協賛企業等の基準の具体例について
（規制業種又は事業者）
第2条

次の各号のいずれかに該当すると認められる企業又は団体は、協賛企業等となる

ことができない。
(1)

政治資金規正法（昭和 23 年法律第 194 条）第３条に規定する政治団体

(2)

宗教法人法（昭和 26 年法律第 126 号）第２条に規定する宗教団体

(3)

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23 年法律第 122 号）第

２条に規定する風俗営業等を営むもの
(4)

貸金業法（昭和 58 年法律第 32 号）第２条第２項に規定する貸金業者（いわゆる

消費者金融）
(5)

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２条

第２号に規定する暴力団
(6)

特定商取引に関する法律（昭和 51 年法律第 57 号）第 33 条に規定する連鎖販売取

引を営むもの（いわゆるマルチ商法）
(7)

民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）による再生手続中のもの

(8)

会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）による更生手続中のもの

(9)

破産者で復権を得ないもの

(10) 公職選挙法（昭和 25 年法律第 100 号）第 199 条の２から第 199 条の４までの規定
に抵触するおそれのあるもの
(11) 公営競技の事業者（地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 244 条の２第３項に
規定する指定管理者を含む。）
(12) 法律の定めのない医療類似行為を行う施設
(13) 占い、運勢判断に関するもの
(14) 債権取立て、示談引受けその他類似の営業活動を行うもの
(15) 興信所、探偵事務所等
(16) 法令等に基づく必要な許可等を受けることなく業を行うもの
(17) 各種法令に違反しているもの
(18) 行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていないもの
(19) 規制対象となっていない業種においても、社会問題を起こしている業種や事業者
(20) その他市長が不適当と認める業種や事業者
政治資金規正法
第三条
一

この法律において「政治団体」とは、次に掲げる団体をいう。

政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対することを本来の目的
とする団体
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二

特定の公職の候補者を推薦し、支持し、又はこれに反対することを本来の目的とする
団体

三

前二号に掲げるもののほか、次に掲げる活動をその主たる活動として組織的かつ継続
的に行う団体

イ

政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対すること。

ロ

特定の公職の候補者を推薦し、支持し、又はこれに反対すること。

宗教法人法
第二条

この法律において「宗教団体」とは、宗教の教義をひろめ、儀式行事を行い、及

び信者を教化育成することを主たる目的とする左に掲げる団体をいう。
一

礼拝の施設を備える神社、寺院、教会、修道院その他これらに類する団体

二

前号に掲げる団体を包括する教派、宗派、教団、教会、修道会、司教区その他これら
に類する団体

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
第二条
一

この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。

キヤバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食を
させる営業

二

待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせ
る営業(前号に該当する営業を除く。)

三 ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(第
一号に該当する営業を除く。)
四 ダンスホールその他設備を設けて客にダンスをさせる営業(第一号若しくは前号に該
当する営業又は客にダンスを教授するための営業のうちダンスを教授する者(政令で
定めるダンスの教授に関する講習を受けその課程を修了した者その他ダンスを正規に
教授する能力を有する者として政令で定める者に限る。)が客にダンスを教授する場合
にのみ客にダンスをさせる営業を除く。)
五

喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定
めるところにより計つた客席における照度を十ルクス以下として営むもの(第一号か
ら第三号までに掲げる営業として営むものを除く。)

六

喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難
であり、かつ、その広さが五平方メートル以下である客席を設けて営むもの

七

まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技
をさせる営業

八

スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射
幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定

2

めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の
営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該
遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)
２

この法律において「風俗営業者」とは、次条第一項の許可又は第七条第一項、第七条
の二第一項若しくは第七条の三第一項の承認を受けて風俗営業を営む者をいう。

３

この法律において「接待」とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこ
とをいう。

４

この法律において「接待飲食等営業」とは、第一項第一号から第六号までのいずれか
に該当する営業をいう。

５

この法律において「性風俗関連特殊営業」とは、店舗型性風俗特殊営業、無店舗型性
風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業及び無店舗型電
話異性紹介営業をいう。

６

この法律において「店舗型性風俗特殊営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営
業をいう。

一 浴場業(公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)第一条第一項に規定する公衆浴
場を業として経営することをいう。)の施設として個室を設け、当該個室において異性
の客に接触する役務を提供する営業
二

個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務
を提供する営業(前号に該当する営業を除く。)

三

専ら、性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態を見せる興行その他の善良の風
俗又は少年の健全な育成に与える影響が著しい興行の用に供する興行場(興行場法(昭
和二十三年法律第百三十七号)第一条第一項に規定するものをいう。)として政令で定
めるものを経営する営業

四 専ら異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む。以下この条において同じ。)の用に供する
政令で定める施設(政令で定める構造又は設備を有する個室を設けるものに限る。)を
設け、当該施設を当該宿泊に利用させる営業
五

店舗を設けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令で
定めるものを販売し、又は貸し付ける営業

六

前各号に掲げるもののほか、店舗を設けて営む性風俗に関する営業で、善良の風俗、
清浄な風俗環境又は少年の健全な育成に与える影響が著しい営業として政令で定める
もの

７

この法律において「無店舗型性風俗特殊営業」とは、次の各号のいずれかに該当する
営業をいう。

一

人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその
客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派
遣することにより営むもの
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二

電話その他の国家公安委員会規則で定める方法による客の依頼を受けて、専ら、前項
第五号の政令で定める物品を販売し、又は貸し付ける営業で、当該物品を配達し、又
は配達させることにより営むもの

８

この法律において「映像送信型性風俗特殊営業」とは、専ら、性的好奇心をそそるた
め性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信
設備を用いてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを
除く。)により営むものをいう。

９

この法律において「店舗型電話異性紹介営業」とは、店舗を設けて、専ら、面識のな
い異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む。次項において同じ。)
を希望する者に対し、会話(伝言のやり取りを含むものとし、音声によるものに限る。
以下同じ。)の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの
電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて当該店舗内に立ち入らせた他の一方
の者に取り次ぐことによつて営むもの(その一方の者が当該営業に従事する者である
場合におけるものを含む。)をいう。

１０

この法律において「無店舗型電話異性紹介営業」とは、専ら、面識のない異性との
一時の性的好奇心を満たすための交際を希望する者に対し、会話の機会を提供するこ
とにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気
通信設備を用いて他の一方の者に取り次ぐことによつて営むもの(その一方の者が当
該営業に従事する者である場合におけるものを含むものとし、前項に該当するものを
除く。)をいう。

１１

この法律において「接客業務受託営業」とは、専ら、次に掲げる営業を営む者から
委託を受けて当該営業の営業所において客に接する業務の一部を行うこと(当該業務
の一部に従事する者が委託を受けた者及び当該営業を営む者の指揮命令を受ける場合
を含む。)を内容とする営業をいう。

一

接待飲食等営業

二

店舗型性風俗特殊営業

三 飲食店営業(設備を設けて客に飲食をさせる営業で食品衛生法(昭和二十二年法律第二
百三十三号)第五十二条第一項の許可を受けて営むものをいい、接待飲食等営業又は店
舗型性風俗特殊営業に該当するものを除く。以下同じ。)のうち、バー、酒場その他客
に酒類を提供して営む営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して
営むものを除く。以下「酒類提供飲食店営業」という。)で、日出時から午後十時まで
の時間においてのみ営むもの以外のもの
貸金業法
第二条 この法律において「貸金業」とは、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割
引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつ
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てする金銭の授受の媒介を含む。以下これらを総称して単に「貸付け」という。)で業
として行うものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
一

国又は地方公共団体が行うもの

二

貸付けを業として行うにつき他の法律に特別の規定のある者が行うもの

三

物品の売買、運送、保管又は売買の媒介を業とする者がその取引に付随して行うもの

四

事業者がその従業者に対して行うもの

五

前各号に掲げるもののほか、資金需要者等の利益を損なうおそれがないと認められる
貸付けを行う者で政令で定めるものが行うもの

２

この法律において「貸金業者」とは、次条第一項の登録を受けた者をいう。

（中略）
第三条

貸金業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設

置してその事業を営もうとする場合にあつては内閣総理大臣の、一の都道府県の区域
内にのみ営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該営
業所又は事務所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
第二条

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。
一

暴力的不法行為等

別表に掲げる罪のうち国家公安委員会規則で定めるものに当たる

違法な行為をいう。
二 暴力団 その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)が集団的に又は常
習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。
特定商取引に関する法律
第三十三条

この章並びに第五十八条の七第一項及び第三項並びに第六十七条第一項にお

いて「連鎖販売業」とは、物品(施設を利用し又は役務の提供を受ける権利を含む。以
下同じ。)の販売(そのあつせんを含む。)又は有償で行う役務の提供(そのあつせんを
含む。)の事業であつて、販売の目的物たる物品(以下この章及び第五十八条の七第一
項第一号イにおいて「商品」という。)の再販売(販売の相手方が商品を買い受けて販
売することをいう。以下同じ。)、受託販売(販売の委託を受けて商品を販売すること
をいう。以下同じ。)若しくは販売のあつせんをする者又は同種役務の提供(その役務
と同一の種類の役務の提供をすることをいう。以下同じ。)若しくはその役務の提供の
あつせんをする者を特定利益(その商品の再販売、受託販売若しくは販売のあつせんを
する他の者又は同種役務の提供若しくはその役務の提供のあつせんをする他の者が提
供する取引料その他の主務省令で定める要件に該当する利益の全部又は一部をいう。
以下この章及び第五十八条の七第一項第四号において同じ。)を収受し得ることをもつ
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て誘引し、その者と特定負担(その商品の購入若しくはその役務の対価の支払又は取引
料の提供をいう。以下この章及び第五十八条の七第一項第四号において同じ。)を伴う
その商品の販売若しくはそのあつせん又は同種役務の提供若しくはその役務の提供の
あつせんに係る取引(その取引条件の変更を含む。以下「連鎖販売取引」という。)を
するものをいう。
民事再生法
(定義)
第二条

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。
一

再生債務者

経済的に窮境にある債務者であって、その者について、再生手続開

始の申立てがされ、再生手続開始の決定がされ、又は再生計画が遂行されているも
のをいう。
二

再生債務者等

管財人が選任されていない場合にあっては再生債務者、管財人が

選任されている場合にあっては管財人をいう。
三

再生計画

再生債権者の権利の全部又は一部を変更する条項その他の第百五十四

条に規定する条項を定めた計画をいう。
四

再生手続

次章以下に定めるところにより、再生計画を定める手続をいう。

会社更生法
(定義)
第二条

この法律において「更生手続」とは、株式会社について、この法律の定めるとこ

ろにより、更生計画を定め、更生計画が定められた場合にこれを遂行する手続(更生手続
開始の申立てについて更生手続開始の決定をするかどうかに関する審理及び裁判をする
手続を含む。)をいう。
破産者で復権を得ないもの（破産法（平成 16 年法律第 75 号））
(定義)
第二条 この法律において「破産手続」とは、次章以下(第十二章を除く。)に定めるとこ
ろにより、債務者の財産又は相続財産若しくは信託財産を清算する手続をいう。
２

（略）

３

（略）

４

この法律において「破産者」とは、債務者であって、第三十条第一項の規定により
破産手続開始の決定がされているものをいう。
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(復権)
第二百五十五条

破産者は、次に掲げる事由のいずれかに該当する場合には、復権する。

次条第一項の復権の決定が確定したときも、同様とする。
一

免責許可の決定が確定したとき。

二

第二百十八条第一項の規定による破産手続廃止の決定が確定したとき。

三

再生計画認可の決定が確定したとき。

四

破産者が、破産手続開始の決定後、第二百六十五条の罪について有罪の確定判決を
受けることなく十年を経過したとき。

（中略）
(復権の決定)
第二百五十六条

破産者が弁済その他の方法により破産債権者に対する債務の全部につい

てその責任を免れたときは、破産裁判所は、破産者の申立てにより、復権の決定をしな
ければならない。
公職選挙法
(公職の候補者等の寄附の禁止)
第百九十九条の二 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含
む。以下この条において「公職の候補者等」という。)は、当該選挙区(選挙区がない
ときは選挙の行われる区域。以下この条において同じ。)内にある者に対し、いかなる
名義をもつてするを問わず、寄附をしてはならない。ただし、政党その他の政治団体
若しくはその支部又は当該公職の候補者等の親族に対してする場合及び当該公職の候
補者等が専ら政治上の主義又は施策を普及するために行う講習会その他の政治教育の
ための集会(参加者に対して饗きよう応接待(通常用いられる程度の食事の提供を除
く。)が行われるようなもの、当該選挙区外において行われるもの及び第百九十九条の
五第四項各号の区分による当該選挙ごとに当該各号に定める期間内に行われるものを
除く。以下この条において同じ。)に関し必要やむを得ない実費の補償(食事について
の実費の補償を除く。以下この条において同じ。)としてする場合は、この限りでない。
２

公職の候補者等を寄附の名義人とする当該選挙区内にある者に対する寄附については、
当該公職の候補者等以外の者は、いかなる名義をもつてするを問わず、これをしては
ならない。ただし、当該公職の候補者等の親族に対してする場合及び当該公職の候補
者等が専ら政治上の主義又は施策を普及するために行う講習会その他の政治教育のた
めの集会に関し必要やむを得ない実費の補償としてする場合は、この限りでない。

３

何人も、公職の候補者等に対して、当該選挙区内にある者に対する寄附を勧誘し、又
は要求してはならない。ただし、政党その他の政治団体若しくはその支部又は当該公
職の候補者等の親族に対する寄附を勧誘し、又は要求する場合及び当該公職の候補者
等が専ら政治上の主義又は施策を普及するために行う講習会その他の政治教育のため

7

の集会に関し必要やむを得ない実費の補償としてする寄附を勧誘し、又は要求する場
合は、この限りでない。
４

何人も、公職の候補者等を寄附の名義人とする当該選挙区内にある者に対する寄附に
ついては、当該公職の候補者等以外の者に対して、これを勧誘し、又は要求してはな
らない。ただし、当該公職の候補者等の親族に対する寄附を勧誘し、又は要求する場
合及び当該公職の候補者等が専ら政治上の主義又は施策を普及するために行う講習会
その他の政治教育のための集会に関し必要やむを得ない実費の補償としてする寄附を
勧誘し、又は要求する場合は、この限りでない。

(公職の候補者等の関係会社等の寄附の禁止)
第百九十九条の三 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含
む。)がその役職員又は構成員である会社その他の法人又は団体は、当該選挙区(選挙
区がないときは選挙の行われる区域)内にある者に対し、いかなる名義をもつてするを
問わず、これらの者の氏名を表示し又はこれらの者の氏名が類推されるような方法で
寄附をしてはならない。ただし、政党その他の政治団体又はその支部に対し寄附をす
る場合は、この限りでない。
(公職の候補者等の氏名等を冠した団体の寄附の禁止)
第百九十九条の四 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含
む。)の氏名が表示され又はその氏名が類推されるような名称が表示されている会社そ
の他の法人又は団体は、当該選挙に関し、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行わ
れる区域)内にある者に対し、いかなる名義をもつてするを問わず、寄附をしてはなら
ない。ただし、政党その他の政治団体若しくはその支部又は当該公職の候補者若しく
は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)に対し寄附をする場合は、
この限りでない。
公営競技の事業者
公営競技とは、次のものをいう。
① 競馬《競馬法（昭和 23 年法律第 158 号）》
② 競輪《自転車競技法（昭和 23 年法律第 209 号）》
③

モーターボート競走（いわゆる競艇）
《モーターボート競走法（昭和 26 年法律第 242
号）》

④

小型自動車競走（いわゆるオートレース）
《小型自動車競走法（昭和 25 年法律第 208
号）》
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地方自治法
第二百四十四条の二

（略）

２

（略）

３

普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認
めるときは、条例の定めるところにより、法人その他の団体であつて当該普通地方公
共団体が指定するもの(以下本条及び第二百四十四条の四において「指定管理者」とい
う。)に、当該公の施設の管理を行わせることができる。

法令等に基づく必要な許可等を受けることなく業を行うもの
法令等に基づく必要な許可等を受けることなく業を行うものの例
① 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45 年法律第 137 号）に基づく市長の許可
を取得せず、違法に廃棄物の処理を行うもの（不用品を買い取る又は無料で引き取る
としている場合において、別途輸送費・作業代などを要求し、実質的に処理費用を徴
収するものを含む。）
２ 学校等（学校教育法(昭和 22 年法律第 26 号)第 1 条に規定する学校、児童福祉法(昭和
22 年法律第 164 号)第 39 条第 1 項に規定する保育所その他これらに類するものをいう。）
へＬＥＤ照明を設置する場合にあっては、前項各号に定めるもののほか、次の各号のい
ずれかに該当すると認められる企業又は団体についても、協賛企業等となることができ
ない。
(1)

私立学校法（昭和 24 年法律第 270 号）第３条に規定する学校法人

(2)

教育関係に関する業種や事業者

(3)

たばこ事業法（昭和 59 年法律第 68 号）第３条に規定する日本たばこ産業株式会

社又は第 11 条に規定する特定販売、第 20 条に規定する卸売販売若しくは第 22 条に
規定する小売販売を主たる営業活動とするもの
(4)

酒税法（昭和 28 年法律第６号）第７条に規定する酒類製造者又は第９条に規定す

る酒類の販売業を主たる営業活動とするもの
私立学校法
第三条

この法律において「学校法人」とは、私立学校の設置を目的として、この法律の

定めるところにより設立される法人をいう。
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教育関係に関する業種や事業者
教育関係に関する業種や事業者とは、おおむね次のとおりとする。
①

学習塾の受講生募集又は家庭教師の派遣に関するもの

②

教育機材、図書等の販売に関するもの
例

教育機材の販売・リース、教科の通信販売・添削指導

など

たばこ事業法
第三条 日本たばこ産業株式会社(以下「会社」という。)は、毎年、その製造する製造た
ばこの原料の用に供しようとする国内産の葉たばこ(以下「原料用国内産葉たばこ」と
いう。)の買入れを行おうとする場合においては、すべて、あらかじめ、会社に売り渡
す目的をもつてたばこを耕作しようとする者(以下「耕作者」という。)と原料用国内
産葉たばこの買入れに関する契約を締結するものとする。
第十一条 自ら輸入(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二条第一項第一号に規定す
る輸入をいう。以下同じ。)をした製造たばこの販売を業として行おうとする者は、財
務大臣の登録を受けなければならない。
第二十条 製造たばこの卸売販売(消費者に対する販売以外の販売をいう。以下同じ。)を
業として行おうとする者は、当分の間、財務大臣の登録を受けなければならない。た
だし、会社又は特定販売業者がその製造し、又は輸入した製造たばこの卸売販売を行
おうとする場合は、この限りでない。
第二十二条 製造たばこの小売販売(消費者に対する販売をいう。以下同じ。)を業として
行おうとする者は、当分の間、その製造たばこに係る営業所(以下第三十七条まで及び
第四十九条において「営業所」という。)ごとに財務大臣の許可を受けなければならな
い。会社又は特定販売業者が小売販売を業として行おうとするときも、同様とする。
酒税法
第七条

酒類を製造しようとする者は、政令で定める手続により、製造しようとする酒類

の品目(第三条第七号から第二十三号までに掲げる酒類の区分をいう。以下同じ。)別
に、製造場ごとに、その製造場の所在地の所轄税務署長の免許(以下「製造免許」とい
う。)を受けなければならない。ただし、酒類の製造免許を受けた者(以下「酒類製造
者」という。)が、その製造免許を受けた製造場において当該酒類の原料とするため製
造する酒類については、この限りでない。
第九条 酒類の販売業又は販売の代理業若しくは媒介業(以下「販売業」と総称する。)を
しようとする者は、政令で定める手続により、販売場(継続して販売業をする場所をい
う。以下同じ。)ごとにその販売場の所在地(販売場を設けない場合には、住所地)の所
轄税務署長の免許(以下「販売業免許」という。)を受けなければならない。ただし、
酒類製造者がその製造免許を受けた製造場においてする酒類(当該製造場について第
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七条第一項の規定により製造免許を受けた酒類と同一の品目の酒類及び第四十四条第
一項の承認を受けた酒類に限る。)の販売業及び酒場、料理店その他酒類をもつぱら自
己の営業場において飲用に供する業については、この限りでない。
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