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ＪＡＭＭＡ平成 26 年度定時総会を開催
里見会長、橘副会長、中川副会長、梶副会長は再選
新任監事に吉川昌之氏を選任
えて追加の税制措置についても説明し、ア

ピールしました。さらに AM 業界に対して、
他業界の事例を挙げながら、ファミリーが集
まる場所にして欲しいとの希望を述べられま
した。関連して経済産業省が推進するクール
ジャパン戦略を例に挙げ、AM 業界のアジア
進出に期待を寄せられました。

本総会会では、平成 25 年度事業報告、平

JAMMA は 5 月 23 日午後 4 時から、東京・ 成 25 年度収支決算報告、平成 26 年度事業
虎ノ門のホテルオークラ別館「メイプルルー 計画（案）、平成 26 年度収支予算（案）が
ム」で、平成 26 年度定時総会を開催しまし

審議されました。

た。今回は新生 JAMMA 設立後初めて、総

１．アミューズメント産業に関する調査研究

会に来賓として松島みどり経済産業副大臣が

事業、２．ＡＭ産業に関する技術開発・標準

出席され、冒頭に祝辞を述べられました。

化事業、３．ＡＭ産業に関する情報の収集・

定刻となり司会を務める上山辰美専務理事

提供及び展示会・講習会・研究会等の事業、

が開会を宣言し、議事に先立ち里見会長が挨

４．ＡＭ産業に関する内外関係機関との交流

拶しました。里見会長は冒頭、今年１月から

事業、５．ＡＭに関する登録事業の５つの柱

スタートした設備投資減税の状況について触

を中心に活動を行います。

れ、経済産業省に謝意を示しました。その中

また、任期満了に伴う役員の改選が行われ、

で、AM 施設の動きとして、SC 内の AM 施

里見治会長、橘正裕副会長、中川実副会長、

設の状況を説明しました。最後に、本日総会

梶修明副会長が再選されたほか、理事・監事

の来賓として出席した経済産業省の松島みど

の方々がそれぞれ選任されました。

り副大臣を紹介し、挨拶を締め括りました。

JAMMA 平 成 26 年 度 定 時 総 会 は 無 事

松島副大臣はは冒頭に、今回の設備投資減

終 了 し、 総 会 決 議 事 項 に 基 づ き 本 年 度 の

税で、ＡＭ業界が初めてその対象となったこ

JAMMA は活動していきます。

とを改めて経緯を含めて説明されました。加
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平成 26 年度定時総会

里見

治

会長挨拶

ＡＭ業界全体が一丸となって
規制緩和に取り組んでいく

だけではできませ

本日はお忙しい所、当協会の総会にご出席

ん。ＡＯＵとも一緒

頂きありがとうございます。

例年より出席して頂いた方々が多いのか、 になってこれからも
と思います。本日は経済産業省から衆議院議 我々執行部としては頑張っていきたい。
員、松島みどり副大臣がご出席頂きました。

また今回ご出席のメーカーの方々に、昔の

また、産業機械課の須藤課長もご出席頂いて

プリントシール機やプライズマシンのような

先ほど報告があったのですが、経済産業省

でもよいので大ヒットする製品を産み出して

業界を牽引するヒットジャンルが、どの企業

おります。本当にありがとうございます。

では設備投資減税の説明会を開いて頂いて、 もらえれば、この業界もまだまだ捨てたもの
69 社の出席がありました。その後、今日現 ではなく、利益を出していける業界だと思い
在 92 件の申請がありました。今回は会員の

ます。

かと思っております。

を兼ねられている企業にとって朗報なのは、

その中でひとつ、メーカーとオペレーター

皆様がこの制度を活用していただけているの

我々の業界も消費税増税という環境の中、 大きなショッピングセンターの中のゲームセ
経済産業省の措置は非常にありがたいと思っ ンター等においては、今の段階では、店内を
ておりまして、改めて御礼を申し上げます。 全部見渡せる等の条件がありますが、それら
の要件を満たせば、風適法の届出がなくとも
ありがとうございました。

営業ができる店舗が何軒か出てきています。

４月から消費税率がアップしましたが、私

共の会社の状況を見ると、正直かなり心配を

この流れは、皆様で活用して既成事実化し

なかったのかと思います。前年対比でもプラ

保してもらえるようにもっていければと思い

うでした。ただ、３％アップというのは、決

面店についても、午後６時以降、子供たちを

データしか出ておりませんが、施設運営の部

らないというところを、時間の制限を午後８

３％程度しかありませんでした。税率が３％

きを進めています。こちらもだいぶ行政側の

てしまうということです。これから色々な工

ただ、時間制限の問題は地方の条例も関係

していたのですが、思ったほどの落ち込みは

て、いずれ風適法の改正の時には、これを担

スのようで、多少落ち込んだという程度のよ

ます。私も期待をしています。それ以外の路

して甘いものではなく、過去の上場企業の

保護者同伴でも退出していただかなければな

門だけを取って利益を見てみると、平均して

時、９時あたりまで認めてもらおうという動

あがるということは、これがほぼゼロになっ

理解が進んできています

夫をしたり、規制緩和を行政当局にお願いを

してきますので、各都道府県が条例の一部改

を乗り切って、きちんと利益が出る形になれ

ともこの項目を実現できる方向で進めていき

したりしながら、なんとかこの消費税アップ

正をしていただければ実現できます。少なく

ばと思っています。しかしこれはＪＡＭＭＡ

たいと思います。
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そして、ゆくゆくはリデンプションゲーム

私の挨拶はこれで終わりにして、松島先生

の OK がでるよう経産省の力もお借りしなが

にお言葉を頂きたいと思います。

ら、大臣の方々にもお願いをして先に進めて
いければと思います。

平成 26 年度定時総会 経済産業省 松島みどり
経済産業副大臣 祝辞

AM 施設はファミリーが
安心して楽しめる場に
アジア進出にも期待

形での説明会を４月

先程里見会長からお話しがございました税

に行わせていただき

制、減税措置につきましては、実を申しまし
てこれまで、設備投資減税は色々な形であり

ました。しかしながら皆様方のような娯楽、

ました。

そうしましたら、今までに 92 件、証明書

アミューズメントの分野については減税の対

を発行していただくことができました。次に

日本の税制史上ありませんでした。

は、実は他の設備投資減税、他の業界、例え

私たちが取り組みたいと思っておりますの

象としたことがありませんでした。これまで

ば工作機械を機械メーカーが製造し、メッキ

しかし、これはおかしい、と私共経済産業

屋さんや金型屋さんが購入したら、金型メー

省も、自民党の税制調査会の中でも声がおこ

カーなどは中小企業が多いので、その資本金

りまして、初めて対象となりました。

に応じて５％ではなく、例えば資本金 1 億

改めてご説明いたしますが、例えば総額

300 万円の機械を購入されたら、その 5％、 円の企業が購入した場合は７％、3000 万円
15 万円ですが、購入された企業の法人税か

以下の企業が購入すれば 10％と減税の幅が

円の機械を購入したら 50 万円となります。

その産業機械を使ってその金型工場がさら

大きくなります。

ら差し引かれるという仕組みです。1000 万

に生産をする、という理由からでございます。

これは第１弾といたしまして、一律にどん

中小企業でも設備投資を大企業と同じように

な会社が対象となる機械を購入しても５％の

したい、ということが実現できる施策を次の

税額控除あるいは即時償却ができるという仕

年度にはさらにアピールしていきたいと考え

組みといたしました。

そして、対象となる機械を認定するのは、 ています。

さらに、これは先に話してしまうと下期の

「この機械なら対象になります」というこ

とを経産省が認定するのではなく、このア

生産活動が落ちてしまうかもしれないので、

せして、そしてそこで証明書を発行していた

いたします。そして是非お願いがあります。

取り組みたいという私共の思いとしてお話し

ミューズメントマシン協会のみなさんにお任

先程お話しがあった、ショッピングセンター

だく。そしてその説明会を、通常であれば説

で親が子どもと一緒にいても何時になったら

明会は様々な業界をまとめて行う場合が多い

帰らなければいけないというのは、素朴に考

のですが、皆様方からのお問い合わせが多

えて私もおかしい。子どもが勝手にどこかで

かったものですから、皆様方の業界に即した
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携帯ゲーム機を物陰に隠れて遊んでいるより

750 万人くらいの都市に、阪急阪神（H2O）

入っている方がよほど健全だし親子のつなが

が一緒になって、経産省が所管しているクー

も、親と子どもが公然とゲームセンターに

ホールディングスなどのいくつかのグループ

りにもなります。できることならば、今お金

ルジャパン推進機構が一緒になって丸ごと日

を持っていて使いたいのは、おじいさん、お

本のショッピングセンターを作る、そこに出

ばあさんですから、おじいさん、おばあさん

資することになりました。ここにも是非楽し

が孫と一緒にゲームを楽しんでワイワイいっ

い部分としてゲームセンターが入っていけば

ているという構図は、とても素敵なところで

な、と思っています。日本独特の「デパ地下」

ございます。

もやっていきます。日本独特の、日本が生み

皆様へのお願いというのは、他の小売店や

出すキャラクターは、アニメでも何でももの

デパートなど小売の業界では、今「父の日」 すごく世界的に人気があります。そういった
に向けた商戦を盛んにおこなっています。つ

ものを使った形のゲームセンターがアジアの

そして「孫の日」というのも作っているよう

ターの中に展開されることも願ってやみませ

いこの間までは「母の日」に向けてでした。 あちこちに展開される、ショッピングセン
です。勿論バレンタインデーもホワイトデー

ん。

も作戦として作られています。メーカーさん

最後に皆様方の業界が健全な娯楽として、

とゲームセンターやショッピングセンターで

とにかく日本の経済を良くしていくには、お

子どもが一緒にゲームで遊ぶ日」といったも

さんやおばあさんからお小遣いをもらった

施設を運営する方々が一緒になって、「孫と

金を貯め込んではだめです。子どもがおじい

のを作って大いに宣伝していただく。あるい

ら、貯め込んで将来のために貯金する、とい

は「カップルの日」を作って宣伝していただ

うような子どもに育ったのでは…。昔はそれ

く、そうやってイベントを作って、健全な娯

がよいといっていたかもしれません。今はお

楽であるということを世の中に知らしめてい

金の使い道を考えてもらうことが大事なこと

ただきたいと思います。

ですから、子どもたちがそういうときに
「じゃ

なお、私共経済産業省では「クールジャ

あ遊びに行こう」と、それも子どもたちだけ

パン」の推進を一所懸命取り組んでおりま

ではなくて「家族と一緒に行こう」となるよ

す。クールジャパン推進機構というものを昨

うなイベントをどんどん作っていただきたい

年作りました。これは官民合同のファンドで

と思っています。

400 億円は国が、つまり税金から出資して

茂木大臣は総会後の懇親会にお邪魔すると

います。あと 100 何億円を民間の方から募っ

申しておりましたが、本日は経産省を代表し

ら補助金ではなく儲けなければなりません。

した。皆様の業界のますますのご発展をお祈

ています。そして第１弾の出資、出資ですか

まして松島みどりがご挨拶させていただきま

中国でも反日感情があまりありません親日

りいたします。

的な寧波市、これは昔の遣唐使の頃から日本

が行き来していたところですが、この人口
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JAMMA 平成 26 年度定時総会 審議事項

JAMMA 平成 26 年度定時総会

生産性向上設備投資促進税制の証明書発行業務、
技術基準の JIS への移管などが中心
総会は、山辰美専務理事が司会進行を努め、 の 3 項目。

定款 16 条の規定に基づいて里見会長が議長

今後は JAIA が中心となり、AOU と協調

となり進行されました。

し、調査研究及び規制緩和に向けた取り組み

まず事務局から、本日の出席者数について、 を行います。

正会員 87 社中、委任状を含め 65 社の出席

で、定款に定める定足数を充たしていること
が報告されました。

■第 1号議案 平成 25 年度事業報告並びに

展 示 会 の 開 催〈AOU と の 共 同 開 催 〉 と

して、ジャパンアミューズメントエキスポ

（JAEPO）2014 を、2 月 14 日、15 日の両日、
千葉・幕張メッセで開催しました。出展規模

決算報告、監査報告及び収支差額処分案承認の
件

は前回並みとなりましたが、来場者数は

適正な景品の表示マーク制度として、本年

標記の件について事務局から項目毎に説明

度からＪＡＭＭＡが定めるガイドラインに適

ネーシステムの構築に関する調査研究とし

制度を開始した。初年度は、７社がマーク表

が行われました。事業報告の中では、電子マ

合する専用景品であることを示す表示マーク

て、平成 25 年 11 月から行っている、電子

示を実施した。

マネーの実証実験に監修協力し（実験は総会

会員の異動については、平成 26 年 3 月

時にも継続中）実験で得られたデータの中間

31 日現在の会員数は正会員 87 社、賛助会

分析を行いました。

員 32 社。そのうち入会は正会員３社（㈱プ

AM 機のリサイクルシステム構築について

ロバックス、㈱ナコス、㈱マーベラスＡＱＬ）

の調査研究では、平成 21 年と 22 年に発刊

賛助会員１社（ケイエム企業㈱）。退会は正

した AM 機のリサイクルに関する 2 つのパ

会員４社、賛助会員１社と報告されました。

ンフレットを、最新の情報を盛り込んだもの

続いて決算報告は、収支計算書、収支計算

に改訂することが承認されました。

書に対する注記、正味財産増減計算書、貸借

調査研究として「風適法研究特別委員会」を

の項目毎に説明された後、簗瀬良司監事から

また 25 年度から、規制の適正化に向けた

対照表、財産目録、財務諸表に対する注記、

設置。調査研究を行い、規制を適正化すべき

監査報告が行われました。

重点項目を絞り JAIA に提案した。

以上の説明、報告に基づき審議の結果、全

提案した項目は

会一致で原案通り承認されました。

◎保護者同伴時の AM 施設入場時間制限規

■第２号議案

制緩和

平成 26 年度事業計画並びに収支予算案承認

◎ SC 施設内 AM 施設の規制対象外化

の件

◎リデンプション機の合法化
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作成作業に着手します。

標記の件について事務局から項目ごとに説

さらに、今年１月に施行された産業競争力

明され、審議の結果全会一致で原案通り承認
された。

強化法による、生産性向上設備投資促進税制

ン（AM）産業に関する調査研究、2．AM

■第３号議案

の証明書発行業務を行います。

事業計画では、1．アミューズメントマシ

産 業 に 関 す る 技 術 開 発・ 標 準 化 事 業、3． 任期満了に伴う役員選任の件

標記の件について、事務局から資料に基づ

AM 産業に関する情報の収集・提供及び展示
会・講習会等の事業、4．AM 産業に関する

き理事候補者について説明され審議の結果、

る登録事業を５つの柱とし、それぞれの柱の

事が選任されたました。

全会一致で原案通り承認され、１名の新任監

内外関係機関との交流事業、5．AM に関す

理事選任後、会場を移して臨時理事会が開

中に公益性の高い事業と業界活動又は収益事

催され、資料に基づいて新役員が報告された

業とに事業を分類して活動を行うことなどが

（新役員体制については別掲）。

説明されました。

すべての議事は承認され、里見会長の閉会

その中でも主な取り組みとしては、電気用

宣言で平成 26 年度定時総会は無事終了しま

品安全法の省令改正による技術基準の JIS へ

した。

の移管に伴い、AM 技術部会内に JIS 原案作
成委員会を新たに設置し、JIS 規格の

JAMMA 新任役員
■平成26年度
会

長

副 会 長
副 会 長
副 会 長

専務理事
理

事

理

事

理
理
理
理
理
理
理
理
監
監

事

JAMMA役員（敬称略、理事は氏名五十音順）

里見
橘
梶

中川

治

正裕
修明
実

上山

辰美

内田

慎一

今泉
小野

元秀
良文

事

片岡

尚

事

阪口

一芳

事
事

小島
佐藤

田坂

吉朗

事

臼井

代表取締役社長

三精テクノロジーズ

省吾
昌之=新任
清

代表取締役社長

（一社）日本アミューズメントマシン協会
カプコン
友栄

ホープ

常務執行役員

代表取締役社長

代表取締役社長

イオンファンタジー

システムサービス

事

吉川

取締役会長／バンダイナムコゲームス

プレビ

隼夫

敬治

事

ナムコ

代表取締役会長ＣＥＯ

タイトー

白神

高島

セガ

理一

事
事

（新理事は氏名五十音順）

代表取締役社長

取締役デジタルコンテンツ事業本部長

コーエーテクモウェーブ
サノヤス・ライド

泉陽興業

フリュー

理事

代表取締役社長

代表取締役社長

代表取締役社長

代表取締役社長

バンプレスト

代表取締役社長

臼井税理士事務所
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なお今回、総会において JAMMA の組織

の若干の変更が発表されました。これまで

AM マシン事業部の管轄であった国際部会、
調査情報部会は 3 事業部を横断して各項目

の検討、審議を行う組織に変更されました。
また両部会と同様に 3 事業部を横断する組

織として、展示会事業部会が新設されました。

吉川

昌之

新監事

一般社団法人 日本アミューズメントマシン協会 新組織図	
平成26年5月23日	
◎橘
予
中川
算
小野
委
小島
員
内田
会	

	

正
会副
議会
長
	
  

副会長	
副会長	
理事	
理事	
理事	

倫理部会	

ＡＭプライズ部会	

◎山下滋（セガ）	

◎佐藤理事	

ＡＭマシン事業部	
 
橘 事業部長	

理
事
会	

総	
会	

ＡＭ技術部会	

３Ｒ部会	

施設営業部会（改称）	

◎小島理事	
○萩原仁（ＢＮＧ）	
◎小野理事	
○内田理事	

◎内田理事	

ＳＣ施設事業部	
 
監事	

事
務
局	

吉川監事
臼井監事	

梶 事業部長	

海外ＳＣ戦略部会（新設）	

遊園技術・安全部会	

（

委特 ◎ 橘
梶
員別
中川
会諮
上山
問
新
小野
設
	
  

副会長	
副会長 	
副会長 	
専務理事 	
理事	

◎白神理事	

遊園施設事業部	
 
中川 事業部長	

遊園企画部会	

）	

国際部会	

※特別諮問委員会はJAMMAの組織など、	
  
重要事項について検討し、検討結果を理事会	
  
に提案。メンバーは副会長と専務理事、	
  
予算委員会の代表で構成。	
  
※国際部会・調査情報部会と、ITネットワーク	
  
特別委員会は、3事業部横断の部会・委員会に	
  
管轄変更。さらに、3事業部横断の組織として	
  
展示会事業部会を新設。	

◎高島理事	

◎田坂理事	
○片岡理事	
○小野忠司(三精ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ)	

広報委員会	

調査情報部会	

◎今泉理事	
○阪口理事	

調査統計委員会	

知的財産委員会	

展示会事業部会（新設）	
◎＝部会長、委員長	
  
○＝副部会長、副委員長	

展示会

◎片岡理事	

ITﾈｯﾄﾜｰｸ特別委員会	

◎小島理事	

◎阪口理事	
○内田理事	

ＡＯＵとの共同主催「ジャパン アミューズメント エキスポ ２０１５」	
ジャパン アミューズメント
エキスポ 協議会	

ジャパン アミューズメント
エキスポ 実行委員会	

里見会長	

小島 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

について「安倍政

親会は、まず

５カ月が経過しま

て行われた懇
主催者を代表
して里見会長
が挨拶した。
里見会長は

party01.jpg

挨拶の中で規
制緩和につい

て触れ「我々の業界は今、本当に胸を張って
健全経営をしている、ほとんど違法な営業を

権が発足して１年
した。この間日本

の経済成長率は
６四半期連続でプ

ラスとなりまし
た。明らかに明る

party03.jpg

い傾向が見えてき

ているのではないかと思います。

確かに消

費税率引き上げによります反動減はみられま

しているところはないと自負しております。 すが、全体的には想定の範囲内、一日も早く
風適法から外してもらえれば一番良いと思っ

成長軌道に戻す、こういう方向に向かってい

思います。

全の対策をとってまいりたいと考えていま

ているのですが、なかなかそうはいかないと
ただ、現在はショッピングセンター内の

ゲームセンターにおいては、行政の理解も
徐々に進んできて、風俗営業の許可をしない
でも営業ができるような所がどんどん出てき
里見会長が祝辞

るのではないか、そのために政府としても万
す」とした上で、消費の拡大、ひいてはＡＭ

業界の業績拡大につながればと希望を示し
た。

次いで設備投資減税についての説明の後

て い ま す。 こ 「是非このような制度を活用して頂いて、省

れについては我々もどんどん進めていければ

エネ型のゲーム機や、消費税の引き上げ分を

立ち入り時間制限の緩和については、自民党

ど、工夫を凝らした取り組みを進めて頂けれ

と思っています」とした。また 16 歳未満の
の議員連盟にも協力を求め、ＡＭ業界が今後
希望を持って活動ができる業界にしたいとし

ば幸い」として祝辞を結んだ。

次いで平澤勝栄衆議院議員、平沼赳夫衆議

て挨拶を締め

院議員、秋元司衆議院議員がそれぞれ祝辞を

来賓とし

乾杯の音頭は橘正裕副会長が取った。橘副

括った。

述べ、ＡＭ業界に熱いエールを送った。

て、まず茂木

会長は、総会時に説明されたＪＡＭＭＡの組

大臣が祝辞を

ＭＡが統合して丸２年がたちまして、新しい

敏充経済産業
述べた。茂木
大臣はまず国
party02.jpg

プレイ料金に転嫁できる電子マネーの導入な

内経済の現状

織改正に触れ「ＮＳＡ、ＪＡＰＥＡとＪＡＭ
組織改正で次なるステップに入っていこうと
いうことです。環境も厳しい状況ですし、何
か変わっていく必要があるだろうということ
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で、新組織がスタートします」と新組織を紹

中川副会長は、「私共を取り巻く環境は消

介。規制緩和においても、規制緩和にプラス

費税増税や娯楽の多様化など大変厳しいもの

行っていくとし、会員の協力を求めた。最後

工夫とご努力でなんとかこれを乗り越えて、

となるデータや事実の積み上げをする活動を
に業界の発展と参加者の健勝を祈念して乾
杯。参加者も高々と盃を掲げた。

活気にあふれ、様々な情報交換が行われた

懇親会の中締めは、中川実副会長が行った。

がございます。しかし本日ご参集の皆様方の
一層消費者の皆様にお喜びいただけるような
アミューズメントマシンの開発、さらにサー
ビスの提供を行っていきたい」として３本締
めで宴を締め括った。

平成 26 年度 JAMMA 通常総会 懇親会

来賓祝辞

茂木敏充経済産業
大臣祝辞

ご盛会誠におめ

でとうございま
す。

安倍政権が発足

して 1 年 5 カ月

が経過しました。この間日本の経済成長率は

6 四半期連続でプラスとなりました。明らか
に明るい傾向が見えてきているのではないか

員の月給を 1.3％ベースアップされました。
定期昇給を加えると平均 1 万円の引き上げ

をされました。私も勤めたいと思うくらいで
ございます。率先して賃上げにも御協力いた
だいています。改めてお集まりのみなさんに
アベノミクスの経済の好循環を作っていくと
いう考え方に対して、御理解、御協力を賜っ
ておりますことを御礼申し上げる次第でござ
います。業界発展のために平澤先生始め、多
くの仲間と一緒に歩んでいきたい

アミューズメントマシン業界発展のために

と思います。ちょうど夕方まで官邸で、月例

経済産業省としても、様々な経済政策支援を

確かに消費税率引き上げによります反動減は

２月に展示会にお邪魔させていただいた節

経済に関する関係閣僚会議が開かれました。 したいと考えております。
みられますが、全般的に申し上げると、先程

にも、これまでにはなかったアミューズメン

には想定の範囲内、一日も早く成長軌道に戻

た「生産性向上設備投資促進税制」のことを

里見会長からお話しがありましたが、全体的
す、こういう方向に向かっているのではない

か、そのために政府としても万全の対策を
とってまいりたいと考えています。今後は賃
上げであったり、消費の拡大、これがアミュー

ズメント業界の更なる業績の拡大にもつな
がっていけばと思っています。

まず隗より始めよ、ということだと思いま

すが、里見会長は国内のグループ会社の正社

トマシンを設備投資減税の対象といたしまし
ご紹介させて頂きましたが、その後の説明会

にも大変多くの方々にお集まり頂きました。
是非こういった制度も活用して頂いて、省エ
ネ型のゲーム機や、消費税の引き上げ分をプ

レイ料金に転嫁できる電子マネーの導入な
ど、工夫を凝らした取り組みを進めて頂けれ
ば幸いだと思っております。

総会も終わりまして、基本的には里見会長
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を中心とした体制が引き継がれるということ

が、警察にはもっと柔軟な行政をしてほしい

層のご発展、そしてお集まりの皆様のご健勝

その中で皆様方の業界も色々な規制がか

です。日本アミューズメントマシン協会の一
を心からご祈念申し上げましてご挨拶とさせ
ていただきます。

平澤勝栄衆議
院議員

祝辞

日 本 ア

ミューズメン
トマシン協会

と望みます。

かっていますが果たして本当に今に時代に必

要なのかどうか、国民が本当に望んでいる
のかそのところを警察も考えて規制や取締を
行ってほしいと思っています。安倍内閣が発
足して１年半、経済の発展・成長のために全
力を尽くしています。

最後にアミューズメント業界のますますの

ご発展をお祈りして挨拶といたします。

の総会が滞り

平沼赳夫衆議院議

なく終了し、お慶び申し上げます。

員祝辞

今、風適法のお話しがございました。風適

法の規制下に置かれている業界というのは

皆様の業界の

色々あるわけですが、その中にダンスがあり

益々のご発展をお

規制改革会議のほうから、今の風適法の中の

私のご挨拶と致し

ます。ダンスはこの前もご案内の通り政府の
規制はおかしいのではないか、という厳しい
意見が出されました。それに符合した形で先
日大阪地裁で警察の取締がおかしいというこ

とでクラブ側が無罪となった判決が出まし
た。

ダンスについては元々、昔は問題がありま

祈りいたしまして
ます。

秋元司衆議院議員
祝辞

平素は皆様方に

した。今はご案内の通り、ダンスは義務教育

は地域でお世話

も放送されています。そのダンスを風適法で

多くの皆様方にア

でも行われています。NHK の教育テレビで

規制しようということがよほどおかしいので

に な り、 そ し て
ミューズメントと

す。

いう分野で日本人の余暇において、いかに楽

わったことに対応できていないということな

いていますことを感謝申し上げます。

社会が大きく変わった、時代が大きく変

のです。ですから時代の変遷にあわせた警察

しむかということを様々な形でご提供いただ
先程平澤先生から様々なお話しがあったと

行政をして欲しいといってきましたが、なか

思います。今自民党では時代に合った風適法

律ができた段階で警察が止めて欲しいと動き

いう議連が立ち上がりまして、そこで 1 号

なか動かないので議員立法でということで法
だしました。結果はどうなるか分かりません
10

を作っていこう、また見つめ直していこうと

から 8 号までそれぞれ見直しながら、この

電子版 No.2

時期に日本が攻めていかなければならない分

とは事実です。しかしそろそろ、しっかり行

た分野をもっと業界の健全育成と発展の中

指していこうという主旨で活動しています。

野、そしてこれまで日本が封じ込められてい

政とも議論をしながら時代に合ったものを目

で、そしてその中にアミューズメントという

今後も皆様方から様々な視点で色々と我々

感覚をもっと成長戦略という視点では見られ

に対してご指導いただければと思います。

います。先般は業界代表の皆様にもお越しい

して前進をし、そして国民に大きな娯楽を与

営法が 1948 年に作られて、その後ずっと

展されますことを改めてご祈念申し上げまし

ないのかそんな思いの中で、今見直しをして

引き続き里見会長を中心に、大きく業界と

ただき、様々なご要望をいただきました。風

える素晴らしい産業として、これからもご発

あまり大きな見直しのない中今日まで来たこ

藤澤

て挨拶とさせていただきます。

通常総会懇親ゴルフコンペ

知徳氏（エイティング）が優勝

ＪＡＭＭＡ総会翌日の５月 24 日、千葉県 【第３位】簗瀨良司
木更津市のザ・カントリークラブ・ジャパン （㈱セガ・ロジスティクスサービス）

で平成 26 年度ＪＡＭＭＡ定時総会懇親ゴル 【ドラコン賞】
、
フコンペが開催され、24 名が参加した。結 山下滋（㈱セガ）、小島理一（㈱タイトー）
果は次の通り（ドラコン賞、ニアピン賞は順
不同、敬称略）。

森啓二（㈱エンハート）

【ニアピン賞】

橘正裕（㈱ナムコ）、長瀬藤吉（㈱エイコー）
、

【優勝】竹内正樹

（加賀アミューズメント㈱）
【準優勝】内田慎一

竹内正樹、片岡敏行（ＪＡＭＭＡ）東山大介

（㈱マインズ）、中山俊哉（㈱バンプレスト）
、
佐藤隼夫（システムサービス㈱）、森啓二

（㈱友栄）

総会懇親ゴルフコンペ入賞者
左から第 3 位の室井貴志氏、優勝の橘 正裕氏、里見治
会長、準優勝の森啓二氏

総会懇親ゴルフコンペ参加者のみなさん
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生産性向上設備投資促進税制に関する
説明会を開催しました
JAMMA は、4 月 24 日午後 3 時から、東

京都千代田区のアルカディア市ヶ谷で、生産
性向上設備投資促進税制に関する説明会を開
催しました。

設備投資減税とも呼ばれる同制度は、今回

初めて AM 業界が適用対象となったことか
ら、関心が非常に高く、説明会当日はオペレー

ター、AM マシンメーカー、遊園地運営企業
等約 80 名が出席しました。

したが、経済産業省が対応する生産ライン屋オ

報産業局産業機械課の横山篤史課長補佐を招

続き上の注意などを中心に説明が行われました。

説明は、経済産業省から講師として機械情

きました。

ペレーションの改善に資する設備については手
続いて JAMMA 浅見高行課長から、証明

説明に先立ち、JAMMA 上山辰美専務理

書発行手続きについて説明が行われ、質疑応

制」に関する説明は、横山課長補佐から資料

質疑のなかでは、ディストリビューターが

事が挨拶を行い「生産性向上設備投資促進税

答に移りました。

として準備されたリーフレット等に基づいて

扱う機械の申請方法についての質問があり、

今回の税制は、国がデフレ脱却と日本経済

基準となる」した上で、担当者にはなれるが、

行われました。

再生に向けた経済政策パッケージの一環とし
て制定したもので、今年施行された「産業競

事務局からは「機器の責任を取れるかが判断
申請者にはなれないことを説明しました。

つまりディストリビューターは売先のオペ

争力強化法」と連動したもの。

レーターから申請書発行依頼があった場合に

得拡大促進税制】、【事業再編促進税制】、【ベ

を依頼し、開発メーカーが申請を行います。

その他の減税施策は【研究開発税制】、【所

ンチャー投資促進税制】があります。

今回 AM 業界が適用対象となった「生産

性向上設備投資促進税制」については、資料
に基づき説明が行われました。さらに税制の
適用対象機械設備の説明が行われた。その中
ではこの類の税制では機械が対象となること

は、機器を購入したメーカーに証明書の発行
また、遊園地・テーマパークに多い海外製品

の販売代理を務める国内メーカーについては、
上記の理由から申請は代理企業が行えるが開
発・製造元の海外メーカーに依頼し証明書の書
類等を準備する必要があると説明されました。

その他、経理処理上の項目の違いについて

が多いが、今回の税制では器具・備品が初め

の質問や、証明書発行の期日などについての

具体的な製品例についても例示されました。

メイドに対する適用範囲や、電子マネー読み

て税制の対象となったこと、またそれぞれの
今回の説明会では、JAMMA が証明書発

行業務を行う先端設備に対する説明が中心で
12

質問がありました。遊戯施設に多いカスタム
取り装置の取扱いなども質問が寄せられ有意
義な説明会となりました。

