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第 22 回 JAMMA 通常総会を開催
新副会長に橘正裕氏、新理事に田坂吉朗氏、
新監事に奥村保氏が就任。
JAMMA は 5 月 25 日午後 4 時から、東京・ 制定などを中心に活動を行いました。
虎ノ門のホテルオークラ別館「メイプルルー
続いて平成 22 年度事業計画並びに収支予
ム」で第 22 回通常総会を開催しました。

算案について事務局から説明され、こちらも

当日は来賓として経済産業省から米村猛産

全会一致で原案通り承認されました。

業機械課長、広瀬浩二課長補佐、楠瀬理恵係

平成 22 年度は、

長の 3 名が出席されました。

1. 次世代を見据えた IT インフラの整備事業

総会の議事に先立ち里見会長が挨拶。里見

2. アミューズメントマシンのリサイクルシ

会長は「我々業界は今年も厳しい一年になっ

ステム構築事業

ています。今日の新聞をみると、昨年のエン

3. 景品提供営業に関する啓発事業

ターテインメント系業界の状況は、劇場系が

4. 海外市場の拡大に向けた事業

０・１％プラスでしたが、さすがに今期は映

5. アミューズメントマシンショーに関する

画館まで少しマイナス。我々の業界を含めた

事業

エンターテインメント系業界は平均７％程度

6. 規制の適正化に関する事業

のマイナスと非常に厳しい数字が出ておりま

7. 日本アミューズメント産業協会（JAIA）

す」と現状に言及しました。

に係わる事業

その上で「厳しい環境のときこそ業界を挙

を重点に取り組んでいきます。

げて取り組んでいきたい」と総会議事進行に

さらに、任期満了に伴う役員改選が行われ、

ついて会員に協力を求めました。

事務局から次期理事候補 13 名、監事候補 2

議事は、平成 21 年度事業報告並びに決算

名が説明され審議の結果、全員異議なく選任

報告、監査報告が事務局から項目毎に説明さ

されました。休憩をはさんで臨時理事会が開

れ、全会一致で承認されました。平成 21 年

催され、正副会長、専務理事が選任され、新

度は電子マネーシステム導入のための実証実

役員体制が決定しました。

験、AM 機のリサイクルに関するパンフレッ

すべての議事は終了し、総会の決議事項に

ト作成、規制緩和に対する取り組み、
「硬貨（コ

基づいて、本年度の JAMMA は活動を進め

イン・メダル）返却口の安全性に関する指針」 ることとなりました。
「景品取り出し口の安全性に関する指針」の
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第 22 回通常総会

里見

治

会長挨拶

ＡＭ業界全体が厳しい環境も
一丸となって対処していく

里見

治

会長挨拶

のマイナスと非常に厳し
い数字が出ております

我々業界は今年も厳しい一年になってい

厳しい環境のときこそ

ますけれども、今日の新聞をみると、エン

ターテインメント系業界の状況は、劇場系が

業界を挙げて取り組んでいきたいと思いま

プラスだったと思いますが、さすが今期は映

ら、総会を進めていきたいと思っております

0.1％プラスで、昨年は、映画館は前年比で

す。つつがなくみなさんのご賛同を得なが

画館まで少しマイナス。我々の業界を含めた

ので、ご協力のほどお願いいたします。

エンターテインメント系業界は平均 7％程度
第 22 回通常総会

経済産業省 製造産業局産業機械課

米村

猛課長祝辞

『感性』
『文化』など日本の強い
コンテンツを世界に積極発信

経済産業省 製造産業局産業機械課
米村

猛課長祝辞

経済産業省では現在、産業の競争力をどう

もう一つのキーワードは『システム化』や

『オープンイノベーション』『ユーザーとメー
カーの連携』など今までなかったような人達

高めていくかということをしっかり議論して

と連携しながら新しいものを作っていく。そ

います。その中でひとつのキーワードは『感

の意味で皆様方は AOU や NSA と事務局を

性』『文化』といった日本の強いコンテンツ

共同化する動きになっていると思います。そ

をどういう形で世界に発信していくか、日本

ういったユーザー団体の方々とともに、色々

の中でどう広めていくかという話が中心にな

な問題点の解決に向けた共同の取り組みをこ

ります。

れから行っていかれるとお聞きしておりま

その中で機械に対価されたコンテンツ・ す。これはシステム化や、ユーザーとメーカー

ゲームといったものが、皆様がおやりになっ

との取り組みの中でもぴったりと合っている

さに加えてコンテンツの強さを併せ持ったも

ります。

ている産業だと思いますので、是非機械の強

動きですので、心強く感じているところであ

のとして国民の豊かさ、世界全体の豊かさに

皆様のご意見を承りながら、しっかり景気

貢献していただければ。また基盤整備につき

の回復を実感できるように、国民生活を豊か

ら頑張ってまいりたいと思います

皆様方とともに頑張っていきたいと思います。

ましても、色々なことを皆様と御相談しなが

にするというのも実感できるようにこの一年
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JAMMA 第 22 回通常総会 審議事項

JAMMA 第 21 回通常総会

AM ショー関連事業、規制緩和に関する事業、
アミューズメントマシンの安全性向上
に関する事業などが重点事業
第 22 回通常総会は、JAMMA 上山辰美専

務理事の司会進行により、定款に基づき、里
見会長を議長として議事が進行されました。

議事に先立ち、事務局から、正会員 60 社

中、代理人および委任状出席を含めて 45 社
が出席し、定款第 24 条により構成員の 2 分

の 1 以上の出席があり、定足数を満たして
いることが報告されました。更に議事録署名
人として木村雅三副会長、林隆副会長の両名
が選出されました。

③リデンプション・マシン認可（風適法によ

決算報告、監査報告及び収支差額処分案承認

④「前払い方式」「後払い方式」一括での電

■第 1 号議案

平成 21 年度事業報告並びに

る規制の緩和）

の件

子マネー導入の認可

標記の件について事務局から項目毎に説明

会員の異動については、平成 22 年 3 月

が行われました。事業報告の中では、電子マ

31 日現在の会員数は正会員 61 社、賛助会

実証実験の結果等について報告されました。

日華）賛助会員 1 社（㈱オーシャンエンター

ネーシステム実証実験の件について、実際の

員 20 社。そのうち入会は正会員 1 社（㈱明

景品提供営業に関する件については業界内

プライズ）。退会は正会員 4 社、賛助会員 2

での自主基準の統一に向けた作業がスタート

したほか業界独自の「適正景品マーク制度」
導入に向けた調査研究を行ったことなどが報
告されました。

社と報告されました。

続いて、決算報告は項目毎に説明された後、

監事を代表して田坂吉朗監事から監査報告が
行われ審議の結果、全会一致で原案通り承認

規制緩和については、社会環境や国民のラ

されました。

イフスタイルの変化に対応すべく検討を行

■第 2 号議案

い、次の４項目について要望を陳情した事が

平成 22 年度事業計画並びに

収支予算案承認の件

報告されました。

標記の件について事務局から項目毎に説明

①保護者同伴による 18 時以降の 16 歳未満

され、審議の結果、全会一致で原案通り承認

② 18 歳以上を対象とした深夜零時以降の許

事業計画では、主な取り組みとして、電子

の者の入場許可（規制緩和）

可（風適法による規制の緩和）

されました。
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実施した実証実験に関する報告書を作成し、 の安全確保ガイドライン』の改訂を行うこと
会員企業に公開する。景品提供営業に関して

などが説明されました。

導入に向けた調査研究を行う。展示会の在り

■第 3 号議案

は、昨年度に引き続き「適正景品マーク制度」

任期満了に伴う理事及び監

方については、ＡＭショー部会を再編成し、 事の選任に関する件

事務局から、理事会で決定した候補者が報

中長期的な観点から、業界の発展に向けたア
ミューズメントマシンショーの在り方につい

告され、定款第 11 条に定める定員数以内と

にアンケート調査を実施する。記載緩和につ

されました。この後休憩をはさんで緊急理事

なっており、全会一致で理事、監事とも承認

て抜本的な検討を行い、それに伴い会員企業

会が開催され、新副会長に㈱バンダイナムコ

いてはＡＯＵと連携して活動していく。

ゲームスの橘正裕氏、新理事にフリュー㈱の

アミューズメントマシンの安全性向上に関

田坂吉朗氏、新監事に㈱エーツーレジャーの

しては、平成 21 年度に実施した経済産業省

奥村保氏が就任しました。

の「安全知識創造共同プロジェクト」での検
証結果をもとに、『アミューズメントマシン

JAMMA 新任役員

橘

正裕 新副会長

田坂 吉朗 新理事
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第 22 回 JAMMA 通常総会 懇親会

平沼赳夫衆議院議員を来賓に招き開催
会場を移し

います」と挨拶しました。

て行われた懇

来賓として平沼赳夫衆議院議員、平沢勝栄

親 会 は 今 回、 衆議院議員がそれぞれ力強く祝辞を述べられ
来賓として平

ました。

議員を招いて

としてひとつになってひとつの事務所の中

た。

までは個々に政治家の方々や警察庁の方々に

沼赳夫衆議院

乾杯の音頭は木村雅三副会長が取り「JAIA

行われまし

で、色々な業務を遂行していくわけです。今

里見会長

里見会長が祝辞

規制緩和のお願いを申し上げておりました

は「一番は我々ア

が、これからは協力し合って活動していくわ

ミューズメント業界だけをみても、常識外

けです。非常に私は期待をしております。先

的な規制、16 歳未満の子供は親・保護者同

程会長から話があったように、規制緩和を何

伴でも 18 時以降はゲームセンターに入れな

とか早くしていただいて、業界がますます発

い、といった規制が多いということです。他

展できるようにお願いしたいと思っていま

の業界でいえば、パチンコの業界も 30 兆円

す」と挨拶し高々と盃を掲げました。その後、

の市場規模がちょっとした規制で 20 兆円に

会員相互の懇親を深めた宴は、林隆副会長の

なり雇用も 10 万人減り、税収も 1 兆 5,000

中締めで散会となりました。

億円程度マイナスになっていると思われま

す。その他医療・薬関連や建築基準法など、
あらゆる業界が過剰な規制によって個々の企
業の活動が抑えられています。

今や韓国、アメリカにも抜かれ今の日本の

ポジションは、以前は世界の No.2 であった

のが、現在は 27 位、先進国ではなく、1 級
を通り越して 2 級国家になってしまってい

ると思います」と日本の国内状況が悪化して

木村副会長が乾杯の音頭を取る

いると語り、その状況下で AM 業界の対応

について「我々もただ政治家のみなさんにお
願いをするだけでなく、我々自身も業界一丸
となって、規制の緩和についても、今日ここ

にお見えの内田会長の NSA さんや AOU さ
んとも一体となって、今年中に目途をつけて
我々の業界が少しでも明るくなるよう、みな
さんと一緒になって活動をしていきたいと思
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藤澤

通常総会懇親ゴルフコンペ

知徳氏（エイティング）が優勝

総会懇親ゴルフコンペ入賞者
左から準優勝の川村康則氏、里見治会長、優勝の藤澤
知徳氏、第 3 位の森啓二氏

ドラコン賞

第 22 回通常総会開催の翌日となる 5 月

26 日、茨城県常総市の水海道ゴルフクラブ

で JAMMA 通常総会懇親ゴルフコンペが開

ニアピン賞

催されました。参加者は 22 名。

当日は、予想されていた雨が降ることもな

勝

準優勝

第3位

藤澤
川村
森

森啓二、

門良一（加賀アミューズメント）
門良一 × ２、

佐藤隼夫（システムサービス）
、
沼野進（アソビックス）、

いにプレイを楽しみました。結果は次の通り
優

康則 × ２、

斉藤博也（飯田電機工業）
、

く良いコンディションの中、参加者は思い思
です。

川村

奥村保（エーツーレジャー）
、
平岡勝美（フジヤ）、

知徳（エイティング）

谷山豪男（明日華）

康則（アムジー）

啓二（AQ インタラクティブ）

総会懇親ゴルフコンペ参加者のみなさん
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