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
緑区（２月11日）分
質問内容

回答

ＩＲ整備法においては、住民の意見を反映させるために必要な措置として、ＩＲを実施する場合は、都道府県
カジノの収益で横浜市政を推進して欲
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。
しくないという市民の気持ちにどう応
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。
えていくのか説明して欲しい。
その上で、どのように皆さまの意見を反映するかについて、国からの情報を参考に検討していきます。

市長は市長選での公約で、「市民の皆
さま、市議会の皆さまの意見を踏まえ
たうえで方向性を決定」と言ってまし
たが、昨年の誘致表明以前に意見を聞
いていません。公約違反ではないです
か。誘致表明を撤回すべきだと思いま
すが、市長は市民にどう説明するので
すか。

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。

市長が「依存症対策」「治安対策」に
ついてこもごも説明しなければならな
いようなこと自体、カジノの弊害を示
しているのではないですか。カジノ抜
きの「ハーバーリゾート」の提案があ
りますが、市は調査・検討しました
か。その内容を公表してください。

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・ＭＩ
ＣＥ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ＭＩＣ
Ｅ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・ＭＩＣ
Ｅ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。

カジノに依存する経済効果の数字が判
らない。根拠を明示されたい。また、
カジノに入場される人は誰と（どの国
の人と）想定されているのか、中国、
韓国、シンガポール、クルーズ船と多
くの可能な場所があるのに、日本人を
対象としているとしか考えられない。
どうお考えか。

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。
事業者ごとに施設構成や規模、売上が異なっていたため数字の幅が生じています。なお、内訳ついては、各事
業者のノウハウとなっているため、お示しできません。今後、公募により選定される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。
また、カジノの入場者数についても、事業者のノウハウの部分であり、今のところ皆さまにお伝えすることが
できない状況です。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れる一
方、インバウンドの方の利用単価が高額であることから、カジノにおける日本人からの売上は半分程度になる
のではと言われています。今後、区域整備計画を策定する中で、お示ししていきます。

市長就任から10年以上にわたり、市内の観光消費額の増加、法人市民税の増加に向けた、積極的な企業誘致、
クルーズポートの整備、国際イベントの誘致などに全力で取り組んできました。また、横浜環状道路や相鉄・
ＪＲ直通線など、横浜の成長をけん引できるような将来につながる事業についてもしっかりと取り組んできま
した。
横浜の遅れた数字は、市長以下行政の
これらによって、人口増加がほぼ横ばいの中でも、何とか財政運営を赤字にせず、市民の皆さまの安全・安心
責任大なのではないか
な暮らしをお守りしてきました。
しかしながら、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。その選択肢の一つがＩＲとなっています。
現在実施しているコンセプト提案募集（ＲＦＣ）や市独自のマーケティング調査などにより策定する実施方
針、公募により選定される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
都合のいい数字だけ並べて説明するの
していきます。この中で、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
はヤメテ
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も、明らかにしてい
きます。
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、八景島やズーラシア、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。
本来横浜が持っている文化、観光資源 また、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
が衰退するのでは
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。
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
本気で依存症対策するならカジノをヤ 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の設置前から国をあげて既存ギャンブルを含め依存症対
メればいい
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。
地域経済が打撃を受けること間違いな 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。
い
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
内閣や市長のやりたい放題、民主手続
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。
き無視の決め方に信用できるわけがな
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。
い。
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。
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カジノ誘致で市に１０００億前後の収
入増になるというが、カジノからの利
益に大きく依存するＩＲの運営のため
にＩＲ事業者はカジノで毎年数千億～
８千億円をかせがなければならない。
カジノ利用者の７～８割と推定される
日本人がどれだけのお金をカジノで損
することになり、負の問題の対策費と
併せてとても市民のための経済政策と
いえないと思うが、市長はその点を明
確に答えていただきたい。

今回お示ししている820億円から1,200億円の横浜市の増収額は、カジノの売上だけではありません。
この中には、床面積の３％以内のカジノを含めた、ＭＩＣＥ・ホテル・エンターテイメント施設など大規模な
建物にかかる固定資産税等や、リゾート施設全体の収益に伴う法人市民税なども含まれています。これから事
業者を公募する現在の段階では、事業者のノウハウや戦略の面から具体的な数字をお示しできませんが、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。
また、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。
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。

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。
未来での金セン的なリスクは考えてい 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
るのですか
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、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事業を途中、中止は可能か？中止 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
にした場合の契約はどうなるのか？
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。
他の自治体よりも高い、しかも民間よ
り４割も高い市の職員の給与などの維
持や、市内の米軍施設跡地に開発が予
定がされているテーマパークや新交通
システムのための予算捻出のためにＩ
Ｒ誘致は最終手段として検討されてい
るということでしょうか？横浜市に外
から来る観光客をターゲットとする前
に実際に在住している市民が、愛着を
持てる市にする方が先ではないでしょ
うか？最近、ふるさと納税の返礼品を
市内のホテル宿泊券や横浜マラソンの
出走権などが設定されましたが、この
ような取り組みでまだできることはあ
るのではないでしょうか。

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。
このため、法人市民税などの増収につながる企業誘致や、観光ＭＩＣＥ都市、特別自治市制度、ＳＤＧ’ｓ未
来都市の実現、中小企業の振興、商店街の活性化など、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。Ｉ
Ｒ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。

横浜を東京や大阪と比較してこれから
良くするためにＩＲが必要という説明
であったが、どれも特別に横浜にお
こってきている問題とは思えず、たい
へんなマイナス面の大きいカジノを入
れる理由にはならない。何よりもギャ
ンブル依存症で家庭崩壊がおこり、サ
ラ金に追い回されたり、おいつめられ
たりする子どもがふえることは、政治
の責任で決して許してはならないはず
なのにそれを進める理由が知りたい。
健全なギャンブルはなく、シンガポー
ル、マカオは中国人がマネーロンダリ
ングで多数きてうまくいっており、日
本ではそのような結果にはならないこ
とをもっとしっかりみつめるべきでは
ないか。その答えもしりたい。

生産年齢人口の減少は日本全体の傾向ですが、基礎自治体で人口規模が最大となってる横浜は、その影響が大
きいものと考えています。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。今後とも、ＩＲへのご理解を頂けるよう、市民の皆様に丁寧にご説明を続けていきます。
日本には、公益面から法律で認められている競馬などの公営競技、宝くじやtoto、パチンコなどの様々なギャ
ンブルや遊戯が存在しています。多くの方々は節度を持ってこれらを利用されています。一方で、過度な「の
めり込み」などによって、社会生活に支障を及ぼしている方がいらっしゃるのも事実です。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。
また、ＩＲ整備法では、マネーローンダリング対策としては、犯罪収益移転防止規定の策定や、チップ等の譲
渡の禁止、100万円を超える取引の報告義務が規定されています。

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Ｉ
Ｒが、最も有効な手法と考えています。
カジノは反対。リゾートだけは良いと
また、日本型ＩＲに設置されるカジノには、ＩＲ整備法に基づき、カジノのゲームに触れる機会の限定や厳格
思う。掛け金はせっていすべきであ
な入場規制など、世界最高水準といわれる規制が法令に基づき適用され、既存のギャンブル等よりも厳しい規
る。
制が施されます。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。

何故横浜市は訪日観光客が少ないの
か、ＩＲが出来てもその地域だけとな
り、一定増はあるがその後は増えない
のでは？

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。
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。

具体的には、横浜市のどのあたりに立
山下ふ頭を候補地としています。
地予定ですか。

IR（統合型リゾート）市民説明会会場で提出された質問書に対する回答
緑区（２月11日）分
質問内容

回答

お金が飛びかうカジノは止めなさい。
ＩＲは○「（判別不明）」めなさい。
カジノをセットにする必然性はない。
３％ぐらいだから止めた方が良い。
「こんなに反対が多いのか」と市長は
言ったそうですが、トップとして記憶
不足を反省しなさい。

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

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
市の財政がきびしいのか、ただた○
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
「（判別不明）」の観光誘致で１人で
取り組む環境が整ったこと。
も横浜市を知ってもらいたいのか？※
これらを総合的に勘案し、横浜の20年、30年先を見据え、横浜が将来にわたり成長・発展を続けていくために
入口でのセッキリテーをしっかりして
は、ＩＲを実現する必要があるという結論に至りました。
ほしい
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きま
した。ＩＲも様々な対応策の一つであり、決してＩＲのみに財源を頼るものではありません。
なお、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。
経済的、社会的効果の部分にばかり目
をむけているが特に現在起きているよ
うな新型コロナウイルスなどの感染症
など観光に過度に依存することへのリ
スクについてはどのように対応しよう
と考えているのか？40年間という長期
の実施の中で考えられる景気低迷、感
染症、海外からの観光客の低迷など、
まさに現在起きていることへの回答が
ほしい。

世界経済においては、これまでもリーマンショックによる低迷、ＳＡＲＳなどの感染症拡大によるアジアを中
心とした経済や雇用の悪化などの影響を受けてきました。
日本型ＩＲが参考としているシンガポールのＩＲについては、前述の経済悪化の影響後、2010年に開業し、シ
ンガポールにおける海外観光客数の回復・増加、失業率の改善に大きく貢献しています。
長期にわたっては、大規模な景気変動や新たな感染症など、経済的・社会的環境の変動が想定されますが、世
界経済はこれまでもそれらを克服してきています。
横浜でのＩＲも、経済的・社会的な変動において柔軟で持続可能な対応ができるよう、事業者公募のもととな
る実施方針や、選定される事業者と策定する区域整備計画において、対策を盛り込んでいきます。

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。
①ＩＲ計画にカジノを省いたらＩＲの 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。
計画はなりたたないのか。
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Ｉ
Ｒ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、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。
②カジノの害のためにいろいろな対策 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
(○○「（判別不明）」の教育など)を 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
が事業者に求められています。
立案しなければならないのはなぜか
日本型ＩＲが参考としているシンガポールでは、ＩＲの設置前から依存症対策に取り組んだ結果、既存を含め
たギャンブル依存症の方が減少しています。
横浜市でもこれらの成功事例を参考に、国、事業者、関係団体などと協力して依存症の方を増やさないように
取組を徹底していきます。

③カジノの収益によってＩＲ全体(い
ろいろな施設)が成り立つような説明
であるか、収益は出るのか。

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

ＩＲの整備に伴う多くの来街者に対応して、交通対策を開業までに講じていきます。
自動車交通に伴う交通対策については、道路の新設・拡幅、交通規制などの対策を検討していきます。また、
④ＩＲ全体のために交通などインフラ
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
が必要であるがその投資は市税でどの
リアンデッキの新設などの対策を検討していきます。
くらい実施きぼか。
周辺地域との回遊性を高めるための都市基盤整備など、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。
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。
また、公募により選定される事業者と策定する区域整備計画が国から認定された後は、横浜市と民間事業者で
⑤国のＩＲ法案成立の過程で関係者が
実施協定を速やかに締結することとなります。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
たいほされたりしているが、40年契約
安定的で継続的な実施の確保が必要であること」が国の基本方針（案）に示されていることを踏まえ、横浜市
で問題はないか。
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（当初10年、更新５年ごと）を超えた期間を定
めることも可能とされています。
現在、事業者に実施しているコンセプト提案募集（ＲＦＣ）では、仮に40年としヒアリングしていますが、実
際の協定の期間は、事業者の公募前に策定する実施方針において定めていきます。
市税収入の規模は、平成30年度決算で約8,200億円となっており、その約半分を皆様の個人市民税からいただい
ています。
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以外の方法で、税収を得る方法は
このため、法人市民税などの増収につながる企業誘致や、観光ＭＩＣＥ都市、特別自治市制度、ＳＤＧ’ｓ未
なかったのでしょうか。
来都市の実現、中小企業の振興、商店街の活性化など、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。Ｉ
Ｒ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（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
緑区（２月11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。
カジノ問題白紙の立場で当選したはず 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
なのに、まずは、有権者に説明をして 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
ください。
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。
１、外国のカジノ愛好家に対する、カ １年以内にギャンブル等依存症が疑われる者の割合は、米国で1.9％（2001年)、英国で0.8％（2000年）、スイ
ジノ中毒者の割合は、どの位の数値
スで0.5％（2008年）となっています。
か？
なお、日本は0.8％（2017年）となっています。
ＩＲ整備法では、カジノへ日本人が入場等する際、入場料は６千円となっています。また、入場回数について
２、入場時の条件は？(回数、入場料)
は連続する７日間で３回、28日間で10回が限度とされています。
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。
カジノ以外現状として考えられないの 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、観光ＭＩＣＥ都市、特別自治市制度、ＳＤＧ’ｓ未
か。もう少し検討の余地が必要かな
来都市の実現、中小企業の振興、商店街の活性化など、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。Ｉ
Ｒ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。
これまで、ＩＲを「導入する・しないの判断に至っていない」という意味で「白紙」としていました。
このため、ＩＲについて平成26年度から検討調査のための予算を計上し、継続してその判断に必要な検討を進
めるとともに、国の動向の把握に努めてきました。
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、
①２０１７市長選でカジノ白紙と言っ
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。
て当選されたのに、２０１９年８月に
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
誘致を表明されました。説明では、
や、有識者からのご意見もいただいてきました。
「誘致を検討」と話されていました
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
が、一度でも市民の意見をきいたの
ました。
か、教えてください。
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。

②２０００年(？)ニッサンスタジアム
で日カンワールドカップが行われた
時、地元小机商店街には、経済波及効
果はほとんどなかったそうです。資料
「横浜がめざすＩＲの姿」にの経済
的・社会的効果のイメージは、何を根
拠にされているのですか。また観光客
の回遊の促進について、緑・青葉のよ
うな市北部へ観光客が来るとは考えら
れません。市内事業者の９９％超が中
小業者というなら、そこへの支援を手
厚くすることにもっと予算をさくべき
ではないですか。

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の推進とあわせて、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。
昨年度の事業者からの情報提供依頼や今回の事業者ヒアリングでは、地元調達の促進や、各地域との観光資源
の連携、一年中、街の活性化を図れるイベントやフェスティバルの実施など、地区内外のまちの魅力向上や賑
わいの創出などの情報提供がありました。
ＩＲに設置される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、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、その仕組みについて検討し、市内企業へ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。
また、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げて
いきます。

③人口減少に転じることがわかってい
るなら、子育て支援を手厚くするべき
です。知人も子供が中学進学と同時に
成瀬への転出を考えています。出産年
齢人口の流出を止める為にも、まずは
中学校でも自校方式の給食実施が最優
先ではないですか

横浜市では、人口減少が進むことが推計されており、この主な原因は、少子化高齢化と考えています。
このため、小学校入学を契機に仕事と育児の両立が難しくなる、いわゆる「小１の壁」をなくすため、留守家
庭児童の居場所を確保するとともに、学齢期の全ての子供たちが豊かな放課後を過ごせる場所と機会を充実
や、また、中学校昼食において、各家庭のライフスタイルや日々の都合に合わせて選択できる環境を充実させ
るなどの取組を行っています。

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
横浜への来訪者の多くが「街歩き」を されています。
望んでいるが、昔からの横浜のイメー 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
ジをＩＲは⊖(マイナス)面が出るので 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
はないか。
リゾートとして整備されることが前提となっています。
横浜市としても実施方針などによって、これまで市民の皆さまに親しまれている横浜の景観や、イメージと調
和した、横浜にふさわしいＩＲを事業者から提案してもらえるよう求めていきます。

１、財政の為だけですか？

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

外国人の方のカジノ入場における入場 ＩＲ整備法では、外国人観光客に対しては、日本人等に課される、入場料の徴収や入場回数の制限がありませ
制限はどのように行うのでしょうか
んが、入退場時にパスポート等による本人確認が必要となります。

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
緑区（２月11日）分
質問内容

回答

平成26年度の本市の調査において、カジノ収益による税収効果を推計しており、シンガポールの2つのＩＲで
海外のＩＲは実際どのくらい税収がＵ
430億円、中国のヴェネチアン・マカオで約1,260億円となっています（但し、各国の制度が異なりますので、
Ｐしたのでしょうか、例を見たいです
一概には比較できません。）。
外国人観光客がターゲットなら、空港
からのアクセスの良さが必須だと思う 羽田空港からは、既存の鉄道や車による交通を想定しているほか、水上交通やヘリコプター「などについても
のですが、その辺りはどうお考えで
検討していきます。
しょうか。
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。
１、ＩＲによる市民のメリットは何か 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、市内経済の活性化が期待できます。
(・住民税が下がるなど)
更には、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。
何よりも、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、楽しむことができます。

２、ＩＲ(特にカジノ)が倒産したと
き、市民に負担はあるのか。

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。

１、ＭＩＣＥ等５つの事業から成るＩ
Ｒ事業における経済効果。内分けはど
うなっているのか、ＭＩＣＥではいく
ら、カジノではいくらなどと具体的な
試算を教えて下さい。

ＩＲ区域内での消費額は、事業運営が安定したベースで年間4,500億円から7,400億円、間接効果を含む経済波
及は、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。
事業者ごとに施設構成や規模、売上が異なっていたため数字の幅が生じています。なお、内訳ついては、これ
から公募を行う現段階では、各事業者のノウハウとなっているため、お示しできませんが、日本型ＩＲが参考
としているシンガポールのＩＲにおいては、70％程度がカジノの売上となっています。
今後、公募により選定される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。

２、韓国において、ギャンブル産業の
売り上げ以上のソーシャルコスト
(ギャンブル産業に対するソーシャル
コスト)がかかっているというデータ
があるが、横浜市はカジノにおける
ソーシャルコストを試算しているの
か。試算しているのならば、その額
と、カジノの売り上げを確保できるの
かどうか。

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

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。
①市長は市長選では白紙だと言ってい
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
た。世論調査では市民の圧倒的多数は
や、有識者からのご意見もいただいてきました。
反対なのに何故誘致になったのか。サ
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
ギではないか
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、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
②ＩＲをつくるために予想される公費
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
(税金)の額はいくらになるのか。その
る責務を有するとされています。
内訳はどうか
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、公募により選定られる事業者と策定する
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。
事業運営が安定したベースのＩＲ区域内での消費額、年間4,500億円から7,400億円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、
③ＩＲの中でカジノは３％の面積と説
レストランやショッピングモールなどのリゾート施設全体の売上が含まれています。これから事業者を公募す
明があったが、ＩＲの全体の収益の中
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、日本型ＩＲが参考
でカジノが占める収益の割合はどうい
としているシンガポールのＩＲにおいては、70％程度がカジノの売上となっています。
う数字になるのか
今後、公募により選定される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、
ＩＲを誘致できなかった際の財政バッ
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。
クアッププランはあるのか？
ＩＲも様々な対応策の一つであり、仮にＩＲが実現できない場合でも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
緑区（２月11日）分
質問内容

回答

ＩＲ内の施設はカジノの収益で運営で
きるようにするとのことですが、どの
施設が収益が低い又は赤字なのか？そ
の規模はどの程度なのでしょうか？カ
ジノの収益のどれくらいが施設の運営
のために使われるのでしょうか？収益
性の悪い施設の運営費の穴うめ分とカ
ジノ収益のバランスが必要だと思いま
すが、いかがでしょうか？チェックで
きるのでしょうか。

ＩＲ整備法では、カジノの売上により国際会議場や展示場などの観光に寄与する諸施設を整備・運営する仕組
みになっています。国際競争力の高い大規模なＭＩＣＥ施設については、世界や日本の事例を見ても、国や自
治体が多額の公費等を投入しており、横浜市でも、パシフィコ横浜などに財政支援をしてきました。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Ｉ
Ｒが、最も有効な手法と考えています。
これから事業者を公募する現在の段階では、事業者のノウハウや戦略の面からカジノの収益やその他の施設の
内訳を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ＩＲ全体の売上の
70パーセント程度がカジノの売上となっています。
なお、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。

今回の話は都市計画に関わることであ
り、従来より横浜市では、「公開」と
「住民参加」が事を進めるにあたって
の条件であります。今回の市長の運営
の仕方は、どちらの条件も満たしてい
ません。これは市政運営の大きな変更
であり、市民の信義に反しています。
この件は一から出なおしでお願いした
い。市民の賛否をとるべきです。カジ
ノを小さくしか説明されていないが、
収入源であり、公費の変わりになるも
のとの説明は、やはりカジノが主では
ないですか。

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。
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。

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。
１、ＩＲの中にカジノを入れるのはま
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
だ理解できない。カジノをつくらない
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。
方法があってもいいのでは
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Ｉ
Ｒが、最も有効な手法と考えています。

カジノをつくることで、本当に市の財
政は豊かになると思われるのでしょう
か？ギャンブル依存症が出ても、その
「不幸」は「豊かな」財政のためには
仕方がないと思われるのでしょうか？
そのような発想そのものに疑問を感じ
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。

カジノに何故飛びつくのか。財政面な
どは、以前からわかっているはず!何
故他の事業を起こさないのか。今まで
の怠まんであり、不安定なカジノに傾
くのか。それ以外で活性化をはかるべ
きである。何故今、カジノなのか?

市長就任から10年以上にわたり、市内の観光消費額の増加、法人市民税の増加に向けた、積極的な企業誘致、
クルーズポートの整備、国際イベントの誘致などに全力で取り組んできました。また、横浜環状道路や相鉄・
ＪＲ直通線など、横浜の成長をけん引できるような将来につながる事業についてもしっかりと取り組んできま
した。
これらによって、人口増加がほぼ横ばいの中でも、何とか財政運営を赤字にせず、市民の皆さまの安全・安心
な暮らしをお守りしてきました。
しかしながら、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。その選択肢の一がＩＲとなっています。

横浜市では今後、生産年齢人口の減少等による、消費や税収の減少、社会保障費の増加など、経済活力の低下
や厳しい財政状況が見込まれています。基礎自治体で人口規模が最大となってる横浜は、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
2/10 ＮＨＫの世論調査でＩＲについ
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
て27%進める、51%がやめる、とありま
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
した。横浜市が一方的に進める理由を
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。
お聞かせ下さい。
また、調査の結果は、ＩＲを構成する施設の一つであるカジノに対する心配が表れだと考えています。このた
め、まずは、市民の皆様に日本型ＩＲや横浜市の考えるＩＲをご説明させていただきたいと考え説明会を開催
しました。令和２年度以降についても、実施方針や区域整備方針の策定など、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の実現に向けた本市の考え方や懸念事項へ
の取組等について、ご理解いただけるよう「広報よこはま」の活用や、リーフレットの作成、わかりやすい動
画の配信などを行っていきます。
予算案の内訳としては、区域整備計画の策定に向けたアドバイザリー支援（130百万円）・法務支援（70百万
ＩＲ誘致推進の４億円の予算案の内訳
円）、インフラ・交通アクセス対策等の検討調査（95百万円）、懸念事項対策（10百万円）、市民説明等の広
についてお知らせ下さい。
報関連（55百万円）、公募参加事業者への予備調査（20百万円）、事務費（20百万円）となっています。
カジノ誘致は市議会の賛成があるので 市議会においては、ＩＲの実現に向けた、本格的な検討・準備を進めるための補正予算について議決をいただ
しょうか？
いています。
ＩＲに訪れる観光客数の割合は日本人が多くなることが見込まれる一方、有識者からは、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％を国と設置自治体に納付
カジノの利益はカジノに入ります。横
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
浜市民には何も還元されません。
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
ノの収益が市内や国内に還元される仕組みとなっています。
メルコリゾーツとの関係を聞かせて下
特別な関係にはありません。
さい。

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
緑区（２月11日）分
質問内容

回答

市税収入の規模は、平成30年度決算で約8,200億円となっており、その約半分を皆様の個人市民税からいただい
ています。しかしながら、個人市民税は、将来的に人口減少により減収の見込みです。基礎自治体で人口規模
そもそも観光にたよるのではなく、財 が最大となってる横浜は、その影響が大きいものと考えています。
政を良くする様な事業を考えるべきで このため、法人市民税などの増収につながる企業誘致や、観光ＭＩＣＥ都市、特別自治市制度、ＳＤＧ’ｓ未
来都市の実現、中小企業の振興、商店街の活性化など、様々な施策に取り組んできました。
は？
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。

特に質問はありませんが、要望として
もう少し出席し易い時間帯に説明会を
開いて欲しい。又、ＩＲに関しては是
非住民投票を実施して○○○○「（判
別不明）」

今回の説明会は、令和元年９月の補正予算議決後、市長による説明会を開催するため、各区の公会堂の空いて
いる時間と市長の日程を調整した結果、夜間での開催が多くなりましたので、ご理解いただければと存じま
す。令和２年度以降についても、実施方針や区域整備方針の策定など、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、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
統合型リゾート施設に医療設備もそな ゾートを目指します。新たな感染症対策についても、現在実施しているコンセプト提案募集（ＲＦＣ）や市独
えるか？
自のマーケティング調査などにより策定する実施方針、公募により選定される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。
MICEとは、Meeting（企業等の会議）、Incentive tour（報奨・研修旅行）、Convention （国際機関・団体、
MICEのフル英語表記は？SDGのフル英
学会等が行う国際会議）、Exhibition（展示会・見本市・イベント）の頭文字です。
語表記は？英文の具体表記と和文説明
SDGsは、Sustainable Deveropment Goals（持続可能な開発目標）の略称で、国連サミットで採択された世界共
を!
通の国際目標です。
横浜の現状①訪日外国人延べ宿泊者数 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、海外での認知度が低く、横浜の観光資源が活かしき
伸び率が平均より低い②日帰りの割合 れていないことなど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
が高い 原因は何でしょうか
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整備法では、カジノ事業の収益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
みなとみらい21地区と競合します。現 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。
地区にカジノ抜きの施設を充実すれば 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Ｉ
本当の統合型リゾートと考えますが、 Ｒが、最も有効な手法と考えています。
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
如何ですか。
な需要と消費を生み出し、ＭＭ21地区を含む都心臨海部に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。
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
の他促進施設が規定されています。
カジノ対策ばかりですが、他の設備や 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
観光客を増やす施策は無いのですか？ ゾートを目指します。現在実施しているコンセプト提案募集（ＲＦＣ）や市独自のマーケティング調査などに
より策定する実施方針、公募により選定される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。
カジノの面積が３％算出されるのは何
カジノを行う区域の床面積は、ＩＲ施設全体の床面積の３％以内と法令で定められています。
故なのか？
横浜市が事業者を公募する際、応募事業者について、公安委員会への照会を行うとともに、調査会社への委託
ＩＲ事業者の選定の際、外国資本の事
による調査を予定しています。また、事業者がカジノ免許申請の際、カジノ管理委員会により事業者だけでな
業者の調査はどの様に行うことが出来
く、株主、取引先、役員、親族を含め調査が実施されます。調査方法は、今後カジノ管理委員会により明らか
るのか？
にされます。
市民へ賛否を問わないのか=住民投票
など

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整備に伴う市の負担額の見込み
は?上瀬谷、ブルーライン延伸、市大
病院、劇場整備等のプロジェクトを控
えているが、市債残高、基金残高等の
財政状況を見ると、ＩＲの投資にたえ
られるとは考えられないし。（財政フ
レークも示されていない）ＩＲは横浜
を亡ぼすキラーコンテンツとなるので
はと心配である。ＩＲには反対です。

ＩＲ整備法では、ＩＲにおける施設の設置・運営は民間事業者が行うことになっており、公費の負担を最小限
にして国際競争力の高い滞在型観光を実現する国家的なプロジェクトとして位置づけられています。
ただし、ＩＲ整備法においては、ＩＲを設置する自治体は、ＩＲ区域の整備推進に関する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、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進めていきますので、ＩＲ事業全
体として、市税の持出はないものと考えています。

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
ＩＲについて、ミナト横浜らしい構想 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
ではないと思う。
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。
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
カジノについて、きびしい規制がある
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
からの説明だが、そんなに規制するな
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
らやらなくても良い。
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
理解をいただけるよう、市民の皆様に丁寧にご説明を続けていきます。

IR（統合型リゾート）市民説明会会場で提出された質問書に対する回答
緑区（２月11日）分
質問内容

回答

カジノについて入場料6000円安い。こ
ＩＲ整備法では、カジノへ日本人が入場等する際、６千円の入場料を徴収し、そのうち３千円ずつが国と市の
んなに安いのなら誰でも入る。どうせ
収入になると規定されています。地方自治体がその金額を変えることは、法制上困難な状況です。
なら入場料10万円以上取るべき。
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
依存症安全対策の予算が増加するので 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
はないか。市民に対するメリットが分 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
からない。
ご説明を続けていきます。
また、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、公募により選定された事業者と作成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。
なお、これらの費用については、ＩＲ整備後に事業者から納付される収入の一部で賄われるため、実質的な税
負担はないものと考えています。

ＩＲの説明をしながらも、災害に強い
町づくり、子や孫のことを考えて教
育、福祉を大事にといいつつ、なぜカ
ジノが必要なのかがわからない。市民
の税金を使って作るのだから、今ＩＲ
をやることはもっと税が私たちのため
に使われないのではないか。「依存症
のための対策をとる」といってもカジ
ノがなかったら必要のないこと。横浜
は首都東京からしたら一地方都市。魅
力のある一地方都市として、市民税を
どう使うか。40年後も横浜にいてよ
かったと言える都市づくりにカジノは
必要ですか。

横浜市では今後、生産年齢人口の減少等による、消費や税収の減少、社会保障費の増加など、経済活力の低下
や厳しい財政状況が見込まれています。そうした状況であっても横浜が都市の活力を維持し、子育て、医療、
福祉、教育など市民の皆様の安全安心を確保することが必要です。そのような中で、ＩＲによる「観光の振
興」、「地域経済の振興」、「財政の改善」など、これまでにない経済的社会的効果が見込まれ、横浜市が抱
える諸課題の有効な対応策になり得ると考えられること。また、世界最高水準のカジノ規制といわれるＩＲ整
備法やギャンブル等依存症対策基本法など、依存症に関する諸制度も整いつつあり、国・自治体・事業者・関
係団体がしっかりと協力することで、依存症の方を増やさないように取り組む環境が整ったこと。これらを総
合的に勘案し、横浜の20年、30年先を見据え、横浜が将来にわたり成長・発展を続けていくためには、ＩＲを
実現する必要があるという結論に至りました。
ＩＲ整備法では、ＩＲにおける施設の設置・運営は民間事業者が行うことになっており、公費の負担を最小限
にして国際競争力の高い滞在型観光を実現する国家的なプロジェクトとして位置づけられています。ただし、
ＩＲ整備法においては、ＩＲを設置する自治体は、ＩＲ区域の整備推進に関する施策やカジノ施設の設置及び
運営に伴う有害な影響の排除を適切に行うために必要な施策を、国との適切な役割分担の下、実施する責務を
有するとされています。
ギャンブル等依存症の予防・治療・調査、治安の維持、周辺地域との回遊性を高めるための都市基盤整備な
ど、ＩＲの懸念事項等に関する自治体の施策に係る経費については、区域整備計画の策定までに明らかにして
いきます。
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進めていきますので、ＩＲ事業全
体として、市税の持出はないものと考えています。

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
横浜が目指すＩＲの姿1の中で、「数
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。
値は区域整備計画の策定までに明確
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たものです。
化」ということは、さまざまな投資サ
今後、公募により選定される民間事業者で策定する区域整備計画で、施設の構成や規模が具体化してきますの
ギの話と一緒だ。
で、より精度の高い数値をお示していきます。
ＩＲの姿 ８の中で「ファミリーで楽
しむ新たな市民の憩いの場」の説明
で、「横浜独自に造る」ということ
は、横浜市の予算を使ってＩＲの建物
を運営する事業者の要求をそのまま受
け入れて、横浜市が想定している予算
以上のお金を投入することになり、結
果として横浜の財政を悪化することに
なる。結局、市庁舎の建て替え、高速
道路の完成や港の整備など、大型公共
事業がおわったため、次の大型公共事
業の口実作りとなっている。

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、公募により選定される事業者と策定する
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。
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進めていきますので、ＩＲ事業全
体として、市税の持出はないものと考えています。

横浜の現状5、現状9、10で、大阪市と
名古屋市と横浜市を比べているが、そ
もそも無理があり、意図的である。大
阪市は発展してきた町、そもそも歴史 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
が違う。資料としては全政令市20市と 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。
の比較がなければ、意図的である。以
上の点から、今回のＩＲの市民説明会
は茶番である。
次に質問する。大型公共事業の件とサ
ギの件には、明確に答えてもらいた
い。
多くの人が集まるMICE施設や商業施設
とカジノを営業する予定である場所は
どれくらいの距離があるのか?

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（民設民営事業）とされていま
す。このため、公募により選定された事業者と市で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、数値をお示ししていきます。
ＩＲ整備法には各施設の距離についての規定はありませんが、カジノ施設については、20歳未満の者やファミ
リー層等が利用する主動線から隔離された適切な配置計画、デザインとするなど、公募による事業者提案にお
いて横浜市として求めていきます。

ＩＲ区域内での消費額は、事業運営が安定したベースで年間4,500億円から7,400億円、間接効果を含む経済波
及は、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
カジノの経済効果はＩＲ施設内におい 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。
事業者ごとに施設構成や規模、売上が異なっていたため数字の幅が生じています。なお、内訳ついては、これ
て、どれくらいの割合が見込めるの
から公募を行う現段階では、各事業者のノウハウとなっているため、お示しできませんが、日本型ＩＲが参考
か?
としているシンガポールのＩＲにおいては、70％程度がカジノの売上となっています。
今後、公募により選定される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。

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
緑区（２月11日）分
質問内容

回答

増収が200億円も違う 6/25、26配布
9/12配布 監査法人が監査している。
事業規模の為と言うが、そんな○
「（判別不明）」選な数字で市民を納
得させる市長は不用 イイカゲンＩ
Ｒ、後世に名の残る市長になる為にカ
ジノ撤退!

ＩＲによる横浜市の増収効果は、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。30年度調査では、年間600億円か
ら約1兆400億円としていましたが、30年4月に国から示された政令により、ＭＩＣＥ施設の規模等が具体化した
ため、再度31年度にヒヤリングを行い、精査した結果、年間820億円から1,200億円となっています。
今後、公募により選定される事業とで策定する区域整備計において、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。

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。
カジノを外してＩＲ事業を進めること 国際競争力の高い大規模なＭＩＣＥ施設については、世界や日本の事例を見ても、国や自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。
は検討は出来ないか
横浜市にとって、ＭＩＣＥ施設等の整備・運営において、市の財政負担を最小限にし、民設民営手法であるＩ
Ｒが、最も有効な手法と考えています。

ＩＲの総合施設はアメリカ在住の設計
者によると、ホテルも、娯楽施設もみ
なカジノを通るように設計されると
いっています。総合施設に来た人はほ
とんど外には出ないようです。周りへ
の経済効果は期待できないようです
が、市長はどうお考えですか。

国が日本型ＩＲの制度設計時に参考にしたシンガポールのＩＲでは、どの施設に行くのも必ずカジノの前を通
る構造にはなっていません。横浜市では、カジノ施設については20歳未満の者やファミリー層等が利用する主
動線から隔離された適切な配置計画、デザインとすることなどを求めていきます。
また、日本型ＩＲには、ＩＲを起点に市内・県内はもとより日本全国へ観光客を送り出す送客施設の整備が義
務付けられています。
さらに、ＩＲ区域には大規模ＭＩＣＥ施設やホテルなども整備されるため、それらを活用した国際的なイベン
トが実施される場合には、ＩＲ内のホテルを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や
飲食が見込まれます。また、アフターコンベンションや同伴者がショッピングや食事、市内観光やスポーツ観
戦、文化芸術施設を訪れることが期待されます。加えて、ＩＲ区域内で使う物品や食品などの調達、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、市内経済の活性化が期待できます。

国会議員の逮捕を見るように、ＩＲは
利権の温床です。市長もその利権を求
めようとしているのですか。そうでな
ければ賛否両論の中、市民選挙で問う
べきと考えますがその予定はいかがで
すか。

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、カジノ事業の収益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
何故ＩＲの中でカジノが必要なのか？ 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。
経済効果は全体の何％がカジノから上 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Ｉ
Ｒが、最も有効な手法と考えています。
げられると考えられているか?
また、これから事業者を公募する現在の段階では、事業者のノウハウや戦略の面からカジノの収益を公表する
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ＩＲ全体の売上の70パーセント程
度がカジノの売上となっています。
今回の事案につきましては、報道による内容しか情報がありませんが、収賄が事実だとすれば、あってはなら
政治家はほん当にうそが多いのでギモ 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
ンがいっぱいです。
ます。
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策定な
ＩＲに対する市民の理解が深まらず、 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。
結果として大多数が反対を意志表示し 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の実現に向けた本市の考え方や懸念事項へ
の取組等について、ご理解いただけるよう「広報よこはま」の活用や、リーフレットの作成、わかりやすい動
ても、強行突破するのですか？
画の配信などを行っていきます。
市の税収が増えても、その出所は外国
人よりも日本人です。そして海外のＩ
Ｒ事業者へ莫大なお金が吸い上げられ
て行きます。それでも強行するのです
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、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。

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
ＩＲ準備期間において贈収賄が発生し
ないことで、厳正に対処されるべきであると考えます。
た場合、市長は責任をとって辞任しま
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
すか？
ます。
ＩＲ整備法では、ＩＲにおける施設の設置・運営は民間事業者が行うことになっており、公費の負担を最小限
にして国際競争力の高い滞在型観光を実現する国家的なプロジェクトとして位置づけられています。
ただし、ＩＲ整備法においては、ＩＲを設置する自治体は、ＩＲ区域の整備推進に関する施策やカジノ施設の
ＩＲに必要な行政関連の施設や公務員 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。
等の費用の試算結果は？
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、公募により選定られる事業者と策定する
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整備法において、日本人がカジノ施設に入場する際には、マイナンバーカードによる本人確認、入場回
カジノに立ち入りが可能な国民の範囲
数、入場料6,000円の支払い、未成年・暴力団員でない事、入場禁止の申請をしていない者などの入場規制があ
は？生活保護受給者等の立ち入り制限
り、厳格に確認が行われます。なお、収入等による制限はありませんが、問題ある利用者については、自己や
は？上記の制限がある場合、本人のみ
家族の申告に基づく入場制限が行われ、事業者には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
か？
られています。
今回お示ししている820億円から1,200億円の横浜市の増収額は、カジノの粗収益に伴う納付金等だけではあり
ません。この中には、床面積の３％以内のカジノを含めた、ＭＩＣＥ・ホテル・エンターテイメント施設など
大規模な建物にかかる固定資産税等や、リゾート施設全体の収益に伴う法人市民税なども含まれています。こ
カジノを含む統合型リゾートから横浜 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
市、県、国のそれぞれの収入試算は？ 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。
国については、カジノの粗収益に伴う納付金等とＩＲ区域内の消費額に係る消費税など、県についてはカジノ
に伴う納付金等はありませんが、ＩＲ施設全体に係る不動産取得税、ＩＲ区域内の消費額に係る地方消費税や
法人県民税などの増収が見込まれます。
中国等完全に独立していない企業の参
民間事業者は公募により選定します。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。
入は排除対象になるのか？

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
緑区（２月11日）分
質問内容

回答

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策定な
市民への説明を広く行うのであれば、 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の実現に向けた本市の考え方や懸念事項へ
YouTubeにのせればよいのではない
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
か？
画の配信（YouTube含む）などを行っていきます。
ギャンブル依存症に対する規制「世界
最高水準の規制」として「ＩＲに占め
るカジノを行う区域の面積は３％以
下」にするとしていますが、予想され
るＩＲ施設の最大面積は150万平方
メートル、その３％は実に横浜スタジ ＩＲ全体の床面積やカジノを行う区域の床面積は、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
アムの1.7倍超の４万5000平方メート いるため、公募前の現段階では、皆さまにお示しできませんが、今後、選定される事業者と策定する区域整備
ルです。「カジノ面積は極小」＜広報 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、明らかにしていきます。
＞と言えるでしょうか。
カジノ施設の面積を教えて下さい。併
せてＩＲ全体の中でカジノ施設がもた
らす利益率はどのくらいになるか教え
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。
父親、母親などがギャンブル依存症に
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
なった場合の子供への影響をどのよう
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
に考えていらっしゃるかお聞かせくだ
が求められています。
さい。
日本型ＩＲが参考としているシンガポールでは、ＩＲの設置前から依存症対策に取り組んだ結果、既存を含め
たギャンブル依存症の方が減少しています。
横浜市でもこれらの成功事例を参考に、国、事業者、関係団体などと協力して依存症の方を増やさないように
取組を徹底していきます。
ＩＲ整備法では、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
ＩＲで得られた市の税収が適正に使わ
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。市民生活に身近
れればよい。ただし心配なのは、①.
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
ゴミ袋が町田市のように有料にいつか
する区域整備計画でお示ししていきます。
らなるのか？
なお。ゴミ袋の指定袋制度については、実施の有無を含め、今後検討していきますが、実施をするのであれ
ば、具体的な内容などの周知を徹底し、市民の皆様の御理解と御協力を得られるよう、進めていきます。
それと私の親も横浜市の敬老パスをよ
く利用して感謝してますが、テレビで
みました、横浜市が交通局に100億も
支出してるとは知りませんでした。
②.やはり「敬老パス」は回数を制限
かけるしかありません。回数券のよう
にするべきと思いますが。①、②が疑
問点です。ごくろう様でした。
施設にかかる費用は税金を使用するの
か？（建設含む）またその予算は？
（上記質問に関連）施設に税金を使用
した場合、市民税は増税するのか？

市民が受ける負担はあるか？

公営ギャンブルとカジノの違いは？

敬老特別乗車証（敬老パス）制度については、現在、少子・高齢化の進展により対象となる高齢者の増加によ
り、事業費が増加し、交通事業者・本市ともに負担が増えるなどの課題があります。このため、「横浜市敬老
特別乗車証制度のあり方に関する検討専門分科会」で議論いただき、答申をいただいたところです。これを受
け、横浜市として、制度の在り方について検討を進めます。

ＩＲ整備法では、ＩＲにおける施設の設置・運営は民間事業者が行うことになっており、公費の負担を最小限
にして国際競争力の高い滞在型観光を実現する国家的なプロジェクトとして位置づけられています。
ただし、ＩＲ整備法においては、ＩＲを設置する自治体は、ＩＲ区域の整備推進に関する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、公募により選定される事業者と策定する
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。
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進めていきますので、ＩＲ事業全
体として、市税の持出はないものと考えています。
公営ギャンブルは、各法律に基づき国の各省庁が所管し実施されている事業である一方、カジノは、ＩＲ整備
法にもとづき、国の外局であるカジノ管理委員会の管理監督のもと、ＩＲ区域内でのみ認められる民設民営事
業です。

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。
サッカースタジアムを建設する案はあ
現在実施しているコンセプト提案募集（ＲＦＣ）や市独自のマーケティング調査などにより策定する実施方
るか？
針、公募により選定される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。
現在報道されている、クルーズ船での
コロナウイルス拡大が心配されていま
す。今後、観光産業に過度に依存する
リスク（検疫の問題や、短期的利益に
終わってしまうリスク、そもそもＩＲ
によって本当に財政がうるおうのか）
や他国ＩＲの現状についても情報の分
析などを行って判断されているのか疑
問に思います。私たち市民としては、
教育やイノベーション、安心して暮ら
せるための災害対策など長期的視野で
必要な公共事業にお金を使ってほし
い。そのために生じる財政赤字は必ず
しも悪いとは思いません。

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。
また、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。
なお、ＩＲにおけるコロナウイルスをはじめ新たな感染症対策については、事業者公募のもととなる実施方針
や選定された事業者と策定する区域整備計画において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
緑区（２月11日）分
質問内容

回答

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策定な
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
説明会を開いても反対多数でも強行す
動画の配信などを行っていきます。
るのか？
ＩＲ整備法においては、住民の意見を反映させるために必要な措置として、ＩＲを実施する場合は、都道府県
等との協議や同意、公聴会の実施、議会の議決など、民意の反映方法について規定されています。まずは、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、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％を国と設置自治体に納付
ギャンブルで市民から数千億円をまき
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
上げる。
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、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。
観光のデータについてですが、観光庁が実施した全国調査は、無作為抽出した国民を対象に一年間の旅行内容
を調査し、都道府県ごとに結果をまとめたものです。一方、市の調査は、横浜に来られた観光客に対して、年
４回のヒアリング調査の結果をまとめたものです。
週刊誌では比較対象データがおかしい
観光庁の調査には、市町村単位のデータがなく、横浜を訪れる全国の観光客の方への全国調査は困難なため、
と言われていることに反論は？
調査方法は異なっています。
横浜市では、長期間にわたり継続して調査を実施しており、数値の傾向としては信頼性の高いものと考えてい
ます。
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の内容を子どもたちや青少年の人
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
達にどのような言葉で説明が出来るの
み、観光ＭＩＣＥ都市として確固たる地位を確立いたします。
か。
同時に、お子様も楽しめるアトラクション施設など、市民の皆さまが憩える、横浜の景観に調和したリゾート
にしたいと考えています。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。

ＩＲを創ることで雇用が生まれると説
明があったが、すでにどの業界でも働
く人達が不足している状況なのに、雇
用を生んでも実際に働く人は外国人に
なるのではないか。

ＩＲ事業者が、既存の市内就業者を中心に雇用を手当てすると、ご指摘のような懸念も生じます。ＩＲには、
国際観光都市にふさわしい、専門人材の育成が不可欠と考えており、横浜市の作成する実施方針などにおい
て、開業前からの人材育成を事業者に求めていきます。これにより、ＩＲだけでなく地域の人材輩出にも貢献
する事業者からの提案を求めていきます。
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、国内外から優秀な働き手
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。

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。
何故、市長は市長選での公約を破って 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
まで誘致するのか。その本意を話して 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
下さい。
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。
北海道は、候補地での調査でオオタカなど希少動物の巣も確認され、環境影響評価（アセスメント）に３年程
以前に手を上げていた他の都市の撤退 度かかると見込むなど、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。
千葉市がＩＲの誘致の断念をしたのは、国が公表したＩＲの認定申請の期間が千葉市の想定よりも短く、準備
をどう思うか？
が間に合わないことを理由に挙げられたと、報道を通じて承知しています。
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、などが考えられます。
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。
カジノ行為の青少年への悪影響を防止する観点では、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
「負の側面」に対する対応策（解消
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
策）が具体的に説明されなかった。
（プラス面について、強調されていた 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。
マネーローンダリング対策としては、犯罪収益移転防止規定の策定や、チップ等の譲渡の禁止、100万円を超え
が・・・）
る取引の報告義務が規定されています。
反社会的勢力の関与や地域環境への影響については、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しています。
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の対
策をしっかりとお示ししていきます。
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業者が失敗した時、負債を市民が
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
負担するのではというリスクについて
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
説明が欲しい。
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、これらの費用については、ＩＲ整備後に事業者から納付される収入の一部の範囲で賄われるため、実質
的な税負担はないものと考えています。

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
緑区（２月11日）分
質問内容

回答

横浜に訪れる観光客がカジノを望む客
層と一致するとは思えませんが、市長
がカジノを誘致しても観光都市として
の横浜の価値が損なわれないと考える
理由は何ですか。

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。
ＩＲ区域内の大規模なＭＩＣＥ施設や魅力施設等により、来街者の増加やビジネスの機会が創出され、新たな
需要と消費を生み出し、経済効果を広範囲に及ぼすものと考えています。
また、ＩＲの推進と合わせて、周辺地域の魅力向上に努めるとともに、ＩＲと周辺地域が連携することで、相
乗効果を生み出していきます。
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の成功例、効果ばかりである。韓
国等、うまく行っていない例も示すべ
き。効果もすべてをうるおすかのよう
に言われているが......どうだろう
か。横浜の魅力はどこに有るか、みん
なで考えよう。きらきらの施設に行く
気は全くない！

日本型ＩＲ自体が、海外の都市の成功や失敗など先進事例を参考としながら制度設計されており、カジノの規
制は世界最高水準と言われています。
具体的には、海外の事例を踏まえＩＲ整備法では、カンウオンランド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。
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

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
ＩＲの経済的・社会的効果について事
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。事業者ご
業者の示した数値のみ出されている
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たものです。
が、市としての根拠を含めた数値がな
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
ぜ出されないのか。
数値をお示していきます。
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、などが考えられます。
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(カジノを含む)設置によるマイナ カジノ行為の青少年への悪影響を防止する観点では、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
スの効果の問題点の十分な検討はされ 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
たのか。行うことを前提に対処法的対 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。
マネーローンダリング対策としては、犯罪収益移転防止規定の策定や、チップ等の譲渡の禁止、100万円を超え
応に終始しているのではないか。
る取引の報告義務が規定されています。
反社会的勢力の関与や地域環境への影響については、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しています。
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の対
策をしっかりとお示ししていきます。

財政上の理由でのＩＲ導入はきわめて
安易に思える。ＩＲ導入しないで解決
していくことを十分検討していくべき
ではないか。ここに至る検討内容が全
く知らされていないのも問題ではない
か。

市税収入の規模は、平成30年度決算で約8,200億円となっており、その約半分を皆様の個人市民税からいただい
ています。しかしながら、個人市民税は、将来的に人口減少により減収の見込みです。基礎自治体で人口規模
が最大となってる横浜は、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、観光ＭＩＣＥ都市、特別自治市制度、ＳＤＧ’ｓ未
来都市の実現、中小企業の振興、商店街の活性化など、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を作ることによる損失は調べてい
ますか？資料には、効果は金額を示し
て挙げられていましたが損失は？依存
症の方が増えた場合、対応に要する費
用は？治安が悪化した場合、対応に要
する費用は？カジノがあることで、市
外へ転出する方や、横浜への転入を敬
遠する方も出るのでは？→人口減→税
収減

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、公募により選定される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。
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進めていきますので、ＩＲ事業全
体として、市税の持出はないものと考えています。

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ています。
現在ある会議場やホテルの利用客を奪
また、ＩＲの推進とあわせて、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
うだけで、観光客等、横浜を訪れる方
乗効果を生み出していきます。
の数はそれ程増えないのでは？
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。
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
資料スライドにある経済的・社会的効 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。
果の金額は事業者から提供された情報 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たものです。
今後、公募により選定される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
とあるが、信頼できるのか？
ので、より精度の高い数値をお示していきます。
ＩＲ整備法においては、住民の意見を反映させるために必要な措置として、ＩＲを実施する場合は、都道府県
横浜市民に大きな影響を与える政策だ
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。
が、市民の意見を聞く予定はないの
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
か？
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
緑区（２月11日）分
質問内容

回答

なぜＩＲの中にカジノを入れなくては
いけないのですか。レストラン、ホテ
ル、家族でたのしめるエンターテイメ
ントで集客をはかればよいと思いま
す。カジノが長い間法律で禁じられて
きたのはそれなりの理由があるからで
は？今、カジノがよいものだと急に言
い出すのはおかしいと思います。

ＩＲ整備法では、カジノ事業の収益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Ｉ
Ｒが、最も有効な手法と考えています。
なお、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。

ＩＲ整備法で、ＩＲ区域は民間事業者が一体として設置・運営されるものとされています。このため、事業の
損が出たときに誰が、どのように責任 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。
をとるのですか。
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
横浜市がカジノをやめるとき、どのよ と事業者が結ぶ実施協定で定めることとされています。
認定更新時に更新が行われなかった際の対応についても、その原因に応じたリスク分担について、実施協定で
うにやめられるのですか。
定めることとなります。

海外でカジノを２ヶ所見ましたが、風
紀の乱れはすごかったです。横浜のイ
メージ低下、風紀の乱れをたいへん心
配しています。そうなったとき、どう
するのですか？

ＩＲ整備法では、背面調査の実施による厳格な免許制や、マイナンバーカードの本人確認により、暴力団員の
事業への参入やカジノへの入場を禁止するなど、治安対策がしっかりと規定されています。
横浜市においても、ＩＲエリア内での24時間体制の警備､明るい施設計画やデザイン等による安全性の確保、周
辺地域への防犯カメラの設置、県警と連携した取組など、治安対策にしっかりと取り組んでいきます。具体的
な施策については、公募により選定される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、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。

正にバラ色の未来が描かれています
が、メリットの面が強調され、デメ
リットに触れられていないと思いま
す。横浜は東京という巨大都市に隣接
しているので、東京とは違った構想で
都市運営をする必要がある。MICEの整
備よりも、住民が暮らしやすい環境を
つくることにより、”住みたくなる横
浜”をめざす施策こそ必要。つまり、
待機児童数を0にし、若い人達が安心
して子供を生み育てる、子どもへの養
育費や医療の充実を徹底し、それによ
り居住者の増加→税収の増加を図るこ
とが必要ではないですか？

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

ＩＲのための設備投資も莫大です。Ｉ
Ｒがうまくいかなかった例がアメリカ
や韓国にあると思いますが、どうです
か？ＩＲとの契約を途中で破棄する場
合、莫大な違約金が必要ときいてます
が、どうですか。

日本型ＩＲ自体が、海外の都市の成功や失敗など先進事例を参考としながら制度設計されており、カジノの規
制は世界最高水準と言われています。
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。
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。

市長は、初め、ＩＲ、カジノの誘致は
白紙と表明し続けてきたが、多くの市
民の反対の声が大きかったのではない
か。ギャンブル依存症になっても健康
保険適用されるから心配ないとでも言
うのでしょうか。市長は経済効果を前
提にしているがマイナス面をもっとけ
んとうしてくだされ。

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考えられます。
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。
カジノ行為の青少年への悪影響を防止する観点では、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。
マネーローンダリング対策としては、犯罪収益移転防止規定の策定や、チップ等の譲渡の禁止、100万円を超え
る取引の報告義務が規定されています。
反社会的勢力の関与や地域環境への影響については、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しています。
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の対
策をしっかりとお示ししていきます。

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。
カジノに関する悪影響について、マス 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
コミ等で言われている依存症は外国で 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。
具体的なデータがありますか。あれば 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。
説明願います。
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での雇用や税収

人数、収入

日本型ＩＲは、我が国が観光立国を目指す成長戦略に位置づけられた国家的なプロジェクトです。
雇用については、ＩＲにより、間接効果も含み77,000人〜12,7000人の雇用創出効果が見込まれています。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。
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（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
緑区（２月11日）分
質問内容

回答

カジノの建設場所は新横浜でよいか。 ＩＲの誘致は、山下ふ頭を候補地としています。
水道管の入替はどの位終わったか。

水道水を安定してお届けし続けるため、古くなった水道管を地震に強い管（耐震管）に取り替える必要があり
ます。水道局では年間110km（市内の水道管約9,200kmを80年で取り替えることができます）を目標に取り替え
ています。

財政のタシには是非とも欲しいが、環 ＩＲのまちづくりのコンセプトの一つとして、最先端技術を駆使したスマートシティ、環境、防災、ユニバー
境の負も。
サルデザインなど「未来の街のショーケース」を掲げ、取り組んでいきます。
先日、テレビを見ていましたら、市長
は「横浜は魅力がないので宿泊客が少
ない。そのため横浜を魅力ある街にし
て客を増やしたい。ＩＲ(カジノ）は
そのために・・・」とおっしゃってい
ました。市長の口から「横浜には魅力
がない」とおっしゃった真意と市長が
考えている横浜の未来をＩＲを除いて
おきかせ下さい。

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。
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、海外での認知度が低く、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。
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。

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
ＩＲ建設にかかる費用の負担はどうな
る責務を有するとされています。
るのか。それによって市の財政は厳し
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
くならないか。
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、公募により選定される事業者と策定する
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。
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進めていきますので、ＩＲ事業全
体として、市税の持出はないものと考えています。
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
横浜市は中学校の給食は実施しないで 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
ＩＲを先に実施するのですか。
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、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。
カジノで市財政をふやすのは、勝負に
負けたお金を予定することで人の不幸
を予定することになるので健全とはい
えません。反対です。

ＩＲにおけるカジノ制度と刑法の賭博に関する法制との整合性については、国における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、国が観光先進国を目指す中、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。

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。
環境の悪化 ＩＲ関係者による影響
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
カジノ＝バクチ 横浜市のイメージダ
リゾートとして整備されることが前提となっています。
ウン、ＩＲカジノ以外でも横浜市の発
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
展は可能
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。
市税収入の規模は、平成30年度決算で約8,200億円となっており、その約半分を皆様の個人市民税からいただい
ています。しかしながら、個人市民税は、将来的に人口減少により減収の見込みです。
このため、法人市民税などの増収につながる企業誘致や、中小企業の振興など、様々な施策に取り組んできま
した。ＩＲも様々な対応策の一つであり、決してＩＲのみに財源を頼るものではありません。

カジノ解禁による、治安の悪化とギャ
ンブル依存症が問題であると思われ、
カジノ抜きの統合型リゾートで良いの
ではないか。横浜市が事業に決定する
前に、市民の住民投票を必ず行うよ
う、民意を問うべきである。

ＩＲ整備法では、カジノ事業の収益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Ｉ
Ｒが、最も有効な手法と考えています。
ＩＲ整備法においては、住民の意見を反映させるために必要な措置として、ＩＲを実施する場合は、都道府県
等との協議や同意、公聴会の実施、議会の議決など、民意の反映方法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。

ギャンブル依存症への取組みについ
て、いろいろ書いてありますが現在ま
でに依存症の患者が完治した人は何割
くらいの人がいるのでしょうか。

シンガポールではＩＲの導入を契機に、2010年のＩＲの開業以前より依存症に対するカウンセリングや治療、
公的教育、法規制を導入しました。
その結果、シンガポールにおける既存の競馬などを含めたギャンブル依存症全体の有病率は、年々減少し、
2005年に4.1％であったものが2017年では、0.9％まで低下しています。

横浜市の「青少年の健全育成」の説明
の中に「カジノ施設の広告等の掲示場
所の限定」とありますが、ＩＲを設計
する業者からはＩＲはカジノを中心に
つくられておりカジノ以外の施設に行
く場合でも、必ずカジノを通っていく
ように設計されていると聞きました
が、これではＩＲに入ったらこの規制
は意味があるのでしょうか。

国が日本型ＩＲの制度設計時に参考にした、シンガポールのＩＲでは、どの施設に行くのも必ずカジノの前を
通る構造にはなっておらず、ＩＲ区域内にはカジノの広告は一切なく施設の案内表示のみとなっており、日本
型ＩＲでは、法令に基づき国内でのカジノの広告は外国人観光客の入国エリア以外には掲出ができません。
横浜市においても、ＩＲ区域内に設置するカジノ施設については、20歳未満の者やファミリー層等が利用する
主動線から隔離された適切な配置計画、デザインとすることなどを事業者に求めていきます。

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
緑区（２月11日）分
質問内容

回答

ＩＲの利益の中でカジノが７〜8割を
占めるとのことですが、市民が娯楽程
度の遊びではとても税収が1,200億円
も得られるとは思われません。思うよ
うな税収が得られなかった時の対応を
教えて下さい。

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、カジノの粗収益に伴う納付金だけではありま
せん。この中には、床面積の３％以内のカジノを含めた、ＭＩＣＥ・ホテル・エンターテイメント施設など大
規模な建物にかかる固定資産税等や、リゾート施設全体の収益に伴う法人市民税なども含まれています。
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。

広報よこはま特別号に「ＩＲは市民生
活に彩を与える」とある。絵にはカジ
ノ面積で1/5程度。このような形で収
まる例は他にもあるのか。損得上、カ
ジノが増大と予想されるが、それでも
市民の求める彩りのＩＲの姿なのか。

法令では、カジノを行う区域の床面積の上限は、ＩＲ施設の床面積の合計３％以内と定められており、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。

ＩＲのうちカジノの利権が大きく、関
係企業と許認可側に献金・贈収わいが
起こりやすいのは。現状、国レベルで
も発生している。横浜誘致で問題が発
生したら、国レベルだけでなく市レベ
ルでも、計画中止にまわる意気込みが
あるのか。

横浜市ではＩＲ事業の推進にあたり、公平性・公正性を確保するため、「ＩＲ（統合型リゾート）に関する事
業者対応の取扱い」を定め、ＩＲ担当部署において、適正にＩＲ事業者への対応を行っています。
今回の事案につきましては、報道による内容しか情報がありませんが、収賄が事実だとすれば、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。

昔から日本でバクチはかげの存在で
あった。それが、ＩＲとの名のもと
に、大きな顔をして現れるのはふに落
ちない。

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。

ＩＲによって市が得る金銭は賭博の負
け金である。依存症になる人が多けれ
ば多い程市の収入が多くなる。そんな
施策が許されてよいのでしょうか。心
や街が荒廃して実害を被るのは私達で
す。最優先されるのは国民市民の日々
の生活に思いをはせることではないだ
ろうか。今、市長こそがすでにカジノ
依存症になってはいないですか。

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

ＩＲはその中で自己完結型に消費を完
結する為、周辺の地域に消費は向かな
い。地域の消費はカジノに吸いあげら
れてしまい、周辺地域がうるおう事は
ない。

ＩＲ区域内の大規模なＭＩＣＥ施設や魅力施設等により、来街者の増加やビジネスの機会が創出され、新たな
需要と消費を生み出し、経済効果を広範囲に及ぼすものと考えています。
また、ＩＲの推進と合わせて、周辺地域の魅力向上に努めるとともに、ＩＲと周辺地域が連携することで、相
乗効果を生み出していきます。
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。

カジノ抜きのＩＲは考えられないの
か！

ＩＲ整備法では、カジノ事業の収益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Ｉ
Ｒが、最も有効な手法と考えています。

各区すべて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。
カジノをめざす人はホームページ、広
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
報など見ないのでは。
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。
効果の算定にあたっては、国内３か所を上限とした日本型ＩＲを前提に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
想定している経済効果は、国内に３か
いて波及効果を算出したものです。
所統合型リゾートが整備された場合の
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たものです。
横浜における効果か？
今後、公募により選定される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ていきます。
現在のギャンブル等依存症は、パチンコ、競馬などの公営競技など既存ギャンブル等に伴うものです。これら
の対策については、ＩＲ整備法に先立ちギャンブル等依存症対策基本法が成立し、2019年４月には同法に基づ
く基本計画が策定されました。これにより、国、自治体、事業者、関係団体の役割が明確になり、本格的な依
存症対策が開始されています。
また、日本型ＩＲに設置されるカジノには、ＩＲ整備法に基づき、カジノのゲームに触れる機会の限定や厳格
検討されている依存症対策が既存の依
な入場規制など、世界最高水準といわれる規制が法令に基づき適用され、既存のギャンブル等よりも厳しい規
存症において高い実効性が立証された
制が施されます。
後にカジノ導入を検討すべきと考える
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
が、どうか？
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。
責任はすべて事業者にあるかのように
言うが、破たんした事業者に責任能力
があるとは考えられない。その場合の
責任は導入を強行した市がとるのか、
国がとるのか？（山下ふ頭の原状復
帰）

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

IR（統合型リゾート）市民説明会会場で提出された質問書に対する回答
緑区（２月11日）分
質問内容

健全なカジノって何？

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、国が観光先進国を目指す中、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。
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責任ある運営が
求められています。
日本型ＩＲが参考としているシンガポールでは、ＩＲの設置前から依存症対策に取り組んだ結果、既存を含め
たギャンブル依存症の方が減少しています。
横浜市でもこれらの成功事例を参考に、国、事業者、関係団体などと協力して依存症の方を増やさないように
取組を徹底していきます。

横浜の現状で大阪名古屋と比較してい 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
るが、規模が違うのではないか。
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。
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
ＩＲでインバウンドをもてなしたいの 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
か、横浜市民の金を吸い上げるため
み、観光ＭＩＣＥ都市として確固たる地位を確立するとともに、市民の皆さまに楽しんでいただくアミューズ
か？どっち。
メントなどを整備していきます。
横浜駅でみかけるメルコリゾーツと横
特別な関係はありません。
浜市はどういう関係なのか。
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・ＭＩ
ＣＥ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ＭＩＣ
Ｅ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
ＩＲ施設はＭＭ21で既にあると思うが
ていました。
カジノがなぜ必要なのか？
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。
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
カジノの運営において横浜市の税金投 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
入はあるか？
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、公募により選定される事業者と策定する
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。
なお、これらの費用については、ＩＲ整備後に事業者から納付される収入の一部の範囲で賄われるため、実質
的な税負担はないものと考えています。
赤字運営となった場合の対処はどうす 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
るのか？
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。
災害が今回のマカオの様に運営がとど 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
こおた時の費用はどう対処するのか？ 選択肢とされているほか、ＩＲ整備法においても、事業継続が困難になった場合における措置を、設置自治体
と事業者が結ぶ実施協定で定めることとされています。
横浜市では、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。これら
に加え、ＩＲの実現に向けた本格的な検討・準備のため、令和元年９月に約２億６千万円の補正予算案を市会
に提出し、ご議決いただき、令和２年度の予算案では約４億円を計上しています。
ＩＲ整備法においては、ＩＲ区域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います。
ＩＲ誘致にかかる費用は、いくらにな
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
るのですか？インフラ・整備を含め教
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
えて下さい。
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、公募により選定される事業者と策定する
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。
ＳＤＧｓにカジノは反します。健全な
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
社会にカジノというバクチは必要です
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。
か？
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を設置することへの利点や問題へ
の改善法は理解しています。ただ、反
対の意見も多い中で、住民投票等をす
る予定はないのでしょうか？

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。

北海道は、候補地での調査でオオタカなど希少動物の巣も確認され、環境影響評価（アセスメント）に３年程
他の候ほであった、札幌や幕張は建設
度かかると見込むなど、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。
を中止しましたが、これについてはど
千葉市がＩＲの誘致の断念をしたのは、国が公表したＩＲの認定申請の期間が千葉市の想定よりも短く、準備
うお考えでしょうか？
が間に合わないことを理由に挙げられたと、報道を通じて承知しています。

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
緑区（２月11日）分
質問内容

回答

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
ギャンブル依存者の対策はカジノ業者 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
に全額負担してもらう。ギャンブルと る責務を有するとされています。
関係ない市民の税金で行うことは反対 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、公募により選定される事業者と策定する
です。
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。
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進めていきますので、ＩＲ事業全
体として、市税の持出はないものと考えています。
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％を国と設置自治体に納付するこ
カジノからの利益配分は、カジノ業者 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、
を少なく３割、地元は７割にすべきで 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
す。（もし実施するのであれば）
が市内や国内に還元される仕組みとなっています。
説明内容はあまりにもバラ色で、将来 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
の危機をあおっています。最悪のこと 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。
も記述すべきです。
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。
もし実施して、将来失敗した場合、誰 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
れが責任をとるのですか？市長です
と事業者が結ぶ実施協定で定めることとされています。
か？市の幹部ですか？市の幹部です
か？結局市民が責任を取るのではない 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を進めることとなります。
ですか？
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、既存の競馬や競輪などの公営競技や
パチンコなど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。
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
パチンコでは話題になっていない依存
す。
症対策がなぜカジノでは問題視される
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
のか、データをあげて説明していただ
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
きたい。
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。

民設・民営だとすると、事業者はＩＲ
地区内に訪問客を囲い込んでお金をお
としてもらうことを考えると思うが、
周辺地域を含めた市内へ人を回遊させ
るための方策は具体的に考えている
か？

ＩＲ区域内は民間事業者により整備・運営されますが、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、カジノ収益により大規模な投資を伴う施設
の採算性を確保し、民間事業者の投資により、国内外からの集客及び収益を通じた観光・地域振興、新たな財
政への貢献が期待される、世界初の法制度と言われています。
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おります。

ＩＲ整備法では、カジノ事業の収益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)ＭＩＣＥは良いがカジノが有る
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、国や自治体が多額の公費等
意味が分からない。※カジノがないＩ
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。
Ｒを考える頭が必要と思います。
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Ｉ
Ｒが、最も有効な手法と考えています。

市長再選時にはＩＲ誘致に明言してい
ません。市として誘致決定を行う前に
住民の意志確認を行うべきではなかっ
たか。市民の意向を無視して進めるの
は納得できない。明確な説明を！！

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。

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
人口減、税収現のためとの説明だが、
が最大となってる横浜は、その影響が大きいものと考えています。
その手段としてＩＲ誘致を短絡に求め
このため、法人市民税などの増収につながる企業誘致や、観光ＭＩＣＥ都市、特別自治市制度、ＳＤＧ’ｓ未
るのではなく他の手法を検討すべ
来都市の実現、中小企業の振興、商店街の活性化など、様々な施策に取り組んできました。
し。！！
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。Ｉ
Ｒ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は横浜の風景になじまない。

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区域のコンセプトとデザインがマッチし、極めて高い国際競争力と独自性を有し、地域の新たな象徴とな
りうる先進性と横浜の風景・環境との調和を目指します。

ＭＭ21、山下公園など港を囲む周辺
は、何度行っても素晴しい地域です。
この地域にカジノを含むＩＲを誘致す
ることにより、かえって横浜のブラン
ド力が下がります。経済効果よりマイ
ナス面が多くなると思います。相対に
ついて検証はされたのでしょうか？

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。
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（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
緑区（２月11日）分
質問内容

回答

ＩＲが横浜市の将来財政健全化に重要
であることはわかりました。若し、Ｉ
ＲがＮＧとなった場合、財政健全化の
代替案はありますか？又、ＩＲとの優
劣は？

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。基礎自治体で
人口規模が最大となってる横浜は、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、経済の財政運
営が厳しい状況となります

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策定な
ＩＲ事業は決定事項なのですか。18区 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。
説明会が終わったら市民は納得したと 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の実現に向けた本市の考え方や懸念事項へ
の取組等について、ご理解いただけるよう「広報よこはま」の活用や、リーフレットの作成、わかりやすい動
思っているのか。
画の配信などを行っていきます。
来年の市長選に市長は出馬しますか。 選挙のことは、現時点では考えていません。
カジノが出来たら市長は行きますか。 個人として、思い入れはありません。
港運協会さんとの話し合いどうなって 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
いますか。
めていきます。
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。
スライドの効果の根きょを教えてほし
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たものです。
い。
今後、公募により選定される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ていきます。
ＩＲへの年間訪問者数2,000万人から4,000万人のうち、国外観光客の割合は34％から21％としています。な
ＩＲのメインターゲットは日本人？外 お、2019年の訪日外国人数は、3,188万人となっています。
国人？
また、国内の利用者よりも海外からの利用者の方が消費単価が高くなっており、人数の割合よりもインバウン
ドは経済波及が大きくなると考えています。
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
外国人の増加による日本人への悪影
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
きょう対策は？
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。

外国人に対する規制は？

ＩＲ整備法では、カジノ施設の入場の際、外国人観光客に対しては、日本人に課される、入場料の徴収や入場
回数の制限がありませんが、入退場時にパスポート等による本人確認は必要となります。また、カジノ事業者
は、日本人に対して、多額の金額をカジノ事業者にあらかじめ預け入れた者以外は、金銭の貸し付けはできま
せんが、外国人には、預け入れがなくても、金銭の貸し付けが認められています。
問題のある利用者への徹底した対応や相談窓口でのカウンセリング、マネーローンダリング対策などについて
は、外国人・日本人を問わず実施されます。

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、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
ＩＲは横浜の風景になじまない。何年 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。
利用していくことをイメージしている 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。
か？
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。
なお、事業期間については、国から示されている基本方針（案）において、観光や地域経済の振興、財政の改
善 への貢献を図る観点から、長期間にわたって、安定的で継続的なＩＲの運営が確保されることと示されてお
り、横浜市が現在実施しているコンセプト募集（ＲＦＣ）では40年を想定しています。
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
その対さく（広告費、維持、メンテナ 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。
ンス等）は考りょされているか。
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、公募により選定される事業者と策定する
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。
バクチを公認してカジノになって、バ
クチは、ヤクザがからむから、法的に
禁止されてます。ものすごく、もうか
ることですね。だから、外国（米・
中）から業者がワイロつかってでも、
きたがります。どのくらい、もうかる
のでしょう。

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、国が観光先進国を目指す中、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。

市には税として、その何％が落ちるの ＩＲ整備法では、カジノの粗収益（ＧＧＲ：かけ額と配当の差額）の３０％を、国（１５％）と設置自治体
でしょう。
（１５％）に納付することとしています。
ＩＲに訪れる観光客数の割合は日本人が多くなることが見込まれる一方、有識者からは、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。
７・８割は日本人と言われています。 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％を国と設置自治体に納付
外国に流れていくお金は、どのくらい 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
でしょうか。
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。
ＩＲ整備法では、事業に伴う納付金の相当額を、観光の振興に関する施策、地域経済の振興に関する施策、Ｉ
Ｒ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
ＩＲ事業で税収を上げる必要性は具体
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
的に何か。
活に身近な、医療や福祉、子育て、教育に重きを置いて活用することも可能です。具体的な使途については、
今後策定する区域整備計画でお示ししていきます。

IR（統合型リゾート）市民説明会会場で提出された質問書に対する回答
緑区（２月11日）分
質問内容

ＩＲの事業構想は事業者まかせか？

回答
令和２年度に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、令和３年度に国に認定申請を行う予定です。
ＩＲ整備法では、ＩＲにおける施設の設置・運営は民間事業者が行うことになっており、公費の負担を最小限
にして国際競争力の高い滞在型観光を実現する国家的なプロジェクトとして位置づけられています。ただし、
ＩＲ整備法においては、ＩＲを設置する自治体は、ＩＲ区域の整備推進に関する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、公募により選定ら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事業を停止、廃止したい時は市が 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。
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
主動的に動くことができるのか？
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事業を誘致するメリットとデメ
リットは何か？

ＩＲによるメリットは、➀観光の振興 ②地域経済の振興、③財政の改善への貢献と国から示されています。
一方、カジノに起因する懸念事項としては ①ギャンブル等依存症 ②青少年への影響等 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、などです。
これら、ギャンブル等依存症の予防・治療・調査、治安の維持など、ＩＲの懸念事項等に関する自治体の施策
に係る経費については、公募により選定される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。

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
他国でのＩＲと日本のＩＲと何が根本 に定められ、カジノ収益により大規模な投資を伴う施設の採算性を確保し、民間事業者の投資により、国内外
的に相違するのか？
からの集客及び収益を通じた観光・地域振興、新たな財政への貢献が期待される、世界初の法制度と言われて
います。
税収を上げて具体的に何をしたいの
か？

ＩＲ整備法では、事業に伴う納付金の相当額を、観光の振興に関する施策、地域経済の振興に関する施策、Ｉ
Ｒ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。

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
税収を上げるのはＩＲ以外に無いと言 で人口規模が最大となってる横浜は、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
えるのか？
した。ＩＲも様々な対応策の一つであり、仮にＩＲが実現できない場合でも増収に努めていきますが、経済の
財政運営が厳しい状況となります
私は、ＩＲに反対しているのではな
く、ギャンブルの場が増えることに強
い危機感を持っています。私が社長な
らば、カジノのある会議場には部下を
行かせません。１月29日の定例記者会
見で市長は「ＩＲが市の経済政策を根
本からひっくり返すということは全然
ありません。」と述べていました。そ
れならば、カジノ抜きのＩＲを真剣に
考えるべきではないでしょうか。市長
の記者会見での真意を聞きたい。

ＩＲ整備法では、カジノ事業の収益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Ｉ
Ｒが、最も有効な手法と考えています。

産業別の経済成長率を見ますと、観光のＧＤＰは高い成長率となっています。その伸び率は輸送用機械等とと
もに、トップクラスの「成長産業」といえる状態であり、我が国の経済成長への貢献が大きく期待されていま
す。国際比較をしますと、日本のインバウンド消費の水準はまだ低く、さらなる拡大の余地があります。この
ような状況から、政府としては、2016年３月に公表した 「明日の日本を支える観光ビジョン」において、
「観光は地方創生への切り札であり、ＧＤＰ600兆円達成への成長戦略の柱」としています。国を挙げて、観光
を我が国の基幹産業へと成長させることによって、「観光先進国」という新たな挑戦に踏み切るとしていま
す。これらを踏まえ、我が国全体の観光の目標値として、2030年の訪日外国人旅行者数6,000万人、訪日外国人
観光客誘致にこだわる理由は何です
旅行消費額15兆円という数字が示されています。
か？京都ではオーバーツーリズムで市
このような中、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
民生活に影響が出ています。必ずしも
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
良いことばかりではないのでは？
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。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。
なお、ＩＲの整備に伴い交通混雑や周辺への影響が発生しないよう、自動車や歩行者のアクセス対策や最先端
技術を活用した水際と緑が融合する効率的で持続可能な次世代スマートシティの実現を目指ざす事業者公募や
区域整備計画の策定を進めます。

カジノでは必ずギャンブル依存症の人
が生まれ自殺をしたり、家庭崩壊を起
こしたり、犯罪を起こしたりします。
市長はその家族のことを考えたことが
ありますか。又、雇用がふえるといっ
ていますが、あなたは自分の子供をカ
ジノで働かせたいと思いますか。

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、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、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。

「現状-１４」のパネルでＩＲを除い
た成長戦略による効果は？ ＩＲ(特
にカジノ）抜きでもいいのでは。

市長就任から10年以上にわたり、市内の観光消費額の増加、法人市民税の増加に向けた、積極的な企業誘致、
クルーズポートの整備、国際イベントの誘致などに全力で取り組んできました。
これらによって、人口増加がほぼ横ばいの中でも、何とか財政運営を赤字にせず、市民の皆さまの安全・安心
な暮らしをお守りしてきました。
しかしながら、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
緑区（２月11日）分
質問内容

回答

ＩＲ整備法では、カジノ事業の収益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。
カジノエリアが３％で、その収益バラ 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
ンスがいびつすぎるのでは。
を投入しており、本市でも、パシフィコ横浜などに財政支援をしてきました。
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Ｉ
Ｒが、最も有効な手法と考えています。
投資と収益の年次プランはあるの？

ＩＲ施設の整備・運営は民設民営事業です。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は、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
カジノで稼いで教育に使う等、とんで 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
もない！ カジノで収益はあがらな
い。国際都市横浜も情のない市になる 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
のですね。
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。
市長はＩＲの地域経済の振興として、
経済波及効果6,300億円〜1兆円/年と
しています。カジノはＩＲ施設の床面
積割合３％として、カジノは狭いと説
明しています。市長はカジノ無しでの
検討をされたのでしょうか。していな
いとすればその理由をご説明下さい。

ＩＲ整備法では、カジノ事業の収益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。このため、公的な支援がな
く、カジノ収益を活用しないＩＲは、民設民営事業として成立できないと考えています。

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
ギャンブル依存症は、そもそも治ゆす 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
るものと考えていますか。
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。
カジノは最悪の賭博です。韓国は依存
症、自殺、犯罪で町は荒れてると聞い
ています。利益と言っても日本人がお
もなターゲットになるので賭博に負け
た県民・市民の財産ではないですか。
絶対に反対です。

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、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。

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
なぜ市民が反対する、ＩＲを横浜に作
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
るのか？、ギモン。
合的に勘案し、横浜の20年、30年先を見据え、横浜が将来にわたり成長・発展を続けていくためには、ＩＲを
実現する必要があるという結論に至りました。
市税収入の規模は、平成30年度決算で約8,200億円となっており、その約半分を皆様の個人市民税からいただい
ています。しかしながら、個人市民税は、将来的に人口減少により減収の見込みです。
このため、法人市民税などの増収につながる企業誘致や、中小企業の振興など、様々な施策に取り組んできま
した。ＩＲも様々な対応策の一つであり、決してＩＲのみに財源を頼るものではありません。
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
市民に賛否を問いたらどうか、市民投 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。
票を行う。
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。
今後、ＩＲの本格的な準備・検討を進める中で、ＩＲ区域への交通アクセスについては、様々な交通手段の検
討をしていきます。
リゾートへの公共機関整備の計画は？ 自動車交通に伴う交通対策については、道路の新設・拡幅、交通規制などの対策を検討していきます。また、
歩行者交通に伴うアクセス手段については元町・中華街駅から山下ふ頭までの、歩道の拡幅、地下道やペデス
トリアンデッキの新設などの対策を検討していきます。このほか、海上アクセスやヘリコプターによるアクセ
スなどの検討を含め、公募により選定される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
海上からのアクセスの可能性は？
体化する中で、お示ししていきます。
カジノを除いた収支の予測計算は？

ＩＲ施設の整備・運営は民設民営事業です。
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、公募により選定される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。

大阪は関西国際空港に近く、観光資源が多い関西観光の拠点となっており、外国人観光客が日本を周遊する
ゴールデンルートになっていることから、観光客が多いものと考えています。
横浜の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
大阪府の観光収入は京都との連携USJ.
す。これらは、海外での認知度が低く、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
その他”+”ではないか。
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。

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
緑区（２月11日）分
質問内容

回答

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。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たものです。
今後、公募により選定される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
経済的効果の試算はちょっと甘いので
ので、より精度の高い数値をお示していきます。
は？
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「実施方針」等を公表、事業者の公募・選定し
ます。 令和３年には、公募により選定される事業者と共同で「区域整備計画」を作成します。区域整備計画の
作成の過程において提案された整備内容や運営等について事業者と検討を進めます。
外国のカジノ実施国（韓国、ラスベガ
ス、シンガポール、etc)等調査し、メ
リット、デメリットを調べ上げたので
しょうか。メリットばかりの説明です
がデメリットは？

日本型ＩＲ自体が、海外の都市の成功や失敗など先進事例を参考としながら制度設計されており、カジノの規
制は世界最高水準と言われています。
具体的には、海外の事例を踏まえＩＲ整備法では、カンウオンランド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。

横浜市では従来より、アルコールや薬物、パチンコを含めた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おり、引き続き、民間団体との連携や、市の窓口の相談拠点化を進めま
す。
パチンコ、アルコール等の依存症の対 また、日本型ＩＲに設置されるカジノには、ＩＲ整備法に基づき、カジノのゲームに触れる機会の限定や厳格
策は横浜市は、どう対応しているので な入場規制など、既存のギャンブル等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。事業者から
しょうか。カジノ導入でもっと深刻に 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。
なるとおもいますが。
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。

カジノなしのＩＲは？

ＩＲ整備法では、カジノ事業の収益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。このため、公的な支援がな
く、カジノ収益を活用しないＩＲは、民設民営事業として成立できないと考えています。

人々がシンガポールに集まるのはマ
リーナベイサンズがあるからではな
く、その他に多くの魅力的観光地ある
からである。横浜は圧倒的に魅力的な
観光施設が少なく、ＩＲで人を呼べる
とは思えない。もっと、地に足を付け
て将来を考えるべきであると考える
が、どのように思われるか？

ＩＲ整備法では、カジノで集客するのではなく、カジノ事業の収益により、これまでにないスケールとクオリ
ティを有する国際会議場や展示場、我が国の伝統・文化等を発信する魅力施設などの観光に寄与する諸施設を
整備・運営し、集客する仕組みになっています。また、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。
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。

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
多くの市民が疑念を持つ中、住民投票
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。
等の市民の判断を仰ぐべきである。こ
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
のような声に、どうお考えか?
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。
カジノ業者との契約期間が終了を迎え
た時、市が継続をしない意志を伝えた
時、業者に対し、訴訟をちらつかせ、
継続できるようにすると発言してい
る。市は、契約非継続の訴訟対応をど
うするのか。

横浜市は、公募により事業者を選定します。選定した事業者と共同で区域整備計画を作成し、国に認定申請を
します。横浜市と事業者は、国の認可を受けた後に実施協定を締結します。その協定の確実な履行のため、横
浜市は業務・経理の状況について事業者に報告を求め、調査し、必要な指示を出すことができる旨が法に規定
されています。
また、協定については、横浜市として責任を持つものと認識しています。

賭博が禁止されているのは、国民の健
全な経済活動に相反する行為だからで
はないか「とばく罪」という罪が日本
にはある。たとえ、横浜市の財政の為
だとしても、個人がギャンブル依存症
になり、家庭崩壊、社会生活の混難さ
が生じる事は分かっている。故に医療
体制を整えると言っているが、人とし
ての生活をこわしてまでも歳入増加を
目的にするのは本末転倒ではないか？

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、国が観光先進国を目指す中、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。
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。

賭博をやる所には必ず暴力団が存在す
ると聞く。暴力団禁止法が出来て改善
がみられると思うが、カジノが出来た
ら横浜の治安は大きく悪化すると危惧
するが、いかがですか？

日本では、過去の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様の財務の透明
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。

説明の中に企業誘致と言っていたが、
それなら、カジノを除いてのリゾート
の誘致にしてはいかがか？
床面積がたったの３％なら、それは除
いても大きな影響は及ぼさないので
は？

ＩＲ整備法では、カジノ事業の収益によりこれまでにないスケールとクオリティを有する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。このため、公的な支援がな
く、カジノ収益を活用しないＩＲは、民設民営事業として成立できないと考えています。

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
緑区（２月11日）分
質問内容

回答

市長は2017年の市長選の時に、「Ｉ
Ｒ」についての判断は行わず当選され
ました。2019年の「ＩＲ」推進は突然
で、云わば公約（推進時は市民の声を
聞く）を確認せず行っています。な
ぜ、市長は多くの市民の声を充分に聞
く度量、寛容さをもたれないのでしょ
うか？説明をよろしく願います。

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。

カジノなしのＩＲ事業構想について検
討されたのでしょうか。2015年に山下
ふ頭開発検討委員会答申が市長宛にだ
されていますが、そこにはカジノは
入っていないと承知しています。この
答申の取り扱いはどうなされたので
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・ＭＩ
ＣＥ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ＭＩＣ
Ｅ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・ＭＩＣ
Ｅ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。

カジノによるマイナスの影響（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自治体の施策に係る経
症、治安悪化など）についてその対
費については、公募により選定される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
策、コスト負担について精査されたの
る中で、明らかにしていきます。
でしょうか。ご説明下さい。
横浜市では今後、生産年齢人口の減少等による、消費や税収の減少、社会保障費の増加など、経済活力の低下
や厳しい財政状況が見込まれています。そうした状況であっても横浜が都市の活力を維持し、子育て、医療、
福祉、教育など市民の皆様の安全安心を確保することが必要です。そのような中で、ＩＲによる「観光の振
ギャンブルで負けたお金を税収にする
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
のはおかしいのでは･･｡それで福祉
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
に・子どもたちに使いましょう、そん
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
な税金の使い方は間違っていると思う
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
がどうですか？
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。
P1 市民の皆さまとめざす横浜の未来
①「横浜を訪れたい」は順が逆ではな ＩＲの社会的経済的効果の一つに「観光の振興」があることから、ＩＲが横浜市が抱える観光面の課題を解決
いか。最初に「暮らしたい」「活躍し できるものと判断し、「横浜を訪れたい」を①にしました。
たい」があって「訪れたい」では。
令和２年度当初予算に４億円の経常が
されているが、ＩＲ導入ありきの予算
を計上するのは拙速ではないか。特に
公募事業者の審査分析などもってのほ
かである。

令和２年度の予算案では、治安対策を含む懸念事項対策に関する検討費用を盛り込んでいます。また、競争力
強化や観光ＭＩＣＥ振興策などを検討するアドバイザリー支援においても、区域整備計画の策定の中で、検討
を進めていきます。
なお、予算案については、３月下旬に市会において議決いただきました。

オーバーツーリズム対策については、ＩＲ区域だけでなく、横浜市全体の課題として、検討していきます。例
えば、ＩＲの整備に伴う多くの来街者に対応として、交通対策を開業までに講じていきます。
自動車交通に伴う交通対策については、道路の新設・拡幅、交通規制などの対策を検討していきます。また、
観光被害を真剣にかんがえるべき。！
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。公募により選定される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、お示ししていきます。
ＩＲ整備法においては、住民の意見を反映させるために必要な措置として、ＩＲを実施する場合は、都道府県
何故、住民投票を行って市民の声を聴 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。
き施策に反映させないのか？
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。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。
大阪と比較するデータが示されたが、
市政10年間の成果と、大阪府/市改革 ＩＲ実現を目指す背景として、他都市と比較検討すべき項目に「観光消費額」や「一人当たり予算額」を例示
とを比較に示さないのか？（ex.公務 いたしました。
員給与、府/市制度etc)
ＩＲ整備法では、カジノ事業の収益によりこれまでにないスケールやクオリティを有する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。
何故、カジノ抜きの総合施設ではいけ
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
ないのか？
を投入しており、横浜市でも、パシフィコ横浜などに財政支援をしてきました。このため、公的な支援がな
く、カジノ収益を活用しないＩＲは、民設民営事業として成立できないと考えています。
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、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。
依存症対策が必要となる施設はつくる
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
べきではないと思わないか？
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。
日本型ＩＲ自体が、海外の都市の成功や失敗など先進事例を参考としながら制度設計されており、カジノの規
制は世界最高水準と言われています。
世界のカジノの失敗事例を示し、学ぶ
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
べき。
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。
ＩＲ整備法において、コンプはカジノ行為関連景品類としてその提供を「善良の風俗を害するおそれのあるも
コンプサービスについての具体的な方 のとしてカジノ管理委員会規則で定める基準に該当することがない」ものは、認められています。
針と施策を示してください。
横浜市では、今後カジノ管理委員会の規則を踏まえ、地域振興策として例えば地域の商店街や観光施設に活用
できるものなどについて、検討していきたいと考えています。

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
緑区（２月11日）分
質問内容

回答

ジャンケットについての具体的な方針
日本型ＩＲにおいては、ジャンケットという業は基本的に認められていません。
と施策を示してください。
預託金・融資制度についての具体的な
ＩＲ整備法第85条において、特定資金貸付業務について規定されています。カジノ管理委員会規則で定める金
方針と施策を示してください。
額以上の金銭を当該カジノ事業者の管理する口座に預け入れている者等以外には、カジノ事業者は金銭を貸し
サビーサーについての具体的な方針と 付けることはできません。その他についても同法において規定されています。
施策を示してください。
これまで、ＩＲを「導入する・しないの判断に至っていない」という意味で「白紙」としていました。このた
め、ＩＲについて2014年度から検討調査のための予算を計上し、継続してその判断に必要な検討を進めるとと
もに、国の動向の把握に努めてきました。
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。
市長選挙の時には白紙と言い乍ら、当
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
選したとたん急に推進に変化したのは
や、有識者からのご意見もいただいてきました。
誰のアドバイス、どんな声で変身した
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
のか。
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。

低成長の時代、どこの行政も苦しいの
はわかるが、ＩＲをやれば利益が出る
と言っているがどんな資料でもって計
算しているのかその根拠となる基本的
な資料を示せ！

ＩＲ区域内での消費額は、事業運営が安定したベースで年間4,500億円から7,400億円、間接効果を含む経済波
及は、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。
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。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たものです。
今後、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
していきます。
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、「実施方針」等を公表、事業者の公募・選定
します。 令和３年には、公募により選定される事業者と共同で「区域整備計画」を作成します。区域整備計画
の作成の過程において提案された整備内容や運営等について事業者と検討を進めます。引き続き市民の皆様に
丁寧にご説明を続けていきます。

利権の為に既にタイホ者が出ている。
これからも収賄者が出てくる可能性多
し、市長は誰の声を聞いてやっている
のか、大丈夫ですか？

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とその周辺の港湾地域への「反社
会的勢力」の関わりをどのように防ぐ
か。港湾関係の各業種と横浜市の町ぐ
るみの努力で健康的で安全なまちづく
りが一定の成功をしてきたと考えてい
る。しかしまだそれは途上であり、い
わゆる裏社会はまだはびこり形をかえ
て存在している。ＩＲは他国でも裏社
会と容易に結びついている。横浜市で
も同じことがおきることはかんたんに
想像できる。港や市内から反社を退け
ることは30〜40年以上の間市民やまち
のなみなみならぬ努力によってなしと
げられたものである。これを元のもく
あみにしてはならない。

日本では、過去の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様の財務の透明
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、カジノ事業の収益により国際会議場や展示場などの観光に寄与する諸施設を整備・運営する
仕組みになっています。
カジノ抜きのＩＲではダメなのでしょ
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
うか。
を投入しており、横浜市でも、パシフィコ横浜などに財政支援をしてきました。このため、公的な支援がな
く、カジノ収益を活用しないＩＲは、民設民営事業として成立できないと考えています。
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
既存のＭＭ21のあるMICE施設は」どう 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、機能強化としてパシフィコ横浜ノースを
2020年度に開業する予定となっています。
なるのでしょうか？会議場や展示
国も国内のＭＩＣＥ機能を強化し、観光先進国を目指しており、パシフィコ横浜及びノースと、ＩＲで新しく
場・・・
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整備法では、カジノへの入場は日本人も認められており、地方自治体が外国人のみに限定することは、法
制上困難です。
外国人に対する規制はどうなっている
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
のですか？
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。
スライドでお示しした通り、横浜市は「災害に強い都市づくり」や「戦略的な企業誘致」に加え、「観光・Ｍ
横浜の税収増はＩＲだけなのでしょう ＩＣＥ都市」「特別自治市」「クルーズポート」「中小企業振興」 「ガーデンシティ横浜」「ＳＤＧｓ未来
か？ギモンです。
都市」など、あらゆる政策を展開しています。その中の一つに「ＩＲ」があります。これらはいずれも重要政
策ですので、総合的に取り組んでいきます。
カジノ内での具体的な、デザイン、
（各種配置など）は。

カジノ施設の要件として、落ち着いたエントランス、室内の内装により、エレガントな非日常を感じられる大
人の社交場と掲げており、今後、事業者から提案を求めていきます。
より詳細な内容については、公募により選定される事業者と策定する区域整備計画において、具体的にお示し
していきます。

ＩＲ整備法では、ＡＴＭの設置禁止は、カジノ施設内のみとなっており、ＩＲ施設内には設置が可能ですが、
一度、カジノを退場しないと利用ができません。カジノ内から外に出てＡＴＭに至るまで、一定の時間をかけ
ることにより、一旦カジノ行為を中断させ、冷静に考える時間を与える効果があると考えます。
回数は制限できても、金額はできな
い。クレジットも利用出来たら、尚！ また、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。

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
緑区（２月11日）分
質問内容

回答

自民党衆議院議員が逮捕されてからカ
ジノ疑惑が広がっている。このような
中で「横浜市は大丈夫なのか」と心配
している。市は業者とは「複数で会
い、報告する」旨の規制で運用すると
言っているが、市長や副市長もこの規
定が適用されているのかお答え願いた
い。

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。
なお、横浜市で定める「ＩＲ（統合型リゾート）に関する事業者対応の取扱い」については、令和２年３月１
日から、これまでのＩＲ推進室職員に加え、市長、副市長、都市整備局長を対象に広げています。

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
現状は黒字だと伺いましたが、ＩＲを 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。
しないといつ頃から赤字になる見込み 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。
ですか。
ＩＲも様々な対応策の一つであり、仮にＩＲが実現できない場合でも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。

カジノ産業は斜陽と言われています。
事業者が日本へ出かせぎとして目を付
けたと、又 米国大統領の最大スポン
サーが事業者と報道されているが国か
ら圧力があったのでは？

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
市長に投票しました。ＩＲ市長選の選 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います。
挙をすることを希望する。
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。
増収の方法は議論されたと思うが、こ
れが最良なのでしょうか。ＩＲの説明
を伺いみ力に欠ける。目新しさがな
い。他の方法で増収を考えられないも
のだろうか。

スライドでお示しした通り、横浜市は「災害に強い都市づくり」や「戦略的な企業誘致」に加え、「観光・Ｍ
ＩＣＥ都市」「特別自治市」「クルーズポート」「中小企業振興」 「ガーデンシティ横浜」「ＳＤＧｓ未来
都市」など、あらゆる政策を展開しています。その中の一つに「ＩＲ」があります。これらはいずれも重要政
策ですので、総合的に取り組んでいきます。

市の発表の経済的効果はＩＲ業者の計
算による説明だ。市の検討なしの計画
は疑問。失敗の責任を取る人はいな
い。すべて責任は市民にかぶさる。な
らば議員だけでなく市民の意見をきい
てから導入可否をきめるべきだ。市民
の投票で可否できめるべきではない
か。

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。
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たものです。
今後、公募により選定される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ていきます。
また、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、区域整備計画の策定までに明らかにしていきます。
ＩＲ整備法においては、住民の意見を反映させるために必要な措置として、ＩＲを実施する場合は、都道府県
等との協議や同意、公聴会の実施、議会の議決など、民意の反映方法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。

横浜市の財源については宿泊施設の客
室不足により日帰り客が多いこともあ
ると思うが、ホテル客室の増などであ
る程度改善できないのか？少子高齢化
の現状においてはＩＲの実施によって
解決する方法は間違いではないと思
う。私は今後、横浜市職員を目指す立
場としてＩＲと向き合っていきたいと
思います。

市内では、今後も臨海部を中心にホテルの建設が予定されており、一定の宿泊客の増加は見込める状況です。
ただし、ＩＲが実現した場合には、世界中から観光客・会議参加者等を誘客することから、観光振興・経済活
性化の起爆剤となると考えています。
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。これらは、海外での認知度が低く、横浜の観光資源を活かしきれていないことが理由としてあげられま
す。また、ナイトタイムエコノミーやキラーコンテンツがまだ少ないことも宿泊先として選ばれない理由の一
つと考えています。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。

事業者の想定によれば、年間2,000万
〜4,000万もの訪問者が見込まれてい
るとのことだが、市はこの数字を実現
可能だと思っているのか。世界的に多
彩なコンテンツを持つディズニー社
の、東京ディズニーランドですら、近
年になって3,000万人に達するように
なったとのことである。ポンとＩＲを
設置して、これだけの訪問者が来ると
は考え難いのではないか。Y150の来場
者数の少なさを思い出す。

事業者から提供された情報では、ＩＲの訪問者数は2,000万人から4,000万人となっています。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、国際会議場や展示場、カジノなどの
有料施設や、無料施設を含むＩＲ区域全体の来訪者数を示したものです。
テーマパークは有料施設ですが、海外のＩＲでは、大規模な噴水広場や植物園などでの光を駆使したアトラク
ションやキッズエリアなど、お子様や家族連れも気軽に立ち寄り、楽しめるコンテンツが無料で提供され、シ
ンガポールのＩＲでは、年間で4,500万人が訪れています。
今後、公募により選定される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。

ＩＲ整備法では、カジノ事業の収益により、これまでにないスケールやクオリティを有する国際会議場や展示
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構想にどうしてもカジノは必要な
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
のか。
を投入しており、横浜市でも、パシフィコ横浜などに財政支援をしてきました。このため、公的な支援がな
く、カジノ収益を活用しないＩＲは、民設民営事業として成立できないと考えています。
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、過度な「の
めり込み」などによって、社会生活に支障を及ぼしている方がいらっしゃるのも事実です。
カジノのもうけは他人の不幸の上にあ
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厳しい世界最高水準のカ
り本人・家族の悲惨さも予測される。
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
緑区（２月11日）分
質問内容

回答

カジノ事業者は反社会的勢力と同じ一
般市民等の生血を吸い上げる者達であ
り国会議員、職員の手に負える相手で
はない筈。

日本では、過去の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様の財務の透明
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。

市長選でＩＲ白紙を宣言した後に方針
を転換したので、市長再選をすべきで
ある。再選をしないとしたら理由を教
えて欲しい。

ＩＲ整備法においては、住民の意見を反映させるために必要な措置として、ＩＲを実施する場合は、都道府県
等との協議や同意、公聴会の実施、議会の議決など、民意の反映方法について規定されています。
まずは、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。

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
市長は住民の意見をしっかり聞いてい 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
るのか？
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。
市民がＩＲを求めていると思うのか？ 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。
それはどのような理由から？
二元代表制のもと、議決が必要な案件については、市民の皆さまに選ばれた市会の皆様にお諮りしながら市政
を進めていきます。
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
市長は市民の暮らしやすさを考えてい
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
るのか？ ＩＲより中学給食が先では
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
ないか？
係団体がしっかりと協力することで、依存症の方を増やさないように取り組む環境が整ったこと。これらを総
合的に勘案し、横浜の20年、30年先を見据え、横浜が将来にわたり成長・発展を続けていくためには、ＩＲを
実現する必要があるという結論に至りました。今後とも、ＩＲへのご理解を頂けるよう、市民の皆様に丁寧に
ご説明を続けていきます。
ＩＲ以外に、USJなどのテーマパーク
を作ったほうが市民は誇れると思う
が、なぜＩＲにこだわるのか？

ＩＲ整備法では、カジノ事業の収益により、これまでにないスケールやクオリティを有する国際会議場や展示
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。このため、公的な支援がな
く、カジノ収益を活用しないＩＲは、民設民営事業として成立できないと考えています。

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、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。
事業者ごとに施設構成や規模、売上が異なっていたため数字の幅が生じています。なお、内訳ついては、各事
経済効果のじぞく性はどの位あります
業者のノウハウとなっているため、お示しできません。
か？
今後、公募により選定される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。
また、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1兆2,000億円としています。この中には、直接の建設費に加え、
事業の関連に及ぶ間接的な効果が含まれています。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。
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
建設費（ＩＲ全体）はいくら位で横浜
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、
市はその何％を負担するのでしょう
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
か？
運営に伴う有害な影響の排除を適切に行うために必要な施策を、国との適切な役割分担の下、実施する責務を
有するとされています。
ギャンブル等依存症の予防・治療・調査、治安の維持、周辺地域との回遊性を高めるための都市基盤整備な
ど、ＩＲの懸念事項等に関する自治体の施策に係る経費については、区域整備計画の策定までに明らかにして
いきます。
ＩＲ整備法では、カジノ事業の収益によりこれまでにないスケールやクオリティを有する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。
カジノなしのリゾート計画ではどうし
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
てだめなのか。
を投入しており、横浜市でも、パシフィコ横浜などに財政支援をしてきました。このため、公的な支援がな
く、カジノ収益を活用しないＩＲは、民設民営事業として成立できないと考えています。
入場規制に所得制限をかけると低所得 地方自治体や事業者が、カジノ施設への所得制限による入場規制を設けることは、法制上困難です。法定事項
者を守られるのではないか。
以外の運用面による懸念事項への対策を事業提案において求めていきます。
ＩＲエリア内での24時間体制の警備､明るい施設計画やデザイン等による安全性の確保、周辺地域への防犯カメ
ラの設置、県警と連携した取組など、治安対策をしっかりと取り組んでいきます。
場外馬券場の治安が良くないのでＩＲ 具体的な施策については、公募により選定される事業者と策定する区域整備計画において、お示ししていきま
を作るのであればまとめて移転して頂 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
きたい。
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。
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、機能強化としてパシフィコ横浜ノースを
パシフィコ横浜があるのに新しいMICE
2020年度に開業する予定となっています。
を作るのは過剰では？
国も国内のＭＩＣＥ機能を強化し、観光先進国を目指しており、パシフィコ横浜及びノースと、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（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
緑区（２月11日）分
質問内容

回答

市長は選挙のとき白紙と言って当選し
た。カジノを決め発表したのは公約イ
ハンである。きちんと市民の意見を聞
いてから決めなくてはいけないと思
う。ＩＲは一度この案をひっこめては
もらえないのでしょうか。市民の声を
もっと聞いてから決めてほしい。

これまで、ＩＲを「導入する・しないの判断に至っていない」という意味で「白紙」としていました。
このため、ＩＲについて2014年度から検討調査のための予算を計上し、継続してその判断に必要な検討を進め
るとともに、国の動向の把握に努めてきました。
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市政
を進めていきます。

ＩＲ整備法では、カジノ事業の収益によりこれまでにないスケールやクオリティを有する国際会議場や展示場
観光都市横浜です。カジノ抜きでのＩ
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。
Ｒはできないのでしょうか？ＩＲだけ
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
が利益を出せるのか、それなら実施の
を投入しており、横浜市でも、パシフィコ横浜などに財政支援をしてきました。このため、公的な支援がな
意味なし。カジノ無し！
く、カジノ収益を活用しないＩＲは、民設民営事業として成立できないと考えています。
Ｐ29.ＩＲの姿11 インバウンドの訪 事業者から提供された情報では、ＩＲの訪問者数は2,000万人から4,000万人となっています。このうち国内観
問者数が想定数に満たなかった場合ど 光客以外のインバウンド等の割合は21％から34％と示されています。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、国際会議場や展示場、カジノなどの有料施設や、無料施設を
うなるのか？
含むＩＲ区域全体の来訪者数を示したものです。海外のＩＲでは、大規模な噴水広場や植物園などでの光を駆
使したアトラクションやキッズエリアなど、お子様や家族連れも気軽に立ち寄り、楽しめるコンテンツが無料
で提供され、シンガポールのＩＲでは年間4,500万人が訪れています。
訪問者数2,000万〜4,000万人はどの様
今後、公募により選定される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
な背景で設定（想定したのか？）
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
ＩＲのデメリットは何か！（説明書は ④反社会的勢力の関与 ⑤地域環境への影響 があります。
良いことばかり記載しているが）
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、区域整備計画の策定までに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
財政が厳しいのであれば現状の中でい
が最大となってる横浜は、その影響が大きいものと考えています。
かに削減策を行うのか、何も明確にな
このため、法人市民税などの増収につながる企業誘致や、観光ＭＩＣＥ都市、特別自治市制度、ＳＤＧ’ｓ未
ていない。（赤字部門は無いのか、あ
来都市の実現、中小企業の振興、商店街の活性化など、様々な施策に取り組んできました。
れはどの様にするのか）
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。Ｉ
Ｒ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。
令和２年度の予算案については、ＩＲ推進事業費として４億円を計上し３月に議決いただきました。この中に
2020年度予算案で30億円もＩＲ関連で
は、競争力強化や観光ＭＩＣＥ振興策などを検討するアドバイザリー支援などの費用を盛り込んでいます。こ
使うが多過ぎないか。
れらに加え、依存症や治安を含む懸念事項への対策に関する検討費用も計上しています。
市民１人当たりの税額について、大阪
市、名古屋市との比較で説明している
が、政令指定都市20市の中で、横浜市
の現状と、税額が少ない要因について
他都市と比較分析をして、分析結果に
基づき、何故､ＩＲ招致が税収増に最
適な施策なのか説明して欲しい。

説明会では、横浜市の状況をご理解いただくため、大阪市、名古屋市、横浜市の上場企業数の比較、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。
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
ただいていますが、個人市民税は、将来的に人口減少により減収の見込みです。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
ＩＲ招致をしなくても、行政運営でき 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
ると判断している自治体があるのに、 営が厳しい状況となります。
ＩＲ誘致を検討する理由を説明して欲
しい。
観光消費増の施策として、ＩＲを検討
し、その経済効果を説明しているが、
例えば、ＩＲ区域内の年間消費額を
4,500〜7,500億と18年度消費額3,600
億の1.3〜2.1倍を過大に見積もってい
て、どのような根拠が不明であり、事
業者の過大な計画に基づき経済効果を
見込むのは、大きなリスクであり、計
画通りの効果が出なかったら誰が責任
を取るのか？

ＩＲ区域内での消費額は、事業運営が安定したベースで年間4,500億円から7,400億円、間接効果を含む経済波
及は、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。
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。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たものです。
今後、公募により選定される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ていきます。
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を進めることとなります。

ＩＲ誘致に伴うカジノ対策費用の発生
や、周辺環境悪化に伴うマイナス影響
を考えると、ＩＲ以外の観光消費増加
施設を推進したほうが、横浜市民に
とって望ましいと判断するが、横浜市
として、ＩＲ以外の施策は検討してな
いのか？ＩＲとＩＲ以外の施策につい
て、比較検討し、市民が判断する機会
を作る事が行政のあるべき姿ではない
のか？

ＩＲ整備法では、カジノ事業の収益によりこれまでにないスケールやクオリティを有する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。このため、公的な支援がな
く、カジノ収益を活用しないＩＲは、民設民営事業として成立できないと考えています。
また、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、公募により選定られる事業者と策定する
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。
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進めていきますので、ＩＲ事業全
体として、市税の持出はないものと考えています。

ＩＲ整備法では、カジノ事業の収益によりこれまでにないスケールやクオリティを有する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。
カジノなしでの計画はお考えにありま
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
すか？
を投入しており、横浜市でも、パシフィコ横浜などに財政支援をしてきました。このため、公的な支援がな
く、カジノ収益を活用しないＩＲは、民設民営事業として成立できないと考えています。

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
緑区（２月11日）分
質問内容
市民投票のお考えはありますか？

回答
ＩＲ整備法においては、住民の意見を反映させるために必要な措置として、ＩＲを実施する場合は、都道府県
等との協議や同意、公聴会の実施、議会の議決など、民意の反映方法について規定されています。
まずは、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
何ぜ、横浜市がＩＲ必要なのか（カジ
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
ノの売上げは外国に行くのでは）。
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。
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Ｉ
Ｒ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
収益が市内や国内に還元される仕組みとなっています。
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
市長はなぜ変化したのか（選キョ公約
や、有識者からのご意見もいただいてきました。
でないのでは）。
また、この間、市民の依存症に対するご心配の声や経済的な効果を期待する声など様々な意見をいただいてき
ました。
これらを踏まえ、横浜の20年、30年先を見据え、横浜が将来にわたり成長・発展を続けていくためには、ＩＲ
を実現する必要があるという結論に至りました。
二元代表制のもと、議決が必要な案件については、市民の皆さまに選ばれた市会の皆様にお諮りしながら市政
を進めていきます。
ＩＲ整備法では、カジノ事業の収益によりこれまでにないスケールやクオリティを有する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。
リゾート型ホテルは良いが、カジノは
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
不要では。
を投入しており、横浜市でも、パシフィコ横浜などに財政支援をしてきました。このため、公的な支援がな
く、カジノ収益を活用しないＩＲは、民設民営事業として成立できないと考えています。
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。基礎自治体で人口規模
が最大となってる横浜は、その影響が大きいものと考えています。
私の血税を、カジノにつかわないで下
このため、法人市民税などの増収につながる企業誘致や、観光ＭＩＣＥ都市、特別自治市制度、ＳＤＧ’ｓ未
さい。
来都市の実現、中小企業の振興、商店街の活性化など、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。Ｉ
Ｒ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。

明るい市を作ってほしい。

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。

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。
ＩＲエリア内だけでなく周辺地域の消 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。
費につなげてほしい！
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。
横浜らしいＩＲとは、どのようなもの 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。
を考えているのか？
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。
事業者から提供された情報では、ＩＲの訪問者数は2,000万人から4,000万人となっています。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、国際会議場や展示場、カジノなどの
有料施設や、無料施設を含むＩＲ区域全体の来訪者数を示したものです。
予想通りに人は来るのか？来なかった
今後、公募により選定される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
時の赤字対策は？
ので、より精度の高い数値をお示ししていきます。
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、外国人来訪者が10年足らずで1.8
倍となるなど、効果が確認されています。
日本型ＩＲに設置されるカジノには、ＩＲ整備法に基づき、カジノのゲームに触れる機会の限定や厳格な入場
規制など、世界最高水準といわれる規制が適用されます。
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
横浜市大にギャンブル依存症専門医は
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。
いないがどう対策をしていくつもり
これらに加え、横浜市独自として、①総合的な依存症の取組、②予防教育の実施、③事業者や専門・研究機関
だったのか？
との研究、④調査による実態把握に取り組みます。この中で、特に医学部を持つ横浜市立大学においては、医
療面とともに、研究面・人材面でも大きな役割を果たしてもらうよう、専門医の配置を含め協議を進めていま
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
緑区（２月11日）分
質問内容

回答

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
このＩＲ計画に手を挙げること自体が
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
大きなバクチになるのではと市民とし
る責務を有するとされています。
て心配している。最終的にいくら投じ
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
て、820億～1,200億/年の増収を見込
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、公募により選定される事業者と策定する
んでいるのか？
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。
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進めていきますので、ＩＲ事業全
体として、市税の持出はないものと考えています。
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。
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。
ＴＰＰで言うところのＩＳＤ条項はカ
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
ジノ事業者との契約に盛り込まれるの
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
か教えて下さい。
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。
ＩＲを構成する施設の一つであるカジノに起因するご心配から、ＩＲ反対への厳しいご意見や率直なご意見を
現時点での市民の声（特に説明会開催
いただいている一方、ＩＲの実現に期待する声もいただくなど、様々なご意見を伺っています。
時に外周で声を上げている人々）を聞
ＩＲは日本では例のないものなので、ご理解が難しい部分もあるかと思いますが、今後も、ＩＲとはどういう
いて、どう思っているのか？
ものなのか、なぜ、横浜市がＩＲに取り組むのかをご理解いただけるよう、丁寧にご説明を続けていきます。

市民の賛成が多数と考えているのか？
市長選の時は白紙といっていたのに市
民をだましているようだ。市民投票
か、出なおし市長選でカジノの賛成・
反対を市民に直接聞いた上で判断すべ
き。

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市政
を進めていきます。

山下町が、寿町、福富町のような治安
悪化が心配である。子供や女性が安心
していられる場所でなくなるのが心
配。

ＩＲエリア内での24時間体制の警備､明るい施設計画やデザイン等による安全性の確保、周辺地域への防犯カメ
ラの設置、県警と連携した取組など、治安対策をしっかりと取り組んでいきます。
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。

市長自らが丁寧に説明していただき有
難うございます。お聞きしているうち
に疑問が出てきました。市長が説明さ
れた「横浜の現状」を踏まえた上での
政策「横浜がめざすＩＲの姿」につい
て、市長選前からお考えになっていた
ことではないですか？何故、市長選挙
時に市民に開示して市民による市長投
票の判断材料としてこの政策を提示さ
れなかったのですか？

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市政
を進めていきます。

ＩＲ整備法では、カジノ事業の収益によりこれまでにないスケールやクオリティを有する国際会議場や展示場
ＩＲについて心配する人の多くは「カ
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。
ジノ」が入っていることについてだと
国際競争力の高い大規模なＭＩＣＥ施設については、世界や日本の事例を見ても、国や自治体が多額の公費等
思います。「カジノ」を除いて設置す
を投入しており、横浜市でも、パシフィコ横浜などに財政支援をしてきました。このため、公的な支援がな
ることを考えられないのか？
く、カジノ収益を活用しないＩＲは、民設民営事業として成立できないと考えています。
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、既存のギャンブル等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
床面積が３％ならいいというは間違い 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
だ。依存症に心配しているのだ。
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。
今後も十分にコロナウイルスを持った
クルーズ船が寄港する。防疫体制が具 クルーズ船の寄港の際には、国や県と連携しながら、最前線として尽力いたしました。現在、横浜市新型コロ
体的に作られていない。横浜のどの部 ナウイルス対策本部を設置し、全庁を挙げて取り組んでいます。
門、病院が中心に行うのか。
横浜税関、検えつの2018年度、2019年
ホームページによると横浜税関が定期的に報道発表を行っています。引き続き横浜税関の発表をご確認くださ
度薬物押収量はいくつか。2020〜2030
い。
年度まで市の広報で知らせて欲しい。
ＩＲ参加企業名を資本金（参加額）の
ＩＲ区域のコンセプト募集（ＲＦＣ）では、日本型ＩＲの実現に関することに、７者の応募がありました。事
大きい順に外国企業も含め上位20社名
業者名については、全ての事業者が公表を希望しておりませんので、非公表としています。
を出してください（カジノも含め）

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
緑区（２月11日）分
質問内容

回答

カジノの出入禁止は簡単である。問題
はカジノ周辺にできる中国系マフィ
ア、中南米、アメリカ系のマフィアそ
の他をどのように対策を取るか（対策
の中心となるのは横浜はどこか。）。

日本では、過去の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様の財務の透明
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。
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。

良識ある国会議員が500万単位で利権
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
を優遇している。中小企業、個人はは
ないことで、厳正に対処されるべきであると思います。
るかに少ない金額で不正な取引はしな
横浜市においては、適正に事業者と接触しており、これまで同様、公正・中立に手続きを進めていきます。
いか。
ＩＲ区域内での消費額は、事業運営が安定したベースで年間4,500億円から7,400億円としています。
この消費額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
横浜市が予定しているＩＲにおいて
れた中で、この数値を市と監査法人で確認したものです。
「エンタメ」「レストラン・ショッピ
事業者ごとに施設構成や規模、売上が異なっていたため数字の幅が生じています。なお、内訳ついては、これ
ング」「MICE」「ホテル」「カジノ」
から公募を行う現段階では、各事業者のノウハウや戦略となっているため、お示しできませんが、日本型ＩＲ
のそれぞれの収益割合はどの様な目標
が参考としているシンガポールのＩＲにおいては、70％程度がカジノの売上となっています。
（想定）となっていますか？
今後、公募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。
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、その後５年毎となって
税収が800〜1,200億の見込とのことで
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
すが減収の場合止めるのか、どうする
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。
のか。
また、国や横浜市も事業者の経営状況や業務指標（ＫＰＩ）などを定期的に確認していきます。
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。
カジノギャンブル依存症者の対応策、
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
保険はきくのか、どの程度まで対応す
規制など、既存のギャンブル等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。
るのか具体的に示してほしい。
また、事業者からも、海外での経験に基づき、顔認証による入場管理や、トレーニングを受けたスタッフによ
る徹底した対応や相談窓口の設置など、様々な対策が示されています。
なお、報道によると、厚生労働省は令和２年度からギャンブル依存症の治療を公的医療保険の対象にする方針
です。
家族が楽しめる場所とのことですが、
訪れた子供たちにカジノが悪影響を与
えないかが心配です。カジノを含む施
設は、構造的に必ずカジノを通る動線
となると聞いたことがありますが、カ
ジノ以外の施設に、カジノを見ないで
たどり着けるような配慮をされます
か？

国が参考としている、シンガポールの２つのＩＲの事例では、カジノを通らなければ、各施設に行けないとい
う構造にはなっていません。また、１つのＩＲでは隣接する国立植物園とＩＲ施設がデッキで結ばれ家族連れ
が両施設を行き来し、もう１つのＩＲでは日本の高校生が修学旅行で訪れているなど、しっかりとカジノとそ
の他の施設が分離・運営されています。
横浜でのＩＲにおいても、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、デザインを事業者に求め
ていく予定です。

平成27年９月にとりまとめた「横浜市山下ふ頭開発基本計画」、ハーバーリゾートの形成では、「観光・ＭＩ
ＣＥ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ＭＩＣ
ＩＲリゾート構想（横浜市）とハー
バーリゾート構想（横浜市港運協会） Ｅ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。
との比較の中で横浜市の経済の活性
化、観光客の増加（インバウンドも含 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・ＭＩＣ
め）等にどちらが良いのか、検討する Ｅ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・ＭＩＣ
Ｅ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。
ということは考えているか。
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。
港湾業界のドンがカジノに反対してい
ます。彼は市役所の善良な皆さんより
も裏社会を十分に知っている方です。
横浜は、博打のテラ銭をアテにしない
で生きてゆける方法を考えて。

日本では、過去の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様の財務の透明
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。

現在の市庁舎については、新市庁舎への令和２年の移転に伴い、「現市庁舎街区活用事業」として平成31年１
月から公募を実施してきました。民間事業者から３件の応募があり、付属機関である審査委員会の答申を踏ま
え、最も優れた提案を行った応募者を令和元年９月に事業予定者として決定しました。
事業コンセプトは、「ＭＩＮＡＴＯーＭＡＣＨＩ ＬＩＶＥ」とし、事業の概要は、①新産業創造拠点とイノ
ベーションオフィスにより国際的な産学連携を展開、 ②地元とともに地域資源を発掘し体験型観光サービスに
現在の市庁舎を、7,700万円で売却す より集客力と回遊性を強化、 ③行政棟の原風景と人のアクティビティが関内の顔となる周囲に開かれたシンボ
るとの情報を聞きました。私はデマだ ル空間、 ④地域団体との連携や事業者協働による関内・関外地区の活性化とブランド向上などとなっていま
す。
と思いますが、真相を知りたい。
現市庁舎の行政棟については、半世紀にわたり市民に親しまれてきた庁舎を後世に引き続ぐため、レガシーホ
テルとして建物を保存活用してリゾートホテル事業者が運営を行います。敷地は市有地のため運営期間70年の
定期借地として有償で貸付を行いますが、建物内部については古い事務所の仕様から、リゾートホテルへと大
規模なリノベーションが必要となるため、付属機関である横浜市財産評価審議会に諮問を行い、答申価格であ
るの売却価格7,700万円を決定しています。
港湾協会がカジノに反対して、市に対
策を出していると聞いています。テレ
港運協会や山下ふ頭の民間事業者の皆様とは、話し合いを継続しています。
ビで市の方が、「話し合いをします」
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
と言っていましたが、どのような話し
めてまいります。
合いをし、なぜ市は、受け入れないの
かを、お聞きしたいと思います。

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
緑区（２月11日）分
質問内容

回答

市長就任から10年以上にわたり、市内の観光消費額の増加、法人市民税の増加に向けた、積極的な企業誘致、
クルーズポートの整備、国際イベントの誘致などに全力で取り組んできました。
市長さんは、市の財源が足りないと、
これらによって、人口増加がほぼ横ばいの中でも、何とか財政運営を赤字にせず、市民の皆さまの安全・安心
さんざん言われますが、それは、自分
な暮らしをお守りしてきました。
が市長として市政をまちがえました
しかしながら、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
と、言っていると同じだと思います。
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
失敗したのですか。
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。

依存症に対する対策が充分討議されず
市民に説明もない。一番、不安に思っ
ている事に対策を具体的に説明すべき
です。対策の１．Ⅱだけでは不十分す
ぎます！！

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。
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の経済波及効果は、建設時7,500億円から1兆2,000億円としています。この中には、直接の建設費に加え、
事業の関連に及ぶ間接的な効果が含まれています。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
建設費はどのくらいかかるのか。利益
連関表を用いて波及効果を算出したものです。
はどのくらいみているのか。税収はど
内訳ついては、これから公募を行う現段階では、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
のくらいみているのか。完成はいつ
が、今後、選定される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、
か。カジノは反対です。子・孫に負の
より精度の高い数値をお示ししていきます。
資産を残したくないです。
なお、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おり、区域内の
建設費は事業者が負担し、事業の運営も事業者が責任を負うもので、ＩＲの開業については2020年代後半を予
定しています。
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
民意に反したカジノ問題を何故取組の
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
か？
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市政
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。
カジノは３％の面積ですが、税収入の
日本型ＩＲが参考としているシンガポールでは、ＩＲの設置前から依存症対策に取り組んだ結果、ギャンブル
大半はカジノで、ギャンブル依存症が
依存症の方が減少しています。また、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
増加し、町の治安が難しい。
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。
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、周辺
の皆様が安心できる取組を徹底していきます。
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
ギャンブル依存症対策が不充分だと思
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。
いますが、もっと詳しく説明して下さ
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
い。
依存症の方が減少しています。
横浜市でもこれらの成功事例を参考に、国、事業者、関係団体などと協力して依存症の方を増やさないように
取組を徹底していきます。
横浜市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区域のコンセプトとデザインがマッチし、極めて高い国際競争力と独自性を有し、地域の新たな象徴とな
りうる先進性と横浜の風景・環境との調和を目指します。
横浜の文化都市としての（静かな）環 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。
境が乱れ、風紀も乱れると思います
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
が、どの様な対策を検討しています
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。
か？
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。

私はＩＲ自体反対はない。今後の事を
考えれば常に発展することを考えてい
かねばならないと思うので。だから、
カジノに対する様々な意見があるよう
に、この対案はキチンとやっていく事
が必要と思う。
そうした上でやってもらいたい。 そ
のためには現存するパチンコ等のかけ
事に対する対応をキチンとやってもら
いたい。依存症対策、かけ金の課税
etc. ＩＲのカジノ以上の問題があぶ
り出されると思う。入場制限や課税に
対するマイナンバーの有効な利用を促
進し、ダークな部分を顕在化してもら
いたいと思います。

2019年の４月に国が策定した、ギャンブル等依存症対策推進基本計画は、既存の公営競技やパチンコ等も対象
とし、事業者の取組とともに、国に対して、ギャンブル等依存症の予防に向けた普及啓発、依存症に悩む方へ
の相談や支援の充実などが盛り込まれています。
横浜市では従来より、アルコールや薬物、パチンコを含めた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おり、引き続き、民間団体との連携や、市の窓口の相談拠点化を進めま
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、公募により選定される事業者と策定する区域整備計画において、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
緑区（２月11日）分
質問内容

回答

ＩＲ整備法では、カジノ事業の粗収益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
横浜市の経済面でいろいろなマイナス る仕組みになっています。
が示されましたが、カジノ抜きのＩＲ 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
収益では、なりたたないのだろうか。 を投入しており、横浜市でも、パシフィコ横浜などに財政支援をしてきました。このため、公的な支援がな
く、カジノ収益を活用しないＩＲは、民設民営事業として成立できないと考えています。
市長は、ＩＲカジノ事業によって、最
大1200億円税収が増えると言っていま
すが、横浜市に1200億円の税金を払う
為には、カジノ業者は8000億円儲けな
いといけない計算です。 ＩＲ事業の
８割がカジノからの利益だと言われて
いることから、ギャンブルによって数
千億円が業者に持っていかれてしまい
ます。そのことで、ギャンブル依存症
の人が生まれて、自殺、家庭崩壊、犯
罪を引きおこすことは必至です。こう
いうカジノを市長はよいこととと考え
ているのですか？

日本には、公益面から法律で認められている競馬などの公営競技、宝くじやtoto、パチンコなどの様々なギャ
ンブルや遊戯が存在しています。多くの方々は節度を持ってこれらを利用されています。一方で、過度な「の
めり込み」などによって、社会生活に支障を及ぼしている方がいらっしゃるのも事実です。このため、日本型
ＩＲには、厳格な免許制や入場制限など、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。
ＩＲ区域内での消費額は、事業運営が安定したベースで年間4,500億円から7,400億円としています。この消費
額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たものです。
事業者ごとに施設構成や規模、売上が異なっていたため数字の幅が生じています。なお、内訳ついては、これ
から公募を行う現段階では、各事業者のノウハウとなっているため、お示しできませんが、日本型ＩＲが参考
としているシンガポールのＩＲにおいては、70％程度がカジノの売上となっています。

持続的な収入が見込めるのでしょう
か。今、コロナウィルス等で、京都な
どの観光地が打撃を受けているかと思
います。そのように外来からの税収に
頼っては、大きく影響を受けてしまう
のではないでしょうか。

世界経済においては、これまでもリーマンショックによる低迷、ＳＡＲＳなどの感染症拡大によるアジアを中
心とした経済や雇用の悪化などの影響を受けてきました。
日本型ＩＲが参考としているシンガポールのＩＲについては、前述の経済悪化の影響後、2010年に開業し、シ
ンガポールにおける海外観光客数の回復・増加、失業率の改善に大きく貢献しています。
長期にわたっては、大規模な景気変動や新たな感染症など、経済的・社会的環境の変動が想定されますが、世
界経済はこれまでもそれらを克服してきています。
横浜でのＩＲも、経済的・社会的な変動において柔軟で持続可能な対応ができるよう、事業者公募のもととな
る実施方針や、選定される事業者と策定する区域整備計画において、対策を盛り込んでいきます。

ＩＲ整備法では、カジノ事業の収益によりこれまでにないスケールやクオリティを有する国際会議場や展示場
などの観光に寄与する諸施設を整備・運営する仕組みになっています。
ＩＲの中３％以下であるなら、無理に
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
作る必要はあるでしょうか。
を投入しており、横浜市でも、パシフィコ横浜などに財政支援をしてきました。このため、公的な支援がな
く、カジノ収益を活用しないＩＲは、民設民営事業として成立できないと考えています。

ＩＲ及びカジノができることで子育て
２世代は治安を心配し（いくら対策す
るといえども）居住地に選ばないと思
います。先細りの事業に思えます。次
の世代をみすえるのであれば、ＩＲは
悪手であると思います。

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。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。

シンガポールの例を挙げていました
が、私見でシンガポールは観光資源が
乏しいように思います。だからこその
ＩＲでしょ？ 横浜の観光資源をない
がしろにするのではないでしょうか。

横浜は、開港以来の異国情緒あふれる港町であり、様々な観光資源があり、日本人には人気の高い観光地と考
えていますが、外国人観光客が日本を観光する際のゴールデンルートから外れており、外国人に訴求するコン
テンツが少ないと考えています。日本型ＩＲは、カジノの規制とＭＩＣＥ施設やエンターテイメント施設など
の統合型リゾートの制度が一体的に定められた、世界初の法制度と言われています。横浜は、現時点で首都圏
唯一の候補地であり、後背人口が日本最大であること、また、羽田空港に近い等、恵まれた交通アクセス、美
しいウォーターフロントに47haの広大な敷地を有していること、先進的な街づくりを市民とともに進めてきた
実績があること、などから、日本を代表する魅力的なＩＲを整備することができると考えています。

ＩＲ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。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
ＩＲで得た税収を具体的にどのような 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
事業に使いますか？
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、公募により選定される事業者と
策定する区域整備計画において、お示ししていきます。
ＩＲによる人の流れが大量になること
を予想しています。山下ふ頭にＩＲが
出来た場合、新たな輸送手段や交通を
作ることは考えていますか？ 又、そ
の事業はＩＲ事業者が費用負担します
か？ それとも横浜市が負担します
か？

今後、ＩＲの本格的な検討・準備を進める中で、ＩＲ区域への交通アクセスについては、様々な交通手段の検
討をしていきます。
自動車交通に伴う交通対策については、道路の新設・拡幅、交通規制などの対策を検討していきます。また、
歩行者交通に伴うアクセス手段については元町・中華街駅から山下ふ頭までの、歩道の拡幅、地下道やペデス
トリアンデッキの新設などの対策を検討していきます。費用負担を含めて、今後公募により選定される事業者
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、お示ししていきます。

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。
万一ＩＲ事業者が事業から撤退した
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。
際、横浜市の費用負担は想定していま
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
すか。
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。
観光地と光を浴びるだけでなく国際都
市として、未来に向け、安全で、健康
な都市。新型コロナウイルスで世界で
おこったことが、すぐに広がる。新し
い新型コロナウィルスに対応できる、
研究施設を充実することが、横浜の魅
力になっていく、享楽を求めるのでは
なく、理想に向かっていく都市こそ
が、横浜の魅力になっていく。

横浜のＩＲは、世界中から人々が集まり交流する場、文化や芸術が体験でき、次世代のスマートシティとして
運営するリゾートにを目指したいと考えています。
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、公募により選
定される事業者と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。
長期にわたっては、大規模な景気変動や新たな感染症など、経済的・社会的環境の変動が想定されますが、世
界経済はこれまでもそれらを克服してきています。
横浜でのＩＲも、経済的・社会的な変動において柔軟で持続可能な対応ができる対策を盛り込んでいきます。

施設の経営は外国資本であると一番お
いしい所、つまり利益は外国へもって
行かれ、残りのほんの一部が市に廻っ
て来るだけで、理想の税収入にはなら
ないのではないか？

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、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
ればならないこと、が義務づけられており、カジノの収益が市内や国内に還元される仕組みとなっています。

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
緑区（２月11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。
「ＩＲは白紙」で市長になったのだか 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
ら辞任する迄白紙でつらぬいて！！市 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
民をうらぎらないで！！！
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。

新市庁舎で市税が多額使われた上にＩ
Ｒで道路や施設などで、税金が使われ
るのは市民に、若い世代に負の遺産と
なる。市民としては賛成出来ない！！

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、公募により選定される事業者と策定する
区域整備計画において明らかにしていきます。
なお、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。

ＩＲ収益の中核を成すカジノ利用者
は、従来の公営ギャンブル利用者とは
別の人達と思われます。これは新たに
ギャンブル依存人口を増やす事に成り
なますが、市長はどの様にお考えです
か。

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、既存のギャンブル等よりも厳しい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。

精神医療保険福祉関係者が、現場で肌
で感じているギャンブル依存症対策の
不備、想定されるマイナス面につい
て、疑問を抱いている者に対して、納
得できる、具体的な説明を行っていま
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。
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むととも
に、市民の皆様にご丁寧に説明していきます。

カジノができて不具合不都合が出てき
た際に、市長は（その頃、市長ではな
いかもしれませんが）どのように責任
を取られるのでしょうか？ Ｏｒ誰が
責任を持つのしょうか？

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を進めることとなります。
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、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。
また、国や横浜市も事業者の経営状況や業務指標（ＫＰＩ）などを定期的に確認していきます。

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、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。
シンガポールはＩＲ開業以降依存症患 ＩＲによるメリットは、➀観光の振興 ②地域経済の振興、③財政の改善への貢献と国から示されています。
者はどの位増えましたか。ＩＲ開業を ＩＲによる横浜市の増収効果は、年間820億円から1,200億円となっており、ＩＲ整備法ではその納付金の相当
やって市民にはどの様なメリットがあ 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
りますか？
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、公募により選定される事業者と策
定する区域整備計画においてお示ししていきます。
スライドでお示しした通り、横浜市は「災害に強い都市づくり」や「戦略的な企業誘致」に加え、「観光・Ｍ
ＩＲ以外の横浜らしい発展について検 ＩＣＥ都市」「特別自治市」「クルーズポート」「中小企業振興」 「ガーデンシティ横浜」「ＳＤＧｓ未来
討されたのでしょうか。
都市」など、あらゆる政策を展開しています。その中の一つに「ＩＲ」があります。これらはいずれも重要政
策ですので、総合的に取り組んでいきます。
ＩＲ整備法では、ＩＲにおける施設の設置・運営は民間事業者が行うことになっており、公費の負担を最小限
にして国際競争力の高い滞在型観光を実現する国家的なプロジェクトとして位置づけられています。ただし、
ＩＲ整備法においては、ＩＲを設置する自治体は、ＩＲ区域の整備推進に関する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
『カジノ事業の収益をＭＩＣＥへ』と
有するとされています。
いう話ですが、具体的な取決め（契
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
約）は、どうなっているのか？
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、機能強化としてパシフィコ横浜ノースを
2020年度に開業する予定となっています。国も国内のＭＩＣＥ機能を強化し、観光先進国を目指しており、パ
シフィコ横浜及びノースと、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。
カジノ事業者が“途中で変更”や、
“役員が変更する“、“裏に問題のあ
る人が来る”ということに対してどう
考えているのか。どのような対策が考
えられているのか？

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、独立した権限を持ちます。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。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、カジノ管理員会は、事業者のカジノ免許を取り消すことが
できます。

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
本当にギャンブル依存症に対する対応 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
ができるか
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
緑区（２月11日）分
質問内容

回答

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。
地元の企業が利益を生むことができる 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
のか
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。
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。
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
犯罪が多くなるのではと心配していま 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。
すが、どのように対応するのか。
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24時間体制の警備､明る
い施設計画やデザイン等による安全性の確保、周辺地域への防犯カメラの設置、県警と連携した取組など、治
安対策をしっかりとお示ししていきます。
事業者に対する管理・監督について理
想がかかげられているが、現実問題で
可能か？（例・さくらを見る会にも反
社会的は人物が参加している）

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、独立した権限を持ちます。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。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、カジノ管理員会は、事業者のカジノ免許を取り消すことが
できます。

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。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
ＩＲによる増収は、主に何に使われる 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
のか？
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、公募により選定される事業者と策
定する区域整備計画において、お示ししていきます。

パチンコ依存症の規制が先ではない
か？

2019年の４月に国が策定した、ギャンブル等依存症対策推進基本計画は、既存の公営競技やパチンコ等も対象
とし、事業者の取組とともに、国に対して、ギャンブル等依存症の予防に向けた普及啓発、依存症に悩む方へ
の相談や支援の充実などが盛り込まれ、県、市、関係団体等による取組が開始されています。
横浜市では従来より、アルコールや薬物、パチンコを含めた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おり、引き続き、民間団体との連携や、市の窓口の相談拠点化を進めま
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。
ＩＲ３％の施設のみがクローズアップ 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
されている。構想に対しての理解増進 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
が足りない。
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。
市民の皆さまのご理解を深めていただけるよう、引き続き丁寧に説明をしていきます。
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させていただきまし
た。
なぜＩＲが説明会の前に優先されてパ
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
ンフができたのか説明して下さい。
民の皆さまのご理解を深めていただく趣旨で開催しております。
また、同じ趣旨で「横浜ＩＲの基本的な考え方」や「広報よこはま特別号」を作成、配布しています。
横浜の現状、ＩＲの実現を目指す背景、横浜が目指すＩＲの姿、市民の皆さまの安心・安全への対策など、市
説明の内容が不審ですが、市長はミス
民の皆さまにより情報をお伝えしたく、内容が多くなりました。今後、より分かりやすい説明、運営となるよ
ばかりの説明ですね！
う改善していきます。

現時点、投資、金額

ＩＲの経済波及効果は、建設時7,500億円から1兆2,000億円としています。この中には、直接の建設費に加え、
事業の関連に及ぶ間接的な効果が含まれています。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。
内訳ついては、これから公募を行う現段階では、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
が、今後、公募により選定される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、
昨日２月10日のＮＨＫ午後７時の
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
ニュースを見ました。終わりの方で世
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
論調査が発表されＩＲ項目もありまし
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規制といわれるＩＲ整
た。そこでも「ＩＲ推進をやめるべ
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
き」「すすめる」の中で「やめるべ
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
き」は51％になっていました。私はこ
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
の感覚に納得です。
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へのご理解をいただけるよう、市民の皆様に丁寧にご説明を続けていきます。
平成27年９月にとりまとめた「横浜市山下ふ頭開発基本計画」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、ハーバーリゾートの形成を目指すこととしています。
特に、山下ふ頭の47ヘクタールという大規模な敷地を生かして、基本方針の第一には、横浜市の「観光・ＭＩ
横浜のイメージを考えると、カジノを
ＣＥ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
はずした形で、文化・スポーツ・観光
していました。
の方向で、じゅうぶん未来はあると思
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・ＭＩＣ
います。
Ｅ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・ＭＩＣ
Ｅ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。
このままでは、説明会>ていねいな説
明>理解されましたというラインにな
りそうで、もやもやが収まりません。
この一連の説明会のあと、住民の直接
の意図を問う機会を、作ってもらえな
いでしょうか？？？

ＩＲ整備法においては、住民の意見を反映させるために必要な措置として、ＩＲを実施する場合は、都道府県
等との協議や同意、公聴会の実施、議会の議決など、民意の反映方法について規定されています。
まずは、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
緑区（２月11日）分
質問内容

回答

カジノができた場合、市長は個人とし
市長に就任する以前にラスベガスに行ったことはありますが、カジノを利用したことはありません。
て、月何回程度利用するのか、また１
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
回の予算はどのくらいか、教えてくだ
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認識しています。
さい。

カジノ事業を経営するカジノ管理委員
会について、横浜市のＩＲのカジノ管
理委員会の役員として横浜市が、実務
役員になれるか。経営責任は加わない
と、財政改善に向けた増収が確保でき
ないと考えます。分担金を待つだけで
は、投資に対する回収が担保されない
のではないか。

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、独立した権限を持ちます。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。

観光に依る税の負担を軽くすると言っ
ているが、今回のコロナウイルスにみ
える件がおきるとパニックになり、観
光による、税収は見込めなくなる。カ
ジノ型リゾート計画は必要ないと思
う。反対である。

世界経済においては、これまでもリーマンショックによる低迷、ＳＡＲＳなどの感染症拡大によるアジアを中
心とした経済や観光、雇用の悪化などの影響を受けてきました。
日本型ＩＲが参考としているシンガポールのＩＲについては、前述の経済悪化の影響後、2010年に開業し、シ
ンガポールにおける海外観光客数の回復・増加、失業率の改善に大きく貢献しています。
長期にわたっては、大規模な景気変動や新たな感染症など、経済的・社会的環境の変動が想定されますが、世
界経済はこれまでもそれらを克服してきています。
横浜でのＩＲも、経済的・社会的な変動において柔軟で持続可能な対応ができるよう、事業者公募のもととな
る実施方針や、選定される事業者と策定する区域整備計画において、対策を盛り込んでいきます。

訪問者の予測が2000万～4000万／年と
いうことだが、ディズニーランドが約
3000万という現状と比較して、無理が
あるのではないか。どう考えているの
か。

事業者から提供された情報では、ＩＲの訪問者数は2,000万人から4,000万人となっています。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、国際会議場や展示場、カジノなどの
有料施設や無料施設を含むＩＲ区域全体の来訪者数を示したものです。
テーマパークは有料施設ですが、海外のＩＲでは、大規模な噴水広場や植物園などでの光を駆使したアトラク
ションやキッズエリアなど、お子様や家族連れも気軽に立ち寄り、楽しめるコンテンツが無料で提供され、シ
ンガポールのＩＲでは年間4,500万人が訪れています。
今後、公募により選定される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。

ＩＲができるとした場合、山下ふ頭へ
の交通アクセスの強化が不可欠と考え
ますが、どのようにお考えになられて
ますか？

今後、ＩＲの本格的な検討・準備を進める中で、ＩＲ区域への交通アクセスについては、様々な交通手段の検
討をしていきます。
自動車交通に伴う交通対策については、道路の新設・拡幅、交通規制などの対策を検討していきます。また、
歩行者交通に伴うアクセス手段については元町・中華街駅から山下ふ頭までの、歩道の拡幅、地下道やペデス
トリアンデッキの新設などの対策を検討していきます。今後、公募により選定される事業者と策定する策定す
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、お示ししていきます。

世界水準のＭＩＣＥ施設やホテル、エンターテインメントが一体となった、都市型のハー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。
赤レンガ倉庫のように廃きょ寸前の建 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
物が、リニューアルされにぎわいの場 み、観光ＭＩＣＥ都市として確固たる地位を確立いたします。
となったが、ＩＲもそのような起爆剤 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。
となるか。
具体的な内容については、今後、公募により選定される事業者と策定する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、お示ししていきます。

横浜の歴史と文化に誇りを持ち横浜に
カジノは必要ないと思う。廻りの商店
は低下し、横浜市の為ではなく金持ち
の為の誘致でしかない。市民の税金の
むだ使いは反対です。今の市のじょう
ぶんです。

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。

資料の数字（横浜の現状）比較は、そ
れぞれ元データの根拠になる調査方法
が異なるので、正しい比較になってい
ないのでは？

観光庁が実施した全国調査は、無作為抽出した国民を対象に一年間の旅行内容を調査し、都道府県ごとに結果
をまとめたものです。一方、市の調査は、横浜に来られた観光客に対して、年４回のヒアリング調査の結果を
まとめたものです。
観光庁の調査には、市町村単位のデータがなく、横浜を訪れる全国の観光客の方への全国調査は困難なため、
調査方法は異なっています。横浜市では、長期間にわたり継続して調査を実施しており、数値の傾向としては
信頼性の高いものと考えています。

市長が交替しＩＲをやめようとすれ
ば、やめる事は可能なのか。

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。ＩＲ整備法では、事業継続が
困難になった場合における措置を、設置自治体と事業者が結ぶ実施協定で定めるとされています。事業継続リ
スクについても、今後、実施協定の締結までにお示していきます。

ＩＲ整備法では、カジノ事業の収益によりこれまでにないスケールやクオリティを有する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からカジノをはずすことがなぜで
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
きないのか。
を投入しており、横浜市でも、パシフィコ横浜などに財政支援をしてきました。このため、公的な支援がな
く、カジノ収益を活用しないＩＲは、民設民営事業として成立できないと考えています。
カジノに賛成を表明した、市会議員は
令和元年度の補正予算については、自民党、公明党の賛成多数により議決いただいています。
いるのか。
高校、大学の子供がいます。薬物・タ
バコ・アルコールなどへの教育は、小
学生・中学生の頃から、学校でもして
頂き、子供たちはよく理解できていま
す。ギャンブルに関しては、令和４年
から高校で、といいうことですが、現
在、高校生以上の若者に対しては、各
家庭でということになってしまうので
しょうか。現在、高校生以上への教育
について、どのようにおかんがえか、
伺いたいです。

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
限定されるなど、既存のギャンブル等よりも厳しい規制が施されています。
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、高校の予防教育の実施と併せて、様々な機会を捉え、子ども・青少年やその保護者等に対
しても、ギャンブル等依存症への予防に資する啓発を推進していきます。

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
緑区（２月11日）分
質問内容

回答

カジノというと一般的なイメージでは、きらびやかで、ネオンなどで、けばけばしいものと受け止められ、現
在の横浜のイメージにそぐわないのではと思われる方も多いと思います。日本型ＩＲが目指しているシンガ
ポールのＩＲにもカジノがありますが、これらは、ＩＲ施設に調和して設置されています。
品格のある横浜を何故こわす様な計画 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
を実施しなければならないのか、今の 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
市長の話しでは全くわからない。失敗 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
したらどう責任をとるのか？
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を進めることとなります。

ギャンブルによる税収で、市政が豊か
になる事を、市民が望むとお考えか。
誘致を主題に、市長選をやり直すべき
ではないでしょうか。ＩＲ以外の施設
で整備を進めては（ポケモンランド
等）

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市政
を進めていきます。

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15%ずつ国と自治体に納付すること、日
本人等にかかる入場料6,000円のうち3,000円ずつ国と自治体に納付すること、カジノの収益を先行投資したＩ
Ｒ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
カジノ業社、国、横浜市の取り分比率 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、カジノの収益が市内や国内に還元される仕組みと
は？
なっています。
なお、横浜市ＩＲができた場合の横浜市の収入増は、820億円から1,200億円で、事業者から提供いただいた、
数値を基に監査法人と我々で、その内容を確認して積算しました。
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
カジノ業社の日本人従業員数は？ディ で働きやすくなるための環境整備が進んでいますので、このような法の動きも考慮し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、国内外から優秀な働き手
ラー数（人員）は
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。
詳細の雇用者数については、公募により選定される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。
カジノ業社との契約年数、契約内容を 国から認定を受けた場合、横浜市と事業者の間で実施協定を結ぶこととなりますが、ＩＲ整備法や国の基本方
市民に公開できるか
針では実施協定の概要を公表するものと規定しています。
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。都道府県等
カジノ導入前に有識者委員会に一市民
との協議や同意においては、協議会を設置できることとなっています。構成は、都道府県等の長、立地市町村
を加入させ参加させよ
の長、公安委員会とともに、都道府県等の住民、学識経験者、関係行政機関その他の都道府県等が必要と認め
る者とされています。横浜市では、円滑な連携を図るため協議会を設置する予定です。
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。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
カジノでの収益はどの様に使って行く 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
のか。具体的に
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、公募により選定される事業者と
策定する区域整備計画において、お示ししていきます。
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。これら既存ギャン
ギャンブル依存症対策に金を投入する 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本法が成立し、2019年４月には同法に基
のは、カジノで多くの依存症者が発生 づく基本計画が策定され、国、自治体、事業者、関係機関の役割が明確化され、取組を開始しています。
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
することが、事前にわかっているか
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
ら、無くてもいいのでは
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。

将来、市の資金が人口減少により、増
えないとの事だが、人口減になった場
合を前提に対策を講じるのが市長の役
目ではないか説明を願う。

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。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。

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
ＩＲの事業者不公表で行う。最初は公 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。
表の筈、途中から変更する。
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。
また、国の基本的な方針（案）において、設置自治体は民間事業者の選定手続きの公正性及び透明性に疑念を
抱かれることのないよう十分に留意することされています。
選定を行ったときは、その結果を選定基準及び選定方法並びに評価の過程及び結果に応じた選定過程の透明性
プロ野球のドラフトで球団名不公表で
を示すために必要な資料（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害を害
やるか！
するおそれがあるものを除く。）と併せて、速やかに公表することとしています。
こんな出来レース決めている７社の中
北海道は、候補地での調査でオオタカなど希少動物の巣も確認され、環境影響評価（アセスメント）に３年程
の１社でＩＲバクチをやる必要はな
度かかると見込むなど、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。
い。
千葉市がＩＲの誘致の断念をしたのは、国が公表したＩＲの認定申請の期間が千葉市の想定よりも短く、準備
北海道、千葉に次いで取り下げを決断 が間に合わないことを理由に挙げられたと、報道を通じて承知しています。
すべき。

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
緑区（２月11日）分
質問内容

回答

大阪は関西国際空港に近く、観光資源が多い関西観光の拠点となっており、外国人観光客が日本を周遊する
ゴールデンルートになっていることから、観光客が多いものと考えています。
大阪府の観光消費額が、現状でも、大
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
きく違う理由は何が考えられますか。
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。
（大阪は、現時点では、ＩＲをしてい
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
ません。）
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。なお、大阪府市
はＩＲの実現を目指しており、横浜よりも検討が進んでいます。

市民がカジノ誘致に反対しているのは
横浜の歴史文化に誇りを持ち横浜に負
の遺産を残したくない。子や孫に負の
遺産は要らない。ＩＲリゾートにカジ
ノは含まれなくても良いのではない
か？市長は金・金・金を言いおいしい
話ばかりして！また市民をだますつも
りなのか？

横浜市では今後、生産年齢人口の減少等による、消費や税収の減少、社会保障費の増加など、経済活力の低下
や厳しい財政状況が見込まれています。そうした状況であっても横浜が都市の活力を維持し、子育て、医療、
福祉、教育など市民の皆様の安全安心を確保することが必要です。そのような中で、ＩＲによる「観光の振
興」、「地域経済の振興」、「財政の改善」など、これまでにない経済的社会的効果が見込まれ、横浜市が抱
える諸課題の有効な対応策になり得ると考えられること。また、世界最高水準のカジノ規制といわれるＩＲ整
備法やギャンブル等依存症対策基本法など、依存症に関する諸制度も整いつつあり、国・自治体・事業者・関
係団体がしっかりと協力することで、依存症の方を増やさないように取り組む環境が整ったこと。これらを総
合的に勘案し、横浜の20年、30年先を見据え、横浜が将来にわたり成長・発展を続けていくためには、ＩＲを
実現する必要があるという結論に至りました。
二元代表制のもと、議決が必要な案件については、市民の皆さまに選ばれた市会の皆様にお諮りしながら市政
を進めていきます。

金がもうかるというが 依存症対策と
か、リスクのがおお過ぎて本当は金も
うけより、金を失う方が大きいのでは
ないでしょうか？治安のいじは、もっ
と金がかかり税金のムダずかいが気に
なります、今、できてないのに 今後
できるとは思えません。カジノ抜きの
ＩＲをけんとうすべき、ちがいます
か。

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

カジノ推進派でタイホされた秋元衆院
議員が本日保釈されたが、国政レベル
で不正が行なわれた疑いがある中で横
浜市として再度方針を検討し直すべき
だと思うが いかがか。

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。

日本型ＩＲが参考としているシンガポールのＩＲについては、リーマンショックやＳＡＲＳなどによる経済悪
化の影響後、2010年に開業し、シンガポールにおける海外観光客数の回復・増加、失業率の改善に大きく貢献
シンガポールは失敗例として有名だ
しています。
が、それを見ならうのではなくちゃん
また、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、
と評価すべきではないか。
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。
カジノの経済効果の試算根拠 きちん
と公表すべきである。税金を使って市
民生活に影響の大きい調査を一民間業
者の守秘義ムを〇〇（判別不明）に非
公表とするのはもっての他である

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。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
数値をお示していきます。
また、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、区域整備計画の策定までに明らかにしていきます。

ＩＲを横浜に誘致すると市長は前のめ
りになっているが、私は反対です。勝
手に決めないで、必ず市民投票を実施
して、市民の意見を聞いてください。

ＩＲ整備法においては、住民の意見を反映させるために必要な措置として、ＩＲを実施する場合は、都道府県
等との協議や同意、公聴会の実施、議会の議決など、民意の反映方法について規定されています。
まずは、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。

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。
前回の選挙で白紙といって、市民をだ 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
ました事は許せない。きちんと納得で 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
きる説明をするべきだ。
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
横浜のこれからの経済を心配してカジ 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
ノをやるといっているが、市長や市会 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
議員の給料が高すぎる。もっと減らし 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
て市民に還元するべきだ。
合的に勘案し、横浜の20年、30年先を見据え、横浜が将来にわたり成長・発展を続けていくためには、ＩＲを
実現する必要があるという結論に至りました。今後とも、ＩＲへのご理解を頂けるよう、市民の皆様に丁寧に
ご説明を続けていきます。
ＩＲ事業が見込んでいた収益を上げら
れず、また事業者が損失をこうむった
場合の、事業者と横浜市の契約内容は
どのようなものか？横浜市が補障する
ことはあるのか？

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

ＩＲの中に最高のショー、多彩なホテ
ル群など魅力的な施設があるなら、Ｉ
Ｒ外の宿泊、ショッピング施設などに
行く客をうばって減少させてしまうと
思われるが、地元の商店街などへの影
響をどのように考えているのか？具体
的な対策を明示してほしい。

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。

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
緑区（２月11日）分
質問内容

回答

入場制限は「７日間で３回」とある
が、ほぼ１日おきに通っていれば十分
依存症予備軍である。徹夜でいれば、
７日間ずっとカジノにいられることに
なるが、依存症対策がゆる過ぎるので
はないか？

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。
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。

日本では、過去の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様の財務の透明
暴力団員かどうか、入場禁止の際はど 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
のように見分けるのか？
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。

横浜の現状５のスライドは 大阪府と
比較していますが、横浜市と比べるの
であれば 大阪市と比べていただきた
い。

観光庁が実施した全国調査は、無作為抽出した国民を対象に一年間の旅行内容を調査し、都道府県ごとに結果
をまとめたものです。
一方、市の調査は、横浜に来られた観光客に対して、年4回のヒアリング調査の結果をまとめたものです。
観光庁の調査には、市町村単位のデータがなく、横浜を訪れる全国の観光客の方への全国調査は困難なため、
調査方法は異なっています。横浜市では、長期間にわたり継続して調査を実施しており、数値の傾向としては
信頼性の高いものと考えています。

山下ふ頭地区への観光客の移動手段は
電車、地下鉄では無理があるので各地
区、駅への効果的なピストン輸送ので
きる大型バスなど充実が必要であり
道路（市道、県道、高速道路等、国
道）整備が不可欠であり まにあわな
いと思われる。路線バスでは〇（判別
不明）が立たないのでは。（横須賀
千葉 東京都内などには船も使うべき
です。）

今後、ＩＲの本格的な検討・準備を進める中で、ＩＲ区域への交通アクセスについては、様々な交通手段の検
討をしていきます。
自動車交通に伴う交通対策については、道路の新設・拡幅、交通規制などの対策を検討していきます。また、
歩行者交通に伴うアクセス手段については元町・中華街駅から山下ふ頭までの、歩道の拡幅、地下道やペデス
トリアンデッキの新設などの対策を検討していきます。今後、公募により選定される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、具体的な内容をお示ししていきます。

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。委員長の
カジノ管理委員会そのものの透明性、
元福岡高検検察庁検事長をはじめ、ほか４人の委員は、は国会の同意を経て選定されています。
公平性が大切になるので、基準（どん
カジノ管理委員会は国家公安委員会などと同様に、独立した権限を持ちます。ＩＲ整備法では、このカジノ管
な人にメンバーになってもらうか）示
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
してもらいたい。
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。
今回の説明会に障害者の方が一人もい
ないように思う。幅広く募集したのか
どうか疑問を感じる。単に申しこまな
かっただけかもしれませんが、説明会
のＰＲが少ない（足りない）のではな 今回の市民説明会については、広報よこはま、ホームページで周知を行いました。
いかと思います。バリアフリー対策な また、ＩＲ施設については、あらゆる来街者が安全・安心に過ごすことができるよう、ユニバーサルデザイン
ど最低限の移動手段の確保、整備、聴 を推進します。
覚障害者向けの表示灯や電光掲示板、
パトライト（赤黄青緑など）の工夫な
どで万一のときにも適切に慣板提供、
ひなん、ゆうどうをしてほしい。
海に近いエリアなので津波対策や洪水
（川の増水）対さくをどのように課題
としているのか、どのように対応して 地震や津波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、周辺地域の市民の方にとっても安全・安心な防災拠点となる、災害に強くしなやかで自立的な街
いくのか示していただきたい。
づくりを実現します。
具体的には、災害時における浸水対策として歩行者空間を２階レベルとするなど検討しています。
電源確保ができなくなったら大パニッ
クになりそうです。その対応は？
2011年の福島原発事故に加えて今度は
私が生まれ育った横浜市にカジノ建
設、政府や市長は日本、そして横浜市
に住む子どもたちに良いことをしてい
るとお考えですか？子どもや若者に対
して申し分けないという気持ちはあり
ますか？
市長へ 子どもたちの未来・安心して
住める横浜のことをよく考えて下さ
い。
市長は ギャンブル依存症で苦しんで
いる方々にお会いして話を聞かれたこ
とはありますか？
目先の利益にばかりとらわれず、子ど
もたちの安全な横浜市の環境を考えて
ますか？

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

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
カジノで得た集益と言いますが、ギャ 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。
ンブル依存症の人を新たに生み出して 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責任ある運営が
でも集益がほしいですか？
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整備法では、カジノ事業の収益によりこれまでにないスケールやクオリティを有する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。
カジノを除いたＩＲ申請にする為に、
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
市長は何ができますか？
を投入しており、横浜市でも、パシフィコ横浜などに財政支援をしてきました。このため、公的な支援がな
く、カジノ収益を活用しないＩＲは、民設民営事業として成立できないと考えています。

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
緑区（２月11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。
白紙からカジノOKに変更になる時、ど 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
のような市民の意見の確認をとったの 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
でしょうか？
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
住民投票にも応じずに、どうやって、
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。
市民の意見を正確に反映できるのです
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います。その上で、ど
か？
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。
Webサイト上で、シンガポールのギャ
ンブル依存症の割合がカジノ導入前の
2.9%→0.9%に減ったと有ります。依存
者の人数を教えて下さい。
クルーズ停泊中の乗客は、宿泊者カウ
ントしているか？

出典によると、シンガポールの国民3,000人を抽出して行われた調査です。2017年の調査では病的ギャンブルや
問題性ギャンブルの有病率が推計値として0.9%と出ています。ただし、人数までは発表されていいません。

市内宿泊施設（ホテル、旅館 合計105施設）の利用者を対象としています。クルーズ船の乗客はカウントして
いません。
カジノについては、ＩＲ整備法に規定された入場規制と意思のない入場者を排除し、ＩＲ区域全体のコンセプ
カジノ入場者が入場料を回収できる確 トに調和し他施設とバランスの取れた規模・デザイン・配置、落ち着いたエントランス、室内の内装により、
率は？
エレガントな非日常を感じられる大人の社交場となる提案を事業者から求めていきます。国内外の多くの方々
に節度を持ってご利用いただくことで、持続可能な運営を目指していきます。
もしカジノが開かれてしまった場合、
市長・議会の意向で廃止できるのか。
できないならその理由を答えてほし
い。

ＩＲ整備法において、事業者と設置自治体が共同で策定する区域整備計画の有効期間は、国への認定の日から
起算して10年、その後の更新の認定期間は５年と定められています。
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。これらを踏まえ、
長期的に事業を継続できる実施協定の期間を検討していきます。

これまで、ＩＲを「導入する・しないの判断に至っていない」という意味で「白紙」としていました。このた
め、ＩＲについて2014年度から検討調査のための予算を計上し、継続してその判断に必要な検討を進めるとと
もに、国の動向の把握に努めてきました。
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。
市長も与党議員もカジノ白紙といいな
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
がら、市民の意向を確かめもせずカジ
や、有識者からのご意見もいただいてきました。
ノを強行するのは市民への裏切りでは
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
ないか。明快な回答を
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。
事業者から提供された情報では、ＩＲの訪問者数は2,000万人から4,000万人となっています。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、国際会議場や展示場、カジノなどの
有料施設や、無料施設を含むＩＲ区域全体の来訪者数を示したものです。
ディズニーですら3000万入場者、5000
テーマパークは有料施設ですが、海外のＩＲでは、大規模な噴水広場や植物園などでの光を駆使したアトラク
億の売上なのにIRが2000～4000万の入
ションやキッズエリアなど、お子様や家族連れも気軽に立ち寄り、楽しめるコンテンツが無料で提供され、シ
場を見込む根拠は？
ンガポールのＩＲでは年間4,500万人が訪れています。
今後、公募により選定される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。
すみやかに住民投票をするつもりはな 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
いのですか？
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います。その上で、ど
市長は辞職・出直しをしないのです
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。
か？
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
健全なカジノはギャンブルではないの 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。
ですか？
その検討の結果を踏まえ、国が観光先進国を目指す中、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は「手段ですか？」「目的です
か？」』
市民として42年住人でいますので全面
的に否定するつもりはありません。し
かし今回のようなコロナウィルスそし
てひきこもり、市内中学校給食も含め
てＩＲを推進するよりやるべき事項は
多く、また横浜市は観光も含めて世界
的に注目を集めるような状況になって
います。その中で市債の発行も多くな
り、ＩＲの収入も全く見えない中で夕
張市のように財政がハタンすることも
ゼロではありません。

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。
しかしながら、世界経済においては、これまでもリーマンショックによる低迷、ＳＡＲＳなどの感染症拡大に
よるアジアを中心とした経済や雇用の悪化などの影響を受けてきました。
日本型ＩＲが参考としているシンガポールのＩＲについては、前述の経済悪化の影響後、2010年に開業し、シ
ンガポールにおける海外観光客数の回復・増加、失業率の改善に大きく貢献しています。
長期にわたっては、大規模な景気変動や新たな感染症など、経済的・社会的環境の変動が想定されますが、世
界経済はこれまでもそれらを克服してきています。
横浜でのＩＲも、経済的・社会的な変動において柔軟で持続可能な対応ができるよう、事業者公募のもととな
る実施方針や、選定される事業者と策定する区域整備計画において、対策を盛り込んでいきます。

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
緑区（２月11日）分
質問内容

回答

『市長はそのあたりの横浜を愛してい
る住民の考えも検討したうえでの今回
のご検討の案を市民に出されているの
でしょうか』
特に緑区は「三保市民の森」旭区に行
くと「ズーラシア」、長津田には上皇
のご結婚を記念に作られた「こどもの
国」というものがあります。このよう
な住民が愛してやまない環境とＩＲの
共存を考えて、そのご意見を教えて頂
きたいです。

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区域のコンセプトとデザインがマッチし、極めて高い国際競争力と独自性を有し、地域の新たな象徴とな
りうる先進性と横浜の風景・環境との調和を目指します。

重点的に事業推進するという、福祉、
子育て、医療、教育について、それぞ
れ「具体的な事業名」と「現在不足し
ている金額」と「増収により補てんさ
れる金額」を示した上で実現できる見
通しを提示して欲しい。

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。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、公募により選定される事業者と
策定する区域整備計画において、お示ししていきます。

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」の体制等を定めた災害対応の要となる計画となっています。
山下ふ頭のＩＲによる街づくりにおいては、津波・高潮等の対応など地域の特性も踏まえながら、災害に強く
外国からの集客を見込んでいる様だ
が、地震やパンデミック等非常時の避 しなやかな街づくりを目指すとともに、感染症対策についても実施方針に盛り込んでいきます。
難対策は充分か、それにかかる費用は 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。
多きな負担となるのではないか。
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。

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。
ＩＲの収支の試算が業者が算定したも
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たものです。
ののみであることに不安を覚える。業
今後、公募により選定される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
者以外の専門家などの算出した現実に
ので、より精度の高い数値をお示していきます。
近い試算の提示を求める。
また、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、区域整備計画の策定までに明らかにしていきます。
より多くの質問に回答するため、各区
での説明会での質問に対しては次の区 説明会でご説明した通り、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
の会より前に回答して欲しい（重複質 期は、回答が出来次第、順次掲載してまいります。
問を避けるため）

「トバク」以外の収益事業は考えられ
ないのか。例えば、フトウ全体を「日
本のブロードウｪイ」としてとらえ、
近隣のホール等と共に運営すれば、リ
ピーターが常態化し、回りの商店街も
うるおうと思う。文教地区との連携も
可能になるし、そこから新しい芸術活
動もおこれば 港全体が活性化する

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」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、ハーバーリゾートの形成を目指すこととしています。
特に、山下ふ頭の47ヘクタールという大規模な敷地を生かして、基本方針の第一には、横浜市の「観光・ＭＩ
ＣＥ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・ＭＩＣ
Ｅ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・ＭＩＣ
Ｅ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。

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
「トバク場」のある町に対する愛着が
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、
生じると思うのか。かえって「フルサ
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
ト納税」が減少したり、一層の流出が
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
心配される。
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
「トバク」によって栄える町を子孫に ご説明を続けていきます。
残すことに罪は感じないのか。
また、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。
いくら現状で問題を指摘してもカジノ
で諸問題を解決できるとは思えませ
ん。観光に力を入れること、リゾート
施設をつくることは悪いことだとは思
えませんが、市民の多くが反対の中で
カジノを作るのはなぜですか。説明に
なっていませんでした。カジノがＩＲ
全体を支えるだけで 横浜の将来を支
えていけるとは思えない。市民に問う
て下さい！

スライドでお示しした通り、横浜市は「災害に強い都市づくり」や「戦略的な企業誘致」に加え、「観光・Ｍ
ＩＣＥ都市」「特別自治市」「クルーズポート」「中小企業振興」 「ガーデンシティ横浜」「ＳＤＧｓ未来
都市」など、あらゆる政策を展開しています。その中の一つに「ＩＲ」があります。これらはいずれも重要政
策ですので、総合的に取り組んでいきます。
ＩＲ整備法においては、住民の意見を反映させるために必要な措置として、ＩＲを実施する場合は、都道府県
等との協議や同意、公聴会の実施、議会の議決など、民意の反映方法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。

名古屋や大阪が中学校給食を実現して
いるのに（教育費が同じであるにもか 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
かわらず）横浜市が給食にしないのは 当」から等しく選べる選択制としています。
なぜか。

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
緑区（２月11日）分
質問内容

回答

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
犯罪助長政策を取る理由は？何がＳＤ 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。
Ｇ’ｓだ！！
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。

薬が入手できるから薬物中毒になる。
賭博ができるから依存症になる。横浜
市は先頭を切ってパチンコ・競馬・競
輪を遠避けるべき。
ギャンブルによる借金苦、うつ、自殺
の犯罪。自己破産、生活保護。犯罪者
を増加することがわかってカジノとは
…。昔から普通の為政者は花街は公認
しても薬と博打は禁じてきた筈。行政
は犯罪を助長する施策を何故打つの
か？外国人にも同じ。

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、国が観光先進
国を目指す中、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。
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
緑区（２月11日）分
質問内容

回答

（白紙）
ＩＲ誘致による市収入目算～1200億円
と下記施策どちらが長期にわたり〇
（判別不明）金か？

市長殿
２０２０年１月２９日発表された市予
算案を見て、愕然としました。カジノ
を含むＩＲ誘致の推進費に４億円、及
びカジノ設置によるギャンブル依存
症、治安悪化などの「懸念事項対策研
究会』（仮称）設置に６５００万円が
計上されていました。
市収入を増やしたいので、カジノがあ
れば所場代が大きいから即効性のある
ものとしてカジノ付きIRを考えたので
しょうね（成長戦略と位置付けている
政府から支援もあることですし）。
カジノ付きで無いと人手は増えない
し、実入りもなく、ＩＲは意味無いと
思っておられるのでしょうか？もし、
カジノをイヤイヤ誘致するのであるの
なら、私もカジノ設営には反対ですの
で、増収の方法を共に考えましょう。
（私は素人ですから、提案は勘違いば
かりかも知れません。）

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。
また、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。

１．横浜は東京のベッドタウンです。
東京にある法人に勤務し、東京法人の
利益に貢献している人が住んでいま
法人税は国税です。自治体には入りません。
す。その企業の法人税は、どこに収ま
横浜市は、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
るのでしょうか？⇒本社のある東京都
した。
です。法人税を法人職員の居住地にも
配分納付させる税法整備働きかけの動
きを、ベッドタウンとなっている東京
近辺自治体と共にできませんか？

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
緑区（２月11日）分
質問内容

回答

２．横浜には素晴らしい観光資源が沢
山あります。観光で成功している、小
樽・神戸・長崎よりずっと多いと思い
ます。ただ、名所・食事場所・繁華街
がそれぞれ離れており、それを巡る交
通手段が整備されていないので、観光
に不便です。交通手段の整備をすれば
外部の人の呼び込みが可能と思いま
す。また、イメージ作りが遅れている
と思います。広報を積極的に行うと良
いと考えます。

３．横浜にある資源は人です。日本全
体も鉱物資源はないわけですから、世
界に並ぶ資源は、人でしょう。中国を
見て下さい。彼らは、優秀人材を使
い、ファーウェイ、アリババ、メール
システム等の仕組みを作り上げ世界に
乗りだしました。市立大学に他の学校
にはない学部の設置、またはしっかり
勉強しないと卒業できない仕組みを作
り活用しませんか？成果が出るまで時
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
間がかかるかも知れませんが、ベー
光地などに送客する施設が整備されます。
シックで長期に有効なものを他のも考
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
え手掛けませんか。
をすることで、観光面での活性化が期待できると考えています。
その他の点については今後の参考にさせていただきます。
４．横浜は中国との結び付きが強いと
いう利点があります。中華街、港。大
陸系、香港系、台湾系いずれも。しか
も、上海とは、いち早く友好都市と
なっており、事務所もあります。人も
置いて人脈作りも他の自治体より進ん
でいる筈です。米国との関係、政治体
制の違い、安倍政府の意向を考慮しつ
つ臆せず、経済・商売・市場・観光と
いう観点でみれば、経済大国・人口大
国中国と共にウイン・ウインのチャン
スは、沢山あると思います。中国の経
済インフラの拠点を誘致出来ません
か？IT基地（通信拠点、物流拠点）、
企業誘致優遇。
横浜の発展のため日頃からご努力頂
いていると思います。カジノという日
本の文化に馴染まないものよりも、堅
実な、１００年先の子供達にも歓迎さ
れる後世に役立つ施策を作って、横浜
市民とともに推進しましょう。

カジノの導入について、市民の意見や
市への要望（カジノ導入反対）を発言
する場は無いのですか。あれば、示
し、教えて下さい。
市民に、ＩＲの導入、カジノの導入に
ついて、賛否を問わないのは、なぜで
すか。

ＩＲ整備法においては、住民の意見を反映させるために必要な措置として、ＩＲを実施する場合は、都道府県
等との協議や同意、公聴会の実施、議会の議決など、民意の反映方法について規定されています。
まずは、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、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
カジノを導入した場合、どのように治 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、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24時間体制の警備､明る
安や環境（風俗等）を守っていくの
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
か、具体的に示し、教えて下さい。
安や善良な風俗の維持に関する対策をしっかりとお示ししていきます。
ＩＲを導入するのは税収が不足するた
め、ということですが、市は、どのよ
うな経費削減の努力をされています
か。実施されたこと、これから実施す
ることを具体的に示し、教えて下さ
い。

市役所内部の経費の削減や事務事業の効率化・適正化、外郭団体への財政支援等の見直しを毎年度の予算案の
発表資料に掲載しています。
令和２年度の予算案では、システム機器の再リースで42百万円、市立保育所の民間委託で83百万円等合計で
1,045件、111億円の見直しを行いました。
参考までに昨年度は、1,094件、110億円の見直しを行っています。

ＩＲを導入した場合、数年後ＩＲの経
営が立ち行かなくなった場合、のこと
まで考えておく必要があると思いま
す。その場合は市はどのように介入し
ていくのか。リスク管理を行っても立
ち行かなくなった場合どうするのか、
について教えて下さい。

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。
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。

カジノ入場料￥６０００という説明が
ありました。ＩＲは横浜市民が誰でも
楽しめるリゾート施設を実現とのこと
ですがこれから導入するＩＲが１人暮
しの年金生活者も楽しめる施設である
ことを具体的に利用料も示し、教えて
下さい。、

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、公募により選定される事業者と策定する区域整備計画に
おいて、施設の規模や内容について、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
緑区（２月11日）分
質問内容

回答

カジノには経済効果があると言ってい
ますが、そのお金はギャンブルの負け
横浜市民一人あたりいくら負ければ７
５００億がかせげますか？日本人でい
くらの負けを考えていますか。

ＩＲ区域内での消費額は、事業運営が安定したベースで年間4,500億円から7,400億円としています。
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たものです。
事業者ごとに施設構成や規模、売上が異なっていたため数字の幅が生じています。なお、内訳ついては、これ
から公募を行う現段階では、各事業者のノウハウとなっているため、お示しできませんが、日本型ＩＲが参考
としているシンガポールのＩＲにおいては、70％程度がカジノの売上となっています。
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
ればならないこと、が義務づけられており、カジノの収益が市内や国内に還元される仕組みとなっていると考
えています。

市民やファミリーのレギュラーなどの
場所というなら カジノの入口とレ
ジャーの入口は完全に分ける必要があ
ります。カジノの入口が見えないよう
にして入口には大きなカンバンが必要
です。タバコのようにあなたの人生を
コワスことがありますと
そんなカジノは世界にありますか

国が日本型ＩＲの制度設計時に参考にした、シンガポールのＩＲでは、どの施設に行くのも必ずカジノの前を
通る構造にはなっていません。横浜市では、カジノ施設については、20歳未満の者やファミリー層等が利用す
る主動線から隔離された適切な配置計画、デザインとするなどを求めていきます。
ＩＲ整備法106条で広告・勧誘の規制を定めており、ＩＲ区域以外の地域においてカジノ施設に関して、広告物
を表示すること、ビラ等を配布することを禁止しています。
詳細な規定は、今後カジノ管理委員会の広告勧誘指針で定められますが、法の立法趣旨から広告・勧誘を認め
ることは考えられません。

カジノに人が入らず赤字ならカジノに
税金を投入するとか〇〇（判別不明）
はその企業にカジノをやらせるなどの
しばりはありますか
税金はぜったいに投入しないで下さい

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。
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、公募により選定される事業者と策定する
区域整備計画において、明らかにしていきます。

一度、ＩＲをつくるともとにはもどり
ません。もっと詳細は資産説明が必要
です。このような説明会を何度もひら
き数字など見通しが納とくできるまで
話し合いをして下さい

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。

＜パワーポイント1.5＞大阪の１兆円
はなぜ何がのびたのですか

大阪は関西国際空港に近く、観光資源が多い関西観光の拠点となっており、外国人観光客が日本を周遊する
ゴールデンルートになっていることから、観光客が多いものと考えています。
横浜の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、海外での認知度が低く、横浜の観光資源を活かしきれていないことが理由としてあげられま
す。また、ナイトタイムエコノミーやキラーコンテンツがまだ少ないことも宿泊先として選ばれない理由の一
つと考えています。
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。

＜７＞地理的なユウリョがなく単に〇
〇〇（判別不明）はおかしい
海外の例とはシンガポールをあげてい
ましたが、カンコクのＩＲなどはどう
ですか 海外で苦戦をしているＩＲに
ついても説明して下さい

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。
韓国にある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Ｉ
Ｒ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。、

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
カジノの床面積は３％といいますが売
んが、シンガポールのＩＲでは、70％程度がカジノの売上げとなっています。今後、公募により選定される事
上は何％ですか
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、お示ししていきます。
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。
健全なカジノとは何ですか？バイシュ その検討の結果を踏まえ、国が観光先進国を目指す中、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。
ンなどさせない為の方法は？
日本では、売春防止法で売春が禁じられています。ＩＲ施設を一体的に運営している事業者は脱法行為を行っ
た場合は、カジノ管理委員会が免許を取り消すことができます。
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。
数値の予測のコンキョをはっきりして
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たものです。
それがないと考えられない
今後、公募により選定される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ていきます。
カジノの入場１回何時間まで いれる
のですか？回数は少なくても１回72時 ＩＲ整備法において、１回24時間とし、７日間で３回、28日間で10回までの利用が認められています。
間とかいたら意味がない
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
カジノATM ATMはなくてもお金をかす 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
場所があるでしょう それはつくらな 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
いのですか
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。
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、観光ＭＩＣＥ都市、特別自治市制度、ＳＤＧ’ｓ未
来都市の実現、中小企業の振興、商店街の活性化など、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。Ｉ
Ｒ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の収益とは、簡単に言うと〝カ
ケ”をして負けたお金なのでは？そん 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
なお金に頼る必要はない。
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
他の都市の状態をみてから横浜でＩＲ 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
をやればよいのでは。急ぐ必要はな
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
い。
す。
ＩＲをやらない選択肢を示してほし
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
緑区（２月11日）分
質問内容

回答

ＩＲ整備法では、カジノ事業の収益によりこれまでにないスケールやクオリティを有する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。
カジノだけがないＩＲという発想はな
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
いのか？
を投入しており、横浜市でも、パシフィコ横浜などに財政支援をしてきました。このため、公的な支援がな
く、カジノ収益を活用しないＩＲは、民設民営事業として成立できないと考えています。
横浜市の予算の1部0.1％をカジノにか 地方自治法第235条の４において、普通地方公共団体の歳計現金は、最も確実かつ有利な方法により保管する必
けて増せばよいのではないか？
要があると定められています。
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
市長の選挙時のＩＲ〝白紙”はいつか
や、有識者からのご意見もいただいてきました。
わったのか？
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、カジノ事業の収益によりこれまでにないスケールやクオリティを有する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３％以内ならゼロ％でもよいの
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
では。
を投入しており、横浜市でも、パシフィコ横浜などに財政支援をしてきました。このため、公的な支援がな
く、カジノ収益を活用しないＩＲは、民設民営事業として成立できないと考えています。
横浜市では、これまでアルコールや薬物、ギャンブル等の依存症者や家族への支援を中心とした総合的な依存
〝横浜市の新たな４つの取組”はＩＲ 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
が当選しない場合、やらないのか？
支援に取り組んでいます。今後、ＩＲの実現に関わらず、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。
調査やマイナンバーカードでどうやっ 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
て、暴力団半グレではないと判断する 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。
のか？

民意を問う選挙などはあるのか？

ＩＲ整備法においては、住民の意見を反映させるために必要な措置として、ＩＲを実施する場合は、都道府県
等との協議や同意、公聴会の実施、議会の議決など、民意の反映方法について規定されています。
まずは、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。

日帰り観光でも消費額は高い、既存の
ホテル会議場で十分足りているのにＩ
Ｒ施設を新たに誘地する必要を感じな
い。ギャンブルで稼いだ金がないと市
の運営が出来ないと言うのに、市役所
を新設するのか、学校の建替が急務で
あれば、そちらを優先すべきと考え
る。

観光庁が2017年に発行した「旅行・観光産業の経済効果に関する調査研究」によると、2017年の全国国内旅行
の調査では、日帰り旅行の１人１回あたりの単価は15,526円、宿泊旅行は49,732円となっています。さらに、
観光庁が2018年４月に発表した2017年開催分の国内ＭＩＣＥの調査によれば、国際会議や国際展示会への外国
人参加者1人当たりの総消費額は、約337,000円と報告されています。
このような中、日本型ＩＲは観光先進国を目指す国家的なプロジェクトとして導入が進められています。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。
なお、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、学校施設の建て替えについては、「機能の改善」、「学校統合」、「公
共施設等との複合化」といった視点からも検討し、今後、約380校の小中学校の建替えが必要と考えています。

ＩＲによるメリットは、➀観光の振興 ②地域経済の振興、③財政の改善への貢献と国から示されています。
ＩＲ誘致のメリットよりデメリットの
一方、カジノに起因する懸念事項としては ①ギャンブル等依存症 ②青少年への影響等 ③マネーローンダ
方が大きいのではないか。ＩＲが有効
リング ④反社会的勢力の関与 ⑤地域環境への影響です。
なら日本全国にカジノが必要となるあ
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
りえないのでは。
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。

市長選挙の際、〝白紙”と明言しなが
ら、これを改めた理由は何か。元々、
選挙戦術だったのではないか。官房長
官の意向なのか。市民が判断できる機
会を設定して欲しい。（すべき）

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。

民間企業が利益無く投資運営する理由
がないと考えるのが普通です。何のた
めに米国大手が日本に参入するのか、
考えてほしい。
海外諸国からの収益見込みと日本人か
らの収益見込みはどうなっているの
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、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
ればならないこと、が義務づけられており、カジノの収益が市内や国内に還元される仕組みとなっています。

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います。具
体的には、海外の事例を踏まえ、ＩＲ整備法では、カンウオンランドのようにカジノだけが先行して開業する
薬物、売春等公衆衛生の悪化の実体に
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
ついて、諸外国の調査をしたのか。一
ＩＲの数は、３か所が上限となっています。
部の好事例だけでなく治安や経済悪化
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、Ｉ
について調査したのか。
Ｒ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（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
緑区（２月11日）分
質問内容

回答

この度の市長の主旨説明は、良く判か
りました。国は国内３箇所を選考する
ようですが、私は一市民として「横
浜」は大変有望であると思います。し
かしながらそれは市民のひいき目で
あって、万一選に漏れた場合は、不足
する税収と行政サービスの両立を如何
に取り組むのでしょうか。私は、この
際は、大幅な税の負担、それが無理な
らば、行政サービス（市民税）の大幅
な削減を望みます。そもそも横浜市民
は（私も含めて贅沢である。ほかの自
治体は破産するところもあるのに。Ｉ
Ｒ（統合型リゾート施設に反対する、
市長の禁忌（リコール運動）など。何
をのんきな事を言っているのか。以
上、

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。
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。

質問１ カジノ設置は横浜市だけでな
く日本の将来を大きく左右します。市
長の独断ではなく、みんなで議論して
決めるべき事柄だと考えます。市長
は、なぜ、みんなの理解が得られなく
てもカジノを作るのですか。

ＩＲ整備法においては、住民の意見を反映させるために必要な措置として、ＩＲを実施する場合は、都道府県
等との協議や同意、公聴会の実施、議会の議決など、民意の反映方法について規定されています。
まずは、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います。
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。
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。

質問２ 市長は、依存症の方と対話し
たことがありますか。企業は利益のた
めに、懸命に誘致します。依存症が増
えるのを分かっていて、カジノを許可
するのは、おかしいと考えませんか。

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。

質問３ 資料には、経済波及効果につ
いて「事業者から提供された数値を基
に、委託先の監査法人が整理」と注釈
があります。市長は値に責任を持たな
いのですか。値を達成できない場合
は、どのように責任を取りますか。

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。
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
数値をお示していきます。
また、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、区域整備計画の策定までに明らかにしていきます。
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を進めることとなります。

質問４ 資料にはマイナス面について
の説明がありません。マイナス面につ
いて、どのような試算をしています
か。例えば、依存症対策費やＩＲ赤字
発生時の市の負担額はどうなっていま
すか。市長は、マイナス面が大きい場
合は、ＩＲを設置しないと考えていま
すか。それとも設置する考えですか。

ＩＲによるメリットは、➀観光の振興 ②地域経済の振興、③財政の改善への貢献と国から示されています。
一方、カジノに起因する懸念事項としては ①ギャンブル等依存症 ②青少年への影響等 ③マネーローンダ
リング ④反社会的勢力の関与 ⑤地域環境への影響です。
これら、ギャンブル等依存症の予防・治療・調査、治安の維持など、ＩＲの懸念事項等に関する自治体の施策
に係る経費については、公募により選定される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。
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進めていきますので、ＩＲ事業全
体として、市税の持出はないものと考えています。

質問５ ＩＲ整備法ではカジノ免許期
間は３年です。横浜市は40年を想定し
ていると聞きました。短い方が、問題
が起きた時に対応しやすいと考えま
す。なぜ10倍以上も長くするのです
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。国から示されている基本方針
（案）においては、実施協定の有効期間について、「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、設置自治体と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、仮に事業期間を40年として、事業者からのコンセプト提案募集（サウンディング等）を
行っていますが、実際の協定の期間は、事業者の公募前に策定する実施方針において定めていきます。

質問６ カジノ免許を取り消す仕組み
は、どうなっていますか。取り消しの
仕組みは市民が参加できるようにした
らどうでしょうか。市長はカジノによ
る問題はおこらないと考えているよう
なので、市民が取り消しできる仕組み
を作っても問題ないですよね。

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、独立した権限を持ちます。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。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、カジノ管理員会は、事業者のカジノ免許を取り消すことが
できます。

質問７ 何故、急いで、カジノを作る
のですか、優れた政策ならば、他の自
治体が成功したのを確認してから行え
ばいいのではないですか。優れた政策
なら国も地域を増やすのではないです
か。資料・・・政策局政策課が2019年
８月に作成した”「ＩＲの実現に向け
て」について”

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。
また、平成30年度に実施した事業者への情報提供依頼において、海外でＩＲを運営する事業者をはじめ12者の
事業者から横浜の可能性を伺っています。

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
緑区（２月11日）分
質問内容

回答

ＩＲ統合型リゾートのカジノがオープ
ンしたとき、当然に横浜市長はその
オープニングセレモニーに参加し、ぜ
ひ、最初のお客としてゲームするよう
に勧められるでしょう。市長が、勝っ
てしまうと、カジノ業社の利益にはな
らず、この誘致事業の目的である市の
税収につながらない。市長が負けれ
ば、カジノ業者の利益となり、税収に
つながるが、市長自身は経済的損失を
被る。いずれのケースも全員の幸福感
にはつながらず、公共政策の倫理的観
点からみて善とはいえないと考える
が、いかがでしょうか？ 以下は意見
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。
これらを踏まえ、世界水準のＭＩＣＥ施設やホテル、エンターテインメントが一体となった、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。
海外のＩＲでは、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・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。

カジノつきのＩＲ誘致という公共性政
策に反対です。事業主体が民間であっ
たとしても誘致活動には巨額の予算案
が上程されています。最大限の幸福に
つながらない公共政策は必要なく、カ
ジノ抜きの整備計画としてください。
横浜の歴史的シーズとして、風刺漫画
雑誌を横浜居留地で発行したチャール
ズ・ワーグマンやジョルジュ・F・ビ
ゴーの存在があります。現代日本のマ
ンガの祖にゆかりの地として、巨大な
アニメランド、アニメ関連企業の集積
地、またeスポーツなどデジタルエン
ターテイメントの聖地とすることを対
案として提案したいと考えます。

ＩＲ整備法では、カジノ事業の収益によりこれまでにないスケールやクオリティを有する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。このため、公的な支援がなく、カジノ収益を活用しないＩＲは、
民設民営事業として成立できないと考えています。
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。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。
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。基礎自治体で
人口規模が最大となってる横浜は、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。

市長がつぎの文化事業として掲げる箱
もの＝オペラハウスにも反対です。オ
ペラの入場料は高騰しており、すでに
崩壊している市民中間層が親しめるも
のではない。また本来のオペラファン
は直接海外に出向いて鑑賞している。
普及型のオペラほど人が入らないもの
はない。すでに計画を達成した地域別
ホールもてい提供プログラムに限界が
あり、文化事業としては成功していな
い。これ以上、採算を度外視した箱モ
ノは考えないでいただきたい。

こうしたエンタメ文化経済施策ではな
く、広義の文化政策として最も必要な
ものは、横浜市立公文書館と考えま
す。政令指定都市、しかも旧四大都市
で、公文書館がないのは、京都と横浜
だけ。歴史的公文書や日欧関係の貴重
書の所蔵館である横浜開港資料館は、
海抜ゼロ地域に放置されたままで
す。、一方、東京は関東大震災の教訓
から、戦災を予知して公文書をはじめ
貴重な古典書籍を疎開させ、現在の東
京都公文書所蔵文書類（重要文化財）
や東京都立中央図書館特別文庫の伝存
を実現させている。公文書館自体は竹
芝から、2011年後、旧都立高校の校舎
を利用した二子玉川へ移転、川沿いの
ため、この4月から国分寺で新公文書
館がオープンします。こうした英知に
学び、開港以降の歴史的資源である文
書や貴重書を統合しながら、情報公開
制度の窓口を兼ねた公文書館を創設す
ることを強く望んでいます。 緑区在
住・元市役所職員

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・ＭＩＣ
Ｅを補完する施設です。
一方、現在横浜市で検討しているオペラ、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とは異
なったものと考えています。
なお、新たな劇場については、今後、基本計画の策定や管理・運営に関する調査を行っていく予定です。

