カジノを含む統合型リゾート
（IR）
の制度と可能性

カジノを含む統合型リゾート（IR）については、先ごろ特定複合観光施設区域整備法（IR 整備法）に係
る政令が閣議決定され、中核施設の具体的な要件が明らかになりました。IR 導入に成功したシンガポー
ルがまぶしく輝き、日本でも 2020 年東京五輪・パラリンピック後の観光の起爆剤として期待が寄せ
られる一方で、課題や不安なども多くあります。
本座談会では IR 整備法の主要な論点を明らかにしたうえで、IR を巡る課題や可能性などをお話しい
ただきました。
座談会データ

日

時 ：2019 年 6 月 20 日

出席者

所 ：丸ビルホール＆コンファレンススクエア

菊森 淳文氏

熊谷 亮丸氏

仁木 一彦氏

西村 直之氏

公益財団法人ながさき地域政策研究所 理事長

デロイト トーマツ グループ パートナー
IR ビジネスグループ 公認会計士

溝畑 宏氏

公益財団法人大阪観光局 理事長
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株式会社大和総研 常務取締役 チーフエコノミスト

一般社団法人日本SRG協議会（JSRG） 代表理事
精神科医

進行役

渡辺 晶

一般社団法人不動産証券化協会 市場調査部長

カジノを含む統合型リゾート（IR）の制度と可能性

日本を「観光先進国」へ
引き上げる

をきめ細かく吸い上げて事業性を確保し、バンカビ
リティを得ることへの配慮が必要です。
IR整備法では、国際会議場や展示場、ホテル、

渡辺 私が IR・カジノに強い関心を抱いたきっか

その他エンターテイメント施設といったノンゲーミ

けは、米カジノ運営大手MGMリゾーツ・インタナ

ング施設とカジノを一体的に整備する立て付けで

ショナルのCEOが、あるインタビュー記事（2016年

す。公益性の確保という観点からは、カジノの収

秋）の中で、日本でのIRを対象としたリート上場を

益を何に使うのかが最も重要な要素となります。安

視野に入れていると語っていたからです。MGMは

倍総理が国会審議で何度も口にされた「これまでに

米国で上場リートを運用しており、その事例を挙げ

ないスケールとこれまでにないクオリティ」の通り、

ながら、
「日本でも同じことをできればよいと思う。
」

MICE施設の基準は極めて大規模で、国内最大級

とありました。

のパシフィコ横浜や東京国際フォーラムを超える最

いろいろな思惑が交錯するIRについて、本日は
皆さまと議論していきたいと思います。

大会議室 6, 000人以上かつ総収容人数は 1万2, 000
人以上が政令で数値基準として示されました。その

まずは政府の「特定複合観光施設区域整備推進

他の展示場等についても、一定の柔軟性を持たせ

会議（IR 推進会議）」に委員として参加されていた

ながらも数値基準をしっかりと設定しています。そ

熊谷様より、自己紹介とともにIR整備の狙いや会

して数値基準から割り出した結果、ホテル施設も客

議での議論のポイント等についてお話いただきたい

室総床面積の最低基準は概ね 10 万㎡と示されてい

と思います。

ます。

熊谷 大和総研の常務取締役･チーフエコノミス
トで、財務省、総務省、内閣官房、内閣府をはじめ

都道府県や民間事業者の創意工夫を活かした提
案が今後期待されるところです。

とする政府の委員等を歴任しています。また、経済

渡辺 IRがもたらす具体的な経済効果について

同友会では、今年度より、経済情勢調査会委員長

教えてください。また世界のMICE 市場はどのよう

や政策審議会委員などを務めております。IR 推進

な状況なのでしょうか。

会議委員は安倍総理に任命していただき、毎回2時

熊谷

立地や具体的なビジネスモデルが明らか

間程度、計14回という詰めた議論を行ってきました。

でない現時点で明確にマクロ的な見解は示せません

IR整備の最も重要なポイントは、刑法賭博罪の違

が、一般論として、日本の定住者一人当たりの支出

法性を阻却する以上は、十分な公益性がなくてはい

127 万円程度
（2018年）
を、
外国人旅行者 8. 3人
（年間）

けないこと。それは何かと言えば、日本を観光先進

で賄うことができます。国内旅行者が宿泊するケー

国に変革するためのエンジンにすることです。

スでは 23. 4人、日帰りの国内旅行者では 73. 4人で

この会議ではIR整備に向けた法律や政令を形づ

す。国内人口が減少する中で外国人旅行者の取り

くる議論をしましたが、最も腐心したのが、
「 事業

込みは景気を支える効果が期待されます。ミクロ的

性」と「安心・安全」の適正なバランスを取ることで

にはノンゲーミング施設で展開される誘客活動、特

す。事業性と安心・安全は本質的なところでトレー

に、MICEビジネス、エンターテイメントビジネス、

ドオフの関係にありますが、安倍総理からは「世界

スポーツビジネス等が、大きな伸びしろを持った有

最高水準の規制」というお言葉を頂き、事業に対す

望なニュービジネスシーズになると期待しています。

るある程度の強い縛りが必要でした。しかし「角を

世界全体のMICE 市場規模は 2016年の 85兆円

矯めて牛を殺す」ことにならないよう、一定の柔軟

から 2023年には 140兆円と 70％近い拡大が見込ま

性も持たせなくてはなりません。民間事業者の意見

れていますが、現実にはアジア大洋州のMICEビジ
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ネスにおける日本の市場シェアは過去 30年間で半

カー）は約600 億円（2015年）、B1（バスケット）は約

減しています。

145 億円（2017年）、大相撲が 107 億円（2016年）の

渡辺

エンターテイメントやスポーツが有望な

市場規模です。ところが米国のNFL（アメフト）は

ニュービジネスになるというお話でした。日本の市

約1兆5,000億円強
（2017年）
、
MLB
（野球）
は 1兆1,400

場規模の現状は欧米と比べてどうなのでしょうか。

億円弱（2018年）、NBA（バスケ）は 8, 400 億円弱

熊谷 日本のステージジャンルのエンターテイメ

（2018年）、
英国のプレミアリーグ（サッカー）は 6, 800

ント市場の規模は 1, 700 億円弱（2017年）です。米国

億円弱（2017年）の市場規模です。国内スポーツ総

はラスベガスだけで推計1, 200 億円強、ＮＹのブロー

生産でみても日本の 11. 4 兆円（2012年）に対して米

ドウェイでだけでも2,000

国は 47. 4 兆円（2013年）

億円超なので、全米では

と、大きな 差 が ありま

日本の数倍規模と考えら

す。伸び率で見ても、わ

れます。企業単体で見

が国のJ1 は 218%（1993

ても、日本の大手企業の

年- 2015年）、対するプ

演劇事業の売上高は米

レミアリーグは 1, 672%、

系オペレーターと比べる

金額にして 405 億円から

と、半分程度かそれ以下

6, 764 億円に急拡大して

です。ラスベガス観光局

います
（1991年-2017年）
。
渡辺

の公表データによれば、
2018年のラスベガス来

でもIRを通じて拡大が

訪者は 4, 200 万人、その

期待されるわけですね。

熊谷 亮丸氏

うち米国外からの来訪者
が 約 840 万 人（ 約 20 ％）
いましたが、その 7割に
当たる 590 万 人 程 度 が
ショーを鑑賞したとみら
れています。支払額は 1
万5,000円強です。一方、
訪日外国人 3,100 万人の
うちショーを観ているの
は約45 万人（約1. 4％）に

くまがい

そして誘致する地域や自
治体は経済活性化を大

みつまる

1966年生まれ。1989年東京大学法学部卒業後、日本興業
銀行（現みずほ銀行）入行。2007年株式会社大和総研入社。
2018年より現職。1993年東京大学大学院法学政治学研究
科修士課程修了（旧興銀より国内留学）。2016年ハーバード
大学経営大学院 AMP（上級マネジメントプログラム）修了。 内
閣官房「特定複合観光施設区域整備推進会議」委員（2017年
～）など公職を歴任。 経済同友会 幹事（2018年～）、経済
情勢調査会委員長、政策審議会委員（2019年～）。各種アナ
リストランキングで、エコノミスト、為替アナリストとして、合
計７回、１位を獲得。現在、テレビ東京「ワールドビジネスサテ
ライト」レギュラーコメンテーターとして活躍中。

過ぎません。わが国でも

いに期待しているはずで
す。
熊谷 IR 誘致により
雇用創出効果や経済波
及効果が生じるなど、地
域経済に与える恩恵が
大きいのは事実です。し
かし忘れてはならないの
は、IRを設置するのは、

支払額はラスベガスと同じ 1万5, 000円程度なので、

一義的には地域活性化や均衡ある国土の発展のた

仮に、今の 45 万人がラスベガス並みの 590 万人に

めではなく、日本全体を観光先進国にするためのナ

増えるとしたら、それだけでわが国のエンターテイ

ショナルレベルの公共政策である点です。最終的に

メント市場は 800 億円程度拡大することが期待され

視野に入れるのはオールジャパンでどの程度のイン

ます。

パクトがあるかで、ナショナルプロジェクトにふさ

スポーツ市場についても彼我の差は相当大きい。
日本のプロ野球は約1, 600 億円弱（2015年）、J1（サッ
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わしい規模などが必要です。その意味で、冒頭で
指摘した通り、カジノ以外の部分をしっかりと活性

カジノを含む統合型リゾート（IR）の制度と可能性

化するのがポイントだといえましょう。

IR 推進協議会」が設置され私が有識者会議の座長

渡辺 よくわかりました。ところで、政府の「基

を務めます。そして 2018年に「長崎 IR 基本構想有

本方針」の策定が当初は夏までの予定でしたが、今

識者会議とりまとめ」を報告し、本年6月4日に、九

秋以降に先送りされました。今後のスケジュールを

州地方知事会議における特別決議「地方創生の加速

教えてください。

について」の中で、
「九州地域へのIR導入」として、

熊谷 まず、国が「カジノ管理委員会」を設置し、

IR区域整備にあたっては、地方への導入の最適地

整備区域の選定基準などを定める「基本方針」の策

である九州地域の区域整備計画を認定することとう

定・公表を行います。その後で、都道府県等が実

たわれています。国から基本方針が公表されれば、

施方針を策定・公表した上で、事業者を公募・選

本格的に実施方針を策定して具体化することになり

定し、策定した区域整備計画の認定を国に申請す

ます。

ることになります。その間に地元の合意もしっかり
得なければなりません。これらを経た後にカジノ免
許の申請、付与があり、施設完成後にようやく開業

渡辺 ありがとうございました。溝畑様、同じく
お願いします。
溝畑

私は元・自治省（現・総務省）の官僚で、

となります。IR 事業者の公募・選定、区域整備計

消費税導入や地方財政の構造改革に携わってきま

画の認定申請等には恐らく 2 ～ 3年を要するでしょ

した。大分県庁へ出向中には 2002年日韓W 杯試合

う。そして建設には 3 ～ 4 年かかることを考えれ

の大分招致に成功したほか、空港の国際化、高速

ば、2020年代半ばにかけて徐々に開業してくるスケ

道路の整備、重要港湾の指定、立命館アジア太平

ジュール感ではないでしょうか。

洋大学の設立など、地方創生や観光の現場を踏ん
できました。またJリーグ・大分トリニータを立ち上

IRとの関わり
渡辺 ありがとうございました。それでは菊森様
から自己紹介とIRの関わりをお願いします。
菊森

げた後、7年間の社長経験においては、人口圏40 万
人の地方都市で毎試合 3 万人を集客することの難し
さを痛感しながら、2008年には設立14 年で「Jリー
グヤマザキナビスコカップ」
に優勝しました。そして
アジアチャンピオンリーグへの挑戦やW 杯組織委

公益財団法人ながさき地域政策研究所で

員会の理事として世界100 カ国を巡るなかで、日本

理事長をしています。2002年に長崎県とながさき地

の国際競争力の強化の必要性を意識し始めました。

域政策研究所に招聘され日本総合研究所主席研究

2010年に観光庁長官に就任後は、観光を日本の

員から移籍しました。本研究所は地域活性化や地

成長戦略として観光立国の推進を掲げます。現場

域計画の策定、公共施設のPFI/PPP等民間的経営

主義を徹底する考えのもと、世界各地域に積極的に

手法導入など、地方自治体が抱える多様な問題を

足を運び施策に反映してきました。アジア諸国は国

扱い、特に長崎県を中心とする北部九州3県の案件

際競争力や観光振興策で明らかに日本を上回って

を手がけています。

おり、なかでもMICE 振興に力を入れていたシンガ

IR導入の経緯は 2007年にさかのぼります。まず

ポールが観光産業の低迷から脱却するために、税

民間と佐世保市ベースで「西九州統合型リゾート研

金を投入せずに魅力ある都市へ再生する手段とし

究会」で検討が始まり、後に長崎県がこれに加わり

て 2005年にIR導入を決めたことに感銘を受けまし

ます。県議会や地元経済界からの強い要請をうけ、

た。

2013年に「長崎県・佐世保市IR 調査検討協議会」
が設置されました。2014 年には「長崎県・佐世保市

MICEは周囲にアフターコンベンションを含めた
国際会議場、展示場が一体となったオールインワン
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が世界の定番です。日本の施設は貧弱でグローバ

ました。これまで、国や地方自治体だけでなく民間

ルな誘致活動には勝てない。政府の財政的支援を

事業者にも幅広くサポートを提供してきました。

必要とせず民間の資金を活用してオールインワンの
施設をつくれるIRが日本にも必要と訴えましたが、

スクを避けて通れないことも分かっています。依存

当時の国土交通省をはじめ政府は、カジノのギャン

症などの問題から目を背けていると議論は進みませ

ブル依存症の懸念からIR導入については慎重なス

ん。海外では問題にどのように対処しており、民間

タンスでした。その後、IRに対し積極的であった橋

はどのような努力をしているのかなど情報発信も含

下大阪府知事（当時）、松井大阪市長（当時）との縁

めて、社会的な負の影響の軽減についても貢献して

で大阪の観光政策に関わるようになります。

いきたいと考えています。

2015年に大阪観光局理事長に就任し、2017年に
は「IR 推進会議」が設置され座長を務めました。そ
して本年2月に「大阪 IR 基本構想（案）」を公表しま

渡辺 ありがとうございました。西村様、お願い
します。
西村

私は日本SRG協議会
（JAPAN Sustainable

す。大阪はIR整備により日本観光のゲートウェイ・

Responsible Gaming Council/JSRG）の代表理事で、

トップランナーになることを目指し、そのためには

精神科の医師でもあります。平成2年に医師になり

IR開業を大阪万博との相乗効果がある 2025年に間

向精神薬の開発・研究を行っていましたが、アルコー

に合わせることが至上命題と捉えています。

ル依存問題への関わりを機に、この約25年間はア

最大の課題は人材の確保です。IRサービスに対

ルコールや薬物などの依存問題対策、特に医療支

応できる人材が大阪はもとより日本全国にもまだま

援が届きにくく有効な対策や支援が難しい人々に対

だ不足しています。数年後を見据えて今から準備し

して関心を寄せてきました。国立病院で初めての開

なければなりません。

放型の薬物依存治療プログラムの実施や、薬物依

渡辺 ありがとうございました。仁木様、お願い
します。
仁木
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一方で、IR 事業を知れば知るほど負の影響やリ

存当事者が運営する回復支援施設の全国への普及
支援など試行錯誤しながら取り組んできました。そ

デロイトトーマツでIRビジネスグループ

のような活動のなかで、有効性が確立した治療法や

を担当しています。デロイトは世界で 28 万人を擁

対策の戦略が見えずに残ったのがギャンブル依存

するファームで、長年海外でカジノを含む統合型リ

問題でした。

ゾートの運営会社に対しプロフェッショナルサービ

2004 年頃のパチンコには最盛期を超えたとはい

スを多数提供してきました。それらの経験から、カ

え、約2, 000 万人が参加していました。現在よりは

ジノを含む統合型リゾートの収益面や事業モデルの

るかに高い射幸性があり、車内放置事故や依存に

実態に精通しており、デロイトとして組織的にナレッ

関連すると思われる多重債務などが社会問題となっ

ジを蓄積し、グローバルで共有しています。各国の

ていました。しかし、問題を持つほとんどの人は医

法規制にも精通しており、ネバダ、シンガポール、

療には馴染みにくく、医療機関にかかりたくても経

マカオなどの統合型リゾートのある各国にIR 専門家

済的な理由で治療費がなかったり、相談や治療など

がいます。

の支援体制や支援方法も貧弱でニーズに応えること

2010年に日本でもカジノを含む統合型リゾートの

ができなかったりと、問題解決への道が見えない状

運営を可能とするためにIR議連が発足し議論が始

況でした。それならば依存に関連した問題が深刻な

まります。私は、デロイトがグローバルで持つナレッ

状態になる前に介入し、予防するのが早道と発想を

ジを活用し、日本として建設的な議論をしてほしい

転換して、パチンコ産業と協働し依存問題の解決

と考え、2012年にIRビジネスグループを立ち上げ

支援を行う非営利の相談機関を設立し、2006年か
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ら電話相談を開始しています。相談件数は、これま

に昨年 JSRGをつくりました。新しい対策文化を日

でに 3 万件を超えています。生活習慣の問題はでき

本の公益の中に取り入れていくプラットフォームを

るだけ医療化しない、公的助成に頼らないという基

つりたいと考えています。

本的な考えがあり、これまで公的資金を一切入れず
に活動しています。
この活動の参考となったのが、
「レスポンシブル・
ゲーミング/Responsible Gaming（RG）」という全く
新しい依存問題対策のフレームワークでした。起き

九州・長崎がめざす
地方創生の未来ビジョン
渡辺 続きまして、誘致を決めた自治体の取り組

てしまった問題や問題を

みについて、それぞれの

持った人に焦点を当て

自治体の有識者会議で

た従来の対策に対して、

座長を務められた菊森

RGは産・官・学・民の

様と溝畑様にお話を伺っ

協働によって問題発生

てまいります。IR 誘致の

や問題の深刻化を予防

背景や優位性、具体的

することに焦点を当てた

な課題など自治体の立

対策です。安全な環境

場でご紹介いただけれ

づくりの基準化に加え

ばと思います。
菊森

て、プレーヤーに対して

九州が日本全

娯楽に関する情報提供

体の中で果たす役割に

やリスクの明示などの教

ついては、
「スーパーメガ

菊森 淳文氏

育、従業員教育、問題
あるプレーヤーの自己排
除などの様々な要素を
構造的に組み入れた対
策パッケージとして、現
在も科学的な検証によっ
て修正されながら発展
的に導入されています。
RGは、いまや世界の対
策基準概念となっていま

きくもり

通省）でも示されている

あつふみ

1955 年三重県生まれ。東京大学法学部卒。78 年三
井銀行（現三井住友銀行）入行。83 年米国シカゴ大学
経営大学院（MBA）卒。博士（学術）。日本総合研究所
主席研究員を経て 2002 年ながさき地域政策研究所。
長崎県産業振興財団・長崎県土地開発公社・長崎県住
宅供給公社の各理事。経済産業省「21世紀社会経済シ
ステム研究会」座長等国・県・市の委員会・研究会の各
委員長、東京都専門委員（市場問題 PT）を歴任。長崎
総合科学大学特任教授を経て大学院及び新技術創成研
究所客員教授。長崎県・佐世保市 IR
（特定観光複合施設）
推進協議会が設置する有識者会議の座長を務める。

す。そして、民間モデル

リージョン構想」
（国土交
ように、①世界遺産をは
じめとした観光地域、②
農業・水産業をはじめと
した食料生産地域、大き
くこの二つの役割がある
と思います。IR 誘 致に
至っては、アジアとの近
接性と豊富な観光資源
を持つ九州・長崎地区の

の福祉プロジェクトという側面を持っています。こ

大きな特徴をいかして、国内のみならず対アジアで

れまで福祉の研究や調査は国家調査であり、予算

も集客力のある地域として、競争力を発揮し発展す

次第で調査は打ち切られ国や自治体の恣意性が排

ることができると考えました。

除しきれない場合もありました。この 15年間、ゲー

長崎県が目指すのは九州の『ユニーク・マリン

ミング産業の発展とともにRGの質も向上し、全く

IR』です。
「ユニーク」は、英語で連帯を表す「unite」

新たな「対策文化」が生まれているのを感じます。

の「ユニ」
と、
九州の「九
（ク）」
を組み合わせています。

IRが今後導入される日本にRGを普及させるため

国際交流とともに発展してきた歴史を背景に、美し

July-August 2019

11

い自然を活用した「独創性と先駆性」に満ちたIRを

トウェイ機能を果たして、九州、ひいては日本全国

実現するコンセプトで、次の 3 つが相互に連関して

への送客により、観光サーキュレーションを拡大す

持続可能性を高めると考えます。

ることを目指します。

その一つ目が「Only1/No.1」です。世界の中で生

渡辺 昨秋、九州地方知事会などが「九州まるご

き残るためにオンリーワン・ナンバーワンにこだわっ

と“インバウンド立圏”」を宣言しました。東京―京

た観光拠点で、昔から国際的な観光客を受け入れ

都―大阪といったゴールデンルートから九州への誘

てきた交流面の強みや福岡に代表される進取の気

客に官民一体となって取り組むようですね。

性に満ちた地域性、またおもてなし精神を活かして、

菊森

九州地域のインバウンドは全国を大幅に

日本独自の文化だけでなく世界に伸びて発展してい

上回る伸びを記録していますが、今、九州の観光

ける機会をつくります。

が抱える最大の課題は客単価が低いことです。軍

二つ目が「海と島」。九州は豊かな海洋資源、個

港として発展した佐世保は海に囲まれ風光明媚なと

性豊かな離島、変化に富んだ大自然が魅力で、四

ころなので、ここから離島への航路開発やマリンア

方を海に囲まれ、地理的、社会経済的にまとまりを

クティビティを提供するなど面としての観光開発を

持ちます。そして特に長崎は、有人国境離島法に

して、世界から富裕層をはじめ多様な観光客を迎え

代表されるような「現代の防人」として重要な役目を

られるようにしなければなりません。そのためには

担っています。

交通や宿泊などのインフラ整備が課題として残って

そして三つ目が「歴史と国際交流」。長崎では古

います。それと共に優秀な人材をこの地域に維持し、

代からアジア、特に中国、韓国との交流が多面的に

同時に教育していく必要があります。また、IoTや

行われおり、近世以降は欧米を含む海外との交流

AIなどを利用した開発も必要で、本研究所でも大

拠点としての歴史があり、これに関連した観光素材

型ドローンの導入実証実験や水陸両用機の離発着

を豊富に持ちます。また長崎は最後の被爆都市とし

について細かな検討を行っているところですが、新

て、
「国際平和交流」も訴えます。

たな産業化を図り企業誘致も行い、産官学が上手く

九州・長崎のIR 構想と地域発展のための課題

連携することも欠かせません。これらの課題解決に

国の制度設計案が完了する前段階での試算とな

IRが起爆剤となることは間違いありません。

りますが、ハウステンボス地域における約14 ヘク
タールの土地を前提とし、平成29年時点で建設投
資額は約2, 000 億円と試算されています。直近の状
況としては、約100 ヘクタールのハウステンボス内

12

大阪を国際観光拠点に
するために

において、約30 ヘクタールの土地をIR区域として

渡辺 溝畑様、お願いします。

新規施設用に用意することで関係者間の合意がな

溝畑 2019年6月にG 20首脳会議、秋のラグビー

されているところです。また佐世保市のみならず、

W 杯、20年に五輪、21年にワールドマスターズゲー

日本最大の閉鎖性水域である大村湾を中心に、民

ムズ関西、25年万博と、国際的なイベントを見据え

間投資による開発を促進したいと考えています。そ

て、大阪の観光がこの先日本観光のトップランナー

のためにも長崎県内の都市間で交通インフラ・周辺

になる意気込みでおります。

環境、観光素材等の整備・促進を連携して行いま

2030年までに、大阪市内の鉄道の延伸や開業に

す。
そして長崎 IRを心臓部とする
「観光サーキュレー

より関西国際空港や伊丹空港から中心部への直接

ション」を構築し九州全域で観光を楽しんでもらう

乗り入れが可能になるほか、2030年以降はリニア開

構想です。さらにその先には九州・長崎が日本のゲー

業や北陸新幹線の延伸で交通体系が一気に進展し
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ます。また梅田・中之島周辺の再開発で都市文化・

するのが MICE、つまり高付加価値型の観光サービ

医療の中心として 21年には美術館、23年には中之

スだと考えます。

島未来医療国際拠点の開業が予定されています。

大阪のIR 構想

そして約2, 800 万人の集客を見込む万博開催に合わ
せてIRを開業する構想です。

健康、食、癒しといった分野を掘り下げて世界
で突き抜けたい。これは 2025年大阪万博のテーマ

観光の課題

「いのち輝く未来社会のデザイン」にもつながってい

大阪は関西のゲートウェイとして国際観光に力を

ます。今年 6月にはG 20首脳会議のほか財務大臣

注いでいます。世界中から観光客が来ているのに夕

会議等の閣僚級会議が開かれます。警備や交通規

方 6時に施設を閉めるの

制など負担は少なくあり

は言語道断、大阪観光

ませんが、これほどの国

局では 24時間観光都市

際会議を開催するのは

として朝まで遊ぶ仕掛け

価値ある経験です。G 20

「大阪ナイトアウト」の認

も万博もIRも、
全ては
「大

証、
「日本酒de KANPAI

阪の目指すすがた」とい

OSAKA 」といたイベン

う文脈に沿ったもので、

ト開催、はしごできるお

その中でIRは目的では

店のポータルサイト、ま

なく、われわれのコンテ

た富裕 層の 3割が同性

ンツを世界基準に上げる

愛者というデータもある

手段だと考えています。

ことから、その層の取り

IRを巡り懸念が多くあ

溝畑 宏氏

込 みを意 識したLGBT
旅行客向けの情報サイト
「VISIT GAY OSAKA」
も立ち上げています。
官民挙げた受入環境
の整備によって大阪の訪
日外国人客数は 2013年
から18年で 4.4倍の伸び、
1,141万人に達しました。

みぞはた

るなか、大阪は「課題懸
念を最小化しメリットを

ひろし

1960 年 京 都 府 生。1985 年 東 京 大 学 法 学 部 卒 業、
自 治 省 入 省。2002 年 大 分 県 企 画 文 化 部 長。2004
年（株）大分フットボールクラブ代表取締役。2008
年 J リ ー グ ナ ビ ス コ 杯 優 勝。2010 年 国 土 交 通 省 観
光庁長官。2012 年内閣官房参与、大阪府特別顧問、
京都府参与。2015 年大阪観光局理事長（大阪観光局
長）。大阪府市都市魅力戦略推進会議会長。2017 年
大阪府・大阪市 IR 推進会議座長。大阪・関西スポー
ツツーリズム＆ MICE 推進協議会 会長。

最大化する」ことをモッ
トーに、世界中から、人・
モノ・投資を呼び込み経
済成長のエンジンとしま
す。そのためには世界水
準の競争力を備えたオー
ルインワンMICE施設が

そのうち 8割が東アジア

必 要 で、1万 2000人 規

（韓国、
中国、
台湾、
香港）、

模の会議に対応できる国

1割が東南アジア、残り 1割が欧米豪です。今後、

際会議場、10 万㎡以上の展示面積を必須要件にし

欧米豪を増やすことが課題で、そのためにエアライ

ています。投資規模は約9, 300 億円。200 ヘクター

ンの誘致も行っており、ブリティッシュ航空とデル

ルの敷地は段階的に整備する想定で、1期が IR、開

タ航空が便増、トルコ航空の再開が決まっています。

発面積約50 ヘクタール、プラス 10 ヘクタールは将

量に加えて質の向上も課題です。大阪はこの 4 年間

来の拡張分です。年間来場者数は 1, 500 万人、年間

でインバウンド消費が 2600 億から 1. 2兆円と 1兆円

売上約5, 000 億円を見込んでいます。

プラスになりましたが、今後消費額増に大きく寄与

現在、事業構想公募（RFC）を行いIR 事業者と
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の対話をはじめているところです。早めに実施方針

対策の検討、背面調査への備えの大きく 3 つの観

を出して事業提案の公募・選定（RFP）を行いたい。

点でご説明します。なお、意見・解釈に関する部分

区域認定まで 2 ～ 3年かかるという話ですが、今後

は私見であり、所属法人の公式見解でないことをあ

の環境アセスなどの時間を考えると 2025年には間

らかじめお断りしておきます。

に合わない恐れがあります。国と連携して、2025年
万博に間に合うよう、官民一体となってスピーディー
に取り組んでいく必要があります。

【1.事業性の検討】
日本で運営する以上、日本特有の事情を加味し
た計画の具体性を慎重に見ていく必要があります。
想定したほど集客がない、建設スケジュールが間に
合わない、コスト負担だ

IRビジネス
参入における
留意点
渡辺

けが大きく圧し掛かるな
どの理由でIRを失敗さ
せないためにも、事業計

経済波及効果

画を細かく確認すること

が大きく、参入する自治

です。それは収益面も当

体・企業にとっても魅力

然のことながら、事業者

のあるIRですが、事業

が取組みを検討してい

性の確保やリスクマネ

る様々な施策が実現可

ジメントなどセンシティ

能な内容であるかの検

ブな課題もあると思いま

証とともに、実装するコ

す。IR整 備の課 題、留

ストを見積り事業計画に

仁木 一彦氏

意点などを考えてみたい
と思います。
仁木

今回の IR 整備

のための投資額は数
千億円から 1兆円を超え
るともいわれており、大
規模かつ複数の施設が
複 合した 事 業 規 模 で、
これを経験したことのあ

14

にき

織り込むことが重要と考
えています。事業者が検

かずひこ

IR ビジネスに係るプロジェクトの業務責任者を複数
務 め、IR ビ ジ ネ ス 参 入 を 検 討 す る 企 業 だ け で な く、
国や地方自治体に対するサポートも手がける。IR ビ
ジネスに関係の深いエンタテインメント、メディア、
不動産、ホテル等でのコンサルティング業務経験を多
数有する。企業の透明化・健全化に関する分野を中心
に専門分野は各種規制対応、コーポレートガバナン
ス、リスクマネジメント、コンプライアンス等。公認
会計士、公認内部監査人、公認不正検査士。

討している施策は、事業
者提案（RFP）に記載す
ることになり、自治体は、
事業者からの提案内容
を実現性も含めてつぶさ
に検証する必要がありま
す。カジノ開業時点まで

る日本企業はいません。

の技術革新を含めた具

海外のオペレーターから

体的な計画が事業者か

見たときに日本のIR 市場が魅力的に映ることは、大

ら出されているかなどが、検証するうえでの重要な

阪で外資系企業が積極的に活動していることからも

ポイントになると思います。いくつか具体例をあげ

明らかです。しかし、それ故に競争が過熱し、非現

て補足説明します。

実的な事業計画が作成されたり、投資規模にばかり

例1：入場規制

目がいくことで負の影響対策やリスク対策がおろそ

ギャンブル等依存症対策と密接に関係するカジノ

かになることが懸念されます。私からは、IR整備の

施設での入場規制です。入場時のチェックの方法

課題、留意点に関して、事業性の検討、負の影響

はどう実装するのかの具体化が必要です。入場時
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のチェックに時間をかけすぎれば長蛇の列ができて

【2.負の影響対策の検討】

しまいます。事業者がどれほど大きな収益を目指す

IR整備において、投資規模や収益性の検討は極

という事業計画を示しても、実現可能な内容か検討

めて重要です。それ故、多くの事業者が投資規模

ができていなければ事業計画の実現は絵に描いた

や収益性の検討に多くの人員と時間を割いているの

餅となります。

が現状です。最大の落とし穴となるのが負の影響

例2：危機管理・防災対策

への対策です。海外オペレーターは、海外で負の

IR施設は不特定多数の顧客が訪れる集客施設で

影響対策を行っている経験もあるので大丈夫と考え

あり、テロの標的になる可能性があります。事業者

る傾向があるようですが、それは過信と言わざるを

はセキュリティ強化、危機管理体制の確立・運用を

得ません。海外の負の影響への対策をそのまま日本

検討し、対策コストを適切に事業計画の数字に反

に持ってきても残念ながら機能しないでしょう。

映させることが必要です。また候補地の立地特性を

昨今、データ改ざんやコンプライアンス違反など

考慮した災害時の避難対策・安全確保等の防災対

日本企業の不祥事が多くありますが、ひとたび不祥

策は、日本においては海外にない固有の重要なファ

事が起きれば事業は止まり、株価の下落、
レピュテー

クターとなります。

ションの悪化を招きます。そのような不祥事が起き

例3：人材の採用・確保・育成

る企業には共通の原因があります。多くの事例では、

IRは労働集約型の産業であり、1万人超の雇用拡

具体的なコンプライアンスやリスクマネジメントの

大が見込まれ、人材の採用・確保・育成について

計画がなく経営者がリスク対策を重視せず、その

の課題もあります。IRが開業する時点で就労環境

管理コストをおざなりにしている傾向がみられます。

はどうなっているのか、自動化等のテクノロジーの

もし、IR 事業者が依存症対策を適切に行わなかっ

進展でカジノのディーラーはロボットに代わるとも

た場合、最悪のケースでは人命が失われる可能性

言われています。労働人口の不足、将来のワークス

もあり、深刻な事態に陥ることが想定されます。

タイルを考えて、テクノロジーの活用などを具体的

負の影響をはらむIR 事業においては、極めて高

に検討する必要があります。また、その施策の実現

い倫理観を持った企業が事業を運営することが望

コストを事業計画に連携させることも必要です。

まれます。万が一にも企業不祥事を起こすことは

例 4：まちづくり整備

許されません。その意味で、今後行われるIR 事業

自治体が周辺地域の魅力向上や事業効果の最大

者の公募・選定や区域整備計画の認定においては、

化のために事業者にまちづくり整備の取組みを期待

負の影響への対策のみならずコンプライアンスやリ

していることがあります。例えば、大阪ではスマー

スクマネジメントに関する具体的な計画をもち、そ

トシティを掲げ、安全安心なエネルギーシステムの

れを実現するための管理コストも十分に見込んでい

構築によるエネルギーマネジメント、ICT等技術を

るような企業が選ばれる必要があります。

活用したデータの利活用による来訪者の利便促進・

【3.背面調査への備え】

観光施策の推進、まちの魅力や都市力の向上、に

IR事業において極めて高い倫理観を持った企業

ぎわい創出につながるエリアマネジメント等の整備

が事業運営をすることが望まれるという話とも関係し

を検討しています。スマートシティ整備についても、

ますが、日本でもIR事業の免許付与に先立ち、諸外

事業者は具体的な提案内容を用意するとともに、コ

国の例を参考にカジノ管理委員会による、いわゆる

ストを含め事業計画と整合させた提案を行う必要が

背面調査を実施することが検討されています。事業

あります。

者とその役員に対し社会的信用を有することの確認
のために手続きが踏まれます。反社会的勢力等との
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接点がないこと、過去の行為、事業運営能力の有無

IRのカジノのためにつくられた法律ではありません。

等の調査です。背面調査は、カジノ規制当局が免許

これを今後出てくるIRカジノと直結して議論すると

申請者等に対して広範な情報提出を求め、情報の確

混乱が起きるため一旦切り離さなければなりません。

認を行い、事業主体の廉潔性や事業運営の健全性

この法律は現在ある公営競技、パチンコを中心と

等が確保されているか等を調査するプロセスです。
背面調査は国が免許付与の時点で実施する以外

し「全ての射幸行為を含むもの」
と書かれており理屈

にも政府主導の有識者会議「IR 推進会議取りまと

上は違法な闇賭博から宝くじまで全てが入ります。

め」資料において、
『国が地方公共団体を認定する段

ただ対策項目をみると、違法な闇賭博に対しては

階で事業者に対し予備

「取り締まりを一層強化

審査を行うのはどうか』

する」とあるのみで、そ

や『国がガイドラインの

の対象には宝くじもカジ

ようなものを示して、IR

ノも入っていません。事

事 業 者 選 定 の 段 階 で、

実上はカジノを含むIR

地方公共団体に事業者

の露払いとしての意味合

の審査を一定程度行う

いが強く、政府が既存の

プロセスを踏ませること

ギャンブリングを強力に

も考えられる』と検討さ

管理できていることを国

れているように、自治体

民に示し、国民の警戒感

による事業者選定の段

を薄める使命を負ってい

階においても社会的信用

ます。健康法でありなが

西村 直之氏

を有することを確認する
手続きが行われる可能
性があります。事業性の
検討、負の影響の検討
とともに事業参入のため
には企業としての準備が
必要と考えます。

負の影響
への対策

にしむら

ら健康法とは異なる使命
を持つ、これまでにない

なおゆき

1990 年琉球大学医学部医学科卒業、同大学大学院
修了（医学博士）。精神科医。
薬物依存の治療・回復支援に従事の後、2006 年ぱ
ちんこ依存問題電話相談機関リカバリーサポート・
ネ ッ ト ワ ー ク（認 定 NPO 法 人）を 設 立 し、 国 内 ギ ャ
ンブリング領域の依存問題対策を推進。2018 年一
般社団法人日本 SRG 協議会を設立し、日本国内への
Responsible Gaming の普及に取り組む。現在、大
阪府・大阪市ギャンブル等依存症対策研究会委員、北
海道 IR 有識者会議委員等を務める。

渡辺 負の影響という話がでました。
西村先生は、

法律です。
それではIRにおける
依 存対策はどうするの
か。国が大枠は決めます
が、IR整 備 法では、対
策立案は自治体の責任
です。IRを誘 致 する自
治体が事業者と議論し、
自分たちの地域に対して

必要な対策デザインをしなくてはなりません。ギャ

そもそも依存症については正しい知識が広く国民に

ンブル等依存症対策のフレームワークを参考にすれ

理解されているとは言い難いとメディアで語ってお

ば事足りるという考えでは話になりません。IRとい

られました。2018年に施行された「ギャンブル等依

う今までにない未来的で、全く異質な文化に対して

存症対策基本法」は、この状況を変えうるものなの

対策は立体的に、少なくとも三次元的に考える必要

でしょうか。

があります。紙の上の二次元レベルの対策プランで

西村 まず、ギャンブル等依存症対策基本法は
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した既存のギャンブリングに対する法律です。しか
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は役に立ちません。これまでの事業企画とは、次元

カジノを含む統合型リゾート（IR）の制度と可能性

が違うものと考えなくていけません。
渡辺 自治体がゼロから作り上げるとなれば責
任は重いですね。

算性の厳しい大型MICE施設の整備が可能になり
ます。カジノ抜きでいいじゃないかという指摘はよ
くありますが、既に 140 ヶ国で合法化され社交場

菊森 長崎県では 2007年に「長崎こども・女性・

になっており、富裕層向けの観光施設、質の高い

障害者支援センター」を一体的に設置して依存症に

MICE施設などが一体となった施設を整備するには

ついても相談窓口を充実させています。さらに 2019

必要と考えています。

年度には「依存症対策総合支援事業」を予算化して

大阪にはインデックス大阪という 7 万㎡の展示施

県としても注力します。先ほど西村先生からあった

設（本年6月下旬のG 20 大阪サミットの会場）があり

RGの考え方に基づいて、
「長崎型IR 弊害防止対策

ますが、それに付帯するレストランと会議場の施設

フレームワーク
（仮称）」をつくるべく現在調整中で

は質・量共に乏しい。グランキューブ大阪も中心部

すが、今後国の方針がでてくれば一層具体化してく

にある国際会議場ですが 2, 800人規模で展示場が

ると思います。これを「長崎モデル」と呼び、九州全

ない。どの地域も世界基準のオールインワン施設が

域に広げる必要があると考えています。

ないという状況にあります。
菊森 長崎は現状、コンベンションが開催できる

なぜ最高水準の
MICE 施設なのか
渡辺 あくまで個人的な見解ですが、会議場や

施設としては、最大収容人数 2, 000人の施設しかな
く、これまで大きな学会の誘致には苦労してきまし
た。長崎市内に 3, 000 ～ 4, 000人収容のMICE施設
を建設中ですが、しかしそれだけでは大規模な国際

展示場ビジネスは収益性が決して高くない、という

会議を開催できる水準には届かない可能性がある。

印象を持っています。政府の言う
「これまでにない

そこで佐世保のハウステンボスの近接地にIRの中

クオリティ」はわかりますが、
「これまでにないスケー

で一体として開発すべき意味が出てきたのです。

ル」を追求する必要性があるのでしょうか。スケー

溝畑 シンガポールには、2010年のIR施設を含

ルを追求し過ぎると、事業リスクが高くなるのでは

めてオールインワンの質の高いMICE施設が 3 ヶ所

ないかと危惧しています。

もあります。これらの施設が適切に機能分担してい

熊谷 MICEについては、長期間の滞在が見込
めるため参加者の単価が 12 万～ 13 万円程度と、一

ます。
熊谷

シンガポールはIRを導入した 2010年か

般訪日客に比べ倍程度になります。来訪者は各国の

らの約8年間で、国際会議の数は 27%増、シンガ

リーダー層や知識層が多く、口コミ効果やネットワー

ポール来訪者の消費額は 112%増、ホテルの客室供

ク拡大以外にも先進的研究者の交流の創出など定

給が 78%増の中で稼働率も 12%増、客単価は 14%

量化できないプラス効果は大きい。現状、日本の

増、富裕層に限っては 40%増という成果を上げまし

MICE施設は国際的な水準に至っておらず太刀打ち

た。そんなシンガポールですが、観光資源が多い日

できる状況ではありません。国が公共政策としてIR

本が IRを始めればお客を一気に取られるのではな

をやる以上、規模・質ともに一定の基準に達しない

いかと、日本の潜在能力を認めたうえで強い危機感

ものは、賭博罪の違法性を阻却してまでもつくる必

を持っています。

要はないという考え方です。
溝畑 MICE施設はそれ自体では採算性は厳し

一昨年LAで「ミルケンカンファレンス」という国
際会議に参加しました。米国版ダボス会議とも呼ば

い。しかし客単価が高いので経済波及効果が大き

れ、世界から国際的な投資家約4, 000人が集まり、

い。IRではカジノの収益が一定の担保になり、採

その総資産運用額は 2,000兆円とも言われています。
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日本のプレゼンスは近年落ちていましたが、例年よ

かという責務は一切書かれておらず、これが改正さ

り大きな会場で日本セッションが開かれ、越智隆雄・

れる気配もありません。ギャンブリングを一元的に

内閣府副大臣（当時）
と共に、私も登壇しました。理

管理、
監督する省庁もできそうにありません。これは、

由はIRです。これほどのポテンシャルを持ちながら、

大きな課題として残っています。

安倍政権成立まで伸び悩んでいた日本の観光業が
IRを起爆剤に急成長するのではないかと、国際的
に大きな注目を集めています。
渡辺 日本がこれまでIR導入に踏み切れなかっ

IRの可能性
渡辺

た理由は色々とあるで
しょうが、例えば、パチ

せんが最後に皆さまに感

ンコ産業と比較した観点

想など、簡単に頂戴した

からはどんなことが考え

いと思います。
溝畑

られるのでしょうか。
西村

現在、地域の

パチンコは民

合意形成に向けた取り組

間事業であり、遊技とい

みを行っているところで

う位置づけで、強力な規

すが、次の段階に進むた

制によって賭博法への抵

めにも、国には早く基本

触を阻却されています。

方針を出し、カジノ管理

IRにおける賭博解禁と

委員会を設置して、区域

は、異なる位置づけにあ

認定申請を早めていただ

渡辺 晶

る産業です。IR導入の
障壁は、むしろ公営競技
の法的な立て付けにあっ
たのではないかと思いま
す。日本の場 合、公 営
競技は全て国または自治
体が運営しています。国
が全てのギャンブルの開

18

話題は尽きま

わたなべ

くことをお願いしていま
す。オリンピック後の切

あきら

1988 年 野 村 證 券 入 社。 支 店 営 業、 人 事 部、 事 業
会 社 の 新 規 上 場 コ ン サ ル テ ィ ン グ 等 の 業 務 を 経 て、
2004 年より、J-REIT の新規上場、追加増資等のエ
クイティ・ファイナンスを担当するアセット・ファイ
ナンス部に所属。2014 年 8 月より、一般社団法人
不動産証券化協会へ出向。一橋大学経済学部卒業。不
動産証券化協会認定マスター。

れ目のない経済成長、観
光推進のためにはIR開
業はできれば 2024 年頃
が 望ましく、26年や 27
年では遅すぎます。日本
の経済成長と「観光先進

催に関与しながら、管轄

国」日本の実現のために、

省庁や監督法律が縦割

早期のIR開業が必要と

りで異なる。IRが加われ

申し上げたい。

ば、従来の監督法律との齟齬が生じてしまう恐れが

そして大阪では事業者 7 社がエントリーしていま

あり、監督官庁はIR 推進には積極的にはなれなかっ

すが、聞こえてくるのは 30 ～ 40年タームで安心し

たように思えます。カジノと公営競技は、純然たる

て投資できる法制度なのかという疑問の声です。規

賭博としては同じカテゴリーに入ります。その負の

制は必要ですが過度になれば投資意欲を著しく減

問題に対する対策責務は、本来同等に求められるも

退させかねません。今後も十分に議論して民間事

のですが、公営競技の関連法には依存問題や社会

業者の声に耳を傾ける必要があると思っています。

的な負の問題に対してどう対応しなければならない

また調べてみると 2023 ～ 24 年頃に日本全体で建設
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カジノを含む統合型リゾート（IR）の制度と可能性

ラッシュがあり建設市場の逼迫が予想されます。時

富裕層をターゲットとしたラグジュアリーホテルを

間的な制約を考えると、日本国内における建設に係

開業する予定です。今後も、佐世保と九州各地を

る人材、建材、物流等の適正配置や重点投入を今

結んで、これまでにない質のサービスとホスピタリ

から検討しておく必要があると思います。

ティを提供し、
「観光イノベーション」を起こしていけ

IRは単なる一プロジェクトではなく、日本の都市

るのが IRだと考えています。

政策、観光政策、文化政策に寄与する成長戦略の

九州地域全体のIR整備に向けては、陸・海・空

起爆剤です。観光の量と質を高めるという観点から

のインフラの整備やソフトの観光資源開発、人材育

は、特に富裕層を対象とした対策をしないと質は上

成といった課題があります。なかでもアクセスが最

がりません。ラグジュアリー型、滞在型観光の基盤

重要と認識しており、現在進められている福岡空港

つくりが重要な課題になると考えています。

等の空港の民営化や長崎空港、佐賀空港、熊本空

熊谷 日本がなぜデフレを克服できなかったの

港等からのアクセス改善が重要です。利用度と利便

か。色々な要素がありますが一つの大きな理由はマ

性をどう向上させていくのかがポイントだと思ってい

ネタイズができていないことです。つまり世界最高

ます。

水準の製品をつくりサービスを提供していても、そ

西村 ギャンブル等依存症対策基本法には、射

の水準に見合った適正な価格を設定できていない。

幸性の側に関わるすべての者はこの対策のステーク

例えば、日本並みの文化レベルの国で一泊二食付

ホルダーである旨が明記されています。IRに関わる

で 1万円程度で泊まれる国はほとんどありません。

様々な立場の利害関係者はこの問題に何らか関わる

ところが、最近は裕福な外国人旅行者が増えて一

という認識を持っていただきたいと思います。

泊20 万円程度のホテルが連日満室というケースも少

現在に続く都市型アルコール依存問題は、産業

なくありません。今後はIRがある種のショック療法

革命を端に英国で問題化しました。農村から都市に

となって、日本の奥ゆかしいビジネスモデルが変革

大量に集まった労働者のなかに、アルコールや薬物

されることを期待しています。特にGDPの 7割程度

依存症が多数発生し、その後、反動するように欧

を占めるサービス業の労働生産性は米国と比べて半

米で禁酒運動が起き、以後100年間にわたり対策の

分位しかありません。その生産性を米国並みにまで

試行錯誤が続きます。1930年代を過ぎて医療化と

上げることができれば、二百数十兆円の規模でプラ

いう方向に動き出しましたが、現在は、この次の段

スの経済効果があります。仮に農業を 3倍に増やし

階として対策の脱医療化が模索されています。歴

てもGDPは十数兆円しか増えません。
これに対して、

史からも新たな都市づくり、文化づくり、産業発展

適正な値段設定により労働生産性を上げることがで

の負の側面として、依存問題対策は切り離せない課

きればデフレから脱却する起爆剤となります。その

題だといえます。

ために重要なカギとなるのが IRなのです。
菊森 1泊100 万円の部屋が外国では珍しくない

これまで日本の依存対策は税金で賄われ、効果
測定、費用効果評価などは全くなされていません。

ように、世界の富裕層は桁違いのニーズがあり、そ

IR整備のなかで、入場料徴取や企業負担が議論さ

れに対応できる素晴らしい宿と食、おもてなし、観

れていますが、根拠のない支出は、民間であれ税金

光の提供が地域には必要です。今、長崎港にはスー

であれ行うべきではなく、今後 IRで生じる収益をど

パーヨットが入港し、世界の富裕層が訪れるように

のように使うか詳細の議論が必要となります。そし

なりました。市内の伝統的建造物群保存地区「南山

て対策への投資は効果が評価されなければ、国民

手」
にある、
「マリア園」
という明治時代から孤児院
（児

にとっても産業にとっても良いことはありません。

童養護施設）だった建物を利用して、森トラストが

私は、
IR整備の価値は、
日本に福祉のイノベーショ
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ンを起こすことにあると考えています。地域との摩
擦、あらたな産業文化との摩擦を減じながら安全に

今後、地方自治体が行うIR 事業者の公募・選定

IRを成長させること、これは地域のレジリエンス、

や国が行う区域整備計画の認定においては、負の

抵抗力を上げることにほかなりません。この地域変

影響対策やリスク管理についても具体的な計画と実

革にIRが意義を持てれば、IRは福祉改革の起爆剤

行力をもった企業を厳格に見極めていただきたいと

となり推進力となります。創る福祉への投資の扉が

思います。そうすることで、単に事業規模や収益性

開くことを期待します。

だけではなく、IR施設が多くの国民から受け入れら

仁木

デロイトトーマツでは、IRの事業計画に

ついて相談を受ける機会が多くあります。IRの事業
計画を見る場合には、どの国から何人が来場し、そ

れる素晴らしい施設となり、本当の意味でのIR 事
業の成功になると信じています。
渡辺

皆さま、ありがとうございました。本日は

れぞれの施設でどの程度の売上と利益があがるの

色々な立場の方から詳しいお話を聞くことができ大

か、どの程度の投資規模となるのかを緻密に落とし

変勉強になりました。おかげ様で本当に楽しい時間

込むことになります。同時に、世界最高水準となる

を過ごせましたし、皆さまのIRにかける熱意に感服

規制への対応、負の影響への対応、高い倫理観を

いたしました。

もった企業としてのコンプライアンスやリスクマネ

IRは大いなるビジネスチャンスを秘めていると思

ジメントへの取り組みを真剣に考える必要があるこ

います。導入については、国、地方自治体、民間事

とが、IR 事業の特徴と言えます。

業者等の関係者が一丸となって推進し、適切な運

事業性と負の影響への対応は表裏一体です。繰

営を心がけ、IRをドライバーにして、日本経済が再

り返しとなりますが、負の影響をはらむIR 事業にお

び成長軌道に乗れるよう大いに期待したいと思いま

いては、極めて高い倫理観を持った企業が事業運

す。

営をすることが望まれます。万が一にも企業不祥事

20

を起こすことは許されません。
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