
1
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客引きの禁止
風営法第二十二条

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 当該営業に関し客引きをすること。

二 当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所

で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。

客引きとは、相手方を特定して営業所の客になるよう勧誘すること
（解釈運用基準16-8（1））

・客引きを目的として通行人の前に立ちふさがったり、つきまとったりするこ

とは、客引きの準備行為として違反となります。

・「客引き」及び「客引き類似行為」の営業停止はＢ量定、

40日以上6月以下、基準期間3月に該当します。
142

問い
遊技料金の設定と表示について、風営法に違反する恐れが
あるケースを選んでください。

但し消費税は「8％」と仮定します。

①1玉の価格を税込みで４円32銭に設定すること

②1玉の価格を税込みで０．５円に設定すること

③「２４玉100円」と「1玉4.17円」の二種類の表示を併記するこ

と

④「ぱちんこ遊技機では１玉あたり税込み４円32銭」とし、

「回胴式遊技機では1枚あたり税込み20円」とする設定を

同一店舗内で同時に行うこと
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遊技料金の上限

（遊技料金等の規制）

第十九条第十九条第十九条第十九条 第二条第一項第七号の営業を営む風俗

営業者は、国家公安委員会規則で定める遊技料金、

賞品の提供方法及び賞品の価格の最高限度（まあ

じやん屋を営む風俗営業者にあつては、遊技料金）

に関する基準に従い、その営業を営まなければなら

ない。
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Ｈ26.3.31までの遊技料金規制
規則３５条１項二号

ぱちんこ屋及び令第七条に規定する営業 当該営業所に設置

する次に掲げる遊技機の種類に応じ、それぞれ次に定める金

額を超えないこと。

イ ぱちんこ遊技機 → 玉一個につき四円

ロ 回胴式遊技機 → 次に掲げる遊技機の区分に応じ、それ

ぞれ次に定める金額

（１） 玉を使用する遊技機 玉一個につき四円

（２） メダルを使用する遊技機 メダル一枚につき二十円

遊技料金＝税抜き金額
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Ｈ26.4.1からの遊技料金規制
規則３５条１項二号

ぱちんこ屋及び令第七条に規定する営業 当該営業所に設置

する次に掲げる遊技機の種類に応じ、それぞれ次に定める金金金金

額額額額にににに当該金額消費税等当該金額消費税等当該金額消費税等当該金額消費税等をををを加加加加えたえたえたえた金額金額金額金額をををを超えないこと。

イ ぱちんこ遊技機 → 玉一個につき四円

ロ 回胴式遊技機 → 次に掲げる遊技機の区分に応じ、それ

ぞれ次に定める金額

（１） 玉を使用する遊技機 玉一個につき四円

（２） メダルを使用する遊技機 メダル一枚につき二十円

遊技料金＝税込み金額 146

問い
風営法に違反する賞品提供方法はどれでしょう。

（2014.4.1以降の場合）

① 特別に安く仕入れたカーネーションを母の日限定で低額で
賞品として客に提供する。

② 100玉ごとにお菓子一袋分入れ放題。

③ ５０玉ごとに楽曲１曲を選ばせて携帯端末にダウンロードさ
せる。

④ 税込みの小売価格が10260円の電気ヒゲソリを賞品として

提供する。
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等価交換の原則

風営法施行規則第35条2項

一号 法第十九条の国家公安委員会規則で定める賞品の提供方法に

関する基準は、次のとおりとする。

一 次に掲げる営業の種類に応じ、それぞれ次に定める物品を賞品と

して提供すること。

イ ぱちんこ屋及び令第七条に規定する営業で遊技球等の数量によ

り遊技の結果を表示する遊技機を設置して客に遊技をさせるもの

→ 当該遊技の結果として表示された遊技球等の数量に対応する金額

と等価の物品物品物品物品
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賞品の提供方法
等価の物品の提供義務

風営法風営法風営法風営法ではではではでは、、、、パチンコパチンコパチンコパチンコ店店店店がががが客客客客にににに提供提供提供提供するするするする賞品賞品賞品賞品についてについてについてについて、、、、

遊技遊技遊技遊技のののの結果結果結果結果としてとしてとしてとして表示表示表示表示されたされたされたされた遊技球遊技球遊技球遊技球等等等等のののの数量数量数量数量にににに対応対応対応対応するするするする金額金額金額金額とととと

等価等価等価等価のののの賞品賞品賞品賞品

であることがであることがであることがであることが義務付義務付義務付義務付けられていますけられていますけられていますけられています。。。。

射幸心射幸心射幸心射幸心をををを刺激刺激刺激刺激しすぎないようしすぎないようしすぎないようしすぎないよう価格価格価格価格をををを

抑制抑制抑制抑制するするするする必要必要必要必要があるからですがあるからですがあるからですがあるからです。。。。

＝
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貸貸貸貸しししし玉玉玉玉がががが一玉一玉一玉一玉につきにつきにつきにつき税込税込税込税込みみみみ4円円円円だっただっただっただった場合場合場合場合にににに、、、、客客客客がががが遊技遊技遊技遊技でででで得得得得たたたた玉玉玉玉のののの数数数数がががが
1000玉玉玉玉であったとしたらであったとしたらであったとしたらであったとしたら、、、、店店店店はははは

4（（（（税込税込税込税込みみみみ））））××××1000玉玉玉玉＝＝＝＝4000（（（（税込税込税込税込みみみみ））））

税込税込税込税込みみみみ価格価格価格価格でででで4000円相当円相当円相当円相当のののの価格価格価格価格のののの賞品賞品賞品賞品をををを提供提供提供提供しなければならないというこしなければならないというこしなければならないというこしなければならないというこ

とですとですとですとです。。。。

等価とは

◎◎◎◎閉店閉店閉店閉店時時時時やややや遊技機故障遊技機故障遊技機故障遊技機故障のののの際際際際などになどになどになどに出玉保証出玉保証出玉保証出玉保証をするをするをするをするケースケースケースケースがあるようでがあるようでがあるようでがあるようで
すがすがすがすが、、、、遊技結果遊技結果遊技結果遊技結果にににに対応対応対応対応していないしていないしていないしていない賞品提供賞品提供賞品提供賞品提供となりとなりとなりとなり、、、、違法違法違法違法とととと解釈解釈解釈解釈されされされされるるるる場場場場
合合合合がありがありがありがありますのでごますのでごますのでごますのでご注意注意注意注意くださいくださいくださいください。。。。
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提供できる賞品の価格

Ｈ26.3.31までの 賞品価格の最高限度

射幸心射幸心射幸心射幸心をををを抑制抑制抑制抑制するためするためするためするため、、、、客客客客にににに提供提供提供提供できるできるできるできる賞品賞品賞品賞品のののの価格価格価格価格についてについてについてについて、、、、

法第十九条法第十九条法第十九条法第十九条 のののの国家公安委員会規則国家公安委員会規則国家公安委員会規則国家公安委員会規則でででで定定定定めるめるめるめる賞品賞品賞品賞品のののの価格価格価格価格のののの最高限度最高限度最高限度最高限度にににに

関関関関するするするする基準基準基準基準はははは、、、、一万円一万円一万円一万円をををを超超超超えないこととするえないこととするえないこととするえないこととする。。。。

とととと定定定定められていますめられていますめられていますめられています。。。。（（（（法法法法19条条条条、、、、規則規則規則規則35条条条条3項項項項））））

税込みで
￥１０，０００ はＯＫ
￥１０，００１ はダメ
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提供できる賞品の価格

Ｈ26.4.1からの 賞品価格の最高限度

射幸心射幸心射幸心射幸心をををを抑制抑制抑制抑制するためするためするためするため、、、、客客客客にににに提供提供提供提供できるできるできるできる賞品賞品賞品賞品のののの価格価格価格価格についてについてについてについて、、、、

法第十九条の国家公安委員会規則で定める賞品の価格の最高限度に関

する基準は、九千六百九千六百九千六百九千六百円円円円にににに当該金額消費税等相当額当該金額消費税等相当額当該金額消費税等相当額当該金額消費税等相当額をををを加加加加えたえたえたえた金額金額金額金額を超え

ないこととする。 （（（（法法法法19条条条条、、、、規則規則規則規則35条条条条3項項項項））））

税抜きで
￥９，６００ ならＯＫ
￥９，６０１ はダメ
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賞品価格は市場価格

・市場価格には値幅があり、その価格が適正な市場価格で
あるかどうかが客観的にわかりにくいので、一般の市場価格
よりも安すぎると、行政から疑われるおそれがあります。

・場合によっては、市場価格の裏づけとなる資料を保存して
おくことも重要でしょう。

◎◎◎◎賞品賞品賞品賞品のののの価格価格価格価格はははは一般小売店一般小売店一般小売店一般小売店におけるにおけるにおけるにおける日常的日常的日常的日常的なななな販売価格販売価格販売価格販売価格をををを意味意味意味意味しますしますしますします。。。。
「等価の物品」とは、同等の市場価格を有する物品を言う。市場価格とは、
一般の小売店（いわゆるディスカウントストアを含む）における日常的な販売
価格をいい、特別な割引価格はこれに該当しない。
（解釈運用基準 第16-6）
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問い

明らかに賞品の取り揃え義務違反に問われるのはどの
場合ですか？

①賞品の品目数が4品目である

②設置台数が500台で賞品の種類が490種類である

③設置台数が180台で賞品の種類が190種類である

④10円から1千円までの低価格帯の賞品のみを多数取
り揃えている
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風営法の賞品取り揃え義務
（遊技料金等の規制）

風営法第十九条 第二条第一項第七号の営業を営む風俗営業者は、国家

公安委員会規則で定める遊技料金、賞品の提供方法及び賞品の価格の最
高限度（まあじやん屋を営む風俗営業者にあつては、遊技料金）に関する基
準に従い、その営業を営まなければならない。

（遊技料金等の基準）

国家公安委員会規則第三十五条第二項第二号

前号イに掲げる営業（ぱちんこ屋営業のこと）において提供する物品は、

客の多様な要望を満たすことができるよう、客が一般に日常生活の用に供
すると考えられる物品のうちから、できる限り多くの種類のものを取りそろ
えておくこと。
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取り揃え義務とは

客の多様な要望を満たすことができるよう、日用生活品の中から
できるできるできるできる限限限限りりりり多多多多くのくのくのくの種類種類種類種類のもののもののもののものを取り揃えておくことが義務付けられて
います。

具体的にどの程度の種類を取り揃えるべきかについて法令法令法令法令上上上上のののの基準基準基準基準
はありませんはありませんはありませんはありませんが、パチンコ業界団体では一定の基準を取り決めており、
行政もこれをもって適正であると判断しています。

※※※※1 提供提供提供提供できるできるできるできる賞品賞品賞品賞品はははは「「「「物品物品物品物品」」」」にににに限限限限りますりますりますります。。。。

サービスサービスサービスサービスややややデジタルコンテンツデジタルコンテンツデジタルコンテンツデジタルコンテンツ等等等等はははは市場価格市場価格市場価格市場価格をををを把握把握把握把握しにくいのでしにくいのでしにくいのでしにくいので、、、、等価等価等価等価
交換交換交換交換のののの原則原則原則原則にあわないからですにあわないからですにあわないからですにあわないからです。。。。

※※※※2 種類種類種類種類のほかのほかのほかのほか、、、、価格価格価格価格についてもについてもについてもについても小額小額小額小額のものからのものからのものからのものから1万円万円万円万円程度程度程度程度にいたるもにいたるもにいたるもにいたるも

のまでのまでのまでのまで、、、、様様様様々々々々なななな価格価格価格価格のののの物品物品物品物品ををををバランスバランスバランスバランスよくよくよくよく取取取取りりりり揃揃揃揃えるえるえるえる必要必要必要必要がありますがありますがありますがあります。。。。
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営業所に陳列されている賞品の

・種類数について200種類に満たない状態

・品目について4品目に満たない状態

・価格について1千円以下の物品しか置かれていない

状態

のいずれかに該当する営業所については、その営業
実態の如何にかかわらず、風営法が定める賞品の取
りそろえの義務に明らかに違反していると考えられる

賞品の取り揃えの充実に関する決議①
（H18.12.18)
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賞品の取り揃えの充実に関する決議
（H18.12.18)

賞品賞品賞品賞品のののの種類数種類数種類数種類数はははは500種類以上種類以上種類以上種類以上（（（（設置台数設置台数設置台数設置台数がががが500台台台台をををを超超超超えるえるえるえる営業所営業所営業所営業所のののの場場場場

合合合合、、、、そのそのそのその台数台数台数台数とととと同同同同じじじじ数数数数のののの種類以上種類以上種類以上種類以上）、）、）、）、品目品目品目品目はははは5品目以上品目以上品目以上品目以上をををを陳列陳列陳列陳列するするするする。。。。

「「「「品目品目品目品目」」」」とはとはとはとは

「「「「家庭用品家庭用品家庭用品家庭用品」」」」 「「「「衣料品衣料品衣料品衣料品」」」」 「「「「食料品食料品食料品食料品」」」」 「「「「教養娯楽用品教養娯楽用品教養娯楽用品教養娯楽用品」」」」

「「「「嗜好品嗜好品嗜好品嗜好品」」」」 「「「「身身身身のののの回回回回りりりり品品品品」」」」 「「「「そのそのそのその他他他他」」」」

とととと一般的一般的一般的一般的にににに分類分類分類分類されていますされていますされていますされています。。。。
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業界自主規制

パチンコパチンコパチンコパチンコ業界業界業界業界ではではではでは現在現在現在現在のところのところのところのところ、、、、賞品賞品賞品賞品のののの提供方法提供方法提供方法提供方法についてについてについてについて、、、、さらにさらにさらにさらに
以下以下以下以下のようなのようなのようなのような自主規制自主規制自主規制自主規制をををを行行行行っていますっていますっていますっています。。。。

・・・・賞品賞品賞品賞品はははは現物現物現物現物をををを実際実際実際実際にににに陳列陳列陳列陳列することをすることをすることをすることを原則原則原則原則とするがとするがとするがとするが、、、、現物現物現物現物のののの代代代代わりにわりにわりにわりに写写写写
真真真真ややややパネルパネルパネルパネル等等等等をををを陳列陳列陳列陳列するするするする場合場合場合場合でもでもでもでも少少少少なくともなくともなくともなくとも200品目以上品目以上品目以上品目以上はははは現物現物現物現物をををを陳陳陳陳
列列列列するするするする。。。。

・・・・全品目全品目全品目全品目のののの半数半数半数半数をををを超超超超えないえないえないえない品目数品目数品目数品目数についてについてについてについてカタログカタログカタログカタログ方式方式方式方式でででで提供提供提供提供することすることすることすること
ができができができができるるるる。。。。

・・・・カタログカタログカタログカタログ販売販売販売販売のののの場合場合場合場合にはにはにはには、、、、賞品賞品賞品賞品のののの送付先送付先送付先送付先はははは客客客客のののの自宅自宅自宅自宅にににに限定限定限定限定するするするする。。。。
（（（（さらにつづくさらにつづくさらにつづくさらにつづく））））
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その他の自主規制
・・・・おおおお客様客様客様客様にににに後日後日後日後日、、、、手交手交手交手交せざるをせざるをせざるをせざるを得得得得ないないないない場合場合場合場合にはにはにはには・・・・・・・・・・・・賞品賞品賞品賞品がそのおがそのおがそのおがそのお客様客様客様客様本人本人本人本人のののの

みにしかみにしかみにしかみにしか提供提供提供提供できないできないできないできない仕組仕組仕組仕組みをみをみをみを確立確立確立確立するものとしするものとしするものとしするものとし、、、、営業者営業者営業者営業者がそのおがそのおがそのおがそのお客様客様客様客様につにつにつにつ

いていていていて賞品賞品賞品賞品となるとなるとなるとなる物品物品物品物品をををを取取取取りりりり寄寄寄寄せせせせ注注注注であるであるであるである旨旨旨旨のののの記録記録記録記録をつけておくとをつけておくとをつけておくとをつけておくと同時同時同時同時にににに、、、、そそそそ

のおのおのおのお客様客様客様客様がががが賞品賞品賞品賞品をををを受受受受けけけけ取取取取るためにるためにるためにるために再来店再来店再来店再来店したしたしたした際際際際にはにはにはには、、、、賞品賞品賞品賞品のののの手交手交手交手交をををを受受受受けるけるけるける

べきおべきおべきおべきお客様本人客様本人客様本人客様本人であることをであることをであることをであることを写真付写真付写真付写真付きのきのきのきの身分証明書又身分証明書又身分証明書又身分証明書又はははは健康保険健康保険健康保険健康保険のののの被保険被保険被保険被保険

者証者証者証者証でででで必必必必ずずずず確認確認確認確認することとするすることとするすることとするすることとする。。。。

このこのこのこの場合場合場合場合においてにおいてにおいてにおいて、、、、特定賞品特定賞品特定賞品特定賞品とのとのとのとの交換券等交換券等交換券等交換券等をおをおをおをお客様客様客様客様にににに交付交付交付交付することはすることはすることはすることは、、、、そそそそ

れがれがれがれが風営法第風営法第風営法第風営法第23条第条第条第条第1項第項第項第項第1号号号号のののの「「「「有価証券有価証券有価証券有価証券」」」」やややや同項第同項第同項第同項第4号号号号のののの「「「「遊技球等遊技球等遊技球等遊技球等をををを客客客客

のためにのためにのためにのために保管保管保管保管したことをしたことをしたことをしたことを表示表示表示表示するするするする書面書面書面書面」」」」にににに該当該当該当該当するおそれがあることをからするおそれがあることをからするおそれがあることをからするおそれがあることをから、、、、

絶対絶対絶対絶対にににに行行行行わないこととするわないこととするわないこととするわないこととする。。。。

・・・・特定特定特定特定のののの賞品賞品賞品賞品とととと交換交換交換交換するためのするためのするためのするための交換券交換券交換券交換券をををを交付交付交付交付しないことしないことしないことしないこと。。。。

（（（（いずれもいずれもいずれもいずれも、、、、有価証券有価証券有価証券有価証券のようにのようにのようにのように流通流通流通流通してしてしてして使用使用使用使用されてしまうことされてしまうことされてしまうことされてしまうことをををを防止防止防止防止するするするする趣旨趣旨趣旨趣旨

とととと思思思思われますわれますわれますわれます））））
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風営風営風営風営法第法第法第法第23条第条第条第条第1項第項第項第項第1号号号号ではではではでは、、、、パチンコパチンコパチンコパチンコ営業者営業者営業者営業者がががが

「「「「現金又現金又現金又現金又はははは有価証券有価証券有価証券有価証券をををを賞品賞品賞品賞品としてとしてとしてとして提供提供提供提供することすることすることすること。。。。」」」」

をををを禁止禁止禁止禁止していますしていますしていますしています。。。。

現金又は有価証券の提供禁止

•現金現金現金現金やややや有価証券有価証券有価証券有価証券をををを提供提供提供提供してしまうとしてしまうとしてしまうとしてしまうと射幸心射幸心射幸心射幸心をををを著著著著しくそそることとなりしくそそることとなりしくそそることとなりしくそそることとなり、、、、

刑法刑法刑法刑法でででで禁止禁止禁止禁止されているされているされているされている「「「「賭博営業賭博営業賭博営業賭博営業」」」」となるとなるとなるとなる可能性可能性可能性可能性がががが高高高高くなるくなるくなるくなるからですからですからですからです。。。。

161

問い

• 有価証券にあたる身近なもの

どんなものがありますか？

162

有価証券
有価証券有価証券有価証券有価証券のののの意味意味意味意味についてわかりやすくについてわかりやすくについてわかりやすくについてわかりやすく説明説明説明説明しますとしますとしますとしますと、、、、

＜＜＜＜それをそれをそれをそれを持持持持っているっているっているっている人人人人がががが一定一定一定一定のののの財物財物財物財物ややややサービスサービスサービスサービスをををを受受受受けられることをけられることをけられることをけられることを示示示示
すすすす文書文書文書文書＞＞＞＞

のことですのことですのことですのことです。。。。

・・・・商品券商品券商品券商品券、、、、ギフトギフトギフトギフト券券券券、、、、クーポンクーポンクーポンクーポン券等券等券等券等
・・・・乗車券乗車券乗車券乗車券、、、、航空券航空券航空券航空券
・・・・図書券図書券図書券図書券、、、、図書図書図書図書カードカードカードカード
・・・・遊園地遊園地遊園地遊園地、、、、映画館等映画館等映画館等映画館等のののの入場券入場券入場券入場券
・・・・たからくじたからくじたからくじたからくじ
・・・・テレホンカードテレホンカードテレホンカードテレホンカード

次次次次のものはのものはのものはのものは有価証券有価証券有価証券有価証券にあたるとにあたるとにあたるとにあたると考考考考えられていますのでえられていますのでえられていますのでえられていますので、、、、賞品賞品賞品賞品としてとしてとしてとして
提供提供提供提供することはできませんすることはできませんすることはできませんすることはできません。。。。

163

問い

遊技を終えたお客様が、計数機で玉数を数えた直後、
気分が悪くなってトイレへ行き、その後で

「レシートを紛失してしまった」

と店員に泣きついてきました。

このお客様はまじめそうな常連客で、おおよその獲得
玉数はホールで把握できます。

このような場合に、店長としてどのように対応します
か？

164

遊技球の保管証明書の発行禁止

風営風営風営風営法法法法ではではではでは、、、、パチンコパチンコパチンコパチンコ営業者営業者営業者営業者がががが

「「「「遊技球等遊技球等遊技球等遊技球等をををを客客客客のためにのためにのためにのために保管保管保管保管したことをしたことをしたことをしたことを表示表示表示表示するするするする書面書面書面書面をををを客客客客にににに発行発行発行発行するするするする
ことことことこと。。。。」」」」

をををを禁止禁止禁止禁止してますしてますしてますしてます。。。。（（（（第第第第23条第条第条第条第1項第項第項第項第4号号号号））））

保管証明書保管証明書保管証明書保管証明書がががが有価証券有価証券有価証券有価証券のようなのようなのようなのような流通性流通性流通性流通性をををを持持持持ってしまうってしまうってしまうってしまう
とととと、、、、客客客客のののの射幸心射幸心射幸心射幸心をあおるをあおるをあおるをあおる結果結果結果結果につながることをにつながることをにつながることをにつながることを恐恐恐恐れてれてれてれて
のののの規制規制規制規制だとだとだとだと思思思思われますわれますわれますわれます。。。。
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問い
パチンコ店の営業方法の中で不適切なものを選んでください。

① 偽ブランドの賞品を偽ブランド品としての価格設定で提供
している

② パチンコ店の外にあるラーメン屋で玉、メダルと交換させて
いる

③ 店内でカレーライスの提供を受けるための食券（当日限り）
を賞品として提供している

④ 貯玉の保管手数料として１００玉あたり２円を現金で徴収し
ている。

166

偽ブランド等の提供の危険性

偽偽偽偽ブランドブランドブランドブランド品等品等品等品等をををを提供提供提供提供することはすることはすることはすることは商標法商標法商標法商標法又又又又はははは不正競争防止法不正競争防止法不正競争防止法不正競争防止法などなどなどなど
にににに違反違反違反違反するおそれがありますするおそれがありますするおそれがありますするおそれがあります。。。。

実際実際実際実際にににに偽偽偽偽ブランドブランドブランドブランド品品品品をををを仕入仕入仕入仕入れたれたれたれたパチンコパチンコパチンコパチンコ店店店店がががが商標法違反商標法違反商標法違反商標法違反でででで立件立件立件立件ささささ
れたれたれたれた事例事例事例事例がありますがありますがありますがあります。。。。

もしもしもしもし偽偽偽偽ブランドブランドブランドブランドではないではないではないではない本物本物本物本物ののののブランドブランドブランドブランド品品品品であるならであるならであるならであるなら、、、、市場価格市場価格市場価格市場価格がががが
1万円万円万円万円をををを超超超超えてしまわないようえてしまわないようえてしまわないようえてしまわないよう注意注意注意注意がががが必要必要必要必要ですですですです。。。。

ブランドブランドブランドブランド品品品品をををを提供提供提供提供するするするする際際際際にはにはにはには、、、、知的財産権等知的財産権等知的財産権等知的財産権等をををを侵害侵害侵害侵害するするするする物品物品物品物品でなでなでなでな
いかどうかいかどうかいかどうかいかどうかチェックチェックチェックチェックすることもすることもすることもすることも重要重要重要重要ですですですです。。。。

167

風営風営風営風営法法法法ではではではでは、、、、パチンコパチンコパチンコパチンコ営業者営業者営業者営業者がががが
「「「「遊技遊技遊技遊技のののの用用用用にににに供供供供するするするする玉玉玉玉、、、、メダルメダルメダルメダルをををを客客客客にににに営業所外営業所外営業所外営業所外にににに持持持持ちちちち出出出出させるさせるさせるさせる
ことことことこと。。。。 」」」」
をををを禁止禁止禁止禁止していますしていますしていますしています。。。。（（（（第第第第23条第条第条第条第1項第項第項第項第3号号号号））））

玉、メダル等の持ち出しの禁止

これもこれもこれもこれも保管証明保管証明保管証明保管証明とととと同様同様同様同様でででで、、、、玉玉玉玉ややややメダルメダルメダルメダルがががが店外店外店外店外でででで流通流通流通流通してしましてしましてしましてしま
うことをうことをうことをうことを防止防止防止防止するためのするためのするためのするための規制規制規制規制だとだとだとだと思思思思われますわれますわれますわれます。。。。

168

賞品提供における注意
貯玉システム

警察庁解釈基準警察庁解釈基準警察庁解釈基準警察庁解釈基準によればによればによればによれば、、、、

「「「「営業所営業所営業所営業所ごとのごとのごとのごとの会員会員会員会員カードカードカードカードをををを利用利用利用利用してしてしてして当該営業所内当該営業所内当該営業所内当該営業所内ののののコンピュータコンピュータコンピュータコンピュータ等等等等
においてにおいてにおいてにおいて当該会員等当該会員等当該会員等当該会員等がががが獲得獲得獲得獲得したしたしたした遊技球等遊技球等遊技球等遊技球等のののの数量数量数量数量をををを管理管理管理管理するするするする場合場合場合場合におにおにおにお
いていていていて、、、、当該数量当該数量当該数量当該数量をををを当該当該当該当該カードカードカードカードにおいてにおいてにおいてにおいて電磁的方法電磁的方法電磁的方法電磁的方法そのそのそのその他方法他方法他方法他方法によりによりによりにより
記録記録記録記録することをしないものはすることをしないものはすることをしないものはすることをしないものは、、、、法第法第法第法第23条第条第条第条第1項第項第項第項第4号号号号にいうにいうにいうにいう書面書面書面書面にはあにはあにはあにはあ

たらないたらないたらないたらない扱扱扱扱いとするいとするいとするいとする」」」」

とありとありとありとあり、、、、貯玉貯玉貯玉貯玉のののの数量数量数量数量ををををカードカードカードカードにににに記録記録記録記録していなければしていなければしていなければしていなければ、、、、
違法違法違法違法にならないにならないにならないにならない取扱取扱取扱取扱いとなっていますいとなっていますいとなっていますいとなっています。。。。

貯玉数量貯玉数量貯玉数量貯玉数量ををををパチンコパチンコパチンコパチンコ店店店店がががが管理管理管理管理していしていしていしているるるる場合場合場合場合にににに、、、、客客客客のののの会員会員会員会員
カードカードカードカード等等等等にににに貯玉数量等貯玉数量等貯玉数量等貯玉数量等ののののデータデータデータデータをををを記録記録記録記録していないのであしていないのであしていないのであしていないのであ
ればればればれば違反違反違反違反にににになりませんなりませんなりませんなりません。。。。

169

問い
ホールと買取所の不適切な関係がうかがえるケースを選んでく
ださい。

①ホールと買取所が合同で消防避難訓練を行っている。

②買取所の窓口にホールの広告ポスターが貼られている。

③遊技客がパチンコ店の敷地から出ないで直接買取所にたど
りつける。

④ホールが発行したレシートを添えなければ買い取りに応じな
い。

170

買取関与の規制

風営風営風営風営法法法法ではではではでは、、、、「「「「客客客客にににに提供提供提供提供したしたしたした賞品賞品賞品賞品をををを買取買取買取買取ることることることること。」。」。」。」がががが禁止禁止禁止禁止されされされされ
ていますていますていますています。。。。

賞品賞品賞品賞品のののの買取買取買取買取りりりりをををを認認認認めることはめることはめることはめることは、、、、実質的実質的実質的実質的にはにはにはには現金現金現金現金をををを提供提供提供提供するこするこするこするこ
とととととととと同同同同じじじじ結果結果結果結果になるからですになるからですになるからですになるからです。。。。

第二十三条第二十三条第二十三条第二十三条 第二条第一項第七号第二条第一項第七号第二条第一項第七号第二条第一項第七号のののの営業営業営業営業（（（（ぱちんぱちんぱちんぱちんここここ屋屋屋屋そのそのそのその他政令他政令他政令他政令でででで定定定定

めるものにめるものにめるものにめるものに限限限限るるるる。）。）。）。）をををを営営営営むむむむ者者者者はははは、、、、前条前条前条前条のののの規定規定規定規定によるほかによるほかによるほかによるほか、、、、そのそのそのその営業営業営業営業にににに関関関関しししし、、、、
次次次次にににに掲掲掲掲げるげるげるげる行為行為行為行為をしてはならないをしてはならないをしてはならないをしてはならない。。。。
一一一一 （（（（省略省略省略省略））））
二二二二 客客客客にににに提供提供提供提供したしたしたした賞品賞品賞品賞品をををを買買買買いいいい取取取取ることることることること。。。。
三三三三 （（（（以下省略以下省略以下省略以下省略））））
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賞品買取に関与することの禁止

条例条例条例条例によってはによってはによってはによっては、、、、＜＜＜＜第三者第三者第三者第三者がががが行行行行うううう賞品買賞品買賞品買賞品買いいいい取取取取りりりり行為行為行為行為＞＞＞＞にににに関与関与関与関与
することもすることもすることもすることも禁止禁止禁止禁止されていることがありますされていることがありますされていることがありますされていることがあります。。。。

「「「「このこのこのこの景品景品景品景品はどこではどこではどこではどこで換金換金換金換金すればいいですかすればいいですかすればいいですかすればいいですか？」？」？」？」

とととと質問質問質問質問されたされたされたされた際際際際にににに従業員従業員従業員従業員がががが、、、、

「「「「あそこであそこであそこであそこで換金換金換金換金できますできますできますできます。」。」。」。」

とととと客客客客にににに説明説明説明説明することはすることはすることはすることは、、、、パチンコパチンコパチンコパチンコ店店店店がががが＜＜＜＜賞品賞品賞品賞品のののの買取買取買取買取＞＞＞＞にににに関与関与関与関与していることをしていることをしていることをしていることを
うかがわせることうかがわせることうかがわせることうかがわせることになりえますになりえますになりえますになりえます。。。。

このこのこのこの点点点点についてはについてはについてはについては慎重慎重慎重慎重にににに対応対応対応対応しましょうしましょうしましょうしましょう。。。。

172

買取り所とホールとの区別に注意
買取所買取所買取所買取所ががががパチンコパチンコパチンコパチンコ営業所営業所営業所営業所のののの店内店内店内店内やややや、、、、パチンコパチンコパチンコパチンコ営業所営業所営業所営業所とととと密接密接密接密接なななな位置位置位置位置（（（（たとえたとえたとえたとえ
ばばばば同一建物同一建物同一建物同一建物やややや同一同一同一同一フロアフロアフロアフロア内内内内などなどなどなど））））にあるにあるにあるにある場合場合場合場合にはにはにはには、、、、
＜＜＜＜関与関与関与関与をうかがわせるをうかがわせるをうかがわせるをうかがわせる＞＞＞＞可能性可能性可能性可能性がありますのでがありますのでがありますのでがありますので注意注意注意注意がががが必要必要必要必要ですですですです。。。。

パーラーパーラーパーラーパーラー
ノゾミノゾミノゾミノゾミ買取所買取所買取所買取所

パチンコパチンコパチンコパチンコ店店店店のののの駐車場駐車場駐車場駐車場にににに買取買取買取買取りりりり所所所所があるがあるがあるがある

買取買取買取買取りりりり所所所所ががががパチンコパチンコパチンコパチンコ店店店店のののの宣伝宣伝宣伝宣伝にににに関係関係関係関係しているようにしているようにしているようにしているように見見見見えるえるえるえる

こういうこういうこういうこういう状況状況状況状況はははは、、、、買取買取買取買取りへのりへのりへのりへの関与関与関与関与をうかがわせてしまいますをうかがわせてしまいますをうかがわせてしまいますをうかがわせてしまいます。。。。

173

行政の姿勢

行政行政行政行政はははは、、、、特殊景品特殊景品特殊景品特殊景品のののの割合割合割合割合をををを減減減減らすためにらすためにらすためにらすために賞品賞品賞品賞品のののの取取取取りりりり揃揃揃揃ええええをををを充実充実充実充実ささささ
せたりせたりせたりせたり、、、、賞品買取所賞品買取所賞品買取所賞品買取所（（（（いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる換金所換金所換金所換金所））））ををををパチンコパチンコパチンコパチンコ店店店店のののの近近近近くくくくにににに設置設置設置設置ささささ
せないせないせないせない、、、、などといったなどといったなどといったなどといった様様様様々々々々のののの指導指導指導指導をををを行行行行うことがありますうことがありますうことがありますうことがあります。。。。

パチンコパチンコパチンコパチンコ店店店店にとってにとってにとってにとって賞品買取所賞品買取所賞品買取所賞品買取所はははは法律上法律上法律上法律上はははは直接関係直接関係直接関係直接関係のののの無無無無いいいい存在存在存在存在でででで
あるはずですからあるはずですからあるはずですからあるはずですから、、、、同一建物内同一建物内同一建物内同一建物内やややや同一駐車場内同一駐車場内同一駐車場内同一駐車場内にににに設置設置設置設置されるようなされるようなされるようなされるような
ことはことはことはことは大大大大きなきなきなきなリスクリスクリスクリスクとしてとしてとしてとして把握把握把握把握しておくべきしておくべきしておくべきしておくべき場合場合場合場合がありますがありますがありますがあります。。。。

いずれにせよいずれにせよいずれにせよいずれにせよ、、、、賞品買取賞品買取賞品買取賞品買取のののの問題問題問題問題はとてもはとてもはとてもはとても微妙微妙微妙微妙なななな難難難難しいしいしいしい要素要素要素要素をををを含含含含んでんでんでんで
いますのでいますのでいますのでいますので、、、、常常常常にににに行政行政行政行政のののの動向動向動向動向にににに注意注意注意注意をををを払払払払いいいい、、、、慎重慎重慎重慎重にににに判断判断判断判断するするするする必要必要必要必要がががが
ありますありますありますあります。。。。

174

問い

ホールが法令に違反するのはどのケースですか？

① 業務終了後、店内で慰労会を開催。皆で缶ビールを飲んだ。その中に
は19歳の社員もいた。

② 泥酔している客が入店しようとするのを店員が黙認した。

③ 賞品としてよく冷えた缶ビールを客に提供した。

④ １８歳の客にライターと灰皿を販売した。

⑤ 職場における喫煙場所が指定されていない

175

20歳未満の者への

酒タバコの提供の禁止
未成年者飲酒禁止法未成年者飲酒禁止法未成年者飲酒禁止法未成年者飲酒禁止法ではではではでは、、、、一般一般一般一般のののの営業者営業者営業者営業者はははは、、、、未成年者未成年者未成年者未成年者がががが飲酒飲酒飲酒飲酒するこするこするこするこ
とをとをとをとを知知知知りながらりながらりながらりながら酒類酒類酒類酒類をををを提供提供提供提供してはならないことになっていますしてはならないことになっていますしてはならないことになっていますしてはならないことになっています。。。。

・・・・風営風営風営風営法第法第法第法第22条第条第条第条第6号号号号
風俗営業風俗営業風俗営業風俗営業をををを営営営営むむむむ者者者者はははは、、、、次次次次にににに掲掲掲掲げるげるげるげる行為行為行為行為をしてはならないをしてはならないをしてはならないをしてはならない。。。。

六六六六 営業所営業所営業所営業所でででで二十歳未満二十歳未満二十歳未満二十歳未満のののの者者者者にににに酒類又酒類又酒類又酒類又はたばこをはたばこをはたばこをはたばこを提供提供提供提供することすることすることすること。。。。

風営風営風営風営法法法法はもっとはもっとはもっとはもっと厳厳厳厳しくしくしくしく、、、、未成年者未成年者未成年者未成年者がががが飲酒飲酒飲酒飲酒するかどうかにするかどうかにするかどうかにするかどうかに関関関関わりなくわりなくわりなくわりなく、、、、風俗営業風俗営業風俗営業風俗営業
者者者者がががが20歳未満歳未満歳未満歳未満のののの者者者者にににに酒又酒又酒又酒又ははははタバコタバコタバコタバコをををを提供提供提供提供することをすることをすることをすることを禁止禁止禁止禁止していますしていますしていますしています。。。。

賞品賞品賞品賞品としてとしてとしてとして酒酒酒酒ややややタバコタバコタバコタバコをををを提供提供提供提供するするするする場合場合場合場合にはにはにはには、＜、＜、＜、＜明明明明らかにらかにらかにらかに未成年未成年未成年未成年ではないではないではないではない＞＞＞＞とととと
見見見見えるえるえるえる場合場合場合場合をををを除除除除きききき，，，，年齢確認年齢確認年齢確認年齢確認をすべきであるとをすべきであるとをすべきであるとをすべきであると考考考考えられていますえられていますえられていますえられています。。。。

・・・・未成年者飲酒禁止法未成年者飲酒禁止法未成年者飲酒禁止法未成年者飲酒禁止法第第第第1条第条第条第条第３３３３号号号号 営業者営業者営業者営業者ニシテニシテニシテニシテ其其其其ノノノノ業態上酒類業態上酒類業態上酒類業態上酒類ヲヲヲヲ販販販販
売又売又売又売又ハハハハ供与供与供与供与スルスルスルスル者者者者ハハハハ満満満満20年年年年ニニニニ至至至至ラサルラサルラサルラサル者者者者ノノノノ飲用飲用飲用飲用ニニニニ供供供供スルコトヲスルコトヲスルコトヲスルコトヲ知知知知リテリテリテリテ
酒類酒類酒類酒類ヲヲヲヲ販売又販売又販売又販売又ハハハハ供与供与供与供与スルコトヲスルコトヲスルコトヲスルコトヲ得得得得スススス
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条例による飲酒の規制

ほとんどほとんどほとんどほとんどのののの都道府県都道府県都道府県都道府県ではではではでは、、、、年齢年齢年齢年齢にににに関係関係関係関係なくなくなくなく

＜＜＜＜営業所営業所営業所営業所においてにおいてにおいてにおいて客客客客にににに飲酒飲酒飲酒飲酒させてはならないさせてはならないさせてはならないさせてはならない＞＞＞＞

というというというという条例条例条例条例によるによるによるによる定定定定めがありますめがありますめがありますめがあります。。。。

コップコップコップコップについだについだについだについだビールビールビールビールやややや、、、、冷冷冷冷えたえたえたえた缶缶缶缶ビールビールビールビールなどはなどはなどはなどは、、、、そのそのそのその場場場場でででで飲飲飲飲むむむむことをことをことをことを
そそのかしているともそそのかしているともそそのかしているともそそのかしているとも見見見見えますのでえますのでえますのでえますので、、、、誤解誤解誤解誤解をををを受受受受けないようけないようけないようけないよう、、、、冷冷冷冷やしていやしていやしていやしてい
ないないないないビールビールビールビール等等等等をををを提供提供提供提供するなどのするなどのするなどのするなどの配慮配慮配慮配慮がががが必要必要必要必要ですですですです。。。。

酒類酒類酒類酒類をををを一切提供一切提供一切提供一切提供してはならないというしてはならないというしてはならないというしてはならないという条例条例条例条例のあるのあるのあるのある県県県県もありますもありますもありますもあります。。。。
（（（（群馬群馬群馬群馬・・・・熊本熊本熊本熊本））））

酒類提供禁止酒類提供禁止酒類提供禁止酒類提供禁止
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飲酒を禁止する表示

条例条例条例条例によってによってによってによって、、、、パチンコパチンコパチンコパチンコ店店店店がががが客客客客にににに飲酒飲酒飲酒飲酒させることができないのでさせることができないのでさせることができないのでさせることができないので、、、、営営営営
業所内業所内業所内業所内でででで客客客客がががが飲酒飲酒飲酒飲酒をしていたをしていたをしていたをしていた場合場合場合場合にはにはにはには、、、、店店店店はははは飲酒飲酒飲酒飲酒をやめさせなけれをやめさせなけれをやめさせなけれをやめさせなけれ
ばなりませんばなりませんばなりませんばなりません。。。。

しかししかししかししかし店員店員店員店員がががが客客客客にににに対対対対してしてしてして、「、「、「、「飲酒飲酒飲酒飲酒をおやめくださいをおやめくださいをおやめくださいをおやめください」」」」とととと声声声声をかえてもをかえてもをかえてもをかえても無無無無
視視視視されてしまうことがありえますしされてしまうことがありえますしされてしまうことがありえますしされてしまうことがありえますし、、、、もうすでにもうすでにもうすでにもうすでに飲飲飲飲みみみみ始始始始めているめているめているめている客客客客からからからから
「「「「飲酒飲酒飲酒飲酒ががががダメダメダメダメだとどこにだとどこにだとどこにだとどこに書書書書いてあるんだいてあるんだいてあるんだいてあるんだ？？？？」」」」とととと店側店側店側店側のののの責任責任責任責任をををを問問問問うようなうようなうようなうような
ことをことをことをことを言言言言われることもありえますわれることもありえますわれることもありえますわれることもありえます。。。。

ですのでですのでですのでですので、、、、パチンコパチンコパチンコパチンコ店店店店にとってにとってにとってにとって、、、、入入入入りりりり口付近口付近口付近口付近やややや店内店内店内店内にににに「「「「店内店内店内店内ででででのののの飲酒飲酒飲酒飲酒
はできませんはできませんはできませんはできません」」」」などのなどのなどのなどの表示表示表示表示をしたりをしたりをしたりをしたり、、、、店内店内店内店内アナウンスアナウンスアナウンスアナウンスでででで飲酒禁止飲酒禁止飲酒禁止飲酒禁止のののの旨旨旨旨
をををを定期的定期的定期的定期的にににに放送放送放送放送するなどのするなどのするなどのするなどの対応対応対応対応にはにはにはには意味意味意味意味がありますがありますがありますがあります。。。。

禁止禁止禁止禁止
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未成年者喫煙禁止法

• 第四条 煙草又ハ器具ヲ販売スル者ハ満二十年ニ至ラザル者ノ喫煙ノ

防止ニ資スル為年齢ノ確認其ノ他ノ必要ナル措置ヲ講ズルモノトス

• 第五条 満二十年ニ至ラサル者ニ其ノ自用ニ供スルモノナルコトヲ知リ

テ煙草又ハ器具ヲ販売シタル者ハ五十万円以下ノ罰金ニ処ス

• 第六条 法人ノ代表者又ハ法人若ハ人ノ代理人、使用人其ノ他ノ従業

者ガ其ノ法人又ハ人ノ業務ニ関シ前条ノ違反行為ヲ為シタルトキハ行為

者ヲ罰スルノ外其ノ法人又ハ人ニ対シ同条ノ刑ヲ科ス

喫煙に使用されるライターや灰皿は「器具」に該当すると考えられます。

179

受動喫煙防止措置

◎健康増進法第二十五条

学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、

官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、こ

れらを利用する者について、受動喫煙（室内又はこれに準ずる環境におい

て、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。）を防止するために必要な措

置を講ずるように努めなければならない。

◎厚生労働省健康局長 平成２２年２月２５日通知

受動喫煙防止措置の具体的方法

（１）施設･区域における受動喫煙防止対策

多数の者が利用する公共的な空間については、原則として全面禁煙である

べきである。全面禁煙を行っている場所では、その旨を表示し周知を図ると

ともに、来客者等にも理解と協力を求める等の対応をとる必要がある。

180

職場における喫煙対策

◎◎◎◎労働安全衛生法労働安全衛生法労働安全衛生法労働安全衛生法第第第第71条条条条のののの２２２２（（（（事業者事業者事業者事業者のののの講講講講ずるずるずるずる措置措置措置措置））））

事業者は，事業場における安全衛生の水準の向上を図るため，次の措置を

継続的かつ計画的に講ずることにより，快適な職場環境を形成するように努

めなければならない。

1 作業環境を快適な状態に維持管理するための措置 2,3省略

4 前３号に掲げるもののほか，快適な職場環境を形成するため必要な措置

◎◎◎◎事業者事業者事業者事業者がががが講講講講ずべきずべきずべきずべき快適快適快適快適なななな職場環境職場環境職場環境職場環境のののの形成形成形成形成のためののためののためののための措置措置措置措置にににに関関関関するするするする指針指針指針指針（（（（労労労労

働省告示第働省告示第働省告示第働省告示第59号号号号））））

空気環境におけるタバコの煙や臭いについて、労働者が不快と感ずることの

ないよう維持管理することとし、必要に応じ作業場内における喫煙場所を指

定する等の喫煙対策を講ずること。

181

各種条例による喫煙規制

たばこにたばこにたばこにたばこに対対対対するするするする規制規制規制規制はははは年年年年々々々々強強強強まってきていますまってきていますまってきていますまってきています。。。。

たとえばたとえばたとえばたとえば神奈川県神奈川県神奈川県神奈川県ではではではでは「「「「公共的施設公共的施設公共的施設公共的施設におけるにおけるにおけるにおける受動喫煙防止条例受動喫煙防止条例受動喫煙防止条例受動喫煙防止条例」」」」がががが2010

年年年年4月月月月1日日日日からからからから施行施行施行施行されますがされますがされますがされますが、、、、現在現在現在現在のところのところのところのところパチンコパチンコパチンコパチンコ店店店店はははは除外対象除外対象除外対象除外対象となっとなっとなっとなっ

ているもののているもののているもののているものの、、、、将来的将来的将来的将来的にはにはにはには適用対象施設適用対象施設適用対象施設適用対象施設としてとしてとしてとして検討課題検討課題検討課題検討課題となっておりとなっておりとなっておりとなっており、、、、今今今今

後後後後このようなこのようなこのようなこのような動動動動きがきがきがきが活発化活発化活発化活発化するするするする可能性可能性可能性可能性がありますがありますがありますがあります。。。。

都道府県都道府県都道府県都道府県によってによってによってによって様様様様々々々々のののの規制規制規制規制がありえることがありえることがありえることがありえること、、、、今後今後今後今後はははは規制規制規制規制がよりがよりがよりがより厳厳厳厳しくなしくなしくなしくな

りうりうりうりうるということをごるということをごるということをごるということをご理解理解理解理解くださいくださいくださいください。。。。

182

問い
営業時間の規制はいろいろありますが、

実際には存在しない場合を選んでください。

① 営業所が所在する用途地域によって営業できる時
間帯が異なることがある

② 毎日、日の出から夜0時まで営業できる都道府県
がある

③ 特定の日に限って夜間も休まず営業できる場合が
ある

④ 特例風俗営業者に限って午前1時まで営業できる
場合がある
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問い（こたえ）
営業時間の規制はいろいろありますが、

実際には存在しない場合を選んでください。

① 営業所が所在する用途地域によって営業できる時間帯が
異なることがある（青森、岩手、宮城、福島、福井）

② 毎日、日の出から夜0時まで営業できる都道府県がある（鳥

取、島根、山口、愛媛、高知）

③ 特定の日に限って夜間も休まず営業できる場合がある（三
重県）

④ 特例風俗営業者に限って午前1時まで営業できる場合があ

る（実在しない）

184

風営法による営業時間制限
（営業時間の制限）

第十三条

１ 風俗営業者は、午前零時（都道府県が習俗的行事習俗的行事習俗的行事習俗的行事そのそのそのその他他他他のののの特別特別特別特別なななな事事事事

情情情情のあるのあるのあるのある日日日日として条例で定める日にあつては当該事情のある地域として

当該条例で定める地域内は午前零時以後午前零時以後午前零時以後午前零時以後においてにおいてにおいてにおいて当該条例当該条例当該条例当該条例でででで定定定定めるめるめるめる時時時時、

当該条例で定める日以外の日にあつては午前一時まで風俗営業を営む

ことが許容される特別な事情のある地域として政令で定める基準に従い

都道府県の条例で定める地域内に限り午前一時午前一時午前一時午前一時）から日出時までの時

間においては、その営業を営んではならない。

２ 都道府県は、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は

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、前項の規定によるほか、政令で定める基準に従い条例で定めるとこ

ろにより、地域を定めて、風俗営業の営業時間を制限することができる。

185

営業時間の規制

風営法風営法風営法風営法（（（（法律法律法律法律））））はははは原則原則原則原則としてとしてとしてとして＜＜＜＜午前零時午前零時午前零時午前零時からからからから日出時日出時日出時日出時＞＞＞＞までのまでのまでのまでの
時間帯時間帯時間帯時間帯はははは風俗営業風俗営業風俗営業風俗営業をををを行行行行うことをうことをうことをうことを禁止禁止禁止禁止していますしていますしていますしています。。。。

つまりつまりつまりつまり、、、、日日日日のののの出出出出からからからから午前零時午前零時午前零時午前零時までのまでのまでのまでの時間時間時間時間はははは風俗営業風俗営業風俗営業風俗営業をををを行行行行ええええ
るというるというるというるという意味意味意味意味になりますになりますになりますになります。。。。

しかししかししかししかし、、、、風営風営風営風営法法法法はははは一定一定一定一定のののの範囲範囲範囲範囲のののの中中中中でででで、、、、都道府県都道府県都道府県都道府県がががが条例条例条例条例におにおにおにお
いていていていて、、、、よりよりよりより厳厳厳厳しいしいしいしい、、、、またはゆるいまたはゆるいまたはゆるいまたはゆるい営業時間制限営業時間制限営業時間制限営業時間制限をををを設設設設けることけることけることけること
をををを認認認認めていますめていますめていますめています。。。。

午前午前午前午前0時時時時

186

都道府県による営業時間の違い

パチンコパチンコパチンコパチンコ店店店店のののの営業可能時間営業可能時間営業可能時間営業可能時間はははは、、、、各都道府県各都道府県各都道府県各都道府県のののの条例条例条例条例によってによってによってによって異異異異なりますなりますなりますなります。。。。

たとえばたとえばたとえばたとえば、、、、こういうことですこういうことですこういうことですこういうことです。。。。

神奈川県神奈川県神奈川県神奈川県のののの
パチンコパチンコパチンコパチンコ店店店店

東京都東京都東京都東京都のののの
パチンコパチンコパチンコパチンコ店店店店

開店開店開店開店 AM9：：：：00

～～～～

閉店閉店閉店閉店 PM11：：：：00

開店開店開店開店 AM10：：：：00

～～～～

閉店閉店閉店閉店 PM11：：：：00

県境県境県境県境

187

各都道府県条例各都道府県条例各都道府県条例各都道府県条例ではではではでは、、、、そのそのそのその地域地域地域地域のののの事情事情事情事情にににに合合合合わせたわせたわせたわせた様様様様々々々々のののの規制規制規制規制がありますがありますがありますがあります
がががが、、、、あるあるあるある地域地域地域地域のののの条例条例条例条例でででで規制規制規制規制されているされているされているされている行為行為行為行為はははは、、、、他他他他のののの地域地域地域地域においてもにおいてもにおいてもにおいても好好好好ましくましくましくましく
ないないないない行為行為行為行為であるとであるとであるとであると考考考考えておくべきでしょうえておくべきでしょうえておくべきでしょうえておくべきでしょう。。。。

ですのでですのでですのでですので、、、、たとえそのようなたとえそのようなたとえそのようなたとえそのような規制規制規制規制をををを受受受受けていないけていないけていないけていない都道府県都道府県都道府県都道府県であってもであってもであってもであっても、、、、他他他他のののの
都道府県条例都道府県条例都道府県条例都道府県条例によるによるによるによる規制規制規制規制をををを知知知知っておくことにはっておくことにはっておくことにはっておくことには意味意味意味意味がありますがありますがありますがあります。。。。

風営法施行条例による規制

188

法律 と 条例

法律法律法律法律はははは

国会国会国会国会のののの議決議決議決議決でつくられでつくられでつくられでつくられ、、、、そのそのそのその効力効力効力効力はははは日本日本日本日本全国全国全国全国にににに及及及及びますびますびますびます。。。。

条例条例条例条例はははは

都道府県都道府県都道府県都道府県またはまたはまたはまたは市区町村市区町村市区町村市区町村のののの議会議会議会議会のののの議決議決議決議決でつくられでつくられでつくられでつくられ、、、、そのそのそのその効力効力効力効力
はそのはそのはそのはその都道府県都道府県都道府県都道府県またはまたはまたはまたは市区町村市区町村市区町村市区町村にしかにしかにしかにしか及及及及びませんびませんびませんびません。。。。

風営法風営法風営法風営法はははは、、、、風俗営業者風俗営業者風俗営業者風俗営業者にににに対対対対するするするする規制規制規制規制のののの
＜＜＜＜あるあるあるある部分部分部分部分（（（（場所場所場所場所のののの基準基準基準基準やややや営業時間営業時間営業時間営業時間などなどなどなど）＞）＞）＞）＞ についてについてについてについて、、、、
一定一定一定一定のののの範囲範囲範囲範囲でででで、、、、各都道府県各都道府県各都道府県各都道府県がががが条例条例条例条例でででで定定定定められることにしていますめられることにしていますめられることにしていますめられることにしています。。。。
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189

問い

本当にある 条例の規制はどれ？

① 包装されていない菓子類の提供の禁止

② 競技会の禁止

③ 従業者の負担で特殊な容装をさせることの禁止

④ 従業者に売上競争をさせることの禁止

⑤ 就寝用の設備を設置することの禁止

⑥ ショウを行うことの禁止

190

競技会等の禁止

パチンコパチンコパチンコパチンコ店店店店でのでのでのでの競技会等競技会等競技会等競技会等をををを禁止禁止禁止禁止しているしているしているしている都道府県都道府県都道府県都道府県がありますががありますががありますががありますが、、、、賭博行為賭博行為賭博行為賭博行為
のためのたまりのためのたまりのためのたまりのためのたまり場場場場になることをになることをになることをになることを予防予防予防予防するするするする目的目的目的目的ではないかとではないかとではないかとではないかと思思思思われますわれますわれますわれます。。。。

（（（（岐阜県岐阜県岐阜県岐阜県））））

賭賭賭賭けけけけ麻雀麻雀麻雀麻雀やややや野球賭博野球賭博野球賭博野球賭博などなどなどなど、、、、パチンコパチンコパチンコパチンコ店店店店のののの営業営業営業営業にににに関係関係関係関係のののの無無無無いいいい遊技遊技遊技遊技をををを客客客客がががが勝勝勝勝
手手手手にににに営業所営業所営業所営業所でででで行行行行っていたっていたっていたっていた場合場合場合場合にはにはにはには、、、、これをやめさせなければならないというこれをやめさせなければならないというこれをやめさせなければならないというこれをやめさせなければならないという
ことですことですことですことです。。。。

無料無料無料無料でででで行行行行ううううパチンコパチンコパチンコパチンコ大会大会大会大会などもなどもなどもなども、、、、このこのこのこの規定規定規定規定にににに抵触抵触抵触抵触するおそれがありますのするおそれがありますのするおそれがありますのするおそれがありますの
でででで、、、、実施前実施前実施前実施前によくごによくごによくごによくご確認確認確認確認くださいくださいくださいください。。。。

191

一定の賞品の提供禁止

以下以下以下以下のののの物品物品物品物品のののの提供提供提供提供のののの禁止禁止禁止禁止（（（（鳥取県鳥取県鳥取県鳥取県、、、、島根県島根県島根県島根県、、、、愛媛県愛媛県愛媛県愛媛県、、、、高知県等高知県等高知県等高知県等））））

①①①① 性的好奇心性的好奇心性的好奇心性的好奇心をそそるをそそるをそそるをそそる、、、、又又又又はははは不健全不健全不健全不健全なななな内容内容内容内容のののの写真写真写真写真、、、、ビデオビデオビデオビデオ、、、、等等等等

②②②② 短期間短期間短期間短期間でででで腐敗腐敗腐敗腐敗しししし、、、、変質変質変質変質するおそれのあるするおそれのあるするおそれのあるするおそれのある物品物品物品物品

③③③③ 包装包装包装包装されていないされていないされていないされていない菓子類菓子類菓子類菓子類

④④④④ 刃物類刃物類刃物類刃物類そのそのそのその他他人他他人他他人他他人のののの生命又生命又生命又生命又はははは身体身体身体身体にににに危害危害危害危害をををを及及及及ぼすぼすぼすぼす恐恐恐恐れのあるれのあるれのあるれのある物品物品物品物品

⑤⑤⑤⑤ 医薬品医薬品医薬品医薬品

⑥⑥⑥⑥ 条例施行規則条例施行規則条例施行規則条例施行規則でででで定定定定めるめるめるめる物品以外物品以外物品以外物品以外のののの物品物品物品物品

都道府県都道府県都道府県都道府県によっていろいろですがによっていろいろですがによっていろいろですがによっていろいろですが、、、、このようなこのようなこのようなこのような物品物品物品物品はははは、、、、いずれにせよいずれにせよいずれにせよいずれにせよ慎重慎重慎重慎重
なななな取取取取りりりり扱扱扱扱いがいがいがいが望望望望まれますまれますまれますまれます。。。。

192

客の宿泊、仮眠、寝具提供、ショウ等の禁止

営業時間営業時間営業時間営業時間がががが過過過過ぎればぎればぎればぎれば、、、、客客客客にはにはにはには営業所営業所営業所営業所からからからから立立立立ちちちち退退退退いてもらわなければいてもらわなければいてもらわなければいてもらわなければ
なりませんなりませんなりませんなりません。。。。

常連常連常連常連のののの客客客客だからといってだからといってだからといってだからといって便宜便宜便宜便宜をををを図図図図ってってってって宿泊宿泊宿泊宿泊させるなどするとさせるなどするとさせるなどするとさせるなどすると、、、、このこのこのこの

規制規制規制規制にににに抵触抵触抵触抵触するするするする地域地域地域地域がありますがありますがありますがあります。。。。（（（（多多多多くのくのくのくの都道府県都道府県都道府県都道府県でででで規制規制規制規制ありありありあり））））

仮眠施設仮眠施設仮眠施設仮眠施設をををを設置設置設置設置することをすることをすることをすることを規制規制規制規制しているしているしているしている場合場合場合場合もありますもありますもありますもあります。。。。

「「「「ショウショウショウショウ」」」」をををを行行行行うことをうことをうことをうことを禁止禁止禁止禁止しているしているしているしている地域地域地域地域もありますもありますもありますもあります。。。。

ディナーショーディナーショーディナーショーディナーショーやややや手品手品手品手品ショーショーショーショー、、、、ダンスショーダンスショーダンスショーダンスショーなどなどなどなど、、、、「「「「ショーショーショーショー」」」」というというというという

字字字字がつきそうながつきそうながつきそうながつきそうな見世物見世物見世物見世物のことではないかとのことではないかとのことではないかとのことではないかと思思思思われますわれますわれますわれます。。。。

芸能芸能芸能芸能タレントタレントタレントタレントをををを招招招招いてのいてのいてのいてのイベントイベントイベントイベントなどもなどもなどもなども規制規制規制規制のののの対象対象対象対象になりえますになりえますになりえますになりえます。。。。

（（（（北海道北海道北海道北海道、、、、茨城県茨城県茨城県茨城県、、、、栃木県栃木県栃木県栃木県、、、、静岡県静岡県静岡県静岡県））））

193

従業者に対し不当な負担をかけることの禁止

＜＜＜＜不当不当不当不当なななな負担負担負担負担＞＞＞＞のののの内容内容内容内容はいろいろはいろいろはいろいろはいろいろ考考考考えられますがえられますがえられますがえられますが、、、、法律法律法律法律にににに違反違反違反違反するするするする
行為行為行為行為をさせたりをさせたりをさせたりをさせたり、、、、労働契約上労働契約上労働契約上労働契約上のののの義務義務義務義務のののの無無無無いことをさせることなどだといことをさせることなどだといことをさせることなどだといことをさせることなどだと思思思思
われますわれますわれますわれます。。。。

都道府県都道府県都道府県都道府県によってはによってはによってはによっては、「、「、「、「従業者従業者従業者従業者のののの負担負担負担負担でででで特殊特殊特殊特殊なななな容装容装容装容装をさせることをさせることをさせることをさせること」」」」やややや
「「「「従業者従業者従業者従業者にににに売上競争売上競争売上競争売上競争をさせることをさせることをさせることをさせること」」」」をををを禁止禁止禁止禁止していますしていますしていますしています。。。。

以上見以上見以上見以上見てきたもののほかてきたもののほかてきたもののほかてきたもののほか、、、、

＜＜＜＜賞品賞品賞品賞品のののの提供方法提供方法提供方法提供方法をををを掲示掲示掲示掲示するするするする義務義務義務義務＞＞＞＞（（（（静岡県静岡県静岡県静岡県、、、、石川県石川県石川県石川県、、、、岐阜県等岐阜県等岐阜県等岐阜県等））））

＜＜＜＜通行人通行人通行人通行人にににに不安不安不安不安やややや迷惑迷惑迷惑迷惑をををを覚覚覚覚えさせるえさせるえさせるえさせる方法方法方法方法でででで呼呼呼呼びびびび込込込込みみみみ行為行為行為行為をすることのをすることのをすることのをすることの禁止禁止禁止禁止＞＞＞＞

などなどなどなど珍珍珍珍しいしいしいしい規制規制規制規制がありますががありますががありますががありますが、、、、少少少少なくともなくともなくともなくとも、、、、ごごごご自身自身自身自身のののの営業所営業所営業所営業所におけるにおけるにおけるにおける都道府県都道府県都道府県都道府県条例条例条例条例のののの
規制内容規制内容規制内容規制内容についてについてについてについてはははは、、、、一度一度一度一度はははは目目目目をををを通通通通しておいてくださいしておいてくださいしておいてくださいしておいてください。。。。

194

東京都風営法施行条例
第七条 風俗営業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 営業所で卑わいな行為その他善良の風俗を害する行為をし、又はさせ
ないこと。
二 客の求めない飲食物を提供しないこと。
三 法第十七条の規定により表示する料金以外の料金を客に請求しない
こと。
四 営業所において客を宿泊させ、若しくは仮眠させ、又は寝具その他これ
に類するものを客に使用させないこと。
五 営業中において、営業所の出入口、客室等に施錠をし、又はさせない
こと。
六 営業所において、店舗型性風俗特殊営業（略）、受付所営業（略）又は
店舗型電話異性紹介営業（略）を営み、又は他の者に営ませないこと。
七 とばくその他著しく射幸心をそそるような行為をし、又はさせないこと。

２ 法第二条第一項第七号及び第八号の営業を営む風俗営業者は、前項に
規定するもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 客相互の行う遊技の結果に対して賞品を提供しないこと。
二 客に提供した賞品を買い取らせないこと。
三 営業所（まあじゃん屋及び飲食店営業と法第二条第一項第八号の営
業とを兼業している営業に係る営業所を除く。）において、客に飲酒をさせ
ないこと。


