
1 

 

２月１５日 市長記者会見 

（平成 29 年 2 月 15 日（水）14 時 30 分～） 

市長発表事項  

 

【統合型リゾート（ＩＲ）の誘致について～カジノ施設を外国人専用としたハ

イクラスの「和歌山型 IR」の実現に向けた取組を進めます～】 

 皆さんこんにちは。明日定例会見の予定だったのですが、今日急きょ会見さ

せていただきます。和歌山市では統合型リゾートについてこれまで検討してき

ました。いろんな観点から検討を進めてきましたが、カジノについては外国人

専用とするハイクラスな和歌山型のＩＲというのをこれから誘致を目指して取

り組んでいきたいというふうに思っています。資料にも書かせていただいてい

ますが、和歌山市は非常にきれいな海岸線、また国立公園等もあります。そう

した海岸線だとかマリンスポーツ、海洋レジャー、海洋型のリゾート地でもあ

りますし、また和歌山城を始めとする歴史・文化にもあふれています。そうし

た和歌山ならではの個性を活かしたようなＩＲ、和歌山型ＩＲの誘致を進めて

いきたいと思っています。 

次のページ見ていただいたらと思います。和歌山市は、もちろんですけども

関西国際空港に非常に近接しています。この関空に近接するという利点を活か

して、紀伊半島にはいろんな観光資源があります。そこにも書いていますけど、

パンダまた高野山、那智の滝また奈良。非常に紀伊半島には観光資源が豊かで

すので、そうした紀伊半島の観光資源を活かした国際競争力の高い拠点となる

ような和歌山型のＩＲを進めていきたいと思っています。 

それでそこに 3 点目ということで書いていますが、もちろんホテル、国際会

議場、コンベンション、レジャー施設など、さまざまな施設を誘致していきた

いと思っています。子どもから大人まで楽しめるような楽しいＩＲ、統合型リ

ゾートというのを進めます。ただし、カジノ施設については日本人の入場を制

限して外国人専用とするような形で誘致を進めていきたいと思っています。今

後については和歌山型のＩＲの実現を目指して、県とも連携協力してＩＲを活

用したような全体の観光振興ビジョンというのを検討していって、誘致に向け

た取り組みというのを進めていきたいというふうに考えています。発表は以上

でございます。よろしくお願いします。 
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記者の質問事項 

 

（記者）：今後なんですけども、県と協力してＩＲ誘致に乗り出していかれると

いうことで、市長は和歌山型のＩＲということですけれども、他にも

大阪とか立候補されていると思うんですけど、和歌山の売り出してい

く魅力とか、そういったところはどういったところにありますか。 

（市長）：大阪市・大阪府さんはどちらかといえば都市型ですかね。そういう大

きなＩＲを目指されています。和歌山市ではやっぱり地域の特性といえ

ば、和歌山は海洋大国というか、すごく海洋レジャーもあるしマリンス

ポーツもあるし、海岸線がやっぱり、国立公園また万葉に詠われたよう

な海岸もあります。そうした海洋型のリゾート地にならないかなと思っ

ています。それと合わせて和歌山市には歴史・文化、東照宮を始めとし

て和歌浦、和歌山城、紀三井寺など、いろんな文化施設もあります。外

国人観光客が非常に多くなっている中で、そういう文化・歴史を求めて

来られる外国人の方も多いと思います。そうした地域の特色を活かした

ような和歌山型のＩＲというのを目指していきたいというふうに考え

ています。 

（記者）：先の会見でも懸念されている点としてギャンブル依存症だったりとか、

犯罪の助長だとかですね、挙げていらっしゃったと思うんですけど、そ

ういった対策はどのようにお考えですか。 

（市長）：ギャンブル依存症については、今国の中で実施法というものも検討さ

れています。まだ中身が全然見えない状態になっていて、やはり確実に

日本人のカジノ依存症を無くす、防ぐためには外国人専用にするのが一

番いいんじゃないかなと思っていて、ハードルは少し高くなりますけど、

和歌山市としては外国人専用型で、日本人にはカジノ依存症を出さない

ような対策というのを講じていきたいというふうに考えています。 

（記者）：カジノ施設には入れないような形で行うということですか。 

（市長）：はい、そうです。カジノ施設だけは日本人は入れないと、外国人であ

る証明、パスポート等がなければ入れないような施設。ただしその周り

のレジャー施設であるとかホテルであるとか、会議場、コンベンション

であるとか、そういったところは大人から子どもまで入れるような施設

として、広く国内からも観光客に楽しんでもらえるような施設になれば

というふうに思います。 

（記者）：最後なんですけれども、今の事業者から直接お声がかかったりとかさ

れてるんですか。 
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（市長）：これは以前も「接触ありますか。」と聞かれたんですけれど、実際は

ありますね。何社かはあります。 

（記者）：海外の企業だったりとか国内のものだったりとか。 

（市長）：まあ海外ですね、はい。 

（記者）：候補地はこれまで出ている２つというふうな理解でいいですか。 

（市長）：はい、あの今まで検討しているのが和歌山マリーナシティ、それとコ

スモパーク加太ということでこの２か所が主たる検討場所だと思って

います。ただそれぞれの所有者ももちろんおられますので、地域の方の

考え方とかいろんなもの取り組まなければならない問題、それとオペレ

ーターというか、事業者がどういう場所を選ぶかということに関係して

きますので、今後そういう方のご意見とかいろんなところで幅広いご意

見を聞きながら、選定を進めていきたいというふうに思っています。 

（記者）：これまであの、メリットデメリットについて、メリットについてはい

いんですけれどもデメリットについてその市民の不安でもあります治

安の悪化ですとか、ギャンブル依存症対策というのは、外国人専用にす

るということで解消されるというふうにお考えになっているんでしょ

うか。 

（市長）：海外の外国人専用のカジノをみても、その周辺をみても、治安の乱れ

というのはあまり見受けられません。外国人専用とすることによって、

そうしたいろんな問題というのはクリアしていけるんじゃないかな、こ

れは海外の事例からもそうじゃないかなと思っています。 

（記者）：今まで、前回の会見までは、積極的でも消極的でもないけれども、早

く決めないとというお話があって、この時期に最終的に決め手になった

のは一体どういった動きや、環境の変化ですか。 

（市長）：誘致する以上は早く決めなきゃ、どっちかに決めなきゃいけないと思

っていました。そういう意味で慎重に検討を重ねてきた結果、最速でこ

の時期、ちょうどまた議会も始まります。そうした中でもいろいろと議

会とも意見交換させてもらえる機会でもあるし、ちょうど今のタイミン

グが良かったんじゃないかなと思っています。 

（記者）：先ほど海洋型というふうにおっしゃっていたんですけど、たとえば大

阪のＩＲはですね、マリーナベイサンズをモデルにしようというような

話もあるみたいですけど、海外のＩＲで市長がこういうのをモデルにし

たいなと思っていらっしゃるのがあれば教えていただきたいんですが。 

（市長）：これから、もちろん、どういうオペレーターさんが来てくれるのかと

いうことはあるんですけれど、例えば外国人専用であれば済州があり、

これが割と立派で、緑もあるし、水もあるしというような感じのＩＲ、
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外国人専用のＩＲになってます。そういったできるだけ和歌山の自然、

海も活かした、緑も活かしたようなＩＲを、楽しいＩＲになればなあと

いうふうに思います。 

（記者）：市長はこれまでもですね、誘致合戦になるんじゃないかということを

おっしゃってこられたと思うんですけども、まあ特に隣接する大阪府・

市なんかはですねＩＲ推進局という、専門の部局を作ったり、橋下さん

が首長をしてた時代から言っておられ、だいぶ先行していると思うんで

すけれども、このあたりについて追い越せるとか、自信の程をお聞かせ

いただけますか。 

（市長）：追い越せるかっていうかですね、これは今度の新しい法律によって、

どの程度の数とか距離感ていうのが決まってくるのかなと思ってるん

ですけど、そうした中で大阪さんとはあんまり競合しないんじゃないか

なぁと思いますけどね。関西国際空港というのが真ん中にあって、やっ

ぱりそこが一番の入って来るところになるので、その方たちがどういっ

たものを求めるかというのは、やっぱりそれぞれ地域性があってもいい

んじゃないかなぁというふうに思ってて、特に張り合おうとか追い越そ

うとかそういうふうに思ってないです。 

（記者）：そうなると例えば大阪と和歌山で両方とも並び立つ可能性もありえる

んではないかなというふうなことですか。 

（市長）：わたしはそう思いますけどね。 

（記者）：最後に、やっぱりこの大きい事業なんでですね、かなり政治力ってい

うのが必要になってくるかと思うんですけども、和歌山はすごい優れた

政治家の方をたくさん輩出されていてですね、特に市長は自民党員でも

あられます、それはいいんですけれども、二階幹事長と、これからどの

ような相談をしていこうというふうに考えておられますでしょうか。 

（市長）：まずは県ときちんとすり合わせていかなきゃいけないなぁと思ってい

て、県自体がまだ紀南もたぶん捨てていないと思っています。そうした

中で県はどこに絞るのかっていうのがあると思うんですけども、それと、

外国人専用とすることに対しての意見もまあ集約していかなきゃいけ

ないし、まずはやっぱり県と連携して、その上で国会議員の先生方には

お願いしていくのかなあと思っています。 

（記者）：ありがとうございました。 

（記者）：カジノを外国人専用とすることは、方法としては簡単にできるとお考

えですか。 

（市長）：方法は実際に海外で例があります。韓国、カンボジア、一番韓国がは

っきりしているんですけど、その方法はパスポートをチェックするとか、
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厳密にやられてるということなので、十分方法はあると思っています。 

（記者）：市民アンケートの方では、反対の市民の声の方が多かったんですけど、

その点についていかがでしょうか。 

（市長）：市民アンケートではギャンブル依存症を心配される方が多かったと思

っています。そうした中で、今回そこはずいぶん悩んだとこなんですけ

ど、外国人専用とすることによって、入ってくるオペレーターのハード

ルが高くなるという１つの難点があるんですけども、一方で確実に日本

人の依存症に対しては対抗策になると考えました。そういう面から今後、

市民の皆さんのご意見をお聞きしたり、市議会のご意見をお聞きしなが

ら、皆さんが「いいよ」と言ってくれるような、そうしたＩＲというの

を進めていきたいなと思います。 

（記者）：さきほど外国人専用というところでいうと、例えばオペレーターの方

が和歌山が環境から立地がいいので行きたいのだけれども、外国人じゃ

なくてもうちょっとハードルを下げれないかということが来た場合っ

ていうのは、そこは断固拒否して、譲れない線として、そういった場合

はお断りするという感じなんですか。 

（市長）：そうですね。私はもう少なくとも外国人専用と決めていますので、そ

こはもう外国人、国内でないとだめだと言われたら拒否することになる

と思います。 

（記者）：アンケート調査では、ギャンブル依存症の他にも治安の悪化を懸念す

る声もあったと思うんですけど、外国人だけにすることでそういった不

安の部分を払拭できるとお考えでしょうか。 

（市長）：それについては、依存症だけじゃなくて治安というのは確かに多かっ

たと思っています。そういう面では海外で実際に先行されてる外国人専

用のところを調べさせていただいたんですけども、済州なんかも治安悪

化というのは特にない。非常に外国人観光客が多いので、にぎわってる

ということで、特にそうした治安の悪化は見られないんじゃないかなと

思っています。 

（記者）：何点か伺いたいんですけど、まず、一昨日、ちょうど政策調整課の方

に、多重債務に苦しんでいらっしゃる市民団体の方が要望を出してきま

した。この団体は、仮に入場制限とかをかけても外国人が依存症になっ

てしまうとか、あるいは子どもがギャンブルが近くに、賭博場があるか

ら不安に感じるんじゃないかということで、仮に制限をかけたとしても

「だめだ」という立場を取っています。今、ＩＲすらないのに、パチン

コとかそういった既存のギャンブルの依存症の問題でさえ解決されて

いないし、しかも国の対策というのもあんまり示されていない中で、や
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るのは拙速であると、そういう意見がありました。市民アンケートの中

でもそういう声がありました。そういうふうな声がある中で、このタイ

ミングでの表明というのは、そうした人たちの声を全く聴いていないの

ではないかというふうな批判もあると思います。昨日は県庁の方に、同

様の法律実務家による団体がそうした懸念を伝えに行きました。その翌

日にこういう発表であると結局そういう人たちの声を聴かないのかな

と。市民アンケートでも、反対が上回ったうえで、前の段階では市民の

声を聴くといった直近の結果が反対が上回っているのに、それでも誘致

に踏み切ったということは、市民の声を軽視してるんじゃないかという

批判は必ずあると思います。そのあたりをどう説明するんでしょうか。 

（市長）：今回、この誘致に対する取り組みというのはずっと検討してきました。

早く態度を決めなきゃという思いでずっといたわけですけども、今回い

ろんな検討を重ねた結果、外国人専用とすることによって、市民の方が

心配されてるアンケート等の結果も踏まえて、外国人専用とすることに

よって、カジノ依存症というのは少なくとも全く心配なくなるんじゃな

いかと思っています。それ以外の、今国が検討されてる実施法の中では、

たぶんいろんな未成年を制限するとか、いろんな案っていうのは考えら

れていると思うんですけど、マイナンバー等でやるとか。その辺に対し

ては、確かにまだどうなるかわからない面があって、確実に今のタイミ

ングで依存症に対してやっていける、対抗していけるのは外国人専用じ

ゃないかなという思いで決めました。ただ、昨日、一昨日というのが、

市・県へこのタイミングで来られたのか逆によく分からないですが、そ

このタイミングとたまたま重なってしまったというのはありますが、決

して聴いていないわけではなくて、ずっといろんな調査をさせていただ

いて、今回の選択が和歌山市にとって、一番ベストな選択じゃないかな

と思って決断させていただきました。 

（記者）：制限をかけたとしても、今の段階では拙速であるという指摘があった

ことについては、外国人専用であっても、外国人が依存症になるとか、

今後なし崩し的にこういうものが解禁されていくんじゃないかと。制限

が外れていくんじゃないかという懸念についてはどう説明されますか。 

（市長）：海外ではもうＩＲは今や常識的なものじゃないかなと思っています。

小さいホテルでも、もちろんカジノをやってるところもあります。この

前、リッチモンドへ行ったときなんか、前のホテルで実際カジノという

のをやってました。もう海外では当たり前という感じになったのかなと

いう感じはするんですけども、今後日本が、今は外国人の観光客が 2000

万人、オリンピックの 2020 年には 4000 万人、2030 年には 6000 万人に
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していこうと飛躍的に伸ばしていこうという中で、海外からの誘客とい

うのは国にとっても必要じゃないかなと思っていて、そういう面で、

我々としては、必要な政策じゃないかなと思っています。そのカジノ対

策については、さっきからくどいようですけど、外国人専用とすること

で日本人の少なくともカジノ依存症には影響がないというふうに思っ

ていますし、外国人の方については、たぶんいろんな方がされるんだと

は思うんですけど、そんなにも、観光客でね、お金持ってこられる方で

確かに大きく負けたよという方もおられるとは思いますけど、そんな大

きな影響というのか、和歌山でやることによって、大きな影響というの

はないんじゃないかなと思いますけどね。 

（記者）：重ね重ねすいません。今市長が、これまで会見の中で解決しないとい

けない問題として、例えば、地権者の問題であるとか、交通網整備の

問題であるとかという部分があります。まだ、候補地を１か所に絞っ

ていないし、マリーナシティなんかでは地権者の方がいらっしゃると

思うんですけど、市長も他人の土地だから候補地を絞れないとか、今

まではそういうご説明をされてきたと思うんですが、そういったこと

の課題というのは、どのようにお考えなんでしょうか。 

（市長）：その課題というのはまだ残っています。十分残っていて、もちろん地

権者の方もおられるし、周辺に住んでられる方もおられるし、いろん

な課題というのがあって、まずは今日は第一歩で、少なくとも今まで

全くどっちともつかずだったんですけども、今後県と協力して、誘致

に向けて取り組みを始めようということで、第一歩だというふうに考

えています。 

（記者）：くどいようであれなんですけど、先ほどのお話の中で、これから市民

や市議会の意見を聞きながらいいと言ってくれるＩＲを進めるという

お言葉があったと思うんですけど、市民や市議会が「やっぱりカジノ

はいらない」というふうなことを言って反発があれば、やめるという

選択肢もあるのでしょうか。 

（市長）：そこは十分世論の動向というのは注意していかないと、やはり市とい

うのは地元を預かっていますので、その立場で今後そういったご意見

というのは十分聞いていく必要があって、それを最終的などういった

ものになるかによっては、判断に影響があるのかなという感じはしま

すけれども。 

（記者）：ということはですね、今までとあまり立場は変わっていないのかなと。

今までとの立場の違いというのは、どう違うと言ったらよろしいでし

ょうか。 
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（市長）：「誘致に向けて取り組みを進めていきます」というのが今日で、今ま

では「誘致に向けては白紙の状態」だったわけなので、これから県と

協力して、誘致に向けて進めますということで、かなり変わってると

思いますけど。 

（記者）：確認ですけれど、世論の動向によっては、「カジノはやめる」という

可能性もまだあると捉えてよろしいんでしょうか。 

（市長）：それはそうだと思います。今回附帯決議というのがＩＲ法の中にもさ

れていて、議会で同意を得ることというのが、附帯決議の中に入って

います。当然そういった市民の意見というものは、議会に反映されて、

議会の決議ということになってくると思いますので、当然だと思いま

す。 

（記者）：例えば、また世論調査をやるとか、そういうお考えはありますでしょ

うか。 

（市長）：それは今のところしばらくないと思います。 

（記者）：今日の段階では、誘致に正式に手を挙げた、立候補したということに

はならないということでしょうか。 

（市長）：立候補とは何を持ってというのがあるんですけど、区域申請すること

が正式な立候補だと思っています。それは申請して国が認めてくれる

かどうかということで正式なんですけど、それまでの段階にはいろん

な段階があると思っています。和歌山市としては、これから誘致に向

けた取り組みを進めてまいりますということで、いろんな段階がある

ので、その段階の第一歩として、これから進めていきたいと思ってい

ます。 

（記者）：今まで誘致するかどうかの検討で、今回から誘致に向けた検討をして

いくということだと思うんですけど、本格的にいろいろ検討していく

ということになると思うんですが、市長の頭の中で描いているタイム

スケジュール、今のところ挙がっている２か所をどちらかにするかと

か、また他に候補が出てくるかもしれないとかいろいろあると思うん

ですが、タイムスケジュールとしては、どんな感じで市長の頭の中で

あるんでしょうか。 

（市長）：今後ＩＲ構想というのは広く地域全体で活用していくと、効果を波及

させていくということで、ＩＲ構想というものをつくっていくことに

なります。それは県がまず和歌山市でと決めてくれないといけないん

ですけど、そうしたことを受けて、一緒になってＩＲ構想というのを

作っていくことになります。法律が１年以内に実施法を制定しますよ

となっていますので、そこに遅れがなければ、１年以内に実施法が決
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まってきます。同時にたぶん誘致したいところは手を挙げていくので、

１年後ぐらいから申請をどんどんしていく、誘致したいところはして

いくことになるので、それまでにはやっぱり形を整えていく必要があ

るのかなと思っています。 

（記者）：市の方にもプロジェクトチームがあると思いますが、先ほどから出て

いる課題、団体からも要望があったりしてるので、市のみならず、第

三者とか入れて規模を大きくして、検討を具体化していくというお考

えはお持ちですか。 

（市長）：第三者というのは学識者とかですか。具体的に決めていないので、その

辺はこれから詰めていきますけど、どういった形で検討を進めるか、い

ろんな観点があると思います。もちろん場所の問題もあるし、交通の問

題もあるし、効果が最大限になるようなやり方があると思うし、そうい

うことを検討を進める体制がどれがいいかというのも、これからスター

トさせていきたいと思います。 

（記者）：今日は本当に第一歩ということでよろしいですか。 

（市長）：はい。 

（記者）：タイムスケジュールの確認なんですけども、候補地はいつまでだいた

い確定しようと思ってらっしゃるでしょうか。 

（市長）：くどいようですが、１年以内に実施法が決まるということですので、１

年以内には決めていかないと、早い者勝ちということはないと思います

が、国への効果とか、地域経済や地域振興に役に立つように、また国際

競争力のあるようにということで、いろんな観点が法律にもうたわれて

いるので、そうしたこともしっかり詰めていかなければと思っています。

そういうのも含めて１年ぐらいを目途に検討を進めていきたいなと思っ

ています。もちろん、オペレーターが来るかどうかというのがあるので、

その辺も大事な要素になってくるんじゃないかなと思っていますけど、

そういったことをやっていきたいと思っています。 

（記者）：例えば新年度予算とか補正とかで対応するとか、、何か具体的な事業

としてこんなことをやっていくというのがありますか。 

（市長）：新年度予算の発表は明日発表させていただくので具体的なことは言えま

せんが、今後予算が必要になればね、民間がする話ではありますが、公

共団体としても検討の予算が必要であれば、予算を計上していかなけれ

ばと思っています。 

（記者）：くどいようですが、地権者の問題とかが課題とのお話でしたが、今の

段階でクリアしなければいけない課題はどういう部分になりますか。 

（市長）：クリアしなければいけない課題はいくつもあると思ってます。まず、国
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の実施法が見えていない中で、適合するのかどうか、非常に大きな問題

だと思っています。また場所の選定、これも大きな問題であるし、もち

ろんオペレーターさんが来てくれるかどうかこれも大きな問題で、そう

いういったところが非常に大きな課題じゃないかなというふうに思いま

す。 

（記者）：その課題をクリアする中で例えば事業者にＰＲしていくとか、先ほど

構想を作っていくとありましたけれど、どう和歌山市をアピールする

具体的な行動というのを考えていらっしゃるでしょうか。 

（市長）：和歌山市はやっぱり海洋型のリゾート地でもあるので、そういった点

というのはぜひＰＲしていきたいと思っています。また歴史・文化非

常に、日本ならではの良さっていうのを持っているところだと思って

いるので、そうした場所ですよということはぜひオペレーターに向け

ては発信していければなというふうに考えています。 

（記者）：くどいようなんですけれど、この時期に、今日やったというところは

市民の声は軽視していないという理解で良いんですか。 

（市長）：もちろんそうです。元々明日の定例でやる予定だったので、そこは市

民の方が逆に知ったのか、その辺はよく分からないですけども、タイ

ミングが合ってしまったのですが、そろそろタイムリミットかなとい

う感じはしています。 

 

 

以上 


