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○山内議長

それ では、ただい まから、第11 回「特定複合 観光施設区 域整備推進会 議」を

開催いたします。 本日は、大変 お忙しいとこ ろを御参集い ただきまして 、どうもあ りが
とうございます。
まず初めに、推 進本部の本部 長補佐でいら っしゃいます 杉田内閣官房 副長官から 、一
言御挨拶をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。
○杉田内閣官房副 長官（事務）

委員の皆様 方には本当に お忙しい中 御出席をいた だきま

して、誠にありがとうございます。
考えてみますと 、ちょうど１ 年前の今ごろ 、４月から７ 月にかけまし て日本型のI Rと
いうもの がい かにあ るべき かとい うこと につ いて、 大変精 力的に 御議論 をい ただい て、
取りまとめも作成 をしていただ きました。そ の取りまとめ を基に説明会 ・公聴会を 開催
いたしまして、さらにまた、パブリック・コメントも実施をいたしまし た。
その後は、政府内 におきまして より具体的な 制度設計を進 めてまいりま して、世界一
の水準と思えるIR の整備法案を 作成いたしま して、去る４ 月27日の閣議 においてこ れを
決定し、国会に提 出をするとい う運びになり ました。本当 に皆様方の御 協力に心か ら感
謝を申し上げたいと思います。ありがとうございました。
この法案の中身につきましては、後ほど説明を事務方からさせます。
その後は、国会 において大変 厳しい審議と いうものが待 っておるわけ であります けれ
ども、この法案の 成立に向けて 、引き続き私 どもは努力を してまいりま す。皆様方 にも
どうかひとつ引き 続いての御協 力をぜひお願 いを申し上げ たいと思いま す。どうも あり
がとうございました。
○山内議長

どうもありがとうございました。

それでは、プレスの方はここで御退出をお願いしたいと思います。

【プレス退出】

○山内議長

本日は、森重事務局長が所要のために欠席ということでございます。

それでは、議事に入ります。
先ほど杉田副長 官から、本推 進会議の取り まとめを基に 作成された法 案が、去る ４月
27日に閣議決定さ れ、同日付で 国会に提出さ れた旨の御報 告がございま したので、 まず
は政府から法案の概要を御説明いただきたいと思います。
それでは、事務局から法案の概要の説明をお願いいたします。
○中川特定複合観 光施設区域整 備推進本部事 務局次長

お 手元に資料 １として、整 備法案

の概要の１枚紙、法案資料として、資料２をお配りさせていただいてお ります。
資料１に基づきまして、整備法案の概要を御説明させていただきます 。
まず「１．目的 」については 、本整備法案 の目的規定（ 第１条）には 、国際競争 力の
高い魅力ある滞在型観光を実現するという政策目的を明記しております 。
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「２．特定複合 観光施設（IR ）区域制度」 については、 国土交通大臣 による基本 方針
の作成、都道府県 等による民間 事業者との区 域整備計画の 共同作成・認 定申請、さ らに
その際の地域の合 意形成等につ いて規定を盛 り込んでござ います。また 、国土交通 大臣
は、認定区域整備 計画の数が３ を超えること とならないよ う、区域整備 計画を認定 する
ことが法律案の中で明記されてございます。
「３．カジノ規 制」について は、免許制の 下でカジノ事 業者を監督す るほか、主 要株
主等その他の関係 者についても 所要の規制を 設けており、 厳しいスクリ ーニングの 制度
を盛り込んだ法律 案となってお ります。また 、カジノ行為 の種類・方法 、カジノ関 連機
器等についても規 制を行います 。さらに、日 本人などのカ ジノ施設への 入場回数に つい
ては、連続する７ 日間で３回、 連続する28日 間で10回を上 限という制限 を法律案の 中で
設けてございます。
「４．入場料・ 納付金等」に ついては、安 易な入場を抑 止する等の観 点から、日 本人
等 の 入 場 者 に対 し て は 、国 と 認 定都 道 府 県 等が そ れ ぞれ 3,000 円 の 入 場料 、 あ わ せ て
6,000円の 入場料 を賦 課する ことと して おりま す。ま た、カ ジノ 事業者 に対し 、カ ジノ
管理委員会の経費 相当額に加え 、国と認定都 道府県等に対 し、それぞれ カジノの粗 利益
の15％の納付金、あわせて30％の納付金を負担させることとしておりま す。
「５．カジノ管 理委員会」に ついては、カ ジノ事業者等 を監督するた め、内閣府 の外
局としてカジノ管 理委員会を設 置し、委員長 及び４名の委 員については 、両議院の 同意
を得て、内閣総理 大臣が任命す ることとして おります。ま た、カジノ管 理委員会の カジ
ノ事業者等に対す る監査、報告 の徴収及び立 入検査等に関 する規定を設 けてござい ます。
最後に「６．施 行期日等」に ついては、本 法案は公布の 日から起算し て３年を超 えな
い範囲内において 、順次、施行 をいたします 。また、最初 の区域整備計 画の認定か ら５
年後に、この法律 全体の施行状 況について検 討し、７年経 過後に認定区 域整備計画 の数
について検討を加えることができるという旨の附則規定を設けてござい ます。
先ほど来、御紹 介されており ますように、 本法案につい ては４月27日 に推進本部 で御
了承いただいた後 、閣議 決定され 、同日付で 国会に提出さ れているとこ ろでございま す。
事務局からの説明は以上とさせていただきます。ありがとうございま す。
○山内議長

どうもありがとうございました。

それでは、ただ いま御説明い ただきました 内容に関しま して、御意見 あるいは御 質問
があれば御発言を 願いたいと思 います。御発 言の御希望の 委員は挙手を お願いでき れば
と思います。いかがでございましょうか。どうぞ。
○篠原委員

それ は法案の中身 そのものにつ いてですか、 それとも今 後のことにつ いてで

すか。
○山内議長

両方でよろしいです。

○篠原委員

幾つ かあるのです が、１つは、 この法案を踏 まえて、IR 事業者と自治 体との

間で合意ができる という前提な のですけれど も、当然合意 ができなけれ ば申請がで きな
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いわけで、そのと きに、例えば 入場規制につ いて、法案で はもう決まっ ているわけ です
から、今後の政令 もしくは基本 計画をつくる ところで、自 治体独自の上 乗せの仕組 みみ
たいなものを認め る余地を少し 残しておいた らどうかなと 。例えば、誘 致を検討し てい
る自治体の中には 、IRカードみ たいなものを つくって、そ こにチャージ したお金の 範囲
以内でしか遊べな い、最初から お金の額を決 めてカードに 入れておくと いうことで 、そ
れ以上はだめだと いう仕組みも 考えているよ うなので、色 々そういう上 乗せの仕組 みで
す。それに周辺観 光で使えるポ イントを付け ようというこ とで、そうい う上乗せサ ービ
スということができる余地をぜひつくっておいてほしいなということが １点。
それから、認定 区域整備計画 の３か所につ いて、大都市 部だけになら ないように ぜひ
配慮をお願いしま す。３か所で すから、ぜひ 地方と大都市 部のバランス をしっかり とっ
てもらいたい。単 なる規模の追 求で、すごい 規模だなとい うことだけで はなくて、 やは
り質もしっかり見 て、本当にき ちんと質が伴 うのかという ことも判断材 料にして、 ぜひ
やっていただきたい。
この間、平昌オ リンピックを 視察に行った 際に江原ラン ドも見てきた のですけれ ども、
規模だけが大きく て、外国人の 姿などはほと んど見かけな かった。ほと んどが韓国 人で
した。アトランテ ィックシティ の例も含め、 そういう規模 だけの追求で はなくて、 あく
まで質をどう担保 するかという ことです。そ の地域の観光 にどうつなが っていくの かと
いうことです。そ こに誘客した 場合、それを ずっと地域の 観光に回して いくような シス
テムがきちんとつ くれているか どうか。単に カジノだけと かIRだけの楽 しみだけで 終わ
るのではなくて、 やはり地域へ の観光にどう アクセスでき ているかとい う設計がう まく
できているかとい うことも、ぜ ひ判断材料に していただき たいなと思っ ております 。私
の意見はそれだけです。
一つ質問です。前 期、後期に分 けて３か所に ついて申請を させるという お話を聞いて
おりますけれども 、その場合に 、例えば前期 で手を挙げて 落選し、後期 でもう一回 練り
直して再申請をす ることは可能 なのかどうか 。その辺の設 計がどうなっ ているのか とい
うのは、後で結構ですからお答えをいただきたいと思います。以上です 。
○山内議長

分かれば今、お願いします。

○中川特定複合観 光施設区域整 備推進本部事 務局次長

御 質問の、３ か所という上 限の範

囲内で認定を２回 ぐらいのプロ セスに分けて 行うという考 えは、法案の 中身につい て与
党調整をする中で出てきた考えの一つだと理解してございます。
与党で御議論い ただいた結論 ですけれども 、まだ２回に 分けてやると いうことを 決め
ているわけではご ざいません。 法律が成立し て、制度が動 き出した暁に は、政府に おき
まして、関心のあ る誘致をしよ うという地方 公共団体の準 備状態などを 相当念入り に調
査いたしまして、 その結果、仮 に準備が早く 進んでいて、 早目に認定申 請を出せる よう
なグループがある とすれば、そ ういうグルー プに対応する ために、認定 申請の早い 締め
切りを一回設けて 、そしてさら に準備が遅れ てくるグルー プがあるとす れば、その グル
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ープ に対 応す るた め の２ 回目 の認 定申 請 の締 め切 りを 設け る こと も検 討し よう と いう
ことになってございます。
○篠原委員

これは与党の議論ですか。

○中川特定複合観 光施設区域整 備推進本部事 務局次長

は い。それは 与党で合意を された

文書の中にも、こ ういうことを 検討するとい うことのみ書 かれていると ころでござ いま
して、そのようにするとなっているわけではございません。
その上で、篠原 委員からの御 指摘のように 、前期に、１ 回目の締め切 りのプロセ スに
仮に認定を受けら れなかったと ころが、仮に ２回目がある として、２回 目に申請が でき
るのかどうかとい うことでござ いますが、そ ういう意味で は、やるかど うかもまだ 決ま
っておりませんし 、ましてやど のようにやる のかというこ とも決まって ございませ んの
で、今お答えする とすれば、そ れはまだ何も 決まっており ませんとお答 えするしか ない
と思います。
あえて一言付け 加えるとすれ ば、１回目に 申請をされた 場合に、国と しての認定 の評
価を一度下してい るわけでござ いますので、 それを受けて さらに２回目 に締め切り があ
るとして、そこに プラスアルフ ァのものを付 け加えて申請 されるかどう かというこ とに
ついては、その前 の段階で国と の色々なやり とりが申請の 審査の中であ るかもしれ ませ
んので、 そう いうこ とを考 えると 、フェ アな コンペ ティシ ョンと いう観 点か らする と、
いかがなものかという観点はあるかとは思います。
ただし、繰 り返しにな りますけれど も、ま だ何も決まっ ていないわけ でございます し、
何よりも３つを上 限とする認定 については、 全国で一律の 水準を当ては めて、一定 水準
をクリアするもの だけを上から ３つ認定する ということが 大原則でござ いますので 、そ
れとの兼ね合いの中で考えていかなければいけないことだと考えており ます。
○篠原委員

今後の問題ということですね。

○山内議長

そうです。

○篠原委員

ただ 、やはり大都 市部だけには なってほしく ないような 感じがいたし ます。

以上です。
○山内議長

ありがとうございます。熊谷委員、どうぞ。

○熊谷委員

ありがとうございます。

３点ほど申し上げ たいのですけ れども、まず １点目として は、今回の法 案については
非常にいい内容で まとめていた だいたと考え ておりまして 、そういう意 味では大筋 にお
いて全く異論はご ざいません。 この審議の過 程で、私を含 めて恐らく委 員の皆様が 意識
をされてきたのが 、２つの価値 基準のバラン スをとること だと思います 。１つは安 倍総
理がおっしゃった 世界最高水準 の規制という ことと、他方 でビジネスの 面から見た 自由
度、民間事業者の 方が創造性、 創意工夫を発 揮できるよう な自由度と規 制のバラン スを
とるということが 基本理念だと 思います。そ の意味では私 どもが取りま とめたレポ ート
を基にして、その ２つの価値基 準をしっかり と反映した形 で法案にまと めていただ いて
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いると思いますの で、非常にい いものをつく っていただい たということ が １ 点 目 で す 。
２点目 とし ては、 制度と しては 非常に いい ものが できて いると 思うの です けれど も、
やはり運用のほう をどうするか ということが 大きな課題で す。例えば、 ドイツのダ イム
ラーなども世界最 高水準のコー ポレート・ガ バナンスを導 入していると 言われてい たわ
けですが、やはり 形とか仕組み ができていて も、運用の部 分に問題があ ると、ああ いう
様々な問題が起き るわけでござ いますから、 その意味では 、ぜひとも非 常に丁寧に きめ
細かく、万全を期して運用についてはやっていただきたいというのが２ 点目です。
３点目としては 、今回のIRに ついては、非 常に海外から の期待が大き いというこ とを
申し上げたいと思 います。先週 、ロスで開催 されたミルケ ン・グローバ ル・カンフ ァレ
ンスに参 加を してま いりま して 、これ は世界 中から 4,000人 ぐら いの経 済界の トッ プや
政界の方々、例え ば米国のステ ィーヴン・ム ニューシン財 務長官とかウ ィルバー・ ロス
商務長官なども御 参加をされた 会合でござい ますけれども 、その中で、 私は日本に 関す
るセッションで登 壇をさせてい ただいたので すが、やはり 海外の経済界 ・投資家はI Rへ
の関心が非常に高 く、大きな期 待が寄せられ ているという のを身を持っ て感じたと ころ
でございます。パ ネルディスカ ッションには 香港のカジノ 王とも言われ ているロー レン
ス・ ホー さん とい う 方が 参加 をさ れた こ とも あっ て、 世界 中 のメ ディ アと か投 資 家の
方々の注目度が非 常に高かった です。その中 で特に大きな ポイントとし ては、日本 がデ
フレにずっと悩ま されてきたわ けですが、日 本型IRはここ から脱却する 起爆剤にな るの
ではないかという 点です。結局 、日本は世界 最高レベルの サービスを提 供している ので
すが、適 正な 価格を 設定し ていな い。 例えば 、１泊 ２食つ きで10 0ドル 、１万 円ぐ らい
で泊まれる国とい うのは、日本 と同じレベル の国ではほと んどないわけ であって、 例え
ば海外で いえ ば中東 のお金 持ち は１泊 それこ そ1,500 万円ぐ らい するよ うなと ころ に２
週間単位で宿泊す るわけですか ら、数 億円のお金が そこで使われ ます。そういう意味 で、
これを一つのカタ リスト、起爆 剤として、日 本がデフレか ら脱却すると いうことに 対す
る非常に大きな期 待が、海外の 経済人とか投 資家の中で存 在するという ことを実感 いた
しました。
以上の点を踏ま えて、やはり 国民にも丁寧 に説明をしな がら、一日も 早く法案を 成立
させて、IRを実現 するというこ とを私自身、 非常に強く期 待をしておる ところでご ざい
ます。
私からは以上です。ありがとうございます。
○山内議長

ありがとうございました。美原委員、どうぞ。

○美原委員

大変 精緻な法案で 結構なことだ と思います。 ぜひともこ の法案を確実 に国会

で審議していただ いて、実現で きるように格 段の御努力を お願いしたい と思います 。た
だ、この法案を見 て、精緻です けれども完璧 ではございま せん。また、 法の執行は 本当
に大丈夫かという 心配な点もあ るようです。 今後、政省令 とか方針等々 で煮詰めな けれ
ばいけない点も多々あるということでしょう。
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一例を申し上げ ます。チップ を持ち出しす ることは禁止 と単純に書い てあり、こ れを
担保するのは事業 者の義務とい う規定になっ ています。と ころが通常、 世界の法令 や規
則では、政令もし くは規則で定 める一定金額 以上の持ち出 しは禁止とす るのが通常 です。
どうしても少額を 持ち去ってし まう顧客がお り、完璧に禁 止することは 不可能、か つ少
額の持ち 出し を規制 する意 味はな いわけ です 。少額 ではマ ネロン も悪事 もで きませ ん。
こうなる と法 の執行 ができ ないの です。 こう いう問 題はど うする のだろ うか と。で も、
たとえ10円のチッ プでも外に持 ち出すことを 防げなければ 、事業者の違 反となった 場合
には、法を厳格に 執行すること 自体が結構大 変になってし まうわけです 。実はそう いう
類似的な事象が結 構ございます 。一部内容的 に、おかしく はないが、リ ダンダント のも
のもある。ですか ら今後、政省 令や規則の中 でどのように 実務を斟酌し 、規定して いく
のかによって詳細が決まってくるところもあるようです。
それと、法律で は書いていな いけれども重 要なこともあ ります。例え ば、この法 律に
は銀行、設置運営 事業者に対す る融資金融機 関という言葉 や概念はあり ません。と ころ
が、恐らく重要契 約書は全てカ ジノ管理委員 会の承認事項 になりますか ら、融資契 約も
当然その 対象 でしょ う。融 資に伴 う担保 設定 も当然 認可の 対象で す。と ころ が、も し、
担保設定を認知す るにしても、 ゲーミング資 産に関する担 保の執行はど うあるべき かと
いう問題が起こっ てきます。ゲ ーミング資産 の担保執行を 認めるという ことは、第 三者
に資産処分・売却 をすることが 前提になりま すから、この 第三者にカジ ノ施設供用 事業
者と類似的な地位 を与えること になります。 よって本来カ ジノ管理委員 会が厳格に 規制
しなければいけな いことになる わけです。米 国ネバダ州の 規則8Aは、銀 行によるゲ ーミ
ング資 産の 担保 の執行 は、Se curity I nterests のEnforce ment と英語 では いい ます が、
規制機関の認可事 項であり、金 融機関は資産 を自由に処分 できないこと になってい ます。
担保 の執 行を 認め る か否 かは カジ ノ管 理 委員 会の 判断 事項 に する とい うの がア メ リカ
の法令です。日本 でも、何等か の規律を設け て、重要利害 関係者となる 金融機関と の実
務的関係をある程 度定義せざる を得ません。 法律ではなく 、規制、ガイ ドライン、 基本
方針・指針等、何 らかの枠組で 実務指針を取 り決める必要 があるととも に、重要利 害関
係者である銀行と の直接協定と いうものが、 都道府県等と の間で必要に なると共に 、カ
ジノ管理委員会あ るいは国土交 通大臣と、何 らかの形で実 務的に調整で きるメカニ ズム
を入れない限り、 もし事業者の 破綻等の事象 が起こった場 合、認定、免 許、協定、 融資
契約等がクロスデ フォルトの関 係になるので しょうから、 どのような調 整ができる のか
がまだ見えてこないわけです。
その辺のところ を議論し、で きる限り分か りやすくなる ように、制度 を実務的に 補完
する仕組みが必要 です。もしこ の法律が成立 したならば、 是非とも政府 にお願いし たい
のは、重要利害関 係者、特に地 方自治体、民 間事業者、金 融機関等々と の具体的な かつ
オープンな議論を していただき たい。その中 において、実 務的にどうあ るべきかと いう
仕組みをこの制度 の中に組み込 まない限り、 せっかくでき たこの精緻な 法律がうま く動
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かないということ もあり得るわ けです。そう いう法律規定 ではない事項 の問題を整 理す
る必要もあるでし ょう。この制 度をこれから より詳細に展 開し、実務に 耐える枠組 を構
築していくためには、オープンな利害関係者の議論が必要ではないかと 思います。
以上です。ぜひ とも政府の中 において、ま ずこの法律を 通していただ く最大限の 努力
をお願いし、成立 した暁には、 オープンな形 で利害関係者 とさまざまな 議論をして 、こ
の法律がうまく機能するようにしていただきたいと思います。
○山内議長

ありがとうございました。武内委員、どうぞ。

○武内委員

ありがとうございます。

施設等に関して も、国際会議 場、展示場、 観光に関して 非常に大きく 取り上げて いた
だきまして、あり がとうござい ます。どうし てもカジノに 焦点が当たっ て、明るい とい
いますかプラス面 がなかなか論 議されにくい 状況ですので 、ぜひそうい ったプラス のと
ころも御理解いただけるようなお話をしていただければと思っておりま す。
カジノに関する 弊害というか 問題点も、議 論をオープン に十分なされ ることで、 逆に
プラスの面に関す る理解も進む と思います。 色々お話をし ていて、やは りビジネス 面で
は、例えば、収益 を観光やMICE のほうに回し ていただくと すると、儲か らないと回 せま
せんよという声も 、実際、事業 者のほうから よく出ていま したし、ぜひ その辺が両 立す
るような形で、マ イナスに対す る対策は十分 検討した上で 、十分ビジネ ス的にメリ ット
があり、そういっ た収益が観光 施設やMICEに 回るというプ ラスのことを ぜひ御議論 をい
ただければと思っております。
色々な自治体の ほうからも声 を聞くのです が、やはり３ か所というこ とが案とし て決
まっていますので 、その場合、 ３か所以内の エントリーの 場合はそこか らいい悪い とい
いますか、基準に 達する達しな いということ で決まると思 うのですけれ ども、３か 所を
超える申し込みが あった場合に 、審査の委員 会を国がつく って審査する のだと思う ので
すけれども、どの ように審査を していくのか 、どう透明性 を持ってやる のか、誰が どう
判断するのかというところを教えいただきたいと思います。
○山内議長

ありがとうございます。これについて、お答えをお願いいたします。

○中川特定複合観 光施設区域整 備推進本部事 務局次長

武 内委員から の今の御質問 でござ

いますけれども、 認定申請があ った場合は、 法律案の第９ 条第11項の中 に、主務大 臣で
ある 国土 交通 大臣 が どの よう な基 準で こ れを 認定 する こと が でき るの かと いう こ とが
記載されておりま す。その中に 、主務大臣が あらかじめ策 定し、公表す る国の基本 方針
に適合するという ことも入って ございます。 問題はこの基 本方針の中身 になってい くと
考えてございまし て、今後 、制度が動 き出せば 、国土交通大 臣がつくる基 本方針の中 に、
国の 方針 とし てど の よう なIR を整 備し た いの かと いう こと が 相当 詳細 に書 かれ る こと
になると思います し、今、武内 委員から御指 摘いただいた 審査の透明性 を図るとい う観
点からも、提出さ れた提案の中 身について、 どういう観点 からどのよう な審査をす るの
か、項目とか、場 合によっては 審査の配点と か、いわばど のようなルー ルでゲーム が行
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われるのかという ことをあらか じめ明確に策 定し、公表し 、そしてそれ に基づいて どの
ような審査がなさ れたのかとい うことを、き ちんとアカウ ンタビリティ ーを主務大 臣と
して果たすという ようなプロセ スを構築して いく必要があ るだろうと思 います。こ れは
先ほど美原委員か らも御指摘を いただいた、 法律案の中だ けには書かれ ていないこ とで、
今後、運 用を 適正に かつ公 平に、 かつア カウ ンタビ リティ ーを持 って運 用す るため に、
まだ まだ たく さん の こと が付 け加 えら れ なけ れば なら ない 一 環で ある と考 えて ご ざい
ます。審査の透明 性の確保につ いても、同様 の考慮をして いく必要があ ると考えて ござ
います。
○山内議長

よろしいですか。丸田委員、どうぞ。

○丸田委員

丸田でございます。

全体としては非 常にすばらし い議論の中で 、色々な論点 がどういう背 景で決まっ てこ
の法律になったと いうことが、 アカウンタビ リティーとい った観点から も、国民に もあ
る程度分かりやす い形になった ということで 、IR推進本部 事務局の皆様 をはじめと した
皆様の大変な御苦 労のもと、こ のような形に なったという ことで、すば らしいと思 って
おります。
ただ、この法案 はあくまでス タートライン ということだ と思いますの で、先ほど 美原
委員、熊谷委員か らもご指摘あ りましたけれ ども、ここで まず規制のガ イドライン の大
枠が決まったので 、これから決 まっていく政 省令が非常に 重要と思いま す。特に日 本で
これから初めてのI Rということ で、諸外国の 例を見ていま しても、かな り不確実と いう
か何が起こるか分 からないとい うことがたく さん出てくる と思います。 IRには関与 する
利害関係者も非常 に多いという ことで、事業 者だけではな くて金融機関 や、自治体 、住
民、それと国、そ れも国土交通 省、カジノ管 理委員会と出 てきますので 、そういう 意味
では、制度をこれ から落とし込 んでいくに当 たっては、柔 軟性を持って いただくと いう
ところと、規制の 観点はしっか り入っていま すので、後は 民間事業者か らより投資 を引
き出すというか、 彼らにとって 分かりやすい 方向性や絵を 見せながら、 進めていく こと
が重要です。おそ らく、この中 でも認定に至 る、もしくは 開業前、後の プロセスと いう
のが非常に複雑だ と思っており ますので、そ ういったとこ ろをより早く 基本方針等 で明
らかにして進めていくということが非常に重要と思っております。
あとは 、会 計・税 務の専 門家と いう 意味で は、今 回GGR の税率 が30％ と決ま って おり
ますけれども 、まだ詳細 な点では 、例えばGGR にどういった ものが入って くるのかと か、
コンプの税務上の 損金算入の取 り扱いといっ たところによ っては、実効 税率という のが
実際にはまだ変わ る要素という のはまだ結構 ございますし 、これらの点 は我が国のI Rの
国際競争力にかな り影響を与え ますので、そ ういったとこ ろをネバダ州 とかシンガ ポー
ルの実例も見なが ら比較して、 諸外国と比較 してもしっか り競争力があ るような制 度に
落とし込みをしていただきたいと考えております。以上でございます。
○山内議長

ありがとうございます。櫻井委員、どうぞ。
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○櫻井委員

大体 、色々な論点 が既に出てい ると思います ので、法律 のつくり方と いうこ

とで一言 だけ 申し上 げると 、この 法律 案は本 則のほ うが25 1条あ って附 則が16 条と いう
ことで非常に大部 で、複雑な法 律になってい るという感想 ですが、気に なるのは、 目的
がもともとあって 、民間の活力 とか創造性と か自由度とか があって、こ の法律を使 って
本当 に国 際競 争力 の ある よう な事 業展 開 がで きる のか とい う のが 結局 は一 番大 事 なこ
とで、そこが問わ れることにな ります。そう すると、目的 との関係でこ の法律が本 当に
合理的なものかど うかというの は、まさに精 査しなければ いけないとこ ろだと思う ので
す。
国会と政府の関 係ということ でいうと、今 回、IR推進法 がまず議員立 法でできて 、そ
れを政府において 、詳細な、専 門的なところ も含めて全体 的に大きな法 律をつくっ てい
くという手法だっ たのですが、 こういうやり 方は国会の立 場と行政の立 場、議院内 閣制
のもとで一つのモ デルではある のかなという 感じはしてお ります。国会 におけるシ ンク
タンク機能がもっ と充実してく ると話は変わ ってくる可能 性はあります が、現状の 仕組
みを前提とすると 、政府のほう で受けて、議 員の問題意識 を具体的に制 度化してい くと
いう例は、これま でそれほど多 くは多分ない のだろうと思 うのですが、 現代的な立 法の
あり方ではないかとは思いました。
ただ、その場合 に、議員の先 生方のほうが 比較的自由な 発想でアイデ アを出され るの
に対し、それを行 政のほうが具 体化しようと すると、その 過程にはちょ っと閉塞感 があ
るというか、自由 度が高くなく 、なかなか閣 法でいきます と、新しいこ とが非常に やり
にくいというか、 ハードルが高 いし、しがら みも多いし、 意見をおっし ゃる方もた くさ
んいらっしゃるの で、簡単な話 が難しくなっ てしまい、全 体的におおら かさがない よう
に見えます。かつ ての司法制度 改革のときに も一見すると まったく余裕 のないとこ ろに
何とかオープンス ペースをつく るということ が課題であっ たのですが、 ちょっとそ れと
似ているところが あって、そう いう意味では 、政府のほう の法律のつく り方につい ては
考えていく必要があるのかなと思います。
とはい え、 実定法 のいい ところ は、問 題が あれば つくり 直せる という とこ ろであ り、
今回も５年の見直 し規定があり ますので、そ こをうまく使 って適宜改善 していくこ とが
大事と思います。 そこが判例と 違うところで 、判例は一度 判例が出てし まうと、事 実上
直すことが難しい ところがある のですけれど も、そこが今 後の課題であ り、法律制 定後
も、柔軟に、もと もとの目的と の関係で法律 のつくり方を 含めてどうな のかという あた
りが多分問われるだろうと思う次第です。
○山内議長

ありがとうございました。それでは、渡邉委員、どうぞ。

○渡邉委員

今回 の法案は251条 ということ で精査させて いただきまし たけれども、昨年当

推進会議で取りま とめられた内 容を前提とし たもので、取 りまとめにお いて議論を 尽く
しました国際競争 力の高い統合 型リゾートを 目指す法制度 、そして厳格 な弊害防止 措置
を含む世界最高水 準のカジノ規 制が実現され ているのでは ないかと考え ております 。今
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回の法案の作成に 御尽力された 推進本部の事 務局の皆様に 、心から感謝 を申し上げ たい
と思います。
とりわけ本法案 は、取りまと めの中にもあ りましたとお り、シンガポ ールのリー ・シ
ェンロ ン元首 相が 演説さ れて いたと おり、 「Not a Casino, but an IR 」とい った 理念
の元、単なるカジ ノの設置を目 指す法案では なく、IR、す なわち統合型 リゾートを 設置
することにより、 日本の国際会 議場とか国際 展示場といっ たMICEに関す る国際競争 力を
回復すること等を主眼に置かれたものとなっているのではないかと思い ます。
また、 本法 案では 、色々 議論が ありま した けれど も、IR 法制の 導入に 関す ること や、
IR施設数の制限、 カジノ管理委 員会による厳 格な背面調査 、カジノ施設 面積の制限 など
に加えて、他方、 入場回数制限 とか国内居住 者によるマイ ナンバーカー ドの公的個 人認
証を用いて、入場 回数をカジノ 管理委員会が 一元的に管理 するといった ギャンブル 依存
症対策、一般の銀 行等よりも厳 格なマネー・ ローンダリン グ規制や、こ れまで例を 見な
いような暴力団員 などの反社会 的勢力の入場 を禁止するよ うな規制、弊 害防止対策 が導
入されているとい うことで、色 々一般では懸 念されていま す賭博罪、賭 博場開張罪 とい
った違法性阻却の問題は十分にクリアできているのではないかと考えて おります。
これは画期的だ と思うのです けれども、法 案上もカジノ 事業者の免許 規制に関し て定
めている39条にお いて、概要の ほうにも書い てございます けれども、こ の場合にお いて
当該免許 に係 るカジ ノ行為 区画で 行う 当該カ ジノ行 為につ いて は、刑 法第185 条の 賭博
罪の規定 、第18 6条の 常習賭 博罪 と賭博 場開張 罪の規 定で すけれ ども、 これを 適用 しな
い、条文上もこの ことが明らか にされている ということで 、極めて国民 にも安心感 を与
えるのではないかと考えております。
そして、特定複 合観光施設、 すなわちIRの 中核施設の要 件についても 、第２条第 １項
で定められており まして、細則 は政令に委ね られることに なっており、 国際競争力 のあ
る全国一律の基準 ということで ございますけ れども、基準 を見る限り、 大都市だけ でな
く広く全ての地方 自治体、いわ ゆる地方型の IRの区域認定 申請への参加 ということ も全
く妨げておりませんし、十分可能なのかなと考えております。
また、私が注目 しているのは 、第15条第３ 項でカジノ収 益の再投資義 務というの があ
りまして、結構重 いのかなと思 いまして、カ ジノで得た収 益というのが ちゃんと地 域等
に再投資されると いうことで、 要はIR事業者 、カジノ事業 者が利益を収 奪するとい うこ
とは許されないと なっておりま して、ちゃん とした地元対 策をする必要 が出てくる ので
はないかと。そう しないと、区 域認定整備計 画については 更新制でござ いますので 、認
定の更新が行われないということも場合によってはあり得ると考えてお ります。
最後に、本法案 の早期の成立 を願うととも に、カジノ管 理委員会の設 置とか国に よる
基本方針などがで きるだけ早く なされること を望むところ でございます 。以上でご ざい
ます。
○山内議長

どうもありがとうございました。篠原委員、どうぞ。
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○篠原委員

皆様 方から法案へ の高い評価の 声が出ている ことは大変 私もいいと思 うので

すけれども、問題 は、これが本 当に成立をし て動き出さな いと全く意味 がないので 、こ
れが成立するかどうか、国会の審議に委ねるしかないわけです。
一方、依然 として世論 、マスコ ミ、社 説など 、当初のころ から比べて変 わりました か。
余り変わっていな いような気が するのです。 だから、そう いうようなも のに理解を 求め
ていくかという努 力を政府とし ても引き続き やっていただ きたい。パブ コメなどを 見る
と、反対や慎重論 が相当多いで すから、その 辺は審議は審 議として、政 府としてや るべ
きことはしっかり並行してやっていただきたい。
これは政府の問 題ではないの ですが、依存 症対策の基本 法案は議員立 法で出てい ます
から、これもやは り努力をして ほしい。法案 ができただけ で全て解決す るとは思い ませ
んので、ぜひそれはよろしくお願いしたいと思います。
○山内議長

ほかに御発言はございますか。ありがとうございます。

私からも、まずは この法案をお まとめいただ きました事務 局の努力に関 して、厚く感
謝を申し上げたいと思います。
先ほど櫻井委員 からありまし たように、こ の立法プロセ スが比較的特 殊といいま すか、
議員の発想で出て 、それを政府 が法律をつく るというプロ セスでござい まして、こ れは
逆に内容を詰めて いくというこ とで大変だっ たと思うので す。我々も色 々議論をし まし
たけれども、それ を土台にして いただいて、 国会の先生方 とやりとりし ながらこう いう
法律をまとめたという努力に関して、本当に敬意を表したいと思ってお ります。
もう専門家の皆 さんが全てお っしゃいまし たので、特に 付け加えるこ とはないの です
けれども、皆さん のお話を伺う 中で、やはり 重要なのはこ れから決める べき点、あ るい
は詰めるべき点が かなり多いと いうことだと 思います。先 ほど美原委員 から具体的 に御
指摘もございまし たけれども、 そのほかの委 員からもかな りの点におい てこれから どう
するのだというと ころが非常に 重要であると いう御指摘が あったと思い ます。今の お話
にもありましたが 、世論 の動向を見る と、そ の辺も慎重の 上に慎重を重 ねていただい て、
対策をぜひとも打っていただきたいと思っております。
３番目 に、 私の立 場で言 います と、こ れも 何人か の委員 からご ざいま した けれど も、
これはカジノの法 律ではなくて 、特定複合観 光施設区域の 法律でありま して、リゾ ート
をつくる法律だと いう点をぜひ とも強調した いと思います 。現在、マス コミにも取 り上
げられ、また、議 論になるのは カジノという ことでありま すけれども、 これはカジ ノを
含むリゾ ート であっ て、観 光振興 が第一 の目 的であ るとい うこと だと思 って おりま す。
特に2020年のオリ パラ以降、我 々が今見てい るインバウン ドを含めた観 光の伸び、 この
産業 をい かに 日本 の 経済 の柱 にし てい く かと いう とき の一 つ の大 きな ポイ ント に なる
内容だと思ってお ります。そう いう意味では 、カジノだけ の議論だけで はなくて、 これ
はそれによって内 容を隠すとい う意味ではご ざいませんけ れども、日本 全体の影響 とい
うことを色々議論 していただい て、その中で 世論の支持あ るいは国会の 審議も進め てい
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ただければと思っ ております。 その意味では 、最近の報道 を見ています と、やはり カジ
ノだけの議論とい う感じを受け ておりまして 、そうではな くて我々の目 指すところ は特
定の複合型のリゾ ートであって 、それを中心 に観光を伸ば していくのだ というとこ ろを、
我々自身もそうでありますけども、政府に強調していただければと思っ ております 。
こういう形で法 案になりまし て、これから また審議、立 法化と大変だ と思います けれ
ども、本来の意義 を遂行すべく 、これからも 御努力いただ ければと思い ます。これ も私
からの一つの意見でございます。ありがとうございます。
それでは、ほかに何かございますか。美原委員、どうぞ。
○美原委員

今後 の予定、もし 法律が通った 場合、例えば 政省令とか 重要規則など がある

のでしょうが、スケジュールというのは、ある程度開示することは可能 でしょうか 。
○山内議長

事務局、お願いします。

○中川特定複合観 光施設区域整 備推進本部事 務局次長

法 案が成立し た場合には、 政府と

いたしましては２つのことに取り組まなければいけないと考えておりま す。
まずはカジノ管 理委員会の設 立でございま す。これは法 案に盛り込ま れておりま すよ
うに、国会同意人 事を経た上で 内閣総理大臣 の任命になり ますので、人 事行為にな るべ
く速やかに着手し た上で、国会 に適切なタイ ミングで人事 案をお諮りで きるよう準 備を
進めることが大事だと思っております。
２番目が、国土 交通大臣によ る国の基本方 針の策定でご ざいます。こ れは単にど のよ
うなIRをつくりた いのかという ことだけでは ございません ので、先ほど 武内委員か らも
御指摘いただきま したように、 どのようにし て審査をする のか、審査の 体系を、透 明性
を持 った 仕組 みを 盛 り込 んだ 基本 方針 を 準備 して いか なけ れ ばな らな いと 考え て おり
ます。もちろん、 国会でいつ整 備法案が成立 するのかとい うタイミング 次第でござ いま
すけれども、なる べく今後１年 程度を目途に 、今触れた２ つの事柄を国 としてはや って
いかなければならないことだと考えおります。
基本方針ができ ますと、今度 は誘致に関心 がある地方公 共団体がボー ルを持つ順 番に
なります。地域の 実施方針をつ くり、それに 基づいて民間 事業者を公募 ・選定し、 共同
して区域整備計画を作成し、申請までこぎつけるというプロセスでござ います。
ここは先ほども 申しましたと おり、地域ご とによって進 捗状況は異な るかと思い ます
ので、国としても 制度が動き出 しましたら、 その状況を把 握して、先ほ ども御質問 をい
ただきま した 区域認 定の申 請の締 切りを どう いうタ イミン グでや るのか とい うこと も、
法律案の 中で は政令 で定め ること になっ てご ざいま すので 、基本 方針を 出す と同時 に、
地方 から の区 域認 定 申請 を受 ける 期間 を どう する のか とい っ たこ とを 政令 で定 め てい
くことが必要にな るだろうと考 えております 。この期間が どれぐらいに なるのかと いう
ことは、今後、地 方公共団体の 準備状況など を把握する中 でしか決めら れないこと だと
思っておりますが 、団体によっ て違うとは思 いますけれど も、やはり２ 年から３年 ぐら
いの時間はかかることになるのではないかと思っております。
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申請認定を受け ましたならば 、国土交通大 臣があらかじ め定めていた 仕組みに基 づい
て審査をし、具体的な立 地場所、計画を含む 認定をするこ とになると思 っておりまし て、
そこまでにはまだ少し時間がかかるであろうと思います。
しかし、そうし て認定が行わ れれば、具体 的に民間事業 者が着工にか かれるわけ でご
ざいますけれども 、シンガポー ルの例で見ま しても、建設 期間だけでも ３～４年の 時間
がかかっておりま すので、全て を考えますと 2020年代半ば ぐらいには日 本でのIRが 動き
出す、開業してい くことができ るのではない かというのが 、今、非常に 大きな絵柄 とし
て頭の中にございます。
○篠原委員

2020年代の半ばですか。

○中川特定複合観 光施設区域整 備推進本部事 務局次長

半 ばぐらいに なるのではな いかと

思います。
○山内議長

どうもありがとうございました。美原委員、どうぞ。

○美原委員

今後のこの会議の役割とはいかがなものでしょうか。

○中川特定複合観 光施設区域整 備推進本部事 務局次長

こ の推進会議 は、IR推進法 に基づ

いて置かれていま す本部で、法 律案、政令な どの制度の枠 組みをつくる ということ が本
部のマンデートに なってござい まして、この 推進会議は本 部でつくられ る政策につ いて、
重要事項について 審議、意見を 出していただ くという機能 を負っており ます。今後 、今
日も御議論いただ きましたよう に、政令を詰 めていく作業 もございます 。その中身 がど
のようなものであ るべきかとい うことにつき ましても、議 論が進むに従 いまして適 切な
タイ ミン グで 推進 会 議に もお 諮り をし な けれ ばい けな くな る であ ろう と考 えて ご ざい
ます。
○山内議長

ほか によろしゅう ございますか 。それでは、 事務局から 連絡事項等が あれば

御発言をお願いします。
○中川特定複合観 光施設区域整 備推進本部事 務局次長

机 上に配付さ せていただき ました

資料につきまして は、お持ち帰 りいただいて も結構でござ いますけれど も、置いた まま
にしておいていただければ、後日事務局から郵送いたします。
○山内議長

それ では、以上で 第11回「特定 複合観光施設 区域整備推 進会議」を終 了とさ

せていただきます。本日はどうもありがとうございました。

以上
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