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ＩＲ(統合型リゾート)等
シンガポール視察報告書 

苫小牧市議会 会派緑風 

視察の概要

訪問者

苫小牧市議会 会派緑風 
岩田典一  議会運営委員会委員長 
木村司     苫小牧市議会議長 
竹田秀泰  苫小牧港管理組合議員 
板谷良久  総合開発特別委員会副委員長 

目的

現在 新聞  市民 知 得 ＩＲ 関  情
報の多くがカジノに関することであり、『統合型リゾ
    全容     市民 十分 理解   
るとは言えない状況にあります。そこで、ＩＲには
どのような施設があるのか視察し、ＩＲの全体像
について調査します。また、ＩＲ周辺の観光施設

について、ＩＲとの関連性について調査します。 

日程

平成２９年７月５日（水） ９日（日）  

３泊５日 

宿泊地

ヴィレッジ・ホテル・ブギス(Village Hotel Bugis) 

調査の概要

７月 6日（木）09:00 
北海道ＡＳＥＡＮ事務所

観光が乏しいと言われる苫小牧市が、どのように
観光客 取 込     海外  見 苫小牧

 魅力    調査しました。 

北海道 ASEAN 事務所・ブリーフィング風景

７月６日（木）10:00 
ＫＰＭＧシンガポール事務所

苫小牧市がなぜＩＲ誘致を考えているのか、Ｉ

Ｒ開業後の経済効果について調査しました。 

KPMG シンガポール事務所・ブリーフィング風景 
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７月６日（木）13:00 
ＭＩＣＥ施設調査

ビジネスタイプのＩＲ施設であるマリーナ・ベイ・サ
ンズ（MBS）を視察し、国際会議場や国際展

示場などのＭＩＣＥ施設について調査しました。 

７月７日（金）09:30 
(一財)自治体国際化協会（CLAIR）

ＡＳＥＡＮにおけるＩＲ開発や、ギャンブル依

存症対策等の取り組みについて調査しました。 

自治体国際化協会・ブリーフィング風景 

７月７日（木）11:30 
ＩＲ施設調査

ファミリータイプのＩＲ施設であるリゾート・ワール

ド・セントーサ（RWS）を視察しました。 

RWS のマーライオン 

７月８日（金）08:00 
ＩＲ周辺施設

マーライオン公園や、アラブストリート等ＩＲ周辺
の観光施設を視察し、ＩＲとの関連性について

調査しました。 

ガーデン・バイ・ザ・ベイ（植物園） 

７月８日（金）18:00 
海外からの合宿誘致の可能性調査

サッカー・シンガポール・U-17 監督である、井上
卓也氏と面談し、海外からの合宿誘致の可能性
について調査しました。 

井上卓也氏(中央) 



ＩＲ(統合型リゾート)等シンガポール視察報告書

  4 

視察報告 

北海道ＡＳＥＡＮ事務所

面談者

所長        堀内一宏（北海道） 
副所長    高橋明史（北洋銀行  出向）
副所長    佐伯亜耶（北海道銀行  出向）

オフィサー  ナズル ブアン 

北海道 ASEAN 事務所にて 

調査内容

      外交関係樹立 50周年 記念  
 年    2016 年１月        北海
道 ASEAN 事務所が開設されました。この事務
所  北海道 食 輸出拡大 北海道  観
光客誘客、 道内への投資促進の３つをテーマに、
ASEAN     北海道     更  浸透 
図ることを目的として活動しています。現在 北海
道内に向けてシンガポールの食や観光、投資など

 情報 発信     双方向 経済交流支援
を進めています。今回は、苫小牧市がどのように
観光客を取 込     海外  見 苫小牧

 魅力    説明 受    。 

シンガポールの概況について

シンガポールの純粋な人口は 330 万人、外国
人 含   ５５０万人 ５６０万人であり、
北海道 ほぼ同じ人口です。国土の面積は東京
２３区程度 す。世界中で日系企業の進出は
かなり多い状況ですが、現在シンガポール日本人
会に登録している人数は３万６千人から３万７
千人おり、  中 北海道人は３００人を超え
ると思われます。シンガポールにおける外国人の人
口構成については全体で２２０万人であり、そ
の内永住者が６０万人、残り１６０万人が滞
在外国人で占められています。もともとの人口が
非常に少ない国で、雇用については外国人に頼
らなければならず、かなり多くの外国人がこの国の
経済構造を支えていますが、海外企業にはシンガ
ポール人の雇用が義務付けられており、国として
雇用創出 力        北海道ASEAN
事務所は、シンガポール人だけではなく、その他多
  民族 対      北海道    を浸透さ
せることができるか、という目的で 昨年の１月に

事務所が開設されました。 

ＩＲ施設について

IR 施設       加  下記① ④   
てが一体となっている施設です。 



ＩＲ(統合型リゾート)等シンガポール視察報告書

  5 

① MICE 施設（国際会議場・展示場等） 
② 劇場・博物館・レクリエーション施設など 
③ 日本国内旅行 提案       施設

④ ホテル等 

IR 施設の運営は、カジノ設置・運営との一体性

が原則であり、単一の区画となります 

認定制度について

都道府県及 政令指定都市 申請  国 区
域認定します 自治体 事業者選定 先行実
施した後に国へ申請、総合的、かつ客観的に評

価されて効果の高いものが認定されます。 

参入規制について

カジノ事業の健全な事業運営を確保します。 
① 清廉性確保と厳格な規制 
② IR 運営業者との一体性の確保 

③ 背面調査による審査 

北海道 ASEAN事務所の活動について

活動総括（開設から１５ヵ月経過時点） 
① 道内企業等への支援 1,549 件 
② 開催した主なセミナー 5 カ国 
③ 物産フェアや商談 3 カ国 
④ 観光プロモーション等 3 カ国 
⑤ 現地ネットワークの拡大 6 カ国 
問い合わせの主な内容 
① 観光関連 ３４％ 
② 食関連 １９％ 
③ 投資 ４％ 
ASEAN からの観光来道者数 

① タイ（16万人） 
② マレーシア（８万人） 
③ シンガポール（５万人） 

投資関連の問い合わせはニセコが６割 

所見

シンガポールから北海道に渡航する人達の７割
がリピーター       伴 旅行      個
人旅行 中心        問 合   多 
は、目的地までのアクセス方法、いわゆる二次交
通の情報であり、また食関連では、より具体的な
問い合わせとなっています。分析すれば、インター
ネットですんなり情報を収集できない、ということで
あり、そのストレスは、渡航意欲を減退させ、観光
での税収を考える地方自治体にとっては、チャンス
を逃している事になります。投資についても同じこ
とがいえることから、IR 誘致を考える自治体として、
苫小牧市は英語や中国語など、多言語での情
報発信に積極的に取り組み、外国人から『国際

理解         認知       りません。 

右  堀川所長 高橋 佐伯副所長         
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ＫＰＭＧシンガポール事務所

面談者

パートナー    吉岡雅博 
ディレクター   Anurag Chatuvedi 

ディレクター   濱崎孝司 

右から吉岡パートナー、Anurag・濱崎ディレクター 

調査内容

苫小牧市がなぜＩＲ誘致を考えているのか、市
民 対     理由   明確   必要  
ります。そこで、ＩＲ開業後の経済効果と雇用に
ついて、さらに開業地周辺地域への波及効果を
            行     今回    
ポールがＩＲを導入するにあたり、政府やオペレ
ーター（ＩＲ運営業者）に対してアドバイスを与
えたＩＲ調査の第一人者である、Anurag 

Chaturvedi 氏に質疑応答することができました。 

Ｑ．ＩＲ開発の経緯について

ASEAN 地域内に大規模な空港や港湾が開発
されたことに加えて、2001 年  ＳＡＲＳ（サ
ーズ・コロナウィルス）の影響で、シンガポール経

済は停滞していました。国の情勢を鑑み、首相の
リー・シェンロンはＩＲに反対であった元首相で父
のリー・クワンユーを説得し、以前より検討していた
ＩＲ導入 踏 切     経済回復 急  
首相は、十分な説明期間を設けずにＩＲ法案
 通過        国民       丁寧 
説明』を求める声が上がりました。ＩＲ開設後は、
雇用の創出など、その経済効果によりＩＲに対
する肯定感が広がりましたが、一部の反対派がギ
ャンブル依存症などのネガティブイメージを浸透さ
せたことから、開業     １ ２年 ＩＲ 
ポジティブ感は失われていきました。そのような情
勢から、当初予定していた第３のＩＲ設置計画

は延期されたまま現在に至っています。 

Ｑ．ＩＲ誘致に対するアドバイス

ＩＲの経済効果・ツーリズム（観光客の集
客）・税収・雇用などに対するプラスの効果は疑
う余地はありません。唯一注意しなければならな
     市民（国民）に対  ＩＲ 認識 
マネージメントすることです。まず、コンサルテーショ
ン＊１      行           特 若
者への悪影響をどれだけ抑えられるかがポイントに
なります。この点について、シンガポールは十分に
考慮しているが、ラスベガスやマカオ、現在 IRを
開発しているベトナムでは、カジノは観光施設のひ

とつと位置づけており、ケアされていません。 

＊１ コンサルテーション：異  専門性   複数 

者が、問題状況について検討し、よりよい在り方につい

て話し合うプロセス 
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Ｑ．ギャンブル依存症対策について

自己申告   入場規制  入場料（100Ｓ
GD）などの基本的な対策はオープン前から設定
されていました。家族による入場規制や、ギャンブ
 依存症    人 対  金銭的 問題  
のソーシャルサポートは、運営後に必要に応じて
取り組まれました。そもそも、IR におけるカジノの
影響力 抑制      IR全体に対するカジ
 収益 比率 ５０％以下に抑えることを考えて
いましたが、オペレーターから反対され、その代案と
して開発面積に対するカジノ施設面積を３％以
下として 目立   場所 設置        
した。セントーサではカジノのサインボードがとても
小   探  行  ければどこにカジノがあるのか

わからないくらいです。 

Ｑ．オペレーター（ＩＲ運営者）について

シンガポールは資源のない国です。外貨獲得が目
的であり、シンガポール人を IR に集客することで
はありません。外貨獲得のために、特にハイローラ
ーと呼ばれる、カジノで高額をかける人達を集客
することはオペレーターの最も必要とされる役割の
ひとつです。また、ローカル（内国人）とフォリナー
（外国人） 収益比率 調整         
ーナ・ベイ・サンズのようにカジノをはじめとするホテ
ル・国際会議場などの運営の    行    

考えると、その選定は非常に重要です。 

Ｑ．オペレーターの選定方法について

シンガポールの場合、入札は大きく２段階、第１
回目 応募 １５ １８社 第２回目 ７社

まで絞り込みました。選定基準で重視したポイン
トは下記の通りです。 

１．個性的なデザインの建築物であること 
 2．外国人ハイローラーの集客力     

選定委員会で業者が選定された後、内閣で承
認されます。 

Ｑ．入札に応募した業者のコストについて

日本 入札    手付金    設計費 補
助するようなことはありません。入札に至るまで各
フェーズ（段階）において絞り込  行    最
終段階まできた業者のみ設計費が高額になりま
す。また開発に関する設計・建設の責任はすべて

オペレーターが請け負います。 

Ｑ．環境アセスメントの費用について

受託業者          行    島  
開発したセントーサでは約 100 ミリオン USD
（100 億円）になります。全体の開発費が

5,200USD（5,200 億円）ですから軽微です。 

KPMG シンガポール事務所受付前にて 
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Ｑ．周辺の競合施設等の運営状況について

リッツカールトンやマンダリンホテル、サンテック国際
展示場などはマリーナ・ベイ・サンズ開発以前から
ありました。私たちとしても顧客の取り合いがどうな
るのか、非常に興味がありましたが、結果としては

相乗効果でお互いにプラスに作用しています。 

Ｑ．最後にＩＲ導入について一言

ＩＲ導入前と後では、シンガポールの印象がまる

で違います。間違いなく、イメージはアップします。 

所見

IR の経済効果の恩恵 関    国民 一部
は IR に対してネガティブであり、その根底には、国
民 対  充分 説明   IR の導入が決定さ
れたことが一因にあると説明を受けました。ギャンブ
ル依存症対策は間違いなく世界最高基準であり、
IR  経済効果 雇用創出 力 疑      
いのであれば、しっかりとした依存症対策 確立に

努めなければいけないと感じました。 

KPMG シンガポール事務所受付嬢の皆さん 

ＭＩＣＥ施設調査

マリーナ・ベイ・サンズ （MBS）

同行者

(一財)自治体国際化協会 
所長補佐 中山孝吉 

所長補佐 川﨑晃斗 

調査内容

現在 新聞  市民 知 得 ＩＲ 関  情
報の多くがカジノに関することであり、『統合型リゾ
    全容     市民 十分 理解   
るとは言えない状況にあります。そこで、ＭＩＣＥ
施設について視察し、ＩＲの全体像について調

査しました。 

所見

MICE    多  集客 見込   経済効果 
多いイベント、また、それを開催するための大型施
設であり、以下の頭文字からの造語になります。 

Meeting          （会議・セミナー） 
Incentive tour  （報奨 招待旅行）
Convention    （学会・国際会議） 

Exhibition      （展示会・イベント） 

そもそも IR は、国際会議場・展示会会場など
MICE 施設、ホテル、商業施設（ショッピングモー
ル等）、レストラン、劇場・映画館、アミューズメン
トパーク、スポーツ施設、温浴施設などとカジノが
一体となった複合施設のことと定義されております。
日本においても、第２回 IR 推進会議でカジノ施
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設に加え、一体として構成すべき中核の施設の
１番に MICE 施設を有することと明示されていま
す。今回視察したシンガポールを始め上海、香港、
マカオ、マニラなどアジア各都市には大規模な展
示会場を核とした MICE があり、IR を設置した
都市は国際的な観光拠点として海外からの観光
客誘致、国際会議の誘致に成功しております。
一方我 国   人的交流     ネス促進
 都市 知名度向上  繋   期待   政
府 １３年 日本再興戦略には『３０年   
        国際会議開催国    不動 
地位を築く』と明記しています。しかし、日本最大
規模の東京国際展示会場（東京ビッグサイト）
でも敷地面積２５ヘクタール、会場面積９.５ヘ
クタール、２２の会議室で世界６８位の規模し
か有していません。規模や国際空港とのアクセス
 悪   等   競争力 失      現状  
MICE 誘致活動における我が国の地位が相対
的に低下していると指摘されています。クレア（一
般財団法人自治体国際化協会） 資料   
と、シンガポールには大型のコンベンション施設だけ
で４箇所あり、最大規模の会議場の収容人数
はパシフィコ横浜の 5,000 人     凌   
ート・ワールド・セントーサ7,300 人、シンガポー
ル EXPO8,000 人、マリーナ・ベイ・サンズ
11,000 人、サンテック・シンガポール 12,000 人
のキャパシティを誇る施設が有ります。私達が視
察したのは、シンガポールに２箇所ある IR の１つ、
マリーナ・ベイ・サンズのエキスポ＆コンベンションセ
ンターで、120,000 ㎡（５階建て）、展示ブー

スは 2,000 ブース、会議室は２５０室、収容
可能人数は 45,000 人です 各    先 見

      奥行     度肝 抜      

国際会議場の大会場

また、大きな会場では結婚式も出来るようで、
1,000 席以上の席テーブルが用意されていて、そ
 人数 料理 作 厨房 料理人 数    
スする人間はどれだけの人員が必要なのか想像を
超えていました。     横浜   年間54件
の国際会議が開催されていますが、シンガポール
  年間 689 件が分散されて開催されていると
       私達 行  時   Singapore 
International Jewelry Expo 2017 が開催
されていて、会場では、日本を含め世界各国のバ
イアーが活発に商談しており、また同じ時期には、
インターポール（国際刑事警察機構）の国際会
議が別の施設で開催されていました。これだけ大
型の施設が４箇所もあ    会議 見本市 
取り合いにならないかとの心配をしたのですが、シ
ンガポールは世界の学会や国際会議を主催する
団体 組織  長期的    スケールメリットを
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アピールし、誘致に成功しているということでした。
日本においても、今後、大型の施設、箱物を作る
だけではなく、世界の情報を共有し、世界に情報
を発信していかなければ誘致には繋がっていかな
いと感     我 国  観光立国 目指   
ンバウンドを 2020 年   4,000 万人（北海
道は 500 万人）、市場規模は８兆円に増やし、
日本 成長戦略 一  位置   IR の導入を
目指しております。この IR の施設においてMICE
は重要な要件の１つであることを改めて感じまし
た。先般、札幌パークホテルの敷地に 5,000 人
規模のMICE 施設を計画している、との新聞報
道がありました。このような施設や札幌周辺のホテ
ルと苫小牧の MICE 施設との相乗効果も期待
できるところです。最後に少なくともアジアにおいて、
IR、MICE がある所は暖かいところばかりであり、
夏は涼しく、冬は雪国として東南アジアの人々に
    憧  北海道  学会でも会議でも観光
でも訪れたい人気の施設となることは想像に難く
      雪 見   夢     現地 方 

憧れの地である優位性は特記すべきところです。 

三重県津市の栄光真珠㈱ブースにて 

(一財)自治体国際化協会

面談者

次長        鍋岡崇（京都府派遣） 
所長補佐  中山孝吉（札幌市派遣） 

所長補佐  川﨑晃斗（   串木野市派遣）

右から川﨑所長補佐 鍋岡所長 (左)中山所長補佐

調査内容

苫小牧市がなぜＩＲ誘致を考えているのか、市
民 対     理由   明確   必要  
ります。そこで、ＩＲとはなにか、特に問題点であ
るギャンブル依存症の対策などについて調査しまし
た。一般財団法人自治体国際化協会（ＣＬ
ＡＩＲ）は、地方自治体が取り組む地域の国
際化を支援する地方自治体の共同組織で１９
８８年 設立            事務所  
１９９０年 開設       １０ 国及 
    所管国   様々 国際化 活動 行 
ており、日本からの派遣職員２６名で構成され
ています。今回はＩＲの全体像について説明を

頂きました。 
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東南アジアの IR開発状況

2004 リゾート・ワールド・ゲンティン（マレーシア） 
2007 ベネチアン・マカオ・リゾート（マカオ） 
2010 マリーナ・ベイ・サンズ（シンガポール） 
2010 リゾート・ワールド・セントーサ(シンガポール） 
2013 グランド・ホーチャム・ビーチ（ベトナム） 
2017 マニラ・ベイ・リゾート（フィリピン） 

2017 パラダイス・シティ（韓国） 

上記 IR のオペレーターでフィリピンのユニバーサ
ル・エンターティンメントと、韓国のセガサミーは日

本の企業です。 

IR開業までのプロセス

2003 経済レビュー委員会設置 
2004 政府主導カジノ構想発表・業構想公募 
2005 IR 開発推進計画決定 
2006 事業提案公募・事業者決定 
2007 工事着工 

2010 オープン 

IR 導入の検討            ７年  
るが、その内 2003 ２年間     等開発 

関する社会的合意の形成に費やされています。 

IR導入の経済効果

建設需要創出 
新規雇用創出 
インバウンド 

MICE 振興 

このような経済効果がありました。２つの IRの開
発コストは MBS で 70 億 SGD(5,600 億円)、
RWS で 66 億 SGD(5,280 億円)であり、合
計で当時のシンガポール GDP 比の 5.9 倍です。
雇用もそれぞれ 9,000 人、11,000 人になりま

した。 

自治体国際化協会 事務所  見 景色

カジノ管理法制

① 内務省   規制庁（規則制定等）
② 内務省   調査部（調査 監督 摘発）
③ 内国歳入庁（カジノ税徴収） 
④ トータリゼーター庁（入場税徴収） 
⑤ 国家賭博問題対策協議会 
⑥ 国家依存症管理    機構

ライセンスは 30年間 期限    10 年間 新
たに付与しないこととなっています。マネーロンダリン
グ対策としてオペレーターは、取引額5,000SGD
以上の場合、本人確認、素性調査の結果などを
報告  義務 負       不正 行   
い様に、カジノ機器業者には厳格なライセンス制
 設  機器交換修理 報告 義務付    
す。オペレーターが支払うカジノ税は、売上に対し
一般顧客 15％、VIP5％（ともに消費税 7％）
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となっており、マカオのカジノ税 35％    基金

など合計 39％と比較すると格安となっています。 

ギャンブル依存症対策

①       国民 対     入場税
・  100SGD/1回（8,500円/1回）
・  2,000SGD/1年（170,000円/年）

② 排除プログラム 
・ 入場回数制限

・ 自己排除・家族排除・第 3者排除

③ 広報        行為 禁止（広告規制）
④ 入場 係  年齢制限
・  21歳以下の賭博防止

⑤    施設内  銀行 ATM設置の禁止 
⑥ 国家賭博問題対策協議会の設置 

⑦ 国家依存症管理    機構 設置

所見

IR はシンガポールしかない、と聞いていましたが、
定義上マレーシアを始め、すべてが IR です。シン
ガポールが他と違うのはカジノを『観光施設』と位
置付けていないことであり、日本が目指す IRはシ
ンガポールしかない、という意味で使われています。
IR 開業プロセスでは、社会的合意形成に２年
間かけており、『十分な説明期間がなかった』と
KPMG からレクチャーを受けていましたが、やはり
相当な期間が必要であることがわかりました。 
依存症対策としては世界最高であることがわかっ
たが、カジノ入場者の６５％が自国民であり、日
本での対策は、シンガポール以上の基準とする必

要があると考えます。 

ＩＲ施設調査

訪問先

リゾート・ワールド・セントーサ（RWS） 

調査内容

ファミリータイプのＩＲ施設であるリゾート・ワール

ド・セントーサを調査しました。 

RWS     北海道 看板

所見

RWS はファミリータイプの IR であり、島全体を開
発した東京ドーム約 10 個分の広大な敷地のリ
ゾート施設で、オペレーターであるゲンティンが設
置したモノレールに乗って島に渡ります。まず北海
道 ASEAN 事務所の企画事業である、日本食
の常設店舗    北海道 を視察しました。オオ
ハラファーム（アイスクリーム）・サッポロビール・ワタ
ナベコーヒー・スナッフルズ（チーズケーキ）が 3
年間 契約 出展しており、年間3,000万円
の売上となっています。当日 気温３０度 超 
 猛暑 中      食   客   散見   
  店舗  北海道 魅力 確実 発信   

いると感じました。 
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   北海道 食事   人  

今回時間がなく入場することが出来なかったので
すが、ユニバーサル・スタジオ・シンガポール（USS）
があり、１９のアトラクションの内１３が USS の
オリジナルとなっているようです。KPMG での質疑
応答にあるように、カジノについては、小さなサイン
ボードを 1  所見        見      
できず、残念   行             島
内の移動はモノレールとロープウェイを使いながらで
    上空  見  自然 調和        
  数々  海  数十 超  船舶 見渡  

絶景でした。 

        見         船舶

金曜日 午後   視察     海洋水族館
『シー・アクアリウム』にはディズニーリゾートを彷彿さ
せる人気がありました。苫小牧市がIR を誘致で
きれば、どうやって観光客を中心市街地へ誘導す
るかが、非常に重要なポイントとなります。苫小牧
市が商業都市として生まれ変わることが出来る可

能性を感じる事ができる視察となりました。 

RWS 海洋水族館「シー・アクアリウム」前

海外合宿誘致の可能性調査

面談者

サッカー・シンガポール・U-17 監督 井上卓也 

調査内容

全国 先駆      都市宣言 行  苫小
牧市  内外            大切  
発信していかなければなりません。また苫小牧市
 魅力        大会や合宿の誘致に取り
組むことも重要と考えます。そこで、J リーグ・ジェフ
ユナイテッドの元指導者で現シンガポール・U-17
代表監督の井上卓也氏に、海外からの合宿誘

致の可能性について調査しました。 
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シンガポールリーグの概況

ローカルチーム６チームに、アルビレックス新潟シン
ガポール、ブルネイ、シンガポール U-22 の９チー
ムで構成されています。アルビレックスは日本のチ
ームですが、スポーツカレッジという地元企業との
提携により参加しており、J2・J3 レベルの選手が
活躍しています。以前はフランスや韓国、アフリカ
からの参加がありましたが、現在 ASEAN リーグの
立 上  検討       

クラブチームの運営について

シンガポール・サッカー協会の最上位リーグはS リ
ーグで、日本で言う J リーグにあたりますが、日本
と同じように下位リーグが存在しています。下位リ
ーグから勝ち上がり、S リーグのライセンスをとったチ
ームには、会員制ミニカジノを運営する賭博ライセ
ンスが認められます。ジャックポットマシン（スロット
マシーン）の収益からチーム運営費の一部をまか
なうことができるため、運営は楽になる反面、入場
料収入   力 入      対応 悪 なり、
試合によっては、観客動員数が少なくてもミニカジ

ノには人がいる、という状況となっています。 

苫小牧合宿について

      人 雪 見 事    日本    
  北海道   以前知人 苫小牧     
から合宿を検討したのですが、交通アクセスや合
宿目的など検討した結果、オーストラリアになりま

した。 

合宿誘致の条件

重要項目としては下記の通りです。 
① グランドコンディション 
② 食事（ハラールなどの対応） 
③ 合宿目的に適しているかどうか 
④ 対戦相手がいるかどうか 
⑤ 交通    （移動距離 時間）

⑥ 宿泊施設 

所見

苫小牧市の合宿地が上記の条件を満たしていれ
ば、海外からの合宿の可能性は十分にあると思
います。逆にいえば、苫小牧市の合宿環境に適
したチームをターゲットとする方法が有効です。日
本人指導者がいるチームはアジア各国にたくさん
あり、彼らを通じて一度誘致が     例   
ショナルチームであれば他のカテゴリーに波及する

   更  誘致 不可能        

面談後、MBS のタクシー乗り場
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視察後記

今回の視察テーマは IR（統合型リゾート）であ
り、誘致に成功すれば間違いなく苫小牧の歴史
が変わる大きな事案であり、日本が目指すシンガ
ポール IR  見      議論         
いうことから計画を始めました。どこに何を聞きにい
      皆目見当     中 市 IR 推
進室をはじめ多くの方々からアドバイスを受けて、
この視察は実現しました。特に自治体国際化協
会 鍋岡次長    北海道ASEAN事務所
 堀川所長には、昼食会やシンガポール道産子
会との懇親会を企画して頂き、ブリーフィングでは
聞けないシンガポール事情を聞くことが出来て、こ
れ以上ない程、充実した旅程を組むことが出来ま
した。この視察を通じて知り合った皆さんへの恩返
しも含めて、しっかりとこの視察の成果を IR 誘致
に活かし、苫小牧市の発展の一助となるよう努め

ていきたいと思います。ありがとうございました！ 

シンガポール道産子会との懇親会 

ASEAN 事務所・KPMG・CLAIR 合同昼食会 

       金融街

MBS 屋上庭園
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ガーデンズ・バイ・ザ・ベイのモニュメント と MBS 屋上庭園 




























