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
旭区（１月20日）分
質問内容

大阪はムダを省くために努力したと
か。横浜は何をしたのでしょうか。

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。
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
横浜の首長として失格。まず横浜市民 方法について規定されています。
の賛否を問う選挙をするべきだ。
まずは、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法成立以前から山下ふ頭の再開発
計画があり、ギャンブルに頼らない、
人を不幸にしない経済政策としてディ
ズニークルーズやF１レースの誘致、単
独で黒字運営できるMICE施設の民間運
営プランが地元から提案されていま
す。市は「カジノありきのＩＲ」「カ
ジノ頼らないハーバーリゾート構想」
のそれぞれの経済効果、特に負の側面
（治安の悪化や風紀の乱れ、依存症対
策）のコストの比較をすべきではない
でしょうか。

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
ピード感を持って整備するためには、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。

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
健康的な横浜市を子供たちに残してあ 策になり得ると考えられること。
げてください。
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。
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
にお諮りしながら事業を進めていきます。

質疑応答が変！

今回の説明会は、開催日時が平日の夜間や休日に開催することが多く、お忙しい中、お
集まりいただいた皆さまの一人でも多くの方の質問にお答えできるよう、質問書への回
答という方式をとらせていただきました。

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
統合型リゾートにカジノ施設がなぜ必
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
要なのか。
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（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
旭区（１月20日）分
質問内容

回答

みなとみらい地区に企業・大学等の誘
致が進んでいて増税効果も出ている
中、増税をＩＲに求めることはないの
ではないか。ＩＲ導入で量の拡大をは
かることより、横浜らしさのある増収
の戦略を期待します。

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、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。
カジノ納付金や日本人等の入場料の収入、施設の建物に係る固定資産税等は、事業の収
カジノ運営会社との契約で、増収減収 支ではなく、利用実績に応じて設置自治体に納入されます。
に対応した税の増減はどのようにしよ 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。
うとしているのですか。
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。

カジノに日本人を客として入れない方
ＩＲ整備法では、一定の条件のもとで日本人の入場を認めており、特定地域のＩＲにお
針をとってほしいと考えますが、いか
いて、その事業者や地方自治体が日本人の入場を制限することは、法制上困難です。
がですか。

リスクについての質問。
横浜市のＩＲ導入計画では災害や不景
気等々でカジノ事業者が期待する儲け
が得られなかった時、カジノ事業者に
もISD条項を根拠にした損失補償を求め
る権利を認めているのか。そのリスク
はどの程度見込んでいるのか。

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。
なお、ＩＲ事業の継続が困難となった場合の措置とその役割分担については、実施方針
や区域整備計画などにおいて明確化していきます。

そんなにカジノが魅力があるなら、全
国の自治体がこぞって手をあげるはず
である。それなのに手をあげるところ
は少ない。それはどうしてか。他の自
治体は財政に余裕があるのか、横浜だ
けが苦しいのか。

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。基礎自治体で人口規模が
最大となっている横浜は、その影響が大きいものと考えています。
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（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
旭区（１月20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、Ｉ
横浜のイメージ悪化をどう考えている Ｒ施設に調和して設置されています。
のか。カジノで横浜のイメージが悪化 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
しないとするなら、その理由を明確に 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。
してほしい。
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。
本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。
横浜と同じく、港湾都市神戸はカジノ
令和元年９月に国が実施した意向調査では、横浜市を含め８地域９都市がＩＲの認定申
に手をあげていない。それをどう思う
請を予定または検討していると回答し、現在では６地域７都市が意向を継続しています
か。神戸は震災もあり、財政的には横
が、各都市の判断によるものだと認識しています。
浜よりもっと苦しいはずである。

バクチで利益を上げようなど考え方が
まちがっている。かりに利益が出たと
しても、それは負けた人間が居るとい
うこと。
自治体や国がバクチをやることはダメ
だ。どう思うのか。

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、公営競技等の収益は公益事業に活用され、横浜市でも、これまで宝くじの収益金
を市の財源としています。
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
ＩＲ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2018年７月に成立したＩＲ整備法により、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。

神奈川県や県内他自治体との連携策
は。

ＩＲ整備法において、ＩＲを実施する場合は、都道府県や公安委員会等との協議や同意
が規定されています。
今後、実施方針や区域整備計画を策定する際に神奈川県と協議等をしていきます。
また、同法には、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。横浜市としても、国や県、関係機関と連携し、しっかりと依存症や
治安の対策に取り組んでいきます。
さらに、ＩＲには、市内はもとより県内や日本各地の魅力をアピールし、ＩＲに訪れる
お客様を市内・県内や日本の観光地などに送客する施設が整備されます。市内観光だけ
ではなく県内の観光地などへご案内することで、観光面での活性化が期待できますの
で、このような面においても神奈川県と連携していきます。

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。
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。
ＩＲ（カジノ）反対派がパチンコや公
これら既存ギャンブル等についても、ＩＲ整備法に先立ち、ギャンブル等依存症対策基
営ギャンブル、宝くじなどの廃止に言
本法が成立し、2019年４月には同法に基づく基本計画が策定され、国、自治体、事業
及しない事に対してどういう考えをお
者、関係機関の役割が明確化され、取組を開始しています。
持ちか。
また、日本型ＩＲの導入によるカジノの設置に伴う新たなギャンブル依存症には、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。
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い
き、市民の皆さまにもその内容を丁寧にお伝えしていきます。

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
旭区（１月20日）分
質問内容

ＩＲがもたらす「リターン」の部分し
か説明されていない。「リスク」の部
分の説明がない。特に「カジノ」が生
む「リスク」の説明が全くない。
リスクについて、財政支出も含めてあ
らゆるリスクの説明をして下さい。

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。
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。
また、ＩＲの整備に伴うギャンブル等依存症の予防・治療・調査、治安の維持など、自
治体の施策に係る経費と納付金の活用については、選定された事業者と策定する区域整
備計画で明らかにしていきます。

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
会が創出されて、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。
ＩＲによって現在ある商業施設等への
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
影きょうをどの様に考えていますか。
が連携することで、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。

外国のＩＲ事業者に儲けの７割が行く
（横浜市は15％）。現在13.5兆円ある
横浜のＧＤＰのうち、３～４％が海外
に流出するということで、それはつま
り、３～４％のデフレ（キャッシュの
減少）を意味する。それが30～40年続
くということです。
建設時に１兆円の投資があっても、そ
の後30～40年経済的に苦しむのは横浜
市民です。市長はそれについて、どう
責任を取りますか。市長を辞めたから
関係ないとおっしゃいますか。
20年、30年先の子供達を見据えるな
ら、カジノはヤメロ！

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。また、Ｉ
Ｒ整備法では、カジノの粗収益（ＧＧＲ：かけ額と配当額の差額）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、ＭＩ
ＣＥ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、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ことが義務づけられており、カジノ
の収益が国内に還元される仕組みとなっていると考えています。

平成30年度に事業者から提供された情報を精査したものとして、ＩＲ区域内全体の消費
額は、年間4,500億円から7,400億円と示されています。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。
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
リゾート施設に於ける、カジノの売上
その他の収益を分けて公表することができませんが、シンガポールでは70パーセント程
高％知りたい。運営時間も。
度がカジノの売上となっています。
これらについても、今後、区域整備計画などの策定に向け、施設の構成や規模を具体化
していく中で明らかにしていきます。
なお、ＩＲ整備法では、カジノは24時間の営業が可能となっています。

カジノ施設が総施設の３％であるなら
ば、なぜカジノを外せないのか。経済
的な事なのか知りたい。カジノを外せ
ば何の問題もなく皆が賛成すると思う
のだが。

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。国のＩＲの法制化検討の中で、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。
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
旭区（１月20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
税収を得る為の他の案は無いのか。具 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
体的に知りたい。
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であり、決してＩＲのみに財源を
頼るものではありません。

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
横浜港運協会会長の提案について、最
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。
も健全であると思いますが、検討され
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
た事がありますか。
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
ピード感を持って達成するためには、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。

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、Ｉ
Ｒ施設に調和して設置されています。
横浜にカジノはイメージダウンになる 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
なにものでもありません。
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。
本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。

説明資料では、ＩＲ事業者（カジノ事
業免許）がカジノ、ホテル、ＭＩＣ
Ｅ、レク施設を経営するとあります。
横浜市はＩＲ事業者に対して、どの様
な責任と権限を負うのかを明確に教示
して下さい。

横浜市が民間事業者を選定した後、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。計画の認定後、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
指示をすることとなります。
ＩＲ整備法で、ＩＲ区域は民間事業者によって一体として設置・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
旭区（１月20日）分
質問内容

回答

地域を（経済の立役者として）企業に
託した場合、地域に何をもたらすの
か。
例）愛知県豊田市＝トヨタ自動車、千
葉県＝東京ドイツ村、千葉県＝ディズ
ニーランド、他県＝原発

ＩＲには「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
ています。
例えば、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て、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。
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。

【世界にひとつだけの横浜】
画一化、同一化のグローバル化が押し
寄せる中、失われるのは自由の気風？
主体性？WE DO！世界にひとつだけの
横浜！横浜産（業）に我在り
地元の愛と誇りの為、”横浜らしさ”
を”自然体に”産み出せるのは私た
ち！産業、商業、飲食、祭、フェス
ティバルホールで大物眺めてる場合
じゃない！横浜自身の胸に虹を掛ける
にはどうしたら良いか。横浜独自文化
の活性化は？

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。
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。

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
贈収賄で逮捕者がこれだけ多く出てい
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考えます。横浜
るのに、何の問題意識もなく計画を進
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
めるのか。市民に納得のいく説明を。
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
どれだけ反対者を納得させられるよう 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
な説明・資料が配付されるかと期待し 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
ていたが、子どもだましレベルの内容 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
にあきれてしまった。
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。

依存症対策などに莫大なコストをかけ
て、横浜市も事業者ももうかるために
カジノ利用者はどれだけギャンブルに
お金を使わないといけないのか。そん
な事が続けられるはずはなく、必ず破
たんする。20年先、30年先の子どもた
ちに負の遺産を残さないためにも、カ
ジノは絶対につくってはならない。

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、依存症を増やさないように
取組を徹底していきます。

説明会のためにどれだけ市の職員さん
たちが動員されているのだろうか。本 市民説明会では、説明会の円滑な運営及び会場周辺の市民の皆さまの安全を確保する対
来の仕事をしていただいた方が、どれ 応として、職員の応援を実施していますので、ご理解ください。
だけ横浜市のためになるか…。

反社の見わけ方をどうするのか。

事業者を管理監督するカジノ管理委員会が令和２年１月７日に内閣府の外局として設置
されました。カジノ管理委員会は国家公安委員会などと同様に、独立した権限を待ちま
す。ＩＲ整備法では、このカジノ管理委員による徹底した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。

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
旭区（１月20日）分
質問内容

回答

ＩＲによって税収不足を補うとのこと
ですが、ＩＲによる様々な収入があっ
たとしても、それでまかなう財源とし
ては不足している（不明確で根拠が少
しとぼしい）ように感じます。

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。
カジノの収益などについては、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。

外から観光資源を導入して開発をすす
めるよりも、今ある横浜の良さや伝統
に注力して（赤レンガ地区の再生やみ
なとみらい地区の船の修理ドックの活
用など）内発的な発展を目指すべきで
はないでしょうか。今ある横浜の資源
や魅力に政策資源を投入していくとい
うことはお考えではないでしょうか。
おきかせください。

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、日本を代表し、世界と競える魅力的なＩＲを整備することができると考えて
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、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ＭＩＣ
Ｅ都市として確固たる地位を確立していきます。
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。

市長は選挙前の公約には、調査・研究
を進め、市民の皆様、市議会の皆様の
意見を踏まえたうえで方向性を決定と
公言してますが、今回の突然の誘致表
明は何だったのですか。有権者をダマ
してたのですか。市長みずから聞きた
いです。

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。
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いただいてきました。
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。

依存症や治安対策に万全を期すという
説明だったが、抽象的。海外の先行事
例における具体的な実態や対策の効果
等について、数字等のファクトに基づ
いて説明してもらいたい。

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。
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。
また、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。

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
暴力団の入場規制と言うが、どう判別 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
するのか。
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。

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
旭区（１月20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。
内容としては、ＩＲ整備法でカジノの粗収益（ＧＧＲ：かけ額と配当額の差額）の30％
税収予測についての具体的な数値を知 を、15％ずつ国と設置自治体が収入する納付金に加え、日本人等の入場料6,000円のう
りたい。（ＨＰで公表して欲しい）
ち、3,000円ずつが国と自治体の収入となります。また、これらの他に、床面積の３％以
ここをしっかりと見ないと、ＩＲの可 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
否判断できない。横浜市政の課題把握 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
できない。
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、今後、選定され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をいただいてきました。その結果、観光や地域
経済の振興、財政改善などの面から、これまでにない経済的社会的効果が見込まれ、Ｉ
Ｒが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ました。
今のＩＲ推進法、民間事業者がもうか ＩＲ整備法では、カジノの収益（ＧＧＲ：かけ額と配当額の差額）の３０％を国と設置
る立てつけと思うが、市長はどう見て 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、Ｍ
いるか知りたい。
ＩＣＥ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こと。
が義務づけられており、カジノの収益が国内に還元される仕組みとなっていると考えて
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。
収益が予想通り上らなかったら、市長 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。
は家族や親類、友人、市の職員をカジ 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
ノに直接誘いますか。
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。
首相が米国大統領への手みやげにする
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
ため、突然の誘致宣言をさせられたと
経済的・社会的効果や、有識者からのご意見もいただいてきました。
いうのは本当ですか。それ以外に突然
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
宣言した理由は何ですか。
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
にお諮りしながら事業を進めていきます。

市の取り分が15％、国が15％で600億～
700億、ということは全体の収益は8000
億ということになるが、市民、県民、
国民は何人ぐらいの人に負けてもらう
見込みですか。

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、公営競技等の収益は公益事業に活用され、横浜市でも、これまで宝くじの収益金
を市の財源としています。
具体的な利用者数やその内訳については、選定され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具体化する中で、明らかにしていきます。

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
旭区（１月20日）分
質問内容

回答

ＩＲが設置される予定の山下ふ頭周辺の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
この様な大型開発で周辺の交通や乗り
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。
物に影響はないでしょうか。
さらに、水上交通などの移動手段も検討し、ＩＲ設置に伴う渋滞対策については、今
後、選定され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す
る中で、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。
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
ＩＲ以外で財政を立て直す方策は全く 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
ないのでしょうか。
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。
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。

横浜市では、平成26年度から30年度までの間、ＩＲ等の検討で19,339,819円の調査費を
かけています。また、現在、ＩＲの実現に向けた本格的な検討・準備として令和元年度
９月補正で２億６千万円、令和２年度の当初予算で４憶円を計上しています。
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
市からこの計画には、どの位負担（税 ジェクトとして位置づけられています。
金）を拠出するのでしょうか。
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にかかる整ビ費用は莫大な税金が
使われます。福祉や医りょう、その他
…に使うべきと思います。
又、市の増収につながると市長は云っ
ていますが、賭博に使われたいわゆる
負けた不幸なお金で、市民に使おうと
云うのですか。それで市長は大手を
振って市の財政としてりっぱな市政を
作る事が出来ると思っているのです
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(ト
ト)、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。公営競技の収益は公益
事業に活用され、横浜市でも、これまで宝くじの収益金を市の財源としています。
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
ＩＲ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、その
結果を踏まえ2018年７月に成立したＩＲ整備法により、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。
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ていきます。
なお、横浜市は2019年をピークに人口減少が始まり、団塊の世代の皆さまが後期高齢者
に移行していく中、横浜の経済活力を維持・発展させていくためには、これまでの政策
に加え、あらゆる方策にチャレンジしていかなければなりません。その選択肢の一つと
してＩＲがあり、ＩＲのみで横浜の財政を支える訳ではありません。

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
旭区（１月20日）分
質問内容
又、賭博に使う資金作りに質屋や金貸
業者も出来るでしょう。犯罪の増加も
考えられます。ほこれる横浜市はどう
なるのでしょうか。
依存症や自殺、家庭崩壊、子供がいつ
もギセイになります。賭博によるこの
様な事件は１件も出してはいけないと
思います。このようなマイナス面につ
いて、市長の考えをはっきりとした対
策も含め、なっとくのいく説明を示し
て下さい。

回答
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事業
者への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、しっかりと依存症対策に取り組んでいき
ます。

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
住民にカジノを含めたＩＲの可否をは
な意見をいただいてきました。
かる（住民投票など）こと、すべきで
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
はありませんか。
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、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、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。
横浜市の法人税収の低さ（対東京、大
阪、名古屋）は、法人企業誘致の努力
が不足しています。
みなと未来地区など遊休土地が目立
ち、ＩＲに依存するのではなく、法人
誘致に注力すべきでは。

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。

説明会の座席指定の意図は何か。
夫婦で来たが、分れて座る事になっ
た。

満席にちかい、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。

大阪、名古屋等との比較の意味が分ら
ない。
横浜は東京近郊から離れられない。首
都機能の分散等ができなければ、独自
の状況を作る必要がある。

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、大阪市、名古屋市、横
浜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。東京一極集中が一向に改善されない中、東京の近郊にある横浜には、観光のキラー
コンテンツとなるＩＲの実現が必要であると考えています。

カジノのスペース３％という事だが、
純粋にカジノ台などのスペースの事
で、バックヤード、飲食等は含まれて
いないのではないか。
つまりカジノ関連エリアはもっと広い
のではないか。

ＩＲ整備法では、カジノ施設は一つしか設置できず、かつ、カジノ施設のカジノ行為を
行う区画のうち、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
める部分と規定されており、同施行規則で当該部分がＩＲ施設の床面積の３％以内と規
定されています。具体的な内容については、今後、カジノ管理委員会規則で示されるも
のと考えます。

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
民設民営で一体的整備するとあります
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
が、公費を充当するのはなぜか。
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。
市長選ではカジノを含むＩＲは白紙
だった。推進をするにあたって市民の
声を聞く気はあるのでしょうか。
説明会は推進を前提とした一方的な押
し付けととれるのですが。

今後、実施方針や区域整備計画を策定し、市会の議決のうえ、国に申請をしていく事に
なりますが、その過程において、市民の皆さま、市会の皆さまの御意見をしっかりと踏
まえながら、事業を進めていきます。
まずは、今後も横浜市としてどのようなＩＲを整備するのかなど、実施方針や区域整備
計画の節目ごとに、市民や市会の皆さまに説明していきます。

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
旭区（１月20日）分
質問内容

依存症になるやも知れない人がいる。
人の不幸の上に私達市民の幸福は築け
ないと思う。また依存症の人の家庭に
対しても責任を持って行くのでしょう
か。

回答
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、事
業者への責任ある運営が求められています。
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。

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
賭博（カジノ）で横浜市の財政が潤う
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。
のは不健全。子供達の教育上良くな
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
い。もっと知恵を出して財政を確保し
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。
た方がよい。
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。
なお、ＩＲ事業にあたっては、青少年の保護育成、地域の見回りの強化、青少年の勧誘
等の禁止、青少年の育成に携わる大人への知識。情報の提供などの施策に取り組んでい
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
市民の60％以上がカジノを反対してい 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
ることと、ＩＲ誘致に伴う汚職が発生 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
している状態の中で、なぜ進めようと 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
しているのか、理解不明。
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。
なお、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考えま
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・中立に事業を進めていきます。

ＩＲとカジノが結びつかない。

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。国のＩＲの法制化検討の中で、わが国の観光・ＭＩＣＥ戦略を達成でき
カジノの無い再開発もあるのではない 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。
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、
か。
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
旭区（１月20日）分
質問内容

回答

依存症に多くの対策を必要としている
なら、カジノ無しの総合施設で良いの
では。
カジノの設置の利点は何ですか。明確
に答えて下さい。
なぜカジノ無しのリゾートではいけな
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。国のＩＲの法制化検討の中で、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。
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。

害虫やウィルス等の対策方法は？

横浜におけるＩＲでは、ＳＤＧ’ｓ未来都市・横浜に相応しい、水と緑があふれるま
ち・災害に強くしなやかなまち・人とテクノロジーが共存するホスピタリティあふれる
まちを実現していきたいと考えています。来街者や市民の皆さまの安全・安心を確保す
るため、衛生面、感染症対策面でも、事業者に対策を求めていきたいと考えています。

ＩＲ市民説明会が、昨年の12月に「中
区」「神奈川区」「西区」「金沢区」
「鶴見区」「磯子区」の６区で開催さ
れました。当日どのような質問が出さ 質問書でいただいた全ての質問に回答していきます。ホームページ等への掲載の時期
れ、市として、どのような返答をした は、回答が出来次第、順次掲載してまいります。
のでしょうか。市のメール配信では、
準備中となっているため知ることがで
きません。

まだ多くの方々に、ＩＲ＝カジノと捉えられており、ＭＩＣＥ施設等を中心とした統合
型のリゾートを目指す日本型ＩＲについて、横浜市側からお伝えできていないと考えて
そこで６区の説明会の中で出された質
います。反対されている市民の皆様の声は、ＩＲを構成する施設の一つであるカジノに
問を踏まえ、ＩＲについて、現時点で
対する心配の表れたと認識しています。
は、民意はどこにあると捉えているの
このため、まずは、日本型ＩＲの仕組みや横浜市の考えるＩＲを市民の皆様にご説明さ
かお答え下さい。
せていただきたいと考え、説明会の開催や広報動画の作成など、あらゆる機会を捉え、
理解促進を図っていきます。

暴力団の識別はどうやって？

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。

横浜市では、「ＳＤＧｓ未来都市・横浜」として、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
ＣＯ２削減について一言もありません
を図る新たな取組を進めることとされています。
が？どうお考えですか。
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。

横浜市の住民の意識を尊重する必要が
ある。
（将来の重要な問題）住民投票を実施
して欲しい。（前回の市長選挙では争
点になっていない）

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、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
そもそも「健全なカジノ事業」などと ＩＲ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、その
いうものがありえるのか。
結果を踏まえ、2018年７月に成立したＩＲ整備法により、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。

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
旭区（１月20日）分
質問内容

一部の財界人の意見ではないか。

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。

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。
内容としては、ＩＲ整備法でカジノの粗収益（ＧＧＲ：かけ額と配当額の差額）の30％
を、15％ずつ国と設置自治体が収入する納付金に加え、日本人等の入場料6,000円のう
ち、3,000円ずつが国と自治体の収入となります。また、これらの他に、床面積の３％以
超楽観的な収支見込、全てあてになら
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
ないのでは？
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、今後、選定され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。

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
税収不足といいながら、新市庁舎の建
去３年間で300億円を超える効果を出しています。
設、劇場などの建設は不要では？
新市庁舎は、新市庁舎を整備した場合と、整備しないで現市庁舎と民間ビルを借り続け
る費用を比較したうえで判断し、事業に至ったものです。
日本型ＩＲに設置される、国際会議場や展示施設のＭＩＣＥ施設と、横浜市で検討を進
めているオペラ、バレエを中心とした子どもたちの文化を育む劇場とは、競合するもの
ではないと考えています。

シンガポールでは地元企業への発注率
９割、その根拠は？
また、他の地域ではどうなっているの
か？（いいとこ取り？）

ＩＲに設置される大規模なＭＩＣＥ施設やホテル、レストランなどの運営には、食材や
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、大規模な調達が必要となります。
ＩＲ整備による経済的効果を最大限、地域に還元するため、今後策定する実施方針や区
域整備計画の中で、中小企業振興基本条例の趣旨を踏まえ、その仕組みを検討し、市内
企業の受注や市民の皆さまの雇用をしっかりと促進していきます。

ＩＲが誘致されると花博、その後の上
瀬谷通信隊跡地のテーマパーク、ディ
ズニー等の実現に貢献するのでしょう
か？
旭区民として関心があります。

ＩＲには「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
ます。
例えば、ＩＲ区域内の、大規模なＭＩＣＥ施設や魅力施設等により、国内外からの来街
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。それにより、2027年に開催を招致している花博やその後の
郊外部もまちづくりにも、相乗効果を生み出すものと考えます。

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
旭区（１月20日）分
質問内容

回答

ＩＲが公共の利益に寄与すると考える
のなら、カジノ無しのＩＲの成功を考
えなければない。
カジノ無しではＩＲの採算が取れない
と公言しているのはＩＲの成功が目的
なのではなく、カジノを行う為にＩＲ
を手段としているだけであり、公共の
利益の獲得にはならない。

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、公的な支
援がなく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
ピード感を持って達成するためには、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。

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。
家族滞在型のリゾート施設との説明と 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
カジノの行方で市の財政状況を改善さ 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。
せるとの説明はフィロソフィーが全く 同時に、家族で滞在し楽しめる水族館や、レジャープール、シアター、ユニバーサル・
真逆である。
スタジオなどのテーマパーク等のアトラクション施設が整備されています。ＩＲでは、
カジノの売上によりこれらの施設を含め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
した。
カジノのごり押しを図ろうとする市長
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
には公職の長としての品性が無い。
経済的・社会的効果や、有識者からのご意見もいただいてきました。
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。

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
横浜市の将来を未来の無いカジノに求
策になり得ると考えられること。
めようとする独善は断じて許されな
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
い。
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。
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
にお諮りしながら事業を進めていきます。

今、市長として為さねばならない事は
この施策について民意を問う事であ
る。
再選挙においてカジノの是非を問う
か、自らの失職を恐れるなら、自らの
手で市民投票を行い、カジノの是非を
問わなければならない。

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、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
旭区（１月20日）分
質問内容
ギャンブル依存症以外のデメリット
は。

回答
カジノに起因する懸念事項としては ギャンブル等依存症以外に、青少年への影響等、
マネーローンダリング、反社会的勢力の関与、地域環境への影響があります。
これら、ＩＲの懸念事項等に関する自治体の施策については、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。
内容としては、ＩＲ整備法でカジノの粗収益（ＧＧＲ：かけ額と配当額の差額）の30％
を、15％ずつ国と設置自治体が収入する納付金に加え、日本人等の入場料6,000円のう
ち、3,000円ずつが国と自治体の収入となります。また、これらの他に、床面積の３％以
カジノ収益金約820億～1,200億。内訳
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
は。納付金はどの位に。
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、今後、選定され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。
港湾関係者の反対意見が強いが説得出 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
来ますか。
丁寧に調整しながら進めてまいります。
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
問題となるカジノの経済的効果の割合 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
はどの程度見込んでいるのか。
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、今後、選定された事業者
と策定する区域整備計画において、施設の構成や規模が具体化する中で、明らかにして
いきます。
市長は世界最高水準のギャンブル依存
症対策の内容を入場料が１回6,000円と
月に10回までの規制で大丈夫と真顔で
言っているが、カジノと言う１度の
ギャンブルで数百万円以上のお金がう
ごき、たった数回カジノに通っただけ
で数千万～数億円の財産を失う人が結
構いると言います。家族の人が、夫の
ギャンブル依存に気付いた時は、すで
に一家破産状態で家庭崩壊となってい
るでしょう。それでも入場料6,000円と
マイナンバー提示でギャンブル依存が
防げると市長は市民に対して約束でき
るのか？カジノ誘致を決断した後々、
ギャンブル依存の実態調査をしている
時点で市長失格とは思わないか？

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。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
でいきます。

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、Ｉ
Ｒ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
また、アメリカカジノ産業が大もうけ
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施されていま
するための片棒となり、税収を増やす
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
行為が、名誉と思うのか？
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。
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（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
旭区（１月20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
ＩＲ施設にカジノが必要な理由を教え 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
て欲しい。
してきました。国のＩＲの法制化検討の中で、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。
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整備法で定めた制度（規制）について、地方自治体等が緩和又は上乗せ規定を設け
ることは、法制上困難です。
有識者によれば、日本型ＩＲにおいては、カジノの利用者数は、日本人が７割から８
カジノ施設の利用者は外国人限定にで 割、外国人が３割から２割と言われています。しかしながら、利用金額は外国人の方が
きないのか。
高くなるため、売上の構成では、外国人の割合が半々か高くなるのではないのではない
かとも言われて、海外の事例では、売上の多くは富裕層からのものとなっています。
横浜市においても、日本人による問題ある利用が発生しない対策について、事業者公募
の際の提案を求められるよう検討を進めていきます。
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。また、ＩＲの設置前か
シンガポールの絵が多く出ましたが、
らギャンブル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。
そこを目指すのでしょうか？
日本型ＩＲは、シンガポールの成功事例を参考としていますので、横浜市においても成
功事例を参考として、さらに横浜に相応しく横浜に調和したＩＲを目指していきます。
海外の方からも入場料は取りますか？

ＩＲ整備法では、日本国内に住居を有しない外国人以外の者から入場料を賦課すると規
定されています。

ＩＲ区域内での消費額は、年間4,500億円から7,400億円としています。こちらは、情報
を提供いただいた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。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。
カジノに於いて、１回当りの個人の使
また、有識者によれば、日本型ＩＲにおいては、カジノの利用者数は、日本人が７割か
用金額をどの様に見積もっているの
ら８割、外国人が３割から２割と言われています。しかしながら、利用金額は外国人の
か？
方が高くなるため、売上の構成では、外国人の割合が半々か高くなるのではないのでは
￥100,000以上の使用見積が必要では？
ないかとも言われています。海外の事例では、売上の多くは富裕層からのものとなって
集客が出来るのか。
います。
なお、広告代理店が行った2007年の「カジノに関する生活者意識調査」では、日本人が
リゾート型カジノ来場時の１回あたりの平均想定商機金額が42,150円、投資銀行と旅行
法人が2018年に行った「アジア・欧米豪訪日外国人旅行者の意識調査」では、カジノで
いくら使いたいか？に対し、95,000円という結果が示されています。
市長はＩＲとは別に劇場整備にも積極
的だが、検討会が示したみなとみらい
地区ではなく、ＩＲ施設と共に山下ふ
頭に整備した方が効果的だと思うが、
ＩＲ施設と共に整備する考えはないの
か？お答え頂きたいです。

日本型ＩＲに設置される施設は、エンターティメントや日本の伝統文化などで民間事業
者による観光・ＭＩＣＥを補完する施設です。
一方、現在横浜市で検討を進めているオペラ、バレエを中心とした子どもたちの文化を
育む位置づけの施設であり、ＩＲとは異なったものと考えています。

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。
横浜の現状６で、人口が減少し、個人 全国的に人口減少が進み国全体の財政も縮小が想定されるため、個人市民税が減少した
市民税が減少したら地方交付税等の国 場合においても、地方交付税等の国からの補助に頼ることは、困難な状況と考えます。
からの補助が得られるのか。
また、基礎自治体で人口規模が最大となっている横浜市は、その影響が大きいものと考
えています。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Ｉ
Ｒのみに財源を頼るものではありません。

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
旭区（１月20日）分
質問内容

回答

ＩＲ整備法では、カジノの粗収益（ＧＧＲ：かけ額と配当額の差額）の30％を、国と設
置自治体（横浜市）に15％納付することになっています。これに加え、日本人等の１人
あたりの入場料6,000円のうち、国と設置自治体に3,000円ずつが納入される仕組みと
なっています。
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、先ほどのカジノ納付金
等のほか、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
カジノの収益はカジノ運営業者の取分 市民税なども含まれています。
の他、何％横浜市税収となり、国の税 カジノの収益がどれくらいかなど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、選定
収はいかほどと考えているのか。
され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。
なお、カジノの収益は、国や自治体への納付のほか、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、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。
想定されたＩＲの経済的・社会的効果
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
が得られなかった場合、市は速やかに
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
かつ財政上の特別な支出もなく、撤退
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
することができるのか。
れています。
なお、ＩＲ事業の継続が困難となった場合の措置とその役割分担については、実施方針
や区域整備計画などにおいて明確化していきます。

元々カジノ賛成だった市長は、市長選
立候補時、市民、特に女性有権者のカ
ジノ反対の空気を読んで「白紙」と路
線変更され、当選するとすぐにカジノ
誘致を表明されました。これだけ多く
の横浜市民がカジノ反対を訴えている
にもかかわらず、強硬突破しようとし
ているのは、やはり巷で言われている
ように、誰かの指示、または圧力があ
るからなのでしょうか？

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。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いただいてきました。
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
にお諮りしながら事業を進めていきます。

カジノに頼らず、カジノからの税収に
相当する税収をかつて実施された緑税
のような特別税でまかなうことは可能
ですか？カジノは文明開化の都市横浜
には似つかない、断固反対です。

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。

カジノが床面積の３％しかないのな
ら、そのまま０％にすることはできな 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
いか？
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。国のＩＲの法制化検討の中で、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。
カジノ抜きのＩＲは考えられないの
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、
か？
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
旭区（１月20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によって必ず収益が出る訳ではな
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。
い。
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
結果失敗した場合は、市長が責任をと
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
るのか？
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の施設・管理が実際に始まった
後、自治体は運営等に関与できるの
か？

ＩＲ整備法で、ＩＲ区域は民間事業者によって一体として設置・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、
横浜市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。

ＩＲ整備法では、設置自治体と事業者は、事業の具体的な実施体制及び実施方法に関す
る事項、事業継続が困難となった場合の措置、ＩＲ区域の整備の推進に関する施策、国
運営が民間（外資）主導となるため、
際競争力の高い魅力ある滞在型観光を実現するための施策など、実施協定を締結するこ
実際は、計画通りには行かないので
とが規定されています。
は？
これにより、横浜市は、協定の確実な履行のため、事業者に対し業務の報告や実地調査
をし、必要な指示をすることができるので、しっかりと履行を確認していきます。

人口減少社会の到来、超高齢社会の進展、東京一極集中への対策など、横浜が抱える将
来への課題に対する強い危機感から、様々な政策とあわせて実施する解決の選択肢の一
つとして、ＩＲ実現に向けて決断しました。
治安や依存症対策などについて万全の対策を行い、誰もが安心して楽しめる世界最高水
市民の合意形成をどのように証明する 準のリゾートをつくりあげていきます。
のですか？
なお、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
（説明会をくりかえせば市民は賛成す 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
ると思っているのでしょうか？）
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。

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
国が管理委員会を作っているというが 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。
「管理」が必要なものを作るのはリス 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
クが大きいのではないですか？
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、パチン
コなど既存ギャンブルの方を含め、依存症を増やさないように取組を徹底していきま
す。
なお、事業者を管理監督を行うカジノ管理委員会は、国において令和２年１月に内閣府
の外局として設置されており、委員長の元福岡高検検察庁検事長をはじめ、ほか４人の
委員が国会の同意を経て就任されています。
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
依存症のリスクがありながらすすめて な依存症についても普及啓発等の取組を進めています。
いくのはおかしいと考えてはいないの 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
ですか？
会の限定や厳格な入場規制など、既存のギャンブルや遊戯よりも厳しい世界最高水準と
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。
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
これはギャンブル、トバクと同じで
ＩＲ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、その
す。こんなもので市の財政を作るのは
結果を踏まえ、2018年７月に成立したＩＲ整備法により、我が国においては、免許を取
不健全だと思いませんか？
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。

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
旭区（１月20日）分
質問内容

回答

ＩＲの整備は、法定の手順に従い、最終的には市議会の議決を経て国に認定申請をして
うまくいくような市長の説明ですが、
いきます。横浜市及び事業者が共同して申請しますので、この両者が責任を持って事業
失敗したら誰が責任をとるのですか？
を進めることとなります。

何故、司会に有名人をもってきたの
か？無駄とコソクな手段。

ＩＲという、日本ではまだ実績事例がなく、根拠法も成立して間もないため、市民の皆
さまには、わかりにくい内容となっています。また、カジノに対する心配の声も多く、
日本型ＩＲの内容をご理解していただく必要があります。
そうした点を踏まえ、説明会を分かりやすく、また中立的な立場で運営していただくた
め、横浜市職員以外の方に進行を市からお願いしています。

山下ふ頭に誘致を目指している日本型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、
エンターテイメント施設は上瀬谷跡地
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
のテーマパークと取り合いになる。港
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、
湾地区優先になる。
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。
なお、郊外の新たな活性化拠点の形成として、まとまりのある農地や緑地を活かして開
発を目指す旧上瀬谷通信施設跡地については、現時点の計画では差別化できるものと考
えています。
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 などがありま
世界の良い所ばかりをあげて夢物語。 す。
負の負担には目をつぶっている。
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
に関する自治体の施策に係る経費については、選定され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具体化する中で、明らかにしていきます。
ＩＲが設置される予定の山下ふ頭周辺の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
最大4,000万人を移動させるインフラに
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。
は説明ナシ
さらに、水上交通などの移動手段も検討し、ＩＲ設置に伴う渋滞対策については、今
後、選定され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す
る中で、明らかにしていきます。

他都市と比べられても響いてきませ
ん。
経済が冷えてきている中、収入増は見
込めません。赤字が出たら何年保障す
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。

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
市長は選挙の時カジノは白紙と言って
した。
いたのに市民にはうそを言ったと考え
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
ます。
経済的・社会的効果や、有識者からのご意見もいただいてきました。
公人とは思えません。
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
改めて市民に公約して下さい。
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
旭区（１月20日）分
質問内容

回答

観光地にカジノはいりません!!

山下ふ頭において誘致する日本型ＩＲは、単に、エンタテインメントやアミューズメン
ト施設を整備するものではなく、我が国の成長戦略の一つである国際競争力の高い国際
展示場などの大規模なＭＩＣＥ施設を整備することも目的の一つとしています。
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、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。

ＩＲの諸施設で集客力が高いのでした
ら、カジノをぬきにしたＩＲを造れば
良いのではないですか？
それはしないでカジノのあるＩＲを造
るということは。そこが収入源だから
ではないですか？

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。国のＩＲの法制化検討の中で、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。
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。

山下ふ頭において誘致する日本型ＩＲは、単に、エンタテインメントやアミューズメン
ト施設を整備するものではなく、我が国の成長戦略の一つである国際競争力の高い国際
展示場などの大規模なＭＩＣＥ施設を整備することも目的の一つとしています。
横浜市の財政事情はわかりましたが、 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
日本全国、同じです。市のかかえる問 諸施設を整備・運営する仕組みになっています。
題を、カジノで解決というのはすじち 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
がいとは思いませんか。
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。
検討予定の他都市と比べると、山下ふ
頭の面積が小さいと思いますが、うめ
たて等で用地を拡大はしないのです
か？

現時点では、山下ふ頭全域約47haをＩＲ整備の対象としています。大阪府市は、夢洲の
敷地のうち約60haを対象としていますが、和歌山県は20.5haであり、平成30年度に横浜
市が情報提供をいただいている事業者からは、山下ふ頭の敷地はＩＲのポテンシャルを
十分有していると評価されています。

市長は、市民の７割がカジノ誘致に反
対していることの認識がなかったよう
である。また市民は今の横浜に魅力を
感じているという認識はなかったよう
である。市民の意見、考えを知らない
市長は辞職するべきという声には、ど
う答えるのですか。

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いただいてきました。
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。
なお、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。

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 などがありま
す。
ＩＲのデメリットを説明してほしい。
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
に関する自治体の施策に係る経費については、選定され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具体化する中で、明らかにしていきます。
横浜の観光の課題としては、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。
ＩＲを設置するとなぜ宿泊が増えるの 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
か？根拠が分からない。
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ています。
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。
市内における主要ホテルの、平均稼働率ですが、
現在の横浜市のホテル稼働率を把握し
・平成28年は86.4％、・平成29年は86.3％、・平成30年は88.4％
ているか。
と高い数値で推移しています。

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
旭区（１月20日）分
質問内容

回答

人口減少社会の到来、超高齢社会の進展、東京一極集中への対策など、横浜が抱える将
来への課題に対する強い危機感から、様々な政策とあわせて実施する解決の選択肢の一
つとして、ＩＲ実現に向けて決断しました。
治安や依存症対策などについて万全の対策を行い、誰もが安心して楽しめる世界最高水
準のリゾートをつくりあげていきます。
最終的な判断に市民の声をどこまで反
なお、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
映させるのか。
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、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。
横浜市全体では、これまで「横浜市防災計画」を策定し、これに基づき防災・減災に取
り組んできました。特に地震の対策をとりまとめた震災対策編は、地震による被害の発
生を未然に防止又は最小限に止めるため「予防」策や、発災後の「復旧・復興」の体制
地震や津波等に対する施設の保持をど 等を定めた災害対応の要となる計画となっています。
う考えているのか。
山下ふ頭のＩＲにおいては、地震や津波・高潮などの災害に対して高い防災機能を持
ち、自立したエネルギー供給を確保するなど、来街者の安全確保に加え周辺地域の市民
にとっても安全・安心な防災拠点となる、災害に強くしなやかで、自立的なまちづくり
を目指します。
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、その約半分を皆さまの
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。
税収の比較が法人住民税のみを切り
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
取って説明するのは適切ではない。
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
個人住民税の額は大阪市より2.6倍の を頼るものではありません。
4,000億あるのに、そのことは説明から 具体的な横浜市の増収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
カットするのは恣意的。
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。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。
歳入が大阪市の方が多いと説明された 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
が、繰入金の金額によって異なってい 浜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
る点など説明が不充分。
す。
多くの方々はＩＲ＝カジノと捉えられており、ＩＲを構成する施設の一つであるカジノ
に対するご心配が強く、ＭＩＣＥ施設等を中心とした統合型のリゾートを目指す日本型
ＩＲや横浜市が目指すＩＲについて市側がお伝えしきれていないと考えています。
反対運動もあるようですが、その人た 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
ちとの話し合いはなされいますか。
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さまに対しても、ＩＲの実現に向けた横浜
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。
小中学校建替380とのことですが、人口
横浜市では、学校施設の建て替えの考え方として、「機能の改善」、「学校統合」、
減少により、小中学校の統合も大幅に
「公共施設等との複合化」といった視点からも検討していますが、今後。約380校の小中
進められようとしています。この２つ
学校の建替えが必要と考えています。
の関係は？

最終目的は、収入か、働く場か‥？

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（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
旭区（１月20日）分
質問内容

回答

横浜の観光の課題としては、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
カジノがあれば宿泊客が増えるという も宿泊先として選ばれない理由の一つと考えています。
根拠をお示しください。
現在の海外のカジノ利用者は、観光ＭＩＣＥのエンターティメント、アトラクションや
その国の観光資源などによって訪問先を選んでいます。
横浜の観光の課題を克服するためには、国内外の観光客やビジネス客から滞在型観光の
デスティネーション（目的地）として選ばれる、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。

日本型ＩＲには、これまで国内になかったスケールとクオリティの国際会議場や展示場
が必須施設となっており、多くの外国人が参加する大規模な国際イベントの誘致が見込
めます。
また、日本国内に不足している海外富裕層向けのラグジュアリーな宿泊施設など、多様
宿泊施設を増やすだけではダメなので
なグレードのホテルが整備され、ナイトタイムエコノミーを伴うエンターテイメント施
しょうか？
設が整備されます。
海外旅行者向けのゲートウェイとなる送客施設も設置され、市内・県内はもとより、全
国の観光地にインバウンドを送り出すこととなり、これらが外国人宿泊者の増加につな
がると考えています。

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。しかし、一方で過度な「のめり込み」などによって、社会生活
依存症が増えるのがけしからんと云う
に支障を及ぼしている方がいらっしゃるのも事実です。
なら、競馬、競輪、競てい、パチンコ
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
もなんとかしなければなりません。
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、事
任意にバクチを楽しみましょう。
業者への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、しっかりと依存症対策に取り組んでいき
ます。

ご説明いただいたとおり、海外でもＩ
Ｒはプラスの効果が集客、税収面から
も大きいと理解した。その効果を受け
るべく、スライドでも大阪や東京など
が検討しているということだが、東京
の一極集中を避ける為にも、横浜は誘
致するべき。
東京などに勝つための方策は？国の３
か所に選ばれるためのアイディアなど
はあるか？

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。
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。
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。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でお示しします。

これまでギャンブル依存症の方に数多
く接してきた私にとって、またその依
存症を招きかねない悩みの種というの
が正直なところです。
厳格な管理といいますが、どのような
ことを想定されていますか？
予防というならば最大の予防はカジノ
を作らないことです。
市民の生活が破綻して活性化などはあ
りえません。
他の施設は100歩譲ってよしとしてもカ
ジノだけは容認できません。

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。
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。
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。

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
旭区（１月20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
してきました。国のＩＲの法制化検討の中で、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。
非日常を楽しむ最高のリゾート施設Ｉ
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、
Ｒは何故カジノなしで運営できないの
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。
か考えますが、ＩＲの収益でカジノの
また、今回お示ししているＩＲ区域内の消費額は4,500億円から7,400億円となっていま
収益は何％ですか？
す。数字に幅があるのは事業者ごとに施設構成や規模、各施設の売上など異なった情報
が提供されたためです。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、今後、区域整備計画の策定まで
に、明らかにしていきます。
なお、日本型ＩＲが参考としているシンガポールのＩＲでは、約７割程度がカジノの売
上となっています。

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
ＩＲ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、その
健全なカジノとは健全なトバクと同義 結果を踏まえ、2018年７月に成立したＩＲ整備法により、我が国においては、免許を取
では。丁半バクチは健全か？
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。
なお、日本型ＩＲで行われるゲームの種類や機械の規制などは、令和２年１月に国の外
局に設置されたカジノ管理委員会で定められることとなります。
入港する客船にはカジノがある。横浜 現状では、大型客船等に設置されているカジノは、日本の領海に入った時点で使用がで
に来てわざわざカジノへ行くか。
きませんので、領海外での体験になると考えます。
説明会では、ＩＲを構成する施設の一つであるカジノに起因した、ご不安やご懸念から
市長がこの間の説明会で得たものは何
反対の声も多く伺いました。今後も、ご理解を深めていただけるよう、懸念事項への対
か？
策やＩＲの魅力について、丁寧にご説明していきます。

横浜市はカジノ誘致について、国の動
向を見て考えると以前から言われてい
ましたが、国会でカジノにからむ疑惑
が追及されている今、市民の反対の声
を無視して表明された横浜市長の「カ
ジノ誘致」発表は、見直されるべきだ
と思いますが、どのようにお考えで
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。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。
なお、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考えま
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・中立に事業を進めていきます。

横浜市全体では、これまで「横浜市防災計画」を策定し、これに基づき防災・減災に取
り組んできました。特に地震の対策をとりまとめた震災対策編は、地震による被害の発
生を未然に防止又は最小限に止めるため「予防」策や、発災後の「復旧・復興」の体制
建設予定地から地震・津波からの防災 等を定めた災害対応の要となる計画となっています。
対策は？
山下ふ頭のＩＲにおいては、地震や津波・高潮などの災害に対して高い防災機能を持
ち、自立したエネルギー供給を確保するなど、来街者の安全確保に加え周辺地域の市民
にとっても安全・安心な防災拠点となる、災害に強くしなやかで、自立的なまちづくり
を目指します。

カジノ抜きでは考えられないか？

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。

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
旭区（１月20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、Ｉ
Ｒ施設に調和して設置されています。
横浜のイメージが損なわれると思わな 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
いか？＜治安、ギャンブル＞
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。
本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。
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
ギャンブル依存症防止策は効果あるの
ます。
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、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
市長はＩＲを白紙に戻され選挙に臨ま
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
れました。
合の経済的・社会的効果や、有識者からのご意見もいただいてきました。
なぜＩＲ取組みに変更されたのか理由
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
をお聞かせ下さい。
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
にお諮りしながら事業を進めていきます。

横浜は、文化、歴史のある先人が築き
上げた街です。市民は横浜に誇りを
思っています。
昨年夏には、カジノ構想に代替案も出
ています。
市民の意見・提案も無視して外資系Ｉ
Ｒを推進する強硬姿勢には賛成出来ま
せん。
市長は今一度立ち止まり市民に寄り添
う姿勢を見せて下さい。

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
ピード感を持って整備するためには、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。
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
民の皆さまに対しても、ＩＲの実現に向けた横浜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。

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。しかし、本人自身
ギャンブル依存の怖さをどの程度把握 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が
しているのか。
悪化するばかりか、借金の問題なども深刻になることが懸念されています。このため、
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。
帚木 蓬生（精神科医、小説家）の本 ＩＲ事業の推進にあたっては、令和元年11月に都市整備局にＩＲ推進室を設置し業務に
「ギャンブル依存とたたかう」「やめ 取り組んでいます。海外のＩＲの成功事例、失敗事例についても担当部署で、現地調査
られない」etc.読んだことはあるか。 を含む調査にあたっており、今後、確認していきます。

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
旭区（１月20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
市民の70％が反対しているＩＲ（カジ
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
ノを含む）に何故手をあげるのか。
策になり得ると考えられること。
民意に反していないか。
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。
誘致の海外企業とは40年契約と聞く。 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。
途中ではやめられず、収入減だと補て 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
んも必要と。
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
市長はその年数も含めて責任持てるの 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
か。
れています。
なお、ＩＲ事業の継続が困難となった場合の措置とその役割分担については、実施方針
や区域整備計画などにおいて明確化していきます。

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。
ギャンブル依存症の対策、手だてを市
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
は考えているのか。
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。
その中味、経過、選出委員など、いつ
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
公表するのか。
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。
横浜市としては、令和元年度に実施している既存ギャンブル等に関する実態調査の結果
を踏まえ、令和２年度予算で、有識者や関係団体による懸念事項対策に関する研究会を
設置し、具体的な実効性ある対策をさらに深めていきます。

年間1,200億の税収を見込んでいるよう
だが、その為には8,000億の収益が必要
になると、静岡大・教授が言ってい
る。市民がギャンブル漬けにならねば
捻出できない。
カジノ内で金貸し業も制度も設置され
ると、正に、借金を作るシステムだ。
これに同意するつもりか。

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。
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いき
ます。
また、ＩＲ整備法では、カジノ施設において、日本に居住していない外国人や、一定の
金額以上（シンガポールでは800万円、日本は今後カジノ管理委員会で定める）の金銭を
カジノ事業者の口座に預け入れている者以外の者に対して、カジノ事業者が金銭の貸付
を行うことは禁止されています。

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
お金がからめば又、資金不足とりたて
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
などによる暴力沙汰、反社会勢力の闊
策にしっかりと取り組んでいきます。
歩することになり、その対策はたてら
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。
れるのか。
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（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
旭区（１月20日）分
質問内容

回答

賛成の人もいるという主張は市長はそ
の人たちの声しか聞こうとしていない
ことで市長の問題ではないか。
負の面を見ず、調べず、検討せず、
“益”だけを伝えるのは詐欺と一緒
だ。
日本には既に競輪競馬パチンコからス
ロットまであり、カジノは不要。
市長自身がすでにカジノ依存症に陥っ
ていないか。

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、既存のギャンブル等よりも
厳しい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、事業者への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、しっかりと依存症対策に取り組んでいきます。

増えた税収をどのような優先順位で
使っていくか、指針や方針はあります
か？
小児医療の所得制限や中学校給食無し
など、他の自治体と比較して子育て支
援が弱いので、ぜひ子育てサポートを
厚くしていただきたいです。

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
・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。

エンターテイメント施設に球技スタジ
アムの構想はありますか？
現在実施しているコンセプト募集や市独自のマーケティング調査などにより策定する実
ラグビーＷ杯やマリノスの優勝でポテ 施方針、事業提案により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おい
ンシャルを2019年で示せたのではない て、施設の構成や規模を具体化していきます。
でしょうか？

ＩＲ失敗例は？

日本型ＩＲは、これまでの海外における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。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のように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。
横浜市でも、2014年度の調査でＩＲの代表的な事例の調査や経済波及効果の試算を、
2015年度の調査では、ＩＲの導入の効果や影響の調査のほか、依存症対策に関する有識
者へのヒアリングなどを実施しています。なお、調査報告書については、横浜市のホー
ムページで公開しています。

外国からの「かんせん症」対策は？

災害と同じように感染症についても、常日頃からの対策が必要であると考えています。
特にＩＲは国内外から多くの人が訪れますので、リスクが高まる可能性があります。
今後、策定する実施方針などで、感染症対策について盛り込んでいきます。

訪日外国人に対する入場規制は？

ＩＲ整備法で定めた制度（規制）について、地方自治体等が緩和又は上乗せ規定を設け
ることは、法制上困難です。
海外のＩＲでは、事業者による責任あるカジノ運営が徹底されており、外国人について
はパスポートによる本人確認が求められます。
反社会的勢力の関与やマネーロンダリングの防止など日本人同様に厳格な利用が行われ
ています。

訪日外国人からも入場料を取る？

ＩＲ整備法では、日本国内に住居を有しない外国人以外の者から入場料を賦課すると規
定されています。訪日外国人の方への入場料はありません。

ＩＲ事業参加者は、日本国内の業者に 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
限るのですか。
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。
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
カジノがあることで、横浜に滞在する 会が創出されて、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
人が増えますか？
ています。
地元の人に頼ることになりそう！
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。
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。

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
旭区（１月20日）分
質問内容

回答

ＩＲに設置される様々な観光・ＭＩＣＥ施設においては、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
雇用創出をうたっているが、どの様な
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
人材を雇用するのか。まさか、10代は
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
ないだろう。（カジノに限り）
いきます。
なお、海外のＩＲでは、カジノ施設の従業員に対し、高度な専門職としての訓練が実施
されるとともに、カジノ以外の施設の従業員を含め依存症対策として問題ある利用者へ
の声がけや相談窓口への案内などの訓練や教育がなされています。

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。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。
これら既存ギャンブル等についても、ＩＲ整備法に先立ち、ギャンブル等依存症対策基
ギャンブル依存に関して、現状の競
本法が成立し、2019年４月には同法に基づく基本計画が策定され、国、自治体、事業
馬、パチンコ等の現状はどうなってい
者、関係機関の役割が明確化され、取組を開始しています。
るのか。
また、日本型ＩＲの導入によるカジノの設置に伴う新たなギャンブル依存症には、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。
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。

ＩＲには、市内はもとより県内や日本各地の魅力をアピールし、ＩＲに訪れるお客様を
県内や日本の観光地などに送客する施設が整備されます。
これらを活用し、ズーラシアやふるさと村など、市内郊外部の観光やアグリツーリズム
などへのご案内することで、観光面での活性化が期待できます。
横浜の海側ばかり発展させようとして また、ＩＲでは大規模MICE施設やホテルなどが整備されるため、そこで使う物品や食品
いるが、横浜の西側（若葉台方面）
などの調達、サービスの提供などの需要については、市内全域で対応することで、市内
は、市営バスも廃止になり（交通不
経済の活性化が期待できます。
便）、高齢者は困っている。
さらには、カジノ納付金や入場料収入により、市の税収が伸び、行政運営の自由度が高
まり、市域全体の市民サービスの向上も期待できます。
なによりも、ＩＲの整備により市民の皆様が一流のショーやエンターテイメント、文化
芸術を身近に体験でき、山下公園から続く海辺の憩いの空間を散策し、郊外部に居住の
方を含め市民の皆さま全体が楽しむことができます。
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
議員の方が出席していたが、その分一
方法について規定されています。
般の人が参加できない。
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Ｉ
議会で充分チェックしているのではな
Ｒとはどのようなものか、皆さまにご理解いただく事が必要と考えております。
いですか。
また、説明会を議員の皆様にご覧にいただき、状況をご確認いただくことも、議会での
ご審議に重要だと考えています。

説明の数値が、都・府との比較があっ 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
た。他の市、和歌山、長崎等も欲し
浜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
い。
すが、次回以降の参考にさせていただきます。

事業の経済効果について、宝物を掘り
当てた感じがしますが、事業成功の保
証があるわけではないので、運営者の
事業提言をう呑みせず、当局におい
て、慎重に検討し、リスクを軽減して
いただきたい。

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。横浜市としてもしっかりと事業者と検討を進めます。

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
旭区（１月20日）分
質問内容

運営者の利益はカジノ収益が大半と思
えるが、賭博の収益構造から、一方で
は遊戯者損失で成り立つ。
経済取引としてはゼロ・サムゲームで
ある。
この損失面に立つと、経済効果、税収
に違和感を感じます。
遊戯者の６～７割程度はインバウンド
による収益となるよう海外への働きか
けが必要と思います。

回答
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、日本型ＩＲが参考としているシンガポールのカジノ施設の従業員は、専門職とし
て訓練がなされ、ラグジュアリーな内装やエンターテイメントのための施設・設備。食
が調達され、通常のサービス業と同様の生産性を有しています。
これらカジノ事業の収益を活用して世界水準の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。
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。
なお、国連世界観光機関では、海外旅行者総数が2018年の14億人から2030年には18億人
に拡大すると予測しており、これらインバウンド需要を取り込んでいきます。

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。
子供の利用施設は控え、大人・ビジネ
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
スの一大ＩＲゾーンとして構想したら
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。
どうか。
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。
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法令等で定められてい
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
依存症対策として、入場料、回数、入
れています。
場制限があるが、その根拠は？
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
雇用創出効果とあるが、少子化・高齢
を求めていきます。
化に伴い福祉事業の人出不足がある
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
中、ＩＲの実現に向けて考えるのはお
整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
かしい。
ていきます。
また、横浜市民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。
ＩＲには、市内はもとより県内や日本各地の魅力をアピールし、ＩＲに訪れるお客様を
なぜ、ＩＲで市内回遊型観光が促進さ 市内・県内や日本の観光地などに送客する施設が整備されます。
れるのかを答えていただきたい。
これらを活用し、八景島やズーラシア、横浜国際競技場など、市内の観光やアグリツー
リズムなどへのご案内することで、観光面での活性化が期待できると考えています。
日本型ＩＲでは、これまでにないスケールとクオリティを有した大規模な国際会議場や
展示場を整備することがＩＲ整備法や施行令で示されています。これらを活用し国際的
なイベントがＩＲで実施される場合には、ＩＲ区域内に整備されるホテルの客室数を大
幅に超える宿泊者が想定され、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において、ショッピングや食事、市内観光やス
ＩＲでショッピングセンター同士の競 ポーツ観戦、文化芸術施設を訪れることが期待されます。さらには、ＩＲに設置される
合が起きる可能性があるのではない
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
か。どう考えているのでしょうか。
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ていま
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。

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
旭区（１月20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
カジノはすでに作る方向で決まってい 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
るのか。
方法について規定されています。
反対の声が多ければ作らないのか？
まずは、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への訪問者数2,000万人から4,000万人は、年間の延べ人数であり、365日で除した単
純計算では、一日あたり5.5万人から11万人となりますが、ＩＲが設置される予定の山下
ふ頭周辺の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
市人口の10倍もの人が山下埠頭を目指
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
して集まることの混乱は想定できてい
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
るのでしょうか。
す。さらに、水上交通などの移動手段も検討し、ＩＲ設置に伴う渋滞対策については、
今後、選定され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
する中で、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
ＩＲになぜカジノは必要なのか。カジ
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
ノなしのＩＲではいけないのか。
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。

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
カジノ関連での市税収入は、どの位な
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
のか。
略の面から具体的な数字の比率等をお示しできませんが、今後、選定された事業者と策
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。

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。
市の税収が1,200億円増えるというので 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
すが、ホテル、大展示場、映画館、レ 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
ストラン、カジノ、どの事業が中心
人市民税なども含まれています。
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
それぞれはどの程度と見込んでいるの その他の収益を分けて公表することができませんが、シンガポールでは70パーセント程
ですか、おこたえ下さい。
度がカジノの売上となっています。
これらについても、今後、区域整備計画などの策定に向け、施設の構成や規模を具体化
していく中で明らかにしていきます。

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。
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。
ＩＲ収入は、計画値を下まわったとき
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
の対策はあるのか。
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
旭区（１月20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いただいてきました。
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
市長は市長選の時「カジノは白紙、市
な意見をいただいてきました。
民・市会の意見を聞いた上で判断す
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
る」とおっしゃいましたが、市民の意
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。
見を聞く場を持つ事なく、カジノ推進
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
を決められたのは何故ですか？
にお諮りしながら事業を進めていきます。
なお、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、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。

治安や依存症の事を心配している訳で
はありません（行かないから関係ない
です）。
ただ、横浜ブランドの毀損について危
惧しているのです。
どこに住んでいるか？と聞かれて、
「横浜」と答えて「ああカジノの横浜
ね」と言われるのが嫌なのです。
横浜ブランドについてどうお考えです
か？

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、Ｉ
Ｒ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。

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。日本型ＩＲに設置されるカジノには、Ｉ
Ｒ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
横浜の美しい街にアブク銭を寄せ集め 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
た資金を投入することをあてにしなけ 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
ればＩＲが成り立たないということで 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
すか？
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。
市長さんのなさることではないので
また、山下ふ頭において誘致する日本型ＩＲは、単に、エンタテインメントやアミュー
は？
ズメント施設を整備するものではなく、我が国の成長戦略の一つである国際競争力の高
い国際展示場などの大規模なＭＩＣＥ施設を整備することも目的の一つとしています。
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。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。

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
依存症リスクがあるものの建設は不要
を及ぼしている方がいらっしゃるのも事実です。
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、既存のギャンブル等よりも
神奈川では“未病”をうたっているの
厳しい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
におかしいと思いますが。
した対応や相談窓口の設置など、事業者への責任ある運営が求められています。
依存症になるかもしれないものの建設
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
はおかしいと思いませんか。
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（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
旭区（１月20日）分
質問内容

“犯罪予防”ということは、危険な箇
所で家族は立ち入れないと思いますが
どう思われますか。

税収を増やすには、横浜が住みやす
い、若い子育ての人が住みたいと思う
横浜にすればいいと思いますが、どう
思われますか。

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。
一方で、日本では、古い映画などの影響により、カジノには反社会的な勢力が関与して
いるとのイメージを持たれている方が多いと思われます。
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。
しかしながら、市民の皆さまのご不安を解消していくため、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。

日本型ＩＲの導入によるカジノの設置に伴う新たなギャンブル依存症には、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事業者への責任ある運営が求められていま
依存症になった家族がいます。
す。
一旦依存症になると皆悲惨であること
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
をご存知ですか。
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。

観光客が横浜にとどまらないのはやむ
を得ない。東京に近い為、仕方ない。
ＩＲリゾートを作ってもひき止めるこ
とはできないと思います。
むしろカジノによる害悪が大きいと思
います。
今の資源を壊さない様にして下さい。

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。
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。
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、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。
カジノの説明を受け、むしろ不安が増 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
加しました。
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
カジノだけ除いた施設にして頂けない してきました。国のＩＲの法制化検討の中で、わが国の観光・ＭＩＣＥ戦略を達成でき
でしょうか？
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。
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
旭区（１月20日）分
質問内容
Ｋ新聞の世論調査では、ＩＲ（カジ
ノ）に対する反対意見が多かったはず
です。
市のＩＲ推進は民意に逆行しているの
ではないですか。
民意を反映させるため、市民投票が市
民ファーストなプロセスであると思い
ます。
市長は、市民投票に賛成ですか、反対
ですか？
反対なら、その合理的理由を問いま
す。

回答
多くの方々はＩＲ＝カジノと捉えられており、ＩＲを構成する施設の一つであるカジノ
に対するご心配が強く、ＭＩＣＥ施設等を中心とした統合型のリゾートを目指す日本型
ＩＲや横浜市が目指すＩＲについて市側がお伝えしきれていないと考えています。
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。
なお、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。

事業者を管理監督するカジノ管理委員会が令和２年１月７日に内閣府の外局として設置
されました。カジノ管理委員会は国家公安委員会などと同様に、独立した権限を待ちま
す。整備法では、このカジノ管理委員による徹底した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。
カジノ開業後、市のカジノ管理委員会 また、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、カジノ管理員
はどのようにカジノを指導監督する予 会は、事業者を管理・監督していくことになります。
定ですか。
一方でＩＲ整備法では、横浜市と事業者は、事業の具体的な実施体制及び実施方法に関
する事項、事業継続が困難となった場合の措置、ＩＲ区域の整備の推進に関する施策、
国際競争力の高い魅力ある滞在型観光を実現するための施策など、実施協定を締結する
ことが規定されています。それにより、横浜市は、協定の確実な履行のため、事業者に
対し業務の報告や実地調査をし、必要な指示をすることができるので、しっかりと履行
を確認していきます。

市は定期的にカジノについて市民に報 カジノの納付金、入場料などが市の歳入となりますので、予算の審議など議会に報告し
告するのですか。
ていきます。

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。
カジノ納付金や日本人等の入場料の収入、施設の建物に係る固定資産税等は、事業の収
支ではなく、利用実績に応じて設置自治体に納入されます。
開業後カジノが収益をあげられない場
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。
合、市はどう対処しますか。
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。

国会議員逮捕で明らかになったよう
に、ＩＲ推進法・整備法の制定過程等
に不公正な点が疑われます。
これまでの市民の意向調査でも不安を
抱く市民が多数であったこともあり、
さらに不安、不信を募らしているので
はないでしょうか？
不安、不信の多い状況で進めるのは一
旦やめて、本当におかしな未来になら
ないことを確認することが上策と考え
ますが、いかがでしょうか？

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。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。
なお、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
実だとすれば、あってはならないことで、厳正に対処されるべきであると考えます。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
に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
旭区（１月20日）分
質問内容

回答

市では「横浜市山下ふ頭開発基本計
画」を進めていました（平成27年）。
そこには当然カジノはありませんが、
その計画の推進ではだめなのでしょう
か？
だめだとすれば、平成27年の計画はそ
もそも間違っていたという判断でしょ
うか？

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、27年度に策定した山下ふ頭でのハーバーリ
ゾート計画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制度という手法を活用することが最適であると判断しています。

市の中期４か年計画（2018-21）には、
ＳＤＧ'sをとり入れた健全で持続可能
な市の発展を目指しています。
カジノで懸念される様々な弊害はこの
基本計画に合致しません。
ここの整合をどうとっていくのか、き
ちんとした説明を求めます。

横浜市では、「ＳＤＧｓ未来都市・横浜」として、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。

ＩＲ関連事業（業務）については、大
企業のみならず、中小企業含め、地域
業者へ公平に広く発注の機会が与えら
れるのか？（与えて欲しい！）

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。

観光船がたくさん入れると言われた
が、ニュース等でベイブリッジの高さ
ベイブリッジを通過できない超大型船については、現在ベイブリッジの外側に位置する
がネックで世界の大型客船が入ってこ
大黒ふ頭への着岸で対応しており、将来的には本牧ふ頭への着岸も予定しています。
れないと言っていたが、大丈夫なの
か？
ＩＲ区域内での消費額は、年間4,500億円から7,400億円としています。こちらは、情報
カジノ施設は全体の３％だというが、 を提供いただいた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
収益的にはどのくらいの割合を予想し じています。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
ているのか。
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。
ＩＲ整備法では、①国際会議場②展示施設③我が国の魅力の増進に資する施設④観光旅
行の促進に資する施設➄宿泊施設に加え、カジノ施設から構成される一群の施設を設置
市民全体が楽しめると言うが、結局貧
することが規定されています。横浜市は、ビジネスからレジャーまで、大人から子ども
乏人の私には、楽しめる事はなさそ
まで、外国人でも日本人でも幅広い客層が楽しめる非日常的で印象的な空間を有する都
う。
市型リゾートを目指しています。今後、区域整備計画の策定までに、詳細を示してまい
りますので、ご期待ください。

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。
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
他都市との比較が強調されたが、横浜 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。
らしさを求めて進めて行けばよいと思 同時に、お子様も楽しめるアトラクション施設など、市民の皆様が憩える、横浜の景観
うが。
に調和したリゾートにしたいと考えています。
横浜におけるＩＲは、国内の他都市との差別化だけでなく、海外のＩＲとの競争が想定
されますので、国際的な競争にも勝ち残る、日本を代表する魅力的なＩＲを整備するこ
とが必要と考えています。

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
旭区（１月20日）分
質問内容

回答

ＩＲのカジノ運営会社についての質問
です。ＩＲの最大の収益源であるカジ
ノ運営は、横浜市に本社をもち、横浜
市に法人市民税を支払ってくれる企業
が行うべきだと思います。カジノの運
営会社の選定基準として、横浜市に本
社を置くという制限があるのかどうか
をお教えください。制限が無い場合
は、なぜ、そのようにしないのかをお
教え下さい。横浜市に入るべき税が入
らないのであればＩＲを誘致する意味
が少ないと思います。

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。
カジノ納付金や日本人等の入場料の収入、施設の建物に係る固定資産税等は、事業の収
支ではなく、利用実績に応じて設置自治体に納入されます。
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
れます。海外のＩＲでは、外資企業と国内法人がグループ（コンソーシアム）で出資し
運営する事例が見られますが、大手オペレーターは複数の国でＩＲの運営を行ってお
り、横浜市に本社を置くことを選定基準とできるかどうかについては、今後、研究して
いきます。

ＩＲ業者とは何年契約なのか。

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。実施協
定の有効期間については、ＩＲ事業は長期間にわたる安定的で継続的な実施の確保が必
要であることを踏まえ、横浜市とＩＲ事業者との合意により、区域整備計画の認定の有
効期間を超えた期間を定めることも可能とされています。現在、ＲＦＣでは、40年とし
ヒアリングしていますが、実際の協定の期間は実施方針で定めていきます。

その間計画では税収がふえることに
なっているが赤字になった時の責任
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。

ＩＲ（カジノ法）の成功例としてシン
ガポールを出しているが、シンガポー
ルは社会主義国であり、憲法で基本的
人権が保障されている日本と比べるの
は無理である。

500万人超の人口を抱える都市国家であるシンガポールは、日本と制度が異なる面もあり
ますが、ＩＲの導入前にギャンブル等依存症を疑われる者の割合が高かった、産業転換
が必要な時に観光立国を目指していた点など、参考となる面が多く見られます。
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。また、ＩＲの設置前か
らギャンブル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。
日本型ＩＲは、シンガポールの成功事例を参考としていますので、本市においても成功
事例を参考に取組を進めていきます。

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、既存のギャンブル等よりも規模しい世界最高水準とい
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
カジノの面積が３％と言っているが、
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
広さの問題ではなく中身のことを考え
ます。
るべきと思う。
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。

ＩＲ整備法における、カジノ施設の入場回数が７日間で３回というのは、日本人の平均
的な旅行に数が２泊３日になっていることなどを踏まえたものであり、回数の制限によ
り効果があると考えています。
カジノ入場が１週間に３回も入れるこ 本人や家族の申告による入場規制等も行われ、まずは入場時に本人確認を行うことが、
と自体問題ではないか。
ギャンブル等依存症対策等を講じる上で、重要であると考えています。
また、現在のＩＲに設置されるカジノにおいては、事業者による責任ある運営が求めれ
らており、訓練・教育された従業員による問題ある利用者への徹底した対応や相談窓口
の設置が実施されており、横浜市においてもしっかりと事業者に求めていきます。
山下埠頭の企業（蔵置場、指定保税地
山下ふ頭の再開発を進める上では、現在の物流施設（船舶含む）については、移転して
域）の移転先はどこになるのか。はし
いただく必要があります。港湾事業者の皆様のご理解ご協力が大切です。引き続き丁寧
けについてはそのまま将来も存続して
に調整しながら進めてまいります。
いけるのか。

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
旭区（１月20日）分
質問内容

横浜市はゴンドラもそうだが外面ばか
りよくしようとしていて市民に対して
よくしようという気持ちが見えない。
せっかく学校をたてかえていくのなら
中学校で給食を作れるようにするな
ど、市民の声をひろっていくべきだ。

回答
人口減少社会の到来、超高齢社会の進展、東京一極集中への対策など、横浜が抱える将
来への課題に対する強い危機感から、様々な政策とあわせて実施する解決の選択肢の一
つとして、ＩＲ実現に向けて決断しました。
治安や依存症対策などについて万全の対策を行い、市民の皆さま誰もが安心して楽しめ
る世界最高水準のリゾートをつくりあげていきたいと考えています。
なお、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。

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。また、Ｉ
ＩＲは米大統領の友人が開発すると聞 Ｒ整備法では、カジノの粗収益（ＧＧＲ：かけ額と配当額の差額）の30％を国と設置自
いています。利益は日本にではなくア 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、ＭＩ
メリカに持っていかれるのではありま ＣＥ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
せんか。
し続けていくため、カジノによる収益を、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ことが義務づけられており、カジノ
の収益が国内に還元される仕組みとなっていると考えています。

横浜市全体では、これまで「横浜市防災計画」を策定し、これに基づき防災・減災に取
り組んできました。特に地震の対策をとりまとめた震災対策編は、地震による被害の発
海を埋め立てた場所に建設となると地 生を未然に防止又は最小限に止めるため「予防」策や、発災後の「復旧・復興」の体制
震がいつ起きてもおかしくない時期に 等を定めた災害対応の要となる計画となっています。
津波に対応できる建設にできるのです 山下ふ頭のＩＲにおいては、地震や津波・高潮などの災害に対して高い防災機能を持
か。
ち、自立したエネルギー供給を確保するなど、来街者の安全確保に加え周辺地域の市民
にとっても安全・安心な防災拠点となる、災害に強くしなやかで、自立的なまちづくり
を目指します。

人の不幸で税収を企るなんて事が市政
の在り方とは思えない。ムダを削れば
健全な財政運営ができる筈だ。税収を
上げる方法は他にもある。企業に応分
の負担を求めるべきだ。

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。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。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となってい
ます。

ＩＲの交通アクセスの確保、劇場建設
などたくさんの公共工事に公金を投入
するのはちがうと思う。市民の生活に
直けつする事にまず公金を投入してほ
しい。

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、選定された事業者と策定する区域整備計画において明らかにしていきます。
なお、これらの費用については、将来、ＩＲ事業で得られる増収額の範囲で実施しま
す。

横浜市はパチンコ等の公営ギャンブル
があふれています。これ以上のカジノ
は不用です。リゾート施設のみ開発す
べきです。カジノ以外のリゾート施設
のみ開発できませんか。

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。国のＩＲの法制化検討の中で、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。
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
旭区（１月20日）分
質問内容

ＩＲ誘致、前回の市長選で白紙撤回し
たにもかかわらず、何故また誘致する
のか。市民に対する裏切り行為だと思
うのですが。子どもがいるので不安で
たまりません。

回答
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いただいてきました。
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。
なお、ＩＲ整備法においては、カジノ行為の青少年への悪影響を防止する観点から、マ
イナンバーカードにより入退場時に確認をすることとなっており、20歳未満の者のカジ
ノの入場を禁止しています。また、20歳未満の者に対してカジノ事業やカジノ施設は勧
誘をしてはならないとされており、広告も海外からの入国手続きエリアに限定されてい
ます。

ＩＲの国への認定申請期間は令和３年１月４日から７月30日と国から示されてます。
これらを踏まえると、横浜市としては、 令和元年度に事業者にサウンディングを行い、
なぜ短期間で押し進めようとするの
横浜におけるＩＲの整備・運営に関する方針や事業者の公募条件等を内容とした「実施
か。就任中に全て完結させようとして
方針」等を策定し、令和２年度に公表し、事業者の公募・選定のうえ、令和３年までに
いるのか。
は、選定した事業者と共同で「区域整備計画」を作成し、市会の議決等を経て、国に認
定申請していく必要があります。

資料20ページ目（横浜がめざすＩＲの
姿２）現在でもみなとみらいに全てそ
ろっている。さらに必要か。増えても
皆東京に行きますよ。

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。

ホテルだけ増やせば良いのでは。

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。
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。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でお示しします。

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。
なぜ反対の声が多いのにＩＲを進める
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
のか。一旦はＩＲを受けないと言って
経済的・社会的効果や、有識者からのご意見もいただいてきました。
たのに、なぜまた進めるのか。
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
旭区（１月20日）分
質問内容

回答

横浜の現状を説明しているが２期も
やっている市長のせいでしょう。今民
生委員などの手当ては微々たるもので
市政推進に低コストでおしつけている
感がします。みんな市○○（判別不
明）のまずさから来ているのでしょ
う。自分の責任をたな上げにしてバク
チで金をせしめようなんておかしいで
しょう。ばくちでしんしょうをつぶし
た人はたくさんいます。ＩＲとばくち
は切りはなして。

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。
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。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。
自治体とカジノ事業者が結ぶ「実施協 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
定」についての、リスクやマイナスな 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
面を教えてください。
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、ＩＲ事業の継続が困難となった場合の措置とその役割分担については、実施方針
や区域整備計画などにおいて明確化していきます。
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
カジノの利権問題について市長の考え すれば、あってはならないことで、厳正に対処されるべきであると思います。
を教えて下さい。
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。
カジノ行為の青少年への悪影響を防止する観点から、ＩＲ整備法においては、マイナン
バーカードにより入退場時に確認をすることとなっており、20歳未満の者のカジノの入
カジノ誘致と子どもの健全な育成につ
場を禁止しています。また、20歳未満の者に対してカジノ事業やカジノ施設は勧誘をし
いての悪影響をどのように考えていま
てはならないとされており、広告も海外からの入国手続きエリアに限定されています。
すか。
これらに加え、地域の見守りの強化、青少年の勧誘等の禁止、青少年に携わる大人に知
識や情報の提供など、青少年の保護育成の施策に取り組んでいきます。

これから事業者の公募を行う現在の段階では、事業者毎のノウハウや戦略の面から、カ
ジノ利用の日本人と外国人の内訳はお示しできません。
有識者からは、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、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、カジノの粗収益（ＧＧＲ：かけ額と配当額の差額）の３０％を国と設
横浜のカジノのターゲットは日本人だ 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、
と言われています。教えてください。 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こと、が義務づけられ
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。
今後、選定された事業者と策定する区域整備計画において、施設の構成や規模などが具
体化する中で、明らかにしていきます。

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
旭区（１月20日）分
質問内容

ＩＲの運営主体は自治体ですが、カジ
ノ運営会社に高額の成功報酬などを支
払う契約と聞きましたがもう少し詳し
く教えてください。市の財政に影響は
ないのですか。

回答
ＩＲ施設の整備・運営は民設民営事業であるため、事業者に対して横浜市が報酬を支払
うことはありません。横浜市の増収額は、平成30年度に事業者から提供された情報を精
査した段階では820億円から1,200億円と見込んでいます。まず、カジノ事業の粗利益
（ＧＧＲ：かけ額と配当額の差し引き）の30％が、国と設置自治体に15％ずつ収入する
納付金と日本人等の入場料１にあたり6,000円の3,000円ずつが国と設置自治体の収入と
なります。これらに加え、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。
ＩＲ整備法では、繰り返しになりますが、ＩＲにおける施設の設置・運営は民間事業者
が行い、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。

カジノ以外の既存のギャンブル等の対策については、ＩＲ制度の検討を契機に、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
この機会に、駅の近くに多くあるギャ
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になり
ンブル場（パチンコ屋）を無くしても
ました。
らえませんか。
パチンコ店の営業については、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。

税収は社会保障にも教育にも使われる
ので、子供から（教育の場合）、先生
の給料の一部はトバクのもうけから払
われてるの。と問われたらどう答える
のでしょうか。お聞かせください。

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。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。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。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。横浜市では宝くじの財源も活用してお
り、ＩＲも様々な対応策の一つとなっています。

ＩＲについては、観光立国を目指す日本における国家的なプロジェクトに位置付けら
れ、観光、地域経済の振興、財政の改善への貢献のため、大都市では１兆円規模の大き
契約（カジノ事業者との）期間40年と
な投資が期待され、再投資計画も努力義務となっています。
も聞きますが、孫・子の代までしばる
これらを考慮し、ＩＲ整備法に基づき、2019年９月に公表された国の基本方針（案）で
カジノ開設はおかしくないでしょう
は、事業者と設置自治体が締結する実施協定の期間については、「ＩＲ事業は長期間に
か。
わたる安定的で継続的な実施の確保が必要なため、事業者と設置自治体の合意により、
区域警備計画の有効期間を超えることも可能」と示されています。

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
旭区（１月20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。基礎自治体で人口規模が
最大となっている横浜は、その影響が大きいものと考えています。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
財政難、高齢化社会は全国共通のは
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
ず。トバク収入に頼るのであれば全国
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、
カジノだらけになると思います。安易
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、
すぎる収益増計画は依存症増加などリ
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、
スク増加が大きすぎないか。
ＩＲを実現する必要があるという結論に至りました。
また、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。

カジノについて、厳しい規制があるこ
とが分かりましたが、横浜市としてよ
り厳しい規制を行うことが可能なので
しょうか。
また、そのことについて検問などは行
う予定などはあるのでしょうか。

ＩＲ整備法では、入場回数や入場料等などの法令で定める規制について、特定地域のＩ
Ｒにおいて、その事業者や地方自治体が内容を変更することは困難な状況です。
しかしながら、法令で回数や金額など、詳細が定められていない対策については、自治
体が事業者に提案を求めることが可能です。
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事業者への責任ある運営の具
体的なが内容について、事業者公募にあたり提案を求めていきます。
また、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。

横浜の20年、30年先を考えるというの
ならなぜギャンブルのカジノを導入す
るのでしょうか。健全な仕事につき横
浜市民が倖せになれるような勤労を通
じての賃金を得て、税金を収める、そ
ういう市民育成をすすめるべきではな
いでしょうか。カジノの施設床面積の
問題ではありません。ひとたびギャン
ブルにはまれば、本人だけではなく。
家族ぐるみが苦しむ事態を生みかねま
せん。弱い人間が一獲千金を夢みて
ギャンブルにはまっていくようなそん
な危険性をなぜわざわざ横浜に導入す
るのでしょうか。教育的な観点からも
再検討が必要ではないかと考えます。

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。
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、パチン
コなど既存ギャンブルの方を含め、依存症を増やさないように取組を徹底していきま
す。
なお、既存ギャンブル等の対策については、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において、３年毎に計画の見直しが行われ対策がなされていくも
のと考えています。

アメリカでは地域振こうのためカジノ
のもうけの配分は地方自治体70％、カ
ジノ業者30％だが、日本のIR整備法で
はカジノの儲けの配分は地方自治体
15％、国15％、カジノ業者70％と聞い
ているがほんとうなのか。これでは日
本人の金融資産がごっそり外国のカジ
ノ業者のふところに入ってしまうが、
市長は日本人としてこれに心の痛みを
感じないのか。

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、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。また、Ｉ
Ｒ整備法では、カジノの粗収益（ＧＧＲ：かけ額と配当額の差額）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、ＭＩ
ＣＥ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、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ことが義務づけられており、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
旭区（１月20日）分
質問内容
横浜市が筆頭株主（24.58％）の㈱横浜
国際平和会議が、国際観光MICE都市の
拠点として推し進めているパシフィコ
横浜をどうするのか。
2018年度総売り上げ82.8億円（内50億
円MICE）
2021年目標総売り上げ112置く円（内
112億円MICE)

回答
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。
国もＭＩＣＥ機能を強化し、観光先進国を目指しており、パシフィコ横浜と、ＩＲで新
しくできるＭＩＣＥ施設は、運営面で連携を図るなど集積の効果を活かせるよう検討し
ていきます。

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
会が創出されて、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
ＭＩＣＥを新たなＩＲに入れると「み ています。既存のパシフィコ横浜と連携することで、観光ＭＩＣＥ都市として確固たる
なとみらい」周辺の経済は縮小すると 地位を築いていきます。
思われるが、その対策はあるのでしょ 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
うか。
が連携することで、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。

ＩＲによる効果は事業者からの提出と
ありますが、その根拠を横浜市で確認
して、その根拠を明確に示して頂きた
い。
※横浜パシフィコの横浜市への経済波
及効果は2017年度860億円
2012年度870億円の実績ではＩＲ効果の
7000億円～１兆２千億円は信じられな
い。

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
を用いて波及効果を算出したものです。これらには、国際会議・展示会の新たなＭＩＣ
Ｅのみならず、５つ星ホテルなどラグジュアリーを含む延床10万㎡を超える宿泊施設
群、レストラン・ショッピングモール、一流のエンターティメント施設、カジノ、ＩＲ
区域内の年間消費額4,500億円から7,400億円から波及する効果となっています。
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、今後、選定され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。

エンターテイメント施設は、市民の皆
さんが身近にエンターテイメントを鑑
賞できる場とあるが、これからさらに
高齢化社会になることを考えると市民
にとってそれほど重要な施設とならな
し、老人がそんなに足を運ぶことは考
えにくい。
※数値は㈱横浜国際平和会議場の
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日本型ＩＲには、これまで国内になかったスケールとクオリティの国際会議場や展示場
が必須施設となっており、多くの外国人が参加する大規模な国際イベントの誘致が見込
めます。
また、日本国内に不足している海外富裕層向けのラグジュアリーな宿泊施設など、多様
なグレードのホテルが整備され、ナイトタイムエコノミーを伴うエンターテイメント施
設が整備されます。
また、海外旅行者向けのゲートウェイとなる送客施設も設置され、市内・県内はもとよ
り、全国の観光地にインバウンドを送り出すこととなり、これらが外国人宿泊者の増加
につながると考えています。

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
会が創出されて、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
パシフィコ周辺にさらに開発してMICE ています。
を進めて行けば良いと思うが、何故Ｉ 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
Ｒにこだわるのか。
が連携することで、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。

横浜市では、「ＳＤＧｓ未来都市・横浜」として、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。
さらにＣＯ２削減も考える必要がある 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
と思いますが。
魅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。

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
旭区（１月20日）分
質問内容

回答

ＩＲ整備法では、カジノ事業者が利用
客に金を貸すことが認められている
が、その行為はとても危険な面がある
と思います。限度額はカジノ管理委員
会規則で決めるとありますが、限度額
が決まっていなのに賛否を決めるとい
うことになりますが、このことに市長
はどうお考えですか。（カジノ内のATM
設置の禁止が対策として掲示されてい
ますが、それ以外の融資のケースはな
いといえるのでしょうか。）

ＩＲ整備法では、カジノ事業者は原則として日本人に金銭を貸し付けてはならないとさ
れています。例外として、あらかじめ多額の金銭をカジノ事業者に預けた日本人には、
貸し付けることはできますが、その際は、返済能力を調査し、貸付限度額を顧客ごとに
定めなければならないとされています。
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。

現状ＩＲの開発ノウハウを持つのは外
国企業のみで、横浜市のＩＲにも有力
な海外企業が一部報道では名乗りを上
げている。税収は上るかもしれないが
産業としては海外資本においしい所を
持っていかれるのではないか。地元の
資本が参加する余地はあるのか。

ＩＲ整備法では、カジノの粗収益の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。
また、民間事業者は公募により選定しますが、外資企業も日本企業も等しく扱われ、単
独でもグループ（コンソーシアム）を作って応募することも可能です。海外のＩＲで
は、ＩＲオペレーターと地元企業が出資して運営している例もあります。

ＩＲ客の市内環流案としてスポーツ観
戦があげられたが、ハマスタは良いと
ＩＲ整備法では、観光客の来訪及び滞在の促進に寄与する施設が位置づけられており、
して、横浜国際は大きすぎ遠くて使い
ｅスポーツ等の開催できる施設などを含め、今後、事業提案に基づき選定された事業者
づらく、三ツ沢は古くせまい。ＭＭ地
と策定する区域整備計画などにおいて、施設の構成や規模を具体化していきます。
区に新スタジアムがあれば良いと考え
るがどうか。
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。
ギャンブル依存症の息子を持つ父親で 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
す。市長のギャンブル依存症に対する 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
認識について質問します。
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
ギャンブル依存症に罹患するのは、
と依存症対策に取り組んでいきます。
ギャンブルを辞める意思が弱いからだ また、パチンコや公営競技などの既存のギャンブルに伴う依存症等については、公的な
とお思いでしょうか。
事業体による対応を基本としますが、2019年４月に法令に基づき策定されたギャンブル
等依存症対策基本計画では、事業者の役割についても規定されています。
ＩＲの整備に伴うギャンブル等依存症の予防・治療・調査、治安の維持など、自治体の
施策に係る経費と納付金の活用については、区域整備計画の策定までに明らかにしてい
きます。

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
領保健体育科の指導内容の一つとして取り組むとしています。同省が平成31年に発行し
た、生徒の心と体を守るための指導参考資料では、パチンコは18歳、公営競技は20歳か
ギャンブル施設が街中に氾濫している
ら行うことができ、ギャンブル等への「のめり込み」により病院を訪れた患者のギャン
中、危険性や怖さを伝える教育は十分
ブル開始年齢が20歳ごろであることを考えると、ギャンブル等に関る問題は、高校生に
だとお思いでしょうか。
とっても近い将来に生じうる身近な問題とされています。
なお、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
行う予定です。

依存症対策については、これまで国が示す依存症対策総合支援事業やアルコール、ギャ
ンブル等依存症対策基本法等に基づき事業を進めていますが、さらに、横浜市では、依
り患者に対する現在の医療機関や支援 存症の方を増やさないための４つの取組を徹底して進めていきます。具体的には、
機関等十分であるとお思いでしょう
①依存症への総合的な取組、②予防教育の実施。③事業者や研究・専門機関との研究、
か。
④調査による実態把握ですが、これらの中で、横浜市立大学のほか、全国拠点機関の久
里浜医療センターや、依存症治療拠点機関の神奈川県精神医療センター等と連携してい
きたいます。

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
旭区（１月20日）分
質問内容
ギャンブル依存症は回復する事はあっ
ても完治することはなく、本人も家族
も一生戦っていかねばならない病気で
ある事をご存知でしょうか。
どうか金儲けや地域振興、経済成長な
どの理由から、人々の心身の健康を害
さないで下さい。

回答

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で事業収益で実際には横浜市には
・地域経済の振興に関する施策
どれ位の収入があり、どの様に使って
・ＩＲ整備の推進に関する施策
いくのか具体的にお聞きしたい。
・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
ＩＲのリゾート施設は建築にあたいす
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
ると思うがなぜカジノが必要なのか。
してきました。国のＩＲの法制化検討の中で、わが国の観光・ＭＩＣＥ戦略を達成でき
カジノ抜きで考えられないのか。
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。
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。
日本型ＩＲは、これまでの海外における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。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
ＩＲでも失敗している国や場所が沢山 た、アトランティックシティのように過当競争に陥らないよう、国内のＩＲの数は、３
あると思うがそのリスクについてしっ か所が上限となっています。
かりと分析しているのか。
横浜市でも、2014年度の調査でＩＲの代表的な事例の調査や経済波及効果の試算を、
2015年度の調査では、ＩＲの導入の効果や影響の調査のほか、依存症対策に関する有識
者へのヒアリングなどを実施しています。なお、調査報告書については、横浜市のホー
ムページで公開しています。
ＩＲ業者に利益の７割で残りの３割を
国と地方公共団体とで分ける際の割合 納付金（ＧＧＲの３０％）の配分については、国15％、認定都道府県等15％となってい
は半分ずつですか。何対何かを教えて ます。
下さい。

安全対策をご説明いただきましたが、
これほど対策を立てなければならない
「危険」なものをわざわざ日本につく
ることそのものについて疑問を感じま
す。「危険」なものは除いたカジノぬ
きの開発をなぜ検討する開かれた話し
合いの場を設けないのかお答えくださ
い。

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。国のＩＲの法制化検討の中
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。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。
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。
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。

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
旭区（１月20日）分
質問内容
カジノで最も影響を受けるのは青少年
などそのほ護者たるサラリーマンや主
婦などである。而して平日の夜間では
参加は困難。故に土・日の平日、この
人たちを中心にした説明会をも開催さ
れたい。

回答
各区において説明会を実施する予定ですが、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さまに対しても、ＩＲの実現に向けた横浜
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。

「上場企業数と法人市民税の比較」を
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
して、横浜市に税収が少ないと言う
浜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
が、上場会社に匹敵するような企業を
す。
含めた場合はどうなのでしょうか。
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。
ＩＲ以外で税収を考えていないのか。 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。

土地の代金は上がらないか。

ＩＲ区域の土地は、横浜市から事業者に売却または貸付で使用いただく予定です。仮に
貸付の場合には、事業用定期借地が想定されますが、最終的な契約価格については、附
属機関である財産評価審議会に諮問のうえ、決定、更新していきます。

市長は市民を守ることが任務だと思っ
ています。しかし今、市長が進めよう
としているカジノの収益は、カジノで
損をしている人がいてはじめて成り立
つものであり、世界一の依存症対策を
行うことは、依存症の人が出る事を、
充分ご存知だからだと思います。1人で
も依存者が出る事は、その家族も含め
て不幸に落とし入れることだと、自覚
しておられますが、市の財政不足を理
由に市長としてやっては、いけないこ
とだと思います。むしろ、国が推し進
めようとする時に、市民を守る立場
で、反対するのが、市長ではないで
しょうか。市長のお考えを聞きたいで
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。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。
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。

ＩＲのために新たな整備に莫大な税金
をかけようとしています。海底トンネ
ル（臨港幹線道路の延伸）に約300億
円、みなとみらい線の延伸に約317億、
首都高との直結する事業に約600億円、
その推定額は1,000億以上です。かじの
のＩＲ誘致ではなく、中学校給食をこ
そ実現すべきではありませんか。

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。
ＩＲ区域では、民間事業者により一体的に設置・運営されるものとされており、事業の
運営に関しては、事業者が責任を負い、費用を負担するものです。
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。
なお、横浜市の中学校昼食は、ご家庭のライフスタイルや日々の都合に合わせて「ハマ
弁」「家庭弁当」「業者弁当」から等しく選べる選択制としています。

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
旭区（１月20日）分
質問内容

ＩＲは横浜にはふさわしくない。なぜ
急に方針を変更したのか。選挙では白
紙だったのでは。方針が変ったのなら
市民に信を答うべきでは。カジノ絶対
反対。

回答
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いただいてきました。
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
にお諮りしながら事業を進めていきます。

ＩＲ整備法に規定された、健全なカジノ事業の収益を活用することにより、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。
ＩＲとの名をかりた、カジノ中心施設
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
であり、市民としては絶対ＮＯであ
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。
る。
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でお示しします。
観光消費の比較、横浜市対大阪府おか 大阪府・市は共同して大阪観光局を設置し、府域全体で観光に関する調査を実施してお
しいのでは。対府ですよ。神奈川対大 り、外国人観光消費額については、大阪市単独のデータが公表されていません。このた
阪府です。これは、おかしい。
め、大阪府のデータを参考として紹介させていただいています。

カジノというバクチの利益で市の財政
の一部をまかなうという発想自体間違
えている。市長は市の説明不足により
理解が得られていないが、今回の18区
全部への説明により理解が得られると
強調している。それならば何故住民投
票をしないのか、全く理解できない。
その理由を説明してほしい。

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
ＩＲ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、その
結果を踏まえ、2018年７月に成立したＩＲ整備法により、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、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。

今回の説明会に使用している数字は市 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
に都合の良いものだけ使用している。 浜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
公平性が全くない。
す。

マネーロンダリンについて、日本型ＩＲでは現状のシンガポールのカジノより更に厳格
に実施され、しっかりと抑えていけるのではないかと考えます。
加えて、日本型ＩＲの入場規制については、マイナンバーカード等による本人確認、入
マネーロンダリング対策、具体的にあ 場料の徴収、入場回数制限など、既存ギャンブルよりも厳格な規制が施されています。
れば。
海外のＩＲでは、カジノ収益をもとに整備されるエンターティメントやアミューズメン
ト施設などの魅力により集客が左右される状況となっています。
横浜におけるＩＲについても、横浜にふさわしい魅力的なＩＲのコンセプトを明確化
し、国内外の優良モデルとなる事業提案を求めていきます。

カジノでマネー・ロンダリングが行え
ない対策（全てのかけ行為の記録等）
を、業者の参加資格にする考えはあり
ますか。（横浜市としての話です。国
は関係有りません。）

ＩＲ整備法では、マネーローンダリング対策として、まず、カジノで使用されるチップ
の持出や譲渡が禁止されています。また、チップの交付等の取引では、国際的な基準に
基づき、一定額以上（政令の定めで1000万円以上）を超える現金の支払いを行った際は
遅延なくカジノ管理委員会への届け出が義務付けられ、通知を受けた同委員会は国家公
安委以内に通知することになっています。
事業者の提案公募にあたっては、これらの法令の遵守、確実な履行のための具体的な手
続きを求めるとともに、ＩＣＴなども活用した取引の捕捉の仕組みへの提案などをも求
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
旭区（１月20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
増収の為にカジノ（大型消費が期待で
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
きる施設）が必要、だからＩＲをゆう
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。
ちするとの理解で良ろしいですか。
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。
ＩＲはカジノありきで進められている 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
事にギモンを感じます。カジノが無い 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
施設と言うのは成立しないのでしょう してきました。国のＩＲの法制化検討の中で、わが国の観光・ＭＩＣＥ戦略を達成でき
か。
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。
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。

大型客船が着いても、東京に行ってし
まうと言う事でしたが、複合施設が出
来ても、中だけでお金を落として、ま
わりには、逆にお金が落ち無い事に、
なる様な気がします。

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
会が創出されて、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。
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。

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。
PPT29ページについて、経済波及効果と 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
雇用創出効果の間接効果を含めない数 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。
値を知りたい。
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。
なお、ＩＲ区域内での消費額は、稼働が安定した状況で年間4,500億円から7,400億円と
事業者から示されています。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。また、日本型ＩＲが参考としているシンガポールの２つのＩＲ
では１か所あたり10,000人を超える雇用者が区域内で創出されています。
ＩＲ整備法では、入退場にマイナンバーカードの本人確認を規定しています。顔認証や
入場制限について、マイナンバーカー
生体認証等については、複数の事業者からご提案をいただいており、それらを含め、具
ド以外の確認手段は現在何を想定して
体的な施策については、選定された事業者と策定する区域整備計計画において、明らか
いるのか。
にしていきます。
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。
治安対策、依存症対策にかかる費用の
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
見込み額はどの程度か。
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
その額を差し引いて、税収増分との収
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。
支はどのように考えられているのか。
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。

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
旭区（１月20日）分
質問内容

回答

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
すれば、あってはならないことで、厳正に対処されるべきであると考えます。
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
収賄容疑で国民・市民の不審は更に広 立に事業を進めていきます。
がっている。世論の動向を冷静に見直 なお、ＩＲの国への認定申請期間は令和３年１月４日から７月30日と国から示されてま
しする姿勢（カジノの件）はないの
す。これらを踏まえると、横浜市としては、 令和元年度に事業者にサウンディングを行
か。
い、横浜におけるＩＲの整備・運営に関する方針や事業者の公募条件等を内容とした
「実施方針」等を策定し、令和２年度に公表し、事業者の公募・選定のうえ、令和３年
までには、選定した事業者と共同で「区域整備計画」を作成し、市会の議決等を経て、
国に認定申請していく必要があります。
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。
選挙では白紙を表明し、当選したら誘
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
致申請、市民をだましてまで急いで誘
経済的・社会的効果や、有識者からのご意見もいただいてきました。
致申請する必要はどこにあるのか。
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
にお諮りしながら事業を進めていきます。
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。
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
カジノ抜きのＩＲ計画は出来ないの
してきました。国のＩＲの法制化検討の中で、わが国の観光・ＭＩＣＥ戦略を達成でき
か。収益は恒久的に見込める保証はど 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。
こにあるのか。
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。
なお、日本型ＩＲが参考としているシンガポールの2010年に開業した２つのＩＲでは、
業績の向上から、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。

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、Ｉ
横浜市には多くの財産がある（お金で Ｒ施設に調和して設置されています。
はなく自然等）これらを活用したカジ 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
ノ以外での収益確保を真剣に考えてい 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。
るのか疑問がある。
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。
本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。
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
カジノに関してのスタッフや警備・設
してきました。
備等ムダな人材、資金が必要になって
横浜市にとって、「観光ＭＩＣＥ都市」としての地位を盤石にするため、国内外から多
いる。ほかに運用すべきでないか。
くの人々を呼び込む大規模コンベンション機能が必要と考えており、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
効な手法と考えており、海外のＩＲ事業においても人材や資金が事業収益の範囲で適切
に運用されています。
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
カジノの延床面積が３％以下とのこと
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、事業提案により選定さ
ですが、全体の延床面積はどのくらい
れ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具体化する中で、明
になるのでしょうか。
らかにしていきます。

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
旭区（１月20日）分
質問内容

回答

それによる経済効果（事業者は利益を
事業者により施設構成や規模、ＩＲ全体の売上額に幅がありますので、公募前の現段階
出さなければなりません）をどのくら
では、皆様にお示しできませんが、今後、選定された事業者と策定する区域整備計画に
いと試算すれば営業黒字となるので
おいて、施設の構成や規模が具体化する中で、明らかにしていきます。
しょうか

ＩＲ以外の策は考えなかったのです
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。
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。基礎自治体で人口規模が最大となっ
ている横浜市は、その影響が大きいものと考えています。
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。
また、ＩＲ整備法では、カジノの粗収益（ＧＧＲ：かけ額と配当額の差額）の３０％を
ＩＲの収益は、７割が事業者に行くと 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
聞いています。実際に横浜市の税収増 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
加となるか、はなはだ疑問です。詳し 魅力を維持し続けていくため、カジノによる収益をＩＲの事業内容の向上やＩＲ整備計
く数字をあげて説明して下さい。
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こと、を義務づけられてお
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。
横浜市が民間事業者を選定した後、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。
厚生労働省が2017年に行った全国の実態調査の結果で、過去１年の間に公営競技やパチ
ンコが原因の依存症が疑われる方の割合は0.8％とされています。この数値で推計した場
合、全国で７１万人横浜市では２万人いることになります。
ギャンブル依存症の現状を数字で教え
定義としては、「ギャンブルが原因で生活のいたるところで問題を起こし、もはや自分
て下さい。
の力でギャンブルをやめることはおろか、コントロールすることもできない」状態であ
何%の市民がギャンブル依存症となって
り、ここでいう“生活のいたるところで問題を起こす”とは、例えばギャンブルのため
いますか。
に借金をしてしまったり、本来ギャンブルに使わないはずのお金を使ってしまうといっ
その際ギャンブル依存症の定義を明ら
た行為のほか、ギャンブルのために他の人との予定を変更して周囲を振り回す、仕事中
かにして下さい。
にギャンブルに行く、ギャンブルの負けをギャンブルで取り戻そうとするといった行為
が継続しているとギャンブル依存症に当てはまる可能性が高くなるものと認識していま
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
カジノ抜きの再開発は考えていません
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
か。
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
市民がカジノによる疲へいで生活保護 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。
者がふえませんか。
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。

カジノによる負の部分（マイナス部
分）は何ですか。

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 などがありま
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
に関する自治体の施策に係る経費については、選定され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具体化する中で、明らかにしていきます。

山下ふ頭に誘致を目指している日本型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。
瀬谷の通信基地→リゾートとの関係と 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、
集客でバッティングしないのかと思
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
う。
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。
なお、旧上瀬谷通信施設跡地については、郊外部の新たな活性化の拠点を形成するもの
であり、現時点の計画では差別化できるものと考えます。
港湾関係者をどう説得するんですか。

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
丁寧に調整しながら進めてまいります。

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
旭区（１月20日）分
質問内容

回答

他の税収ＵＰの努力は。
市民に横浜市の税収難を説明し、ふる
さと納税より、おひざ元が税収難で各
種サービスや事業に影響が出ているこ
とを説明し、協力を呼び掛けるなど
…。
具体的な影響額は。

2019年をピークに人口減少が予測され、団塊の世代の皆さまが後期高齢者に移行してい
く中、横浜の経済活力を維持・発展させていくためには、これまでの政策に加え、あら
ゆる方策にチャレンジしていかなければなりません。その選択肢の一つとしてＩＲの実
現に向けた本格的な検討・準備を進めています。
一方、ふるさと納税の制度が導入され、横浜市では大幅な個人住民税の減収となってい
ますが、寄附を通じて地方の応援したい自治体や恩返しをしたい自治体の力になれると
いった制度の趣旨に沿って、今後も対応していきます。
なお、ふるさと納税に伴う減額分については、翌年度にその75％が地方交付税で措置さ
れる制度となっています。

ご近所でご家族の方がパチンコにはま
り自己破産をしてしまった。ご両親は
片がわりはせず、本人の責任とした。
自己破産から８ヶ月間位は静かにして
いたようだが、今年に入り再びパチン
コ通いです。子供を持つ親として子の
未来に「負」の財産は残したくありま
せん。カジノ無しの統合型リゾートは
考えて頂けないか。

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。国のＩＲの法制化検討の中で、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。
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。
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、ご質問のように過度な「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、パチンコなどの既存ギャン
ブル等よりも規模しい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。
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いき
ます。

カジノの入場規制について、健全なカ
ジノ事業って何。賭け事が健全？一週
間に３回まで28日間で10日とあるが、
規制といえるのか。ほとんど入りびた
りだと思う。パチンコや、競輪等があ
る所のまわりは子供を連れて行こうと
思われない。老若男女が楽しめる場に
カジノは不向。

ＩＲ整備法における、カジノ施設の入場回数が７日間で３回というのは、日本人の平均
的な旅行に数が２泊３日になっていることなどを踏まえたものであり、回数の制限によ
り効果があると考えています。
本人や家族の申告による入場規制等も行われ、まずは入場時に本人確認を行うことが、
ギャンブル等依存症対策等を講じる上で、重要であると考えています。
また、現在のＩＲに設置されるカジノにおいては、事業者による責任ある運営が求めれ
らており、訓練・教育された従業員による問題ある利用者への徹底した対応や相談窓口
の設置が実施されており、横浜市においてもしっかりと事業者に求めていきます。
この他、ＩＲ整備法に定められた日本型ＩＲには、パチンコなどの既存ギャンブル等よ
りも厳しい、世界最高水準の様々な規制が施されており、健全なカジノ事業の収益を活
用することにより、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。

世界から注目される日本独自の文化が
ある。アニメや和様式、着物等。特化
した町づくりで、世界の人々を呼びこ
む観光資源を考えなかったのか。観光
客はなぜ東京へ行ってしまうのか。

外国人観光客の延べ宿泊者数が少ない要因としましては、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。

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
旭区（１月20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
経済をカジノに頼らず、もっと堅実的 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
な他の方法を考えるべきだと思う。
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であり、決してＩＲのみに財源を
頼るものではありません。

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
今後、少子高齢化が進む中、税収確保 口減少により減収の見込みです。
は大きな課題です。ＩＲ以外で税収増 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
の案があれば教えてください。
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、財政運営が厳しい状況となります。

地方自治体は市民の福祉向上のために
あるはずです。市民・国民の不幸に
たって市政運営（「財政強化」）する
なんてあってはならないと思います。
人間を壊わし、家庭を壊わし、何んの
生産物も生まない。消費購買力もなく
なり、経済は悪循環へ。更に横浜の歴
史、観光資源をだいなしにする博打場
を、市民の多数の意見を無視してなぜ
導入しようとするのでしょうか。

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。
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、パチンコなど既存ギャンブ
ルの方を含め、依存症を増やさないように取組を徹底していきます。
また、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。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。
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。

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。
カジノ納付金や日本人等の入場料の収入、施設の建物に係る固定資産税等は、事業の収
カジノ事業で、8,000億円以上の収益で
支ではなく、利用実績に応じて設置自治体に納入されます。
市財政に1,200億円入る計画だが、
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。
8,000億円の収益が出ない場合は事業者
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
が撤退し、ISD条項による市の負担はど
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
の位と考えているか。
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
その場合の損失責任者は誰か。
れています。
なお、ＩＲ事業の継続が困難となった場合の措置とその役割分担については、実施方針
や区域整備計画などにおいて明確化していきます。

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
旭区（１月20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
本当にＩＲカジノで市の財政危機が解 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
決するのか。
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であり、決してＩＲのみに財源を
頼るものではありません。

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、
日本に３ヶ所も必要か。その中で勝ち 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
残れるのか。
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。
事業○（判別不明）について
この増収額は、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・
「民設民営」で1,000億円／年の税収増
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
は話がうますぎるように思う。この数
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。
値の根拠を市民が納得できるように開
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
示してほしい。
数字の比率等をお示しできませんが、今後、選定され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。

今後の詳細な検討で上手くいきそうに
ない（＝そんなにもうからない）（≠
1,000億円／年）ことが分ったら、この
計画を中止すべきと思うが、どうか。

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、事業提案にあたっては、事業者も十分に収支を検討するとともに、
事業者が安定的・継続的に運営できる能力を見極めたうえで選定を行い、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誘致とギャンブル依存症患者の関係
についてどのように予測しています
か。３択で答えてください。
①ギャンブル依存症患者は増えると予
測している。その理由。
②ギャンブル依存症患者は減ると予測
している。その理由。
③増減の予測はしていない。その理
由。

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
旭区（１月20日）分
質問内容

回答

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。カジノも公営競技や遊戯同様、節度を持って余暇を過ぎ去れる
レジャーであると思われますが、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
マカオでは税金０ですが市民のメリッ ある運営が求められています。
トはどうあるのか。神奈川の他の市町 日本型ＩＲでは、カジノ事業の収益により、ＩＲ区域内の大規模なＭＩＣＥ施設や魅力
村にメリットはあるのか。
施設等が整備され、来街者の増加やビジネスの機会創出、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、日本型ＩＲには市内・県内はもとより、全国の観光地に外国人ビジネス客や訪問
客を送り出す送客施設の整備が義務付けられています。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と周辺地域や県内観光地が連携することで、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。

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
のアミューズメントリゾートを目指します。
カジノは24ｈ営業ですが付近の施設の
現在実施しているコンセプト募集や市独自のマーケティング調査などにより策定する実
対応はどう考えているのか。
施方針、選定された事業者と策定する区域整備計画などにおいて、施設の構成や規模を
具体化していきます。

日本型ＩＲについては、カジノ施設を伴うＩＲは法令で国内３か所を上限とされてお
り、１つのＩＲ区域に、１つのＩＲ施設を１つのＩＲ事業者が設置・運営することと定
カジノは何ヶ所設置するのか。１ヶ所
められています。ＩＲ事業への出資者は１者に限定されず、単独事業者に場合もあれ
だと海外から来ない。
ば、共同出資、共同経営なども認められています。
ＩＲの設置数は、７年間は見直しを行わないこととなっています。
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。
内容としては、ＩＲ整備法でカジノの粗収益（ＧＧＲ：かけ額と配当額の差額）の30％
を、15％ずつ国と設置自治体が収入する納付金に加え、日本人等の入場料6,000円のう
ち、3,000円ずつが国と自治体の収入となります。また、これらの他に、床面積の３％以
入場料は横浜市が得るのか。マカオで
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
は入場料無なし、事業者から反対が出
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
るのでは。
す。これらの枠組みを前提に、現在、事業者とのサウンディング調査（コンセプト募
集）として、事業者との対話を進めています。
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、今後、選定され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。
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。
横浜市はＩＲによって市財政に年800億 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
から1,200億の増収効果があるとしてい 数字をお示しできませんが、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
るが、カジノを含まないＩＲだと増収 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。
効果はいかほどか。
なお、ＩＲとはカジノ収益を活用したリゾート開発の手法であり、カジノ収益がないリ
ゾートの場合には、事業者が想定している大規模なＭＩＣＥ施設やラグジュアリーな宿
泊施設、市民の皆さまが無料や低廉で楽しめるエンターティメントやアトラクション施
設の建設のための投資が望めないため、小規模でグレードが低いリゾート施設建設とな
り、ＭＩＣＥの建設・運営にも公的な支援が必要です。

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
旭区（１月20日）分
質問内容

カジノはギャンブルであり、現在の法
律で禁止されている賭博行為である。
賭博行為による増収で、子育て・医
療・福祉・教育など、市民の安全・安
心な生活をしっかり維持していくため
の最も良い方法という市の方策は間
違っているのではないか。

回答
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
ＩＲ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、2018年７月に成立したＩＲ整備法により、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。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る一方で、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。
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
カジノの設置により、治安が悪くなる
策にしっかりと取り組んでいきます。
のははっきりしていると思う。子ども
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。
が安心して遊べる場所ではないのに、
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
なぜ必要なのか。
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、シンガポールのＩＲにはカジ
ノが設置されていますが、ファミリー層等の主動線とは分離された適切な配置計画やデ
ザインとなっており、区域内では治安が保たれています。

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
民営施設なのに、市の財政の助けにな が連携することで、相乗効果を生み出していきます。
るのだろうか。市の経済が活性化する 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
可能性は低い。
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。
ＩＲ事業に伴い、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。
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。横浜市と
カジノがもうかるために市民が多数そ
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いきます。
こで金を使い、結果として損失を出さ
日本型ＩＲでは、カジノ事業の収益を活用して、大規模なＭＩＣＥ施設や魅力施設等に
ねばならぬ構図がある。市民のために
より、来街者の増加やビジネスの機会が創出されて、新たな需要と消費を生み出し、経
なると思えない。
済効果を広範囲に及ぼすものと考えています。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、2010年から2017
年までで外国人観光消費額は約１.８倍、国際会議開催件数は約１.３倍、外国人観光消
費額は約２.１倍になるなど、周辺地域へのシャワー効果が確認されています。

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
旭区（１月20日）分
質問内容

回答

ＩＲ整備法における、カジノ施設の入場回数が７日間で３回というのは、日本人の平均
的な旅行に数が２泊３日になっていることなどを踏まえたものであり、回数の制限によ
り効果があると考えています。
入場制限10回／28日とは。依存症です 本人や家族の申告による入場規制等も行われ、まずは入場時に本人確認を行うことが、
よ。
ギャンブル等依存症対策等を講じる上で、重要であると考えています。
また、現在のＩＲに設置されるカジノにおいては、事業者による責任ある運営が求めれ
らており、訓練・教育された従業員による問題ある利用者への徹底した対応や相談窓口
の設置が実施されており、横浜市においてもしっかりと事業者に求めていきます。

ＩＲは本当に市の発展に役立つでしょ
うか。
斜陽産業といわれるＩＲが横浜市の健
康で明るい住みやすい街のイメージを
損い、市の発展に役立つとは思えな
い。とても暗いイメージで○○に申し
わけないと思います。
カジノ抜きのＩＲなら良いと思いま
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。
横浜のＩＲでは、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ものを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でお示しします。

人の不幸を土台にした財源で、本当に
横浜の子どもたちや市民が倖せになれ
ると市長さんは本気で思っておられる
のでしょうか。
すでにカジノをめぐって汚職問題も深
刻です。誘致はやめて下さい。

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、パチンコなど既存ギャンブ
ルの方を含め、依存症を増やさないように取組を徹底していきます。
なお、今回の事案については、報道による内容しか情報がありませんが、収賄が事実だ
とすれば、あってはならないことで、厳正に対処されるべきであると考えます。
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
立に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
自治体増収シミュレーションはカジノ
人市民税なども含まれています。
で何割を見込み、客にいくらの負債を
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
おわせる計画か。
その他の収益を分けて公表することができませんが、シンガポールでは70パーセント程
度がカジノの売上となっています。
これらについても、今後、区域整備計画などの策定に向け、施設の構成や規模を具体化
していく中で明らかにしていきます。

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。基礎自治体で人口規模が最大となっている横浜市は、その影響が
大きいものと考えています。
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
市民の６割がＩＲに反対しています。
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。
それを無視してまでとりくむ背景は。
なお、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、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
旭区（１月20日）分
質問内容

回答

私は、1998～2000年まで横浜市に似た
スペインのバルセロナに住んでおり、
真に国際展示場、クルーズのある港、
ホテル、ショッピングモール、大聖
堂、そしてカジノがあり、沢山の外国
人観光客が訪れていました。私は当
ご意見ありがとうございます。今後の説明会の参考とさせていただきます。
時、在バルセロナ総領事館警備対策官
として勤務し、カジノ設置前と後の治
安は変わっていません。市民が心配し
ない他の例を紹介し、ＩＲがより推進
できるよう工夫をしてはと思います。
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。
内容としては、ＩＲ整備法でカジノの粗収益（ＧＧＲ：かけ額と配当額の差額）の30％
を、15％ずつ国と設置自治体が収入する納付金に加え、日本人等の入場料6,000円のう
ＩＲ誘致によるメリットをもっと具体 ち、3,000円ずつが国と自治体の収入となります。また、これらの他に、床面積の３％以
的な予測値をもって市民に提示してほ 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
しい。
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、今後、選定され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。
令和元年12月から、18区で説明会を開
催していますが、アリバイ工作のため
の説明会であり、これで市民の理解を
得ることは到底許されるものではな
い。
令和２年１月30日は開会する市会第一
定例会はＩＲの調査、研究のための予
算案提出すべく準備していることを説
明、その上で「私のこと（ＩＲ)で厳し
い言葉をいただいているが、市会で議
論に議論を重ねて決めていくことが正
しい（姿だ）と思うと発言最終的に
は、市民説明会で、意見・質を聞くが
市会で与党の多数で可決することです
ね。

横浜市では、令和元年８月にＩＲの実現に向けて本格的な検討・準備を進めると表明を
させていただきました。
今回の説明会では、横浜の現状や横浜が目指すＩＲの姿等についてご説明し、ご質問へ
の回答等を通して、市民の皆さまのご理解を深めていただく趣旨で開催しています。
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
方法について規定されています。
まずは、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。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
タイホ者が出てるＩＲをどう思ってま 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
すか。
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。
なお、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
実だとすれば、あってはならないことで、厳正に対処されるべきであると考えます。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
に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
旭区（１月20日）分
質問内容

カジノを作ることでの弊害の方が大き
いことを無視して、いかにもメリット
（一部の経済富裕層のみ）があるよう
に結論ありきで話を押し通す姿勢に納
得できません。この手法（市民の声を
全く無視）は、安倍政権のミニ版では
ありませんか。市長が横浜市をどうに
か立て直したいなら、今一度考え直し
て、何が必要か検討すべきではありま
せんか。今回の説明会も、朝・昼・晩
何度でも足を運んでくださいという姿
勢で臨んでください。上から目線すぎ
て、あんぐりですよ。Angry。

回答
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、パチンコなど既存ギャンブ
ルの方を含め、依存症を増やさないように取組を徹底していきます。
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の実現に向けた横浜市
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、わかりやすい広報動画の配信などを行っていきます。

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。
内容としては、ＩＲ整備法でカジノの粗収益（ＧＧＲ：かけ額と配当額の差額）の30％
を、15％ずつ国と設置自治体が収入する納付金に加え、日本人等の入場料6,000円のう
ＩＲの経済的・社会的効果として820億 ち、3,000円ずつが国と自治体の収入となります。また、これらの他に、床面積の３％以
円～1200億円/年とあげられているがそ 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
の根拠を示してほしい。
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、今後、選定され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。

カジノに「飲む・打つ・買う」は付き
物。ラスベガス等で「買う」をする人
が日本に来て「買う」がないと来日し
ない。従って日本でもそれを用意する
ことになるのは必○（判別不明）。反
社がからむ防げるのですか。

日本では、古い映画などの影響により、カジノには反社会的な勢力が関与しているとの
イメージを持たれている方が多いと思われます。しかしながら、現行の海外のＩＲ事業
者は、日本の金融機関と同等の財務の透明性が保たれ、反社会的勢力の関与や役員によ
る違法・不正行為がある場合には規制の対象となります。
日本型ＩＲにおいても、ＩＲ整備法において、カジノ管理委員会での背面調査による厳
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。

ＩＲ整備法では、カジノ事業者は原則として日本人に金銭を貸し付けてはならないとさ
れています。例外として、あらかじめ多額の金銭をカジノ事業者に預けた日本人には、
貸し付けることはできますが、その際は、返済能力を調査し、貸付限度額を顧客ごとに
定めなければならないとされています。
クレジットカードの打込は制限できな 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
いので、限度額まで損失が発生するこ 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
とは防げないのは、対策はあるのです がしっかりと規定されています。
か。
また、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ＡＴ
Ｍ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、ＩＲ区域内における施設の設置・運営は民間事業者が行い、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。このため、施設全体の収支や運営については、原則として民間
事業者がリスクと責任を負うこととなります。
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
カジノからの収入が見込を大巾に下
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
回った時、市の財政上の影響はどうな 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。
るのですか。地代や家賃などに関係が 国に申請する区域整備計画の認定の有効期間は、当初（工事期間等を考慮して）10年、
生じるのですか。
その後５年毎となっています。その更新ごとに、区域整備計画で示している効果などの
目標が検証され、市議会の議決を経て、国へ継続して申請されることになります。この
中で、課題に応じて対応策が講じられます。
なお、ＩＲの整備を想定している山下ふ頭は、横浜市から事業者に売却又は貸付を適正
に行いますが、最終的な契約価格は、附属機関である財産評価審議会に諮問のうえ決定
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
旭区（１月20日）分
質問内容

回答

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
将来的に横浜市の収益はどの位望めま 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
すか。
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、今後、選定された事業者
と策定する区域整備計画において、施設の構成や規模が具体化する中で、明らかにして
いきます。
人口減少社会の到来、超高齢社会の進展、東京一極集中への対策など、横浜が抱える将
来への課題に対する強い危機感から、様々な政策とあわせて実施する解決の選択肢の一
つとして、ＩＲ実現に向けて決断しました。
治安や依存症対策などについて万全の対策を行い、誰もが安心して楽しめる世界最高水
準のリゾートをつくりあげていきたいと考えてます。
反対が大多数の場合、誘致撤回はある なお、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
のか。
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。

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
ＩＲにカジノを含めないことはできな 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
いのか。
してきました。国のＩＲの法制化検討の中で、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。
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。
カジノの営業時間は。

カジノは24時間の営業が可能となっています。

税金は誰のために使うかを考えたら市
民のためだと思います。私は70才を越
えていますが、我が子が小学生の時か
ら中学校の給食を市に切望していまし
た。優先順位はカジノより中学校給食
です。市長はどうお考えですか。

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。基礎自治体で人口規模が最大となっている横浜市は、その影響が
大きいものと考えています。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。

山下ふ頭は、高度経済成長期から横浜港を支える主力ふ頭の機能を担ってきましたが、
完成から50年が経過し、施設の老朽化やコンテナ化などの物流環境の変化に伴い、その
果たすべき役割を見直す時期に来ていました。このため、平成27年に「ハーバーリゾー
倉庫（会社）の退去費額は、全て税金
トの形成」を目指す「横浜市山下ふ頭開発基本計画」を策定し、既存の物流機能につい
ですか。
ては、移転を契機に倉庫等の高機能化を図っています。ＩＲの実現に関わらず、この機
能移転については公費を投入しています。山下ふ頭には、民間倉庫が24棟がありました
が、11棟の移転補償契約を締結し、残り13棟の移転について協議を行っています。
解体業者は〇〇商事を使用する事は有 横浜市が解体を行う場合は、解体業の資格を有する事業者と適切な契約のうえ実施しま
りますか。
す。
カジノの営業時間帯は。

カジノは24時間の営業が可能となっています。

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
旭区（１月20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
暴力団員では無く、それに関係する者
策にしっかりと取り組んでいきます。
が入場する事は可能と思うが。
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。

外国人観光客の延べ宿泊者数が少ない要因としましては、海外の認知度が低く、横浜の
観光客の泊る人が少ない原因をどのよ 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
うに考えているのか。
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。

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。
何故カジノにつながるのか。バクチで 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。カジノ以外の答えは。
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区域外でも治安が悪く成るので
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。
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。

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。
依存症が急増社会的コストがかかる。
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
カジノは客の負けで儲ける。お金が右
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。
（日本人）から左（カジノ企業）で流
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
れる。
方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、カジノの粗収益の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
会が創出されて、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
カジノを含むＩＲは場内で全てのサー ています。
ビスを完結させお客を囲い込む。
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
地元の経済は逆に打げきを受ける。
が連携することで、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。

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
旭区（１月20日）分
質問内容

カジノはギャンブル現行法では禁止の
トバク行為である。歴史と文明豊かな
横浜にはふさわしくない。横浜と言え
ば港町の中心地に賭博場を作る事に市
民は誰も望まない。

回答
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
ＩＲ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、その
結果を踏まえ、2018年７月に成立したＩＲ整備法により、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、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。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。

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。
ギャンブル依存症は適切な処方箋はあ
このため、日本型ＩＲには、厳格な免許制や入場制限など、既存のギャンブル等よりも
りません。既に日本はパチンコや公営
厳しい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
ギャンブルの天国では将来の生活保護
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。
予算等が圧パクします。
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。

カジノの収益を税収として、何の財源
にあてようとしているのでしょうか。
ギャンブルで負けたお金からの税収で
幸せになれると思っているのでしょう
か。

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。
なお、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。

横浜未来に既存する会議場○○○○○
○（判別不明）会議場ホテル等の利用
は出来ないのか。新しいこのような施
設は必要としないのではないか。

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。
国もＭＩＣＥ機能を強化し、観光先進国を目指しており、パシフィコ横浜と、ＩＲで新
しくできるＭＩＣＥ施設は、運営面で連携を図るなど集積の効果を活かせるよう検討し
ていきます。

事業者の選定につき、大阪府市は具体
的なスケジュールを発表しています
が、何月に選考開始、何月に事業者決
定を予定していますでしょうか。

現時点で横浜市が想定しているスケジュールですが、 令和元年度から事業者にサウン
ディングを行い、横浜におけるＩＲの整備・運営に関する方針や事業者の公募条件等を
内容とした「実施方針」を策定し、令和２年度までに公表し、事業者の公募・選定しま
すが、具体的な日程については今後決定していきます。
そして、令和３年までには、選定した事業者と共同で「区域整備計画」を作成し、市会
の議決等を経て、国に認定申請していきます。

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
旭区（１月20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きました。
世論調査では７割の市民が反対してい 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
るとされている。住民投票を実施し
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
て、市民の意見を聞くべきではない
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
か。
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、日本型ＩＲとはどのようなものか、皆さま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
総合型リゾートは賛成ですが、なぜ、 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
カジノをしないといけないのですか。 してきました。国のＩＲの法制化検討の中で、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。
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によって得られた税収は、どうい
・地域経済の振興に関する施策
う優先順位で何に使う想定でしょう
・ＩＲ整備の推進に関する施策
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。

市長は市長選挙時にＩＲ誘致を白紙と
するとしたのに、なぜ急に誘致するこ
とを勝手に決めたのですか。街のあり
方、市民の生活の質を変えるような大
きな事業、巨額の税金を使うことを、
市民との合意なしに進めることはとて
も許せません。巨大なアミューズメン
トリゾートで横浜の魅力が増すとは思
いませんし、カジノで税収が増えても
全く倖せではありません。実現ありき
で話をされても納得できません。最低
でも市民投票を行うべきです。それす
らしないのならリコールされて当然だ
と思います。

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いただいてきました。
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
にお諮りしながら事業を進めていきます。
なお、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。

ＩＲ整備法で定めた制度（規制）について、地方自治体等が緩和又は上乗せ規定を設け
ることは、法制上困難です。
カジノあれるぎーに対して数年間は外 有識者によれば、日本型ＩＲにおいては、カジノの利用者数は、日本人が７割から８
国人のみ入場可としてその実績を作っ 割、外国人が３割から２割と言われています。しかしながら、利用金額は外国人の方が
てアピールし、日本人を解除する案は 高くなるため、売上の構成では、外国人の割合が半々か高くなるのではないのではない
いかが。
かとも言われて、海外の事例では、売上の多くは富裕層からのものとなっています。
横浜市においても、日本人による問題ある利用が発生しない対策について、事業者公募
の際の提案を求められるよう検討を進めていきます。

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
旭区（１月20日）分
質問内容

回答

日本人は可処分所得で制限し生活に影 ＩＲ整備法では、一定の条件で日本人の入場を認めており、特定地域のＩＲにおいて、
響するものは資格なしとする。
その事業者や地方自治体が日本人の入場を制限することは、法制上困難な状況です。
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。
健全なカジノの収益を見込んでとの表 横浜市においても、今後策定する実施方針や区域整備計画において、ＩＲエリア内での
現、健全とうたっているが、治安維持 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
のための大きな経費は必要？
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お示ししていきます。
ＩＲの整備に伴うギャンブル等依存症の予防・治療・調査、治安の維持など、自治体の
施策に係る経費と納付金の活用については、区域整備計画の策定までに明らかにしてい
きます。
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
すれば、あってはならないことで、厳正に対処されるべきであると考えます。
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
国が３か所の地域を認定、公明正大に 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
逮捕者が出ないことを願う。このよう 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
な心配をしなければならない現状をう 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
れう。カジノは誰のために必要です
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
か。
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について反対している人が多数の
横浜市民に対して、市長はどう思って
いるのか。説明する場を形だけ作って
いるように感じます。誰のための市政
なのか、市民の声が生かされない市政
でいいのか。説明する場を作って、結
局は強行するのでは。市政の誠実さを
感じない。

各区において説明会を実施する予定ですが、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、市民の皆さま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さまに対しても、ＩＲの実現に向けた横浜
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。

市民の大多数の人がＩＲの「カジノ」
に反対しています。市長は市長選の時
には「カジノ」を白紙で出馬し、当選
後に再び「カジノ導入」を示唆しまし
た。フェアではありません。横浜市長
の歳費は全国のトップクラスです。そ
んな市長は横浜にはいりません。住民
税を納める気にもなりません。ふるさ
と納税で他市町村に寄付しようと思っ
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いただいてきました。
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
にお諮りしながら事業を進めていきます。

ホテルの規ぼや、個数は。

現在実施しているコンセプト募集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おいて、施設の構成
や規模を具体化していきます。

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
旭区（１月20日）分
質問内容

都道府県によっては、認定申請を取り
下げるところもでてきている。横浜も
検討すべきではないか。カジノの収益
を活用するとあるが、カジノの運営も
とはアメリカのような外国だと伺って
いる。本当に横浜のために活用できる
か疑問。カジノという言葉自体悪い印
象を持つ人も少なくないと思う。

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、「観光ＭＩＣＥ都市」としての地位を盤石にするため、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が必要と考えており、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、令和元年９月に国で実施された意向調査では、８地域９都市が区域整備計画の認
定を申請予定または検討中と回答し、そのうち北海道は候補地での調査で希少動物の巣
なども確認され、環境影響評価（アセスメント）に３年程度かかることなど、千葉市を
含めスケジュールが厳しかったことなどから、誘致を延期したと認識しています。

依存症調査の実態把握に3,000名という 「横浜市市民意識調査」等の本市域全体を対象とした調査においても約3,000人を対象と
調査数は妥当なのでしょうか。
しており、標本数として適正と考えています。

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。
ギャンブル依存症、防犯カメラの設置 横浜市においても、今後策定する実施方針や区域整備計画において、ＩＲエリア内での
等に関する出力（費用）を開示すべ
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
き、いくらを想定しているのか。
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お示ししていきます。
ＩＲの整備に伴うギャンブル等依存症の予防・治療・調査、治安の維持など、自治体の
施策に係る経費と納付金の活用については、区域整備計画の策定までに明らかにしてい
きます。
P４での比較対象は東京都、P８での比
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、企業集積では首都圏に
較は大阪府と比較対象が横浜とあって
おける東京一極集中を、外国人観光消費額では首都圏と別の観光ゴールデンルートであ
ない。なぜ神奈川県で比較しないの
る大阪と比較させていただいています。
か。
大阪市の税収が多いのはユニバーサル 大阪は、外国人観光客が日本を観光する際のゴールデンルートになっていることが大き
スタジオがあるから。横浜市も同様の な要因だと考えています。このため横浜市では、観光の振興に資するＩＲに取り組むも
しせつをゆうちしては。
のです。
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
ＩＲからカジノを除外して対応できな 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
いのか。
してきました。国のＩＲの法制化検討の中で、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。
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。
P17のＩＲがほかの事業にはきゅうする ＩＲには「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
理由が不明。理由を説明してほしい。 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
ています。例えば、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て、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。
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。
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
税収増加にＩＲしかない理由は。
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区域内での消費額は、年間4,500億円から7,400億円としています。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。
ＩＲ区域内での消費額のうちカジノ収
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
入割合は。
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。

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
旭区（１月20日）分
質問内容

回答

ＩＲという、日本ではまだ実績事例がなく、根拠法も成立して間もないため、市民の皆
さまには、わかりにくい内容となっています。また、カジノに対する心配の声も多く、
司会は税金のムダ。市職員で十分と思 日本型ＩＲの内容をご理解していただく必要があります。
うがどう思っているのか。
そうした点を踏まえ、説明会を分かりやすく、また中立的な立場で運営していただくた
め、横浜市職員以外の、実績のあるアナウンサーの方に進行を市からお願いしていま
す。
横浜市では、令和元年８月にＩＲの実現に向けて本格的な検討・準備を進めると表明を
〇〇〇〇〇〇はリコールになる。今回
させていただきました。
の説明会が税金のムダだが何故行うの
今回の説明会では、横浜の現状や横浜が目指すＩＲの姿等についてご説明し、ご質問へ
か。
の回答等を通して、市民の皆さまのご理解を深めていただく趣旨で開催しています。
パチンコや公営競技などの既存のギャンブルに伴う依存症等については、公的な事業体
による対応を基本としますが、2019年４月に法令に基づき策定されたギャンブル等依存
ギャンブル依存症への対策費用は無
症対策基本計画では、事業者の役割についても規定されています。
限・キリがないと思う。カジノを実施
ＩＲの整備に伴うギャンブル等依存症の予防・治療・調査、治安の維持など、自治体の
しない事こそが必要。
施策に係る経費と納付金の活用については、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
やらない理由は100あるが、やる理由は 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
ただひとつ「市民のため」この精神で 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
すすめていただきたい。
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。
港運協会会長はF1サーキットを誘致と
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
いう話もあります。会長の理解をえる
丁寧に調整しながら進めてまいります。
ことは可能でしょうか。
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い
きます。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
従業員について、日本人と外国人の割
めの環境整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
合はどのようになる予定でしょうか。
て対応していきます。
横浜市民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。
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。
また、ＩＲ整備法では、カジノの粗収益（ＧＧＲ：かけ額と配当額の差額）の30％を、
横浜、日本、民間企業（日本）、民間 国と設置自治体に15％ずつ納付すること、カジノの収益を先行投資したＩＲ施設の建設
企業（外国）の収益の割合はどれくら 費の償還やＭＩＣＥ施設等のＩＲ施設の運営に充て、それに必要な食材、物品、役務の
いになる予定ですか。
多くが海外のＩＲにおいて地元から調達されていること、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こと、を義務づけられて
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。

事業者については、複数の企業体が共同で出資するコンソーシアムなどの形式も想定さ
どの国の企業の参入が見込まれている
れており、国内、海外、共同など様々な形態が考えられます。海外では、ラスベガス、
のでしょうか。
シンガポール、マカオなどで事業を運営するＩＲオペレーターほかが存在しています。

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
旭区（１月20日）分
質問内容

回答

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。
1200億円の横浜市の税収を得るには、 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
カジノで毎年8000億円近い客の負けが 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。
なければ成り立たないと思うのです
また、有識者によると、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
が、それだけ市民国民のお金がなく
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
なっても有益なのでしょうか。
からの売上は半分程度になるのではと言われています。ＩＲ整備法では、カジノの収益
（ＧＧＲ：かけ額と配当額の差額）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ことなどが義務づけられており、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、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。
カジノ納付金や日本人等の入場料の収入、施設の建物に係る固定資産税等は、事業の収
支ではなく、利用実績に応じて設置自治体に納入されます。
もしカジノの利益が上がらない場合、
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。
市の税金を使って補填する？
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の実現に向けた現在のスケジュールは、2020年度に事業提案に基づく事業者の選定
を行い、選定された事業者と市が共同で区域整備計画を策定し、議会の議決のうえ、
税収等、経済向上の時期はいつ頃にな
2021年度に国に認定申請を行う予定です。
るのか。生産人口減少までに立ち上が
申請後の国の認定以降のスケジュールについては、現在はまだ示されていませんが、大
るのか。
規模な施設の建設を経て、2020年代後半のＩＲの開業に向けて取組を進めていきます。
人口減少、超高齢社会が大きく進展する前にＩＲを開業していきたいと考えています。

市民と協議して、双方が納得するとい
う議論の出し方は取られないのです
か。
先に結論ありきで、一方的な説明に終
始するだけですか。

今回、説明会を開催させていただきましたが、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の実現に向けた横浜市
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。
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、それぞれのご関心・問題意識に応じた内容をお伝えしていきます。

中国で唯一カジノが合法化されているマカオには、2018年現在で40施設を超えるカジノ
人口13億人広い中国でカジノは１ヶ所 が営業しています。また、人口が500万人超の都市国家である2010年にオープンしたシン
のみ、日本で３ヶ所必要ない。国の方 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
針にただのっているだけではないか。 がなされ、さらなる魅力増進の再投資が行われる一方、自国民の入場料を１.５倍（約
12,000円）にするなど依存症対策が強化されています。

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
依存症対策基本法のみで実際救えるの との連携や、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
か。暴対法、貸金業法があっても苦し な依存症についても普及啓発等の取組を進めます。
む人は苦しんでいる。基本法のみでは 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
実効性が信用出来ない。
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。

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
旭区（１月20日）分
質問内容

回答

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。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
市民の７割が反対しているカジノ誘致 合の経済的・社会的効果や、有識者からのご意見もいただいてきました。
に白紙の方針をひるがえし何が何でも 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
進むことにした本当の理由は何です
な意見をいただいてきました。
か。カジノ誘致により素晴らしい横浜 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
市になると本当に信じているのです
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。
か。
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。
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。
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。国のＩＲの法制化検討の中で、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。
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、
カジノなしで推進は出来ないのか。市
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。
民の50％反対があっても実施するか。
なお、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。

観光客増加で市民へ影響は（特に交
通）。

ＩＲが設置される予定の山下ふ頭周辺の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。
さらに、水上交通などの移動手段も検討し、ＩＲ設置に伴う渋滞対策については、今
後、選定され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す
る中で、明らかにしていきます。

（白紙）
ＩＲ整備法に基づき、健全なカジノ事業の収益を活用して、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。
市長、横浜市ＩＲ推進室の職員は横浜
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
にカジノができた場合、家族に遊びに
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。
行くよう勧めるのであろうか。
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。
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でお示しします。

市長は多くの市民の声を聞くべきであ
質問書でいただいた全ての質問に回答していきます。ホームページ等への掲載の時期
り、説明会場で出された質問はすべて
は、回答が出来次第、順次掲載してまいります。
目を通してほしい。

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
旭区（１月20日）分
質問内容
市の説明ではカジノのメリット面が強
調されているが、デメリット面を計算
しているのであろうか。ギャンブル依
存症患者が強調されているが、デメ
リット面をどのように計算しているの
であろうか。全国からカジノに遊びに
来てギャンブル依存症患者が施設周辺
やターミナルである横浜駅周辺に集
まって来ることが予想できるが、その
費用や対策はどのように考えているの
か。砂漠の中のラスベガスでさえホー
ムレスの人々を何人も見かけた。大都
市である横浜や、人口密集している関
東などすぐに横浜に遊びに来れる。そ
して、一文無しになってしまう。

回答

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。
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。
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。

ギャンブル施設がある限り、新しい患
者は必ず生れ、本人だけでなく、家族
も不幸のどん底に落し入れしまうこと
になる。
日本のカジノは世界一規制を厳しくす
るというが、それは嘘である。他国で
はその国民が入場できない国がある
が、日本は禁止していない。規制を厳
しくしてもカジノ事業者がもうからな
ければ事業者が利益を上げるよう、規
制は必ず緩和されてしまう。規制が緩
和されれば、遊びに行く人が増え、そ
れだけ泣く人が増える。

ＩＲ整備法で定めた制度（規制）について、地方自治体等が緩和又は上乗せ規定を設け
ることは、法制上困難です。
有識者によれば、日本型ＩＲにおいては、カジノの利用者数は、日本人が７割から８
割、外国人が３割から２割と言われています。しかしながら、利用金額は外国人の方が
高くなるため、売上の構成では、外国人の割合が半々か高くなるのではないのではない
かとも言われ、海外の事例では、売上の多くは富裕層からのものとなっています。
横浜市においても、日本人による問題ある利用が発生しない対策について、事業者公募
の際の提案を求められるよう検討を進めていきます。

カジノの負の部分をなくすのは横浜に
カジノを作らないことである。米カジ
ノ大手「ラスベガス・サンズ」→米大
統領→首相→官房長官の意向より、多
くの横浜市民の声を聞くのが横浜市長
の役目である。

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。

カジノを含むＩＲによって得られる利
点ばかりが強調されていますが、カジ
ノ依存症の増加や治安の悪化、期待し
ていたような収益が得られなかった場
合のリスクについての情報が明らかに
されていません。リスクについての情
報を具体的に開示してください。

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。
カジノ納付金や日本人等の入場料の収入、施設の建物に係る固定資産税等は、事業の収
支ではなく、利用実績に応じて設置自治体に納入されます。
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。
また、ＩＲの整備に伴うギャンブル等依存症の予防・治療・調査、治安の維持など、自
治体の施策に係る経費と納付金の活用については、選定された事業者と策定する区域整
備計画で明らかにしていきます。

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
旭区（１月20日）分
質問内容

回答

ＩＲについては白紙と言っていたの
に、ＩＲありきで話が進められている
のはなぜですか。水面下でＩＲ誘致の
準備がされていたからではないです
か。市民の声を聞いて市政に反映して
ください。市民の声を聞くのは市長の
義務です。

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。
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いただいてきました。
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
にお諮りしながら事業を進めていきます。

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、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、
ギャンブル依存症への具体的な対策
子育て、教育に重きを置いて活用することも可能です。
は、なぜＩＲ事業者に負担させないの
ギャンブル等依存症を含む懸念事項に関する自治体の施策にかかる経費など、その具体
ですか。税金はいくら投入するのです
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。
か。
また、依存症への対策として、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、
様々な対策を事業者の運営費の中で求めていきます。
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
旭区（１月20日）分
質問内容
どんなお金持ちからまきあげるので
あっても、何の生産性もなく、誰の笑
顔も生み出さないお金です。カジノの
もうけとはそういう事です。そのよう
な負のお金で財政をまかなうという、
いやしい気持ちでどうやって健やかな
人生をすごせるのか。まっすぐな心を
持った子どもを育めるのか。まして
や、実際にカジノを誘致して街がすた
れてしまった韓国の例もあります。カ
ジノなしで、もっと楽しく山下ふ頭あ
と地を利用する案（F1、ディズニーク
ルーズ、国際展示地等）もしっかり話
はまとまっていると聞いております。
これらを無視し、８割の住民が反対を
表明しているカジノをうそをついてま
で誘致する理由をうかがいたいです。
例えば資料P5の「横浜の現状2,3」で出
店の違う数字の比較になっている事と
か、色々うそばかりですよね。

回答

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、日本型ＩＲが参考としているシンガポールのＩＲに設置されたカジノ施設の従業
員は、専門職として訓練・教育がなされています。エリア内はラグジュアリーな内装や
エンターテイメントのための施設・設備や飲食が提供され、通常の文化的なサービス業
と同様の生産性を有しています。
さらに、日本型ＩＲの仕組みは、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。
海外事例を踏まえＩＲ整備法では、具体的には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り、また、アトランティックシティの
ように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
旭区（１月20日）分
質問内容

回答

賭博行為は物を生産することなく、偶
然に依存し金銭などを得ようと他人と
相争うもの。その上射幸心を助長し、
勤労の美風を害し、副次的な犯罪を誘
発し、国民経済の機能に重大な障害を
与えるおそれすらあり社会の風俗を害
する行為として処罪するとされている
ものを許す今回の取り組みは許されざ
るもの。そこに依存するものを市が推
進する合理的根拠はない。さらに不幸
を拡大するものである。しかも人のふ
ところをあてにする。依存症対策に
至ってはまるで中味がない。こうした
問題をもつカジノはやるべきでないと
思うが見識を示してほしい。

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、パチンコなど既存ギャンブ
ルの方を含め、依存症を増やさないように取組を徹底していきます。
なお、日本型ＩＲが参考としているシンガポールのＩＲに設置されたカジノ施設の従業
員は、専門職として訓練・教育がなされています。エリア内はラグジュアリーな内装や
エンターテイメントのための施設・設備や飲食が提供され、通常の文化的なサービス業
と同様の生産性を有しています。

横浜市の環境影響評価項目として、
「快適な地域環境の確保」即ち地域社
会への影響や市民の触れ合い活動の場
の確保が挙げられている。しかしなが
ら、事業者の義務である環境配慮書の
内容として、環境配慮指針の９番（運
動施設、レクリエーション施設等の建
設）には、このような観点が含まれて
おらず、このままでは事業者が市民の
触れ合い活動への考慮を行うことは期
待できない。市として、あえてカジノ
を含めた形での地域開発に拘る以上、
周辺地域が訪問者だけでなく市民全
体、特に青少年の健全な育成を進める
拠点として歴史的遺産や文化財を有す
る周辺地域が、ギャンブル場のような
ふんい気となって市民が子弟を安心し
て遊ばせられる場でなくなることを恐
れる。このような事態を万一にも発生
させないため、IR導入にあたって市長
はどのような方針であるか、特に事業
者と市民との接点となる行政の責任者
として、環境配慮書の記載事項として
市長権限で定めるべき事項（条例第８
条第２項第（７）号、規則第５条第１
項第（２）号）の考え方を示して頂き
たい。

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。
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。
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。

また、ギャンブル依存症に限定するこ
となく、「負けた」人たちがタムロす
るようなことを防ぐため、社会心理学
的観点での対策も必要である。審査会
のメンバーにはこのような心理学的検
討に適したメンバーを含めていただき
たい。

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。
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。
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。
なお、今後、設置する事業者の選定委員会や有識者会議などで、依存症に関する専門家
などからご意見を伺える機会を検討していきます。

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
旭区（１月20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。
カジノ納付金や日本人等の入場料の収入、施設の建物に係る固定資産税等は、事業の収
最後に、カジノでの収益が十分でなく 支ではなく、利用実績に応じて設置自治体に納入されます。
リゾートの運営に支障が出た時、市と 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。
してどうする方針か。
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
カジノ施設を作らないと他のホテル、 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
展示場等が作れないのですか。
してきました。国のＩＲの法制化検討の中で、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。
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
旭区（１月20日）分
質問内容

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
市の財政がほかの主要都市より劣るか 口減少により減収の見込みです。基礎自治体で人口規模が最大となっている横浜は、そ
らといってカジノで埋め合せるなんて の影響が大きいものと考えています。
安易過ぎませんか。もっと行政は汗を 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
かきなさい。
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、財政運営が厳しい状況となります。

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
少子化が進む日本でもっと環境、原子 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
力、宇宙技術等に若い人材を投入すべ 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。
きではないか。一獲千金を夢みる若者 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
だけが増加しませんか。
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、パチンコなど既存ギャンブ
ルの方を含め、依存症を増やさないように取組を徹底していきます。
また、青少年の保護育成の取組として、地域の見回りの強化、青少年の勧誘等の禁止、
青少年の育成に携わる大人に知識や情報の提供などを実施していきます。

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
旭区（１月20日）分
質問内容

回答

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
横浜は明治以来先進都市としてちつ
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。
じょある発展をして来て、港の景観も
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
立派である。これ以上インバウンドが
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
増加しても困るのではないか。
う求めていきます。
ＩＲ整備法では、設置が必要な施設として、国際会議場、展示施設、魅力増資施設、送
客施設、宿泊施設、その他促進施設とカジノ施設が規定されています。この中の魅力増
進施設は、我が国の伝統、文化、芸術等、工芸やポップカルチャーを含め、これらを生
かした公演その他の活動を行うことにより、我が国の観光の魅力の増進に資することが
カジノは日本の国柄に合わない。もっ
求められています。
と日本の文化を大切にせよ。
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
のアミューズメントリゾートを目指します。現在実施しているコンセプト募集や市独自
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本市で策定す
る区域整備計画などにおいて、施設の構成や規模を具体化していきます。
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
既に某政治家が犯罪を犯しているが政
すれば、あってはならないことで、厳正に対処されるべきであると思います。
治家、役人がさらに犯罪に手を染める
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
ことにならないか。
立に事業を進めていきます。
追記 港運協会会長が反対しているの 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
で私も反対です。
丁寧に調整しながら進めてまいります。

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
横浜市民の民意（カジノ反対６～７
た。
割）の無視や、市長選挙時の「白紙発
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
言」撤回による“市民への裏切り”に
経済的・社会的効果や、有識者からのご意見もいただいてきました。
ついて“市長失格”と考えますが、ど
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
う考えますか。
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
にお諮りしながら事業を進めていきます。

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、事業提案にあたっては、事業者も十分に収支を検討するとともに、
事業者が安定的・継続的に運営できる能力を見極めたうえで選定を行い、事業の運営に
負の検証やカジノ導入のリスクにキチ
関しては事業者が責任を負うものと考えています。
ンとむきあっているのか。机上の設計
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。
である「世界最高の規制法」に実効性
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
がない時、どう責任をとるのか。
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。
最終の公募における契約期間は、まだ決定していませんが、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。
カジノ納付金や日本人等の入場料の収入、施設の建物に係る固定資産税等は、事業の収
支ではなく、利用実績に応じて設置自治体に納入されます。
40年間の長期事業者との契約に支障が
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。
出た場合、多額の弁償金発生などの責
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
任は誰が負うのか。
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、ＩＲ事業の継続が困難となった場合の措置とその役割分担については、実施方針
や区域整備計画などにおいて明確化していきます。
日本人の金融資産の海外流出、依存
ギャンブル等依存症の予防・治療・調査、治安の維持など、ＩＲの懸念事項等に関する
症、家庭崩壊・自殺、借金、生活保護
自治体の施策に係る経費については、事業提案により選定された事業者と策定する区域
等で発生する社会的負のコストをどう
整備計画において、施設の構成や規模が具体化する中で、明らかにしていきます。
するつもりか。

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
旭区（１月20日）分
質問内容

回答

ＩＲ事業の推進にあたっては、令和元年11月に都市整備局にＩＲ推進室を設置し業務に
取り組んでいます。海外のＩＲの成功事例、失敗事例についても担当部署で、現地調査
を含む調査にあたっています。
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
2000人の自殺者が出ているというカン
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
ウォンランドに市長は行って負の側面
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
を見るべき責任があると考えるがどう
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）
か。
のように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。
カンウオンランドは、形式的にはＩＲの施設構成となっていますが、カジノ利用者とリ
ゾート施設の利用者が異なるなど、懸念事項対策を含めた世界最高水準のＩＲとは、全
く別のものと考えています。

各区において説明会を実施する予定ですが、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、市民の皆さま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さまに対しても、ＩＲの実現に向け
た横浜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
がんじがらめのこれほどの規制を必要
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。
とするカジノ。市長の説明は「醜く
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
こっけい」と思うが市長は耳を借す気
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
はないのか。
方法について規定されています。
まずは、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。

生産年齢人口の比較を一気に約50年後
にもって行くのはどうしてでしょう。
人口が減っていく中でも市としてもそ
れに合せて組織も小さくしていく等、
市民もせいいっぱい払う努力をしなが
ら。双方の努力の経いが語られない。
ＴＶのクイズでふるさと納税で一番へ
らされたところに横浜市がのっていた
気がしますが、横浜に住んでいるのな
らちゃんと世話になっている横浜市に
税金は払いましょうというコメントも
大事では。

2019年をピークに人口減少が予測され、団塊の世代の皆さまが後期高齢者に移行してい
く中、横浜の経済活力を維持・発展させていくためには、これまでの政策に加え、あら
ゆる方策にチャレンジしていかなければなりません。その選択肢の一つとしてＩＲの実
現に向けた本格的な検討・準備を進めています。
一方、ふるさと納税の制度が導入され、横浜市では大幅な個人住民税の減収となってい
ますが、寄附を通じて地方の応援したい自治体や恩返しをしたい自治体の力になれると
いった制度の趣旨に沿って、今後も対応していきます。
なお、ふるさと納税に伴う減額分については、翌年度にその75％が地方交付税で措置さ
れる制度となっています。

このＩＲがダメだった時、サンタンた
る状況に誰が責任をとってくれるので
しょう。私は、この横浜、そしてこの
度ＩＲが出来る地域も愛しています。
数年前のガーデニングの大会が有った
ときなど「プチジュネーブ」と誇らし
く感じた程です。ＩＲをやめて欲しい
です。

ＩＲ整備法で、ＩＲ区域は民間事業者により一体として整備・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事業者が撤退した場合は、海外の事例では、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考えられています。
ＩＲ事業者の事業不振によるものに関わらず、事業継続が困難になった場合における措
置については、今後、設置自治体と事業者の間で締結する実施協定で定めることとなっ
ています。
横浜においては、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。
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。

少子高齢化による地方公共団体の財源
不足は全国的な課題であり、国レベル
で対応策を検討すべきと思います。横
浜市の考え方では、全国すべての自治
体にカジノを含むＩＲを導入する以外
に方策がないように説明されており、
納得できません。こうした意見につい
てどう考えますか。

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。基礎自治体で人口規模が最大となっている横浜は、そ
の影響が大きいものと考えています。
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、財政運営が厳しい状況となります。

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
旭区（１月20日）分
質問内容

回答

ＩＲによる経済効果は周辺自治体や全
国にも波及すると説明されています
が、極めて小規模にとどまると思いま
す。ＩＲを実施する自治体だけが生き
残れば良いという考え方には賛同でき
ませんが、どうでしょうか。

ＩＲには「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ると考えています。例えば、ＩＲ区域内の、大規模なＭＩ
ＣＥ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て、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、日本型ＩＲには、ゲートウエイとして呼び込んだ国内外の新たなビジネス客や旅
行者を、市内・県内はもとより、国内各地の観光地へ送り出す送客施設を必置すること
が法令等で定められており、国内全体の観光需要を活性化させます。
財政の改善としては、設置自治体だけでなく、国にもカジノ納付金や日本人等の入場料
収入が納入され、その財源が国内全体の観光・経済の振興に活用されます。4
なお、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。

ギャンブル依存症の実態調査を行うの
であれば、あわせてカジノに対する市
民の賛否や理解度を調査すべきと考え
ますが如何でしょうか。

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、日本型ＩＲとはどのようなものか、皆さま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事業を優先することにより、すで
に計画されている都市計画道路等の事
業が後回しにされるのではないか。私
の地区では62年前に設定された都市計
画道路が現在も事業化されず放置され
ている、子供の命に係る事業なのでIR
事業より先に本件を解決してほしい。

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事業はよいが、カジノは賛成でき
ない、なぜならば依存症等の弊害が多
すぎる、また、カジノが出来る事に
よって中区の一部が質屋街になるので
は。（韓国の例）、また、市長は入場
料が6000円なので日本人は入らないと
言っているが、外国人も入らないので
はないでしょうか。

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地域環境への影響です。
カンウオンランドは、現在ではゴルフ、スキーなどの統合リゾート施設が併設されてい
るものの、2000年の開業当初はカジノのみが先行し、依存症や治安の悪化の対策が後追
いとなった施設であり、日本型ＩＲは、これら海外の成功や失敗などの事例を参考とし
ながら制度設計されたものと認識しています。

カジノの代わりにテーマパーク等を検
討すべきと考えます。但し、現在下瀬
谷の再開発事業でもテーマパークの導
入を検討していますので競合について
検討する必要があります。

山下ふ頭に誘致を目指している日本型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。
なお、旧上瀬谷通信施設跡地については、郊外部の新たな活性化の拠点を形成するもの
であり、現時点の計画では差別化できるものと考えます。

市民が高齢化し税収が必要と主張して
いるが全国トップレベルの給与を支給
される市職員、市会議員の歳出削減と
人員削減等を検討しているのか。※ア
メリカ大統領、総理、官房長官、市
長、職員、議員の為のIRじゃないの
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。基礎自治体で人口規模が最大となっている横浜は、そ
の影響が大きいものと考えています。
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、財政運営が厳しい状況となります。

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
旭区（１月20日）分
質問内容

回答

ギャンブル依存症に健康保険を適用す
るらしいが世帯主が依存症になり収入
の道を断たれた家族は生活保護を受け
る事になる。収入は横浜市に入るが、
ギャンブル依存者は全国的に増える。
ＩＲ収入から各健康保険組合への補
助、生活保護費の負担を検討している
のか。

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。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。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いきます。
また、パチンコや公営競技などの既存のギャンブルに伴う依存症等については、公的な
事業体による対応を基本としますが、2019年４月に法令に基づき策定されたギャンブル
等依存症対策基本計画では、事業者の役割についても規定されています。
ＩＲの整備に伴うギャンブル等依存症の予防・治療・調査、治安の維持など、自治体の
施策に係る経費と納付金の活用については、区域整備計画の策定までに明らかにしてい
きます。

横浜西口、みなとみらい地区に開発案
件が目白押しだがＩＲと食合いになり
共倒れになるのではないか。・横浜駅
西口開発ビル→駅前棟 商業施設、オ
フィス→鶴屋町棟 商業施設、ホテ
ル、スポーツ施設・ザ・タワー横浜北
仲 商業施設、文化施設、分譲住宅、
宿泊施設（オークウッド）・アパホテ
ル＆リゾート・MM21地区47街区開発
ライブハウス型ホール、オフィス、東
急REIホテルズ・横浜グランゲート カ
ンファレンススペース、賃貸オフィー
ス・Kアリーナプロジェクト（複合施
設） ２万人収容音楽専用アリーナ、
ホテル棟、オフィス棟、展示施設棟
・ぴあ「音楽アリーナ」 １万人規模
・横浜文化体育館再開発

日本型ＩＲは、これまで日本を訪れていなかった新たな外国人観光客等を呼び込むた
め、我が国が観光立国を目指す国家的なプロジェクトとして進められているものです。
2019年の外国人観光客数約3,000万人、同消費額約５兆円を2030年までに6,000万人、15
兆円までに引き上げる起爆剤としていく事業であると認識しています。
これまでの国内外の観光客を対象としていれば、ご指摘のように他の開発事業と競合す
ることも考えられますが、新たな需要を呼び込み、さらにこれまでよりも長期に観光を
していただく滞在型観光を促進させるプロジェクトです。
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
機会が創出されて、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。
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。

市の将来のためにカジノで増収が見込
めるとのことですが、ディズニーラン
ドで浦安の商店街の売り上げがみこめ
ないのと同様、いやそれ以上にカジノ
は顧客を24時間365日囲い込むため、地
元経済は逆に衰退の可能性が大きくあ
ります。カジノ依存症も間違いなく増
え、その対応への社会的コストも膨大
になります。このように経済的に見て
も負の側面が大きいことを、市長は、
理解していますか。それでも経済効果
は大きい言い張るのですか。

日本型ＩＲでは、これまでにないスケールとクオリティをもつ国際会議場・展示場など
のＭＩＣＥ施設、日本の伝統文化を発信する魅力増進施設、市内・県内をはじめ日本各
地の観光地に観光客を送り出す送客施設、様々な需要に応える宿泊施設、レストランや
ショッピングモール、エンターテイメント施設が一体となって設置・運営されます。ホ
テル、シアターなどの有償施設、カジノなどの入場者が限定された施設が一部にありま
すが、区域内はほとんどが観光客・開放されたエリアとなっており、入場料を支払い閉
鎖された区域の中で消費を促すテーマパークのようなビジネスモデルとは異なります。
例えば、国際的なイベントがＩＲで実施される場合には、ＩＲ区域内に整備されるホテ
ルの客室数を大幅に超える宿泊者が想定され、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において、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。さらには、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ていま
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。

ＩＲに応募している業者（企業）名を
おしえて下さい。７社あると聞いてい
る。
（例）中国の○○社、アメリカの○○
社 というように。

事業者に関する情報の公表にあたっては、公表することにより、当該民間事業者の権
利、競争上の地位その他正当な利益を害する恐れがあるかどうか検討する必要がありま
す。
今後の事業者公募、選定を進める中で、事業者の名称の公表が可能かどうか、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
旭区（１月20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。
カジノ納付金や日本人等の入場料の収入、施設の建物に係る固定資産税等は、事業の収
支ではなく、利用実績に応じて設置自治体に納入されます。
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。
ＩＲを途中やめるとイヤク金が発生す
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
るがどのくらいの金額になるのか。
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、ＩＲ事業の継続が困難となった場合の措置とその役割分担については、実施方針
や区域整備計画などにおいて明確化していきます。

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。
なぜ市長は市民にきかずにＩＲの実施 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
をきめたのですか。
経済的・社会的効果や、有識者からのご意見もいただいてきました。
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
にお諮りしながら事業を進めていきます。

ＩＲ全体の施設床面積の３％ですが、事業者により施設の構成や規模に幅があり、各事
ＩＲの３％というが何ヘーベーか。
業者のノウハウや戦略ととなっているため、公募前の現段階では、皆さまにお示しでき
（例）スタジアムと比較に、ほぼ同じ
ません。今後、事業提案により選定された事業者と策定する区域整備計画において、施
くらい等大きさを示せ。
設の構成や規模が具体化する中で、明らかにしていきます。
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
のアミューズメントリゾートを目指します。
市民も楽しめるというが劇業やショー ホテルやエンターティメント施設など有料の施設もありますが、レストランやショッピ
等見るのにどのくらいの入場料、ホテ ングモール、アトラクション施設など、区域全体は原則として誰にも開放され、海外の
ルに泊まるのにいくらかかるのか。本 ＩＲの事例においても、無料で楽しめる噴水と光のショーなどが定期的に開催されてい
当に市民がだれでも入れる金額なの
ます。
か。
現在実施しているサウンディング調査（コンセプト募集）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、事業提案により選定された事業者と策定する区域整備
計画などにおいて、具体化していきます。

前回市長選ではカジノ誘致は白紙と
言って当選しながら、今時誘致推進を
言うのは公約破りである。早急に辞職
し、旗幟を明確に掲げて市長選挙を行
うのが筋道。前回選で投票した人々に
もウソをついてその席を占めた責任を
とるべき。

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。
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いただいてきました。
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
旭区（１月20日）分
質問内容

回答

カジノより先に中学校給食と年少者の
医療費無償を実施して若年世代の流
入、増加を計るなど、人口増、税収
増、法人事業税の増収策を考察すべ
き。

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、財政運営が厳しい状況となります。

18のパブコメで反対が94％にも及んだ
のに強行するのはなぜか。税収不足は
地形上、中央省庁など行政機関の圧倒
的集中などで東京に及ぶべくもなく、
また、大阪は商都としての歴史、企業
数などで比較対象を○○（判別不明）
しては○（判別不明）ならず、むしろ
京都の歴史的景観、伝統、技巧などを
参考とすべき。

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。

カジノ汚職で官房長官に近いといわれ
る議員が100万円の受取を認め所属政党
を除名されたがカジノの推進をすると
する前○（判別不明）長官との関わり
申し訳ありませんが、ご質問内容が判読できませんでした。
を市長は有しているのではないか。
（〇〇議員は自民党を離党し、〇〇議
員他は○○（判別不明）しているのみ
で説明を果していない）

ＩＲ整備法に規定された、健全なカジノ事業の収益を活用することにより、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。
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
（質問）市長及び市当局の方々は、ご 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
自分及び家族、子や孫にカジノを進め る実施方針や区域整備計画でお示しします。
ますか。もしも進めないのであれば市 なお、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
民皆様にも進めてはいけません。
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。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いきます。

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
ＩＲ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
（意見）カジノはトバクです。統合型
す。その検討の結果を踏まえ、2018年７月に成立したＩＲ整備法により、我が国におい
リゾート（ＩＲ)事業とは切り離すべき
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
です。ミソもクソも一緒にして提案し
ています。
て下さい。
日本型ＩＲは、健全なカジノ収益を活用して、国際競争力の高い滞在型格好を実現する
ための国家的なプロジェクトとして位置づけられています。

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
旭区（１月20日）分
質問内容

回答

（意見）生産性のない事業は早い時期
に限界が出ます。世界各地の例で見る
とうりです。損失者のお金で市の財政
を「ウルオス」なんてとんでもないで
す。私は鶴ヶ峰に住む一市民です。質
問と意見です。

山下ふ頭において誘致する日本型ＩＲは、単に、エンタテインメントやアミューズメン
ト施設を整備するものではなく、我が国の成長戦略の一つである国際競争力の高い国際
展示場などの大規模なＭＩＣＥ施設を整備することも目的の一つとしています。
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。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。

（質問）統合型リゾート（ＩＲ)事業に
「カジノ」は絶対に含むべきでないと
考えます。切り離すべきです。損失者
のお金で、市の財政を「潤す」。こん
なお金では横浜市は元気になりませ
ん。生産性のない事業は早い時期に限
界が来ます。世界の例を見るまでもあ
りません。

日本型ＩＲが参考としているシンガポールのカジノ施設の従業員は、専門職として訓練
がなされ、ラグジュアリーな内装やエンターテイメントのための施設・設備。食が調達
され、通常のサービス業と同様の生産性を有しています。
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。
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。国のＩＲの法制化検討の中で、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。
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。

（意見）そこで私は市長とカジノ推進
当局の方々に伺います。貴方は、ご自
分の子や孫、家族の皆さんに、市の財
政への協力ですからと「カジノ」を進
めますか。多分、多くの方々はお勧め
にならないでしょう…。であるなら
ば、私たち市民や子孫にも勧めるべき
ではありません。市長及び当局の皆さ
ん、未来の健全な横浜市の発展の為に
も、歴史と文化に「相応しい」、理想
を高く、進めるためにも、「280万人」
市民の英知を集めようではありません
か。とにもかくにもＩＲ事業に「カジ
ノ」はいらない。○○○○○○（個人
情報のため掲載せず）大変でしょう
が、ご返信をお願い申し上げます。

ＩＲ整備法に規定された、健全なカジノ事業の収益を活用することにより、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。
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。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でお示しします。
なお、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。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。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
旭区（１月20日）分
質問内容

回答

世界の大富豪が大金をもって日本のＩ
Ｒに期待をもって来訪すると思います
か。富豪はマネーローンダリングで、
もっと効率よく大金を獲得できるので
すから、効率の悪いカジノなどには来
ないのではありませんか。
横浜にかつて在住し為替違法行為で、
隠れて出国するという不名誉な行為の
方しかり、カジノで、一攫千金をと、
頭をかすめるのはお金を持てない我々
市民なのです。そして、カジノで、負
けて無けなしのお金を吸い取られより
一層生活困窮に陥るという構図が見え
隠れしても、それでも税収増の手段と
してどうしても横浜にこの修羅場を生
むであろう状況が予想されるお仕着せ
設備に投資しようとなさるのは、もし
かして、すでにラスベガス、マカオ等
で、成功を収め、さらなる拡大を目指
すアメリカが裏で、強く迫っている
か、或いはすでに口約束がなされてい
るというのではありますまいか。

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。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。
なお、マネーローンダリング対策として、ＩＲ整備法では、カジノでの取引記録の作
成・保存、疑わしい取引の届出、100万円以上の取引の届出などが規定されるとともに、
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。

ギャンブル依存症の治療に公的保険適
用の方針と新聞で、報じられました
が、それでなくとも公的保険が、破綻
しかねない現状で、さらなる増大が予
測される患者について、別途ギャンブ
ル依存症適用保険を設立し、事業者及
びギャンブル一回するごとにその当事
者も基金として、保険料を負担し治療
に充当するという案はありませんか。

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。
ギャンブル等依存症を含む懸念事項に関する自治体の施策にかかる経費など、その具体
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。
また、依存症への対策として、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、
様々な対策を事業者の運営費の中で求めていきます。
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。

市政とは、国政も言うに及ばず市民の
ために行われるものです。多少なりと
も予測されるギャンブル依存症患者の
増大があるのであれば、本来避けよう
とするのが、市民の為の政治ではあり
ませんか。横浜は、他民族の人々も多
く生活し融和しようと日々生活の営み
が繰り広げられ文化活動も盛んな土地
柄です。高齢化により税収入の低下
は、避けられない懸念材料ですが、画
期的な方法で、乗り越えていけるよう
細やかに検討してまいりませんか。

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。
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。基礎自治体で人口規模が最大となっ
ている横浜市は、その影響が大きいものと考えています。
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（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
旭区（１月20日）分
質問内容

アジアに多くあるＩＲの中に日本が参
入しても、決して、海外からの流入は
期待できないものと思いますし、周り
の多くの人々に問いかけても同様の意
見が多いと思いますが、多くのギャン
ブラーを呼び込む確信がおありです
か。以上期待を込めて投票した、市長
及び関係者各位にお尋ねいたします。
既に各区で行われている説明会が、参
加案内を戴いた内容を拝読しますと、
まるで、既にＩＲは、ＧＯサインが出
ていて、単なる説明会であるように見
て取れました。誠に残念の極みであり
ます。

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きました。
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。
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、日本型ＩＲとはどのようなものか、皆さま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きました。
なぜ住民投票を実施しないのですか。 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
今すぐに実施すべきです。本日は、私 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
が作成した文書を持ってきていますの 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
で読んでいただければ分かります。
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、日本型ＩＲとはどのようなものか、皆さま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。

カジノの横浜市の山下埠頭の誘致の撤
回を求めます。山下埠頭は先人の人達
が苦労して発展させてきた場所であ
り、夏の花火を見る場所であり、賭博
場誘致による人口減少と治安悪化が見
込まれます。開発が必要で有れば山下
埠頭に座るベンチの設置をして市民が
ゆっくりくつろげる場所を作るべきで
す。ヨットハーバーの設置の検討も視
野に入れることと即存のホテルの宿泊
料金を半額にする等すれば横浜に宿泊
する人が増えますから実行してみて下
さい。

山下ふ頭は、高度経済成長期から横浜港を支える主力ふ頭の機能を担ってきましたが、
完成から50年が経過し、施設の老朽化やコンテナ化などの物流環境の変化に伴い、その
果たすべき役割を見直す時期に来ていました。このため、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
ピード感を持って達成するためには、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の実現に向けては、市民の憩いの場となる開放されたハーバーリゾートの実
現を事業者に求めていきます。

住民投票は確実に実施して下さい。お
願いします。
市民の納得を得るには住民投票かカジ
ノ誘致撤回しかありません。

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
方法について規定されています。
まずは、日本型ＩＲとはどのようなものか、皆さま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
旭区（１月20日）分
質問内容
カジノに頼らない横浜の街作りとして
新しくホテルを作らず、即存の横浜市
内のホテルをうまく活用し、例えば、
１泊２日35000円の宿泊料金を横浜市発
行の宿泊券を提示することで9950円等
割り引きにより、多くの観光客を取り
込むことで集客増加につなげます。山
下埠頭を展示場にすることで誰でも見
に行かれるようにする。例えば恐竜や
車の展示等ヨットハーバーも含みま
す。みなとみらい地区にあるオービー
横浜、ランドマークタワー、横浜駅近
くの原鉄道模型博物館、元町中華街の
中のよしもとおもしろ水族館等、横浜
市はこれらの施設を内外に発信し、入
場料の一部を横浜市の医療、福祉サー
ビス、子育てに活用する事で観光地横
浜の活性化につなげます。以上です。
山下埠頭内でのベンチ設置も検討して
下さい。よろしくお願いします。

回答

「横浜ＩＲ」を目的として、インバウンドを含む観光客やＭＩＣＥ客が来訪し、宿泊や
飲食等によりＩＲ区域内のみならず関内・関外地区やみなとみらい21地区、横浜駅など
周辺地域の観光消費額を増加させます。さらに、市内はもとより、県内観光地への周
遊、日本全国の観光地への送客により、その効果を全国的に拡げていきます。
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、「観光ＭＩＣＥ都市」としての地位を盤石にするため、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が必要と考えており、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。

