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１．はじめに 

 

（１）業務概要 

Ａ．業務の目的 

本業務は、「特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律」（平成 28 年

法律第 115号。）及び「特定複合観光施設区域整備法」（平成 30 年法律第 80号。

以下「ＩＲ整備法」という。）の成立や県内の統合型リゾート（以下「ＩＲ」と

いう。）誘致に向けた動きなどを踏まえ、県内へのＩＲ導入可能性等について

経済効果や社会的な影響などの面から客観的な調査を行い、今後の検討に当た

っての基礎的な情報を得ることを目的とするものである。 

 

Ｂ．業務期間 

本業務の業務期間は、業務委託契約締結日である令和元年 7月 9日から令和

2年 3月 10日までの約 9カ月間である。 

 

Ｃ．業務の内容 

① 国におけるＩＲ導入の背景等の整理 

    ａ．国におけるＩＲ導入についてのこれまでの動向や取組等を整理する。 

    ｂ．ＩＲ整備法及び弊害防止対策等について整理する。 

② 海外先進事例調査 

ａ．海外の代表的なＩＲ施設の概要について整理する。 

ｂ．ＩＲ導入による経済波及効果、雇用創出効果等について整理する。 

ｃ．社会的影響（懸念事項）と実施されている対策等について整理する。 

③ 国内先行事例調査 

    ａ．国内他自治体におけるＩＲ導入に向けた動向について整理する。 

    ｂ．国内他自治体における基本構想等の概要などについて整理する。 

   ④ 宮城県の現状と課題の整理（全体、ＩＲ関連施設に関するものなど） 

    ａ．日本全体の人口動態、観光の現状を踏まえた課題等を整理する。 

    ｂ．東北・宮城県の人口動態、観光の現状を踏まえた課題等を整理する。 

    ｃ．東北・宮城県の国際会議場施設、展示等施設等の設置状況等を整理する。 

   ⑤ 県内におけるＩＲ施設の構成と規模の検討 

    ａ．想定される立地地域における需要予測を行い、適切なＩＲ施設の規模概 

要等を検討する。 

なお、本業務において想定される立地地域は、交通アクセス等の状況を

踏まえ、仙台空港周辺地域（仙台空港から公共交通機関等で概ね 30分以内

で移動できる範囲とし、仙台市内を除く。）とする。また、需要予測は、保

守的シナリオ及び楽観的シナリオの２パターンを検討するものとする。 
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    ｂ．想定されるＩＲ施設の構成と構成施設別の規模等を検討する。 

      なお、ＩＲ施設の構成と構成施設別の規模については、「特定複合観光

施設区域整備法施行令」（平成 31 年政令第 72 号。以下「ＩＲ施行令」と

いう。）に示されている特定複合観光施設の中核施設の具体的な基準・要

件等に従い、いくつかの導入パターンを検討するものとする。 

    ｃ．想定される立地地域におけるＩＲ施設建設に関する諸規制を整理する。 

   ⑥ ＩＲ施設の事業採算性の検討 

    ａ．上記⑤で検討したＩＲ施設の導入パターンのうち、最も導入可能性が高

いと考えられるものを抽出し、構成施設の概要等を整理する。構成施設の

概要等の整理に当たっては、ＩＲ整備法第 2条第 1項第 1号から 6号まで

に規定する施設区分によることとし、ＩＲ整備法第 1項第 3号及び第 6号

の施設については、上記④を踏まえて検討すること。 

    ｂ．構成施設別の初期投資額、売上・費用、稼動率など、事業採算性検討の

ための諸条件を整理する。 

    ｃ．ＩＲ施設の適切な投資回収期間等を踏まえた財務シミュレーション等に

より、その事業採算性について検討する。なお、財務シミュレーション等

は、⑤ａ．の需要予測に基づき、保守的シナリオ及び楽観的シナリオそれ

ぞれについて行うこと。 

   ⑦ 県内にＩＲを導入した場合の効果・影響調査 

    ａ．上記⑤および⑥で検討したパターンでＩＲを導入する場合に見込まれる

経済波及効果や雇用創出効果、税収増加額などを検討・算出する。 

    ｂ．ＩＲ導入による社会的影響（懸念事項）とその対策等について整理する

とともに、諸外国の事例における当該対策の費用などについても整理する

こと。 

   ⑧ 民間オペレーター等へのヒアリング 

     上記④から⑥までの調査を踏まえ、国内に拠点を有する民間のＩＲオペレ 

ーター等へのヒアリングを実施し、ＩＲ施設導入先としての宮城県の潜在的

な可能性について、国内で導入に向けた動きのある他地域に比した優先度や、

ＩＲの導入に向けた課題などについて整理する。 

   ⑨ 独自の取組 

     ①から⑧のほか、上記Ａ．の目的を達成する上で、本業務の効果等の向上

に資する取組を実施する。 
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Ｄ．業務のフロー 

  現状整理および導入可能性の客観的な調査、効果と影響の調査・ヒアリング 

 をそれぞれの課題認識のもとで実施し、一連の調査をふまえ、県内の既存のＭ    

 ＩＣＥ施設等との共存可能性の検証および雇用環境の検証を実施した。 

 

①  現状整理 

国におけるＩＲ導入の背景等を整理するとともに、海外先進事例調査およ

び国内先行事例調査により、ＩＲ導入をめぐる国内外の状況を整理した。  

 
     国におけるＩＲ導入の背景等の整理では、これまでの国内外の動向や取組

等について、「日本型ＩＲ」の考え方を踏まえ、体系的にわかりやすく整理し

たほか、ＩＲ整備法の概要について、依存防止対策等の弊害防止対策との関

係性を明示しながらとりまとめを行った。 

ＩＲ導入をめぐる
国内外の状況整理

海外先進事例
調査

国におけるＩＲ導入
の背景等の整理

国内先行事例
調査
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   ② 県内へのＩＲ導入可能性の客観的な調査 

     宮城県の現状と課題を整理したうえで、県内におけるＩＲ施設の構成と規

模を検討し、事業採算性の検討を実施した。 

    

     宮城県の現状と課題の整理では、ＳＷＯＴ分析を活用して、人口動態や観

光の現状等をふまえた課題の抽出、整理を行い、導出された取組みの方向性

が、「ＩＲ施設の導入」という具体的な施策と齟齬がないかを検証した。 

     県内におけるＩＲ施設の構成と規模の検討では、想定する立地地域のポテ

ンシャルを整理したうえで、先行調査事例等を参考に需要を予測し、既存の

インフラによる吸収が可能かどうかを検証した。想定するＩＲ施設の構成と

規模についてはＩＲ施行令に従い、ＭＩＣＥ施設の規模にあわせて、3 とお

りの導入パターンから検討した。 

     その後、抽出した導入パターンについて、公表資料のほかＩＲ関係者や金

融機関へのヒアリングを有効に活用し、シナリオ毎に単年度および複数年の

事業採算性を客観的に検証した。 

 

③ 効果と影響の調査とヒアリングの実施 

     県内にＩＲを導入した場合の経済波及効果や雇用創出効果、税収増加額と

いった経済的効果を調査するほか、ギャンブル依存症や青少年健全育成、マ

ネーロンダリング等の社会的影響を調査した。 

また、調査内容をふまえ、「民間オペレーター等にとって宮城県は魅力的な

地域なのか」という視点から、民間オペレーターやＭＩＣＥ専門家等にヒア

リングを実施した。 

      

      

 

 

 

宮城県の現状と
課題の整理

県内における
ＩＲ施設の構成と

規模の検討

ＩＲ施設の
事業採算性の検討

ＩＲ導入による効果・影響の調査と民間オペレーター等へのヒアリング

県内にＩＲを導入した場合の効果・影響調査
（経済的効果・社会的影響の調査）

民間オペレーター等へのヒアリング
（調査内容をふまえ、ＭＩＣＥ事業者や民間オペレーター等へヒアリングを実施）
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（２）業務実施体制 

業務提携関係にある複数の大手シンクタンクのノウハウを活用するとともに、

親会社の七十七銀行とも連携し、本業務を遂行した。 
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２．特定複合観光施設導入可能性調査 

 

（１）現状整理 

Ａ．国によるＩＲ導入の背景等の整理 

 ① ＩＲとは？ 

   ＩＲは、Integrated Resortの略称である。国内では「統合型リゾート」

と呼ばれており、「観光振興に寄与する諸施設」と「カジノ施設」が一体とな

っている施設群を指し、カジノ施設の収益によりその他の大規模な施設の採

算性を担保している。 

   
② 海外におけるＩＲの導入について 

  海外の主な事例について、ＩＲ導入にかかる海外先進事例の概略をとりま

とめた。 

 ＩＲ導入にかかる海外先進事例の概略 

マカオ 

香港がイギリスの植民地になったことを受け、貿易港としての競争力が

低下。政府の税収が減少したことから税収増加策の一環として、1847 年

にカジノを合法化した。 

2001 年に独占状態だったカジノ経営が解放され、2016 年時点で 6 社が

38 ヵ所のカジノを経営している。 

ネバダ州 

（アメリカ） 

1869 年に賭博を合法化したが、市民団体等によるギャンブル反対運動を

受け、1910 年に禁止となった。 

その後、主要産業であった鉱業の衰退や世界恐慌を背景とした経済の

低迷を打開するため、1931 年に再度、賭博を合法化した。1970 年代から

1980 年代にかけて業界の浄化が進展し、大規模なリゾート施設が立ち並

ぶ現在のラスベガスにつながっている。 

観光客の来訪

観光客による
ＩＲへの訪問

カジノの利用
観光振興に寄与する諸
施設（ホテル、ＭＩＣＥ、レ

ストラン等）の利用

カジノ収益を
諸施設に還元

更なる集客を図る

カジノと諸施設の一体的運営 
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 ＩＲ導入にかかる海外先進事例の概略 

韓国 

1967 年に初の外国人専用カジノが開業し、2016 年時点ではソウルや済

州島など 17 ヵ所にある。そのうち、韓国人が入場できる唯一のカジノ・江

原ランドは 2000 年に開業した。 

ビクトリア州 

（オーストラリア） 

1991 年に投資資本の呼び込みやメルボルン市の中心業務地区の再開

発促進のため、カジノを合法化した。1997 年の「クラウン・メルボルン」開

業を契機に、中心業務地区一帯が再開発され、メルボルン市の魅力向上

をもたらした。 

シンガポール 

 1990 年代後半以降、観光産業が低迷するなか、国際観光の発展ととも

に近隣諸国が観光誘致を進めていることに危機感を持ち、観光都市とし

て生き残るための観光資源への再投資策を国策としてＩＲ誘致を決断。 

 ＩＲ開業後は、外国人観光客が増加傾向にあるなど、大きな経済効果を

もたらしている。 

出所：2015年 3月 横浜市「IR(統合型リゾート)等新たな戦略的都市づくり 検討調査 報告書」 

2016 年 3月 横浜市「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)報告書」 

 

   ③ 公共政策としてＩＲを整備した事例 

     シンガポールは公共政策としてＩＲを整備した好事例としてあげられ、

2005年にリー・シェンロン首相が国策としてカジノを含むＩＲを誘致する

ことを決断した。 

「Not a Casino ,but an IR」とリー・シェンロン首相が明言したとおり、

同国では、カジノの導入そのものを目的としているのではなく、カジノのほ

か、ＭＩＣＥ施設や宿泊施設、エンターテイメント施設等、カジノ以外の魅

力的な施設も整備されるＩＲの導入が目的とされ、2010年、マリーナベイ・

サンズ、リゾート・ワールド・セントーサの２つのＩＲが開業した。 

 ２つのＩＲ開業後、外国人旅行者数や国際会議開催件数、外国人旅行者消

費額等が大きく増加するなど公共政策としての効果が発現し、カジノ施設の

収益による税収増加が財政の改善にも寄与している。 

 こうしたなか、日本においてもＩＲ導入の機運が醸成されるに至っており、

2017年 7月に特定複合観光施設区域整備推進会議が策定した「特定複合観光

施設区域整備推進会議取りまとめ」では、「我が国で導入されるＩＲには、民

間による運営により日本の有する観光資源の潜在力を最大限に解き放ち、日

本を更に高いレベルの『観光先進国』にすることが期待される。同時に、建

築や文化・スポーツ等の他の分野にも一大転機をもたらし、これらの分野が

融合した新たな産業領域を創出することが期待される。（中略）これこそが、

公共政策としてのＩＲが達成すべき目標であり、従前から諸外国で認められ

てきた単なるカジノの運営とは、その概念や目的が全く異なるものである。」

とされている。 
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   ④ 日本におけるＩＲ導入に向けた制度化の動き 

     2019 年 3 月 26 日に「特定複合観光施設区域整備法施行令」が閣議決定さ

れ、ＩＲ施設の具体的な基準・要件のほか、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、現金取引報告（ＣＴＲ）の対象となる取引の範

囲等が明示され、今後、基本方針の策定・公表、実施方針の策定・公表、Ｉ

Ｒ事業者の公募・選定等を経て、ＩＲ事業施設の開業に至る見込みである。 

     ここでは、諸外国のＩＲをめぐる動きを受けて、どのような経緯を経て制

度化に至ったのか、国内の動きを時系列に整理した。 

 

 【日本におけるＩＲ導入に向けた立法化の議論の本格化】 

時 期 国内の動き 

2010 年 5 月 

国土交通省成長戦略会議が「国土交通省成長戦略」を策定。「ＭＩＣＥ誘致

促進の観点からカジノを含めた総合リゾート開発の我が国におけるポテンシ

ャルについて検討する」とした。一方、クリアすべき問題点として「カジノに関し

ては、①組織的暴力集団の介入、依存症患者の発生、青少年への悪影響、

マネーローンダリング、地域環境の悪化等のカジノの負の側面を踏まえたカ

ジノ自体の賛否、②国内の公営ギャンブルの仕組み（払戻率 75％）がある

中、近隣諸国のカジノと比較して競争上優位な制度を創設できるか、③他の

娯楽産業とのバランス、④カジノの収益の使途、⑤特区としての取扱いの可

否等について関係省庁や国民を交えた慎重な議論が必要である」「メガ・コン

ペティション施設との複合開発について、住宅都市分科会との連携・整合性

が必要である」とされた。 

2013 年 12 月 

 自民、維新、生活の３党により「特定複合観光施設区域の整備の推進に関

する法案」が参議院に提出され、2014 年 6 月の衆議院内閣委員会で審議入

りしたが、衆議院解散に伴い廃案となった。 

2014 年 6 月 

 「『日本再興戦略』改訂 2014」が閣議決定され、戦略市場創造プランのテー

マの１つ「世界を惹きつける地域資源で稼ぐ地域社会の実現」において「統合

型リゾート（ＩＲ）については、観光振興、地域振興、産業振興等に資すること

が期待される。他方、その前提となる犯罪防止・治安維持、青少年の健全育

成、依存症防止等の観点から問題を生じさせないための制度上の措置の検

討も必要なことから、特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案

の状況やＩＲに関する国民的な議論を踏まえ、関係省庁において検討を進め

る」とされた。 

出所：2010年 5月 国土交通省成長戦略会議「国土交通省成長戦略」 

2017年 12月 参議院常任委員会調査室・特別調査室「立法と調査」 
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【「特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律」の成立】 

時 期 国内の動き 

2016 年 12 月 

カジノ施設や会議場施設、レクリエーション施設、展示施設、宿泊施設等が

一体となっている特定複合観光施設を設置することができる区域の整備の推

進が、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も

のであることに鑑み、整備の推進に関する基本理念及び基本方針等を定め

た「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）が成

立。本部長を内閣総理大臣とする特定複合観光施設区域整備推進本部（ＩＲ

推進本部）を設置し、ＩＲ区域の整備の推進を総合的かつ集中的に行うことと

された。 

2017 年 7 月 

 ＩＲ推進本部において 2017 年 4 月に第 1 回会合が開催され、安倍首相が

「魅力ある『日本型ＩＲ』を造り上げたい」と発言。その後、重要事項について調

査・審議するためＩＲ推進会議での検討が継続的に開始された。 

 ＩＲ推進会議は、7 月に「特定複合観光施設区域整備推進会議取りまとめ」を

策定。「取りまとめ」では日本型ＩＲの全体像やＩＲ制度の枠組み、カジノ規制・

弊害防止対策・公租公課・カジノ管理委員会等に係る制度設計の方向性が

示された。 

    出所：2017年 12月 参議院常任委員会調査室・特別調査室「立法と調査」 

 

【「特定複合観光施設区域整備法」の成立】 

時 期 国内の動き 

2018 年 4 月 

政府は、国民的な議論を尽くす観点から「取りまとめ」に対するパブリックコ

メントや全国での説明・公聴会を実施するなど制度設計の議論を経て、「特定

複合観光施設区域整備法案」が閣議決定され、国会に提出された。 

2018 年 7 月 

 適切な国の監視及び管理の下で運営される健全なカジノ事業の収益を活

用して地域の創意工夫及び民間の活力を生かした特定複合観光施設区域の

整備を推進することにより、国際競争力の高い魅力ある滞在型観光を実現す

るため、必要な事項を定め、観光及び地域経済の振興、財政の改善に資す

ることを目的として、「特定複合観光施設区域整備法（ＩＲ整備法）」が成立し

た。都道府県等による区域整備計画の作成及び国土交通大臣による当該区

域整備計画の認定の制度、カジノ事業者の業務に関する規制措置等を規定

している。 

出所：2018年 11月 参議院常任委員会調査室・特別調査室「立法と調査」 

                                          2018年 12月 特定複合観光施設区域整備推進本部事務局 

                                                              「特定複合観光施設区域整備法に係る説明会 説明資料」 

 

 

 



- 10 - 

 

⑤ 特定複合観光施設区域整備法の概要 

ＩＲ整備法は、国際競争力の高い魅力ある滞在型観光を実現するため、特

定複合観光施設区域に関し、国土交通大臣による基本方針の作成、都道府県

等による区域整備計画の作成、国土交通大臣による当該区域整備計画の認定

等の制度を定めるほか、カジノ事業の免許その他のカジノ事業者の業務に関

する規制措置、カジノ施設への入場等の制限及び入場料等に関する事項、カ

ジノ事業者が納付すべき国庫納付金等に関する事項、カジノ事業等を監督す

るカジノ管理委員会の設置、その任務及び所掌事務等に関する事項のほか、

必要な事項を定め、観光及び地域経済の振興、財政の改善に資することを目

的として制定された。 

   ＩＲ整備法では、依存防止対策やマネー・ローンダリング対策等の弊害防

止対策にかかる事項も規定されている。 

      依存防止対策については、カジノへの依存を防止するため、ゲーミングに

触れる機会の限定、誘客時の規制、厳格な入場規制、カジノ施設内での規制、

相談・治療につなげる取組が規定されるなど、重層的・多段階的な取組が制

度的に整備されている。 

     マネー・ローンダリング対策等については、一定額以上の現金取引の報告

をカジノ事業者に義務付けているほか、暴力団員の入場禁止をカジノ事業者

及び暴力団員本人に義務付けるなど、犯罪収益移転防止法の枠組みを補完す

る内容となっている。 

ここでは、ＩＲ整備法の概略について弊害防止対策との関係性を明示しな

がら整理した。 
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    ａ．特定複合観光施設の定義 

      カジノ施設と国際会議場施設、展示等施設、我が国の伝統・文化・芸術

等を生かした公演等による観光の魅力増進施設、国内における観光旅行の

促進に資する送客施設、宿泊施設から構成される一群の施設（その他観光

客の来訪・滞在の促進に寄与する施設を含む）であって、民間事業者によ

り一体として設置・運営されるものとされている。 

 

    ｂ．特定複合観光施設（ＩＲ）区域制度 

主な内容 弊害防止対策との関係 

・国土交通大臣による基本方針の作成、都

道府県又は政令市（都道府県等）は公募に

より民間事業者を選定したうえで区域整備

計画の共同作成・認定申請、国土交通大

臣による区域整備計画の認定やＩＲ事業者

の監督等所要の制度を規定 

【依存防止対策】 

・基本方針、実施方針に基づき、区域整備

計画、実施協定において、都道府県等・立

地市町村等及びＩＲ事業者が実施するカジ

ノ施設の設置及び運営に伴う有害な影響

の排除のために必要な施策及び措置を規

定 ・認定申請にあたり、都道府県はその議会

の議決及び立地市町村の同意、政令市は

その議会の議決を要件化 

・認定申請に関する立地市町村の同意に

当たっては、条例により立地市町村の議会

の議決事項とすることも可能 

・認定区域整備計画の数の上限は３とする 【依存防止対策】 

・認定区域整備計画の数の上限を３つと

し、ゲーミングに触れる機会を限定 

・ＩＲ事業者に対し、カジノ収益の活用に当

たって、国土交通大臣による毎年度の評価

結果に基づき、ＩＲ事業の事業内容の向

上、認定都道府県等が実施する施策への

協力に充てるよう努めることを義務付け 

【依存防止対策】 

・ＩＲ事業者に対し、区域整備計画及び実施

協定に従ったＩＲ事業の実施、カジノ施設の

設置及び運営に伴う有害な影響の排除に

関する国及び都道府県等が実施する施策

への協力を義務付け 

・国土交通大臣は、関係行政機関の長と協

議のうえ認定区域整備計画の実施状況を

評価。認定都道府県等及びＩＲ事業者に対

し、当該評価結果を認定区域整備計画に

係る業務運営の改善に反映することを義務

付け 

出所： 2018年 12月 特定複合観光施設区域整備推進本部事務局 

                                                              「特定複合観光施設区域整備法に係る説明会 説明資料」 
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    ｃ．カジノ規制 

主な内容 弊害防止対策との関係 

・ＩＲ事業者は、カジノ管理委員会の免許

（有効期間３年・更新可）を受けたときは、カ

ジノ事業を行うことができる。この場合、免

許に係るカジノ行為区画で行う、免許に係

る種類及び方法のカジノ行為については、

刑法第 185 条（賭博）及び第 186 条（常習

賭博及び賭博場開帳等図利）は適用しな

い 

【暴力団員等の排除等】 

・カジノ事業の免許等において人的要件を

規定 

・その他のカジノ事業関係者（主要株主等、

カジノ施設供用事業者、施設土地権利者、

カジノ関連機器メーカー等）についても、免

許・許可・認可制とする 

【暴力団員等の排除等】 

・カジノ施設供用事業の免許、カジノ関連機

器等製造業等の許可、カジノ関連機器等

外国製造業の認定、指定試験期間の指定

等において人的要件を規定 

・カジノ施設を１に限定するほか、カジノ行

為区画のうち面積制限の対象部分及び上

限値を政令等で規定 

【依存防止対策】 

・カジノ行為区画のうち専らカジノ行為の用

に供される部分の面積を規制 

・カジノ事業者に、業務方法書、カジノ施設

利用約款、依存防止規程（本人・家族申告

による利用制限を含む）及び犯罪収益移転

防止規程の作成を義務付け、免許申請時

にカジノ管理委員会が審査（変更は認可が

必要） 

【依存防止対策】 

・カジノ事業者に対して、依存防止規程に

従って、依存防止措置を講じることを義務

付け 

【マネー・ローンダリング対策】 

・犯罪収益移転防止規程の作成の義務付

け及びカジノ管理委員会による審査 

・日本人等の入場回数を連続する 7 日間で

3 回、連続する 28 日間で 10 回に制限。本

人・入場回数の確認手段として、マイナン

バーカード及びその公的個人認証を義務

付け 

【依存防止対策】 

・入場回数を制限することにより、ゲーミン

グに触れる機会を限定 
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主な内容 弊害防止対策との関係 

・20 歳未満の者、暴力団員等、入場料等未

払者、入場回数制限超過者については、カ

ジノ施設への入場等を禁止。カジノ事業者

に対しても、これらの者を入場させてはなら

ないことを義務付け 

【暴力団員等の排除等】 

・暴力団員等に対し、カジノ施設への入場

又は滞在等を禁止 

・カジノ事業者に対し、暴力団員等をカジノ

施設に入場させ、又は滞在させることを禁

止 

・カジノ事業者に対し、カジノ施設等の秩序

維持措置として、不適切者の利用を禁止・

制限する措置を義務付け 

・このほか、カジノ行為の種類及び方法・カ

ジノ関連機器等、特定金融業務（貸付け

等）、業務委託・契約、広告・勧誘、カジノ施

設等の秩序維持措置、従業者等について

所要の規制を行う 

【依存防止対策】 

・カジノ行為の種類及び方法、カジノ関連機

器等の規制 

・日本人等に対する貸付業務の規制 

・広告及び勧誘の規制 

・カジノ行為関連景品類の規制 

【マネー・ローンダリング対策】 

・一定額以上の現金取引の届出の義務付

け 

・チップの譲渡・譲受け・持ち出しの規制 

【特定金融機関業務等】 

・業務内容及び業務を行える者の限定等 

・個別業務（特定資金貸付業務、特定資金

移動業務、特定資金受入業務、特定金融

業務全般）に関する規制 

・その他（チップの交付等におけるクレジッ

トカードの使用、カジノ施設内の ATM の設

置の禁止 等）の規制 

出所： 2018年 12月 特定複合観光施設区域整備推進本部事務局 

                                                              「特定複合観光施設区域整備法に係る説明会 説明資料」 
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    ｄ．入場料・納付金等 

主な内容 弊害防止対策との関係 

・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 

【依存防止対策】 

・依存防止のため、カジノ行為区画に入場

する際しての入場規制を整備 

・カジノ事業者に対し、国庫納付金、認定都

道府県等納付金の納付を義務付け 

 

・政府及び認定都道府県等は、納付金の

額に相当する金額を、観光の振興に関する

施策、地域経済の振興に関する施策その

他の法の目的等を達成するための施策並

びに社会福祉の増進及び文化芸術の振興

に関する施策に必要な経費に充当 

【依存防止対策】 

・国庫納付金及び認定都道府県等納付金

の相当額を充当する経費の一つとして、国

及び地方公共団体の責務を達成するため

の施策等に必要な経費に充当することを規

定 

出所： 2018年 12月 特定複合観光施設区域整備推進本部事務局 

                                                              「特定複合観光施設区域整備法に係る説明会 説明資料」 

     

ｅ．カジノ管理委員会 

主な内容 

・内閣府の外局としてカジノ管理委員会を設置。委員長及び 4 名の委員は両議院の同意

を得て、内閣総理大臣が任命 

・カジノ事業者等に対する監査、報告の徴求及び立入検査、公務所等への照会、調査の

委託、監督処分等について規定 

出所： 2018年 12月 特定複合観光施設区域整備推進本部事務局 

                                                              「特定複合観光施設区域整備法に係る説明会 説明資料」 

 

ｆ．施行期日等 

主な内容 

・ＩＲ整備法は、公布の日から起算して 3 年を超えない範囲内において政令で定める日か

ら施行 

・最初の区域整備計画の認定日から起算して 5 年を経過した場合において、この法律の

施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要

の措置を講ずる。ただし、認定区域整備計画の数については、当該認定の日から起算し

て 7 年を経過した場合において検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づ

いて所要の措置を講ずる 

出所： 2018年 12月 特定複合観光施設区域整備推進本部事務局 

                                                              「特定複合観光施設区域整備法に係る説明会 説明資料」 
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Ｂ．海外先進事例調査 

① 調査対象地域 

ＩＲにかかる海外の先進事例地域については、先述のとおり、米国ネバダ

州（ラスベガス市）、中国マカオ、シンガポール、豪州ビクトリア州（メルボ

ルン市）、韓国などが挙げられるが、ここでは、それぞれの特徴を踏まえたう

えで、以下の選定理由に基づき、米国ネバダ州（ラスベガス市）とシンガポー

ルを調査分析対象地域とした。 

 

 

 

 

 

 

② 調査対象施設 

調査分析の対象とするＩＲ施設については、上記選定理由を踏まえ、調査

分析に必要なデータが取得可能であることを前提として、総延床面積に占め

るカジノ面積が３％未満かつＭＩＣＥ施設面積が１０％以上を条件に、以下

の施設を選定した。 

なお、シンガポールのリゾート・ワールド・セントーサは上記条件に合致し

ないものの、同時期に開業したマリーナベイ・サンズとともに、シンガポール

の観光振興に大きく貢献しているほか、リゾート地域に立地するという他の

ＩＲ施設にはない特徴があることから、調査分析対象とした。 

地域 調査対象施設 

ラスベガス市 
(米国ネバダ州) 

マンダレイ・ベイ 

ザ・ベネチアン＆ザ・パラッツォ 

シンガポール 
マリーナベイ・サンズ 

リゾート・ワールド・セントーサ 

 

〇主なＩＲ施設のカジノ面積、ＭＩＣＥ施設面積の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【選定理由】 

・近年の大型ＩＲの開業に伴い、当該地域に観光客増加などの経済的効果をもたらし

ている。 

・カジノに偏った運営ではなく、ＭＩＣＥ事業や観光増進事業などに注力するなど、

バランスの取れた事業戦略が構築されているＩＲを有する。 

 

総面積 カジノ面積 比率(%) MICE面積 比率(%) 総売上 カジノ売上 比率(%)

マリーナベイ・サンズ 60 1.5 2.5 12 20.0 3,872 3,146 81.3

リゾート・ワールド・セントーサ 34 1.5 4.4 1.37 4.0 2,465 1,870 75.9

ザ・ヴェネチアン＆ザ・パラッツォ 163 2.1 1.3 21 12.9 1,815 605 33.3

ＭＧＭグランド 不明 1.5 － 5.3 －

マンダレイ・ベイ 48 1.3 2.7 19 39.6

ルクソール 不明 1.1 － 0.2 －

ベラッジオ 45 0.9 2.0 1.9 4.2

ウィン・ラスベガス＆アンコール 48 1 2.1 1.96 4.1 1,936 847 43.8

ザ・ヴェネチアン・マカオ 98 3.5 3.6 11 11.2 4,840 4,235 87.5

サンズ・コタイ・セントラル 112 3.4 3.0 8.6 7.7 不明 不明 －

ＭＧＭマカオ 21 2.5 11.9 0.16 0.8 4,080 4,016 98.4

シティ・オブ・ドリームズ 70 3.9 5.6 0.8 1.1 不明 不明 －

オーストラリア クラウン・メルボルン 55 3.1 5.6 4.4 8.0 1,672 1,320 78.9

(注)MGMグランド、マンダレイベイ、ルクソール、ベラッジオの運営事業者であるＭＧＭリゾーツインターナショナルがラスベガス運営する9施設の合計値（2018年)

出所：「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）　報告書」（横浜市、平成28年3月)、「特定複合観光施設区域整備推進会議 配布資料」等を基に弊社にて作成　

シンガポール

ラスベガス

マカオ

面積(ha) 売上(億円)(2014年)

6,313
(注)

1,555
(注)

24.6

地域 ＩＲ施設
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③ 調査対象地域の経済的データ 

ａ．米国ネバダ州ラスベガス市 

公表データ等を基にラスベガス市の経済データを整理すると以下のとお

りとなる。 

ラスベガス市では、2000年代に入り相次いでＩＲ施設が開業（2003年：

マンダレイ・ベイのホテル新棟「デラーノ・ラスベガス」開業、2005 年：

「ウィン・ラスベガス」開業、2008 年：「ザ・パラッツォ・リゾートホテル

カジノ」開業など）し、カジノ以外の施設の充実化が図られ、海外からのラ

スベガスへの旅行者数が 2002年比で約 41％増加しているなど、経済的効果

がみられている。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

出所：ラスベガス市ＨＰ、ラスベガス観光局ＨＰ、ＩＣＣＡ（国際会議協会）「Statistics Report」に基づき弊社作成 

ｂ．シンガポール 

公表データ等を基にシンガポールの経済データを整理すると以下のと 

おりとなる。 

シンガポールでは公共政策として 2010年に２つのＩＲ施設が開業し、外

国人旅行者数は 56％増、外国人旅行消費額は 86％増、国際会議開催件数も

86％増加しているなど、公共政策としての効果が発現している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出所：総務省統計局「世界の統計」、シンガポール政府観光局ＨＰ、ＩＣＣＡ（国際会議協会）「Statistics Report」に

基づき弊社作成 

 

 

 

人口

一人当たり国民所得

外国人旅行者数

外国人旅行消費額

ＭＩＣＥ開催件数
(ICCA基準)

宿泊施設客室数

近隣国際空港旅客数
（チャンギ国際空港）

ＩＲ開業前(2009年) ＩＲ開業後 増減(経済効果)

499万人 564万人(2018年) ＋65万人

351万円 556万円(2016年) ＋205万円

968万人 1,510万人(2014年) ＋542万人

1.0兆円 1.86兆円(2014年) ＋0.86兆円

86件 160件(2017年) ＋74件

33,880室 50,676室(2014年) ＋16,796室

3,720万人 6,222万人(2017年) ＋2,502万人

人口

一人当たり個人所得
（クラーク郡）

外国人旅行者数

ＭＩＣＥ開催件数
(ICCA基準)

宿泊施設客室数

近隣国際空港旅客数
（マッカラン国際空港）

2002年 直近 増減(経済効果)

52万人 65万人(2018年) ＋13万人

10件 12件(2017年) ＋2件

397万円 496万円(2017年) ＋99万円

405万人 573万人(2017年) ＋168万人

126,787室 148,896室(2017年) ＋22,109室

3,501万人 4,850万人(2017年) ＋1,349万人
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④ 宮城県の経済データと調査対象地域との比較 

宮城県の経済データは以下のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 
出所：総務省統計局「住民基本台帳に基づく人口」、宮城県「宮城県民経済計算年報」、観光庁「宿泊旅行統計調査」、Ｉ

ＣＣＡ（国際会議協会）「Statistics Report」、日本政府観光局「国際会議統計」、厚生労働省「衛生行政報告例」、

数字でみる航空「空港別乗降客数の推移」、日本交通公社「観光資源台帳」に基づき弊社作成 

これらの宮城県のそれぞれの経済データについて、ＩＲ導入可能性等を客

観的に判断する基礎資料とするため、調査対象地域において大型ＩＲ施設開

業前のデータ（ラスベガス市は 2002 年時点、シンガポールは 2009 年時点）

と比較し整理した。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(万人) (万円) 

(件) 

人口 230万人(2018年1月)

一人当たり県民所得 291万円(2016年度)

外国人延宿泊者数 40万人泊(2018年)

ＭＩＣＥ開催件数
7件(2017年,仙台市,ICCA基準)

124件(2017年,JNTO基準)

宿泊施設客室数 34,230室(2018年3月末)

近隣国際空港旅客数
（仙台空港）

344万人(2017年度)

観光資源数 44か所

(万人,万人泊) 
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上記のとおり、各経済データについて、宮城県と大型ＩＲ施設開業前のラ

スベガス市およびＩＲ導入前のシンガポールを比較すると、宮城県は人口で

ラスベガス市を、宿泊施設客室数でシンガポールを上回っているものの、総

じて相対的に低い状況となっている。 

⑤ 調査対象施設の施設概要 

上記で選定した調査分析対象ＩＲ施設の特徴を下記に示し、詳細な施設デ

ータ等については、施設毎に整理し次ページにとりまとめた。 

ａ．米国ネバダ州ラスベガス市 

ア．マンダレイ・ベイ 

カジノホテル、プール、水族館、音楽コンサートなどが開催されるイベ

ントセンターに加え、ホテル設備のコンベンションホールとしては最大

級のＭＩＣＥ施設を有するＩＲ施設で、敷地内にはマンダレイ・ベイホ

テルのほか、43 階建てのデラーノホテルや高級ホテルのフォーシーズン

ズも併設されている。 

大規模なＭＩＣＥ施設でより多くのビジネス客を集客するとともに、

劇場、水族館など多彩なエンターテインメント施設を配置、体験イベン

トやショーなど大人から子供まで楽しむことができるプログラムを用意

し、幅広い層の顧客を獲得している。 

イ．ザ・ベネチアン＆ザ・パラッツォ 

敷地内に大型コンベンション施設「サンズ・エキスポ＆コンベンショ

ンセンター」、水の都ベニスをテーマにしたカジノホテル、劇場、ショッ

ピングモールなどを有するＩＲ施設で、ホテルはザ・ベネチアン（1999

年開業）、ベネチアンタワー（2003 年開業）、ザ・パラッツォ（2007年開

業）の 3 棟で構成されており、客室数は合計で 7,000 室以上となる。 

開業当初からビジネス客を重視した事業戦略に基づき、ＭＩＣＥビジ

ネスに注力し、特に成長産業の業種・業界のＭＩＣＥを誘致している。 

ｂ．シンガポール 

ア．マリーナベイ・サンズ 

2010 年にシンガポールのマリーナ・ベイに面した場所に開業したＩＲ

施設で、高さ約 200ｍ、55 階建てのタワーホテル３棟とそれらの屋上を

(室) (万人) 
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連結して覆うように建設された屋上プール施設を備えた空中庭園「サン

ズ・スカイパーク」、大型ＭＩＣＥ施設、カジノ、ショッピングモール、

劇場、博物館などを有している。 

顧客ターゲットはＭＩＣＥビジネスを基本としつつ、客室稼働率が高

く顧客数増加が見込めないことから、客室単価を引き上げるなど、より

リッチな富裕層もターゲットとしている。 

イ．リゾート・ワールド・セントーサ 

2010年にセントーサ島に開業したＩＲ施設で、敷地内にユニバーサル・

スタジオ・シンガポール、ＭＩＣＥ施設、カジノ、水族館、プール、劇場

などを有している。 

敷地内に併設するテーマパークなどの観光資源を生かし、ファミリー

や一般観光客をメインターゲットとしている。 

〇各施設のデータ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設名 マンダレイ・ベイ ザ・ベネチアン＆ザ・パラッツォ

運営事業者 ＭＧＭリゾーツ・インターナショナル ラスベガス・サンズ

開業年
マンダレイ・ベイ：1999年

デラーノ：2003年
ベネチアン：1999年
パラッツォ：2007年

開発費用 10億米ドル 33億米ドル

敷地面積 502,000㎡ 255,000㎡

延床面積 480,000㎡ 1,220,000㎡

延床面積 14,400㎡ 20,900㎡

テーブル 77台 260台

スロット 1,239台 2,005台

合計面積 160,007㎡ 133,473㎡

会議場 54,273㎡ 37,262㎡

最大の会議場 8,862㎡ 9,408人収容 7,897㎡ 12,143人収容

展示場 105,734㎡ 96,210㎡

最大の展示場 80,011㎡ 60,907㎡

飲食ショッピング施設 9,290㎡　飲食店42店 店舗30店 81,300㎡　飲食店56店 店舗109店

劇場など
イベントセンター:12,000席

劇場:1,800席
劇場:742席

その他
・プール　44,515㎡　6か所
・ナイトクラブ
・水族館　　　　ほか

・プール 10カ所
・ナイトクラブ
・美術館　　　　ほか

計4,752室 計7,092室

・マンダレイ・ベイ 3,211室 ・ベネチアン 3,015室

・デラーノ・ラスベガス 1,117室 ・ベネチアタワー 1,013室

・フォーシーズンズ 424室 ・パラッツォ 3,064室

稼働率 91.5% 93.5%

平均客室単価 23,600円(2016年) 27,800円(2016年)

雇用者(雇用創出効果) 6,800人 8,600人

年間訪問者数 不明 1,300万人(2014年)

年間売上高 1,055億円(2016年) 1,855億円(2016年)

カジノ売上高 不明 495億円(2016年)

ガジノ以外売上高 不明 1,360億円(2016年)

ラスベガス

カジノ施設

ＭＩＣＥ施設

観光魅力増進施設

宿泊施設

客室数
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施設名 マリーナベイ・サンズ リゾート・ワールド・セントーサ

運営事業者 ラスベガス・サンズ ゲンティンシンガポール

開業年 2010年 2010年

開発費用 56億米ドル 60億米ドル

敷地面積 154,938㎡ 490,000㎡

延床面積 570,000㎡ 343,000㎡

延床面積 15,000㎡ 15,000㎡

テーブル 610台 550台

スロット 2,500台 2,400台

合計面積 119,397㎡ 不明

会議場 30,051㎡ 13,757㎡

最大の会議場 7,672㎡、9,225人収容 6,000㎡、6,500人収容

展示場 31,750㎡ 不明

最大の展示場 17,190㎡ 最大3,000人収容

飲食ショッピング施設 74,322㎡、飲食店80店以上 30,658㎡、飲食店60店以上

劇場など
サンズシアター：1,679席
グランドシアター：2,155席

劇場：1,700席

その他

・博物館:1.4万㎡
・スカイパーク(展望プール等)
　:12,400㎡
・スケート場
・ナイトクラブ　ほか

・ユニバーサルスタジオシンガ
　ポール:18万㎡
・博物館:敷地1.8万㎡
・水族館:敷地12.5万㎡
・プール　ほか

2,561室 計1,595室

・マリーナベイ・サンズ 2,561室 ・ホテル・マイケル 461室

・フェスティブ・ホテル 447室

・ハードロック・ホテル 364室

・エクアリアス・ホテル 183室

・クロックフォード・タワー 105室

・ビーチ・ヴィラ 35室

稼働率 97.3% 93.0%

平均客室単価 47,100円(2016年) 34,600円(2014年)

雇用者(雇用創出効果) 9,500人 11,000人

年間訪問者数 4,000万人(2014年) 2,000万人(2014年)

年間売上高 3,395億円(2016年) 1,894億円(2016年)

カジノ売上高 2,446億円(2016年) 1,350億円(2016年)

ガジノ以外売上高 949億円(2016年) 542億円(2016年)

出所：「平成29年度 海外における特定複合観光施設等に関する調査分析業務委託 報告書」（東京都、平成30年3月)、「特定複合観光施設区域整備推進会議
配布資料」等を基に弊社にて作成

客室数

シンガポール

カジノ施設

ＭＩＣＥ施設

観光魅力増進施設

宿泊施設
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Ｃ．国内先行事例調査 

① 調査対象地域の選定 

国内においてＩＲ導入にかかる環境整備が進むにつれて、ＩＲ導入に向け

た調査・検討が以下の自治体などで進められてきた。 

自治体名 
導入検討 

地域 
調査報告書名 調査・報告年次 

横浜市 横浜市 ＩＲ（統合型リゾート）等新たな戦略的都市づくり検討調査 他 ２０１５年度 他 

苫小牧市 苫小牧市 苫小牧国際リゾート構想 他 ２０１８年度 他 

大阪府・市 大阪市 大阪ＩＲ基本構想（案） 他 ２０１８年度 他 

東京都 － 海外における特定複合観光施設等に関する調査分析 ２０１７年度 

和歌山県 和歌山市 和歌山県ＩＲ基本構想（改訂版） ２０１８年度 

長崎県 佐世保市 長崎ＩＲ基本構想 有識者会議取りまとめ ２０１８年度 

ここでは、上記自治体のうち、具体的なＩＲ基本構想などをとりまとめて

いる、苫小牧市、大阪府、和歌山県および長崎県を、本調査における調査対象

地域とした。 

② 調査対象地域の状況 

上記で選定した調査対象地域について、経済データ、ＩＲ導入に向けた動

向、ＩＲ基本構想の内容などを、以下のとおり整理した。 

ａ．苫小牧市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人口 17万人(2019年1月)

一人あたり市民所得 244万円(2009年度)

外国人延宿泊者数 4万人泊(2017年度)

ＭＩＣＥ開催件数 0件(2017年,JNTO基準)

宿泊施設客室数 1,705室(不明)

近隣国際空港旅客数
（新千歳空港）

2,309万人(2017年度)

観光資源数 2か所

平成27年6月 苫小牧統合型リゾート（ＩＲ）可能性調査・検討結果報告

平成29年4月 「国際リゾート戦略室」新設

平成30年6月
「苫小牧国際リゾート構想」策定、「ギャンブル等依存症に係る
課題整理及び対応策の検討報告書」作成

ＩＲ導入に向けた動向

経済データ
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ｂ．大阪府 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人口 886万人(2019年1月)

一人あたり府民所得 306万円(2016年度)

外国人延宿泊者数 1,512万人泊(2018年)

ＭＩＣＥ開催件数
17件(2017年,大阪市,ICCA基準)

251件(2017年,JNTO基準)

宿泊施設客室数 89,598室(2018年3月末)

近隣国際空港旅客数
（大阪国際空港）

1,568万人(2017年度)

観光資源数 77か所

経済データ

目指すべきＩＲ
魅力あふれる国際リゾート「ＷＨＩＴＥ　ＩＲ」
～ＩＲと連携して国際リゾートの魅力を創出

ＭＩＣＥ施設

・ユニークＭＩＣＥ～国際空港に隣接したアクセス至便なリゾート
型ＭＩＣＥというユニークな国際競争力を追及
・国際会議場5千人収容、国際展示場3～5万㎡施設、多種多様
な会議・イベント対応

魅力増進施設

・ワールドクラスエンターテイメント～海外・国内事業者のノウハ
ウを活用し、顧客ニーズに応えるワールドクラスの魅力を創出
・北海道自然・食・文化ショーケース～世界で類を見ない自然派
ＩＲの魅力演出。北海道観光・産業のショーケースとなる
・自然体験観光施設、アイヌ文化体験施設、ワールドクラス
ショー、テーマパーク、ミュージアム・アート施設、スポーツハブ・
多目的スタジアム

送客施設
・ゲートウェイ～ＩＲ訪問客の道内周遊観光、ダイレクトインバウ
ンドの国内観光地への送客

宿泊施設

・ウェルネスリゾート～清涼な自然・森林を活かした健康づくりと
癒しの提供
・ＶＩＰ/ＭＡＳＳ向け宿泊施設、長期滞在型施設、部屋数1,000～
2,000室、スパ

候補地 ・新千歳空港隣接地（敷地面積：1,000ha）

想定される施設規模 ・投資総額：2,200～3,000億円

想定される効果等

・想定訪問客数：約600～839万人/年
・経済波及効果
　生産誘発効果:約5,600～7,600億円
　雇用創出効果：約5～7万人
・入場料・納付金収入効果：計約171～229億円

ＩＲ基本構想
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平成25年12月 大阪府市ＩＲ立地準備会議設置

平成26年4月
「大阪における統合型リゾート（ＩＲ）立地に向けて
～基本コンセプト案～」確認

平成26年10月 夢洲まちづくり構想検討会設置

平成29年2月 夢洲まちづくり構想（案）取りまとめ

平成29年4月 大阪府・大阪市共同の組織として「ＩＲ推進局」設置

平成29年8月 「大阪ＩＲ基本構想（案）・中間骨子」策定

平成31年2月 「大阪ＩＲ基本構想（案）」策定

目指すべきＩＲ
世界最高水準の成長型ＩＲ
～大阪・関西の持続的な経済成長のエンジンとなるＩＲ

ＭＩＣＥ施設

・世界水準のオールインワンＭＩＣＥ拠点の形成
・最大会議室収容人数6千人以上、1万2千人規模の会議に対
応できる国際会議場、10万㎡以上の展示面積を有する展示等
施設を一体的に配置した複合ＭＩＣＥ施設

魅力増進施設

・魅力の創造・発信拠点の形成
・大阪・関西・日本が育んできた伝統、文化、芸術など、長い歴
史に裏打ちされるコンテンツや、現代に生きる日本発祥のコン
テンツに気軽に触れられる施設を整備

送客施設

・日本観光のゲートウェイの形成
・大阪・夢洲の立地を活かし、世界と日本各地をつなぐハブとし
て、各地の様々な観光情報の提供や来訪者の要望に叶った旅
行の手配などを行う機能を構築

宿泊施設

・利用者需要の高度化・多様化に対応した宿泊施設の整備
・宿泊施設自体が世界中からの来訪者を惹きつけ、宿泊需要を
創出するような世界水準の客室数（3,000室以上)や客室面積を
有する宿泊施設を整備

候補地 ・夢洲地区（敷地面積：約60ha）

想定される施設規模
・延床面積：100万㎡
・投資総額：9,300億円

想定される効果等

・想定訪問客数：約2,480万人/年
・経済波及効果(近畿圏への効果)
　生産誘発効果：約2兆円
　雇用創出効果：約16万人
・入場料・納付金収入効果：計約700億円

ＩＲ基本構想（案）

ＩＲ導入に向けた動向
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ｃ．和歌山県 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人口 96万人(2019年1月)

一人あたり県民所得 295万円(2016年度)

外国人延宿泊者数 58万人泊(2018年)

ＭＩＣＥ開催件数 2件(2017年,JNTO基準)

宿泊施設客室数 17,220室(2018年3月末)

近隣国際空港旅客数
（関西国際空港）

2,871万人(2017年度)

観光資源数 49か所

平成26年2月 ＩＲ推進協議会設立準備委員会開催

平成29年9月 和歌山ＩＲ推進協議会設立

平成30年5月 「和歌山県ＩＲ基本構想」策定

平成30年7月 和歌山県ＩＲ誘致推進プロジェクトチーム設置

平成30年9月 ＩＲ推進室設置

平成30年10月 「和歌山県ＩＲ基本構想」改訂

目指すべきＩＲ 多種多様な観光資源を背景にしたリゾート型ＩＲ

ＭＩＣＥ施設

・エクセレントカンパニーの取締役会や、国際的な学会や会議
が開催可能なラグジュアリーな会議場
・5,000人以上が参加可能な大規模なメイン会場
・世界的なスポーツ大会やe-Sports大会、ライブイベント、1,000
人以上規模の報奨旅行（インセンティブツアー）等が開催可能
な全天候型多目的アリーナ・展示場施設
・ＭＩＣＥ施設床面積：5万㎡

魅力増進施設

・伝統・文化・芸術等を生かした公演等による観光の魅力増進
施設
・海外で評価の高い和食を中心としたレストラン街や関西圏の
伝統工芸品・名産品を集めた高規格ショッピングモール
・ＶＲ技術などを活用した体験型のゲーミング施設

送客施設
・県内外観光地への予約・移動等が全てワンストップで対応可
能なツアーデスク（多言語対応コンシェルジュの常置）
・観光スポットを疑似体験できる観光シアター施設

宿泊施設
・海外のＶＩＰも宿泊可能なラグジュアリーな５つ星ホテル
・宿泊施設客室数：2,500室

候補地 ・和歌山マリーナシティ(敷地面積：20万㎡)

想定される施設規模
・延床面積：46万㎡
・投資総額：2,799億円

想定される効果等

・来場者数：約400万人/年
・経済波及効果
　生産誘発効果：約3,000億円
　雇用創出効果：約2万人
・入場料・納付金収入効果：計約283億円

ＩＲ基本構想

ＩＲ導入に向けた動向

経済データ
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ｄ．長崎県 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人口 137万人(2019年1月)

一人あたり県民所得 239万円(2016年度)

外国人延宿泊者数 86万人泊(2018年)

ＭＩＣＥ開催件数 8件(2017年,JNTO基準)

宿泊施設客室数 21,978室(2018年3月末)

近隣国際空港旅客数
（長崎空港）

316万人(2017年度)

観光資源数 57か所

平成25年 長崎県・佐世保市ＩＲ調査検討協議会設置

平成26年3月 長崎県・佐世保市ＩＲ推進協議会設置

平成27年3月 「長崎ＩＲ構想骨子」策定

平成30年4月 長崎ＩＲ基本構想　有識者会議取りまとめ

目指すべきＩＲ
「ユニー・９．マリン　ＩＲ」
～交流とともに発展してきた「歴史」を背景に、「海や島」など、
自然を活用した「独創性と先駆性」に満ちたＩＲ

ＭＩＣＥ施設

・最大規模のインセンティブツアーに対応可能な国を代表する
規模のコンベンションホール
・人々の交流を促すコンサートが開催可能な一定規模以上の
展示場施設

魅力増進施設
・九州の歴史・文化・伝統を継承・体験できる施設
・最先端技術を活用した「消費」「送客」のきっかけづくりを図る
施設

送客施設
最先端技術等を活用したコンシェルジュ機能など、九州内の
陸・海・空をフル活用したラグジュアリーな周遊体験の提供

宿泊施設
増加する宿泊需要に対応できる施設規模の宿泊施設の設置、
ハイグレードを含めた幅広い客層・ニーズに対応できる宿泊機
能

候補地 ハウステンボス隣接地（敷地面積：34万㎡）

想定される施設規模 －

想定される効果等

・来場者数：約740万人/年
・経済波及効果
　生産誘発効果：約6,300億円
　雇用創出効果：約6万人

ＩＲ基本構想

ＩＲ導入に向けた動向

経済データ
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③ 宮城県と調査対象地域の比較 

調査対象地域と宮城県の市場環境を比較するため、上記で整理した各経済

データのうち、人口、一人当たり所得、外国人旅行者数、ＭＩＣＥ開催件数、

宿泊施設客室数および観光資源数について、宮城県を含めた５地域ごとに偏

差値を算出し地域ごとのバラツキを均したうえで、下記のとおり比較する調

査対象地域ごとにレーダーチャートにまとめた。 

 

〇苫小牧市             〇大阪府 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇和歌山県             〇長崎県 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宮城県の経済データを大阪府と比較すると、すべての経済データが下回っ

ているが、他の地域との比較では、観光資源数で相対的に低めの水準となっ

ているものの、概ね宮城県の経済データが他の地域を上回っている。 
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（２）ＩＲ導入可能性の客観的な調査 

   調査においては、前章で行った国内先行事例と宮城県との市場環境の比較を参

考にするほか、日本全体および東北地方、宮城県の人口動態および観光の現状、

国際会議場施設および展示等施設の設置状況等をふまえた課題等を整理したう

えで、想定される立地地域における需要を予測し、県内におけるＩＲ施設の構成

と規模等を検討した。 

   さらに、予測される需要と県内におけるＩＲ施設の構成と規模等をふまえ、Ｉ

Ｒの事業採算性を検討した。 

 

Ａ．宮城県の現状と課題の整理 

   ① 人口動態 

    ａ．日本の人口動態 

       

    

      日本の年少人口は 1955年、生産年齢人口は 1995年を機に減少に転じて

いる一方、老年人口は増加傾向にある。少子高齢化が続くなか、総人口は

2008 年をピークに減少に転じており、直近の国勢調査が行われた 2015 年

の日本の総人口は 1億 2,709万 5千人まで減少している。 

国立社会保障・人口問題研究所の推計によれば、日本の総人口は 2020年

以降も減少傾向が継続し、2045 年には、2015 年に比べ約 16％少ない 1 億

642万 1千人まで減少するものと見込まれている。 

 

 

 

 

 

総務省統計局「人口の推移と将来人口」より弊社作成（2020年以降は推計値） 
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    ｂ．東北地方の人口動態 

            

       

 

      東北地方の年少人口は減少が継続しているほか、生産年齢人口も 1980

年代半ばを機に減少に転じている。一方で、老年人口は増加傾向にある。

少子高齢化が続くなか、総人口は 1990 年台半ばをピークに減少に転じて

おり、直近の国勢調査が行われた 2015 年の東北地方の総人口は 983 万 4

千人まで減少している。 

      国立社会保障・人口問題研究所の推計によれば、東北地方の総人口は

2020年以降も減少傾向が継続。老年人口も 2025年を機に減少に転じ、2045

年には、総人口は 2015 年の約 3 分の 2 の水準まで減少するものと見込ま

れている。 

       

 

      東北地方の転出数と転入数を比較すると、転出数は 1960 年代まで転入

数を大きく上回っている。1970年代以降、転出数と転入数の差は縮小して

【出典】 総務省「国勢調査」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」

【注記】 2020年以降は「国立社会保障・人口問題研究所」のデータ（平成30年3月公表）に基づ

く推計値。
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いるものの、転出超の状態は継続している。また、出生数の減少および死

亡数の増加が継続しており、国立社会保障・人口問題研究所によれば、総

人口は今後も減少傾向が継続する見込みである。 

 

    ｃ．宮城県の人口動態 

       

     

宮城県の年少人口は減少が継続しているほか、生産年齢人口も 1990 年

代後半から 2000年代前半を契機に減少に転じている。一方で、老年人口は

増加傾向にある。国内や東北地方と同様に、少子高齢化が続くなか、東北

地方全体と比べ人口減少のタイミングは後ズレしているものの、総人口は

2000 年代前半をピークに減少に転じており、直近の国勢調査が行われた

2015年の宮城県の総人口は 233万 3千人まで減少している。 

国立社会保障・人口問題研究所の推計によれば、少子高齢化が進展する 

なか、宮城県の総人口は 2020年以降も減少が続くものと見込まれている。 

 

         

【出典】 総務省「国勢調査」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」

【注記】 2020年以降は「国立社会保障・人口問題研究所」のデータ（平成30年3月公表）に基づ

く推計値。
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         厚生労働省「人口動態調査」

【注記】 2015年までは「国勢調査」のデータに基づく実績値、2020年以降は「国立社会保障・人口問題研究所」のデータ（平成30年3月公表）に

         基づく推計値。
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      宮城県の転出数と転入数を比較すると、東北地方全体と同様、転出数は

1960 年代まで転入数を大きく上回っている。1970 年代から 1990 年代にか

けては、転入超であったものの、2000 年以降はほぼ同水準で推移している。

一方で、国内および東北地方と同様、少子高齢化が進展しており、宮城県の

総人口の減少が継続する要因となっている。 

 

  

    

宮城県の転入・転出による社会増減数は、1960 年代は転出超により減少

していたものの、次第に減少幅は小さくなり、1970 年代から 1990 年代に

かけては増加に転じている。2000 年以降増減が繰り返されたものの、足元

では減少に転じている。 

出生・死亡による自然増減数は、1960年代から増加基調であったものの、

増加幅は次第に小さくなり、2000 年代に入り減少に転じている。 

自然増減数が増加基調で推移するなか、社会増減数も 1970 年代から増

加に転じ、総人口は増加基調で推移していたものの、少子高齢化の進展を

主因として、2000年代に入り減少に転じたことがうかがえる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【出典】 厚生労働省「人口動態調査」、総務省「住民基本台帳人口移動報告年報」

【注記】 2013年までは日本人のみ、2014年以降は外国人を含む数字。
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② 観光の現状 

    ａ．延べ宿泊者数 

       

      国内の延べ宿泊者数は増加基調にあるものの、東北地方および宮城県に

おいては、横這い圏で推移している。観光庁の宿泊旅行統計調査によれば、

2018 年の延べ宿泊者数は、国内で 5 億 3,800 万 1 千人泊、東北地方では

4,189万 5 千人泊、宮城県では 1,040 万 5千人泊となった。 

 

ｂ．外国人延べ宿泊者数 

      

      外国人延べ宿泊者数は、国内および東北地方、宮城県ともに堅調に推移

している。2018年の対前年比の増加率は全国が 18.3％、東北地方が 38.3％、

宮城県では 52.0％となっており、2015 年以降は全国の水準に比べ、東北

地方・宮城県は概ね高水準で推移している。 
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③ 東北地方および宮城県の国際会議場施設および展示等施設の設置状況 

     国際会議場施設は、国際会議の開催に伴い、世界各地から多くの研究者が

集まり、大小様々な会議や講演会が行われるなど、学術・産業振興の場とし

て重要な役割を担っている。 

また、展示等施設は、展示会の開催による産業振興やビジネスマッチング

等による販路拡大の場として、地域イノベーションを創出するうえで、重要

な施設となっている。 

    【都市別施設一覧】 

所在地 施 設 名 収容人数（人） 
大ﾎｰﾙ収容人数

（人） 

最大の展示場/

展示ｽﾍﾟｰｽ(㎡) 

仙台市 

(9ヵ所) 

仙台国際センター 7,084 1,000 3,000 

夢メッセみやぎ 1,576 500 7,500 

仙台市中小企業活性化センター 824 709 185 

仙台市戦災復興記念館 824 270 185 

仙台市民会館 2,610 1,310 491 

東京エレクトロンホール宮城 2,030 1,590 377 

ＴＫＰガーデンシティ仙台 1,440 380 406 

東北大学百周年記念会館川内萩ホール 1,350 1,230 － 

ハーネル仙台 760 255 348 

青森市 

(6ヵ所) 

リンクステーションホール青森 3,385 2,031 648 

リンクモア平安閣市民ホール 1,160 983 － 

ねぶたの家ワ・ラッセ 456 180 395 

青森県観光物産館アスパム 918 100 300 

青森産業会館 2,044 3,500 2,596 

マエダアリーナ 5,648 3,368 9,812 

盛岡市 

(5ヵ所) 

盛岡タカヤアリーナ 3,173 3,053 3,200 

岩手県民会館 2,841 1,991 904 

マリオス 2,249 1,510 576 

いわて県民情報交流センター 1,693 507 299 

盛岡市民文化ホール（音楽系利用） － － － 

秋田市 

(8ヵ所) 

秋田市文化会館 2,000 1,188 328 

秋田市にぎわい交流館 1,900 300 1,800 

秋田県総合生活文化会館 1,200 700 216 

秋田拠点ｾﾝﾀｰｱﾙｳﾞｪ 秋田市民交流ﾌﾟﾗｻﾞ 1,200 700 600 

秋田ビューホテル 2,300 1,300 420 

秋田キャッスルホテル 2,000 1,100 348 

ホテルメトロポリタン秋田 1,500 700 340 

県・市連携文化施設 3,000 2,000 － 

（2019年 7月時点） 
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    【都市別施設一覧】 

所在地 施 設 名 収容人数（人） 
大ﾎｰﾙ収容人数

（人） 

最大の展示場/

展示ｽﾍﾟｰｽ(㎡) 

山形市 

(3ヵ所) 

山形ビッグウィング 4,629 396 3,831 

山形テルサ 1,649 806 － 

山形県郷土館 298 250 89 

鶴岡市 

(9ヵ所) 

庄内産業振興センター 613 300 134 

グランド エル・サン 2,020 1,020 655 

小真木原総合体育館 3,000 1,720 － 

鶴岡市温海ふれあいセンター 870 700 － 

鶴岡市中央公民館 740 466 － 

出羽庄内国際村 390 300 － 

鶴岡市先端研究産業支援センター 300 300 － 

鶴岡市勤労者会館 335 180 － 

荘銀タクト鶴岡 － 1,120 － 

東京 東京国際フォーラム 他 展示場スペースが 3,000 ㎡以上の MICE施設 8ヵ所 

      

     日本政府観光局によると、東北地方の国際会議場施設および展示場施設の

設置状況は、仙台市および鶴岡市で 9ヵ所、秋田市で 8ヵ所、青森市で 6ヵ

所、盛岡市で 5ヵ所など、東北各県に設置されており、福島県ではいわき産

業創造館や会津大学、アクティブリゾーツ裏磐梯、ビッグパレットふくしま

等で国際会議が開催されている。しかし、展示スペースが 3,000㎡を超える

施設は、東京の 8 ヵ所に対し、最多の仙台市でも 2 ヵ所にとどまっている。 

     

    【東北地方 県別国際会議開催件数等一覧】（2017年） 

開催場所 開催件数 外国人参加者数（人） 国内参加者数（人） 参加者総数（人） 

宮城県 124 3,923 79,866 83,789 

青森県 1 260 140 400 

岩手県 8 106 5,641 5,747 

秋田県 4 495 722 1,217 

山形県 4 358 469 827 

福島県 7 89 3,065 3,154 

東京都 631 42,008 222,948 264,956 

 

 

 

 

 

出所：日本政府観光局ホームページ 

出所：日本政府観光局「国内都市別 国際会議開催件数 一覧表」 

（2019年 7月時点） 
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        【日本の主な国際会議場】 

順位 施設名 
最大の会議場の 

収容人数（人） 

最大の会議場の 

床面積（㎡） 

１ 東京国際フォーラム 5,012 不明 

２ パシフィコ横浜 5,002 4,603 

３ シーガイアコンベンションセンター（宮崎市） 3,300 2,603 

４ 名古屋国際会議場 3,012 2,360 

５ 福岡国際会議場 3,000 2,700 

６ 大阪国際会議場 2,754 2,234 

７ 大宮ソニックシティ 2,505 3,282 

８ 札幌コンベンションセンター 2,500 2,607 

９ 国立京都国際会館 1,846 2,040 

10 長良川国際会議場（岐阜市） 1,689 1,911 

 

    【日本の主な展示等施設】 

順位 施設名 有効展示等面積（㎡） ホール数 

１ 東京ビッグサイト 95,420 10 

２ 幕張メッセ 75,098 12 

３ インテックス大阪 70,078 10 

４ ポートメッセなごや（名古屋市国際展示場） 33,946 3 

５ パシフィコ横浜 20,000 4 

６ 石川県産業展示館 17,718 4 

７ 西日本総合展示場 16,517 4 

８ 神戸国際展示場 13,600 4 

９ マリンメッセ福岡＋福岡国際会議場 13,540 2 

10 サンシャインシティ・コンベンションセンター 12,513 4 

 

     2017 年の東北地方における国際会議の開催件数は、宮城県が 124 件と突

出して多く、参加者総数も開催件数同様、宮城県が最多となっている。 

     しかし、東京都と比べると、開催件数や参加者総数の水準は低く、東北全

体でも、開催件数は東京都の約 5 分の 1、参加者総数は約 3 分の 1の水準に

とどまっている。 

     また、最大の会議場の収容人数や床面積、展示等施設の有効展示等面積に

ついても、国内の主な国際会議場や展示等施設に比べ小規模な水準にとどま

っている。 

 

 

    

出所：2017年 5月開催 第 2回特定複合観光施設区域整備推進会議「関連データ集」 

出所：月刊レジャー産業資料 2019.6 
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   ④ 宮城県による仙台空港等の活用や二次交通の充実による東北の周遊促進 

     宮城県では、県政運営の基本的な指針である「宮城の将来ビジョン」の計

画期間と合わせて、みやぎの観光が震災からの復興を成し遂げ、地域経済を

力強く牽引する役割を果たせるよう、その指針となる「第４期みやぎ観光戦

略プラン」を策定している。 

     第４期みやぎ観光戦略プランは、2018年度から 2020年度を計画期間とし、

4 つの観光戦略プロジェクトとして、「東北が一体となった広域観光の充実

と誘客プロモーション」、「観光産業の連携強化と成長促進」、「外国人観光客

の誘客加速化」、「沿岸部のにぎわい創出」を掲げており、仙台空港等の活用

や二次交通の充実による東北の周遊促進のために、以下の事業に取り組んで

いる。 

事業名 事業概要 

仙台空港利用促進事業 航空路線の維持・拡充に向けたエアポートセールスや発着地双方でのプロモーシ

ョン、海外教育旅行促進の取組を行うことにより、仙台空港の利用促進を図る。 

仙台空港地域連携・活性

化事業 

仙台空港の広域的利用を促進するため、若年層を中心としたパスポート取得率向

上を図る取組や各種メディアを活用した仙台空港のＰＲ等を実施 

仙台空港 600 万人・5 万

トン実現推進事業 

仙台空港の旅客数及び貨物取扱量の更なる増加を図るため、ＬＣＣと連携したプ

ロモーションや関係者と連携した航空貨物創出の取組を推進 

二次交通利用拡大事業 被災沿岸部の一日も早い観光復興のため、仙台空港から観光地への二次交通の充

実を図る 

みやぎエコ・ツーリズム

推進事業 

観光地の保全を図りながら、エコに関する県民意識の向上を促すため、観光地に

おける循環バス・シャトルバスの運行事業等に係る経費の補助を実施 

クルーズ船受入環境整備

事業 

クルーズ船受入環境整備のため、仙台塩釜港（仙台港区・石巻港区）の Wi-Fi環

境及び観光サイン等を整備 

 

   ⑤ 東京へのアクセス環境 

     宮城県は、中央部を東北自動車道が走り、東北唯一の国際拠点港湾である

仙台塩釜港や国内外に定期便が運航されている仙台空港を抱えているほか、

東北新幹線「はやぶさ」の営業運転開始により、更なる鉄道網の充実も進展

している。 

     
出所：ＪＲ東日本ホームページ 

※ 所要時間は始発新 

幹線にかかるもの 
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     2011年 3 月の「はやぶさ」の運航開始により、仙台－東京間は最短 90分 

    で結ばれ、ビジネスや観光に快適な環境となっている。 

     東京駅から新幹線による主要都市までの所要時間（始発）を比較すると、

名古屋－東京間より所要時間が短くなるなど、各都市に対する優位性が増し

ている。 

    

   ⑥ 国による観光振興政策の推進 

     「日本再興戦略 2016」では、名目ＧＤＰ600兆円に向けた成長戦略の一つ

として「観光立国の実現」が掲げられ、地域観光経営の推進や観光経営人材

の育成、広域観光周遊ルートの世界水準への改善、国立公園のブランド化、

文化財の活用推進、休暇改革等に取り組むとされている。また、「未来投資戦

略 2018」においても、観光は、「地方創生」への切り札、成長戦略の柱であ

り、観光先進国の実現に向けた取組を進めるとされている。 

 

 

      ⑦ 新たな外国人材受入れのための在留資格の創設 

     日本政府は、深刻な人手不足の状況に対応するため、外国人労働者受入れ

拡大を目指す改正出入国管理法に基づき 2019 年 4 月に新在留資格「特定技

能」を創設した。 

目 的 
深刻な人手不足の状況に対応するため、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国

人材を受け入れようとするもの 

新たに創設され

る在留資格 

・特定技能１号 

 不足する人材の確保を図るべき産業上の分野に属する相当程度の知識又は経験を要す

る技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格 

・特定技能２号 

 同分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格 

 

 

 

      ⑧ 訪日外国人旅行者の訪日回数 

     観光庁が実施した「平成 29 年訪日外国人消費動向調査」によれば、訪日

外国人旅行者の 61.4％が、訪日回数 2回目以上のリピーターであり、割合は

ほぼ横ばいで推移しているが、リピーター数は大きく増加している。また、

観光・レジャー目的の訪日外国人旅行者のリピータ―の国籍別構成比では、

韓国（30％）、台湾（25％）、中国（18％）、香港（13％）の順に多く、東アジ

ア近隣 4カ国・地域で 86％を占めている。 

     また、2017 年の「訪日外国人観光客の東北運輸局管内への国籍別 訪日回

数別 訪問率」は以下のような状況となっている。 

出所：外務省ホームページ、出入国在留管理庁「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正す

る法律の概要について」 

（出所：首相官邸ホームページ） 
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国 籍 
訪問回数別の訪問率 

国 籍 
訪問回数別の訪問率 

1回目 2～9回目 10回目 1回目 2～9回目 10回目 

韓 国 0.0％ 0.3％ 1.0％ 中 国 0.7％ 1.5％ 2.0％ 

台 湾 0.9％ 2.7％ 6.6％ 香 港 0.3％ 1.2％ 2.8％ 

 

     訪日外国人観光客は、日本への訪問回数が多くなるについて、東北運輸局

管内への訪問率が上昇しており、訪日外国人観光客のリピータ―が地方に魅

力を感じていることがうかがえる。 

    

   ⑨ 次世代放射光施設の設置決定 

     2018 年 7 月に世界最高水準の分析機能を有する次世代放射光施設の東北

大学青葉山キャンパスへの設置が決定された。次世代放射光施設は、学術界

と産業界の研究開発をつなぎ、イノベーションや付加価値の創出が期待され

ており、周辺には大学や企業の研究開発拠点や、研究成果を製品化する生産

施設の集積が見込まれている。 

 

   ⑩ 宮城県の雇用動向 

      
      

有効求人数（季節調整値）は概ね 5 万 5 千～6 万人の水準で推移している

一方、有効求職者数（季節調整値）は 2016 年 6 月の 3 万 8 千人から減少傾

向で推移し、2019 年 11 月は 3 万 4 千人となっている。こうした中、有効求

人倍率（季節調整値）は 1.6～1.7倍で推移しており、一部で人手不足が企業

経営の重しとなっている。 

出所：観光庁「訪日外国人旅行者の訪日回数と消費動向の関係について」 

出所：宮城労働局「宮城県の一般職業紹介状況」 
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   ⑪ 課題の抽出と整理 

     国内先行事例との宮城県との市場環境の比較のほか、①から⑩において調

査を実施した人口動態および観光の現状、国際会議場施設および展示等施設

の設置状況等の宮城県を取り巻く状況をふまえ、宮城県の課題等を抽出し、

整理するに際しては、ＳＷＯＴ分析を活用した。 

 

    ａ．内部環境分析と外部環境分析 

      ＳＷＯＴ分析の実施に際し、宮城県を取り巻く状況を内部環境と外部環

境に分け、内部環境分析では宮城県内の状況を「強み」（Strengths）と「弱

み」（Weaknesses）に整理し、外部環境分析では国や東北地方の状況を「機

会」（Opportunities）と「脅威」（Threats）に整理することで、課題の抽

出および整理を行った。 

 

内 部 環 境 

強み（Strengths）【強みとなる事象】 弱み（Weaknesses）【弱みとなる事象】 

・訪日外国人観光客数の増加 

2018年の対前年比の増加率は 45.1％とな

っている。 

・仙台空港周辺地域の活性化施策 

 第４期みやぎ観光戦略プランに基づき 

様々な取組みが進められている。 

・東京からのアクセスの良さ 

 「はやぶさ」の運行開始により、東京か 

らの所要時間が約 90 分に短縮し、国内主 

要都市に対する優位性が増している。 

 

・予測される今後の人口減少 

 国立社会保障・人口問題研究所の推計

によれば、少子高齢化が進展するなか、宮

城県の総人口は 2020年以降も減少が見込

まれている。 

・復興状況に生じている地域間の格差 

 「宮城の将来ビジョン・震災復興・地方 

創生 実施計画（再生期）」の実施計画推 

進状況の検証結果により課題として認識 

されている。 

・訪日外国人観光客数の絶対数が少ない 

 2018 年の宮城県の外国人延べ宿泊者数

40 万人泊に対し、大阪府は 1,512 万人泊、

和歌山県は 58 万人泊、長崎県は 86 万人

泊となっている。 

・国際会議場施設および展示等施設の設

置状況 

 県内の施設の収容人数や有効展示等面

積が国内の主な施設と比べ小規模な水準

にとどまっており、東京都と比較すると、

国際会議の開催件数は約 5分の 1、参加者

総数は約 3分の 1の水準となっている。 
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宮城県の内部環境のうち、「強みとなる事象」としては、訪日外国人観客

数の増加のほか、仙台空港利用促進やクルーズ船受入環境整備を目的とし

た県による事業推進、東京までの新幹線による所要時間が約 90 分という

交通環境があげられる。 

「弱みとなる事象」としては、将来予測される人口減少のほか、地域間 

で格差がみられる震災からの復興状況や増加傾向にあるものの絶対数が

未だに少ない訪日外国人観光客数があげられる。 

 

外 部 環 境 

機会（Opportunities） 

【追い風となる事象】 

脅威（Threats） 

【ネガティブな事象】 

・国による観光振興政策の推進 

 「日本再興戦略 2016」等において、観

光は成長戦略の柱として位置づけられ、

観光先進国の実現に向けた取組みが進め

られている。 

・外国人労働者の受入れ拡大 

 2019 年 4 月に新たな外国人材受入れの 

ための在留資格を創設。 

・訪日外国人観光客のリピーターが地方

に魅力を感じ始めている 

 観光庁資料によれば、訪日回数が多く 

なるにつれ、東北運輸局管内への訪問率 

が上昇している。 

・次世代放射光施設の設置決定 

 2018 年 7 月に東北大学青葉山キャンパ 

スへの設置が決定され、周辺地域への研 

究開発関連施設の集積が見込まれてい 

る。 

・予測される人口減少 

 国立社会保障・人口問題研究所の推計 

によれば、2045 年には日本の総人口は、 

2015年に比べ約 16％減少、東北地方では 

2015年の約 3分の 2の水準まで減少する 

と見込まれている。 

・雇用環境の逼迫 

 国内では人手不足が深刻化。宮城県内 

でも、有効求人倍率が 1.6倍台で高止ま 

りしている。 

・国内の他の国際空港の存在感の大きさ 

 2017年度の国際空港の旅客数は仙台空 

港の 344 万人に対し、新千歳空港は 2,309 

万人、大阪国際空港は 1,568 万人、関西国 

際空港は 2,871 万人となっており、宮城 

県は、訪日外国観光客にとって定番とな 

っている旅行ルート、いわゆる「ゴールデ 

ンルート」から外れている。 

 

宮城県の外部環境のうち、「追い風となる事象」としては、観光振興政策

を積極的に推進する国の姿勢のほか、外国人の在留資格に「特定技能」を

加えた改正入管法（出入国管理及び難民認定法）の施行、地方に魅力を感

じ始めている訪日外国人観光客リピーターの動向があげられる。 

「ネガティブな事象」としては、国内および東北地方において予測され

る少子高齢化を背景とした人口減少のほか、県内でも観測されている人手

不足による雇用環境の逼迫、旅客数が多い他の国内の国際空港の存在があ

げられる。 
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    ｂ．クロスＳＷＯＴ分析の実施 

      抽出・整理した課題をふまえて、導出された４つの取組みの方向性、す

なわち、「強みで機会を活かす成長戦略」「強みで脅威を克服する回避戦略」

「弱みで機会を逃さない改善戦略」「弱みで脅威を招かない撤退戦略」が、

「ＩＲ施設の導入」という具体的な施策と齟齬がないかを検証した。 

      

 

 

 

 

      強みで機会を活かす成長戦略としては、「訪日外国人観光客および労働

者の受入環境整備」や「イノベーション機会の創出等による産業振興」が

考えられる。ＩＲ施設の誘致を契機として、海外からの観光客や労働者の

増加が見込まれ、受入環境の整備が進展することが予想されるほか、ＭＩ

ＣＥ施設の整備による展示場施設の拡充、エンターテインメント関連産業

の集積が見込まれる。産業展等の各種展示会の開催数の増加や産業の裾野

拡大により、イノベーション機会が創出され、県内産業の活性化につなが

ることが期待される。 

 

宮城県内 仙台空港周辺地域へのＩＲ施設の誘致の検討 
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      弱みで機会を逃さない改善戦略としては、「コンベンション施設の充実

等による学術振興」が考えられる。ＩＲ施設の誘致により、国際会議場施

設が拡充され、県内における各種国際会議や学術会議の開催機会が増加す

ることが見込まれ、大学等の教育機関や研究機関の活動の裾野が広がるこ

とが期待される。 

      強みで脅威を克服する回避戦略としては、「産業の高付加価値化」や「県

内産品の販路拡大」が考えられる。イノベーション機会の創出による県内

産業の活性化により、産業の高付加価値化が期待されるほか、ＭＩＣＥ施

設の整備による展示場施設の拡充により、ビジネスマッチング等の開催機

会が増加することが見込まれ、県内事業者が生産する商品の販路拡大につ

ながることが期待される。 

弱みで脅威を招かない撤退戦略としては「外国人への雇用機会の創出」

が考えられる。有識者によると、ＩＲ施設の誘致により数千人の雇用が創

出され、関連業種は 700～800種に及ぶ。県内の雇用環境が逼迫している現

状をふまえると、既存の県内事業者との競合は避けられないものの、外国

人労働者を受け入れることで、県内の人口減少に歯止めをかけることが期

待される。 

このように、宮城県が直面する課題を克服するうえで、仙台空港周辺地

域へのＩＲ施設の誘致は、国内外からの観光客等の誘客による交流人口の

拡大、観光消費額の増大、雇用の創出、さらには県内産品の販路拡大やコ

ンベンション施設の充実等による学術振興なども期待される。 
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Ｂ．県内におけるＩＲ施設の構成と規模の検討 

    ここでは、立地地域のポテンシャルを整理したうえで、ＩＲ施設にかかる需

要を予測し、県内の既存のインフラにより予測された需要を吸収できるかどう

かを検証する。そのうえで、想定するＩＲ施設の構成と規模を「特定複合観光

施設区域整備法施行令」に従って検討するとともに、適用が見込まれる土地利

用に関する諸規制を整理する。 

 

① 立地地域のポテンシャルの整理 

     本業務において想定する立地地域は、仙台空港周辺地域（仙台空港から公

共交通機関等で概ね 30分以内で移動できる範囲で仙台市外）である。 

     立地地域のポテンシャルの整理においては、宮城県の観光客数および宮城

県内の交通機関や宿泊施設の現状、立地地域周辺の人口について整理した。 

   

ａ．観光客数 

     【日本人観光客】 

観光庁が公表している「旅行・観光消費動向調査」によれば、2018年の 

目的地（宮城県）別延べ旅行者数は前年比で 29.8％減少し、10,203 千人  

となった。2018年は調査方法が変更されており、単純な比較はできないも

のの、2年連続の減少となっている。東日本大震災が発生した 2011年から

調査方法が変更される前の 2017 年までの目的地（宮城県）別延べ旅行者数

の推移を参考にＣＡＧＲ（年平均成長率）を算出すると+0.58％となった。 

なお、東日本大震災の発生から約 2年が経過した 2013 年から 2017年ま

でのＣＡＧＲを算出すると+2.35％となった。 

           （単位：千人） 

 2011年 2012年 2013 年 2014年 2015年 2016 年 2017年 2018年 

目的地（宮城県）

別延べ旅行者数 
14,042 13,209 13,247 12,415 15,142 15,751 14,541 10,203 

 

     【訪日外国人観光客】 

観光庁が公表している「宿泊旅行統計調査」によれば、2018年の宮城県

の外国人延べ宿泊者数は 402,110 人となり、前年比で 52.0％増加した。

2011年以降の宮城県の外国人延べ宿泊者数の推移を参考にＣＡＧＲ（年平

均成長率）を算出すると、2011年から 2018 年にかけて+33.39％となった。    

一方、国内全体の外国人延べ宿泊者数のＣＡＧＲは、2011 年から 2018

年にかけて+26.27％となった。 

 

 

 

 

出所：観光庁「旅行・観光消費動向調査」 
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          （単位：人泊／千人泊） 

  2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 

外国人 

延べ宿

泊者数 

宮城県 53,520 90,330 106,600 117,150 190,610 199,290 264,470 402,110 

国 内 18,416 26,314 33,496 44,825 65,615 69,389 79,691 94,275 

 

ｂ．人口 

      立地地域の人口については、立地地域付近の仙台空港からの移動時間に

より区分し、各区分の年齢 15歳～79歳の人口を整理した。 

      なお、移動時間は、仙台空港からの移動時間が車で 1 時間半圏内の市町

村については、仙台空港から市町村の役場までの移動時間、仙台空港から

の移動時間が電車で 5時間圏内の都道府県については、仙台空港から都道

府県庁までの移動時間により区分している。 

 

     【仙台空港からの移動時間が車で 1時間半圏内】 

圏内の市町村 圏内人口 

宮城県：気仙沼市と南三陸町を除く全市町村 

岩手県：一関市 

山形県：山形市、寒河江市、上山市、村山市、天童市、東根市、山辺町、中山町、 

河北町 

福島県：福島市、相馬市、二本松市、南相馬市、伊達市、桑折町、国見町、双葉町、

浪江町、新地町、飯舘村 

2,656,781人 

（2015年時点） 

 

      仙台空港からの移動時間が車で 1時間半圏内の市町村と人口は、宮城県

では気仙沼市と南三陸町を除いた全市町村で 1,754,111 人、岩手県は一関

市で 92,192 人、山形県は山形市、寒河江市、上山市、村山市、天童市、東

根市、山辺町、中山町、河北町の 9 市町で 388,792 人、福島県は福島市、

相馬市、二本松市、南相馬市、伊達市、桑折町、国見町、双葉町、浪江町、

新地町、飯舘村の 11 市町村で 421,686 人となり、該当する圏内の合計人

口は 2,656,781 人となった。 

 

     【仙台空港からの移動時間が電車で 5時間圏内】 

圏内の都道府県、地域 圏内人口 

宮城県、岩手県、山形県、福島県の仙台空港からの移動時間が車で 1時間半圏内の市

町村を除いた地域 

青森県、秋田県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、 

新潟県、富山県、長野県、静岡県、愛知県 

51,798,448人 

（2015年時点） 

 

出所：観光庁「宿泊旅行統計調査」 

出所：総務省統計局「国勢調査」 

出所：総務省統計局「国勢調査」 
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      仙台空港からの移動時間が電車で 5時間圏内の地域と人口は、宮城県お

よび岩手県、山形県、福島県については仙台空港からの移動時間が車で 1

時間半圏内の市町村を除いた地域で 2,484,473人、そのほかの都道府県は

青森県および秋田県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、

神奈川県、新潟県、富山県、長野県、静岡県、愛知県の 14 都県で 49,313,975

人となり、該当する圏内の合計人口は 51,798,448人となった。 

 

ｃ．宮城県内の交通機関の利用状況整理 

      交通機関の利用状況については、空路および陸路、海路の 3方面につい

て整理することとし、空路については仙台空港、陸路については仙台駅の

乗車人員数、海路については仙台塩釜港へのクルーズ船の入港実績を整理

した。 

    

     【宮城県内の交通機関利用状況】 

交通機関 乗降拠点 利用状況 出所 

飛行機 仙台空港 

（2017年度） 

着陸回数：26,405回 

乗降客数：3,439,239人 

    （対前年比＋276,642人） 

宮城県ホームページ「仙台空港管理

状況調書」 

鉄道 仙台駅 

（2018年度） 

新幹線駅別乗車人員（1 日平均）：

27,771人 

      （対前年比＋432人） 

年換算では 10,136,415人 

ＪＲ東日本ホームページ「新幹線駅

別乗車人員」 

船舶 仙台塩釜港 

（2018年） 

入港実績：12回（前年同数） 

（内訳）仙台港区：9回 

    石巻港区：3回 

宮城県ホームページ「平成 30年の仙

台塩釜港へのクルーズ船入港実績に

ついて 

 

      2017 年度の仙台空港の乗降客数は 3,439,239 人となり、前年から

276,642 人増加した。仙台空港では 2018 年 10 月に仙台空港「ピア棟」が

供用開始され、仙台国際空港㈱が 2044 年度の目標に掲げる旅客数 550 万

人にも対応可能な体制となった。 

      また、2018 年度のＪＲ仙台駅の 1 日平均の新幹線駅別乗車人員は前年

から 432 人増加の 27,771 人となり、1 年間に換算すると 10,136,415 人と

なった。 

      一方、仙台港区と石巻港区を合わせた 2018 年の仙台塩釜港へのクルー

ズ船の入港実績は前年と同数の 12回だった。 
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ｄ．宮城県内の宿泊施設の状況 

     【宿泊施設・客室数および宿泊施設客室稼働率】 

宿泊施設数 

（2017年度末現在） 

ホテル営業 宮城県 268施設 出所：厚生労働省 

  「衛生行政報告例」  うち仙台市 133施設 

旅館営業 宮城県 517施設 

 うち仙台市 72施設 

客室数 

（2017年度末現在） 

ホテル営業 宮城県 23,210室 出所：厚生労働省 

  「衛生行政報告例」  うち仙台市 14,593室 

旅館営業 宮城県 11,020室 

 うち仙台市 2,489室 

目的地別延べ旅行者数

（2017年） 

目的地（宮城県）の 

宿泊旅行者数 
8,251千人 

出所：観光庁 

「旅行・観光消費動向調査」 

宿泊施設客室稼働率 

（2017年） 

全施設（従業者数 10人以上） 65.5% 出所：観光庁 

  「宿泊旅行統計調査」 旅館（従業者数 10人以上） 50.2% 

     

      厚生労働省が公表している衛生行政報告例によれば、2017 年度末現在

の宮城県の宿泊施設数は、ホテル営業が 268ヵ所、旅館営業が 517ヵ所で、

合計 785 ヵ所となっている。また、客室数はホテル営業が 23,210 室、旅

館営業が 11,020室となり、合計で 34,230室となった。 

      一方、観光庁が公表している旅行・観光消費動向調査によれば、2017年

の目的地別延べ旅行者数における目的地（宮城県）の宿泊旅行者数は 8,251

千人となった。 

また、宿泊旅行統計調査によると、宮城県における従業員 10 人以上の 

宿泊施設の客室稼働率は、足元では 60％台半ばで推移しており、2017年は

65.5％となった。 
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② ２つのシナリオによる需要の予測 

今後、ＩＲ開業に至るまで国土交通大臣による基本方針の策定・公表、都

道府県等による実施方針の策定・公表およびＩＲ事業者の公募・選定、都道

府県等およびＩＲ事業者による区域整備計画の認定申請、国土交通大臣によ

る区域整備計画の認定・公示等が控えており、開業時期は 2025 年頃になる

と見込まれている。 

需要の予測に際しては、宮城県における足元の国内外の観光客数の推移等

をふまえ、保守的シナリオおよび楽観的シナリオの２パターンで検討し、

2025年時点での需要を推計した。 

推計に際しては、観光庁が公表している目的地別延べ旅行者数や外国人延

べ宿泊者数のほか、各種アンケート調査を参考に推計したＩＲ利用意向、国

内の代表的なテーマパークの開業前後の県全体の観光客数の推移を参考に

した。ＩＲ施設開業後の需要にかかる推計内容は以下のとおり。 

（単位：万人） 

シナリオ 
2025年時点の推計値 ＩＲ施設開業 5年後の需要推計値 

日本人 訪日外国人 合 計 日本人 訪日外国人 合 計 

保守シナリオ 156 93 249 179 107 285 

楽観シナリオ 301 148 449 361 178 539 

 

日本人の需要については、観光庁が「旅行・観光消費動向調査」で公表し

ている目的地（宮城県）別延べ旅行者数を基として、ＣＡＧＲ（年平均成長

率）およびＩＲ利用意向、開業効果を考慮して推計値を算出した。 

また、訪日外国人の需要については、観光庁が「宿泊旅行統計調査」で公

表している外国人延べ宿泊者数を基として、ＣＡＧＲ（年平均成長率）およ

びＩＲ利用意向、開業効果を考慮して推計値を算出した。 

ＩＲ施設開業時（2025 年）の需要は、保守シナリオでは日本人 156 万人、

訪日外国人 93 万人の合計 249 万人、楽観シナリオでは日本人 301 万人、訪

日外国人 148 万人の合計 449万人とした。 

2025年以降の需要の予測については、国内の代表的なテーマパークが立地

する県におけるテーマパーク開業後の観光客数の推移を参考にして、ＩＲ施

設開業 5年後の需要を推計した。 

保守シナリオでは、ハウステンボスが開業した 1992年から 1996年までの

長崎県の年次別観光客延べ数のＣＡＧＲを使用して推計し、楽観シナリオで

は、東京ディズニーランドが開業した 1983年から 1987年までの千葉県の観

光客入込数のＣＡＧＲを使用して推計した。 

ＩＲ施設開業 5年後（2030年）の需要は、保守シナリオでは日本人 179万

人、訪日外国人 107万人の合計 285万人、楽観シナリオでは日本人 361万人、

訪日外国人 178万人の合計 539万人とした。 
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③ 宮城県内のインフラ処理能力の吸収可能性検証 

推計したＩＲ施設の需要見込数を、ＩＲ施設の整備を想定する 2025 年時

点において、宮城県内の交通インフラの輸送能力や宿泊施設の収容能力が吸

収可能かどうかを検証した。なお、交通インフラの輸送能力の推計に際して

は、各交通機関の旅客数や乗車人員等の実績と、2025年時点の旅客数や乗車

人員等の差（増加人数）を輸送能力として推計した。 

推計したＩＲ施設の年間の需要見込数と、推計した年間の宮城県内の交通

インフラの輸送能力、宿泊施設の収容能力を比較し、ＩＲ施設の開業により

創出される宮城県への来訪者を県内の交通機関や宿泊施設が吸収可能かど

うかを検証した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

想定される 2025 年時点のＩＲ施設の需要見込数の最大値に対して、宮城県

内の交通インフラの輸送能力は 460万人程度が見込まれる。 

各交通機関の今後の計画や駐車場の整備を前提とすると、開業に伴い想定さ

れるＩＲ施設への需要に対する輸送能力を考慮した場合、仙台駅から仙台空港

方面への輸送能力については、仙台空港アクセス線やエアポートリムジンの運

行数や運行車両の拡充による輸送能力の強化が必要となることが示唆される。 

宿泊施設の収容能力については、既存の宿泊施設の稼働率の上昇やＩＲ整備

に伴うホテルの新設を考慮しても 420 万人程度となり、開業に伴い想定される

需要を下回るが、仙台市内で今後開業が予定されているホテルの規模を勘案す

ると、ＩＲ施設の開業に伴い想定される需要を賄うことは可能であると判断で

きる。 

 

 

 

【ＩＲ施設開業後の需要推計値】 

保守シナリオ 

 2025年時点推計値  249万人 

楽観シナリオ 

 2025年時点推計値  449万人 

【需要最大値】 

2025年時点推計値 

449万人 

【交通インフラの輸送能力】 

航空 2,061 千人、鉄道 1,698千人 

船舶 3千人 、自動車 815千人 

合計 4,577 千人 ≒ 460万人 

【宿泊施設の収容能力】 

4,164 千人 ≒ 420万人 

（開業予定のホテルの収容能力

は 40万人） 

＜ 

＞ 

【仙台駅の新幹線利用者の増加推計値】 

1,698千人≒170万人 

【輸送能力強化を前提とした仙台空港方面への輸送能力】 

176万人 
＜ 
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④ ＩＲ施設の構成と規模の検討 

ａ．ＩＲ施設の定義、要件 

ＩＲ整備法およびＩＲ施行令で規定されている、ＩＲに設置が必要な施

設の定義、要件は以下のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設の定義（ＩＲ整備法第２条）
施設の要件

（ＩＲ整備法第４１条、ＩＲ施行令第１条から第６条）

カジノ施設 ―

カジノ施設のカジノ行為区画のうち専らカジノ行為の用に供
されるものとしてカジノ管理委員会規則で定める床面積の
合計が、特定複合観光施設の床面積の合計の百分の三
の面積を超えないこと

第一号施設
（国際会議場）

国際会議の誘致を促進し、及びその開催
の円滑化に資する国際会議場施設

主として国際会議の用に供する室のうちその収容人員が最
大であるものの収容人員（以下、「最大国際会議室収容人
員」という。）がおおむね1,000人以上であり、かつ、主として
国際会議の用に供する全ての室の収容人員が最大国際
会議室収容人員の２倍以上であること

第二号施設
（展示等施設）

国際的な規模の展示会、見本市その他の
催しの開催の円滑化に資する展示施設、
見本市場施設その他の催しを開催するた
めの施設

最大国際会議室収容人員の区分に応じ、主として展示
会、見本市その他の催しの用に供する全ての室の床面積
の合計が以下に定める面積以上であること

第三号施設
（魅力増進施設）

我が国の伝統、文化、芸術等を生かした
公演その他の活動を行うことにより、我が
国の観光の魅力の増進に資する施設

我が国の観光の魅力の増進に資する劇場、演芸場、音楽
堂、競技場、映画館、博物館、美術館、レストランその他
の施設とする

第四号施設
（送客施設）

我が国における各地域の観光の魅力に
関する情報を適切に提供し、併せて各地
域への観光旅行に必要な運送、宿泊その
他のサービスの手配を一元的に行うこと
により、国内における観光旅行の促進に
資する施設

１．利用者の需要を満たすことができる適当な規模の対面
による情報提供及びサービス手配のための設備並びに適
当な規模の待合いの用に供する設備を有すること
２．次に掲げる業務を行う機能を有し、かつ、これらの業務
を複数の外国語により行うことができること。
①我が国における各地域の観光の魅力に関する情報につ
いて、視聴覚的効果を生じさせる表現その他の効果的な
方法により提供する業務
②目的地に到達するまでの経路及び交通手段並びに目的
地における観光資源、交通、宿泊、食事その他の事項に関
する情報について、情報通信技術の活用を考慮した適切
な方法により提供する業務
③利用者の関心に応じて、旅行の目的地及び日程並びに
旅行者が提供を受けることができるサービスの内容に関す
る事項を定めた旅行に関する計画について提案する業務
④観光旅行を行おうとする者の需要に応じて、目的地に到
達するまでの旅客及び手荷物の運送並びに目的地にお
ける観光資源等に係る予約、料金の支払その他の必要
なサービスの手配を一元的に行う業務

第五号施設
（宿泊施設）

利用者の需要の高度化及び多様化に対
応した宿泊施設

１．全ての客室の床面積の合計がおおむね100,000㎡以
上であること
２．次に掲げる事項が、国内外の宿泊施設における客室の
実情を踏まえ、利用者の需要の高度化及び多様化を勘案し
て適切なものであること
①客室のうち最小のものの床面積
②独立的に区画されたそれぞれ一以上の居間及び寝室を
有する客室（スイートルーム）のうち最小のものの床面積
③客室の総数に占めるスイートルームの割合

一般的 大規模 極めて大規模
1,000人以上 3,000人以上
3,000人未満 6,000人未満

一般的 2万㎡ × × 〇

大規模 6万㎡ × 〇 〇

極めて
大規模

12万㎡ 〇 〇 〇

展
示
等
施
設

国際会議場施設　 最大国際会議室
　 　　　収容人員

有効展示総面積 6,000人以上
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ｂ．上記要件にかかる基本的な視点、解釈の仕方等 

ア．カジノ施設 

面積制限の対象となる「専らカジノ行為の用に供される～もの」とは、 

カジノ施設のうち、ゲームの実施やゲームの運営管理等を行うための場

所である「ゲーミング区域」のことを示しており、カジノ施設に付帯す

る顧客の通路や飲食スペースなどは含まれない。つまり、カジノ施設全

体の床面積ではないことに留意が必要である。 

イ．第一号施設（国際会議場） 

最大国際会議室の収容人員と同数以上の収容人員の規模を有する中 

小会議室群が必要となる。 

ウ．第二号施設（展示等施設） 

国際会議、展示会のどちらに優位性を持たせるかは、誘致地域の特性 

やマーケットにより異なることから、誘致を検討する都道府県等に選択

の余地が残されていることになる。 

エ．第三号施設（魅力増進施設） 

ＩＲ整備法で規定されている定義では、「我が国の伝統、文化、芸術

等を生かした公演その他の活動を行うことにより」とされており、単な

る海外の演目を誘致するのではなく、日本の文化や観光の魅力をコンテ

ンツ化する施設とする必要がある。 

オ．第四号施設（送客施設） 

   ＩＲ施行令で規定されている上記要件のうち、２の①、②は、日本各

地の観光の魅力などの情報をＶＲ等の最先端技術等を駆使し効果的に

発信する「ショーケース機能」を示している。 

また、③、④は利用者等の興味や関心を引き出したうえで最適な旅行

プランの提案を行うほか、宿泊施設の予約などの必要な手配をワンスト

ップで行う「コンシェルジュ機能」を示している。 

さらに、それらの対応を行うにあたり、「多言語対応機能」が求められ

ているなど、あらゆる機能が備わった、高度な施設が必要となる。 

カ．第五号施設（宿泊施設） 

ＩＲ施行令で規定されている上記要件の１は、施設の規模に関する要

件であるが、この要件（総客室の床面積が 10万㎡以上）を満たす宿泊施

設は、今の日本に存在しないことから、この要件に合致する宿泊施設は、

結果的に日本最大の規模を有することになる。 

一方で、上記要件の２はクオリティに関する要件であるが、利用者の

需要の高度化及び多様化に対応できるレベルと規定されているのみであ

り、具体的な数値基準がなく、不明瞭なものとなっている。ただし、最

小のスイートルームの床面積やスイートルームの割合など、客室のクオ

リティを国際水準に適合させることを求めているものと思われる。 
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   これら２つの要件をクリアする宿泊施設は、名実ともに日本を代表す

る最大・最高水準の宿泊施設ということになる。 

 

ｃ．県内におけるＩＲ施設の構成と規模の検討 

  ＩＲ整備法において「特定複合観光施設」とは、カジノ施設と上記第１

号から第５号までの施設から構成される一群の施設と定義されており、Ｉ

Ｒ導入にあたっては、そのすべてを整備することが必須となる。 

ここでは、ＩＲ施設のうちＩＲ施行令により施設規模に関する数値基準

が明示されている、カジノ施設、第一号施設（国際会議場）、第二号施設（展

示等施設）および第五号施設（宿泊施設）について、県内にＩＲを導入す

る場合の、適切な施設規模を検討する。 

ア．カジノ施設 

   ＩＲ施行令で規定されている面積制限の対象は、カジノ施設全体では

なく、あくまでゲーミング区域であることから、賭博のイメージが強い

カジノの印象を薄めるため、ゲーミング区域以外の付帯区域（通路、飲

食スペース、トイレなど）のスペースをゲーミング区域と同程度以上に

するなど、ゆったりとした施設構造とするのが相応しい。 

仮に、ゲーミング区域をＩＲ施設総床面積の３％、付帯区域を同３％

とし、ＩＲ施設総床面積をシンガポールのリゾート・ワールド・セント

ーサの施設総床面積 343,000 ㎡と仮定すると、カジノ施設の総床面積は

20,580㎡（343,000㎡×６％）となる。 

イ．第一号施設（国際会議場）および第二号施設（展示等施設） 

ⅰ．既存ＭＩＣＥ施設の需給状況を踏まえた施設規模の検討 

宮城県の国際会議開催件数は、Ｐ３２からＰ３３に記載のとおり、

東北各県の中では突出して多い状況にあり、また、２０１７年の都道

府県別の順位が８位になっているなど、全国的にみても上位に位置し

ている。 

このように、宮城県における国際会議開催のポテンシャルは、東北

大学などの世界的に有数の研究施設が立地していることなどを背景と

して、高い状況にあることが窺われる。 
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一方、Ｐ３２に記載の仙台市における既存の国際会議場施設で、Ｉ

Ｒ施行令基準（①最大国際会議室収容人数 1,000 人以上、②その他の

国際会議の用に供するすべての室の収容人数が最大国際会議室収容人

数の２倍以上）を満たしている施設は、「仙台国際センター」（①最大

国際会議室収容人数 1,000 人、②会場施設全体の収容人数 7,084 人、

②÷①：7.1倍）のみにとどまっている。 

Ｐ３４に記載の日本の主な国際会議場を有する都道府県のほとんど

が、国際会議開催件数の都道府県別順位で宮城県よりも上位に位置し

ていることを踏まえると、宮城県が有する国際会議開催のポテンシャ

ルに対応可能な規模の国際会議場施設をさらに整備していく必要があ

る。 

また、ＭＩＣＥ施設専門家へのヒアリングでは、「地方の中枢都市が

ＭＩＣＥ開催の拠点都市となることで、観光や宿泊をとおして、周辺

地域への経済的な効果の波及が期待できる。」などの意見が出された。 

これらの状況を踏まえると、宮城県における国際会議の誘引力をさ

らに高めていくため、ＩＲ導入に伴い整備する国際会議場施設につい

ては相応の規模を有する必要があると考えられ、展示等施設とのバラ

ンスを考慮すると、ＩＲ施行令基準のうち、国際会議場施設は最大国

際会議室収容人員 3,000 人以上 6,000 人未満の規模（大規模な国際会

議が開催可能）で、展示等施設は有効展示総面積 6 万㎡以上（大規模

な展示会が開催可能）の規模の組み合わせが適している。 

 

 

 

 

 

（件） 

※グラフ上の数値は、各都道府県の 2017年の国際会議開催件数 
出所：日本政府観光局「2017年国際会議統計」   
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ⅱ．需要予測を踏まえた施設規模の検討 

本調査で推計した保守シナリオの需要予測をベースとして、①ＩＲ

来場者に占めるＭＩＣＥ目的の割合、②ＭＩＣＥ施設の稼働率を使用

し、国際会議場に必要な収容人員数を推計すると、以下のようになる。 

なお、推計にあたって、①ＩＲ来場者に占めるＭＩＣＥ目的の割合

はＩＲ先進地域であるシンガポールおよびラスベガスのＭＩＣＥ目的

来訪割合を、②ＭＩＣＥ施設の稼働率は、パシフィコ横浜の会議場施

設の平均稼働率（2014 年から 2018 年までの 5 年間）および仙台市の

代表的な９つのホールの平均稼働率（2016年度）を使用した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記推計によると、必要な国際会議場の収容人員数は約 700 人から

約 1,000 人程度となるが、この推計値はＩＲ施行令基準の国際会議場

施設の最低収容人員 2,000 人を下回っている。このＩＲ施行令基準は

最低限クリアする必要があるため、国際会議場の施設規模は、上記推

計による必要な収容人員数を上回ってしまうことにはなるものの、Ｉ

Ｒ施行令基準の最低ラインである収容人員 2,000 人規模が妥当である。 

しかしながら、国際会議場施設の収容人員を 2,000 人とする場合、

ＩＲ施行令基準では展示場等施設を 12 万㎡以上の極めて大規模な施

設にする必要があることを勘案すると、上記ⅰと同様の組み合わせが

妥当である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

需要予測最大値
(人)

9% シンガポール全体(2015年) 60%
仙台市ホール平均稼働
率(2016年度)

1,023 人

9% シンガポール全体(2015年) 75%
パシフィコ横浜の会議場
平均稼働率(2014～2018)

819 人

8% ラスベガス全体(2018年) 60%
仙台市ホール平均稼働
率(2016年度)

910 人

8% ラスベガス全体(2018年) 75%
パシフィコ横浜の会議場
平均稼働率(2014～2018)

728 人

2,490,000

来場者に占めるＭＩＣＥ目的の割合 ＭＩＣＥ施設の稼働率
必要施設規模

(収容人員)
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ウ．第五号施設（宿泊施設） 

ⅰ．既存宿泊施設の状況 

先述のとおり、宿泊施設については日本最大規模かつ最高水準の施

設が求められることとなるが、まずは、ＩＲ施行令基準を踏まえたう

えで、既存宿泊施設の状況を概観する。 

仙台市内および日本国内に立地する客室数が多い主な宿泊施設の総

客室床面積、スイートルームの割合などを整理すると以下のようにな

り、日本最大規模の品川プリンスホテルであっても、総客室床面積が

約 8万㎡（推定）とＩＲ施行令基準の 10万㎡を下回っている状況であ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、直近 10年間に整備された諸外国のＩＲの宿泊施設（10施設）

と日本を代表する３つの宿泊施設（帝国ホテル東京、ホテルオークラ

東京、ホテルニューオータニ東京）における最小客室面積とスイート

ルーム割合の平均をみると以下のようになり、日本の宿泊施設のスペ

ックは世界水準を大きく下回っている。 

 

 

 

 

 

 

 

仙台市内の客室数が多い主な宿泊施設

ｽｲｰﾄﾙｰﾑ
有無

宿泊施設名 客室数
総客室
床面積

(㎡,推定)

最小客室
床面積

(㎡)

最小ｽｲｰﾄ
ﾙｰﾑ床面積

(㎡)

ｽｲｰﾄﾙｰﾑ
割合
(％)

ホテルメトロポリタン仙台 295 8,391 16.3 55.0 2.0

ウェスティンホテル仙台 292 12,556 30.0 67.0 2.4

仙台国際ホテル 234 4,711 17.2 70.0 0.9

仙台ロイヤルパークホテル 110 3,714 23.0 46.0 10.9

アパヴィラホテル仙台駅五橋 610 10,248 11.0 ― ―

リッチモンドホテル仙台 344 7,860 18.0 ― ―

コンフォートホテル仙台西口 307 5,557 13.0 ― ―
出所：各施設ＨＰに基づき弊社作成

日本の客室数が多い主な宿泊施設

ｽｲｰﾄﾙｰﾑ
有無

宿泊施設名 客室数
総客室
床面積

(㎡,推定)

最小客室
床面積

(㎡)

最小ｽｲｰﾄ
ﾙｰﾑ床面積

(㎡)

ｽｲｰﾄﾙｰﾑ
割合
(％)

品川プリンスホテル 3,560 79,686 13.2 53.0 0.0

アパホテル＆リゾート横浜ベイタワー 2,311 35,990 10.0 33.0 0.3

アパホテル＆リゾート東京ベイ幕張 2,007 33,593 11.0 89.2 0.1

ホテルニューオータニ 1,479 63,169 23.0 71.0 4.3

無 アワーズイン阪急 1,388 20,966 12.5 ― ―
出所：「月間レジャー産業資料2019年6月号」、「週間ＨＯＴＥＲＥＳ2019/3/15号」に基づき弊社作成

有

無

有
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ＩＲ施行令では、スイートルーム割合の具体的な数値基準は示して

いないものの、世界的なレベル感が求められることを踏まえると、諸

外国のＩＲ宿泊施設のスイートルーム割合である約20％を基準とする

ことが妥当である。 

 

ⅱ．需要予測を踏まえた施設規模の検討 

本調査で推計した保守シナリオの需要予測をベースとして、①ＩＲ

来場者に占める宿泊者割合、②宿泊施設の稼働率を使用し、宿泊施設

に必要な客室数を推計すると、以下のようになる。 

推計にあたって、①ＩＲ来場者に占める宿泊者割合は、外国人につ

いては需要予測のベース自体を延べ宿泊者数としていることから

100％とし、日本人については観光庁の旅行・観光消費動向調査におけ

る宿泊旅行者の割合を使用した。また、②宿泊施設の稼働率は、ＩＲ

先進地域であるラスベガスのストリップ地区全体の宿泊施設稼働率を

使用した。 

 

 

 

 

 

 

上記で推計した必要客室数 2,753室をベースとして、客室最小面積、

スイートルーム最小面積、スイートルーム割合を諸外国のＩＲ宿泊施

設の平均値と同水準とすると、宿泊施設の総客室床面積は以下のとお

り、123,652㎡となり、ＩＲ施行令基準の 10万㎡を上回る。 

 

 

 

直近10年間に整備された
諸外国のＩＲの宿泊施設

（10施設）

日本を代表する宿泊施設
(帝国ﾎﾃﾙ東京、ﾎﾃﾙｵｰｸﾗ東京

、ﾎﾃﾙﾆｭｰｵｰﾀﾆ東京)

スイートルームの
最小客室面積の平均(㎡)

６５．６ ５８．７

一般客室の最小客室
面積の平均(㎡)

４０．０ ２９．０

客室数の平均
(室)

２，４９５ ９３０

スイートルーム数の平均
(室)

６１７ ４７

スイートルーム割合の
平均(％)

１９．２ ５．３

出所：「特定複合観光施設区域整備法に係る説明会 説明資料」

需要予測
最大値(人)

日本人
(延べ旅行者)

1,560,000 56%
旅行・観光消費動向調査
(2018年,目的地別/宮城県)

90%
ラスベガスストリップ
全体(2017年)

1,338 室

外国人
(延べ宿泊者)

930,000 100% ― 90%
ラスベガスストリップ
全体(2017年)

1,416 室

2,753 室

宿泊者割合 宿泊施設の稼働率
必要施設規模

(客室数)

合　　　計
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【想定される立地地域におけるＩＲ施設のイメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ショーケー
ス機能

コンシェル
ジュ機能

多言語対
応機能

宿泊施設

総客室数：2,753室
総客室床面積:123,652㎡

カジノ施設

【ゲーミング区域】
ＩＲ全６施設の総床面積の３％以内

想定床面積：10,000㎡程度

上記機能を備えた、
対面による情報提供や

サービス手配を行う施設

送客施設

【中小国際会議室】
総収容人員
3,000人以上

有効展示総面積
60,000㎡以上

【飲食スペースなどの付帯区域】
ゲーミング区域と同等のスペース

想定床面積：10,000㎡程度

日本の文化や観光の魅力を
コンテンツ化した施設

一般客室数:2,224室(80.8%)
スイートルーム数:529室(19.2%)

国際会議場施設

【最大国際会議室】
収容人員

3,000人以上

展示等施設

魅力増進施設

【施設カテゴリー】
劇場、演芸場、音楽堂、博物館

レストラン、物販店舗 など

Ｉ Ｒ 施 設 区 域 

客室数(室) 割合(％)
一室あたりの

客室床面積(㎡)
総客室

床面積(㎡)

一般客室 2,224 80.8 40.0 88,977

スイートルーム 529 19.2 65.6 34,675

合　　　計 2,753 100.0 ― 123,652
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⑤ ＩＲ施設建設に関する諸規制の整理 

ａ．都市計画法による規制 

  都市計画法において、開発行為にかかる規制が規定されている。 

【関連条文】 
都市計画法 
第４条第１２項 

この法律において「開発行為」とは、主として建築物の建築又は
特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質
の変更をいう。 

都市計画法 
第２９条第１項 

都市計画区域又は準都市計画区域内において開発行為をしよう
とする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都
道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる
開発行為については、この限りではない。 
① 市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域又

は準都市計画区域内で行う開発行為で、その規模が、それ
ぞれの区域の区分に応じて政令で定める規模未満であるも
の 

② 市街化調整区域、区域区分が定められていない都市計画区
域又は準都市計画区域において行う開発行為で、農業、林
業若しくは漁業の用に供する政令で定める建築物又はこれ
らの業務を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に
供する目的で行なうもの 

～ 以下省略 

都市計画法 
第２９条第２項 

都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、それに
より一定の市街地を形成すると見込まれる規模として政令で定め
る規模以上の開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交
通省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなけれ
ばならない。ただし、次に掲げる開発行為については、この限りで
はない。 
① 農業、林業若しくは漁業の用に供する政令で定める建築物

又はこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物の建
築の用に供する目的で行う開発行為 

～ 以下省略 

都市計画法施行令 
第１９条第１項 

都市計画法第２９条第１項第１号の政令で定める規模は、次の表
の第１欄に掲げる区域ごとに、それぞれ同表の第２欄に掲げる規
模とする。ただし、同表の第３欄に掲げる場合には、都道府県
は、条例で、区域を限り、同表の第４欄に掲げる範囲内で、その
規模を別に定めることができる。 
 
 
 
 
 
 

都市計画法施行令 
第２２条の２ 

都市計画法第２９条第２項の政令で定める規模は、１ha とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１欄 第２欄 第３欄 第４欄

市街化区域 １０００㎡
市街化の状況により、無秩序な市街
化を防止するため特に必要があると
認められる場合

３００㎡以上
１０００㎡未満

区域区分が定められてい
ない都市計画区域又は準
都市計画区域

３０００㎡
市街化の状況等により特に必要が
あると認められる場合

３００㎡以上
３０００㎡未満
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ｂ．建築基準法による規制 

  建築基準法において、都市計画法で規定されている用途地域内に建築

物を建築する場合の用途、容積率の制限が規定されている。 

【関連条文】 
建築基準法 
第４８条第１項 

第一種低層住居専用地域内においては、別表第二（い）項に掲
げる建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が第一
種低層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれ
がないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合に
おいては、この限りではない。 

建築基準法 
第４８条第２項 

第二種低層住居専用地域内においては、別表第二（ろ）項に掲げ
る建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が第二種
低層住居専用地域における～～以下同上 

建築基準法 
第４８条第３項～ 

以下省略（用途地域ごとに制限を規定） 

建築基準法 
第５２条第２項 

建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合（以下「容積率」とい
う。）は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値
以下でなければならない。～以下省略 
① 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は

田園住居地域内の建築物 
５０％、６０％、８０％、１００％、１５０％又は２００％のうち当
該地域に関する都市計画において定められたもの 

② 第一種中高層住居専用地域若しくは第二種中高層住居専用
地域又は第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、
近隣商業地域若しくは準工業地域内の建築物 
１００％、１５０％、２００％、３００％、４００％又は５００％のう
ち当該地域に関する都市計画において定められたもの 

③ 商業地域内の建築物 
２００％、３００％、４００％、５００％、６００％、７００％、８０
０％、９００％、１０００％、１１００％、１２００％又は１３００％の
うち当該地域に関する都市計画において定められたもの 

～以下省略 
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【建築基準法「別表第二」の概要（一部抜粋）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ．農地法による規制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第

一

種

低

層

住

居

専

用

地

域

第

二

種

低

層

住

居

専

用

地

域

第

一

種

中

高

層

住

居

専

用

地

域

第

二

種

中

高

層

住

居

専

用

地

域

第

一

種

住

居

専

用

地

域

第

二

種

住

居

専

用

地

域

準

住

居

地

域

近

隣

商

業

地

域

商

業

地

域

準

工

業

地

域

工

業

地

域

工

業

専

用

地

域

備　　考

150㎡以下 × ① ② ③ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ④

150㎡超500㎡以下 × × ② ③ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ④

500㎡超1,500㎡以下 × × × ③ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ④

1,500㎡超3,000㎡以下 × × × × 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ④

3,000㎡超10,000㎡以下 × × × × × 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ④

10,000㎡超 × × × × × × × 〇 〇 〇 × ×

ホテル、旅館 × × × × ▲ 〇 〇 〇 〇 〇 × × ▲　3,000㎡以下

× × × × ▲ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × ▲　3,000㎡以下

× × × × × ▲ ▲ 〇 〇 〇 ▲ ▲ ▲　10,000㎡以下

× × × × × ▲ ▲ 〇 〇 〇 ▲ × ▲　10,000㎡以下

× × × × × × ▲ 〇 〇 〇 × ×
▲　劇場、映画館、演芸場、観覧場：
客席200㎡未満、ナイトクラブ：床面積
200㎡未満

× × × × × × × × 〇 ▲ × × ▲　個室付浴場等を除く

①：日用品販売店舗、喫茶店、理髪店
及び建具屋等のサービス業用店舗の
み。２階以下
②：①に加えて、物品販売店舗、飲食
店、損保代理店・銀行の支店・宅地建
物取引業等のサービス業用店舗の
み。２階以下
③：２階以下
④：物品販売店舗、飲食店を除く

〇：建築可
×：建築不可
①、②、③、④、▲：面積、階数等
の制限あり

遊
戯
施
設
・
風
俗
施
設

店
舗
等

床
面
積

ボーリング場、スケート場、水
泳場、ゴルフ練習場、バッティ
ング練習場等

カラオケボックス等

麻雀屋、ぱちんこ屋、射的場、
馬券・車券発売所等

劇場、映画館、演芸場、観覧
場、ナイトクラブ

キャバレー、個室付浴場等
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ｃ．農地法による規制 

  農地法において、農地転用、農地転用のための権利移動の制限が規定さ

れている。 

【関連条文】 
農地法 
第３条第１項 

農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永
小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使
用及び収益を目的とする権利を設定し、もしくは移転する場合に
は、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受
けなければならない。 

農地法 
第４条第１項 

農地を農地以外のものにする者は、都道府県知事の許可を受け
なければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合
は、この限りではない。 
① 次条第１項の許可に係る農地をその許可に係る目的に供す

る場合 
② 国又は都道府県等が、道路、農業用用排水施設その他の地

域振興又は農業振興上の必要性が高いと認められる施設で
あって農林水産省令で定めるものの用に供するため、農地を
農地以外のものにする場合 

～以下省略 
⑦ 市街化区域内にある農地を、政令で定めるところによりあら

かじめ農業委員会に届け出て、農地以外にものにする場合 
～以下省略 

農地法 
第５条第１項 

農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地
以外のものにするため、これらの土地について第３条第１項本文
に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道
府県知事等の許可を受けなければならない。ただし、次の各号の
いずれかに該当する場合は、この限りではない。 
① 国又は都道府県等が、前条第１項第２号の農林水産省令で

定める施設の用に供するため、これらの権利を取得する場
合 

～以下省略 
⑥ 前条第１項第７号に規定する市街化区域内にある農地又は

採草放牧地につき、政令で定めるところによりあらかじめ農
業委員会に届け出て、農地及び採草放牧地以外のものにす
るためこれらの権利を取得する場合 

～以下省略 

 

ｄ．東日本大震災復興特別区域法による特例 

  東日本大震災復興特別区域法により、復興整備計画区域における都市

計画法、農地法に規定されている土地利用に係る許認可等の特例が規定

されている。 
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【関連条文】 
東日本大震災復興特別
区域法 
第４６条第１項 

特定被災区域内の次の各号に掲げる地域のいずれかに該当す
る地域であって、市街地の整備に関する事業、農業生産の基盤
の整備に関する事業その他の地域の円滑かつ迅速な復興を図
るための事業を実施する必要がある地域をその区域とする市町
村は、内閣府令で定めるところにより、単独で又は当該被災市町
村の存する都道県と共同して、当該事業の実施を通じた地域の
整備に関する計画（以下「復興整備計画」という。）を作成すること
ができる。 
① 東日本大震災による被害により土地利用の状況が相当程度

変化した地域またはこれに隣接し、若しくは近接する地域 
② 東日本大震災の影響により多数の住民が避難し、若しくは住

所を移転することを余儀なくされた地域又はこれに隣接し、
若しくは近接する地域 

③ 前２号に掲げる地域と自然、経済、社会、文化等において密
接な関係があると認められる地域であって、前２号に掲げる
地域の住民の生活の再建を図るための整備を図ることが適
切であると認められる地域 

東日本大震災復興特別
区域法 
第４６条第２項 

復興整備計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。 
① 復興整備計画の区域 
② 復興整備計画の目標 
③ 計画区域における土地利用に関する基本方針 
④ 第２号の目標を達成するために必要な次に掲げる事業（以下

「復興整備事業」という。）に係る実施主体、実施区域その他
の内閣府令で定める事項 
イ 市街地開発事業 
ロ 土地改良事業 
～以下省略 
カ イからワまでに掲げるもののほか、住宅施設、水産物加

工施設その他の地域の円滑かつ迅速な復興を図るため
に必要となる施設の整備に関する事業 

～以下省略 

東日本大震災復興特別
区域法 
第４９条第４項 

第４６条第２項第４号に掲げる事項には、復興整備事業の実施に
係る次に掲げる事項を記載することができる。 
① 都市計画法第２９条第１項又は第２項の許可に関する事項 
～以下省略 
④ 農地法第４条第１項又は第５条第１項の許可に関する事項 
～以下省略 

東日本大震災復興特別
区域法 
第５０条第２項 

次の表の上欄に掲げる事項が記載された復興整備計画が第４６
条第６項の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事
項に係る復興整備事業の実施主体に対する同表下欄に掲げる
許可、認可又は承認があったものとみなす。 
 
 
 
 

東日本大震災復興特別
区域法 
第５０条第３項 

前条第４項第４号に掲げる事項が記載された復興整備計画が第
４６条第６項の規定により公表されたときは、当該公表の日に当
該事項に係る農地法第４条第１項又は第５条第１項の規定により
許可を受けるべき者に対する許可があったものとみなす。 

 

 

 

 

 

前条第４項第１号に掲げる事項 都市計画法第２９条第１項又は第２項の許可

以下省略 以下省略
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Ｃ．ＩＲ施設の事業採算性の検討 

ＩＲ施設の事業採算性の検討にあたっては、ＩＲ施設を構成するホテルおよび 

魅力増進施設、ＭＩＣＥ施設、カジノ施設について、公表されている指標や先行 

調査・研究で用いられている算出方法・データ等を参考にしたほか、有識者への

ヒアリングを有効に活用して、検証方法を検討した。 

ＩＲ施設を構成する施設毎に事業採算性検証にかかる考え方を整理し、事業収

支を検証した。 

 

① ＭＩＣＥ施設 

ＭＩＣＥ施設の事業採算性の検証に際しては、ＭＩＣＥ目的来訪者割合およ

び施設規模、総床面積、建設単価、建設費を整理し、1年間の売上高および年

間維持管理費用を推計した。推計内容は以下のとおり。 

   

項 目 推計内容 

ａ．ＭＩＣＥ目的来訪者割合 10％ 

ｂ．施設規模 最大国際会議室の収容人員 3,000人以上 

展示場施設の床面積合計 60,000㎡以上 

ｃ．総床面積 ・展示場施設床面積 60,000㎡ 

・会議施設床面積   8,000㎡ 

 合計            68,000㎡ 

・総床面積     170,000㎡ 

ｄ．売上高 〇保守シナリオ 281百万円 

〇楽観シナリオ 507百万円 

ｅ．建設単価 57.24万円／㎡ 

ｆ．建設費 97,302百万円 

ｇ．年間維持管理費用 年間維持管理費用の対建設費割合を 4％にて推計。さら

に減価償却費を加算。 

6,325百万円 
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② 魅力増進施設 

  魅力増進施設の事業採算性の検証に際しては、来訪者数および公表されてい 

る国内テーマパークの事業実績、建設費を整理し、1年間の売上高および営業

費用、営業利益を推計した。推計内容は以下のとおり。 

 

項 目 推計内容 

ａ．来訪者数 〇保守シナリオ 249万人 

〇楽観シナリオ 449万人 

ｂ．1人あたり売上高（入場者） 12,000円 

ｃ．売上高 〇保守シナリオ 25,398百万円 

〇楽観シナリオ 45,798百万円 

ｄ．営業費用 〇保守シナリオ 24,900百万円 

〇楽観シナリオ 44,900百万円 

ｅ．営業利益 〇保守シナリオ 498百万円 

〇楽観シナリオ 898百万円 

ｆ．建設費 72,041百万円 

 

③ ホテル 

ホテルの事業採算性の検証に際しては、建設単価および客室床面積、総床面 

積、建設費、客室数、稼働率、宿泊費の検証方法を整理し、1年間の売上高お 

よび営業利益を推計した。推計内容は以下のとおり。 

     

項 目 推計内容 

ａ．建設単価 50万円／㎡ 

ｂ．客室床面積 120,000㎡ 

ｃ．総床面積 300,000㎡ 

ｄ．建設費 150,000百万円 

ｅ．客室数 2,600室 

ｆ．稼働率 90％ 

ｇ．宿泊費 35,000円 

ｈ．売上高 59,787百万円 

ｉ．営業利益 3,300百万円 
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④ カジノ施設 

  カジノ施設の事業採算性の検証に際しては、カジノ来訪者割合および施設規 

模、総床面積、カジノ 1人あたり売上高、建設単価、建設費を整理し、1年間 

の売上高および年間維持管理費用を推計した。推計内容は以下のとおり。 

 

項 目 推計内容 

ａ．カジノ来訪者割合 【日本人】 

〇保守シナリオ 20.0％ 

〇楽観シナリオ 23.7％ 

【外国人】 

〇保守シナリオ 10.0％ 

〇楽観シナリオ 23.7％ 

ｂ．施設規模 10,290 ㎡ 

ｃ．総床面積 20,580 ㎡ 

ｄ．カジノ 1人あたり売上高 16,339 円 

ｅ．売上高 〇保守シナリオ  6,617百万円 

〇楽観シナリオ 17,387百万円 

ｆ．建設単価 50万円／㎡ 

ｇ．建設費 10,290百万円 

ｈ．年間維持管理費用 3,875百万円 

 

 ＩＲを構成する各施設、各項目の推計内容をふまえ、次項ではＩＲ施設の事

業採算性を検証した。 
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⑤ 事業収支の検証 

   ａ．ＩＲ施設規模および施設整備費用 

ＩＲ施設規模および施設整備費用については、ＩＲを構成する各施設の推

計内容（①～④）をふまえて整理した。ただし、土地取得費用および土地造

成費用については考慮していない。 

     【ＩＲを構成する施設の規模および整備費用】 

ＭＩＣＥ施設 魅力増進施設 ホテル カジノ施設 合 計 

総床面積 

170,000 ㎡ 

 

展示場 

60,000 ㎡ 

会議施設 

8,000 ㎡ 

総床面積 

100,000㎡ 

 

 

 

総床面積 

300,000㎡ 

 

客室総床面積 

120,000㎡ 

客室数 

2,600室 

総床面積 

20,580 ㎡ 

 

施設面積 

10,290 ㎡ 

総床面積 

590,580㎡ 

建設費 

97,302 百万円 

建設費 

72,041百万円 

建設費 

150,000百万円 

建設費 

10,290百万円 

建設費 

329,633百万円 

 

ｂ．事業収支の検証 

「県内におけるＩＲ施設の構成と規模の検討」で設定した保守シナリオと 

楽観シナリオの 2つのシナリオに基づき、各施設の推計内容（①～④）をふ

まえ、事業収支の検証を単年度および複数年度で実施した。 

 

ア．現在価値の推計 

事業収支の検証における EBITDA（※）の現在価値の算出に際しては、日

本証券業協会が公表する公社債店頭売買参考統計値に掲載されている残

存期間 15 年程度の公社債利回り等を参考に割引率を検討し、推計を実施

した。 

※ EBITDA は営業利益に減価償却費を加えて算定 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（下記客室総床面積合計の 2.5倍） （下記面積合計の 2.5倍） （下記施設面積の2倍） 総床面積は、建物の各階の床

面積を合計したものであり、

建築面積とは異なる。 
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イ．保守シナリオ 

      

      保守シナリオでは、営業利益は 2025年が▲1,488百万円、5年後の 2030 

年は▲703 百万円となり、収益面では厳しい状況が予想される。 

      一方、営業利益に減価償却費を加えた EBITDA は 2025 年が 6,903 百万

円、5 年後の 2030 年は 7,688 百万円、現在価値に割戻した後では 7,315 

百万円となった。2025年から 2030 年の累計の EBITDAは、現在価値への割

戻し後で 42,638百万円となった。 

      また、現在価値に割戻した EBITDA を用いて、ＩＲ施設整備にかかる投 

資回収期間を算出すると 46.4年となり、ＩＲ施設の整備費用を回収する 

には、長期間を要することが推察される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年

売上高 ＭＩＣＥ施設 281 289 297 305 314 321

魅力増進施設 25,398 26,096 26,814 27,551 28,309 29,088

ホテル 59,787 59,787 59,787 59,787 59,787 59,787

カジノ施設 6,617 6,799 6,986 7,178 7,376 7,579

合　計 92,083 92,972 93,884 94,822 95,786 96,775

営業費用 ＭＩＣＥ施設 6,325 6,325 6,325 6,325 6,325 6,325

魅力増進施設 24,900 25,585 26,288 27,011 27,754 28,517

ホテル 56,487 56,487 56,487 56,487 56,487 56,487

カジノ施設 3,875 3,875 3,875 3,875 3,875 3,875

納付金 1,985 2,040 2,096 2,154 2,213 2,274

合　計 93,572 94,311 95,071 95,851 96,653 97,477

営業利益 ＭＩＣＥ施設 ▲ 6,043 ▲ 6,035 ▲ 6,028 ▲ 6,019 ▲ 6,011 ▲ 6,003

魅力増進施設 498 512 526 540 555 570

ホテル 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300

カジノ施設 757 884 1,015 1,150 1,288 1,430

合　計 ▲ 1,488 ▲ 1,339 ▲ 1,187 ▲ 1,029 ▲ 867 ▲ 703

減価償却費 ＭＩＣＥ施設 2,433 2,433 2,433 2,433 2,433 2,433

魅力増進施設 1,801 1,801 1,801 1,801 1,801 1,801

ホテル 3,900 3,900 3,900 3,900 3,900 3,900

カジノ施設 257 257 257 257 257 257

合　計 8,391 8,391 8,391 8,391 8,391 8,391

EBITDA 6,903 7,052 7,204 7,362 7,524 7,688

現在価値割戻し後 6,903 6,982 7,062 7,145 7,230 7,315

累  計 6,903 13,885 20,947 28,092 35,323 42,638

投資回収期間（年） 46.4

（単位：百万円） 
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ウ．楽観シナリオ 

      
楽観シナリオでは、営業利益は 2025年が 6,676百万円、5年後の 2030 

年は 9,404百万円となり、収益面では着実な利益計上が見込まれる。 

一方、営業利益に減価償却費を加えた EBITDAは 2025 年が 15,067百万 

円、5年後の 2030年は 17,794百万円、現在価値に割戻した後では 16,931 

百万円となった。2025年から 2030 年の累計の EBITDAは、現在価値への割 

戻し後で 95,891百万円となった。 

また、現在価値に割戻した EBITDA を用いて、ＩＲ施設整備にかかる投 

資回収期間を算出すると 20.6年となり、保守シナリオに比べ期間は半分 

以下に短縮することが見込まれるものの、ＩＲ施設の整備費用を回収する 

には、楽観シナリオにおいても 20年程度の期間を要することが推察され 

る。 

 

 

 

 

 

 

 

2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年

売上高 ＭＩＣＥ施設 507 526 546 566 587 608

魅力増進施設 45,798 47,506 49,278 51,116 53,023 55,001

ホテル 59,787 59,787 59,787 59,787 59,787 59,787

カジノ施設 17,387 18,035 18,708 19,406 20,130 20,881

合　計 123,479 125,855 128,319 130,875 133,527 136,276

営業費用 ＭＩＣＥ施設 6,325 6,325 6,325 6,325 6,325 6,325

魅力増進施設 44,900 46,575 48,312 50,114 51,983 53,922

ホテル 56,487 56,487 56,487 56,487 56,487 56,487

カジノ施設 3,875 3,875 3,875 3,875 3,875 3,875

納付金 5,216 5,411 5,612 5,822 6,039 6,264

合　計 116,802 118,672 120,611 122,622 124,709 126,873

営業利益 ＭＩＣＥ施設 ▲ 5,818 ▲ 5,798 ▲ 5,779 ▲ 5,759 ▲ 5,738 ▲ 5,717

魅力増進施設 898 931 966 1,002 1,040 1,078

ホテル 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300

カジノ施設 8,296 8,750 9,221 9,709 10,216 10,741

合　計 6,676 7,183 7,709 8,253 8,818 9,404

減価償却費 ＭＩＣＥ施設 2,433 2,433 2,433 2,433 2,433 2,433

魅力増進施設 1,801 1,801 1,801 1,801 1,801 1,801

ホテル 3,900 3,900 3,900 3,900 3,900 3,900

カジノ施設 257 257 257 257 257 257

合　計 8,391 8,391 8,391 8,391 8,391 8,391

EBITDA 15,067 15,574 16,099 16,644 17,209 17,794

現在価値割戻し後 15,067 15,420 15,782 16,154 16,537 16,931

累  計 15,067 30,487 46,269 62,423 78,961 95,891

投資回収期間（年） 20.6

（単位：百万円） 
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ｃ．ＩＲ施設にかかる投資回収期間 

     これまでの国内の先行調査では、海外のＩＲ施設にかかる投資回収期間が 

推計されており、こうした事例を参考に本件の投資回収期間を考察した。 

 

    【国内自治体による先行調査】 

    ア．北海道留寿都村 

海外ＩＲ施設名称 投資回収期間 

サンズ・マカオ 0.9 年 

ウィン・マカオ 3.3 年 

ベネチアン・マカオ 4.9 年 

シティー・オブ・ドリーム 14.8 年 

ギャラクシー・マカオ 3.2 年 

リゾート・ワールド・セントーサ 3.5 年 

マリーナ・ベイ・サンズ 4.4 年 

リゾート・ワールド・マニラ（Ph1） 6.5 年 

ソレア・リゾート＆カジノ（Ph1） 6.9 年 

 

    イ．東京都 

海外ＩＲ施設名称 投資回収期間 

ザ・ベネチアン 約 9年 

ザ・パラッツォ 約 6年 

ウィン・ラスベガス 約 13年 

アンコール 約 13年 

マリーナ・ベイ・サンズ 約 5年 

リゾート・ワールド・セントーサ 約 5年 

 

国内の先行調査をふまえると、海外のＩＲ施設にかかる投資回収期間は概 

ね 10年以内となっている。 

本件では投資回収期間を、保守シナリオで 46.4年、楽観シナリオで 20.6  

年とした。需要見込に基づき推計した収益力では、求められる施設規模にか 

かる整備費用の回収に長期間を要することが見込まれており、過大投資とな 

ることが推察される。 

 

 

 

 

 

 

出所：北海道留寿都村「留寿都村ＩＲ経済効果についての調査報告書」（平成 28年 3月） 

出所：東京都「海外における特定複合観光施設等に関する調査分析業務委託報告書」（平成 30年 3月） 
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（３）効果と影響の調査とヒアリングの実施 

  Ａ．県内にＩＲを導入した場合の効果・影響調査 

① 経済波及効果 

    ａ．ＩＲ施設整備に伴う経済波及効果 

前項で検討したＩＲ施設の建設費見込額を与件データとして、「平成 25

年宮城県産業連関表（延長表）」に基づき、ＩＲ施設整備に伴う経済波及

効果を推計した。 

推計結果は、直接効果、一次波及効果、二次波及効果を合わせた生産誘

発効果が約 5,100億円、雇用誘発効果は約 4万 6千人となった。 

〇 ＩＲ施設整備に伴う経済波及効果 

 経済波及効果 

生産誘発効果 5,100億円 

雇用誘発効果 46,234人 

 

ｂ．ＩＲ運営に伴う経済波及効果 

前項で検討したＩＲ施設の年間収入見込額の保守シナリオ、楽観シナリ

オをそれぞれ与件データとして、「平成 25年宮城県産業連関表（延長表）」

に基づき、ＩＲ運営に伴う経済波及効果を推計した。 

推計結果は、直接効果、一次波及効果、二次波及効果を合わせた生産誘

発効果が保守シナリオで年間約 1,159億円、楽観シナリオで年間約 1,555

億円、雇用誘発効果が保守シナリオで年間約 1万 6千人、楽観シナリオで

年間約 2 万 1千人となった。 

 

ｃ．ＩＲ導入による周遊観光客増加に伴う経済波及効果 

前項で検討したＩＲ施設への需要予測値を基に推計した周遊観光客の

増加分について、保守シナリオ、楽観シナリオで推計したそれぞれの推計

値を与件データとして、「平成 25 年宮城県産業連関表（延長表）」に基づ

き、ＩＲ導入による周遊観光客増加に伴う経済波及効果を推計した。 

なお、周遊観光客の推計にあたっては、ＩＲ来場者の 50％が周遊すると

して推計を行った。 

推計結果は、直接効果、一次波及効果、二次波及効果を合わせた生産誘

発効果が保守シナリオで年間約 379億円、楽観シナリオで年間約 499億円、

雇用誘発効果が保守シナリオで年間約 5千人、楽観シナリオで年間約 6千

人となった。 
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ｄ．ＩＲ施設整備後初年度の経済波及効果 

上記ｂ、ｃで推計したＩＲ施設運営およびＩＲ導入による周遊観光客増

加に伴う経済波及効果が、ＩＲ施設整備後初年度において宮城県に及ぼさ

れる経済波及効果となり、生産誘発効果が保守シナリオで 1,539億円、楽

観シナリオで 2,054億円、雇用誘発効果が保守シナリオで 2万人、楽観シ

ナリオで 2万 7千人と推計される。 

経済波及効果 運 営 観光客増加 合 計 

生産誘発効果 

保 守 1,159億円 379億円 1,539億円 

楽 観 1,555億円 499 億円 2,054億円 

雇用誘発効果 

保 守 15,504人 4,616 人 20,120人 

楽 観 20,786人 6,068 人 26,854人 

 

② 税収等効果 

ａ．入場料収入 

      ＩＲに整備されるカジノ施設については、日本人等の入場者に対し認定

都道府県等入場料として１回あたり 3千円が賦課され、当該入場料は認定

都道府県等の収入になる。 

      本調査で推計したＩＲ来場者予測値から入場料収入を推計すると、以下

のとおり、保守シナリオで 9億円、楽観シナリオで 21 億円となる。 

 

日本人の 

ＩＲ来場者 

予測値Ａ 

カジノ来訪者 

割合推計値 

Ｂ 

１回あたり認定都

道府県等入場料Ｃ 

年間入場料 

収入推計値 

Ａ×Ｂ×Ｃ 

保守 156万人 20.0％ 3千円 936百万円 

楽観 301万人 23.7％ 3千円 2,140百万円 

 

ｂ．納付金収入 

      ＩＲに整備されるカジノ施設は、カジノ行為粗収益の 15％を認定都道

府県等納付金として納付することが義務付けられ、当該納付金は認定都道

府県等の収入になる。 

      本調査で推計したカジノ施設の収入見込額から納付金収入を推計する

と、以下のとおり、保守シナリオで 10億円、楽観シナリオで 26億円とな

る。 

 
カジノ年間収入見込額 

Ａ 

納付金割合 

Ｂ 

年間納付金収入推計値 

Ａ×Ｂ 

保守 6,617百万円 15.0％ 993百万円 

楽観 17,387 百万円 15.0％ 2,608百万円 



- 70 - 

 

ｃ．税収増加額 

      ＩＲ整備に伴う生産誘発効果により、県内事業者の所得が増加し、法人

住民税、法人事業税、個人事業税等の増収が見込まれるほか、同様に誘発

される雇用者の報酬に対する個人住民税等の増収が見込まれる。 

      本調査で推計したＩＲ施設運営および周遊観光客増加に伴う生産誘発

効果をベースに県税の増加額を推計すると、以下のとおり、保守シナリオ

で 26億円、楽観シナリオで 35億円となる。 

      なお、対象とする県税は、法人、個人それぞれの住民税、事業税とした。 

 

〇 事業所得増加に伴う税収増加額 

 生産誘発効果Ａ 
営業余剰率Ｂ

(※1) 

実効税率 

Ｃ(※2) 

税収増加額 

Ａ×Ｂ×Ｃ 

保守 153,955百万円 10.2％ 4.7％ 746百万円 

楽観 205,460百万円 10.2％ 4.7％ 996百万円 

※1 営業余剰率は「平成２５年宮城県産業連関表（延長表）取引基本表」における営業余剰額を県内総生産額

で除して算出 

※2 実効税率は平成 28 年度の宮城県決算額における法人住民税、法人事業税、個人事業税の調定税額の合計

を、「平成 28年度宮城県県民経済計算年報」における民間法人企業所得と個人企業所得の合計額で除して算

出 

 

〇 雇用者報酬増加に伴う税収増加額 

 誘発雇用者Ａ 
県民雇用者報酬 

（雇用者１人あたり）Ｂ(※1) 

実効税率 

Ｃ(※2) 

税収増加額 

Ａ×Ｂ×Ｃ 

保守 20,120人 4,432千円 2.1％ 1,869百万円 

楽観 26,854人 4,432千円 2.1％ 2,495百万円 

※1出所：「平成 28年度宮城県県民経済計算年報」 

※2 実効税率は平成 28 年度の宮城県決算額における個人住民税の調定税額を、「平成 28 年度宮城県県民経済

計算年報」における県民雇用者報酬の賃金・俸給で除して算出 
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③ 国内先行事例調査との比較 

本調査で推計した各種効果を国内の先行事例調査と比較すると、以下のと

おりとなる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本調査 苫小牧市 大阪府 和歌山県 長崎県

生産誘発効果 5,100億円 4,000～5,500億円 12,400億円 － 3,700億円

雇用創出効果 46千人 33～45千人 75千人 － 38千人

生産誘発効果 1,159～1,555億円 1,600～2,100億円 7,600億円 3,000億円 2,600億円

雇用創出効果 16～21千人 17～21千人 88千人 20千人 22千人

生産誘発効果 6,260～6,655億円 5,600～7,600億円 20,000億円 － 6,300億円

雇用創出効果 62～67千人 50～66千人 163千人 － 60千人

9～21億円 65～87億円 130億円 210億円 －

10～26億円 106～142億円 570億円 73億円 －

26～35億円
市：25～30億円
道：17～22億円

市：80億円
府：70億円

－ －

開発

運営

合計

経
済
波
及
効
果

税
収
等
効
果

入場料

納付金

税収増加額
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④ 社会的影響 

ＩＲ施設導入によりプラスの経済波及効果が見込める一方で、ギャンブ 

ル依存症の増加、青少年の健全育成への影響、マネー・ローンダリング、

反社会的勢力の介入による治安悪化など負の社会的影響が想定されること

から、海外取組事例や想定される対策などについて考察していく。 

 

事 象 懸念される影響 

ギャンブル依存症の増加 

経済的・社会的・精神的な不都合が生ずるにもかかわら

ず、ギャンブルへの衝動が抑えられず、ギャンブルをや

められないなどの依存症などが懸念される。 

青少年の健全育成への影響 

成長期、思春期において身近にカジノが存在することに

よる人格形成への悪影響や勤労意欲の減退などが懸念

される。 

マネー・ローンダリング 

犯罪で得た収益である事実を隠匿し、表の世界で使える

お金や再び犯罪の資金源にされる。また、放置すること

により、犯罪・テロ行為、課税逃れへの助長などが懸念

される。 

周辺地域の治安悪化 
ＩＲ（カジノ）の導入に伴う周辺の治安悪化や観光客数

の増大に伴う犯罪件数の増加などが懸念される。 

反社会的勢力の介入 
相応しくない暴力団等反社会的勢力のカジノ運営への

関与などが懸念される。 

 

【調査分析対象国・地域】 

国内に導入される可能性のあるＩＲを想定すると、社会的影響に関する先   

    行事例として、シンガポール、ネバダ州（米国）、ビクトリア州（豪州）が

参考となることから、調査分析の対象とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 73 - 

 

ａ．ギャンブル依存症 

 

海外先行 

取組事例 

＜シンガポール＞  

・依存症対策を政府中心で実施しているため、具体的な依存症対策

はほぼ法令で規定されている。 

・カジノ事業者は、カジノ管理法に基づいて責任あるギャンブル・

プログラムを策定し、カジノ規制機構の承認を受けた後、当該プ

ログラムを実施するよう規定されている。 

・本人、家族等からの申告による入場排除プログラムによって規制 

されている。 

 

区 分 内 容 

本人   

入場排除   

プログラム 

賭博に悩む、もしくはそのリスクを負いたくない市民が自ら排

除リストに登録しカジノへの入場を禁ずるプログラム 

家族   

入場排除 

プログラム 

依存症患者を抱える家族、もしくはそのリスクを負いたくない

家族が、自分の配偶者、子供、親、兄弟などを排除者リストに

登録しカジノへの入場を禁ずるプログラム 

第三者  

入場排除 

プログラム 

自己破産者、生活保護受給者等を排除者リストに登録しカジノ

への入場を禁ずるプログラム 

 

＜米国・ネバダ州＞ 

・米国のカジノ産業は民間事業を中心として発展した経緯もあり、

依存症対策は民間機関が中心となって実施されている。 

・責任あるギャンブリング対策のプログラム規範・フレームワーク

については特に法令で規定されておらず、事業者はアメリカゲー

ミング協会の作成した「責任あるゲーミングの行動規範」に基づ

いてプログラムを策定していることが多い。 

 

＜豪州・ビクトリア州＞ 

・州ごとにカジノを認める制度が導入され、現在では全ての州にお

いてカジノが解禁されている。依存症対策は州政府が中心となっ

ているが、近年ではオンラインギャンブルの発展の影響もあり、

連邦政府も依存症対策を検討するようになっている。 

・ビクトリア州では、州の機関であるビクトリア州ギャンブル･アル

コール規制委員会およびビクトリア州責任あるギャンブリング財

団が中心となって入場制限や広報啓発等の依存症対策を実施して

いる。 
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想定され

る対策 

〇「ギャンブル等依存症対策基本法」に基づく考え方 

＜基本理念＞ 

・ギャンブル等依存症の発症、進行および再発の各段階に応じた防

止および回復のための対策を適切に講ずるとともに、本人・家族

が日常生活･社会生活を円滑に営むことができるように支援する。 

・多重債務、貧困、虐待、自殺、犯罪等の問題に関する施策との有

機的な連携が図られるよう、必要な配慮を行う。 

 

＜ギャンブル等依存症対策推進基本計画等＞ 

・政府はギャンブル等依存症対策の推進に関する計画を策定する。 

・自治体はギャンブル等依存症対策推進基本計画を基本とするとと

もに、当該自治体の実情に即したギャンブル等依存症対策の推進

に関する計画の策定に努める。 

 

＜ギャンブル等依存症対策推進本部の設置＞ 

・ギャンブル等依存症対策を総合的かつ計画的に推進するため、内

閣に基本計画の案の策定・実施に関すること等を所掌するギャン

ブル等依存症対策推進本部を設置する。 

 

＜基本施策＞ 

1 教育の振興等 6 民間団体の活動に対する支援 

2 
ギャンブル等依存症の予防等

に資する事業の実施 
7 連携協力体制の整備 

3 医療提供体制の整備 8 人材の確保 

4 相談支援等 9 調査研究の推進等 

5 社会復帰の支援 10 実態調査(3年ごと) 

 

＜ギャンブル等依存症対策連携会議の設置＞ 

・都道府県および政令指定都市が実施主体となり、ギャンブル等依

存症である者やその家族等が早期に必要な治療や支援を受けられ

るよう、包括的な連携協力体制構築を目的にギャンブル等依存症

対策連携会議を設置する。 

〇「ＩＲ整備法」に基づく考え方 

＜基本理念＞ 

・重層的・多段階的な取組を制度的に整備する。 

・公共政策上の制度整備と事業者責任の適切な組合せを考慮する。 
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多段階的な取組 具体的施策例 

① 機会の限定 

・ＩＲの区域数の限定           

・カジノ施設の数、ｹﾞｰﾐﾝｸﾞｴﾘｱの限定 

・オンラインカジノの禁止 

② 誘客時の規制 
・広告・勧誘規制 

・コンプ(カジノ行為関連景品類)規制 

③ 厳格な入場規制 
・入場回数の制限/厳格な本人確認 

・入場料の賦課 

④ カジノ施設内の規制 

・カジノ行為に関する規制 

・貸付規制 

・ＡＴＭの設置に関する規制 

⑤ 相談・治療につなげ

る取組 

・相談窓口の設置 

・本人・家族申告による利用制限 

 

＜依存防止にかかる具体策＞ 

・カジノ事業者に対し依存防止措置として次のことを義務付ける。 

ⅰ）本人・家族申告による利用制限、依存防止の観点から施設を 

 利用させることが不適切であると認められる者の利用制限 

ⅱ）相談窓口の設置等 

ⅲ）依存防止措置に関する内部管理体制の整備（従業員の教育訓 

練、統括管理者・監督する者の選任、自己評価の実施等） 

・日本人等の入場回数を連続する７日間で３回、連続する２８日間

で１０回に制限する。 

・本人・入場回数の確認手段として、マイナンバーカードおよびそ

のＩＣチップによる個人認証を義務付ける。 

・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）を賦課する。 

 

 



- 76 - 

 

社会的 

コスト 

〇 国内事例（平成 31年度 依存症対策等予算） 

＜大阪府＞ 

・ギャンブル等依存症の対策（28百万円） 

＜大阪市＞ 

・IRを含む国際観光拠点の形成に向けた立地推進事業（163百万円） 

・ギャンブル等依存症対策の推進 依存症対策支援事業（7百万円） 

 

〇 課題認識 

＜教育の振興等＞ 

・発達段階に応じたギャンブル等依存症に関する学習機会の提供

や、SNS、リーフレット等様々な手法により青少年へ啓蒙する。 

・青少年は心身ともに発達段階で未成熟なため依存傾向が強く、ま

た、影響が大きいため、参加禁止措置を徹底する。 

＜ギャンブル等依存症の予防等に資する事業の実施＞ 

・予防に配慮した広告・宣伝、アクセスを制限する。 

・事業者が取り組むギャンブル等依存症防止措置を明確化させる。 

・本人・家族の申告に基づき利用制限を行う。 

＜医療提供体制の整備＞ 

・専門治療プログラムの治療効果に関するエビデンスを確立し、標

準化のうえ普及させる。 

・治療拠点機関、専門医療機関を指定する。 

＜相談支援等＞ 

・専門相談に関する相談体制を整備する。 

・問題ギャンブラーや依存症者を早期に発見し、専門相談や受診案

内など、関係機関へ紹介する。 

＜民間団体の活動に対する支援＞ 

・依存症対策の充実に向け、カジノ納付金を有効に活用する。 
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ｂ．青少年の健全育成への影響 

 

海外先行 

取組事例 

＜シンガポール＞  

・カジノ運営事業者は入場制限・広告規制の義務が課せられている。 

・カジノ管理法は未成年者を排除するため査察官に対して強制排除

権を付与している。 

＜米国・ネバダ州＞ 

・カジノ運営事業者は入場制限の義務が課せられている。 

・業界団体自主規制により、青少年に特に影響の大きいスポーツ選

手、歌手等を広告媒体に使用することを禁止している。 

・ネバダ州問題ギャンブル協議会は、青少年向けのギャンブルのリ

スクに関する教育の教材・指導要領を策定している。 

＜豪州・ビクトリア州＞ 

・カジノ運営事業者は入場制限・広告規制の義務が課せられている。 

・ビクトリア州責任あるギャンブル財団は、青少年のギャンブル教

育のため、学校の要請に基づき講師を派遣し授業を行っている。 

想定され

る対策 

〇「ギャンブル等依存症対策基本法」に基づく考え方 

・国および地方公共団体にギャンブル等依存症問題に関する知識の

普及のために必要な施策（学校教育等）を義務付ける。 

〇「ＩＲ整備法」に基づく考え方 

・未成年者へのカジノ施設の入場を規制する。 

・未成年者への広告・勧誘を制限する。 

・広告・勧誘時に未成年者の入場規制の表示もしくは説明を義務付

ける。 

〇 その他 

・令和 4 年度の高等学校入学生から適用予定の「高等学校学習指導

要領」の解説に、アルコール等に加え、ギャンブル等の依存症に

ついても追加する。 

社会的 

コスト 

〇 国内事例（平成 31年度 依存症対策等予算） 

＜大阪市＞ 

 IRを含む国際観光拠点の形成に向けた立地推進事業(163百万円) 

➣ ギャンブル等依存症対策の推進 他  

- 高校生等向け依存症予防啓発の拡充（教員向け研修、動画

教材の作成） 

〇 課題認識 

・青少年の健全な成長を阻害する行為から保護するための対策を推

進する。 

・夜間巡回を実施する。 
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ｃ．マネー・ローンダリングへの影響 

 

海外先行 

取組事例 

諸外国では、カジノ事業者は国際機関である FATF の勧告に基づき、

擬似金融業者として、金融事業者と同等の規律・規範が課せられて

おり、国際的な基準に基づき管理・規制されている。 

※ FATF： マネー・ローンダリング対策における国際協調を推

進するために、1989 年のアルシュ・サミット経済宣言を受

けて設立された政府間会合であり、2001 年 9月の米国同時

多発テロ事件発生以降は、テロ資金供与に関する国際的な

対策と協力の推進にも指導的役割を果たしている。 

〇 FATF勧告および対象国マネー・ローンダリング対策概要 
項 目 FATF勧告/対象国の対策規制 

顧客管理措 置

(CDD)およびそ

の他の本人確認 

・口座開設等の業務関係の確立、一定の閾値

（15,000USD/EUR）を超える一見取引等、資金洗浄疑い、

本人確認データの真正等に疑いがある場合に要求 

・実施事項として、信頼できる情報源、合理的措置、継続

的な CDD、追加的情報の入手要求 

＜シンガポール＞ 

10,000SGD以上の現金取引、5,000SGD以上のデポジット 

＜米国・ネバダ州＞ 

2,500USD 超の与信、3,000USD 超の小切手、10,000USD以上

の取引 

＜豪州・ビクトリア州＞ 

10,000AUD以上のチップ等と資金の交換 

記録の保存 
・取引記録・CDD最低５年間保存 

・法令で規定。基本 FATF通りだが、豪州は７年。 

リスク評価 

・マネロン等のリスク特定・評価・低減実施要求 

・法令等により、顧客・取引に関する事項等を考慮したリ  

 スク評価 

法 令 

・マネロン等疑わしき取引につき、資金情報機関に速やか

に届け出るよう法律義務付け 

・法令において疑わしい取引報告要求。米国のみ 5,000USD

以上という閾値設定 

上記を的確に

行うための措

置 

・従業員訓練、プログラム監査、プログラム遵守方針を含

んだ対策実施要求 

・FATF 勧告に基づいた法令において、実施すべき事項を規

定 
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＜シンガポール＞  

・マネー・ローンダリングの対策の監督機関は、シンガポール警察

所管の疑わしい取引報告局であり、マネー・ローンダリングおよ

びテロ資金供与に関する疑わしい取引等の情報を受理・分析して

いる。 

・カジノ運営事業者は、本人確認・記録・保管、疑わしい取引の届

出・保管等の義務が課せられている。 

＜米国・ネバダ州＞ 

・カジノ運営事業者は、本人確認・記録・保管、疑わしい取引の届

出・保管等の義務が課せられている。 

＜豪州・ビクトリア州＞ 

・カジノ運営事業者は、本人確認・記録・保管、疑わしい取引の届

出・保管等の義務が課せられている。 

想定され

る対策 

〇「犯罪収益移転防止法」に基づく考え方 

・チップの交付等の一定の取引について、犯罪収益移転防止法の規

制対象となる取引に追加し、顧客に対する取引時確認、取引記録

の作成・保存、疑わしき取引のカジノ管理委員会への届出等を義

務付ける。 

〇「ＩＲ整備法」に基づく考え方 

・犯罪収益移転防止規程の作成を義務付けし、カジノ管理委員会が

審査を行う。 

・一定額以上の現金取引の届出を義務付ける。 

・チップの譲渡・譲受け・持ち出しを規制する。 

社会的 

コスト 

〇 課題認識 

・マネー・ローンダリング、事業介入への対策等、犯罪収益対策を

推進する。 

・取引記録の作成・保存、疑わしい取引の報告等、法令に即したマ

ネー・ローンダリング対策等を実施する。 

〇 主な役割 

主体 主な役割 

国 ・ＩＲ事業者を監督（背面調査等）する。 

地方自治体 

・地方公共団体（警察を含む）によるマネー・ローンダリ

ング、治安対策を実施する。 

・ＩＲ事業者へ指示する。 

ＩＲ事業者 

・不適切者の利用を制限する。 

・カジノ施設内とその施設周辺を警備する。 

・従業員を教育する。 

・国へ届出・報告する。 

・各種規制を順守する。 

・地方公共団体が行う施策へ協力する。 
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ｄ．周辺地域の治安悪化への影響 

 

海外先行 

取組事例 

＜シンガポール＞  

・カジノ運営事業者は施設内の監視が義務付けられている。 

・カジノ運営事業者はセキュリティ強化のためセキュリティに関す

るシンガポール警察のライセンスを持った人材を採用している。 

＜米国・ネバダ州＞ 

・カジノ運営事業者は施設内の監視として、カジノ行為粗収益（GGR）

に基づくカテゴリーに応じた監視システムの整備が義務付けられ

ている。 

＜豪州・ビクトリア州＞ 

・ギャンブル・アルコール規制委員会は、カジノ管理法に基づきカ

ジノ施設の監視を目的として査察官を任命している。当該査察官

はカジノ施設内に常駐し、法令違反がないことを調査するため、

カジノ施設内の巡回を行っている。 

想定され

る対策 

・カジノ事業の免許等において人的要件を規定する。 

・カジノ施設供用事業の免許、カジノ関連機器等製造業等の許可、

カジノ関連機器等外国製造業の認定、指定試験期間の指定等にお

いて人的要件を規定する。 

・暴力団員等に対しカジノ施設への入場または滞在等を禁止する。 

・カジノ事業者に対し、暴力団員等をカジノ施設に入場させ、また

は滞在させることを禁止する。 

・カジノ事業者に対し、カジノ施設等の秩序維持措置として、不適

切者の利用を禁止・制限する措置を義務付ける。 

・自治体が地域の実情に応じた治安・地域風俗環境対策を実施する。 

社会的 

コスト 

〇 課題認識 

・巡回を実施する。 

・防犯カメラ設置等の防犯環境を整備する。 

・自治体、県警、ＩＲ事業者等の地域連絡協議会を設置する。 

〇 主な役割 

主体 主な役割 

国 ・ＩＲ事業者を監督（背面調査等）する。 

地方自治体 
・地方公共団体（警察を含む）による治安対策を実施する。 

・ＩＲ事業者へ指示する。 

ＩＲ事業者 

・不適切者の利用を制限する。 

・カジノ施設内とその施設周辺を警備する。 

・従業員を教育する。 

・国へ届出・報告する。 

・各種規制を順守する。 

・地方公共団体が行う施策へ協力する。 
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ｅ．反社会的勢力の介入への影響  

 

海外先行 

取組事例 

カジノ運営に対して厳格なライセンス制度を導入している。さらに、

ライセンスの交付・更新時にカジノ運営者として相応しくない勢力が

カジノ運営に関与していないことを調査することにより、運営への関

与を防止する等の対策がとられている。 

＜シンガポール＞  

・カジノ運営事業者は、ライセンス審査（背面調査）、監視、入場

制限等の義務が課せられている。 

・カジノ運営事業者の適格性審査および特定従業員の背面調査とし

ての審査が行われる。背面調査は警察が実施しており、厳格なラ

イセンス交付制度となっている。 

＜米国・ネバダ州＞ 

・カジノ運営事業者は、ライセンス審査（背面調査）、監視、入場

制限等の義務が課せられている。 

＜豪州・ビクトリア州＞ 

・カジノ運営事業者は、ライセンス審査（背面調査）、監視、入場

制限の義務が課せられている。 

想定され

る対策 

・カジノ事業の免許等において人的要件を規定する。 

・カジノ施設供用事業の免許、カジノ関連機器等製造業等の許可、

カジノ関連機器等外国製造業の認定、指定試験期間の指定等にお

いて人的要件を規定する。 

・暴力団員等に対しカジノ施設への入場または滞在等を禁止する。 

・カジノ事業者に対し、暴力団員等をカジノ施設に入場させ、また

は滞在させることを禁止する。 

・カジノ事業者に対し、カジノ施設等の秩序維持措置として、不適

切者の利用を禁止・制限する措置を義務付ける。 

社会的 

コスト 

〇 課題認識 

・暴力団等反社会的勢力の排除活動を行う。 

・ＩＲ事業者との情報共有を徹底する。 

〇 主な役割 

主 体 主な役割 

国 ・ＩＲ事業者を監督（背面調査等）する。 

地方自治体 
・地方公共団体（警察を含む）による治安対策を実施する。 

・ＩＲ事業者へ指示する。 

ＩＲ事業者 

・不適切者の利用を制限する。 

・カジノ施設内とその施設周辺を警備する。 

・従業員を教育する。 

・国へ届出・報告する。 

・各種規制を順守する。 

・地方公共団体が行う施策へ協力する。 
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ｆ．その他の社会的影響 

 

事 象 対 応 策 

ＩＲ施設周

辺の交通渋

滞 

・県警と連携し交通安全に配慮した道路交通環境を整備する。 

・ＩＲ施設までの鉄道等公共輸送手段を確保する。 

・アクセス道路の整備のための予算を確保する。 

・駐車場の規模、位置、出入り口の数・配置、駐車場までの誘導、

入庫・出庫時の誘導等を最適化することにより周辺における交

通渋滞を防ぐ。 

ＩＲ施設周

辺の生活環

境への影響 

・カジノ施設利用者による騒音・ごみ・渋滞等による住宅地区・文

教地区等への悪影響を及ぼさないよう、相応の距離を置いてＩ

Ｒ施設を配置する。 

・周辺や中心部の雰囲気を壊さないよう、地区計画、景観条例、屋

外広告条例などによる用途制限（質屋営業、貸金業等）や、建物

のデザイン、街の景観の規制・誘導を行う。 

・カジノ周辺について、地元団体との連携等を図り、景観・環境美

化活動を実施する。 

来日外国人

の増加に伴

う対応 

・外国人向けに多言語案内表示等を充実させるなど、行政サービス

を強化する。 

・行政機関等における通訳人の確保など、来日外国人向けの対応力

を強化・拡充する。 

・不法滞在外国人に対する取締りの強化や、警察との情報共有を徹

底する。 
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ｇ．ギャンブル依存症にかかる有識者へのインタビュー結果 

 

面談者 

仙台白百合女子大学 人間発達学科 教授 

医学博士 精神保健福祉士 

氏家 靖浩 氏 

 

＜参考＞ 

・宮城県精神障害者等地域相談支援体制強化事業(大和町地

区担当) 相談スタッフ 

・宮城県登米市 心の健康相談員 

 

   【ヒアリング内容】 

国内（または宮城県内）のギャンブル依存症の現状と課題は 

・主としてパチンコ・パチスロ等に夢中になり、家庭崩壊の危機や就職するもす

ぐに失職するといったケースを取り扱っている。 

・宮城県内に限定して言えば、例えば勤務形態が不規則な職種の若者が仲間と遊

べず、休日をパチスロに費やし人生をダメにしたというケースが多くみられた。 

・震災後の仮設住宅の近隣に開店したパチスロ店に入り浸っていた人々が、実質

的には依存症と呼ぶべき状態にあったと思う。 

・必ずしも多くはないが、依存症の有効な治療法もないことから、その立て直し

に難渋している状況。 

ＩＲ(カジノを含む統合型リゾート)誘致に伴うギャンブル依存症への影響は 

・ＩＲ施設では、ある程度まとまった金額が消費されるため、近隣住民が「小金」

を浪費するパチンコ等のケースとは異なり、そこそこの所得階層で遠方からも

来場することから、県内の住民への影響は限定的ではないか。 

ギャンブル依存症対策として、入場規制は有効か 

・有効かどうかの判断はできない。規制されても、それを突き破って行くのが依

存症の特性であることから、根本的な対処法とは成り得ないのではないか。 

ギャンブル依存症を削減するために効果的な対策は 

・いわゆる「身体的な病気」ではないので、啓発、啓蒙、教育といった社会的な

アプローチが有効であり、逆にそれ以外はまだ「特効薬」はないと考える。 

ＩＲによるギャンブル依存症を予防するための根本的な対策は可能か 

①ＩＲ事業者、②行政 

・基本的に①ＩＲ事業者、②行政、 共に「依存症の危険性に関する啓発・啓蒙・

教育」しかないと思う。 
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ギャンブル依存の予備軍が発生した場合、県内の生産性への影響は限定的か 

・予備軍の発生当初は、県内の生産性への影響は限定的と考えるが、一旦悪化す

れば、容易な立て直しは困難であると思う。 

・要するに、ギャンブル依存になる社会階層の方々が生産的でなくなることから、

ゆっくりと影響は多方面に及ぶと思う。 

・違う次元の例であるが、今の本県は「不登校」と「メタボ」がワースト 1 位。

県レベルの基本統計は良くなったら悪くなるのは簡単という神話があるが、悪

いものはなかなか好転しない、とも言われている。 

ギャンブル依存症の罹患可能性と宮城県内の生活圏には関係があるか 

・ＩＲに関しては、給与水準が高く、高学歴の人々が住むような社会階層の高い

エリアの中から、罹患する方が出そうな気がする。 

・その意味では生活圏というより、階層性の問題に目を配る必要があると思う。

現在深刻なパチスロ等におぼれる人々に関しては、生活圏との関係は明確だと

思う。 

ギャンブル依存症の青少年への影響は 

・スマホやゲーム依存ほどの直接的な影響はないと考える。 

・極端ではあるが、社会階層の高いエリアに住む家庭が崩壊し、突然夜逃げとい

った間接的な影響も起こり得るかもしれない。 

ギャンブル依存症対策の具体例は 

・韓国では、ゲーム依存の先進治療システムが導入されているので、将来的には

日本でも同様のシステムが導入されると思う。 

・現状、パチスロ等の依存の場合は、家族と職場を巻き込んで、徹底的に生活指

導をすることになっている。 

・本人に治療意欲がない場合は、認知行動療法というカウンセリングのアプロー

チをとることになる。 
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面談者 

医療法人東北会 東北会病院 

（依存症専門医療機関、依存症治療拠点機関） 

院長 石川 達 氏 

 

   【ヒアリング内容】 

国内（または宮城県内）のギャンブル依存症の現状と課題は 

・当院のギャンブル依存症患者の来院数は月に７、8 名で１年間では約 100 名で

ある。 

・ギャンブル依存症は医学的な「疾患」である。治療可能であり、回復可能とい

う事実が周知されれば、患者数はさらに増えるものと考える。 

・アルコール・薬物依存症、ギャンブル依存症、ゲーム依存症等の依存症はすべ

て類似の脳の機能不全によるものである。 

ＩＲ(カジノを含む統合型リゾート)誘致に伴うギャンブル依存症への影響は 

・現実にパチンコなどによるギャンブル依存症患者が既に多数存在するが、治療

機関が極めて少なく、治療に繋がっているものの数が圧倒的に少ない。その上

で、カジノによるギャンブル依存症者が上乗せされるわけであり、対応が追い

つかない。 

・最も依存症の中で医療機関を含め治療の進んでいるアルコール問題について

「アルコール健康障害対策基本計画」策定のために、およそ 1年５ヶ月、計 14

回の関係者会議と１２回のワーキンググループが開催されて「アルコール健康

障害対策基本法」が施行されたが、「ギャンブル等依存症対策基本法」では関

係者会議が４回開催されたに過ぎない。第一次予防から第三次予防までさらに

奥行きのある議論が必要と考える。 

ギャンブル依存症対策として、入場規制は有効か 

・一定の依存症対策にはなると思われるが、効果は限定的ではないか。 

・依存症になると、強いギャンブル欲求のために、規制の網を破ろうと試みるこ

とになり重症なギャンブル依存症者への効果はないのではないか。 

・結局、薬物依存症同様、規制する側と依存症者の間でイタチごっこになる懸念

がある。 

ギャンブル依存症を予防するための根本的な対策は可能か 

・１次予防（啓発事業）、２次予防（早期発見・早期介入）、３次予防（再発防

止）というレベルでの議論・対策・支援が必要である。 

・少ないと言われているアルコール依存症医療に比べ、さらにギャンブル依存症

を診療できる医療機関が圧倒的に少ない現状では、まず専門治療者、医療機関

を育成することが必要である。 
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ギャンブル依存症者の特徴はあるか 

・所得水準に関係なく誰でもギャンブル依存症になり得る。 

・ギャンブル依存症者は、恥感覚や罪悪感が強いため IRへの入場は地元の人は少

なく、遠隔地から来場する傾向が強いのではないか。 

ギャンブル依存症の青少年への影響は 

・ギャンブル依存症やゲーム依存症は、開始年齢や、習慣化した年齢が若いほど

依存症になりやすく、しかも進行が早く回復が困難になると考えられる。それ

は脳の発達との関係が指摘されている。子どもや若い人たちへの啓発や教育は

不可欠である。 

・ギャンブル依存症は本人の精神・身体・社会的障害を引き起こすだけではなく、

家族を巻き込んでいく病気である。したがって、家族全体を視野においた支援

が必要となる。 

貴院で取り組まれている治療プログラム等について 

・当院はアルコール・薬物・ギャンブルの宮城県の治療拠点病院・専門病院の指

定を受けている。 

・基本的にはアルコール依存症治療のプログラムを基本に、追加プログラムとし

てギャンブル依存症者に特化した心理教育プログラム、定期的なワークショッ

プ、家族プログラムを実施し、自助グループ（ＧＡ）との連携を勧めている。 
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Ｂ．民間オペレーター等へのヒアリング 

   ① 民間オペレーター 

面談者 Ａ社 

 

    【ヒアリング内容】 

立地条件について 

・大阪や横浜が注目されているが、東北地方や沖縄においても適切な規模で

あれば、立地可能性は十分にあると考えている。ただし、都市圏から離れる

郊外への立地は、事業性を考慮すると適切とは言えないのではないか。 

・ＩＲはひとつの町をつくるようなものであり、立地場所の「周辺人口」、「居

住者の収入の水準」、国際空港等の「アクセス」が重視される。 

・また、日本型ＩＲは観光のゲートウェイとしての機能も有していることか

ら、周辺の観光スポットも重視され、地域への滞在日数を伸ばす要因にもな

り得ると考えている。 

社会的影響について 

・シンガポールではＩＲ開業後、ギャンブル依存症患者は減少している。日本

でも法令整備が進んでいるが、予防教育や治療プログラムの整備等、国や自

治体、ＩＲ事業者による環境整備が重要である。 

雇用について 

・ＩＲの立地により、13 千人程度の直接雇用がうまれ、間接雇用も考慮する

と 20 千人程度の雇用が生まれる。業種は 700～800 種に及んでいる。国内

の雇用環境を考慮すると、既存の事業者との競合は避けられない。 

各施設について 

・ＭＩＣＥ施設の需要予測では、法令で明示されている規模のＭＩＣＥ施設

と既存のＭＩＣＥ施設のすみ分けが可能となるようなシナリオが必要。  

・魅力増進施設では、全てを自社で賄う既存の大型ショッピングモールとは

異なり、コンテンツの内容を吟味する必要があるのはもちろん、立地地域の

飲食店と協力して施設内にフードストリートを形成するなど、地域の事業

者と共に造り上げる必要があると考えている。したがって、施設の運営は、

地域貢献や地元の景気浮揚により直接的に作用するのではないか。 

・ＩＲでは電力の安定的な確保は至上命題である。広域避難場所にもなり得

ることから、自然エネルギー等を活用した非常用電源は不可欠となる。 

・宿泊施設では、ＶＩＰ需要を考慮するとスウィートルームは必須であるが、

設置割合については難しい判断となる。 
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面談者 Ｂ社 

 

    【ヒアリング内容】 

ＩＲは日本に受け入れられるか 

・政府は国策として観光産業を日本経済の牽引役の一つとして位置付け、Ｉ

Ｒ整備を進めている。日本に受け入れられるＩＲを作り出すのがオペレー

ターの役割である。 

ＩＲのどの要素を強調するか 

・立地環境により異なるのではないか。特にＭＩＣＥについては、民間の力を

使い、資本投下による国際化を進めるべきであると考えている。 

立地条件について 

・法令で明示されている規模の実現には、人口集積、アクセス、土地の広さが

ポイントとなる。周辺人口を考慮すると、政令指定都市は問題ないと思われ

る。アクセスについては、想定される来場者を捌くための追加的なインフラ

整備は不可欠。海外観光客については順調に増加するのではないか。 

社会的影響について 

・ＩＲ整備によるカジノ設置だけでは、その規模を考慮すると依存症の動向

への影響は軽微ではないか。 

雇用について 

・国内外から従業員を集めることを想定。地域の雇用環境にプレッシャーが

かかることが予想され、政府と連携した環境整備が不可欠ではないか。 

需要予測について 

・各自治体で需要を予測しているが、非常に保守的な予測だと感じている。自

治体は観光客数等、国内のベンチマークを使用して算出しているが、ＩＲオ

ペレーターは海外のベンチマークを使用して算出している。 

ＩＲを構成する施設について 

・アジアのＭＩＣＥ市場は膨大な需要があり、日本に呼び込むことができる

と考えている。 

・日本のＩＲは来場者にどのように消費していただくかが問題となる。海外

の規模感を持ち込むことが想定されるが、コンテンツについては、日本人の

嗜好や文化発信を考慮したものとする必要がある。宿泊施設の規模はＩＲ

入場者数を左右すると考えられ、稼働率は 9割以上を見込んでいる。 
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面談者 Ｃ社 

 

    【ヒアリング内容】 

日本におけるＩＲ整備について 

・日本でのＩＲ整備に際しては、日本らしさや地域の特性をどのように活か

すかが重要となる。文化や工芸品等を施設やコンテンツに取り入れ、来場者

にどのように魅力を伝えるかが課題となる。送客機能もポイントであり、周

辺地域や国内の魅力的な地域と結びつける役割が期待されている。こうし

た期待に継続的に応えていくにはインフラ整備等は不可欠となる。 

・エンターテインメントも重視している。日本と異なり海外ではエンターテ

インメントは芸術であるとの認識があり、ＩＲ関連産業に携わることによ

り、世界基準のクリエーターが育っている。 

・ＩＲにはエンターテインメント機能が求められている。事業継続には技術

力と資金力が不可欠であり、ノウハウを持つ様々な企業と連携して取り組

んでいく必要がある。 

地域との結びつきについて 

・立地する地域や高齢者も興味を持つ仕掛けが必要である。これまでも整備

を想定する地元のコミュニティとの結びつきを意識して活動を行ってい

る。 

立地条件について 

・ＩＲは人々の交流の場所であり、海や山などの自然、整備を想定する周辺地

域の人口、整備予定地の土地の広さが重要である。交通機関の発達により、

各地の観光地では来訪した観光客が宿泊しない事例が散見されており、宿

泊してもらう魅力や仕掛け作りも重要となる。 

社会的影響について 

・アルコールやパチンコは日々の生活との結びつきが強いことで依存関係に

陥りやすいと思われ、依存症については生活の一部に入るか否かに左右さ

れると考えている。ＩＲ開業に伴う法律の施行により依存症患者が減少し

ている海外事例もあり、影響は軽微なのではないか。 

雇用について 

・地域の中小企業の不安は理解できるが、幅広い年代の雇用が生まれ、共存共

栄の効果の方が大きいと考えている。事業を継続的に成長させていくため

にも、地元の企業や地域コミュニティとの結びつきが不可欠であると考え

ている。 
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面談者 Ｄ社 

 

    【ヒアリング内容】 

日本におけるＩＲ整備について 

・エンターテインメント日本の文化を継続的にどのように発信していくかが

重要と考えている。 

立地条件について 

・観光客数や首都圏とのアクセスが重要であると考えている。 

依存症について 

・ＩＲ開業に伴う法律の施行により依存症患者が減少している海外事例もあ

り、影響は軽微なのではないか。 

雇用について 

・ＩＲ開業により近隣の商店街等が影響を受けることが想定されるが、地域

に根付くことにより、その地域の魅力を高め、顧客を増やし、経済活動を活

性化させ、長期的な成長を目指している。 

・ＩＲでは分野によっては海外のノウハウが必要であるが、整備を想定する

地域の現地スタッフに依存する分野も多い。教育プログラムによる人材育

成にも取り組んでおり、地域との共存共栄が期待できる。 

その他 

・非カジノ収入がカジノ収入を上回るには約 10年間は必要と思われる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 91 - 

 

   ② ＭＩＣＥ施設専門家 

面談者 

株式会社 野村総合研究所  

社会システムコンサルティング部 

社会・産業インフラグループ グループマネージャー 

岡村 篤 氏 

 

    【ヒアリング内容】 

ＭＩＣＥの現状や課題 

・ＭＩＣＥ開催を通じて世界中の企業や学界の主要メンバーと情報交換を行

うのは、海外とのネットワークを構築する貴重な場となる。ＭＩＣＥ開催を

機に、世界への情報発信力が増すことが期待できる。 

・ＭＩＣＥのうち主に企業が行うグループ会議等の企業会議、大会、研修会等

の会合、いわゆるＭ（Meeting）や国際見本市や展示会、博覧会等をさすＥ

（Exhibition／Event）については、多くの企業が集積する東京や大阪での

開催が圧倒的に多く、地方都市での開催ニーズは少ない。 

ＭＩＣＥの今後の可能性 

・地方都市では、ＭＩＣＥのうち企業が従業員等の表彰や研修などの目的で

実施する旅行等、いわゆるⅠ（Incentive）や国際会議や学会等（Convention）

については、相応の規模の宿泊施設の整備を前提とすれば、開催ニーズを創

出できる可能性があるのではないか。 

・地方の中枢都市がＭＩＣＥ開催の拠点都市となることにより、観光や宿泊

をとおして、周辺地域への経済的な効果の波及が期待できる。 

・ＩＲ整備法施行令においても、第４号施設として送客施設の整備が規定さ

れているが、観光面での波及効果は大きいと思われる。 

既存のＭＩＣＥ施設との共存可能性 

・ＩＲ整備に際して想定しているＭＩＣＥ施設の規模は、海外で開催されて

いる大規模なＭＩＣＥの開催ニーズを国内に呼び込むことで、新たに発生

する需要に対応することを想定していると思われる。 

雇用や人材育成等について 

・ＩＲ整備に伴う雇用については、専門的な教育が必要とされる職種も含ま

れるが、その割合は限定的ではないか。 

・地方都市では、雇用に際しての賃金水準や住宅供給についても重要な問題

となる可能性がある。 
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（４）調査内容をふまえた独自の取組 

Ａ．県内の既存のＭＩＣＥ施設等との共存可能性の検証 

   ① 海外における国際会議の動向 

     観光庁によると、ＭＩＣＥとは、企業等の会議（Meeting）、企業等の行う

報奨・研修旅行（Incentive Travel）、国際機関・団体、学会等が行う国際会

議（Convention）、展示会・見本市、イベント（Exhibition／Event）の頭文

字のことであり、多くの集客交流が見込まれるビジネスイベントなどの総称

であると定義づけている。 

     政府は、わが国のＭＩＣＥ競争力が、東日本大震災の影響に加え、アジア

の主要国が誘致活動を積極的に行い、競争が激しくなっている状況をふまえ、

2017年 3月 28日に閣議決定した「観光立国推進基本計画」において、「アジ

ア主要国における国際会議の開催件数に占める割合を 2020 年までに 3 割以

上とし、かつアジア最大の開催国の地位を維持する」としている。 

    

   【国・地域別 国際会議の 2017年開催状況】 

（アジア・オセアニア域内での比較） 

ＵＩＡ国際会議統計 ＩＣＣＡ国際会議統計 

 開催件数  開催件数 

韓国 1,297 日本 414 

シンガポール 877 中国（香港、マカオ除く） 376 

日本 523 韓国 279 

タイ 312 オーストラリア 258 

オーストラリア 183 インド 175 

合 計 4,006 合 計 2,877 

出所：日本政府観光局「2017年国際会議統計」 

 

     ＵＩＡ国際会議統計によると、2017 年のアジア・オセアニア域内での国際

会議の開催状況は、域内で開催された国際会議 4,006件のうち、日本では 523

件が開催され、約 13.1％を占めている。 

     また、ＩＣＣＡ国際会議統計によると、2017年のアジア・オセアニア域内

での国際会議の開催状況は、域内で開催された国際会議 2,877 件のうち、日

本では 414件が開催され、約 14.4％を占めている。 

     政府が目標に掲げているアジア・オセアニア域内で開催される国際会議の

開催件数の 3 割の水準は、ＵＩＡ国際会議統計を基準にすると約 1,200 件、

ＩＣＣＡ国際会議統計を基準にすると約 860 件となり、2017 年の日本での

開催件数の 2倍以上の水準となる。 
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     政府は、ＩＲ施設の整備に際し、これまでにない規模とクオリティを有す

るＭＩＣＥ施設を整備することにより、アジア・オセアニア地域等、国外で

開催される国際会議の需要を取込み、ＭＩＣＥ開催件数の増加に貢献するこ

とを目標としている。 

 

   ② 国内における国際会議の動向 

     ＪＮＴＯ国際会議統計によると、国内では 2017 年に 3,313 件の国際会議

が開催された。 

     

    【規模別 国際会議の開催件数（2017 年）】 

参加者総数 開催件数 参加者総数 開催件数 

100人未満 1,170 300～999人 530 

100～199人 859 1000～1999人 178 

200～299人 380 2000人以上 196 

  合 計 3,313 

                               出所：日本政府観光局「2017 年国際会議統計」 

 

    【分野別 国際会議の開催件数（2017 年）】 

分 野 開催件数 分 野 開催件数 

政治・経済・法律 361 運輸・観光 34 

科学・技術・自然 1,415 社交・親善 46 

医学 589 宗教 9 

産業 124 スポーツ 29 

芸術・文化・教育 396 その他 50 

社会 260 合 計 3,313 

                               出所：日本政府観光局「2017 年国際会議統計」 

  

     規模別にみると、参加者総数が 100 人未満の国際会議の開催件数は 1,170

件で全体の 3割以上を占め、参加者総数が 300人未満では 2,409件で全体の

7割以上を占めている。 

一方、参加者総数が 2000 人以上の国際会議の開催件数は 196 件で全体の

約 5.9％にとどまっている。 

      分野別では、「科学・技術・自然」が開催件数の約 42.7％を占め、「医学」

が開催件数の約 17.8％を占めている。 
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   ③ 国内の既存のＭＩＣＥ施設との差別化の可能性 

     2018 年 11 月 5 日に開催された第 12 回 特定複合観光施設区域整備推進会

議において示された「特定複合観光施設区域整備法に係る政令事項について」

では、ＩＲ施設の整備に際して建設されるＭＩＣＥ施設の規模が、数多く開

催される「一般的な規模の国際会議」が開催可能な施設規模にとどまる場合

は、これまで国内で開催されてきた国際会議および展示会に対応する程度の

規模と同様の規模となり、これまで刑法が禁じてきた賭博の収益を活用して

まで当該施設を整備する必要性につながらないのではないかとの考えが示

されている。 

     ＩＲ施設の整備に際しては、これまでにない規模を備えたＭＩＣＥ施設の

整備が求められており、ＭＩＣＥビジネスを展開するにあたり、これまでに

ない国際競争力を備えることを目標としている。 

したがって、ＩＲ施設の建設に伴い、国外のＭＩＣＥ需要を取り込むこと

を想定して整備されるこれまでにないスケールを備えた規模のＭＩＣＥ施

設は、国内の既存のＭＩＣＥ施設とは一線を画するものであり、差別化は可

能であると推察される。 

    

   ④ 県内における国際会議の動向 

     日本政府観光局が公表している「2017年国際会議統計」によると、宮城県

内では 2017 年に 124 件の国際会議が開催された。「ＪＮＴＯ国際会議統計」

にこれまで掲載された国際会議データによれば、2017年に宮城県内で開催さ

れた参加者数 2,000人以上の国際会議は 6件で、県内で開催された国際会議

の約 4.8％となっている。開催地は仙台市が圧倒的に多く、全体の約 96.7％

を占めている。 

     

    【宮城県内での国際会議開催件数（2017年）】 

開催地 開催件数 外国人参加者数（人） 国内参加者数（人） 参加者総数（人） 

仙台市 120 3,765 79,270 83,035 

多賀城市 1 74 330 404 

蔵王町 2 80 210 290 

松島町 1 4 56 60 

合 計 124    

出所：日本政府観光局「2017年国際会議統計」 
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    【宮城県内で開催された参加者数 2,000人以上の国際会議（2017年）】 

会 議 名 会 場 参加者数（人） 

第 37回日本看護科学学会学術集会 仙台国際センター 3,845 

防災推進国民大会 2017 仙台国際センター 10,000 

第 27 回日本呼吸ケア・リハビリテーション

学会学術集会 
仙台国際センター 2,370 

第 47 回公益社団法人日本口腔インプラント

学会学術大会 

仙台サンプラザ、 

仙台国際センター 
3,588 

第 60回日本腎臓学会学術総会 
仙台国際センター、 

東北大学（川内） 
4,835 

第 90回日本整形外科学会学術総会 
仙台国際センター、せんだい青葉山交

流広場、東北大学（川内） 
8,000 

出所：日本政府観光局ホームページ 

 

   ⑤ 県内の既存のＭＩＣＥ施設との共存可能性の検証 

     ＩＲ施設の建設に伴い、国外のＭＩＣＥ需要を取り込むことを想定して整

備されるＭＩＣＥ施設は、県内の既存のＭＩＣＥ施設とは一線を画するもの

であり、参加者数が 2,000人を超える規模の国際会議の開催件数の割合が低

い現状をふまえると、県内における新たなＭＩＣＥ需要の喚起が期待される。 

     一方で、本業務においてＩＲ整備を想定している立地地域は、仙台空港周

辺地域（仙台空港から公共交通機関等で概ね 30分以内で移動できる範囲で、

仙台市内を除いた地域）であり、国際会議等への参加者のうち、仙台空港を

利用する参加者にとっては、アクセスしやすい環境にある。県内で開催され

る国際会議の大部分が仙台市で開催されている現状をふまえると、開催場所

が空港周辺に移る可能性もあり、既存のＭＩＣＥ需要に一定の影響を及ぼす

ことが想定される。 

     また、前章の「ＩＲ導入可能性の客観的な調査」において、ＩＲ施設の需

要見込数をふまえ、積極的なＭＩＣＥ誘致活動の展開を想定せずに推計した

ＭＩＣＥ施設の施設利用想定は低い結果となった。 

     したがって、ＩＲ施設の整備に伴い建設されるＭＩＣＥ施設は、県内への

新たなＭＩＣＥ需要を創出することが期待されるものの、ＩＲ整備法および

ＩＲ施行令で規定するＭＩＣＥ施設の規模は過大であると推察される。 

ＩＲ施設の整備に際しては、宮城県へのＭＩＣＥ誘致へ向けた一層の推進

活動が不可欠であるとともに、県内において開催が想定されるＭＩＣＥの需

要を検証する必要があろう。 
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  Ｂ．雇用環境の検証 

   ① 宮城県内の雇用動向 

      

                  出所：宮城労働局「宮城県の一般職業紹介状況」 

 

     有効求人数（季節調整値）は５万人台半ばで推移している一方、有効求職

者数（季節調整値）は３万人台半ばを減少傾向で推移している。有効求人倍

率（季節調整値）は 2018 年前半に 1.7 倍台まで上昇したものの、足元では

1.6倍前後で推移している。 

     なお、2019 年 11月の有効求人数は 54,498人、有効求職者数は 34,131人、

となり、有効求人倍率は 1.6倍となった。 

 

   ② 県内企業動向調査報告 

ａ．雇用の実績と見通し 

   弊社が 2019 年 9 月 13 日から 2019 年 10 月 15 日に宮城県内の企業 717 

社に実施した「県内企業動向調査」によると、足元の雇用動向は、全産業

では、2019 年 7～9月期実績は「▲34」となり、2019年 4～6月期実績「▲

31」から「不足超」幅が 3ポイント拡大した。 

業種別にみると、製造業は「不足超」幅が拡大し、非製造業は横這いと

なった。非製造業の内訳をみると、卸売業、小売業は「不足超」幅が縮小

したが、建設業、サービス業は「不足超」幅が拡大した。 
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   全産業の先行きをみると、2019 年 10～12 月期にかけて「不足超」幅が 

拡大するが、その後は「不足超」幅が縮小する見通しとなっているが、宮

城県内企業の雇用の不足感が依然として強い状況が継続している。 

 

 

    ｂ．経営上の課題 

      県内企業動向調査の回答企業が抱えている経営上の課題（複数回答）は、

全産業では、「人手不足」が 67.3％と最も多く、次いで「労働時間の短縮」

（46.0％）、人件費の上昇（45.2％）、「競争の激化」（38.7％）等の順とな

った。 

      業種別にみると、製造業では、「人手不足」が 53.7％と最も多く、次い

で「販売、生産数量の減少」（47.1％）、「人件費の上昇」（40.5％）、「労働

時間の短縮」（36.4％）等の順となった。 

      非製造業では、「人手不足」が 73.5％と最も多く、次いで「労働時間の

短縮」（50.4％）、「人件費の上昇」（47.3％）、「競争の激化」（47.0％）等の

順となった。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

【業種別動向】

7～9月 10～12月 1～3月 4～6月 7～9月 10～12月 2020年1～3月

全産業 ▲ 40 ▲ 43 ▲ 36 ▲ 31 ▲ 34 ▲ 37 ▲ 35

▲ 28 ▲ 30 ▲ 15 ▲ 10 ▲ 20 ▲ 25 ▲ 19

▲ 44 ▲ 48 ▲ 47 ▲ 41 ▲ 41 ▲ 42 ▲ 41

建設業 ▲ 44 ▲ 52 ▲ 53 ▲ 36 ▲ 38 ▲ 43 ▲ 45

卸売業 ▲ 32 ▲ 30 ▲ 46 ▲ 36 ▲ 28 ▲ 23 ▲ 21

小売業 ▲ 34 ▲ 39 ▲ 44 ▲ 46 ▲ 42 ▲ 40 ▲ 42

サービス業 ▲ 52 ▲ 57 ▲ 45 ▲ 45 ▲ 47 ▲ 49 ▲ 46

注1．数値は実績DI

　2．DI＝雇用について「過剰」と回答した企業の割合ー「不足」と回答した企業の割合

●　県内企業動向調査の概要について

　・調査対象企業　　717社（製造218社、建設97社、卸売75社、小売88社、サービス239社）

　・回答企業　　　　385社（製造121社、建設63社、卸売39社、小売43社、サービス119社）

　・回答率　　　　　53.7％

　・実績　　　　　　2019年7～9月期（2019年4～6月期実績と比べて）

　・見通し　　　　　2019年10～12月期（2019年7～9月期実績と比べて）

　　　　　　　　　　2020年1～3月期（2019年10～12月期見通しと比べて）

　・調査期間　　　　2019年9月13日～2019年10月15日

製造業

非製造業

2018年 2019年 見通し
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   ③ ＩＲ誘致による県内雇用環境への影響 

     本調査の現状整理において実施した海外先進事例調査によれば、ラスベガ

スおよびシンガポールのＩＲ施設の雇用者は、ラスベガスのマンダレイ・ベ

イで 6,800人、ザ・ベネチアン＆ザ・パラッツォで 8,600 人、シンガポール

のマリナーベイ・サンズでは 9,500 人、リゾート・ワールド・セントーサで

は 11,000 人となっており、ＩＲ施設の運営による大規模な雇用機会の創出

により、県内の雇用環境に影響を及ぼすことが見込まれる。 

     経済波及効果分析では、ＩＲ運営による雇用誘発効果を、保守シナリオで

16,000人、楽観シナリオで 21,000 人と推計した。 

2019年 11 月の有効求人数は 54,498 人であったが、推計した雇用誘発効果

を考慮すると、有効求人数の増加による有効求人倍率の大幅な上昇が予想さ

れる。 

ＩＲ整備に際しては、県外からの労働者の流入が予想され、有効求人倍率

の過度な上昇は避けられる可能性があるものの、わが国の有効求人倍率の過

去の推移をふまえても、有効求人倍率の更なる上昇は、労働市場の逼迫を招

き、企業経営に深刻な影響を及ぼすことが予想される。 

 

       
              出所：宮城労働局「宮城県の一般職業紹介状況」を参考に作成 
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   ④ 課題解決の方向性 

    ａ．労働者の受入れ 

ＩＲ誘致を検討している地域では、地元の事業者等の間でＩＲ誘致によ

り、既存の県内事業者等との間で労働力確保に向けた競合が発生し、結果

的に深刻な人手不足に陥るのではないかという懸念の声も聞かれている。

少子高齢化により人口が減少基調にあるなか、県内での労働力確保は現実

的ではなく、海外も含めた県外からの大規模な労働者の受入れが不可欠と

なろう。 

     ｂ．人材の育成 

      ＩＲ施設の運営には、ＩＲを構成するＭＩＣＥ施設やホテル、カジノ施

設、魅力増進施設を運営する専門的な技能を持つ人材が不可欠となる。ま

た、ギャンブル等依存症の予防や専門治療プログラムの提供、相談支援等

を担う人材や外国人観光客の接客等を担う語学に堪能な人材の確保も必

要となる。 

こうした人材を全て県外から確保するのは困難であり、専門人材を育成

する機関の設置等、長期的な視野に基づいた人材確保の手段を検討してい

く必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

  出所：独立行政法人　労働政策研究・研修機構「早わかり　グラフでみる長期労働統計」

　　    より弊社作成
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（５）業務の総括 

ＩＲ整備法およびＩＲ施行令では、ＭＩＣＥ施設の定義と要件が規定され、海

外で開催されている大規模なＭＩＣＥの開催が可能なこれまでにない規模とクオ

リティを有する施設の整備を目指している。国際会議や展示会の新たな需要を取

込むことで、産業や医療等、様々な分野における企業や学術機関の主要メンバー

との情報交換の機会が増え、ネットワークの構築による更なる産業振興や世界へ

の情報発信力の向上が期待されている。 

また、送客施設は、国内各地域の観光の魅力に関する情報を提供し、各地域へ

の観光旅行に必要な運送、宿泊等の手配を一元的に行うこととされ、国内におけ

る観光面での波及効果も期待されている。 

このように、ＩＲ施設の誘致は、震災からの復興途上にある宮城県が直面する

課題を克服していくに際し、交流人口の拡大や産業振興、雇用の創出が促される

ことにより、経済効果や税収の増加が期待される。 

一方で、ＩＲ施設の整備は大規模な施設の整備となり、ＩＲ施設の需要予測等

に基づく事業採算性を考慮すると、過大投資となることが想定されることに加え、

宮城県への誘致が可能なＭＩＣＥの需要や主催者のニーズを把握することも重要

となる。施設の運営には、多くの人材の確保が必要となるが、県内では既に「人

手不足」が企業経営上の課題として深刻な問題となっており、喚起される労働需

要の全てを県内の労働市場に求めるのは不可能である。長期的な視野に基づく人

材の育成のほか、国内外からの大規模な労働者の受入れに備えた環境整備も不可

欠となる。 

ＩＲ施設の開業に伴い想定される需要を吸収するインフラ面では、仙台駅から

仙台空港方面への輸送能力については、仙台空港アクセス線やエアポートリムジ

ンの拡充等による輸送能力の強化が必要となる。想定されるＩＲ施設への需要の

ほか、その他の地域への観光需要も考慮すると、航空や鉄道等の交通インフラの

増強に加え、宿泊施設の整備も必要となることが予想される。 

また、ＩＲ施設の導入により、ギャンブル依存症の増加や青少年の健全育成へ

の影響、マネー・ローンダリング、反社会的勢力の介入による治安悪化等、負の

社会的影響の広がりが想定され、「ギャンブル等依存症対策基本法」や「犯罪収益

移転防止法」等の関係法令に基づき、想定される社会的な影響への対策を講じて

いく必要がある。施設整備に伴い予想される施設周辺の交通渋滞や生活環境への

影響、訪日外国人の増加に対し、警察と連携した道路交通環境の整備や立地地域

の地元団体との連携、景観・環境美化活動の推進、行政サービスの強化等の対応

が想定され、社会的コストの増大が予想される。 

ギャンブル等依存症の予防や専門治療プログラム等を担う医療関係者等、人材

の育成や関係自治体等による連携体制の構築は一朝一夕にできることではなく、

長期的な視野に基づく計画的な取組みが必要となろう。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この報告書は，宮城県が七十七リサーチ＆コンサルティング株式会社に業務委

託して作成したものです。 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

宮城県経済商工観光部 

富県宮城推進室 

 

〒980-8570 

 仙台市青葉区本町三丁目８－１ 

 宮城県庁１４階 

TEL022-211-2792  FAX022-211-2719 

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/fukensui/ 

E-mail fukensui@pref.miyagi.lg.jp 
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