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■報告① 「世界のＩＲ運営事例とＩＲの社会的影響対策などについて」 

・北海道型ＩＲ検討調査事業受託コンソーシアム  

（株）国際カジノ研究所 所長 木曽崇 

 

 おはようございます。木曽でございます。よろしくお願いします。これから北海道型ＩＲ検討調査

事業に基づく報告をさせていただく所存でございます。 

 本事業は昨年の夏から調査を開始し、年度末に向けて最終報告書をまとめているところでございま

す。本日の報告はそこからの抜粋ということになります。 

 本調査自体はまず、ＩＲをやるやらない、もしくはカジノに賛成反対ということではなく、まず海

外の実態がどのようなものであるのか、またカジノもしくはＩＲ導入による社会的不安事項というの

はどういうものなのか、そして、そういった影響事項に対する様々な対策としてどのようなものが海

外で行われているのか、そして仮に、北海道で導入された場合の経済効果の推計などを調査するもの

でございます。 

 今回の報告の内容が非常に多いので基本的には読んで分かるように作ってありますので、飛ばした

部分は読んでいただければと思います。まず統合型リゾートとはということで、非常に重要なことと

して、簡単に申し上げますと、統合型リゾート、一般的にはカジノを中心にホテルもしくは飲食施設、

劇場、国際会議場のような観光機能を集約させた施設であると表記されるわけですが、最も重要なの

は、統合型リゾートとは、地域における様々な観光資源とカジノの機能を補完することが重要である

ということでございます。これは前回のセミナーの中で非常に繰り返し繰り返し申し上げたことでは

ありますが、統合型リゾートを考えるにあたってもっとも重要なことは地域の観光から論議をスター

トすることでございます。ＩＲを導入することで何が起こるのか前に今この地域の観光業界の中で何

が起こっているのか、何が課題であるのかというところからスタートせざるを得ない。そのためにＩ

Ｒが資するのであればそれを解決するのに活かしたい。この地域にとってＩＲは必要であるのか、む

しろいらないという選択肢を常に持っておかなければならない。ＩＲありきの論議というのは、あっ

てはならないのであろうということを前回の申し上げたところでございます。そしてまた地域の様々

な観光資源との複合的な開発、もしくは連携というものが必要になります。ですから、この地域の既

存の観光資源をまず大事に考えてくださいという話を申し上げたところでございます。前回のフォー

ラムでは、競馬産業との連携というものも考えられるのではないかというご意見もいただいたようで

ございますが、そういったような形でこの地域で最も重要なものは何かということをまずは念頭にお

きながら話を進めることが非常に重要なことでございます。 

 次にまず日本国が現在考えているIRの想定ということで目的でございますが、観光および地域経

済の振興に寄与するとともに財政の改善に資するということでございます。重要なことは観光、そし

て地域経済の振興、この二つをきちっと捉えていくことであるということで、特に地域の活性化とい

うのが非常に重要なキーワードでございます。ＩＲだけが儲かってはならないのです。ＩＲができる

ことによって、この地域がどのように豊かになるのか。やはりここから考えていかなければならない

というのが、これはもう政治の、国の方が考えている法の目的の中にもメッセージとして取りこまれ

ている考え方だと思っていただきたい。そして開発エリアの指定として大都市のみならず地方への設

置も検討することが望ましい。そして当初の設置区域が２、３カ所で限定的に施行することがするこ

とが望ましいといったような大体のフレームワークというものが検討されている状況でございます。 



 予想される各種影響ということでここは当然ながらＩＲの中にはプラスの効用とマイナスの効用と

いうものがございます。この両軸をきちっと捉えていくことが重要なことになります。特にプラスの

効用について申し上げるのならば、経済効果として期待されるものはまず、開業前と開業後という形

に二つに時期を分けて考えなくてはなりません。開業前というのは主に開発投資から始まる土木建設

であったり、雇用効果であったり、そういうものが期待されるもの。そして一方で開業後これは開業

したあとに継続的に生まれてくるものですが、観光消費、もしくは観光消費優位を軸としてそこから

発生する様々な周辺産業の経済効果、そしてそこから発生する雇用効果、そして地域に雇用された人

たちが地域で消費、生活することによってさらに二次、三次として地域全体に波及していく波及効果

というのが重要になってくるということでございます。一方で当然ながら予想される社会的影響とい

うものが項目としてございます。それが非常に重要なことなんです。ここには主に三つ、プラスその

他ということでまとめさせていただいています。まず、不安、治安関連でございます。治安関連に関

しては地域治安の悪化、社会的組織の業界関与、マネーロンダリング、組織犯罪の施設利用、こうい

ったものがございます。一方で依存症関連、これはギャンブル依存症の発生の懸念というのは当然ご

ざいます。これは私の後でお話される皆さんの中に専門の方がいらっしゃいますから是非その方にい

ろいろ詳しい話を伺いたいと思います。 

そしてプラス青少年に関連するものですね。未成年によるギャンブル、法定年齢に達してない方々が

入場してギャンブルをする行為。これはあってはならないこと。そしてまた教育に対する影響。こう

いったものは懸念事項もしくは社会的影響事項として考えていかなくてはならないことでございます。

その他環境問題、交通渋滞というのはＩＲ特有のものではないですが、大きな開発に伴って様々に懸

念されるものというものも念頭に置いておかなければならないというまとめでございます。 

次にＩＲ運営のイメージということで少し図をかかせていただいています。実は世界の潮流では

二つのＩＲの運営もしくは構成のスタイルがあるのだということを前提に認知をいただきたいと思い

ます。左側に記載されておりますのが米国ネバダ州、世界の市場の中で最も先進的な市場の一つでご

ざいます。古くから始まった市場の一つでございますが、いわゆる市場競争を重視するようなタイプ

の統制手法をとっている地域、これは代表的なのが米国ネバダ州のようなものです。免許数が無制限、

また施設の数も無制限であるといったような市場の統制のあり方。一方でこういった伝統的な市場か

らむしろ世界的な潮流は右に向かっているんですね。入札競争を重視するようなものに変化してきて

います。その代表格がシンガポールでございますが、シンガポールは免許数を二つに制限し、また開

発施設数も二つに制限するという形でこの二つを民間事業者による入札によって競わせる。すなわち

入札競争による各民間事業者の切磋琢磨というのを促進するというのが一つの手法として確立したの

がこのシンガポールのＩＲ導入のあり方であると思われます。そして我が国が原則的にモデルにして

いるのがこの統制スタイル、数を限定し、そして入札を行わせるというのが、国が検討している導入

のあり方でございます。 

一方でこれは何がいいのか、なんでこういう方向に全体が向かっているのかという話をしなけれ

ばならない訳ですが、この法的入札というものを通ずることによって、民間事業者による投資を一定

のコントロールすることができる、すなわち地域が選ぶわけです。地域側からしてみると、その地域

にとって好ましい投資の形というものの最適なものを選んでいく、もしくは民間業者がそれに合わせ

て自分たちの創意工夫をしてアピールするわけです。この地域にとって我々の投資のあり方というの

がこれだけプラスがあるんですよ。もしくは地域の経済を考え、地域の特性を考えたものなんですよ

というアピールをそれぞれがしながらベストだと思われるものを地域が選ぶ。こういうあり方という

のが近年のカジノの導入、ＩＲの導入のスタイルとして確立しつつあるというのが現在の状況でござ



います。その中でということなんですが、でてきたのがＩＲの入札を通じて公民間の協力の形式でご

ざいます。先ほど申し上げましたとおり、入札を通ずることによって民間の事業者の投資をコントロ

ールすることができます。一般的な商業開発というのは業者の経済行為の自由がありますから、そこ

に行政が規制以上の、法令で定められている以上のコントロールをすることは無理なんですが、現在

のIRの導入のあり方というのは、そこに対して入札の要件を設けること、地域にとってどうしても

必要だと思うことを盛り込ませるという要件付けをすることによってその入札をコントロールすると

いうことが中心となっております。ここで示されているのはシンガポールで導入されている事例なん

ですが、下の方の項目の中で効用施設の設置義務というところをみていただければと思います。シン

ガポールでは二つ先ほども申し上げたとおり、国内二つの施設の導入をしたんですが政府として設置

の義務付けをする要件というものをそれぞれに定めております。片方にはベイフロントにランドマー

ク的公共アトラクションの提供ということで文化センター、博物館、アートギャラリー、近代美術館、

パフォーマンスシアター、アリーナ、科学センター、海洋博物館、プラネタリウム、水族館などいわ

ゆる文教施設、こういうものというのは地域の人たちがどうしても地域の文教教育のため、もしくは

観光振興のため、様々な用途をもってどうしても導入したいのだが、一方でそれを作る財源がないと

いったこういった課題に対して、民間事業者の方々がどのようにアプローチしてくれますかというこ

とで義務づけを行うというのがこのスタイルなんですね。そのほか、例えばその他の開発要件として、

社会的セーフガードとして２１歳未満のカジノの立入り禁止であるとか、広告はしてはなりませんと

いうような様々な禁止事項というものを最初に要件付けた上で入札を争っていただく。これが一つの

シンガポールが確立したＩＲ入札のあり方になってきているところでございます。 

もう一つ、同様の事例として米国の事例をもってまいりました。これはニューヨーク州、じつは

昨年の末に決定されたばかりの入札でございます。現在ニューヨーク州は州内に４つの新規のカジノ

施設、IRの開業を決定しておりまして、そのうち３つのが昨年末１２月に決定しております。その

中でも実は同じような入札によるコントロールがなされている、いわゆる野方図な開発というものは

させないという形なんですね。例えば審査項目をみていただければと思いますが、審査項目、すなわ

ち入札審査の項目の中で経済活動およびビジネス開発という項目の中に内部監査および保守体制をど

のように確立しているのかというのがもうすでに要件定義をされているんですね。こういうものがな

いと選ばれないという形になっている。その他地域の影響と立地要件ということで、地域住民による

同意および社会的影響への提言施策というものを事前に事業者側が提案しない限りは選ばれないとい

うことになっているんですね。というような形で要件定義をした上で入札を行うことによって右側の

表の３つがすでに選ばれている訳ですが、例えば公的機能として各事業所が提案をしてきた内容そし

て決定した内容がここに書かれている訳ですが、例えばフィンガーレイクという地域においては、地

域の職業訓練プログラムの提供を我々はしますということを行政に対して約束しました。実際ニュー

ヨーク州というのは我々マンハッタンのイメージがすごく強くて大都市のイメージですが、ニューヨ

ーク州の経済というのは非常に一極集中なんです。ある意味、この北海道と同じなのかもしれません

ね。ニューヨークマンハッタンにすべての経済が集中しておって、実はそこから北側にむかって州は

広がるんですが、北側の地域というのは雇用が全くないんです。観光客もマンハッタンだけに集中し

て、北側に流出することがないんです。というような、ある意味北海道と似たような経済行動、もし

くは観光行動というものが行われている地域の中で、では統合型リゾートを導入する議論の中で最も

懸念されている課題、もしくは求められておったのが雇用の促進だったんですね。そこでこのフィン

ガーレイクの中で選ばれた事業者においては職業訓練プログラムの提供などを当然ながら提供します

よ、もしくは施設内の保育園の設置を行いますよ。これも非常に面白い取り組みですが、地産食材の



利用をしますと。その施設内で使われる食材はほぼ大部分は地域の州内の食材を調達することにしま

す。もしくは地域産品のアンテナショップというものを事業施設自体が開業して地域の産品を観光客

に販売しますといったことを約束するんですね。だからこそが開発事業者として選ばれたという状況。

その他オールバニ、サリバンとそれぞれの地域で選ばれているものの公的機能は、オールバニにおい

ては、これは河岸地域での開発だったんですが、この河岸地域において遊歩道であったり、サイクリ

ングレーンであったり緑地の整備を我々が民間事業者の資金で行いますよといった約束をしたり、こ

ういったものも多くの場合は公共事業としてなされるものですが、こういったものを民間業者の手に

よって行うというのが一種のＩＲ入札のあり方であるということでこざいます。 

一方で納付金等の活用事例ということでＩＲの中のカジノという機能があります。ここでの売り

上げに対しては多くの場合、地域の財源として何かしらの税収が生まれることになります。取り方、

もしくはどのくらいの比率をとっているのかというのは、ここにまとめているとおりでございますが、

見ていただきたいのは、一番下の表の部分でございます。活用方法ということで例えば大きく分ける

と世界的にはこれを４つの分け方となっています。その１、社会的影響事項の対策。ＩＲの導入にお

いて懸念される様々な事項があるということを先ほど申し上げました。ここの不安事項に対する手当

としてこの税収を使いましょうというのが一つの考え方です。多くの地域がこういった取り組みをや

っております。一定比率をそちらへ振り向けるということをやってるんですね。その２、一方で同時

に観光に対する再投資という形でこの税収を使うというのも一つあり方でございます。すなわちＩＲ

が観光客を吸引してくれるのであれば、そこから外にお客さまを出すために周辺地域全体の観光の魅

力度を上げるためにそれを使うのだ。ＩＲで吸引されたお客様というものが地域全体を還流する形、

経済還流をイメージしたような税の使い方になっております。その３、例えば地域課題に対する手当、

教育であったり、社会福祉であったり、ＩＲだとか観光政策とは全く別のものであるけれども、その

地域にとっては非常に重要な政策、こういったものの特別な財源として設置するというのも一つの考

え方になります。その４、一般財源、これは用途を定めないものとして拠出するという様々な検討の

あり方がございます。 

 その他、ここからが非常に重要な部分になる訳ですが、社会的影響対策ということで、諸外国でみ

られる様々な社会的影響事項に対する対策施策、具体的な手法、何が行われているのかというのをご

紹介いたします。先ほど、申し上げたとおりでございますが、犯罪関連においては組織犯罪の業界関

連の防止、マネーロンダリングの防止、周辺治安維持対策、組織犯罪者の施設利用抑制、こういった

対策が必要になる訳ですが、それぞれ具体例として右側、各国がどのような形の施策を具体的に行っ

ているのかというのを一覧化させていただいています。組織犯罪の関係者が業界に直接関与すること

に関してこれはほぼ世界各国が同一のやり方をしております。ライセンス制度です。これは事業者そ

のものがライセンスをとらなければいけないのももちろんのこと、経営者、株主、従業員、こういっ

た様々関与する主体に対してそれぞれライセンスの取得を求める。そして、そのライセンスの取得に

あたって、バックグラウンドチェックという形で過去の犯罪歴であったり、経済的な背景といったも

のの調査をした上で認められたものだけがライセンスを取得するという形で業界の中への組織犯罪者

への対策を行っているというのが世界共通の施策のあり方となっております。一方でマネーロンダリ

ングの防止、これもほぼ世界共通として、これ実は国際的な規格というのがあり、これは私の後に専

門の方がお話をなさると思うので少し割愛させていただきます。次は、周辺治安維持、例えばイギリ

スなどではＩＲもしくはカジノに関連する周辺に存在するかもしれない様々な犯罪を防止するための

特別なチームを組成したりというとがなされておるところです。一方でこれは世界各国、多くのカジ

ノを導入している国において、共通の見解が出ておるんですが、ＩＲもしくはカジノの導入というの



が地域の治安悪化に対して直接的な関与というもの、いわゆる相互関係というのが見られないという

のが、カジノもしくはＩＲを早期に導入した代表的な地域、これはアメリカ、イギリス、オーストラ

リア、欧米諸国での公的調査の中ではこういった関係、ＩＲ・カジノそのものが直接犯罪を誘因する

というよりはむしろ、観光振興によって人が増え、そしてその観光客を狙うような犯罪が増える、例

えば置き引きであったり、スリであったり、そういった種類の犯罪の増加は懸念されるというような

書き方になっている。これは多くの国においては共通の見解が出ているところで、それから学ぶので

はあれば、その地域に観光客がたくさん来る、それを前提としてどのような地域の治安対策をつくる

のかということをきちっと考えていかなくてはならないということになります。そのほか組織犯罪者

の施設利用などに関しては、日本の中では暴対法、もしくは暴対条例という形でこれは別に業種を問

わず各種商業者に対して様々なセーフガードが行われています。これと同様の対策を行う必要がある

ということでございます。 

次、依存症関連でございます。これは予防教育、早期発見、そして最終的に回復支援対策の確立

この三つというのが主軸となっておるというのが世界の対策例のまとめでございます。依存症という

のは原則的に病気の一環でございますから一番重要なことは、ならない、ならせないこと。そして、

もしなった人がいるのならば、早期発見をしてそれを治療プロセスにのせていくこと。そして最終的

になった人に対するどのような手当をしていくのかという体制を確立していくことの三つの拡充とい

うのが必要なこと、これは実は依存症だけではなくて様々な病気に対して同じような取り組みが必要

なことだと思います。この中で様々な対策が各国において行われているわけですが、一番重要なこと

は依存症の基礎的な教育の部分の問題でございます。国内では未だギャンブル依存症も含めて、様々

な依存症もしくは精神疾病そのものかもしれませんが、未だ病気としての認知が低いと。こういった

ものに対する様々な基礎教育をしていかなければならないというのが前提であり、またカジノを合法

化している各国においては、それをギャンブル依存症という一つの疾病の症例に基づいて各教育機関

であったり、地域の推進団体などでＣＭを作成したり、リーフレットを作成したり、そういうような

形でキャンペーンを行うということは、それぞれがやらなければならないこととして取り組んでおり、

一方で早期発見のためにヘルプラインをつくったり様々な取り組みをしております。また回復支援体

制の確立ということで、例えば施設の拡充であったり、専門家の教育をきちっとしていかなければな

らないことは、当然のことでございます。 

そして次は、教育関連ですね。教育関連に関しては未成年の賭博、もしくは教育に対する影響と

いう二つが大きな事項になる訳ですが、未成年の賭博に関しては、入り口でどれだけ徹底的な管理を

するのか、そして、事業者に対する罰則規定、もしくは地域によっては、青少年そのものに対する罰

則規定であったり、そういった青少年を引き入れた事業者に対する罰則規定を設けている地域もあり

ました。これはレベルによりますが、どのような形で規制をしていくのかというのは哲学的な問題で

はありますが、必ず法的な手当をしながら原則的には入口でコントロールするということが非常に重

要なのだということ。そして一方で青少年教育という意味では勤労意欲に対する影響対策というのが

常に必要な部分でございます。まず多くの国でやっておるのは、ギャンブルそのものの持つ性質、い

わゆる射幸性というものに対して上限措置を設けること、これはすべての地域は何かしらの形でルー

ルを設けているのが実態です。これは日本のいわゆる公営競技においても一緒ですね。賞金総額の上

限というものが決まっていたりということなので、そういった種のものでございます。そのほか義務

教育における依存症リスクの教育であったり、もしくは教員に対する教育も当然必要です。また米国

では賭博の確率・数学的理解促進というものがかなり評価をされておるというところ、すなわち運に

よって行われるゲームというよりは、数字、もしくは確率に行われているゲームであると、そして数



字的にはこれは確実に負けていくものであるからあくまでレジャー、遊びの一環としてやりなさいと

いうことを正しく理解をしていただくというのが一つの取り組みでございます。 

最後に先進事例からの教訓ということで、三つほど各国事例を紹介させていただきますので、時間が

ないので後ほど読んでおいていただきたい、ひとつ韓国の事例だけ少しお話を申し上げると、韓国で

は今国内人が入れるカジノが一つだけあるんですが、これは完全に政策的な失敗で、ある意味世界最

悪のカジノ導入のあり方という言われ方をしているところでございます。その結果というのがここに

書いておりますし、何が原因かということもここに分析させておるところで、こういった事例からも

し我々が導入をするのであれば様々な懸念を払拭しながら正しいあり方というものを成していかなけ

ればならない。そして繰り返しになりますが、一番重要なのは、ＩＲ・カジノを考えるスタートとい

うのは観光や地域経済からスタートすること、そしてカジノありきで論議をしないこと、その二つが

非常に重要なのではなかろうかなということで、私の報告をまとめさせていただきます。ありがとう

ございました。 

 

 

■報告② 「ギャンブルと多重債務等について」 

・北海道合同法律事務所 弁護士 池田賢太 

  

皆様こんにちは。北海道合同法律事務所弁護士の池田でございます。本日は、「ギャンブルと多重債

務等について」ということでご報告させていただきます。 

 多重債務等と書きましたのは、「等」の方がメインになってしまうかもしれないということもあり

まして、このような表記にしてあります。拙い報告になるかと思いますけれども最後までおつきあい

いただければと思います。 

とはいっても私がお話できることというのは非常に限られておりまして、私は、１９８４年の生

まれで２０１１年１２月１５日に弁護士になったばかりであります。今日はようやく丸３年が終わっ

て四年目に入ったばかりということでございます。そうしますと、私は、まだまだ弁護士としてもひ

よっこでございまして、さほど多くの実務経験があるわけでもなく、その実務経験からお話できるこ

とはさほど多くはありません。ですから、皆さんとともに勉強してみてわかったことについても、お

話をしたいと思っております。 

また、多重債務の方ともよくお付き合いをします。お付き合いをします、というのも変な話です

が、我々の業務の中には、債務整理という仕事も多くございまして、いわゆる「クレジット・サラ金

の被害者の会」という方々ともおつきあいをさせていただいております。その多くの方はどういう方

なんだろうかとみてきますと、生活困窮の方が非常に多く、その中でギャンブル依存の方がどれだけ

多いのかと言われると少し疑問があります。ですから多重債務に限ってお話をすると、極めて一部だ

けを取り上げてしまうことになるので、ここでは多重債務「等」ということにお話をしたいというふ

うに思っております。また、札幌では『陽は昇る会』というクレサラ被害者の団体がありますけれど

も、その方に伺いますと少しずつギャンブル依存の相談が増えてきているというような話も聞いてい

ます。 

あと依存の関係からいきますと、我々弁護士の仕事の中で多く関わるのは、こういう債務整理の

問題もありますが、多くは刑事事件の中で向き合うことが多くございます。例えば、覚せい剤等の薬

物事犯が典型でございますけれども、その中で私は依存症について触れることがありました。そして



依存症の方々が回復をされていく道のりを少し拝見させていただくことができましたので、そのこと

について最後に少しお話をしたいな、というふうに思っております。 

 

さて、私は、２０１１年の１２月に弁護士登録をいたしましたので弁護士になって丸３年、４年

目に入ったというところです。私の一番最初の「多重債務者」のイメージといいますと、自分の給料

の額もわからんのか、というのが最初のイメージでございました。要するに、自分の生活をしていく

上で借金をしなければならないんだということが当たり前になっている、自分の入ってくるお金以上

にお金を使って借金をつくっていく、何てお金にだらしのない人たちなんだろうか、と思ったのが弁

護士という仕事をする前までの印象でした。皆さんは、多重債務者という言葉を聞いてどのように思

われるでしょうか。後で機会があれば教えていただきたいなと思いますが、本当に何てだらしのない

人たちなんだろう、どうしてこんな自転車操業になるように金を使うんだろう、返すんだろうという

ような印象を持ったことを思い出します。しかしながら、目の前に現れてくる生身の多重債務者とい

うのは、決してそんなことはないんですね。むしろお金の計算はしっかりできているわけです。そし

て必要に迫られてではありますが、しっかり節約とか倹約はしているわけですね。食費から何から切

り詰めて生活しています。そして「どうして借金を作ってしまったんですか？」とよくよく話を聞い

てみると、生活困窮なんですね。まず生活費が足りないから借りましたということになるんです。収

入と支出を比べて生活費が足りないというのはどういうことなんだろうかと、さらに話をつっこんで

聞いてみると、次のような話をよく聞きます。一番最初にクレジットカードを持ったときは確かに正

社員でした。給料もちゃんとでていました。しかし、ちょっと体調を崩して会社を休みました。そう

すると解雇されました。お金がないのでカードで生活をしていくようになりました。最初のうちは返

せると思っていたんですが、返せなくなったので他のところからお金を借りてその分を返していく、

というような形でどんどんどんどん借金が膨れ上がってしまったんです。こういうパターンが圧倒的

に多かったことに気づきました。本来働いている途中で怪我をした、病気になったという場合になる

と、労災などを使って生活することができますし、健康保険から傷病手当金を受けながら生活してい

くことができる。最後どうにもならなくなったら、生活保護の申請ということも考えられるんですが、

そこまで頭がまわらない、よく分からない。生活保護の問題につきましては従前から水際作戦とも言

われてまして、生活保護の受給の関係で窓口に行くと「今日、相談ですか？」と言われてしまうので

す。  

辞書の定義の確認ですけれども、多重債務とは、『複数の消費者金融や、信販会社などから借り

入れること。特に既にある借金の返済のために別の業者からさらに借り入れ、借金が増え続ける状態

のこと。経済不況による生活苦、無計画なカードローンの利用、違法業者からの借り入れなど様々な

要因がある。多重多額債務。』と言われています。しかし、今お話した通り、私の経験からいきます

と、一番最初の借金のきっかけっていうのは生活費が足りなくてという経済不況による生活苦、ここ

が非常に多いような印象でございます。 

 

私の数少ない経験からお話ししていてもいけませんので、北海道財務局で公的に行われている相

談状況について少し触れてみたいと思います。今日これからお見せするデータについては、全て北海

道財務局のホームページに掲載されておりましたので、あとでこちらのホームページにアクセスして

いただくと、このデータが見られます。 



まず、相談者のプロフィールというところをみてみますと、全部で１００数人のものがでてきま

すが、男性が９６名、女性が４２名ということですね。過去の割合からみても男性の方が多いという

ことでした。 

年齢層ですけれども、２０代が１９名、３０代が３３名、４０代が２５名、５０代が２７名で、

６０代以上も２７名で、不明が７名ということでした。ほぼどの年齢にもいるなぁという印象ですが、

特に働き盛りの２０代、３０代、４０代、このあたりで半数以上占めているというのがこの相談状況

の中からわかるということであります。 

職業について見てみますと、半数以上が給与所得者、いわゆるサラリーマンの方でございまして、

その他自営の方、家事、これは主婦の方だと思われますが、それから学生、無職の方が多いですね、

４６人ということでした。この無職の方にはおそらく先ほど私がお話したように途中で会社をやめて

しまった、解雇されてしまった、そういった形で無職になってしまった、あるいは病気の関係で仕事

を続けていくことができなくなって無職になってしまった方が一定数含まれるだろうと思います。先

ほどの５０代６０代以上の方々、人数比率からみてもこの無職の割合が少し多く感じられますので、

同じような事情で無職になっておられる方もいるのではないかというふうに思っております。 

だいたい皆さんこの辺りから気になってくる情報になってくると思うんですが、多重債務の方の

年収について見てみますと、１００万円以下の方が２０名、１００万円以上２００万円未満の方が２

７名、同じく２００万円以上３００万円未満が２７名、３００万～４００万が１７名、４００万～５

００万、それから５００万～６００万という方が５名、６００万以上という方もおられるわけですね。

もちろんこの中には住宅ローンの返済から多重債務になって返済が苦しいんですといって相談されて

る方もおられると思いますので、一概に言うことはできませんが、それにしても「ワーキングプア」

と呼ばれる３００万円以下の年収の方が半数以上占めております。この状況からみても、やはり生活

苦の中から借金を重ねておられるという方が非常に多いなという印象を受けます。 

 さらに借入額でございますが、１００万円以下の方が４３名、１００万～２００万円の方が２２名、

同じように見ていくわけですが、現実に弁護士なり、司法書士なり、専門家が介入して多重債務、債

務整理をいていく場合には、利息制限法による引きなおしですとか、取引履歴などを基にして正確に

計算をしていきますので、ご本人の申告がもちろん異なる場合の方が多くございます。しかしながら、

最近いわゆる過払いバブルというものも減ってきていまして、現実に多重債務をされた方の中には一

度整理をされて、もう一度している方も少なくない状況になってきていまして、一定程度信用できる

数字でもあるのかなと思っております。私の債務整理の経験から言いますと、通常の生活苦の中で借

金を繰り返していった方の大体の借金の額というのは１００万円から２００万、多くて３００万円か

なという印象ですね。もちろんこれは、住宅ローンなどを除いたものになりますけれども、通常の生

活費として、借りて・返してを繰り返している方は大体１００万から２００万、多くて３００万前後、

７社とかですかね、数社かけ持ちの方が多いかなというイメージです。他方で、ギャンブル依存の方、

私も何度かお会いしたことがございますが、借金の額が７００万、８００万、１０００万ということ

で極めて額が高くなっているイメージですね。そしてきちんと仕事を持っておられる方もおりますの

で、割と堅い仕事の方もおられました。ですから、比較的信用もあってお金も借りることができる、

あるいは親族の方から借りているということもあるのでしょうが、借りている額が比較的多いイメー

ジがございます。ですので借金の中で、住宅ローン等も含まれると思いますが、５００万～６００万

という方が２５名、この中にはおそらく一定数ギャンブルの方がいらっしゃるのではないかというの

が、この表をみた私の感想でございます。私が現実に聞き取りをしたわけではございませんので、あ



くまで私の感想ということでございますが、この表をみた感じとしては、そのような印象を受けると

いうことでございます。 

借り入れのきっかけですが、やはり低収入、あるいは収入減少というところが最も多いことを示

しております。保証・借金の肩代わりですね、多重債務の中では連帯保証人の方の場合がとても可哀

想かなという印象がございました。お金を借りたのは、ご自身ではないんだけれども、例えば親族、

息子さんだったり、おじさんだったり、そういう方の連帯保証人になった場合です。ご本人が返せな

くなったと。保証人と連帯保証人は全く違いまして、連帯保証人は借りた本人と完全に同じ責任があ

りますので、直ちに請求がくるわけです。住宅ローンの連帯保証人とかやっておりますと、いきなり

借金が降りかかってきてご自宅を売らなければならない、自己破産をしなければならない、そういっ

た方がおられて可哀想だなという印象がありますが、保証・借金の肩代わりですね。それからギャン

ブル・遊興費というところが黄緑色で１０名という数字が出てまいります。そのほか本人、家族の病

気・怪我、商品・サービス購入、事業資金の補てん、これは自営業者の方に限られるのかと思います

が、そのほか住宅ローン等の借金の返済、その他という項目で見ていきたいと思います。 

 ギャンブル・遊興費を直接の原因とする方もやはりここでみると少ないなという印象です。これは

私の実際の経験からしてもそうですし、私の事務所には弁護士が１５名おりまして、この前、事務局

の朝礼の時にみんなに確認をしてみたんですが、ギャンブルというよりは、低収入による生活苦とい

う中から借金している方が多いですねということが確認できました。大体そんな感じです。 

 

このようにデータを見ていきますと、ギャンブルを原因とする多重債務というのは、さほど多く

はないんだろうというふうにわかります。したがって多重債務の問題を考えるときにギャンブル依存

を重点的に強調して考えると、多重債務問題の本質が見えなくなってしまうような気がします。 

他方で深刻な事例が少なくないというのが、ギャンブルを原因とする多重債務でもあります。パ

チンコ等の公営ギャンブルというものは今の現行法では違法行為ではありませんので、ご自身が悪い

ことをして借金を増やしたいという認識もないわけですね。したがって、いつでもやめられるんだ、

ということを思っている方がとても多くて、借金を深刻な問題として認識されている方は少ないなと

いう印象です。もちろん依存症という認識のない方は多いわけです。それから借金の額としても先ほ

ど言ったように７００万、８００万、１０００万と額が多額になるという印象がございます。あとで

ご紹介する本ですけど、田辺等先生の『ギャンブル依存症』という２００２年に出た本ですけれども、

この本の帯の中に「いつでもやめられると思う、いつでも引き返せるとする、そうして深みにはまっ

て依存症者は家族の絆も賭け始める。これは病気なのだ。」というふうに書かれているんですね。 

相談にお見えになるときに、本人が自らギャンブルの問題で相談に現れるということは、ほとん

どありません。まず最初に家族の方、奥様がいらしたり、親御さんあたりが一緒に来ます。「ちょっ

と家族の問題で借金があるんです。どうもおかしいと思うんです。」我々そういう相談を受けても、

「それはちょっとご本人に来ていただかなければ」という話をして、一度帰っていただくことが多い

んですね。そしてご本人を連れてくるわけです。「ちゃんと言いなさい！」なんて言われてるんです

けど、中々言わない中でお話を聞くことになります。どうもギャンブルがありそうだということにな

ると連れてきた奥さんや、親御さんなりに一度部屋から出てもらって、一度ご本人からじっくりとお

話を聞くんですね。そうすると、「実はちょっと借金もあって、すぐ返せるとは思ってるんですけど

ね。」っていうような話をしながら、ポツリポツリと話しだします。「原因は？」と聞くと「競馬と

パチンコです。」という。「いくらくらいあるの？」と聞くと「・・・３００、４００・・５００く

らいかなぁ。」という話をしていくんですね。「じゃあもう債務整理を法的にやっていくしかないね。



お仕事ちゃんとやるから個人再生にしましょうか？それともなかなか厳しいから自己破産ということ

も考えられますね。」という話を一応して、また奥さんたちに入ってお話をするという。借金が４、

５００万あるというと、顔が真っ青になって「え？そんなにあるの？！」「２００万とか３００万く

らいはあると思ってたけど。」とかという話をしてうなだれながら帰るというのが大体のパターンで

すね。そして数日経つとそのご本人から電話がかかってくるわけです。「先生すみません、あの時言

えなかったんですけど、もう少しあるんです。」ということでコロコロと変わるんです。我々は受任

通知を出しますから各債権者に手紙をだして取引履歴を取り寄せるんですけど、そのときに申告して

なかった会社が２、３社出てくるんです。「全部でいくら位あるの？」「７００かなぁ、８００かな

ぁ」という話になって、どんどんどんどん上がってくるわけですね。「もう無い？！」と聞いたら

「もう無いと思います。」だけどまた数日後に電話が来てということが何度かあって、結局トータル

で見ると１０００万超えてしまっている方が結構いるという印象ですね。なかなか自分のことを正直

に言えなくて「奥さんにはこれ絶対内緒にして下さい。」最終的に法的な整理をすることになると家

計は一つですからちゃんと明らかにしてやらなければ駄目だよ、ということを言うんですが、「これ

を言ったら私の家族は壊れます。」と言うんです。でも、もう壊れているんですよ。だけどそれは認

識していないんです。自分の問題に正しく直面できていないという方が多い印象を受けます。 

これは田辺先生の本の中にあったもので、グループセラピー定着群のプロフィールという一覧の

図があったのでそのままお借りしてきました。すでに診断が変わって病的賭博とはもう言わないとい

うことですが、ちょっと古い本なのでそのまま載せております。ここで私が着目してほしいのが、ギ

ャンブルの種類とその下の（ ）内の借金の金額です。６００万、２００万、１１００万、３０００

万、８００万、６００万、６００万、９００万、１２０万。我々の仕事をしている感覚としても同じ

です。ギャンブルが原因でやっている方は比較的債務の額が多くなってくるなというのが印象ですね。

普通の生活していく中で、借金返して、あるいは生活費を工面していう中で６００万ということには

ならないことの方が圧倒的に多いです。ギャンブルで返せると思っているんです。「この借金返すた

めにはギャンブルで勝たなければならないんです」と言うんですね。だから「あと一回何かでバン！

と当たればだいぶ額が減るはずなんで大丈夫です。」と言って、どんどんギャンブルをするしかない

と考えている方が非常に多いなと思います。 

 

ギャンブル依存の場合は債務整理といっても後々尾を引くわけですね。破産の段階は、二段階あ

りまして、まず一つは自分の財産から借金を払えませんということで破産の開始決定を受けるのが第

一段階で、その次にその方の経済的な立ち直りを期待して裁判所が、「この方の借金については返済

を免除します」という免責をもらう手続の二段階があるわけです。したがって、自己破産をするにあ

たっては、この免責がとれなければ意味が無い訳ですね。しかしながら破産法２５２条では、「裁判

所は、破産者について次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をす

る。」となっていて、その免責の許可を許さない事由として、「浪費または賭博、その他の射幸行為

をしたことによって著しく財産を減少させ、または過大な債務を負担したこと」が挙げられています。

この賭博には一切のギャンブルを含みますから、パチンコ、パチスロあるいは競馬等で破産になると

いう方は、これで原則的には免責不許可ということになります。そうなるとあとは裁量による免責を

求める、裁判所にお願いして今回だけだよということで許してもらうか、あるいは民事再生手続に入

っていくしかありません。一定程度、裁量による免責というのは認められるわけですけれども、この

条文によると絶対ではないわけですね。民事再生手続ですと、債務を圧縮して払うということになっ

ていきますから、定職を持っていること、そして３年なり５年なりで一定額を払えるということがこ



の民事再生手続を使う上での前提になっておりますので、無職の方ですとか、自営業者の方はこの民

事再生手続をとることができない。そうすると自己破産手続をしなくてはいけないんだけれども自己

破産の時には、この免責不許可の問題があるので相当自分の問題を直視をして考えていく、破産手続

に協力をしていくなどのことがないと裁量が通らないということになります。破産しても借金が残っ

てしまうという可能性があるわけですね。大きな問題だと思います。 

 

カジノというのは賭博で、ギャンブルというのは賭博なわけですから、本来的には刑法で禁じら

れております。これは最高裁大法廷判決でもこのように述べられています。賭博行為というのは、

「国民をして怠惰浪費の弊風を生ぜしめ、健康で文化的な社会の基礎をなす勤労の美風を害するばか

りでなく、甚だしきは暴行、脅迫、殺傷、強窃盗その他の副次的犯罪を誘発し又は国民経済の機能に

重大な障害を与えるおそれがある」。このように最高裁は、なぜ賭博を我が国は刑法で禁じるのかと

いう理由を明確に述べているんですね。その下に書いてあるのは私のへたくそな都々逸でありますが

「カジノと言ったら聞こえはいいが、賭場と言ったらどうだろう」ということでありまして、カジノ

の本質は、ギャンブル、賭博だということになりますと、カジノというのは結局、賭博場ということ

になります。カジノを賭場と言ってみたらどういう印象を受けるだろうかということも考えてみなけ

ればならないというふうに思っております。 

 現実に刑法上の犯罪を見てみますと、１８５条というのが賭博をした者は、５０万円以下の罰金又

は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この法則に適用しませ

んよ、というものですが、金銭を目的にして賭けた場合は、その性質上一時の娯楽に供する物を賭け

た場合に当たらない。大正時代から判決が出ておりますが、これは揺るいでおりません。 

常習性が出てくると罰金では済まなくて３年以下の懲役に処するということになります。そして

この１８６条２項『賭博場開帳等図利罪』です。賭博場を開いた人ですね、これは三月以上五年以下

の懲役に処するということになります。ポイントは単純に賭博をしている人よりも、賭博場を開いた

人の方が犯罪として重いということになります。これは先ほど最高裁大法廷判決が述べた賭博行為が

極めて社会的害悪を広めることに繋がるので、賭博をやった本人よりも、賭場を開いて広めた人の方

が罪は重いんだということを日本の刑法では定めているというわけであります。 

 ＩＲでカジノをつくるというのであれば、私はこの点の議論をしっかりとしなければならないと思

っております。ＩＲ推進法を出してカジノを認めるというのであれば、この条文との適合性はどうな

のかという点はしっかりと議論しなくてはならない。国の法律ですから民意が問われるわけですね。

もちろん議員に任せてそこは国会にやってもらえばいいやという問題ではなくて、特にこういう経済

活動、社会的な風俗に対する罪と言われているものは、「何を守るのか」と考えるのは、我々のコン

センサスだと思うんですね。人を殴った、殺した、人の物をとった、そういうものとは違うわけです

ね。現実に被害が生じるか生じないかという問題じゃないですか。社会的害悪、つまりその辺の治安

が悪くなるということは、私の肉体を傷つけられたとか財産をとられたとか具体的な被害が個人に生

じるのではないのです。社会に生じる害悪を処罰するというのを国が法律で決めているわけですから、

そんなものは守らなくてもいいよというのであれば、この賭博に関する罪を消せばいいわけです。刑

法を改正してなくせばいいわけなんですが、そこはそのままにしておいて、だけど個別の推進法のよ

うなものをつくって認めてしまう。でも、なんでそれが違法じゃなくなるのか、というとよくわから

ない。ここをすっとばしてカジノの話になるというのは、法律家としてはどうしても解せないという

ところがあります。 



こういう賭博に関する刑法犯であるという賭博について議論しないで、さらにできたときにどう

するんだという話をしても、この状況の問題はどこにいったんだというふうに弁護士としては考える

というところであります。 

 

一番最初にお話をしましたが、私は札幌ＭＡＣという施設を知ることができました。きっかけは

女性の覚せい剤の事案でした。確か捕まったのが３回目か４回目で、私が会って「今後どうします

か」という話を彼女とすると、覚せい剤をやめたいと思っています、というような話をするんですね。

みんな言うんですよ、捕まっているときは。だけどなかなか現実に行動に繋げてあげるということが

できなくて、どうしようかということでわたしも探した訳です。弁護士になって１年目の事件でした。

ダルクも札幌にもあるんですが、そこは男性しか受け入れておらず、女性については受け入れてもら

えなかったのです。じゃあ、ほかにどこかないのかと探していると、この札幌ＭＡＣというところに

出会いました。自分はもちろん見たことも行ったこともない所なわけです。だけど、そこに私の被疑

者被告人に一人で行ってこい、というわけにはいかないので、私も一緒にグループミーティングの場

所に行って見学をさせてもらいました。そのときに見たグループミーティングというのは今でも忘れ

られない経験の一つです。本当に自分のやってきたことに正直になって、何が問題かということを言

いっぱなし、聞きっぱなしということをされているんですね。 

 弁護士になって１年目でしたし、社会の状況というのは何も知らないひよっこが行って、私もまだ

ウブでしたからそういう話を聞いて、正直涙をこらえることができませんでした。そのご自身が毎日

毎日、自分をしっかり見つめて反省する。果たして自分にそれをやれと言われたときにできるだろう

か？ということを感じました。今日飲みたいけど、今までがんばってきたし。今日じゃなくて明日飲

むことにします。と目の前で言っている方もいましたし、今日１日だけ、と言ってやらない。これが

どれだけ大変なことかということですね。ギャンブル依存の問題についてもそうですし、アルコール

の問題にしてもそうですし、依存の問題すべてそうだと思いますが、今日１日だけといってクリーン

な状態を保っていく。依存症の人がでてきたら治療すればいいんだよとか言いますが、現に依存症と

立ち向かっている方の声を私たちはしっかりと聞いて、果たして治療というのはどういうことをいう

のかをしっかり見てから言って欲しいと思います。彼らに完治はないわけです。常に自分の病気を立

ち向かいながら１日１日を過ごしていく。そういう人を増やすということが許されるのでしょうか。

まさに当事者の声にしっかりと向き合う必要があるのではないかと思います。 

そのときに当時の施設長の方が、パーソナリティが歪んでいるから依存症になったわけじゃない

んだ。依存症になることによって、その生活の中でパーソナリティが歪んでしまったんだ。だから私

もあなたも、もしかするといつでも依存症になる可能性があるんだ、という言葉を思い出す次第でご

ざいます。 

 

私の拙い経験と話で、なかなか十分な報告ではありませんが、以上で報告を終わらせていただき

ます。どうもご清聴ありがとうございました。 

 

 

■報告③ 「ＩＲ導入に際しても望まれるセーフティネット対策を考える」 

・有限責任あずさ監査法人 公認会計士 丸田健太郎 

 

 皆さんこんにちは。ただいまご紹介にあずかりましたあずさ監査法人の丸田でございます。本日は、



財務であるとか内部統制、ちょっと聞き慣れない言葉もございまして、資料の中にも専門的な言葉も

入っておりますが、ご了承いただければと思っております。まず、本日私からご報告をさせていただ

く論点について簡単にご説明いたします。 

 主に三つございますけれども、最初に、いわゆるＩＲの財務的な外観といったところを簡単にご報

告して、そのあとマネーロンダリングであるとか反社会的勢力といったいわゆる金融取引関係の規制、

第二番目に内部統制ということで、内部いわゆる組織をルールとしてチェックをするもの、そういっ

た仕組みについてお話します。そして最後にセーフティネットということで依存症等の対策といった

ところで、こちらがやはり統合型リゾートといったときにこういったインフラがないと、これは世の

中に受け入れられませんというお話をさせていただきます。 

 ＩＲの外観でございまして、ＩＲというのが基本的には今の制度上、民設民営、いわゆる民間が自

ら投資をして、雇用をしてその損失とか利益を享受する、リスクを負っているという仕組みなんです。

では、勝手に民間がやっていいかというとそうではなくて、やはり国、自治体、まずそもそもその特

定複合観光施設区域という認定をされないと始まらないんですが、行政側から民設民営として営業す

る特権（ライセンス）を与えられていますが、一方でこのライセンスを与えられている前提として、

各種規制であるとか制約、そもそもライセンスの審査というものもございますし、規制に対する行政

のモニタリング、それと税金、もしくは納付金を納めるという義務をもっております。逆に企業側、

オペレーターというのが実際にカジノであるとか、ホテルを運営する人で、あとそこと委託業者を含

めてなんですが、こういった主要な企業であるとか、個人はすべてライセンスが一般的には要求され

ます。一方でライセンスが与えられている以上、この規制に対して各種対応しないとこれが十分にさ

れないと罰金であるとか、最悪の場合ライセンスを取り上げられるというもので、これがＩＲの仕組

みです。その規制に対応するものの中で、これから私がお話するマネロンとか、反社対策、内部統制

の維持、依存症対策、各種の規制について事業者がこれを守っていく必要があるというのがこの図概

観でございます。あと直接それをモニタリングするために、自治体とオペレーターが契約する仕組み

です。 

 続きまして財務的な部分のお話をさせていただきますと、これはシンガポールの事例で、皆さんよ

くご存知の通り、マリーナベイサンズの図なんですけれども、この中のカジノの面積割合というのは、

たった３％しかないんです。で、入り口も分かりづらく基本的には地下にあるというようなところで

ございます。その面積のほとんどが、いわゆるノンゲーミング、非カジノといわれております。ホテ

ルであったり、ショッッピングモール、その他いわゆるＭＩＣＥ（マイス）と呼ばれている会議場と

いったものがほぼ面積を占めています。ただですね、一方で雇用に目を投じますとこのマリーナベイ

サンズが直接雇用しているのが大体９０００人くらいですけれどもそのうち、カジノ関連に関与して

雇用されている者が約４０００人、４６％でございます。ホテルであるとか、ショッピングモールに

は大体４、５０００人は少なくともいると言われておりまして。そういう意味では非常に雇用という

意味でもカジノ以外といったところが基本的には大部分を占めていくという施設になります。これに

いわゆる協力業者も入ってきます。その協力業者の雇用というものをたしていくと非常に大きな効果

があるというふうには一般に言われています。ただ一方で３％しか面積がないカジノが実は売り上げ

の７８％です。イメージとしましてはカジノ部分で約２千数百億、全体で三千億弱という売り上げが

ございます。それでＩＲの財務的な仕組みというのは、このカジノをメインとした事業で次のページ

で専門的なお金の流れを説明しますが、こちらがちょっと細かいんですが、ＩＲを取り巻くお金の流

れでございます。 

左側がすべてプレイヤーもしくはその利用者の方からのお金で成り立っているんですけれども、まず



左からプレイヤーとのお金のやりとりという意味では、いわゆる賭金総額という意味で、チップにか

えた額、スロットマシンに賭けた額ですね。先ほどのページはいわゆるシンガポールの例でお話しま

したが、例えばイメージとしてシンガポールはカジノのニーズが非常に高いのですが、ラスベガスに

ある同じサンズ社のカジノのイメージでいきますと賭金総額というのが約年間６０００億くらいでご

ざいます。これに対して実際ゲームをしてお客に払い戻しますので払い戻したり、あとはフリープレ

イといわれるただでゲームをさせるインセンティブもございまして、これを除いたいわゆるカジノの

売り上げと言われる勝ち金というのがございまして、これが約６００億強ございます。一方でカジノ

以外、先ほどホテル、ショッピングモール、コンベンション、エンターテインメントといったもので

ございますが、カジノ以外は収入というのが、やはりラスベガスの場合には合計すると一千億弱とい

うところでございますので、それをみれば、ラスベガス・サンズ社というのは大体カジノの売上比率

というのが大体３０～４０％くらいというものでございます。これに対して、ここの収入から何を引

いてカジノの残るかということなんですけれども、まずは人件費とか経費とか、あと課税されたり、

納付金、ライセンス料といったものもございます。それと多泊されるお客様へのインセンティブとい

うのを引いて、我々の業界ではよくイービッター（ＥＢＩＴＤＡ）ということを非常に収益性である

とか投資の指標に使っておりまして、これは何かと申しますと、償却利息税金控除前の利益でござい

ます。そしてここから償却利息税金を控除したのがいわゆる粗利益といわれる税引後利益になるんで

すが、大体ラスベガスのサンズのイービッター（ＥＢＩＴＤＡ：Earnings Before Interest 

Taxes,Depreciation,and Amortization）というのは約４００億弱ございます。実はその４００億弱の内訳と

いうのが、カジノからのものが非常に多くて、そのカジノ以外のショッピングセンターとか、会議場

といったもの、これは先ほどのシンガポールと同じなんですけれどもやはり非常に収益性は相対的に

低いです。場合によっては赤字になってもおかしくないといったものもございます。ですのでＩＲの

財務的なポイントというのはカジノからでたイービッター（ＥＢＩＴＤＡ）というのでいわゆる内部

補助をしてお金を回して投資を見込む。言い方を変えると、イービッターは大体３～５倍くらい初期

投資ができると言われています。先ほどのシンガポールの例ですが、シンガポールは実はカジノ比率

が高いので、３０００億くらいの売り上げのうち約半分１５００億弱のイービッターをおさえます。

ということはこれの５倍ですね、約７０００億まぁ実際６０００億弱くらいだったと思いますが初期

投資としてはできる。要するにこのイービッター（ＥＢＩＴＤＡ）があるからこそ、そのカジノ以外

の非常に大きなデザイン的にも優れた施設に投資ができると、逆に言うとこれがないと、おそらく民

間企業は投資をしてこないであろういうところがございます。一方でここからですね、お金というこ

とにいきますと当然シンガポールでは入場料もございますし、税金、あとはライセンス料、納付金と

いったものが、国や地方公共団体の財源となってここから依存症対策であるとかそういった地域のた

めのコストが出てくる。ですので、ここにプレイヤーとの関係というマネロン対策とか、お金全般を

管理するのがいわゆる内部統制という仕組みと理解していただければいいと思います。 

 今お話しましたように、ここはちょっと難しい部分でもあるんですが、カジノとＩＲですね、実は

非常にバランスが必要なものでございまして、今お話しましたようにシンガポールのバランスとラス

ベガスのバランスとは全然違うんですね。バランスといったときにこの矢印はより同じ方向に行きや

すいものだということ、観光客が多いと収入も上がって投資もイービッター（ＥＢＩＴＤＡ）によっ

て増えて、雇用も増えて、人が多いので消費も増えると。あとはカジノの比率をいう意味でカジノ以

外の投資も出てくると。それらのバランスを取らせるのは、やはり周辺の環境であるとか治安であっ

たり、社会の皆様から本当にこの施設が受け入れられるかと、このバランスを崩してしまうとＩＲと

いうのは全く成り立たなくなります。要するに社会から受け入れられなくなってしまうということに



なります。例えばゲーミングが非常に多いカジノを作ったとしますと、それは周りからみると単なる

賭博場にしか見えないと。これで社会の人たちが納得するようなものにはならないんですね。これは

もうバランスが崩れているんですね。先ほど韓国の事例で木曽先生がお話いただきましたけれどもこ

れはバランスが崩れた例です。この中でちょっと上にマルをつけた例えば税率であるとか、投資、雇

用、ゲーミングの比率、こういったものは行政とかの規制で一応制約条件として課すことができるも

のでございます。なのでこういったことをしっかりオペレーターの側に課していかないと、このバラ

ンスが単に商業的なものに進んでしまうと、バランスは崩れていくというようになっていきますので、

ここをしっかり管理するというのが必要かと思います。 

ここから個別論点に入って参りますが、まずマネロンでございますが、そもそもマネロンという

のがちょっとあまり馴染みがないという方も多いと思うんですが、いわゆる表（おもて）に出せない

違法に、例えば振り込み詐欺のお金を、これをクリーンに世界で使えるようにするために、何か不動

産を買ったり、物を買って転売されたお金、要するに事業で稼いだかのようにしてクリーンなお金に

していくというのがマネーロンダリングでございます。マネーロンダリングの手口は色々ございまし

て、先ほど不動産とかクレジットカードで宝石を買ってそれを現金化して、お金をきれいにしていく。

いろいろ手口がございまして、こちらがマネーロンダリングの一般的なところでございます。ではそ

の対策はどういうものがあるのかということですが、例えば、お客様を知る、最近世界の流れの中で

お金の動きであるとか、課税逃れということで、課税者の情報というのは世界の金融機関と共有する

仕組みが急速に広まっています。そこでその顧客がどのような取引をしているのか、そこに何か異常

な取引がないのかといったところをモニタリングする義務を金融機関に課して一定のものを政府に報

告させるというのが一般的なマネーロンダリングの対策でございます。ではマネーロンダリングがな

ぜカジノに問題があるのかといいますと二つリスクがございまして、やはり大きいのはカジノに内在

するリスクですね。カジノで勝ったかのようにしてお金を資金洗浄できるということでして、例えば

カジノの中にはお客様にお金を貸したり預かったりということをグローバルベースでやるところがご

ざいます。これを使ってマネーロンダリングをするということもできますし、あとはマネーロンダリ

ングをする人というのはお金の二割くらいなくなってもいいと思っていると言われていますので、例

えばカジノに行って勝っている人を見つけてそのチップを２割増しで買い取ります。そして、カジノ

で勝ったかのようにしてお金をクリーンにするということもできてしまいます。このように現金の流

れがある意味不透明なところがカジノにはあるというリスクがございます。あとはマカオでは非常に

特有なものがございまして、それが次の外部リスクでございますが、ジャンケットと呼ばれる旅行代

理店のようなものであったり、プロモーターのような存在でございまして、中国では外貨を外に持ち

出せないということでそういった中国のＶＩＰの方を中心にお金を貸して、資金洗浄の手伝いをして

いる旅行代理店エージェントをジャンケットといっておりますが、これは普通に考えますとカジノに

はまっている方にお金を貸してそこでゲームをさせて、それを回収するということも実はできてしま

いますので、そういった意味ではこのカジノというのは非常にお金が動くという意味でマネロンリス

クが高いといわれております。これに対して今世界で規制がかなり強化されておりまして、このＦＡ

ＴＦ(Financial Action Task Force)というところの、ＯＥＣＤ加盟国のいわゆるルールがあり

まして、マネロンの対策のために「４０の勧告」というのが認められています。日本もこちらを最近

取り入れて、金銭関連の法律が非常に強化されています。基本的にはどうすればいいかということで

ございまして、このＦＡＴＦが当然このカジノを対象にして規制を行うということが一般的でござい

ます。では具体的に何をするのかということですが、アメリカの例で言うと、アメリカでは１万ドル

以上の換金をしたり、勝った人については個人情報を国に報告する必要がございます。個人情報とい



うのはここではソーシャルセキュリティでアメリカのマイナンバー制なども含めた個人情報がすべて

補足されて報告されます。あと５千ドル以上の何か怪しい取引、例えば何回かやっている同じ人がい

るなど、疑わしい取引なども報告する必要がございます。そのためにカジノはいわゆる内部の仕組み

として、例えば３千ドル以上の換金をするひとには毎回情報を取っておいてこれが一日で超えてきた

場合にはソーシャルセキュリティ番号をだしてくださいというような規制を行って情報を集約し、こ

こからマネーロンダリングになる怪しい取引をさせないということでございます。 

続きまして反社会勢力でございますが、こちらはカジノへの反社会的勢力の参入については、違

法な賭博営業としているもの、先ほどのマネロンもございますが、カジノ利用者に対する高利貸しと

いったものでございます。ただ一方でこの反社の日本特有の問題もありましてデータベースを使って

カジノ業者というのがいちいち入場も含めて規制できるのかというところが問題となってございます。

そこで反社会勢力に対する取り組みとして北海道や金融業が非常に厳しく規制はされておりますが、

これがカジノになった場合どうなるのかということで、例えばアメリカでございますが、先ほどのラ

イセンスとセットになっていましてカジノ事業者、役員、主要従業員に対して、いわゆる健全な人な

のかというチェックをしたり、データベースに基づいて犯罪者がいるような組織にはそもそもカジノ

事業には全く介入できないというようなところをいわゆるバックグラウンド調査をしっかりしましょ

う。あとは入場規制ですね。シンガポールでは入るときにＩＤをチェックしておりますし、あとは入

場にあたって、反社会勢力でないことの確約をとったり、あとお金を貸す際にチェックをしたりとい

うものもございます。あとは日本の場合は反社データベースでございますが、これも個人情報を使う

関係でそのものを運営するカジノ業者が使えるかどうかは非常に今の段階では不透明でございまして、

場合によっては銀行グループに出資してもらって銀行データベースを活用するといった案もお話とし

てはでております。 

あとは当然、反社会排除ということになりますと会計回収関係の違法な取立てであったりそうい

ったものもございますので、こちらについても規制をかけたりというようなところが反社会排除のた

めに有効なものではないかと思われます。 

例えば先ほどのネバダ州についてはライセンス取得の際の背面調査が非常に厳しいといわれておりま

して、例えばオペレーターの法人については経営者であったり株主について過去２０年間にわたる活

動、たとえば１０年分の銀行口座の履歴を全部出してくださいといったり、場合によってはクリスマ

スカードや、年賀状のあて先リストを入手してそこに何か怪しい人がいないか確認をしたり、あとそ

もそも企業自体のバックグラウンドチェックであったりだとかそういったものをやっていっている。

これは非常に強い権力をもっておりまして、必要に応じて強制捜査ですとか、いきなり調査員が現れ

てすぐデータを出せというような非常に強い調査組織力です。考え方としましてはカジノというのは

運営すること自体が特例、特権であってそれに対して議論をしてもらうという考え方があるようでご

ざいます。 

 続きましてカジノの内部統制ということでございますが、内部統制というのは非常に難しいんです

が、これは我々会計士の専門用語でございますが、そもそもカジノは数千人雇って不正が起きないよ

うにするにはどうしたらいいのか、これは個々人の資質だけでは難しくて、やはりチェックですとか、

いわゆる組織としてこういうことをやらなければいけないというルールを作ってそのルールが運用さ

れているかをチェックする仕組みです。そしてアメリカではそこをさらに外部監査ということで会計

士が外からチェックをします。実際内部統制というものを後ほど説明いたしますが、日本ですといわ

ゆる上場企業はＪ－ＳＯＸといわれる財務報告関係の内部統制の基準というものを使います。アメリ

カではＭＩＣＳといわれる最低限のカジノが整備すべき内部統制の基準というものを使います。こう



いった内部統制の社会基準に対して組織内でそれを咀嚼したルールをつくってそれを運用して、それ

がルールどおり運用されているかチェックする。このモニタリングの仕組みを回わしていくというも

の、それが内部統制というふうに考えております。なんで内部統制が必要なのかといいますと、カジ

ノの中で先ほど賭金から売り上げになるＧＧＲ(Gross Gaming Revenue)という勝ち金ですね、こ

れを勘定するにあたって、ある意味テーブルゲームなんかどれくらい賭けているのか分かりづらいと

いうことでございますので、人の手で集計をしたりというのがございます。あとＧＧＲは課税の対象

になりますので、これを間違って、あるいは不正に低くすることによって、正しいお金の勘定が抜け

てしまうということがございますので、このＧＧＲをいかに正確に把握するような仕組みをつくるか

というプロセスが内部統制ということでございます。そしてこれはアメリカの規制でありまして、簡

単にご説明いたしますが、全体で１１セクション、ゲームごとに１０００項目ほどのルールが求めら

れています。例えばカードゲームでございましたら、換金する場所とテーブルの間のお金などの移動

を含めて、全て移動記録をモニタリングされて記載された上で監督者が承認を行わなければならない

という。あと細かいこともございますが、全ての記帳であるとかそういったものは８時間ごとに必ず

集計をしなければならないという非常に細かいレベルの仕組みの規制がされています。例えば、ＩＴ

についても、ＩＴの仕組み自体も、非常に高額なＩＴの仕組みでないと対応できない、アクセス記録

をとったり、ログインの失敗については全てモニタリングしたり必要です。また、カジノで一番不正

が行われやすいのは特にテーブルゲームでディーラーとお客さんが結託すると不正はいくらでもでき

てしまうんですが、それも当然内部統制ということでカメラがいたるところに死角がないように設置

がされているわけです。あとは私服の警備員や従業員の服装について、チップが隠し易いようになら

ないようにとか非常に細かい基準が決められておりまして、これは不正だけでなく、間違いが起こら

ないというのも同時に防止することとしています。意図的でなくとも結果として間違ってしまっては

意味がございませんので、そのような仕組みが内部統制としてあります。 

 最後に依存症に関するセーフティネットですが、これは専門の先生方からお話があるということで

簡単にご説明だけさせていただきますと、こちらにつきましてはわが国の現状ということで、日本の

パチンコ・パチスロといわゆる公営ギャンブル、あとシンガポールのカジノを並べてみたんですが、

我が国のパチンコ・パチスロは約４５８万台ということで人口１０００人あたり約４３．６台ありま

す。公営ギャンブルは全国に９８場、一方でカジノはシンガポールでは２軒しかございませんので１

０００人あたり１．６台ということでかなり数は違います。あと入場規制であるとか、入場料、広告

宣伝規制については、パチンコ・パチスロでも入場規制はありますが、ＩＤチェックをしておりませ

んので、潜り抜けられますし、入場料もなし、広告宣伝規制もありません。公営ギャンブルはこちら

も同じような形で投票券は２０歳以上しか買えないんですが、ＩＤのチェックもなし、入場料も少額

のものがある。ただ一方でシンガポールのカジノは入り口のＩＤチェックで２１歳未満は入場禁止で

ございます。それと入場規制ということで自己排除プログラム、あとは強制排除プログラムを通じカ

ジノに入れない措置が設けられています。あと入場料は自国民について１回の入場につき１００シン

ガポールドル、年間１０００シンガポールドルの入場料金を徴収しています。あと広告宣伝規制もご

ざいます。そのほか依存症に対して、パチンコ・パチスロは、依存症啓蒙ステッカーをはったり、チ

ラシにも書いたりすることもございます。ただこれは一部にとどまってございまして、全体でみれば

あまり規制はされていない。公営ギャンブルにいたっては、依存症の対策がありません。一方でカジ

ノのシンガポールにつきましては、さきほども木曽先生からもお話がございましたが、教育であると

か依存症対策の予算措置なども兼ねています。シンガポールの依存症対策でございますと、ＩＤを提

示したり、国民がカジノで負けたときに貸付しないことになっておりますし、あとは本人であるとか、



家族などの申請によりリストに登録されるとカジノには入れない、さらに啓蒙活動、治療に対しても

専門機関をつくって対応しているというのが事例でございます。それ以外で木曽先生からも教育のお

話がありましたけれども依存症の納付金活用の事例であったり、自主規制ということで、アメリカで

は自主規制をつくって、会員企業がお金を出し合って自主努力で対策を講じているというところもあ

ります。  

シンガポールでは、非常に厳しい規制を行っていて、その結果がどうかという相関関係はわかりませ

んが、カジノを整備する前と後でいわゆる依存症の基準でレベル２といわれている問題ギャンブラー

であるとか、レベル３のギャンブル障害という治療が必要な方の比率というのがカジノ前後でデータ

の上でほぼ変わらないというような状況にあるというふうに伺っています。ただ依存症に関しシンガ

ポールでは事前ケアというのをしっかりしています。そもそも考え方としてレスポンシブル・ゲーミ

ング（Responsible Gaming）というギャンブルをすることによる利益と弊害をしっかり事業者が保証す

るための自主基準というのを考えとして持っておかなければならない。これは各種規制をやる際の理

念として提出しているものでございますけれども、アメリカではこの理念を中心として、あまり入場

時のＩＤのチェックなどは義務付けられているわけではございませんし、自主規制的にやっている。

ただし量的には非常に厳しい統制の中でやっている。一方でシンガポールにつきましては事前に対応

がなされている。ここも規制に関するアジア圏とアメリカ圏の差、自己責任的な考え方がアメリカで

は多いですので、差が若干ございます。とはいっても何らかの対策を行っていかないとＩＲのバラン

スというものが崩れるというふうに考えられています。 

駆け足で大変申し訳なかったのですが、以上が私からの報告になります。 

どうもご静聴ありがとうございます。 

 

■パネルディスカッション 

～テーマ「ＩＲに対する期待と懸念～未来のまちづくり、地域経済を考える」～ 

・コーディネーター 

苫小牧駒沢大学 国際文化学部 キャリア創造学科 准教授 丸山和幸 

・パネリスト 

苫小牧商工会議所 副会頭 石森亮 

苫小牧市議会議員 金澤俊 

植苗病院 院長 芦沢健 

北海道合同法律事務所 池田賢太 

・コメンテーター 

㈱国際カジノ研究所所長 木曽崇 

有限責任あずさ監査法人 公認会計士 丸田健太郎 

 

(丸山准教授) 

 それではパネルディスカッションを始めさせていただきます。私は今ご紹介いただきました駒澤大

学の丸山と申します。よろしくお願いいたします。 

 最初にお話を承ったときに正直申し上げて困ったなというふうに思いました。私はまだ苫小牧に来

て４年の若輩者なんですが、これだけ水がおいしくて、人々が親切な街というのをどう良くしていく

かという視点で考えていきたいなと思います。ひとつ決めていることは色々ご意見あると思いますが、



カジノに賛成、反対でバチバチと殺伐としたパネルディスカッションにならないように進めたいと思

いますので是非ご協力をお願いしたいと思います。 

議事の進行についてご連絡なんですが、パネルは３部構成になっておりまして、最初に積極派の

方とご懸念がある方、２グループから課題についてお話をいただきます。そしてその後に一巡された

らそれについての対応方向ということをお話をいただきます。これにはコメンテーターの方も加わっ

ていただきます。それから最後に苫小牧の未来の街づくりという視点から、皆さん６名の方でまとめ

ていただくという構成になっております。それぞれのパネラー、コメンテーターの方のお話の中にご

意見等おありと思いますが、最後に質疑応答の時間を設けておりますのでなんとかこらえていただき

たいなというふうに思います。 

私おしゃべりなんですけれども、育ちが良い分、自分でしゃべるのは好きなんですけれども、人

を仕切ったりすることが大変苦手でございますので何とかこの私の大きい顔に免じてご協力いただき

たいなと思います。よろしくおねがいします。 

 それでは早速ですが、いわゆるＩＲについて直面する課題という点で、石森副会頭、次に金澤議員

の方からお話をいただきたいと思います。よろしくお願いします。 

  

(石森副会頭)＊資料参照 

苫小牧商工会議所副会頭の石森でございます。よろしくお願いいたします。今、コーディネーターか

ら、積極派と懸念派という話がありましたが、私は懸念はあるんですけれども、積極派でありまして、

懸念をしていることについてどのようにコントロールしていくことができるのかということを踏まえ

ながら是非このＩＲを進めていければと思っている次第でございます。私は苫小牧に来て三年になり

ますけれども、最近特に思うことでありますけれども、日本あるいは北海道、苫小牧もそうですけれ

ども、これから高齢化、そして人口減少という時代を迎えるにあたって、このままだと１０年経ち、

２０年経ち、経済も縮小していくのではないかという心配をしているところであります。こういう時

期に、子どもや孫たちに何を望んでいったらいいのか、それからＩＲというひとつの構想の中でこれ

をひとつの契機として真剣に議論していく必要があるのではないかと思います。 

 政府の成長戦略で示された海外から人を呼び込む、交流を進める、統合型のリゾートＩＲ構想、こ

れは従来から北海道を「観光立道」にしようとすすめてきた延長線上にあるのではないかと思います。

もちろん一部カジノの施設を含むということから、懸念の問題もございます、ただ徹底的にコントロ

ールして仕組みを作り上げて、これを前提にこのＩＲを進めていけないかと考えるものでございます。

今このパワーポイントの図がございます。私のほうから直面する課題ということですが、この道央地

区というのがどういうポテンシャルにあるのかということを説明申し上げたいと思います。私は銀行

出身でありますが北海道支店長のころに、苫小牧商工会議所会頭から札幌一極集中、これに対抗する

のが、千歳、恵庭、苫小牧市の道央圏という広域圏が必要ではないかということをお聞きいたしまし

て、お手伝いをしたことがございます。１０年くらい前になるかと思います。ここの右側上のほうに

道央都市連携構想、これは今でも商工会議所、行政レベルでも地道に続けている構想でございます。

今このＩＲ構想ということを考えたときに、この道央圏、プラス近郊の４町を含めてこの地域は非常

にポテンシャルの高い地域ではないかということでございます。この左下のところでございますけれ

どもＷポート構想ということで、これは岩倉市長もよく、Ｗポート構想とお話をされてございます。

新千歳空港には海外からたくさんの方がおいでになります。もちろん国内からもそうでございます。

それから苫小牧港。港がございます。こういった北海道の玄関口を用意しているというところでござ

います。今ニセコに海外からたくさんの方がきておりますけれども、これも新千歳空港を通じてきて



いるわけでございます。今この右上の地図でございますが、千歳にくれば北海道の各空港に接続でき

る、今ＩＲの候補地の苫小牧、小樽、留寿都、釧路とございますけれども、それも新千歳空港から

色々接続できる、こういう中心地でございます。それからもうひとつポテンシャルで申し上げたいの

はこの左の下のところでございますけれども、この苫小牧のエリア、特に苫東を抱えたエリアは非常

に高いポテンシャルをもっているということを申し上げたいと思います。もちろん西港も私のところ

でフェリーターミナルをやっておりますけれども、一日７便の日本でも有数のフェリーターミナルを

有しております。この西港と東港をあわせると日本でも最大のポテンシャルになる地域だということ

ができると思います。その地域に最近海外からも注目をされる企業、あるいはプロジェクトが集積し

ているということでございます。ひとつはもうご存知のようにトヨタ自動車を中心とする自動車産業

の集積、北海道トヨタだけでも３０００人から４０００人を抱えるほどの企業、かなり世界的なレベ

ルの高い企業が集積をしているわけでございます。それから二酸化炭素を海底苫小牧沖に貯蔵するＣ

ＣＳ事業というのが世界でもはじめて実証実験施設が配置をされているというところでございまして

最近の海外からの視察団が来ているところでございます。それから苫東のエリアでございますが、も

うご存知のようにＪＦＥエンジニアリングがトマトの工場、プラントを作りまして、これは野菜が栽

培できない砂漠地や寒冷地の極東なんかにプラントを輸出するようなそういうパイロットプラントが

立地をしているわけでございます。それ以外にソーラーもあります。 

 まずもって申し上げたいのは、この道央都市という集積地をなんとか北海道の牽引力のある地域に

もう少し格上げしよう、そのためにはＩＲが必要ではないかと思っているところでございます。 

 

(丸山准教授) 

 ありがとうございます。続きまして金澤議員からよろしくお願いします。 

 

(金澤議員)＊資料参照 

 みなさんこんにちは、ご紹介いただきました、苫小牧市議会議員の金澤俊でございます。よろしく

お願いします。私も積極派ということでご紹介いただいたんですけれども、議会でも非常にこのＩＲ

に関しては課題の多い、問題の多いものでありまして、それを何もしないで、誘致だということは全

く考えておりません。 

そういったものがクリアされなければ逆に誘致ということは私もいえない、そういうふうにわたくし

も考えておりますし、また今日も市議会の先輩議員も来ていらっしゃいますけれども、私のこれから

話すことが議会の取り決めや考えということでもありませんのでその辺は冒頭申し上げておきたいと

いうふうに思います。 

 先ほど石森副会頭からお話がありましたけれども、私のほうから、そもそも苫小牧市に関してどの

ような状況にあって、今後どのようになっていくのかというものを将来人口推定を基にお話をさせて

いただきたいと思います。ここにお越しの方にはなじみの深い数字かと思います。ここに出ておりま

す数字は、国立社会保障・人口問題研究所がだした数字でございます。２００５年から２０３５年ま

での人口推計がでております。よく言われていることですが、１７万２千人の人口が１４万２千人ま

で、約３万人減少するということが書かれています。それぞれの下の方に年少人口、生産年齢人口、

老年人口割合というものも、これはホームページ上からも引っぱれる数字でありますが、これは構成

比率までしか載っていません。これは右側の数字に注目していただきたいんですが、私がちょっと左

の表から加工しまして、実際に人口の実数としては年少人口、老年人口、生産年齢人口はどうなるの

かというのを出させていただきました。苫小牧人口としては３万人減少していくというお話なんです



が、ここで大事なのは、生産年齢人口を見ていただきたいと思います。一番下段でありますが、これ

が全体で３万人減るといっている中で、生産年齢人口はさらに３万９千人。もっといる？ということ

になるわけですね。その分老年人口が１万９千人増えるということになっておりまして、高齢化率と

いうものが非常に各自治体でも懸念されているわけですけれども、この苫小牧でもそれが進んでくる

という中で、この生産年齢人口が減少をたどるということは、皆さんもご承知のように、ようは働い

て税金を納める方が減ってくるということでございます。変わってきている構成比率といっても、税

金を払う方々の構成というものが、率として落ちてくるということですから、これは自治体運営を考

えても税収というものは非常に大きな問題であると。これが２０３５年までに、我々苫小牧市の人口

というものがこの推移でいく、その結果このような状況を迎えうるというということをまずは皆さん

ご理解を改めていただきたいと思います。このような人口推計があるわけですけれども、その一方で、

それは苫小牧市の持つ公共施設等のことについても触れておきたいと思っております。これは平成２

６年の３月に市のほうで作成されました公共施設白書というものの数字を用いてますが、この中には

現存する公共施設がどれくらいあって、どれくらいの費用をかけて直さなければならないかというの

を表したものでございます。ご覧のように、一般公共施設が８９施設ありまして、８６７億円。小中

学校が９７７億円、これは今後４０年で直さなければならないんですが、トータルで１８４４億円。

年間で４６億円の費用がかかるということが数字をだされているわけです。ちなみにですが、これは

公共施設白書の数字をもとにお話させていただきましたが平成２０年から２４年の５ヵ年で投資的経

費として修繕等に使われた費用は、一般公共施設が年平均２２億５千万、小中学校で１２億８千万円、

合計で３５億３千万円ということですから、これを単純に先ほどのこれから修繕に必要な経費と比較

しましても年間にかかる費用というのが大きく上回っているわけです。もっと修繕にかかってくる費

用というのは増えていくわけで、これを先ほどの人口推計からとれる生産年齢人口の減少というもの

を考えましたときに、その費用をどこからもってくるのかということを議論してかなくてはならない、

そのような状況にあると思います。そういった社会背景がある中で我々はそうなんですかとそのまま

受けるのではなくて、やはり雇用の創出などにより人口を維持させて増加をさせていく、しいては税

収を確保し、これから生まれてくる子どもたちのために、このふるさと苫小牧をいい形で残していく、

そういった取り組みが必要になると私は思っています。 

 先ほどから報告の中でもありましたけれども様々なメリット・デメリットあるＩＲでありますけれ

ども、私は、国が成長戦略の中に位置づけて今後、法整備化されてくる中で、やはり検討していく価

値のある課題ではないのかなというふうに思っています、先ほど申し上げたようにいろんな課題がク

リアされなければイエスということはできないわけですけれども、現状では私はそのように思ってい

ます。 

 

(丸山准教授) 

 ありがとうございました。それではつづきまして、ご懸念のある方のパネラーのほうから、まず芦

澤先生からお話をいただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 

 

(芦澤院長)＊資料参照 

 よろしくお願いします。植苗病院の院長をしております芦沢といいます。専門は依存症です。アル

コール、薬物、ギャンブル、全部診てます。ギャンブルをやっている人たちに言うことで「絶対に負

けないギャンブルってどうするか知ってるかい？」という話をします。どうでしょう？みなさん、絶



対負けない方法知ってますか？そうです、やらないことですね。でも人間ってギャンブルずっと付き

合ってます。日本でも日本書紀に載ってます。双六で賭け事があるんですね『禁断双六』って言って

ますね。それから江戸時代にも富くじという形のギャンブルがあってそれが私の前回のフォーラムの

ときの資料に載っていますけども、寺社奉行だけＯＫであとは禁止みたいな、日本の宝くじみたいな

もので民間はやっちゃいかんみたいなものなんですけど、最後に水野忠邦が全部やめさせたというよ

うにね。そういうふうなことで人間ってのは、ギャンブルのようなものと付き合いながら生きてきて

いるということがあります。 

 依存症についてもアルコールというのは問題のある飲み物で、酔っ払って暴れたりする人もいるし、

禁酒法をやったわけですよね。だけど失敗もしたと。ではどうやって付き合っていこうかということ

もあるわけですね。９時－５時は飲まないとか、いろんな仕組みを作ったわけですね。ギャンブルも

ですね、そういったことが必要なんだろうなと思うんですけど、圧倒的な勢いでギャンブルは進化し

てるんですね。お酒って進化しようがないじゃないですか、あまりね。色々銘柄変えたり、濃度変え

たり、ノンアルコール作ったりするけど、そんなに変わらない。だけどギャンブルに関してはかなり

凄いものが出てきている。エレトロニック・ゲーミング・マシーン（ＥＧＭ）といって、要するにパ

チンコとかパチスロの仲間で、そういう話をしようと思います。 

日本は５３６万人のギャンブル依存がいると言われていて、色々世界中の統計を調べると、暫定

世界一位です。日本におけるギャンブル依存の9割以上はパチンコ、パチスロです。実はカジノで

もスロットの問題は結構注目されています。パチンコもパチスロも高度にコンピューターで画像処理

されている点で、カジノのスロットとほぼ同じだといっていいよと考えられ、コンピューターで極め

て依存性の高いものにできる点がほかのものと違うんですね。非常に射幸心が高められる。エレトロ

ニック・ゲーミング・マシーン略してＥＧＭ(electronic gaming machine)とよく言われている

んですが、各国の事情によるんですけれどもスロット及びスロットに類似する高度にコンピューター

による画像処理をする機器をＥＧＭと呼んでいるんですが、議論を巻き起こしています。 

Ｄｏｗｌｉｎｇという人がアディクション誌に載せた論文では重篤な薬物依存をもたらすコカインに

なぞらえてリスクを指摘しています。逆にＥＧＭは教育的なプログラムを映像にだすことによってリ

スクを減らすことができる。タバコの銘柄を書いて吸いすぎに注意しましょう、やりすぎに注意しま

しょうとテロップ入れるみたいなもんだと思うんですが、そういうやり方もあると。そうするとちょ

っと依存性低くできるぞということもありました。だけど、どのような形でもギャンブラーに射幸心

をあおる、こういう教育も十分できるという逆に証明でもあるのでこのＥＧＭは非常に難しいものと

考えられます。さらにいうならば、今増えてきているインターネット依存がこれに類似しています。

画像と音響によって条件付けをされていくというところですね。１９５４年ＯｌｄｓとＭｉｌｎｅｒ

は快楽中枢というものを見つけたんですね。このレバーを押すと電極が流れて快楽中枢が刺激されて

気持ちよくなってしまうんですね。そうするとこのネズミさんは、ご飯も食べない、水も飲まない、

寝ない。そしてレバーを押し続け死んじゃうんですね。なんとなくパチンコ屋に似たような人がいる

ような気もしますね。快楽中枢を刺激すると。ギャンブルも同じなんですね。 

ギャンブラーはＥＧＭで巧妙に条件付けられたパブロフの犬になりかねない。パブロフの犬って

ありましたよね。ベルで肉がでるって条件付けをされると肉が出るんじゃないかなって思っていつま

でも唾液をだしているっていうアレですね。 

ＥＧＭはいくらでも射幸心を高められる。もしも１億円があたる台があったら飛びつく人が多いです

ね。１億円でますよ、この台やってれば外れたけど惜しかったことを上手に「惜しかったですね～ま

たどうぞ。」なんて言われたらまた行きますよね。全国のチェーンかなんかで日本で必ず１億円当た



る日が来ます。以前このお店は１億円当たりました。なんて宝くじみたいな形でやったら絶対行く人

いると思うんですよね。こういうふうにいくらでも射幸心をあおれるということが実はＥＧＭにはあ

ると思うんです。その他リスクを理解してカジノがどのようにスロットを管理していくか非常に大事

じゃないか、台数だとか射幸心だとかそういうことが大事だと思います。あとこれは後で話になると

思うんですけど業者、行政、政治家の癒着防止のために第三者機関による監視とか差し止めのような

ことがないとエスカレートさせてしまう怖さを感じます。仲間内でやるといいという話しかでないの

でやっぱりそこはフィードバックが必要かなとは思います。それで、薬物依存をイメージしてくださ

い。どのように管理するかというのはすごく大事です。業者をすり抜けていくという感じで行く人た

ちがいるのも事実ですので、あれはいい、これはいいというのはなかなか難しい。そのように思って

います。もはやＩＲはどんどん進んでいくんだろうなという印象があるので、どのように作っていく

かという議論のほうが多分実りあるかなっていうふうに私はちょっと思ってしまっているところがあ

るんですけれども、やらないのが一番って言ったけれども、でもやる人いっぱいいますよね。だから

どういうふうに依存症にならないようにやっていくかが大事なのかなと思いますね。ギャンブル依存

で犯罪につながることが結構多いです。やっぱり経済的なものですね。横領で小さい横領の人はたぶ

んギャンブルが相当いると思います。刑務所で調べてみたらいいなと思ってるくらいですね。あとも

う一つは自殺が多いです。経済的に追い詰められて自殺問題。一番は健康問題、二番は経済問題とい

われていますが、その経済問題の一角はギャンブルの人たちですね。それでギャンブラーはまだまだ

医療につながっていません。５３６万人もいますけれどもほとんどつながっていないに近いですね。

病院に来なくてもギャンブルをやめる自助グループ、ギャンブラーのグループがＧＡ（ギャンブラー

ズ・アノニマス）というのがあります。匿名でギャンブルをやめる会というのがありますので、苫小

牧もありますね。今日もしここに来られている方でギャンブルに問題がある方は「ＧＡ」とネットで

調べると全国どこでやっているか分かりますので行ってみてもいいかなと思います。 

 

(丸山准教授) 

 芦澤先生ありがとうございました。それでは、先ほどご報告いただきました、池田先生からお話を

お願いします。 

 

(池田弁護士)＊資料参照 

 弁護士の池田でございます。皆さん聞いていてわかるでしょう？一番私がこの端っこに座っている

理由が。一番これに反対しているから一番端っこに座らされているんです。まぁそういうわけでもな

いんでしょうけれども、私はパチンコ、パチスロ、公営ギャンブルというところをちょっとお話して

みようかなと思います。 

苫小牧だと駅裏に新しいパチンコ屋さんができたということをお伺いしたんですけれども、パチ

ンコ、パチスロ、公営ギャンブルというのは本来的に刑法で禁じられているというのは先ほど報告で

確認したところなんですけれども、なんでこれ許されているのかなというところをちょっともう一回

確認をしてみようと思うんですね。パチンコだってパチスロだって換金をやっちゃいけないわけです

ね、風適法（風俗営業等の規制及び業務の適性化等に関する法律）で禁止されているんです。だけど、

みてみると明らかに換金されてますよね。これどういうことなんだろうか、というのが私のまとめた

ものになります。 

これは、三店方式という方法をとるわけです。パチンコ店が、直接的には換金行為に関与してい

ないということが一番大きなところですね。遊ぶと出玉を「特殊景品」という景品にまず変えます。



これを持って換金所に行くんです。それで換金所は古物商をやってますから、これを買い取るわけで

す。買い取ると今度は問屋に買い取ってもらうわけですね。で、問屋はまたこの特殊景品をパチンコ

屋に戻す。ここで特殊景品を介入させることによって、換金行為をしているということですね。だか

らパチンコ店景品交換所、景品問屋がそれぞれ独立した形でやっているから問題ないんだ、だから三

店方式なんだというように言っているんですね。これ適法なんですか？というと、適法なんでしょう

ね。ただ警察庁はどういうふうに言っているかというと、「直ちに違法とはいえない」っていうふう

に言うんですね。適法とは言っていないわけです。これはパチンコ店と、景品交換所、景品問屋が、

必ずしも独立しているように見えるだけで実はそうなっていない場合もそれぞれグレーな場合が多い

から、直ちに違法とは言えないという立場でお話をされているんです。これは警察学論集などでも出

てくるようであります。あとは警察としてもやっぱり賭博罪がある以上管理をしていかなければなら

ないということもありますから射幸性を高めてしまうような換金を認めることはできないところです。

だからそこについてはグレーな直ちに違法とは言えないというようにおさえているということであり

ます。 

ちなみに日本の証券取引所はパチンコホールの上場を認めていないというふうに言われています。

これはこの三店方式の合法性について疑問があって投資家保護が図られないからだというふうにいっ

ております。パチンコ屋のダイナムというところがようやく香港で上場されたようですけれども、い

まだ日本では上場されていないということになります。 

 次、公営ギャンブルですね、競輪、競馬、競艇、こういったものがなんで許されるのかということ

ですけれども、これは特別法によって違法性を阻却すると、これは刑法の学問上の難しい用語です。

要するに本来は違法なんだけれども、特別の方法によってその違法性を違法じゃなくなりますよとい

うことで、違法性を阻却するなんて普通の会話の中で使いませんから、今日皆さんこれ覚えて帰った

らいいですよ。ちょっと勉強したなって気分になれると思いますからね。そこでこれ何で許されてい

るのかというと、「公設・公営・公益」この３つがあるからギャンブルを許すということになってい

るわけですね。すなわち誰が作っているのかというと地方自治体や、政府全額出資の特殊法人がやっ

ています。それから運営機関が非営利法人ですね、地方自治体であったり国の外郭団体であったりし

ます。それでさらにその収益が非営利法人でやっていますので全額利益にならないので、社会貢献活

動に使用されているということになります。 

 次ですが、最近競輪のＣＭがちょこちょこ流れているので、競輪を例にして考えてみましたが、こ

れ自転車競技法に基づいて地方公共団体が行っているということになります。立法目的は３つありま

して、自転車やその他の機械工業の振興。技術を高めましょうということです。それから、体育や社

会福祉などの公益を増進しましょう。上がった利益については地方公共団体にもどして財政の健全化

につなげましょう。このような形で違法性が阻却されているわけですね。本来違法なまさに賭博なの

で賭博罪なんですが、それについてはこの３つがあるから、特別な法律で違法性を阻却しているとい

うのが公営ギャンブルの方法であります。それでこの大塚仁さんというのは有名な刑法学者ですけど

も、公認されるべき限度については、立法政策上、極力慎重な配慮が用いられなければならない。こ

れは刑法１８５条を念頭に置いているわけですね。何でもかんでも許しちゃいけませんよということ

ですね。ちゃんと立法政策の中でしっかり議論してやってください、ということです。 

そうするとカジノはどうなんですか？というのが私は頭から離れないわけですね、ＩＲ推進法の

中でこの議論が出てきてないと思いますが、しっかり管理すれば大丈夫だということは出てるんです

けれども、この刑法１８５条との関係はどうなっているのかというところはしっかり議論されなけれ

ばならないと思います。私企業が設置し、私企業が運営して利益を上げるということはまさに公設、



公営、公益の一つも含まれてこないということになりますね。そうすると、違法性阻却、かろうじて

この３つがあるからこそ違法性が阻却されているのに。カジノの場合においてはこの違法性の問題は

どのように考えているのですか、ということをしっかりと議論しなければならない。その下の保護法

益の関係というのは先ほどの私の報告でも入れておきましたけれど、なぜ賭博というものを禁止して

いるんですか？というと、こういう理由があるからですね。法律の解釈として、最高裁ですけれども

この解釈をしていると。これは我々が社会一般ってこういう社会がいいなと思っているから、先ほど

も言ったとおり、風俗に対する罪ということでやっているわけですね。別に傷害とか窃盗とか殺人っ

ていうのはどこの国だって規定されているわけですけれども、風俗に対する罪ですから、社会的な認

識というのはそれぞれの国によって違いますから、日本と同じように処罰している国もあれば、そう

でない国もあったりするわけです。だから我々がどのようにこのカジノ問題について考えるのか、だ

からここの問題は国会で議論していればいい、国の成長戦略でやるっていうのは確かにそうかもしれ

ないけど、それを支えるのはまさに我々国民一人ひとりなんだというところをしっかり意識をして、

このギャンブルというものをどう考えるのかしっかり考えなければいけないだろうというふうに思っ

ているところです。 

 

(丸山准教授) 

 ありがとうございました。それではそれぞれの課題については４名のパネラーの方からご掲示いた

だいたんですが、この後課題への対応方法というところで期待されるグループ、懸念されるグループ

からそれぞれ方向性を打ち出していただきたいなというふうに思います。ここから、木曽所長と丸田

公認会計士にも加わっていただくということで進めたいと思いますので、まず金澤議員お願いします。 

 

 

(金澤議員) 

 今、池田弁護士の話にしても、ここまでの法的な解釈、既存の公営ギャンブルに対しての理解が果

たして国民もそうですし、もしかしたら国会議員も含めてだと思いますけど、まずそういう理解がで

きているのかなというのは非常に疑問に思うわけですね。それで保護法益という話があったんですけ

れども、本当にこのとおり守らなければいけない保護法益というのはあると思うんです。ただ今、合

法ギャンブルの中でも、この勤労の美風を害するとかそういうものが排除されているのかというと非

常にそこも疑問なところがある、はっきり言ってできていないんじゃないかと思うわけです。で、私

がやはり期待をする反面、こういったところをちゃんとできないとダメだよ、と言うのは先ほど申し

上げたわけですけれども、やはり国の法整備の中ではそういったものも既存の公営ギャンブルの弊害

みたいなものもトータル的に排除していくような新たな法整備、それから具体的な予算化、こういっ

たものがないとまず認められないだろうなというのは、今のご説明を聞いていて思っておりました。

それで私はさきほど申し上げましたように、人口減少というこの苫小牧市だけではない我が国全体と

言っていいと思いますけれども、問題を抱える中で、やっぱりいろんなことにチャレンジをしていか

なくてはならないというのはあると思います。特にこの苫小牧市は新千歳空港もあって、港もあって、

しかもただ単なる港だとか空港とかではなくて物流にしても、人の交流人口にしても非常に多い北海

道を代表する、まさに玄関口としてある空港と港を持っているわけですから、そういった地理的な環

境を活かさない手はないんじゃないかと思っています。昨年、港の５０周年を迎えましたけれども、

本当に先人たちが頑張ってきたおかげで、この地で我々は経済発展をしてきたわけですけれども、そ



ういったこともこれからもっともっと活かしていくことを我々は考えなくてはいけないんだと思いま

す。 

やはりＩＲに期待するというのは、そのギャンブルのことばかり皆さん気になるのかも知れませ

んけれども、先ほどから言われている国際会議ができるような規模の国際会議場があるとかいうこと

を考えると、そういった国際会議を誘致できるというのも一つあると思いますし、それだけの人が呼

べれば、人が動くということは、お金が動くわけですから、いろいろな消費があったり、その建設に

関わる雇用もそうでありますけれども、そういった効果というのは期待できるものと思っています。

ちなみに昨年１１月に苫小牧市でブルームボールの世界大会というのがありまして、私も実行委員会

で関わらせていただきましたけれども、６００人ほどの外国人の方が来て一週間くらい滞在されて、

かなりお金を落としていったという話も聞いてます。また外国人のチームが小学校８校訪問し、保育

園も１園を訪問して子どもたちと国際交流をしましたし、また日本文化を体験され、こういう街の賑

わい、お金で語れない部分の賑わいみたいなのも、やはり交流人口を国内外からもってくることは期

待できる様々な効果があると私は思っております。先ほどから申し上げましたとおり、課題というの

はクリアしていかなければいけないんですけれども、やはりそういう効果も見据えて、将来的な雇用

であるとか人口等も見据えて私は前向きに検討していっていいのではないかと思っております。 

 

(丸山准教授) 

 ありがとうございました。それでは続きまして、産業振興とか雇用とかいう面になるかと思います

が石森副会頭からお願いいたします。 

 

(石森副会頭)＊資料参照 

 先ほど道央圏－千歳、恵庭、苫小牧、この周辺地域のポテンシャルについてご説明申し上げました。

カジノについてどこまでコントロールできるのかは先ほどご指摘のような法整備を含めてこれはやら

なければいけないと思いますけれども、やはり先ほどの報告での説明にありましたように、こういう

プロジェクトを誘致してその収益でいろんなインフラが作れるというのはこれから人口が減っていく

中で、あるいは税収が減っていく中で、非常にこれを活かさない手はないんじゃないかと思います。 

このパワーポイントについて国際会議の開催状況です。トップがこの青色のシンガポールです。

これがＩＲ統合型リゾートの設置後、急速に伸び世界の会議をダントツ集めています。先週くらいの

新聞に今年の海外から日本に来たお客様が１３００万人強という報道がされました。２０２０年まで

に２０００万人という目標の中で、大きく記録を伸ばしております。もちろん円安というのもござい

ますでしょうけど、確実に海外からお客さんが日本に来ていると。とりわけ北海道にはこの約１０％

の１１５万人が昨年度、海外から訪れているというところでございまして、北海道は日本の観光産業

の牽引地域という位置を占めているわけでございます。 

 そういう意味でこのＩＲを誘致することによって、国際会議場とかホテルとか、あるいは病院とか、

ショッピングセンターとか。どういうものを作るかというのはこれからでありますでしょうけども、

こういったものも整理をしながら北海道の観光というものを主力にしながら、日本を引っ張っていく

エリアになると、こういうところではないかと思います。 

皆さんはダボス会議という会議を聞いたことがあるかと思いますけども、スイスのちょっと奥の

地域で毎年開かれる国際会議で各国の首脳、国のトップ、いろいろな方々が集まります。まさに私が

思うに北海道にダボス会議を誘致するくらいの気概がないといけないのではないかと思います。国際

会議はビジネスの博覧会もありますでしょうし、医療の国際会議もありますでしょうし、あるいは音



楽、デザインなどの文化関連の会議、スポーツ、そういったものもあるでしょう。したがってこれか

らカジノを含むＩＲの設計の中でこういうインフラをどういうふうに作り上げて、北海道の牽引力に

していくかというところが期待したいところでございます。 

 

(丸山准教授) 

 ありがとうございました。それではこのＩＲに期待する機能とか効果とかといったところについて

木曽所長から補足のコメントをいただきたいと思います。 

 

(木曽所長) 

 先ほど池田弁護士が凄くいいことをおっしゃっていて、ほぅと思いながら伺っておったんですが、

競輪を例に考えるとおっしゃった中で、いわゆるこの賭博というものが社会において、許容されるた

めには、三つの公的な目的をもってそれが認められておるんだと、自転車その他の機械工業の振興、

体育、社会福祉などの公益の増進、そして地方財政の健全化という三つがちゃんと掲げられた上で、

そうした精神を持った上で、それが認められておるのだというおっしゃり方をされていた。それが実

はまさにＩＲ推進法の中でも第一条の目的の中で書かれている。「観光及び地域経済の振興に寄与す

るとともに、財政の改善に資する」と、この一文に全てが込められているんですね。これは当然この

国、日本国にとってＩＲといういうものが認められるために、この要件が満たされなければならない

のに同時に、この地域にとっても、観光及び地域経済の振興に寄与するとともに、財政の改善に資す

るという要件が満たされなければ、多分この地域にはＩＲはいらないです。という言い方を私は常に

するわけですよ。それを軸にきちっと考えていく、果たしてこのＩＲの導入というものが、観光そし

て地域経済の振興、財政の改善、この３つに対してどのように影響を与え、そしてそれがこの地域に

最終的に寄与し資するものなのであれば「イエス」そうでないなら「ノー」であって構わないし、そ

ういう決断をしなければならない、そのための論議がこの場であってまさにこのセミナー自体が賛成、

反対きちっと登壇させた上でお話をしていただいているというのはすばらしいことなんですよ。実は

全国の津々浦々の自治体などあちこちでこうしたお話をするんですが、なかなか反対の側面の人をこ

れだけの数、きちっとそろえて、しかも弁護士さんと精神科医さんの先生という専門家という構図で

このようなセミナーをやっているところ、正直申し上げてほとんどないです。でも、これは必ず皆さ

んにとって必要なステージですからきちっと考えていただきたいというのが私の原則的なスタンスで

す。 

 

(丸山准教授) 

 どうもありがとうございました。それでは続きましてご懸念のあるグループのほうからですね、先

ほどご提示された課題についての対応方向というところで、まず池田弁護士からいわゆるギャンブル

の社会的な影響という点になるかと思いますが、お話をいただきたいと思います。よろしくお願いし

ます。 

 

(池田弁護士) 

 ちょっと確認だけお願いしますと、私がさっき言ったのは、競輪のところの立法目的はむしろ公益

のところに含まれるかと思うんですね。ポイントはやっぱり三つあって公的なところが設置をし、公

的に運営をして、それが公共の利益に還元されるこの三つがが大事なところだというところをあらた



めて押さえていただければいいと思います。ＩＲには、木曽所長のいう「公益」はあるのかもしれま

せんが、「公設・公営」という要件は満たさないのです。 

ギャンブルの問題というのは先ほど芦澤先生もおっしゃられましたように我々の身近にあるんで

すよね。私だってちょっとやるんですよ。かろうじてそれは「ちょっと」でやれているからいいだけ

の話なんですよね。だけどこれがいつどこかで、間違えてビギナーズラックで大当てして、それが２

回、３回と続いたときに俺はもう弁護士なんかやってられるかと言って、そっちにのめり込むかもし

れないわけですよね。私だってそういう危険性はあるし、みんなにそれぞれ危険性があるんだという

ところを認識はしっかりしなければならないんだろうというふうに思うわけです。これから先、雇用

どうするんだという問題はあると思うんですよね。経済をどうするんだ、人口減少をどうするんだと

いったときにこのＩＲというものが必ずしも救世主になりうるのかというところはしっかりと議論し

なくてはならないんだと思うんですね。 

私はこういう多重債務の問題もやっておりますから、貧困問題、奨学金の問題なんかもやるわけ

ですけど、その中には今奨学金があると、借金と結婚するのか？といって結婚させてもらえない場合

があるわけですね。インターネットのヤフー知恵袋なんかで「奨学金・結婚」を検索すると、「私に

奨学金があるので結婚をちょっと考えてます」とかって、そもそも子どもを生む前に結婚の段階でた

めらう若者が多いというところですね。この若者の雇用と、借金漬けの状態をどう考えるのかという

ところをしっかり考えなければならないだろうと思うんです。ちょっと話が全くギャンブルからずれ

てますけれども、今後の経済成長を考えるときに、雇用情勢を考えるときに、人口の減少を考えると

きに、このＩＲだけの問題ではなくて、我々は社会の中にある問題をしっかりと見つめ直して考えな

ければならないのではないだろうか。そしてその一つが確かにＩＲになるのであれば、木曽所長がお

っしゃられるようにこの苫小牧にも必要だということになるんだと思うんですね。 

まさに我々の問題として誰かにお任せをするのではなくて、しっかりと私たち自身が何が必要な

のかということを真剣に議論するということがギャンブルの問題を考える上でも、これからの苫小牧

を考える上でも、日本を考える上でも、世界を考える上でも必要なのだろうというふうに思います。 

 

(丸山准教授) 

 ありがとうございました。それでは続きまして芦澤先生、依存症のお話になると思いますがよろし

くお願いします。 

 

(芦澤院長) 

 皆さんギャンブル依存ってピンとこないかもしれませんけれども、それはそれは悲惨です。まずギ

ャンブル依存ってどうなるのか、というのをやはり知る必要があるかなというふうに思います。今日

はもう時間がないし、そういう話はできませんけれども、家族も家も失って、もう絶望で自殺する人

っていうのはかなりいるんだということ、また犯罪に走る人もいます。ＧＡ（ギャンブラーズ・アノ

ニマス）にいくと、「強盗か自殺か二者択一だ。」なんて話が出るんですよ。お金に困ってね、治療

を受けにくればいいし、自己破産すればいいし、色々方法はあるわけですよ。でもそのくらい追い詰

められているというのは事実です。ギャンブル依存になる人はどういう人なの？、もしかしたらちょ

っと遺伝があるかもしれませんね。親もギャンブラーで、子どももギャンブラーというのも結構いま

す。遺伝的な要因があって私はちょっとあぶない家系だから最初からそういうところに行きませんと

かね。ＩＲでもシンガポールではそういうことやれるそうですけれどもね。最初から宣言して行けな

い形を作るだとかそういったことも入れる必要があるかなとおもいます。 



 先ほど議論がされているパチンコ・パチスロのギャンブルの問題、公営ギャンブルの問題、ＩＲの

ギャンブル、三つギャンブルの問題が日本にはあるんですけれども、別々でなくてトータルでやはり

ギャンブル依存として捕らえて議論をし尽くしていないなとそういうふうに私はちょっと思いました。

いろんな問題あると思います。当然どれもお金が絡むしお金が集まるのでいろんな事業に使えるとい

うことがありますけれども影の部分を含めてギャンブルについてもう一度見直す必要があるなと思い

ます。 

 話をちょっと変えると税収を増やすために大麻を解禁しているアメリカの州があります。たぶん日

本でやったらみんな大反対するでしょうね。そういうこととＩＲを導入するってことは全く違うこと

ではないですよね。人間って危険を引き受けながらやっていくということがあるので、危険をきちっ

とわかった上でOKしないと、後々こうなったああなったということじゃやっぱりダメなわけで、や

っぱりリスクを背負ってギャンブルの問題をちゃんと理解した上で議論し尽くして導入していくかど

うかを決めていくのが、私は正しいと思うんですね。後から文句を言ったん場合ってぐちゃぐちゃに

なって話にならなくなっちゃうことがあるんですね。これはやはりきちんと議論し尽くすということ

がいいと思うんです。多分ギャンブルを完全に日本から廃止するのは無理だと思うんです。宝くじだ

ってギャンブルですから。一般の人はあまりそういうふうに思わないかもしれないですけど。人間の

脳はギャンブルをするようにできているんですよ。未来の不確かなことに対して、お金と情熱とを傾

けてもうちょっと儲けたいというのは全部ギャンブル的な脳ですからね。ある意味で企業活動そのも

のがギャンブル性を伴っているわけです。株式相場にしたってＦＡにしたって、そういうものがある

わけで、そういうもので世界は動いているわけですから、全てを廃止するわけにはいかない。いかに

それを法律できちっとルールを守りながら安全な形を作るかということだと思うんです。だって株だ

っていっぱい研究している人がいる中で誰も予想できないで大暴落がおきるわけです。どれほどの利

益が上がるか分からないわけですよ。ギャンブルはもっと儲からない、あくまでも娯楽であるという

考え方をきちっと教育を含めてやっていく必要があるんじゃないかと思います。 

 

(丸山准教授) 

 ありがとうございました。それでは社会的影響という点で丸田公認会計士から補足のコメントをい

ただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 

(丸田公認会計士) 

 もうすでに依存症であるとか社会的影響についてはかなり議論が尽くされていると思いますので、

私からは補足ということで、マネーロンダリングと内部統制についてお話しさせていただきます。ま

ずマネーロンダリングにつきましては、非常に気になりますのが、ここから近いマカオの実態として

非常に横行しているということと、これは不正蓄財であるとかそういった中国の国政の問題と非常に

からみついた問題がございまして、そこから地勢的にも近い日本において、そのような中国からのＶ

ＩＰのお客様に対するどういった対応をしていくのかといったところも含めて、先ほど芦澤先生から

もございましたけれども、やはりそちらのリスクについてはしっかり認識をしたうえで規制等を強化

する。そういったお客さんが場合によっては少なくなるかもしれませんが、まぁトレードオフなんで

すけれども、その中で顧客を見つけていく必要があるということです。 

あと、内部統制ですが、これ実は全て人が絡んでいます。先ほどのルールも全部運営するのは人

なんですね。やはりＩＲといったときに内部統制のルールとか、マニュアル、人材ですね。こういっ

たインフラが日本には今全くございません。こういったインフラを持っているのは全て外資系の企業、



ラスベガス、アメリカ、マカオなどですね、あとシンガポールといった企業が持っておりますので、

その意味で、ＩＲを進めていくにあたっては、立ち上げの際にこういった外資系の企業の力を借りて

いかないと多分立ち上がらないというところかと思います。では、外資系だから全部いいのか、そう

いうわけではないですね。やはりしっかりした規制がある国での実績があるところもあれば、やや緩

い規制の中でしかルールを守っていないというところもあるかもしれません。そういう意味ではそこ

をどう見ていくのかというのがひとつ。あとは地域でどうやってこういった人材を確保していくか。

おそらく外国人のお客様も来ますから、英語もできたりとか。さらにこういったギャンブルのことを

分かっている、例えばディーラーができる人とか、管理ができる人とか、こうしたルールだけではな

くて、依存症対策も重要です。マネージャーがギャンブルのフロアを見ていて、のめり込んでいる人

がいるとちゃんと声をかけてあげるとか。そういった地道な取り組みも大事で、そういう意味では

「人」に頼っている部分というのは非常に多いと伺っております。ですのでその意味では、地域にお

ける人材開発・研修まぁそこも人材の開発や研修といったところも取り組んでいく必要があるという

ふうに考えております。 

 

(丸山准教授) 

 どうもありがとうございました。それでは、ここからは、今回のＩＲについて、苫小牧という街を

皆さんで考えるという視点から、この苫小牧の未来の街づくりとか地域経済といったところについて、

それぞれのパネラー、コメンテーターの方からご意見をいただきたいなというふうに思っております。

ちょっと話が広くなるかもしれませんけれども、観光客に寄っていただける街とか、あるいは泊まっ

ていただける街とかということで、苫小牧を通過する街にしないということが一つ大事なことじゃな

いかなと思います。それでは池田弁護士からまずよろしいでしょうか。 

 

(池田弁護士) 

 私は昨年この苫小牧に「カジノ誘致に反対する市民の会」というのができて、そのときの記念講演

のときにご紹介を申し上げたんですが、ご当地苫小牧においては、人間環境都市宣言というのを１９

７３年に議決をされておられるんですね。これをご紹介しますと、すでにご承知の方も多いかと思い

ますが、「苫小牧市は開基１００年にあたり、緑と太陽の大自然を擁するかけがえのない郷土を守り、

人間を主体とした公害のない、健康で安全な都市環境の創造を決意し、ここに人間環境都市とし宣言

する。」というものです。このように苫小牧市がこれからどういう街づくりをしたいのかということ

の一つの宣言がここになされているというふうに思います。今回の話でありました社会的な影響とい

うのがいわば公害になると思うんですよね。ここをしっかりと議論し尽くした上で、公害のない、そ

して、先ほど丸田さんからもお話ありましたけれども、人を大切にする、人に寄っていく事業であれ

ばなおのこと、人間を主体とした、ここをしっかりと踏まえて、この新しい苫小牧をどう作っていく

のかということが非常に大きな問題なんだろうと思います。ＩＲはあったっていいと思います。私は

無い方がいいと思うけれども、それは皆さんの中で声を作る。しっかりと議論した中で、市民一人ひ

とりの声が流動的なものではなくて、しっかりとした正規な声が確保されるんだったら、それはある

意味で賛成になってくれる人がでてくるかもしれないし、そうでないかもしれない。まさにこのＩＲ

の問題を考えつつ、私はこの人間環境都市宣言というのをひとつのバックボーンとして、苫小牧で議

論されればいいのかなと思っております。 

 

(丸山准教授) 



 ありがとうございます、それでは続きまして、芦澤先生お願いします。 

 

(芦澤院長) 

 公営ギャンブルもパチンコ・パチスロ問題もＩＲ問題も分けないで一緒にギャンブル依存としての

対策を考えて欲しいなと思います。それで、どれが一番問題かというとやはりパチンコ、パチスロ問

題ですね、依存症の９割以上ですからね。５００万人という数は、日本にいる佐藤さんという人数が

約１９０万人という人数ですから、めちゃくちゃな人数になるんですよね。ほとんど医療にかかって

ないですからね、たぶん池田先生のところに多重債務で相談に行っている方々もいるのかもしれませ

んけれど、そういう現実があるということです。それとＩＲは分けてはならないんです、一緒にギャ

ンブルっていったい何なのかというのは、やはり国民として考える必要があるし、そしてギャンブル

の問題と付き合っていくんだと。日本書紀から日本はギャンブルに対して伝統がありますので、そう

いったことをきちんと分かった上で、どう付き合っていくかということになっていくんだと思います。

できれば、もしもＩＲができてしまったらアディクションセンター、依存症のセンター的な機能の病

院があるといいなと私は思っています。多分ギャンブルのあとに来るのはインターネットだと思って

います。もはやそっちにちょっと移っているし、わざわざ賭博場へ行かなくたって、自宅が賭博場に

なりますからそうなったときにカジノはいつまでも黒字でやれるのか、本当にそれでいけるのか、そ

ういったことも本当は議論しなくちゃいけないと思います。パチンコホールの数が全国的に減ってい

くと聞いています。それから倒産件数も増えていると聞いています。ですけども依存者がいるのも事

実ですよね、ですから世界の流行に乗っかって、うまくいくかどうかというのはやはり議論される必

要があると思います。 

カジノを作ることもギャンブル性が高いんじゃないか、というふうに私はちょっと思うんです。

そこはちゃんと議論してどうせやるなら勝てるということも大事かもしれない、絶対勝つということ

はありえるのかどうかということもあるわけですよね。そういったことも含めてきちっと詰める必要

があるんじゃないか。特に韓国はパチンコをやめた国、しかもカジノもうまくいかなかったというこ

とに学ぶことって実は大きいんじゃないか。うまくいった所というのは、うまくいった所しか見えな

いですからね、ギャンブルっていうのは基本的にうまくいったことしか目を向けないというものです

から、うまくいかなかったことにいかに学ぶか、もしやると決めたらうまくいかなかったこと徹底的

に分析する必要があるんじゃないかと思います。 

 流れとしてはもう進める方向にあるんだろうと思うんですけれども、苫小牧は決まるかどうかはわ

からないですけれども、ただ日本は受け入れる方向であるなら、やはりきちっとリスクを知る必要が

あるんじゃないかと思います。後戻りできるかどうかは私は分かりませんけれども、そんなふうに思

っています。 

 

(丸山准教授) 

 ありがとうございました。それでは丸田パートナー、補足コメントお願いいたします。 

 

(丸田公認会計士) 

 私からも先ほどの報告のほうでも触れさせていただいたんですが、やはり民設・民営というのが前

提でございますので、そもそもビジネスとして成立し、且つ地元に受け入れられ、さらに北海道苫小

牧の自然環境であったり、空港に近いといったところに沿ったバランスがとれて、且つ魅力的なもの

を作っていかないと、そもそも投資すらされないという可能性が十分あります。その意味ではどうい



ったバランスを投資とギャンブルとそれ以外のものも含めて、どういったものがこの地域に必要でそ

れがこの地域に受け入れられて、さらに観光客にも受け入れられるかどうかといったコンセプトとい

うもの、これが魅力的なものでないと投資もないし、多分アイディアも民設・民営ですから出てこな

いと思うんですね。だからこのビジネス性というのが非常に大事だとおもいます。ただ一方でこのビ

ジネス性が高いとなるとその利益というのは民間企業、先ほどもいったようにおそらく外資系企業と

地元企業に例えばコンソーシアムがあったとしても、企業側に流れてしまいますね。そういったとこ

ろについてもしっかりモニタリングをして、そこで出た超過利潤が、例えば更新投資であるとか他の

整備にしっかり回るような仕組みづくりといったところも大事だと思うんですね。やはりこういった

箱もの事業でありますので、事業者は早く投資を回収したいと思いますし、一方で投資回収後の利益

が非常に出てしまいますから、そこをどういうふうに考えていくのかという仕組みづくりもおそらく

検討していくことが必要になってくると思います。 

 

(丸山准教授) 

 どうもありがとうございました。それでは石森副会頭から地域経済の視点でお話を伺います。 

 

(石森副会頭) 

 一周遅れのトップランナーという言葉がありますが、今、苫小牧がこのＩＲについて議論していて、

ちょっとこの言葉が浮かんでまいりました。ＩＲに関するギャンブル依存症の問題とかは、各地の例、

韓国とか、シンガポールとか、アメリカとか、こういうものを学べる位置にあると。今、苫小牧市や

道で調査を進めている段階というふうに聞いておりまして、今日のセミナーでは北海道型ＩＲという

ことでは、やはりどういうふうにリスクと向き合っていくか、コントロールしていくかということに

ついても北海道ならではのものを作っていかなければならないというふうに思った次第であります。 

私から北海道型ＩＲということに関して二つほど述べたいと思います。一つは今、北海道では、釧路、

小樽、留寿都、それに苫小牧の４つが候補地として名乗りをあげておりますが、やはり北海道全体の

ことを考えるとこの地域と連携をしながら、北海道ＩＲについて議論していく必要があるのではない

かと思います。このＩＲについての今日の議論は他の地域にも当然同じ課題だと思いますし、こうい

ったものを含めて、どういう連携ができるのか、ＩＲというのは一つじゃいけないのか、あるいは二

つ必要なのか、そういったところも含めて、他の候補地との連携を深めていく必要があるのではない

かというのがひとつであります。もう一つは、やはり北海道の観光を考えたときに、観光と医療とい

いますか、これから海外から来られる、アジアの方々が来られるのは、医療とか、あるいは北海道の

いろんな健康にいい食品、食料とかそういったものがキーワードになっていくのではないかと思いま

すので、先ほど芦澤先生もおっしゃっていましたが、病院というものをこのカジノの収益の一部でイ

ンフラを整備していくようなそういう構想も北海道型ＩＲとしていいのではないかと思いました。 

 

(丸山准教授) 

 ありがとうございました。続きまして、金澤議員お願いします。 

 

(金澤議員) 

 まとめとしましては、やはり私は街づくりの観点から考えていきたいなと思っています。今ここで

色々議論してきた中で会場の皆さんもそうですし、私もそうです、冒頭申し上げたように分かってい

ないことが多いんじゃないかなと感じられたと思うんですね。昨年の６月に市長選挙があって、その



ときにこのＩＲというのが非常に争点のような形で騒いでおられたところがあると思います。一部報

道も含めまして。ただ賛否を問う中で中身がどうで、ここがだめなんだ、ここがいいというのが実は

わからないまま市民の皆様も、そういった議論に参加していたんじゃないかなと私は今振り返って思

うわけです。ですから、このようなセミナー等を契機にでですね、懸念されるような部分はもちろん

でございますし、この街の持つ可能性というところがどういうもので、そこにチャレンジしていくこ

とでどういう効果が得られるのか。冒頭で私が申し上げた人口減少、新聞報道でもありました苫小牧

の人口減少が昨年からみて進んでいるというところがありましたけれども、まさにこれから直面して

いく問題をしっかり受け止めた上で、街を発展させていく可能性があるんだったらそこに挑んでいく

というのが、街の皆さん全員が考えなければいけない、これは自分たちもそうですし、後世の人たち

に対してもそうだと思うんですけど、やはりそう考えると分からないことが多い、だから今、市のほ

うでも調査をまとめてらっしゃるとは思うんです。やはり苫小牧でやった場合にはどうだといったモ

デルをベースにして、どういったプラス面、マイナス面があるのかということを市民の皆さんにしっ

かり示していただきたいなと思っています。それをもって市民の皆さんにまずは現状といいますか、

そのＩＲがどういうものなのか懸念される部分も含めてしっかりと理解してもらうところからやって

いかないと、意味のない議論で終わってしまうんじゃないか、折角こういういい機会が国の成長戦略

なんかも含めてある中で、先ほども申し上げたように、港湾、空港をもつ街として、そこに住む人間

として、真剣に考えていかなければならないんじゃないかなと思います。今日は市長も、商工会議所

会頭もいらっしゃいますけども、市民全体にそういう雰囲気をつくっていってもらいたいなと思いま

す。 

 

(丸山准教授) 

 ありがとうございました。それでは木曽所長、補足のコメントお願いできますでしょうか。 

 

(木曽所長) 

 すばらしいですね。すばらしいという一言で終わってしまうんですが、すばらしいと思うのは、こ

ういう話をすると賛成、反対で喧々諤々に当然なりがちな話題ではあるんですが、今日のこの登壇し

ている皆さんの論議というのが賛成の人も反対の人も、基本的にはこういう街にしたいというポジテ

ィブなところから論議が始まっているんですよ。皆さんがこの街をどういうふうにしたいのかをきち

っと語った上で、そのシーンの中にＩＲが必要なのか必要じゃないのかという答えを探すのがこのス

テージに必要なことなんだと思います。何かこう頭からカジノ前提として反対ではなく、皆様が目指

している未来の中にこういう未来の像があってその中にＩＲが必要ですか、必要じゃないですかとい

う、たぶん賛成も反対もそういうポジティブな論議をしなくてはならなくて、そういう意味では、私

すごく空気感が素晴らしいなと思っていますが、最終的にはこれはコーディネーターの丸山先生のお

かげなのかなと思っているところでございます。 

 

(丸山准教授) 

 すみません、お褒めをいただいて舞い上がってしまうんですが、パネラーの方、コメンテーターの

方ありがとうございました。最後におっしゃっていただいたようにこの課題で、私どもの学生を含め

て、街を考えなおすと、既存の観光資源に何があるんだとか、どういうおいしいものがあるんだとか

ということに立ち返って考える機会になっているんじゃないかと思っています。金澤議員がおっしゃ

ったように街を伸ばしていくということについて、この課題をひとつのエサにして、エサというのは



変な言い方ですけども、メニューにして、皆さんが色々議論されたりということが行われて、将来の

苫小牧を考えていくということに繋がれば、このセミナーの意義があったのではないかというふうに

思います。パネルディスカッションのほうは以上で終わりにさせていただきまして、質疑応答の移り

ますすので、司会の方にお譲りしたいと思います。皆様お疲れさまでした。どうもありがとうござい

ました。 

 

■質疑 

(苫小牧在住・男性) 

 すみません二点お尋ねしたいんですけども、このセミナーの市民への周知の仕方ですが、この問題

で本当にちゃんとやっているのかと。私は二日ほど前の苫小牧民報の記事で知っただけで、私の周り

のものも知らなかったんですね。税金を使ってやるわけですから、苫小牧では三人掛けでも満杯にな

るくらいの人が凄く関心があるわけですから、もうちょっときちっと周知してですね、どうせやるん

なら沢山の人に聞いてもらいたいと思います。 

それからもう一つはこのＩＲというのは大人から子どもまで楽しめるそういう施設なんだという

ことも言っておりましたけれども、今日の報告の中でも公的な施設の設置義務をしている外国の例が

非常に多いというお話で、例えば文化会館だとか水族館だとか併設しているようなそういう会場も多

いという話ですが、果たしてそのカジノの中に子どもたちも一緒に来て、遊んで、そういうＩＲで、

カジノをやっている大人を見ながら、例えば地下にカジノの施設があったとしても、その上で子ども

が遊ぶ、そういう大人たちをチラチラと見ながら家族ぐるみで遊ぶ、そんなような施設はあり得ない

と僕は思うんですけど、そのへんお話お願いします。 

 

(木曽所長) 

 子どもと大人を分けるべき論というのは実は私も同感なんですよ。ＩＲ業界の中でもいくつかの論

を主張するタイプの人がいて、私はどちらかというとＩＲの中で、大人の交遊施設と、ファミリー向

けの施設は比較的分けていた方がよろしいんじゃないですかというスタンスの論者ではあります。た

だそこも含め先ほど申し上げたとおりなんです。入札要件の中で、こうあるべきであるというという

ことを公が決めて、それを要件として民間がそれにチャレンジをしてくるわけですから、それこそ市

民の中で「そうであるべきだ。」という論でまとまるのであれば、そういう要件をつけて大人の施設

にしていただくというような形で入札を開けばいいんです。実は当然世界には遊園地が併設されてい

るようなＩＲも沢山あります。一方で例えば最近ラスベガスというのも完全に大人向けに特化する方

向でＩＲを開発していっています。それは各事業者、むしろファミリーでは来ていただきたくないと

いうことをお客さまに直接は言わないんですが、そういう空気を出しながら、大人の社交場です。と

いうようなコンセプトで開発をしていたりだとか、その辺は開発の要件の作り方、最終的には皆様が

どう考えるか次第でコントロール可能な部分かなとは思います。 

 

 

 


