技産業健全化推進機構より「依存対策調査」についての連絡が来た。概要は次の通り。
・今後の予定としては、10 月下旬にホールの管理者の方宛に「依存防止対策調査用セット」をお送りさせて
頂き、11 月上旬頃までにはホールの管理者の方宛に「依存防止対策調査用セット」が届く予定。
・ホール経営者の方には内容をご確認頂き、誓約書と同様に所定の事項にご記入いただき、押印のうえ、機
構（業務委託している専門業者）宛に「承諾書」のご返送をお願いしたい。
・承諾書の提出締め切りは設けておりませんが、遅くとも来年 1 月より依存防止対策調査を開始する予定
です。従って、可能な限り、12 月中旬頃までにご返送頂きたい。
・何を調査するのか？等の詳細内容につきましては、10 月下旬（25 日頃）までには当機構ホームページ
においてご案内を掲載。
・さらに依存防止対策調査専用ホームページを 10 月下旬（28 日を予定）に開設し、定款や要綱等を掲
載。
・あわせて 10 月下旬～11 月上旬には、当機構事務局並びに業務委託している専門業者に依存防止対
策調査相談窓口を設置する。
事務局より、11 月 依存問題対策プロジェクトチームでの機構 伊勢崎理事説明会について、そして現状の
説明がされた。

４）令和元年台風１９年 被害について
令和元年台風第 19 号は、2019 年 10 月 6 日 3 時にマリアナ諸島の東海上で発生し、12 日に日本に上
陸した台風である。関東地方や甲信地方、東北地方などで記録的な大雨となり、甚大な被害をもたらした。
部会では、各参加社から災害時の対応方法、マニュアルの有無や実際の被害状況などが報告された。また、
JR の計画運休に伴い、計画的な閉店、臨時休業が増加したことなどについて意見が交わされた。

５）法律問題研究部会 質問コーナー 2019.10
Q１：賞品の市場価格について
ホールの駐車場で屋台販売を実施している株式会社 A の商品を来店ポイント景品として取り扱っているホ
ール B があるが、問題は無いのか？
A１：来店ポイント景品がホール B で一般賞品として交換できず、かつ株式会社 A の商品が市場価格と乖
離がないことが必須と思われる。

６）喫煙ブース現況アンケート（2019.9.31ver）について
2020 年 4 月より施工される健康増進法の改正により、パチンコホールには、完全禁煙、喫煙ブース設置など
の限られた選択肢が残されている。その喫煙ブースの設置に伴う警察や消防との事例をアンケートしている。部
会では、内部循環式喫煙ブースの利便性や、喫煙する場所を施行する前後に客室面積内、または客室面積
外等の変化があるのか、という質問を次回アンケートに含むよう意見が出された。
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７）次回開催
開催日：令和 1 年 11 月 15 日（金）
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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令和 1 年 10 月版

第 160 回不正対策研究部会・第 49 回不正対策勉強会
開催日時

令和 1 年 10 月 25 日（金） 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 4A

出席人数

部員 8 名､正会員オブザーバー参加者 3 名、都遊協参加者 14 名、日遊協 参加者 6 名、
日工組参加者 3 名、オブザーバー参加者 1 名、合計 35 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＞
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

＜正部員＞
森
杉山

華子
徹

株式会社ダイナム 法務・リスク管理部 リスク管理担当
株式会社ニラク 営業本部 渉外担当

荒田 政雄

夢コーポレーション株式会社 顧問

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

平井 信行

株式会社チアエンタープライズ 総務部 法務担当 Mgr

山本

株式会社三永 営業部 業務推進課 係長

譲

＜正会員オブザーバー＞
橋本 将明

株式会社ニラク

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

＜都遊協 参加者＞
阿部 賢仁 様

株式会社コンチェルト マネージャー

藤原 一久 様

株式会社コンチェルト テクニカル マネージャー

杉岡 武彦 様

サンキョー株式会社 事業部長

高谷 昌宏 様

サンキョー株式会社 グループ長

中村 秀生 様

株式会社オータ 不正対策 担当長

矢嶋 功太 様

株式会社オータ 不正対策 主任

斗澤 靖文 様

株式会社三佑商事 班長

高橋 信昭 様

株式会社三佑商事 副店長

吉川 純平 様

株式会社三佑商事 班長

石井 裕基 様

株式会社新洋 係長

池田 覚 様

株式会社ゆたか 統括店長

佐藤 直樹 様

株式会社メッセホールディングス 総務課 監査室

佐藤 光一 様

大石商事株式会社 店長
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渡邉 庸兵 様

NEXUS 株式会社 副店長

＜日遊協 参加者＞
株式会社マルハン 4 名、アンダーツリー株式会社 1 名、株式会社アプリィ 1 名
＜日工組 参加者＞
澤田 盛弘 様

日本遊技機工業組合 不正防止対策部会（ぱちんこ遊技機）部会長

中島 圭介 様

日本遊技機工業組合 不正防止対策部会（ぱちんこ遊技機）

末次 直明 様

日本遊技機工業組合 技術課長

＜オブザーバー（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

第 160 回不正対策研究部会
１）最新ゴト情報・ゴト被害アンケート(9 月)について
アンケート回答 8 社。被害件数 14 件、被害額\343,538-、警察への通報回数 1 件、被害届申請 1 件、
被害届受理 0 件となっている。ゴトは、ドツキ、磁石、糸付き玉、レート間持ち込みなどであった。各不正の詳
細を説明した後、ホームページに遊技台の機種を公開することのメリットデメリットについて、ごと被害を受けた店
長への対応方法などについて情報を共有した。

２）ゴト情報 他 共有事例について
下記の内容について情報を共有した。
・2020 年 1 月、不正対策勉強会 in 静岡について。
・ゴト種別 対応罪状＆抑えるポイントについて。
・器物損壊の彼我を受けた場合の対応について。
・従業員がゴトを目撃した場合の各車対応について。
・IC カードやクリアコインの盗難対応について。
・不正対策の情報を共有する会合について。

３）次回開催
開催日：令和 1 年 11 月 29 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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第 49 回不正対策勉強会
＜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 7 月 27 日～2019 年 10 月 24 日）
・駆け込みによる犯行 ～撤去がすむまでは警戒！～
最近の駆け込み犯行事例
事例①＆②、メーカーS 系電磁波ゴトの手口
事例③、遊技機 M のセルゴトの手口
点検・警戒 POINT 等
ゴト被害懸念機種の設置期限
・依然として被害多発中① ～糸付き玉ゴト～
手口
点検・警戒 POINT 等
・依然として被害多発中① ～どつきゴト～
手口
点検・警戒 POINT 等
第 2 部 グループワーク
・5 グループに分かれて、下記テーマについて話し合い、各グループ 1 名が結果を発表した。
テーマ：どつきゴトへの対応方法は?
Q1：社内の対応ルールはどうなっていますか？
（声のかけ方やタイミング、交換の是非、相手による対応の使い分けなど）
Q2:報告のタイミングなどのルールは？
（社内連絡のタイミング、社外連絡はする？しない？）
グループ

1

名前

会社 役職

PCSA不正対策研究部会 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

PCSA不正対策研究部会 部員

杉山 徹

株式会社ニラク 営業本部 渉外担当

PCSA正会員オブザーバー

橋本 将明

株式会社ニラク

PCSA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

東京都遊技業協同組合

高谷 昌宏 様

サンキョー株式会社 グループ長

東京都遊技業協同組合

高橋 信昭 様

株式会社三佑商事 副店長

日本遊技関連事業協会

株式会社マルハン 北日本統括部

テーマ：どつきゴトへの対応方法は?
Q1：社内の対応ルールはどうなっていますか？
（声のかけ方やタイミング、交換の是非、相手による対応の使い分けなど）
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・出勤している社員が対応しており、もめたら系査察に通報、店舗ルールに従わない場合は退店勧告、遊技
約款に沿って対応している。
・3 回目に退店を勧告する。
・景品交換はケースバイケース。
・データチェックでの発覚が多い。
・ゴト師と対応する場合に、揚げ足などを取られないように冷静に行動する。
・注意 2 回目以降は役職者が対応。
Q2:報告のタイミングなどのルールは？
（社内連絡のタイミング、社外連絡はする？しない？）
・ボイスメールやイントラネットで社内報告。
・社外報告はないという企業が多かった。
・警察対応まで行けば、社内報告するという企業もあり。
グループ

2

名前

会社 役職

PCSA不正対策研究部会 サブリーダー

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

PCSA不正対策研究部会 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

PCSA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

東京都遊技業協同組合

藤原 一久 様

株式会社コンチェルト テクニカル マネージャー

東京都遊技業協同組合

石井 裕基 様

株式会社新洋 係長

東京都遊技業協同組合

渡邉 庸兵 様

NEXUS株式会社 副店長

日本遊技関連事業協会

株式会社マルハン 東日本統括部

テーマ：どつきゴトへの対応方法は?
Q1：社内の対応ルールはどうなっていますか？
（声のかけ方やタイミング、交換の是非、相手による対応の使い分けなど）
・多くの企業セキュリテイ対策の回線をしっかりつなげて、データチェックの解析から発覚が多かった。
・ゴト師に対しては社員対応で声かけ、それで収まらない場合には警察通報などの対応が多かった。
・厳しい掲示物を避けたい為、POP を貼っていない企業もあった。
・ゴト師を出入り禁止にして情報を共有する。
・ゴト師と思われる方に声かけを実施。
・ゴトをさせない環境を作っていく。
＜コメント＞
・ゴト師への声かけは非常に有効。
グループ

3

名前

会社 役職

華子

株式会社ダイナム 法務・リスク管理部 リスク管理担当

PCSA不正対策研究部会 部員

森

東京都遊技業協同組合

吉川 純平 様

株式会社三佑商事 班長

東京都遊技業協同組合

池田 覚 様

株式会社ゆたか 統括店長

東京都遊技業協同組合

佐藤 光一 様

大石商事株式会社 店長

日本遊技関連事業協会

株式会社マルハン 北日本統括部

日本遊技関連事業協会

株式会社アプリイ 係長
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テーマ：どつきゴトへの対応方法は?
Q1：社内の対応ルールはどうなっていますか？
（声のかけ方やタイミング、交換の是非、相手による対応の使い分けなど）
・見慣れないお客様がゴト被害機種（警戒機種）に座った場合に店舗内で情報を共有する。
・入店時に眼をしっかりと見て挨拶をする。
・ゴト被害機種（警戒機種）設置場所はカウンター前の人目に付きやすい場所、カメラチェックを怠らない。
・ゴト警戒中などの POP を貼る。
・交換時には身分証の提示を求めることや、交換しないことも対応選択肢に入れてある。
Q2:報告のタイミングなどのルールは？
（社内連絡のタイミング、社外連絡はする？しない？）
・社内には報告書などの情報共有。
・社外報告はグループへのメールなどでの情報共有。
グループ

4

名前

会社 役職

PCSA不正対策研究部会 部員

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

PCSA不正対策研究部会 部員

山本 譲

株式会社三永 営業部 業務推進課 係長

東京都遊技業協同組合

杉岡 武彦 様

サンキョー株式会社 事業部長

東京都遊技業協同組合

矢嶋 功太 様

株式会社オータ 不正対策 主任

東京都遊技業協同組合

佐藤 直樹 様

株式会社メッセホールディングス総務課 監査室

日本遊技関連事業協会

アンダーツリー株式会社 セキュリティ課 課長

テーマ：どつきゴトへの対応方法は?
Q1：社内の対応ルールはどうなっていますか？
（声のかけ方やタイミング、交換の是非、相手による対応の使い分けなど）
・モニターカメラ等で仕草や枠ランプなどを確認して、遊技約款をベースに声かけをする。
・声かけは 1 回目、2 回目と段階を踏んでいる。1 回目は注意喚起、2 回目は退店などの処置をとる企業
有り。
・景品交換は基本拒否。
Q2:報告のタイミングなどのルールは？
（社内連絡のタイミング、社外連絡はする？しない？）
・社内には終日中に報告を完了させる。
・社外報告は基本行わない企業や、近隣の競合店には必ず知らせるという企業もあった。
グループ

5

名前

会社 役職

PCSA不正対策研究部会 部員

荒田 政雄

夢コーポレーション株式会社 顧問

PCSA不正対策研究部会 部員

平井 信行

株式会社チアエンタープライズ 総務部 法務担当Mgr

東京都遊技業協同組合

阿部 賢仁 様

株式会社コンチェルト マネージャー

東京都遊技業協同組合

中村 秀生 様

株式会社オータ 不正対策 担当長

東京都遊技業協同組合

斗澤 靖文 様

株式会社三佑商事 班長

日本遊技関連事業協会

株式会社マルハン 営業支援部セキュリティ課
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テーマ：どつきゴトへの対応方法は?
Q1：社内の対応ルールはどうなっていますか？
（声のかけ方やタイミング、交換の是非、相手による対応の使い分けなど）
・出入り禁止では、1 回目に警告をする。2 回目で遊技約款をもとにして退店を促す。
・ゴト警戒中という POP を掲示。
・もめた場合には警察に通報する。
・ゴトされた機種を撤去するという意見もあり。
・交換を強く要望する場合は、貯玉を進める企業有り。
Q2:報告のタイミングなどのルールは？
（社内連絡のタイミング、社外連絡はする？しない？）
・特に設けていない企業、インカムでの報告をする企業、被害があれば本社まで報告するという企業有り。
・閉店後に使用するチェックシートを作成して対応している企業有り。
・近隣グループ店舗への報告はしっかりとしているが、社外にはしている企業はなかった。
・警察対応をしなければ、店舗内で情報を共有、警察対応をした場合は本社まで共有という企業有り。
＜対応まとめ＞
・ドツキ行為への注意喚起 POP を掲示。
・口頭でドツキ行為を注意した上で、遊技約款を根拠に、遊技中止、出玉預かり、退店勧告。
・その場に合わせた臨機応変な対応が非常に重要。
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 10 月版

第 31 回依存問題対策プロジェクトチーム
開催日時

令和 1 年 10 月 18 日（金） 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

出席人数

メンバー7 名､賛助メンバー1 名､正会員オブザーバー1 名、合計 9 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＞
玄

昌起

須藤

暁

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＞
森

華子

株式会社ダイナム 法務・リスク管理部 リスク管理担当

１）健全営業推進セミナー2019
開催日：

令和 1 年 10 月 4 日

会場：

札幌コンベンションセンター（北海道）

プログラム：

主催者挨拶 札幌方面遊協 合田康広理事長
セミナー
「ぱちんこ営業の健全化推進について」
北海道警察本部生活安全部保安課 宮下 英昭 指導官
講演
「各種不正事案への対応の基本」
有限会社ジャパン・セキュリティ・サービス 高石 隆一 代表
フォーラム
「パチンコ・パチスロ依存問題フォーラム」
RSN 出向者による出講体験談・ホール現場での事例報告
NPO 法人ワンデーポート 中村 努 施設長による講演

＜意見・説明＞
・令和 1 年 5 月 14 日の依存フォーラム DVD では、１．定年後の男性、年金暮らしで借金有り。1 日 2~3
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千円。パチンコ以外の趣味を紹介する事によって解決した。２．障害を抱えている 30 代男性、母親と同居で
仕事なし。パチンコをやめたいという事で相談に。相談員は低レートでの遊技を勧めた。３．パチンコで生きる力
をもらった 30 代女性。鬱を抱えていて良く眠れないのを紛らわすためにパチンコを遊んでいる。お医者さんからも
生きる息抜きになるという事で賛成をもらっていたので、低レートでの遊技を勧めた。４．20 代女性のパートナー、
旦那さんが（子あり）DV。まずは旦那さんから離れてという対応をしている。パチンコだけでなく DV への対応。
５．20 代の男性でスロット以外に趣味のない学生。週に３～４回遊技している。問題を抱えていないが依存
症という事で報道もされているので、自分は病気なのかと相談してきた。学生であるので、勉強をさぼっているのか
というとそうではない。相談員は特に問題はないと回答している。このように RSN に出向した人が対応した事例を
あげてパネルディスカッションをした内容を視聴した。
・ワンデーポート中村先生の講演では、前半は当 PT での勉強会の内容とほぼ同じであり、パチンコの良いところを
業界外からの視点で話す事、地域との連携が重要という事が主張されていた。

２）機構 依存防止対策への取組み状況を確認するための調査の開始について
遊技産業健全化推進機構より「依存対策調査」についての連絡が来た。概要は次の通り。
・今後の予定としては、10 月下旬にホールの管理者の方宛に「依存防止対策調査用セット」をお送りさせて
頂き、11 月上旬頃までにはホールの管理者の方宛に「依存防止対策調査用セット」が届く予定。
・ホール経営者の方には内容をご確認頂き、誓約書と同様に所定の事項にご記入いただき、押印のうえ、機
構（業務委託している専門業者）宛に「承諾書」のご返送をお願いしたい。
・承諾書の提出締め切りは設けておりませんが、遅くとも来年 1 月より依存防止対策調査を開始する予定
です。従って、可能な限り、12 月中旬頃までにご返送頂きたい。
・何を調査するのか？等の詳細内容につきましては、10 月下旬（25 日頃）までには当機構ホームページ
においてご案内を掲載。
・さらに依存防止対策調査専用ホームページを 10 月下旬（28 日を予定）に開設し、定款や要綱等を掲
載。
・あわせて 10 月下旬～11 月上旬には、当機構事務局並びに業務委託している専門業者に依存防止対
策調査相談窓口を設置する。
PT では、11 月 依存問題対策プロジェクトチームでの機構 伊勢崎理事説明会について、承諾書の取り扱
い、18 歳未満の確認等について意見が交わされた。

３）パチンコ・パチスロ産業依存問題対策要綱について
21 世紀会より、ギャンブル等依存症対策推進基本計画にのっとり「パチンコ・パチスロ産業依存問題対策要綱」
をパチンコ業界とまとめ所轄官庁に報告する。その為、21 世紀会所属団体に、「パチンコ・パチスロ産業依存問
題対策要綱（案）」を提示、9 月末までに意見を募ることとなった。PCSA では 9 月理事会とその後の電子理
事会で意見をまとめて 21 世紀会に提出した。事務局は現時点での 21 世紀会からの返答を説明し情報を共有
した。PT 参加者からは、元来のパチンコ営業に対する広告宣伝の規制と依存問題対策としての広告宣伝の規
制が二重になっており、その差違が懸念されるという意見が出された。

４）DMM ぱちたうん ぱちんこ依存のお勉強について
パチンコ業界向けではなく、「DMM ぱちたうん」を訪れるプレイヤー、ユーザー向けの「ぱちんこ依存を知って頂こう」
という記事が紹介された。内容としては、RSN スタッフによる「RSN とは一体何なのか」「どうなったら依存なのか」
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「日常生活に影響を及ぼすとは？」といった説明がされ、最後に参加者からの質問に回答している。DMM パチタ
ウンとしては、今後も「一般の方向け」の記事として依存を取り上げていく事、そして次回からホール企業を大賞とし
ていくと説明された。参加社からは、一般の方向けの情報発信は非常に重要という意見が出された。

５）依存問題勉強会について
＜第 3 回依存問題勉強会＞ ※予定
開催日：令和 2 年 1 月 24 日（金）
時間：午前 10 時～
会場：TKP 上野駅前ビジネスセンター 6A
講師：NPO 法人ワンデーポート 施設長 中村 努 様
＜第 4 回依存問題勉強会＞ ※予定
開催日：令和 2 年 3 月 26 日（木）
時間：午前 10 時～
会場：TKP 上野駅前ビジネスセンター 6A
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 代表 西村 直之 様
＜意見＞
・ワンデーポートの最近の入所者の傾向、RSN 面談の事例などを聞きたい。
・依存について地域との連携について話を聞きたい。

６）次回開催
開催日：令和 1 年 11 月 15 日（金）
時間：午前 10 時～正午 12 時
会場：TKP 上野駅前ビジネスセンター 6A（6 階）
※ 午前 10 時より、一般社団法人遊技産業健全化推進機構 伊勢崎 清 理事・事務局長による
「依存防止対策への取組み状況を確認するための調査」説明会を開催
以上

34

PCSA アクションレポート（遊技法研究会）1 / 2

PCSA アクションレポート(遊技法研究会)
令和 1 年 10 月版

第 78 回遊技法研究会
開催日時

令和 1 年 10 月 17 日（木） 午後 2 時 45 分～午後 3 時 45 分

開催場所

TKP ガーデンシティ PREMIUM 心斎橋「会議室 4D」

出席者

理事 7 名、幹部 3 名、委員 5 名、オブザーバー8 名、合計 23 名

出席者

＜担当理事＞
石川 直史 株式会社ワールド 代表取締役社長
＜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
河本 成佑 株式会社晋陽 代表取締役社長、理事
＜景品検討小部会 委員＞
國澤 良幸 株式会社大商 会長
國澤 良平 株式会社大商 景品流通部部長
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

＜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
宮村 伸輔 株式会社エルゴジャパン 常務取締役、監事
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＞
金子 義生 株式会社エルゴジャパン 課長
後藤 千乃 株式会社昭和堂 取締役社長室長
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 取締役部営業部長
兼松 保雄 株式会社共遊商事 会長
國澤 徹

株式会社共遊商事 代表取締役社長

谷口 和也 株式会社共遊商事 課長

１）くぎ確認シートに関する日工組のヒアリングについて
＜くぎ確認シートについて＞
・くぎシートがはじまったのは？・・・2017 年 4 月以前にも試験的に導入をしていた機種はあったが、完全導
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入は 2017 年 4 月納品分から。全釘対応は 2019 年 2 月保通協持込み分から。
・以前のくぎ確認シートは作らないのか？・・・本来の目的は新台納品時に出荷時（検定時）と釘が異なっ
ていないか確認するための補助道具であり、規則で決まった必需品では無い。すでに納品している台につい
てくぎ確認シートを作成する検討はしていない。
・くぎ確認シートが無い遊技機の設置比率は統計を取っていない。（検定期間は来年 2020 年 3 月まで。
認定機も 2021 年 2 月には無くなる。）
＜設定付遊技機について＞
・設定付遊技機の機種の比率は 2018 年～2019 年 9 月で設定有りが 54％、設定無しが 46％。
・2018 年は有りが 64％、無しが 36％。2019 年は有りが 42％、無しが 58％と 2019 年に入って設定
機付遊技機の比率は減っている。
＜意見＞
・釘確認シートは日工組としては新台の納品用のツールであるという事であった。

２）全日遊連との協力について
風営法議連、全日遊連の消費税 PT についての情報を共有した。また、保通協における遊技機適合率やキャ
ッシュレス推進等についての意見を交わした。

３）最近の無承認変更 事案事例
8 月より無承認変更事案が発生しており、その追加情報を共有した。

４）次回開催
第 79 回遊技法研究会
開催日：令和 1 年 12 月 19 日（木）
時間：午後 2 時 45 分～午後 3 時 45 分
場所：TKP 秋葉原カンファレンスセンター（東京）
＜同日 他スケジュール＞
14：45～15：45 ≪第 79 回遊技法研究会≫
16：00～17：30 ≪12 月拡大理事会≫
17：45～19：15 ≪忘年会≫
※11 月は、総会、勉強会開催により、遊技法研究会は開催いたしません。
以上
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（令和1年11月11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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（令和1年11月11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

7～9月
10～12月
1～3月
4～6月
7～9月

915,381
858,102
891,246
866,744
870,312

662,282
660,587
658,203
659,187
662,701

33,975
33,612
32,884
33,558
33,940

15,084
14,972
14,728
14,782
14,761

18,891
18,640
18,156
18,776
19,179

1,248
1,239
1,237
1,232
1,233

Q3 2018
Q4
Q1 2019
Q2
Q3

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

307,293
315,316
292,772
284,181
271,485
302,437
316,212
274,264
300,771
287,214
295,496
284,034
295,713
299,288
275,312

660,934
661,455
662,282
661,949
660,071
660,587
658,899
658,979
658,203
659,953
659,765
659,187
659,563
659,692
662,701

33,669
34,184
33,975
33,842
33,679
33,612
33,336
33,252
32,884
33,157
33,216
33,558
33,768
33,804
33,940

15,324
15,255
15,084
15,054
14,964
14,972
14,860
14,785
14,728
14,867
14,796
14,782
14,766
14,688
14,761

18,345
18,929
18,891
18,788
18,715
18,640
18,476
18,467
18,156
18,290
18,420
18,776
19,002
19,116
19,179

1,249
1,247
1,248
1,247
1,241
1,239
1,238
1,237
1,237
1,235
1,234
1,232
1,232
1,228
1,233

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

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

7～9月
10～12月
1～3月
4～6月
7～9月

100.1
100.9
102.9
102.0
95.1

100.6
100.3
99.9
99.9
100.1

100.4
100.0
98.6
98.3
99.9

100.5
100.5
103.1
96.2
97.9

100.3
99.7
95.3
99.9
101.5

98.8
98.7
98.8
98.7
98.8

Q3 2018
Q4
Q1 2019
Q2
Q3

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

98.2
100.2
102.1
99.0
101.4
102.3
100.0
106.5
102.8
103.2
102.5
100.2
96.2
94.9
94.0

100.3
99.9
100.6
100.5
100.5
100.3
100.2
99.9
99.9
99.7
99.8
99.9
99.8
99.7
100.1

99.3
100.4
100.4
100.7
100.3
100.0
99.8
100.0
98.6
99.7
97.2
98.3
100.3
98.9
99.9

101.9
101.0
100.5
100.8
100.7
100.5
100.4
100.7
103.1
99.3
99.5
96.2
96.4
96.3
97.9

97.1
100.0
100.3
100.7
100.1
99.7
99.3
99.5
95.3
100.1
95.5
99.9
103.6
101.0
101.5

98.7
98.7
98.8
99.3
99.0
98.7
98.9
98.6
98.8
98.8
98.5
98.7
98.6
98.5
98.8

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

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。

39

