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毎月 10 日に、前月の「政界」「経済界」「地方公共団体」のトピックスを紹介いたします。 

なお、本メールマガジンは、私共が発行しておりますマンスリーレポートの抜粋となります。さらに詳しい情報

や記事の詳細がご覧になりたい方は、以下 URL よりお申込みください。 

https://ir-consulting.jp/service/#section-23 

 

11 月の概要 

＜政界＞ 

自治体の IR 整備に関わる申請受付が 10 月 1 日から始まった。受付期間は来年 2022 年 4 月 28

日まで、決定時期は未定である。カジノ管理委員会では広告勧誘指針をテーマに第 45 回委員会が開

催された。 

 

＜経済界＞ 

大阪府市の IR 事業予定者オリックスが初期投資額の見通しを明らかにした。また、カジノなどを利用した

場合にたまる特典「地域ポイント」（仮称）の導入を検討していることが報じられている。 

和歌山県の IR 事業予定者クレアベストは日本企業 3 社が運営に参画する方向であることを説明。 

関西経済界等では、リーガロイヤルホテルの蔭山社長が「IR 開業は観光の復活に向けた道筋になる」と

述べている。 

 

＜地方公共団体＞ 

横浜市では、新市長が IR 誘致の撤回を宣言し、今年度予算の IR 推進事業費を清算。 

大阪府市では、「大阪都市計画局」が発足し、「大阪 MICE 戦略検討会議」が開催。 

和歌山県では説明会開催が延期され、IR 賛否を示す住民投票の実施を請求する署名活動が開始。 

長崎県では、IR 建設予定地を長崎県議会の特別委員会が視察。 

 

（１）政界：総選挙で与党が「絶対安定多数」を確保 

区域整備計画の申請受付が 10 月 1 日から始まった。受付期間は来年 2022 年 4 月 28 日まで、決

定時期は未定。カジノ管理委員会では広告勧誘指針をテーマに第 45 回委員会が開催された。 

 

カジノ管理委員会 

カジノ管理委員会は広告勧誘指針をテーマに第 45 回委員会を 2021 年 10 月 28 日に開催し、同

年 11 月 8 日に議事要旨が公表された。 
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●カジノ管理委員会第 45 回委員会 議事要旨（カジノ管理委員会ＨＰ、2021 年 11 月 8 日） 

https://www.jcrc.go.jp/content/000001024.pdf 

 

（２）経済界：IR 事業予定者が出資や運営などを発表 

オリックスが初期投資額の見通しを明らかにした。和歌山県のクレアベストは日本企業 3 社が運営に参

画する方向であることを説明した。また、関西経済界等では、リーガロイヤルホテルの蔭山社長が「IR 開

業は観光の復活に向けた道筋になる」と述べている。 

 

①カジノオペレーター等 

 [大阪府市] 

オリックスは決算記者会見で、IR の初期投資額約 1 兆 800 億円のうち、オリックスの負担分が 2000

億円強になるとの見通しで共同提案者の MGM と同じく最大 2700 億円規模のエクイティ出資を見込

んでいることを明らかにした。また、カジノなどを利用した場合にたまる特典「地域ポイント」（仮称）の導

入を検討していることが報じられている。 

 

●オリックス、初期出資額は最大 2700 億円規模に－大阪統合型リゾート 

ブルームバーグ 11 月 4 日 18:25 

https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2021-11-04/R21DG5DWRGG001 

 

●カジノ利用にポイント付与検討…大阪 IR の整備目指す MGM・オリックス連合  

読売新聞 11/8 9:45 https://www.yomiuri.co.jp/economy/20211108-

OYT1T50044/ 

 

[和歌山県・市] 

クレアベスト・グループは日本企業 3 社が運営に参画する方向であることを県議会の IR 対策特別委員

会で説明した。 

 

●和歌山 IR、国内 3 社が参画か 日本経済新聞 11 月 20 日 1:49 

https://www.nikkei.com/article/DGKKZO77750820Z11C21A1LKB000/ 

 

②関西経済界等 

ロイヤルホテルの蔭山秀一代表取締役社長が「関西は万博開催と IR 開業が観光の復活に向けた道

筋になる。」とインタビューで述べている。 
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（３）地方公共団体 

①横浜市 

今年度予算 3 億 6 千万円の IR 推進事業費について、11 月をめどに清算する。外部との委託契約

などを含めると約 8 割が執行見込みとなっているが、市は、それらの契約見直しも進め、12 月の減額補

正に間に合わせたい考えである。 

 

●横浜市 IR 推進費、11 月清算へ 8 割執行見込も減額調整  

タウンニュース 戸塚区版 11 月 4 日号 

https://www.townnews.co.jp/0108/2021/11/04/598555.html 

 

山中市長が事業中止を決めた IR 推進事業費、新たな劇場計画検討費をそれぞれ減額補正した一

般会計補正予算案を市議会定例会に提出する方針を固め、2021 年度 12 月補正予算案を発表し

た。 

 

②大阪府市 

[行政の動き] 

2021 年 11 月 1 日に「大阪都市計画局」が発足し、2050 年を目標に大阪の街のあり方を描く「グラ

ンドデザイン」の検討に着手する。 

 

●大阪府市、都市計画局を発足 新グランドデザイン作成へ  

日本経済新聞 関西版 11 月 1 日 20:30 

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUF266FO0W1A021C2000000/ 

 

[夢洲等の開発]  

万博の会場建設を巡り、国と大阪府が最大 1850 億円とされる建設費の確保に腐心していると報じら

れている。 

 

●大阪・関西万博／経産省ら会場建設費確保に腐心／最大 1850 億円、柔軟な対応模索  

日刊建設工業新聞 11 月 12 日 1 面 

https://www.decn.co.jp/onlineservice/News/detail/3202111120102 

 

［その他］ 

コロナ後の観光戦略について、大阪観光局の溝畑理事長へのインタビュー記事が掲載されている。 

 

●けいざい最前線 大阪観光局 溝畑宏理事長 コロナ後のインバウンド 観光「量から質」加速を  

毎日新聞 大阪朝刊 11/12 

https://mainichi.jp/articles/20211112/ddn/090/020/008000c 
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③その他 

［和歌山県・市］ 

IR を議論する和歌山県議会の特別委員会が開かれ、事業者のクレアベスト担当者が事業内容などを

説明したが、議員側から不満が相次ぎ、県は当初に予定していた住民説明会とパブリックコメントの延期

を決めた。 

 

●「和歌山県統合型リゾート（IR）公聴会（説明会）」の延期について 

（和歌山県 WEB、2021 年 11 月 20 日） 

https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/020100/d00208953.html 

 

和歌山市の市民団体は IR の賛否を示す住民投票の実施を市に請求するための署名活動を始めるこ

とを発表した。その後、住民投票を求める署名が必要数の約 6200 筆を超えたことを市民団体集会で

報告した。 

 

［長崎県・佐世保市］ 

建設予定地を長崎県議会の特別委員会が視察し、運営事業予定者のカジノオーストリアインターナショ

ナルジャパンからカジノや MICE 施設などの場所や長崎空港からのアクセスなどについて説明を受けた。 

 

●IR 建設予定地を長崎県議会の特別委が視察 長崎国際テレビ 11.18 12:27  

https://www.nib.jp/nnn/news106mukxk3lp45m40k2r.html 

 

［三重県・桑名市］ 

三重県桑名市の伊藤市長は、市内に IR を誘致できないか三重県に調査や研究を求めていることを明

らかにした。 

 

●桑名市長、IR 誘致調査を三重県に再要請 知事交代を機に 日本経済新聞 

中部版 11 月 24 日 19:52 

https://www.nib.jp/nnn/news106mukxk3lp45m40k2r.html 

 

以上 
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