本誌 早速ですが滋賀県の状況につ
いて︑県内の店舗数と設置台数を教え
てください︒
古川照雄理事長︵以下敬称略︶ 組合
加盟店舗数は１１８店舗︑設置台数は
パチンコ３万８２１台︑パチスロ１万
３６５１台です︒
最盛期で約１９０店
舗ありましたので︑比較すると ％程
減少しています︒
しかしながら︑設置
台数はほぼ横這いの状態にあり︑店舗
の大型傾向が見受けられます︒
本誌 前理事長である安田孝氏の任
期中の理事長交代となりましたが︑そ
の経緯は︒
古川 前任の安田孝氏が本年６月︑一
身上の都合にて理事長職を辞任され︑
それから私が理事長代行を務めさせ
て頂いておりました︒
私自身︑次期理
〟
事長が決まるまでの つなぎ
〝
のつもりでしたが︑９月に開催︵６月
からの３カ月は定款に則り各地域か
ら推薦人を選び︑推薦会議を行うプロ
セスを経ていた︶した臨時総会で周り
からの推薦もあり︑正式に就任させて
頂く運びとなりました︒
私の経営する
ホールの土地柄もあり︑単組の組合長
から組合の理事︑そして副理事長に︑
という過程を経ず︑３年前から一足と
ばしで副理事長を仰せつかったばか
りの若輩者です︒
その分︑吸収も早く︑
まだ何色にも染まっておりませんの
で︑物事を新しい視線で捉える事がで
きると自負しております︒
残任期間は
１年半ですが︑その間に組合が抱える
問題の解決に向け︑全力で取り組みた
いと考えております︒
本誌 組合が抱える問題とはどのよ
うな事でしょうか︒
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古川 一番は組合が推奨する賞品提
供システムの普及です︒この取り組
みは平成 年から推進しております
が︑現在のところ加盟店舗は 店舗
︵プラス申請中 店舗︶と徐々にで
はありますが︑加盟店が増えてきて
おります︒賞品提供システムを巡る
問題は業界の命題でもあります︒組
合推奨のシステムは暴力団の介在や
ホール経営者の関与をより一層無く
し︑健全性を高めたものとなってお
ります︒このシステムをベースに改
善を加え︑社会的にも組合員の皆様
からも信頼を得られるシステムにし
て県下統一を図りたい︒その為に私
が理事長という重責を任されたもの
と思っております︒ここ数年間︑
様々な問題が県下で起こりました︒
しかし︑前理事長の辞任を一つの契
機に︑組合員が一致団結して取り組
んでいこうという雰囲気が生まれ始
めています︒そういった意味では
今︑今後の滋賀県遊協の方針を左右
する大切な時期を迎えています︒
10
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本誌 組合が推奨する賞品提供シス
テム普及に向けて︑どのように取り
組んでいきますか︒
古川 先ほどお話したように︑今︑
組合員が一つにまとまろうという空
気が生まれ始めています︒賞品提供
に際して︑民間業者を利用している
組合員の多くはこれまで︑組合の推
奨するシステムに切り替える事はあ
りませんでした︒しかし︑これから
は全員参加でシステムを更に改善
し︑民間業者を利用している組合員
の方にも理解して貰える形にしてい
きたいと考えています︒県下には組
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合非加盟店舗が 店舗あり︑その中
には賞品提供システムを普及してい
く中で組合を辞められた方もいま
す︒組合は互助組織ですから︑組合
を離れられた方にも改めて全員加盟
して頂けたらと考えています︒賛成
意見だけでなく︑反対される人の意
見も採り入れ︑私一人の力で指針を
決めるのではなく︑言葉の通り︑組
合員が一致団結し︑みんなで同じ方
向を向いて歩んでいきたいと思いま
す︒

が︑会場の関係で関連業者の方には
参加を遠慮して頂いたほど盛況とな
りました︒現在︑組合として広告宣
伝の自主規制等は行わず︑法律に則
ってホール個々の判断に任せていま
すが︑講習以降︑県警からの指導を
受けた店舗は聞いておりません︒非
常に有意義な時間となりました︒

本誌 県下のホールで事件・事故な
どは発生していますか︒
古川 ここ数年︑不正改造事犯など
は起こっておりません︒しかし︑ゴ
トや強盗犯罪は発生しています︒目
に見えているものでは体感器や磁石
など古典的なものは摘発されている
現状です︒また︑駐車場での幼児放
置事故については︑理事を通じて理
事会で話合った事を必ず現場に伝え
るという事を徹底させています︒そ
の甲斐あってか県下のホール駐車場
において事故は発生しておりませ
ん︒この様な事故は絶対に無くさな
ければならない事です︒大変な事で
すが︑今後も継続して徹底していき
ます︒

本誌 滋賀県遊協ではどのような社
会貢献活動を行っていますか︒

賞品提供システムの県下統一
今︑
一つにまとまろうとする
雰囲気が生まれ始めている

本誌 近々の問題では８月１日より
当局から﹁風俗営業等の規制及び業
務の適正化等に関する法律等の解釈
基準について﹂が示されましたが︑
滋賀県遊協ではどのように対応しま
したか︒
〟
古川 組合員の悩みはひとえに 基
準 でした︒どこまでしなければな
〝
らないのか︑どこまでできるのか︒
その線引きに悩む方が多数おられま
した︒組合では８月末に県警本部の
担当官を招いて︑講習会を開催しま
した︒この講習会には非組合員も含
め１６０名近くものホール関係者が
集まりました︒メーカーや販社等か
らの参加要望も多数あったのです
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古川 平成 年から毎年︑
ＮＰＯ法人
等に福祉車両の寄贈を行い︑これまで
に 台を寄贈しました︒
この取り組み
は自治体ではなく︑普段なかなか光が
あたらず困窮しているＮＰＯ法人を
対象に行う事で︑より地域に根付いた
支援ができればと始めた事です︒
ま
た︑障害者や交通遺児等の施設に年間
数十件の寄付金の寄贈の他︑善意の箱
からも寄贈を行い︑年間約１３００万
円を支援しています︒
東日本大震災に
際しては︑組合として１０００万円︑
さらに県下の各ホール単位では聞い
ている限り約８００万円が支援され
ました︒
また︑全日遊連のファン感謝
56
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本誌 全日遊連や機械メーカーに対
しての要望はありますか︒
古川 全日遊連に対しては︑まだ就任
したばかりですので︑これから勉強し
ていきたいと
思っています︒
機械メーカー
には︑いつのま
にか機械１台
の単価が上が
ってホールが
しんどい思い
をしている事
をもっと分か
ってほしい︒
例
えば︑新台を
台買ったらクラ
ウンが１台買
えてしまう程
の値段がかか
ります︒
しかし︑
クラウンほど
のコストパフ
ォーマンスを
発揮してくれ
るかと言えば︑
必ずしもそう
ではない︒
下手

祭の県下版を昨年より行っており︑今
年６月には復興支援を主旨に﹃がんば
ろう日本 東日本大震災復興支援
滋遊協パチンコ・パチスロキャンペ
ーン﹄を開催しました︒
この事業での
収益の一部を義援金として拠出させ
て頂きました︒
復興にはまだまだ時間
がかかります︒
組合としても今後︑継
続した支援をしていきたいと思いま
す︒

本誌 中古機を利用されるホールも
増えましたね︒
古川 そうですね︒
中古機を使う事は
ほとんどしない業界でしたが︑１円パ
チンコの普及と共に根付いた結果だ
と思います︒
業界には今まで様々な困
難が訪れましたが︑その都度知恵を絞
り出して発展させてきた歴史があり
ます︒
１円パチンコはまさにその知恵
と言え︑業界の歴史上︑貸し玉料金を
下げるという前代未聞の業態を定着
させた改革です︒
まだ一発台のあった
昔は︑勝てば１万円︑負けても１万円
という使用金額への限度がありまし
た︒
今の４円・ 円市場ではその限度
は無きに等しいと言えましょう︒
１円
パチンコはまさにその時代のパチン
コに対する金銭感覚に近しいものが
あるのではないでしょうか︒
店側が作
った限度に安心感が生まれ普及した︒
１日駐車してもいくらまで︑という最
大料金を設けたコインパーキングの
安心感と同じ原理です︒

すれば１週間ももたない機械も中に
はあります︒
この業界は機械の性能に
よって業績が左右されてしまう所が
あり︑良い機械を見極めるのがホール
の腕とも言えます︒
しかし︑不景気と
相まって露骨な抱き合わせは減った
とはいえ︑機歴販売などは未だ残って
います︒
業界の健全化と等しく機械代
や販売方法の是正が求められるので
はないでしょうか︒

８月末に県警本部の担当官を招き講習会を開催。１６０名近くのホール関係者が集まった
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本誌 最後に目標や抱負をお聞かせ
下さい︒
古川 組合推奨の賞品提供システム
を更に改善しながら組合員一丸とな

20

って全店舗に普及させていく事が目
標です︒
大切な事は組合員が一つにな
ること︒
全員で組合を盛り上げ︑安心
した営業が行え︑社会貢献もできる組
合になっていければと思います︒
残任
期間は１年半ですが︑今の雰囲気を見
る限り︑システムの改善にはそんなに
時間はかからないと思います︒
今回︑
人事には強力な布陣を配しました︒
若
い方も結構おり︑熱い思いを抱いてい
ますので︑彼らと共に自分の仕事に熱
意を持って走っていきたい︒

本誌 新たに就任された副理事長︻石
原成郎氏／山下よしこ氏／中村尚秀
氏︼の中でも中村氏は 歳という若さ
ですよね︒
今後が楽しみです︒
本日は
お忙しい中︑
有り難うございました︒
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︻平成 年 月 日組合事務局にて︼
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