
 

 

ＩＲ（統合型リゾート）等新たな戦略的都市づくりについて 

（平成 30 年度調査報告書の市民向け説明会・情報提供） 
 

 

 

 

 

 

 

 １ 説明会の開催について 

市内４か所で実施します（事前申込・応募多数の場合は抽選） 

 

 

 

 

 

   【申込期間・時間】６月 10 日（月）～19 日（水） 土日を除く 9 時～17 時 

   【申込方法】参加希望者お一人様毎にＥメール、FAX でお申し込み 

 

 ２ 調査結果の概要について 

   日本型ＩＲ制度や、横浜におけるＩＲの事業性などについての事業者からの情報提供（12 者）、 

有識者ヒアリング（観光、都市計画、地域経済、ギャンブル等依存症対策等、12 者・２組織） 

などの調査を実施し、市ホームページ等で公表しました（トップページ検索窓で「ＩＲ検討」）。 

(1) 事業者から提供された情報の概要 

 【立地場所】  市側から場所を示さなかったが、全てが「山下ふ頭」を想定 

 【投資見込額】  約 6,200～約１兆 3,000 億円【売上見込額】約 3,500～約 8,800 億円／年 

 【ＩＲ訪問者数】約 800～約 5,200 万人／年 【海外観光客割合】 約６～約１割 

 【直接雇用者数】約 1.0～約 5.6 万人 【地方自治体の増収効果】約 600～約 1,400 億円／年 

 【懸念事項対策】マイナンバーカード・顔認証システム等による入場制限、自己制御・親族に 

よる排除命令プログラム導入、青少年対策、反社会勢力の排除など 

(2) 調査結果のまとめ 

〇市としてＩＲを導入する・しないについて判断をしていない状況ではあるが、事業者が横浜に 

おけるＩＲの事業性を見込んでおり、経済的社会的効果が見込まれること 

   〇懸念事項対策について、各事業者の海外などでの経験やＩＲ整備法を踏まえた様々な対策例 

    が示されました。 

   ●一方で、調査時点では、政省令など制度の詳細が明らかになっていなかったことや、事業者が 

情報提供を行うにあたり、必要な条件や情報が不足していました。 

(3) 今後の取組 

・ 事業者が必要とする条件や情報を適切に示し、提供された情報の具体化や精度を向上 

・ 事業者から示された懸念事項対策について、実施状況や有効性などを確認・検証 

 昨年 7 月に国においてＩR（統合型リゾート）整備法が成立しました。横浜市ではＩＲに

ついて導入する・導入しないを判断していない状況ですが、日本型ＩR 制度の分析や、横浜

における事業性などの調査を実施し、その結果を市会に報告しました。 

ＩＲについては市民の皆様の関心が高いことから 

 ➀ 30 年度調査結果の説明会を開催すること、② 調査結果の概要をお知らせします。 

会場 ⽇時 定員
中区役所 ７階会議室 令和元年６⽉25⽇（⽕）19時〜20時 100名
保⼟ケ⾕公会堂 1号会議室 令和元年６⽉25⽇（⽕）19時〜20時 80名
都筑区役所 ６階⼤会議室 令和元年６⽉26⽇（⽔）19時〜20時 100名
⼾塚区役所 ８階⼤会議室 令和元年６⽉26⽇（⽔）19時〜20時 100名



ＩＲ（統合型リゾート）等
新たな戦略的都市づくり検討調査（その４）報告書

説明会 資料（案）

令和元年６⽉
横浜市政策局

調査内容

１ 調査の⽬的等
２ ⽇本型IR制度
３ 海外IRの事例
４ 横浜を取り巻く状況と課題
５ 事業者からの情報提供の内容
６ 有識者ヒアリング
７ 調査のまとめ



１ 調査の⽬的等
１ー１ 横浜市におけるＩＲの検討経過
１－２ 横浜市の状況
１－３ 調査の⽬的・概要

1-1 横浜市におけるＩＲの検討経過

2014年度 2015年度 2016年度
IR（統合型リゾート）等新たな戦略的

都市づくり検討調査
IR（統合型リゾート）等新たな戦略的

都市づくり検討調査（その３）
IR（統合型リゾート）等新たな戦略的

都市づくり検討調査（その２）

ＩＲの代表的な事例の調
査や経済波及効果の試算
などを実施

ＩＲの導⼊効果や影響の
調査のほか、ギャンブル等依
存症対策に関する有識者
へのヒアリングなどを実施

近年のＩＲの事例や国内
におけるＰＰＰなどについて
調査

2013年12⽉に「特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法
律（以下、ＩＲ推進法）案」が衆議院に提出された。
これをきっかけに、横浜市においてもＩＲの基礎的な調査を開始。



2016年12⽉15⽇
特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律（ＩＲ推進法）
成⽴

ＩＲ整備法成⽴を受け、
「ＩＲ（統合型リゾート）等新たな戦略的都市づくり検討調査
（その４）」を開始

2018年７⽉20⽇
特定複合観光施設区域整備法（ＩＲ整備法）成⽴

1-1 横浜市におけるＩＲの検討経過

1-2 横浜市の状況

ＩＲに対する多様な意⾒⽇本型ＩＲの制度詳細が定められていない

 政省令等の内容は︖

横浜にＩＲを導⼊する・導⼊しないの判断ができない

横浜市はＩＲについて、
導⼊する・導⼊しないの判断をしていない状況

期待・貢献 不安・懸念
 観光や地域経済

の活性化
 新たな雇⽤創出

など

ギャンブル等依存症
への懸念

地域環境への影響
など



過年度の基礎的調査は、ＩＲ整備法成⽴前の調査のため海外のＩＲ事例を中⼼とした
調査であった。
特定複合観光施設区域整備法（以下、ＩＲ整備法） が成⽴し、政府の考え⽅や⽇本

型ＩＲに関する情報が明らかになってきたことなどを踏まえ、横浜市においてＩＲを導⼊する・
導⼊しないの判断材料のひとつとすることを⽬的として以下の調査・分析を実施。

①⽇本型ＩＲ等の全体像
⽇本型ＩＲ、ＩＲ整備法の整理・分析及び全体像の把握

②ＩＲの事業性
横浜におけるＩＲの事業性の把握

③ＩＲの経済的・社会的効果
ＩＲを導⼊した場合の経済的・社会的効果の把握

④ＩＲの懸念事項などとその対応策
想定される懸念事項などとその対応策の把握

横浜にＩＲを導⼊する・導⼊しないの判断材料の⼀つとすることを⽬的とした調査

上記の②〜④を実施するにあたっては、事業者への情報提供依頼及び
有識者ヒアリングを実施

ＩＲ（統合型リゾート）等新たな戦略的都市づくり検討調査（その４）

1-3 調査の⽬的・概要

ウィンリゾーツ・ディベロップメント
キャピタル＆イノベーション株式会社
ギャラクシーエンターテインメントジャパン株式会社
Genting Singapore Limited (ゲンティン・シンガポール・リミテッド）
合同会社⽇本ＭＧＭリゾーツ
シーザーズ・エンターテインメント・ジャパン
SHOTOKU株式会社
セガサミーホールディングス株式会社
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

※その他３者については、事業者名の公表を希望しませんでした。

●協⼒事業者名

掲載は50⾳順

ご協⼒いただいた事業者12者のうち、事業者名を公表可能とした事業者は以下のとおり

1-3 調査の⽬的・概要



【ご意⾒をいただいた有識者・組織】（五⼗⾳順、敬称略、肩書きは当時）
有識者 専⾨分野

岸井 隆幸 （⼀般財団法⼈計量計画研究所 代表理事） 都市計画等
⽩⽯ ⼩百合 （横浜市⽴⼤学国際総合科学部 教授） 地域経済等
⽥中 紀⼦ （公益社団法⼈ギャンブル依存症問題を考える会 代表） ギャンブル等依存症対策等
⻄村 直之 （精神科医/⼀般社団法⼈⽇本SRG協議会 代表理事） ギャンブル等依存症対策等
樋⼝ 進 （独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構久⾥浜医療センター 院⻑） ギャンブル等依存症対策等
福⽥ 敦 （関東学院⼤学経営学部 教授） 地域経済等
別所 哲也 （俳優／「ショートショートフィルムフェスティバル&アジア」代表） 観光・ＭＩＣＥ/⽂化・芸術
森地 茂 （政策研究⼤学院⼤学政策研究センター 所⻑） 都市計画等
⼭内 弘隆 （⼀橋⼤学⼤学院経営管理研究科 教授） ＩＲ関連
⼭下 真輝 （株式会社JTB総合研究所 主席研究員） 観光・ＭＩＣＥ/⽂化・芸術
⼭⽥ 桂⼀郎 （JTIC. SWISS 代表） 観光・ＭＩＣＥ/⽂化・芸術
⼭本 牧⼦ （MPI Japan Chapter 名誉会⻑） 観光・ＭＩＣＥ/⽂化・芸術

組織 専⾨分野
神奈川県警察本部 その他の副次的弊害対策等
公益財団法⼈神奈川県暴⼒追放推進センター その他の副次的弊害対策等

1-3 調査の⽬的・概要

２ ⽇本型IR制度
２ー１ ⽇本型IR制度の⽬的
２－２ ⽇本型IR制度の懸念事項対策



２ー１ ⽇本型IR制度の⽬的

ＩＲ（統合型リゾート︓Integrated Resort）とは
 「観光振興に寄与する諸施設」と「カジノ施設」が⼀体となっている施設群
 カジノの収益により、⼤規模な投資を伴う施設の採算性を担保
 ⺠間事業者の投資による ・集客及び収益を通じた観光地域振興

・新たな財政への貢献

国等 収益の還元

⼀体的
整備・運営

管理・監督

ＭＩＣＥ
（国際会議場、国際展⽰場）

ホテル

カジノ
財政貢献

エンターテイメント施設等
（劇場、⽔族館等）

レストラン、
ショッピングモール

国内外からの集客 メルボルンラスベガス シンガポール

出典︓特定複合観光施設区域整備推進会議資料より作成

ＩＲの効果・⽬的

 国際競争⼒のあるMICE ビジネ
スの確⽴

 滞在型観光の促進

 ⺠間の投資を最⼤限に誘発、
地元経済の活性化

 雇⽤の増加

 カジノ納付⾦等による財政へ
の貢献

観 光 の 振 興 地 域 経 済 の 振 興

財 政 の 改 善

出典︓特定複合観光施設区域整備推進会議資料より作成

２ー１ ⽇本型IR制度の⽬的



【⽇本型ＩＲとは】
「特定複合観光施設」を⼀体として構成すべき中核施設を以下の機能を有するものと整理。これ
らの機能を有する施設は、それぞれ我が国を代表する施設としてＩＲ区域内にカジノ収益を活⽤
し整備され、国際競争⼒の⾼い滞在型観光の実現を⽬指す。

上記の中核施設の具体的内容及びその他の施設の種類・コンテンツについては、⺠間事業者の
資⾦・⾃由な発想を活かし、より魅⼒的、かつ、⾼い経済効果を有する施設の整備・運営を実現。

出典︓特定複合観光施設区域整備推進会議資料よ り 作 成

２ー１ ⽇本型IR制度の⽬的

【リゾート・ワールド・セントーサ】

【カジノ以外の主要施設】
 ホテル︓客室数1,600室
 MICE施設︓会議場最⼤6,500⼈ 収容、展⽰場最⼤3,000⼈収容
 その他施設︓飲⾷ショッピング施設、 劇場、博物館、⽔族館、プール、 ユニバーサルスタジオシンガポール等

【マリーナ・ベイサンズ】
 開発費⽤︓56億⽶ドル
 年間訪問客数︓4,500万⼈
 雇⽤者︓9,500⼈

【カジノ以外の主要施設】
 ホテル︓客室数2,561室
 MICE施設︓約12万㎡、最⼤4万5千⼈収容
 その他施設︓飲⾷ショッピング施設、劇場、博物

館、スカイパーク（展望プール等）、スケート場・
ナイトクラブ等

 開発費⽤
︓60億⽶ドル

 年間訪問客数
︓2,000万⼈

 雇⽤者
︓11,000⼈

出典︓特定複合観光施設区域整備推進会議資料よ り 作 成

２ー１ ⽇本型IR制度の⽬的



【ＩＲの効果・実績】
 2010年ＩＲ開業後、外国⼈来訪者、外国⼈観光消費額、国際会議開催件数は増

加傾向にある。
外国⼈来訪者 国際会議開催件数

外国⼈観光消費額２ケ所のＩＲがｵｰﾌﾟﾝ
(2010年)

２ケ所のＩＲがｵｰﾌﾟﾝ
(2010年)

２ケ所のＩＲがｵｰﾌﾟﾝ
(2010年)

出典︓Annual Tourism Statistics 2017 
(Singapore Tourism Board)等より作成

２ー１ ⽇本型IR制度の⽬的

968万⼈

1,742万⼈
約1.8倍

12,642
百万SGD

26,807
百万SGD約２倍

【リゾート・ワールド・セントーサ】

【カジノ以外の主要施設】
 ホテル︓客室数1,600室
 MICE施設︓会議場最⼤6,500⼈ 収容、展⽰場最⼤3,000⼈収容
 その他施設︓飲⾷ショッピング施設、 劇場、博物館、⽔族館、プール、 ユニバーサルスタジオシンガポール等

【マリーナ・ベイサンズ】
 開発費⽤︓56億⽶ドル
 年間訪問客数︓4,500万⼈
 雇⽤者︓9,500⼈

【カジノ以外の主要施設】
 ホテル︓客室数2,561室
 MICE施設︓約12万㎡、最⼤4万5千⼈収容
 その他施設︓飲⾷ショッピング施設、劇場、博物

館、スカイパーク（展望プール等）、スケート場・
ナイトクラブ等

 開発費⽤
︓60億⽶ドル

 年間訪問客数
︓2,000万⼈

 雇⽤者
︓11,000⼈

出典︓特定複合観光施設区域整備推進会議資料よ り 作 成

２ー１ ⽇本型IR制度の⽬的



【財政への貢献】

出典︓特定複合観光施設区域整備推進会議資料よ り 作 成

２ー１ ⽇本型IR制度の⽬的

◆⼊場料
⽇本⼈等の⼊場者に対し、⼊場料・認定都道府県等⼊場料として、そ
れぞれ３千円/回（24時間単位）を賦課

◆納付⾦
カジノ事業者に対し、国庫納付⾦（①カジノ⾏為粗収益（GGR）の
15％及び②カジノ管理委員会経費負担額）、認定都道府県等納付
⾦（GGRの15％）の納付を義務付け

ＩＲを構成する施設の⼀つであるカジノに起因する懸念事項
 ＩＲは観光や地域経済の振興、財政への貢献など、様々なプラスの効果が期待される⼀⽅、ＩＲ

を構成する施設の⼀つであるカジノに起因する懸念も指摘されている。こうした懸念事項に対して、適
切な制度設計や規制を⾏うことによって影響を限定的なものとするため、諸外国においても様々な対
策が講じられている。

カジノに起因する懸念事項

① ギャンブル等依存症

⑤ 地域環境への影響

② ⻘少年への影響等

④ 反社会的勢⼒の関与

③ マネー・ローンダリング

諸外国における対策事例

カジノ内におけるギャンブル依存症者の早期発⾒、⾃⼰／家族／強制排除プログラム、⾃
国⺠に対する与信⾏為やカジノ内のATM設置禁⽌、⼊場料制度、国内でのカジノ関連広告
規制、依存症対応教育の徹底義務、専⾨治療プログラムの提供 など

未成年者のカジノ施設への⼊場禁⽌、未成年者⼊場時の通報、本⼈確認の徹底、未成年
者と疑わしき者への声掛け、未成年者⼊場の通報、カジノ施設とその他施設の完全分離、広
告規制 など

本⼈確認・記録、保管、疑わしい取引があった場合の届出・保管義務、⼀定額以上の現⾦
取引があった場合の報告義務、マネー･ローンダリング対策やテロ資⾦供与対策のためのプログ
ラムの整備 など

カジノライセンス取得のための背⾯調査及びカジノライセンス取得後の定期的な審査、カジ
ノ施設内への監視カメラの設置と監視の義務付け、⼊場制限による犯罪組織・前科者、警
察によって⼊場排除命令を下された者などをカジノ施設から排除 など

地域の治安維持のための施策として、カジノ施設内での監視カメラの設置及び巡回、周辺
地域における警官、警備員による24時間の警備体制 など

出典︓ＩＲ等新たな戦略的都市づくり検討調査報告書、各種情報より作 成
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ＩＲ整備法施⾏令の概要
ゲーミング区域の床⾯積の上限
 ゲーミング区域の床⾯積の上限は、ＩＲ施設の床⾯積の合計の３％

カジノ事業等に関する広告物の表⽰等が制限されない施設
 国際線が就航する空港や外航クルーズ船等が就航する港湾の旅客ターミナルのうち、

外国⼈旅客が⼊国⼿続を完了するまでの間に滞在することができる部分に限定

現⾦取引報告（CTR（※））の対象となる取引の範囲
 現⾦取引報告の対象となる取引の範囲については、カジノ事業者と顧客との間の現⾦

とチップの交換など、現⾦の受払いが⾏われる取引であって、100万円を超えるもの

出典︓「特定複合観光施設区域整備法施⾏令（案）」に対する意⾒募集についてより作成

（※）⼀定額以上の現⾦取引報告要求
（Cash Transaction Report（CTR）。⽶国では10,000ドル超、シンガポールで10,000Sドル以上という閾値を設定）
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【ギャンブル等依存症対策基本法の構成】
 ギャンブル等依存症対策基本法は、下記の4つの章により構成されている。なお、ギャンブル等依存

症対策の基本計画は、2019年4⽉の閣議決定を⽬指している。

第⼀章 総則

第⼆章
ギャンブル等依存症対策
推進基本計画等

第三章
基本的施策

第四章
ギャンブル等依存症対策
推進本部

各種定義や⽬的、国・地⽅公共団体・関係事業者等の責務について
規定がされている。

ギャンブル等依存症対策推進基本計画は、政府に策定義務、都道府
県ギャンブル等依存症対策推進計画は、都道府県に策定の努⼒義
務が規定されている。

基本的施策として、①教育の振興等、②ギャンブル等依存症の予防
等に資する事業の実施、③医療提供体制の整備、④相談⽀援等、
⑤社会復帰の⽀援、⑥⺠間団体の活動に対する⽀援、⑦連携協⼒
体制の整備、⑧⼈材の確保等、⑨調査研究の推進等、⑩実態調査
を定めることを求めている。

内閣に、ギャンブル等依存症対策推進本部を設置することが規定されて
いる。

推進本部に、ギャンブル等依存症対策推進関係者会議を設置すること
が規定されている。

２－２ ⽇本型IR制度の懸念事項対策



出典︓Survey on Participation in Gambling Activities among Singapore Residents より作成

●シンガポールのギャンブル依存症有病率推移
 2010年２つの⼤規模なＩＲ施設が設置されたシンガポールでは、ＩＲ開業前からギャ

ンブル依存症対策を実施した結果、病的ギャンブルや問題性ギャンブルの有病率は減少
傾向にある。

２－２ ⽇本型IR制度の懸念事項対策

4.1%

2.9% 2.6%

0.7%
0.9%

【ギャンブル等依存に関する疫学調査の結果】
 平成29年度に実施された全国調査（調査実施主体︓⽇本医療研究開発機構、久⾥浜医療

センターに委託して調査実施）は、下表のとおりである。
 SOGS（The South Oaks Gambling Screen）は、世界的に最も多く⽤いられているギャン

ブル依存の簡易スクリーニングテストであり、12項⽬（20点満点）の質問中、その回答から算出し
た点数が５点以上の場合にギャンブル等依存症の疑いありとされる。

出典︓国内のギャンブル等依存に関する疫学調査（全国調査結果の中間とりまとめ）平成29年9⽉29⽇国⽴病院機構久⾥浜医療センターより作成
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国 報告年 対象数
ギャンブル等依存症が

疑われる者の割合
調査方法

日本
（全国調査結果）

2017 4,685
0.8％

（男性：1.5％、女性：0.1％）
SOGS(12ヶ月以内)≧５点

日本
（全国調査結果）

2017 4,685
3.6％

（男性：6.7％、女性：0.6％）
SOGS(生涯)≧５点

オーストラリア 2001 276,777 男性：2.4％、女性：1.7％ SOGS(生涯)≧５点
米国 2001 2,683 1.90% SOGS(12ヶ月以内)≧５点
香港 2003 2,004 1.80% DSM-Ⅳ(※１)
韓国 2010 5,333 0.80% DSM-Ⅳ

(※１) アメリカ 精神医学会が定義している｢精神障害の診断と統計の手引き（Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder）｣の第4版



３ 海外ＩＲの事例
３ー１ アメリカ（ラスベガス）
３－２ マカオ
３－３ オーストラリア
３－４ 韓国

シーザーズパレス（ラスベガス）

出典︓事業者より提供

ゲーミングとゲーミング以外の施設を組み合わせた世界初の統合型リゾート（IR）として
オープンし、増改築を繰り返しており50年以上継続的に投資

３-１ アメリカ（ラスベガス）



３-１ アメリカ（ラスベガス）
ザ・ヴェネチアン&ザ・パラッツォ（ラスベガス）

出典︓特定複合観光施設区域整備推進会議資料 「諸外国におけるＩＲについて 【参考資料】」より作成

シティセンター（ラスベガス）

出典︓特定複合観光施設区域整備推進会議資料 「諸外国におけるＩＲについて 【参考資料】」より作成

３-１ アメリカ（ラスベガス）



ウィン・ラスベガス & アンコール・ラスベガス（ラスベガス）

■主な施設
・２つの劇場
・33店舗の飲⾷店
・18ホールのゴルフコース
・スパ・プール
・３つのナイトクラブ
・ビーチクラブ
・ブランドモール
・160エーカーのソーラー
ファーム施設

出典︓事業者より提供

３-１ アメリカ（ラスベガス）

３-２ マカオ
ギャラクシー・マカオ（マカオ）

■主な施設
・飲⾷施設︓120店
舗
・ショッピング施設︓
200店舗
・劇場︓3,000席
・アリーナ︓1万
6,000席（予定）
・ナイトクラブ 等

出典︓事業者より提供 28



シティ・オブ・ドリームス（マカオ）

アジアを代表するプレミアムでラグジュアリーな統合型リゾート。2018年夏に開業した『モー
フィアス』はマカオのコタイを代表するランドマークとなっている。

出典︓事業者より提供

３-２ マカオ

３-３ オーストラリア

クラウン・メルボルン（ビクトリア州）

出典：ウィキメディア・コモンズ掲載写真をもとに作成

英国・エコノミスト誌の調査部⾨「エコノミスト・インテリジェンス・ユニット」が公表している「世
界で最も住みやすい都市ランキング」において、メルボルンは、7年連続で1位（2011年
〜2017年）



３-４ 韓国
カンウォンランド（江原道）

出典︓各種情報をもとに作成、写真についてはカンウォンランドHPより作成

カジノ導⼊当時において、ギャンブル依存症や治安悪化に対する対策を明確に講じず、
ギャンブル依存症に対する規制等が後追いで規定された。

３-４ 韓国
パラダイスシティ（仁川）

韓国初の統合型リゾート(IR)

出典︓事業者より提供
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