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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 6 月版

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
※法律問題研究部会と共同で開催いたしました。
開催日時

令和 1 年 6 月 28 日（金）～29 日（土）

開催場所

＜ストアコンパリゾン・店舗見学会＞
岐阜県高山市、富山県砺波市、富山県富山市
＜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＞
富山県民会館 707 号室（富山県富山市新総曲輪 4 番 18）

出席人数

メンバー6 名､賛助メンバー1 名､正会員オブザーバー4 名、賛助会員オブザーバー3 名、
オブザーバー1 名、富山県遊技業協同組合 7 名、合計 22 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

＜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＞
須藤

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＞
生島 靖也

株式会社ダイナム 法務リスク管理部 法務担当

吉田 一雄

株式会社ＴＲＹ＆ＴＲＵＳＴ 監査

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

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

＜賛助会員オブザーバー＞
石黒

勝

三本珈琲株式会社 管理部 取締役 統括本部長

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

前川 竹志

株式会社インターコスモス 取締役本部長

＜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）

＜富山県遊技業協同組合（以降、富山県遊協）＞
森 信幸 様

株式会社ムラタ クワトロブーム 店長

小林 孝利 様 株式会社ノースランド 営業管理次長
高島 貞幸 様 株式会社ノースランド 営業管理課長
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米田 史樹 様 株式会社ノースランド 人事課人財開発担当課長
林 拓也 様

株式会社マルハン 富山インター店 マネージャー

上野 寿徳 様 永森商事株式会社 副部長
髙野 明彦 様 永森商事株式会社 課長

スケジュール
令和元年 6 月 28 日(金) 1 日目 ストアコンパリゾン in 岐阜・富山
PM1:00

集合 JR 富山駅 新幹線中央改札口 外側・バス移動
ストアコンパリゾン in 岐阜・富山 ※見学のみ

PM3:10

◆１ EBIS Cafe&Pachinko（30 分）岐阜県高山市

PM5:30

◆２ DSG アリーナ高岡店（15 分）富山県砺波市

PM6:05

◆３ ケイズ高岡店（15 分）富山県砺波市

PM7:00

解散 JR 富山駅着＆各自チェックイン

PM7:45

情報交換交流会 越中膳所・海の神山の神 TEL：076-445-1155
住所：富山県富山市総曲輪 1-1-21 筧田ビル 1F 会費：￥5,000-（税込）

令和元年 6 月 29 日(土) 2 日目
午前中

店舗自由見学会

PM12:00 各自昼食
PM01:00 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
会場 富山県民会館 707 号室 TEL：076-432-3111
住所：富山県富山市新総曲輪 4 番 18 号 （JR 富山駅から徒歩 650m10 分）
PM04:00 終了
※「ストアコンパリゾン in 岐阜・富山」並びに「店舗自由見学会 in 富山」は、法律問題研究部会のアクション
レポートをご覧ください。

第 27 回拡大依存問題対策プロジェクトチーム in 富山
議事次第
PM1:00
０．開会の挨拶 荒田 政雄 法律問題研究部会 リーダー
１．拡大法律問題研究部会 in 富山
・メンバー挨拶
・解説 警察庁生活安全局保安課 山田好孝課長 講話 日遊協
・ぱちんこ産業の広告宣伝に関するレポート（案）報告、解説
・過去 1 年分 全国 広告宣伝規制 解説①
・直近 1 ヶ月分 全国 広告宣伝規制 解説②
・富山県 広告宣伝規制 解説③
～休憩 15 分～
・質問コーナー 質問コーナー「貯玉再プレイの制限数の変更について」
・質疑応答
PM3:10
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２．拡大依存問題対策プロジェクトチーム in 富山
・依存問題対策の経緯
・ホールに求められる依存問題対策
・質疑応答
３．まとめ
PM4:00
４．閉会挨拶 辻 良樹 依存問題対策プロジェクトチーム リーダー
※依存問題対策プロジェクトチーム 議題については、割愛。

１）依存問題対策の経緯
「依存問題対策の経緯」として以下が説明された。2016 年 12 月「IR 推進法」成立、2016 年 12 月から
2017 年 8 月までの間、計 3 回の「ギャンブル等依存症対策推進関係者閣僚会議」が開催された。約 1 年
後の 2018 年 10 月には「ギャンブル等依存症対策基本法」成立。同時期より「ギャンブル等依存症対策推
進本部」が発足。2019 年 3 月から「ギャンブル等依存症対策関係者会議」が開催され、2019 年 4 月「ギャ
ンブル等依存症対策基本計画」が閣議決定され現在に至る。

２）ホールに求められる依存問題対策
「ホールに求められる依存問題対策」として以下の詳細が説明された。
1.パチンコ店における依存（のめり込み）問題対応の背景と推移
社会に向けた取り組み（一次予防）
１．共通標語の活用
２．各種媒体等の活用
お客様に向けた取り組み（二次予防）
３．各種啓発ツールの活用
４．店内アナウンス等の実施
５．自己申告・家族申告プログラムの導入
６．安全・安心な遊技環境の提供
事業者の対応
・安心パチンコ・パチスロアドバイザー講習会の開催（全国に 3 万人配置を目標）
・RSN に対するホールからの出向者の輩出（2017 年 6 月から開始）
アクセス制限
・18 歳未満入場禁止告知の徹底
・自己申告プログラムの追加要件（回数・時間・本人の申告による入店制限）および、家族の申告によ
る入店制限（家族申告プログラム）の採用
射幸性の抑制
・遊技機の出玉性能の抑制（従来の約 2/3 に）
・パチンコ機に性能表示モニタを実装
その他
・風適法施行規則の改正（第 38 条 11 項に依存問題対策が管理者の業務として追加される）
・パチンコ・パチスロ産業依存対策有識者会議の設置（2018 年 12 月）
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1.広告・宣伝の在り方
1.全国的な指針の策定による広告・宣伝の抑制
2.普及啓発の推進
2.アクセス制限
1.自己申告プログラムの周知徹底、本人同意のない家族申告による入店制限の導入等
2.入店した客に対する身分証明書による年齢確認の実施
3.施設内の取組
1.営業所の ATM 等の撤去等
2.出玉規制を強化した遊技機の普及、出玉情報等を容易に確認できる遊技機の開発・導入
4.相談・治療につなげる取組
1.自助グループを始めとする民間団体等に対する経済的支援
2.ぱちんこへの依存問題に詳しい専門医等の紹介
3.リカバリーサポート・ネットワーク(RSN)の相談体制の強化及び機能拡充のための支援
5.依存症対策の体制整備
1.「安心パチンコ・パチスロアドバイザー」による依存防止対策の強化
2.依存防止対策に係る実施規程の制定
3.業界の取組について評価・提言を行う第三者機関の設置
4.第三者機関（一般社団法人遊技産業健全化推進機構）による依存防止対策の立入検査
5.ぱちんこ営業所の管理者の業務に関する運用状況の確認とその改善

３）次回開催
名称：PCSA 依存問題対策プロジェクトチーム 第 3 回勉強会 精神科医 河本 泰信 先生 特別講演
開催日：令和 1 年 7 月 27 日（土）
時間：午前 10 時 30 分～12 時
開催場所：TKP 上野駅前ビジネスセンター 6A
以上

