IR（統合型リゾート）市民説明会会場で提出された質問書に対する回答
保土ケ谷区（１月23日）分
質問内容

カジノを含まない国際観光都市をめざすべきではない
か。

回答
ＩＲ整備法では、カジノの売上により国際会議場や展示場などの観光に寄与する諸施設を
整備・運営する仕組みになっています。
国際競争力の高い大規模なＭＩＣＥ施設については、世界や日本の事例を見ても、国や自
治体が多額の公費等を投入しており、横浜市でも、パシフィコ横浜などに財政支援をして
きました。
横浜市にとって、ＭＩＣＥ施設等の整備・運営において、市の財政負担を最小限にし、民
設民営手法であるＩＲが、最も有効な手法と考えています。

ＩＲ整備法では、カジノの売上により国際会議場や展示場などの観光に寄与する諸施設を
整備・運営する仕組みになっています。
国際競争力の高い大規模なＭＩＣＥ施設については、世界や日本の事例を見ても、国や自
高品質のエンターテイメント・ホテルetcを造るのであ
治体が多額の公費等を投入しており、横浜市でも、パシフィコ横浜などに財政支援をして
れば、カジノは必要ないのでは？
きました。
横浜市にとって、ＭＩＣＥ施設等の整備・運営において、市の財政負担を最小限にし、民
設民営手法であるＩＲが、最も有効な手法と考えています。

世界水準のＭＩＣＥ施設やホテル、エンターテインメントが一体となった、都市型のハー
バーリゾートにふさわしいＩＲをつくりあげたいと考えています。
みなとみらいの発展、港や海、川がきれいになり、すて
ＩＲが横浜の新たな顔となり、国内外から多くの来訪者をお迎えし、インバウンド需要を
きな横浜を今なら自慢できます。このＩＲ（カジノつ
しっかりと取り込み、観光ＭＩＣＥ都市として確固たる地位を確立いたします。
き）を自慢できますか？
同時に、お子様も楽しめるアトラクション施設など、市民の皆さまが憩える、横浜の景観
に調和したリゾートにしたいと考えています。

今回お示ししている820億円から1,200億円の横浜市の増収額は、カジノの売上のほか床面
積の３％以内のカジノを含めた、ＭＩＣＥ・ホテル・エンターテイメント施設など大規模
な建物にかかる固定資産税等や、リゾート施設全体の収益に伴う法人市民税なども含まれ
ています。
広報よこはま12月号でＩＲ事業は不可欠としています
また、ＩＲ整備法においては、ＩＲを設置する自治体は、ＩＲ区域の整備推進に関する施
が、事業規模も見通せない中でどのように事業収益の算
策やカジノ施設の設置及び運営に伴う有害な影響の排除を適切に行うために必要な施策
出を行ったのですか？
を、国との適切な役割分担の下、実施する責務を有するとされています。
ギャンブル等依存症の予防・治療・調査、治安の維持、周辺地域との回遊性を高めるため
の都市基盤整備など、ＩＲの懸念事項等に関する自治体の施策に係る経費については、区
域整備計画の策定までに明らかにしていきます。

ＩＲ整備法では、カジノの売上により国際会議場や展示場などの観光に寄与する諸施設を
整備・運営する仕組みになっています。
国際競争力の高い大規模なＭＩＣＥ施設については、世界や日本の事例を見ても、国や自
広報４頁にカジノ収益が欠かせないとあります。結局、
治体が多額の公費等を投入しており、横浜市でも、パシフィコ横浜などに財政支援をして
賭博目的であり経済活力を高めることは絵空事ですね？
きました。
横浜市にとって、ＭＩＣＥ施設等の整備・運営において、市の財政負担を最小限にし、民
設民営手法であるＩＲが、最も有効な手法と考えています。

ＩＲ整備法においては、住民の意見を反映させるために必要な措置として、ＩＲを実施す
る場合は、都道府県等との協議や同意、公聴会の実施、議会の議決など、民意の反映方法
市民の70%は反対しています。市政と市民は分裂状態で
について規定されています。
す。横浜市はＩＲ事業について市民にその賛否を問い、
まずは、現在開催している説明会で、市民の皆さまに御説明させていただき、日本型ＩＲ
賛成多数を得て事業を進めるのが妥当な事だと思いま
とはどのようなものか、皆様にご理解いただく事が必要と考えています。
す。
その上で、どのように皆さまの意見を反映するかについて、国からの情報を参考に検討し
ていきます。
市長、カジノが“マネーロンダリング”（不正に入手し
たお金等）の温床に成ってしまう事をご理解されていま ＩＲ整備法では、海外の事例を参考に、カジノ施設に起因するマネーローンダリング対策
すか？→（説明がなかった様に思うのでお答え下さい） として、犯罪収益移転防止規定の策定や、チップ等の譲渡の禁止、100万円を超える取引の
要するに世界の常識は、カジノはグローバルな裏銀行の 報告義務が規定されています。
役目を果たしていると言う事です。

経済効果の有無に拘らず過半数の市民がカジノ誘致に反
対している状況下、選挙で選ばれた市長が民意に反して
カジノ誘致を推し進めようとしている理由を教えて頂き
たい。民意に沿った政策を実施するのが市民に選ばれた
市長の責務ではないでしょうか。

横浜市では今後、生産年齢人口の減少等による、消費や税収の減少、社会保障費の増加な
ど、経済活力の低下や厳しい財政状況が見込まれています。
そうした状況であっても横浜が都市の活力を維持し、子育て、医療、福祉、教育など市民
の皆様の安全安心を確保することが必要です。
そのような中で、ＩＲによる「観光の振興」、「地域経済の振興」、「財政の改善」な
ど、これまでにない経済的社会的効果が見込まれ、横浜市が抱える諸課題の有効な対応策
になり得ると考えられること。
また、世界最高水準のカジノ規制といわれるＩＲ整備法やギャンブル等依存症対策基本法
など、依存症に関する諸制度も整いつつあり、国・自治体・事業者・関係団体がしっかり
と協力することで、依存症の方を増やさないように取り組む環境が整ったこと。
これらを総合的に勘案し、横浜の20年、30年先を見据え、横浜が将来にわたり成長・発展
を続けていくためには、ＩＲを実現する必要があるという結論に至りました。
ＩＲ整備法においては、住民の意見を反映させるために必要な措置として、ＩＲを実施す
る場合は、都道府県等との協議や同意、公聴会の実施、議会の議決など、民意の反映方法
について規定されています。
まずは、現在開催している説明会で、市民の皆さまに御説明させていただき、日本型ＩＲ
とはどのようなものか、皆様にご理解いただく事が必要と考えております。
その上で、どのように皆さまの意見を反映するかについて、国からの情報を参考に検討し
ていきます。

IR（統合型リゾート）市民説明会会場で提出された質問書に対する回答
保土ケ谷区（１月23日）分
質問内容

回答

ＩＲ内のカジノについて管理できるとしましょう。公式
なカジノができることによって、市民、国民にギャンブ
ルがより身近なものになると思います。管理によってカ
ジノを利用できない人を対象に裏カジノが増えることが
容易に想像できますが、その対策はどうしますか？今で
も時々裏カジノの摘発が報道されますが、対策は追いつ
くのでしょうか。

ＩＲ整備法では、背面調査の実施による厳格な免許制や、マイナンバーカードの本人確認
により、暴力団員の事業への参入やカジノへの入場を禁止するなど、治安対策がしっかり
と規定されています。
横浜市においても、ＩＲエリア内での24時間体制の警備､明るい施設計画やデザイン等によ
る安全性の確保、周辺地域への防犯カメラの設置、県警と連携した取組など、治安対策に
しっかりと取り組んでいきます。
具体的な施策については、区域整備計画の策定までにお示ししていきます。
なお、日本型ＩＲにより、健全なカジノ施設ができれば、日本で法律に基づいてカジノが
できる場所が設置され、利用者が摘発される可能がある非合法な裏カジノを利用する必要
がなくなり、結果的に裏カジノが減少していくという見方もあると考えます。
いずれにせよ、犯罪行為の摘発については、警察の協力を得ていきます。

ＩＲによる横浜市の増収効果は、年間820億円から1,200億円となっています。
この数値は、ご協力していただいた事業者の皆様から精査のうえ提供いただいた施設規模
や収支見込みなどを基に、それぞれの税収見込み等を市で算出したものです。
ＩＲ整備法では、その納付金の相当額を
賛成ですが、お金の使い方（得られる税収）がショボ ・観光の振興に関する施策
イ。インフラは（メンテナンスは）必要ですが、中学校 ・地域経済の振興に関する施策
の給食や市大授業料、入学金の完全無料など次世代に直 ・ＩＲ整備の推進に関する施策
接使わないと少数声の大きい反対派にまけますよ。
・カジノの設置・運営に伴う有害な影響の排除を行うために必要な施策
・社会福祉の増進及び文化芸術の振興に関する施策に必要な経費に充てることができると
規定されていますので、市民生活に身近な、医療や福祉、子育て、教育に重きを置いて活
用することが可能です。具体的な使途については、今後策定する区域整備計画でお示しし
ていきます。

ＩＲ整備法では、ＩＲにおける施設の設置・運営は民間事業者が行うことになっており、
公費の負担を最小限にして国際競争力の高い滞在型観光を実現する国家的なプロジェクト
として位置づけられています。
今回お示ししている820億円から1,200億円の横浜市の増収額は、カジノの売上のほか床面
積の３％以内のカジノを含めた、ＭＩＣＥ・ホテル・エンターテイメント施設など大規模
な建物にかかる固定資産税等や、リゾート施設全体の収益に伴う法人市民税なども含まれ
ＩＲによる財政への効果を具体的に教えて下さい。施設
ています。
関連にかける投資額の予算？国含めて・・・
また、ＩＲ整備法においては、ＩＲを設置する自治体は、ＩＲ区域の整備推進に関する施
策やカジノ施設の設置及び運営に伴う有害な影響の排除を適切に行うために必要な施策
を、国との適切な役割分担の下、実施する責務を有するとされています。
ギャンブル等依存症の予防・治療・調査、治安の維持、周辺地域との回遊性を高めるため
の都市基盤整備など、ＩＲの懸念事項等に関する自治体の施策に係る経費については、区
域整備計画の策定までに明らかにしていきます。

ＩＲ事業者が、既存の市内就業者を中心に雇用を手当てすると、ご指摘のような懸念も生
じます。ＩＲには、国際観光都市にふさわしい、専門人材の育成が不可欠と考えており、
横浜市の作成する実施方針などにおいて、開業前からの人材育成を事業者に求めていきま
す。これにより、ＩＲだけでなく地域の人材輩出にも貢献する事業者からの提案を求めて
人手不足の現在である中、カジノの出入りで、生産年令
いきます。
が減り、産業の空洞化が進み、技術けいしょうがとだえ
また、入国管理法の改正が施行され、外国人労働者が日本で働きやすくなるための環境整
る恐れがあります。バクチで吸い上げたアブク銭にたよ
備が進んでいますので、人手不足については、このような法の動きも考慮して対応してい
るべきではないと考えます。
きます。
横浜市民の皆さまにとっては雇用の選択肢が増えるとともに、世界の憧れの観光施設とし
て、国内外から働き手が集まり、人口増にも貢献するような、魅力あるＩＲを実現してい
きたいと考えています。

横浜市は埋立地があるので、海外の真似をして何かをや
ろうという印象です。それでは横浜市を選んでいただく
ことは難しく、横浜市らしい横浜ならではのＩＲにして
いただきたいと思います。

日本型ＩＲは、カジノの規制とＭＩＣＥ施設やエンターテイメント施設などの統合型リ
ゾートの制度が一体的に定められた、世界初の法制度と言われています。
横浜は、現時点で首都圏唯一の候補地であり、後背人口が日本最大であること、また、羽
田空港に近い等、恵まれた交通アクセス、美しいウォーターフロントに47haの広大な敷地
を有していること、先進的な街づくりを市民とともに進めてきた実績があること、などか
ら、日本を代表する魅力的なＩＲを整備することができると考えています。

IR（統合型リゾート）市民説明会会場で提出された質問書に対する回答
保土ケ谷区（１月23日）分
質問内容

回答

横浜市では今後、生産年齢人口の減少等による、消費や税収の減少、社会保障費の増加な
ど、経済活力の低下や厳しい財政状況が見込まれています。
そうした状況であっても横浜が都市の活力を維持し、子育て、医療、福祉、教育など市民
の皆様の安全安心を確保することが必要です。
そのような中で、ＩＲによる「観光の振興」、「地域経済の振興」、「財政の改善」な
ど、これまでにない経済的社会的効果が見込まれ、横浜市が抱える諸課題の有効な対応策
になり得ると考えられること。
また、世界最高水準のカジノ規制といわれるＩＲ整備法やギャンブル等依存症対策基本法
税収の増加に重きを置いてしかいないように感じます。
など、依存症に関する諸制度も整いつつあり、国・自治体・事業者・関係団体がしっかり
他に他の方法を考えることは出来ないのか。又これだけ
と協力することで、依存症の方を増やさないように取り組む環境が整ったこと。
反対の声が大きいのに押し進めるのか。問題（やり方）
これらを総合的に勘案し、横浜の20年、30年先を見据え、横浜が将来にわたり成長・発展
ありと考えますが、いかがですか。
を続けていくためには、ＩＲを実現する必要があるという結論に至りました。
ＩＲ整備法においては、住民の意見を反映させるために必要な措置として、ＩＲを実施す
る場合は、都道府県等との協議や同意、公聴会の実施、議会の議決など、民意の反映方法
について規定されています。
まずは、現在開催している説明会で、市民の皆さまに御説明させていただき、日本型ＩＲ
とはどのようなものか、皆様にご理解いただく事が必要と考えております。
その上で、どのように市民の皆さまの意見を反映するかについて、国からの情報を参考に
検討していきます。

市税収入の規模は、平成30年度決算で約8,200億円となっており、その約半分を皆様の個人
市民税からいただいています。
しかしながら、個人市民税は、将来的に人口減少により減収の見込みです。
このため、法人市民税などの増収につながる企業誘致や、中小企業の振興など、様々な施
策に取り組んできました。ＩＲも様々な対応策の一つであり、決してＩＲのみに財源を頼
るものではありません。
カジノを誘致することなく将来の財源を充分に確保する 今回お示ししている820億円から1,200億円の横浜市の増収額は、カジノの売上だけではあ
ことは、現状の見立てでは不可能としていると理解して りません。
よいか？カジノ単体で得られる収益（税収）はいくら この中には、床面積の３％以内のカジノを含めた、ＭＩＣＥ・ホテル・エンターテイメン
か？
ト施設など大規模な建物にかかる固定資産税等や、リゾート施設全体の収益に伴う法人市
民税なども含まれています。
これから事業者を公募する現在の段階では、事業者のノウハウや戦略の面からカジノとそ
の他の収益を分けて公表することができませんが、日本型ＩＲの参考としているシンガ
ポールの事例では70パーセント程度がカジノの売上となっています。
今後、実施方針や区域整備計画を策定する中で、施設の構成や規模が具体化してきますの
で、より精度の高い数値をお示ししていきます。

３％のスペースで78％の収益はカジノのおかしさを示し
ている。ＩＲカジノ誘致によらない税収を求めます。
「他人の不幸」による税収は、問題外です。
○日常の安心＝買い物がしやすく病院やその他バスにて
の移動がしやすいこと。
○子どもの幸せ＝中学校給食 保育園の充実
○豊かな自然 横浜駅から4.5kmにフクロウがいること
はご存知ですか
市長はカジノに依存せずくらしやすい横浜で多くの市民
の支えになることこそ考えるべきではないでしょうか。

横浜市では今後、生産年齢人口の減少等による、消費や税収の減少、社会保障費の増加な
ど、経済活力の低下や厳しい財政状況が見込まれています。
そうした状況であっても横浜が都市の活力を維持し、子育て、医療、福祉、教育など市民
の皆様の安全安心を確保することが必要です。
そのような中で、ＩＲによる「観光の振興」、「地域経済の振興」、「財政の改善」な
ど、これまでにない経済的社会的効果が見込まれ、横浜市が抱える諸課題の有効な対応策
になり得ると考えられること。
また、世界最高水準のカジノ規制といわれるＩＲ整備法やギャンブル等依存症対策基本法
など、依存症に関する諸制度も整いつつあり、国・自治体・事業者・関係団体がしっかり
と協力することで、依存症の方を増やさないように取り組む環境が整ったこと。
これらを総合的に勘案し、横浜の20年、30年先を見据え、横浜が将来にわたり成長・発展
を続けていくためには、ＩＲを実現する必要があるという結論に至りました。
また、市税収入の規模は、平成30年度決算で約8,200億円となっており、その約半分を皆様
の個人市民税からいただいています。
しかしながら、個人市民税は、将来的に人口減少により減収の見込みです。
このため、法人市民税などの増収につながる企業誘致や、中小企業の振興など、様々な施
策に取り組んでいます。ＩＲも様々な対応策の一つとなっています。
なお、日本には、公益面から法律で認められている競馬などの公営競技、宝くじやtoto、
パチンコなどの様々なギャンブルや遊戯が存在しています。多くの方々は節度を持ってこ
れらを利用されています。
一方で過度な「のめり込み」などによって、社会生活に支障を及ぼしている方がいらっ
しゃるのも事実です。
このため、日本型ＩＲには、厳格な免許制や入場制限など世界最高水準のカジノ規制が施
されているとともに、問題のある利用者への徹底した対応や相談窓口の設置など責任ある
運営が求められています。
日本型ＩＲが参考としているシンガポールでは、ＩＲの設置前から依存症対策に取り組ん
だ結果、既存を含めたギャンブル依存症の方が減少しています。
横浜市でもこれらの成功事例を参考に、国、事業者、関係団体などと協力して依存症の方
を増やさないように取組を徹底していきます。

47haはＩＲ区域の敷地全体の面積であり、３％の対象となるのは建物全ての床面積の合計
カジノの面積はＩＲ施設床面積の３％以内とは横浜では ですが、公募前の現段階では、皆さまにお示しできません。
何平方ｍのことですか。数字でお示し下さい。47haの 今後、選定された事業者と策定する区域整備計画で、施設の構成や規模が明確化していき
ますので、その中でお示ししていきます。
３％ということですか。
参考までに、シンガポールの2つのＩＲのカジノを行う区域の面積は、それぞれ15,000㎡と
なっています。
横浜の最大の魅力は豊かで優しい人の心である。明治以
降、国の最先端の技術等をリードしてきた。ＩＲで人心 横浜市では今後、生産年齢人口の減少等による、消費や税収の減少、社会保障費の増加な
が荒れれば最大の魅力を失う。何故そこまでして闇の勢 ど、経済活力の低下や厳しい財政状況が見込まれています。
そうした状況であっても横浜が都市の活力を維持し、子育て、医療、福祉、教育など市民
力を引き入れるのか？
の皆様の安全安心を確保することが必要です。
そのような中で ＩＲによる「観光の振興」 「地域経済の振興」 「財政の改善」な

IR（統合型リゾート）市民説明会会場で提出された質問書に対する回答
保土ケ谷区（１月23日）分
質問内容

回答
そのような中で、ＩＲによる「観光の振興」、「地域経済の振興」、「財政の改善」な
ど、これまでにない経済的社会的効果が見込まれ、横浜市が抱える諸課題の有効な対応策
になり得ると考えられること。
横浜は日本の聖地の１つである。ＩＲは日本神道の全霊 また、世界最高水準のカジノ規制といわれるＩＲ整備法やギャンブル等依存症対策基本法
人が怒っている。横浜を潰す責任はどう取るのか？
など、依存症に関する諸制度も整いつつあり、国・自治体・事業者・関係団体がしっかり
と協力することで、依存症の方を増やさないように取り組む環境が整ったこと。
これらを総合的に勘案し、横浜の20年、30年先を見据え、横浜が将来にわたり成長・発展
を続けていくためには、ＩＲを実現する必要があるという結論に至りました。
ＩＲにおける反社会的な勢力の排除としては、ＩＲ整備法では、背面調査の実施による厳
格な免許制や、マイナンバーカードの本人確認により、暴力団員の事業への参入やカジノ
への入場を禁止するなど、治安対策がしっかりと規定されています。
〇〇〇〇氏は無税国家を提唱していた。経営マインドに 横浜市においても、今後策定する実施方針において、ＩＲエリア内での24時間体制の警備､
よる行政の推進を行う自信はないか？
明るい施設計画やデザイン等による安全性の確保、周辺地域への防犯カメラの設置、県警
と連携した取組など、治安対策をしっかりと規定していきます。

なぜカジノが必要なの？説明になっていない。小手先対
策でごまかしていないか？どの国のＩＲリゾート施設の
経営不振が目立っているという。何よりもギャンブル依
存症それに伴う精神的障害や治安の悪化も伴うリスクが
避けられない。だからこそ禁止してきたカジノを解禁し
た国の意向にそってＩＲリゾート施設を誘致すると方針
転換したことは市民に対する裏切りであり、造反行為で
あると思いますが、そうは思いませんか？どうしても強
行するなら、賛同し、推進してきた市当局や経済界議員
がギャンブル依存やそれに伴う後遺症の被害者、家族全
員と無条件で一生涯の生活保障をする覚悟をもっている
のかうかがいたい。当然、そのような条例を制定する考
えがあるのか？

横浜市では今後、生産年齢人口の減少等による、消費や税収の減少、社会保障費の増加な
ど、経済活力の低下や厳しい財政状況が見込まれています。
そうした状況であっても横浜が都市の活力を維持し、子育て、医療、福祉、教育など市民
の皆様の安全安心を確保することが必要です。
そのような中で、ＩＲによる「観光の振興」、「地域経済の振興」、「財政の改善」な
ど、これまでにない経済的社会的効果が見込まれ、横浜市が抱える諸課題の有効な対応策
になり得ると考えられること。
また、世界最高水準のカジノ規制といわれるＩＲ整備法やギャンブル等依存症対策基本法
など、依存症に関する諸制度も整いつつあり、国・自治体・事業者・関係団体がしっかり
と協力することで、依存症の方を増やさないように取り組む環境が整ったこと。
これらを総合的に勘案し、横浜の20年、30年先を見据え、横浜が将来にわたり成長・発展
を続けていくためには、ＩＲを実現する必要があるという結論に至りました。
なお、日本型ＩＲが参考としているシンガポールでは、ＩＲの設置前から依存症対策に取
り組んだ結果、ギャンブル依存症の方が減少しています。
横浜市でもこれらの成功事例を参考に、国、事業者、関係団体などと協力して依存症の方
を増やさないように取組を徹底していきます。

横浜市では今後、生産年齢人口の減少等による、消費や税収の減少、社会保障費の増加な
ど、経済活力の低下や厳しい財政状況が見込まれています。
そうした状況であっても横浜が都市の活力を維持し、子育て、医療、福祉、教育など市民
の皆様の安全安心を確保することが必要です。
そのような中で、ＩＲによる「観光の振興」、「地域経済の振興」、「財政の改善」な
ど、これまでにない経済的社会的効果が見込まれ、横浜市が抱える諸課題の有効な対応策
になり得ると考えられること。
また、日本型ＩＲに設置されるカジノには、ＩＲ整備法に基づき、カジノのゲームに触れ
横浜市民一人一人が幸せな生活を送ることが最も大事な る機会の限定や厳格な入場規制など、世界最高水準といわれる規制が適用されます。
ことです。この横浜にカジノを設置して市民がよろこぶ 事業者からも、海外での経験に基づき、顔認証による入場管理や、トレーニングを受けた
と市長は考えているのですか。子供達のことを考えてい スタッフによる徹底した対応や相談窓口の設置など、様々な対策が示されています。
日本型ＩＲが参考としているシンガポールでは、ＩＲの設置前から依存症対策に取り組ん
るのですか。
だ結果、ギャンブル依存症の方が減少しています。
横浜市でもこれらの成功事例を参考に、国、事業者、関係団体などと協力して依存症の方
を増やさないように取組を徹底していきます。
これらに加え、世界最高水準のカジノ規制といわれるＩＲ整備法やギャンブル等依存症対
策基本法など、依存症に関する諸制度も整いつつあり、国・自治体・事業者・関係団体が
しっかりと協力することで、依存症の方を増やさないように取り組む環境が整ったこと。
これらを総合的に勘案し、横浜の20年、30年先を見据え、横浜が将来にわたり成長・発展
を続けていくためには、ＩＲを実現する必要があるという結論に至りました。

ＩＲ誘致が決まり契約したとして、40年等という契約期
間があるというですが、途中解約が可能なのか。又、税
収が増えるといわれていますが、リスクについては、一
切ふれられていません。不調に終わる時の横浜市がこう
むる負の部分について、きちんと議論されているのか。
誰がどう責任をとるのか。市長主導で行われています
が、過去の責任にどう向きあうおつもりなのか、お話し
いただきたい。

ＩＲ整備法では、国におけるＩＲの区域整備計画の認定期間は、当初10年、その後５年毎
となります。更新の際に計画通り運営され、効果が出ているかが評価されるなど、定期的
にＰＤＣＡを行う仕組みが整っています。
また、海外の事例では、事業者が撤退した場合には、施設の譲渡により他の事業者が、経
営を継続することが有力な選択肢とされているほか、ＩＲ整備法においても、事業継続が
困難になった場合における措置を、設置自治体と事業者が結ぶ実施協定で定めることとさ
れています。

IR（統合型リゾート）市民説明会会場で提出された質問書に対する回答
保土ケ谷区（１月23日）分
質問内容

回答

ギャンブル依存症及び治安維持について質問致します。
ギャンブル依存症対策として保険制度適応の報道を目に
しましたが、最初から依存症ありきですか。トバ（バク
チバ）が無ければ減りはしても、増える事は無いと思い
ますがどう思いますか。公営ギャンブルで既に四種類の
ギャンブルが有りますが、次にバクチですか。日本では
バクチは違法です。市が胴元になるのですか、考えて下
さい。
治安維持について
既にご承知のとおり、国会議員タイホのニュースが報道
されています。利権を得るために、触手を伸ばして来て
います。面積が３％以下との事ですが、儲けは莫大。で
すから国内の大手の皆さん達も進出されるでしょう。こ
ちらの角、あちらの角、そして裏通り等にグループ姿を
見られる様になるのは怖い事だと思います。ギャンブル
の無いリゾート地ではいけないのでしょうか。考えて下
さい。
最後に、ご列席の幹部の皆さん、市長を助けてカジノ＝
バクチで無い○（判別不明）の収益性のあるリゾートを
考えて下さい。以上
内容が簡潔でないので、ホームページで回答されればOK
です。よみづらいため。

日本には、公益面から法律で認められている競馬などの公営競技、宝くじやtoto、パチン
コなどの様々なギャンブルや遊戯が存在しています。多くの方々は節度を持ってこれらを
利用されています。
しかし、一方で過度な「のめり込み」などによって、社会生活に支障を及ぼしている方が
いらっしゃるのも事実です。
ギャンブル等依存症への健康保険の適用については、横浜市としても国へ要望してきた内
容です。
ＩＲにおけるカジノ制度と刑法の賭博に関する法制との整合性については、国におけるＩ
Ｒ整備法の検討の際に、「目的の公益性」などの８つの観点をもとに検討されています。
その検討の結果を踏まえ、平成30年７月に成立したＩＲ整備法によりまして、我が国にお
いては、免許を取得した事業者が、ＩＲ区域内でカジノを設置・運営することが合法化さ
れています。
また、ＩＲ整備法では、カジノの売上により国際会議場や展示場などの観光に寄与する諸
施設を整備・運営する仕組みになっています。
国際競争力の高い大規模なＭＩＣＥ施設については、世界や日本の事例を見ても、国や自
治体が多額の公費等を投入しており、本市でも、パシフィコ横浜などに財政支援をしてき
ました。このため、カジノ収益を活用しないＩＲは、独立採算の民設民営事業として成立
しないものと考えています。

横浜市では、これまでアルコールや薬物、ギャンブル等の依存症者や家族への支援を中心
とした総合的な依存症対策を進めています。こころの健康相談センターにおいて依存症相
市長は家族にギャンブルにはまってこまったことありま
談窓口を開設するなど、当事者や家族の支援に取り組んでいます。今後、民間団体との連
すか？
携や、市の窓口の相談拠点化を進めるほか、インターネットゲーム障害など新たな依存症
についても普及啓発等の取組を進めます。

ＩＲとは、オペラハウス、コンサートホールと併せて
ボールルームダンスホールも設置するか？

ＩＲ整備法では、国際会議場や展示施設、魅力増進施設、送客施設、宿泊施設等、整備を
しなければならない施設が規定されています。ご質問の施設は、観光客の滞在を促進する
施設として整備することが可能ですが、具体的な施設構成や規模については、選定された
事業者と今後策定する区域整備計画において、お示ししていきます。

運営企業は外国企業、日本企業が参加参入できるか？

民間事業者は公募により選定します。公募において、外資企業も日本企業も等しく扱われ
れます。選定基準は、募集要項において事前にお示しする予定です。
事業者については、単独で応募、グループでの応募も認められ、外資企業と国内企業が複
数で新たな法人を設立（コンソーシアム）することも可能です。

ＩＲ整備法で、ＩＲ区域は民間事業者による一体として設置・運営されるものとされてい
ます。このため、事業の運営に関しては、事業者が責任を負うものと考えています。
カジノ事業者に市との関係において、市側の都合によ
しかし、事業経営には、さまざまなリスクがあるのも事実です。
り、市がカジノより撤退する場合に、事業者への違約金
海外の事例では、事業者が撤退した場合には、施設の譲渡により他の事業者が、経営を継
の支払い、損害賠償等の事業は発生しないのでしょう
続することが有力な選択肢とされているほか、ＩＲ整備法においても、事業継続が困難に
か。心配です。
なった場合における措置を、設置自治体と事業者が結ぶ実施協定で定めることとされてい
ます。

横浜で整備するＩＲは、市民の皆さまをはじめ、誰もが昼夜を問わず楽しめる、総合型の
カジノ、エンターテイメント他、各々の割合（エリア、 アミューズメントリゾートを目指します。
面積地、収入内容）etcを知りたい。又、子供、老人用 現在、実施している事業者へのコンセプト募集（ＲＦＣ）や市独自のマーケティング調査
などにより策定する実施方針、選定された事業者と横浜市で策定する区域整備計画などに
の施設や予定も含めてお願いします。
おいて、施設の構成や規模を具体化していきます。
ＩＲを作ることでそれらを維持する費用はどれ程になる ＩＲ整備法で、ＩＲ区域は民間事業者による一体として設置・運営されるものとされてい
のか？
ます。このため、事業の運営に関しては、事業者が責任を負うものと考えています。

平成27年９月にとりまとめた「横浜市山下ふ頭開発基本計画」、ハーバーリゾートの形成
では、「観光・ＭＩＣＥを中心とした魅力的な賑わいの創出」、「親水性豊かなウォー
ターフロントの創出」、「環境に配慮したスマートエリアの創出」の３つの視点を掲げて
います。
特に、山下ふ頭の47ヘクタールという大規模な敷地を活かして、基本方針の第一には、横
浜市の「観光ＭＩＣＥ都市」としての地位を盤石にすべく、国内外から多くの人々を呼び
込む大規模コンベンション機能を想定していました。
このような中、平成28年12月にＩＲ推進法、平成30年７月にＩＲ整備法が国で成立し、わ
ＩＲ認定の３か所に選ばれなかった場合の山下ふ頭の再 が国の観光・ＭＩＣＥ戦略に基づく、ＩＲ制度の枠組みが示されました。この、国の法制
化の検討の中で、わが国の観光・ＭＩＣＥ戦略を達成できる大規模施設を民設民営で建設
開発の計画はあるのでしょうか。
することが難しいと検証されています。
これらの事から、市費の負担を最小限にし、山下ふ頭でのハーバーリゾートの形成をス
ピード感を持って形成するためには、国家的なプロジェクトである日本型ＩＲ制度を活用
することが最適であると判断しています。
なお、ＩＲに選定されなかった場合でも、「横浜市山下ふ頭開発基本計画」は存続し、実
現手法を検討することになります。この場合には、土地区画整理事業、街区のインフラ整
備、その後の土地分譲を順次行い、多くの民間投資を呼び込みながら、建物等の施設整備
を行うと、一定の事業期間を要することになります。

IR（統合型リゾート）市民説明会会場で提出された質問書に対する回答
保土ケ谷区（１月23日）分
質問内容

回答

ＩＲによる横浜市の増収効果は、年間820億円から1,200億円となっています。
この数値は、ご協力していただいた事業者の皆様から精査のうえ提供いただいた施設規模
や収支見込みなどを基に、それぞれの税収見込み等を市で算出したものです。
ＩＲ整備法では、その納付金の相当額を
・観光の振興に関する施策
・地域経済の振興に関する施策
闇カジノの対応はしていくのでしょうか。税金の増収に
・ＩＲ整備の推進に関する施策
よる市民への還元はなんでしょうか。
・カジノの設置・運営に伴う有害な影響の排除を行うために必要な施策
・社会福祉の増進及び文化芸術の振興に関する施策に必要な経費に充てることができると
規定されていますので、市民生活に身近な、医療や福祉、子育て、教育に重きを置いて活
用することも可能です。
なお、闇カジノについては、犯罪行為ですので、警察により摘発されるものと考えていま
す。

外国人・日本人を問わず、多くの来街者がＩＲに訪れますので、ＩＲエリア内での24時間
体制の警備､明るい施設計画やデザイン等による安全性の確保、周辺地域への防犯カメラの
設置、県警と連携した取組など、治安対策をしっかりと取り組んでいきます。
外国人が増えることで日本のマナーを知らない人が増え 具体的な施策については、区域整備計画の策定までにお示ししていきます。
るので外国人による治安の対策はあるのでしょうか。 なお、国が参考にしているシンガポールの事例では、2010年に２つのＩＲが設置されまし
たが、カジノの設置の前後において、外国人旅行客は約１.８倍に増加していますが（一般
的には、観光客が増えると犯罪率が増えると言われて言いますが）、人口10万人当たりの
犯罪認知率に大きな変化は見られません。

ＩＲは、カジノだけで集客するのではなく、ＭＩＣＥ施設、魅力増進施設、ホテル等の観
日帰り客を宿泊客にしたいとのことだが入場の回数制限
光を促進する施設等からなる統合型リゾートとして、集客を図りますので、カジノ施設に
をもうけることとムジュンしないのか？
おける入場の回数制限とは直接関係しないものと考えています。

説明を受けましたが、疑問は多にあると思う。
民意をどうはかるのか。民意をはかってほしい。

ＩＲ整備法においては、住民の意見を反映させるために必要な措置として、ＩＲを実施す
る場合は、都道府県等との協議や同意、公聴会の実施、議会の議決など、民意の反映方法
について規定されています。
まずは、現在開催している説明会で、市民の皆さまに御説明させていただき、日本型ＩＲ
とはどのようなものか、皆様にご理解いただく事が必要と考えています。
その上で、どのように市民の皆さまの意見を反映するかについて、国からの情報を参考に
検討していきます。

ＩＲがうまくゆくとは考えられない。その場合の処置
は。

ＩＲ整備法で、ＩＲ区域は民間事業者による一体として設置・運営されるものとされてい
ます。このため、事業の運営に関しては、事業者が責任を負うものと考えています。
しかし、事業経営には、さまざまなリスクがあるのも事実です。
海外の事例では、事業者が撤退した場合には、施設の譲渡により他の事業者が、経営を継
続することが有力な選択肢とされているほか、ＩＲ整備法においても、事業継続が困難に
なった場合における措置を、設置自治体と事業者が結ぶ実施協定で定めることとされてい
ます。

横浜市では、ＩＲ事業の推進にあたって公平性・公正性を確保するため、「ＩＲ（統合型
リゾート）に関する事業者対応の取扱い」を策定、それに基づき事業者と面談を行ってい
利権がらみで腐敗が生じることが考えられる。その対処
ます。
はいかに。
横浜市は事業者と適切に対応しており、これまで同様、ＩＲの実現に向けて、公正・中立
に事業を進めていきます。

横浜市では今後、生産年齢人口の減少等による、消費や税収の減少、社会保障費の増加な
ど、経済活力の低下や厳しい財政状況が見込まれています。
そうした状況であっても横浜が都市の活力を維持し、子育て、医療、福祉、教育など市民
の皆様の安全安心を確保することが必要です。
そのような中で、ＩＲによる「観光の振興」、「地域経済の振興」、「財政の改善」な
ど、これまでにない経済的社会的効果が見込まれ、横浜市が抱える諸課題の有効な対応策
になり得ると考えられること。
また、世界最高水準のカジノ規制といわれるＩＲ整備法やギャンブル等依存症対策基本法
ＩＲは健全の対応とは考えられない。もっと健全な財政 など、依存症に関する諸制度も整いつつあり、国・自治体・事業者・関係団体がしっかり
と協力することで、依存症の方を増やさないように取り組む環境が整ったこと。
計画を。
これらを総合的に勘案し、横浜の20年、30年先を見据え、横浜が将来にわたり成長・発展
を続けていくためには、ＩＲを実現する必要があるという結論に至りました。
また、市税収入の規模は、平成30年度決算で約8,200億円となっており、その約半分を皆様
の個人市民税からいただいています。
しかしながら、個人市民税は、将来的に人口減少により減収の見込みです。
このため、法人市民税などの増収につながる企業誘致や、中小企業の振興など、様々な施
策に取り組んでいます。
ＩＲも様々な対応策の一つであり、決してＩＲのみに財源を頼るものではありません。

ＩＲ整備法では、カジノの売上により国際会議場や展示場などの観光に寄与する諸施設を
整備・運営する仕組みになっています。
市長の説明では、パラダイスのように聞こえますがなぜ 国際競争力の高い大規模なＭＩＣＥ施設については、世界や日本の事例を見ても、国や自
カジノを入れなければならないのか。カジノがなければ 治体が多額の公費等を投入しており、横浜市でも、パシフィコ横浜などに財政支援をして
きました。
この計画はなりたたないのではないか。
横浜市にとって、ＭＩＣＥ施設等の整備・運営において、市の財政負担を最小限にし、民
設民営手法であるＩＲが、最も有効な手法と考えています。

市長は白紙といって当選し、決めるときは市民の声は聞
これまで、ＩＲを「導入する・しないの判断に至っていない」という意味で「白紙」とし
くと議会で表明しておりながら突然公表された。これは
ていました。
なぜか。
このため、ＩＲについて2014年度から検討調査のための予算を計上し、継続してその判断
に必要な検討を進めるとともに、国の動向の把握に努めてまいりました。
2018年７月に、ＩＲ整備法やギャンブル等依存症対策基本法が成立し、国が導入するＩＲ
がどのようなものか、依存症にどのような対応をしていくのか、明らかになってまいりま
市民の声を大切にすることは大前提ではないか
した。
横浜市の調査でもＩＲ整備法の成立を踏まえ、事業者から横浜にＩＲを設置した場合の経
済的・社会的効果や、有識者からのご意見も頂いてまいりました。
依存症
す ご
声 経済的な効 を期待す 声など様 な

IR（統合型リゾート）市民説明会会場で提出された質問書に対する回答
保土ケ谷区（１月23日）分
質問内容

市民に対して問題となることはないのか

回答
また、この間、市民の依存症に対するご心配の声や経済的な効果を期待する声など様々な
意見をいただいてきました。
これらを踏まえ、横浜の20年、30年先を見据え、横浜が将来にわたり成長・発展を続けて
いくためには、ＩＲを実現する必要があるという結論に至りました。
二元代表制のもと、議決が必要な案件については、市民の皆さまに選ばれた市会の皆様に
お諮りしながら市政を進めていきます。

日本でも、公益面から法律で認められている競馬などの公営競技、宝くじやtoto、パチン
コなどの様々なギャンブルや遊戯が存在しています。多くの方々は節度を持ってこれらを
利用されています。しかし、一方で過度な「のめり込み」などによって、社会生活に支障
を及ぼしている方がいらっしゃるのも事実です。
このため、日本型ＩＲには、厳格な免許制や入場制限など世界最高水準のカジノ規制が施
健全なカジノとは？ギャンブルだから負ける人がいて企 されているとともに、問題のある利用者への徹底した対応や相談窓口の設置など責任ある
業がもうかるのだから健全といえないのではないか。 運営が求められています。横浜市としても、国や県、関係機関と連携し、しっかりと依存
症対策に取り組んでまいります。
なお、ＩＲ整備法では、「カジノ行為」とは、カジノ事業の健全な運営に対する国民の信
頼を確保し、及びその理解を得る観点から我が国においても行われることが社会通念上相
当と認められるものとしてその種類及び方法をカジノ管理委員会規則で定めるものとされ
ています。

ＩＲ整備法では、カジノの売上により国際会議場や展示場などの観光に寄与する諸施設を
整備・運営する仕組みになっています。
カジノという問題の多い施設ぬきではできないのか。わ 国際競争力の高い大規模なＭＩＣＥ施設については、世界や日本の事例を見ても、国や自
ずか３％を利用というのであれば、ぬきでの方が問題が 治体が多額の公費等を投入しており、横浜市でも、パシフィコ横浜などに財政支援をして
きました。
少なくなるのではないか。
横浜市にとって、ＭＩＣＥ施設等の整備・運営において、市の財政負担を最小限にし、民
設民営手法であるＩＲが、最も有効な手法と考えています。
土地使用者が反対した場合、計画を進められるか？すで 事業を進めるうえでは、港湾事業者等の皆さまのご理解・ご協力が大切です。引き続き丁
にハーバーリゾート協会は、反対している。
寧に調整しながら進めていきます。
住民投票に必要な署名が集まった場合でも住民投票はや 住民投票の署名が集まった場合、選挙管理委員会による審査、条令制定請求等、法制上の
らないのか？
手続きにより進められるものと認識しています。
ＩＲの経済波及効果は、建設時7,500億円から1兆2,000億円、運営時に年間6,300億円から
１兆円としています。運営時の数字は、建設後運営が平準化した時の想定です。
カジノの経済効果を明示したが、これは中長期の数字 この効果の算定にあたっては、事業者ごとに施設構成や規模、ＩＲ全体の売上などの異
か？カジノを誘致した多くの都市は、中長期では失敗し なった情報が提供された中で、この数値を市と監査法人で確認し、本市の産業連関表を用
いて波及効果を算出したものです。
ている。
なお、日本型ＩＲが参考としているシンガポールの２つのＩＲは、開業後10年足らずで、
施設の延べ床面積を約１.５倍に拡張する再投資計画が示されています。
横浜市では事業者と適正に対応しており、これまで同様、ＩＲの実現に向けて、公正・中
立に事業を進めていきます。
国会でのスケジュールは、汚職により遅れるが、それで
また、国の基本方針案の決定はまだなされていませんが、区域整備計画の申請受付のスケ
も市は予定通り進めるのか？
ジュールが変更されるという情報は示されておりませんので、国の検討状況を踏まえ、事
業を進めていきます。。

市長は決まってしまったらＩＲは残ります。本当に子供
たちの世代にとって、負の遺産にならないのか心配で
す。負の遺産になった時に誰が責任をとるのか？？？絵
に書いた餅ばかりの説明に感じます。負の話しは少ない
ように感じました。

ＩＲ整備法で、ＩＲ区域は民間事業者による一体として設置・運営されるものとされてい
ます。このため、事業の運営に関しては、事業者が責任を負うものと考えています。
しかし、事業経営には、さまざまなリスクがあるのも事実です。
海外の事例では、事業者が撤退した場合には、施設の譲渡により他の事業者が、経営を継
続することが有力な選択肢とされているほか、ＩＲ整備法においても、事業継続が困難に
なった場合における措置を、設置自治体と事業者が結ぶ実施協定で定めることとされてい
ます。

雇用創出効果が77,000～127,000人／年 見込まれてい
るが、国内では人材不足が課題となっている中、運営し
て行く事が可能なのか。また、外国人の労働者が増えて
行くと思われる中、ＩＲ周辺だけではなく、市内全域の
安全対策や住居対策等、客としての市民についてだけで
はなくＩＲで働く人についても考えて行く必要があると
思う。（外国人が危険と思っている訳ではないが、考え
る必要はあると思う）

ＩＲにより横浜市民にとって雇用の選択肢が増えるとともに、国内外からの働き手が集ま
り、人口増にも貢献するような、魅力あるＩＲを実現したいと考えています。
また、ＩＲについては、国際観光都市にふさわしい、専門人材の育成が不可欠と考えてい
ます。横浜市の作成する実施方針などにおいて、開業前からの人材育成を事業者に求めて
いきます。
これにより、ＩＲだけでなく地域の人材輩出にも貢献するよう進めていきます。
また、治安対策については防犯カメラの設置など予定していますが、こちらについても実
施方針や区域整備計画において、県警と連携した取組など、治安対策をしっかりとお示し
していきます。

国がＩＲ整備法を制度設計した際に参考にしたのが、シンガポールのＩＲとなっており、
横浜は、ＩＲ整備法の規定を踏まえたＩＲを目指しますが、シンガポールと同じものを目
横浜が目指すべきＩＲの姿はなぜシンガポールなのか？
指すわけではありません。
理由が不明確
今後、国の基本方針を踏まえ、市の実施方針を定め、事業者の公募を行う中で、横浜市が
目指すＩＲをお示ししていきます。

市長はＩＲ推進のお考えでしたが、市長選の前に白紙撤
回されました。ＩＲ推進から白紙に変化されたというこ
とは、ＩＲのデメリット（欠点）に気づかれたので、白
紙にもどされたと思います。市長の考えを白紙に変えさ
せたＩＲのデメリットは何でしょうか。教えてくださ
い。

これまで、ＩＲを「導入する・しないの判断に至っていない」という意味で「白紙」とし
ていました。
このため、ＩＲについて2014年度から検討調査のための予算を計上し、継続してその判断
に必要な検討を進めるとともに、国の動向の把握に努めてまいりました。
2018年７月に、ＩＲ整備法やギャンブル等依存症対策基本法が成立し、国が導入するＩＲ
がどのようなものか、依存症にどのような対応をしていくのか、明らかになってまいりま
した。
本市の調査でもＩＲ整備法の成立を踏まえ、事業者から横浜にＩＲを設置した場合の経済
的・社会的効果や、有識者からのご意見も頂いてまいりました。
また、この間、市民の依存症に対するご心配の声や経済的な効果を期待する声など様々な
意見をいただいてきました。
これらを踏まえ、横浜の20年、30年先を見据え、横浜が将来にわたり成長・発展を続けて
いくためには、ＩＲを実現する必要があるという結論に至りました。
二元代表制のもと、議決が必要な案件については、市民の皆さまに選ばれた市会の皆様に
お諮りしながら市政を進めていきます。

IR（統合型リゾート）市民説明会会場で提出された質問書に対する回答
保土ケ谷区（１月23日）分
質問内容

回答

カジノを行える面積は施設床面積の３％以内というのは
ＩＲ整備法令では、専らカジノ行為の用に供されるものとしてカジノ管理委員会規則で定
建物の面積でしょうか。それともカジノの機械を設置す
める部分の床面積の合計がＩＲ施設全体の床面積の３％以内と規定されています。
る面積でしょうか。
ＩＲ整備法では、カジノの売上により国際会議場や展示場などの観光に寄与する諸施設を
整備・運営する仕組みになっています。
カジノ抜きでのＩＲは不可能なのか？政治家の行動に信 国際競争力の高い大規模なＭＩＣＥ施設については、世界や日本の事例を見ても、国や自
用が持てない。横浜のクリーンなイメージを維持できる 治体が多額の公費等を投入しており、横浜市でも、パシフィコ横浜などに財政支援をして
きました。
のか？
横浜市にとって、ＭＩＣＥ施設等の整備・運営において、市の財政負担を最小限にし、民
設民営手法であるＩＲが、最も有効な手法と考えています。
横浜型ＩＲに賛成です。但し、法律というものはいまま
ＩＲ整備法等の規定を踏まえながら、ＩＲのメリットをより高め、デメリットを最小化さ
でも抜け道があるものなので、条例でがんじがらめにす
せるような、横浜市の取組を進めていきます。
る様にお願いします。
市民はＩＲ誘致を反対しているのではありません。ＩＲ
にカジノが含まれているから反対しているのです。その
ことは市長も分かっていらっしゃることでしょう。カジ
ノを含まないＩＲ誘致は考えていないのでしょうか。ど
のような状態になったらカジノ誘致を諦めますか。市民
はそのような状態になるよう協力してカジノ誘致反対を
行っていきます。

ＩＲ整備法では、カジノの売上により国際会議場や展示場などの観光に寄与する諸施設を
整備・運営する仕組みになっています。
国際競争力の高い大規模なＭＩＣＥ施設については、世界や日本の事例を見ても、国や自
治体が多額の公費等を投入しており、横浜市でも、パシフィコ横浜などに財政支援をして
きました。
横浜市にとって、ＭＩＣＥ施設等の整備・運営において、市の財政負担を最小限にし、民
設民営手法であるＩＲが、最も有効な手法と考えています。

「輝く未来」の評価基準は何でしょうか。

都市が持続的に成長・発展し､市民の皆さまが将来にわたり、安全と安心、夢と希望を感じ
られる横浜であることと、考えています。

カジノ管理委員会と市との関係を教えてほしい。

横浜市と事業者は、国の認定を受けた後に実施協定を締結します。その協定の確実な履行
のため、横浜市は業務・経理の状況について事業者に報告を求め、調査し、必要な指示を
出すことができる旨が法に規定されています。
カジノ管理委員会は、毎年、カジノ業務及び経理の監査をすることとなっており、また、
免許取得の基準に適合しているかどうか、業務の報告や資料の提出を求めることができま
す。万が一、暴力団が関与したなど事業者が脱法行為を行った場合は、同委員会は、事業
者のカジノ免許を取り消すことができます。
なお、横浜市と同委員会は、独立した関係となります。

2019年４月に国において策定されたギャンブル等依存症対策推進基本計画に基づき、全国
の高校の保健体育において、令和４年度からゲーム依存を含むギャンブル等依存症に対す
る教育を実施することが学習指導要領に明記されました。
小中学校へのカジノに対する教育方針を教えてほしい。 これを受けて、横浜市では、ゲーム障害・ネット依存などの新たな依存を含め、子ども・
青少年に対する依存症の予防に資する普及啓発を進めます。また、青少年の育成に携わる
大人に、依存症の予防に資する知識を提供します。
具体的には、今後策定する、区域整備計画においてお示ししていきます。

反社会性の定義を教えてほしい。

横浜市としては、ＩＲを推進している上では、ＩＲ整備法における規定で反社会的勢力を
捉えています。
具体的には、ＩＲ整備法において免許の基準となる役員の欠格事項や、入場規制において
暴力団対策法第２条第６号に規定する暴力団員又は、暴力団員でなくなった日から起算し
て５年を経過しない者を対象としています。

死角になる地域、地点は公表されますか？

ＩＲ区域内のプロムナードや広場など、市民が憩い散策する空間では、犯罪防止の観点か
ら、極力死角になる部分を作らないよう事業者と協議してまいります。

10年、20年先はどのようになっている予定ですか。

横浜市では今後、生産年齢人口の減少等による、消費や税収の減少、社会保障費の増加な
ど、経済活力の低下や厳しい財政状況が見込まれています。

ＩＲ整備法では、カジノの売上により国際会議場や展示場などの観光に寄与する諸施設を
ＩＲの枠組みから“カジノ”を除いたときのヘイ害は？ 整備・運営する仕組みになっています。このため、カジノ収益を活用しないＩＲは、独立
採算の民設民営事業として成立しないと考えています。
資料のＩＲ区域内での消費額の内、カジノが占める率
は？

これから事業者を公募する現在の段階では、事業者のノウハウや戦略の面からカジノとそ
の他の収益を分けて公表することができませんが、日本型ＩＲの参考としているシンガ
ポールの事例では70パーセント程度がカジノの売上となっています。

他の国でのＩＲ導入前後の犯罪発生率の変化は？

国が参考にしているシンガポールの事例では、2010年に２つのＩＲが設置されましたが、
カジノの設置の前後において、外国人旅行客は約１.８倍に増加していますが（一般的に
は、観光客が増えると犯罪率が増えると言われて言いますが）、人口10万人当たりの犯罪
認知率に大きな変化は見られません。

ＩＲ汚職が連日報道され、ＩＲ推進計画自体に厳しい目
が向けられる中、横浜市は来年度予算にＩＲカジノ関連
予算に４億円計上すると聞きました。市民の賛成・反対
の前に、市自体が突っ走っている印象です。なぜそんな
に急ぐのでしょうか。

横浜市では今後、生産年齢人口の減少等による、消費や税収の減少、社会保障費の増加な
ど、経済活力の低下や厳しい財政状況が見込まれています。
そうした状況であっても横浜が都市の活力を維持し、子育て、医療、福祉、教育など市民
の皆様の安全安心を確保することが必要です。
そのような中で、ＩＲによる「観光の振興」、「地域経済の振興」、「財政の改善」な
ど、これまでにない経済的社会的効果が見込まれ、横浜市が抱える諸課題の有効な対応策
になり得ると考えられること。
また、世界最高水準のカジノ規制といわれるＩＲ整備法やギャンブル等依存症対策基本法
など、依存症に関する諸制度も整いつつあり、国・自治体・事業者・関係団体がしっかり
と協力することで、依存症の方を増やさないように取り組む環境が整ったこと。
これらを総合的に勘案し、横浜の20年、30年先を見据え、横浜が将来にわたり成長・発展
を続けていくためには、ＩＲを実現する必要があるという結論に至りました。
現在、国の基本方針案のスケジュールの見直しも示しめされていないため、国における検
討状況を踏ふまえ、事業を進めていきます。

IR（統合型リゾート）市民説明会会場で提出された質問書に対する回答
保土ケ谷区（１月23日）分
質問内容

回答

カジノはＩＲ施設全体の床面積の３％以内と書いていま
すが、ＩＲ施設はカジノからの収入頼りで運営するもの
です。カジノ自体は赤字になることはなくても、カジノ
頼みの諸施設を運営するには足りなくなったら、その赤
字補填はどこが担うのか？（正直みなとみらい地区のホ
テル建設ラッシュでもうホテルは共倒れしそうだと思
う）

ＩＲ整備法で、ＩＲ区域は民間事業者による一体として設置・運営されるものとされてい
ます。このため、事業の運営に関しては、事業者が責任を負うものと考えています。
しかし、事業経営には、さまざまなリスクがあるのも事実です。
海外の事例では、事業者が撤退した場合には、施設の譲渡により他の事業者が、経営を継
続することが有力な選択肢とされているほか、ＩＲ整備法においても、事業継続が困難に
なった場合における措置を、設置自治体と事業者が結ぶ実施協定で定めることとされてい
ます。
なお、市内ホテルの稼働率は依然として高い状況となっており、さらなるインバウンド需
要を取り込んでいくためには、これまで横浜に整備されていないラグジュアリーなホテル
などの建設が今後も必要になると考えています。

観光庁が実施した全国調査は、無作為抽出した国民を対象に一年間の旅行内容を調査し、
都道府県ごとに結果をまとめたものです。
説明した資料で「日帰りの割合」「日帰り宿泊者の割
一方、市の調査は、横浜に来られた観光客に対して、年４回のヒアリング調査の結果をま
合」データの出典が異なるものを比較しているが、正し
とめたものです。
い評価ができないのでは？同様の事が観光消費額にも言
観光庁の調査には、市町村単位のデータがなく、横浜を訪れる全国の観光客の方への全国
える。
調査は困難なため、調査方法は異なっています。横浜市では、長期間にわたり継続して調
査を実施しており、数値の傾向としては信頼性の高いものと考えています。

住民投票をしない具体的な理由が知りたい。

ＩＲ整備法においては、住民の意見を反映させるために必要な措置として、ＩＲを実施す
る場合は、都道府県等との協議や同意、公聴会の実施、議会の議決など、民意の反映方法
について規定されています。
まずは、現在開催している説明会で、市民の皆さまに御説明させていただき、日本型ＩＲ
とはどのようなものか、皆様にご理解いただく事が必要と考えています。
その上で、どのように皆さまの意見を反映するかについて、国からの情報を参考に検討し
ていきます。

日本型ＩＲは、カジノの規制とＭＩＣＥ施設やエンターテイメント施設などの統合型リ
ゾートの制度が一体的に定められた、世界初の法制度と言われています。
これから選定作業がはじまりますが、横浜が選ばれるた
横浜は、現時点で首都圏唯一の候補地であり、後背人口が日本最大であること、また、羽
めに他の都市よりここが一番良いと打ち出す内容を教え
田空港に近い等、恵まれた交通アクセス、美しいウォーターフロントに47haの広大な敷地
てほしい。
を有していること、先進的な街づくりを市民とともに進めてきた実績があること、などか
ら、日本を代表する魅力的なＩＲを整備することができると考えています。
ＩＲ区域を整備・運営する事業者が決定していない現段階ですが、ＩＲ整備法においては
施設内（施設外）における質屋はどのように選ばれてい 必須施設として古物商の具体的な例示はありません。
今後、事業者を公募し、選定された事業者と区域整備計画を策定する中で、施設の構成や
くのか教えてほしい。
規模が明確化していきますので、その中でお示ししていきます。
これから事業者の公募を行う現時点では、ＩＲ区域の施設の床面積が決定していませんの
カジノが全体３％以内面積と言っていましたが、どの位 で、ＩＲ区域の床面積の３％の具体的な面積はお答えできません。今後策定する区域整備
計画でお示ししてまいります。参考までに、シンガポールの２つのＩＲのカジノを行う区
か想像がつかなく詳しく知りたい。
域の面積は、それぞれ15,000㎡となっています。
ＩＲ整備法では、ＩＲにおける施設の設置・運営は民間事業者が行うことになっており、
公費の負担を最小限にして国際競争力の高い滞在型観光を実現する国家的なプロジェクト
として位置づけられています。
何かはじめる時は必ず反対する人はいるが、将来の人、 ただし、ＩＲ整備法においては、ＩＲを設置する自治体は、ＩＲ区域の整備推進に関する
子供達のために実行して下さい。市の負担金はどの位支 施策やカジノ施設の設置及び運営に伴う有害な影響の排除を適切に行うために必要な施策
を、国との適切な役割分担の下、実施する責務を有するとされています。
出するか教えてほしい。
ギャンブル等依存症の予防・治療・調査、治安の維持、周辺地域との回遊性を高めるため
の都市基盤整備など、ＩＲの懸念事項等に関する自治体の施策に係る経費については、区
域整備計画の策定までに明らかにしていきます。

相鉄は何故ＪＲと直通したんですか？

相鉄・ＪＲ直通線は、横浜市西部及び神奈川県央部と東京都心部の地域間の速達性が向上
し、広域鉄道ネットワークの形成と機能の高度化が図られるとともに、横浜駅やＪＲ東海
道線等の既設路線の混雑緩和や乗換回数の減少、地域の活性化等に寄与するため、整備し
たものです。

今回、820億円から1,200億円を横浜市の増収額としてお示ししていますが、2018年度の市
内の法人市民税の合計が約620億円（国税化差引後）です。これらを含む横浜市の市税収入
税収不足が深こくと前半の説明で受け止めたが、ＩＲに の規模は、同年度決算で約8,200億円となっており、その約半分を皆様の個人市民税からい
よる税収改善が図られるのか、後半に説明ではよくわか ただいていますが、個人市民税は、将来的に人口減少により減収の見込みです。
らなかった。ＩＲが整備されることで、どの程度、税収 このため、法人市民税などの増収につながる企業誘致や、中小企業の振興など、様々な施
が改善すると見込んでいるのか、明確にしてほしい。 策に取り組んできました。
これらに対応するためあらゆる方策に取り組む必要があり、ＩＲも様々な選択肢の一つと
考えています。
マネーロンダリングの対策は具体的にどのようにされる ＩＲ整備法において、マネーロ-ンダリング対策としては、犯罪収益移転防止規定の策定
のですか？
や、チップ等の譲渡の禁止、100万円を超える取引の報告義務などが規定されています。
カジノの利用を訪日外国人のみに限定した場合、どのよ ＩＲ整備法では、入場回数等など一定の条件のもと日本人の入場を認めており、特定の地
うなメリットとデメリットが考えられますか？具体的に 域のＩＲにおいて、その事業者や地方自治体が日本人の入場制限の内容を変更すること
は、法制上できません。
教えて下さい。

○○→〇〇→〇〇→〇〇、と下っ端としては、カジノあ
りきで進める事は市長選以前から認識していました。市
民の声が届くこともなく後出しジャンケンで利権にしが
みついて下さい。質問ではないので、この意見が市長に
届くことはないと思いますが、一市民の声でした。

横浜市では今後、生産年齢人口の減少等による、消費や税収の減少、社会保障費の増加な
ど、経済活力の低下や厳しい財政状況が見込まれています。
そうした状況であっても横浜が都市の活力を維持し、子育て、医療、福祉、教育など市民
の皆様の安全安心を確保することが必要です。
そのような中で、ＩＲによる「観光の振興」、「地域経済の振興」、「財政の改善」な
ど、これまでにない経済的社会的効果が見込まれ、横浜市が抱える諸課題の有効な対応策
になり得ると考えられること。
また、世界最高水準のカジノ規制といわれるＩＲ整備法やギャンブル等依存症対策基本法
など、依存症に関する諸制度も整いつつあり、国・自治体・事業者・関係団体がしっかり
と協力することで、依存症の方を増やさないように取り組む環境が整ったこと。
これらを総合的に勘案し、横浜の20年、30年先を見据え、横浜が将来にわたり成長・発展
を続けていくためには、ＩＲを実現する必要があるという結論に至りました。今後とも、
ＩＲへのご理解を頂けるよう、市民の皆様に丁寧にご説明を続けていきます。

IR（統合型リゾート）市民説明会会場で提出された質問書に対する回答
保土ケ谷区（１月23日）分
質問内容

回答

観光面では、ＩＲの訪問客数が2,000万人～4,000万人が見込まれ、経済波及効果は、建設
時7,500億円から1兆2,000億円、運営時に年間6,300億円から１兆円が見込まれます。ま
た、増収効果は、820億円〜1,200億円が見込まれています。
ＩＲの実施により、冒頭に上げた横浜の現状１～10の数
この効果の算定にあたっては、事業者ごとに施設構成や規模、ＩＲ全体の売上などの異
字がどのように良くなるのか？
なった情報が提供された中で、この数値を市と監査法人で確認し、本市の産業連関表を用
いて波及効果を算出したものです。今後、区域整備計画の策定までには、施設の構成や規
模が具体化していきますので、より精度の高い数値をお示ししていきます。

そんなに魅力のあるＩＲだったら、たった３％の敷地の
カジノを導入するのか？カジノで採算があり、そして、
自治体財政を救うことになるのだったら、全国で人口減
少少子化がすすんでいる中、どこでもカジノを誘致しな
ければいけないということではないか。トバクで収益で
自治体財政をまかなうなど本来おかしくないか。

横浜市では今後、生産年齢人口の減少等による、消費や税収の減少、社会保障費の増加な
ど、経済活力の低下や厳しい財政状況が見込まれています。
そうした状況であっても横浜が都市の活力を維持し、子育て、医療、福祉、教育など市民
の皆様の安全安心を確保することが必要です。
そのような中で、ＩＲによる「観光の振興」、「地域経済の振興」、「財政の改善」な
ど、これまでにない経済的社会的効果が見込まれ、横浜市が抱える諸課題の有効な対応策
になり得ると考えられること。
また、世界最高水準のカジノ規制といわれるＩＲ整備法やギャンブル等依存症対策基本法
など、依存症に関する諸制度も整いつつあり、国・自治体・事業者・関係団体がしっかり
と協力することで、依存症の方を増やさないように取り組む環境が整ったこと。
これらを総合的に勘案し、横浜の20年、30年先を見据え、横浜が将来にわたり成長・発展
を続けていくためには、ＩＲを実現する必要があるという結論に至りました。
日本には、公益面から法律で認められている競馬などの公営競技、宝くじやtoto、パチン
コなどの様々なギャンブルや遊戯が存在しています。多くの方々は節度を持ってこれらを
利用されています。
一方で過度な「のめり込み」などによって、社会生活に支障を及ぼしている方がいらっ
しゃるのも事実です。
このため、日本型ＩＲには、厳格な免許制や入場制限など世界最高水準のカジノ規制が施
されているとともに、問題のある利用者への徹底した対応や相談窓口の設置など責任ある
運営が求められています。
日本型ＩＲが参考としているシンガポールでは、ＩＲの設置前から依存症対策に取り組ん
だ結果、既存を含めたギャンブル依存症の方が減少しています。
横浜市でもこれらの成功事例を参考に、国、事業者、関係団体などと協力して依存症の方
を増やさないように取組を徹底していきます。

横浜の現状４と５について、2014年には横浜も大阪もほ
ぼ同額であったのが、なぜこんなにも差がついてしまっ
たのかの検証はされましたか？なぜ大阪はこんなに伸び
たのでしょうか？それを横浜にも活かすことができない
のでしょうか？

大阪は関西国際空港に近く、観光資源が多い関西観光の拠点となっており、外国人観光客
が日本を周遊するゴールデンルートになっていることから、観光客が多いものと考えてい
ます。
横浜の課題としては、外国人延べ宿泊者数が他の観光都市に比べ少なく、宿泊者の比率が
少ないことです。
これらは、海外の認知度が低く、横浜の観光資源を活かしきれていないことが理由として
あげられます。また、ナイトタイムエコノミーやキラーコンテンツがまだ少ないことも宿
泊先として選ばれない理由の一つと考え、これらを克服する魅力あるＩＲを事業者とつく
りあげていく必要があります。

横浜が目指すＩＲの姿３ 大規模な展示場は民間単独で
パシフィコ横浜は、稼働率が、2018年度において国立大ホールで89％、展示ホールで75％
はムリとのことですが、現在横浜にあるパシフィコだけ
（改修工事の約3か月間を含む）となっており、ほぼフル稼働で、多くの機会損失をしてい
では足りないのですか？パシフィコの稼働率はどのくら
ます。
いなのでしょうか？
日本型ＩＲ自体が、海外の都市の成功や失敗など先進事例を参考としながら制度設計され
ており、カジノの規制は世界最高水準と言われています。
広報よこはまのＩＲがうまくいかなかったところはどこ 具体的には、海外の事例を踏まえＩＲ整備法では、ギャンブル依存で問題になった韓国の
カンウオンランドのようにカジノだけが先行して開業することができない規定となってお
ですか？その理由はなんですか？
り、また、アメリカのアトランティックシティのようにカジノが乱立し過当競争に陥らな
いよう、国内のＩＲの数は、３か所が上限となっています。

横浜市では今後、生産年齢人口の減少等による、消費や税収の減少、社会保障費の増加な
ど、経済活力の低下や厳しい財政状況が見込まれています。
そうした状況であっても横浜が都市の活力を維持し、子育て、医療、福祉、教育など市民
の皆様の安全安心を確保することが必要です。
そのような中で、ＩＲによる「観光の振興」、「地域経済の振興」、「財政の改善」な
将来の横浜の経済に不安しかありません。子供や若い世
ど、これまでにない経済的社会的効果が見込まれ、横浜市が抱える諸課題の有効な対応策
代のためにも、ＩＲ誘致を含む様々な取組をがんばって
になり得ると考えられること。
ください。切実に願います。
また、世界最高水準のカジノ規制といわれるＩＲ整備法やギャンブル等依存症対策基本法
など、依存症に関する諸制度も整いつつあり、国・自治体・事業者・関係団体がしっかり
と協力することで、依存症の方を増やさないように取り組む環境が整ったこと。
これらを総合的に勘案し、横浜の20年、30年先を見据え、横浜が将来にわたり成長・発展
を続けていくためには、ＩＲを実現する必要があるという結論に至りました。

ＩＲ整備法では、その納付金の相当額を
・観光の振興に関する施策
・地域経済の振興に関する施策
説明では税収が増えるとのこと、事業者利用者が楽しく
・ＩＲ整備の推進に関する施策
発展していくのは分かる。市民としては、ＩＲで増収と
・カジノの設置・運営に伴う有害な影響の排除を行うために必要な施策
なるなら、市民税を軽減するなどによることを期待する
・社会福祉の増進及び文化芸術の振興に関する施策に必要な経費に充てることができると
がいかがか？
規定されていますので、市民生活に身近な、医療や福祉、子育て、教育に重きを置いて活
用することも可能です。
具体的な使途及び額については、今後策定する区域整備計画でお示ししていきます。

ＩＲ整備法では、訪日外国人は、カジノ施設への入場時にパスポート等による本人確認が
カジノへの参加は？マイナンバーカード必須。外国人は
行われます。また、日本人の入場の際には、ご質問の通りマイナンバーカードが必須と
持っていない。参加のためにマイナンバーカードを作る
なっています。
人が多くなるのが疑問。外国人のためのカジノではない
なお、現在、事業者からの提供いただいた情報では、ＩＲへの来訪者数2,000万人から
か？
4,000万人のうち66〜79％が日本人と想定しています。

IR（統合型リゾート）市民説明会会場で提出された質問書に対する回答
保土ケ谷区（１月23日）分
質問内容
広報よこはまで見習うべきＩＲとしてシンガポールをあ
げてますが、世界経済フォーラム発行の「旅行・観光競
争力報告」ではＩＲ導入後、10位→17位へと順位を落と
している。日本は140か国中４位となっている。その現
状について横浜市の見解を伺いたい。

回答
ご指摘の報告は、各国の魅力度を述べるものではなく、観光に対する国の取り組みを中心
とするランキングであり、必ずしも観光地として人気があるかどうかのランキングではな
いと認識しています。
横浜市としては、シンガポールにおけるＩＲ導入後の外国人観光客数・観光消費額・国際
会議開催件数の増加に着目しています。

ＩＲ整備法では、カジノの売上により国際会議場や展示場などの観光に寄与する諸施設を
整備・運営する仕組みになっています。
タウンニュース（１月16日号）に「カジノが無くても人
国際競争力の高い大規模なＭＩＣＥ施設については、世界や日本の事例を見ても、国や自
が来る」とありましたが、本当にカジノが無くてはいけ
治体が多額の公費等を投入しており、横浜市でも、パシフィコ横浜などに財政支援をして
ないのでしょうか？タウンニュース保土ケ谷区版をふま
きました。
えての質問です。
横浜市にとって、ＭＩＣＥ施設等の整備・運営において、市の財政負担を最小限にし、民
設民営手法であるＩＲが、最も有効な手法と考えています。
基本賛成ですが、１点のみ。一次的な建設ラッシュで景
気が良くなると思うが、一通り終わった後の建設業界は
どうなるのか？地元企業が心配です。つぶれる企業が多
くなるのでは？ＩＲ頑張れ、負けるな市長！！

ＩＲの経済波及効果は、建設時7,500億円から1兆2,000億円、運営時に年間6,300億円から
１兆円としています。 建設後の建設業界への需要については、大規模な施設群が整備さ
れるため、点検や修繕、あるいは増改築の可能性もありの一定の需要が供給されると考え
ています。

IR（統合型リゾート）市民説明会会場で提出された質問書に対する回答
保土ケ谷区（１月23日）分
質問内容

回答

日本型ＩＲに設置されるカジノには、ＩＲ整備法に基づき、カジノのゲームに触れる機会
の限定や厳格な入場規制など、世界最高水準といわれる規制が適用されます。
また、事業者からも、海外での経験に基づき、顔認証による入場管理や、トレーニングを
受けたスタッフによる徹底した対応や相談窓口の設置など、様々な対策が示されていま
す。
治安対策については、背面調査の実施による厳格な免許制や、マイナンバーカードの本人
ギャンブル依存症や治安が心配される中でなぜＩＲ設置
確認により、暴力団員の事業への参入やカジノへの入場を禁止するなど、治安対策がしっ
をしなくてはならないのかリスクが大きすぎる。
かりと規定されています。
日本型ＩＲが参考としているシンガポールでは、ＩＲの設置前から依存症対策に取り組ん
だ結果、ギャンブル依存症の方が減少しており、ＩＲ設置前と後で人口10万人当たりの犯
罪認知率に大きな変化は見られません。。
横浜市でもこれらの成功事例を参考に、国、事業者、関係団体などと協力して取組を徹底
していきます。

具体的な周辺地域秩序の維持と体制

ＩＲ整備法では、背面調査の実施による厳格な免許制や、マイナンバーカードの本人確認
により、暴力団員の事業への参入やカジノへの入場を禁止するなど、治安対策がしっかり
と規定されています。
横浜市においても、ＩＲエリア内での24時間体制の警備､明るい施設計画やデザイン等によ
る安全性の確保、周辺地域への防犯カメラの設置、県警と連携した取組など、治安対策に
しっかりと取り組んでいきます。
具体的な施策については、区域整備計画の策定までにお示ししていきます。
なお、国が参考にしているシンガポールの事例では、2010年に２つのＩＲが設置されまし
たが、カジノの設置の前後において、外国人旅行客は約１.８倍に増加していますが（一般
的には、観光客が増えると犯罪率が増えると言われて言いますが）、人口10万人当たりの
犯罪認知率に大きな変化は見られません。

交通影響対策

ＩＲの整備に伴う多くの来街者に対応して、交通対策を開業までに講じていきます。
自動車交通に伴う交通対策については、道路の新設・拡幅、交通規制などの対策を検討し
ていきます。
また、歩行者交通に伴うアクセス手段については元町中華街駅から山下ふ頭までの、歩道
の拡幅、地下道やペデストリアンデッキの新設などの対策を検討していきます。今後策定
する区域整備計画でお示ししていきます。

横浜市の市税収入の規模は、平成30年度決算で約8,200億円となっており、その約半分を皆
様の個人市民税からいただいております。しかしながら、個人市民税は、将来的に人口減
少により減収の見込みです。
ＩＲ構想が破綻したのち、どのような代替構想を持って
このため、法人市民税などの増収につながる企業誘致や、中小企業の振興など、様々な施
いるのか。「オールターナティブ」を聞かせてほしい。
策に取り組んできました。
ＩＲも様々な対応策の一つであり、仮にＩＲが実現できない場合でも、あらゆる施策に
チャレンジして増収に努めていく必要があります。

市の将来の財政悪化予測を理由に、カジノ誘致は不可欠
だと言われているが、横浜には観光客誘致の幾多の観光
資源がありカジノの寺銭をあてにする不健全な財政確立
には反対であり、横浜にカジノ誘致は絶対不要です。不
幸な人がいなければ成り立たないカジノ＝賭博、市長は
市の財政が潤えるなら多くの横浜市民を不幸な市民に陥
れても平気なのですか。

横浜市では今後、生産年齢人口の減少等による、消費や税収の減少、社会保障費の増加な
ど、経済活力の低下や厳しい財政状況が見込まれています。
そうした状況であっても横浜が都市の活力を維持し、子育て、医療、福祉、教育など市民
の皆様の安全安心を確保することが必要です。
そのような中で、ＩＲによる「観光の振興」、「地域経済の振興」、「財政の改善」な
ど、これまでにない経済的社会的効果が見込まれ、横浜市が抱える諸課題の有効な対応策
になり得ると考えられること。
また、世界最高水準のカジノ規制といわれるＩＲ整備法やギャンブル等依存症対策基本法
など、依存症に関する諸制度も整いつつあり、国・自治体・事業者・関係団体がしっかり
と協力することで、依存症の方を増やさないように取り組む環境が整ったこと。
これらを総合的に勘案し、横浜の20年、30年先を見据え、横浜が将来にわたり成長・発展
を続けていくためには、ＩＲを実現する必要があるという結論に至りました。
日本には、公益面から法律で認められている競馬などの公営競技、宝くじやtoto、パチン
コなどの様々なギャンブルや遊戯が存在しています。多くの方々は節度を持ってこれらを
利用されています。
一方で過度な「のめり込み」などによって、社会生活に支障を及ぼしている方がいらっ
しゃるのも事実です。
このため、日本型ＩＲには、厳格な免許制や入場制限など世界最高水準のカジノ規制が施
されているとともに、問題のある利用者への徹底した対応や相談窓口の設置など責任ある
運営が求められています。
日本型ＩＲが参考としているシンガポールでは、ＩＲの設置前から依存症対策に取り組ん
だ結果、既存を含めたギャンブル依存症の方が減少しています。
横浜市でもこれらの成功事例を参考に、国、事業者、関係団体などと協力して依存症の方
を増やさないように取組を徹底していきます。

IR（統合型リゾート）市民説明会会場で提出された質問書に対する回答
保土ケ谷区（１月23日）分
質問内容

回答

ＩＲ整備法においては、住民の意見を反映させるために必要な措置として、ＩＲを実施す
る場合は、都道府県等との協議や同意、公聴会の実施、議会の議決など、民意の反映方法
取らぬ狸の皮算用で、カジノ収益をあてにしている市長
について規定されています。
自身がギャンブル依存症に陥っているのではないです
まずは、現在開催している説明会で、市民の皆さまに御説明させていただき、日本型ＩＲ
か。市井の人たちの声を無視して強行誘致することは独
とはどのようなものか、皆様にご理解いただく事が必要と考えています。
裁そのものであることを理解しているのですか。
その上で、どのように皆さまの意見を反映するかについて、国からの情報を参考に検討し
ていきます。
これまで、ＩＲを「導入する・しないの判断に至っていない」という意味で「白紙」とし
ていました。
このため、ＩＲについて2014年度から検討調査のための予算を計上し、継続してその判断
に必要な検討を進めるとともに、国の動向の把握に努めてまいりました。
2018年７月に、ＩＲ整備法やギャンブル等依存症対策基本法が成立し、国が導入するＩＲ
がどのようなものか、依存症にどのような対応をしていくのか、明らかになってまいりま
市長は内閣官房長官の操り人形ではありませんか。カジ した。
ノは白紙として当選した市長の公約違反であり、カジノ 横浜市の調査でもＩＲ整備法の成立を踏まえ、事業者から横浜にＩＲを設置した場合の経
済的・社会的効果や、有識者からのご意見も頂いてまいりました。
誘致は撤回して辞任すべきです。
また、この間、市民の依存症に対するご心配の声や経済的な効果を期待する声など様々な
意見をいただいてきました。
これらを踏まえ、横浜の20年、30年先を見据え、横浜が将来にわたり成長・発展を続けて
いくためには、ＩＲを実現する必要があるという結論に至りました。
二元代表制のもと、議決が必要な案件については、市民の皆さまに選ばれた市会の皆様に
お諮りしながら市政を進めていきます。
ＩＲによる横浜市の増収効果は、年間820億円から1,200億円となっています。
この数値は、ご協力していただいた事業者の皆様から精査のうえ提供いただいた施設規模
や収支見込みなどを基に、それぞれの税収見込み等を市で算出したものです。ＩＲ整備法
では、カジノ納付金の相当額を
・観光の振興に関する施策
ＩＲでの税収増の分をどのように市民に還元するのか？ ・地域経済の振興に関する施策
・ＩＲ整備の推進に関する施策
難病障害者の支援は増えるのか？
・カジノの設置・運営に伴う有害な影響の排除を行うために必要な施策
・社会福祉の増進及び文化芸術の振興に関する施策に必要な経費に充てることができると
規定されていますので、市民生活に身近な、医療や福祉、子育て、教育に重きを置いて活
用することも可能です。具体的な使途については、今後策定する区域整備計画でお示しし
ていきます。

横浜市の市税収入の規模は、平成30年度決算で約8,200億円となっており、その約半分を皆
様の個人市民税からいただいております。しかしながら、個人市民税は、将来的に人口減
少により減収の見込みです。
ＩＲ中止の場合、増税や社会保障を減らすか？中止の場
このため、法人市民税などの増収につながる企業誘致や、中小企業の振興など、様々な施
合、これと同等の税収増の代案はあるのか？
策に取り組んできました。
ＩＲも様々な対応策の一つであり、仮にＩＲが実現できない場合でも、あらゆる施策に
チャレンジして増収に努めていく必要があります。

反対している人達には現状の横浜の問題を解決する案が 「横浜港ハーバーリゾート協会」が、山下ふ頭の「カジノなし」の再開発案を提案してい
あるのか？分かるだけでよいので教えて下さい。
ますが、現実に民間からの投資計画があるのかは横浜市として確認できていません。

パチンコは規制するのか？

パチンコなど既存のギャンブル等の対策については、ＩＲ制度の国での検討を契機に、
2018年７月にギャンブル等依存症対策基本法が成立し、2019年４月に政府において基本計
画が策定されました。これらにより、国の各省庁、自治体、関係団体等の役割が明確化さ
れ、取組が講じられています。
なお、パチンコ等の営業については、警察庁が所管しており、利用者の減少に伴い、営業
店舗数は横浜市内を含め減少傾向にあります。

区域整備計画の認定後、横浜市と民間事業者を実施協定を速やかに締結します。ＩＲ整備
契約は30年～40年と言われているが、契約途中の年度で
法では、事業継続が困難になった場合における措置を、設置自治体と事業者が結ぶ実施協
カジノ誘致をやめるやらせないという市長が誕生したら
定で定めるとされています。事業継続リスクについても、今後、実施協定の締結までにお
現在進められている計画は止められるのか？
示していきます。

平成30年の５月に実施した、横浜市中期4か年計画のパブリックコメントで、ＩＲに関する
ご意見のうち約９割が反対していることに関しては、市民のカジノに対するご懸念が強い
事の表れと捉えています。
市長は中期計画のパブリックコメントを読んでいないの その後、30年７月には「ギャンブル等依存症対策基本法」や「ＩＲ整備法」が成立し、ま
ではないか。94％が反対を知らないのなら市民を無視し た翌年31年４月には「ギャンブル依存症等対策推進基本計画」や「ＩＲ整備法施行令」が
示され、依存症に対する国の対策やＩＲ整備法の内容が明確になってきました。
た作られたものではないか。
横浜市としては、これら国の動向や、事業者から提供を受けた情報を検討した結果、横浜
の将来のためにＩＲの導入を本格的に調査・検討することとしたものであり、本日その内
容を会場の皆様にご説明しているものです。

IR（統合型リゾート）市民説明会会場で提出された質問書に対する回答
保土ケ谷区（１月23日）分
質問内容

横浜がきびしかったらＩＲなんかやっているひまはな
い。横浜にＩＲは似合わない。

回答

横浜市では今後、生産年齢人口の減少等による、消費や税収の減少、社会保障費の増加な
ど、経済活力の低下や厳しい財政状況が見込まれています。
そうした状況であっても横浜が都市の活力を維持し、子育て、医療、福祉、教育など市民
の皆様の安全安心を確保することが必要です。
そのような中で、ＩＲによる「観光の振興」、「地域経済の振興」、「財政の改善」な
ど、これまでにない経済的社会的効果が見込まれ、横浜市が抱える諸課題の有効な対応策
になり得ると考えられること。
また、世界最高水準のカジノ規制といわれるＩＲ整備法やギャンブル等依存症対策基本法
など、依存症に関する諸制度も整いつつあり、国・自治体・事業者・関係団体がしっかり
と協力することで、依存症の方を増やさないように取り組む環境が整ったこと。
これらを総合的に勘案し、横浜の20年、30年先を見据え、横浜が将来にわたり成長・発展
を続けていくためには、ＩＲを実現する必要があるという結論に至りました。

市税収入の規模は、平成30年度決算で約8,200億円となっており、その約半分を皆様の個人
市民税からいただいています。
しかしながら、個人市民税は、将来的に人口減少により減収の見込みです。
このため、法人市民税などの増収につながる企業誘致や、中小企業の振興など、様々な施
今の財政の中でムダを削ってやりくりしようと思う事は 策に取り組んできました。あわせて、毎年度、事務事業の見直し等に努めており、過去３
考えなかったのですか？
年間で300億円を超える効果を出しています。ＩＲも様々な対応策の一つとなっています。
ＩＲの他に収入を得る方法は思いつかなかったのです
か？

市民の事を考えての決断でしょうか？

横浜市では今後、生産年齢人口の減少等による、消費や税収の減少、社会保障費の増加な
ど、経済活力の低下や厳しい財政状況が見込まれています。
そうした状況であっても横浜が都市の活力を維持し、子育て、医療、福祉、教育など市民
の皆様の安全安心を確保することが必要です。
そのような中で、ＩＲによる「観光の振興」、「地域経済の振興」、「財政の改善」な
ど、これまでにない経済的社会的効果が見込まれ、横浜市が抱える諸課題の有効な対応策
になり得ると考えられること。
また、世界最高水準のカジノ規制といわれるＩＲ整備法やギャンブル等依存症対策基本法
など、依存症に関する諸制度も整いつつあり、国・自治体・事業者・関係団体がしっかり
と協力することで、依存症の方を増やさないように取り組む環境が整ったこと。
これらを総合的に勘案し、横浜の20年、30年先を見据え、横浜が将来にわたり成長・発展
を続けていくためには、ＩＲを実現する必要があるという結論に至りました。

これまで、ＩＲを「導入する・しないの判断に至っていない」という意味で「白紙」とし
ていました。
このため、ＩＲについて平成26年度から検討調査のための予算を計上し、継続してその判
断に必要な検討を進めるとともに、国の動向の把握に努めてまいりました。
平成30年７月に、ＩＲ整備法やギャンブル等依存症対策基本法が成立し、国が導入するＩ
Ｒがどのようなものか、依存症にどのような対応をしていくのか、明らかになってきまし
市長選時点ではＩＲについて白紙とおっしゃっていた
た。
が、今回ＩＲ誘致を表明されたことは「白紙のキャンバ
横浜市の調査でもＩＲ整備法の成立を踏まえ、事業者から横浜にＩＲを設置した場合の経
スに新たに絵が描かれた」と理解していますが、認識は
済的・社会的効果や、有識者からのご意見も頂いてきました。
正しいでしょうか。
また、この間、市民の依存症に対するご心配の声や経済的な効果を期待する声など様々な
意見をいただいてきました。
これらを踏まえ、横浜の20年、30年先を見据え、横浜が将来にわたり成長・発展を続けて
いくためには、ＩＲを実現する必要があるという結論に至りました。
二元代表制のもと、議決が必要な案件については、市民の皆さまに選ばれた市会の皆様に
お諮りしながら市政を進めていきます。
商業圏の中心都市である大阪市、名古屋市と比べ東京圏
の２番手である横浜市が東京に埋もれないよう危惧さ
れ、新たな収入を得るべくＩＲ誘致を目指す視点は理解 説明会では、横浜市の状況をわかりやすくご理解いただくため、東京23区、大阪市、名古
できるが、スライドの法人市民税の比較で、税率の異な 屋市、横浜市の上場企業数の比較、法人市民税の比較等をお示ししています、また、観光
る都税収入と比較しているのは何故か。スライドの観光 消費額も大阪の事例をお示ししています。
消費額を大阪府と比較しているのは何故か。基礎自治体
と広域自治体との比較を根拠とすることは適切なのか。
横浜市の市税収入の規模は、平成30年度決算で約8,200億円となっており、その約半分を皆
様の個人市民税からいただいております。しかしながら、個人市民税は、将来的に人口減
少により減収の見込みです。
横浜市にＩＲが実現できなかった場合、横浜市はどの様
このため、法人市民税などの増収につながる企業誘致や、中小企業の振興など、様々な施
になると思いますか？
策に取り組んできました。
ＩＲも様々な対応策の一つであり、仮にＩＲが実現できない場合でも、あらゆる施策に
チャレンジして増収に努めていく必要があります。
暴力団員はどうやって見分けるのですか。

ＩＲ整備法では、カジノの入退場時にマイナンバーカードによる本人確認をすることと
なっています。この際、20歳未満の者、暴力団員、入場料を支払わない者、所定の入場回
数の上限を上回る者は入場できません。確認方法については、データーベースの活用や確
約書の署名が国において検討されています。

ＩＲ整備法では、カジノの売上により国際会議場や展示場などの観光に寄与する諸施設を
整備・運営する仕組みになっています。
国際競争力の高い大規模なＭＩＣＥ施設については、世界や日本の事例を見ても、国や自
ＩＲは賛成ですがカジノを開かなくてもＩＲは実現でき
治体が多額の公費等を投入しており、横浜市でも、パシフィコ横浜などに財政支援をして
るのでないか。
きました。
横浜市にとって、ＭＩＣＥ施設等の整備・運営において、市の財政負担を最小限にし、民
設民営手法であるＩＲが、最も有効な手法と考えています。

IR（統合型リゾート）市民説明会会場で提出された質問書に対する回答
保土ケ谷区（１月23日）分
質問内容

回答

ＩＲの経済波及効果は、建設時7,500億円から1兆2,000億円、運営時に年間6,300億円から
１兆円としています。
この効果の算定にあたっては、事業者ごとに施設構成や規模、ＩＲ全体の売上などの異
なった情報が提供された中で、この数値を市と監査法人で確認し、本市の産業連関表を用
いて波及効果を算出したものです。
「横浜ＩＲの経済的・社会的効果等」の数字にはカジノ
事業者ごとに施設構成や規模、売上が異なっていたため数字の幅が生じています。
の数字は何％入っているのでしょうか？
これから事業者を公募する現在の段階では、事業者のノウハウや戦略の面からカジノとそ
の他の収益を分けて公表することができませんが、日本型ＩＲの参考としているシンガ
ポールの事例では70パーセント程度がカジノの売上となっています。
今後、実施方針や区域整備計画を策定する中で、施設の構成や規模が具体化してきますの
で、より精度の高い数値をお示ししていきます。
事業者との契約は40年もの期間になるといわれていま
す。横浜市民にとっては次世代にまで引継ぐ非常に重要
なものとなります。市長もそんな先まで責任を取れる訳
ではないと思います。また市長も議会も、この問題での
信任を選挙で得たわけではありません。ここは民主主義
の原点に立ち返り、住民投票で賛否を問わなければいけ
ないと思います。なぜ市長は住民投票で住民の意志を問
う事に否定的なのでしょうか。その理由を明確にお答え
下さい。

ＩＲ整備法では、国におけるＩＲの区域整備計画の認定期間は、当初10年、その後５年毎
となります。更新の際には、計画通り運営され、効果が出ているかなどが評価され、議会
の議決を経る必要があります。このようなＰＤＣＡの仕組みを用いながら、事業が順調に
進むよう事業者と協議していきます。
また、ＩＲ整備法においては、住民の意見を反映させるために必要な措置として、ＩＲを
実施する場合は、都道府県等との協議や同意、公聴会の実施、議会の議決など、民意の反
映方法について規定されています。
まずは、現在開催している説明会で、市民の皆様に御説明させていただき、日本型ＩＲと
はどのようなものか、皆様にご理解いただく事が必要と考えています。

資料がかたよった意図的なデータであり全く信用できな
い。都合のよいデーターの切り貼りでお粗末。はずかし
い資料。カジノで税収が増えるなら、バクチで吸い上げ
た金！ということでカジノ＝バクチ、トバクの認識が全
くない。こんな不健全な市政はあり得ない！！住民の賛
否を問うべきです！！

ＩＲ整備法においては、住民の意見を反映させるために必要な措置として、ＩＲを実施す
る場合は、都道府県等との協議や同意、公聴会の実施、議会の議決など、民意の反映方法
について規定されています。
まずは、現在開催している説明会で、市民の皆さまに御説明させていただき、日本型ＩＲ
とはどのようなものか、皆様にご理解いただく事が必要と考えています。
その上で、どのように皆さまの意見を反映するかについて、国からの情報を参考に検討し
ていきます。

次の市長選も出場するのか？

次期市長選についてはまだ何も考えていません。今は、皆様からのご期待に応え、着実に
市政を進めていくことが重要だと考えています。

ＩＲ整備法においては、住民の意見を反映させるために必要な措置として、ＩＲを実施す
る場合は、都道府県等との協議や同意、公聴会の実施、議会の議決など、民意の反映方法
について規定されています。
リコール運動までされてるので辞職、再選挙で市民の意
まずは、現在開催している説明会で、市民の皆さまに御説明させていただき、日本型ＩＲ
見を聞く気はないのか。
とはどのようなものか、皆様にご理解いただく事が必要と考えています。
その上で、どのように皆さまの意見を反映するかについて、国からの情報を参考に検討し
ていきます。

本日出席している方をみると年齢層が高めの人が多いよ
うに感じました。大学生、高校生などの学生、若い働き
手世代、中小企業のオーナーなど様々な層の方にＩＲに
ついて考えてもらうため、今やっているような形式だけ
でなく、学生世代を対象としたセミナー、地元経済界の
人々向けのシンポジウム、賛成はと反対派の有識者の公
開討論などの開催をすることについて、ご検討されては
いかがでしょうか。

令和２年度以降についても、実施方針や区域整備方針の作成など、手続きの節目ごとに、
市民の皆様へのご説明等を行っていきます。
また、市民説明会にご参加できない市民の皆様に対しても、ＩＲの実現に向けた本市の考
え方や懸念事項への取組等について、ご理解いただけるよう「広報よこはま」の活用や、
リーフレットの作成、わかりやすい動画の配信などを行っていきます。
今後は、世代や生活環境などにより、ＩＲに対するご理解や考え方が異なることが想定さ
れることから、それぞれの関心・問題意識に応じた内容をお伝えするとともに、若い方々
に向けた大学等での講義、お仕事をされている方などへのセミナーなどを検討していきま
す。

横浜に魅力がないと思っていますか。

横浜は、開港以来の異国情緒あふれる港町であり、様々な観光資源があり、日本人には人
気の高い観光地と考えていますが、外国人観光客が日本を観光する際のゴールデンルート
から外れており、外国人に訴求するコンテンツが少ないと考えています。

何故ＩＲがいるのか。

横浜市では今後、生産年齢人口の減少等による、消費や税収の減少、社会保障費の増加な
ど、経済活力の低下や厳しい財政状況が見込まれています。
そうした状況であっても横浜が都市の活力を維持し、子育て、医療、福祉、教育など市民
の皆様の安全安心を確保することが必要です。
そのような中で、ＩＲによる「観光の振興」、「地域経済の振興」、「財政の改善」な
ど、これまでにない経済的社会的効果が見込まれ、横浜市が抱える諸課題の有効な対応策
になり得ると考えられること。
また、世界最高水準のカジノ規制といわれるＩＲ整備法やギャンブル等依存症対策基本法
など、依存症に関する諸制度も整いつつあり、国・自治体・事業者・関係団体がしっかり
と協力することで、依存症の方を増やさないように取り組む環境が整ったこと。
これらを総合的に勘案し、横浜の20年、30年先を見据え、横浜が将来にわたり成長・発展
を続けていくためには、ＩＲを実現する必要があるという結論に至りました。

この質問書ではたくさんの反対意見も寄せられると思い
ますが、本当に市長は市民の声を聞くおつもりがありま
すか？今回の説明会も「実現に向けて」となっていて、
はじめからカジノを含むＩＲを進めていくつもりですよ
ね。

ＩＲ整備法においては、住民の意見を反映させるために必要な措置として、ＩＲを実施す
る場合は、都道府県等との協議や同意、公聴会の実施、議会の議決など、民意の反映方法
について規定されています。
まずは、現在開催している説明会で、市民の皆さまに御説明させていただき、日本型ＩＲ
とはどのようなものか、皆様にご理解いただく事が必要と考えています。
その上で、どのように皆さまの意見を反映するかについて、国からの情報を参考に検討し
ていきます。

IR（統合型リゾート）市民説明会会場で提出された質問書に対する回答
保土ケ谷区（１月23日）分
質問内容

回答

ＩＲ整備法では、背面調査の実施による厳格な免許制や、マイナンバーカードの本人確認
により、暴力団員の事業への参入やカジノへの入場を禁止するなど、治安対策がしっかり
と規定されています。
横浜市においても、ＩＲエリア内での24時間体制の警備､明るい施設計画やデザイン等によ
る安全性の確保、周辺地域への防犯カメラの設置、県警と連携した取組など、治安対策に
しっかりと取り組んでいきます。
黒いお金が動くことが予想されるのにカジノを進める？ 具体的な施策については、区域整備計画の策定までにお示ししていきます。
なお、国が参考にしているシンガポールの事例では、2010年に２つのＩＲが設置されまし
たが、カジノの設置の前後において、外国人旅行客は約１.８倍に増加していますが（一般
的には、観光客が増えると犯罪率が増えると言われて言いますが）、人口10万人当たりの
犯罪認知率に大きな変化は見られません。
また、横浜市は事業者と適正に対応しており、これまで同様、ＩＲの実現に向けて、公
正・中立に事業を進めていきます。

日本でも、公益面から法律で認められている競馬などの公営競技、宝くじやtoto、パチン
コなどの様々なギャンブルや遊戯が存在しています。多くの方々は節度を持ってこれらを
利用されています。しかし、一方で過度な「のめり込み」などによって、社会生活に支障
を及ぼしている方がいらっしゃるのも事実です。
既存のギャンブルにも規制が必要あるとも思うのに、新 このため、日本型ＩＲには、厳格な免許制や入場制限など世界最高水準のカジノ規制が施
たなギャンブルを増やす。しかも行政のおすみ付きを与 されているとともに、問題のある利用者への徹底した対応や相談窓口の設置など責任ある
運営が求められています。横浜市としても、国や県、関係機関と連携し、しっかりと依存
えるなんておかしいと思いませんか？
症対策に取り組んでまいります。
また、既存のギャンブル等については、2018年７月に依存症対策基本法、2019年４月には
同法に基づく基本計画が国で策定されました。これに基づき、国、自治体、関係団体の役
割が明確になり、取組が進められています。

市長は誘致の説明で将来の人口減で市税不足を理由にさ
れていますがギャンブルで収益を上げて市政をまかなう
など納得出来ません。別の道を考えるべきです。ギャン
ブル依存症や治安の悪化も心配ですしその対策も具体的
に示されていません。国会ではＩＲ誘致に関係して衆議
院議員の賄賂受領が大問題になっています。野党からカ
ジノ廃止法も共同提出されました。横浜の誘致は一方的
に進めないで住民投票を実施して賛否を決めていただき
たい。市長の見解を伺います。

市税収入の規模は、平成30年度決算で約8,200億円となっており、その約半分を皆様の個人
市民税からいただいています。
しかしながら、個人市民税は、将来的に人口減少により減収の見込みです。
このため、法人市民税などの増収につながる企業誘致や、中小企業の振興など、様々な施
策に取り組んできました。ＩＲも様々な対応策の一つとなっています。
ＩＲ整備法においては、住民の意見を反映させるために必要な措置として、ＩＲを実施す
る場合は、都道府県等との協議や同意、公聴会の実施、議会の議決など、民意の反映方法
について規定されています。
まずは、現在開催している説明会で、市民の皆様に御説明させていただき、日本型ＩＲと
はどのようなものか、皆様にご理解いただく事が必要と考えています。
なお、横浜市は事業者と適正に対応しており、これまで同様、ＩＲの実現に向けて、公
正・中立に事業を進めていきます。

これまで、ＩＲを「導入する・しないの判断に至っていない」という意味で「白紙」とし
ていました。
このため、ＩＲについて2014年度から検討調査のための予算を計上し、継続してその判断
に必要な検討を進めるとともに、国の動向の把握に努めてまいりました。
2018年7月に、ＩＲ整備法やギャンブル等依存症対策基本法が成立し、国が導入するＩＲが
どのようなものか、依存症にどのような対応をしていくのか、明らかになってまいりまし
市民の反対多数の声にもかかわらずゆうちしようという た。
こと自体、政治的な力を感じる。ふとうめいな事業であ 本市の調査でもＩＲ整備法の成立を踏まえ、事業者から横浜にＩＲを設置した場合の経済
的・社会的効果や、有識者からのご意見も頂いてまいりました。
ると言いたい。それについての見解を求めます。
また、この間、市民の依存症に対するご心配の声や経済的な効果を期待する声など様々な
意見をいただいてきました。
これらを踏まえ、横浜の20年、30年先を見据え、横浜が将来にわたり成長・発展を続けて
いくためには、ＩＲを実現する必要があるという結論に至りました。
二元代表制のもと、議決が必要な案件については、市民の皆さまに選ばれた市会の皆様に
お諮りしながら市政を進めていきます。
今回の事案につきましては、私どもも報道による内容しか情報がありませんが、収賄が事
国会議員がたいほされているにもかかわらずそれでも強
実だとすれば、あってはならないことですし、厳正に対処されるべきであると思います。
行するのはおかしい。それに対する見解を。見直すべき
横浜市は事業者と適正に対応しており、これまで同様、ＩＲの実現に向けて、公正・中立
です。
に事業を進めていきます。

財政力指数は、基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数値の過去３年間の平均値
で、普通地方交付税算定上の留保財源の大きさを示すものです。
横浜市では今後、生産年齢人口の減少等による、消費や税収の減少、社会保障費の増加な
ど、経済活力の低下や厳しい財政状況が見込まれています。
そうした状況であっても横浜が都市の活力を維持し、子育て、医療、福祉、教育など市民
の皆様の安全安心を確保することが必要です。
財政力指数は大阪市より上であることを言わないのはな
そのような中で、ＩＲによる「観光の振興」、「地域経済の振興」、「財政の改善」な
ぜか。しい的な説明はやめるべき。見解を。市民をバカ
ど、これまでにない経済的社会的効果が見込まれ、横浜市が抱える諸課題の有効な対応策
にするのはいいかげんにしてほしい。
になり得ると考えられること。
また、世界最高水準のカジノ規制といわれるＩＲ整備法やギャンブル等依存症対策基本法
など、依存症に関する諸制度も整いつつあり、国・自治体・事業者・関係団体がしっかり
と協力することで、依存症の方を増やさないように取り組む環境が整ったこと。
これらを総合的に勘案し、横浜の20年、30年先を見据え、横浜が将来にわたり成長・発展
を続けていくためには、ＩＲを実現する必要があるという結論に至りました。

カジノ内にＡＴＭは設置しないが、金を借りる事ができ
るキャッシュコーナーは置くはず。現金は持参しなくと
も、ギャンブルに大金を投入できるシステムです。依
存、破産で家族、知人までに及ぶ悲劇とならないか？

海外からの反社会的勢力はどのように排除するつもり
か？

ギャンブル等依存症対策からカジノ施設内にＡＴＭの設置は、禁じられています。但し、
ホテルやショッピングモールなどの他のカジノ施設以外のＩＲ施設へのＡＴＭの設置は認
められています。
なお、新規与信機能を有する貸金業の端末（キャッシング）等については、ＩＲ区域内に
設置することは認められていません。
ＩＲ整備法では、訪日外国人についてカジノ施設に入場時の際にパスポート等による本人
確認を義務付けており、確認を行います。データーベースの活用や確約書の署名が国にお
いて検討されています。

IR（統合型リゾート）市民説明会会場で提出された質問書に対する回答
保土ケ谷区（１月23日）分
質問内容

回答

カジノというと一般的なイメージでは、きらびやかで、ネオンなどで、けばけばしいもの
と受け止められ、現在の横浜のイメージにそぐわないのではと思われる方も多いと思いま
す。
日本型ＩＲが目指しているシンガポールのＩＲにもカジノがありますが、これらは、ＩＲ
施設に調和して設置されています。
カジノは横浜の臨海部が永年かけて築いてきた”品格” また、日本型ＩＲでは、カジノの広告が空港などの入国手続きエリアに限定され、利用に
関しても、入場制限が設けられるなどの世界最高水準の規制が施されています。
を踏みにじるものにならないか？
ＩＲの床面積のほとんどを占める観光ＭＩＣＥ施設、ホテル、エンターテイメント施設
は、ワールドクラスのリゾートとして整備されることが前提となっています。
横浜市としても実施方針などによって、これまで市民の皆さまに親しまれている横浜の景
観や、イメージと調和した、横浜にふさわしいＩＲを事業者から提案してもらえるよう求
めていきます。

ＩＲ整備法では、カジノの売上により国際会議場や展示場などの観光に寄与する諸施設を
整備・運営する仕組みになっています。
ＩＲにカジノはいらない。エンターテイメントやＭＩＣ 国際競争力の高い大規模なＭＩＣＥ施設については、世界や日本の事例を見ても、国や自
Ｅは必要に感じるがギャンブルであるカジノは不要と考 治体が多額の公費等を投入しており、横浜市でも、パシフィコ横浜などに財政支援をして
きました。
えるがいかがか？
横浜市にとって、ＭＩＣＥ施設等の整備・運営において、市の財政負担を最小限にし、民
設民営手法であるＩＲが、最も有効な手法と考えています。
これまで、ＩＲを「導入する・しないの判断に至っていない」という意味で「白紙」とし
ていました。
このため、ＩＲについて2014年度から検討調査のための予算を計上し、継続してその判断
に必要な検討を進めるとともに、国の動向の把握に努めてまいりました。
2018年７月に、ＩＲ整備法やギャンブル等依存症対策基本法が成立し、国が導入するＩＲ
がどのようなものか、依存症にどのような対応をしていくのか、明らかになってまいりま
市長は「カジノは白紙」で当選しているのであるから、 した。
方向が変わったなら住民投票または出直し市長選挙をや 横浜市の調査でもＩＲ整備法の成立を踏まえ、事業者から横浜にＩＲを設置した場合の経
るべきであると思う。
済的・社会的効果や、有識者からのご意見も頂いてまいりました。
また、この間、市民の依存症に対するご心配の声や経済的な効果を期待する声など様々な
意見をいただいてきました。
これらを踏まえ、横浜の20年、30年先を見据え、横浜が将来にわたり成長・発展を続けて
いくためには、ＩＲを実現する必要があるという結論に至りました。
二元代表制のもと、議決が必要な案件については、市民の皆さまに選ばれた市会の皆様に
お諮りしながら市政を進めていきます。

ＩＲ整備法では、ＩＲにおける施設の設置・運営は民間事業者が行うことになっており、
公費の負担を最小限にして国際競争力の高い滞在型観光を実現する国家的なプロジェクト
として位置づけられています。
ただし、ＩＲ整備法においては、ＩＲを設置する自治体は、ＩＲ区域の整備推進に関する
治安への対策にまた莫大な税金を使うのであればもとも
施策やカジノ施設の設置及び運営に伴う有害な影響の排除を適切に行うために必要な施策
とその元凶である「カジノ」を止めるべきと考える。
を、国との適切な役割分担の下、実施する責務を有するとされています。
ギャンブル等依存症の予防・治療・調査、治安の維持、周辺地域との回遊性を高めるため
の都市基盤整備など、ＩＲの懸念事項等に関する自治体の施策に係る経費については、区
域整備計画の策定までに明らかにしていきます。

ＩＲ整備法では、ＩＲ区域内における施設の設置・運営は民間事業者が行うことになって
おり、公費の負担を最小限にして国際競争力の高い滞在型観光を実現する国家的なプロ
ジェクトとして位置づけられています。
ただし、ＩＲ整備法においては、ＩＲを設置する自治体は、ＩＲ区域の整備推進に関する
市の財政におけるＩＲ推進に対する投資、支出の有無お
施策やカジノ施設の設置及び運営に伴う有害な影響の排除を適切に行うために必要な施策
よび国からの補助等の有無
を、国との適切な役割分担の下、実施する責務を有するとされています。
ギャンブル等依存症の予防・治療・調査、治安の維持、周辺地域との回遊性を高めるため
の都市基盤整備など、ＩＲの懸念事項等に関する自治体の施策に係る経費については、区
域整備計画の策定までに明らかにしていきます。

平成27年９月にとりまとめた「横浜市山下ふ頭開発基本計画」、ハーバーリゾートの形成
では、「観光・ＭＩＣＥを中心とした魅力的な賑わいの創出」、「親水性豊かなウォー
ターフロントの創出」、「環境に配慮したスマートエリアの創出」の３つの視点を掲げて
います。
特に、山下ふ頭の47ヘクタールという大規模な敷地を活かして、基本方針の第一には、横
横浜を良くする、楽しくする方法はいくつもあると思い 浜市の「観光ＭＩＣＥ都市」としての地位を盤石にすべく、国内外から多くの人々を呼び
ますが、その中でなぜＩＲなのですか？ギャンブル、治 込む大規模コンベンション機能を想定していました。
安悪化という大きなリスクがあるというのに！他の選択 このような中、平成28年12月にＩＲ推進法、平成30年7月にＩＲ整備法が国で成立し、わが
国の観光・ＭＩＣＥ戦略に基づく、ＩＲ制度の枠組みが示されました。この、国の法制化
肢は何を検討しましたか？
の検討の中で、わが国の観光・ＭＩＣＥ戦略を達成できる大規模施設を民設民営で建設す
ることが難しいと検証されています。
これらの事から、市費の負担を最小限にし、山下ふ頭でのハーバーリゾートの形成をス
ピード感を持って形成するためには、国家的なプロジェクトである日本型ＩＲ制度を活用
することが最適であると判断しています。

IR（統合型リゾート）市民説明会会場で提出された質問書に対する回答
保土ケ谷区（１月23日）分
質問内容

回答

平成27年９月にとりまとめた「横浜市山下ふ頭開発基本計画」、ハーバーリゾートの形成
では、「観光・ＭＩＣＥを中心とした魅力的な賑わいの創出」、「親水性豊かなウォー
ターフロントの創出」、「環境に配慮したスマートエリアの創出」の３つの視点を掲げて
います。
特に、山下ふ頭の47ヘクタールという大規模な敷地を活かして、基本方針の第一には、横
浜市の「観光ＭＩＣＥ都市」としての地位を盤石にすべく、国内外から多くの人々を呼び
込む大規模コンベンション機能を想定していました。
このような中、平成28年12月にＩＲ推進法、平成30年７月にＩＲ整備法が国で成立し、わ
ＩＲを実現できなかった時の山下ふ頭周辺地区の利用計 が国の観光・ＭＩＣＥ戦略に基づく、ＩＲ制度の枠組みが示されました。この、国の法制
化の検討の中で、わが国の観光・ＭＩＣＥ戦略を達成できる大規模施設を民設民営で建設
画はどのようなことを考えているのか。
することが難しいと検証されています。
これらの事から、市費の負担を最小限にし、山下ふ頭でのハーバーリゾートの形成をス
ピード感を持って形成するためには、国家的なプロジェクトである日本型ＩＲ制度を活用
することが最適であると判断しています。
なお、ＩＲに選定されなかった場合でも、「横浜市山下ふ頭開発基本計画」は存続し、実
現手法を検討することになります。この場合には、土地区画整理事業、街区のインフラ整
備、その後の土地分譲を順次行い、多くの民間投資を呼び込みながら、建物等の施設整備
を行うと、ＩＲ制度よりも長い事業期間を要すると考えられます。

ＩＲの整備に伴う多くの来街者に対応して、交通対策を開業までに講じていきます。
自動車交通に伴う交通対策については、道路の新設・拡幅、交通規制などの対策を検討し
ＩＲを実現できた時の交通手段はどのような手段を考え ていきます。
また、歩行者交通に伴うアクセス手段については元町中華街駅から山下ふ頭までの、歩道
ているのか
の拡幅、地下道やペデストリアンデッキの新設などの対策を検討していきます。今後策定
する区域整備計画でお示ししていきます。
ＩＲ整備法では、ＩＲ杭以内における施設の設置・運営は民間事業者が行うことになって
おり、公費の負担を最小限にして国際競争力の高い滞在型観光を実現する国家的なプロ
ジェクトとして位置づけられています。
ただし、ＩＲ整備法においては、ＩＲを設置する自治体は、ＩＲ区域の整備推進に関する
市の初期投資費用と毎年の運営費用、市の収入はどの位 施策やカジノ施設の設置及び運営に伴う有害な影響の排除を適切に行うために必要な施策
を、国との適切な役割分担の下、実施する責務を有するとされています。
になりますか。
ギャンブル等依存症の予防・治療・調査、治安の維持、周辺地域との回遊性を高めるため
の都市基盤整備など、ＩＲの懸念事項等に関する自治体の施策に係る経費については、区
域整備計画の策定までに明らかにしていきます。
なお、横浜市の増収額は、820億円から1,200億円と見込んでいます。
他の都市と観光収入を比較するの何故ですか？歴史も地 説明会では、横浜市の状況をわかりやすくご理解いただくため、他都市の状況をお示しし
理的な環境が違うので意味ないと思います
ています。
横浜市では今後、生産年齢人口の減少等による、消費や税収の減少、社会保障費の増加な
ど、経済活力の低下や厳しい財政状況が見込まれています。
そうした状況であっても横浜が都市の活力を維持し、子育て、医療、福祉、教育など市民
の皆様の安全安心を確保することが必要です。
そのような中で、ＩＲによる「観光の振興」、「地域経済の振興」、「財政の改善」な
新規に投資開発ではなく、現在の街に投資して住み易い
ど、これまでにない経済的社会的効果が見込まれ、横浜市が抱える諸課題の有効な対応策
横浜にして欲しいです。例えば家の近くの小学生の通学
になり得ると考えられること。また、世界最高水準のカジノ規制といわれるＩＲ整備法や
路、狭くて危険です。安心して暮らせる街をめざして欲
ギャンブル等依存症対策基本法など、依存症に関する諸制度も整いつつあり、国・自治
しいです。
体・事業者・関係団体がしっかりと協力することで、依存症の方を増やさないように取り
組む環境が整ったこと。
これらを総合的に勘案し、横浜の20年、30年先を見据え、横浜が将来にわたり成長・発展
を続けていくためには、ＩＲを実現する必要があるという結論に至りました。今後とも、
ＩＲへのご理解を頂けるよう、市民の皆様に丁寧にご説明を続けていきます。

日本には、公益面から法律で認められている競馬などの公営競技、宝くじやtoto、パチン
コなどの様々なギャンブルや遊戯が存在しています。多くの方々は節度を持ってこれらを
利用されています。
一方で過度な「のめり込み」などによって、社会生活に支障を及ぼしている方がいらっ
しゃるのも事実です。
カジノの収益で市民生活を潤すことが健全であるとの信 このため、日本型ＩＲには、厳格な免許制や入場制限など世界最高水準のカジノ規制が施
されているとともに、問題のある利用者への徹底した対応や相談窓口の設置など責任ある
念が市長にはありますか？
運営が求められています。
日本型ＩＲが参考としているシンガポールでは、ＩＲの設置前から依存症対策に取り組ん
だ結果、既存を含めたギャンブル依存症の方が減少しています。
横浜市でもこれらの成功事例を参考に、国、事業者、関係団体などと協力して依存症の方
を増やさないように取組を徹底していきます。
ＩＲ整備法では、国におけるＩＲの区域整備計画の認定期間は、当初10年、その後５年毎
ＩＲの収益が机上の計算通りに進まなかった場合の対応 となります。更新の際には、計画通り運営され、効果が出ているかなどが評価され、議会
の議決を経る必要があります。このようなＰＤＣＡの仕組みを用いながら、事業が順調に
策はありますか？
進むよう事業者と協議していきます。

カジノは全体の面積の３％とはいっても、動く金額が大
カジノ施設の面積とカジノ施設からの収益は、相関関係にあると考えています。
きいので広さと関係ないのではないでしょうか？

カジノの入場者数の割合等については、事業者のノウハウの部分であり、今のところ皆さ
地方自治体の増収効果1000億円/年とした場合、カジノ まにお伝えすることができない状況です。有識者によると、ＩＲに訪れる観光客数の割合
来客者の８割が地元の人と仮定して、地元客の負けは年 は日本人が多くなることが見込まれる一方、インバウンドの方の利用単価が高額であるこ
とから、カジノにおける日本人からの売上は半分程度になるのではと言われています。今
いくらと考えられるか？
後、実施方針や区域整備計画を策定する中で、お示ししていきます。

IR（統合型リゾート）市民説明会会場で提出された質問書に対する回答
保土ケ谷区（１月23日）分
質問内容

回答

ＩＲ整備法では、カジノの収益の３０％を国と設置自治体に納付すること、カジノの収益
を、先行投資したＩＲ施設の建設費の償還や、ＭＩＣＥ施設等のＩＲ施設の運営に充てる
カジノ資本が外資の場合、海外流出する日本人の資産は こと、ＩＲ事業者は、長期的にＩＲの魅力を維持し続けていくため、カジノによる収益を
年いくら想定しているのか
再投資し、ＩＲの事業内容の向上やＩＲ整備計画に関する施策への協力に充てるよう努め
なければならないとことを義務づけており、カジノの収益が国内に還元される仕組みと
なっています。

日本には、公益面から法律で認められている競馬などの公営競技、宝くじやtoto、パチン
コなどの様々なギャンブルや遊戯が存在しています。多くの方々は節度を持ってこれらを
利用されています。
一方で過度な「のめり込み」などによって、社会生活に支障を及ぼしている方がいらっ
横浜市のカジノ事業者の事業見込みを達成するには7400 しゃるのも事実です。
億円近い額を、客に負けさせ続けなければならない。市 このため、日本型ＩＲには、厳格な免許制や入場制限など世界最高水準のカジノ規制が施
民の資産を食い物にするカジノをつくることを横浜市は されているとともに、問題のある利用者への徹底した対応や相談窓口の設置など責任ある
運営が求められています。
どのように考えているのか。
日本型ＩＲが参考としているシンガポールでは、ＩＲの設置前から依存症対策に取り組ん
だ結果、既存を含めたギャンブル依存症の方が減少しています。
横浜市でもこれらの成功事例を参考に、国、事業者、関係団体などと協力して依存症の方
を増やさないように取組を徹底していきます。

「ＳＤＧｓ未来都市・横浜」は、2030年を展望し、パリ協定の発効による脱炭素化を踏ま
え、環境を軸に経済や文化・芸術による新たな価値・賑わいを創出し続ける都市の実現を
目指すことをビジョンとし、環境・経済・社会的課題の同時解決を図る新たな取組を進め
ることとされています。
一方、カジノを含むＩＲは、地域の創意工夫及び民間活力を生かし、国際競争力の高い魅
横浜市がすすめているＳＤＧｓとは正反対の方針であ 力ある滞在型観光を実現することで、観光や地域経済の振興を図るとともに、財政の改善
り、整合性がないと思うがどうか。横浜市がもつ文化を に資することを目的としています。
また、山下ふ頭開発基本計画では、再生可能エネルギーの活用や施設間のエネルギー融通
大切にしてほしい
等により地区全体でエネルギー効率の最適化をするなど、環境に配慮したまちづくりを目
指しており、それらの方針を横浜のＩＲにおいても継承していきます。
このため、横浜のＩＲは、環境面、経済面、社会面の3つの側面から取組を進め、効果が期
待できるものであり、「ＳＤＧｓ未来都市・横浜」の考え方に反するものではないと考え
ています。

ＩＲ区域外の治安対策については防犯カメラの設置や県警と連携した取組などを予定して
いますが、具体的な取組については、今後策定する実施方針や区域整備計画において、お
ＩＲ設置地区内の保安対策は理解できますが、カジノが 示ししていきます。
ある事で市内全域の安全・安心についての対策が知りた なお、国が参考にしているシンガポールの事例では、2010年に２つのＩＲが設置されまし
たが、カジノの設置の前後において、外国人旅行客は約１.８倍に増加していますが（一般
い
的には、観光客が増えると犯罪率が増えると言われて言いますが）、人口10万人当たりの
犯罪認知率に大きな変化は見られません。

ＩＲ整備法で、ＩＲ区域は民間事業者による一体として設置・運営されるものとされてい
ます。このため、事業の運営に関しては、事業者が責任を負うものと考えています。
厳格なカジノへの入場制限が予期せぬ景気後退・不況に
しかし、事業経営には、さまざまなリスクがあるのも事実です。
より、カジノ事業者が撤退し、後任の事業者がいない事
海外の事例では、事業者が撤退した場合には、施設の譲渡により他の事業者が、経営を継
態になった場合、ＩＲ施設のカジノ以外の施設を存続可
続することが有力な選択肢とされているほか、ＩＲ整備法においても、事業継続が困難に
能か？
なった場合における措置を、設置自治体と事業者が結ぶ実施協定で定めることとされてい
ます。

ＩＲによるメリットは、➀観光の振興 ②地域経済の振興、③財政の改善への貢献と国か
ら示されています。
ＩＲ導入における最大のメリットとデメリットは？ま 一方、カジノに起因する懸念事項としては ①ギャンブル等依存症 ②青少年への影響等
た、メリットがデメリットを上回っている根拠と必然性 ③マネーローンダリング ④反社会的勢力の関与 ⑤地域環境への影響です。
これら、ギャンブル等依存症の予防・治療・調査、治安の維持など、ＩＲの懸念事項等に
は？
関する自治体の施策に係る経費については、区域整備計画の策定までに明らかにしていき
ます。

横浜市では今後、生産年齢人口の減少等による、消費や税収の減少、社会保障費の増加な
ど、経済活力の低下や厳しい財政状況が見込まれています。
そうした状況であっても横浜が都市の活力を維持し、子育て、医療、福祉、教育など市民
の皆様の安全安心を確保することが必要です。
そのような中で、ＩＲによる「観光の振興」、「地域経済の振興」、「財政の改善」な
ど、これまでにない経済的社会的効果が見込まれ、横浜市が抱える諸課題の有効な対応策
になり得ると考えられること。
企業誘致と法人市民税の増収が目的となっている中での また、世界最高水準のカジノ規制といわれるＩＲ整備法やギャンブル等依存症対策基本法
手段としてＩＲ導入の必然性は？市民をまきこむ必要性 など、依存症に関する諸制度も整いつつあり、国・自治体・事業者・関係団体がしっかり
と協力することで、依存症の方を増やさないように取り組む環境が整ったこと。
はあるのか？
これらを総合的に勘案し、横浜の20年、30年先を見据え、横浜が将来にわたり成長・発展
を続けていくためには、ＩＲを実現する必要があるという結論に至りました。
また、市税収入の規模は、平成30年度決算で約8,200億円となっており、その約半分を皆様
の個人市民税からいただいています。
しかしながら、個人市民税は、将来的に人口減少により減収の見込みです。
このため、法人市民税などの増収につながる企業誘致や、中小企業の振興など、様々な施
策に取り組んでいます。ＩＲも様々な対応策の一つとなっています。

IR（統合型リゾート）市民説明会会場で提出された質問書に対する回答
保土ケ谷区（１月23日）分
質問内容

回答

雇用創出効果（間接効果を含む）は運営時に77,000〜127,000人/年（間接効果を含む）、
ＩＲ導入における経済効果（雇用、利用者数、収益性、 ＩＲの訪問者数は、2,000万人から4,000万人/年、経済波及効果（間接効果を含む）は、建
設時が7,500億円〜1兆2,000億円、運営時が6,300億円〜1兆円/年、増収効果は、820億円～
税収の見込み、など）を具体的に
1,200億円/年となっています。
今回の事案につきましては、報道による内容しか情報がありませんが、収賄が事実だとす
ＩＲ関連法における疑惑等の報道による「横浜のイメー れば、あってはならないことですし、厳正に対処されるべきであると思います。
横浜市は事業者と適正に対応しており、これまで同様、ＩＲの実現に向けて、公正・中立
ジ」低下の懸念についてどうお考えか？
に事業を進めていきます。

カジノの入場者数の内訳については、事業者のノウハウの部分であり、今のところ皆さま
カジノ等のターゲットは具体的に誰か？外国人観光出費 にお伝えすることができない状況です。有識者によると、ＩＲに訪れる観光客数の割合は
は少なく、市民からは法人税がとれるワケではないが 日本人が多くなることが見込まれる一方、インバウンドの方の利用単価が高額であること
から、カジノにおける日本人からの売上は半分程度になるのではと言われています。今
…？
後、区域整備計画の策定までに、お示ししていきます。

ＩＲの経済波及効果は、建設時7,500億円から1兆2,000億円、運営時に年間6,300億円から
１兆円としています。
ＩＲ導入による観光収入の増加見込みの根拠となる具体 この効果の算定にあたっては、事業者ごとに施設構成や規模、ＩＲ全体の売上などの異
的なデータは？比較の際に用いた指標もくわしく具体的 なった情報が提供された中で、この数値を市と監査法人で確認し、本市の産業連関表を用
に
いて波及効果を算出したものです。
事業者ごとに施設構成や規模、売上が異なっていたため数字の幅が生じています。なお、
内訳ついては、各事業者のノウハウとなっているため、お示しできません。
今後、区域整備計画の策定までに、施設の構成や規模が具体化してきますので、より精度
の高い数値をお示ししていきます。

横浜の観光の課題として外国人観光客の延べ宿泊者数が少ないことがあげられますが、そ
の要因としましては、海外の認知度が低く、横浜の観光資源が活かしきれていないことが
理由として挙げられます。また、ナイトタイムエコノミーや、キラーコンテンツがまだ少
ないことも宿泊先として選ばれない理由の一つと考えています。
これらの対応の一つとして、世界水準のＭＩＣＥ施設やホテル、エンターテインメントが
観光における本市の最大の課題は、アクセスと歴史的観 一体となった、都市型のハーバーリゾートにふさわしいＩＲをつくりあげたいと考えてい
光資源の乏しさと考えているが、それについての具体的 ます。
ＩＲが横浜の新たな顔となり、国内外から多くの来訪者をお迎えし、インバウンド需要を
な対策は？
しっかりと取り込み、観光ＭＩＣＥ都市として確固たる地位を確立いたします。
同時に、お子様も楽しめるアトラクション施設など、市民の皆さまが憩える、横浜の景観
に調和したリゾートにしたいと考えています。
具体的な内容については、今後策定する実施方針や区域整備計画において、施設の規模や
内容が明確化する中で、明らかにしていきます。

根拠としているＩＲ関連法の成立プロセスそのものに仄
暗い所があり、根拠としての確○○（判別不能）がゆら ＩＲ整備法は、日本の国会で適正に審議され、成立したものと認識しています。
いでいるように感じているがどうか？
「背面調査」によるプライバシー権に対する著しい人権
的侵害や個人情報保護・管理の観点から、非常に懸念が 背面調査の方法については、現在、カジノ管理委員会で検討されていると認識していま
大きいが、解釈等の拡大による人権侵害の危険性はない す。
のか？
市民のプライバシーやその他人権に対する懸念が大きい 横浜市の事業の実施にあたっては、これまでも、市民の皆様のプライバシーやその他人権
対策ばかりだが、その他の案は？
に配慮して実施しており、今後も同様に進めていきます。

税収増を目指すという事ですが、支出を減らすという
むだをなくす努力はしておられないのですか。具体的に 市税収入の規模は、平成30年度決算で約8,200億円となっており、その約半分を皆様の個人
市民税からいただいています。
している事を教えて欲しい
しかしながら、個人市民税は、将来的に人口減少により減収の見込みです。
このため、法人市民税などの増収につながる企業誘致や、中小企業の振興など、様々な施
普通の市民生活では入ってくるお金がすくなかったら 策に取り組んできました。あわせて、毎年度、事務事業の見直し等に努めており、過去３
みこめなければ出ていく方を節約するのが当たり前で 年間で300億円を超える効果を出しています。（事業見直し一覧を年度毎に横浜市のホーム
す。横浜市はむだが多い様に思いますが。例えば市営バ ページに掲載しております）
ＩＲもあらゆる対応策のうちの一つと考えています。
ス、市営地下鉄は民営化してはどうですか？

2019年４月に国が策定した、ギャンブル等依存症対策推進基本計画は、既存の公営競技や
パチンコ等も対象とし、事業者の取組とともに、国に対して、ギャンブル等依存症の予防
ＩＲの実現と共にパチンコ等の既存ギャンブルの対策も
に向けた普及啓発、依存症に悩む方への相談や支援の充実などが盛り込まれています。
行うのですか？行うなら具体策をお願いします。
なお、ＩＲの実現の可否に関わらず、計画は実施され、都道府県において県計画の策定、
実施が努力義務として示されています。
横浜のＩＲは、現在も拡張しているマカオ型（複数ホテ
ル＆カジノ）か、１つのホテル＆カジノの１事業者でカ ＩＲ整備法では、一つの事業者がＩＲ区域全体を設置・運営することとなっており、ホテ
ジノＩＲを構築するシンガポール等の型のどちらを目指 ルの数の制限はありませんが、カジノの施設は１か所に制限されています。
すのか？
今後の減収をＩＲで補てんとの目的は理解できたが、お
金をおとすお客さんをどのような方と想定に2000万と見
込んだのか。国内外というが、その想定の根拠が知りた
い

ＩＲへの訪問者数2,000万人から4,000万人のうち、国内観光客の割合は66％から79％とし
ています。数字に幅があるのは、事業者ごとに整備を想定する施設構成や規模が異なるた
めであり、それぞれの事業者が設定していますが、事業者のノウハウのため、現時点では
公表できません。今後、区域整備計画の策定までにお示ししていきます。

IR（統合型リゾート）市民説明会会場で提出された質問書に対する回答
保土ケ谷区（１月23日）分
質問内容

回答

ＩＲ整備法では、カジノの売上により国際会議場や展示場などの観光に寄与する諸施設を
整備・運営する仕組みになっています。
ＩＲの中にカジノを入れなければならないのですか？カ 国際競争力の高い大規模なＭＩＣＥ施設については、世界や日本の事例を見ても、国や自
ジノ以外の魅力的な設備であれば、カジノがなくても人 治体が多額の公費等を投入しており、横浜市でも、パシフィコ横浜などに財政支援をして
が集まるのでは？
きました。
横浜市にとって、ＭＩＣＥ施設等の整備・運営において、市の財政負担を最小限にし、民
設民営手法であるＩＲが、最も有効な手法と考えています。

ＩＲ整備法では、訪日外国人に関する規制は、入場時のパスポートによる本人確認や、未
成年者の入場規制、問題のある利用者への徹底した対応や相談窓口の設置などが規定され
日本人のカジノへの入場は色々規制があるが、海外から
ています。
の人に対しては何もないのが不安
ＩＲ整備法では、訪日外国人に対して入場料の徴収・入場回数の制限はありませんが、そ
れ以外は、ほぼ日本人と同等の対策が施されています。

ＩＲ整備法では、ＩＲにおける施設の設置・運営は民間事業者が行うことになっており、
公費の負担を最小限にして国際競争力の高い滞在型観光を実現する国家的なプロジェクト
として位置づけられています。
ただし、ＩＲ整備法においては、ＩＲを設置する自治体は、ＩＲ区域の整備推進に関する
ＩＲ招ちのために横浜市が公費から支出する金額を示し
施策やカジノ施設の設置及び運営に伴う有害な影響の排除を適切に行うために必要な施策
て下さい。
を、国との適切な役割分担の下、実施する責務を有するとされています。
ギャンブル等依存症の予防・治療・調査、治安の維持、周辺地域との回遊性を高めるため
の都市基盤整備など、ＩＲの懸念事項等に関する自治体の施策に係る経費については、区
域整備計画の策定までに明らかにしていきます。

ＩＲ整備法では、国におけるＩＲの区域整備計画の認定期間は、当初10年、その後５年毎
カジノによる税収が予想より少なく、負の効果しかな
となります。更新の際には、計画通り運営され、効果が出ているかなどが評価され、議会
かった場合は 市長・市はどのような責任をとるつもり
の議決を経る必要があります。このようなＰＤＣＡの仕組みを用いながら、事業が順調に
なのか お示し下さい
進むよう事業者と協議してまいります。
カジノの入場にあたり、所得制限を設けてはいかがで
しょうか？

地方自治体や事業者が、カジノ施設への所得制限による入場規制を設けることは、法制上
できません。法定事項以外の運用面で懸念事項対策を事業提案で求めていきます。

ＩＲ導入の賛否は選挙で決めてほしい

ＩＲ整備法においては、住民の意見を反映させるために必要な措置として、ＩＲを実施す
る場合は、都道府県等との協議や同意、公聴会の実施、議会の議決など、民意の反映方法
について規定されています。
まずは、現在開催している説明会で、市民の皆さまに御説明させていただき、日本型ＩＲ
とはどのようなものか、皆様にご理解いただく事が必要と考えています。
その上で、どのように皆さまの意見を反映するかについて、国からの情報を参考に検討し
ていきます。

前回の市長選でＩＲについて白紙としておきながら、結
局のところ、ＩＲ推進していますが、どうしてもＩＲ推
進したいのなら、市長を一度辞められて、もう一度堂々
と「ＩＲ推進します」と公約にして市長選をされた方が
良いと思いますがいかがでしょうか。または住民投票で
賛否を問う事がよろしいのではないでしょうか。

ＩＲ整備法においては、住民の意見を反映させるために必要な措置として、ＩＲを実施す
る場合は、都道府県等との協議や同意、公聴会の実施、議会の議決など、民意の反映方法
について規定されています。
まずは、現在開催している説明会で、市民の皆さまに御説明させていただき、日本型ＩＲ
とはどのようなものか、皆様にご理解いただく事が必要と考えています。
その上で、どのように皆さまの意見を反映するかについて、国からの情報を参考に検討し
ていきます。

人口減少社会において税収の減少、社会保障費の増加が
見込まれるため、カジノによる税収の増加を図るとのこ
とである。
Ｑ１：我々市民は行政サービスは今までどおりに受けら
れなくてもやむを得ない、だからカジノは止めて欲しい
と要請したら、中止してもらえるのか？今後厳しい状況
を踏まえ多くの行政サービスを望むのではなく、福祉、
子育て、医療、教育等のサービス低下は我慢する。だか
らカジノ中止して欲しいと言いましょう！行政サービス
は向上させろ、だけど税収増加策は必要ないでは駄々っ
子みたいです。

横浜市では今後、生産年齢人口の減少等による、消費や税収の減少、社会保障費の増加な
ど、経済活力の低下や厳しい財政状況が見込まれています。
そうした状況であっても横浜が都市の活力を維持し、子育て、医療、福祉、教育など市民
の皆様の安全安心を確保することが必要です。
そのような中で、ＩＲによる「観光の振興」、「地域経済の振興」、「財政の改善」な
ど、これまでにない経済的社会的効果が見込まれ、横浜市が抱える諸課題の有効な対応策
になり得ると考えられること。
また、世界最高水準のカジノ規制といわれるＩＲ整備法やギャンブル等依存症対策基本法
など、依存症に関する諸制度も整いつつあり、国・自治体・事業者・関係団体がしっかり
と協力することで、依存症の方を増やさないように取り組む環境が整ったこと。
これらを総合的に勘案し、横浜の20年、30年先を見据え、横浜が将来にわたり成長・発展
を続けていくためには、ＩＲを実現する必要があるという結論に至りました。

市長は、前回市長選ではＩＲについて「白紙」を公約と
して当選し、その後ＩＲについて市民に説明する機会は
無く、８月にＩＲ誘致が発表されました。そして今に
なって市民に説明会が開催されています。説明して質問
に答えるだけでは市民の賛否が確認できたとは言えませ
んから、今後市民がＩＲ（特にカジノ）に賛成するか否
かを確認する手続きが必要と考えます。どのような手続
きで市民の賛否を定量的に確認するのかお答えくださ
い。

ＩＲ整備法においては、住民の意見を反映させるために必要な措置として、ＩＲを実施す
る場合は、都道府県等との協議や同意、公聴会の実施、議会の議決など、民意の反映方法
について規定されています。
まずは、現在開催している説明会で、市民の皆さまに御説明させていただき、日本型ＩＲ
とはどのようなものか、皆様にご理解いただく事が必要と考えています。
その上で、どのように皆さまの意見を反映するかについて、国からの情報を参考に検討し
ていきます。

①韓国「カンオンランド」・「マカオ」などカジノを誘
市長に就任する以前にラスベガスに行ったことはあります。カジノを利用したことはあり
致した街を市長は視察しましたか？街の住民の幸せが広
ませんが、実務を担当してる職員が適宜視察を行っています。
がっていると思いますか？

IR（統合型リゾート）市民説明会会場で提出された質問書に対する回答
保土ケ谷区（１月23日）分
質問内容

回答

横浜市では今後、生産年齢人口の減少等による、消費や税収の減少、社会保障費の増加な
ど、経済活力の低下や厳しい財政状況が見込まれています。
そうした状況であっても横浜が都市の活力を維持し、子育て、医療、福祉、教育など市民
の皆様の安全安心を確保することが必要です。
そのような中で、ＩＲによる「観光の振興」、「地域経済の振興」、「財政の改善」な
ど、これまでにない経済的社会的効果が見込まれ、横浜市が抱える諸課題の有効な対応策
国のどう向は、汚職にまみれたＩＲリゾート法の実態が
になり得ると考えられること。
でてきました。カジノを誘致して横浜市民が幸せになる
また、世界最高水準のカジノ規制といわれるＩＲ整備法やギャンブル等依存症対策基本法
と思いますか？
など、依存症に関する諸制度も整いつつあり、国・自治体・事業者・関係団体がしっかり
と協力することで、依存症の方を増やさないように取り組む環境が整ったこと。
これらを総合的に勘案し、横浜の20年、30年先を見据え、横浜が将来にわたり成長・発展
を続けていくためには、ＩＲを実現する必要があるという結論に至りました。
なお、横浜市は事業者と適正に対応しており、これまで同様、ＩＲの実現に向けて、公
正・中立に事業を進めていきます。

ＩＲ整備法においては、住民の意見を反映させるために必要な措置として、ＩＲを実施す
る場合は、都道府県等との協議や同意、公聴会の実施、議会の議決など、民意の反映方法
横浜市の財政を支える重大施策案であるなら尚更市民の について規定されています。
総意を問うべき（住民投票又は市長選）と思うが、なぜ まずは、現在開催している説明会で、市民の皆さまに御説明させていただき、日本型ＩＲ
とはどのようなものか、皆様にご理解いただく事が必要と考えています。
その機会を設けないのでしょうか。
その上で、どのように皆さまの意見を反映するかについて、国からの情報を参考に検討し
ていきます。
多くの市民の皆さまがいらっしゃる説明会の円滑な誘導のため、座席指定とさせていただ
いています。
また、日本には、公益面から法律で認められている競馬などの公営競技、宝くじやtoto、
パチンコなどの様々なギャンブルや遊戯が存在しています。多くの方々は節度を持ってこ
れらを利用されています。
なぜ座席指定なのか。個人が特定されてしまう。そんな 一方で過度な「のめり込み」などによって、社会生活に支障を及ぼしている方がいらっ
に市民の声が恐いのですか。カジノと横文字で言って しゃるのも事実です。
も、しょせん賭博・ばくちなのです。人の不幸の上に このため、日本型ＩＲには、厳格な免許制や入場制限など世界最高水準のカジノ規制が施
されているとともに、問題のある利用者への徹底した対応や相談窓口の設置など責任ある
たって横浜がよくなるとはとうてい思えません。
運営が求められています。
日本型ＩＲが参考としているシンガポールでは、ＩＲの設置前から依存症対策に取り組ん
だ結果、既存を含めたギャンブル依存症の方が減少しています。
横浜市でもこれらの成功事例を参考に、国、事業者、関係団体などと協力して依存症の方
を増やさないように取組を徹底していきます。
カジノではマネーロンダリングが避けられません
ような対応をされるのでしょうか？

どの

ＩＲ整備法では、海外の事例を参考に、カジノ施設に起因するマネーローンダリング対策
として、犯罪収益移転防止規定の策定や、チップ等の譲渡の禁止、100万円を超える取引の
報告義務が規定されています。

日本には、公益面から法律で認められている競馬などの公営競技、宝くじやtoto、パチン
コなどの様々なギャンブルや遊戯が存在しています。多くの方々は節度を持ってこれらを
利用されています。
一方で過度な「のめり込み」などによって、社会生活に支障を及ぼしている方がいらっ
しゃるのも事実です。
このため、日本型ＩＲには、厳格な免許制や入場制限など世界最高水準のカジノ規制が施
されているとともに、問題のある利用者への徹底した対応や相談窓口の設置など責任ある
運営が求められています。
ギャンブルの収益（税金）で小中学校の建替えに使うの 日本型ＩＲが参考としているシンガポールでは、ＩＲの設置前から依存症対策に取り組ん
は倫理的に問題があると思います。どの様にお考えで だ結果、既存を含めたギャンブル依存症の方が減少しています。
横浜市でもこれらの成功事例を参考に、国、事業者、関係団体などと協力して依存症の方
しょうか？
を増やさないように取組を徹底していきます。
また、ＩＲ整備法では、その納付金の相当額を
・観光の振興に関する施策
・地域経済の振興に関する施策
・ＩＲ整備の推進に関する施策
・カジノの設置・運営に伴う有害な影響の排除を行うために必要な施策
・社会福祉の増進及び文化芸術の振興に関する施策に必要な経費に充てることができると
規定されています。

ＩＲ整備法で、ＩＲ区域は民間事業者による一体として設置・運営されるものとされてい
ます。このため、事業の運営に関しては、事業者が責任を負うものと考えています。
日本人はカジノに行かないから収益は期待できず横浜市 しかし、事業経営には、さまざまなリスクがあるのも事実です。
は大幅な負債を抱える事になります。誰が責任を取るの 海外の事例では、事業者が撤退した場合には、施設の譲渡により他の事業者が、経営を継
続することが有力な選択肢とされているほか、ＩＲ整備法においても、事業継続が困難に
でしょうか？
なった場合における措置を、設置自治体と事業者が結ぶ実施協定で定めることとされてい
ます。

もっと若年層へのＰＲはどの様に考えているのか

世代や生活環境などにより、ＩＲに対するご理解や考えが異なることが想定されることか
ら、それぞれのご関心・問題意識に応じた内容をお伝えしていきます。若い方々などに
は、大学等での講義等をはじめ、様々な機会を捉えてお伝えしていきます。

横浜市では今後、生産年齢人口の減少等による、消費や税収の減少、社会保障費の増加な
ど、経済活力の低下や厳しい財政状況が見込まれています。
そうした状況であっても横浜が都市の活力を維持し、子育て、医療、福祉、教育など市民
の皆様の安全安心を確保することが必要です。
そのような中で、ＩＲによる「観光の振興」、「地域経済の振興」、「財政の改善」な
子供達の未来のために何がベターか十分に考えるべきだ ど、これまでにない経済的社会的効果が見込まれ、横浜市が抱える諸課題の有効な対応策
になり得ると考えられること。
と思う
また、世界最高水準のカジノ規制といわれるＩＲ整備法やギャンブル等依存症対策基本法
など、依存症に関する諸制度も整いつつあり、国・自治体・事業者・関係団体がしっかり
と協力することで、依存症の方を増やさないように取り組む環境が整ったこと。
これらを総合的に勘案し、横浜の20年、30年先を見据え、横浜が将来にわたり成長・発展
を続けていくため、ＩＲを実現する必要があるという結論に至りました。

IR（統合型リゾート）市民説明会会場で提出された質問書に対する回答
保土ケ谷区（１月23日）分
質問内容

回答

ＩＲによる横浜市の増収効果は、年間820億円から1,200億円となっています。
この数値は、ご協力していただいた事業者の皆様から精査のうえ提供いただいた施設規模
や収支見込みなどを基に、それぞれの税収見込み等を市で算出したものです。
ＩＲ整備法では、その納付金の相当額を
・観光の振興に関する施策
ＩＲの効果によって、市民へ還元される予想できる物は ・地域経済の振興に関する施策
ありますか？（住民税、社会福祉、市民特典など）
・ＩＲ整備の推進に関する施策
・カジノの設置・運営に伴う有害な影響の排除を行うために必要な施策
・社会福祉の増進及び文化芸術の振興に関する施策に必要な経費に充てることができると
規定されていますので、市民生活に身近な、医療や福祉、子育て、教育に重きを置いて活
用することも可能ですが、市民の税負担を直接軽減することは、現時点で考えておりませ
ん。具体的な使途については、今後策定する区域整備計画でお示ししていきます。

市長が代わったら、ＩＲの誘致は中止したりするのです ＩＲ整備法では、事業継続が困難になった場合における措置を、設置自治体と事業者が結
か？
ぶ実施協定で定めることとされています。

ＩＲ整備法で、ＩＲ区域は民間事業者による一体として設置・運営されるものとされてい
ます。このため、事業の運営に関しては、事業者が責任を負うものと考えています。
ＩＲ基本方針（案）では、カジノ事業不振時のリスクを
しかし、事業経営には、さまざまなリスクがあるのも事実です。
自治体が負う可能性が示されている。横浜市の財政を危
海外の事例では、事業者が撤退した場合には、施設の譲渡により他の事業者が、経営を継
機に陥らせるこのような事態への横浜市の対策を伺いた
続することが有力な選択肢とされているほか、ＩＲ整備法においても、事業継続が困難に
い。
なった場合における措置を、設置自治体と事業者が結ぶ実施協定で定めることとされてい
ます。

横浜市は、人口規模の小さい大阪市よりも一般会計の予算総額は少なく、市民一人当たり
の一般会計予算額も小さくなっています。これは、上場企業数、法人市民税が大阪市より
も少ないことが要因の一つと考えています。
また、市税収入の規模は、平成30年度決算で約8,200億円となっており、その約半分を皆様
横浜市はベッドタウンであるため、法人市民税は少ない の個人市民税からいただいています。
が、個人市民税が多く、結果、市税総額は多い。それ しかしながら、個人市民税は、将来的に人口減少により減収の見込みです。
は、横浜が魅力があるからだがカジノの設置は横浜市の これらを踏まえ、世界水準のＭＩＣＥ施設やホテル、エンターテインメントが一体となっ
魅力を減じてしまうことに対する、市の見解を伺いた た、都市型のハーバーリゾートにふさわしいＩＲをつくりあげ、人口減少の中でも、交流
人口を増加させ、都市の活力を維持したいと考えています。
い。
ＩＲが横浜の新たな顔となり、国内外から多くの来訪者をお迎えし、インバウンド需要を
しっかりと取り込み、観光ＭＩＣＥ都市として確固たる地位を確立いたします。
同時に、お子様も楽しめるアトラクション施設など、市民の皆さまが憩える、横浜の景観
に調和したリゾートにしたいと考えています。

ご指摘の報告は、各国の魅力度を述べるものではなく、観光に対する国の取組を中心とす
成功例としてシンガポールをあげているが、シンガポー
るランキングであり、必ずしも観光地として人気があるかどうかのランキングではないと
ルはＩＲ導入後、旅行観光競争力を導入前の10位から17
認識しています。
位に下げている。ＩＲを導入していない横浜は4位であ
横浜市としては、シンガポールにおけるＩＲ導入後の外国人観光客数・観光消費額・国際
る。（世界経済フォーラム発表データ）
会議開催件数の増加に着目しています。
ＩＲ整備法においては、住民の意見を反映させるために必要な措置として、ＩＲを実施す
る場合は、都道府県等との協議や同意、公聴会の実施、議会の議決など、民意の反映方法
市長選の時に白紙にしたので市長に投票しました。行政
について規定されています。
については、市長としての役割を認たのでこの様な市の
まずは、現在開催している説明会で、市民の皆さまに御説明させていただき、日本型ＩＲ
10年20年先の事を公約にしていないので住民投票をする
とはどのようなものか、皆様にご理解いただく事が必要と考えています。
べきではないですか？
その上で、どのように皆さまの意見を反映するかについて、国からの情報を参考に検討し
ていきます。

経済効果の算定にあたっては、事業者ごとに施設構成や規模、ＩＲ全体の売上などの異
なった情報が提供された中で、この数値を市と監査法人で確認し、本市の産業連関表を用
経済効果の金額は、市長がＩＲに立候補した時点から数 いて波及効果を算出したものです。
字を計算したものでその根拠があいまいではないのです 事業者ごとに施設構成や規模、売上が異なっていたため数字の幅が生じています。なお、
内訳ついては、各事業者のノウハウとなっているため、お示しできません。
か
今後、実施方針や区域整備計画を策定する中で、施設の構成や規模が具体化してきますの
で、より精度の高い数値をお示ししていきます。

事業者が撤退した場合は誰が責任をとるのですか

ＩＲ整備法で、ＩＲ区域は民間事業者による一体として設置・運営されるものとされてい
ます。このため、事業の運営に関しては、事業者が責任を負うものと考えています。
しかし、事業経営には、さまざまなリスクがあるのも事実です。
海外の事例では、事業者が撤退した場合には、施設の譲渡により他の事業者が、経営を継
続することが有力な選択肢とされているほか、ＩＲ整備法においても、事業継続が困難に
なった場合における措置を、設置自治体と事業者が結ぶ実施協定で定めることとされてい
ます。

世界水準のＭＩＣＥ施設やホテル、エンターテインメントが一体となった、都市型のハー
シンガポール等については横浜の規ボが違うと思います バーリゾートにふさわしいＩＲをつくりあげたいと考えています。
ＩＲが横浜の新たな顔となり、国内外から多くの来訪者をお迎えし、インバウンド需要を
がそれで外国と互していけるのですか。
しっかりと取り込み、観光ＭＩＣＥ都市として確固たる地位を確立いたします。

IR（統合型リゾート）市民説明会会場で提出された質問書に対する回答
保土ケ谷区（１月23日）分
質問内容

回答

ＩＲ整備法では、カジノの売上により国際会議場や展示場などの観光に寄与する諸施設を
整備・運営する仕組みになっています。
国際競争力の高い大規模なＭＩＣＥ施設については、世界や日本の事例を見ても、国や自
治体が多額の公費等を投入しており、横浜市でも、パシフィコ横浜などに財政支援をして
ＩＲには必ずカジノはつくのですか？カジノなしのＩＲ
きました。
はないのですか？ＭＩＣＥ国際会議場はパシフィコ パ
横浜市にとって、ＭＩＣＥ施設等の整備・運営において、市の財政負担を最小限にし、民
シフィコＮｏｒｔｈがあるのではないですか ホテル
設民営手法であるＩＲが、最も有効な手法と考えています。
なお、パシフィコ横浜の稼働率は、2018年度において国立大ホールで89％、展示ホールで
75％（改修工事の約３か月間を含む）と高く、申込を待っていただいているイベントもあ
り、機能強化としてノースを来年度に開業する予定となっています。

ＩＲ区域内の施設の整備・運営は民設民営事業であり、市税が投入されることはなく、事
業者の投資で賄われます。
１ 今までの説明ではカジノの収益額ばかり発表してま ギャンブル等依存症の予防・治療・調査、治安の維持、周辺地域との回遊性を高めるため
すが、市の投資額（規模）は会議場 ホテル（ホテル業 の都市基盤整備など、ＩＲの懸念事項等に関する自治体の施策に係る経費については、区
域整備計画の策定までに明らかにしていきます。
者？）、その他関連施設投資額は？土地提供は市？
なお、山下ふ頭の土地はその多くが市有地となっており、事業者はその使用の方法とし
て、時価での有償による取得又は賃貸を行い、施設を整備することとなります。

２

契約期間40年？

現在実施している事業者へのサウンディング（ＲＦＣ）では、想定として40年間の期間を
としていますが、今後、実施計画を作成する中で、最終的に検討していきます。

世界水準のＭＩＣＥ施設やホテル、エンターテインメントが一体となった、都市型のハー
３ カジノの収益は当初１～２年シンガポールの国際会
バーリゾートにふさわしいＩＲをつくりあげたいと考えています。
議場の稼働率は３年分契約済という。横浜での国際会議
ＩＲが横浜の新たな顔となり、国内外から多くの来訪者をお迎えし、インバウンド需要を
が３００％の可能性あるはずがない
しっかりと取り込み、観光ＭＩＣＥ都市として確固たる地位を確立いたします。

平和なミナト・ヨコハマに大規模なカジノ含む賭ばく場
をつくり、その利益を遊ぎ場・経営者に供するのはいか
がなものか。しかもこのような施設を全国に建設するこ
とを促しているのが安倍政権です。このような国策に追
ずいするのはいかがなものか？日本の文化や日本人の暮
らしに触れようとする健全なインバウンドのお客様を
ガッカリさせないで下さい。

日本型ＩＲは、「観光立国」としての日本を明確に世界の中に位置づけるため、民間事業
者の投資と創意工夫を最大限に引き出し、我が国を「観光先進国」として引き上げるため
の原動力としてする政策的な枠組み（公共政策としてのＩＲ）となっていると認識してい
ます。
また、カジノというと一般的なイメージでは、きらびやかで、ネオンなどで、けばけばし
いものと受け止められ、現在の横浜のイメージにそぐわないのではと思われる方も多いと
思います。
日本型ＩＲが目指しているシンガポールのＩＲにもカジノがありますが、これらは、ＩＲ
施設に調和して設置されています。
また、日本型ＩＲでは、カジノの広告が空港などの入国手続きエリアに限定され、利用に
関しても、入場制限が設けられるなどの世界最高水準の規制が施されています。
ＩＲの床面積のほとんどを占める観光ＭＩＣＥ施設、ホテル、エンターテイメント施設
は、ワールドクラスのリゾートとして整備されることが前提となっています。
横浜市としても実施方針などによって、これまで市民の皆さまに親しまれている横浜の景
観や、イメージと調和した、横浜にふさわしいＩＲを事業者から提案してもらえるよう求
めていきます。

①カジノの収益分配について
①－１横浜市とカジノ事業者の分配率
①－２想定される法人税額は
①－３土地の使用料は横浜に入るのか

横浜市ＩＲによる横浜市の収入増は、820億円～1,200億円で、事業者から提供いただい
た、数値を基に監査法人と我々で、その内容を確認して積算しました。まず、納付金収
入、ＩＲ整備法ではカジノの納付金の15％が国と自治体に納付されます。あと入場料収
入、日本人等にかかる6,000円の収入が自治体と国に3,000円ずつ入るという仕組みです。
また、このカジノの収入以外にＩＲ施設の固定資産税、あるいは都市計画税、そう言った
ものが毎年収入として横浜市に入ってきます。また、ＩＲ事業者が、カジノ収入も含めて
全体の収益を上げたものに対して法人市民税がかかり、その合計になります。この内訳
は、事業者のノウハウの部分であり、内訳に関しては今のところ皆さまにお伝えすること
ができない状況です。今後、実施方針や区域整備計画を作る中で明確にしていきます。
なお、山下ふ頭の土地はその多くが市有地となっており、事業者はその使用の方法とし
て、時価での有償による取得又は賃貸を行い、施設を整備することとなります。

②すでに集客力のない横浜にどう集客力をつけるのか
②－１マカオ・シンガポールとの差別化
②－２国内の他のＩＲとの差別化

日本型ＩＲは、カジノの規制とＭＩＣＥ施設やエンターテイメント施設などの統合型リ
ゾートの制度が一体的に定められた、世界初の法制度と言われています。
横浜は、現時点で首都圏唯一の候補地であり、後背人口が日本最大であること、また、羽
田空港に近い等、恵まれた交通アクセス、美しいウォーターフロントに47haの広大な敷地
を有していること、先進的な街づくりを市民とともに進めてきた実績があること、などか
ら、日本を代表する魅力的なＩＲを整備することができると考えています。

③ＩＲ事業者はどう決定するのか
その事業者に対する信頼度はどうはかるのか

民間事業者は公募により選定します。有識者からなる附属機関を設置し、選定基準を定
め、審査を行います。また、応募事業者については、横浜市が、公安委員会への照会など
廉潔性の確認を行います。
また、国のカジノ管理委員会においても、カジノ免許の審査時に事業者に対して、十分な
社会的信用を有するものであること等の審査、いわゆる背面調査を行います。

IR（統合型リゾート）市民説明会会場で提出された質問書に対する回答
保土ケ谷区（１月23日）分
質問内容

回答

ＩＲの推進に大賛成です。反対ばかりする一部のプロ市
民や市政運営になんの責任も持たない野党市議会議員の
意見に耳を傾ける必要はありません。ガンバレ市長！反
対者の皆様、どうかカジノが悪いものだとの固定観念だ
けで反対しないでください。ギャンブル依存症が心配な
らどうか親類縁者がけっしてカジノに行かないよう説得
してください。本当にギャンブル依存症が心配なら、市
長のリコール署名の前にパチンコの不許可の条例制定の
署名を集めるべきです。すでに、パチンコに取りつかれ
た両親の元車に残された幼児が何人も亡くなっていま
す。反対のための理由を探し、自分が正しいという正義
感で満足しないでください。ＩＲは新たな雇用を生み出
す産業でありカジノはその一つにすぎません。がんばれ
市長！

横浜市では今後、生産年齢人口の減少等による、消費や税収の減少、社会保障費の増加な
ど、経済活力の低下や厳しい財政状況が見込まれています。
そうした状況であっても横浜が都市の活力を維持し、子育て、医療、福祉、教育など市民
の皆様の安全安心を確保することが必要です。
そのような中で、ＩＲによる「観光の振興」、「地域経済の振興」、「財政の改善」な
ど、これまでにない経済的社会的効果が見込まれ、横浜市が抱える諸課題の有効な対応策
になり得ると考えられること。
また、世界最高水準のカジノ規制といわれるＩＲ整備法やギャンブル等依存症対策基本法
など、依存症に関する諸制度も整いつつあり、国・自治体・事業者・関係団体がしっかり
と協力することで、依存症の方を増やさないように取り組む環境が整ったこと。
これらを総合的に勘案し、横浜の20年、30年先を見据え、横浜が将来にわたり成長・発展
を続けていくためには、ＩＲを実現する必要があるという結論に至りました。

たかだか３％の部分がカジノとの事であるが、ＩＲの経
済的効果の２０００万～４０００万／年
経済効 ６３００億～／年も 増収効果８２０億～１２
００億／年との事であるが、カジノ部分でどれだけの増
収効果をみこんでいるのか。延面積の３％（カジノ）部
分でどれだけの効果をみこんでいるのか。カジノなしで
何故ＩＲを考えられないのか。

今回お示ししている820億円から1,200億円の横浜市の増収額は、カジノの売上だけではあ
りません。
この中には、床面積の３％以内のカジノを含めた、ＭＩＣＥ・ホテル・エンターテイメン
ト施設など大規模な建物にかかる固定資産税等や、リゾート施設全体の収益に伴う法人市
民税なども含まれています。これから事業者を公募する現在の段階では、事業者のノウハ
ウや戦略の面から具体的な数字をお示しできませんが、シンガポールでは7割程度がカジノ
の売り上げとなっています。今後策定する区域整備計画では、お示ししてまいります。
また、ＩＲ整備法では、カジノの売上により国際会議場や展示場などの観光に寄与する諸
施設を整備・運営する仕組みになっています。
国際競争力の高い大規模なＭＩＣＥ施設については、世界や日本の事例を見ても、国や自
治体が多額の公費等を投入しており、横浜市でも、パシフィコ横浜などに財政支援をして
きました。
横浜市にとって、ＭＩＣＥ施設等の整備・運営において、市の財政負担を最小限にし、民
設民営手法であるＩＲが、最も有効な手法と考えています。

平成27年９月にとりまとめた「横浜市山下ふ頭開発基本計画」、ハーバーリゾートの形成
では、「観光・ＭＩＣＥを中心とした魅力的な賑わいの創出」、「親水性豊かなウォー
ターフロントの創出」、「環境に配慮したスマートエリアの創出」の３つの視点を掲げて
います。
特に、山下ふ頭の47ヘクタールという大規模な敷地を活かして、基本方針の第一には、横
浜市の「観光ＭＩＣＥ都市」としての地位を盤石にすべく、国内外から多くの人々を呼び
込む大規模コンベンション機能を想定していました。
このような中、平成28年12月にＩＲ推進法、平成30年７月にＩＲ整備法が国で成立し、わ
・リゾート施設としてカジノの有無でどの程度収益に差 が国の観光・ＭＩＣＥ戦略に基づく、ＩＲ制度の枠組みが示されました。この、国の法制
化の検討の中で、わが国の観光・ＭＩＣＥ戦略を達成できる大規模施設を民設民営で建設
が出るのか、おしえて下さい。
することが難しいと検証されています。
これらの事から、市費の負担を最小限にし、山下ふ頭でのハーバーリゾートの形成をス
ピード感を持って形成するためには、国家的なプロジェクトである日本型ＩＲ制度を活用
することが最適であると判断しています。
なお、ＩＲに選定されなかった場合でも、「横浜市山下ふ頭開発基本計画」は存続し、実
現手法を検討することになります。この場合には、土地区画整理事業、街区のインフラ整
備、その後の土地分譲を順次行い、多くの民間投資を呼び込みながら、建物等の施設整備
を行うと、一定の事業期間を要することになります。
・また、その収益の差（カジノ有無）で、さまざまな
ギャンブル対策をまかなうことができるでしょうか。

特に、山下ふ頭の47ヘクタールという大規模な敷地を活かして、基本方針の第一には、横
浜市の「観光ＭＩＣＥ都市」としての地位を盤石にすべく、国内外から多くの人々を呼び
込む大規模コンベンション機能を想定していました。

世界水準のＭＩＣＥ施設やホテル、エンターテインメントが一体となった、都市型のハー
バーリゾートにふさわしいＩＲをつくりあげたいと考えています。
・生産性のない事業であるため、海外からの客がター ＩＲが横浜の新たな顔となり、国内外から多くの来訪者をお迎えし、インバウンド需要を
ゲットとなると思いますが、日本周辺の他国でもカジノ しっかりと取り込み、観光ＭＩＣＥ都市として確固たる地位を確立いたします。
施設が多くあるので、日本にカジノのために来日される 横浜は、現時点で首都圏唯一の候補地であり、後背人口が日本最大であること、また、羽
外国人がどのような理由（魅力）で来日されると考えて 田空港に近い等、恵まれた交通アクセス、美しいウォーターフロントに47haの広大な敷地
を有していること、先進的な街づくりを市民とともに進めてきた実績があること、これま
いるのでしょうか。
で行ってきた事業者からの情報提供で世界のＩＲ同様の期待が寄せられていること、など
から、日本を代表する魅力的なＩＲを整備することができると考えています。

国会議員がＩＲにからんで逮捕者が出る中、多くの利権
がからむ事業です。横浜市から今後逮捕者が出ないとも
限らない。どのような対策が講じられているのか ある
いは予定か。市長自ら18区に赴き 説明するという姿勢
は支持できる。総理大臣など、全くそんな姿勢は見られ
ない。

横浜市では、ＩＲ事業の推進にあたって公平性・公正性を確保するため、「ＩＲ（統合型
リゾート）に関する事業者対応の取扱い」を策定・公表しています。事業者との面談にあ
たっては、事業者に「ＩＲに関する面談申込書」の提出を求め、その目的を確認するとと
もに、面談後には「ＩＲに関する事業者の面談記録」を作成しています。
また、ＩＲの実現にあたっては、ＩＲが横浜の新たな顔となり、国内外から多くの来訪者
をお迎えし、インバウンド需要をしっかりと取り込み、観光ＭＩＣＥ都市として確固たる
地位を確立いたします。

IR（統合型リゾート）市民説明会会場で提出された質問書に対する回答
保土ケ谷区（１月23日）分
質問内容

回答

なぜＩＲの中にカジノを入れなければならないのか理解
できません。 カジノは、運営会社と反社会的団体との
繋がりや関係者の癒着などで市民生活を脅かすのでリス
クが高いと考えます。 カジノ以外でご検討した施策を
ご説明願います。 なぜカジノになったのか カジノで
なければならないのか説明しください。カジノを外す様
に再検討とカジノに変わる施策の計画をお願いします。

ＩＲ整備法では、カジノの売上により国際会議場や展示場などの観光に寄与する諸施設を
整備・運営する仕組みになっています。
国際競争力の高い大規模なＭＩＣＥ施設については、世界や日本の事例を見ても、国や自
治体が多額の公費等を投入しており、横浜市でも、パシフィコ横浜などに財政支援をして
きました。
横浜市にとって、ＭＩＣＥ施設等の整備・運営において、市の財政負担を最小限にし、民
設民営手法であるＩＲが、最も有効な手法と考えています。
なお、ＩＲ整備法では、背面調査の実施による厳格な免許制や、マイナンバーカードの本
人確認により、暴力団員の事業への参入やカジノへの入場を禁止するなど、治安対策が
しっかりと規定されています。
横浜市においても、ＩＲエリア内での24時間体制の警備､明るい施設計画やデザイン等によ
る安全性の確保、周辺地域への防犯カメラの設置、県警と連携した取組など、治安対策に
しっかりと取り組んでいきます。

大阪府の観光消費額は１兆２９８４億円ということだが
この算出方法は訪日外国観光客×大阪訪問率である。国
際空港のある大阪は訪問率が高くなるため観光消費額が
大阪市、横浜市、観光庁が行っている調査について、それぞれの方法により算定され公表
高くなるのは当然で、国際空港のない横浜と単純に比較
されていることは認識しております。説明会では、横浜市の状況をわかりやすくご理解い
することは横浜の過小評価にミスリードしていることに
ただくため各種データを掲載いたしました。
ならないか？ 観光庁の「訪日外国人消費動向調査」で
は全体で４兆５１８９億円なので大阪だけで２８．５%
を占めることになるが、大阪がひとり占めなのか？

ＩＲ整備法では、ＩＲ区域内における施設の設置・運営は民間事業者が行うことになって
おり、公費の負担を最小限にして国際競争力の高い滞在型観光を実現する国家的なプロ
ジェクトとして位置づけられています。
日本型ＩＲに設置されるカジノには、ＩＲ整備法に基づき、カジノのゲームに触れる機会
の限定や厳格な入場規制など、世界最高水準といわれる規制が適用されます。
依存症が増えるとわかっているのに税金を使って対策を
また、事業者からも、海外での経験に基づき、顔認証による入場管理や、トレーニングを
たてるのはおかしいと思います 市長の家族が当事者に
受けたスタッフによる徹底した対応や相談窓口の設置など、様々な対策が示されていま
なるとしても実施したいと思いますか
す。
日本型ＩＲが参考としているシンガポールでは、ＩＲの設置前から国をあげて既存ギャン
ブルを含め依存症対策に取り組んだ結果、ギャンブル依存症の方が減少しています。
横浜市でもこれらの成功事例を参考に、国、事業者、関係団体などと協力して依存症の方
を増やさないように取組を徹底していきます。

ＩＲ整備法では、カジノの売上により国際会議場や展示場などの観光に寄与する諸施設を
整備・運営する仕組みになっています。
国際競争力の高い大規模なＭＩＣＥ施設については、世界や日本の事例を見ても、国や自
治体が多額の公費等を投入しており、横浜市でも、パシフィコ横浜などに財政支援をして
きました。
◎ＩＲ施設の３％となるカジノに依存症 治安などに
横浜市にとって、ＭＩＣＥ施設等の整備・運営において、市の財政負担を最小限にし、民
様々な対策を取らなくてはならないのであれば、カジノ
設民営手法であるＩＲが、最も有効な手法と考えています。
は止めて欲しいと思います。なぜカジノがなければ魅力
なお、ＩＲ整備法では、背面調査の実施による厳格な免許制や、マイナンバーカードの本
的なものが造れないのですか？
人確認、暴力団員の事業への参入やカジノへの入場を禁止するなどの治安対策、カジノの
ゲームに触れる機会の限定や厳格な入場規制など、世界最高水準といわれる規制が適用さ
れます。また、事業者からも、海外での経験に基づき、顔認証による入場管理や、トレー
ニングを受けたスタッフによる徹底した対応や相談窓口の設置など、様々な対策が示され
ています。

１周辺施設（最寄駅）の治安悪化対策が記載内容だけで 治安対策として周辺地域への防犯カメラの設置、県警と連携した取組など、治安対策を
は不充分。防犯カメラ以外にも派出所を増やすことや民 しっかりと取り組んでいきます。
間警備会社へ業務委託等具体的方針が必要ではないか 具体的な施策については、選定した事業者と策定する区域整備計画において、施設の構成
や規模が明確化される中で、お示ししていきます。
また、横浜市では、ＩＲ事業の推進にあたって公平性・公正性を確保するため、「ＩＲ
２ＩＲ汚職（自民党議員）問題もあり逆風が強いが、こ （統合型リゾート）に関する事業者対応の取扱い」を策定・公表しています。事業者との
れから合意得て実現するには添付資料以外の具体的施策 面談にあたっては、事業者に「ＩＲに関する面談申込書」の提出を求め、その目的を確認
するとともに、面談後には「ＩＲに関する事業者の面談記録」を作成しています。
を示さないと難しいのではと思う。

ＩＲ区域内の、大規模なＭＩＣＥ施設や魅力施設等により、来街者の増加やビジネスの機
会が創出され、新たな需要と消費を生み出し、経済効果を広範囲に及ぼすものと考えてい
ます。
また、ＩＲの推進と合わせて、周辺地域の魅力向上に努めるとともに、ＩＲと周辺地域が
連携することで、相乗効果を生み出していきます。
３地元企業への恩恵が期待出来そうだが色々な問題が気
先進事例である、シンガポールでは、２つのＩＲのオープンに伴って、外国人観光消費額
になる。（発注を取るために・・・）
は10年足らずで倍増するなど、周辺地域へのシャワー効果が確認されています。
また、ＩＲ施設に設置されるＭＩＣＥ施設やホテル、レストランの運営には、食品や物品
の供給をはじめ、清掃・警備や施設のメンテナンスなど様々なサービスにおいて人的にも
物的にも調達が必要となります。このため、本市の中小企業振興基本条例の趣旨を踏ま
え、市内中小企業への受注をしっかりと促進していきます。

候補地である山下ふ頭の民間土地所有者の同意が最終的
に得られなかった場合、反対する所有者が有する土地を 事業を進めるうえでは、港湾事業者等の皆さまのご理解・ご協力が大切です。引き続き丁
除いた敷地で計画を進めるのか？ それとも当該地を収 寧に調整しながら進めてまいります。
用した上で、山下ふ頭全体で計画を進めるのか？
国のギャンブル等依存症対策推進基本計画に基づき、文部科学省が高等学校学習指導要領
の保健体育科の指導内容の一つとしてら令和４年度から高校の保健体育で啓発に取り組む
青少年に対する影響をどう考え特に学校教育の中でどう
としています。
教えていくのか？
国の取組は高校生のみが対象ですが、横浜市では、小中学校を対象にしたゲーム障害・
ネット依存に対して実態調査を行うなど、取組を進めていきます。

IR（統合型リゾート）市民説明会会場で提出された質問書に対する回答
保土ケ谷区（１月23日）分
質問内容

回答

ＩＲのためにばく大な税金を使い、できたカジノでギャ
ンブル依存症の市民・県民が増える事が想定されてい
る。それより中学校給食を実現し、将来の健全な納税者
を育てるという市政に政策変更はできないですか？ 韓
国のカンウォンランドカジノの周辺の町のような横浜に
なってしまうのではないか？

横浜市では今後、生産年齢人口の減少等による、消費や税収の減少、社会保障費の増加な
ど、経済活力の低下や厳しい財政状況が見込まれています。
そうした状況であっても横浜が都市の活力を維持し、子育て、医療、福祉、教育など市民
の皆様の安全安心を確保することが必要です。
そのような中で、ＩＲによる「観光の振興」、「地域経済の振興」、「財政の改善」な
ど、これまでにない経済的社会的効果が見込まれ、横浜市が抱える諸課題の有効な対応策
になり得ると考えられること。
また、世界最高水準のカジノ規制といわれるＩＲ整備法やギャンブル等依存症対策基本法
など、依存症に関する諸制度も整いつつあり、国・自治体・事業者・関係団体がしっかり
と協力することで、依存症の方を増やさないように取り組む環境が整ったこと。
これらを総合的に勘案し、横浜の20年、30年先を見据え、横浜が将来にわたり成長・発展
を続けていくためには、ＩＲを実現する必要があるという結論に至りました。
なお、日本型ＩＲ自体が、海外の都市の成功や失敗など先進事例を参考としながら制度設
計されいます具体的には、海外の事例を踏まえＩＲ整備法では、カンウオンランド（韓
国）のようにカジノだけが先行して開業することができない規定となっており、また、ア
トランティックシティ（米国）のように過当競争に陥らないよう、日本型ＩＲの国内の設
置数は、３か所が上限となっています。

ＩＲ整備法では、ＩＲ区域内における施設の設置・運営は民間事業者が行うことになって
おり、公費の負担を最小限にして国際競争力の高い滞在型観光を実現する国家的なプロ
ジェクトとして位置づけられています。
横浜市では今後、生産年齢人口の減少等による、消費や税収の減少、社会保障費の増加な
ど、経済活力の低下や厳しい財政状況が見込まれています。
そうした状況であっても横浜が都市の活力を維持し、子育て、医療、福祉、教育など市民
未来を担う子ども達の中学校給食には税金は使えないが
の皆様の安全安心を確保することが必要です。
カジノには税金を使うのはどうしてですか？多くの保護
そのような中で、ＩＲによる「観光の振興」、「地域経済の振興」、「財政の改善」な
者の方達の願いです。子ども達にはカジノは良いものだ
ど、これまでにない経済的社会的効果が見込まれ、横浜市が抱える諸課題の有効な対応策
から作ると教えるのでしょうか？
になり得ると考えられること。
また、世界最高水準のカジノ規制といわれるＩＲ整備法やギャンブル等依存症対策基本法
など、依存症に関する諸制度も整いつつあり、国・自治体・事業者・関係団体がしっかり
と協力することで、依存症の方を増やさないように取り組む環境が整ったこと。
これらを総合的に勘案し、横浜の20年、30年先を見据え、横浜が将来にわたり成長・発展
を続けていくためには、ＩＲを実現する必要があるという結論に至りました。

カジノ依存症の人に対する治療方法
の進出を選別出来るのか

ギャンブル等依存症、適切な治療と支援により回復が十分可能ですが、本人自身が病気で
はないとなどと現状を正しく認知できない場合もあり、放置しておくと症状の悪化や、借
金なども深刻になることが懸念され、予防のための教育や普及啓発、早期発見が重要と考
えています。
このため、日本型ＩＲに設置されるカジノには、ＩＲ整備法に基づき、カジノのゲームに
カジノ裏社会の人 触れる機会の限定や厳格な入場規制など、世界最高水準といわれる規制が適用されます。
また、事業者からも、海外での経験に基づき、顔認証による入場管理や、トレーニングを
受けたスタッフによる徹底した対応や相談窓口の設置など、様々な対策が示されていま
す。
カジノへの反社会的勢力の排除としては、国のカジノ管理委員会において、カジノ免許の
審査時に事業者に対して、十分な社会的信用を有するものであること等、背面調査が実施
されます。

ギャンブル等依存症、適切な治療と支援により回復が十分可能ですが、本人自身が病気で
はないとなどと現状を正しく認知できない場合もあり、放置しておくと症状の悪化や、借
金なども深刻になることが懸念され、予防のための教育や普及啓発、早期発見が重要と考
１．ギャンブル依存症はたいへんなおりにくく、家庭を
えています。
ほうかいさせると聞いています。ギャンブル依存症を治
このため、日本型ＩＲに設置されるカジノには、ＩＲ整備法に基づき、カジノのゲームに
すにはどのような方法がありますか？有効な順に教えて
触れる機会の限定や厳格な入場規制など、世界最高水準といわれる規制が適用されます。
ください。
また、事業者からも、海外での経験に基づき、顔認証による入場管理や、トレーニングを
受けたスタッフによる徹底した対応や相談窓口の設置など、様々な対策が示されていま
す。

これまで、ＩＲを「導入する・しないの判断に至っていない」という意味で「白紙」とし
ていました。
このため、ＩＲについて平成26年度から検討調査のための予算を計上し、継続してその判
断に必要な検討を進めるとともに、国の動向の把握に努めてまいりました。
2018年7月に、ＩＲ整備法やギャンブル等依存症対策基本法が成立し、国が導入するＩＲが
２．市長選でカジノ白紙といったのに急に８月にやる方 どのようなものか、依存症にどのような対応をしていくのか、明らかになってまいりまし
向を出したのはなぜですか？（選挙の公約を簡単に破っ た。
横浜市の調査でもＩＲ整備法の成立を踏まえ、事業者から横浜にＩＲを設置した場合の経
たのはなぜですか？）
済的・社会的効果や、有識者からのご意見も頂いてまいりました。
また、この間、市民の依存症に対するご心配の声や経済的な効果を期待する声など様々な
意見をいただいてきました。
これらを踏まえ、横浜の20年、30年先を見据え、横浜が将来にわたり成長・発展を続けて
いくためには、ＩＲを実現する必要があるという結論に至りました。

３．カジノで赤字が出た場合は税金を投入するのか？

ＩＲ整備法で、ＩＲ区域は民間事業者による一体として設置・運営されるものとされてい
ます。このため、事業の運営に関しては、事業者が責任を負うものと考えています。
しかし、事業経営には、さまざまなリスクがあるのも事実です。
海外の事例では、事業者が撤退した場合には、施設の譲渡により他の事業者が、経営を継
続することが有力な選択肢とされているほか、ＩＲ整備法においても、事業継続が困難に
なった場合における措置を、設置自治体と事業者が結ぶ実施協定で定めることとされてい
ます。

IR（統合型リゾート）市民説明会会場で提出された質問書に対する回答
保土ケ谷区（１月23日）分
質問内容

回答

数多くの業者がＩＲに群がるのは、甘い汁を吸えるから
です。その結果、市民は家族崩壊、生活保護あるいは近
隣自治体の住民の窮乏を招きます。プラスマイナスを考
えると横浜市の財政には決して良い影響をもたらしませ
ん。何故ＩＲ（＝カジノ）を推進しているのでしょう
か？

ＩＲ整備法では、ＩＲにおける施設の設置・運営は民間事業者が行うことになっており、
公費の負担を最小限にして国際競争力の高い滞在型観光を実現する国家的なプロジェクト
として位置づけられています。
ただし、ＩＲ整備法においては、ＩＲを設置する自治体は、ＩＲ区域の整備推進に関する
施策やカジノ施設の設置及び運営に伴う有害な影響の排除を適切に行うために必要な施策
を、国との適切な役割分担の下、実施する責務を有するとされています。
ギャンブル等依存症の予防・治療・調査、治安の維持、周辺地域との回遊性を高めるため
の都市基盤整備など、ＩＲの懸念事項等に関する自治体の施策に係る経費については、区
域整備計画の策定までに明らかにしていきます。

ＩＲ整備法においては、住民の意見を反映させるために必要な措置として、ＩＲを実施す
る場合は、都道府県等との協議や同意、公聴会の実施、議会の議決など、民意の反映方法
選挙時カジノ誘致は”白紙です”との公約でしたが当選
について規定されています。
するや否や”カジノ誘致宣言”をしました。どうしてで
まずは、現在開催している説明会で、市民の皆さまに御説明させていただき、日本型ＩＲ
すか？カジノ誘致するのであれば住民投票を行って下さ
とはどのようなものか、皆様にご理解いただく事が必要と考えています。
い。決めるのは市民ですが、いかがでしょうか！
その上で、どのように皆さまの意見を反映するかについて、国からの情報を参考に検討し
ていきます。

１．賛否の住民投票はなぜやらないのか？

ＩＲ整備法においては、住民の意見を反映させるために必要な措置として、ＩＲを実施す
る場合は、都道府県等との協議や同意、公聴会の実施、議会の議決など、民意の反映方法
について規定されています。
まずは、現在開催している説明会で、市民の皆さまに御説明させていただき、日本型ＩＲ
とはどのようなものか、皆様にご理解いただく事が必要と考えています。
その上で、どのように皆さまの意見を反映するかについて、国からの情報を参考に検討し
ていきます。

IR（統合型リゾート）市民説明会会場で提出された質問書に対する回答
保土ケ谷区（１月23日）分
質問内容

２．誘致できない時の対策は？

回答
横浜市の市税収入の規模は、平成30年度決算で約8,200億円となっており、その約半分を皆
様の個人市民税からいただいております。しかしながら、個人市民税は、将来的に人口減
少により減収の見込みです。
このため、法人市民税などの増収につながる企業誘致や、中小企業の振興など、様々な施
策に取り組んできました。
ＩＲも様々な対応策の一つであり、仮にＩＲが実現できない場合でも、あらゆる施策に
チャレンジして増収に努めていく必要があります。

市税収入の規模は、平成30年度決算で約8,200億円となっており、その約半分を皆様の個人
市民税からいただいています。
３．他市と比較して安全・安心の程度は良いのではない しかしながら、個人市民税は、将来的に人口減少により減収の見込みです。
説明会では、横浜市の状況をご理解いただくため、大阪市、名古屋市、横浜市の上場企業
か 悪い事だけを比較している
数の比較、法人市民税の比較、一般会計予算額の比較など、財政面を中心にをお示したも
のです。

ＩＲができることで、周辺の商業施設等も活性化すると
いう説明がありましたが、現在、魅力のある観光都市が
つくれてない現実があるのに対し、ＩＲができることで
横浜のＩＲ以外の地域にどんどん観光客がおしよせると
考える根拠をもう少しくわしく説明してください。

ＩＲにおいて大規模な国際会議場や展示場を活用し国際的なイベントがで実施される場合
には、これまで横浜を訪れていなかった新たなＭＩＣＥ参加者や観光客が増加し、ＩＲ内
の宿泊施設を超える数の宿泊者が想定され、都心臨海部や市内のホテルへの宿泊が見込ま
れます。
また、アフターコンベンションや同伴者がショッピングや食事、市内観光やスポーツ観
戦、文化芸術施設を訪れることが期待されます。
さらに、ＩＲに設置される送客施設で横浜市郊外部へのツアーなどを行うことで、郊外部
の活性化にもつながると考えられます。
このように、ＩＲで生み出される様々な需要を地域でしっかり受け止めるとともに、ツ
アーなどソフト面での相乗効果により、地域経済をさらに活性化していくと考えます。

①山下ふ頭は港運協会が反対しており、この状況では山
事業を進めるうえでは、港湾事業者等の皆さまのご理解・ご協力が大切です。引き続き丁
下ふ頭は無理と思う。その他の候補地はどこ。山下ふ頭
寧に調整しながら進めていきます。
の反対の状況では認可されないのではないか？

市税収入の規模は、平成30年度決算で約8,200億円となっており、その約半分を皆様の個人
市民税からいただいています。
しかしながら、個人市民税は、将来的に人口減少により減収の見込みです。
このため、法人市民税などの増収につながる企業誘致や、中小企業の振興など、様々な施
②財政改善のためにＩＲというのは短絡的、もっと他の
策に取り組んできました。ＩＲも様々な対応策の一つとなっています。
対応も考えるべき。これしかないと言うなら選挙で民意
また、ＩＲ整備法においては、住民の意見を反映させるために必要な措置として、ＩＲを
を問うべきだ
実施する場合は、都道府県等との協議や同意、公聴会の実施、議会の議決など、民意の反
映方法について規定されています。
まずは、現在開催している説明会で、市民の皆様に御説明させていただき、日本型ＩＲと
はどのようなものか、皆様にご理解いただく事が必要と考えています。

ＩＲ整備法では、カジノの売上により国際会議場や展示場などの観光に寄与する諸施設を
整備・運営する仕組みになっています。
③カジノなしのＩＲ的施設として観光の振興をはかる計
国際競争力の高い大規模なＭＩＣＥ施設については、世界や日本の事例を見ても、国や自
画も検討すべき。それで収益が見込めないなら、中止す
治体が多額の公費等を投入しており、横浜市でも、パシフィコ横浜などに財政支援をして
べき。カジノなしでも収益は出せる努力が必要。できる
きました。
と思う。カジノの議論はその次のステップにすべき。
横浜市にとって、ＭＩＣＥ施設等の整備・運営において、市の財政負担を最小限にし、民
設民営手法であるＩＲが、最も有効な手法と考えています。

これから事業者を公募する現在の段階では、事業者のノウハウや戦略の面からカジノの収
益等の具体的な数字をお示しできませんが、シンガポールでは70％程度がカジノの売上と
なっています。今後、選定された事業者と策定する区域整備計画では、お示ししていきま
カジノの収益をどのくらい見込んでいるのですか。他国
す。
のカジノ収益は頭打ちで減益傾向のようですが。
また、日本型ＩＲが参考としている2010年にオープンしたシンガポールの２つのＩＲで
は、2019年４月に拡張計画が発表されるなど、順調な事業経営がなされ、さらなる魅力増
進の再投資が行われています。

横浜市では今後、生産年齢人口の減少等による、消費や税収の減少、社会保障費の増加な
ど、経済活力の低下や厳しい財政状況が見込まれています。
そうした状況であっても横浜が都市の活力を維持し、子育て、医療、福祉、教育など市民
の皆様の安全安心を確保することが必要です。
現在の山下公園のままを希望。市長の説明のＩＲは市民 そのような中で、ＩＲによる「観光の振興」、「地域経済の振興」、「財政の改善」な
の為になるものとは思えない。だれが大金をはらって遊 ど、これまでにない経済的社会的効果が見込まれ、横浜市が抱える諸課題の有効な対応策
んだり金をおとすのですか。市民はみんなまずしい生活 になり得ると考えられること。
者です。老人が多いとなるとＩＲは必要ありません。 また、世界最高水準のカジノ規制といわれるＩＲ整備法やギャンブル等依存症対策基本法
など、依存症に関する諸制度も整いつつあり、国・自治体・事業者・関係団体がしっかり
と協力することで、依存症の方を増やさないように取り組む環境が整ったこと。
これらを総合的に勘案し、横浜の20年、30年先を見据え、横浜が将来にわたり成長・発展
を続けていくためには、ＩＲを実現する必要があるという結論に至りました。

ＩＲ整備法で、ＩＲ区域は民間事業者による一体として設置・運営されるものとされてい
ます。このため、事業の運営に関しては、事業者が責任を負うものと考えています。
１．カジノ事業者が経営破たんした場合は、横浜市とし しかし、事業経営には、さまざまなリスクがあるのも事実です。
ての対応策は何があるのか。またその場合横浜市として 海外の事例では、事業者が撤退した場合には、施設の譲渡により他の事業者が、経営を継
続することが有力な選択肢とされているほか、ＩＲ整備法においても、事業継続が困難に
事業者に対し支援策を行う用意はあるのか。
なった場合における措置を、設置自治体と事業者が結ぶ実施協定で定めることとされてい
ます。

IR（統合型リゾート）市民説明会会場で提出された質問書に対する回答
保土ケ谷区（１月23日）分
質問内容

回答

２. 事業者が示していれば手前味その試算やハーバーリ
ゾート構想との比較もない中でＩＲ事業の是非は全く判
断できない。すべてに詰めが甘く誘致ありきで進んでい
るとしか思えない。具体的な事業計画を早急に示して欲
しい。具体的な事業計画をもとに再度白紙から議論すべ
きと考えるがいかがか。

平成27年９月にとりまとめた「横浜市山下ふ頭開発基本計画」、ハーバーリゾートの形成
では、「観光・ＭＩＣＥを中心とした魅力的な賑わいの創出」、「親水性豊かなウォー
ターフロントの創出」、「環境に配慮したスマートエリアの創出」の３つの視点を掲げて
います。
特に、山下ふ頭の47ヘクタールという大規模な敷地を活かして、基本方針の第一には、横
浜市の「観光ＭＩＣＥ都市」としての地位を盤石にすべく、国内外から多くの人々を呼び
込む大規模コンベンション機能を想定していました。
このような中、平成28年12月にＩＲ推進法、平成30年７月にＩＲ整備法が国で成立し、わ
が国の観光・ＭＩＣＥ戦略に基づく、ＩＲ制度の枠組みが示されました。この、国の法制
化の検討の中で、わが国の観光・ＭＩＣＥ戦略を達成できる大規模施設を民設民営で建設
することが難しいと検証されています。
これらの事から、市費の負担を最小限にし、山下ふ頭でのハーバーリゾートの形成をス
ピード感を持って形成するためには、国家的なプロジェクトである日本型ＩＲ制度を活用
することが最適であると判断しています。
なお、具体的な事業の計画は、区域整備計画において、お示ししていきます。

3. 治安対策として、区域周辺にカメラを設置するとの
現在、市内に設置されている防犯カメラ同様、プライバシーに配慮しながら設置・運用し
ことですが、その結果市民の監視強化につながると考え
ていきます。
るが、いかがか。
横浜市民の雇用状況の説明がありませんでしたが、具体
化が不明です。カジノ誘致国では地元の雇用でなく、か
えって仕事がなくなり、他市へ移動せざるを得ない実態
をきいております。

横浜市民の皆さまにとって雇用の選択肢が増えるとともに、国内外からの働き手が集ま
り、人口増にも貢献するような、魅力あるＩＲを実現したいと考えています。
また、ＩＲについては、国際観光都市にふさわしい、専門人材の育成が不可欠と考えてい
ます。横浜市の作成する実施方針において、開業前からの人材育成を事業者に求めていき
ます。
これにより、ＩＲだけでなく地域の人材輩出にも貢献するよう事業を進めていきます。

大阪と比較されていますが、大阪と横浜の市政の違いは 観光面では、大阪は関西国際空港に近く、観光資源が多い関西観光の拠点となっており、
外国人観光客が日本を周遊するゴールデンルートになっていることから、観光客が多いも
どこにあると思索されているのか説明を。
のと考えています。
横浜市は、外国人観光客に訴求する観光資源が大阪に比べ少ないため、既存の観光資源の
魅力化や新しい観光資源を作り出すことが必要と考えています。
ＩＲ設置に伴い、（インバウンドを含め）人の往来が急
増すると考えます（※）
一方で、ＩＲ周辺部における交通流（鉄道、バス、道
路）は、決して十分にあるとは思えません。混雑対策に
ついて教えてください。
※本日の資料 ＩＲへの訪問者数2,000万/年～5.5万人/
日、ＩＲ区域での消費額4500億→現在の1.2倍、⇒混雑
率1.2～1.5倍

ＩＲの整備に伴う多くの来街者に対応して、交通対策を開業までに講じていきます。
自動車交通に伴う交通対策については、道路の新設・拡幅、交通規制などの対策を検討し
ていきます。
また、歩行者交通に伴うアクセス手段については元町中華街駅から山下ふ頭までの、歩道
の拡幅、地下道やペデストリアンデッキの新設などの対策を検討し、今後策定する区域整
備計画でお示ししていきます。

ＩＲ計画のカジノ抜きはないのですか

ＩＲ整備法では、カジノの売上により国際会議場や展示場などの観光に寄与する諸施設を
整備・運営する仕組みになっています。
国際競争力の高い大規模なＭＩＣＥ施設については、世界や日本の事例を見ても、国や自
治体が多額の公費等を投入しており、横浜市でも、パシフィコ横浜などに財政支援をして
きました。
横浜市にとって、ＭＩＣＥ施設等の整備・運営において、市の財政負担を最小限にし、民
設民営手法であるＩＲが、最も有効な手法と考えています。

東京・名古屋における検討状況については、ホームページ等で公開されているもの以外、
東京、名古屋が検討中の内容は解っていますか。解って
情報を持っておりませんが、東京都は平成26年度から30年度にＩＲに関する調査を行って
いるのであれば教えてください。
います。

海外事業者が儲けて終わりになりませんか？

ＩＲに訪れる観光客数の割合は日本人が多くなることが見込まれる一方、有識者からは、
外国人の消費単価は日本人よりも高く、カジノにおける日本人からの売上は、半分程度と
なると言われています。
ＩＲ整備法では、カジノの収益の３０％を国と設置自治体に納付すること、カジノの収益
を、先行投資したＩＲ施設の建設費の償還や、ＭＩＣＥ施設等のＩＲ施設の運営に充てる
こと、ＩＲ事業者は、長期的にＩＲの魅力を維持し続けていくため、カジノに
よる収益を再投資し、ＩＲの事業内容の向上やＩＲ整備計画に関する施策への協力に充て
るよう努めなければならないとことを義務づけており、カジノの収益が国内に還元される
仕組みとなっています。

ＩＲ整備法では、カジノの売上により国際会議場や展示場などの観光に寄与する諸施設を
整備・運営する仕組みになっています。
観光先進都市をめざすのならば大阪市や名古屋市などと 国際競争力の高い大規模なＭＩＣＥ施設については、世界や日本の事例を見ても、国や自
比べないで、他の地方都市の取組を学んでください。な 治体が多額の公費等を投入しており、横浜市でも、パシフィコ横浜などに財政支援をして
ぜカジノと併設するのですか？カジノは要りません！ きました。
横浜市にとって、ＭＩＣＥ施設等の整備・運営において、市の財政負担を最小限にし、民
設民営手法であるＩＲが、最も有効な手法と考えています。

ＩＲ整備法においては、住民の意見を反映させるために必要な措置として、ＩＲを実施す
る場合は、都道府県等との協議や同意、公聴会の実施、議会の議決など、民意の反映方法
市長の再選時は「ＩＲは白紙」としていました。議会で
について規定されています。
可決されたから市民の合意を得たというの強引と思いま
まずは、現在開催している説明会で、市民の皆さまに御説明させていただき、日本型ＩＲ
す。大阪都構想のように住民投票をすべきと考えます
とはどのようなものか、皆様にご理解いただく事が必要と考えています。
が、なぜ実施しないのですか？
その上で、どのように皆さまの意見を反映するかについて、国からの情報を参考に検討し
ていきます。

IR（統合型リゾート）市民説明会会場で提出された質問書に対する回答
保土ケ谷区（１月23日）分
質問内容

回答

市税収入の規模は、平成30年度決算で約8,200億円となっており、その約半分を皆様の個人
市民税からいただいています。
上場企業数が他大都市より少なく、税収面で課題とのこ しかしながら、個人市民税は、将来的に人口減少により減収の見込みです。
とでしたが、ＩＲをすれば来るという確証があるので このため、法人市民税などの増収につながる企業誘致や、中小企業の振興など、様々な施
策に取り組んできました。
しょうか？
ＩＲも企業誘致などと同様に対応策の１つとなっていますので、ＩＲによる企業誘致を期
待しているのではなく、「財政の改善」などの効果に着目しています。

統合型観光リゾートエリアにカジノがなくても経済効果
は高いと思いますが、カジノがある場合とない場合でど
れくらい収益に差がでてくるのでしょうか？またカジノ
がなければ今後市が必要とする収益を得られないので
しょうか？

ＩＲ整備法では、カジノの売上により国際会議場や展示場などの観光に寄与する諸施設を
整備・運営する仕組みになっています。
国際競争力の高い大規模なＭＩＣＥ施設については、世界や日本の事例を見ても、国や自
治体が多額の公費等を投入しており、横浜市でも、パシフィコ横浜などに財政支援をして
きました。
横浜市にとって、ＭＩＣＥ施設等の整備・運営において、市の財政負担を最小限にし、民
設民営手法であるＩＲが、最も有効な手法と考えます。

人口減少による様々な課題は横浜に限らずの事だと思い
ます。これを打開するためのＩＲということですが、他
の手法は検証されたのでしょうか？また他の手法との効
果や収益の差がどれくらい異なると見込まれているので
しょうか。（※検討に上がった他手法も教えて下さい）

横浜市の市税収入の規模は、平成30年度決算で約8,200億円となっており、その約半分を皆
様の個人市民税からいただいております。しかしながら、個人市民税は、将来的に人口減
少により減収の見込みです。
このため、法人市民税などの増収につながる企業誘致や、中小企業の振興など、様々な施
策に取り組んできました。
ＩＲも様々な対応策の一つであり、仮にＩＲが実現できない場合でも増収に努めていきま
すが、経済活力の維持や財政運営が厳しい状況となると考えます。

ＩＲの実施は民間活力によるとのことですが、市は年間 ギャンブル等依存症の予防・治療・調査、治安の維持、周辺地域との回遊性を高めるため
どのくらいの予算をＩＲに関して計上する予定なので の都市基盤整備など、ＩＲの懸念事項等に関する自治体の施策に係る経費については、区
域整備計画の策定までに明らかにしていきます。
しょうか？

横浜市は、民間事業者を選定し、その後、民間事業者と共同で区域整備計画を策定し、国
に認定申請を行います。計画認定後、民間事業者と横浜市が実施協定を締結します。
横浜市は、民間事業者に対して、区域整備計画の適正な実施及び実施協定の確実な履行の
ため、業務若しくは経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示
ＩＲの実施において、国・県・市の役割分担はどうなる をすることとなります。
県は、区域整備計画に県の施策を位置づけ、実施します。
のでしょうか？
国は、国土交通省が区域整備計画の認定等や、その適切な実施について市とＩＲ事業者を
監督します。
また、国の外局として設置されたカジノ管理員会が、カジノの免許の審査、カジノ事業の
規制・監督等を行います。

ＩＲ整備法では、ＩＲ区域内における施設の設置・運営は民間事業者が行うことになって
おり、公費の負担を最小限にして国際競争力の高い滞在型観光を実現する国家的なプロ
ジェクトとして位置づけられています。
ただし、ＩＲ整備法においては、ＩＲを設置する自治体は、ＩＲ区域の整備推進に関する
ＩＲの運営にあたり、市の予算はどういった面（施設整
施策やカジノ施設の設置及び運営に伴う有害な影響の排除を適切に行うために必要な施策
備？人件費？）に使うのでしょうか？
を、国との適切な役割分担の下、実施する責務を有するとされています。
ギャンブル等依存症の予防・治療・調査、治安の維持、周辺地域との回遊性を高めるため
の都市基盤整備など、ＩＲの懸念事項等に関する自治体の施策に係る経費については、区
域整備計画の策定までに明らかにしていきます。

カジノ入場の本人確認は、マイナンバーカードのみです ＩＲ整備法では、日本人は、カジノの入退場時にマイナンバーカードによる本人確認をす
か？（P34で「マイナンバーカード等」、P38で「マイナ ることとなっています。また、外国人はパスポートにより本人確認をすることとなってい
ます。
ンバーカード」）
ＩＲ整備法では、半グレという定義はなく、暴力団をはじめ反社会的勢力の関与を厳しく
暴対法の規制にかかりにくい、いわゆる「半グレ」に対 排除しています。具体的には、国の外局として設置されたカジノ管理委員会でＩＲ事業者
の反社会的勢力の関与を厳しく管理・監督していくこととなり、犯罪行為に対しては、警
してはどのように規制するのですか。
察と連携し、しっかりと対応していきます。
家族による入場制限を依存症対策の一つとしています 入場者又はその家族その他の関係者の申出によりカジノの入場を制限することができます
が、家族のいない人でも依存傾向にある人にはどのよう が、カジノの運営に関する事項に関しては、今後、カジノ管理委員会等で検討がなされる
ものと考えています。
に対応するのでしょうか？

意見です。持続可能な経済活力は理解できます。しか
し、自分が生まれ育った横浜に、カジノやギャンブルの
イメージがつくのはどうしても抵抗があります。一部の
声の大きい人たちだけで決めてしまうのではなく、せめ
て住民投票で賛成多数というのであればまだ納得できま
す。この点だけでもどうか再考いただけますと幸いで
す。

ＩＲ整備法においては、住民の意見を反映させるために必要な措置として、ＩＲを実施す
る場合は、都道府県等との協議や同意、公聴会の実施、議会の議決など、民意の反映方法
について規定されています。
まずは、現在開催している説明会で、市民の皆さまに御説明させていただき、日本型ＩＲ
とはどのようなものか、皆様にご理解いただく事が必要と考えています。
その上で、どのように皆さまの意見を反映するかについて、国からの情報を参考に検討し
ていきます。

IR（統合型リゾート）市民説明会会場で提出された質問書に対する回答
保土ケ谷区（１月23日）分
質問内容

「国は基本方針案で地域における十分な合意形成の確保
を求めている。どう証明するのか？」と12月９日に質問
がありましたが、回答は説明になっていませんでした。
説明会を開くこと、丁寧な説明をするだけでは民意を得
たことにはなりません。最終的には議会にはかって、と
おっしゃいますが、選挙の時、カジノ反対だった候補者
以外はカジノについて賛否を表明しておらず、議会の議
決はことカジノについては市民との合意形成の証明には
なりません。どう証明しますか？

回答

ＩＲ整備法においては、住民の意見を反映させるために必要な措置として、ＩＲを実施す
る場合は、都道府県等との協議や同意、公聴会の実施、議会の議決など、民意の反映方法
について規定されています。
まずは、現在開催している説明会で、市民の皆さまに御説明させていただき、日本型ＩＲ
とはどのようなものか、皆様にご理解いただく事が必要と考えています。
その上で、どのように皆さまの意見を反映するかについて、国からの情報を参考に検討し
ていきます。

合わせて合意形成の確保の証明に住民投票を検討しない
理由をご説明ください。なぜしないと明言されるのです
か？証明は住民投票が一番確かなのではないですか。

12/26カジノでいくら負けを見込んでいるのか、の質問
に副市長は5000億円以上だれかが負けると答えました。
1/17にはカジノでの日本人の売り上げは半分程度と市長
が答えました。カジノで市民（日本人）が年2500億円以
上負けると見込んでこの計画を進めているのですか？

日本には、公益面から法律で認められている競馬などの公営競技、宝くじやtoto、パチン
コなどの様々なギャンブルや遊戯が存在しています。多くの方々は節度を持ってこれらを
利用されています。
一方で過度な「のめり込み」などによって、社会生活に支障を及ぼしている方がいらっ
しゃるのも事実です。
このため、日本型ＩＲには、厳格な免許制や入場制限など世界最高水準のカジノ規制が施
されているとともに、問題のある利用者への徹底した対応や相談窓口の設置など責任ある
運営が求められています。
また、これから事業者を公募する現在の段階では、事業者のノウハウや戦略の面からカジ
ノの収益等の具体的な数字をお示しできませんが、ＩＲに訪れる観光客数の割合は日本人
が多くなることが見込まれる一方、有識者からは、カジノにおける日本人からの売上は、
半分程度となると言われています。今後、区域整備計画を策定する中で、お示ししていき
ます。

カジノからの市の収入は年間いくらと見込んでいます
か？

今回お示ししている820億円から1,200億円の横浜市の増収額は、カジノ納付金のほか、床
面積の３％以内のカジノを含めた、ＭＩＣＥ・ホテル・エンターテイメント施設など大規
模な建物にかかる固定資産税等や、リゾート施設全体の収益に伴う法人市民税なども含ま
れています。カジノの年間収益がについては、これから事業者を公募する現在の段階で
は、事業者のノウハウや戦略の面から具体的な数字をお示しできませんが、今後、実施方
針や区域整備計画を策定する中で、施設の構成や規模が具体化してきますので、より精度
の高い数値をお示ししていきます。

横浜市では、ＩＲ事業の推進にあたって公平性・公正性を確保するため、「ＩＲ（統合型
リゾート）に関する事業者対応の取扱い」を策定・公表しています。事業者との面談にあ
ＩＲ汚職事件が起きています。カジノ禁止法案も提出さ たっては、事業者に「ＩＲに関する面談申込書」の提出を求め、その目的を確認するとと
れました。一旦すべての進捗作業を停止しべきではない もに、面談後には「ＩＲに関する事業者の面談記録」を作成しています。
横浜市は事業者と適正に対応しており、これまで同様、ＩＲの実現に向けて公正・中立
ですか。
に、また、現在、国からスケジュールの見直しも示されていないため、国における検討状
況を踏まえ、事業を進めていきます。

今回お示ししている820億円から1,200億円の横浜市の増収額は、カジノ納付金のほか、入
場料収入、床面積の３％以内のカジノを含めた、ＭＩＣＥ・ホテル・エンターテイメント
施設など大規模な建物にかかる固定資産税等、リゾート施設全体の収益に伴う法人市民税
カジノ納付金、入場料、法人住民税、固定資産税、都市
なども含まれています。その内訳についてはこれから事業者を公募する現在の段階では、
計画税それぞれの金額を出してください。
事業者のノウハウや戦略の面から具体的な数字をお示しできませんが、今後、実施方針や
区域整備計画を策定する中で、施設の構成や規模が具体化してきますので、より精度の高
い数値をお示ししていきます。

ＩＲ施設の総床面積の３％がカジノの面積だから大した
広さではない、と言われますが、それは横浜スタジアム
とほぼ同じ面積となります。カジノは賭博で、賭博は法
律で禁じられています。特別法でむりやり認めるやり方
でしかも、治安の悪化、ギャンブル依存症のひろがりな
どを検討せざるをえないことは市長も認めています。な
ぜ市民が多数、市民が異議を唱えているのに無理を押し
とおすのですか。理由を示してください。

横浜市では今後、生産年齢人口の減少等による、消費や税収の減少、社会保障費の増加な
ど、経済活力の低下や厳しい財政状況が見込まれています。
そうした状況であっても横浜が都市の活力を維持し、子育て、医療、福祉、教育など市民
の皆様の安全安心を確保することが必要です。
そのような中で、ＩＲによる「観光の振興」、「地域経済の振興」、「財政の改善」な
ど、これまでにない経済的社会的効果が見込まれ、横浜市が抱える諸課題の有効な対応策
になり得ると考えられること。
また、世界最高水準のカジノ規制といわれるＩＲ整備法やギャンブル等依存症対策基本法
など、依存症に関する諸制度も整いつつあり、国・自治体・事業者・関係団体がしっかり
と協力することで、依存症の方を増やさないように取り組む環境が整ったこと。
これらを総合的に勘案し、横浜の20年、30年先を見据え、横浜が将来にわたり成長・発展
を続けていくためには、ＩＲを実現する必要があるという結論に至りました。
日本には、公益面から法律で認められている競馬などの公営競技、宝くじやtoto、パチン
コなどの様々なギャンブルや遊戯が存在しています。多くの方々は節度を持ってこれらを
利用されています。
一方で過度な「のめり込み」などによって、社会生活に支障を及ぼしている方がいらっ
しゃるのも事実です。
このため、日本型ＩＲには、厳格な免許制や入場制限など世界最高水準のカジノ規制が施
されているとともに、問題のある利用者への徹底した対応や相談窓口の設置など責任ある
運営が求められています。
日本型ＩＲが参考としているシンガポールでは、ＩＲの設置前から依存症対策に取り組ん
だ結果、既存を含めたギャンブル依存症の方が減少しています。
横浜市でもこれらの成功事例を参考に 国 事業者 関係団体などと協力して依存症の方

IR（統合型リゾート）市民説明会会場で提出された質問書に対する回答
保土ケ谷区（１月23日）分
質問内容

回答
横浜市でもこれらの成功事例を参考に、国、事業者、関係団体などと協力して依存症の方
を増やさないように取組を徹底していきます。

今回お示ししている820億円から1,200億円の横浜市の増収額は、カジノ納付金のほか、入
場料収入、床面積の３％以内のカジノを含めた、ＭＩＣＥ・ホテル・エンターテイメント
ＩＲカジノを導入すると何故人口がふえるのですか。な 施設など大規模な建物にかかる固定資産税等、リゾート施設全体の収益に伴う法人市民税
ぜ税収が増えるのですか。治安の悪化、なぜマイナスも なども含まれています。
多い二ではないですか。悪い面も市民に示さないのはア カジノに起因する懸念事項としては ①ギャンブル等依存症 ②青少年への影響等 ③マ
ネーローンダリング ④反社会的勢力の関与 ⑤地域環境への影響が挙げられます。これ
ンフェアです。
らを踏まえＩＲ整備法では、カジノ施設の設置・運営に伴う有害な影響の排除を適切に行
うための施策の策定及び実施を国や設置自治体に義務付けています。

なぜ民意を無視してまで強行しようとするのですか。

ＩＲ整備法においては、住民の意見を反映させるために必要な措置として、ＩＲを実施す
る場合は、都道府県等との協議や同意、公聴会の実施、議会の議決など、民意の反映方法
について規定されています。
まずは、現在開催している説明会で、市民の皆さまに御説明させていただき、日本型ＩＲ
とはどのようなものか、皆様にご理解いただく事が必要と考えています。
その上で、どのように皆さまの意見を反映するかについて、国からの情報を参考に検討し
ていきます。

日本型ＩＲ自体が、海外の都市の成功や失敗など先進事例を参考としながら制度設計され
ており、カジノの規制は世界最高水準と言われています。
具体的には、海外の事例を踏まえＩＲ整備法では、カンウオンランド（韓国）のようにカ
ジノだけが先行して開業することができない規定となっており、また、アトランティック
海外でうまくいかなかった例も多いようですが、もっと シティ（米国）のように過当競争に陥らないよう、日本型ＩＲの国内の設置数は、３か所
が上限となっています。
調査熟考したほうがよいと思いますが如何ですか。
日本型ＩＲが参考としているシンガポールでは、ＩＲの設置前から依存症対策に取り組ん
だ結果、既存を含めたギャンブル依存症の方が減少しています。
横浜市でもこれらの成功事例を参考に、国、事業者、関係団体などと協力して依存症の方
を増やさないように取組を徹底していきます。

倫り感が感じられません。横浜の未来（めざすもの）と
して「横浜に暮らしたい」とありますが、カジノがある
ような所では暮らしたいとは思いませんが、治安悪化・ 日本には、公益面から法律で認められている競馬などの公営競技、宝くじやtoto、パチン
依存症、そして住民減少などマイナス面が多く見られる コなどの様々なギャンブルや遊戯が存在しています。多くの方々は節度を持ってこれらを
ことになったらどう責任をとられますか。
利用されています。
一方で過度な「のめり込み」などによって、社会生活に支障を及ぼしている方がいらっ
しゃるのも事実です。
このため、日本型ＩＲには、厳格な免許制や入場制限など世界最高水準のカジノ規制が施
治安悪化・依存症は起こってくることなのに悪い物を されているとともに、問題のある利用者への徹底した対応や相談窓口の設置など責任ある
作っておいて対策するというのはおかしくないでしょう 運営が求められています。
か？まったく市民のためにならないと思うので、もう●
●（判別不明）生とお願いしたいと思いますがいかがで
すか。

前回市長選挙時、ＩＲについては白紙と聞き、現市長に
投票しました。白紙より昨年IRを設置すると聞きまし
た。設置ということがわかっていれば現市長には投票し
ませんでした。今回、設置（ＩＲ)ということならば改
めて是非を問うべきと思います。住民投票を実施し、市
民の声を聞くべきです。現在市長は住民投票はしないと
していますが何故でしょう。実施することを強く要請し
ます。

ＩＲ整備法においては、住民の意見を反映させるために必要な措置として、ＩＲを実施す
る場合は、都道府県等との協議や同意、公聴会の実施、議会の議決など、民意の反映方法
について規定されています。
まずは、現在開催している説明会で、市民の皆さまに御説明させていただき、日本型ＩＲ
とはどのようなものか、皆様にご理解いただく事が必要と考えています。
その上で、どのように皆さまの意見を反映するかについて、国からの情報を参考に検討し
ていきます。

横浜市では今後、生産年齢人口の減少等による、消費や税収の減少、社会保障費の増加な
ど、経済活力の低下や厳しい財政状況が見込まれています。横浜市は基礎自治体として人
口規模が国内最大で、高度経済成長の人口急増期に公共施設を集中して整備した経緯があ
り、他都市に比べその影響が大きいと考えています。
そうした状況であっても横浜が都市の活力を維持し、子育て、医療、福祉、教育など市民
の皆様の安全安心を確保することが必要です。
そのような中で、ＩＲによる「観光の振興」、「地域経済の振興」、「財政の改善」な
ど、これまでにない経済的社会的効果が見込まれ、横浜市が抱える諸課題の有効な対応策
になり得ると考えられること。
また、世界最高水準のカジノ規制といわれるＩＲ整備法やギャンブル等依存症対策基本法
10年先、20年先に活力のある横浜、子や孫に誇れる横浜 など、依存症に関する諸制度も整いつつあり、国・自治体・事業者・関係団体がしっかり
を引き継ぐのはカジノ（バクチ場）では子や孫にはずか と協力することで、依存症の方を増やさないように取り組む環境が整ったこと。
これらを総合的に勘案し、横浜の20年、30年先を見据え、横浜が将来にわたり成長・発展
しい！！
を続けていくためには、ＩＲを実現する必要があるという結論に至りました。
カジノを含むＩＲ導入は反対です。高齢化、生産年齢人
口の減少は横浜市に限ったことではありません。その解
決策がカジノを含むＩＲ導入とは余りにも知恵がなさ過
ぎます。

IR（統合型リゾート）市民説明会会場で提出された質問書に対する回答
保土ケ谷区（１月23日）分
質問内容

回答

ＩＲについて2014年度から検討調査のための予算を計上し、継続してその判断に必要な検
討を進めるとともに、国の動向の把握に努めてまいりました。
2018年７月に、ＩＲ整備法やギャンブル等依存症対策基本法が成立し、国が導入するＩＲ
がどのようなものか、依存症にどのような対応をしていくのか、明らかになってまいりま
した。
新聞等では多くの市民がカジノを横浜に誘致するのは反 横浜市の調査でもＩＲ整備法の成立を踏まえ、事業者から横浜にＩＲを設置した場合の経
対しているのに何故市民の声を聞き立ち止まって考えな 済的・社会的効果や、有識者からのご意見も頂いてまいりました。
また、この間、市民の依存症に対するご心配の声や経済的な効果を期待する声など様々な
いのか？民主主義に反する。
意見をいただいてきました。
これらを踏まえ、横浜の20年、30年先を見据え、横浜が将来にわたり成長・発展を続けて
いくためには、ＩＲを実現する必要があるという結論に至りました。
二元代表制のもと、議決が必要な案件については、市民の皆さまに選ばれた市会の皆様に
お諮りしながら市政を進めていきます。
市税収入の規模は、平成30年度決算で約8,200億円となっており、その約半分を皆様の個人
市民税からいただいています。
横浜の有識者を集め10年後、20年後のあるべき横浜市に
しかしながら、個人市民税は、将来的に人口減少により減収の見込みです。
つき検討をし、どのような選択肢があるのかを示すべ
このため、法人市民税などの増収につながる企業誘致や、中小企業の振興など、様々な施
き！！
策に取り組んできました。ＩＲも様々な対応策の一つとであり、ＩＲで全てを解決するも
のではありません。
ＩＲについて2014年度から検討調査のための予算を計上し、継続してその判断に必要な検
討を進めるとともに、国の動向の把握に努めてまいりました。
2018年７月に、ＩＲ整備法やギャンブル等依存症対策基本法が成立し、国が導入するＩＲ
がどのようなものか、依存症にどのような対応をしていくのか、明らかになってまいりま
した。
市長はカジノ誘致は白紙と言って当選した。その後、８
横浜市の調査でもＩＲ整備法の成立を踏まえ、事業者から横浜にＩＲを設置した場合の経
月に白紙から一変して誘致するに変えた。しかも市議会
済的・社会的効果や、有識者からのご意見も頂いてまいりました。
で態度を変えるのは市民の声を聞いて決めるといったの
また、この間、市民の依存症に対するご心配の声や経済的な効果を期待する声など様々な
にどこで市民に聞いたのか教えて下さい。
意見をいただいてきました。
これらを踏まえ、横浜の20年、30年先を見据え、横浜が将来にわたり成長・発展を続けて
いくためには、ＩＲを実現する必要があるという結論に至りました。
二元代表制のもと、議決が必要な案件については、市民の皆さまに選ばれた市会の皆様に
お諮りしながら市政を進めていきます。

カジノ誘致の理由に、将来の税収入が一人当たりの税使
用額を大阪と比較したり、観光客の泊り率が小さいとか 説明会では、横浜市の状況をわかりやすくご理解いただくため、大阪市、名古屋市、横浜
いういらない数字をあげたが良く調べると比較の前提が 市の上場企業数の比較、法人市民税の比較、一般会計予算額の比較をお示ししています。
間違いではないのか。

ＩＲに設置されるカジノに起因する懸念事項としては ①ギャンブル等依存症 ②青少年
ＩＲカジノの誘致が大きな経済効果といっているが、デ
への影響等 ③マネーローンダリング ④反社会的勢力の関与 ⑤地域環境の影響 があ
メリットをなにも語らないのはなぜか。
り、それらの対策にも言及させていただいています。

ＩＲに訪れる観光客数の割合は日本人が多くなることが見込まれる一方、有識者からは、
外国人の消費単価は日本人よりも高く、カジノにおける日本人からの売上は、半分程度と
なると言われています。
シンガポールの例をあげたが、客は外国人中心、日本は
ＩＲ区域内の、大規模なＭＩＣＥ施設や魅力施設等により、来街者の増加やビジネスの機
70～80の日本人、年間8000億といわれる中身は日本人の
会が創出され、新たな需要と消費を生み出し、経済効果を広範囲に及ぼすものと考えてい
失金○○(判別不明) 周りの商店街はうるおう事はな
ます。ＩＲの推進と合わせて、周辺地域の魅力向上に努めるとともに、ＩＲと周辺地域が
い。
連携することで、相乗効果を生み出していきます。
先進事例である、シンガポールでは、２つのＩＲのオープンに伴って、外国人観光消費額
は10年足らずで倍増するなど、周辺地域へのシャワー効果が確認されています。

敷地の３％がカジノとは、横浜の○○(判別不明）
浜球場の大きさとなるのか○○(判別不明）か。

ＩＲ全体の床面積は、事業者により提案の幅があり各事業者のノウハウとなっているた
め、公募前の現段階では、皆さまにお示しできませんが、今後、選定された事業者と策定
横 する区域整備計画で、施設の構成や規模が具体化してきますので、その中で明らかにして
いきます。
また、カジノを行う区域の床面積は、ＩＲ施設全体の床面積の３％以内と法令で定められ
ています。

ＩＲにおいて大規模な国際会議場や展示場を活用し国際的なイベントがで実施される場合
には、ＩＲ内の宿泊施設を超える数の宿泊者が想定され、都心臨海部や市内のホテルへの
宿泊が見込まれます。
また、アフターコンベンションや同伴者がショッピングや食事、市内観光やスポーツ観
リゾート型と言っているが、ＩＲの中だけの事で周りは
戦、文化芸術施設を訪れることが期待されます。
何のウルオイはない。
更には、ＩＲに設置される送客施設などで横浜市郊外部へのツアーなどを行うなど、郊外
部の活性化にもつなげる取組を誘導していきます。
このように、ＩＲで生み出される様々な需要を地域でしっかり受け止めるとともに、ツ
アーなどソフト面での相乗効果により、地域経済をさらに活性化していきます。

ギャンブ依存症対策を「業者」へ行かせるとはおかしな ＩＲ整備法では、カジノ施設の設置・運営に伴う有害な影響の排除を適切に行うための施
事だ。ほんとうか。
策の策定及び実施を国や設置自治体に義務付けており、事業者には協力を義務付けていま
す。
「横浜の現状１」の表について、昨年のＩＲの説明会の
場でも発言させて頂きましたが、この表は不親切である
説明会では、横浜市の状況をわかりやすくご理解いただくため、外国人延べ宿泊者数の全
こと。どうして同じように使われたのでしょうか？（出
国と横浜の伸び率をお示ししています。
すならもっと市民が理解できるようにしてほしいのです
が）

IR（統合型リゾート）市民説明会会場で提出された質問書に対する回答
保土ケ谷区（１月23日）分
質問内容

回答

市長は「ていねいな説明を各区で」おっしゃっていまし
たが、説明会への参加にはハードルが高いと思います。
なぜ多くの会場が19：00～なのでしょうか？（昼間の明
るい時間にも多く開催してほしかったです）（子連れで
も参加できるような配慮）

今回の説明会は、昨年の補正予算議決後、年度内に18区で市長による説明会を開催するた
め、各区の公会堂の空いている時間と市長の日程を調整した結果、夜間での開催が多くな
りましたので、ご理解いただければと存じます。
来年度以降についても、実施方針や区域整備方針の作成など、手続きの節目ごとに、市民
の皆様へのご説明等を行っていきます。
また、市民説明会にご参加できない市民の皆様に対しても、ＩＲの実現に向けた本市の考
え方や懸念事項への取組等について、ご理解いただけるよう「広報よこはま」の活用や、
リーフレットの作成、わかりやすい動画の配信などを行っていきます。

今回の事案につきましては、私どもも報道による内容しか情報がありませんが、収賄が事
実だとすれば、あってはならないことですし、厳正に対処されるべきであると思います。
国ではＩＲに関係した国会議員が逮捕されるという状況 横浜市では、ＩＲ事業の推進にあたって公平性・公正性を確保するため、「ＩＲ（統合型
で、このような不安な国の状況の中で、横浜市として大 リゾート）に関する事業者対応の取扱い」を策定・公表しています。
事業者との面談にあたっては、事業者に「ＩＲに関する面談申込書」の提出を求め、その
丈夫なのでしょうか？
目的を確認するとともに、面談は必ず複数の職員で対応し、面談後は、「ＩＲに関する事
業者の面談記録」を作成しています。

日本には、公益面から法律で認められている競馬などの公営競技、宝くじやtoto、パチン
コなどの様々なギャンブルや遊戯が存在しています。多くの方々は節度を持ってこれらを
利用されています。
一方で過度な「のめり込み」などによって、社会生活に支障を及ぼしている方がいらっ
しゃるのも事実です。
なぜギャンブルで泣く人がいる中で、そのお金で市がう このため、日本型ＩＲには、厳格な免許制や入場制限など世界最高水準のカジノ規制が施
されているとともに、問題のある利用者への徹底した対応や相談窓口の設置など責任ある
るおうことを考えるのでしょうか。
運営が求められています。
日本型ＩＲが参考としているシンガポールでは、ＩＲの設置前から依存症対策に取り組ん
だ結果、既存を含めたギャンブル依存症の方が減少しています。
横浜市でもこれらの成功事例を参考に、国、事業者、関係団体などと協力して依存症の方
を増やさないように取組を徹底していきます。

ＩＲ反対です。

横浜市では今後、生産年齢人口の減少等による、消費や税収の減少、社会保障費の増加な
ど、経済活力の低下や厳しい財政状況が見込まれています。
そうした状況であっても横浜が都市の活力を維持し、子育て、医療、福祉、教育など市民
の皆様の安全安心を確保することが必要です。
そのような中で、ＩＲによる「観光の振興」、「地域経済の振興」、「財政の改善」な
ど、これまでにない経済的社会的効果が見込まれ、横浜市が抱える諸課題の有効な対応策
になり得ると考えられること。
また、世界最高水準のカジノ規制といわれるＩＲ整備法やギャンブル等依存症対策基本法
など、依存症に関する諸制度も整いつつあり、国・自治体・事業者・関係団体がしっかり
と協力することで、依存症の方を増やさないように取り組む環境が整ったこと。
これらを総合的に勘案し、横浜の20年30年先を見据え、横浜が将来にわたり成長・発展を
続けていくためには、ＩＲを実現する必要があるという結論に至りました。

ギャンブル依存症対策について、現在ギャンブル依存症
専門医及びカウンセラーの人数、医師等が常駐している
病院名及び数は把握されていますか。又、将来的に増や
す予定、考えはありますか。

横浜市では、平成28年度に「横浜市における依存症対策の現状調査」を実施しており、横
浜市及び周辺市域の病院・診療所、回復し市悦、自助グループ等の把握をしています。報
告書は市のホームページで公表しています。なお、今後の対策については、総合的な依存
症対策の中で、引き続き、検討していきます。

ＩＲの経済波及効果は、建設時7,500億円から1兆2,000億円、運営時に年間6,300億円から
１兆円としています。
この効果の算定にあたっては、事業者ごとに施設構成や規模、ＩＲ全体の売上などの異
なった情報が提供された中で、この数値を市と監査法人で確認し、横浜市の産業連関表を
経済的効果とありますが、税収は本当に望めるのでしょ
用いて波及効果を算出したもので、事業者ごとに施設構成や規模、売上が異なっていたた
うか。
め数字の幅が生じています。
なお、内訳ついては、各事業者のノウハウとなっているため、お示しできません。
今後、区域整備計画の策定までに、施設の構成や規模が具体化してきますので、より精度
の高い数値をお示ししていきます。
横浜市の市税収入の規模は、平成30年度決算で約8,200億円となっており、その約半分を皆
様の個人市民税からいただいております。しかしながら、個人市民税は、将来的に人口減
他に税収増の対策はないのでしょうか。又、そもそもＩ 少により減収の見込みです。
Ｒ誘致が出来なかった場合の対策は考えていないので このため、法人市民税などの増収につながる企業誘致や、中小企業の振興など、様々な施
策に取り組んできました。
しょうか。
ＩＲも様々な対応策の一つであり、仮にＩＲが実現できない場合でも、あらゆる施策に
チャレンジして増収に努めていく必要があります。

増税額の使い方（給食センター、福祉）

ＩＲによる横浜市の増収効果は、年間820億円から1,200億円となっています。
この数値は、ご協力していただいた事業者の皆様から精査のうえ提供いただいた施設規模
や収支見込みなどを基に、それぞれの税収見込み等を市で算出したものです。
ＩＲ整備法では、その納付金の相当額を
・観光の振興に関する施策
・地域経済の振興に関する施策
・ＩＲ整備の推進に関する施策
・カジノの設置・運営に伴う有害な影響の排除を行うために必要な施策
・社会福祉の増進及び文化芸術の振興に関する施策に必要な経費に充てることができると
規定されていますので、市民生活に身近な、医療や福祉、子育て、教育に重きを置いて活
用することも可能です。具体的な使途については、今後策定する区域整備計画でお示しし
ていきます。

IR（統合型リゾート）市民説明会会場で提出された質問書に対する回答
保土ケ谷区（１月23日）分
質問内容

回答

ＩＲ整備法で、ＩＲ区域は民間事業者による一体として設置・運営されるものとされてい
ます。このため、事業の運営に関しては、事業者が責任を負うものと考えています。
ＩＲ自体が立ち行かなくなった場合、維持費等に市民の しかし、事業経営には、さまざまなリスクがあるのも事実です。
税金（増税）となりますが、その事はどう考えています 海外の事例では、事業者が撤退した場合には、施設の譲渡により他の事業者が、経営を継
続することが有力な選択肢とされているほか、ＩＲ整備法においても、事業継続が困難に
か。
なった場合における措置を、設置自治体と事業者が結ぶ実施協定で定めることとされてい
ます。

劇場等の構想（オベラ特化型）の運営見取り図（市民
ニーズ、稼働率）、治安対策の取り組み。

ＩＲに整備する具体的な施設の構成や規模については、選定された事業者と今後策定する
区域整備計画でお示ししていきます。
また、ＩＲ整備法では、背面調査の実施による厳格な免許制や、マイナンバーカードの本
人確認により、暴力団員の事業への参入やカジノへの入場を禁止するなど、治安対策が
しっかりと規定されています。
横浜市においても、ＩＲエリア内での24時間体制の警備､明るい施設計画やデザイン等によ
る安全性の確保、周辺地域への防犯カメラの設置、県警と連携した取組など、治安対策に
しっかりと取り組んでいきます。

選挙の前と後での市長の路線変更の心境

これまで、ＩＲを「導入する・しないの判断に至っていない」という意味で「白紙」とし
ていました。
このため、ＩＲについて2014年度から検討調査のための予算を計上し、継続してその判断
に必要な検討を進めるとともに、国の動向の把握に努めてまいりました。
2018年７月に、ＩＲ整備法やギャンブル等依存症対策基本法が成立し、国が導入するＩＲ
がどのようなものか、依存症にどのような対応をしていくのか、明らかになってまいりま
した。
横浜市の調査でもＩＲ整備法の成立を踏まえ、事業者から横浜にＩＲを設置した場合の経
済的・社会的効果や、有識者からのご意見も頂いてまいりました。
また、この間、市民の依存症に対するご心配の声や経済的な効果を期待する声など様々な
意見をいただいてきました。
これらを踏まえ、横浜の20年、30年先を見据え、横浜が将来にわたり成長・発展を続けて
いくためには、ＩＲを実現する必要があるという結論に至りました。
二元代表制のもと、議決が必要な案件については、市民の皆さまに選ばれた市会の皆様に
お諮りしながら市政を進めていきます。

ＩＲ汚職等で増々ＩＲ（カジノ）推進に対する不信が増
大しています。世論調査等でもカジノ反対の意見が多数
をしめ、横浜市民の多くも反対となっています。横浜市
として一方的な考えをのべる説明会の後、どのように市
民の意見を集約されるおつもりですか。白紙から推進に
カジを切るためには、市民の声の反映が必要です。住民
投票や選挙を行わず、一方的に決定してしまうのでしょ
うか。白紙で選挙に受かったのであれば、次の考え方を
示す場合何らかの方法で確認を行うのが民主主義の原則
だと考えますがどのようにお考えですか。

ＩＲ整備法においては、住民の意見を反映させるために必要な措置として、ＩＲを実施す
る場合は、都道府県等との協議や同意、公聴会の実施、議会の議決など、民意の反映方法
について規定されています。
まずは、現在開催している説明会で、市民の皆様に御説明させていただき、日本型ＩＲと
はどのようなものか、皆様にご理解いただく事が必要と考えています。
その上で、どのように皆さまの意見を反映するかについて、国からの情報を参考に検討し
ていきます。

今日説明された横浜市の現状については市長選当時にも
わかっていたはずです。白紙だったわけですからどうプ
ラス面マイナス面を検討されたのですか。本日の説明の
水準では検討されてきた経過がわかりません。なぜ推進
にカジを切ったのか説明して下さい。

ＩＲについて2014年度から検討調査のための予算を計上し、継続してその判断に必要な検
討を進めるとともに、国の動向の把握に努めてきました。
2018年7月に、ＩＲ整備法やギャンブル等依存症対策基本法が成立し、国が導入するＩＲが
どのようなものか、依存症にどのような対応をしていくのか、明らかになってきました。
本市の調査でもＩＲ整備法の成立を踏まえ、事業者から横浜にＩＲを設置した場合の経済
的・社会的効果や、有識者からのご意見も頂いてまいりました。
また、この間、市民の依存症に対するご心配の声や経済的な効果を期待する声など様々な
意見をいただいてきました。
これらを踏まえ、横浜の20年、30年先を見据え、横浜が将来にわたり成長・発展を続けて
いくためには、ＩＲを実現する必要があるという結論に至りました。

市税収入の規模は、平成30年度決算で約8,200億円となっており、その約半分を皆様の個人
市民税からいただいています。
しかしながら、個人市民税は、将来的に人口減少により減収の見込みです。
このため、法人市民税などの増収につながる企業誘致や、中小企業の振興など、様々な施
策に取り組んできました。あわせて、毎年度、事務事業の見直し等に努めており、過去３
ＩＲ良いと思いますが、カジノに頼るのは公序良俗にも 年間で300億円を超える効果を出しています。ＩＲも様々な対応策の一つとなっています。
反すると思われますが、他のビジネスモデル（収益源 また、日本には、公益面から法律で認められている競馬などの公営競技、宝くじやtoto、
等）について何故検討を進めないのでしょうか？
パチンコなどの様々なギャンブルや遊戯が存在しています。多くの方々は節度を持ってこ
れらを利用されています。
一方で過度な「のめり込み」などによって、社会生活に支障を及ぼしている方がいらっ
しゃるのも事実です。
このため、日本型ＩＲには、厳格な免許制や入場制限など世界最高水準のカジノ規制が施
されているとともに、問題のある利用者への徹底した対応や相談窓口の設置など責任ある
運営が求められています。
日本型ＩＲは、これまで、成功や失敗など先進事例を参考としながら制度設計されており
ます。
韓国ではIRで失敗してますが、横浜が同じケースになら 具体的には、海外の事例を踏まえＩＲ整備法では、シンガポールの成功例を踏まえて、カ
ないか十分の検討されることがないまま進められている ジノ施設とＭＩＣＥ施設等のＩＲ施設の一体的整備・運営を、韓国のカンウオンランドで
ギャンブル依存症が問題になったこと等を踏まえ、カジノだけが先行して開業することが
感がありますが、何故でしょうか。
できない規定を、また、アトランティックシティのように過当競争に陥り事業者が倒産し
た事例等を踏まえ、国内のＩＲの数は、３か所が上限とする規定を設けています。
ＩＲへの訪問者数2,000万人から4,000万人のうち、国内観光客の割合は66％から79％とし
ています。ＩＲに訪れる観光客数の割合は日本人が多くなることが見込まれる一方、有識
外国人が日本に来るのは、文化・史跡・食べ物・自然を
者からは、外国人の消費単価は日本人よりも高く、カジノにおける日本人からの売上は、
目的に来るのではと考えます。カジノが目的なら本場
半分程度となると言われています。
（アメリカや香港）に行くと考えられます。実際の客は
海外のＩＲを利用する外国人富裕層も、構成施設やカジノのみで来訪するのではなく、エ
日本人が大多数となるのではないでしょうか。
ンターテイメントの内容、当該国内の観光としての魅力などとの相乗効果が、世界におけ
る競争力として重要となると考えています。

IR（統合型リゾート）市民説明会会場で提出された質問書に対する回答
保土ケ谷区（１月23日）分
質問内容

回答

市税収入の規模は、平成30年度決算で約8,200億円となっており、その約半分を皆様の個人
市民税からいただいています。
しかしながら、個人市民税は、将来的に人口減少により減収の見込みです。
生産年齢人口の割合の減少は横浜に限らず、日本どこで また、横浜市は人口規模が全国最大の基礎自治体で、高度経済成長期の人口急増期に公共
も同じ問題は起きています。横浜にはＩＲが必要＝日本 施設を集中して整備してきた経過があり、他都市よりも影響を大きく受けると考えていま
中ＩＲが必要。ＩＲが無いと財政が行きづまるという考 す。
このため、法人市民税などの増収につながる企業誘致や、中小企業の振興など、様々な施
え方は「こじつけ」ではないでしょうか。
策に取り組んできました。あわせて、毎年度、事務事業の見直し等に努めており、過去３
年間で300億円を超える効果を出しています。
ＩＲも様々な対応策の一つであり、決してＩＲのみに財源を頼るものではありません。

ＩＲ整備法においては、住民の意見を反映させるために必要な措置として、ＩＲを実施す
る場合は、都道府県等との協議や同意、公聴会の実施、議会の議決など、民意の反映方法
住民投票の動きがありますが。署名によることなく横浜 について規定されています。
市主導で市民の意見を問う事は考えていないのでしょう まずは、現在開催している説明会で、市民の皆様に御説明させていただき、日本型ＩＲと
はどのようなものか、皆様にご理解いただく事が必要と考えています。
か。
その上で、どのように皆さまの意見を反映するかについて、国からの情報を参考に検討し
ていきます。
反社会的勢力については、マイナンバーカードによる締
め出しを行うような記述が広報よこはま（特別号）にあ
りましたが、実現方法が不明です。どのように行うので
しょうか。

ＩＲ整備法では、カジノの入退場時にマイナンバーカードによる本人確認をすることと
なっています。この際、20歳未満の者、暴力団員、入場料を支払わない者、所定の入場回
数の上限を上回る者は入場できません。暴力団の確認方法については、データーベースの
活用や確約書の署名が国において検討されています。

