IRの実現に向けて 市⺠説明会アンケート
港北区 結果
■概要
開催期間︓ 令和2年 2⽉14⽇（⾦）
開催会場︓ 港北公会堂
参加者数︓

428 ⼈

■アンケート集計結果
1

（うち回答者数︓

345 ⼈）

港北区

あなたのことについてお尋ねします。
性別（〇は1つ）
回答番号
1 男性
2 ⼥性
なし 無回答

項⽬

計

回答数
回答の割合
202
58.6%
125
36.2%
18
5.2%
345 100.0%
男性

性別

5.2%

約6割、⼥性

なっています。

男性
⼥性
無回答

36.2%
58.6%

1

約4割と

年齢（〇は1つ）
回答番号
1 10代以下
2 20代
3 30代
4 40代
5 50代
6 60代
7 70代以上
なし 無回答

項⽬

回答数
2
12
12
29
52
103
120
15
345

計
年齢

0.6%

3.5%
3.5%

4.3%

8.4%

回答の割合
0.6%
3.5%
3.5%
8.4%
15.1%
29.9%
34.8%
4.3%
100.0%

10代以下

50代以上が約8割を占めてい

20代

ます。

30代
40代

34.8%

15.1%

50代
60代

29.9%

70代以上
無回答

現在の職業（〇は1つ）
項⽬
回答番号
1 ⾃営業
2 会社員
3 会社経営・役員
4 公務員・団体職員
5 専業主婦・主夫
6 学⽣
7 無職
8 その他
なし 無回答
計
現在の職業

10.7%

⾃営業

5.8%

会社員

10.4%

会社経営・役員

17.7%

公務員・団体職員
専業主婦・主夫
学⽣

31.6%

1.2%

9.3%

回答数
回答の割合
36
10.4%
61
17.7%
22
6.4%
24
7.0%
32
9.3%
4
1.2%
109
31.6%
37
10.7%
20
5.8%
345 100.0%

6.4%

無職

7.0%

その他
無回答

2

「無職」が最も多く、次いで
「会社員」の順となっていま
す。

居住地（〇は1つ）
回答番号
1 鶴⾒区
2 神奈川区
3 ⻄区
4 中区
5 南区
6 港南区
7 保⼟ケ⾕区
8 旭区
9 磯⼦区
10 ⾦沢区
11 港北区
12 緑区
13 ⻘葉区
14 都筑区
15 ⼾塚区
16 栄区
17 泉区
18 瀬⾕区
なし 無回答

項⽬

回答数

計
0.0%0.0%

居住地

0.0%
0.0%
0.0%

0.0%

0.0%
0.0%

0.0%

0.0%
0.3%
0.3%

0.3%
0.0%

0.0%
0.0%

1
1
0
0
0
1
0
0
0
0
314
0
0
0
0
0
0
0
28
345

8.1%
0.0%

91.0%

開催地の港北区が最も多くなっています。

3

回答の割合
0.3%
0.3%
0.0%
0.0%
0.0%
0.3%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
91.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
8.1%
100.0%

鶴⾒区
神奈川区
⻄区
中区
南区
港南区
保⼟ケ⾕区
旭区
磯⼦区
⾦沢区
港北区
緑区
⻘葉区
都筑区
⼾塚区
栄区
泉区
瀬⾕区
無回答

本説明会は何で知りましたか（〇は1つ）
項⽬
回答番号
1 広報よこはま
2 横浜市のホームページ
3 新聞、インターネット記事
4 知⼈の紹介
5 その他

回答数
回答の割合
159
46.1%
58
16.8%
48
13.9%
34
9.9%
30
8.7%

なし 無回答
計
本説明会は何で知りましたか

16

4.6%

345

100.0%

広報よこはま

4.6%

8.7%

横浜市のホームページ

9.9%

新聞、インターネット記事

46.1%
13.9%
16.8%

知⼈の紹介
その他
無回答

「広報よこはま」からが情報源としてもっとも⾼く、次いで
「横浜市のホームページ」となっています。
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2

IRの認識についてお尋ねします
（１）IR（統合型リゾート）については、どの程度知っていましたか（〇は1つ）
項⽬
回答番号
回答数
回答の割合
詳しく知っていた
1
63
18.3%
2 ⼤まかに知っていた
226
65.5%
3 名前を聞いた事がある程度
32
9.3%
4 ほとんど知らなかった
5
1.4%
5 無回答
19
5.5%
計
345 100.0%
IR（統合型リゾート）については、
詳しく知っていた

どの程度知っていましたか

1.4%

5.5%

⼤まかに知っていた

18.3%

9.3%

名前を聞いた事がある程度

ほとんど知らなかった

無回答

65.5%

「詳しく知っていた」、「⼤まかに知っていた」が合わせ
て約８割となっています。

（2）IRに⾏ったことがありましたか（〇は1つ）
項⽬
回答番号
1 はい
2 いいえ
3 無回答
計

回答数
回答の割合
84
24.3%
240
69.6%
21
6.1%
345 100.0%

IRに⾏ったことがありましたか
はい

6.1%

いいえ

24.3%

無回答

IRに⾏ったことがある⽅は約2割と

69.6%

なっています。
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3

本⽇の説明を聞いた後の状況についてお尋ねします
（１）今回の説明会を聞いて、IRへの理解がどのように深まりましたか（〇は1つ）
項⽬
回答番号
回答数
回答の割合
深まった
1
30
8.7%
2 やや深まった
76
22.0%
3 どちらとも⾔えない
52
15.1%
4 あまり深まらなかった
51
14.8%
5 全く深まらなかった
94
27.2%
なし 無回答
42
12.2%
計

345

100.0%

今回の説明会を聞いて、
IRへの理解がどのように深まりましたか

12.2%

深まった

8.7%

やや深まった
どちらとも⾔えない

22.0%

27.2%

あまり深まらなかった
全く深まらなかった
無回答

15.1%

14.8%

「深まった」、「やや深まった」合わせて
約3割となっています。

（2）理解を深めることができた内容は何ですか（〇は３つまで）
有効回答者数︓
345
項⽬
回答番号
回答数
1 横浜の現状
111
2 横浜が⽬指すIRの姿
80
3 依存症への具体的な対策
30
4 治安への具体的な対策
15
5 取組の進め⽅
33
該当なし
6
112
理解を深めることができた内容は何ですか
0

20

40

60

80

100

横浜の現状

111

横浜が⽬指すIRの姿

80

依存症への具体的な対策
治安への具体的な対策
取組の進め⽅

120
「横浜の現状」、「横浜が
⽬指すIRの姿」の順となっ
ています。

30
15
33
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（3）分かりづらかった内容は何ですか（〇は３つまで）
有効回答数︓
340
項⽬
回答番号
回答数
1 横浜の現状
32
横浜が⽬指すIRの姿
2
95
3 依存症への具体的な対策
124
4 治安への具体的な対策
109
5 取組の進め⽅
99
6 該当なし
39
分かりづらかった内容は何ですか
0
横浜の現状

20

40

60

80

100

120

140

32

横浜が⽬指すIRの姿

95

依存症への具体的な対策

124

治安への具体的な対策

109

取組の進め⽅

99
「依存症への具体的な対策」、「治安への具体的
な対策」、「取組の進め⽅」の順となっていま
す。
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（4）あなたや、家族・友⼈など⾝近な⼈たちにとって、
IRはどのような部分に魅⼒を感じますか（〇は３つまで）
有効回答数︓
344
項⽬
回答番号
回答数
観光客の増加
1
37
2 市内経済の活性化
74
3 税収の増加
71
4 働く場所の増加
37
5 観光・エンターテインメントの場の増加
59
6 市内の⽂化・芸術の発展
25
7 豪華なホテルの利⽤
3
8 カジノの利⽤
7
その他
9
34
10 該当なし
156
※その他 34件の内容については、別紙を参照してください。

あなたや、家族・友⼈など⾝近な⼈たちにとって、IRはどのよう
な部分に魅⼒を感じますか
0

10

20

30

観光客の増加

40

50

60

74

税収の増加

71

働く場所の増加

37

観光・エンターテインメントの場の増加

59

市内の⽂化・芸術の発展

カジノの利⽤

80

37

市内経済の活性化

豪華なホテルの利⽤

70

25
3
7

「市内経済の活性化」、「税収の増加」、「観光・エンターテイン
メントの場の増加」の順となっています。
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（5）あなたや、家族・友⼈など⾝近な⼈たちにとって、
IRはどのような部分に不安を感じますか（〇は３つまで）
有効回答数︓
311
項⽬
回答番号
回答数
観光客の増加によるトラブル
1
47
2 交通渋滞や公共交通機関の混雑
44
3 横浜のイメージの悪化
99
4 依存症の増加
118
5 ⻘少年への悪影響
88
6 マネー・ロンダリング
59
7 反社会的勢⼒の関与
130
8 周辺地域の治安悪化
122
その他
9
34
10 該当なし
8
※その他 34件の内容については、別紙を参照してください。

あなたや、家族・友⼈など⾝近な⼈たちにとって、IRはどのよう
な部分に不安を感じますか
0

20

40

観光客の増加によるトラブル

60

80

100

120

140

47

交通渋滞や公共交通機関の混雑

44

横浜のイメージの悪化

99

依存症の増加

118

⻘少年への悪影響

88

マネー・ロンダリング

59

反社会的勢⼒の関与

130

周辺地域の治安悪化

122

「反社会的勢⼒の関与」、「周辺地域の治安悪化」、「依存症の増
加」の順となっています。
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3−（4）あなたや、家族・友⼈など⾝近な⼈たちにとって、IRはどのような部分に魅⼒を感じますか。
９ その他

展⽰場、国際会議場、カジノには魅⼒は全く感じない。必要ない。
1〜8全て魅⼒なし
魅⼒は全くない不要
横浜市

多⾓的発展の要素となる

みりょくはない
ひどいということがわかった。依存症や⼊場制限など、そこまでしてやるカジノ&IRとは、余り
にひどい。
IRにみりょく感じない。もっと⽇々の住⺠要望に応えてほしい
反対する
不明
なし
港町横浜でなくなる
パシフィコ横浜で充分
横浜市の知名度アップ
全くなし。百がいあって益なし
なんの魅⼒も感じません
魅⼒なし、不安のみ
全く魅⼒を感じない
カジノは不必要
魅⼒はない。市と市⺠には害ばかり
全く魅⼒を感じない
カジノ以外で
IRの中に「カジノ」がなければ良いと思う
皆ほんの少しだと思う
感じない。不快感しかない。
全く魅⼒なし
IRでなくても良いですよね。
魅⼒無し
マネーローンダリングへの市の加担
カジノ抜きのＩＲの⽅が良い
カジノを含むIRは作らないで欲しいとの思いを強くした
サービス産業(観光)それほど⼤事になって来たのか
全く魅⼒に思わない
魅⼒を感じません。
有害あって⼀利なし
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3−（5）あなたや、家族・友⼈など⾝近な⼈たちにとって、IRはどのような部分に不安を感じますか
９ その他

インバウンドの増加による感染リスクの増加
1〜8全て
⽶国資本による⽇本⼈資産の搾取
IRカジノ⾃体に欲求依存がある。あえて市がカジノ導⼊するモチベーションは経済性のみの理
由しかきこえなかった。
⼈⼝が減り災害が起こると無⽤の⻑物になる
すべて
⼀企業を中⼼とした経済システムへの過度の依存。市⺠の倫理性の崩壊。
税⾦をカジノにたよること
計画通りの客が増えず税収が増えず借⾦が残る。外国の事業者から違約⾦をとられる(ISD条
項？)
不安は感じていない
政治家と役⼈の汚職
横浜の将来に負の遺産となること
全て
犯罪であるとばくによって負けた⼈のお⾦でうるおうこと
ガス抜きアンケートにしか感じられない
税収の不安定化
ムダな投資。元を回収できないであろう。
感染症

コロナウィルス等

地域経済への還元
不安というより1~8までは現実となるかなど怖い
税⾦の無駄使い。優先させるべき施策の後回し。
全て
お⾦ではなく、品位を⼤切にする精神が必要。
カジノの導⼊そのものが⾮⼈道
負の経済効果
⼈が増えることの様々なリスク
政治家の関与
市⻑の独断
景気に左右される財政
IRの中に取り込み
市のギャンブル依存
カジノ（トバク）は犯罪(刑法で定められている）市が先に⽴って犯罪を奨励するのは許されな
い
IR（カジノ）って降って湧いてきた
既存施設の衰退化
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3−（6）その他ご意⾒があればご記⼊ください。
よく話をききたいと思うのにいろいろやじをとばす⼈がいて、気が散りました。とても迷惑でした。違う意⾒もき
くのが⺠主主義だと思います。他⾃治体へのふるさと納税が税収減の⼤きな原因と思います。逆にふるさと納税い
ただけるようなお品の開発も⾏ってはいかがでしょうか。※やじで度々お話がさえぎられるのが残念でした(同じこ
とを⾔ってすいません)
今回の説明を聞いて深まったのは不信感だけです
他⾃治体との⽐較は全く意味がありません。横浜は横浜のよさを市⺠が納得すればよい。雇⽤をアピールしていま
すが、今でも不⾜しがちな福祉部⾨等で働く⼈たちはもっと減少するでしょう。その点をどう考えますか？本⽇の
説明会により考えが賛成に変わりませんでした！残念！
カジノ抜きのIRは可能。横浜ハーバーリゾート計画は、公的⽀援を頼んでいない。
背景として語っている将来の⼈⼝減少や税収減少は全国の都市共通。このことを前提に都市政策を考えるべきだ。
なぜカジノでなければいけないのか、説明されていない。横浜を魅⼒ある都市、産業をつくるべきだ。
そもそも都市計画・まちづくりの政策に、ギャンブルをとり⼊れてその収⼊源とする発想の貧しさが情けない。⾼
齢化社会、社会保障費云々…とよく引き合いに出しますが、若年者〜⾼齢者でも社会貢献、働きたいと考えている
⼈々がたくさんおられる。正規労働者、まじめに増やすことを検討してほしい。貧富の差格差がひらき過ぎる社会
に拍⾞になるのでは。⼼配する。
カジノは必要ありません
賛否両論あるのでまず「住⺠投票」を実施して下さい。その中で様々な議論をした上で決定しましょう。
資料は読めば理解できました。カジノありきで質問に答えている。説明はくりかえしは不要と思いました。その説
明に時間がとられ、意味がありません。質問に時間を費やすべきです。
アンケートの問(2)〜(5)は(〇は３つまで)とあるが、作為を感じる。
税収の問題とカジノの意義が全くつながっていない。極めて幼稚な論理。明らかな利益誘導。恥を知れ！
市⺠にとってのメリットが今⼀つみえない。地道に何かがわかるのだろうか。
⼀緒に会場に来た⼈と離ればなれの席を指⽰されました。市⻑と市⺠との間に、信頼関係がないのだなと感じまし
た。市⻑が遠く⾼い存在だということを思いました。残念です。(はじめて市⻑のお姿を拝⾒できると楽しみに来た
のに)警備も厳重。市⺠は市⻑にとってどういう存在ですか？もっとヒザを交えて話しができる関係になりません
か。私達は“お客様”ではありません。市⻑の⼿当ては私達の税⾦から出ています。
依存症は教育で解消できる性質のものではない。依存症になる者がいなければカジノはビジネスとして成⽴しな
い。あまりにも安易に考えているとしか⾔いようがない。結果的損失が⼤になる可能性の⽅が⾼く⾒える。
税収などが少ないから、カジノを導⼊するというのは納得できない。もともとモラルのない国がつくった法律で、
市⺠道徳がこわされていく。とんでもない！
絶対反対、作らせない
今回のIR問題のきっかけは何に起因したのか。市⻑発⾔にあると思う。以降の展開は⼆項対⽴の意味のない時間を
すごすだけ。⇒ムダ！会議のルールを決めて、プロセスのオープン化！これが当初の市⻑になかった。
市⻑も、進⾏アナウンスも参加者に「お客様」と呼びかけた。私たちは客ではありません。ばくちでテラ銭をとっ
てそれを未来の財源にする発想は、とりたくありません。
国にカジノ抜きのIRにせよと要求して下さい
林市⻑は市⻑選の時点に振り返って考えるべきである。
横浜市は国のことを⼤変信⽤しているようですが、国は、国会議員の利益のためにカジノを推進しているだけで
す。私の両親はギャンブルによる借⾦により離婚しています。こんな不幸な⼈をふやすカジノには絶対反対です。
どうしてもすすめたいなら、市⻑を⼀度やめて、市⻑選挙を⾏って市⺠に問いかけて下さい。
説明を聞いてもIRの必要性は感じないし、ましてやカジノなどとんでもない話です
叫んでいる⼈がうるさくて、聞きとれない部分があった。
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3−（6）その他ご意⾒があればご記⼊ください。
「カジノを含まない」IRに取り組んだらどうか。国の制度設計の外で独⾃の地域活性化を⽬ざす政策の⽴案を期待
したい。政策の貧困によってカジノに⼿を出すことになったのではないか。横浜市がその流れにのる必要はない。
説明会の参加者を⾒ても、やはり関⼼のある⼈は⾼齢者が多いのかなと感じるが、若い⼈の意⾒を重視していって
ほしい。
税収が減るからIRを、というのは全く短絡的。なぜカジノなしのリゾート施設ではいけないのか。ごまかしの説明
でしかない。
税収増に対するコスト(対策)を考えるとあまりみりょくありませんね。
もう実現性はかなり低くなったと思われるが、いわゆる「横浜ドーム」構想はどうなったのか？IRカジノよりパチ
ンコ産業の規制を厳しくすべき！
基本的に賭博は刑法で禁⽌されているものであり、IR法ではこの公序良俗に反する賭博が免責されるものではな
い。カジノは絶対に反対です。
IRを横浜で実現することには反対です。どんなに美辞麗句で飾っても、所せんカジノですよね。そのためのホテル
リゾート施設なのだから。カジノは⼈が負けたお⾦でもうけるもの。それで税収が増えたからって気持ちが悪い
し、もっと違うことで税収を増やすための⽅策を考えてほしい。
いろいろな意⾒に⽿を傾け、真摯に進めて欲しい。良い⾯・悪い⾯も含め、市のホームページ等にて紹介願いま
す。
45年先の横浜のグラフ…市⻑は⽣きていない。失敗した場合のツケを、横浜の⼦供達に払わせないでほしい。
横浜市は、今でも素敵な街です。市歌にある通り、「この横浜にまさるあらめや」現在の横浜の魅⼒を深堀してい
けば、いいんです。市に、プライドを持ってください。あと、市職員の皆さんは、⼼労が多いでしょう。ケアをし
てあげてください。
トバクで税収をあげること⾃体、横浜のイメージダウンです。他の⾃治体はトバク以外で⾃治運営を⾏っている。
ステキな横浜でいて欲しい。
聴衆の態度が⾮常に悪く港北区の⺠度の低さを知った。邪魔されて残念です。
市⺠の6割以上が反対しているのにもかかわらず、IRを強⾏しようとしていることに納得できません。⺠主主義に反
しています。“IRありき”ですでに動きがあることが不満です。IRがなくてももっと知恵を出して横浜がこのままのイ
メージのまま維持してほしい。総理⼤⾂やアメリカ⼤統領に踊らされているように思う。
説明を聞いた上でカジノ導⼊の説得⼒は、残念ながら全く感じられなかった。通り⼀遍の回答をいただいても…説
明すれば、カジノの強⾏は可能とタカをくくっているとしか思えない。何のための説明会かわからない。
市⻑、きっぱりカジノはやめなさい。⽼後は楽しくすごした⽅がいいですヨ。市⻑、あなたはカジノ業者か！私達
は、お客様ではない！主権者です。⺠間企業にどうして市財を⼊れるのか！！⼊場にチェックがあるというが、ど
うしてチェックできるのか。すべて、カジノありきの都合のいい説明だ！依存症対策が必要なものならはじめから
やるな！！いままで使った分、これから使う税⾦を考えれば、中学給⾷はすぐできる。20年、30年先の⼦供達の世
代を⾒据えるのならカジノはやめろ！！
国が定めたといいつつカジノ建設は反対。市⻑のギャンブル依存症・予防他しっかりやっていくと⾔う⾔葉も、だ
ろう意⾒だった。⽇本にカジノはいらない。他の案の都市づくりはないものか…
これから育つ⻘少年への影響が⼼配。カジノのによる収⼊をあてこむことは、本末転倒。健全な横浜でありつづけ
られるような対策をお願いします。
10分位で質問の内容をまとめるのは困難でした。前回の市⻑選の時、⽩紙と⾔って何ヵ⽉もしないのに、IRに⼿を
上げる。あの時市⻑は私達にうそを⾔ったのでしょうか。
⽇本全体の□□問題への取組みが必要なのに⽬先の数字合わせばかり。地⽅⾃治体の独⾃性・□□性などをどう⽣
かすかの視点かない。国のお先棒かつぎにすぎない。
カジノなしのIRは存在しないのだろうか。依存症の⼼配もあるが、何より治安が悪くならないか、外国マフィアと
か国内の反社会勢⼒より、より強⼒な団体が⼊り込んでこないかと⼼配している。ただ税収を上げる⽅法を市⺠も
考えていかなくてはならないと思った。
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3−（6）その他ご意⾒があればご記⼊ください。
神奈川県及び横浜市の発展に将来的展開の第⼀歩としてIR設置は前向きに検討していいのでは？参加して各種の意
⾒を聞いても、変更なく、⼒強く推進して下さい。
IR以外に経済活性化の道がないとはせつめいとしてあまりにさびしい。かりにIRがひつようだとしてもカジノを⼊
れなくてはならないことが理解できない。
選挙で信を問うべきである。市⻑が企業の⽅ばかり向いているということがよくわかった。企業の意⾒を聞いてい
るのに市⺠の意⾒は聞かないでいる。
貴重な説明会の時間がつまらない『ヤジ』で短くなった事がとても残念です。
さわがしく、集まった⼈の意⾒もわからない。
本件で国会議員のワイロ等問題になって居ます。IR業者など含めて横浜はクリーンな対応を期待します。
説明会⽅式はそろそろやめたらどうでしょうか？説明したら納得するという⽅法論はムリです。説明側の⾔いたい
ことに回答してしまう(←事業者調査の質問を2回きかれてもズレていた)ので、コミュニケーションになっていませ
ん。市⺠意識アンケートとタウンミーティングをしましょう。
「のむ、うつ、買う」に関係する事業はあえて⾏うことはない。それ以外の事業で経済活性化を⾏ってはいかが。
たとえばディズニーランドのような。
説明も不⼗分だが、休けい中に質問の事を書くのも時間がない。説明と納得は別のものです。今⽇の参加で、横浜
に分断がうまれないか⼼配になりました。
ヤジがうるさくて市⻑の説明がききづらかった。
カジノのないIRを求めたい。何となくハーバーリゾート構想のようなプラン。
国会におけるIR法案の審議が充分つくされたとは、とても思えません。強⾏的な成⽴ではなかったでしょうか。横
浜市がその辺を考慮せず、IRを推進するのは拙速過ぎます。⽩紙に⽴ちもどっていただきたいです。今⽇はIRの説
明が不⾜しており失望しました。質問に答える時間が⾜りなかった。市⻑の宣伝したいことに時間を使い、時間が
⾜りない。
カジノを含むIRに反対です。推進法の成⽴過程でも⼗分審議されたとは思えない。汚しょくの疑念があり、事業者
の利権が背景にあると感じます。IR推進法廃⽌法案の審議を待つべきだ。事業者は、もうかる話しかしない。経済
効果を鵜呑みにするのは危険。
依存症とは負けたから勝ちたいであると思う。それによる税収⼊を考えると罪悪感は無いのか。統合型レジャー施
設にカジノが無くても良いかと思う
IRにおいてカジノの必要性を明確に説明して欲しい
横浜の将来の為、本当に必要だとお考えなら、頑張ってください。ご説明有難うございました。
会の説明のしかた、進⾏が下⼿です！！改善を！バクチは下品です。市⻑は本当にニュートラルか？？？←違うよ
うに⾒えますが…最初からIRありきのような…⾃⺠党の腰キンチャクか…
説明会の進め⽅が悪い。説明会資料を読み上げるだけでは時間のムダ。資料に関連した補⾜説明のみすべき。関⼼
のある⼈は既に「広報」等でこの程度の知識は持っている。

⇒

質疑応答に時間を費やすべき。

カジノがなければならないという説明がなかった。国のやり⽅にまかせきりの姿勢は危うさを感じる。
うるさいオッサン達を追い出してほしい
カジノで市を運営するのは不健全だと改めて思いました。すでに林市⻑がギャンブル依存症になってると感じまし
た。
⼤事な事を話す(⽅針を決めていて)説明会なので、時間をもっと多く取るべきではなかったか
埼⽟出⾝ですが、横浜へのあこがれがあり、引越しました。今年⼦どもも産まれる予定なので、クリーンな横浜の
ままでいてほしいです。何故カジノが必要なのかの説明が欲しかったです。法律では何故カジノが必要となったの
でしょうか。⼦どもがキケンな⽬に合わない横浜であってほしいです。それだけは切に願います。
カジノをやるなら住⺠投票で市⺠の意⾒を聞くべき。説明会だけでは意⾒を聞いたことにはならない
IR運営会社がどの位の期間事業リスクをかかえても運営してくれるのだろうか⼼配です。また市の予算が投資とし
て、何年くらいでペイをして、投資効果はどれくらいになるか精査して欲しい。
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3−（6）その他ご意⾒があればご記⼊ください。
私はIR横浜誘致に賛成です。確かにカジノ施設による問題点も多く有ると思いますが、横浜市の財政状況を考える
と増収効果に期待したいと思います。⼜経済効果にも期待してます。
シンガポールでは外国⼈は⼊場無料だった。横浜の場合はどうなりますか。やはり1⼈6000円を取るのでしょう
か。観光客を多くするため、タダ(無料)でいいと思います。
ラスベガスは陸の孤島であるので、刑務所のようなもので安全。しかし横浜の場合は陸続きであり、どんなに事を
尽しても、周辺の環境悪化は間違いない。
IRの中へカジノはいらないのでは。ギャンブル依存を予防するのに税⾦は使わないこと。その他のホテル、ア
ミューズメントだけで⼗分かと。依存症は各個の問題。考えることはない。
横浜の未来像が全くみえてきません。財源はIR(カジノを含む)以外には考えられないのでしょうか。⼈⼝減少は、横
浜だけの問題ですか。⼜、住んでみたいくらしてみたいと思える横浜市は、IRのある横浜以外に考えられないので
しょうか？
⾃分が死ぬ時、最期に何を思いますか？
説明会で市⻑⾃ら説明しましたと、アリバイとするな。市⻑選で⽩紙と⾔ったなら任期中は⽩紙で通すのが筋だ
市⺠の60%とも70%とも⾔われている⼈々が反対しているのに市⻑がごりおしするのはだめだと思います。カジノの
利益で市の収⼊をふやすことは、⾃治体のあり⽅として根本的にまちがっている。⾚字の時は市税でうめるのは反
対。カジノによっておこる依存所の増加や、マネーロンダリング。⾃殺者の増加等と多くのマイナス⾯を承知の上
で受け⼊れてはならないと思います。
世界のカジノの町−シンガポールもマカオもアトランティックシティも光のうらに影がいっぱいある。今⽇の説明
は光ばかりを話していて影を⾔っていない。もっと影を⾒つめないと失敗する。カジノで⾦を使うのは中国⼈だと
いう。その中国⼈はこれから激減すると⾔われている。⼤丈夫か？
国のプレッシャー、法律がネックなのだと感じました。それがなければ、カジノは不要だと、説明を聞いた上でも
わかるので…

カジノではなくて、昔あった渋⾕の児童館(こどもの城ではなくて)のような建物ができれば、横浜ら

しさを出せるのに、と思いました。
カジノ抜きでIRを創ることはできないものか。国にしばられずに独⾃の横浜の⽂化・芸術を創りあげていただきた
い。(国は利益だけを追い腐敗している)
説明する時間が短い。もっと何度も説明会を開催してほしい。市⺠の意⾒を聞かず、IRを誘致しようというカクゴ
が市⻑から感じられない。死ぬ気で説明し、理解を求めるべきだ。市⻑の未来はどんなものですか？市⻑をやめた
ら横浜市にはいないのでしょう。そんな⼈にIRについて独りで決めないでほしい。市⺠の意⾒を聞く、こたえてく
れるのが市⻑だと思う。
特になし。静かに説明が聞けなかった事が残念でした。
未来の若者が、夢を持てる横浜にしてもらいたい。なぜカジノが必要かがわかりません。カジノは、ギャンブルで
す！
税収を上げるためだけではなく、横浜の魅⼒を増すためのIRになることを希望します。シンガポールのIRで治安に
不安を感じたことはありませんでした。横浜でも、可能だと思っています。がんばっていただきたい。
カジノ⼊場に規制をかけるとのことですが、⼊場料6,000円では規制にならないと思います。(安すぎる)6,000円と
した根拠はどこにあるのでしょうか？3倍くらいにしないとだめなのではと素⼈ながら考えます。

⼦どもが⼗代な

ので、治安悪化などとても⼼配です。実際には市⺠はほとんど利⽤しないのではと思います。不良外国⼈や反社会
的勢⼒の温床になる恐れしか感じません。
市⺠投票に集中し、⾏動を起こす。リコールにも参加する。
カジノの設置はイヤです。違法でなければ良いということに反対です。
市⺠の半数以上の理解がえられるまで、しっかり丁寧に説明して下さい。全ての質問に対してホームページで回答
を出して欲しい。その上で過半数の市⺠の理解が得られてから、事業者を決めて欲しい。
IRの実現は50年後の横浜にとって⼤きな意味を持つと思う。多少の反対はあっても、⾃分のような声なき声の賛成
者の⽅が多い。今⽇は市⻑を応援するために参加した。⽗親の代からキッスイの浜っ⼦より
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3−（6）その他ご意⾒があればご記⼊ください。
⽂字通りの統合型が「カジノ」を含まなければならないのなら賛成出来ない。カジノ抜きでもディズニーランド／
リゾートやUSJの様にリゾートとして⼗分成功している例はある。もう少し知恵を絞って欲しい
市⻑の説明を聞いて、やっぱり納得できない。国のカジノ管理委員会は信頼できない。10年後、20年後必要なら、
次世代の為にもカジノはいらない。収益はカジノに依存することがわかった。こんなに強い反対意⾒が多いのに計
画をすすめるのですか。
企業本社を多く誘致を⾏い税収を増やす施策を⾏うべきだ。
いつまでもバクチ(カジノ)で税収はありえない。
カジノだけは認めません。
うるさくて良く聞けなかった。
ヤジへの対応不⼗分、市⻑の話をしっかり聞きたい⼈が聞けない。
時間が限られている中での説明ありがとうございました。横浜の現状(財政が充分でない)について理解を深めるこ
とができました。しかし横浜にはIRに頼らなくても税収を増加させることは可能であると考えています。横浜が⽬
指す⽅向性について詳しくお話を聞くことができたのはいい機会でした。横浜の現状をふまえて改めてIRではない
別のやり⽅で横浜の将来を考えていきたいと思いました。
どうしてこんなにIRが必要かわからない。税⾦は収益のみこめないものに使うのが本筋と思うので、税⾦で稼ごう
としても失敗する。商売じゃないんだから。
夢物語ばかり。住⺠投票をやるべき。カジノをかかげて市⻑に当選したわけではない。だましうち。
なぜカジノが必要なのか、税収があがる⽅法は他にもあるはず。考え⽅が安易。
都合のいい数字の切り取りではなく政令市の中でも税収があるという相対⽐較をしない説明では説得⼒をもちませ
ん。
昨年の市⺠説明会と内容がほとんど同じ。「本当」に検討しているとは思えない。
説明会の進⾏がヘタ！市⺠はギャンブルについて治安の悪化や市のイメージダウン、反社会勢⼒の増加などが嫌だ
から反対している。そのことをわかってるのか？それがわからないからヤジが⾶ぶ。極めて⼀⽅的な説明というか
「市の意⾒」を⾔っただけであった。今後、⼀問⼀答の会を開催すべき。
市⺠の反対が多数あるため、誘致してはいけない。事業者選定は不透明であり、法に則ったやり⽅では透明性は確
保されない。法そのものが不透明なためです。
市⺠は想像以上に勉強をしている。(市⻑の重複による⻑々とした書⾯をなぞらえる説明は不要。)

各⼈関⼼が強

い為故意に「無駄な時間」を費やすことは不要！！「カジノ」説明に出来るだけ時間を使⽤したくないのでは？Q
タイムが短い！！
横浜市のIRのすすめ⽅に納得できません。市⻑は⽩紙と⾔って当選したのに。公約に反すると思います。横浜にカ
ジノは必要ないです。
横浜独⾃の魅⼒を⽣かす計画を検討すべきではないか。IRには地域の独⾃性、地⽅の魅⼒が全く考慮されない。横
浜の将来を考える時には横浜の歴史と地域性に根ざしたものが必須と考えます。
市⺠の意⾒を無視して「国策」だからと進める市政(市⻑)は辞めるべきだ。
カジノには絶対反対です。ギャンブルで横浜市の財政がよくなっても嬉しくありません。うまくいかなかったら、
私たちの税⾦が使われないのか。市⺠のための政策をやって下さい。
もっと静かな環境で…少⼈数の対策は無理？
あきれました！！
市⻑選をやりませんか
⼦育てしやすい市を⽬差せば若年層が増加する。⼥性が働きやすい。⼦供を育てるのに魅⼒的な町を⽬差すことへ
税⾦を使うべし。今あるホテル商業施設を、切り捨てるのですか？IRが失敗したら横浜はどうなりますか？
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3−（6）その他ご意⾒があればご記⼊ください。
IRに反対です。カジノぬきのIRなら別ですが… IR以外の検討はないのか。依存症の増加、⾵紀の乱れは必ずすす
む。このことが分っていながら⾏政が推進すべきではない。とんでもないことだ。このプリントになぜ反対かの意
⾒が述べられません。
港北区⺠マナー悪い！！
IRを含めて、外国⼈には横浜はミリョクがないのではないか。本当に外国⼈が望む観光施設（⽂化⾯）を考えるべ
きではないか。どこかの⾸相のヤジのように「こんな説明会意味ないよ」とならないように。
会場の中のマナーの悪い⼈の怒声がなさけない。けいび員に排除してほしかった。
カジノで税を増やすなんて絶対反対。⼤企業からの公正な税を徴収して欲しい。
カジノだけやめる
ヤジが多く、聞きとれない。不快！ヤジをとばす⼈は退出させては！！その為に時間が⻑くなっている事がわかっ
てない。こういった説明の場を進捗に応じて開催して欲しい。資料に載っているデータの⽐較が公平なのか？
カジノ経験のない市会議員が先⼊観で反対している。
これからを考えたときに(ICTの発展をふまえると)MICEなど国際会議場等が本当にニーズがあるのか疑問です。ハ
コモノビジネスになる疑念がぬぐえません。これから募集要領をつくるということですが、ヒアリングをして決め
るのではなく、市として何を求めていくのかその話がききたい。
どうしてカジノを横浜におきたいか。やっぱりわからない。そんなもんない⽅が良い。ただでさえ、横浜市は規制
緩和で緑地は減り、市・県道はゴミで汚れています。年々横浜が汚れているように感じています。それをカジノで
解決できるとは思えない。→⽬先の⾦で⻑続きするとは思えない。
⾊々な統計資料が出てきますが、他都市と⽐べてよいのかわからない。出典が何なのか。分⺟が違うのではない
か、など。公平な資料と思えない。
反対する住⺠が多いにもかかわらず、その反対を押し切ってまで、IRを建設しようとする意味がわからない。なぜ
賭博の⾦に頼ろうとするのかわからない。いかにもファミリーが楽しめそうなエンターテイメントなどのバラ⾊の
姿ばかり強調して、負の部分や不確定の部分に触れようとしないのはおかしい。⺠間に“おまかせ”すること⾃体で
の汚職等の問題も⽣じてくる疑問。住⺠と市⻑の説明とのそごが⽣まれ、埋まらない！
カジノに頼らない法策を
カジノ必要なしと思います。ヤジがひどすぎる！
カジノはいらない、教育上よくない
カジノ(IR)に頼るのでない。市⺠本位の市政運営を。市⺠への丁寧な説明もない市政運営はすべきでない。
今の現状が悪であれば横浜に今までにIR以外の魅⼒がなかったのが原因。IR以外で外国⼈、他県⼈を呼び込める⽅
法を考えてほしい。
IRはやらなくてよい。
静かな環境でご説明いただきたかったです
何はともあれ市⺠あっての市と思います。市⺠の意⾒も⼤事です。
市⻑が云うように素晴らしいものなら何故市⻑選挙のときに主張しなかったのか。今からでも遅くないので辞任し
て選挙をやればよい。今回の説明会ではアリバイ作りに⾒える。
カジノなしのIRで試算し直してご提⽰下さい。
場内の⾃由発⾔が多過ぎて聞こえないことが多々あり迷惑だった。市⻑の真剣さ、切実さはよく伝わったのでよ
かった。
とてもかみ合わない説明会でした。カジノが先にありきで国を信⽤しすぎ。市のやる事業でないと思う。カジノ誘
致で逮捕者も出ているので初めから怪しい事業はかかわらない⽅がいい。地域に出て初めて説明会をするのがカジ
ノとは、市⻑として情けない。理解できなかった。
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3−（6）その他ご意⾒があればご記⼊ください。
設問の総てがIRありきでダメ。広報、パンフで分るので、説明が⻑すぎ。質問に応えるべき時間を⻑くとるべき。
市⻑がんばった。
サービス業に⻑年携わっています。横浜からおもてなしを…とおっしゃってましたが、多忙、⼈⼿不⾜でおもてな
しなど現状現場では⾮常にムズカシイ。
ぜひ成功させて下さい。
多くの⽅の御意⾒はあるとは思いますが、野次が多くて話が聞きずらかったり、説明に時間がかかってしまって残
念でした。複数回いらしている⽅や「もう説明はきいた」などといってましたが、⼀⼈⼀回の説明会参加などにで
きないでしょうか。
ヤジがうるさすぎて会が成⽴していない。参加申込時に規約があるのだから、つまみ出せ。カジノの必要性がまっ
たく伝わらない。横浜の現状からカジノが必要であることの説明が⾶びすぎていて理解できない。
ヤジが多すぎて、市⻑の説明が聞きとれない事、多かった。ヤジも特定の⼈にかたよっている為、排除して欲し
かった。
観光の部⾨でいえば、市外のお客さんより市⺠が楽しめる⽂化・芸術活動の熟成を優先させて欲しいと考えます。
経済の活性化は、様々な不安の声があるカジノではなく、市⺠が必要とするサービスの強化、地元企業・産業の強
化によって図っていくことが必要と考えます。
何事もそうだけれども、開業20年くらいは注⽬されるがマンネリ化した時の対策や代替地はあるのか。⼭下ふとう
だけでは狭すぎるよ！
IR導⼊ありきの説明会であり、住⺠の不安に答えないものになっていて、さらに不安・不信感が増⼤した。市⻑は
わざとゆっくり説明して、時間を稼いでいるようにみえた。
IR反対！横浜と⼤阪の観光消費額の差はありますが、⼤阪にはIRはありません！ファミリーで楽しめるカジノはい
りません！幼少期から依存症をつくるもとになります！
横浜のIRには「カジノ」はいりません。説明会で私語や⼈にめいわくな発⾔をする⼈は参加しないようにすべきで
しょう。説明会になっていません。
IRにとって、カジノがどうして必要なのかわからない。国がカジノを認めることで、横浜はそれにのっかる必要は
あるのだろうか。
カジノを⼭下埠頭と切り離す。リゾート客船を改修して、カジノ船として特化してみたらどうか。
カジノ無しでの実現は無理でしょうか。
横浜にとって必要な施設と感じました。理解が深まりました。
1990年代のリゾート法も国の主導でしたが失敗でした。本⽇の説明会で、国の政策にのせられているだけだと理解
しました。市はカジノありきの説明会でした。もっともっと、きちんと市議会で話し合っていただきたい。ありが
とうございました。
IRに展⽰場を最⼤限に利⽤して貿易につなげて⾏く
は

⼀般の⽅々はカジノ＝パチンコと同じように考えているので

カジノは⼤富豪の遊びで⼀般庶⺠は参加出来る⾦を持ってない

カジノ付IRを導⼊するのであれば、横浜市から他の市へ転出することを考えています。

市⻑が説明したことがIR

導⼊の免罪符にはなりませんよ。
観光施設や市⺠のレジャー施設として、エンタメ施設、レストラン、ホテル群、MICE等の開設は⾮常に良いと思い
ますが、カジノだけはどうしても除いて欲しい。カジノが無ければ経済効果がないとは思われない。そのように企
画すべきと。MM21 をつくった時のように
選挙のときに⽩紙といいながら、市⺠の声を無視して進めるのは公約違反！横浜はIR(カジノ)を誘置しなくても観光
になる素材が沢⼭あるのに、それに対する努⼒をしていないのではないか。説明からIRにカジノはなくてもよいと
思った。⼈の不幸で経済（予算増収）をうるおすという考えには、納得できない。よい話ばかりで不安に感じるこ
との説明がないことで、増々IR(カジノ)はいらないと思う。
エンターテイメントだ、アトラクションだとそんなにうまくいくのかと不信感が深まった。
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3−（6）その他ご意⾒があればご記⼊ください。
会場内の反対者？の⽅々の声が⼤きくて、説明内容が良くわからなかった。皆様おつかれさまでした。
カジノを除くIRを進めてほしい。
市⺠の意⾒を聞いて下さい。住⺠投票
経済、経済を⾔う時代は終っている
是⾮とも市活性化の為にやっていただきたい。
騒がしいので、市⻑の話がよく聞き取れない。
基本的には反対だが、説明会を開いてから判断するつもりだった。残念ながら説明内容には満⾜できなかった。と
もあれあの野次のひどさ特定グループの横暴は我慢ならない。何故つまみ出さないのか！
うるさい⼈、退出させて良いと思います。
横浜市の予算増加に「カジノ」を設置する意味はないと思われる。つまり「賭け事」で確保するという考え⽅が、
⼤変おかしい。未来の⼦供等にそのような夢のない提案は納得できません。
カジノに関する質問がほとんどなく、全く意味のない作為的なアンケートであきれる。
・全くよく理解できなかった。・絶対反対！
絵に画いたモチみたいな内容で具体的な内容がない。信じられない。
IR全てを反対しているわけではありません。IRの中の「カジノ」だけを中⽌にしてください。「カジノ」抜きのIR
で、安⼼安全なヨコハマになることを願います。「健全なカジノ」はありません。市で働く⽅もわかっているので
はないでしょうか。リスクがわかっているものをあえてわざわざ増やす必要はないでしょう。不幸な⼈間を作らな
いで欲しい。
質疑設定がおかしい。依存症調査を⼗分やってから、導⼊を検討するのならまだしも、やりながらなどもってのほ
か。説明会の時程がおかしい。きっちり35分質問時間をとりなさい。
市⺠の分断に対する反省が必要。国の法律に批判的観点がない。
住⺠投票すればよい。
IRの誘致を⽀持しております。横浜の魅⼒向上、発展に貢献していきたいと思います。
税収を上げる為にカジノが必要という論理のみの市⻑説明には納得できない。IRにはカジノが必要⼗分条件でしか
ないということは理解できない。⼊るを図って出ずるを制す。政策を検討した形跡が⾒えない！万策付きたのか？
安易な⾦もうけに⾛っているだけだ。
IRに多額の市予算を使わない。バクチで市財政を豊かになどは本末転倒。⽇産等の⼤企業から適正な税⾦をとるべ
き。市⺠との約束を破るな！財政が苦しいなら、無駄な⼯事（新市庁舎など）をするな！横浜をトバクの街にする
な！市⺠の声をきちんと聞け！
政府の政策も良く⾒えず、IR関連で汚職のある中でIRを進めて⾏くメリットがまったく理解できない。
市⻑はやめろ！
住⺠投票をして下さい。⺠意を尊重してください。
市⺠説明会が市⺠を指導した実績にしない様、お願いしたい。
せっかくこれまで作ってきた美しい若者の集える街の最後にカジノは必要を感じません。このまま美しい街を、100
年後に借⾦のない街を。
享楽的な⾮⽇常を求める市⺠がどれだけいらっしゃるでしょうか？これまで築いてきた横浜の歴史を⿊ぬりするよ
うな暴挙だと思います。
新規参⼊時よりも美しさや充実度の継続、維持が何倍も難しいと思います。汚くなっていく姿をみるようなら参⼊
して欲しくないです。説明会今後またやるのであれば、年齢層を分けないと若い⽅は野次でかなり引いていまし
た。次世代の⽅の意⾒の⽅が重要です。
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3−（6）その他ご意⾒があればご記⼊ください。
今横浜港にいるクルーズ船はカジノがある浮かぶIRではありませんか。横浜市にIRができれば同じことが繰り返さ
れないか不安です。横浜市が負担することによる費⽤が⾒積もられていません。ずさんな計画といわざるを得ませ
ん。
多くの市⺠が反対しているのに強硬するとはどういう神経しているのか！
ギャンブル⾃体が許せない。そう思う市⺠は多いと思う。住⺠投票または市⻑選挙で⺠意を問うべき。
・不要の取り組みにつき即やめて下さい。・国、国というが国はあてにならない。でたらめな国です。
カジノを除いたリゾート施設にして欲しい。
カジノは除くべきだ。他の⽅法を探るべきだ。
所詮カジノで財政をカバーするというのは、⼈の不幸、要するに依存者の量産によって⾷べていくということで
す。周辺地域が絶対に安全とは⾔えません。私の通う⾼校は最寄り駅が元町中華街です。そのような危ない環境に
将来⾃⾝の⺟校があると思うと悲しいですし、やはり治安の悪化に対する不安はぬぐえません。横浜の財政の為に
できるのはカジノを作ることだけですか？私たち若者の将来にはカジノしかないのでしょうか？
アンケート３(2)について

そもそもIRへの理解など深める事はできない。アンケート３(4)について

魅⼒など無

い(ゼロ）のに、アンケートでは、メリットの項⽬に○を付けさせる(誘導する)ようになっているのはおかしい。
今⽇多く出た市⺠からの怒りの声、どうしてあれほど多くの怒りの声が出たのかわかりますか？今⽇の説明をまだ
誘致決意表明前にするのなら、まだ意味もありますが、やると決めた後でいくら説明を聞いてもむなしいだけで
す。カジノ施設誘致はやめて下さい
カジノ反対
カジノはギャンブルです。ぜったい反対。
市⺠が反対しているのに強⾏にやるのはおかしい。それがわからない⼈は市⻑にふさわしくない。リコールしてあ
げます。
賭博は賭博。テラ銭で財政再建とは反社と変わらないのではないか。中学校給⾷も実現しようとしない市⻑が弱者
のことを考えているとは思えない。ギャンブル依存を減らすならカジノ導⼊など考えられない。
私はIR事業に賛成だが、本⽇の説明会でわかったことは、やはり市⻑の進め⽅が問題の根本だと思う。「⽩紙」で
選挙に出た時、私も「市⻑はIRに反対なんだ」と思ったくらいです。正々堂々と住⺠投票でもして、決めた⽅が良
いと思う。
・依存症以前に負けがこんだ⼈は借⾦してでもやろうとする。ATM以外に借⾦のベンディングマシーン⾃体も域内
に置かないようにすることが重要では？・会場に⼊る前から会場内も、ものものしい雰囲気で怖かった。
反対派の理不尽なヤジ、⾃⼰本意の騒ぎ⽴てに残念な思い！市⻑が⾟抱強く対応されたことに敬意を表す！
財源が⾜りない、税収が⾜りないからといって、カジノに頼るな！
莫⼤な費⽤を使って市庁舎を作りながら、横浜の経済が悪化する可能性などというのはおかしい。「カジノ都市横
浜」「賭博都市横浜」に若い⼈達は魅⼒を感じないと思う。依存症の対策など笑⽌千万だと思います。もっとまと
もな考え⽅をしないと⼦供達からも⾒放されるヨコハマになると思います。
冷静に説明を聴けない⼈の「ヤジ」は、何の主張にもならない。市⻑さんも⼀瞬⼼に動揺があったかもしれません
が、きちんと説明に終始され、お疲れ様でした。
カジノに頼らない街づくり。横浜を魅⼒を⾼めれば観光客は来る。⼤阪はなぜ多くの⼈が来ているのかを考えてほ
しい。来ないのは努⼒不⾜！
・百害あって⼀利なし。・中⽌すべきだ。・観光客の増加は望まない。・世界的な企業は⼊らない。・⾃然豊かな
横浜でありたいのに緑税はどう使われているのか。・警備が多くて感じが悪い。
国の法律通りに推進する市の姿勢がよくわかった。国の法律が強⾏されたが、⼗分な議論がつくされた法律ではな
い。IR導⼊の前に中学校給⾷ぐらいやったらどうか。全国の実施率をみると、横浜市⺠としてはずかしくなる。再
考を願います。
カジノ絶対反対。⼦供達への⼤⼈の責任としてカジノを⽌めます！
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3−（6）その他ご意⾒があればご記⼊ください。
横浜市は東京の隣なので、⼤阪と名古屋と⽐較しても無意味。IR以外での提案ともっと合わせて考えて欲しい。
バックに国が⾒え隠れするのが嫌です。カジノターゲットが⽇本⼈７〜8割には驚きました。時代の流れ、カジノも
いいかと思いましたが、疑問がいっぱいです。
カジノはいらないよ！東京都と⽐べるのはおかしい。収⼊が減るというのなら、横浜市より地⽅の⽅がもっと⾼齢
化が進み、もっと⼤変な所があり、横浜市の⾼齢化を声⾼に⾔うが、地⽅に、全国中にIR、カジノを作ればいいの
では？市⺠にカジノ⼊場料1回6000円だから安いから⾏くようにと説明に強調されている！市⻑は責任取らなくて
いいから早く市⻑をやめなよ。
カジノ⽌めて下さい。市⺠の反対の声を聞いてください。IR3%の⾯積のカジノの収益でIRが運営されている。そん
な⼈の負けたお⾦(中にはギャンブル依存症の⼈も多くいる)で成り⽴つIRによって、横浜市の財政が潤っても、道徳
的に許されるのか。市⻑は⼈の不幸の上に横浜の未来は明るいみたいな事を考えて本当に良いのか。市⻑にふさわ
しくない。
祖⽗から横浜に住んでおり、はまっこです。賭博により品をおとすことが悲しいです。賭博に未来はありません。
⼦供に「あなたたちの未来は賭博に頼るしかないのよ」とは⾔えません。横浜はもっとちがう形で輝かせられると
思います。本当に本当に賭博(カジノ)がくるなんて考えたら泣けてきます。依存症のこと、「徹底的にやる」?!具体
的に話さない。お⾦どれだけかかるの??資料にもはっきりと数字を書かない。なぜだいたいでもよいから資料にも
書くべき。
カジノは明らかな賭博場である。バクチは負ける⼈がいるから賭博場は成り⽴つ。カジノのもうけ＝バクチで負け
た誰かのお⾦で市の財政を賄うのは間違っていると思う。カジノ誘致ありきのアリバイ作りのための説明会だと
思った。反対意⾒をきちんと組み上げなければ、住みたい横浜とはならないのではないか。
横浜の現状７､の説明を聞きながら疑問だった。法⼈市⺠税が他の都市より少ないことは分かる。しかし、1899社
分の8309億円＝4.4憶。107社分の570億＝5.3憶。会社は頑張っている否定的に活かすことではないのでは？市⻑は
質問への答えの中で横浜ウォーターフロントの魅⼒がすばらしい旨おっしゃっていたが、そこを⽣かすことが今出
来ていないという意味に理解できます。今、市政として国や県に対抗できないとおっしゃったようですが、そうい
うリーダーシップが⽋けていて、海外のカジノのようなつわもの企業をコントロールできますか。
もっと景気に左右されない、安定的な案はないのか。財政までギャンブルなのは、役所として終わっている。今回
のコロナ対策で確実に⽇本への観光客は減るのに…。天下り先とお友達⾏政で横浜終わってますね。
IRは⼭下公園近くに造られることと思いますが、ここに箱物を造ると景観を損ねますよ。今のままで充分です。東
横みなとみらい線満員に近いじゃないですか。今度相鉄線も⼊る。これから⼈⼝も減るし、ただ横浜は増えている
んですよね。このままそっとしておいてほしいです。
⼈が不幸になった物の利益で、税収を得ようとしている事⾃体おかしい。ディズニーランドとは違うのです。現在
進めている⼈たちが本当に⼦供達の未来を考えているのか？⾃分の⼦供達にカジノに⾏ってもらいたいのか。そこ
で働いでもらいたいと思うのか。
・質問に対するお答えがほとんど推定なので、信⽤できない。・横浜をカジノで汚さないで欲しい。・カジノで雇
⽤を増すという考え⽅は、市⺠が労働によって富を作り出すという姿勢が削がれ市⺠意識として良くない。・事業
主任せの収益を信⽤している市の姿に情けなさしか感じられない。事業主は皆外国ですね。
国のせいにしてるところが恥ずかしい。市⻑に市⺠の意⾒を聞く気なし、ということがよくわかった。利権まみ
れ。利権の為のカジノ。オペラも花博も新交通システムもロープウェイもいらないぞ！横浜市では⼦育てができな
い、と若い世代が逃げてる。⼈の不幸で税収を得るというのが、⼤間違い！
・⼤阪と横浜の観光消費額の⽐較があったが、どういう事項を”消費”としてカウントしているのかを説明会で⽰すべ
きである。・政治に参加している気になっている議論のギも知らない⾼齢者の声が⼤きく説明が頭に⼊ってこな
い。私と同じく20代とみえる若者が⾒られたが、こんなことでは、カジノの影響を真に受けていく（よくも悪く
も）世代が増々興味を失っていく。結果、仮に住⺠投票となったとしても、潜在的な賛成派の票を失うのでは？発
⾔の⾃由はあれど、公共の場を乱す⼈は追い出してください。・資料はスライドと同じものだけでなく、後で⾒返
すために詳細はデータも⾊々と参考資料として付けてほしかった。
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3−（6）その他ご意⾒があればご記⼊ください。
説明会が⾮常に⼀⽅的で、全く市⺠の声に⽿を傾けないし、議論もずれていると思います。⼤⼈が考えて⾔ってる
と思えないくらい内容が浅いです。⼈⼝減少や税収減を問題とするのではなく、そういう社会に対応していくため
に、ムダを削ったり、これからの社会に必要なものと、そうでないものを市⺠と⼀緒に考えていくべきだし、他の
⾏政ではそのように政策を転換している所も多くあります。カジノは治安など以前に外資が参⼊することで、市の
収⼊増にはならないし、維持費とかはどうするんですか。収⼊増とかプラスのことしか取り上げておらず、本質的
な問題ではない治安とか安全とか、そういうことで表⾯的にきれいにまとめていて、本当にくだらなくて驚きまし
た。こんなことを進めている市⻑や副市⻑、従って真⾯⽬に仕事してカジノを進めている職員の⽅々など、⼀⼈⼀
⼈がもう⼀度、しっかりと考えて働くべきではないですか。私たち若い世代は、未来に絶望するしかありません…
・司会者の質問書の選び⽅の⽅針が不明。その場で場当たりで、内容を⾒ずに選んでいるように⾒えたが…。上か
ら取っているようで、事前に選んであるとも⾒えました。・1枚1枚に「ありがとうございます」は不要。時間がな
いなら、いちいち「ありがとうございます」と⾔う必要はないと思う。
①カジノよりソーラーパワー発電でもしたらどうでしょうか。電⼒確保して企業誘致できますよ。②皆反対してい
るのに、何故カジノを誘致するんですか。横浜はおしゃれなのが観光のアピール点なのに、ギャンブルなんてイメー
ジ悪すぎです。③宿泊客が少ないのはホテルが少ないんじゃないんでしょうか？④カジノIR誘致反対です。儲から
ないです。住⺠がギャンブルで財産をなくして⽣活保護が増えるだけです。⑤財政きびしいのに、公務員給与上げ
てますよね。なぜですか？⑥データが⾊々のってますが、例えば増収効果の根拠が分かりません。企業の提⽰して
いる情報公開してください。⑦ギャンブル依存症が絶対増えます。⑧説明会ではなくカジノありきですね。
・依存症は治るものではない。恥ずかしながら現在⾝内にギャンブル依存症がいて⼤変困っています。⽇本にはパ
チンコなどギャンブルが多く、これ以上トバクを増やさないでほしい。・このような重⼤判断は市⻑の独断でな
く、選挙で市⺠の判断を仰いでほしい。⼜は住⺠投票で⾏ってほしい。・美しい横浜港をトバクの灯で汚さないで
ほしい。カジノ(バクチ)のない美しいウォーターフロントを。50年以上横浜に住んでいて切に願います。
たった3%のカジノ⾯積と⾔うが、⼩さな罪がすべてを腐らせ、横浜を神奈川県を国を汚します。カジノなんていり
ません。⼈がすった⾦で税制を⽴て直そうなんて恥ずかしい限りです。絶対カジノは反対！パチスロがずらーっと
並ぶ！24Hできるパチスロが！でしょう？カジノがなければIRにならない国の決まりなら、横浜は⼿を挙げるべき
ではない。
野次のせいで、市⻑の話をよく聞けなかった。説明会の邪魔になる⾏動をする者は退出させるべきだと思います。
また、説明会の場に来ている集団は、市⺠全体を象徴するものとは到底思えず、偏っていると強く感じました。市
⺠からの声を聴く⼿段として、他の⽅法でも調査等を実施すべきです。また、会場に若者がほとんどいませんでし
た。SNSを利⽤するなどして20〜30代の若い世代のこれからの横浜を作っていく⽴場での意⾒も集めるべきではな
いでしょうか。
東京、⼤阪、名古屋に⽐べ財政が苦しいと説明するが、もっと苦しい⾃治体も沢⼭ある。横浜だけ良くなろうとい
う根性が汚い。財政問題は国全体で考えるべきことである。IRに対する考えが⽢い⽢い。失敗例の⽅がはるかに多
い。すでに汚職も出ている。横浜にはないとどう証明するのか。アメリカ資本に⽇本⼈のお⾦をごっそり持ってい
かれるのは明々⽩々ではありませんか。依存症を減らす最⼤の決め⼿はカジノをしないこと。失敗したときは市⻑
はじめ、幹部はどう責任を取るのか。まずそれを明らかにしてから話をせよ！
渇しても、盗泉の⽔は飲まず。→意味わかります？カジノから受け取るお⾦はやくざの世界では”みかじめ料”です
ね。
・良いことばかり説明されてましたが、そんなにバラ⾊の事業なのか？・３％しかカジノが占めないのなら、⾏う
必要がないのでは？それだけお⾦が動くということですね。今の国の姿勢は(すべてにおいて）信⽤出来ません。質
問時間が短すぎます。
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3−（6）その他ご意⾒があればご記⼊ください。
事業計画の公開が先、市⺠投票するべき。カジノについて、リスクが⼤きすぎると思います。カジノのないIRにつ
いて、横浜らしい進め⽅があると思います。将来をになう⼦供たちがずっと笑顔でいられますように…。市HPに今
⽇の資料はでているのに…今⽇来ている意識の⾼い市⺠へはもう少し説明時間は短くてもよいと思いました。→事
前に読んでもらうべきだし。資料への操作が多すぎます。最初のグラフから。既存の施設はどうなっていくので
しょうか？
絶対に反対です。市⻑はいらしたことがあるのでしょうか。ソウルもマカオも⾏ったことがありますが、ケバケバ
しい下品な雰囲気で、とても楽しかったと思い出すような場所ではありません。たとえその対価として少しくらい
税収が増えても全く嬉しくない。あまりにもヤジ、暴⾔を叫び続ける⼈は排除して下さい。カジノには反対です
が、せっかく来たのに説明が聞こえない。聞きに来た⼈に失礼。ちゃんとコントロールして。
カジノが⼊っていない「横浜市⼭下ふ頭開発基本計画」で進めるべきです。税収がふえるかわからない、治安悪化
する、ギャンブル依存症の増加、⼦ども達への悪影響を考えると、カジノはいらないです。少⼦⾼齢化に対して
は、⼦育て家庭への資⾦援助、住居⼿当の⽀給、⼦育て⽀援施設の充実をしてくこと、また、収⼊の多い⾼齢者か
ら税をとることなど、地道な対策で解決することが不可⽋です。ギャンブルでそれをうめようとする考え⽅がおか
しいです。今ある、横浜の良さ、進取の気質にあふれ、上⼿に外国の⽂化をとりいれ、調和させていく、⾷⽂化、
⾵⼟を⽣かした観光をめざすことが⼤切です。ギャンブルで、市⺠⽣活が調和されるとは考えられません。市⺠が
安⼼して⽣活している、今の環境を極⼒変えないよう、市⺠の納得を得ながら進める事が⼤切です。私は、横浜の
良さを無くさずカジノをつくる位なら、税を払っても良いです。
横浜市の経済に対する将来不安については、もっと幅広く市⺠に実情を知らせるべきです。カジノと別の何かを具
体的な経済効果が⼤きいプロジェクトを、もっと市⺠や県⺠、国⺠、アジア中⼼に海外の⼈々にアピールすべきで
す。メディアとアカデミックな分野がふさわしいと考えます。国内の有⼒機関と海外有⼒機関の協調体制で新しい
グローバル分野やNPO、学校、医療法⼈を設⽴させる。
やっぱりカジノは反対です。IRとかカジノの前にせまっくるしい公会堂をなんとかしてほしい。説明会が区で1回は
少なすぎる。説明をきけない市⺠がいるのはおかしいと思う。⾃治会の説明会だって3⽇間設けられています。IRが
横浜の魅⼒になるとは思えない。税収をあげたいなら福祉・教育・医療にお⾦をかけるべき。IRはお⾦がなくては
遊べない。個⼈の⽣活にゆとりがなければ。IRで働き⼝が増えるといっても多くは低賃⾦⻑時間労働。遊ぶお⾦も
時間もない。IR＝カジノで税収UPなんて、それこそ⼤ばくちと思います。国は信⽤できません。
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