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横浜市会決算第二特別委員会 局別審査 政策局関係

横浜型ＩＲの魅力と目的
のりみ
今年の夏に公開された映画「名探偵コナンの紺青のフィス
ト」では、「なんと、子供達に人気の主人公のコナン君は
幼馴染みのランちゃんと一緒にＩＲであるシンガポールの
マリーナ・ベイ・サンズに遊びに行ってるんです。」シン
ガポール、マカオをはじめとしたＩＲ施設を視察したこと
がありますか？

政策局長
私自身はＩＲ施設を視察したことはございません。今年度
の調査の一環として、政策課の職員がシンガポールとマカ
オのＩＲ施設を視察しておりまして、その報告を受けてい
るところでございます。
のりみ
私は、パチンコ競馬競輪宝くじには全く興味がなく、子育
て中にゲームセンターにすら連れて行った事がありませ
ん。当初は、ＩＲと聞いてカジノのイメージがありました
が、実際に 2015 年にシンガポールに自民党団で視察に行
き肌で感じたＩＲはホテル、ＭＩＣＥ、劇場があり、リゾー
ト・ワールド・セントーサには流れるプールとユニバーサ
ルスタジオがあり子供達の笑い声のある楽しい施設で、今
度は親孝行で徳之島の母を招待して家族で遊びに来れたら
素敵だろうな～と思う程でしたから、実際に横浜にＩＲが
出来ましたら、飛行機代をかけずに親孝行ができるな～と
今からワクワク楽しみです。魅力増進施設の内容は？
政策局長
ＩＲ整備法におきまして、魅力増進施設は、「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、我が国の観光の魅力の増進に資する施設」という風に
されております。また、政令では、「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」
といった施設の例が挙げられてございます。さらに、国の
有識者会議から出された資料には、世界の観光客から高い
関心を示してもらうために、演劇・演芸、スポーツ、料理
等のジャンルから、さらに歌舞伎や落語、相撲、和食等の
テーマなどが例示されております。
具体的な施設内容等につきましては、自治体や民間事業者

の創意工夫に委ねられておりますので、今後、策定を進め
る実施方針の中で、横浜市としての考えを示し、事業者に
提案を求めてまいります。
のりみ
生活保護費、被保護世帯数・人員の過去 20 年間の数位です
が、平成 11 年度被保護世帯数は 21,507 世帯、被保護人員
は 28,638 人で予算額は 585 億円だったものが、令和元年度
は被保護世帯数 53,844 世帯、被保護人員 69,305 人で当初
予算額は 1,266 億円と２倍以上に跳ね上がっております。
林市政で取り組んできた保育事業に関してですが、保育・
幼児教育にかかる給付の事業費が平成 21 年度は 403 億円
だったものが平成 31 年度では 1,303 億円と３倍に。保育所
整備費の事業費では平成 21 年度 16 億だったものが平成 31
年度は 40 億と約 2.5 倍に増えております。これはほんの一
例ですが、この様に扶助費が増えていく中で、この厳しい
横浜の財政状況なども、ＩＲ推進に舵をとった理由の一つで
あると理解しています。今後の税収と社会保障費の見通し
は？
政策局長
税収の見通しでございますが、人口減少の影響によりまし
て、市税収入の４割を占める個人市民税については、令和
５年度をピークとして、６年度から減少することが見込ま
れております。市税総額としては、令和９年度の 8,520 億
円という見込みをピークといたしまして、22 年度には
8,130 億円まで減少する見込みとなっております。
一方、社会保障費の見通しですが、制度の拡充を見込まず、
現行制度を維持した場合、事業費として令和元年度は 5,970
億円のところ、その後ずっと増え続けまして、令和 22 年度
は 7,810 億円と、約 1.3 倍に増加するという風に見込まれて
おります。
のりみ
市民の方々がＩＲを反対する一番の原因はカジノに関して
だと理解できます。カジノ委員会について国は７月から準
備を進め今秋の臨時国会にも人事案が提出される見込みで
あるとの報道もあります。このカジノ委員会について、多
くの市民の方々は理解していないと思われます。カジノ管
理委員会の役割は何か？

政策局長
カジノ管理委員会は、内閣府の外局として設置された機関
で、今後、同委員会が、カジノの運営内容や監督の手続き
等に関する事項を規則で定めてまいります。
この規則等に基づき、同委員会は、カジノ事業の健全な運
営の確保のため、ＩＲ事業者に対して、厳格な調査に基づく
免許の付与・３年に１回の更新の際の確認、ルーレットな
どゲームの種類や数量の規制、３月ごとの運営状況の確認
や納付金等の賦課徴収などを行い、毎年度の収益状況の確
認も行う予定になっています。
のりみ
横浜でのＩＲの実現に向けた意気込みは？
副市長
ＩＲの誘致によりまして、先生が今いろいろと前半でご紹
介いただきましたように、あらゆる世代が楽しめる、これ
までにないスケールとクオリティをもった世界最高水準の
リゾートが実現されることになります。世界から注目され
るリゾートができることで、国内外から多くの方が横浜に
訪れ、新しい日本の魅力、横浜の魅力が作られるというこ
とになります。観光行政のさらなる振興、地域経済の活性
化を実現していくことになるという風に思っています。も
のづくり産業など、あるいは中小企業、あるいは様々な産業、
政策分野に注力をしていくことは当然ですけれども、これ
から伸びる観光・ＭＩＣＥ産業のけん引役として、このＩＲ
を考えております。
そうすることで、個人市民税の減少等が今後、人口減少・
超高齢化社会の中にあって見込まれてございます。横浜が
そうした中にあっても、市民の安全・安心な生活を確保し
ていくこと、子育て、医療、福祉、教育など、こうしたこ
とにもきちんと予算を確保していくこと、そうしたことを
やっていくためのＩＲという風に考えておりますので、そ
うした必要性ですとか、考え方についてですね、市民の皆
様にご説明をし、ご理解を得ていきたいと思っています。

米軍施設の跡地利用
のりみ
旧富岡倉庫地区は、平成 23 年に跡地利用基本計画が策定さ
れており、その中で海側の物揚場は港湾利用を行い、陸側
の野積場は産業・研究開発機能等の導入を検討することと
なっております。しかし、26 年に野積場の一部が本市の衛
生研究所として開所して以降、目立った動きが無い状況で
す。旧富岡倉庫地区の現在の検討状況は？
基地対策理事
物揚場につきましては、港湾局が臨港地区にふさわしい土
地利用に向けた検討を行っております。
野積場につきましては、本市の衛生研究所として整備した
残りの部分につきましては、産業・研究機能と並行して、
公共公益施設等の導入の可能性を含めまして、様々な検討
を行ってまいりましたが、現段階ではいまだ具体化には至っ
てございません。
のりみ
先日の９月 20 日には、南部市場においては「横浜南部市場
賑わい創出事業」の整備が終わり、複合施設「ブランチ横
浜南部市場」及び「横浜南部市場　食の専門店街」が開業
しました。また、来年の春には横浜ベイサイドマリーナで
アウトレットモールのリニューアルオープンが予定されて

います。シーサイドライン南部市場駅の直近でもあり、ＪＲ
新杉田駅からの徒歩圏であることも合わせ、本地区のポテ
ンシャルは日に日に高くなっていると感じますが、隣接す
る国家公務員宿舎跡地と一体的に利用できれば、素晴らし
いまちづくりが進められると考えます。また、若い人達を
取り込んでいく街づくりの為には南部市場駅や鳥浜駅とい
う名称の変更も必要ではないかと思います。今後の野積場
における計画の具体化に向けた取組は？

理事
急速な少子高齢化の進展などの社会状況の変化とともに、
委員がご指摘いただきましたように、周辺の土地利用につ
いても変化をしてきているという風に思っております。
このため、野積場の跡地利用の検討につきましては、産業・
研究機能等の導入だけではなくて、様々な課題への対応も
視野に入れて、例えば、「地区計画」の導入の可能性など、
幅広い視点で関係区局と検討を始めたところでございます。
のりみ
先日、知人に誘われてパークゴルフを経験しました。適度
な運動量があり、多くの市民の方々が楽しめるスポーツで、
特に高齢者の方々の健康増進に適していると感じました。
今度、横浜市にパークゴルフ協会が発足いたしますが、現在、
市内にはパークゴルフやターゲットバードゴルフ等高齢者
の方々が健康維持の為に運動できる様な施設が足りない様
に思われます。
実際に旧深谷通信所では、約 77 ヘクタールの敷地の中で、
地域の皆様が通行する通路や野球場、地域の広場などとし
て利用している他に、多くの未利用の土地もあります。市
民の健康増進などの簡易な運動で新たに利用できる土地が
少ない中で、本格的跡地利用ができるまでの間、このよう
な土地を活用していくことは、市民要望に合致していると
考えます。米軍施設跡地等における暫定利用の考え方は？
理事
旧深谷通信所につきましては、
土地を所管する国との調整の上、
近隣地域の皆様に自主整備・自
主管理のもとで暫定的にご利用
していただいてございます。
また、池子住宅地区の飛び地に
つきましては、引き続き早期の
返還を求めてまいりますが、現
在は米軍が管理してございます
ので、暫定利用は実現してござ
いません。
いずれの地区につきましても、
新たな暫定利用のご要望をいただいた場合は、利用目的や
内容に応じまして、各施設を所管する国や米軍などと調整
を図っていくことになろうかと思います。
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取り込んでいく街づくりの為には南部市場駅や鳥浜駅とい
う名称の変更も必要ではないかと思います。今後の野積場
における計画の具体化に向けた取組は？

理事
急速な少子高齢化の進展などの社会状況の変化とともに、
委員がご指摘いただきましたように、周辺の土地利用につ
いても変化をしてきているという風に思っております。
このため、野積場の跡地利用の検討につきましては、産業・
研究機能等の導入だけではなくて、様々な課題への対応も
視野に入れて、例えば、「地区計画」の導入の可能性など、
幅広い視点で関係区局と検討を始めたところでございます。
のりみ
先日、知人に誘われてパークゴルフを経験しました。適度
な運動量があり、多くの市民の方々が楽しめるスポーツで、
特に高齢者の方々の健康増進に適していると感じました。
今度、横浜市にパークゴルフ協会が発足いたしますが、現在、
市内にはパークゴルフやターゲットバードゴルフ等高齢者
の方々が健康維持の為に運動できる様な施設が足りない様
に思われます。
実際に旧深谷通信所では、約 77 ヘクタールの敷地の中で、
地域の皆様が通行する通路や野球場、地域の広場などとし
て利用している他に、多くの未利用の土地もあります。市
民の健康増進などの簡易な運動で新たに利用できる土地が
少ない中で、本格的跡地利用ができるまでの間、このよう
な土地を活用していくことは、市民要望に合致していると
考えます。米軍施設跡地等における暫定利用の考え方は？
理事
旧深谷通信所につきましては、
土地を所管する国との調整の上、
近隣地域の皆様に自主整備・自
主管理のもとで暫定的にご利用
していただいてございます。
また、池子住宅地区の飛び地に
つきましては、引き続き早期の
返還を求めてまいりますが、現
在は米軍が管理してございます
ので、暫定利用は実現してござ
いません。
いずれの地区につきましても、
新たな暫定利用のご要望をいただいた場合は、利用目的や
内容に応じまして、各施設を所管する国や米軍などと調整
を図っていくことになろうかと思います。


