
IR(カジノを含む統合リゾート）って何？

千葉市の動きとこれから

意見交換



解説者

千葉市長の「バクチ場」から
市民の生命・財産を守れ！

千葉市 バクチ 検索

http:/bakuchi.simousa.com/

宇留賀 英夫 花見川区犢橋町
ウルガ

5年前から運用 延べアクセス数 約4万弱頁 延べ訪問者 約2万4千

熊谷市長と賛同議員は「バクチ場」を設置し市民の自殺・破産を物ともせず「テラセン」
                       で儲けようとしてます。断固反対しよう。



IR(統合型リゾート）って何？

シンガポールがきっかけ
1985年カジノを導入しょうとしたが、反対も多く代わりに2004年IRを提唱し、2010 年に開業

横浜市 報告書から



カジノ実施法の定義

第二条 カジノ施設と・・・一群の施設・・・民間事業者により一体と
して設置され、及び運 営されるものをいう。

カジノの売り上げから国・自治体に上納させる。テラセン（寺銭）

今までのギャブルとの違い
公営競技 ：競馬 競輪 競艇 オートレース

国・自治体が設置・運営（実際の業務は民間に依託）

宝くじ ロト ： 国・自治体が運営（実際の業務は民間に依託）

遊戯 : パチスロ 民間業者が設置・運営 風俗営業法 警察が管理
実際は「三店方式で欺瞞賭博」

国・自治体に上納はない。



カジノ実施法 第二条で定める一群の施設

1．国際会議場施設 2．展示施設 3．宿泊施設

4．伝統、文化、芸術等を生かした公演その他の活動

5．各地域へ の観光旅行に必要な運送、宿泊その他観光旅行の促進に資する施設
（千葉市だけが儲かれば良いはダメ）

1～5は必修

国内外からの観光旅客の来訪及び滞在の促進に寄与す る施設

基準は政令で定める

簡単に言えば IR= 幕張メッセ ＋ 宿泊施設 ＋ カジノ



カジノをどうしてIRにしたか？

収益性の悪い施設（MICE)をカジノの収益で補う。建前

最近はMICEだけでも収益があがるとする意見もある。

カジノ以外で集客してカジノに誘いこむ。 実際

最近のラスベガスでは有名な芸人を呼んでショーを見せる傾向にある。

コンプ（ポイント・割引券）

例 ホテルに宿泊 カジノ 記録が残るが OK
例 カジノ ホテルに宿泊 実施法には記述がない OK？

結論 IRは カジノ＝悪 を薄めるためにある



IRの売り上げの実例

マリーナ・ベイ・サンズ（シンガポール）2019 第2期（4～6月）

カジノ        468         68.023   5％  日本3％以下
ホテル 93         13.517
飲食 食品 58          0.084
ｼｮﾋﾟﾝｸﾞ・ﾓｰﾙ 42          0.061
展示場・国際会議場等 27          0.039
計 688 100.000

1（米ドル）＝ 100円 として計算
カジノの売り上げ ＝ 客の負け金

売上（億円） 割合（％） 面積割合



マリーナ・ベイ・サンズ （シンガポール）



パリジャンマカオ （マカオ）



横浜市 山下埠頭 カジノ業者のイメージ

現在の山下埠頭



カジノ関連税金等
納付金 カジノ収入の 30％ 国・設置都道府県等 折半

入場料金 6,000 国・設置都道府県等 折半

ライセンス料 カジノ管理員会経費

通常の事業関連税金 所得税、地方税、固定資産税等

都道府県等 都道府県+政令指定市

納付金、入場料 一般財源として公益目的として使用

シンガポールの入場料金は全額民間の福祉団体



ＩＲの問題点



ギャンブル依存症
一度たくあんになった脳は大根に戻らない

脳が化学変化を起こ起こす 不治の病(日常生活ができない）

依存症発症まで10年
例 借金1，200万円 回復（日常生活ができるまで）2～3年 費用1，200万円

家族・親類縁者・友人等を巻き込む

依存症は分かりずらい
本人は「恥ずかしい、意思が弱いと思われる」隠す

依存症の有病率
2009年研究調査結果 5.6％
2013年調査厚生労働省研究班 4.8％
2017年9月29日 構久里浜医療センター 3.6％
https://ja.wikipedia.org/wiki/ギャンブル依存症#疫学
2018年10月 最終的に男性7.2%、女性1.2%
千葉市におけるギャンブル参加状況および問題ギャンブルについての実態調査（注１）



熊谷市長と賛同議員は「バクチ場」を設置し市民の自
殺・破産を物ともせず「テラセン」で儲けようとしてま
す。断固反対しよう。

カジノを含む統合型リゾート（IR）を巡り、
北海道、千葉市、東京都、名古屋市の4地
域が誘致を検討中であることが24日、観光
庁の調査などで判明した。国は「最大3カ
所」を整備する方針で、既に横浜市、大阪
府・市、和歌山県、長崎県の4地域も名乗
りを上げている。だが毎日新聞が全対象自
治体に取材したところ、IRそのものや国の
設置基準に対する懸念と不満も浮かび上
がった。

https://mainichi.jp/articles/20190924/k00/00m/040/294000c
2019 9 24

誘致・検討中の都道府県等



市長,誘致姿勢の変遷－1
http://bakuchi.simousa.com/news91/「幕張新都心ｶｼﾞﾉ 市長,誘致姿勢の変遷 2019年7月」より

IR推進法案は２０１３年６月衆議院に議員立法として国会に始めて上程されました。
施設が一体となっている施設であって、民間事業者が設置及び運営をするものをいう

2014.7 幕張新都心 MICE・IRを考える会の講演
http://chibanomirai.jp/千葉県千葉市長%E3%80%80熊谷-俊人-氏/

幕張新都心のようにカジノと他に少し作れば良い

2015.1.18 IR
市の説明 「一体としてつくる」

2015.7.6 カジノIRジャパン市長講演 リンク切れ
「MICEの延長線上にIRが入ってくる」

・・・・
そのうえで熊谷市長は「IRについてしっかりとした市民の合意を積み重ね、実態を正しく理解していく」
ことが重要と位置づけ、行政として論理的なデータ・事実を提供していく意向を示したうえで、
「今後とも一緒に議論を深めていきたい」と話した。



市長,誘致姿勢の変遷－2

2016.12.13 千葉市議会で桜井崇氏の質問と答弁
桜井崇氏の質問 IRをやるのかやらないのか市長みずから答えください。
市長 IRはMICEを推進するための１つの選択。

2016.12.16 東京新聞が市長の発言として報道

2016.12.16 千葉の未来 （2017.5.28市長選挙選を見据えて変えた？）
・推進派が多いのであえて中間派として発言する。中間派はどちらからも怒られる。
・新幕張は日本で始めてのＭＩＣＥ、在職７年間推進に取り組んできた。
・ＩＲを導入するには国の法律、市民の理解や検討すべき問題が多い。

通常は依存症の話

2016.12.15 実施法成立



市長,誘致姿勢の変遷－3

2017.5.18 市長選候補者の討論会 （インテターネット討論会）
・誘致はしてない、民間が誘致の動きをしてるのは事実である。
・カジノの効果、リスクをコントロールできるのか慎重に見極める。
・賛成派の集まりにでる時も「いつも中立」と言ってる。

2019.6.6 「民間事業者による統合型リゾート事業の提案概要」
http://bakuchi.simousa/news119/
http://casino-ir-japan.com/?p=22990

「これまで、我々は民間から具体的な提案が出ない限り、前に進めないスタンスであった」
「今回、具体的な提案が出てきた。真摯に、受け止め研究検討をしっかりしていく」
「検討レベルを一段階上げて、しっかり対応。ただし、民間提案は、誘致是非の判断に影響しない」

積極 中立 積極



市長,誘致姿勢の変遷－番外

これから国の計画としてIRが具体化してくると、かなり全国的な
反対運動が仕掛けられ、政府は苦慮するでしょう。そのときに、
仮にベイタウンや地域住民の方々が理解派であるならば、
これは最も重要で、大きな有利な条件になると思います。
地域住民の理解を得られうる場所であれば、我々にとっ
ては大きなポイントではないかと思います。

2014.7 MICE IR
http://chibanomirai.jp/ %E3%80%80 - - /

参考
「何なら私が市民集会を呼びかけますが、来ていただけますか？」

拒否

市長への手紙ー2017.2.1 市長からの返信追加 http://bakuchi.simousa/news95/



今後の動き－1
黒字：国の動き 赤字：千葉市の動き

2019年7月23日 IR（統合型リゾート）に関する情報提供依頼
http://www.city.chiba.jp/sogoseisaku/sogoseisaku/makuhari/rfi.html

2019年8月27日 ＩＲ情報提供に１９事業者が登録 （報道）

2019年09月04日 カジノの認定基準案（ＩＲ基本方針案）
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=665201907&Mode=0

2019年10月1日 ＩＲに関する情報提供依頼の実施に関する質問と回答
http://www.city.chiba.jp/sogoseisaku/sogoseisaku/makuhari/documents/situmon-kaitou.pdf

2019年10月30日 8業者から情報提供があった 。11月からヒヤリング開始。11業者辞退
朝日新聞2019月10月30日千葉版

2020年1月7日 カジノ管理委員会設立（2019年10月18日 閣議決定）

2020年？ 決定



今後の動き－2

20０？年 カジノ設置都道府県等を3カ所決定 （カジノ管理委員会）

2024～2025年？ カジノ営業開始

203？年 カジノ営業後5年目に次のカジノ設置をどうするか判断
次回も設置するとして7年後

ポイント
カジノ管理員会が具体的に、「 」を決め、さらに「ＩＲ実施法、

その政令」の運用を決めないと本来「 」はできない。現時点では所詮
エイヤと書くしかない。取らぬ狸の皮算用

さらにこれらが決まっていても、「世界最高水準の規制」では海外の事例も
あまり参考にならないでしょう。

2020年3月 情報提供内容を公表
2019 10 千葉版

2020年？ 都道府県等が応募



幕張新都心でのカジノ－1

首都圏では一カ所でしょう 現在
東京都 横浜市 千葉市 （人口の多い順）
横浜市 千葉市 東京都 （準備の先行順）

幕張新都心
・空き地がない 現在ある施設を潰す必要がある 公園・幕張メッセ海岸を埋め立て、人工島

・住居地域、商業地、学校（予定もある）に隣接している

・幕張新都心は千葉県が主導権（？）を握ってる

千葉市・千葉県での協議はされてない（2019.9 現在）

ＩＲに関する情報提供依頼の実施に関する質問と回答
立地、施設配置計画については、既存の土 地利用や施設を参考にしつつも、様々な制度

を用いながら自由な発想で検討のうえご提案 ください。



・共食いする 幕張メッセ（ＭＩＣＥ）、ホテル、商業

特にＭＩＣＥは「基本方針案」で強調

全国共通の問題

・地域における十分な合意形成がなされており、ＩＲ事業が長期的
か つ安定的に継続してい くために不可欠な地域における良好な
関係が構築されていることが求められる。

「基本方針案」

・カジノへの入場は「マイナバーカード」が必要。カードの保有者は
約13％。これを考慮してのカジノの収益予測は困難と考える。

「 」では経済効果も求めてる。

幕張新都心でのカジノ－2



情報開示請求



全国カジノ賭博場設置反対連絡協議会（日弁連）
地域団体

カジノ誘致に反対する小樽市民の会
カジノ（賭博場）誘致に反対する苫小牧市民の会
秋田なまはげの会
かながわ市民オンブズマン
カジノ誘致反対横浜連絡会
「横浜へのカジノ誘致に反対する寿町介護福祉医療関係者と市民の会」
カジノの弊害を考える会in熱海
愛知カジノを考える会
カジノはいらん！ネットワーク常滑
カジノ問題を考える大阪ネットワーク
大阪カジノに反対する市民の会
カジノ問題を考える和歌山ネットワーク
「和歌山カジノ」に反対する海南の会
ストップ・カジノ！長崎県民ネットワーク
カジノ誘致問題を考える市民の会（佐世保）
カジノに反対する宮崎県民の会
カジノ問題を考える女たちの会（沖縄）

http://anti-casino.net/cgi/links.cgi

検討中の都道府県等で千葉市・東京都は上記にない


