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
金沢区（12月19日）分
質問内容

回答

ラグビーワールドカップ2019、東京2020オリンピック・パラリンピックの開催機会を捉えた訪日観戦客の滞在・観光促
現 横浜の観光地・施設の活性化への努力は、どんな手段を打ったのか？
進、来訪者が快適に過ごせるよう受入れ環境の整備を進めています。また、芸術フェスティバルや創造的イルミネーショ
（ex 中華街、みなとの施設など）
ン事業により昼も夜も楽しめる魅力づくりを進めています。

平成27年９月にとりまとめた「横浜市山下ふ頭開発基本計画」、ハーバーリゾートの形成では、「観光・ＭＩＣＥを中心
とした魅力的な賑わいの創出」、「親水性豊かなウォーターフロントの創出」、「環境に配慮したスマートエリアの創
出」の３つの視点を掲げています。
特に、山下ふ頭の47ヘクタールという大規模な敷地を活かして、基本方針の第一には、横浜市の「観光ＭＩＣＥ都市」と
カジノ誘致以外の方法（港湾協会会長さんが主張しているような方法等） しての地位を盤石にすべく、国内外から多くの人々を呼び込む大規模コンベンション機能を想定していました。
このような中、平成28年12月にＩＲ推進法、平成30年７月にＩＲ整備法が国で成立し、わが国の観光・ＭＩＣＥ戦略に基
で、宿泊する人を増やすこともできるのではないのか。
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。

これまで、ＩＲを「導入する・しないの判断に至っていない」という意味で「白紙」としていました。
このため、ＩＲについて平成26年度から検討調査のための予算を計上し、継続してその判断に必要な検討を進めるととも
に、国の動向の把握に努めてまいりました。
2018年7月に、ＩＲ整備法やギャンブル等依存症対策基本法が成立し、国が導入するＩＲがどのようなものか、依存症に
どのような対応をしていくのか、明らかになってまいりました。
２０１７年の市長選挙の公約は、”カジノ誘致は白紙”でした。なぜ公約 横浜市の調査でもＩＲ整備法の成立を踏まえ、事業者から横浜にＩＲを設置した場合の経済的・社会的効果や、有識者か
らのご意見も頂いてまいりました。
違反をしてまで”誘致”を宣言したのですか？
また、この間、市民の依存症に対するご心配の声や経済的な効果を期待する声など様々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。

これまで、ＩＲを「導入する・しないの判断に至っていない」という意味で「白紙」としていました。
このため、ＩＲについて平成26年度から検討調査のための予算を計上し、継続してその判断に必要な検討を進めるととも
に、国の動向の把握に努めてまいりました。
2018年7月に、ＩＲ整備法やギャンブル等依存症対策基本法が成立し、国が導入するＩＲがどのようなものか、依存症に
どのような対応をしていくのか、明らかになってまいりました。
意思決定過程に瑕疵があります。
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
白紙→決定ではなく、白紙→検討開始→十分な議論→決定 が正しい流
れ。手続的瑕疵があるプロセスで決めた事は無効です。決定を取り消すお らのご意見も頂いてまいりました。
また、この間、市民の依存症に対するご心配の声や経済的な効果を期待する声など様々な意見をいただいてきました。
考えはありますか？
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。
二元代表制のもと、議決が必要な案件については、市民の皆さまに選ばれた市会の皆様にお諮りしながら市政を進めてい
きます。

カジノ等に入場し、週３回の制限、日本人の確認はどの様な方法か？
ＩＲ整備法では、日本人等は、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行い、入場回数を管理します。
マイナンバーの提示は必要になると思うが、退去を求める具体的な方法
回数を超えた場合は、入場することができません。
は。すでに地方税の申告にマイナンバーの届出してる方はどうなるのか。

将来的にカジノ撤退が有ってもＩＲは残りますか

ＩＲ整備法では、ＩＲ区域は民間事業者が一体的に設置・運営す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。
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。

1／58

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
金沢区（12月19日）分
質問内容

回答

東京はＩＲ誘致を検討中であるものの、意思表明はしておらず、横浜は、現時点で首都圏唯一の候補地であり、後背人口
いくつもの都市でＩＲに立候補していますが、もし近隣で（東京・千葉）
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
も同時にできてしまうと共倒れになりそうに感じてしまうのですが、その
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
辺りの心配はどうお考えですか？
ＩＲを整備することができると考えています。

海外のＩＲ、どこも成功したままではないようです。うらぶれてしまった
ＩＲもあると聞きます（韓国）。そんなことにならないような対策という
のはお考えですか。持続可能であってほしいと思います。大きな目玉はつ
くったものの・・・ということにならないような持続できるべく、の対策
というものもお聞きしたいです。

ＩＲ整備法では、ＩＲ区域は民間事業者が一体的に設置・運営す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。
海外の事例では、事業者が撤退した場合には、施設の譲渡により他の事業者が、経営を継続することが有力な選択肢とさ
れているほか、ＩＲ整備法においても、事業継続が困難になった場合における措置を、設置自治体と事業者が結ぶ実施協
定で定めることとされています。

横浜市では今後、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
ＩＲにカジノは必要なのでしょうか？どんなに対策を講じても、ギャンブ
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。
ルを許せば様々な犯罪や事故が起こるのではないでしょうか？カジノによ
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
る経済効果は本当に市民の利益になるのか疑問です。
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。

反対 理由 横浜市の犯罪が多くなると思う
賛成多数で出来た場合横浜市民の税金等が安くなるのか？（市民税等）

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。
ＩＲによる横浜市の増収効果は、年間820億円から1,200億円となっています。
この数値は、ご協力していただいた事業者の皆様から精査のうえ提供いただいた施設規模や収支見込みなどを基に、それ
ぞれの税収見込み等を市で算出したものです。
ＩＲ整備法では、その納付金の相当額を
・観光の振興に関する施策
・地域経済の振興に関する施策
・ＩＲ整備の推進に関する施策
・カジノの設置・運営に伴う有害な影響の排除を行うために必要な施策
・社会福祉の増進及び文化芸術の振興に関する施策に必要な経費に充てることができると規定されていますので、市民生
活に身近な、医療や福祉、子育て、教育に重きを置いて活用することも可能ですが、市民の税負担を直接軽減すること
は、現時点で考えておりません。

事業者の公募時期と内定する時期は、２０２０年の何月ですか？

スケジュールについては、現段階で、まだ明確に決まっていません。

シンガポールのカジノが成功している社会環境を答えてください。

シンガポールの観光は1990年代の後半以降、国内への年間観光客の停滞、観光消費の減少、滞在期間の短縮等、構造的な
変化が生じました。国際観光の発展とともに近隣の各国が観光誘致を進めていることに危機感を持ち、シンガポールの観
光的魅力を増大させる目的でＩＲの導入を決定しました。
シンガポールでは、ＩＲを２つに限定し、厳格なカジノ規制やギャンブル依存症対策に国を挙げて取り組んだこと、カジ
ノ以外の施設を一体で整備し世界初といわれる統合リゾート化を図ったことが特徴となっています。

ＩＲ区域内の、大規模なＭＩＣＥ施設や魅力施設等により、来街者の増加やビジネスの機会が創出されて、新たな需要と
消費を生み出し、経済効果を広範囲に及ぼすものと考えています。
カジノが設立された場合、中華街や元町地域の売上減少はどのように算出 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。
されていますか？（地域経済へのダメージの検討が不十分）
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。

世界を見廻してみると、既にカジノは飽和状態。今更、横浜でカジノを立 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成
ち上げても、外国人のインバウンドは中国人くらいではないですか？
果がが表れており、2019年4月に拡張計画を発表しております。
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既にカジノは、100以上の国・地域にあります。ＩＲ整備法では、カジノで集客するのではなく、カジノの売上により国
外国人客は、日本の伝統・文化・歴史を知りたくて来日するのであって、
際会議場や展示場、わが国の伝統・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
カジノのために来日するはずがないと思うが、いかがですか？
組みになっています。

横浜市では今後、生産年齢人口の減少等による、消費や税収の減少、社会保障費の増加など、経済活力の低下や厳しい財
政状況が見込まれています。
そうした状況であっても横浜が都市の活力を維持し、子育て、医療、福祉、教育など市民の皆様の安全安心を確保するこ
とが必要です。
そのような中で、ＩＲによる「観光の振興」、「地域経済の振興」、「財政の改善」など、これまでにない経済的社会的
市長、我々の孫の世代に、横浜に負の遺産をおわせる権利はないと考えま 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
す。ご存念をお答えください。
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。

インバウンドを含むＩＲ訪問者数の内訳は？（外国人と日本人）

ＩＲへの訪問者数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。来訪者の算定及び、
その内のカジノ入場者の割合は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。今後、区域整備計画を策定するまでに明らかにしていきます。

情けない、他都市の比較より市長として努力することだ。これだけ立派な
施設をつくりそれを生かせばいいことでなぜ治安や依存症を心配するカジ
ノをつくるのか。他人の不幸で成り立つカジノ（ＩＲ）、市長の話はカジ
ノのための言い訳みたいな説明。カジノで自殺、殺人が行った場合カジノ
が原因とわかった時、市はどのようなつぐないをするのか。ＩＲ（カジノ
抜き）の案を考えるべきだ。カジノにぶら下がるなどもっての他。カジノ
はバクチ、トバク場、横浜にふさわしくない。

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。

ＩＲと既存の商業・観光地区とのすみ分けはどうするの？・・・

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地区への交通は、どう整備するの？

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、区域整備計画の策定までにお示ししていきます。

ＩＲの業者が破産した時の横浜市の責任はどう取るの？

ＩＲ整備法では、ＩＲ区域は民間事業者が一体的に設置・運営す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。
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について2014年度から検討調査のための予算を計上し、継続してその判断に必要な検討を進めるとともに、国の動向
の把握に努めてまいりました。
2018年７月に、ＩＲ整備法やギャンブル等依存症対策基本法が成立し、国が導入するＩＲがどのようなものか、依存症に
「横浜の現状１６」で「横浜は法人税の割合が少ないので税の増収を考え
どのような対応をしていくのか、明らかになってまいりました。
ていたときに国からＩＲの話があり・・・」ということを言われたが、国
本市の調査でもＩＲ整備法の成立を踏まえ、事業者から横浜にＩＲを設置した場合の経済的・社会的効果や、有識者から
から話がある以前には、ＩＲについて考えていらっしゃらなかったという
のご意見も頂いてまいりました。
ことでしょうか
また、この間、市民の依存症に対するご心配の声や経済的な効果を期待する声など様々な意見をいただいてきました。
これらを踏まえ、横浜の20年、30年先を見据え、横浜が将来にわたり成長・発展を続けていくためには、ＩＲを実現する
必要があるという結論に至りました。
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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
金沢区（12月19日）分
質問内容

市長のカジノ白紙発言から急転し推進に方針が変わった理由が分からな
い。

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について平成26年度から検討調査のための予算を計上し、継続してその判断に必要な検討を進めるととも
に、国の動向の把握に努めてまいりました。
2018年7月に、ＩＲ整備法やギャンブル等依存症対策基本法が成立し、国が導入するＩＲがどのようなものか、依存症に
どのような対応をしていくのか、明らかになってまいりました。
横浜市の調査でもＩＲ整備法の成立を踏まえ、事業者から横浜にＩＲを設置した場合の経済的・社会的効果や、有識者か
らのご意見も頂いてまいりました。
また、この間、市民の依存症に対するご心配の声や経済的な効果を期待する声など様々な意見をいただいてきました。
これらを踏まえ、横浜の20年、30年先を見据え、横浜が将来にわたり成長・発展を続けていくためには、ＩＲを実現する
必要があるという結論に至りました。
二元代表制のもと、議決が必要な案件については、市民の皆さまに選ばれた市会の皆様にお諮りしながら市政を進めてい
きます。

横浜をギャンブルで再生するような考えはやめてほしい。
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
カジノの受入は他の地区にまかせればいい。利権にむらがる権力者が増え 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
るばかりになる。
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
将来の横浜のことを真剣に考えてもらいたい。カジノは子供たちにとって 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。
もいいことは一つもないと考える。

市が最大税収予測を1,200億円としているが、項目毎の税収額を明らかに
して欲しい。特に納付額入場料、固定資産税など。

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。情報の中には、カジノ収益の情報も頂いておりますが、事業者のノウハウ
に関する部分でもあり、今の段階で皆さまにお伝え出来ない状況です。今後、区域整備計画を策定するまでに明らかにし
ていきます。

ラスベガス・サンズが純益を超えて（18%？）配当している不健全経営を
どう考えてるか？業者として適当か？

横浜市では、事業者を公募・選定する際に、事業者の財務状況についても確認していきます。
なお、ＩＲ整備法では、カジノの収益（ＧＧＲ：かけ額と配当額の差額）の３０％を国と設置自治体に納付すること。カ
ジノの収益を、先行投資したＩＲ施設の建設費の償還や、ＭＩＣＥ施設等のＩＲ施設の運営に充てること。ＩＲ事業者
は、長期的にＩＲの魅力を維持し続けていくため、カジノによる収益を再投資し、ＩＲの事業内容の向上やＩＲ整備計画
に関する施策への協力に充てるよう努めなければならないこと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。

カジノ無しでＩＲを経営した場合、どれ位の赤字を見込んでいるのか？

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。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。

これまで、ＩＲを「導入する・しないの判断に至っていない」という意味で「白紙」としていました。
このため、ＩＲについて平成26年度から検討調査のための予算を計上し、継続してその判断に必要な検討を進めるととも
に、国の動向の把握に努めてまいりました。
2018年7月に、ＩＲ整備法やギャンブル等依存症対策基本法が成立し、国が導入するＩＲがどのようなものか、依存症に
どのような対応をしていくのか、明らかになってまいりました。
市長が表明した「白紙」は民主主義社会では主権者に決めさせるというこ 横浜市の調査でもＩＲ整備法の成立を踏まえ、事業者から横浜にＩＲを設置した場合の経済的・社会的効果や、有識者か
らのご意見も頂いてまいりました。
とではないか？
また、この間、市民の依存症に対するご心配の声や経済的な効果を期待する声など様々な意見をいただいてきました。
これらを踏まえ、横浜の20年、30年先を見据え、横浜が将来にわたり成長・発展を続けていくためには、ＩＲを実現する
必要があるという結論に至りました。
二元代表制のもと、議決が必要な案件については、市民の皆さまに選ばれた市会の皆様にお諮りしながら市政を進めてい
きます。
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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
金沢区（12月19日）分
質問内容

新聞によるとＩＲによって市の税収が1,200億円想定されるといいます
が、、アバウトに税率で逆算すると年間1兆円以上の売り上げが必要と思
われます。カジノでどれだけ収益が得られていると考えてますか？

回答

今回お示ししている820億円から1,200億円の横浜市の増収額は、カジノ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区域内での消費額は年4,500
億円から7,400億円とされています。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、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。
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。

平成27年９月にとりまとめた「横浜市山下ふ頭開発基本計画」、ハーバーリゾートの形成では、「観光・ＭＩＣＥを中心
とした魅力的な賑わいの創出」、「親水性豊かなウォーターフロントの創出」、「環境に配慮したスマートエリアの創
出」の３つの視点を掲げています。
横浜の将来を考え税収を増やすとのことですが、ＩＲはカジノ中心のあり 特に、山下ふ頭の47ヘクタールという大規模な敷地を活かして、基本方針の第一には、横浜市の「観光ＭＩＣＥ都市」と
方では反対が９４％という市民の声を無視するのですか？ハーバーリゾー 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。
ト計画ではどうしていけないのですか？充分横浜の未来が輝くと思います 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
か？市長の見解を述べて欲しいです。
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
勇気を出して女性市長としてはっきり市民の立場を支持する態度をつらぬ 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
いてくれたら歴史に大きく残ります。
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。
このような市民の多大なる影響を及ぼす事案については、住民投票を行
い、市民の意見を問う必要があると思いますが、住民投票を行う考えはな まずは、現在開催している説明会などで、市民の皆さまに御説明させていただき、日本型ＩＲとはどのようなものか、ご
理解いただく事が必要と考えております。
いのですか？
その上で、どのように皆さまの意見を反映するかについて、国からの情報を参考に検討していきます。

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。
２０００万人／年も来場するとは思えない。施設ごとの人数は？なぜなら 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ています。日本型ＩＲが参考としている２つのＩＲでは、年
東京ビッグサイトと似たような面積しかない、ＭＩＣＥで一杯となるか
4,500万人から2,000万人の来街者の実績があります。
ら。
今後、実施方針や区域整備計画を策定する中で、施設の構成や規模が具体化してきますので、より精度の高い数値をお示
ししていきます。なお、展示場の規模は、東京ビックサイトと同等の規模を想定している情報も事業者からいただいてお
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。
カジノ無しの条件で業者を選んでいただきたい。そのために実行するべき
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
ことは何か？
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。

会場の予定地「山下ふ頭」はどこが所有しているのですか？市有地であれ 現在、山下ふ頭約47haうち、国有地が約3.2ha（約6.8％）、横浜市有地が約42.6ha（約90.7％）、民有地が約1.2ha（約
ば売却するのか、或いは貸地とするのですか。（賃料収入はどの程度見込 2.5％）となっています。事業者に土地を売却するか賃貸借するかは、まだ、決まっておりません。今後策定する区域整
む？）招致後の収支はどのような計画となりますか。
備計画でお示ししていきます。

ＩＲ法案は、国と自治体の関連性は有するものですか。

ＩＲ整備法では、国の責務や地方自治体の責務を定めており、手続等において、その関係性を規定しています。
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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
金沢区（12月19日）分
質問内容

回答

横浜市では今後、生産年齢人口の減少等による、消費や税収の減少、社会保障費の増加など、経済活力の低下や厳しい財
政状況が見込まれています。
そうした状況であっても横浜が都市の活力を維持し、子育て、医療、福祉、教育など市民の皆様の安全安心を確保するこ
とが必要です。
そのような中で、ＩＲによる「観光の振興」、「地域経済の振興」、「財政の改善」など、これまでにない経済的社会的
横浜市が観光都市として発展することに異存はありませんが、カジノ誘致 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
に当っては慎重に検討されるよう望みます。
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。

説明会に参加可能な市民は全市民の何％か。

今年度中に18区すべてにおいて説明会を実施する予定です。説明会に参加できる市民は、374万人市民のわずかですが、
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。

他国の失敗例は？

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（韓国）のようにカジノだけが先行して開業するこ
とができない規定となっており、また、アトランティックシティ（米国）のように過当競争に陥らないよう、国内のＩＲ
の数は、３か所が上限となっています。

依存症対策をしなければならないカジノをなぜ作る

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

カジノ管理委員会は「桜を見る会」になるのでは？

事業者を管理監督を行うカジノ管理委員会は、国において2020年１月に内閣府の外局として設置されています。カジノ管
理委員会は、委員長及び委員４人をもって組織し、任期は５年となっています。委員の選定は、衆参両院の同意を経て首
相が任命します。両院に選任する上での基準は、「人格が高潔であり、公正な判断をすることができる者、かつ、ギャン
ブル、カジノに関しての識見が高い者」とされ、委員は国家公務員であり国家公務員倫理規定が適用されます。

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
ＩＲにカジノを造る理由が分かりませんでした。具体的なカジノでの効果
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。
を説明して下さい
横浜市にとって、「観光ＭＩＣＥ都市」としての地位を盤石にするため、国内外から多くの人々を呼び込む大規模コンベ
ンション機能が必要と考えています。これらを踏まえ、市費の負担が最小限で大規模なＭＩＣＥ施設等の整備・運営が可
能な日本型ＩＲの制度を活用することが、最も有効な手法と考えています。

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、市民の皆さま
市長は１９：１９より１９：５７まで３８分説明されましたがカジノに対
により多くの情報をお伝えしたく、内容が多くなりましたが、今後、より分かりやすい説明、運営となるよう改善してい
しては30秒以下 これで市民に説明されたと思われますか
きます。

会場の放送にて”お客様”にお願いしますからのアナウンスがありまし
た、これが今回の説明会の市の対応が分ります。今回会場にいるのは市民 横浜市はは税金をお預かりして行政サービスをしておりますので、市民の皆さまをお客様と思っております。
ではなくお客様なのです。

横浜市にとっての経済効果は紹介されたが、逆にＩＲができることによっ
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
ての経済的負担／費用（コスト）をどう試算しているか、教えて頂きた
は、区域整備計画の策定までに明らかにしていきます。
い。
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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
金沢区（12月19日）分
質問内容

回答

横浜市は港運業協団体がつくる「ハーバーリゾート」を検討しましたが、
この構想ではカジノ抜きで経済活性化をすすめ観光客をよびよせることが
できると提案しています。このような構想を十分に検討したのですか。他
にも市民的提案を大募集してカジノをふくまない横浜の発展方向を市民全
体で考えるとりくみをしたらどうでしょうか。カジノにこだわる市長の意
図が不明確ではないでしょうか。

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

従来より、横浜市では、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
私はギャンブル依存症者本人で今入寮型施設の代表でもあります。そこで
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
質問ですが、横浜市はギャンブル依存症対策について自助Ｇや施設・病院
援に取り組んでおり、民間団体との連携や市の窓口の相談拠点化を進めます。これらの取組の中で、施設や病院とも連携
などの見学をしたりしていますか？
させていただいています。

税収増をＩＲ一本にたよるのは疑問、絵にかいたもちで終るのでは。

市税収入の規模は、平成30年度決算で約8,200億円となっており、その約半分を皆様の個人市民税からいただいていま
す。
しかしながら、個人市民税は、将来的に人口減少により減収の見込みです。
このため、法人市民税などの増収につながる企業誘致や、中小企業の振興など、様々な施策に取り組んできました。
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。

カジノはギャンブルです。そのカジノの儲けは、ギャンブラーの財布、生
活費、財産、挙句は借金を元手にし、その業は付加価値を伴いません。ま
た、「依存症」という厄介な副産物をともないます。市長は、『ギャンブ
ル依存症は万全を期し、世界最高水準』と豪語していますが、カジノがな
ければ、依存症対策なんで必要ない訳です。
市長に質問します。

日本には、公益面から法律で認められている競馬などの公営競技、宝くじやtoto、パチンコなどの様々なギャンブルや遊
戯が存在しています。
多くの方々は節度を持ってこれらを利用されています。
しかし、一方で過度な「のめり込み」などによって、社会生活に支障を及ぼしている方がいらっしゃるのも事実です。
このため、日本型ＩＲには、厳格な免許制や入場制限など世界最高水準のカジノ規制が施されているとともに、問題のあ
る利用者への徹底した対応や相談窓口の設置など責任ある運営が求められています。
横浜市としても、国や県、関係機関と連携し、しっかりと依存症対策に取り組んでまいります。
また、日本型ＩＲが参考としているシンガポールのＩＲでは、カジノに従事するスタッフ以外も含め、全従業員に「責任
あるギャンブル経営」のアンバサダー制度を設け、徹底した訓練と教育が行われ、問題ある利用者への対応が徹底されて
います。
イ もし、あなたの身内の人が、カジノのギャンブラーになったら、また 横浜におけるＩＲにおいても、これらの成功事例を参考として、事業者に徹底した対応を求めていきます。
カジノ産業に従事したら、また依存症になったらどうしますか？

ロ

また、そのようなことを想像してみたことがありますか？

ＩＲ整備法では、ＩＲ区域は民間事業者が一体的に設置・運営す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。
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
ハ また、市長の説明では、ＩＲ誘致によるプラスのみを強調しています
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
が、マイナス 例えば １）カジノ産業が倒産したとき ２）カジノ産業
定で定めることとされています。
の選定基準・プロセスの透明化 ３）山下ふ頭の土地の利権（貸与、売
事業者の選定については、選定基準等を記載した募集要項を応募者に事前に公表することとなっているほか、有識者によ
却）の明確化
る選定体制を設けて選定を行い、選定後、その結果や選定基準等を公表することとなっています。
山下ふ頭約47haうち、国有地が約3.2ha（約6.8％）、横浜市有地が約42.6ha（約90.7％）、民有地が約1.2ha（約2.5％）
となっています。事業者に土地を売却するか賃貸借するかは、まだ、決まっておりません。今後策定する区域整備計画で
お示ししてまいります。

平成27年９月にとりまとめた「横浜市山下ふ頭開発基本計画」、ハーバーリゾートの形成では、「観光・ＭＩＣＥを中心
とした魅力的な賑わいの創出」、「親水性豊かなウォーターフロントの創出」、「環境に配慮したスマートエリアの創
出」の３つの視点を掲げています。
ニ カジノ抜きの山下ふ頭の再開発構想『ハーバーリゾート構想』検討し 特に、山下ふ頭の47ヘクタールという大規模な敷地を活かして、基本方針の第一には、横浜市の「観光ＭＩＣＥ都市」と
ましたか？彼らは、カジノ抜きで横浜を活性化する案を作成しています。 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。
カジノは反社会的団体が関与する温床を醸造する格好の場となりまねませ 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
ん。
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。

京急沿線には数多くの公営競技場（競馬、ＪＲＡ、ボートレース）が有
市内には、６か所の公営競技の発券所等がありますが、これらの納税額及び、パチンコ店の納税額を集計したデータはご
る。ＩＲと比べ横浜市または神奈川県への納税効果をお示し願いたい。比
ざいません。
較にはパチンコも含めて下さい。

ＩＲには展示場が出来るのか？幕張メッセや、東京国際展示場 補完する
ＩＲ整備法では、展示施設の設置が義務付けられており、これまでにないようなスケールとクオリティを有するものとさ
施設が必要と考えます。アクセスには地下鉄駅が出来るか是非使って頂き
れています。また、交通アクセスについても検討してまいります。
たい。
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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
金沢区（12月19日）分
質問内容

横浜ＩＲの経済的効果カジノの比率は？

回答

今回お示ししている820億円から1,200億円の横浜市の増収額は、カジノ納付金のほか、床面積の３％以内のカジノを含め
た、ＭＩＣＥ・ホテル・エンターテイメント施設など大規模な建物にかかる固定資産税等や、リゾート施設全体の収益に
伴う法人市民税なども含まれています。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
体的な数字の比率等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。
なお、シンガポールのＩＲの事例ではＩＲの売上の約７割程度がカジノの売上となっています。

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について平成26年度から検討調査のための予算を計上し、継続してその判断に必要な検討を進めるととも
に、国の動向の把握に努めてまいりました。
2018年7月に、ＩＲ整備法やギャンブル等依存症対策基本法が成立し、国が導入するＩＲがどのようなものか、依存症に
市長選の公約に「カジノ白紙」を掲げ、その後も「市民の意見を聞く」と どのような対応をしていくのか、明らかになってまいりました。
言い続けたのに、何故突如「カジノ誘致」を表明したのか。結果として市 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
民を裏切り、騙したことになるが、市長の考えが変わったプロセスを説明 らのご意見も頂いてまいりました。
また、この間、市民の依存症に対するご心配の声や経済的な効果を期待する声など様々な意見をいただいてきました。
して下さい。また、何故公約に「カジノ誘致」を言わなかったのか。
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。
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。
「税収不足」が理由なら、それがなぜリスクの高いＩＲ建設になるのか。 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
ＩＲ法は刑法で禁止されている賭博を合法化する法律である。健全な経済 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
政策を選択する方法を考えるべきである。
整いつつあり、国・自治体・事業者・関係団体がしっかりと協力することで、依存症の方を増やさないように取り組む環
境が整ったこと。
これらを総合的に勘案し、横浜の20年、30年先を見据え、横浜が将来にわたり成長・発展を続けていくためには、ＩＲを
実現する必要があるという結論に至りました。

ギャンブル依存症は、アルコールや薬物依存と併発している例も見られ、これまで横浜市では、総合的な依存症対策を実
施しております。
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、
依存症にアルコール・薬物を混ぜているが、カジノ依存症は他の依存症と 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
比較にならない深刻なものであることが認識されていない。依存症対策
云々の前にカジノのリスクは高いことをリスク対策に力を入れる前に原因 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も含め依存症対策に取り組
となるカジノを導入しなければよいのではないか。市長はどう思う？
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。

カンウオンランドは、現在ではゴルフ、スキーなどの統合リゾート施設が併設されているものの、2000年の開業当初はカ
ジノのみが先行し、依存症や治安の悪化の対策が後追いとなった施設であり、日本型ＩＲは、これら海外などの課題があ
ＩＲのメリットが強調されているが、問題点も提示すべき。カンウォンラ
る事例です。また、アトランティックシティ（米国）のように過当競争に陥らないよう、日本型ＩＲでは、国内の設置数
ンドをどう見るのか？９７％の施設は３％のカジノにお客を呼び込む手段
は、３か所が上限となっています。
であり、ごまかしではないか？
一方、ＩＲの設置前から国をあげて既存ギャンブルの対策に取り組み、依存症の有病率を減少させ、犯罪の発生率にも増
加が見られないシンガポールの成功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。、

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。
依存症等への対応や犯罪予防への対策と色々配慮しながらカジノをしなく 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
てはならないのは財政対策のためというが、より健全な財政対策を考える 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
べきだと考えるがどうか？
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。
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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
金沢区（12月19日）分
質問内容

回答

単発の説明でなく、細かく何度も対話できる工夫が必要でしっかりとした
具体策が示されない中ではまずは「反対」と言わなければ！！東京の〇〇
（判読不能）都市から脱却する大きな目標を長期計画でたてて世界のヨコ
ハマたるものをつくることを目指すならよいが、こんなこと（小手先）で
はムリです。

横浜市では今後、生産年齢人口の減少等による、消費や税収の減少、社会保障費の増加など、経済活力の低下や厳しい財
政状況が見込まれています。
そうした状況であっても横浜が都市の活力を維持し、子育て、医療、福祉、教育など市民の皆様の安全安心を確保するこ
とが必要です。
そのような中で、ＩＲによる「観光の振興」、「地域経済の振興」、「財政の改善」など、これまでにない経済的社会的
効果が見込まれ、横浜市が抱える諸課題の有効な対応策になり得ると考えられること。
また、世界最高水準のカジノ規制といわれるＩＲ整備法やギャンブル等依存症対策基本法など、依存症に関する諸制度も
整いつつあり、国・自治体・事業者・関係団体がしっかりと協力することで、依存症の方を増やさないように取り組む環
境が整ったこと。
これらを総合的に勘案し、横浜の20年、30年先を見据え、横浜が将来にわたり成長・発展を続けていくためには、ＩＲを
実現する必要があるという結論に至りました。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。
しかし、一方で過度な「のめり込み」などによって、社会生活に支障を及ぼしている方がいらっしゃるのも事実です。
ギャンブル依存症対策と言いますが、元々の原因を取り除くこと無く治療 これら既存ギャンブル等についても、ＩＲ整備法に先立ち、ギャンブル等依存症対策基本法が成立し、2019年４月には同
法に基づく基本計画が策定され、国、自治体、事業者、関係機関の役割が明確化され、取組を開始しています。
だけすれば治ると考えるのはあまりにも安易ではありませんか。
また、日本型ＩＲの導入によるカジノの設置に伴う新たなギャンブル依存症には、厳格な免許制や入場制限など世界最高
水準のカジノ規制が施されているとともに、問題のある利用者への徹底した対応や相談窓口の設置など責任ある運営が求
められています。
横浜市としても、国や県、関係機関と連携し、しっかりと依存症対策に取り組んでまいります。

ＩＲ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
後々の選挙で住民意思としてカジノ反対の市長が誕生してもカジノ廃止の
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。
為にはカジノ企業に多額の補償金をとられる事態もあります。将来的に最
まずは、現在開催している説明会などで、市民の皆さまに御説明させていただき、日本型ＩＲとはどのようなものか、ご
後の責任は市民が取ることになる以上導入には住民投票が当然と思います
理解いただく事が必要と考えております。
がその考えはありませんか。
その上で、どのように皆さまの意見を反映するかについて、国からの情報を参考に検討していきます。

とくかくカジノ導入には反対します。

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

将来の横浜にとって大きな影響を及ぼすＩＲ施設を誘致するか否かについ
ての決定は、市長による判断だけでなく、市議会での議論や市民の意見も
よく聴聞いたうえ、決めるべきである。選挙の公約として白紙とされたも
のがいきなり導入決定されたのは何故なのか。納得できません。決定する
前に市民に説明したうえで事を進めるべきで、順序が逆である。

これまで、ＩＲを「導入する・しないの判断に至っていない」という意味で「白紙」としていました。
このため、ＩＲについて平成26年度から検討調査のための予算を計上し、継続してその判断に必要な検討を進めるととも
に、国の動向の把握に努めてまいりました。
2018年7月に、ＩＲ整備法やギャンブル等依存症対策基本法が成立し、国が導入するＩＲがどのようなものか、依存症に
どのような対応をしていくのか、明らかになってまいりました。
横浜市の調査でもＩＲ整備法の成立を踏まえ、事業者から横浜にＩＲを設置した場合の経済的・社会的効果や、有識者か
らのご意見も頂いてまいりました。
また、この間、市民の依存症に対するご心配の声や経済的な効果を期待する声など様々な意見をいただいてきました。
これらを踏まえ、横浜の20年、30年先を見据え、横浜が将来にわたり成長・発展を続けていくためには、ＩＲを実現する
必要があるという結論に至りました。
二元代表制のもと、議決が必要な案件については、市民の皆さまに選ばれた市会の皆様にお諮りしながら市政を進めてい
きます。

ＩＲについては国が３つの地域を認定するとのことですが、横浜市とし
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
て、この認定を受けるにあたり、他の地域と差別化できる最も重要と考え
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
るアピールポイントは何か？
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の導入に賛成の立場からの質問です。）

9／58

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
金沢区（12月19日）分
質問内容

回答

市長は、最大１２００億円税収が増えると言っていますが、ＩＲ事業者が
８０００億円儲けるのです。ＩＲ事業者と言ってもカジノ事業者が全て経
営を行い、カジノから８割以上の利益を得る構造です。人件費等や儲ける
人もいることを考慮すれば、日本人・市民がカジノで損をする金額は幾ら
になりますか？また、カジノ・ギャンブル依存症の人が生まれます。年間
何人と想定していますか？そうした人への対策内容とその費用の見積額を
提示してください。マイナス面を真剣に検討し、検討内容を正確にお答え
ください。

今回お示ししている横浜市の増収額は、820億円から1,200億円のとなっています。この中には、カジノからの納付金や入場料だけではな
く、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、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。
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
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。
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も、区域整備計画
の策定までに明らかにしていきます。

横浜市では今後、生産年齢人口の減少等による、消費や税収の減少、社会保障費の増加など、経済活力の低下や厳しい財
政状況が見込まれています。
そうした状況であっても横浜が都市の活力を維持し、子育て、医療、福祉、教育など市民の皆様の安全安心を確保するこ
とが必要です。
そのような中で、ＩＲによる「観光の振興」、「地域経済の振興」、「財政の改善」など、これまでにない経済的社会的
横浜にカジノは要らない。カジノに頼らない、横浜市政を考えてほしい。
効果が見込まれ、横浜市が抱える諸課題の有効な対応策になり得ると考えられること。
企業誘致を積極的に行ってほしい。歴史ある街観光資源は沢山あると思う
また、世界最高水準のカジノ規制といわれるＩＲ整備法やギャンブル等依存症対策基本法など、依存症に関する諸制度も
何といってもＩＲ依存症が数多く出てくる。非常に心配だ。
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
ダラクのカジノを止めて下さい。心・身・共に美しい横浜の人づくりを心 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
よりお願い致します。
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。

市長は昨年12月の市議会の答弁でＩＲの導入検討について国の状況を見な
がら調査・研究し市民の皆様・市議会の皆様の意見を踏まえ方向を決定す
るとしていました。８／２２の白紙から一転誘致表明したことについて、
市民・議会の意見はどうであったか説明して下さい。港運協会会長は、顔
に泥をぬられたといっていますがその内容を説明して下さい。

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について平成26年度から検討調査のための予算を計上し、継続してその判断に必要な検討を進めるととも
に、国の動向の把握に努めてまいりました。
2018年7月に、ＩＲ整備法やギャンブル等依存症対策基本法が成立し、国が導入するＩＲがどのようなものか、依存症に
どのような対応をしていくのか、明らかになってまいりました。
横浜市の調査でもＩＲ整備法の成立を踏まえ、事業者から横浜にＩＲを設置した場合の経済的・社会的効果や、有識者か
らのご意見も頂いてまいりました。
また、この間、市民の依存症に対するご心配の声や経済的な効果を期待する声など様々な意見をいただいてきました。
これらを踏まえ、横浜の20年、30年先を見据え、横浜が将来にわたり成長・発展を続けていくためには、ＩＲを実現する
必要があるという結論に至りました。
二元代表制のもと、議決が必要な案件については、市民の皆さまに選ばれた市会の皆様にお諮りしながら市政を進めてい
きます。

ＩＲ整備法では、ＩＲにおける施設の設置・運営は民間事業者が行うことになっており、公費の負担を最小限にして国際
競争力の高い滞在型観光を実現する国家的なプロジェクトとして位置づけられています。
ＩＲ施設の設置・運営は民間事業者が行うことは理解できましたが、山下 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
ふ頭の基盤整備や倉庫事業者の移転、周辺の交通基盤の整備や職員の人件 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。
費など、横浜市が支出する費用はどの程度になるのですか？
ギャンブル等依存症の予防・治療・調査、治安の維持、周辺地域との回遊性を高めるための都市基盤整備など、ＩＲの懸
念事項等に関する自治体の施策に係る経費については、区域整備計画の策定までに明らかにしていきます。
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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
金沢区（12月19日）分
質問内容

回答

カジノ有・無の差がわかるように、カジノ抜きのＩＲ案を示して下さい。
ラスベガス、マカオ、シンガポールの様に横浜＝カジノの悪いイメージに
なってはこまります。全国的に横浜はクリーンなスバらしいイメージで
す。
市長から回答してください。 ＰＳ横浜市在住５０年。

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。

もし５年後か１０年後に、市長も議会ももうカジノ施設はいらないと判断
したら、カジノ業者との関係で営業を止めさせることは可能ですか？もし
可能だとしたら、その根拠と担保は何になるのでしょうか？依存症対策が
必要となるようなカジノを観光資源の一部と位置づけること自体は、そも
そも行政の在り方として適切だとお考えでしょうか？

ＩＲ整備法では、国におけるＩＲの区域整備計画の認定期間は、当初10年、その後５年毎となります。更新の際に計画通
り運営され、効果が出ているかなどが評価されます。
また、経営リスクに関しては、海外の事例では、事業者が撤退した場合には、施設の譲渡により他の事業者が、経営を継
続することが有力な選択肢とされているほか、ＩＲ整備法においても、事業継続が困難になった場合における措置を、設
置自治体と事業者が結ぶ実施協定で定めることとされています。
横浜市では今後、生産年齢人口の減少等による、消費や税収の減少、社会保障費の増加など、経済活力の低下や厳しい財
政状況が見込まれています。
そうした状況であっても横浜が都市の活力を維持し、子育て、医療、福祉、教育など市民の皆様の安全安心を確保するこ
とが必要です。
そのような中で、ＩＲによる「観光の振興」、「地域経済の振興」、「財政の改善」など、これまでにない経済的社会的
効果が見込まれ、横浜市が抱える諸課題の有効な対応策になり得ると考えられること。
また、世界最高水準のカジノ規制といわれるＩＲ整備法やギャンブル等依存症対策基本法など、依存症に関する諸制度も
整いつつあり、国・自治体・事業者・関係団体がしっかりと協力することで、依存症の方を増やさないように取り組む環
境が整ったこと。
これらを総合的に勘案し、横浜の20年、30年先を見据え、横浜が将来にわたり成長・発展を続けていくためには、ＩＲを
実現する必要があるという結論に至りました。

カジノは賭博場です。我国では賭博は暴力・犯罪等に深くかかわっており
ギャンブル依存症の原因ともなることから刑法で禁止されています。横浜
市はＩＲ推進法の成立でカジノ賭博が解禁・合法化された事実を根拠に文
化的な歴史地区にカジノ建設を進めようとしています。市はＩＲによって
大幅な税収増が見込めると説明しておりますが、カジノで富は生まれず、
欧米のカジノ経営者に利益を吸いとられ、横浜市民の多数は犯罪の増加や
生活破綻者の発生に悩まされると思います。この様は政策は市民の生命・
財産また健全な文化的生活を守るという考えと真逆なものと考えますが、
市長のご意見をお聞きしたい。

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。
なお、先進事例である、シンガポールでは、２つのＩＲのオープンに伴って、外国人観光消費額は10年足らずで倍増する
など、周辺地域へのシャワー効果が確認されております。また、ＩＲ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。

今回お示ししている820億円から1,200億円の横浜市の増収額は、カジノ納付金のほか、床面積の３％以内のカジノを含め
た、ＭＩＣＥ・ホテル・エンターテイメント施設など大規模な建物にかかる固定資産税等や、リゾート施設全体の収益に
ＩＲが運営されることにより法人市民税がどのぐらい増加が見積られ、市
伴う法人市民税なども含まれています。法人市民税額がどれくらいかなどについてはこれから事業者を公募する現在の段
民一人あたり一般会計予算額がどのぐらい増加するのか。
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。

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
依存症への対策として、高校の保健体育で啓発するということですが、こ 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。これを受け、この中で高等学校学習指導要領で保健体育において、全国の高校での予防教育も
れは数少ない市立高校のみですか？
位置付けられました。
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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
金沢区（12月19日）分
質問内容

回答

ＩＲ整備法では、背面調査の実施による厳格な免許制や、マイナンバーカードの本人確認により、暴力団員の事業への参入やカジノへの入
場を禁止するなど、治安対策がしっかりと規定されています。
横浜市においても、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。
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
カジノ誘致により治安が悪化し子どもたち、青少年に悪影響があることを 知率に大きな変化は見られません。
懸念します。港ヨコハマをとばくであるカジノで汚してほしくない。生産 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
年齢が減少するというが、福祉や教育の充実がなければますますヨコハマ 要です。
に若い世帯は増えないと思いませんか？
そのような中で、ＩＲによる「観光の振興」、「地域経済の振興」、「財政の改善」など、これまでにない経済的社会的効果が見込まれ、
横浜市が抱える諸課題の有効な対応策になり得ると考えられること。
また、世界最高水準のカジノ規制といわれるＩＲ整備法やギャンブル等依存症対策基本法など、依存症に関する諸制度も整いつつあり、
国・自治体・事業者・関係団体がしっかりと協力することで、依存症の方を増やさないように取り組む環境が整ったこと。
これらを総合的に勘案し、横浜の20年、30年先を見据え、横浜が将来にわたり成長・発展を続けていくためには、ＩＲを実現する必要があ
るという結論に至りました。
なお、ＩＲは様々な施策の一つであり、決してＩＲのみで市政を行うものではありません。

国はＩＲ’（ギャンブル場）の開設を全国で３か所、首都圏で１カ所予定している
と云われています。横浜市は８月の誘致表明にあたって、首都圏の他の候補都市東
京、千葉に事前に正式誘致表明を断念するよう説得した上で、８月の誘致表明をし
たと思いますが、どうでしょうか？そうでなければ財政に余裕のない横浜市は、こ
の誘致費用何億円とも云われている市費がムダになります。このような事前対応が
政策通だと思います。東京が正式立候補すれば横浜は確実に負けます。無駄な税金
は使わないで下さい。

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。
千葉市は、千葉の実情を踏まえて決断されたのだと思います。東京はＩＲ誘致を検討中であると認識しています。
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。

１ 今後の取組として、横浜市民に対するパブリックコメントを取る予定
「横浜ＩＲの方向性」素案を策定し、３月６日から４月６日までパブリックコメントを実施する予定です。
はないのでしょうか？⇒是非ともパブリックコメントを取って欲しい。

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。
２ 治安の悪化、（反社会勢力の入場、犯罪の増加等）が予想されます
が、ＩＲ事業者や警察との連携について十分な対策がとられるのでしょう 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。
か？
具体的な施策については、横浜市と事業者が共同で作成する区域整備計画の策定でお示ししていきます。

３

特定資金貸付業務・マネーロンダリングに対する懸念及び対策

ＩＲ整備法では、カジノ事業者は原則として日本人に金銭を貸し付けてはならないとされています。例外として、あらか
じめ多額の金銭をカジノ事業者に預けた日本人には、貸し付けることはできますが、その際は、返済能力を調査し、貸付
限度額を顧客ごとに定めなければならないとされています。マネーローンダリング対策としては、カジノでの取引記録の
作成・保存、疑わしい取引の届出、100万円以上の取引の届出などが規定されています。

４ 横浜市港運協会：ＩＲに反対しているが説得の余地は？（横浜港運協
事業を進めるうえでは、港湾事業者等の皆さまのご理解・ご協力が大切です。引き続き丁寧に調整しながら進めていきま
会が推進しているカジノなしのＩＲ事業に賛同する）→大手企業の誘致ホ
す。
テル等宿泊施設の増加リゾート施設の充実

横浜市長、私は横浜で生まれ育ちこの街が大好きです。そんな横浜にカジ
ノが出来ることにたいへん落胆しています。ＩＲにカジノを導入しない
と、ＩＲとしての採算がとれないからカジノを入れることにしたという市
長さんのご判断が私には理解出来ません。
なぜ、市長選挙の折には、これほど大切な問題を表に出さずに市長選に出
られたのか？！未来をになう子供達にこの話を正面から説明出来るのかお
答え下さい。

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について平成26年度から検討調査のための予算を計上し、継続してその判断に必要な検討を進めるととも
に、国の動向の把握に努めてまいりました。
2018年7月に、ＩＲ整備法やギャンブル等依存症対策基本法が成立し、国が導入するＩＲがどのようなものか、依存症に
どのような対応をしていくのか、明らかになってまいりました。
横浜市の調査でもＩＲ整備法の成立を踏まえ、事業者から横浜にＩＲを設置した場合の経済的・社会的効果や、有識者か
らのご意見も頂いてまいりました。
また、この間、市民の依存症に対するご心配の声や経済的な効果を期待する声など様々な意見をいただいてきました。
これらを踏まえ、横浜の20年、30年先を見据え、横浜が将来にわたり成長・発展を続けていくためには、ＩＲを実現する
必要があるという結論に至りました。
二元代表制のもと、議決が必要な案件については、市民の皆さまに選ばれた市会の皆様にお諮りしながら市政を進めてい
きます。
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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
金沢区（12月19日）分
質問内容

回答

法人市民税の増収をはかるためにカジノをふくむＩＲ施設を誘致するとの
ことだが、本日の説明を聞いて、横浜にＩＲ施設を誘致することは許して
ならない思いを強くしました。まして山下公園近くの山下ふ頭に建設する
ことなどもってのほか。今の港町横浜のカチが落ちてしまう気がします。
観光都市横浜を売りにするのならＩＲ施設の誘致ではなく、もっと今の横
浜の良さをＰＲする方法があるのではありませんか？

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にカジノがなぜ必要なのか

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、「観光ＭＩＣＥ都市」としての地位を盤石にするため、国内外から多くの人々を呼び込む大規模コンベ
ンション機能が必要と考えています。これらを踏まえ、市費の負担が最小限で大規模なＭＩＣＥ施設等の整備・運営が可
能な日本型ＩＲの制度を活用することが、最も有効な手法と考えています。

人口減少は全国共通とＩＲとは関係なし

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いる横浜は、その影響が大きいものと考えて
います。将来の課題に対応策の一つとしてＩＲに取り組んでいます。

シンガポール以外に成功例が少ないのでは

ＩＲの成功事例については、シンガポールのほか、ラスベガス、マカオの事例が紹介されます。

市民の声をどのように聞くのか（市民投票等がよいのでは）

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

市が税金をＩＲにどの様に提供するのか

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

ＩＲの建物等は誰のものになるのか

ＩＲは、民設民営事業ですので、原則、事業者が整備した建物等は、事業者の所有となります。

統合型リゾート（ＩＲ）になぜカジノが必要なのか？ＩＲの基本要素はコ
ンベンション、アトラクション、ホテル、ショッピングの４つでカジノは
必須ではない。訪問者数を４千万と試算しているが、アクセルをどのよう
に考えていいるのか？カジノの成否に依存している以上造ること自体がバ
クチだと考える。

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、「観光ＭＩＣＥ都市」としての地位を盤石にするため、国内外から多くの人々を呼び込む大規模コンベ
ンション機能が必要と考えています。これらを踏まえ、市費の負担が最小限で大規模なＭＩＣＥ施設等の整備・運営が可
能な日本型ＩＲの制度を活用することが、最も有効な手法と考えています。

多くの市民はカジノに反対しているのであってＩＲに反対している訳では
ありません。よってＩＲの良い点をいくら説明されても納得できません。
ですからカジノを含まないＩＲの提示をお願いします。世界にはディズ
ニーワールド（米）、ディズニーリゾート（日本）、トバイなどの成功例
があります。市民の９割くらいがカジノに反対しているのですから、市民
から横浜市が更に発展していく案を広く募ってみたらいかがですか？

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、「観光ＭＩＣＥ都市」としての地位を盤石にするため、国内外から多くの人々を呼び込む大規模コンベ
ンション機能が必要と考えています。これらを踏まえ、市費の負担が最小限で大規模なＭＩＣＥ施設等の整備・運営が可
能な日本型ＩＲの制度を活用することが、最も有効な手法と考えています。
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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
金沢区（12月19日）分
質問内容

回答

ＩＲによる横浜市の増収効果は、年間820億円から1,200億円となっています。
この数値は、ご協力していただいた事業者の皆様から精査のうえ提供いただいた施設規模や収支見込みなどを基に、それ
ぞれの税収見込み等を市で算出したものです。
ＩＲ整備法では、その納付金の相当額を
最終的に市民にどのようなメリットがあるのか、具体的にどんな形で還元
・観光の振興に関する施策
されるのか、どれだけ市民が豊かになることができるのか、それらが提示
・地域経済の振興に関する施策
されないと、市民は納得できないのではないか？→資料Ｐ３６をもっと落
・ＩＲ整備の推進に関する施策
とし込んで
・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。

日ノ出町にはＪＲＡの馬券場がある。土日の駅周辺には中高年男性が多く
集まる、駅周辺の混雑による悪影響、防犯面の問題、地域イメージの問
題、防災面の問題等々、開発○○○（判読不能）も同様の状況になること
が想定できる。むしろより悪化する可能性も、ガラの悪い人が集まる。外
国人でごった返す。日本人が楽しめない等市民の不安増加や犯罪の増加、
横浜のイメージ低下につながらないか？

本日、ＩＲ法案成立に大きな役割を果たした、元ＩＲ担当副大臣が、外国
のカジノ参入希望事業者の裏金に関与していた疑いで、地検特捜部の捜査
を受けていることが報道されました。今回の捜査では、カジノ候補地選定
に関与した疑いがもたれています。横浜市の突然のカジノ誘致は、清廉潔
白なのでしょうか？カジノ誘致に関する全ての情報を破棄することなく、
「保存と公開」をすると約束できますか？「反社勢力」招待名簿を破棄
し、調べず、定義もできない、なんてことはないでしょうね。

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。

横浜市では、ＩＲ事業の推進にあたって公平性・公正性を確保するため、「ＩＲ（統合型リゾート）に関する事業者対応
の取扱い」を策定・公表しています。
事業者との面談にあたっては、事業者に「ＩＲに関する面談申込書」の提出を求め、その目的を確認するとともに、面談
は必ず複数の職員で対応し、面談後は、「ＩＲに関する事業者の面談記録」を作成しています。

カジへの日本人の入場料は、ＩＲ整備法で6,000円と決められていますので、この金額を地方自治体が変更することは、
市民のためにカジノいがいにも楽しみがあると感じられたのですが、旅行
法制上できません。
者、外国人観光客を増やしたいのであれば市民は料金を半額などはして欲
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
しい。そして、ＩＲ内になぜカジノが必要なのですか？
います。

ＩＲを新設することにより、みなとみらい地区が衰退してしまわないの
か？（ホテルや会議場、商業施設がこの地域で過剰ではないのか？）

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の推進と合わせて、周辺地域の魅力向上に努めるとともに、ＩＲと周辺地域が連携することで、相乗効果を生
み出していきます。
先進事例である、シンガポールでは、２つのＩＲのオープンに伴って、外国人観光消費額は10年足らずで倍増するなど、
周辺地域へのシャワー効果が確認されています。

ＩＲ整備法では、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。
財政がきびしい中、ＩＲを整備するのにはさらに巨額な予算が必要になる 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
と思うが、巨額を投じた結果、見込み通りの増収とならなかったら、負債 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。
だけが残らないか？
ギャンブル等依存症の予防・治療・調査、治安の維持、周辺地域との回遊性を高めるための都市基盤整備など、ＩＲの懸
念事項等に関する自治体の施策に係る経費については、区域整備計画の策定までに明らかにしていきます。

どのような事前の調査結果が出たとしても、ＩＲの実現が絶対なのか？

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

14／58

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
金沢区（12月19日）分
質問内容

回答

日本型ＩＲは、民設民営の事業で、大規模ＭＩＣＥ、エンターティメント施設やレストラン・ショッピングモールやホテ
依存症対策で入場規制が大変きびしいということが分かったが、そんなに
ル、カジノを一体的に整備・運営するため、公費の支出は最小限となります。併せて、ＩＲ整備法で示されている厳しい
きびしくて財政を支える程の来客数を確保できるのか？運営にもかなりの
カジノの入場規制などを前提に、事業者から情報提供をいただいたところ、横浜にはＩＲのポテンシャルが高いとして、
コストがかかりそうですが採算は合うのか？
各事業者とも事業性が見込めるとしています。

交通手段別の来場者数予測はどうなっていますか。現状の道路、鉄道でそ 山下ふ頭の交通アクセス対策について、事業者ヒアリングなどにより現在検討中であり、今後策定する区域整備計画の策
の処理は可能でしょうか。どこか改修、増設が必要でしょうか。
定までにお示ししていきます。

ＩＲ整備法では、ＩＲにおける施設の設置・運営は民間事業者が行うことになっており、公費の負担を最小限にして国際
競争力の高い滞在型観光を実現する国家的なプロジェクトとして位置づけられています。
この事業における市の役割はなんでしょうか。市の負担額はいくらでしょ 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
うか。ふ頭内のインフラ整備、さらには周辺の交通対策、関連人件費など 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。
間接的経費も含めその内訳を総額を教えて下さい。
ギャンブル等依存症の予防・治療・調査、治安の維持、周辺地域との回遊性を高めるための都市基盤整備など、ＩＲの懸
念事項等に関する自治体の施策に係る経費については、区域整備計画の策定までに明らかにしていきます。

山下ふ頭の活用策はカジノを含むＩＲ以外にどのようなものを検討された 平成27年９月にとりまとめた「横浜市山下ふ頭開発基本計画」、ハーバーリゾートの形成では、「観光・ＭＩＣＥを中心
とした魅力的な賑わいの創出」、「親水性豊かなウォーターフロントの創出」、「環境に配慮したスマートエリアの創
でしょうか。
出」の３つの視点を掲げています。
特に、山下ふ頭の47ヘクタールという大規模な敷地を活かして、基本方針の第一には、横浜市の「観光ＭＩＣＥ都市」と
しての地位を盤石にすべく、国内外から多くの人々を呼び込む大規模コンベンション機能を想定していました。
このような中、平成28年12月にＩＲ推進法、平成30年７月にＩＲ整備法が国で成立し、わが国の観光・ＭＩＣＥ戦略に基
づく、ＩＲ制度の枠組みが示されました。この国の法制化の検討の中で、わが国の観光・ＭＩＣＥ戦略を達成できる大規
模施設を民設民営で建設することが難しいと検証されています。
これらの事から、市費の負担を最小限にし、山下ふ頭でのハーバーリゾートの形成をスピード感を持って達成するために
は、国家的なプロジェクトである日本型ＩＲ制度を活用することが最適であると判断しています。
なぜ市民参加型でやらないことも含めた計画をつくらなかったのですか。

横浜市政上、数十年に１度程の大きな政策判断となると思います。市長の
判断でＩＲを推進することになり、副市長以下関係する職員のみなさんは
大変だと思います。市長は、特別職公務員であり政治家です。これだけ大
きな政策判断をされた場合、普通の政治家であれば、選挙ないし住民投票
により、市民の判断を求めます。現に大阪では、選挙公約としています。
市長にお伺いします。１８区の説明と市会での十分な審議の後に、市長を
辞職しＩＲについての市長選挙もしくは住民投票で市民に信を問うお考え
はありませんか？

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

前半の説明をお聞きする限り、ＩＲのターゲットは「市民とその家族」
「外国人観光客」とよみとれました。依存症への対策の規制として様々な
対策があると思いますが、市民、国民と外国人観光客との規制に差はつけ
るのでしょうか？

ＩＲ整備法では、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。
マネーローンダリングについては、日本人、外国人を問わず、チップの譲渡禁止や一定の金額以上の取引の届け出義務が
課されます。

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
新たな施設をたくさん建てる国内外からの誘致を行うとのことでしたが、
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
今ある観光施設（八景島シーパラダイスなど）やホテル・レストランもす
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。
ばらしいものがたくさんあります。観光客が新しい方に流れてしまうので
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
はないでしょうか。対策はありますか？
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。

これをよんでください。
私は神奈川県内の大学に通う大学生です。私の所属しているゼミでは一生
懸命ＩＲの依存症対策について研究しています。大学生ならではの視点・ ご要望があればゼミ等に、市職員がお伺いします。
考えがたくさん出ます。それらをぜひ発表する場・取り入れる努力をして 大学生ならではの視点・考えを、是非、横浜市にお寄せください。
いただきたいです。質問になっておらず申し訳ございません。

ＩＲ整備法においては、住民の意見を反映させるために必要な措置として、ＩＲを実施する場合は、都道府県等との協議
や同意、公聴会の実施、議会の議決など、民意の反映方法について規定されています。
勝手にＩＲを進めて、市民は反対しているのに。まず、市民に決を取るべ
まずは、現在開催している説明会などで、市民の皆さまに御説明させていただき、日本型ＩＲとはどのようなものか、ご
きだろう。
理解いただく事が必要と考えております。
その上で、どのように皆さまの意見を反映するかについて、国からの情報を参考に検討していきます。
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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
金沢区（12月19日）分
質問内容

回答

博打の寺銭で税収をおぎなうのか？一番安直な方法だな。市長はもっと知
恵をだせないのか。それが仕事だろう。

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。
上場企業が少ないとか、法人市民税が少ないとかきちんと仕事をしろ。何 ＩＲも様々な対応策の一つとなっています。
の為に給料もらってるんだ。そういうのをお役所仕事って云うのよ。

市長の説明は、全く説得力無し。データの出所も怪しい。数字の根拠も疑 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、市民の皆さま
わしい。
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、運営となるよう改善していきます。

なぜ横浜市は他の自治体より反対の声が多く挙がるのでしょうか。

まだ多くの方々に、ＩＲ＝カジノと捉えられており、ＭＩＣＥ施設等を中心とした統合型のリゾートを目指す日本型ＩＲ
について、横浜市側からお伝えできていないと考えています。反対されている市民の皆様の声は、ＩＲを構成する施設の
一つであるカジノに対する心配の表れたと認識しています。
このため、まずは、日本型ＩＲの仕組みや横浜市の考えるＩＲを市民の皆様にご説明させていただきたいと考え、説明会
を開催しました。

シンガポールの現状を把握しておりますか？

過年度の委託業務で調査したほか、依存症対策などについては、シンガポールの国家機関への現地調査に職員を派遣して
います。

日本には、公益面から法律で認められている競馬などの公営競技、宝くじやtoto、パチンコなどの様々なギャンブルや遊
戯が存在しています。多くの方々は節度を持ってこれらを利用されています。
「かけごと」を実施すると、どのような不具合が発生しますか？（事前対
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。
応は不可能ですか？）
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。

（特に問題なし）※記入者メモ

→建設予定地は？に

取り消し線あり ＩＲの候補地は、山下ふ頭です。

市財政を健全化するよう、大規模に実施すべきです。

市税収入の規模は、平成30年度決算で約8,200億円となっており、その約半分を皆様の個人市民税からいただいていま
す。
しかしながら、個人市民税は、将来的に人口減少により減収の見込みです。このため、法人市民税などの増収につながる
企業誘致や、中小企業の振興など、様々な施策に取り組んできました。
ＩＲも様々な対応策の一つとなっています。

競合する申請予定都市に打ち勝つための秘策はありますか？

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は、民設民営事業です。従業員は正規雇用や非正規雇用が見込まれます。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、各事業者のノウ
ハウとなっているため、お示しできません。
経営主体は、従業員人数及び身分は、年間売り上げ6,300億円から１兆の 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
根拠は。黒字は何年後を見込んでおりますか。治安やギャンブル依存症対 ししていきます。
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、暴力団員の事業への参
策は。
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。
また、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。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
ＩＲはカジノありきのものなのか？カジノがない形でＩＲを実現するとい
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。
う選択肢もあるのか、教えてください。
横浜市にとって、「観光ＭＩＣＥ都市」としての地位を盤石にするため、国内外から多くの人々を呼び込む大規模コンベ
ンション機能が必要と考えています。これらを踏まえ、市費の負担が最小限で大規模なＭＩＣＥ施設等の整備・運営が可
能な日本型ＩＲの制度を活用することが、最も有効な手法と考えています。
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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
金沢区（12月19日）分
質問内容

回答

ＩＲの整備に伴い、多くの来街者等に対応した交通施設の検討を進めています。
また、山下ふ頭では、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、「観
光・ＭＩＣＥを中心とした魅力的な賑わいの創出」、「親水性豊かなウォーターフロントの創出」、「環境に配慮したス
マートエリアの創出」の３つの視点を掲げています。
特に、山下ふ頭の47ヘクタールという大規模な敷地を活かして、基本方針の第一には、横浜市の「観光ＭＩＣＥ都市」と
山下ふ頭への交通アクセスは増やす予定はあるか。ＩＲができなかった場
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。
合山下ふ頭はなにに使用するか
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。

東京はＩＲ誘致を検討中であると認識しています。
横浜のＩＲでは、世界水準のＭＩＣＥ施設やホテル、エンターテインメントが一体となった、都市型のハーバーリゾート
説明資料のＩＲの姿２～９ですが、カジノ以外は東京にもある、東京が指
にふさわしいＩＲをつくりあげたいと考えています。
を加えて見ているわけがない。お客が減れば魅力的にして東京に客が来る
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ＭＩ
ようにする。横浜でカジノだけして東京に行ってしまう客も多いのではな
ＣＥ都市として確固たる地位を確立いたします。
いか？
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ていきます。

なぜ大阪市・名古屋市と比べるのか？全国には横浜より予算の少ない市町 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、名古屋市等の他都市の状況をお示ししていま
村はたくさんあるが人々は幸せに暮らしている。
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。
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な入場規制
アルコールや薬物などの依存症も対策はいろいろあるが、なくならない。 など、世界最高水準といわれる規制が適用されます。
依存症と対策もイタチごっこです。どんな対策をしてもギャンブル依存症 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。
はふえるのではないか？
日本型ＩＲが参考としているシンガポールでは、ＩＲの設置前から国をあげて既存ギャンブルを含め依存症対策に取り組
んだ結果、ギャンブル依存症の方が減少しています。
横浜市でもこれらの成功事例を参考に、国、事業者、関係団体などと協力して依存症の方を増やさないように取組を徹底
していきます。

ＩＲが赤字になったらどうするのか？

ＩＲ整備法で、ＩＲ区域は民間事業者により一体的に設置・運営するものとされています。このため、事業の運営に関し
ては、事業者が責任を負うものと考えています。
しかし、事業経営には、さまざまなリスクがあるのも事実です。
海外の事例では、事業者が撤退した場合には、施設の譲渡により他の事業者が、経営を継続することが有力な選択肢とさ
れているほか、ＩＲ整備法においても、事業継続が困難になった場合における措置を、設置自治体と事業者が結ぶ実施協
定で定めることとされています。

なぜＩＲについて住民投票など民主的方法をとらないのか？

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

ＩＲ整備法においては、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
ＩＲありきの一方的な説明と文書質問を受けました。市民との意見交換も 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。
行なうと説明されました。最終的には住民の意思を確かめるべく住民投票 まずは、現在開催している説明会などで、市民の皆さまに御説明させていただき、日本型ＩＲとはどのようなものか、ご
理解いただく事が必要と考えております。
で結論を出すことは考えていますか？
その上で、どのように皆さまの意見を反映するかについて、国からの情報を参考に検討していきます。

なぜ住民投票をやらないのですか。

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

17／58

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
金沢区（12月19日）分
質問内容

回答

近くにフェリス、雙葉・共立等の女子校が多くありますが、この生徒の皆
さんのｓｅｃｕｒｉｔｙはどう対応されるのですか。
横浜市のＩＲ（統合型リゾート）のＨＰに掲出している「横浜ＩＲの基本的な考え方」の６ページには、『横浜の風景・
環境との調和』を掲げ、周辺・自然環境との調和を目指すことを掲げています。
ＩＲにより来街者が増えることに伴って、市民生活に負の影響がでることがないよう、対策を検討し、今後策定する区域
整備計画などで明確化していきます。
駅から離れていますが、夜中の交通の便はどうするのですか。公園をウロ
ウロされませんか。

横浜市としては、ＩＲ整備法における規定で反社会的勢力を捉えています。
反社は定義できないと閣議決定されましたが、どうやって横浜市は反社を 具体的には、ＩＲ整備法においては、免許の基準となる役員の欠格事項や入場規制において、暴力団対策法第２条第６号
に規定する暴力団員又は、暴力団員でなくなった日から起算して５年を経過しない者を対象としています。
見分けるのですか。
詳細については、2020年１月に発足した国のカジノ管理委員会が規則を定め、より明確化されるものと考えています。

私は、マカオやシンガポールのカジノに行ったことがあるのですが、
ちょっと綺麗なハリボテのパチンコ屋さんだと思いました。すでに横浜に
は多くのパチンコ屋さんがあり、ギャンブル依存症が問題になっていま
す。ギャンブルや覚せい剤など、依存症の問題は本人の弱さが悪いのでは
なく、圧倒的に悪いのは売人・薬を製造する側です。横浜市には売人の側
になって欲しくありません。むしろ今、見逃されてしまっているパチンコ
の換金を、違法として取り締まり、全国に先駆けて、民間のギャンブル施
設を廃止する政策をとったら、魅力あふれる街になると思うのです
が・・・
また、今、日本国民がパチンコに費やしている２０兆円、これは全世界の
カジノの売上に匹敵します、が一般の市場にまわることになれば、マー
ケットは活性化すると思うのですが・・・市長はどう思われますでしょう
か？

日本には、公益面から法律で認められている競馬などの公営競技、宝くじやtoto、パチンコなどの様々なギャンブルや遊
戯が存在しています。多くの方々は節度を持ってこれらを利用されています。
一方で過度な「のめり込み」などによって、社会生活に支障を及ぼしている方がいらっしゃるのも事実です。
これらの既存ギャンブル等に対する依存症について、横浜市では、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、こころの健康相談センターにおいて依存症相談窓口を
開設しています。
また、今後は、医学部を持つ横浜市立大学において、医療面を中心に研究面・人材面でも大きな役割を果たしてもらえる
ように協議を進めます。
一方、日本型ＩＲに設置されるカジノには、ＩＲ整備法に基づき、カジノのゲームに触れる機会の限定や厳格な入場規制
など、世界最高水準といわれる規制が適用されます。
また、事業者からも、海外での経験に基づき、顔認証による入場管理や、トレーニングを受けたスタッフによる徹底した
対応や相談窓口の設置など、様々な対策が示されています。
日本型ＩＲが参考としているシンガポールでは、ＩＲの設置前から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。

それから、「今は市と県と二重行政により、県の事務の一部も行なってい
るが、仕事量に見合った税がもらえてなく、毎年２０００億円を市が負担 特別自治市の実現には、国による地方自治法などの改正が必要であるため、国などに対して毎年法改正を求める要望や提
している」と聞いています。市民の税が全て、市民の為に使えるよう、特 案を行っています。実現に向けて引き続き取り組んでいきます。
別自治体の実現に向けての取り組みは進んでいるのでしょうか？

これまで、ＩＲを「導入する・しないの判断に至っていない」という意味で「白紙」としていました。
このため、ＩＲについて平成26年度から検討調査のための予算を計上し、継続してその判断に必要な検討を進めるととも
に、国の動向の把握に努めてまいりました。
2018年7月に、ＩＲ整備法やギャンブル等依存症対策基本法が成立し、国が導入するＩＲがどのようなものか、依存症に
購入時の説明と違う商品はキャンセルできます。選挙の際、白紙だと言っ どのような対応をしていくのか、明らかになってまいりました。
横浜市の調査でもＩＲ整備法の成立を踏まえ、事業者から横浜にＩＲを設置した場合の経済的・社会的効果や、有識者か
ていた市長もリコールします。市長が変わり、とても嬉しかったの
に・・・毎回、信じて投票していたのに・・・ちゃんと、市民の幸せを目 らのご意見も頂いてまいりました。
また、この間、市民の依存症に対するご心配の声や経済的な効果を期待する声など様々な意見をいただいてきました。
的とした政治をしてください！！！
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市政を進めてい
きます。

横浜市の依存症対策の新たな取組の一つとして、事業者や研究・専門機関との研究を開始します。現在、横浜市立大学に
依存症の研究については、横浜市大よりも久里浜医療センターの方がいい
も医療面を中心に研究面、人材面でも大きな役割を果たしてもらうよう協議を進めており、このほかに、全国拠点機関の
のではないでしょうか？
久里浜医療センターや、依存症治療拠点機関の神奈川県精神医療センター等とも連携し、進めていきます。

まだ多くの方々に、ＩＲ＝カジノと捉えられており、ＭＩＣＥ施設等を中心とした統合型のリゾートを目指す日本型ＩＲ
ＩＲカジノ誘致の世論調査によれば全国的にも横浜においても誘致反対が
について、横浜市側からお伝えできていないと考えています。反対されている市民の皆様の声は、ＩＲを構成する施設の
６割を超えています。特に女性は男性と比べると反対の声が強くギャンブ
一つであるカジノに対する心配の表れたと認識しています。
ルによる家庭崩壊を想定しているものです。女性市長としてこの世論調査
このため、まずは、日本型ＩＲの仕組みや横浜市の考えるＩＲを市民の皆様にご説明させていただきたいと考え、説明会
の結果をどう思っているのですか。
を開催しました。

今回の事案につきましては、私どもも報道による内容しか情報がありませんが、収賄が事実だとすれば、あってはならな
ＩＲ関連で自民党の衆議院議員の事務所が家宅捜索を受けたがご意見をう
いことですし、厳正に対処されるべきであると思います。
かがいたい。
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。
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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
金沢区（12月19日）分
質問内容

回答

もしもの時ギャンブル依存症の家族が出た場合はどうしたらよいか

日本には、公益面から法律で認められている競馬などの公営競技、宝くじやtoto、パチンコなどの様々なギャンブルや遊
戯が存在しています。多くの方々は節度を持ってこれらを利用されています。
一方で過度な「のめり込み」などによって、社会生活に支障を及ぼしている方がいらっしゃるのも事実です。このため、
横浜市では、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、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しています。また、今後は、医学部を持つ横浜市
立大学において、医療面を中心に研究面・人材面でも大きな役割を果たしてもらえるように協議を進めます。

市長選の時に政策の際（ＩＲは白紙）としたのにどうなっているのか

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について平成26年度から検討調査のための予算を計上し、継続してその判断に必要な検討を進めるととも
に、国の動向の把握に努めてまいりました。
2018年7月に、ＩＲ整備法やギャンブル等依存症対策基本法が成立し、国が導入するＩＲがどのようなものか、依存症に
どのような対応をしていくのか、明らかになってまいりました。
横浜市の調査でもＩＲ整備法の成立を踏まえ、事業者から横浜にＩＲを設置した場合の経済的・社会的効果や、有識者か
らのご意見も頂いてまいりました。
また、この間、市民の依存症に対するご心配の声や経済的な効果を期待する声など様々な意見をいただいてきました。
これらを踏まえ、横浜の20年、30年先を見据え、横浜が将来にわたり成長・発展を続けていくためには、ＩＲを実現する
必要があるという結論に至りました。
二元代表制のもと、議決が必要な案件については、市民の皆さまに選ばれた市会の皆様にお諮りしながら市政を進めてい
きます。

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
ＩＲ誘致の理由で人口減少や高齢化が進み市の施策へのきき感や税金等の す。
経済効果のみにしているが、他に方法がないのか。ギャンブルに依存する 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。
のは、あまりにも短絡的ではないか。
ＩＲも様々な対応策の一つとなっています。

情報公開は、適切に対応いたしています。
ＩＲ誘致に関する文書の情報公開請求を大部分が非開示となったのは、今
今年度中に18区すべて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
回の区民説明会でＯＫにするのは短絡的ではないか。
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。

ギャンブル依存症・治安対策のために経費はいくらつかわれるのか（見
込）その経費はどこから支出されるのか

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。

反対意見が多いにもかかわらず、なぜ市民の声を直接聞こうとしないの
か。

ＩＲ整備法においては、住民の意見を反映させるために必要な措置として、ＩＲを実施する場合は、都道府県等との協議
や同意、公聴会の実施、議会の議決など、民意の反映方法について規定されています。
まずは、現在開催している説明会などで、市民の皆さまに御説明させていただき、日本型ＩＲとはどのようなものか、皆
様にご理解いただく事が必要と考えております。

ＩＲの施設ごとの収支見込はどうなのか。

施設ごとの収支見込みは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。

依存症対策・治安対策を考えなくてよい施策を考えることができないの
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ＩＲが、最も
有効な手法と考えます。

大阪はカジノがなくて、１兆円を超えている。横浜はなぜできないのか？

大阪は、外国人観光客が日本を観光する際のゴールデンルートになっていることが大きな要因だと考えています。このた
め横浜市では、観光の振興に資するＩＲに取り組むものです。

カジノの入場者数の根拠は、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。
カジノに来るのは、訪問者（２０００万～４０００万）のうち何％ぐらい 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、実施方針や
か。
区域整備計画を策定する中で、お示ししてまります。
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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
金沢区（12月19日）分
質問内容

回答

市長はカジノを含むＩＲについて当初から白紙と説明されていましたが、
突然実現に政策変更されたのは、市への年１２００億円の財政貢献と推察
されます。市民のギャンブル依存症の増加、ギャンブルに関する犯罪の増
加による治安悪化により、不幸な市民の増加が懸念されます。少々の犠牲
はやむを得ないいうお考えでしょうか？次世代の市民のためにカジノを売
りとした横浜にしたくありません。ご説明下さい。又、財政貢献１２００
億円の内カジノ関連は大体どの位でしょうか？カジノ抜きのＩＲ構想は考
えられないのでしょうか？ご説明ください。どうしてもカジノを含むＩＲ
を実現したいというお考えならば、一度市長を辞任されてカジノを含むＩ
Ｒを争点に市長選を実施して、市民の声を聞かれたらいかがでしょうか？

横浜市では今後、生産年齢人口の減少等による、消費や税収の減少、社会保障費の増加など、経済活力の低下や厳しい財
政状況が見込まれています。
そうした状況であっても横浜が都市の活力を維持し、子育て、医療、福祉、教育など市民の皆様の安全安心を確保するこ
とが必要です。
そのような中で、ＩＲによる「観光の振興」、「地域経済の振興」、「財政の改善」など、これまでにない経済的社会的
効果が見込まれ、横浜市が抱える諸課題の有効な対応策になり得ると考えられること。
また、世界最高水準のカジノ規制といわれるＩＲ整備法やギャンブル等依存症対策基本法など、依存症に関する諸制度も
整いつつあり、国・自治体・事業者・関係団体がしっかりと協力することで、依存症の方を増やさないように取り組む環
境が整ったこと。
これらを総合的に勘案し、横浜の20年、30年先を見据え、横浜が将来にわたり成長・発展を続けていくためには、ＩＲを
実現する必要があるという結論に至りました。
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とその他の収益を分けて公表
することができませんが、シンガポールの事例では70パーセント程度がカジノの売上となっています。
ＩＲ整備法においては、住民の意見を反映させるために必要な措置として、ＩＲを実施する場合は、都道府県等との協議
や同意、公聴会の実施、議会の議決など、民意の反映方法について規定されています。
まずは、日本型ＩＲとはどのようなものか、皆さまにご理解いただく事が必要と考えております。
その上で、どのように皆さまの意見を反映するかについて、国からの情報を参考に検討していきます。

ＩＲ調査費に２億６千万予算化したＩＲ前にやるべきことが有 文庫小体
育館で金沢豪雨で滝のような雨漏りをした 文庫小は以前から体育館給食
室の雨漏り対策を依頼してるが予算がないと葬り去られている 文庫小は
地域防災拠点 選挙投票所になってる 雨漏りの中で家をなくした人達を
生活させるのか ＩＲに２億６千万円ポンとつけるなら雨漏りを先にすべ
き 一家を破滅に陥れるギャンブル依存症出ることも承知でＩＲ推進、な
んと非人間的な行為だ もっと市民に沿った活動をすべき 乱筆にて失礼

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。
文庫小については、教育委員委員会から回答させていただきます。

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。
生活が苦しい人がギャンブルすると不幸となる。生活保護受けてパチンコ
一方で過度な「のめり込み」などによって、社会生活に支障を及ぼしている方がいらっしゃるのも事実です。
などまわりにたくさんいますけど！
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。

何故、住民投票による賛否をとらないのか

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

カジノ抜きの観光施設にすればよいと思います。 親がギャンブル依存症
で、家庭崩壊し、子供が荒れ、子供の人生まで狂わされている悲惨な状況
を見てきました。カジノが導入されれば、ギャンブル依存症は確実に増
え、治安が悪くなります。増収効果があるといいますが、かけにまけた人
のお金・人の不幸を元にしたお金で市の財政がうるおう状態でよいので
しょうか？そんな市には、住みたくないし、子供を育てたくありません。
カジノ誘致でうるおう反面、それにともなうリスクが多く、ばく大な支出
が増えると思います。 カジノ誘致には反対です。市民が安心して生活で
きる市にして下さい。

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。

現状の説明は横浜市の置かれた立場（地域性）の問題であり悪い事のみを
述べる理由にはならない（特別自治市の説明で聞いた事） この現状がす
ぐＩＲの答になるかどうか不明（ギモン） もっと市民に直接関係した問
題の方が必要ではないか（中学校の給食実施等）観光を対象にした財政の
改善は理解できない（それしかないのか）

市税収入の規模は、平成30年度決算で約8,200億円となっており、その約半分を皆様の個人市民税からいただいていま
す。
しかしながら、個人市民税は、将来的に人口減少により減収の見込みです。
このため、法人市民税などの増収につながる企業誘致や、中小企業の振興など、様々な施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のみに頼るものではありません。
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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
金沢区（12月19日）分
質問内容

回答

そもそもなぜ今まで違法だったカジノが合法化されたのか。

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、2018年７月に成立したＩＲ整備法によりまして、我が国においては、免許を取得した事業者
が、ＩＲ区域内でカジノを設置・運営することが合法化されています。

経済的効果はなにを基に算出しているのか

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、区域整備計画の策定までに、施設の構成や規模が具体化してきますので、より精度の高い数値をお示ししていきま
す。

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に伴うものです。これらについては、
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な入場規制
依存症対策はしっかりやると言っているが、そもそも現在ギャンブル依存
など、世界最高水準といわれる規制が適用されます。
症対策は全くできていない。ようやく世間に認知された程度である。この
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
状態でさらに依存症の人を増やすことに誰がどう責任をとるのか。自己責
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。
任にされるだけである。
日本型ＩＲが参考としているシンガポールでは、ＩＲの設置前から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。

カジノは必ずギャンブル依存症の人が生まれ自殺者や家庭崩壊が起きるこ
と間違いない思われますが市長はその家族のことを考えたことあります
か。マイナス面を検討し内容をお示し下さい。
日本には、公益面から法律で認められている競馬などの公営競技、宝くじやtoto、パチンコなどの様々なギャンブルや遊
戯が存在しています。多くの方々は節度を持ってこれらを利用されています。
一方で過度な「のめり込み」などによって、社会生活に支障を及ぼしている方がいらっしゃるのも事実です。
このため、日本型ＩＲには、厳格な免許制や入場制限など世界最高水準のカジノ規制が施されているとともに、問題のあ
る利用者への徹底した対応や相談窓口の設置など責任ある運営が求められています。
ＩＲにカジノを導入しないと採算が取れないと説明していますがその人の
人生を狂わすようなプランは納得しかねます。

カジノ無しのプランを検討していただけないでしょうか。

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、「観光ＭＩＣＥ都市」としての地位を盤石にするため、国内外から多くの人々を呼び込む大規模コンベ
ンション機能が必要と考えています。これらを踏まえ、市費の負担が最小限で大規模なＭＩＣＥ施設等の整備・運営が可
能な日本型ＩＲの制度を活用することが、最も有効な手法と考えています。

山下ふ頭のインフラ整備について予算など明らかにして下さい

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、区域整備計画の策定までに明らかにしていきます。

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。
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
依存症対策についてですがその対策はできていますか。一度依存症になる
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。
とマヤクと同然で立直ることは不可能といわれています。その点市長は万
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
全をきすることが出来るのでしょうか。
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。

健全なリゾート構想をすることが市民にとっての希望ですが市長は市民の
声に耳を傾けていただけないでしょうか。
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
の把握に努めてまいりました。
2018年7月に、ＩＲ整備法やギャンブル等依存症対策基本法が成立し、国が導入するＩＲがどのようなものか、依存症に
どのような対応をしていくのか、明らかになってまいりました。
本市の調査でもＩＲ整備法の成立を踏まえ、事業者から横浜にＩＲを設置した場合の経済的・社会的効果や、有識者から
のご意見も頂いてまいりました。
若者は未来の日本にとっては大切な財産です。消費税など増税で生活が苦 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。
しくなっている昨今カジノに夢見て手を出してしまう者も多くなると思い 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
ます 美しい横浜住み易い横浜のために市長さんどうぞカジノゆうちだけ 必要があるという結論に至りました。
は断念する勇気を持っていただけないでしょうか。私は戦争経験のある一 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
介の老ばにすぎませんが市長さんに以上をお願いさせていただきました。 きます。

21／58

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
金沢区（12月19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。
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
ＩＲがそんなにスバラシイのならなぜカジノが入るのか？チブをかくす
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。
“イチジクの葉っぱ”ではないか。依存病たいさくはカジノをつくらない
国の法制化の検討においても、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
事が一番だ。
と検証されています。
横浜市にとって、ＭＩＣＥ施設等の整備・運営において、市の財政負担を最小限にし、民設民営手法であるＩＲが、最も
有効な手法と考えます。

なぜＩＲに着手するのか？目的は何か？

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。

メリット説明は了解したがデメリットについても教えてほしい

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
的勢力の関与 ⑤地域環境への影響です。

雇用状態 小さい事業所のあり方は？

平成30年度の事業者からの情報提供依頼や、令和元年7月までに実施した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、地区外も含めた市内の
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様の雇用をしっかりと促進していきます。なお、Ｉ
Ｒでの雇用は正規雇用や非正規雇用の両方が想定されます。

ＩＲ（カジノ）開設により、８２０億円から１２００億円の税収効果があ
るといわれているが、その為にはカジノ事業者は８０００億円の収益が必
要と思われます。一日当り２０億円以上の収益を得る為に、カジノ利用者
何人を見込んでいるのでしょうか。毎日１万人以上の人が３～４万円（入
場料含む）を損失しなければならないと思います。その半数以上は、日本
人、特に地元神奈川・横浜市民になるのでは？

今回お示ししている820億円から1,200億円の横浜市の増収額は、カジノ納付金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、有識者のお話しでは、日本型ＩＲの制度では、カジノ利用者の日本人の割合は、７割から８割程度となる一方、カ
ジノの売上は外国人の利用単価が高くなるため、総額では外国人と日本人の割合が半分程度になると言われています。

大阪府市に比べ横浜市民の反対が多い理由は何故だと思うか？

まだ多くの方々に、ＩＲ＝カジノと捉えられており、ＭＩＣＥ施設等を中心とした統合型のリゾートを目指す日本型ＩＲ
について、横浜市側からお伝えできていないと考えています。反対されている市民の皆様の声は、ＩＲを構成する施設の
一つであるカジノに対する心配の表れたと認識しています。
このため、まずは、日本型ＩＲの仕組みや横浜市の考えるＩＲを市民の皆様にご説明させていただきたいと考え、説明会
を開催しました。

事業者に対して市はどの程度関与できるのか
ないが、市の関与が見えない

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。国
から申請された後、速やかに事業者と実施協定を締結します。横浜市は、事業者に区域整備計画の適正な実施、実施協定
の確実な履行のため、事業者に報告を求め、調査し、必要な指示をすることができます。

プロポーザル方法かもしれ

②青少年への影響等

③マネーローンダリング

④反社会

事業者は一社なのか。ホテルとの関係がみえない

ＩＲ整備法では、１つのＩＲ区域に、１つのＩＲ施設（ホテル等を含みます）を１つのＩＲ事業者が設置・運営すること
になります。
ＩＲ事業への出資者は１者に限定されず、単独事業者に場合もあれば、共同出資、共同経営なども認められています。

ＩＲ全体像を統括する部署は？

横浜市でＩＲを担当する部署は、都市整備局ＩＲ推進室となります。

カジノ事業者から最大で１２００億円もの税収を得ようとしていますが、
カジノを訪れる約８割は日本人であると見込まれており、その人たちが支
払う入場料、とばくで失うお金、対策を行っても発生するギャンブル依存
症による本人とその家族の犠牲の上に成り立つとばくの胴元の多額の収入
をあてにすることになります。市の発展のためとはいえ、市長には、この
点について倫理的・道義的な罪悪感の持ち合わせはないのでしょうか。お
たずねします。

横浜市では今後、生産年齢人口の減少等による、消費や税収の減少、社会保障費の増加など、経済活力の低下や厳しい財
政状況が見込まれています。
そうした状況であっても横浜が都市の活力を維持し、子育て、医療、福祉、教育など市民の皆様の安全安心を確保するこ
とが必要です。
そのような中で、ＩＲによる「観光の振興」、「地域経済の振興」、「財政の改善」など、これまでにない経済的社会的
効果が見込まれ、横浜市が抱える諸課題の有効な対応策になり得ると考えられること。また、世界最高水準のカジノ規制
といわれるＩＲ整備法やギャンブル等依存症対策基本法など、依存症に関する諸制度も整いつつあり、国・自治体・事業
者・関係団体がしっかりと協力することで、依存症の方を増やさないように取り組む環境が整ったこと。
これらを総合的に勘案し、横浜の20年、30年先を見据え、横浜が将来にわたり成長・発展を続けていくためには、ＩＲを
実現する必要があるという結論に至りました。
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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
金沢区（12月19日）分
質問内容

回答

横浜市では今後、生産年齢人口の減少等による、消費や税収の減少、社会保障費の増加など、経済活力の低下や厳しい財
政状況が見込まれています。
そうした状況であっても横浜が都市の活力を維持し、子育て、医療、福祉、教育など市民の皆様の安全安心を確保するこ
横浜市の現状について説明されていたが、外国、カジノ業社によるＩＲは とが必要です。
非常に問題がある。 横浜市はカジノは必要ない。落ついた町作りが必要 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
である。安易にカジノにもとめる事がない、短期で税収ＵＰをもとめる必 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
要ない。中・長期で考える必要あるがどうか。
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事業者とのコンタクトをとりたい
てほしい タイミング等含めて

具体的にどうすればよいのか教え

今後、横浜市が事業者を令和２年内に公募選定し、選定した事業者を公表していく予定です。

日本型ＩＲに設置されるカジノには、ＩＲ整備法に基づき、カジノのゲームに触れる機会の限定や厳格な入場規制など、
世界最高水準といわれる規制が適用されます。
また、事業者からも、海外での経験に基づき、顔認証による入場管理や、トレーニングを受けたスタッフによる徹底した
パチンコでもギャンブル依存症が多いのになぜこれ以上のギャンブル依存
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。
症の人を増やすのですか？市民からまきあげたお金を市の財政にあてるの
日本型ＩＲが参考としているシンガポールでは、ＩＲの設置前から国をあげて既存ギャンブルを含め依存症対策に取り組
ですか？
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。

市長は増収を期待できるとしていますが、依存症対策や治安対策の強化な
ど、カジノができることで、市として負担しなければならないリスクにつ
いても情報を公開してもらいたい。「カジノ反対」の過半数を超えること
からも説明会や市民の声を聞くための場を今後も重ねていくことが重要で
あると思いますが、市長はどの様に考えていますか。カジノという「バク
チ」で市の税収が増えても「港ヨコハマ」のイメージにはマイナスです。
山下埠頭の再開発はテーマパークの誘致など集客力のある施設を時間をか
けて検討してもらいたい。

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

ギャンブル依存症対策を行っても、カジノによって新たに生まれる依存症
者の発生を防ぐことはできません。長年ギャンブル依存症者の治療に携
わっている精神科医の帚木蓬生先生は、ギャンブル依存症になると脳の状
態は戻らず、治療は非常に難しく、医療上の有効な対応は限られていると
語っています。生活破綻や自殺につながる苦しみを抱え、家族も心身を病
んで困窮するギャンブル依存症者の様子を臨床心理士として医療機関で勤
務するなかで見てきました。このような地獄を市長、あなたが作り出すこ
とになりますが、それについてどう思われますか？

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に伴うものです。これらについては、
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な入場規制
など、世界最高水準といわれる規制が適用されます。
また、事業者からも、海外での経験に基づき、顔認証による入場管理や、トレーニングを受けたスタッフによる徹底した
対応や相談窓口の設置など、様々な対策が示されています。
日本型ＩＲが参考としているシンガポールでは、ＩＲの設置前から依存症対策に取り組んだ結果、ギャンブル依存症の方
が減少しています。
横浜市でもこれらの成功事例を参考に、国、事業者、関係団体などと協力して依存症の方を増やさないように取組を徹底
していきます。

ＩＲ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
私の囲りではカジノを横浜で作る事に反対の人が多いです。市民が作りた
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。
くないという意見が多ければ当然作る必要がありません。是非市民投票に
まずは、現在開催している説明会などで、市民の皆さまに御説明させていただき、日本型ＩＲとはどのようなものか、皆
て横浜市民の声を聞いて下さい。市長は市民の声を聞く事に賛成ですか？
さまにご理解いただく事が必要と考えております。
反対ですか？反対ならその理由を聞かせて下さい！！
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。

横浜市は観光資源の開発にもっと力を入れるべき（歴史的遺跡や神社仏閣
など）また原宿のような若者向けの資源も〇〇（判読不能）カジノはその
ような資源の一部であるべきです。カジノに頼りすぎた印象が強すぎま
す。上のような考え方はできませんか

既にカジノは、100以上の国・地域にあります。ＩＲ整備法では、カジノで集客するのではなく、カジノの売上により国
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。
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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
金沢区（12月19日）分
質問内容

回答

横浜市では今後、生産年齢人口の減少等による、消費や税収の減少、社会保障費の増加など、経済活力の低下や厳しい財
政状況が見込まれています。
そうした状況であっても横浜が都市の活力を維持し、子育て、医療、福祉、教育など市民の皆様の安全安心を確保するこ
地域で学習支援や子育て支援をしています。すでにギャンブル依存症が世 とが必要です。
界でダントツ高い日本（2017年３．６％）でさらに依存症を増やし、多重 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
債務を増やすリスクの高いカジノを作ることで、ヨコハマの子どもたちに 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
どのような未来を届けるのでしょうか。
者・関係団体がしっかりと協力することで、依存症の方を増やさないように取り組む環境が整ったこと。
これらを総合的に勘案し、横浜の20年、30年先を見据え、横浜が将来にわたり成長・発展を続けていくためには、ＩＲを
実現する必要があるという結論に至りました。

日本型ＩＲが参考にしているシンガポールでは、2019年４月に２つのＩＲの拡張を発表しています。また、ラスベガス
インバウンドを期待しているようですが、すでに経済的社会的に斜陽とも
は、カジノに大型ショーなど総合的なエンターテイメント施設や各ＩＲが連携したＭＩＣＥ施設を併設していることで、
言われているカジノを今更設置する意義効果があるのでしょうか
世界中から観光客を呼び込むことに成功していると認識しています。

企業誘致をするなら、将来的に伸びしろのあるＩＴやサスティナブルな
ウォーターフロント構想などもっと工夫できるのでは？

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

これまで、ＩＲを「導入する・しないの判断に至っていない」という意味で「白紙」としていました。
このため、ＩＲについて平成26年度から検討調査のための予算を計上し、継続してその判断に必要な検討を進めるととも
に、国の動向の把握に努めてまいりました。
2018年7月に、ＩＲ整備法やギャンブル等依存症対策基本法が成立し、国が導入するＩＲがどのようなものか、依存症に
どのような対応をしていくのか、明らかになってまいりました。
そもそも白紙だったところに、市民の７割近くが賛成しかねるような状況 横浜市の調査でもＩＲ整備法の成立を踏まえ、事業者から横浜にＩＲを設置した場合の経済的・社会的効果や、有識者か
らのご意見も頂いてまいりました。
でどうしてここまで決めているのでしょうか？
また、この間、市民の依存症に対するご心配の声や経済的な効果を期待する声など様々な意見をいただいてきました。
これらを踏まえ、横浜の20年、30年先を見据え、横浜が将来にわたり成長・発展を続けていくためには、ＩＲを実現する
必要があるという結論に至りました。
二元代表制のもと、議決が必要な案件については、市民の皆さまに選ばれた市会の皆様にお諮りしながら市政を進めてい
きます。

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
百歩譲ってどうせ３％ならカジノ抜きの統合型リゾートを考えたりはでき
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。
ませんか？
横浜市にとって、「観光ＭＩＣＥ都市」としての地位を盤石にするため、国内外から多くの人々を呼び込む大規模コンベ
ンション機能が必要と考えています。これらを踏まえ、市費の負担が最小限で大規模なＭＩＣＥ施設等の整備・運営が可
能な日本型ＩＲの制度を活用することが、最も有効な手法と考えています。

ＩＲのウリが何ですか？外国人宿泊者に魅力がある根拠は？

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

横浜市では、外国人の認知、興味・関心を向けてもらうため、動画「Find Your YOKOHAMA」や、リーフレット、インス
外国でのプロモーションは、どのように考えてますか？訪日外国人ではな
タグラムに注力しています」。なお、ＩＲの海外向けプロモーションについては、国の認定後、事業の進捗に合わせて段
く、横浜に行きたくなるようなＰＲ活動
階的に展開してまいります。

なぜ横浜で宿泊する人が少ないのですか

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、日本を観光する際のゴールデンルートから外れており、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、このため
ホテルの絶対数が少ないことも、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。
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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
金沢区（12月19日）分
質問内容

回答

今回、説明会を開催させていただきましたが、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。
来ている人は年寄ばかり！これからの未来をになう若者への説明はどのよ
また、市民説明会にご参加できない市民の皆様に対しても、ＩＲの実現に向けた本市の考え方や懸念事項への取組等につ
うに考えますか？絶対に必要だと思います。むしろ、若者にこそ必要。目
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
を向けさせるべき。
きます。
若者向けの広報についても、今後、大学等と連携し取り組んでいきます。

カジノありきの説明会なのですが、住民投票で決定することがあります
か。考えをお聞かせ下さい。

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

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。
税収が不足することに対して、カジノで補うという考えではなく、行政改
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。
革や身を切る改革、少子化を〇〇〇〇（判読不能）する方策等があっても
このため、法人市民税などの増収につながる企業誘致や、中小企業の振興など、様々な施策に取り組んできました。あわ
いいのでは？
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。

メリットばかりでデメリットは？

カジノに起因する懸念事項としては
的勢力の関与 ⑤地域環境への影響

①ギャンブル等依存症
があります。

②青少年への影響等

③マネーローンダリング

④反社会

カジノ無しではダメなんですか。

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、「観光ＭＩＣＥ都市」としての地位を盤石にするため、国内外から多くの人々を呼び込む大規模コンベ
ンション機能が必要と考えています。これらを踏まえ、市費の負担が最小限で大規模なＭＩＣＥ施設等の整備・運営が可
能な日本型ＩＲの制度を活用することが、最も有効な手法と考えています。

市長は以前ＩＲ法には反対の意を示していたのに何故賛成派になったの
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について平成26年度から検討調査のための予算を計上し、継続してその判断に必要な検討を進めるととも
に、国の動向の把握に努めてまいりました。
2018年7月に、ＩＲ整備法やギャンブル等依存症対策基本法が成立し、国が導入するＩＲがどのようなものか、依存症に
どのような対応をしていくのか、明らかになってまいりました。
横浜市の調査でもＩＲ整備法の成立を踏まえ、事業者から横浜にＩＲを設置した場合の経済的・社会的効果や、有識者か
らのご意見も頂いてまいりました。
また、この間、市民の依存症に対するご心配の声や経済的な効果を期待する声など様々な意見をいただいてきました。
これらを踏まえ、横浜の20年、30年先を見据え、横浜が将来にわたり成長・発展を続けていくためには、ＩＲを実現する
必要があるという結論に至りました。
二元代表制のもと、議決が必要な案件については、市民の皆さまに選ばれた市会の皆様にお諮りしながら市政を進めてい
きます。

ＩＲ法には何故カジノが必要か。無くても良いのでは？外国が皆有るか
ら？

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、「観光ＭＩＣＥ都市」としての地位を盤石にするため、国内外から多くの人々を呼び込む大規模コンベ
ンション機能が必要と考えています。これらを踏まえ、市費の負担が最小限で大規模なＭＩＣＥ施設等の整備・運営が可
能な日本型ＩＲの制度を活用することが、最も有効な手法と考えています。

なぜカジノ施設を入れないと、ＩＲ施設にならないのか。

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、「観光ＭＩＣＥ都市」としての地位を盤石にするため、国内外から多くの人々を呼び込む大規模コンベ
ンション機能が必要と考えています。これらを踏まえ、市費の負担が最小限で大規模なＭＩＣＥ施設等の整備・運営が可
能な日本型ＩＲの制度を活用することが、最も有効な手法と考えています。

法人市民税比較と市民一人あたり一般会計予算額の比較対象先が誤り。大 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、名古屋市等の他都市の状況をお示ししておりま
阪と比較ではなく兵庫、神戸市と比較すべき。
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。
市民の理解を得て進めるならば、理解度を把握するため住民投票をすべき
まずは、現在開催している説明会などで、市民の皆さまに御説明させていただき、日本型ＩＲとはどのようなものか、皆
である。
さまにご理解いただく事が必要と考えております。
その上で、どのように皆さまの意見を反映するかについて、国からの情報を参考に検討していきます。
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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
金沢区（12月19日）分
質問内容

回答

山下ふ頭は昭和30年代40年代の埋め立てのようだが、埋立土砂の汚染の心
配はないのか。市による調査や汚染土壌の処理は行わないのか。豊洲市場 現在、山下ふ頭の約９割以上の土地を横浜市が所有しております。仮に、山下ふ頭で土壌汚染があり、処置が必要な場合
の様な事態にならないよう、ＩＲを建設する前に、しっかりと対策を施し は、市が責任を持ってしっかりと対策を講じます。
て欲しい。

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、セレブから庶民まで、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。
客のイメージは、外国人ですか？日本人ですか？セレブですか？庶民です
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
か？
考えています。2018年度に事業者から提供された情報では、国内観光客の割合は66％から79％、外国人は34％から21％と
なっています。
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。

パシフィコ横浜など、市の既存の集客施設と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。
宿泊施設については、ＩＲにより増加する来訪者の宿泊施設を横浜市全体で対応していく必要があると考えています。ま
現在も大きなアリーナなどを計画とのこと。ＩＲにできる劇場などで、客
た、現在、市内に不足しているラグジュアリーなホテルについて、ＩＲで対応できるものと考えています。コンサートや
のとりあいは大丈夫ですか？
興行についても、それぞれの施設の特性を生かし集積の効果を活かせるよう検討してまいります。
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。

東京が手を挙げたらどうしますか？

東京はＩＲ誘致を検討中であるものの、意思表明はしておらず、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。

個人的にはＩＲに賛成ですが、市としてＩＲ導入に最も期待していること 世界最高水準のスケールとクオリティを持つ横浜ＩＲの整備とその経済的・社会的効果により、交流人口が増え、賑わい
は何でしょうか。（税収、雇用、経済効果など）
がアップし、横浜に新たな産業や文化が生まれるなど、世界の観光・ＭＩＣＥ都市・文化芸術都市として、横浜がさらな
私はエンターテイメントが地元に生まれることを期待します。
る飛躍をする事を期待しています。

比率の表現では１.７倍だが、全国よりも宿泊実数では十分多い。→ＩＲ
を正当化する「数字のまやかし」を感じる

全国、東京23区、横浜の数値を比較した場合、面積や既存資源等の差がありますので、伸び率で比較しました。

東京都と比較するなら、神奈川県と対比すべき

説明会では、横浜市の状況をわかりやすくご理解いただくため、他都市の状況をお示ししております。

横浜市の日帰りが多いのは、神奈川には箱根、鎌倉等があり分散

横浜は、外国人観光客が日本を観光する際のゴールデンルートから外れており、外国人に訴求するコンテンツが少ないこ
とや、ホテル数が少ないことなどが日帰りが多い事の理由と考えております。

大阪府と比較するのはおかしい

大阪は、府単位で観光消費額のデータを出しており、市での観光消費額のデータを入手することができませんでした。横
浜市は、インバウンドを含めた観光消費額、大阪府は訪日外国人のみの観光消費額であり、参考として掲出したもので
す。

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いる横浜は、その影響が大きいものと考えて
います。市税収入の規模は、平成30年度決算で約8,200億円となっており、その約半分を皆様の個人市民税からいただい
人口減少は他県でも直面している問題→ＩＲを後押しする理由にはならな 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。
い
このため、法人市民税などの増収につながる企業誘致や、中小企業の振興など、様々な施策に取り組んできました。
ＩＲも様々な対応策の一つとなっています。

上場企業数も良いが、資本金額や連結決算額で集計すれば違う結果になる

説明会では、横浜市の状況をわかりやすくご理解いただくため、大阪市、名古屋市、横浜市の上場企業数の比較、法人市
民税の比較、一般会計予算額の比較をお示ししていますが、ご意見は参考にさせていただきます。

東京はもっと国税比率が高い

横浜よりも東京都の国税化額が高いと認識しています。

カジノ利用者の課税逃れを防ぐ、ギャンブル依存症の防止対策、反社会的
勢力の蔓延防止、地域環境悪化対策などＩＲにからむ問題が多すぎる。市
長が「国が考えたＩＲ」と言われたが、外国人に頼るのではなく、内需を
掘り起しで、永続的な繁栄を安心安全な環境で作る市民の工夫、努力が大
切。ＩＲ企業が利益追求のあまり、治安や街の雰囲気が悪化しかねない。

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。
なお、日本型ＩＲが参考としているシンガポールでは、ＩＲの設置前から依存症対策に取り組んだ結果、ギャンブル依存
症の方が減少しています。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。
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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
金沢区（12月19日）分
質問内容

回答

ＩＲについて2014年度から検討調査のための予算を計上し、継続してその判断に必要な検討を進めるとともに、国の動向
の把握に努めてまいりました。
2018年7月に、ＩＲ整備法やギャンブル等依存症対策基本法が成立し、国が導入するＩＲがどのようなものか、依存症に
どのような対応をしていくのか、明らかになってまいりました。
各種世論調査では、ＩＲに対して反対意見が多数を占めているが、そのよ 本市の調査でもＩＲ整備法の成立を踏まえ、事業者から横浜にＩＲを設置した場合の経済的・社会的効果や、有識者から
うな状況で、市長は何故市民に信を問うことなく、ＩＲ導入を一方的に決 のご意見も頂いてまいりました。
また、この間、市民の依存症に対するご心配の声や経済的な効果を期待する声など様々な意見をいただいてきました。
めたのか。
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。
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。
もしＩＲの是非を問う住民投票で、反対が多数を占めた場合、これを民意
まずは、現在開催している説明会などで、市民の皆さまに御説明させていただき、日本型ＩＲとはどのようなものか、皆
と捉えＩＲ誘致を撤回する考えはあるか。
さまにご理解いただく事が必要と考えております。
その上で、どのように皆さまの意見を反映するかについて、国からの情報を参考に検討していきます。

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。
ＩＲの経済効果、税収増をうたっているが、その財源がカジノ依存症に
一方で過度な「のめり込み」などによって、社会生活に支障を及ぼしている方がいらっしゃるのも事実です。
なった国民の懐からむしりとられた金であることをどう考えるか。そもそ
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
も賭博で稼いだ金を市の財政にすること自体邪道だと思わないか。
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。

北海道がＩＲ誘致を撤回したが、これをどう考えるのか。

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。

平成27年９月にとりまとめた「横浜市山下ふ頭開発基本計画」、ハーバーリゾートの形成では、「観光・ＭＩＣＥを中心
とした魅力的な賑わいの創出」、「親水性豊かなウォーターフロントの創出」、「環境に配慮したスマートエリアの創
出」の３つの視点を掲げています。
特に、山下ふ頭の47ヘクタールという大規模な敷地を活かして、基本方針の第一には、横浜市の「観光ＭＩＣＥ都市」と
横浜港運協会が市と協働で作成したハーバーリゾート計画について、市当 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。
局はいかなる検討をしたのかお答え願います。協会側では進出予定事業者 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
の視察、収支計画など相当に進んでいるかに聞いております。市は協会側 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。
と計画のすり合わせなど、協議をしているのでしょうか？
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。
事業を進めるうえでは、港湾事業者等の皆さまのご理解・ご協力が大切です。引き続き丁寧に調整しながら進めてまいり
ます。

子育て世代を代表して質問します。私の周りには、「カジノができたら横
浜から引っ越す」と言っているお母さんたちがたくさんいます。もしそう
なれば、老人ばかりが残り、横浜が空洞化するおそれがあります。
若い世代が横浜を見限って離れていった場合の損失はシュミレーションし
ていますか？検討済みでしたら、結果の報告を願います。していないのな
ら早く！！！

横浜市では今後、生産年齢人口の減少等による、消費や税収の減少、社会保障費の増加など、経済活力の低下や厳しい財
政状況が見込まれています。
そうした状況であっても横浜が都市の活力を維持し、子育て、医療、福祉、教育など市民の皆様の安全安心を確保するこ
とが必要です。
そのような中で、ＩＲによる「観光の振興」、「地域経済の振興」、「財政の改善」など、これまでにない経済的社会的
効果が見込まれ、横浜市が抱える諸課題の有効な対応策になり得ると考えられること。
また、世界最高水準のカジノ規制といわれるＩＲ整備法やギャンブル等依存症対策基本法など、依存症に関する諸制度も
整いつつあり、国・自治体・事業者・関係団体がしっかりと協力することで、依存症の方を増やさないように取り組む環
境が整ったこと。
これらを総合的に勘案し、横浜の20年、30年先を見据え、横浜が将来にわたり成長・発展を続けていくためには、ＩＲを
実現する必要があるという結論に至りました。
日本型ＩＲが参考としているシンガポールの２つのＩＲでは、いずれも１万人を超える直接雇用を生み出しており、観
光・ＭＩＣＥの専門性の高い若手人材を育成し、日本人の若者も多く働いています。

事業者に対する管理、監督をするカジノ管理委員会メンバーの選定方法
は？

事業者を管理監督を行うカジノ管理委員会は、国において2020年１月に内閣府の外局として設置されています。カジノ管
理委員会は、委員長及び委員４人をもって組織し、任期は５年となっています。委員の選定は、衆参両院の同意を経て首
相が任命します。両院に選任する上での基準は、「人格が高潔であり、公正な判断をすることができる者、かつ、ギャン
ブル、カジノに関しての識見が高い者」とされます。

ＩＲ整備法で、ＩＲ区域は民間事業者が一体的に設置・運営す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です。
地方自治体の増収効果が最大で1200億円であるが、経営的に行詰り赤字と しかし、事業経営には、さまざまなリスクがあるのも事実です。
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
なった場合、赤字の穴埋めは市が行うのですか。
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。
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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
金沢区（12月19日）分
質問内容

回答

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に伴うものです。これらについては、
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。
ギャンブル依存の拡大が見られると思うが、大きい施策では良いことを
言っているが、パチンコ等に流れる可能性が大きくなると思われる。その 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。
対策はどうするのか。
日本型ＩＲが参考としているシンガポールでは、ＩＲの設置前から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。

横浜市民の90％以上が反対している。何故ＩＲに固執する必要があるの
か、他を考えることは不可能なのか。

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。
また、横浜がおかれている厳しい状況を乗り越え、市民の皆様のご要望にお応えしていくため、「戦略的な企業誘致」、
「観光・ＭＩＣＥ都市」、「特別自治市」、「クルーズポート」、「中小企業振興」など、あらゆる政策を展開していま
す。
ＩＲもこれらの政策の重要な一つと考えています

カジノをはじめたら30年間はやめることが出来ないと聞きました。収支の
損失がおきた場合、市税からおぎなうのでしょうか？大切な市税をギャン
ブルにあてるのは反対です。市税のあなうめのＩＲはぜったいやめるべき
です。（前回の中区の説明会時に市税がたりなくなるから、ＩＲをすると
聞いている）

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。
ご質問の、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
定めることとなります。

観光で税収があがらないなら、もっと違う方法もあるのではないか？

市税収入の規模は、平成30年度決算で約8,200億円となっており、その約半分を皆様の個人市民税からいただいていま
す。
しかしながら、個人市民税は、将来的に人口減少により減収の見込みです。
このため、法人市民税などの増収につながる企業誘致や、中小企業の振興など、様々な施策に取り組んできました。
ＩＲも様々な対応策の一つとなっています。

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。
すみやすい横浜市に！横浜に中学校給食ないから他市に転居した方がいま
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
す。もっと考えて欲しいです。
整いつつあり、国・自治体・事業者・関係団体がしっかりと協力することで、依存症の方を増やさないように取り組む環
境が整ったこと。
これらを総合的に勘案し、横浜の20年、30年先を見据え、横浜が将来にわたり成長・発展を続けていくためには、ＩＲを
実現する必要があるという結論に至りました。
なお、横浜市の中学校昼食は、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。

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全体の売り上げの70パーセント程度がカジノの売上となっ
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。
カジノの収益は、どの位見込まれているのか。負の話も聞きたい。ギャン 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。
ブル依存症の対策や治安悪化が懸念される。
また、治安対策については、背面調査の実施による厳格な免許制や、マイナンバーカードの本人確認により、暴力団員の
事業への参入やカジノへの入場を禁止するなど、治安対策がしっかりと規定されています。
日本型ＩＲが参考としているシンガポールでは、ＩＲの設置前から依存症対策に取り組んだ結果、ギャンブル依存症の方
が減少しており、ＩＲ設置前と後で人口10万人当たりの犯罪認知率に大きな変化は見られません。。
横浜市でもこれらの成功事例を参考に、国、事業者、関係団体などと協力して取組を徹底していきます。

説明後15分のみの質問書では不足。後日ＦＡＸ等でも受付してほしい。少
横浜市では、昨年11月に都市整備局にＩＲ推進室を設置し、ＩＲに取組んでいます。また、ご質問等は、同室にお問い合
子高齢化に向かっているのに、ＩＲを運営する人材を確保できると思えな
わせください。
い。ＩＲを継続していく人材をどう確保すると考えているか。

カジノ内ＡＴＭ設置禁止→近隣ＡＴＭの制限の有無は？

ＩＲ整備法では、ＡＴＭの設置の禁止は、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。
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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
金沢区（12月19日）分
質問内容
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事業者を管理監督を行うカジノ管理委員会は、国において令和２年１月に内閣府の外局として設置されております。
カジノ管理委員会、背面調査担当の選び方。ゆ着を防ぐための仕組み・検
委員長には元福岡高等検察庁検事長、４人の委員にはなどが国会の同意を経て就任されています。背面調査担当の選び方
討の有無は？
等については、今後、カジノ管理委員会において、具体的な手続きが検討されるものと考えます。

カジノから得た税収などで市民の生活がどうかわるか？

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

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
治安への具体的な対策。自治体による周辺地域の防犯体制の強化、規制に の防犯カメラの設置、県警と連携した取組など、治安対策にしっかりと取り組んでいきます。
具体的な施策については、区域整備計画の策定までにお示ししていきます。
ついてもっと詳しく聞きたい。
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による横浜市の増収効果は、年間820億円から1,200億円となっています。
この数値は、ご協力していただいた事業者の皆様から精査のうえ提供いただいた施設規模や収支見込みなどを基に、それ
ぞれの税収見込み等を市で算出したものです。
ＩＲ整備法では、その納付金の相当額を
・観光の振興に関する施策
・地域経済の振興に関する施策
ＩＲでの横浜市民への税収の変化はあるのか？ＩＲがうまくいかないと市
・ＩＲ整備の推進に関する施策
民の税が上がるのか？（市民の負担）
・カジノの設置・運営に伴う有害な影響の排除を行うために必要な施策
・社会福祉の増進及び文化芸術の振興に関する施策に必要な経費に充てることができると規定されていますので、市民生
活に身近な、医療や福祉、子育て、教育に重きを置いて活用することも可能ですが、市民の税負担を直接軽減すること
は、現時点で考えておりません。具体的な使途については、今後策定する区域整備計画でお示ししていきます。
また、ＩＲ整備法で、ＩＲ区域は民間事業者による一体として設置・運営されるものとされています。このため、事業の
運営に関しては、事業者が責任を負うものと考えています。

小学校の数（生徒数）が減ってるのでなんとかして下さい。

横浜市では、子どもを大切にする社会的な機運を醸成するため、将来の子育て世代に向けた、結婚や妊娠・出産、子育て
に対する楽しさや喜びを知るきっかけづくりを進めています。本事業は、結婚・妊娠・出産・子育ての「切れ目のない支
援」のための環境づくりとなるよう、将来の子育て世代となる未婚者、子の結婚を希望する親などの保護者に向け啓発、
支援を行っています。

今回お示ししている820億円から1,200億円の横浜市の増収額は、カジノ納付金のほか、床面積の３％以内のカジノを含め
た、ＭＩＣＥ・ホテル・エンターテイメント施設など大規模な建物にかかる固定資産税等や、リゾート施設全体の収益に
伴う法人市民税なども含まれています。カジノの収益がどれくらいかなどについてはこれから事業者を公募する現在の段
階では、事業者のノウハウや戦略の面から具体的な数字をお示しできませんが、今後、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。
自治体の税収効果1200億円を得る為に8000億円巻き上げられる聞いている 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。
が。
また、ＩＲ整備法では、カジノの収益（ＧＧＲ：かけ額と配当額の差額）の３０％を国と設置自治体に納付すること。カ
ジノの収益を、先行投資したＩＲ施設の建設費の償還や、ＭＩＣＥ施設等のＩＲ施設の運営に充てること。
ＩＲ事業者は、長期的にＩＲの魅力を維持し続けていくため、カジノによる収益を再投資し、ＩＲの事業内容の向上や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。

依存症は治らないと聞いている。

日本型ＩＲに設置されるカジノには、ＩＲ整備法に基づき、カジノのゲームに触れる機会の限定や厳格な入場規制など、
世界最高水準といわれる規制が適用されます。
また、事業者からも、海外での経験に基づき、顔認証による入場管理や、トレーニングを受けたスタッフによる徹底した
対応や相談窓口の設置など、様々な対策が示されています。
日本型ＩＲが参考としているシンガポールでは、ＩＲの設置前から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。

交通網整備にどの位かかるのか。

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交通施設整備など、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。
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予定の利益が上がらないと、自治体負担もあるとか。

ＩＲ整備法で、ＩＲ区域は民間事業者が一体的に設置・運営す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。
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。

一度出来たら後戻りできないそうだが。

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。

治安が悪くなる心配も多いね。

日本では、古い映画などの影響により、カジノには反社会的な勢力が関与しているとのイメージを持たれている方が多い
と思われます。しかしながら、現行の海外のＩＲ事業者は、日本の金融機関に匹敵する規制がなされており、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。
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。

地元の商店街が減収になるのでは。

ＩＲ区域内の、大規模なＭＩＣＥ施設や魅力施設等により、来街者の増加やビジネスの機会が創出され、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おります。

何よりもトバクは刑法に違反するよね。

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、20180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。

市民の声を聞いて決めて下さい。

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

様々な依存症の原因がある中で、依存症となるとその回復率は、１割程度
と低い。わざわざカジノといった要因を増やす理由がわかりません。税収
を上げる他の方法ではいけないのでしょうか。ネットの世界が子ども達の
中に浸透している中極めて依存症になりやすいベースができています。公
約をやぶらないで下さい。大阪市に住みたいとは思いません。１人の依存
症者が回復するのにどの位医療費がかかると試算していますか？

市税収入の規模は、平成30年度決算で約8,200億円となっており、その約半分を皆様の個人市民税からいただいていま
す。
しかしながら、個人市民税は、将来的に人口減少により減収の見込みです。
このため、法人市民税などの増収につながる企業誘致や、中小企業の振興など、様々な施策に取り組んできました。あわ
せて、事務事業の見直しについても努めております。
ＩＲも様々な対応策の一つであり、決してＩＲのみに財源を頼るものではありません。
横浜市では、今後、既存パチンコなどを含むのギャンブル等依存やインターネットゲーム障害などの新たな依存を含め、
子供・青少年に対する依存症の予防のための普及啓発に取り組んでいきます。
日本型ＩＲに設置されるカジノには、ＩＲ整備法に基づき、カジノのゲームに触れる機会の限定や厳格な入場規制など、
世界最高水準といわれる規制が適用されます。
また、事業者からも、海外での経験に基づき、顔認証による入場管理や、トレーニングを受けたスタッフによる徹底した
対応や相談窓口の設置など、様々な対策が示されています。
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。
なお、カジノの設置に伴う新たな医療費に関する試算について、算出が可能なのかを今後検討していきます。

平成27年９月にとりまとめた「横浜市山下ふ頭開発基本計画」、ハーバーリゾートの形成では、「観光・ＭＩＣＥを中心
とした魅力的な賑わいの創出」、「親水性豊かなウォーターフロントの創出」、「環境に配慮したスマートエリアの創
出」の３つの視点を掲げています。
特に、山下ふ頭の47ヘクタールという大規模な敷地を活かして、基本方針の第一には、横浜市の「観光ＭＩＣＥ都市」と
カジノを除いたＩＲとせよ。カジノは不要。東京ディズニーランドの様な しての地位を盤石にすべく、国内外から多くの人々を呼び込む大規模コンベンション機能を想定していました。
このような中、平成28年12月にＩＲ推進法、平成30年７月にＩＲ整備法が国で成立し、わが国の観光・ＭＩＣＥ戦略に基
テーマパークを工夫せよ。
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。

カジノは賭博なのになぜ誘致するのですか。

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。
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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
金沢区（12月19日）分
質問内容

回答

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ことができない規定と
ＩＲの目玉をカジノにするという事（ＩＲにカジノを加えること）は、そ
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、日本型ＩＲの国内の設置数は、３か所が
れだけ人にあがらいがたい・みりょくを与えるということだと思います。
上限となっています。
実際に今ＩＲを行っている都市の抱える問題と対策はどのようなものなの
横浜市でも、2014年度の調査でＩＲの代表的な事例の調査や経済波及効果の試算を、2015年度の調査では、ＩＲの導入の
か。横浜市はそれをどうとらえているのか。
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。

山下ふ頭の大型台風等の災害対策は、どうなっていますか？

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、災害に強くしなやかな
街づくりを目指します。ＩＲには、世界規模の展示施設やホテルなどが整備されますので、その大きな空間を生かして、
食料や物資の備蓄も行える避難場所、さらには帰宅困難者一時滞在施設としての役割をしっかりと果たすよう、具体化を
進めていきます。
さらに、災害時に停電が発生した場合でも自立して電力を供給できるシステムの整備、岸壁や桟橋などを利用した救援物
資や援助隊の受け入れなど、地域の防災拠点としての役割についても検討を進めていきます。

日本型ＩＲは、「観光立国」としての日本を明確に世界の中に位置づけるため、民間事業者の投資と創意工夫を最大限に
カジノには市経済や他ＩＲ施設の投資に充てるなどの意義があるとは思い
引き出し、我が国を「観光先進国」として引き上げるための原動力としてする政策的な枠組み（公共政策としてのＩＲ）
ますが、市長としてはその志に関してどのようにお考えでしょうか。
となっていると認識しています。

１度白紙に元したのに、何故又？（当選したいからですか？）

これまで、私はＩＲを「導入する・しないの判断に至っていない」という意味で「白紙」としていました。
このため、ＩＲについて平成26年度から検討調査のための予算を計上し、継続してその判断に必要な検討を進めるととも
に、国の動向の把握に努めてまいりました。
2018年7月に、ＩＲ整備法やギャンブル等依存症対策基本法が成立し、国が導入するＩＲがどのようなものか、依存症に
どのような対応をしていくのか、明らかになってまいりました。
本市の調査でもＩＲ整備法の成立を踏まえ、事業者から横浜にＩＲを設置した場合の経済的・社会的効果や、有識者から
のご意見も頂いてまいりました。
また、この間、市民の依存症に対するご心配の声や経済的な効果を期待する声など様々な意見をいただいてきました。
これらを踏まえ、横浜の20年、30年先を見据え、横浜が将来にわたり成長・発展を続けていくためには、ＩＲを実現する
必要があるという結論に至りました。
二元代表制のもと、議決が必要な案件については、市民の皆さまに選ばれた市会の皆様にお諮りしながら市政を進めてい
きます。

ぼう力団の関係者がどうかを、どうやって確認するのですか？

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

ＩＲを作る前に、まず、中学校の給食センターを作るべきではないでしょ
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
うか？
く選べる選択制としています。

市民が望んでいないのに、反対を押し切って作るべきではないのでは？

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。

横浜の現状３で、横浜市は８割が日帰りとなっていますが、その調査をど 横浜市内の観光施設10か所で来街者に対して対して怠慢聞き取り調査を、春・夏・秋・冬季の年４回、平日２日、休日２
のようにしたのか説明して下さい。横浜市のホテルの稼働率は高いといわ 日の計16日間行っています。詳しくは、横浜市ホームページの観光に関する調査・統計データをご覧ください。また、市
れている。つまり、宿泊の数は多いと思われる。
内主要ホテルの稼働率は、86.1%（2019年）と高いため、宿泊施設が足りないと考えています。

８の法人市民税

市税収入の規模は、平成30年度決算で約8,200億円となっており、その約半分を皆様の個人市民税からいただいていま
す。
しかしながら、個人市民税は、将来的に人口減少により減収の見込みです。
このため、法人市民税などの増収につながる企業誘致や、中小企業の振興など、様々な施策に取り組んできました。
ＩＲも様々な対応策の一つとなっています。

ＩＲ整備法においては、住民の意見を反映させるために必要な措置として、ＩＲを実施する場合は、都道府県等との協議
や同意、公聴会の実施、議会の議決など、民意の反映方法について規定されています。
本気で横浜市民の理解を得ようとするなら、なぜ住民投票を実施できない
まずは、現在開催している説明会などで、市民の皆さまに御説明させていただき、日本型ＩＲとはどのようなものか、皆
のですか？反対の声が多いことがわかると困るからでしょうか。
さまにご理解いただく事が必要と考えております。
その上で、どのように皆さまの意見を反映するかについて、国からの情報を参考に検討していきます。
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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
金沢区（12月19日）分
質問内容

回答

政府の方でも「地域住民の理解が必要」と言ってます。市長も「ていねい
に説明する」と言ってますが、今やっているこのような形式での１８区の
説明会で、ギャンブル依存症や地域の治安悪化等の不安を解消し、住民の
理解が進んだと考えるのでしょうか。住民のための説明ならば一問一答形
式での住民の声をじかに聞き、疑問に答えるような説明会を開く気持ちは
本当にありますか。市長の明確な回答をお願いします。

今回の説明会以後、２年度以降についても、実施方針や区域整備方針の作成など、手続きの節目ごとに、市民の皆様への
ご説明等を行っていきます。なお、今回の説明会は、まず、第１回目の説明会として、開催日時が平日の夜間や休日に開
催することが多く、お忙しい中、お集まりいただいた皆様の一人でも多くの方の質問にお答えできるよう、質問書への回
答という方式をとらせていただきました。
また、一部の積極的な方の発言に偏ることが６月の説明会でも見受けられていたため、公平に多くの方からの意見をいた
だく趣旨で、質問書としています。

ギャンブル依存症について
市はＩＲによって年間820億～1200億円の増収を見込んでいると報道され
ているが、事業者からの納付金収入は粗利益の15％だから、たとえば1200
億円を得るには、カジノで8000億円近いもうけがないんと達成できない、
と指摘されている（静岡大学鳥畑与一教授）。これは客が大負けしないと
成り立たない。カジノについて市は世界最高水準のカジノ規制と言うが、
入場料6000円はハードルにはなりえず、他方７日で３回、月で10回まで、
という規定は、歯どめどころか、これだけ通えば依存症と言えるレベルと
思う。日本では公営ギャンブルやパチンコ依存症がすでに問題になってい
る。報道によるとカジノによる依存症の増加の対策として市は市大医学部
で依存症の治療を行う人材を育成すると言うが、患者を出さないことこそ
本来の政治の姿ではないか。目の前に餌を見せておびき寄せ、お金を使わ
せて、依存症になれば病院に行けということか。依存症本人だけでなく家
族も犠牲になる。犠牲者が出たときに、意志薄弱だとか自己責任だという
ことにならないか。市長の在職中であってもなくても、重大な決定を下し
た者として、個人に対してどれだけの責任をとる覚悟があるのか。市長の
死後に個人や家族の悲劇が起きたときはどうするのか。

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、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。
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。
日本型ＩＲに設置されるカジノには、ＩＲ整備法に基づき、カジノのゲームに触れる機会の限定や厳格な入場規制など、
世界最高水準といわれる規制が適用されます。
また、事業者からも、海外での経験に基づき、顔認証による入場管理や、トレーニングを受けたスタッフによる徹底した
対応や相談窓口の設置など、様々な対策が示されています。
日本型ＩＲが参考としているシンガポールでは、ＩＲの設置前から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。

依存症問題への具体的なガイドラインと今後のタイムスケジュールを明確
にして欲しい。特に横浜市独自の取り組みは考えているのか？警察組織や
病院との連携による依存症患者、もしくはその予備的な人へのアプローチ
などは、どう取り組みますか？

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
者の取組と共に、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。
なお、既存の対策の充実に加え、ＩＲの整備・運営に伴う依存症対策については、国や県、関係機関と連携し、今後策定
する、区域整備計画でお示ししてまいります。

貸金業法はカジノ事業者には、適用されませんが、原則として日本人への貸付はできません。
ＩＲ整備法では、特定資金貸付業務の規制により、カジノ事業者は、例外としてあらかじめ多額の金額（シンガポールの
例では800万円）を事業者に預けた日本人には、返済能力の調査とそれに基づく貸付限度額を顧客ごとに定めて、貸付け
出来るとされています。
年収の1/3以上貸付けてはいけないという貸金業法が適用されないという
ＩＲに訪れる観光客数の割合は日本人が多くなることが見込まれる一方、有識者からは、外国人の利用単価が高くなるた
のは本当か？本当なら客はカジノからギャンブル資金を無制限にかりられ
め、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。
ることになる。カジノで巨額な富を手に入れるのは、外資という流れとき
また、ＩＲ整備法では、カジノの収益（ＧＧＲ：かけ額と配当額の差額）の３０％を国と設置自治体に納付すること。カ
いた。お金がどう流れるか説明してほしい。
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。

整備されるＩＲ施設には、みなとみらい21地区の経験を活かして、最先端
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、ユニバーサルデザイ
のエネルギーインフラを整備して、地球環境の保全に貢献すべきと考えま
ンなど「未来の街のショーケース」を掲げ、取り組んで行きます。
すが、市として現時点でお考えはあるのでしょうか？
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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
金沢区（12月19日）分
質問内容

なぜ急に、候補地としたのか。明確な理由が知りたい。

回答

平成27年９月にとりまとめた「横浜市山下ふ頭開発基本計画」、ハーバーリゾートの形成では、「観光・ＭＩＣＥを中心
とした魅力的な賑わいの創出」、「親水性豊かなウォーターフロントの創出」、「環境に配慮したスマートエリアの創
出」の３つの視点を掲げています。
特に、山下ふ頭の47ヘクタールという大規模な敷地を活かして、基本方針の第一には、横浜市の「観光ＭＩＣＥ都市」と
しての地位を盤石にすべく、国内外から多くの人々を呼び込む大規模コンベンション機能を想定していました。
このような中、平成28年12月にＩＲ推進法、平成30年７月にＩＲ整備法が国で成立し、わが国の観光・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。

インバウンドの効果等により横浜市の2018年の観光消費額は、過去最高を更新していますが、他都市の状況を踏まえると
十分インバウンドの効果を活かしきれて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。
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。
インバウンドで、横浜市は税集○（判別不能）として潤っているので、な そのような中で、ＩＲによる「観光の振興」、「地域経済の振興」、「財政の改善」など、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。
ぜ必要なのか、最終目的を知りたい。
また、世界最高水準のカジノ規制といわれるＩＲ整備法やギャンブル等依存症対策基本法など、依存症に関する諸制度も
整いつつあり、国・自治体・事業者・関係団体がしっかりと協力することで、依存症の方を増やさないように取り組む環
境が整ったこと。
これらを総合的に勘案し、横浜の20年、30年先を見据え、横浜が将来にわたり成長・発展を続けていくためには、ＩＲを
実現する必要があるという結論に至りました。

わかりやすい回答をしているのを言われているが、もう少し、わかりやす
背景も含めてご説明させていただいていますが、今後も市民の皆さまのご理解が深まるよう、努めていきます。
い回答を求めます。

日本型ＩＲに設置されるカジノには、ＩＲ整備法に基づき、カジノのゲームに触れる機会の限定や厳格な入場規制など、
世界最高水準といわれる規制が適用されます。
また、事業者からも、海外での経験に基づき、顔認証による入場管理や、トレーニングを受けたスタッフによる徹底した
ＩＲに関しては賛成です。依存症への対応に関しては既存のギャンブルに 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
も適用範囲を拡げて欲しい。お願いします。
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、既存のギャンブルも含めて依存症の方を
増やさないように取組を徹底していきます。

ＩＲ整備法においては、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。
全市での説明会終了後、市民の総意を確認する手だてとして、住民投票を
まずは、現在開催している説明会などで、市民の皆さまに御説明させていただき、日本型ＩＲとはどのようなものか、皆
実施する考えはあるか？
さまにご理解いただく事が必要と考えております。
その上で、どのように皆さまの意見を反映するかについて、国からの情報を参考に検討していきます。

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。
高額な入場料、負けた人のお金（税収？）を市（市民？）の為に使う事が 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
市の為、市民の為になるのでしょうか。市長お答え下さい。私は「足るを 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
知る」という言葉が好きですが。
整いつつあり、国・自治体・事業者・関係団体がしっかりと協力することで、依存症の方を増やさないように取り組む環
境が整ったこと。
これらを総合的に勘案し、横浜の20年、30年先を見据え、横浜が将来にわたり成長・発展を続けていくためには、ＩＲを
実現する必要があるという結論に至りました。

現在、横浜市は東京プロモーション本部に誘致部門を設け、横浜市へ移転した際の税軽減などをＰＲしながら積極的に営
業活動をしています。
一方、企業が拠点の新設、移転を決定する際には、従業員の居住地、取引先や自社の他拠点との距離、賃料、交通アクセ
企業誘致が難しい、うまくいかないのはなぜですか？原因についてどのよ スなど数多くの事項を検討し、総合的に判断しています。特に本社移転については何年もかけて検討することが多く、そ
れでも結論を出す直前に市況が激変したり、Ｍ＆Ａが起こるなどにより移転が止まってしまうことなどが頻繁に起こりま
うに分析しているのですか？
す。
そのような中、近年では日本ＫＦＣホールディングス、キャタピラージャパン、京浜急行電鉄、いすゞ自動車などの本社
移転の成果を上げています。

将来的な税収を確保するための「カジノを含むＩＲリゾート開発」とのこ
とですが、この開発・運営事業で期待される税収のうち「カジノ」によっ
て得られる割合（金額）はどの程度と見込んでいますか？収入が安定的に
維持できる根拠は何ですか？

今回お示ししている820億円から1,200億円の横浜市の増収額は、カジノ納付金ほか、床面積の３％以内のカジノを含め
た、ＭＩＣＥ・ホテル・エンターテイメント施設など大規模な建物にかかる固定資産税等や、リゾート施設全体の収益に
伴う法人市民税なども含まれています。カジノの収益がどれくらいかなどについてはこれから事業者を公募する現在の段
階では、事業者のノウハウや戦略の面から具体的な数字をお示しできませんが、今後、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。定期的に事業を評価・改善して
いく仕組みとなっています。
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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
金沢区（12月19日）分
質問内容

回答

平成29年に実施された国の全国調査では、パチンコ、競馬などの公営競技に関して、生涯を通じて疑われる方は成人人口
の３.６％、現在も依存症の疑いがある１年以内にギャンブル等依存症が疑われる方が０.８％と報告されています。
ＩＲ整備法では、新たに設置される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。
既に日本では、パチンコ、競馬、競輪などによりギャンブル依存症が536
併せて、事業者からも、海外での経験に基づき、顔認証による入場管理や、トレーニングを受けたスタッフによる徹底し
万人（厚生省調べ）いると言われている。それにも関わらずカジノという
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。
公営ギャンブルで依存症を増やすのはおかしくないですか？百歩譲って、
日本型ＩＲが参考としているシンガポールでは、ＩＲの設置前から既存のギャンブルを含め依存症対策に取り組んだ結
カジノを作るならシンガポールのように外国人限定にし、日本人は入場禁
果、ギャンブル依存症の方が減少しています。
止にすべきではないか？
横浜市でもこれらの成功事例を参考に、国、事業者、関係団体などと協力して依存症の方を増やさないように取組を徹底
していきます。
なお、ＩＲ整備法では、一定の条件のもとで日本人の入場を認めており、特定地域のＩＲにおいて、その事業者や地方自
治体が日本人の入場を制限することは、法制上できません。

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まいりました。
2018年7月に、ＩＲ整備法やギャンブル等依存症対策基本法が成立し、国が導入するＩＲがどのようなものか、依存症に
どのような対応をしていくのか、明らかになってまいりました。
大多数の市民が反対しているにもかかわらず、カジノ設置を進めようとす 横浜市の調査でもＩＲ整備法の成立を踏まえ、事業者から横浜にＩＲを設置した場合の経済的・社会的効果や、有識者か
らのご意見も頂いてまいりました。
ることの合理的で納得性のある根拠を示してください。
また、この間、市民の依存症に対するご心配の声や経済的な効果を期待する声など様々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。

マカオやシンガポールでは中国人の「マネーロンダリング」に使われてい
ます。その実態を横浜市は把握していますか。ＩＲカジノ事業者選定のプ
ロセスを明確にして、常に市民に公表してください。反社会的団体が参加
していないのか明確にして下さい。横浜市と契約したカジノ事業者が倒産
した場合、その負債の負担は横浜市が負いますがその対策は出来ています
か。

ＩＲ整備法では、海外の事例を参考に、マネーローンダリング対策として100万円を超える取引の届け出などを規定して
いると認識しています。選定については、横浜市において、具体的なプロセス等は決まっていませんが、国の基本的な方
針（案）では、都道府県においては、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。また、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。
反社会的勢力の排除については、国家公安委員会などと同様に独立した権限を持ち、事業者の管理監督を行うカジノ管理
委員会が、2020年１月７日に内閣府の外局として設置されました。ＩＲ整備法では、同委員会による徹底した背面調査の
実施にもとづく厳格な免許制や、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整備法では、ＩＲ区域は民間事業者が一体的に設置・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。
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。

今まで運営されているカジノでは必ずギャンブル依存症の人が生まれ、家
庭崩壊を起こす悲劇が多々発生しています。市長はその家族のことを考え
たことがありますか？それらのカジノのマイナス面を真剣に検討し、検討
結果を示してください。カジノをつくらないことが最良の対策になると思
います。

日本には、公益面から法律で認められている競馬などの公営競技、宝くじやtoto、パチンコなどの様々なギャンブルや遊
戯が存在しています。多くの方々は節度を持ってこれらを利用されています。
一方で過度な「のめり込み」などによって、社会生活に支障を及ぼしている方がいらっしゃるのも事実です。
このため、日本型ＩＲには、厳格な免許制や入場制限など世界最高水準のカジノ規制が施されているとともに、事業者に
よる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。横浜市としても、国や県、関係機関と連携し、しっかりと依存症対
策に取り組んでまいります。
なお、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、その経費に
ついては、区域整備計画の策定までに明らかにしていきます。

ＩＲによる横浜市の増収効果は、年間820億円から1,200億円となっています。
この数値は、ご協力していただいた事業者の皆様から精査のうえ提供いただいた施設規模や収支見込みなどを基に、それ
ぞれの税収見込み等を市で算出したものです。
ＩＲ整備法では、その納付金の相当額を
ＩＲによる横浜市への税金により財政が豊かになるが、その内のいくらか ・観光の振興に関する施策
は市民の税金が減る可能性がどの程度期待できるか？（収入は市の予算の ・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
何％位を占めるか）
・カジノの設置・運営に伴う有害な影響の排除を行うために必要な施策
・社会福祉の増進及び文化芸術の振興に関する施策に必要な経費に充てることができると規定されていますので、市民生
活に身近な、医療や福祉、子育て、教育に重きを置いて活用することも可能ですが、市民の税負担を直接軽減すること
は、現時点で考えておりません。具体的な使途については、今後策定する区域整備計画でお示ししていきます。

性犯罪の防止の具体策は如何。

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、施犯罪の防止を含めた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。
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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
金沢区（12月19日）分
質問内容

回答

財政貢献の数値の根拠は？※今までの他区の説明会では1200億円とある
が？

今回お示ししている820億円から1,200億円の横浜市の増収額は、カジノ納付金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。

何故カジノなのか。（説明ない）

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、「観光ＭＩＣＥ都市」としての地位を盤石にするため、国内外から多くの人々を呼び込む大規模コンベ
ンション機能が必要と考えています。これらを踏まえ、市費の負担が最小限で大規模なＭＩＣＥ施設等の整備・運営が可
能な日本型ＩＲの制度を活用することが、最も有効な手法と考えています。

説明会では、横浜市の状況をわかりやすくご理解いただくため、大阪市、名古屋市、横浜市の上場企業数の比較、法人市
資料データに他都市（神戸、札幌等の大政令都市等）の比較がないのか？ 民税の比較、一般会計予算額の比較をお示ししています。資料には神戸・札幌市のデータ比較はございません。ご意見は
参考にさせていただきます。

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。
市長が横浜市にいだいていたイメージを聞きたい。何を守りたいのか横浜 ＩＲが横浜の新たな顔となり、国内外から多くの来訪者をお迎えし、インバウンド需要をしっかりと取り込み、観光ＭＩ
ＣＥ都市として確固たる地位を確立いたします。
の独自性は何。他のマネをする必要性なし。
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。

東京はＩＲ誘致を検討中であるものの、意思表明はしておらず、横浜は、現時点で首都圏唯一の候補地であり、後背人口
東京都もＩＲを検討中と聞きます。横浜のＩＲと共存する程の市場があり 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
ますか。東京のＩＲにとられて横浜は失敗とならないか。
ＩＲを整備することができると考えています。

カジノ、ホテル、エンターテイメントは理解できるが家族等が楽しめる施 海外の施設事例では、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が整備され
設の具体的イメージが沸かない。
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を投入して
カジノでもなくても日本文化の体験館のようなものを設置することはでき 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。
ないのでしょうか。色んな規制をすることは逆に監視社会の促進にはつな 横浜市にとって、「観光ＭＩＣＥ都市」としての地位を盤石にするため、国内外から多くの人々を呼び込む大規模コンベ
ンション機能が必要と考えています。これらを踏まえ、市費の負担が最小限で大規模なＭＩＣＥ施設等の整備・運営が可
がらないのでしょうか（マイナンバー制の導入、顔認識等）
能な日本型ＩＲの制度を活用することが、最も有効な手法と考えています。
なお、ＩＲ整備法では、ＭＩＣＥ施設などに加え、日本の伝統・文化・芸術等、我が国の観光の魅力を増進する施設につ
いては、必ず整備することが定められています。

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。
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
ＭＩＣＥの整備にあたってＩＲによらない方策もあるのでは。ヨーロッパ
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。
では、財政キキの中でＭＩＣＥを整備しているがＩＲではない。
横浜市にとって、「観光ＭＩＣＥ都市」としての地位を盤石にするため、国内外から多くの人々を呼び込む大規模コンベ
ンション機能が必要と考えており、ＭＩＣＥ施設等の整備・運営に、市の財政負担がない民設民営手法であるＩＲが、最
も有効な手法と考えいます。

市民の選挙を必ず実施して欲しい。

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、現在開催している説明会などで、市民の皆さまに御説明させていただき、日本型ＩＲとはどのようなものか、皆
さまにご理解いただく事が必要と考えております。
その上で、どのように皆さまの意見を反映するかについて、国からの情報を参考に検討していきます。

観光横浜にカジノは要らない。

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。

35／58

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
金沢区（12月19日）分
質問内容

回答

ＩＲ訪問者。日本人と外国人の比率はどの程度になると想定しているのか 平成30年度に事業者から提供された情報を31年度に市と調査委託先の監査法人で精査した数値では、ＩＲへの訪問者数
を、伝えられる範囲でよいので教えていただけますでしょうか。
2,000万人から4,000万人のうち、国内観光客の割合は66％から79％となっていいます。

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。
年間2000万人～4000万人の訪問者に対して、交通インフラは充分ですか。
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
仮に現時点で不足している場合、いつまでに交通の整備を行えると考えて
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
いますか。
どの対策を検討していきます。今後策定する区域整備計画でお示ししていきます。

いつ頃の開業を予定していますか。

2020年代後半のＩＲの開業に向けて手続きを進めていきます。

スライドでは大阪市と「予算額」で比較していますが、生活保護者が多
説明会では、横浜市が、税収が少ないが、市民の生活に身近な、福祉・子育て、医療、教育の分野において、他都市と同
く、必要な支出が多くなる大阪市の支出額＝予算額が多くなるのは当然で
様に市民一人あたりの金額をおかけしていることをお示ししています。ご意見は参考にさせていただきます。
はないですか。なぜ収入額＝税収との比較を出さないのですか。

パシフィコ横浜など、市の既存の集客施設と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。
宿泊施設については、ＩＲにより増加する来訪者の宿泊施設を横浜市全体で対応していく必要があると考えています。ま
ＩＲの新設に伴う既存の施設（ホテル、会議場等）への影響はどの様に考
た、現在、市内に不足しているラグジュアリーなホテルについて、ＩＲで対応できるものと考えています。コンサートや
えているのか。
興行についても、それぞれの施設の特性を生かし集積の効果を活かせるよう検討してまいります。
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。

どうしてもＩＲが必要なのか。十分に説明されていない。

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。

予定地の山下ふ頭では何か障害となっている事は無いのでしょうか。（地 事業を進めるうえでは、港湾事業者等の皆さまのご理解・ご協力が大切です。引き続き丁寧に調整しながら進めていきま
権者等）
す。

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

山下ふとうという交通の便が悪い所に何故作るのか？

ＩＲの整備に伴う多くの来街者に対応して、交通対策を開業までに講じていきます。
自動車交通に伴う交通対策については、道路の新設・拡幅、交通規制などの対策を検討していきます。また、歩行者交通
に伴うアクセス手段については元町中華街駅から山下ふ頭までの、歩道の拡幅、地下道やペデストリアンデッキの新設な
どの対策を検討していきます。今後策定する区域整備計画でお示ししていきます。
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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
金沢区（12月19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等を整備・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。
国の法制化の検討においても、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。
「横浜の現状」に対し解決策を種々考えたと思われるが、その中からなぜ 横浜市にとって、ＭＩＣＥ施設等の整備・運営において、市の財政負担を最小限にし、民設民営手法であるＩＲが、最も
カジノ付きのＩＲを選択したのか？その説明が無かった。検討・評価の内 有効な手法と考えます。
容を説明してもらいたい。（カジノを誘致しなければ「一番の心配」（市 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。
長の言葉）をしなくても済むのではないか）
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。
各区の説明会終了後に、市民へのアンケート、住民投票などを実施する予
まずは、現在開催している説明会などで、市民の皆さまに御説明させていただき、日本型ＩＲとはどのようなものか、皆
定は無いのか。
さまにご理解いただく事が必要と考えております。
その上で、どのように皆さまの意見を反映するかについて、国からの情報を参考に検討していきます。

各区１回だけの説明会では不十分だし、そもそも事前に予約しなければい 説明会に多くの市民の皆さまがいらっしゃることが想定され、また、会場での安全で円滑な誘導のため、予約制とさせて
けないのはおかしい上に不誠実だ。
いただきました。。

横浜インナーハーバー構想の策定の経緯も踏まえ、平成27年９月にとりまとめた「横浜市山下ふ頭開発基本計画」、ハー
バーリゾートの形成では、「観光・ＭＩＣＥを中心とした魅力的な賑わいの創出」、「親水性豊かなウォーターフロント
の創出」、「環境に配慮したスマートエリアの創出」の3つの視点を掲げています。
特に、山下ふ頭の47ヘクタールという大規模な敷地を活かして、基本方針の第一には、横浜市の「観光ＭＩＣＥ都市」と
しての地位を盤石にすべく、国内外から多くの人々を呼び込む大規模コンベンション機能を想定していました。
横浜インナーハーバー構想はどこへいったのか、説明が足りなさ過ぎる。
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。

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に伴うものです。これらについては、
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。
すでに依存症の人たちへの対策もできていないのに予防などできるのか？
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
不可能ではないか？
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。

平成27年９月にとりまとめた「横浜市山下ふ頭開発基本計画」、ハーバーリゾートの形成では、「観光・ＭＩＣＥを中心
とした魅力的な賑わいの創出」、「親水性豊かなウォーターフロントの創出」、「環境に配慮したスマートエリアの創
出」の3つの視点を掲げています。
特に、山下ふ頭の47ヘクタールという大規模な敷地を活かして、基本方針の第一には、横浜市の「観光ＭＩＣＥ都市」と
都市の中心にＩＲを作ろうとしているのは横浜だけ。なぜ、こんな中心に しての地位を盤石にすべく、国内外から多くの人々を呼び込む大規模コンベンション機能を想定していました。
このような中、平成28年12月にＩＲ推進法、平成30年7月にＩＲ整備法が国で成立し、わが国の観光・ＭＩＣＥ戦略に基
作るのか？
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。

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
市長が「横浜にはカネがないからカジノ誘致を」といっているが、カネで す。
市民の魂をカジノ企業に売り飛ばすのか。カジノ企業なしでは、社会が成 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。
立せず、財政もカジノ依存になるのか。
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。
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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
金沢区（12月19日）分
質問内容

回答

市長就任後、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
パワーポイントで説明した横浜の財政は市長に責任があるのではないか。 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の本格的な検討・準備を進めています。

カジノのないＩＲを作ってほしい。

ＩＲ整備法では、カジノの売上により国際会議場や展示場などの観光に寄与する諸施設を整備・運営する仕組みになって
います。
国際競争力の高い大規模なＭＩＣＥ施設については、世界や日本の事例を見ても、国や自治体が多額の公費等を投入して
おり、横浜市でも、パシフィコ横浜などに財政支援をしてきました。
横浜市にとって、「観光ＭＩＣＥ都市」としての地位を盤石にするため、国内外から多くの人々を呼び込む大規模コンベ
ンション機能が必要と考えています。これらを踏まえ、市費の負担が最小限で大規模なＭＩＣＥ施設等の整備・運営が可
能な日本型ＩＲの制度を活用することが、最も有効な手法と考えています。

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。
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
財政が厳しいからＩＲ導入とは短絡的でなかろうか。カジノがないリゾー
います。
トなら反対は少ないのでは？日本には競馬、競輪、オートレース、パチン
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
コ等もあるギャンブル大国です。依存症を新たに作る必要はない。
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、「観光ＭＩＣＥ都市」としての地位を盤石にするため、国内外から多くの人々を呼び込む大規模コンベ
ンション機能が必要と考えています。これらを踏まえ、市費の負担が最小限で大規模なＭＩＣＥ施設等の整備・運営が可
能な日本型ＩＲの制度を活用することが、最も有効な手法と考えています。
なお、ＩＲ整備法では、ＭＩＣＥ施設などに加え、日本の伝統・文化・芸術等、我が国の観光の魅力を増進する施設につ
いては、必ず整備することが定められています。

賛否別れるこの問題は住民投票をなぜしない理由は何ですか。

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

ＩＲ整備法では、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
治安の悪化などの恐れはありませんか。上記の対策について考えを聞かせ 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。
て下さい。
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による横浜市の増収効果は、年間820億円から1,200億円となっています。
この数値は、ご協力していただいた事業者の皆様から精査のうえ提供いただいた施設規模や収支見込みなどを基に、それ
ぞれの税収見込み等を市で算出したものです。
ＩＲ整備法では、その納付金の相当額を
・観光の振興に関する施策
市の税収が上りますが、市民税について下がるのでしょうか？現状、税金
・地域経済の振興に関する施策
に見合った対策（処○（判別不能））がされていない。
・ＩＲ整備の推進に関する施策
・カジノの設置・運営に伴う有害な影響の排除を行うために必要な施策
・社会福祉の増進及び文化芸術の振興に関する施策に必要な経費に充てることができると規定されていますので、市民生
活に身近な、医療や福祉、子育て、教育に重きを置いて活用することも可能ですが、市民の税負担を直接軽減すること
は、現時点で考えておりません。具体的な使途については、今後策定する区域整備計画でお示ししていきます。

横浜ＩＲでカジノ無しの明るく健全なリゾート開発が何故出来ないので
しょうか？多分経済界からの市の収入増の為という強い要望があった為と
推測しますが、これは全く甘いゲンソウと考えます。横浜でカジノが開設
されることになれば世界中のマフィアや悪者が入ってきます。残念乍ら今
の日本の法律や警察力ではこれらの悪者を排除出来ず、横浜が犯罪の町と
化する事が予見されます。関係者の方とはどれ程世界のカジノを調査され
たのでしょうか？カジノの売上は専門業者が仕切り横浜市が計画した金が
入る保障はありません。カジノの設置は反対です！！

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・ＭＩＣＥを中心
とした魅力的な賑わいの創出」、「親水性豊かなウォーターフロントの創出」、「環境に配慮したスマートエリアの創
出」の3つの視点を掲げています。
特に、山下ふ頭の47ヘクタールという大規模な敷地を活かして、基本方針の第一には、横浜市の「観光ＭＩＣＥ都市」と
しての地位を盤石にすべく、国内外から多くの人々を呼び込む大規模コンベンション機能を想定していました。
このような中、平成28年12月にＩＲ推進法、平成30年７月にＩＲ整備法が国で成立し、わが国の観光・ＭＩＣＥ戦略に基
づく、ＩＲ制度の枠組みが示されました。この、国の法制化の検討の中で、わが国の観光・ＭＩＣＥ戦略を達成できる大
規模施設を民設民営で建設することが難しいと検証されています。
これらの事から、市費の負担を最小限にし、山下ふ頭でのハーバーリゾートの形成をスピード感を持って整備するために
は、国家的なプロジェクトである日本型ＩＲ制度を活用することが最適であると判断しています。
なお、日本型ＩＲが参考としているシンガポールでは、ＩＲの設置前から依存症対策に取り組んだ結果、ギャンブル依存
症の方が減少しています。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。横浜市も成功事例を参考として、懸念事項対策を徹底していきます。

事業にはプロジェクト遂行のプロ（ＪＧＣ、千代化）の参加を

民間事業者は公募により選定します。
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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
金沢区（12月19日）分
質問内容

回答

安全対策、世界一の安全な街へ

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。

依存症対策、専門施設の設置と研究及び青少年教育の義務化

日本型ＩＲに設置されるカジノには、ＩＲ整備法に基づき、カジノのゲームに触れる機会の限定や厳格な入場規制など、
世界最高水準といわれる規制が適用されます。
また、事業者からも、海外での経験に基づき、顔認証による入場管理や、トレーニングを受けたスタッフによる徹底した
対応や相談窓口の設置など、様々な対策が示されています。
横浜市では、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。
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。この中で、予防教育も位置付けられています。

アクセス、新横浜、羽田、東京から直通で

羽田空港や新横浜当から山下ふ頭へのアクセスについては、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
ヘリなどについても検討していきます。

現在、山下ふ頭に住居はありません。
エリア区分、ＩＲエリアを囲むエリアはホテル、レストランなどで、一般
横浜市では、平成27年９月に「横浜市山下ふ頭開発基本計画」をまとめ、山下ふ頭の倉庫事業者等との移転協議を進めて
住民は、少しずつ、別のエリアに出てもらう
います。移転先の場所については、本牧ふ頭Ａ突堤を中心として協議を進めています。

一流のエンターテイメントを、宝塚、四季、歌舞伎も

ＩＲの整備により日本の文化・芸術を含む一流のエンターテイメントが開催される施設の実現に向けて取り組んでいきま
す。

最新のシステムで、顔認証などで個人を特定してよい

ギャンブル等依存症への対策として、事業者からも、海外での経験に基づき、顔認証による入場管理や、トレーニングを
受けたスタッフによる徹底した対応や相談窓口の設置など、様々な対策が示されています。

市民にメリットを（減税など）

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

施設のメインテナンス費用を重視せよ

ＩＲ整備法では、カジノ収益の活用にあたって、その施設や事業の向上のため再投資の努力義務が規定されています。

子育て・医療など“安心・安全な生活を守るため”に決断したというのが
カジノ導入のそもそもの理由だと承知しています。「子育て」に関して数
10年「中学校給食を」という市民の要求を、ハマ弁が破綻を来たしていて
も退けたり、公立保育園の民営化で、質の低下が見られたり、およそ「安
心」「安全」と言えません。本当に市民が望む施策に取り組むのが市長の
仕事・役割と思いますが、いかがお考えでしょうか？

横浜市では今後、生産年齢人口の減少等による、消費や税収の減少、社会保障費の増加など、経済活力の低下や厳しい財
政状況が見込まれています。
そうした状況であっても横浜が都市の活力を維持し、子育て、医療、福祉、教育など市民の皆様の安全安心を確保するこ
とが必要です。
そのような中で、ＩＲによる「観光の振興」、「地域経済の振興」、「財政の改善」など、これまでにない経済的社会的
効果が見込まれ、横浜市が抱える諸課題の有効な対応策になり得ると考えられること。
また、世界最高水準のカジノ規制といわれるＩＲ整備法やギャンブル等依存症対策基本法など、依存症に関する諸制度も
整いつつあり、国・自治体・事業者・関係団体がしっかりと協力することで、依存症の方を増やさないように取り組む環
境が整ったこと。
これらを総合的に勘案し、横浜の20年、30年先を見据え、横浜が将来にわたり成長・発展を続けていくためには、ＩＲを
実現する必要があるという結論に至りました。
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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
金沢区（12月19日）分
質問内容

回答

平成27年９月にとりまとめた「横浜市山下ふ頭開発基本計画」、ハーバーリゾートの形成では、「観光・ＭＩＣＥを中心
とした魅力的な賑わいの創出」、「親水性豊かなウォーターフロントの創出」、「環境に配慮したスマートエリアの創
出」の3つの視点を掲げています。
特に、山下ふ頭の47ヘクタールという大規模な敷地を活かして、基本方針の第一には、横浜市の「観光ＭＩＣＥ都市」と
しての地位を盤石にすべく、国内外から多くの人々を呼び込む大規模コンベンション機能を想定していました。
私は看護師ですが、ギャンブル依存症から更生するのは大変です。いくら 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
対応（入場料を制限するだけでは予防はできません）してもならない保障 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。
はゼロです。カジノがなければ防げることをあえてやるのは納得いかな
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
い。ハーバーリゾート協会の構想ではカジノなしで運営できます。
は、国家的なプロジェクトである日本型ＩＲ制度を活用することが最適であると判断しています。
なお、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。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。横浜市も成功事例を参考として、懸念事項対策を徹底していきます。

今回の事案につきましては、私どもも報道による内容しか情報がありませんが、収賄が事実だとすれば、あってはならな
いことですし、厳正に対処されるべきであると思います。
秋元議員事務所がＩＲと中国マネーの問題でそうさくされました。外国資 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、カジノに
本と政治家の悪いつながりは大丈夫ですか？
ついては、カジノ管理委員会が管理監督を行います。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。

生産年齢人口の減少に危機感を持たれている根拠をお示し願いたい。減少
してもほとんどの国は経済成長しています。高度経済成長期も常に人手不
足でした。移民を入れずに生産性向上に必要な投資、市でいえば公共投資
を行えば成長できる、むしろチャンスだと感じます。

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、特に生産年齢人口の減少により減収の見込みです。減収になれば公共
投資額も減ります。
このため、法人市民税などの増収につながる企業誘致や、中小企業の振興など、様々な施策に取り組んできました。
ＩＲも様々な対応策の一つであり、決してＩＲのみに財源を頼るものではありません。

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
日本は内需が８割の経済です。外国人旅行者頼みではなく、市民が所得を 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
増やし買い物や旅行に行けるのを目指すほうが有効ではないでしょうか？ 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。
また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、訪日外国人旅行消費額15兆円という数
字が示されています。

日本は公債は全て円建てで変動相場制ですから財政破たんすることはあり
ません。市民の豊かさや幸福度に関係のないＰＢ目標に資する制度は不要 「地方自治体の財政の健全化に関する法律」に基づき全ての自治体では、毎年度の決算に基づく実質公債費比率等の健全
ではないでしょうか？デフレの時に財政赤字を減らす（国民黒字を減ら
化比率を公表することになっています。
す）必要性を説明願いたい。

雇用が増え、市の収入が増えると市長は言っているが、自分の子や孫をカ
ジノで働かせたいと思いますか？またカジノで負けた人のお金を市の収入
にするということを真に良い方法だと思っていますか？“ＩＲ（カジノ）
で市の収入を増やすことをしないと横浜の未来は厳しい”みたいな説明は
おかしいのではないか？税収の多い東京や大阪と比べて横浜は少ないから
…と考えるのも一面的ではないでしょうか？

横浜市民にとって雇用の選択肢が増えるとともに、国内外からの働き手が集まり、人口増にも貢献するような、魅力ある
ＩＲを実現したいと考えています。
また、日本型ＩＲが参考としているシンガポールの２つのＩＲの事例では、カジノを含めＩＲの雇用者は、いずれも１万
人を超え、観光、ＭＩＣＥ、エンターティメント、カジノなどの専門職として人材育成や責任あるゲーミング運営大使な
どの教育・訓練が行われています。
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、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整備法では、カジノ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。
横浜市長はオペラハウスを計画していますが、その財源があるのなら（財 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。
源確のため）カジノを誘致するのはスジが通らない。
横浜市にとって、ＭＩＣＥ施設等の整備・運営に、市の財政負担がない民設民営手法であるＩＲが、最も有効な手法と考
えいます。
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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
金沢区（12月19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について平成26年度から検討調査のための予算を計上し、継続してその判断に必要な検討を進めるととも
に、国の動向の把握に努めてまいりました。
2018年7月に、ＩＲ整備法やギャンブル等依存症対策基本法が成立し、国が導入するＩＲがどのようなものか、依存症に
市長はカジノ開設に白紙とのことですが、市は事実上カジノ開設に進んで どのような対応をしていくのか、明らかになってまいりました。
いるのはおかしいではないですか。横浜市はＩＲを進めているのに説明会 横浜市の調査でもＩＲ整備法の成立を踏まえ、事業者から横浜にＩＲを設置した場合の経済的・社会的効果や、有識者か
らのご意見も頂いてまいりました。
を行うのはおかしい。民主的手続をしたというアリバイ作りではないの
また、この間、市民の依存症に対するご心配の声や経済的な効果を期待する声など様々な意見をいただいてきました。
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。
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。
中区の企業ですが、ＩＲが導入された場合渋滞が考えられるが、緩和する 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
交通する対策をするのか？
どの対策を検討していきます。今後策定する区域整備計画でお示ししていきます。

ＩＲ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。
東京に観光客が流出するのを止める為にＩＲが必要と言うような事をおっ 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
しゃっていましたが、東京には大きな箱モノより民間の楽しい場所がたく み出していきます。
さんあります。ＩＲを作ることで逆に民間のそういった場所に集客が減っ 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。
てしまうという事はないのでしょうか？
さらにＩＲには、市内はもとより県内や日本各地の魅力をアピールし、ＩＲに訪れるお客様を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。日本の観光地の活性化が期待できます。

ＩＲ整備法では、カジノ事業者は、原則として日本人に金銭の貸し付けができませんが、例外として、あらかじめ多額の
又、ＩＲではＡＴＭをおかないといいますが、カジノ業者は通常客に金を
金額を事業者に預けた日本人には、返済能力の調査とそれに基づく貸付限度額を顧客ごとに定めて、貸付け出来るとされ
かすサービスをしています（特に大口）そのへんはどうなのでしょうか？
ています。

今回の説明会は、報道発表する前に、行うべき。順番が逆である。

ＩＲについて2014年度から検討調査のための予算を計上し、継続してその判断に必要な検討を進めるとともに、国の動向
の把握に努めてまいりました。
2018年７月に、ＩＲ整備法やギャンブル等依存症対策基本法が成立し、国が導入するＩＲがどのようなものか、依存症に
どのような対応をしていくのか、明らかになってまいりました。
横浜市の調査でもＩＲ整備法の成立を踏まえ、事業者から横浜にＩＲを設置した場合の経済的・社会的効果や、有識者か
らのご意見も頂いてきました。また、この結果等について市内４か所で説明会を実施しました。
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、2019年８月に記者発表させていただきました。
まずは、本日のような説明会で、市民の皆様に御説明させていただき、日本型ＩＲや横浜市の考えるＩＲとはどのような
ものか、ご理解を深めていただく事が必要と考えています。

ＩＲ整備法で、ＩＲ区域は民間事業者が一体的に設置・運営するものとされています。このため、事業の運営に関して
箱物は作るのはできるが維持費が高くなる。将来の経済収支を聞きたい。 は、事業者が責任を負うものです。
なお、今後策定する区域整備計画で事業収支等をお示ししてまいります。

収支においてカジノ無しでは成り立たないのか？

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、「観光ＭＩＣＥ都市」としての地位を盤石にするため、国内外から多くの人々を呼び込む大規模コンベ
ンション機能が必要と考えています。これらを踏まえ、市費の負担が最小限で大規模なＭＩＣＥ施設等の整備・運営が可
能な日本型ＩＲの制度を活用することが、最も有効な手法と考えています。

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。
山下ふ頭は交通としては不便である。マリーナサンライズは、地下鉄が下 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
まで来ている。これを改善しないと収容数見込めないのではないか？
どの対策を検討していきます。今後策定する区域整備計画でお示ししていきます。

今後大きく財政圧迫するのは社会保障費、特に老人の健康改善対策するの
が大事。例えば、公園に健康増進施設作るとかスポーツ○○○（判別不
横浜市では、よこはまウォーキングポイントを実施し、参加した市民の皆さまに、日常生活の中で気軽に楽しく健康づく
明）のジムの老人無料化。各地のラジオ体操開催強化等身近にできる事を りに取り組んでいただいています。健康寿命を延ばすことで、社会保障費を減らしていく事は、大変有意義なことと考え
進めて社会保障費の削減を測るべきです。ぜひ市長からのご回答を頂きた ております。ご意見は、今後の施策の参考にさせていただきます。
いです。

東京湾への悪影響はないか？排水等のインフラをどの様に考えています
か？

ＩＲ区域内の汚水について、本市の水再生センターに接続するよう指導してまいります。

財政が無と言いながらオペラハウス等作るとは。いらないのでは。

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。
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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
金沢区（12月19日）分
質問内容

回答

横浜市では今後、生産年齢人口の減少等による、消費や税収の減少、社会保障費の増加など、経済活力の低下や厳しい財
ＩＲ誘致賛成です。税収の増加が見込まれると聞いています。横浜は横浜 政状況が見込まれています。
駅や、みなとみらいだけではありません。ここ金沢区も横浜です。衰退し 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
続ける金沢区等、平等に税金を使って地域発展してほしい。
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。
反対している人の意見も回答してほしい物がたくさんあります。市長の知 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
識と市民の知識の差が有りすぎています。その差を縮めて下さい。市長、 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
次の市長選も出馬して下さい。
けていきます。

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、現在開催している説明会などで、市民の皆さまに御説明させていただき、日本型ＩＲとはどのようなものか、皆
住民投票をなぜ行わないのか、実施すべきと思います。民主主義の観点か さまにご理解いただく事が必要と考えております。
その上で、どのように皆さまの意見を反映するかについて、国からの情報を参考に検討していきます。
らも民意の意見を聞くべき。
また、平成27年９月にとりまとめた「横浜市山下ふ頭開発基本計画」、ハーバーリゾートの形成では、「観光・ＭＩＣＥ
理由：
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
①マスコミ報道によればＩＲ反対が６～７割といわれている。
②2017年７月の市長選時には白紙の状況で選挙した。その時ＩＲ誘致につ の創出」の3つの視点を掲げています。
特に、山下ふ頭の47ヘクタールという大規模な敷地を活かして、基本方針の第一には、横浜市の「観光ＭＩＣＥ都市」と
いては市民の声を聞いて判断するといっていた。
③2019年４月の統一地方選挙では、ほとんどの市会議員はＩＲについて触 しての地位を盤石にすべく、国内外から多くの人々を呼び込む大規模コンベンション機能を想定していました。
このような中、平成28年12月にＩＲ推進法、平成30年７月にＩＲ整備法が国で成立し、わが国の観光・ＭＩＣＥ戦略に基
れていなかった。
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
④横浜港運協の６月に提出したハーバーリゾート構想を無視している。
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。

平成27年９月にとりまとめた「横浜市山下ふ頭開発基本計画」、ハーバーリゾートの形成では、「観光・ＭＩＣＥを中心
とした魅力的な賑わいの創出」、「親水性豊かなウォーターフロントの創出」、「環境に配慮したスマートエリアの創
出」の3つの視点を掲げています。
特に、山下ふ頭の47ヘクタールという大規模な敷地を活かして、基本方針の第一には、横浜市の「観光ＭＩＣＥ都市」と
2019年６月に「横浜港運協会」から「横浜ハーバーリゾート構想」を市に
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。
提示されています。有力な経済団体からの提案なのに、なぜ話を聞かない
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
のですか？
づく、ＩＲ制度の枠組みが示されました。この、国の法制化の検討の中で、わが国の観光・ＭＩＣＥ戦略を達成できる大
規模施設を、公的な支援がなく民設民営で建設することが難しいと検証されています。
これらの事から、市費の負担を最小限にし、山下ふ頭でのハーバーリゾートの形成をスピード感を持って達成するために
は、国家的なプロジェクトである日本型ＩＲ制度を活用することが最適であると判断しています。

プラス面として「garden necklace Yokohama」というような美しく品があ
る取り組みがあって、それはYokohamaらしさのものといえるでしょう。Ｉ
Ｒがこれ程“トバク”の面が前面に出た今、市長が、首相が、天皇が（あ
りえないことかもしれないが）そのプラス面を主張したとしても、国民の
誰も納得しないでしょう。“イメージ”が悪すぎます。一度付いたマイナ
スイメージは、払拭するのに半世紀はかかります！

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のよって、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。

税収を増やすのに、なぜトバクなのか。そこが市民が反対する所以なので
はないでしょうか。他のことで万策尽きたのですか？もしＩＲをやめた
ら、市民の負担はいくら増える、税や学資や物価…がよくなりますよーと
しっかり説得すべきだと思います。そうすれば賛成する人もいるかもしれ
ません。私個人としては、このイメージがダウンするから賛成できませ
ん。胸を張って“横浜に住んでいる！！”と言いたい。多くの市民の思い
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、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のよって、これまで市民の皆さまに親しまれている横浜の景観や、イメージと調和した、横
浜にふさわしいＩＲを事業者から提案してもらえるよう求めていきます。

ＩＲ整備法で、ＩＲ区域は民間事業者が一体的に設置・運営す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です。
カジノＩＲが赤字となる場合、横浜市と横浜市民の負担が生じることがあ 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
るのか。
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。
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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
金沢区（12月19日）分
質問内容

回答

ＩＲ整備法においては、住民の意見を反映させるために必要な措置として、ＩＲを実施する場合は、都道府県等との協議
や同意、公聴会の実施、議会の議決など、民意の反映方法について規定されています。
カジノ（ＩＲ）のイメージ、税収は市民に取って重要である。市民投票を
まずは、現在開催している説明会などで、市民の皆さまに御説明させていただき、日本型ＩＲとはどのようなものか、皆
して、参考にすべきでは！
さまにご理解いただく事が必要と考えております。
その上で、どのように皆さまの意見を反映するかについて、国からの情報を参考に検討していきます。

横浜市は青い海と緑の山にめぐまれた、住みやすい町を目指していたと思
います。全国で住んでみたい町の上位にも選ばれており、良い環境がその
理由になっていると思います。その視点を大切にした施策が重要だと思い
ます。例えば、根岸、磯子地区のコンビナート群からＩＴ分野を中心とし
た、シリコンバレー的な産業への転換など、外国人観光客やエンターテイ
メント施設などではなく、横浜の良さを生かした政策を推進してほしい。

平成27年９月にとりまとめた「横浜市山下ふ頭開発基本計画」、ハーバーリゾートの形成では、「観光・ＭＩＣＥを中心
とした魅力的な賑わいの創出」、「親水性豊かなウォーターフロントの創出」、「環境に配慮したスマートエリアの創
出」の3つの視点を掲げています。
特に、山下ふ頭の47ヘクタールという大規模な敷地を活かして、基本方針の第一には、横浜市の「観光ＭＩＣＥ都市」と
しての地位を盤石にすべく、国内外から多くの人々を呼び込む大規模コンベンション機能を想定していました。
このような中、平成28年12月にＩＲ推進法、平成30年7月にＩＲ整備法が国で成立し、わが国の観光・ＭＩＣＥ戦略に基
づく、ＩＲ制度の枠組みが示されました。この、国の法制化の検討の中で、わが国の観光・ＭＩＣＥ戦略を達成できる大
規模施設を民設民営で建設することが難しいと検証されています。
これらの事から、市費の負担を最小限にし、山下ふ頭でのハーバーリゾートの形成をスピード感を持って達成するために
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おります。
なお、ＩＴ分野を中心とした産業の育成につきましては、横浜市内には、製造業 約6,000社、IT産業 約3,000事業所があ
ります。
横浜経済の強みである「ものづくり・IT産業の集積」を活かして、
IoT等）を活用したビジネスに向けた、交流、連携、プロジェクトの推進、人材育成の場となる「IoTオープンイノベー
ションパートナーズ（I▫TOP横浜」を立ち上げ、新ビジネスの創出等を進めています。ご意見は、参考にさせていただき
ます。

ＩＲカジノを市が決めたことについて市民の反対が多く、市民の選挙結果
もないのに市長自らつき進もうとするのはどういう事ですか。国政（安倍
政権）の指示ですが。それとも安倍政権への忖度ですか。ＩＲありきでは
ないか、市民の意見で始まっていない。選挙でやるかやらないか決めて下
さい。

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

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に伴うものです。これらについては、
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。
日本にはすでに多くのギャンブルがあり、パチンコ等のギャンブル機械は
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
全世界１位とのことです。現状のギャンブル依存症が多いのに更に依存度
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。
が上がるのではないか。入場料の6000円は安すぎます。シンガポールは
日本型ＩＲが参考としているシンガポールでは、ＩＲの設置前から国をあげて既存ギャンブルを含め依存症対策に取り組
12000円とのことです。
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。
なお、シンガポールの２つのＩＲに設置されたカジノの入場料は、2010年の開業当初は100ｿﾝｶﾞﾎﾟｰﾙドル（8,000円）でし
たが、2019年４月に業績の拡大による1.5倍の拡張計画が発表され、入場料が150ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙドルに引き上げられています。

ＩＲ整備法では、背面調査の実施による厳格な免許制や、マイナンバーカードの本人確認により、暴力団員の事業への参
入やカジノへの入場を禁止するなど、治安対策がしっかりと規定されています。
横浜市においても、ＩＲエリア内での24時間体制の警備､明るい施設計画やデザイン等による安全性の確保、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。横浜市では2019年をピーク
治安の悪化が気がかりです。又、市の財政をギャンブルの上がりでまかな
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
うとは納得出来ません。ふるさと納税制度をやめて（国の施策）もらう税
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
収をとりもどして欲しい。
があります。
ふるさと納税の制度の導入により、横浜市では、大幅な個人住民税の減収となっていることは事実です。横浜市として
は、寄附を通じて応援したい自治体や恩返しをしたい自治体の力になれるといった制度の趣旨に沿って、今後も対応して
いきます。

ＩＲ整備法では、カジノの収益の３０％を国と設置自治体に納付すること、カジノの収益を、先行投資したＩＲ施設の建
カジノの運営主体が米国のラスベガスの資本ということですので、収益の 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
70％が国外に流出してしまいます。国民の多くの税金が流出してしまいま ため、カジノに
よる収益を再投資し、ＩＲの事業内容の向上やＩＲ整備計画に関する施策への協力に充てるよう努めなければならないと
す。
ことを義務づけており、カジノの収益が国内に還元される仕組みとなっています。

カジノ内には借金が出来るような施設があると聞きました。全財産を一夜 ＩＲ整備法では、カジノ事業者は、原則として日本人に金銭の貸し付けができませんが、例外として、あらかじめ多額の
の内に消失させる事が出来る様な非人道的なカジノを含むＩＲを設置すべ 金額を事業者に預けた日本人には、返済能力の調査とそれに基づく貸付限度額を顧客ごとに定めて、貸付け出来るとされ
きではありません。
ています。
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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
金沢区（12月19日）分
質問内容

回答

ギャンブル依存症がおきても「市大の医学部に医療面を中心に大きな役割
を果してもらう」と云ったと聞くが依存症になっても大学病院に治しても
らえば良いと本当に考えておられるのか。カジノによる増収効果を見込み
それによる「安心安全な生活」カジノあっての豊かな暮らしなど市民は望
んでいない。

日本型ＩＲに設置されるカジノには、ＩＲ整備法に基づき、カジノのゲームに触れる機会の限定や厳格な入場規制など、
世界最高水準といわれる規制が適用されます。
また、事業者からも、海外での経験に基づき、顔認証による入場管理や、トレーニングを受けたスタッフによる徹底した
対応や相談窓口の設置など、様々な対策が示されています。
日本型ＩＲが参考としているシンガポールでは、ＩＲの設置前から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既存のギャンブルも含めて依存症の方を増
やさないように取組を徹底していきます。
また、横浜市の独自の取組として、横浜市立大学における医療面を中心に研究面・人材面でも大きな役割を果たしてもら
えるように協議をすすめます。このことにより、子ども・青少年やその保護者等に予防に資する啓発を徹底していきま
す。

観光消費額のデータが2018年宿泊者数、日帰りの割合、日帰り、宿泊者の
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各種データを掲載いたしました。ご意見は参考にさせて頂
割合のデータ2017年（横浜でのラグビーの試合でデータは？）都合の良い
きます。
データの掲出を疑います。

市長は立候に当って白紙としながら今年８月まで何ら説明しなかったのに
突然誘致を発表し「ギャンブル依存症の人を増やさない取組みや治安対策
の環境が整った」と説明している。あたかも始めからカジノありきで進め
ていたと受けとれる発言だ。今回の説明会は、「市民に十分説明したのだ
から推進していく」というアリバイ作りではないか？反対が多かったり解
決できぬ問題が生じたとき、カジノ誘致の再検討、中止という選択が市
長、市にあるのか答えてください。

ＩＲについて平成26年度から検討調査のための予算を計上し、継続してその判断に必要な検討を進めるとともに、国の動
向の把握に努めてまいりました。
2018年７月に、ＩＲ整備法やギャンブル等依存症対策基本法が成立し、国が導入するＩＲがどのようなものか、依存症に
どのような対応をしていくのか、明らかになってまいりました。
本市の調査でもＩＲ整備法の成立を踏まえ、事業者から横浜にＩＲを設置した場合の経済的・社会的効果や、有識者から
のご意見も頂いてまいりました。
また、この間、市民の依存症に対するご心配の声や経済的な効果を期待する声など様々な意見をいただいてきました。
これらを踏まえ、横浜の20年、30年先を見据え、横浜が将来にわたり成長・発展を続けていくためには、ＩＲを実現する
必要があるという結論に至りました。
二元代表制のもと、議決が必要な案件については、市民の皆さまに選ばれた市会の皆様にお諮りしながら市政を進めてい
きます。

ＩＲ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。
カジノを導入すると、ギャンブル依存症の人が生まれますので、カジノ抜 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
きで経済が活性化し、中華街や元町商店街にも観光客をもっと呼びこめる おり、横浜市でも、パシフィコ横浜などに財政支援をしてきました。
横浜市にとって、「観光ＭＩＣＥ都市」としての地位を盤石にするため、国内外から多くの人々を呼び込む大規模コンベ
ような大劇場、レストラン、ホテルなどの開発を検討してください。
ンション機能が必要と考えています。これらを踏まえ、市費の負担が最小限で大規模なＭＩＣＥ施設等の整備・運営が可
能な日本型ＩＲの制度を活用することが、最も有効な手法と考えています。

国会議員が勝手に決めて、行政は国と住民の板ばさみになるのは許せな
い。総理大臣をリコールしたい。

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。

ギャンブル依存症は「いい医者にあたること自体がギャンブル」と当事者
の方が話すほど医療が対応できていないのが現状です。依存症の方への回
復支援が道すじとして示せていないのか先の説明から感じました。ギャン
ブル依存症の方を数字として把握してないという事でしたが依存症につい
て理解していないのにカジノをすすめるという事でよろしいのでしょう
か？

横浜市では、これまでもアルコールや薬物、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ています。
本年度実施している「横浜市内におけるギャンブル等依存に関する疫学調査」は、横浜市内のギャンブル等依存症の実態
を把握するため、ギャンブル依存症が疑われる者の割合を調査することを目的としており、定期的に行うことにより、依
存症の実態把握や対策の効果検証等に用いていきます。
また、ＩＲ整備法では、カジノ利用に関する過度な「のめり込み」を発生させないよう、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。

後期高齢者のわたくしには、カジノがあるＩＲに出掛ける元気がありませ
ん。市長さん、あなたの子どもさんやお孫さん、そして、市内の小学生、
中学生、高校生は近い将来出掛けるチャンスがありますが、八景島へ遊び
に行くのとは違うと思うのですが、カジノはどんな所が注意すべきかな
ど、どの様に説明しますか？

ＩＲには、中学性や高校生が楽しめるアトラクション施設や、、散策路や広場などの憩いの空間、レストラン・ショッピ
ングモールなどが整備され、誰もが安全で快適に過ごせます。なお、カジノは、20歳未満は入場禁止であり、20歳未満の
者への勧誘は法律で禁止されています。
また、日本型ＩＲが参考としているシンガポールのカジノがあるＩＲには、国立植物園が隣接して立地するもの、世界最
大級の海洋水族館を併設しているものがあり、治安対策が徹底され、小さなお子様からファミリーまでＩＲを楽しまれて
います。
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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
金沢区（12月19日）分
質問内容

回答

ＭＩＣＥやレストラン・ショッピングモールなどが増えるのは良いと思う
が、カジノは何故必要なのか市長に回答を求めます。私は中学３年生で
す。子供たちのためにとおっしゃっていますが、「カジノは必要ない。カ
ジノだけ無くせば良い。」という同級生が多いです。本日の説明会は、ほ
とんどが大人であり、小中学生が少ないです。ＩＲについて未来は私達、
子供がつくっていきます。安全安心な横浜市を望んでいます。カジノだけ
は作らないで下さい。

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（国際会議場や展示施設）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、ＭＩＣ
Ｅ施設等の整備・運営において、市の財政負担を最小限にし、民設民営手法であるＩＲが、最も有効な手法と考えます。
ＩＲ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、治安対策をしっかりと取り組んでいきます。
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。

専門書によれば、大負けするカジノ依存症者を沢山つくること、それがカ
ジノ業者がもうけるコツ、秘訣だと指摘しています。市長の依存症対策と
はカジノ業者に手を貸すことになりませんか、又、市長はカジノで年1000
億の税収を上げると計算しています。そのためには年に約7000億もの収益
をカジノ業者が上げる必要があるそうですネ。それって毎年、市民が7000
億円も負けつづけなければなりませんよネ。本当ですか、お答え下さい。
恐ろしいことです。

今回お示ししている820億円から1,200億円の横浜市の増収額は、カジノ納付金のほか、床面積の３％以内のカジノを含め
た、ＭＩＣＥ・ホテル・エンターテイメント施設など大規模な建物にかかる固定資産税等や、リゾート施設全体の収益に
伴う法人市民税なども含まれています。カジノの収益がどれくらいかなどについてはこれから事業者を公募する現在の段
階では、事業者のノウハウや戦略の面から具体的な数字をお示しできませんが、今後、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を義務づけられており、カジノの収益が国内に
還元される仕組みとなっています。

横浜の輝く未来とは具体的にどのようなものなのでしょうか。それははな
やかな見た目の輝きではなく、少子化、高齢化、低所得化、横浜への旅行
者の減少、税収減に対して、地道な対策をとることが大切ではないでしょ
うか。子どもたちに説明できないＩＲは真の輝きとは、ほど遠いと思う。

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もこれらの施策の一つですが、「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。

これまで、ＩＲを「導入する・しないの判断に至っていない」という意味で「白紙」としていました。
このため、ＩＲについて平成26年度から検討調査のための予算を計上し、継続してその判断に必要な検討を進めるととも
に、国の動向の把握に努めてまいりました。
2018年7月に、ＩＲ整備法やギャンブル等依存症対策基本法が成立し、国が導入するＩＲがどのようなものか、依存症に
どのような対応をしていくのか、明らかになってまいりました。
市長の反意が許せない。（白紙という言葉のとりちがい→あのときはウソ 横浜市の調査でもＩＲ整備法の成立を踏まえ、事業者から横浜にＩＲを設置した場合の経済的・社会的効果や、有識者か
らのご意見も頂いてまいりました。
をついたのか）
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市政を進めてい
きます。

今回の説明会は、開催日時が平日の夜間や休日に開催することが多く、お忙しい中、お集まりいただいた皆様の一人でも
質疑・応答とは今回のものとは違うと思う。直接声を聞かせてほしい。民 多くの方の質問にお答えできるよう、質問書への回答という方式をとらせていただきました。
また、一部の積極的な方の発言に偏ることが６月の説明会でも見受けられていたため、公平に多くの方からの意見をいた
の声も直接聞いてほしい（丁寧な説明というなら）
だく趣旨で、質問書としています。

説明会では、不特定多数の方がいるため、また、周囲の人の妨げになるため、動画の撮影をご遠慮いただいています。市
いろいろな人がいるので、動画などとらないでほしいというのはおかしい 民説明会にご参加できない市民の皆様に対しては、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
ように思う。私のまわりの人々にも説明したかった。
す。

私は買い物依存症の本人です。質問です。市長は「依存」と「依存症」の 依存は、人間は、空気や水に依存する、子供は親に依存しているなど、広い意味でつかわれていますが、依存症は、特定
違いについて、どう理解されていますか？
の何かに心を奪われ、自分でやめたくても、やめられない状態になることと認識しています。

ＩＲ導入でＮＧ又は無理が発生した場合に、そのリスクを市長や議員が
バックアップ出来るのか。５年～10年程度で対策は有るのか。

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、効果が出ているかが評価され、議会の議決を経ることとなります。

ＩＲ以外に税収↑UPの企画は無いのか。

市税収入の規模は、平成30年度決算で約8,200億円となっており、その約半分を皆様の個人市民税からいただいていま
す。
しかしながら、個人市民税は、将来的に人口減少により減収の見込みです。
このため、法人市民税などの増収につながる企業誘致や、中小企業の振興など、様々な施策に取り組んできました。
ＩＲも様々な対応策の一つとなっています。
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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
金沢区（12月19日）分
質問内容

回答

我国は昔から、ときの政権がトバクを禁止してきました。人を不幸にして
きたからです。今、カジノという耳ざわりの良い言葉で導入しようとして
います。人が不幸になるのを承知で税収をあげようとしています。自分さ
えよければよいという考えは、人としてまちがっていると思いますが、市
長としてどうお考えですか？

日本には、公益面から法律で認められている競馬などの公営競技、宝くじやtoto(トト)、パチンコなどの様々なギャンブ
ルや遊戯が存在しています。公営競技の収益は公益事業に活用され、横浜市でも、これまで宝くじの収益金を市の財源と
しています。
ＩＲにおけるカジノ制度と刑法の賭博に関する法制との整合性については、国におけるＩＲ整備法の検討の際に、「目的
の公益性」などの８つの観点をもとに検討されています。
その検討の結果を踏まえ20180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。

カジノ以外の施設について年齢制限や入場時間の規制を考えているか？

現時点では未定ですが、今後策定する区域整備計画でお示ししてまいります。

交通渋滞や公共交通機関の混雑への対策を考えているか？

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

これまで、ＩＲを「導入する・しないの判断に至っていない」という意味で「白紙」としていました。
このため、ＩＲについて平成26年度から検討調査のための予算を計上し、継続してその判断に必要な検討を進めるととも
に、国の動向の把握に努めてまいりました。
2018年7月に、ＩＲ整備法やギャンブル等依存症対策基本法が成立し、国が導入するＩＲがどのようなものか、依存症に
どのような対応をしていくのか、明らかになってまいりました。
基本的な質問で恐縮ですが、何故“カジノ”を選択する方向に意見を転換
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
したのかおうかがいしたいです。途中で意見を変えたことで、反発も強い
らのご意見も頂いてまいりました。
ように感じるのですが…
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。

私は外国に出張する機会に多くめぐまれた人生でした。よく外国の方々か
らお住まいはどこと聞かれました。横浜ですと答えると100％ああ横浜で
すがと納得してくれました。横浜は既に有名なブランド都市として認めら
れています。その横浜に 博打場を建設することは横浜の品格を損ないイ
メージダウンになるだけです。博打場付きのＩＲ施設でどれくらい横浜に
メリット（収入）が増えるのでしょうか？市長はＩＲリゾート招致につい
て白紙だと言って当選されました。招致に転換したのならば市民に同意を
求める必要があると思います。市長に白紙委任したつもりはありません。
住民投票の可否について市長の考えをお聞きしたい！！

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

これまで、ＩＲを「導入する・しないの判断に至っていない」という意味で「白紙」としていました。
このため、ＩＲについて平成26年度から検討調査のための予算を計上し、継続してその判断に必要な検討を進めるととも
に、国の動向の把握に努めてまいりました。
2018年7月に、ＩＲ整備法やギャンブル等依存症対策基本法が成立し、国が導入するＩＲがどのようなものか、依存症に
どのような対応をしていくのか、明らかになってまいりました。
市長は前任期中はＩＲ誘致推進の意向を示されていました。前市長選の時 横浜市の調査でもＩＲ整備法の成立を踏まえ、事業者から横浜にＩＲを設置した場合の経済的・社会的効果や、有識者か
らのご意見も頂いてまいりました。
に「白紙」と考えを変えられたのはなぜですか？
また、この間、市民の依存症に対するご心配の声や経済的な効果を期待する声など様々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。

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
横浜の経済対策として、ＩＲ誘致以外にどの様な案・アイディアが考えら す。
れましたか？また、それらの中で採用されなかったものについて、不採用 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。
の理由を教えて下さい。
ＩＲも様々な対応策の一つとなっています。

今回お示ししている820億円から1,200億円の横浜市の増収額は、カジノ納付金のほか、床面積の３％以内のカジノを含め
た、ＭＩＣＥ・ホテル・エンターテイメント施設など大規模な建物にかかる固定資産税等や、リゾート施設全体の収益に
ＩＲ誘致により期待される経済効果のうち、カジノにより期待される増収
伴う法人市民税なども含まれています。カジノの収益がどれくらいかなどについてはこれから事業者を公募する現在の段
はいくらと算定されていますか？
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。

カジノが治安面で不安（本邦人対策はある程度理解できる）

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。
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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
金沢区（12月19日）分
質問内容

回答 きます。
置、県警 連携した取組な 、治安対策をし
り 取り組
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
不良外人対策はどの様にするのか→宿泊外人は不良外人が多くなるのでは 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。

カジノのないＩＲを検討してほしい。

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、「観光ＭＩＣＥ都市」としての地位を盤石にするため、国内外から多くの人々を呼び込む大規模コンベ
ンション機能が必要と考えており、ＭＩＣＥ施設等の整備・運営に、市の財政負担がない民設民営手法であるＩＲが、最
も有効な手法と考えいます。

（白紙）

平成27年９月にとりまとめた「横浜市山下ふ頭開発基本計画」、ハーバーリゾートの形成では、「観光・ＭＩＣＥを中心
とした魅力的な賑わいの創出」、「親水性豊かなウォーターフロントの創出」、「環境に配慮したスマートエリアの創
出」の3つの視点を掲げています。
そもそも何故「観光」なのか？観光ありきが無条件に設定されている。最 特に、山下ふ頭の47ヘクタールという大規模な敷地を活かして、基本方針の第一には、横浜市の「観光ＭＩＣＥ都市」と
初から議論が収れんされている。論理が飛躍している。税収が足りない。 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。
増やす必要がある。ここまではわかる。ここから「だから」観光、となっ 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
ている。ここを議論しないのがおかしい。
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。

反社会的勢力か→？

政府の見解と合わない。

横浜市としては、ＩＲ整備法における規定で反社会的勢力を捉えております。
具体的には、ＩＲ整備法においては、免許の基準となる役員の欠格事項や入場規制において、暴力団対策法第２条第６号
に規定する暴力団員又は、暴力団員でなくなった日から起算して5年を経過しない者を対象としています。
さらに、詳細については今後カジノ管理委員会で定められるものと認識しています。

今まであったＭＭのホテル等はどうなるのか？ＩＲの事を言っているが全 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。
体でみるとどうなのか？
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。ホテルについては、ＩＲにより増加する来訪者の宿泊施設を横浜市全体で対応していく必要があると
考えています。
現在、市内に不足しているラグジュアリーなホテルについて、ＩＲで対応できるものと考えています。コンサートや興行
についても、それぞれの施設の特性を生かし集積の効果を活かせるよう検討していきます。
ＩＲ内でショッピング・ホテル・エンターテイメントがあれば地元にお金 なお、先進事例である、シンガポールでは、２つのＩＲのオープンに伴って、外国人観光消費額は10年足らずで倍増する
は落ちない業者のための物では？
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。
市長選の時は白紙と言って長く白紙を通していた 説明会に参加出来るの
まずは、現在開催している説明会などで、市民の皆さまに御説明させていただき、日本型ＩＲとはどのようなものか、皆
は市民の一部のみである。 全市民に聞いて住民投票をすべきである。
さまにご理解いただく事が必要と考えております。
その上で、どのように皆さまの意見を反映するかについて、国からの情報を参考に検討していきます。

現状は市の努力不足 カジノの税収は品がない 横浜らしさがない 数字
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
は信用出来ない（今までの国や自治体の数字は都合の良い所だけ出す）負
は、区域整備計画の策定までに明らかにしていきます。
の経済数字も出すべき。

建設で潤うのは業者などに限られた人達だけ

ＩＲに設置される大規模なＭＩＣＥ施設やホテル、レストランなどの運営には、食材や物品の供給をはじめ、清掃・警備
や施設のメンテナンスなど様々なサービスにおいて人的にも物的にも、大規模な調達が必要となります。
ＩＲ整備による経済的効果を最大限、地域に還元するため、今後策定する実施方針や区域整備計画の中で、中小企業振興
基本条例の趣旨を踏まえ、その仕組みを検討します。市内企業の受注や市民の皆さまの雇用をしっかりと促進していきま
す。

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。
米ニューヨーク近郊アトランティックシティは1984～90年にカジノホテル
具体的には、海外の事例を踏まえＩＲ整備法では、カンウオンランド（韓国）のようにカジノだけが先行して開業するこ
をオープンしたが2014年に破産している。16年に閉鎖されている。
とができない規定となっており、また、アトランティックシティ（米国）のように過当競争に陥らないよう、日本型ＩＲ
の国内の設置数は、３か所が上限となっています。

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
観光業の数字は市の努力と知恵が足りなのでは。市民におわせるな。大阪 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。
横浜市は、外国人観光客に訴求する観光資源が大阪に比べ少ないため、既存の観光資源の魅力化や新しい観光資源を作り
は楽しもの。
出すことが必要と考えています。
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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
金沢区（12月19日）分
質問内容

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

税収を増やすと言うなら使い方を考えてほしい。

バレエ・オペラ等一部のセレブ人のための施設等は必要ない
供達のために市民全体のために考えて！！

その分を子

ハンマーヘッドに行ったが人はちらほら、さみしい限り。

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。

昨年10月31日には、新たな国際客船ターミナルと商業施設、ホテルが一体となった「横浜ハンマーヘッド」がオープンし
ました。１か月間で、約50万人の市民や観光客の皆様が訪れています。

横浜市の「厳しい財政状況」打開のために「市民の皆様の安全安心な生活
をしっかり維持して」いきたいから、ＩＲをつくるという市の考えに対す
る市民からの反対の声に「ＩＲ整備法」で「世界最高水準のカジノ規制」
できるから大丈夫という回答を私は市長への手紙の返事としてもらった。 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に伴うものです。これらについては、
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な入場規制
など、世界最高水準といわれる規制が適用されます。
また、事業者からも、海外での経験に基づき、顔認証による入場管理や、トレーニングを受けたスタッフによる徹底した
対応や相談窓口の設置など、様々な対策が示されています。
日本型ＩＲが参考としているシンガポールでは、ＩＲの設置前から国をあげて既存ギャンブルを含め依存症対策に取り組
2018年10月施行の「ギャンブル等依存症対策基本法」では、依存症による んだ結果、ギャンブル依存症の方が減少しています。
問題を「多重債務、貧困、虐待、自殺、犯罪」を規定しているが、現時点 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
でこんなに重大な問題がある依存症に更にとばく（カジノ）が加わったら していきます。
もっと深刻化することは明白だ。それなのになぜとばく（カジノ）をふく
むＩＲづくりを横浜市は強行しようとするのか？はっきり隠さずに答えて
ほしい。

横浜市民は、私たち一人ひとりの声を聴く人を市長に選びました。ある一
部の権力者やその後ろにいるアメリカの意向を実現させるために選んでい
ません。横浜市職員の服務の宣誓に関する条例には、「横浜市民の奉仕者
であることを認識し、法令、条例、規則及び規程を遵守し、誠実且つ公正
に、良心に従って職務を執行する」とあります。ＩＲにカジノありきとい
う強引な進め方は、また、本日の説明でも、カジノを入れたいがために、
７枚のスライドを使わなければならないほど予算をかけなけれなならない
のは、市長は横浜市民の奉仕者とは言えません。この宣誓を読み返して
も、今回のやり方に後悔はありませんか。

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

たった３％の面積しかないカジノなら、一層のことカジノなしのＩＲにし
ませんか。今回のカジノ問題を契機に、カジノ以外の横浜の観光資源をも
う一度市民と市職員と一緒に考える気持ちはありませんか。市長が１回目
の説明会で「現状で観光客を飛躍的に伸ばすことはできない。」と発言さ
れたが、これまでの市長の努力を無駄にしないためにも、改めて、市民と
ともに「国際文化都市 横浜」を考えましょう。

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（国際会議場や展示施設）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、ＭＩＣ
Ｅ施設等の整備・運営において、市の財政負担を最小限にし、民設民営手法であるＩＲが、最も有効な手法と考えます。
ＩＲ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、治安対策をしっかりと取り組んでいきます。
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。

カジノで負けた人のお金をあてにした横浜市の財政計画は、倫理的に承認
できません。経済効果の多くを建設業者と外国資本のＩＲ事業者だけが受
け取ることになります。そして、多くの横浜市民はこのような横浜市の将
来構想に不安を感じながらそのための税金を払うことになります。市長
は、カジノでもうかると思い込みカジノを進めているのは、すでに市長が
ギャンブル依存症になっていると思いませんか。説明してください。

横浜市では今後、生産年齢人口の減少等による、消費や税収の減少、社会保障費の増加など、経済活力の低下や厳しい財
政状況が見込まれています。
そうした状況であっても横浜が都市の活力を維持し、子育て、医療、福祉、教育など市民の皆様の安全安心を確保するこ
とが必要です。
そのような中で、ＩＲによる「観光の振興」、「地域経済の振興」、「財政の改善」など、これまでにない経済的社会的
効果が見込まれ、横浜市が抱える諸課題の有効な対応策になり得ると考えられること。
また、世界最高水準のカジノ規制といわれるＩＲ整備法やギャンブル等依存症対策基本法など、依存症に関する諸制度も
整いつつあり、国・自治体・事業者・関係団体がしっかりと協力することで、依存症の方を増やさないように取り組む環
境が整ったこと。
これらを総合的に勘案し、横浜の20年、30年先を見据え、横浜が将来にわたり成長・発展を続けていくためには、ＩＲを
実現する必要があるという結論に至りました。
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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
金沢区（12月19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。
市長が退席されてから。市の財政負担はないと言う声を聴いていますが、 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
本当でしょうか。負担があるとすればどの程度でしょう。何年間が○○○ 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。
（判別不明）金額はいくらでしょう。
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。

税収が1200億円～200億になると言う話がありましたか？収入の確認は出
来るのでしょうか？現市長が退席された以降

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。今後、実施方針や区域整備計画を策定する中で、より精度の高い数値をお
示ししていきます。
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、効果が出ているかが評価され、議会の議決を経ることとなります。

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。
法人市民税等の説明は不足です。これは国政の大きな問題なのです。市の このため、法人市民税などの増収につながる企業誘致や、中小企業の振興など、様々な施策に取り組んできました。ＩＲ
も様々な対応策の一つとなっています。
収入を国に渡さない為の市長・市民行動をなぜしなかったのか！
国税化については、政令指定都市市長会において、国に対する税制改正の要望を行うとともに、国の地方交付税に対して
は、事業ごとに対象とならないか等の増やす取組も行ってきています。

安倍首相のトリクルダウン説明と似ていると感じました。’19年→’65年
で生産者数が減るのは少し納得でしたが、老年齢が15万人増えるのは少な
いのでは？40年以上たってですよ。とするならだんかい世代が往生すれ
ば、かなり日本社会の変化が考えられます。とすれば、住民・生産者層を
増やす計画を立て実行することの方が大切です。←これを執行すべきで、
観光客が増えるだけではなく、住民数を増やす市政にすべきです。横浜市
内に住みたい人々を増やすには、ＩＲの中にカジノをいれなくてもよいの
では！

横浜の活力を維持させるためには、人口の社会増の維持や、積極的な企業誘致、観光・ＭＩＣＥにより交流人口を拡大す
ることが欠かせません。
ＩＲ整備法では、カジノの売上により国際会議場や展示場などの観光に寄与する諸施設を整備・運営する仕組みになって
います。ＩＲにより、横の新たな魅力を創造し、国内外から人々を集めることで、交流人口や人口の社会増につなげてい
きたいと考えています。

ＩＲ整備法では、カジノの売上により国際会議場や展示場などの観光に寄与する諸施設を整備・運営する仕組みになって
います。
日本型ＩＲには「カジノ」は不用ではないのでしょうか。小さい、狭いの 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を投入して
なら設立不用でしょう。～「カジノ」があるから客が多くなる収入が多く おり、横浜市でも、パシフィコ横浜などに財政支援をしてきました。
横浜市にとって、「観光ＭＩＣＥ都市」としての地位を盤石にするため、国内外から多くの人々を呼び込む大規模コンベ
なるとの説明と合いませんでした。
ンション機能が必要と考えています。これらを踏まえ、市費の負担が最小限で大規模なＭＩＣＥ施設等の整備・運営が可
能な日本型ＩＲの制度を活用することが、最も有効な手法と考えています。
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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
金沢区（12月19日）分
質問内容

回答

今、山下ふ頭を使用している企業はどうするのかどうなるのか、別の港を
横浜市では、平成27年９月に「横浜市山下ふ頭開発基本計画」をまとめ、山下ふ頭の倉庫事業者等との移転協議を進めて
活用するのかそれとも他府県へ移動するのか 移動するなら市法人税収入
います。移転先の場所については、本牧ふ頭Ａ突堤を中心として協議を進めています。
が減少でしょう

市長は市財政が厳しい、ＩＲにより年1200億円税収が見込まれると説明し
ています。試算すると、ＩＲ業者が年8000億円儲け、その15％が1200億円
が市の税収です。8000億円全てカジノで損をした金です。市長は何人がど
れだけ損すると試算していますか。8000億円は殆どがギャンブルにのめり
込んだ人の損金です。市政は市民の福祉教育の向上が第一です。市民の犠
牲の上に立つ市政は納得できません。市長の市政の理念をうかがいます。

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、カジノ納付金のほか、床面積の３％以内のカジノを含め
た、ＭＩＣＥ・ホテル・エンターテイメント施設など大規模な建物にかかる固定資産税等や、リゾート施設全体の収益に
伴う法人市民税なども含まれています。カジノの収益がどれくらいかなどについてはこれから事業者を公募する現在の段
階では、事業者のノウハウや戦略の面から具体的な数字をお示しできませんが、今後、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整備法では、ＩＲ区域は民間事業者が一体的に設置・運営す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です。
カジノ事業が失敗した時、市が莫大な補償金を請求されたりした場合の対 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
策を考えていますか。市長はどう責任をとりますか。
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
市長は企業誘致の説明では、横浜市は財政は大丈夫だから安心して下さい
す。
としています。カジノを誘致の説明と正反対です。どちらが本当ですか？
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。
一般には前者です。あえてカジノに税収を求める必要はない。ちがいます
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。
か。
ＩＲも様々な対応策の一つであり、決してＩＲのみに頼るものではありません。

カジノ事業が始まり、弊害が大きくなり中止する場合、カジノ事業者から
膨大な補償金を請求され、数十年にわたって、市は負担しなければならな
いことになります。これを考えて（検討して）いますか、こうした場合、
市長はどう責任をとりますか、市財政を圧迫します。カジノ以外の観光政
策はいろいろ考えられる何故カジノかを説明せよ！バラ色の説明はされた
が、なぜ市民に犠牲を強いる危険なカジノをやるのか？

ＩＲ整備法では、国におけるＩＲの区域整備計画の認定期間は、当初10年、その後５年毎となります。更新の際に計画通
り運営され、効果が出ているかが評価されるなど、定期的にＰＤＣＡを行う仕組みが整っています。また、更新の際に
は、議決が必要となります。
なお、さまざまな理由により事業継続が困難になった場合における措置を、設置自治体と事業者が結ぶ実施協定で定める
こととされています。
また、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。
多くの方々は娯楽として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の世界最高水準のカジノ規制が施されるとともに、問題ある利
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。
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質問を添付いたします。調査報告書委託及びアドバイザリー業務を委託し
た「ＥＹ新日本有限責任監査法人」についての質問に答えていただければ
幸いです。（添付いたします。）
司会の方にお願いです。
今回の質問事項は添付してあります。会場では下記の5番目の質問事項だ
けでも取り上げていただければ幸いです。
5、調査報告書委託先の「EY新日本有限責任監査法人Jについて
横浜市は2014年度から6年連続でIR検討調査予算を毎年1,000万円を計上し
第3回以降は「EY新日本有限責任監査法人Jへ調査委託をしています。ま
た、2019年12月12日に都市整備局IR推進部IR推進課は同監査法人と「IRに
関するアドバイザリー業務委託Jの契約を発表しています。（契約金2億
1,691億円）この「EY新日本有限責任監査法人」は「一般社団法人・日本
観光・ IR事業研究機構」
https://japan-ir.org/
の会員企業で、この研究機構はカジノ導入促進の活動を行っています。
I R支援を謳い
https://www.shinnihon.or.jp/services/japan-area/integrated-resort/
2019年6月29日にはIR基本方針案を早く公表するよう政府に要望書を提出
しています。
https://jair.report/article/78/
「EY新日本有限責任監査法人」は会員名簿の上から7番目に名前がありま
す。
また会員にカジノ業者の「シーザース・エンターテイメント・ジャパンj
「メルコリゾーツ＆エンターテインメントジャパン株式会社J
「WynnResorts Development japan合同会社」
「GalaxyEntertainmentjapan株式会社Jも会員名簿に掲載されています。
https://japan-ir.org/outline/member
カジノ推進を行っている監査法人に調査を委託し、「IRに関するアドパイ
ザリー業務委託」まで行ったということはカジノ導入を前提の調査報告書
をつくり、IR業者選定の業務まで任せたことになり、横浜市として大きな
責任が問われます。
以下の質問にお答えください。
Q5・①調査報告委託にあたってこの監査法人がカジノ導入促進活動を行っ
ていることを知っていましたか？知っていて委託していた場合の理由を説
明ください。また知らなかった場合どう責任を取るのでしょうか？

ＥＹ新日本有限責任監査法人が会員となっている一般社団法人 日本観光・ＩＲ事業研究機構は、日本の観光産業の拡大
と統合型リゾート（ＩＲ）開発に貢献する実務的な研究を企業の立場から行い、業界を越えた様々な事業モデルを構築
し、観光、ＩＲ分野における日本国経済の発展を通し国益に寄与することを目的としています。
横浜にＩＲを導入するための本格的な検討（実施方針の策定支援・区域整備計画の策定支援等）へのアドバイザリー業務
を委託している、ＥＹ新日本有限責任監査法人に対しては、本市の利益に反する行為の制限や守秘義務を課しており、本
監査法人がＩＲに関して民間事業者の支援を行うこともありませんので、問題はないと考えています。

Q 5－②第5回の調査を「EY新日本有限責任監査法人」に535万円で6月24日
に落札決定していますが、今回の具体的な調査の内容とその必要性につい
て説明ください。またQ5－①の質間にあるように、このような監査法人へ
の調査委託は撤回するべきではないでしょうか？
https://www.city.yokohama.lg.jp/business/nyusatsu/kakukukyoku/2019
/itaku/seisaku/20190529_IR_tyousa05.files/0028_20190627.pdf

Q5－③ 「IRに関するアドバイザリー業務委託J（契約金2億1,691億円）の
契約については、実施計画の協定内容がカジノ業者に有利に進められる恐
れがあり、公正の観点からも契約を見直す必要があるのではないでしょう
か？ご説明ください。
（例）
「EY新日本有限責任監査法人」が会員として属する「一般社団法人・日本
観光・IR事業研究機構Jは2019年10月2日に「特定複合観光施設区域の整備
のための基本的な方針（案）に関する意見」で要望（下記アドレス）を出
していますが、区域整備計画の認定期間について「数十年という長い期間
を必ず定めるべき。」 と主張しています。
Q7－③の質問にあるようにIR存続の是非について縛りがかけられることに
なってしまいます。
https://japan-ir.org/archives/966
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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
金沢区（12月19日）分
質問内容

1、地方自治法（第１条２項） では住民の福祉の増進を図ることを求め、地域の行
政は自主的かつ総合的に実施するよう規定されています。
一方、カジノと一体のＩＲ法は、カジノを合法化するために安倍首相と官邸の指示
で強行立法された悪法です、米国通信会社プロパブリカはトランプ大統領がアメリ
カのカジノ会社を日本に誘致するよう働きかけたと報じています。( 2 0 1 8年10月
10日付け報道）ご存じのことと思います。
https://features.propublica.org/trump-inc-podcast/sheldon-adelson-casinomagnate-trump-macau-and-japan/
以下の質問にお答えください。
Ql－①IR法（カジノ合法化）は住民の福祉のために導入されたものではなく、アベ
ノミクスによる企業成長戦略で企業活動ファーストのために導入されたものという
認識はありますか？又は福祉のために導入されたと言う認識なのですか？
カジノ付きIRを誘致するということは住民の福祉の増進に反するとは考えないので
すか？

回答

ＩＲ整備法の目的は、世界水準の統合型リゾートを整備することにより、国際競争力のある滞在型観光を実現し、もって
観光や地域経済の振興に寄与し、財政の改善に資することです。
治安悪化や依存症などの懸念事項を最小化するべく様々な対策を講じ、観光や地域経済の振興などの効果を最大限発揮さ
せ、住民の福祉に寄与させたいと考えています。

Ql－②（子育て・福祉・教育など市民の生活を維持するための財源）住民
の福祉の財源を博打（カジノ）の収入に依存するのは間違いだと思わない
のですか？
所詮博打の収入は安定した財源とは言えません（カジノ破綻の例はたくさ
ん報道されています）博打の収入にほぼ1点で依存するような福祉政策は
地方自治法に照らして、自主的かつ総合的とは言えないのではありません
か？どのように解釈されているのですか？
市税収入の規模は、平成30年度決算で約8,200億円となっており、その約半分を皆様の個人市民税からいただいていま
す。
しかしながら、個人市民税は、将来的に人口減少により減収の見込みです。
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。
Ql－③住民福祉は孫子の世代、またその先まで続く市政の中心にある政策
です。
一度カジノの収入に依存したら、カジノが撤退、破綻した時に、一緒に福
祉政策も破綻してしまいます。
カジノ収入への依存がずうっと安定、安心して続くという保障がどこにあ
るのですか？
まさに福祉政策を博打に委ねるという博打を市自らが打つということにな
りませんか？

Ql－④カジノ業者が得た収益で納付（国15%、自治体15%、カジノ業者
70%）される税収で横浜市の財政を支えるといいいますが、その税収のも
ともとの原資はカジノという博打で市民などから巻上げた金銭ですから、
住民の福祉の増進を図る地方自治法の目的と真っ向から矛盾する政策で
す。
この矛盾に対して行政としてはどう説明されるのですか？また収益の70%
もがカジノ資本に吸い上げられる仕組みについて説明もなく無批判でも地
方自治法と矛盾しないというお考えですか？

2、少子化対策について政府は少子化対策基本法に基づき「少子化社会対策大綱」を
定め解決に取り組んでいます。
この中で少子化対策に成功しているフランスやスウェーデンの例をあげ、少子化は
決して解決不能な課題ではないと明言しています。
若者の雇用の安定など若者のの経済的基盤の安定を図ることなどを求め、地方自治
体の社会的協力を求めています。
少子化対策基本法では、第１条で少子化対策に対処するためのは施策は総合的に進
め、安心して暮らすことのできる社会の実現を目的としています。また第２条で長
期的な展望に立って施策を講じることを求めています。
以下の質問にお答えください。
Q2－①少子化対策の解決ををカジノ収入に全面的に依存して一時的に解決するとい
うのは、少子化対策基本法に反し、少子化対策大綱にも逆行するのではないでしょ
うか？市は少子化の解決をカジノ収入に頼ることの法的な根拠をどこに置いている
のですか？

日本には、公益面から法律で認められている競馬などの公営競技、宝くじやtoto(トト)、パチンコなどの様々なギャンブ
ルや遊戯が存在しています。本市では、これまで宝くじ収益を市の財源としています。
ＩＲにおけるカジノ制度と刑法の賭博に関する法制との整合性については、国におけるＩＲ整備法の検討の際に、「目的
の公益性」などの８つの観点をもとに検討されています。
その検討の結果を踏まえ、30年７月に成立したＩＲ整備法によりまして、我が国においては、免許を取得した事業者が、
ＩＲ区域内でカジノを設置・運営することが合法化されています。

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。
具体的な使途については、今後策定する区域整備計画でお示ししていきます。
なお、ＩＲからの収入のみに少子化の解決を頼るものではありません。

Q2－②横浜市は少子化社会対策大綱が明言している「少子化は決して解決
不能な課題ではない。」について、カジノ収入に頼らずに解決を図ること
はできないと考えているのですか？
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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
金沢区（12月19日）分
質問内容

回答

3、住民の合意形成について
カジノ推進法は付帯決議で地方公共団体がlR施設の認定申請を行うにあ
たっては「地方議会の同意を要件とする」ことと「地域の合意形成に向け
た具体的なアクションをとる」ことが決議されています。
神奈川新聞とJX通信社の意識調査（ 9月14, 15日実施）によると横浜市民
の63・85%がIR誘致に反対し、市民の72・48%がその賛否を問うための住民
投票を行うべきとしています。
市会ではIR推進のための補正予算に賛成した自公の支持者については、自
民党を支持する市民の45・21 %が反対と答え、賛成をわずかに上回った。
また公明党を支持する市民の62・0%が反対を選び、賛成の2倍強に及ん
だ。と発表しています。
以下の質問にお答えください。
Q 3－①市は現在IR誘致について市民の同意がとれていると考えています
か？
ＩＲ整備法においては、住民の意見を反映させるために必要な措置として、ＩＲを実施する場合は、都道府県等との協議
や同意、公聴会の実施、議会の議決など、民意の反映方法について規定されています。
まずは、現在開催している説明会で、市民の皆さまに御説明させていただき、日本型ＩＲとはどのようなものか、皆様に
ご理解いただく事が必要と考えております。

Q 3－②具体的アクションとして、市民の72.4%が住民投票を行うべきとし
ていますが、なぜ住民投票を行わないのか理由を説明ください。

Q 3－③これまでに市がおこなった地域の合意形成のアクションはどのこ
とですか？今回の説明会は市の誘致理由を一方的に説明するもので合意形
成ではなくて合意おしつけではないでしょうか？
住民投票や市民アンケートも行わず、今後どうやって市民の合意形成が取
れた事を判断するのですか？説明ください。市担当部や市長が一方的に判
断して強行するのは付帯決議に反しませんか？お答えください。

4、「健全なカジノ」 の表現について
横浜市は市民からの提案投稿のIR問題への回答で「健全なカジノ施設」と
いう表現を使っています。
（例）
http://cgi.city.yokohama.jp/shimin/kouchou/search/data/31002437.ht
ml
以下の質問にお答えください。
Q 4－①適切な監視・管理のもとで運営されるから「健全」と表現してい
ると思われますが、基本方針案にも規定されているようにカジノ施設の設
置・運営については有害な影響が前提となって、その排除を規定している
ものです。規制があるのはカジノが有害であるからです。カジノは刑法で
は博打として禁止されているものです。「健全なカジノ」という表現は大
きな誤解を招くので撤回してはしてはいかがでしょうか？

ご指摘いただいた記載については、ＩＲ推進法第３条の基本理念を基に記載したものです。
（参考）ＩＲ推進法第３条
特定複合観光施設区域の整備の推進は、地域の創意工夫及び民間の活力を生かした国際競争力の高い魅力ある滞在型観光
を実現し、地域経済の振興に寄与するとともに、適切な国の監視及び管理の下で運営される健全なカジノ施設の収益が社
会に還元されることを基本として行われるものとする。

Q4－②基本方針案では有害な影響を排除するための必要な施策及びその措
置について費用の見込みを求めています。
今後策定する区域整備計画では、お示ししてまいります。
依存症対策及び防犯対策、青少年対策などにそれぞれどれくらいの横浜市
の予算費用を想定していますか？
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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
金沢区（12月19日）分
質問内容

回答

5、調査報告書委託先の「EY新日本有限責任監査法人」について
横浜市は2014年度から6年連続でIR検討調査予算を毎年1,000万円を計上し第3回以降
は「EY新日本有限責任監査法人」へ調査委託をしています。また、2019年12月12日
に都市整備局IR推進部IR推進課は同監査法人と「IRに関するアドバイザリー業務委
託」の契約を発表しています。（契約金2億1,691億円）
この「EY新日本有限責任監査法人Jは「一般社団法人・日本観光・IR事業研究機構」
https://ｊapan-ir.org/
の会員企業で、この研究機構はカジノ導入促進の活動を行っています。
I R支援を福い
https://www.shinnihon.or.jp/services/japan-area/integrated-resort/
2019年6月29日にはIR基本方針案を早く公表するよう政府に要望書を提出していま
す。
https://jair.report/article/78/
「EY新日本有限責任監査法人」は会員名簿の上から7番目に名前があります。
また会員にカジノ業者の「シーザース・エンタテイメント・ジャパン」 「メルコリ
ゾーツ＆エンターテインメントジャパン株式会社」「WynnResortsDeveｌ
opmentjapan合同会社」 「GaｌaxyEntertainmentjapan株式会社」も会員名簿に掲載
されています。
https://japan-ir.org/outline/member
カジノ推進を行っている監査法人に調査を委託し、「IRに関するアドバイザリー業
務委託」まで行ったということはカジノ導入を前提の調査報告書をつくり、IR業者
選定の業務まで任せたことになり、横浜市として大きな責任が問われます。
以下の質問にお答えください。
Q5－①調査報告委託にあたってこの監査法人がカジノ導入促進活動を行っているこ
とを知っていましたか？知っていて委託していた場合の理由を説明ください。また
知らなかった場合どう責任を取るのでしょうか？

ＥＹ新日本有限責任監査法人が会員となっている一般社団法人 日本観光・ＩＲ事業研究機構は、日本の観光産業の拡大
Q 5－②第5回の調査を「EY新日本有限責任監査法人」に535万円で6月24日 と統合型リゾート（ＩＲ）開発に貢献する実務的な研究を企業の立場から行い、業界を越えた様々な事業モデルを構築
し、観光、ＩＲ分野における日本国経済の発展を通し国益に寄与することを目的としています。
に落札決定していますが、今回の具体的な調査の内容とその必要性につい
て説明ください。またQ5－①の質問にあるように、このような監査法人へ 横浜にＩＲを導入するための本格的な検討（実施方針策定支援・区域整備計画策定支援等）へのアドバイザリー業務を委
託している、ＥＹ新日本有限責任監査法人に対しては、本市の利益に反する行為の制限や守秘義務を課しており、本監査
の調査委託は撤回するべきではないでしょうか？
法人がＩＲに関して民間事業者の支援を行うこともありませんので、問題はないと考えています。
https://www.city.yokohama.lg.jp/business/nyusatsu/kakukukyoku/2019
/itaku/seisaku/20190529 IR tyousa05.files/0028 20190627.pdf

Q5－③「IRに関するアドバイザリー業務委託J （契約金2億1,691億円）の
契約については、実施計画の協定内容がカジノ業者に有利に進められる恐
れがあり、公正の観点からも契約を見直す必要があるのではないでしょう
かないでしょうか？ご説明ください。
（例）
「EY新日本有限責任監査法人Jが会員として属する「一般社団法人・日本
観光・IR事業研究機構」は2019年10月2日に「特定複合観光施設区域の整
備のための基本的な方針（案）に関する意見」で要望（下記アドレス）を
出していますが、区域整備計画の認定機関について「数十年という長い期
間を必ず定めるべき。」と主張しています。Q7－③の質問にあるようにIR
存続の是非について縛りがかけられることになってしまいます。
https://japan-ir.org/archives/966
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質問内容

6, 2017年市長選挙の時の市長の公約について
I Rカジノ誘致は白紙とし選挙公約で「市民の皆様、市議会の皆様の意見
を踏まえたうえで方向性を決定」と約束してるので，意見を聞くプロセス
なしに誘致を決定したことは市民や議会を裏切ったことになります。（市
長の公約p-39)
また、今年8月22日誘致決定の記者会見では記者の質問に対して以下のよ
うに答えています。
記者：私の手元に市長が2年前に選挙に出た時の選挙公約があります。IR
について2行だけ言及があり、国の状況を見ながら市として調査研究を進
め、市民の皆様、市議会の皆様のご意見を踏まえた上で方針を決定すると
あります。「国の状況を見ながら」というのは、管理委員会もできていな
い中で、具体的にどの状況を見たのですか。また、市民の皆様の意見と
は、反対が多かったと思いますが、どのような意見を踏まえて方向性を決
めたのか、お聞かせください。
市長： 「国の状況を見て」というのは、その頃は国から具体的な話は出
ていなかったと思うので、その進み具合を見ながら、ということで申し上
げました。市民のご煮見については、色々な分野の方から色々なところで
お話が出るので、皆様のご意見を聞いて、またそれとは別に研究している
というか、そうしたことも考えながら、という意味で申し上げました。
以下の質問にお答えください。
Q6－①記者の質問に対して、市議会の意見はどう聞いたのか答えていませ
んが、改めてお答えください。

回答

平成29年の選挙の際、私のマニフェストでは、ＩＲについて、「国の状況を見ながら、市として調査、研究を進め、市民
の皆さま、市議会の皆様の意見を踏まえたうえで方向性を決定」と記載しました。
このため、国の動向の把握に努めながら、平成26年度から予算を計上している調査検討を継続してきました。また、横浜
の将来の経済基盤の強化に向けて賛成される方、治安や依存症といった懸念事項をご心配される方などの様々な声もうか
がってまいりました。
このような中、30年から31年にかけて、国においてＩＲに関する具体的な内容や懸念事項への対策が示されたＩＲ整備法
（昨年７月成立）や、その施行令（31年４月施行）が明らかになりました。また、選挙後も市議会において、ＩＲに関す
る様々なご質問を頂き、議員の皆さまとご議論を重ねてまいりました。
これらに加え、30・31年度の調査により、ＩＲ導入の可否を判断できる状況となり、熟慮を重ね、様々な状況を勘案し
て、横浜の将来に責任を持つ市長として総合的に判断いたしました。
・30年５月に実施の「横浜市中期４か年計画」のパブリックコメントで、ＩＲに関するもののうち、反対意見が９割を占
めたこと、
・30年度の調査結果に関する市民説明会（今年６月実施）で、治安に対するご懸念が大きかったこと
・31年７月の新聞社による世論調査で、市内の６割以上の方がＩＲに反対か、どちらかといえば反対であったこと など
も、十分、認識しています。
このため、今回の説明会も、市長自ら18区におうかがいし、なるべく多くの市民の皆さまのご質問、ご意見に対応してい
きたい思い、実施したものです。
今後も、市民の皆さま、議会のご意見を賜りながら、取り組んでまいります。

Q 6－②市民の意見ついてのお答えは意味不鮮明ですが、市民の意見をど
う聞いたのでしょうか？
別に研究とは？その内容と研究組織や時期についてお答えください。

7 税収をカジノ売上げに頼って、カジノが撤退・廃業した場合の対応策はどのよう
に検討したのでしょうか？
一度カジノ収入に依存したら、横浜市の将来財政はすべてカジノ次第という博打で
はないでしょうか？
以下の質問にお答えください。
Q7－①6月25日中区での説明会の質問への回答を以下のようにいただいていいます。
（以下）
将来の破綻に関する検討はまだ行っていないのでしょうか？いつどのように行うの
でしょうか？
国まかせでいいのでしょうか？
・税源をカジノに依存するというご意見、ご質問は、現時点では横浜市としては、
その先まで検討しておらず、将来的にリスクがあることを踏まえ考えていかねばな
らない。
・将来の破綻に関する検討は、今の段階ではしていない、今回は、あくまでここま
での調査の中でわかったことをご報告させていただいている。国において制度設計
をしている中で破綻に関する制度について現在検討されていると思う。

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

Q7－② ＩＲ実施法第9条（区域整備計画の認定） 7では「区域整備計画を
策定しようとするときは、公聴会の開催その他の住民の意見を反映させる
公聴会の開催その他の住民の意見を反映させるために必要な措置の具体方法は、国からの情報を踏まえ、今後検討してい
ために必要な措置を講じなければならない。」とされていますが、具体的
きます。
にどのように住民の意見を反映させるのか？そして反映されたとどのよう
に確認・発表できるのでしょうか？
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Q7－③ IR実施法第10条（認定の有効期間等）ではIR整備計画の認定期間
は当初10年、その後5年毎の更新を定めています。一方、基本方針（案）
では区域整備計画の有効期限を超えた期間を定めることが可能になってい
ます。7（実施協定の締結）の（6）では「IR事業者との合意により区域繋
備計画の有効期限を超えた期間を定めることも可能である」とされていま
す。例えば30年にわたる実施協定の締結が行われた場合、4年毎の市長選 実施協定は、区域整備計画の有効認定期間を越えて期間を定めることが可能であり、国からの区域整備計画の認定後、速
挙でIR存続の是非が問われ継続しないと市長や議会が決めて事業者への莫 やかに締結することとされています。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。
大な損失補償が想定されます。そのような縛りがかかってしまうIR事業者
との締結を行う権限を2021年7月までの任期の市長が決めてしまうという
ことはあまりにも無責任ではないでしょうか？そのような先まで責任を取
れるという根拠はどこにあるのでしょうか？
（以上）

※質問は別紙の通りです。項目多いため、別紙にしました。よろしくお願
いします。
掲記につきまして、公開質問します。全ての質問に文書で丁寧な回答をお
願いいたします。
I.カジノ
(1) ＩＲ（統合裂リゾート）に、なぜ、カジノが必要ですか。
カジノを併設しない、人間味あるIRを立案するのが市の責任です。いかが
ですか。

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、「観光ＭＩＣＥ都市」としての地位を盤石にするため、国内外から多くの人々を呼び込む大規模コンベ
ンション機能が必要と考えています。これらを踏まえ、市費の負担が最小限で大規模なＭＩＣＥ施設等の整備・運営が可
能な日本型ＩＲの制度を活用することが、最も有効な手法と考えています。

ＩＲにおけるカジノ制度と刑法の賭博に関する法制との整合性については、国におけるＩＲ整備法の検討の際に、「目的の公益性」などの
８つの観点をもとに検討されています。
その検討の結果を踏まえ、2018年７月に成立したＩＲ整備法により、我が国においては、免許を取得した事業者が、ＩＲ区域内でカジノを
設置・運営することが合法化されています。
(2）カジノは 「人（市民）の不幸」を前提にして成り立つ 「博打」で
また、日本には、公益面から法律で認められている競馬などの公営競技、宝くじやtoto(トト)、パチンコなどの様々なギャンブルや遊戯が
す。
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おり、公営競技の収益は公益事業に活用され、横浜市でも、これまで宝く
日本では、元来、「賭博場」を厳禁してきた長い貴重な歴史があります。 じの収益金を市の財源としています。
なぜ、歴史と情緒のある横浜に、市は「賭博場」を公費で提供するのです しかし、一方で過度な「のめり込み」などによって、社会生活に支障を及ぼしている方がいらっしゃるのも事実です。
これら既存ギャンブル等についても、ＩＲ整備法に先立ち、ギャンブル等依存症対策基本法が成立し、2019年４月には同法に基づく基本計
か。
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ど世界最高水準のカジノ規制
が施されているとともに、問題のある利用者への徹底した対応や相談窓口の設置など責任ある運営が求められています。
横浜市としても、国や県、関係機関と連携し、しっかりと依存症対策に取り組んでまいります。

(3）韓国、東南アジアの諸国、アメリカ等々、カジノを早くから導入して
いる国では、国民に大きな社会問題を起こしており、中止を決めている国
が多い状況の中で、時代錯誤も甚だしいと思う。横浜市は、なぜ、今から
導入するのですか。
横浜市は、上記の実態と問題点を充分に調査し、検討しましたか。

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、日本型ＩＲの国内の設置数は、３か所が
上限となっています。
横浜市でも、2014年度の調査でＩＲの代表的な事例の調査や経済波及効果の試算を、2015年度の調査では、ＩＲの導入の
効果や影響の調査のほか、依存症対策に関する有識者へのヒアリングなどを実施しています。なお、調査報告書について
は、横浜市のホームページで公開しております。

(4）海外の営利団体の参加企業のために、なぜ、横浜市が協力する必要が
ありますか。
北海道は正式に辞退を決定した。中国のカジノに意欲を示す企業が、横浜 今回の事案につきましては、私どもも報道による内容しか情報がありませんが、収賄が事実だとすれば、あってはならな
市への進出を意図して、本日、秋元自民党議員に不正な賄賂を渡し疑いで いことですし、厳正に対処されるべきであると思います。
家宅捜索された。
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。
早くも、このような「不玉に組す実態」ある。横浜市はどう考えています
か。
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Ⅱ市長選挙
(5）市長は、市長選挙の前、『カジノは白紙』と市民には堂々と公言して
おきながら、
選挙終了後に、『導入する』と発表した。極めて卑怯な手段をとりまし
た。
この行為は、明らかに市民を騙したことです。この不誠実な責任をどうと
りますか。

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について平成26年度から検討調査のための予算を計上し、継続してその判断に必要な検討を進めるとともに、国の動向の把
握に努めてまいりました。
2018年7月に、ＩＲ整備法やギャンブル等依存症対策基本法が成立し、国が導入するＩＲがどのようなものか、依存症にどのような対応を
していくのか、明らかになってまいりました。
横浜市の調査でもＩＲ整備法の成立を踏まえ、事業者から横浜にＩＲを設置した場合の経済的・社会的効果や、有識者からのご意見も頂い
てまいりました。
また、この間、市民の依存症に対するご心配の声や経済的な効果を期待する声など様々な意見をいただいてきました。
これらを踏まえ、横浜の20年、30年先を見据え、横浜が将来にわたり成長・発展を続けていくためには、ＩＲを実現する必要があるという
結論に至りました。
二元代表制のもと、議決が必要な案件については、市民の皆さまに選ばれた市会の皆様にお諮りしながら市政を進めていきます。

(6）市長は、市民を騙し欺いたことの反省もないままに、推進のため「説
明会」を実施する資格はないと考えます。自分自身を恥じないまま、勝手
な見切り発車は不可です。
12月４日、中区で説明会を実施したが、市民との十分な意見交換はなかっ
た。
「説明会」を形式的に済ませば、市民の賛同を得られたと解釈することを
厳禁します。
主役は市民です。良識と責任感のある市政をどう取り戻すかお答え下さ
い。

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

Ⅲ横浜市の財政
(7) (2）に反して、将来の財政確保のための大きな柱がなぜカジノです
か。

市税収入の規模は、平成30年度決算で約8,200億円となっており、その約半分を皆様の個人市民税からいただいていま
す。
しかしながら、個人市民税は、将来的に人口減少により減収の見込みです。
このため、法人市民税などの増収につながる企業誘致や、中小企業の振興など、様々な施策に取り組んできました。
ＩＲも様々な対応策の一つとなっています。

(8)「公営ギャンブルで、行政の財政を支える」 という無責任な発想は、
ナショナルプロジェクトである日本型ＩＲは、横浜の経済だけでなく、観光立国を目指す日本における成長戦略の一翼を
真の為政者ではない。横浜市の「未来の正しい事業」はどうあるべきと考
担うものであると認識しています。
えますか。

(9）現下の日本経済は、 OECD先進国で最下位の状態で、国民ひとり当た
り所得も長期に最低です。そのため、今、子育て世帯は苦境のどん底に置
かれています。このような現状で、若者たちにギャンブルを勧めることが
なぜ有益なのですか。

ＩＲ整備法では、20歳未満の者へのカジノ施設への勧誘及び入場を禁止しています。
横浜は、2019年をピークに人口減少が始まり、団塊の世代の皆さまが後期高齢者に移行していく中、横浜の経済活力を維
持・発展させていくためには、これまでの政策に加え、あらゆる方策にチャレンジしていかなければなりません。その選
択肢の一つとしてＩＲに取り組むものです。
また、市民の皆様がご心配されているギャンブル等依存症、治安、反社会的勢力の関与、青少年への悪影響、マネーロー
ンダリングなどの懸念事項については、神奈川県、県警本部、関係団体と連携して対策を徹底していきます。

今回お示ししている820億円から1,200億円の横浜市の増収額は、カジノ納付金のほか、床面積の３％以内のカジノを含めた、ＭＩＣＥ・ホ
テル・エンターテイメント施設など大規模な建物にかかる固定資産税等や、リゾート施設全体の収益に伴う法人市民税なども含まれていま
す。カジノの収益がどれくらいかなどについてはこれから事業者を公募する現在の段階では、事業者のノウハウや戦略の面から具体的な数
字をお示しできませんが、今後、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
(10）市は、目先の経済効果を強調していますが、仮に導入した結果、市 からの売上は、半分程度となると言われています。
民、国民は、カジノで生活費を巻き上げられ、家庭が崩壊し、海外のカジ また、ＩＲ整備法では、カジノの収益（ＧＧＲ：かけ額と配当額の差額）の３０％を国と設置自治体に納付すること。カジノの収益を、先
ノ業者の懐を潤し、地域（横浜市）の活性化が失われ、結果において、税 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
収はダウンします。
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。
このような見通しに立って真剣に検討すべきです。いかがですか。
日本には、公益面から法律で認められている競馬等の公営競技、宝くじ、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、既存ギャンブルよりも厳しい規制が施されており、横半歳としても国や県、関係機関と連携し、対策を徹底し
ていきます。

IV.教育と公営ギャンブル
(11）市長は、青少年に健全な心の教育する責任があるが、真逆です。な
ぜですか。

ＩＲ整備法では、地方公共団体は、カジノ施設の設置・運営に伴う有害な影響の排除を適切に行うための施策を策定し、
実施する責務があります。青少年への影響の排除に努めます。
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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
(12）日本でも、ギャンブル、パチンコ、競馬等で、大切な財産を失い、
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。
家庭を崩壊させた例はたくさんある。この風潮を止めるのが行政の責任で
従来より、横浜市では、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
す。どう考えますか。
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。

(13）ギャンブル依存症の元凶を行政（横浜市）がつくることの責任を考
えるべきです。
回数の制限や投下金額の制限だけで防止できるほど簡単ではありません。
未来ある青少年の教育の観点からもマイナスです。抜本的対策を真剣に検
討下さい。

Ｖ.行政の真の責任
(14）行政（横浜市）の真の責任は、市民の生命と財産を将来にわたって
保護することです。日本第２の大都市になった横浜市は、日本の模範でな
ければなりません。166年前の開港以来、多くの先達が培ってきた横浜の
歴史と風土を将来の世代に残すことが、今を生きる私たちの最大の責務で
す。そのための具体的な対応策を幅広い観点から、具体的にどう考えます
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。

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。

(15）国の思惑に乗って独走しないで、 「市民の声」を真剣に聞くときで
す。
市長は、失敗が明々白々なこの事業の結果責任を全てとることができます
か。
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