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ＪＡＭＭＡ平成 27 年度定時総会を開催
平成 27 年事業計画などを承認
た。

佐脇氏は、日本経済全体は明るい兆しが見

えるものの、まだ消費税率引き上げなど、Ａ
Ｍ業界にとって対応すべき課題があることを
指摘した、一方で、規制改革に対して、省庁

を横断した対応も行っていく可能性を示し、
祝辞を締め括られました。

本総会会では、平成 26 年度事業報告、平

JAMMA は 5 月 28 日午後４時から、東京・ 成 26 年度収支決算報告、平成 27 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 27 年度収支予算（案）が

ム」
で、
平成 27 年度定時総会を開催しました。 審議されました。
定刻となり司会を務める上山辰美専務理事 １．アミューズメント産業に関する調査研究
が開会を宣言し、議事に先立ち里見会長が挨

事業、２．ＡＭ産業に関する技術開発・標準

拶しました。

化事業、３．ＡＭ産業に関する情報の収集・

里見会長は挨拶の中で、今後抜本的な規則

提供及び展示会・講習会・研究会等の事業、

改正があることに触れ、AM 業界が昨今の低

４．ＡＭ産業に関する内外関係機関との交流

迷に歯止めをかけて、もう一回上昇基調にな

事業、５．ＡＭに関する登録事業の５つの柱

るために、
規制の緩和に期待を寄せられました。 を中心に活動を行います。
そのために、「業界でもきっちり規制緩和
また、協会活動を円滑に行う為に一部定款

のための活動をしていかなければいけない。 の改正が提案され、承認されました。
私自身も努力しなければいけないが、皆さん
JAMMA 平 成 27 年 度 定 時 総 会 は 無 事
と一緒になって取り組んでいきたい」とし、 終 了 し、 総 会 決 議 事 項 に 基 づ き 本 年 度 の
会員にも規制緩和の活動について協力を求め JAMMA は活動していきます。
ました。

続いて来賓を代表し、経済産業省産業機械

課の佐脇紀代志課長が祝辞を述べられました
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平成 27 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
ちり規制緩和のた

この AM 業界は、まだまだ抱えている案

めの活動をしてい

件はたくさんあります。また抜本的な規則改

かなければいけません。私自身も努力しなけ

正については、今後あると聞いています。

ればいけませんが、皆さんと一緒になって取

何とか我々の業界も昨今の低迷に歯止めを

り組んで行きたいと思います。

かけて、もう一回上昇基調になるためには規
制の改革を断行してもらいたい。

そのために、業界内でも一丸となってきっ
平成 27 年度定時総会 経済産業省 製造産業局
産業機械課 佐脇 紀代志 課長 祝辞

AM 業界の潜在的需要層に期待
規制改革には横断的に協力
日頃より私共経済産業省の行政に御理解、 り大きな動きになるのに」と思っておられる

御協力頂きまして誠にありがとうございます。 ことが多々あろうかと思います。

そういったことを真摯に受け止めながら、

本日は日本アミューズメントマシン協会の

通常総会が盛大に開催されましたことお慶び

行政で対応したいと思います。

を表したいと思います。

ポにおきまして、非常に入場者が多かったと

ると少しずつ回復の軌道に乗ってまいりまし

売に対する多くのファンの方々がおられるこ

今年のジャパン アミューズメント エキス

申し上げます。改めて皆様方のご努力に敬意

聞いております。潜在的には、皆様方のご商

皆様方もご承知の通り、日本経済全体をみ

とは間違いないところです。

た。個人消費の伸びはかなり不安な状況でし

そういったファンの方々の楽しみ方の自由

たが統計的な安心材料も増えてきました。し
かし今後遠からぬ先に消費税率の引き上げと

度を高める観点から、再三にわたり里見会長

ミューズメントの業界ではまだまだこれから

要であることを折に触れて伺っております。

がおっしゃるように、様々な規制の改革が必

いう課題が残っています。皆様方アミ、ア

経済産業省はこれまで様々な規制改革で旗を

対応していかなければいけない山があるのは

振ってまいりました。しかしこれまで他の官

論を待たないところです。

庁が関わっている法律について、うまい改正

経済産業省はまずもって、経済全般の回復

に向けた働きかけをしてきていなかった気も

に向け全体で一丸となって対応するというと

ころに、皆様方が日頃事業を展開する中で、 しています。ですから突然働きかけ等を行う
にも、不調法な故に足を引っ張る可能性がな

後一歩、後二歩「こういった環境が整えばよ
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本日の総会で本年度の貴協会の活動が審議

きにしもあらずではありますが、よくよく皆

されます。全体のパイを大きくし、しっかり

様方とお話をさせて頂いて、御協力できると

と大きな成果を獲得するには、何よりも協会

ころは一歩踏み出して御協力することはやぶ

における活動が基本になると思っております。

さかではございません。引き続きよくお話を
聞いて、しっかりと対応したいと思います。

JAMMA 平成 27 年度定時総会 審議事項

JAMMA 平成 27 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、定款 16 条の規定に基づいて里

また、リサイクル専門のコンサルタントを

見会長が議長となり進行。

講師に招き、３Ｒセミナーを開催した。

まず事務局から、本日の出席者数について

3．（4）展示会の開催

報告された。正会員 84 社中、委任状を含め
67 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。

２ 月 13 日・14 日 の 両 日、AOU と の 共

催で「ジャパン アミューズメント エキスポ

（JAEPO）2015」を開催。出展規模は若干
縮小したが、来場者数は前回を大きく上回り

■第 1 号議案

ました。

平成 26 年度事業報告、決算報告、監査報告

会員の異動については、平成 27 年 3 月

及び収支差額処分案承認の件

31 日現在の会員数は正会員 82 社、賛助会
員 29 社。

標記の件について事務局から資料の項目毎

そのうち入会は正会員１社（㈱ジー・ピー・

に説明が行われました。

エー・コーポレーション）。退会は正会員６社、

平成 26 年度の活動の中で、注目すべき項

賛助会員３社と報告されました。

目は次の通り。

続いて決算報告は、収支計算書、収支計算

1．
（1）電子マネーシステムの構築に関する

書に対する注記、正味財産増減計算書、貸借

平成 25 年 11 月から行っていた、電子マ

の項目毎に説明された後、吉川昌之監事から

調査研究

対照表、財産目録、財務諸表に対する注記、

ネーの実証実験に監修協力し、この度終了し

監査報告が行われました。

た実験の報告を受けました。

以上の説明、報告に基づき審議の結果、全

1．
（3）ＡＭ機のリサイクルシステム構築に

会一致で原案通り承認されました。

ついての調査研究

平成 21 年と 22 年に発刊したＡＭ機のリ

■第２号議案

サイクルに関する２つのパンフレットを１つ

平成 27 年度事業計画並びに収支予算案承認

に統合。最新の情報を盛り込んだものに改訂

の件

し、会員に配布しました。
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ナーを行います。

標記の件について事務局から項目ごとに資

収支予算案については、事務局から収支予

料に基づき説明され、審議の結果全会一致で
原案通り承認されました。

算書を基に説明されました。

ン（ＡＭ）産業に関する調査研究、２．ＡＭ

■第３号議案

事業計画では、１．アミューズメントマシ

定款の変更に関する承認の件

産業に関する技術開発・標準化事業、３．Ａ

Ｍ産業に関する情報の収集・提供及び展示会・

標記の件について、事務局から資料に基づ

講習会等の事業、４．ＡＭ産業に関する内外

いて以下の事項について説明され審議の結

関係機関との交流事業、５．ＡＭに関する登

果、全会一致で原案通り承認されました。

録事業を５つの柱とし、それぞれの柱の中に
公益性の高い事業と業界活動又は収益事業と

1．変更の理由

に事業を分類して活動を行うことなどが説明

①（議長）第 16 条

されました。

総会の議長は会長のみしか規定されておら

その中でも主な取り組みとしては、

ず、不測の事態による会長不在の場合に対応

2．（2）ＡＭの機能性向上に関する事業につ

出来ないことから、出席理事の中からでも議

いてで

長を選出できるようにする。

新たに②施設の効率化に関する技術的課題

②（議事録）第 20 条

の検討事項、が新たに加わりました。

総会議事録署名人は、出席理事全員となっ

これはアミューズメント部材の共通化、メ

ンテナンスの簡素化に繋がる仕様の統一化、 ているため、十数名もの押印手続きを要して
通信回線料金の軽減のための通信回線料金の

煩雑であることから、これを出席理事の中か

の要望を踏まえて、店舗運営にかかわる経費

③（招集）第 31 条

ら議長が指名した２名とする。

見直し交渉の可能性等、ＡＭ施設営業者から

理事会招集手続きは、１週間前までに書面で

削減に繋がる技術的課題に関する検討を行い

行うことになっているため、緊急に理事会を

ます。

開催することが困難であることから、時間的

3．（10）ＳＣ遊園施設に関する情報収集

な制約を除く。

及び提供

2．変更の内容

本年度はエア遊具の安全確保を目的とし

変更の内容は次の通り。（下線が変更部分）

て、運営実務者を対象にした技術講座・セミ
①総会における議長の件

〔現行〕
（議長）

第 16 条

総会の議長は、会長がこれにあたる。

ただし、第 15 条第２項の規定により請求があった場合において、臨時総会を開催したとき
は、出席正会員のうちから議長を選出する。
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〔改定案〕
（議長）

第 16 条

総会の議長は、会長または当該総会において出席した理事の中から選出したもの

がこれにあたる。ただし、第 15 条第２項の規定により請求があった場合において、臨時総
会を開催したときは、出席正会員のうちから議長を選出する。
②総会議事録署名人の件

〔現行〕

（議事録）
第 20 条

総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

(1) 日時及び場所

(2) 正会員の現在数

(3) 出席した正会員の数（第 19 条に定める議決権行使者を含む。）
(4) 議決事項

(5) 議事の経過の概要

(6) その他、法令で定める事項
2

議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。

〔改正案〕
（議事録）
第 20 条

総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

(1) 日時及び場所

(2) 正会員の現在数

(3) 出席した正会員の数（第 19 条に定める議決権行使者を含む。）
(4) 議決事項

(5) 議事の経過の概要

(6) その他、法令で定める事項
2

議長及び出席した理事の中から議長が指名した議事録署名人２名が、前項の議事録に記

名押印する。

③理事会招集手続きの件
〔現行〕
（招集）

第 31 条
2
3

理事会は、会長が招集する。

会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

理事会を招集する場合は、日時及び場所並びに会議の目的たる事項及びその内容を示し
5
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た書面をもって、理事会の日の１週間前までに通知しなければならない。
〔改正案〕
（招集）

第 31 条
2
3

理事会は、会長が招集する。

会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が埋事会を招集する。
削除

■第４号議案

つは、JAMMA の会員以外の公認会計士ま

役員の報酬規程に関する承認の件

たは税理士の資格を有する監事の報酬を定め
る件です。

標記の件について、事務局から資料に基づ

以上について審議の結果、全会一致で原案

き説明が行われました。その内容は、ひとつ

通り承認されました。

よる、法人税法にあわせ報酬を損金算入でき

宣言で平成 27 年度定時総会は無事終了しま

は、JAMMA が一般社団法人化したことに

すべての議事は承認され、里見会長の閉会

るようにする常勤役員の報酬変更。もうひと

した。

平成 27 年度 JAMMA 通常総会 懇親会

平沼赳夫衆議院議員らを来賓に招き開催
会場を移して行われた懇親会は、まず主催

者を代表して里見会長が挨拶した。

里見会長は挨拶の中で「景気が良くなって

それが我々の業界まで波及しているかといい
ますと、残念ながらそこまではいっていませ
ん。来年の秋にはまた消費税率が２％上がり

10％になります。ここはまた我々にとって
大きな試練になります。

ではこれを

どうしたら乗

す。

のか、おそら

満のＡＭ施設への入場規制の問題や、大きな

的な規則改正

いうところも明確にしてもらったり、ＡＭ景

り越えられる

すでにみなさんもおわかりの通り 16 歳未

く来年度抜本

モールの中のＡＭ施設の営業のあり方、そう

があるように
挨拶する里見 治会長

品の上限価格も 20 年以上８００円で変わっ

聞いていま

ていません。それを上げてもらうとか、さ

6
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らにもっと業界が

ぎつつ、里見

ろうことであれば

一丸となって

活性化するのであ

会長の下業界

リデンプションを

頑張って行き

認めてもらう、こ

たいと思いま

ういうところに全

す、会員の皆

力を挙げて陳情し

様方にも今ま

で以上に積極中締めを行う橘 正裕副会長

て実現させていけ
乾杯の音頭を取る中川 実副会長

ば、まだこの業界

的に JAMMA の活動に参加していただけれ

も捨てたものではない、またもう一つ良くな

ばと思います」と協会活動のより一層の活性

る可能性が十分あると思います」とし、AM

化に向け協力を求め、業界の発展と参加者の

業界が来年は希望を持って活動ができる業界

健勝を祈念して乾杯。参加者も高々と盃を掲

にしたいとして挨拶を締め括りました。

げました。

来賓として、平沼赳夫衆議院議員、秋元司

活気にあふれ、様々な情報交換が行われた

衆議院議員、鈴木隼人衆議院議員がそれぞれ

懇親会の中締めは、橘正裕副会長が行いました。

ました。

セージを預かったとし、現在国会審議中の風

中川副会長は、「国内経済全体は明るい話し

が各自治体等に対して行う予定の条例改正に

界は、皆様まだまだご苦労されているという

最後に「来年は、里見会長からお話がありま

祝辞を述べ、ＡＭ業界に熱いエールを送られ

橘副会長は、AOU 飯澤幸雄会長からメッ

乾杯の音頭は中川実副会長が取りました。 適法改正案が可決成立した後に、AOU 会員

が多く出てきています。しかしながら我が業

向けた働きかけに対する協力を求めたあと、

実感です。

したように、今よりも良い結果になるよう」

本日お越しいただいた先生方のご指導を仰

祈念して１本締めで宴を締め括りました。

平成 27 年度 JAMMA 通常総会 懇親会

来賓祝辞

平沼赳夫衆議院

秋元司衆議院議員祝辞

議員祝辞

里見会長の熱いメッセージを伺いました。

先ほど里見会

こらからもアミューズメント、余暇をどう楽

長から「政治家

しむか、さらには家族のあり方を考える必要

も頑張れ」と

があると思います。アミューズメントを通じ

いったお声を

た家族のあり方というのもあると思いますの

頂 き ま し た が、

で、色々な形で切り込んで頂いて、余暇産業

我々も真摯に受

として大いに発展して頂きたいと思います。

け止め、お役に立っていかねばと思います。

業界の皆様から長年陳情いただいておりま

した風適法の改正がようやく昨日、委員会で
7
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平成 26 年度 JAMMA 通常総会 懇親会

来賓祝辞

採決を行い、明

ち出す性格を持っているので、条例で何か指

過をする予定で

ないという地方分権の考え方もあります。で

日の本会議で通

定をする場合には、それを妨げることができ

す。あとは参議

すから皆様方が各都道府県、議会を含めて陳

院での審議を待

情活動を行うなど、努力をお願いしたいと思

つ状況です。

います。

中身について

このように法律的な壁は取り払いました

は私が言うまで

が、後はいかに良いソフトを作っていただき、

もなく、1 号営業、2 号営業の垣根を取り払

楽しませ、日本のアミューズメントは世界と

う、ダンスに着目した改正です。これまでの

比べても一段違うというものを是非皆さんに

日本は遊興、ダンスを踊ったりライブハウス

提供していただいて、そのことが大いに余暇

で飲食を提供したりする行為は深夜は認めら

を楽しむということにつながり、また家族の

れないということでした。

あり方もアミューズメントというものを携え

しかし 24 時間対応の国際空港ができた

ながらともに成長していくこともあると思い

り、またオリンピックも近づく中で、多くの

ますので、皆様方のご活躍を祈念いたします。

外国人が日本を訪れることになります。その
状況下で「深夜は寝るものだ」という考え方

鈴木隼人衆議院議員祝辞

楽しんでいただく中で、ダンスをするクラブ

す。目立つことなく皆様のお役に立てるよう

した。

目だと思っております。

はあまりにも乱暴に過ぎます。日本の文化を

私は昨年衆議院議員となりました新参者で

は 24 時間営業ができるという法改正をしま

な下働きを一所懸命させて頂くことが私の役

同じようにゲームセンターにおきまして

私もこのアミューズメント産業がこれから

も、これまで 16 歳未満は条例によって 18

の我が国の経済をさらに力強く牽引していた

ては 20 時といった規制があったと思います

お手伝いさせていただきたいと思います。

時で入場規制がかかるあるいは自治体によっ

だき、大きく飛躍していただくよう力の限り

が、今回の法改正では国としては基本的にこ
の考え方を取り払っています。18 歳未満は

22 時までという規制の中であれば自由だと

いうこと。また 16 歳未満であっても保護者
同伴であれば恐らく自治体でも 22 時までは
アミューズメント施設への入場が可能になる
ように法的措置をいたしました。

しかし、風適法については地域性を強く打
8
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通常総会懇親ゴルフコンペ

森永

健二氏（岡本製作所）が優勝

総会の翌日となる 5 月 29 日、神奈川県相 【第３位】
模原市の相模原ゴルフクラブで平成 27 年度 川村康則氏（アムジー）

JAMMA 定時総会懇親ゴルフコンペが開催 【ドラコン賞】
され、24 名が参加しました。
日野悟氏（MG）、吉川昌之氏（バンプレスト）
、
結果は次の通り（ドラコン賞、ニアピン賞

は順不同）。

【優勝】

大下聡氏（バンダイナムコエンターテインメ
ント）、中村秀明氏（フジヤ）

【ニアピン賞】

森永健二氏（岡本製作所）

佐藤隼夫氏（システムサービス）、門良一氏
（加

【準優勝】

賀電子）、阪口一芳氏（コーエーテクモウェー

三田武治氏（三栄）

ブ）、大下聡氏、川村康則氏 ×2、三田武治氏、
片岡敏行氏（JAMMA）

総会懇親ゴルフコンペ入賞者
左から第 3 位の川村康則氏、優勝の森永 健二氏、里見
治会長、準優勝の三田 武治氏

総会懇親ゴルフコンペ参加者のみなさん

■平成27年度JAMMA役員（敬称略、理事は氏名五十音順）
会

長

副 会 長
副 会 長
副 会 長

専務理事
理
理
理
理
理
理
理
理
理
監
監

事
事
事
事
事
事
事
事
事
事
事

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

片岡

尚

佐藤

隼夫

阪口

一芳

白神

敬治

田坂

吉朗

高島
吉川
臼井

省吾
昌之
清

セガ ホールディングス

代 表 取 締 役 会 長 CEO

バンダイナムコエンターテインメント

プレビ

代表取締役社長

三精テクノロジーズ

顧 問 ／ナムコ

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

代表取締役社長

コーエーテクモウェーブ
システムサービス
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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速報

風適法改正案が、本国会で可決成立しました
JAMMA は〈一社）全日本アミューズメ

風適法改正の概要

ント施設営業者協会連合会（AOU）と共同

で規制緩和の働きかけを行って来ましたが、 1．客にダンスをさせる営業に係る規制の範
６月 17 日、参議院本会議において「風俗営

囲の見直し

業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

2．特定遊興飲食店営業に関する規定の整備

の一部を改正する法律案」が賛成多数で可決・ 3．良好な風俗環境の保全を図るための規定
成立しました。

の整備

同法案は昨年 10 月 24 日に第 187 回臨時

4．その他所要の規定の整備

国会に提出されましたが、衆議院解散に伴っ

ゲームセンターへの 18 歳未満の者の立ち

て一旦廃案となりました。しかし、今年になっ

入り時間の制限に関する規定を見直す。

れ、5 月 29 日に衆議院で可決、このたび参

※風俗営業の定義

て 3 月 3 日、第 189 回通常国会に再提出さ
議院で可決成立しました。

（法改正後）

改正風適法は公布日から１年以内に施行さ ・第２条第１項第１号

キャバクラ、キャバ

今回の法改正では、現４号営業（ダンスホー ・第２条第１項第２号

低照度飲食店

れることになります。

ル等）の削除等に伴い、ゲームセンターは「第 ・第２条第１項第３号
５号営業」になるほか、ゲームセンターに関 ・第２条第１項第４号

レー等

区画席飲食店

ぱちんこ、麻雀等

連する改正も行われます。

・第２条第１項第５号

改正案提出理由

また、ゲームセンターに関連する修正箇所は

最近における風俗営業の実情及びダンスを

めぐる国民の意識の変化等に鑑み、客にダン
スをさせる営業の一部を風俗営業から除外す
るとともに、設備を設けて深夜においても客
に遊興をさせ、かつ、客に酒類の提供を伴う
飲食をさせる営業について新たに許可制度を
設けるほか、風俗営業の営業時間の制限につ
いて条例により緩和することができる範囲を
拡大する等の必要がある。これが、この法律
案を提出する理由である。
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次ページに掲載しました。
※傍線の部分は改正部分
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速報

風適法改正案（ゲームセンター関連部分）
【改正前】

（禁止行為）

第二十二条

風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。

一～四 （略）
五

十八歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること（第二条第一項第八号の営業

に係る営業所にあっては、午後十時（同号の営業に係る営業所に関し、都道府県の条例で、
十八歳以下の条例で定める年齢に満たない者につき、午後十時前の時を定めたときは、その
者についてはその時）から翌日の日出時までの時間において客として立ち入らせること。
）
。
六 （略）
【改正後】

（禁止行為等）
第二十二条

風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。

一～四 （略）
五

十八歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること（第二条第一項第五号の営業に

係る営業所にあっては、午後十時から翌日の午前六時までの時間において客として立ち入ら
せること。）。
六 （略）

２

都道府県は、少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があるときは、

条例により、第二条第一項第五号の営業を営む者が午前六時後午後十時前の時間において

十八歳未満の者を営業所に客として立ち入らせることを禁止し、又は当該営業を営む風俗営
業者が当該時間において十八歳未満の者を営業所に客として立ち入らせることについて、保

護者の同伴を求めなければならないものとすることその他必要な制限を定めることができ
る。
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