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・客を踏み台にしての経済的繁栄を考えること自体間違っている。

・ギャンブル依存の誘発、治安の悪化、他産業の衰退等が懸念される。

・ギャンブル依存症や治安悪化の対策もなしにカジノを設けることは、やや無責任。

・他で観光すべき。

・公営競技、公営くじ、パチンコ・スロットの現状さえギャンブルへの傾斜を助長しているのに、

それにますます拍車をかけることになる。 

・日本国民には使用金額等の制限を設けるべき。外国人に楽しんでもらう分には反対しない。

【どちらともいえないとする意見】 

・パチンコ、競馬等が許されている状況で、カジノ法案が許されない理屈が分からない。

・メリット、デメリットがあり、また、細かい部分について未定であり判断できない。

・場所の限定、入場者の限定など、十分な規制の下での運用ならカジノを設けても良い。

・パチンコ店を半減させるなら賛成でもよい。

・地域限定、観光客限定。

・税収に寄与する面もある。
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第 9 海外視察報告 
1 はじめに 

  今回のシンポジウムにあたり、当会では様々な角度から「ギャンブル依存症」にアプローチ

しているが、その一環として、海外のカジノの実態やギャンブル依存症対策の現状についても

調査を行うこととして、海外視察旅行が企画された。視察先としては、協議を重ねた結果、シ

ンガポールと韓国を選定した。以下、両国視察の結果について、撮影した写真も交えながら報

告する。 

2 シンガポール 

視察期間  ：2016 年 4 月 6 日（水）～10 日（日） 
参加メンバー：前田裕司、萩元重喜、松田幸子、成見暁子、黒原智宏、岡直幸、 

江原健太、宮路真賢、久保山博充 

（1）シンガポール視察の目的と主たる視察先 
シンガポールでは、建国以来カジノは違法

とされていたが、2005 年、カジノを含む複合

型観光施設（IR）設置が決定した。IR 導入

後、シンガポールにおける観光産業は、飛躍

的な成長を遂げて、IR の成功例として世界に

喧伝されることとなった。現在、日本におい

てもカジノ解禁が議論されているが、日本に

おけるカジノ推進派にとって、シンガポール

の IR は手本とすべき事例として把握されて

いる。 
しかし、ギャンブルそのものであるカジノ

を解禁することは、必然的に、ギャンブル依

存症患者を生み出すことにつながる。長年カ

ジノを違法視していたシンガポールにおいて、

カジノ解禁にあたり、どのような議論がなさ

れ、どのような依存症対策がとられたのか。そして実際にカジノが解禁されたことで国民

に対してどのような影響が生じたのか。その動向は、ギャンブル依存症対策を考える我々

にとっても、大いに興味を惹かれるところである。 
以上の経緯から、シンガポールにおけるカジノ解禁の経緯や同国におけるギャンブル依

存症の実態と対策に関する調査を目的として、視察旅行が企画された。 
シンガポールにおける視察箇所は多数に上るが、本報告書では、そのうち、カジノ（マ

リーナ・ベイ・サンズ、及びセントーサの 2 か所）、ONE HOPE CENTER（ギャンブ

ル依存症患者の救済を目的とした NPO）、国家賭博問題対策協議会について報告する。 
（2）シンガポールの基本情報 

シンガポールは、マレー半島の先端に位置し、国土面積約 716 平方キロメートル、東京

シンガポール・チャンギ空港にて 
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23 区と同程度の国土しか持たない小さな都市国家である。人口約 547 万人であり、その

大半が中華系（74％）、次いでマレー系 13％、インド系 9％と続く。国語はマレー語だが、

公用語として英語、中国語が広く使用される。 
現在のシンガポール共和国は、1965 年にマレーシアから分離独立した。独立以来、与党・

人民行動党が一貫して政権を維持しており、2015 年現在、国会全議席（89 議席）中 83
議席を確保している。 
シンガポールは資源に乏しく、あらゆる物資を輸入に頼っている。食料自給率は 10％を

下回り、水資源すら、決して良好な関係と言えないマレーシアからの輸入に頼らざるを得

ない状況である。産業としては、東南アジア各地とのアクセスが容易である立地から、中

継貿易、金融等が中心となっている。 
ゴミの投棄が罰金刑の対象となっていることも影響してか街は非常に清潔であり、街並

みも総じて整っている。犯罪率も低く、生活する上では安全な国家といえるが、鞭打ち刑

の存置や、麻薬の密輸製造に対する死刑制度など、前時代的とも思える過酷な刑罰法規も

存在する。 
シンガポール国民の所得は高く、2015 年度の一人当たり名目ＧＤＰは世界 7 位（日本

は 26 位）である。国民の経済事情に関して興味深い点として、国民の住宅所有率が約 9
割もあることと、自動車が極めて高額であることが指摘できる。前者は、国民に対して安

価な公団住宅を提供してきた政府施策が理由であるが、現在では富裕層を中心に 100 万ド

ルを優に超えるコンドミニアム等の需要が高くなっており、日本のバブル経済期に類似し

た状況が生まれている。後者は、自動車保有に際し政府が割り当てる保有許可証（COE）

を入札で取得する必要があり、車両購入費用以外に 400 万円以上もの COE 費用がかかる

ことが原因である。 
シンガポールでは、日本のマイナンバー制をより徹底させた制度とも言える ID カード

が導入されており、国民に対する強度の国家管理がなされている。この ID カードによっ

て、指紋も含めた個人の基礎情報は全て登録され、税金や各種社会保障はもとより保険や

自動車免許についても一元的な統一番号によって管理され、銀行での口座開設や不動産取

引などあらゆる経済活動が国家に把握されることになる。なお、国民には、ID カード（及

びこれに関連する国家的管理）に対する抵抗感はなく、このカードによって各種手続がス

ムーズに進む便利なものであるとの認識を抱いている様子が見受けられた。 
（3）シンガポールの複合型観光施設（IR）とカジノについて 

●IR の導入について

シンガポールでは、1965 年の独立以来、観光産業を成長戦略の一つとして成功を収めて

きた。しかし、1990 年代に入ると、マカオやタイなど近隣諸国が観光産業に注力し、台頭

してきたことも影響し、シンガポールの観光産業の国際的競争力は徐々に低迷していった。 
そこで、シンガポール政府は、海外から観光客、とりわけ富裕層を呼び込み、観光産業

を復興させることを目的として、カジノを含む複合型観光施設（Integrated Resort）を導

入することを決定した。 
それまでシンガポールにおいて、カジノは違法であり、その導入に際して国内における
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激しい議論が巻き起こった。しかし、政府は、あくまでもカジノではなく「IR」の導入で

あること、シンガポール国民に対しては入場制限を課すほかギャンブル依存症患者への対

策も十分に行うこと、IR の導入地を限定し、なおかつ IR 内におけるカジノ施設専有面積

も限定することなどを説明し、国民もこれを受け入れた。 
その結果、シンガポールの市街地の中心部に位置するマリーナ・ベイ地区と、最南端に

位置する観光地区のセントーサ島の 2 か所が IR の開発地区として指定され、それぞれが

異なるコンセプトのもとに開発がすすめられ、2010 年から開業した。 
●マリーナ・ベイ・サンズ

3 棟並んだタワーの上に船が乗っているように見え

る独特の外観を有するマリーナ・ベイ・サンズは、シ

ンガポール南端のマリーナ湾を埋め立てたエリアに位

置し、対岸のシンガポール中心街を一望できる場所に

ある。 
2561 室を有するホテル（年間稼働率 98．6％と連日

ほぼ満室の状況であり、24 時間 3 交代制の従業員数 9000 人と、雇用創出効果も高いとの

ことである）の他、劇場、レストラン、ショッピングモール（ショッピングモール内には

「運河」もあった！）、大規模な展示会や国際会議に対応可能なＭＩＣＥ施設を備え、タワ

ー屋上には「天空のプール」とも呼称される全長 150 メートルの象徴的なインフィニティ・

プールがある。ホテル近隣には、シンガポールフライヤー（世界最大の観覧車）やガーデ

ンズ・バイ・ザ・ベイ（巨大植物園）が並び、複合的なアトラクションを構成している。 
マリーナ・ベイ・サンズ内に設置されたカジノは、

専有面積 1 万 5000 平方メートル、世界最大級の規模

を誇る。外国人はパスポートを提示することで無料で

入場が可能だが、シンガポール国民は、1 回の入場ご

とに 100 ドルの入場料が必要となる。店内は一切撮影

禁止であり、随所に監視カメラが設置されていた。 
カジノ場は 1 階（喫煙可）と 2 階（禁煙）が一般フ

ロア、3 階以上が、ゴールド会員、VIP 会員フロアと

なっている。1 階から吹き抜けで全フロアを見上げる

ことが可能となっており、カジノ場全体の広大さや華

やかさを体感させる構造であった（VIP 会員からすれ

ば、下層を見下ろし優越感を味わえる構造、ということになろうか）。客層は様々であり、

中華系が多い印象ではあったが、東南アジア系、

インド系、白人、そして日本人も多数おり、実に

多種多様であった。ドリンクは無料であり、カジ

ノ場内にレストランも併設されている（なお、VIP
ルームには、VIP 専用の高級レストランが入居し

ているとのことである）。長時間遊ぶことが可能な

マリーナ・ベイ・サンズ カジノ入口 

シンガポール・フライヤー シンガポール・フライヤー 

マリーナ・ベイ・サンズ カジノ入口 
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ように設計されていると感じられた。なお、ギャンブル依存症対策の一環として、カジノ

場内には ATM が存在しない。実はカジノ場入口付近には設置されているのだが、1 回の

入場ごとに入場料が必要となるシンガポール国民にとっては、一応の抑制となるといえる。 
ゲーム自体は、スロットマシーン（計 1650 台）とテーブル（計 789 台）に分かれ、テ

ーブルでは、ルーレット、大小、カードゲーム（ブラックジャック、バカラ、ポーカーな

ど）が行われる。 
なお、視察チームのメンバーは、店内で思い思いにプレイしていたが、ルールがわかり

やすいルーレットにメンバーの人気は集まっていた。僅かに勝った者と僅かに負けた者が

生まれたが、全体としては負け越しである。いずれも特筆すべきような額ではない。ただ

約 1 名、巨額を投じて熱い戦いを挑んだメンバーがいた模様である（その戦いの詳細は不

明である）。 
●リゾート・ワールド・セントーサ

リゾート・ワールド・セントーサは、

シンガポールの本島からわずか800メ
ートル（市街地からアクセス良好）ほ

ど離れたセントーサ島にオープンした

IR である。「家族で楽しめる大型リゾ

ート施設」がコンセプトであり、実際、

マリーナ・ベイ・サンズと比較しても、

明らかに家族連れが多くいた。 
セントーサ内には、異なるテーマで

つくられた 6 つのホテル（計 1800 室）があり、アトラクションプール、劇場、MICE 施

設、レストランなどの他、世界最大級の水族館（写真参照）や、ユニバーサル・スタジオ・

シンガポールといった大規模施設が設置されている。 
セントーサのカジノは敷地内の高級ホテル

の地下 1 階にあり、専有面積はマリーナ・ベ

イ・サンズと同じく1万5000平方メートル。

こちらは平面で、ショーを行うステージもあ

った。カジノ内には ATM は設置されていな

かったが、カジノの入口を出たすぐ外にATM
があった（写真参照）。 
カジノ内の設備、店内で行われるゲームの

種類や台数などにあまり差はなかったが、高

級感、壮麗さにおいてはマリーナ・ベイ・サ

ンズのほうが勝っており、セントーサの方は

意図的にカジュアルさを演出しているのかも

しれない。 
ここセントーサでも、視察チームは、ささ

水族館 

入り口外にＡＴＭが・・・
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級感、壮麗さにおいてはマリーナ・ベイ・サ

ンズのほうが勝っており、セントーサの方は

意図的にカジュアルさを演出しているのかも

しれない。 
ここセントーサでも、視察チームは、ささ

水族館 

入り口外にＡＴＭが・・・
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やかな勝負を挑み、そして、ささやかな悲喜劇を生んだ。 
●IR 導入の効果について

今回の視察にあたって、我々が大いに参考にした資料の一つが「CLAIR REPORT」第

417 号「シンガポールにおける IR（統合型リゾート）導入の背景と規制」であるが、これ

によると、シンガポールでは、IR 導入によって、2 万 2000 人の直接雇用を含む 4 万人の

雇用が創出され、地元企業に対する IR の恩恵は大きく、また、観光収入も、ＩＲ導入に

より 50％以上の増収が記録されており、経済的側面から見ると、IR 導入は今のところ成

功しているといえる。 
IR において、カジノ専有面積は全体の 5％以下でなければならないという規制が設けら

れているが、売上でみると、IR 全体の 80％以上がカジノによる収入であり、IR の中心が

カジノであることは明らかである。そして、カジノ入場者数全体に占めるシンガポール国

民の割合は、20％から 30％と言われており、懸念されるのは、IR 導入によってギャンブ

ル依存症患者の増加であるが、NCPG（詳細報告は後述）の調査によると、ギャンブル依

存症患者の割合、ギャンブル問題を抱える者の割合、いずれも IR 導入後減少していると

の結果が公表されている。また、IR オープン後、現在に至るまで、カジノに起因する大き

な犯罪は発生していないとのことである。 
（4）ONE HOPE CENTER 

以下、エグゼクティブディレクターDick 
Lum Chee Seng 氏から聴取した内容について

報告する。 
●センターの概要

ONE HOPE CENTER は、2004 年（カ

ジノ導入よりも前）に設立された、ギャンブル

依存症に関連する問題の影響を受けている人の

支援を行う非営利組織です。私たちは、「希望」

「手助け」「癒し」を理念とし、基本的に、患者

やその家族から料金を徴収することはありませ

ん。 
法律に関するサポートも行っています。被害を受けた家族へのサポートや、青少年がギ

ャンブル依存症にならないようこれを抑制するためのプログラムなども実施しています。 
スタッフには、相談員と事務員があり、その他に、プログラムを実際に運営してくれる

ボランティアの人たちがいます。相談員は、シンガポールでは数少ないギャンブル依存を

専門とする心理療法士や弁護士、教誨師などで構成されます。 
センターに助けを求めてやってきた人の数は、2011 年が 245 人、2014 年が 526 人とほ

ぼ倍の数になっています。電話だけの数は含まれず、センターを訪問して登録された人の

人数です。電話をかけてきた人には、一度センターに来るよう勧めます。カジノ開業当時

はそれほど多くありませんでしたが、ヘルプラインに相談するようにと政府が広報し始め

てから、次第に相談が多くなってきています。 
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 2014 年の登録 526 人のうち、ギャンブラーは 310 人、ノンギャンブラーは 216 人。

今負債を抱えていて、カジノに行って借金を返せるのではないかと思っている人が多いで

す。 
なお、人種別の傾向では、中華系の人が 378 人と約 7 割を占め、マレー系 56 人、イン

ド系 55 人と続き、現時点で、日本人は含まれていません。また、年齢別にみると、45 歳

〜60 歳の人の相談が 243 人で約 6 割を占めます。2015 年は、まだ統計の公表がありませ

んが、非常に大きな変化があり、20～30 歳の若年層へギャンブル依存が多くなっています。

理由としては、オンラインゲームで容易にギャンブルにアクセスできるようになったこと

が挙げられます。 
●2014 年エコノミスト（イギリスの経済紙）の国別統計資料から

 2014 年の経済紙エコノミストの統計によると、各国内のギャンブルで 1 人あたりの損

失額が一番多いのはオーストラリア、2 番目がシンガポールとなっています。日本は、1
人あたりの損失額は上から 15 番目でそれほど多くありません。その代わり、日本では、

トータルの損失額は非常に多くなっており、諸外国と比べても上位に来ています。また、

日本は、カジノがないため、カジノ以外のギャンブルの割合が多くなっています。 
シンガポールでは、カジノの次にくじが多く、宝くじは月 1 回、4 桁の数字を任意に選

ぶナンバーズは週 3 回実施されます。くじに毎月何十万、何百万と賭ける人がいます。シ

ンガポールのくじは政府が運営しますが、ヤミ取引も存在しています。くじは公団の 1 階

で買えますが、そこで買わずに、違法な高いレートで買う人がいて、取引がヤミでなされ

ています。 
●ギャンブルと犯罪、悪影響

カジノができると犯罪が起きます。例えば、会社の金を 8000 万円横領した人の記事が

出ています。ギャンブル中毒の妊婦がカジノに没頭し、カジノの入り口で破水して胎児が

死亡するという事件も報道されました。 
ギャンブルを間近に見た子どもが、そうでない子どもと比較して、将来、お酒を飲むよ
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うになる確率は 3 倍、タバコを吸うようになる確率は 4 倍、違法ドラックに手を染める確

率は 2 倍、非行・喧嘩を起こす確率は 3 倍、警察のお世話になる確率が 4 倍になるという

研究があります。 
子どもだけでなく、大人にも影響を与えます。タバコを吸いながら、お酒を飲みながら

ギャンブルをすることが多く、これらはセットになっています。またギャンブルで勝った

ら祝うためにお酒を飲みます。負けたときの絶望感を、お酒や違法薬物で紛らわせること

があり、リンクしています。 
シンガポールは、違法薬物に対し

てはとても刑罰が厳しく、ヘロイン

20 セント分（10ｇくらいか）で死刑

になります。本人が使用することは

もちろん、人に勧めること、転売す

ることも禁止されています。麻薬で

捕まると、刑務所に入る期間が 2年、

2 年、5 年、13 年と決まっていて、

16 歳で捕まった人は繰り返し捕ま

り、40 歳とか 50 歳になります。 
そうした中で、ギャンブルがらみの麻薬事件は日常的で、多く発生しています。プリズ

ンサービスとして、ボランティアで刑務所に収監されている人に話をすることがあります。

ギャンブル依存で借金がかさみ、薬物売買で金をつくり、またギャンブルを繰り返し、15
年の刑を受けた人もいました。まだギャンブル絡みの薬物事件で死刑はありません。ヘロ

インは重いですが、マリファナやコカイン、アイスという麻薬はそこまで重くありません。 
●ギャンブル依存症対策

シンガポールのギャンブル依存対策としては、4 つ挙げられます。

まず 1 つ目に、国民や永住者からカジノの入場税 100 シンガポールドル（約 8000 円）

を徴収していることが挙げられます。24 時間有効で、これ以外に 2000 シンガポールドル

（約 16 万円）の 1 年間の有効パスポートもあります。しかしリー・クワンユー初代首相

は、東京での会議に出席した際、「入場税 100 ドルでは意味がない。500 ドルは最低必要」

と発言していました。シンガポールに住むギャンブラーは、カジノ開業以前はマレーシア

までギャンブルをしに行っていました。往復交通宿泊費を考えると、国内のカジノで 100
ドル払った方が安上がりで、ギャンブラーにとっては、カジノの入場料はディスカウント

になっており、意味がありません。 
2 つ目は、Exclusion orders（排除）です。①第三者からの排除は、例えば破産宣告を

受けた人、国に借金がある人などは自動的に排除されます。②自分で自発的に、入場でき

ないように申請して登録することもできます。③家族が本人のカジノ入場を禁止できる方

法もあります。 
3 つ目は、カジノ場に制限時間を超えて居続けることに対し罰則が設けられています。 
4 つ目は、Visit Limit（訪問制限）です。何度も入場を重ねると、国家管理センターで
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制限をすることができます。 
カジノの 24 時間の時間制限は、破ると罰則がありますが、意味がありません。24 時間

経つ前に、携帯電話に連絡が来て、もうすぐ 24 時間がきますので更新して下さいと言わ

れるので、施設内にある機械で更新手続きをすると、さらに続けることができるようにな

ります。せっかく 100 ドル払ったのだからもったいないので続けようということになりま

す。カジノ法の改正は、カジノの客が逆に 48 時間という長時間カジノにいることを合法

化するもので、問題だと思います。 
●センターが提供するサポートの内容

センターを訪問する人は、間違いなく借金があるので、借金対応の相談に乗ります。金

融機関にどのように話をしたらよいか、交渉のスキルを教えます。ヤミ金からの嫌がらせ

への対応、警察への通報などもします。借金が多くて払えないときは、債務整理や破産等

の手続きをします。 
ギャンブル依存経験者が、自分の経験を話すグループカウンセリングがあります。ギャ

ンブル依存症の人をサポートし、ギャンブルに戻らないようにします。依存症の本人が治

っていく過程で、家族の存在は大切で、家族に対するサポートも行っています。 
●グループミーティング

センターでは、3 つのグループミーティングを開いています。毎週火曜日は中国語だけ、

毎週木曜日と土曜日は中国語と英語が話せるサポーターが担当します。火曜日は 20 人～

30 人くらい、木曜と土曜は 60 人～70 人くらいの依存症者が集まります。火曜日はセンタ

ーで開き、木曜日は街中の教会で開きます。借金をしている人は日中働いていることが多

いので、集まりやすい夜の時間帯に開きます。 
メンタルヘルスのセミナーは日中行われていますが、夜のミーティングに来る人が多い

です。昼間は 1 対 1 のカウンセリングを開いています。 
毎回の参加者のうち、25％～30％くらいが新しい人で、あとはリピーターです。元依存

症者がミーティングの司会を担いトークの時間を進行します。以前依存症に悩み、現在サ

ポーターとして頻繁に活動しているボランティアスタッフが約 60 人います。 
事務の人間だけでは多くの人の対応はできませんが、元経験者が 60 人もいると運営で

きます。中にはプロのカウンセラーとして日中仕事している人もいます。夜ミーティング

に来るときはボランティアです。またシンガポール大学から、学生たちが経験のためにサ

ポートで来ています。 
●他機関との連携

役員の中に弁護士がおり、借金対応だけでなく犯罪の対応などセンターに登録している

人に問題があり対応が必要な場合には、その弁護士に相談しています。当該弁護士で対応

できない場合は、シンガポール弁護士会所属の他の弁護士につなぐことも可能です。 
医療機関との連携については、センターから医療機関へつないでいくという経過よりも、

医療機関で先行して治療を受けてからセンターを訪れるという経過をたどることが多いで

す。実際に入院して治療することも行われています。 
●質疑応答
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Ｑ シンガポールの弁護士のギャンブル依存症に対する認識・理解度は？ 
シンガポールの弁護士のギャンブル依存症問題への認知度は、依然としてそこまで高く

ありません。そのため私たちが、シンガポール弁護士会

で話をしたり、警察、学校で認知度を高めるべく、啓発

活動をしています。 
Ｑ 日本ではギャンブル依存症の存在自体があまり知ら

されていない 
多くの国では、ギャンブル依存症は存在しない、恥の

文化だと思われています。そのため実際には存在するの

に、それに対してどうしていこうという対策が立てられ

ない。国だけでなく、家族もそうです。ギャンブル依存

症を隠す、そんな人はうちにはいない、人に知られたくない、家族だけで何とかしようと

いう人が多いです。シンガポールでは、カジノ導入の際に国をあげてこれだけ対策とりま

すといって始めましたが、実際にはまだまだそうした状態があり、残念です。 
Ｑ シンガポールでは生活保護などセーフティネットはあるのか？ 
シンガポール国民は、国民年金で老後に備えます。9 割の人が家を買い所有することが

できるシステムです。病気になって病院に行くときは国から補助が出、ほんとうにお金が

ない人は無料で受けられます。生活保護もあります。シンガポールには路上生活者がいま

せん。もし路上生活者がいるとすれば、それはシンガポール国民ではありません。シンガ

ポールでは、国が国民を手厚くサポートしています。 
Ｑ 生活保護を受けているとカジノに入場できないとあるが IC カードで識別するのか？ 
生活保護を受給しているとカジノに入場できないのは、第三者による入場規制の一つで

す。国民 1 人 1 人が持っている身分証明書（IC カード）を示して入場する際、IC カード

で判断されます。生活保護受給の事実は IC カードに記録されており、入場できません。 
IC カードに入場拒否が登録されている人が、他人の IC カードを使って 17 回カジノに

入場していたことが問題になりました。IC カードは写真が何年も変えられないので（13
歳で作成し、30 歳で更新し、その後は更新なし）、そういうことが起こり得ます。 
Ｑ シンガポールのギャンブル依存症対策の課題、改善点は？ 
私は NCPG のパネルメンバーでもあります。家族から入場制限してほしいと申請があ

ったときそれを認めるかどうか決定する審査の審査員です。NCPG は、カジノ規制庁（CRA）
で決められたことを執行する部門です。 
カジノの時間制限である 24 時間を延長する更新手続きが、カジノの施設内でできてし

まうことは問題だと思います。本来ルール違反のはずなのに、カジノ内でルール違反でな

くするシステムは変えるべきだと思います。もう一つは、シンガポール人・永住者のカジ

ノ入場税 100 ドルが安すぎること。 
Ｑ 競馬やくじなど既存のギャンブルをやっていた人がカジノに移ったか？ 
カジノができてカジノに移った人はいます。アクセスが容易になったからです。競馬や

くじは、開催日が決まっていますが、カジノは 365 日 24 時間できますので。 
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Ｑ シンガポールではカジノ開業以後依存症者が減っているとの国のデータがあるがどう

か？ 
入場回数制限など依存症対策の結果、依存症者の数が減っているということはあるかも

しれないが、負けた金額が小さくなっているわけではありません。入場回数が制限された

人は、1 回にかける額が増えるので。 
Ｑ 日本でもカジノ導入の動きがあるが何かコメントはあるか？ 
日本でカジノをつくるときは、必ず社会悪が起こるので、その対策をしっかりすること

が必要です。 
Ｑ そもそもカジノ自体についてどう思っているか？ 
シンガポールでカジノが開業した当時は、世界的に経済が悪いときでした。多くのシン

ガポール人に雇用の機会を与え、他の国々が経済悪化に直面していたとき、シンガポール

はそこまで影響を受けませんでした。そうしたよい面もありましたが、それから数年経っ

て、いろいろな弊害が起きてきました。 
私の個人的見解では、ギャンブル・カジノそれ自体については、社会悪だと思います。

センターに登録している人を見てもそう思います。自殺を防ぐ機関の活動も多くなってお

り、ギャンブルを理由とする離婚も増えており、カジノがいいとは思うことができません。 
（5）国家賭博問題対策協議会（NCPG：National Council on Problem Gambling） 

以下、NCPG 職員 2 名から聴取した内容について報告する。 
●NCPG の概要

 NCPG は、政府が、社会開発省及び青年・スポ

ーツ省（現社会家族開発省 MSF）下の法定機関

として設置したギャンブル規制機関の一つです。

2005 年に設置され、いくつかの行政機関（警察、

内務省、財務省等）と連携して業務にあたってい

ます。委員長の他に、精神科医、心理学者、福祉

士、カウンセラー、法律やリハビリ等の専門家計
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17 名で構成される協議会です。 
カジノだけでなく、競馬、スポーツくじなどギャンブルに起因する問題に対応すること

を目的としており、①社会家族開発省へのギャンブルに関する社会的懸案についてのアド

バイス、②ギャンブルに関する公的教育、利害関係者との相談、ギャンブル事業者による

法的責任の行使、ギャンブルが引き起こす問題の調査研究、ギャンブルに起因する問題か

らの本人及び家族の保護～ヘルプラインの設置・運営、③カジノ管理法に基づくカジノ排

除プログラムの実施、④依存症治療機関への支援が挙げられます。 
●カジノとギャンブル依存症について

NCPG ではリサーチを行っています。2014 年のシンガポール国内（国民と永住権者）

のギャンブル依存症患者は約 0・5％、病的賭博患者は 0・2％であり、2011 年の時（それ

ぞれ 1.2 と 1.4）よりも共に減少しています。2011 年に比べ減少している理由としては、

いろいろあると思いますが、①2010 年はカジノ開業の年でカジノを体験する人が多かった、

②シンガポール政府によるギャンブルへの取締が厳しいこと、③ギャンブルに関する公教

育が進んだこと、④経済が良くなく国民の支出が全体的に減少したこと等が挙げられます。

ギャンブル依存症に罹患するのは、主に中華系が多く、40 才くらいの年齢の人に多いです。 
●ギャンブル依存症を防ぐ施策

①カジノに関する規制 
ギャンブル依存症を防ぐため、以下のことを行っています。 

・カジノ内においては、信用貸し、ATM の設置を禁止しています。

・シンガポール国民については入場制限があり、21 歳以下は入場できず、回数制限があり、

入場料も課せられます。 
・国内向けの広告は原則禁止され、空港等の観光客が集まる場所など、国に認可された限

定された場所以外は広告が出せないようになっています。

・‘Responsible Gambling’のため、情報提供、従業員の教育、出費の上限設定（事前

設定）を行っています。 
②個人に対する規制～排除と入場制限 
シンガポール国民のギャンブル依存症を防ぐため 3 つの施策を実施しています。 

・自分でカジノ入場を禁止することができます。書類か web サイトから手続きできます。 
・家族（配偶者、親、子ども等）が本人のカジノ入場を禁止することができます。家族か

ら NCPG にヘルプラインで電話相談があった後、本人に通知して来所してもらい面談

します。その後どの程度規制が必要か、禁止の要否を判断します。

・国による入場禁止です。破産や生活保護の受給等一定の要件を満たす場合にはカジノ入

場が禁止されます。また、あまりに入場回数が多い場合には、呼出しを行い、収入や 1
回の使用額を調査の上、必要に応じ、入場を禁止します。各人の入場回数については、

国民 1 人 1 人が持つ IC カードにより管理され、NCPG も閲覧可能なデータベースに集

約され、調査が可能となっています。 なおシンガポールでは、IC カードが銀行と紐付

されており、預金残高等を偽って申告することは困難です。

③相談サービス 
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相談や入場制限の申請については、24 時間 365 日電話やインターネットで対応してお

り、年間 21、000 件ほどの相談があります。 
④ヘルプサービスネットワーク 
コミュニティ・ケアやリーガル・ケア、フィナンシャル・ケア等のサービスのネットワ

ークがあります。 
⑤ギャンブル依存症についての啓発～青少年への教育、公教育 
学校教育等において、1 年に 1 回ギャンブル依存症について講義を行っています。対象

は 14 歳以上の学生を対象とし、試験の後の時期、授業の一環で 20 分のトーク、ビデオ、

参加型プログラム等を通じてギャンブルやその依存症の危険性について知らせています。 
14 歳以下の学生の場合には、講義をすることで逆に興味を持ってしまうおそれがあるか

らです。なお、この講義の際には、ギャンブル依存症は本人だけの問題ではなく、家族に

も迷惑がかかるという点を特に強く押し出しています。 
その他、マスメディアを使ったキャンペーン

やパンフレット、WEB サイトでの啓発なども

行っています。ポスターでは、家族に迷惑・心

配をかけるというメッセージを打ち出していま

す。例えばサッカーくじの場合は、サッカーボ

ールのイラストや写真を取り入れ、ボート上で

のカジノについては、救命浮き輪のイラストや

写真を取り入れるなどの工夫をしています。 
●質疑応答

Ｑ ギャンブルにのめり込む人に面談しても嘘をつく場合にはどうするのか？ 
国民年金や収入、預金残高を証明させます。資料を提出しないと入場制限します。もし

くは家族から情報提供してもらいます。 
Ｑ 第三者排除の生活保護を受けているか、政府サービスを受給しているかはどのように

把握するのか？ 
 IC カードに記録され把握します。NCPG は家族省の傘下にあるので、生活保護受給情

報なども共有します。破産も IC カードに登録されます。 
Ｑ カジノ場内での設定は？ 
 IC カードには登録されず、カジノごとに設定します。 
Ｑ 入場の際の IC カードの情報はＮＣＰＧとカジノ場で共有しているのか？ 
 NCPG と 2 つのカジノでデータベースを共有しており、NCPG からカジノのデータに

アクセスできるようになっています。オペレータが情報を使います。 
Ｑ 入場制限や排除については不服申立てや取り消し訴訟などで争うことは可能か？ 
家族や国からの入場制限について、NCPG の決定に不服を申し立てることはできますが、

入場制限・排除は法律事項ではないため、裁判所に訴えることはできません。 
Ｑ 医療機関との連携は？ 
提携先の病院で治療・カウンセリングの提供を行っています。 

― 172 ―



2016九弁連大会シンポジウム報告書 

相談や入場制限の申請については、24 時間 365 日電話やインターネットで対応してお

り、年間 21、000 件ほどの相談があります。 
④ヘルプサービスネットワーク 
コミュニティ・ケアやリーガル・ケア、フィナンシャル・ケア等のサービスのネットワ

ークがあります。 
⑤ギャンブル依存症についての啓発～青少年への教育、公教育 
学校教育等において、1 年に 1 回ギャンブル依存症について講義を行っています。対象

は 14 歳以上の学生を対象とし、試験の後の時期、授業の一環で 20 分のトーク、ビデオ、

参加型プログラム等を通じてギャンブルやその依存症の危険性について知らせています。 
14 歳以下の学生の場合には、講義をすることで逆に興味を持ってしまうおそれがあるか

らです。なお、この講義の際には、ギャンブル依存症は本人だけの問題ではなく、家族に

も迷惑がかかるという点を特に強く押し出しています。 
その他、マスメディアを使ったキャンペーン

やパンフレット、WEB サイトでの啓発なども

行っています。ポスターでは、家族に迷惑・心

配をかけるというメッセージを打ち出していま

す。例えばサッカーくじの場合は、サッカーボ

ールのイラストや写真を取り入れ、ボート上で

のカジノについては、救命浮き輪のイラストや

写真を取り入れるなどの工夫をしています。 
●質疑応答

Ｑ ギャンブルにのめり込む人に面談しても嘘をつく場合にはどうするのか？ 
国民年金や収入、預金残高を証明させます。資料を提出しないと入場制限します。もし

くは家族から情報提供してもらいます。 
Ｑ 第三者排除の生活保護を受けているか、政府サービスを受給しているかはどのように

把握するのか？ 
 IC カードに記録され把握します。NCPG は家族省の傘下にあるので、生活保護受給情

報なども共有します。破産も IC カードに登録されます。 
Ｑ カジノ場内での設定は？ 
 IC カードには登録されず、カジノごとに設定します。 
Ｑ 入場の際の IC カードの情報はＮＣＰＧとカジノ場で共有しているのか？ 
 NCPG と 2 つのカジノでデータベースを共有しており、NCPG からカジノのデータに

アクセスできるようになっています。オペレータが情報を使います。 
Ｑ 入場制限や排除については不服申立てや取り消し訴訟などで争うことは可能か？ 
家族や国からの入場制限について、NCPG の決定に不服を申し立てることはできますが、

入場制限・排除は法律事項ではないため、裁判所に訴えることはできません。 
Ｑ 医療機関との連携は？ 
提携先の病院で治療・カウンセリングの提供を行っています。 

2016九弁連大会シンポジウム報告書 

Ｑ ヘルプラインへの全相談のうちギャンブル依存症についての相談割合は？ 
 ギャンブル依存症問題がだいたい 6 割です。 
Ｑ ギャンブル依存症の相談者のギャンブルとは、カジノ以外にもあるか？ 
 カジノに限られません。いくつものギャンブルが関係しています。国際的なサッカー大

会や旧正月の時期には増えたりします。 
Ｑ カジノ開業前からギャンブル依存症はあったか？ 
 ありました。ギャンブルはイギリス植民地時代からあり、中国人などは賭け事が好きで

生活の一部になっていました。 

3 韓国 

視察期間  ：2016 年 4 月 22 日（金）～24 日（土） 
参加メンバー：中島多津雄、西田隆二、成見暁子、谷口純一、久保山博充 

（1）韓国視察の目的と主な視察先 
韓国国内には、現在、

16 か所の外国人向けカ

ジノが存在するが、内国

民の入場は禁止され、長

らく韓国国民にとってカ

ジノは違法であった。し

かし、2000 年、江原ラン

ドに内国民向けの唯一の

カジノが開設され、韓国

国民に対してもカジノが

解禁されることとなった。 
近時の報道により、江原ランド 1 か所のみで、他の 16 か所の外国人向けカジノの売上

合計を超える売上げを記録する一方、同地においてギャンブル依存症が深刻な問題となっ

ていることが明らかにされた。 
このことは、今まさにカジノ解禁が議論されている日本にとって看過できる問題ではな

く、韓国におけるカジノ解禁の経緯とその影響について調査を実施することが必要と考え

られた。 
また、日本国内においてはほとんど報道されていないことであるが、韓国においては、

2006 年に、パチンコが全面的に廃止されている。パチンコに起因したギャンブル依存症患

者が多数存在する日本にとって、韓国におけるパチンコ廃止までの経緯は、ぜひとも調査

すべき重要事項である。 
本報告書では、韓国における視察先のうちから、カジノ（ウォーカーヒル、セブンラッ

ク、江原ランドの 3 か所）、ユーキャンセンター（競馬事業者が設置した賭博中毒予防セ

ンター）、江原ランド依存症管理センター、古汗舎北南面新東地域再生委員会（江原ランド

の地域活性化を図る自主組織）について報告する。 

ソウル・仁川空港にて 
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（2）韓国の基本情報 
正式国名は大韓民国で 1948 年に成立した。人口約 5150 万人、国民の半数近くが首都ソ

ウル及びその近郊に居住している。国土面積は約 10 万平方キロメートルで日本の約 4 分

の 1 である。 
宗教的にはキリスト教が最も多く、国民の 3 割がキリスト教徒であるが、社会・文化は

儒教の影響を色濃く受けている。 
政治体制は、大統領を元首とした民主共和制であり、国会は一院制。2015 年現在、保守・

新自由主義政党の「セヌリ党」（与党）と中道左派の「共に民主党」による事実上の二大政

党制になっている。 
主要産業は、電気・電子機器、自動車、鉄鋼、石油化学、造船などの製造業であり、サ

ムスン電子や、現代・起亜グループなど財閥系大企業を中心に発展している。 
（3）韓国のギャンブルについて 

●公営ギャンブル・公営くじ

韓国内におけるギャンブルには、公営ギャンブルである①競馬、②競輪、③競艇、④闘

牛と、公営くじである⑤宝くじ及び⑥スポーツくじ（サッカー、野球、バスケットボール、

ゴルフ、バレーボール、相撲（シルム）の 6 競技が対象）、それと⑦カジノが存在する。

日本と比べ競輪、競艇はかなり歴史が浅く、また、オートレースは存在しない。 
売上についてみると、日本の公営ギャンブル・公営くじが、1990 年代をピークに減少傾

向にあることに対し、韓国では、射幸産業全体の売上額は一貫して伸びており、2014 年の

売上が 19.87 兆ウォンと、9 年連続のプラス成長を記録している。韓国内において、ギャ

ンブル産業が著しい成長産業であるといえる。 
その一方で賭博中毒（ギャンブル依存症）問題も発生している。射幸産業統合監督委員

会によると、韓国人の賭博中毒有病率は 7.2％で、世界の主要国の 2～3 倍水準と言われて

いる。 
なお、韓国では、上記射幸産業とは別に、インターネットなどを利用しての不法賭博の

規模が巨大であると言われており、その市場規模は、2012 年で 75.1 兆ウォンにも上ると

の指摘もある。 
●カジノ

韓国のカジノは、外国人観光客誘致や外貨獲得を目的とし、1967 年に初めて仁川オリ

ンポスホテル内にカジノが開業した。その 2 年後の法改正によって内国人の入場禁止を法

定して以来、全てが外国人専用カジノとなった。現在では韓国内に 17 ヶ所にカジノが所

在しているが、16 ヶ所が外国人専用、江原ランドカジノのみが全国唯一の内国人入場可

能なカジノである。 
今回、我々視察チームは、このうち、ソウル市内にあるウォーカーヒルカジノ、セブン

ラックカジノソウルヒルトン店の 2 か所の外国人専用カジノと、江原ランドのカジノを視

察した。 
●ウォーカーヒルカジノ

ウォーカーヒルカジノは、ソウル市内中心部からは車で20分ほどかかる場所にあるが、
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（2）韓国の基本情報 
正式国名は大韓民国で 1948 年に成立した。人口約 5150 万人、国民の半数近くが首都ソ

ウル及びその近郊に居住している。国土面積は約 10 万平方キロメートルで日本の約 4 分

の 1 である。 
宗教的にはキリスト教が最も多く、国民の 3 割がキリスト教徒であるが、社会・文化は

儒教の影響を色濃く受けている。 
政治体制は、大統領を元首とした民主共和制であり、国会は一院制。2015 年現在、保守・

新自由主義政党の「セヌリ党」（与党）と中道左派の「共に民主党」による事実上の二大政

党制になっている。 
主要産業は、電気・電子機器、自動車、鉄鋼、石油化学、造船などの製造業であり、サ

ムスン電子や、現代・起亜グループなど財閥系大企業を中心に発展している。 
（3）韓国のギャンブルについて 

●公営ギャンブル・公営くじ

韓国内におけるギャンブルには、公営ギャンブルである①競馬、②競輪、③競艇、④闘

牛と、公営くじである⑤宝くじ及び⑥スポーツくじ（サッカー、野球、バスケットボール、

ゴルフ、バレーボール、相撲（シルム）の 6 競技が対象）、それと⑦カジノが存在する。

日本と比べ競輪、競艇はかなり歴史が浅く、また、オートレースは存在しない。 
売上についてみると、日本の公営ギャンブル・公営くじが、1990 年代をピークに減少傾

向にあることに対し、韓国では、射幸産業全体の売上額は一貫して伸びており、2014 年の

売上が 19.87 兆ウォンと、9 年連続のプラス成長を記録している。韓国内において、ギャ

ンブル産業が著しい成長産業であるといえる。 
その一方で賭博中毒（ギャンブル依存症）問題も発生している。射幸産業統合監督委員

会によると、韓国人の賭博中毒有病率は 7.2％で、世界の主要国の 2～3 倍水準と言われて

いる。 
なお、韓国では、上記射幸産業とは別に、インターネットなどを利用しての不法賭博の

規模が巨大であると言われており、その市場規模は、2012 年で 75.1 兆ウォンにも上ると

の指摘もある。 
●カジノ

韓国のカジノは、外国人観光客誘致や外貨獲得を目的とし、1967 年に初めて仁川オリ

ンポスホテル内にカジノが開業した。その 2 年後の法改正によって内国人の入場禁止を法

定して以来、全てが外国人専用カジノとなった。現在では韓国内に 17 ヶ所にカジノが所

在しているが、16 ヶ所が外国人専用、江原ランドカジノのみが全国唯一の内国人入場可

能なカジノである。 
今回、我々視察チームは、このうち、ソウル市内にあるウォーカーヒルカジノ、セブン

ラックカジノソウルヒルトン店の 2 か所の外国人専用カジノと、江原ランドのカジノを視

察した。 
●ウォーカーヒルカジノ

ウォーカーヒルカジノは、ソウル市内中心部からは車で20分ほどかかる場所にあるが、
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仁川カジノに次ぐ歴史があり、16 か所の外国人専用カジノ中で最も売上が多いとのことで

ある。 
地下 1 階に設置されており、ウォーカー

ヒルホテルから直接つながっている。入り

口でパスポートを提示することで無料で入

店が可能となるが、その確認は、シンガポ

ールと比べると非常にアバウトなものであ

った。店内は撮影禁止であり、天井を見る

と、多数の監視カメラによってすべてのテ

ーブルが厳重に監視されていることが見て

とれた。 
店内には、スロットマシンとカードゲームのテーブルが置かれ、ポーカー、バカラ、ブ

ラックジャックなどが行われていた。VIP ルームが存在し、その内部までは観察できなか

ったが、一般のテーブルにおいては、ミニマムベット 300 万ウォン（約 30 万円）が最も

高額レートのテーブルであった。無料のドリンクバーが設置されていた他、目についたも

のとして、店内に ATM が設置されていた。 
客層は、中国系が最も多く、次いで東南アジア系、日本人と続く。ドレスコードはおそ

らくないと思われるが、カジュアルな服装の客が目立った。店内は決して広いとは言えず

（それでも外国人専用カジノの中では 3 番目の広さであるが）、客数とゲームテーブル数

のバランスが悪いように感じた。24 時間営業とのことであり時間帯にもよるのだろうが、

我々視察チームが入店した午後 9 時から 10 時頃にかけては、店内は客でごった返し、ゲ

ームテーブルに客が群がりなかなかゲームに入れないという状況が発生していた。 
●セブンラックカジノソウルヒルトン店

セブンラックカジノソウルヒルトン店は、高速鉄道ソウル駅の駅前と言ってよいほどの

至近距離にあるヒルトンホテル内にある。 
ホテルの 1 階にあり、ホテル正面玄関横に入口があり、ホテル正面から入った通路から

も直接つながっていて至極便利な場所にある。 
入り口でのパスポートを提示することで無料で入店が可能となり、その確認はやはり非

常にアバウトなものであった。出るときのパスポートチェックはなかった。但し夕食後赤

い顔をして入店した視察メンバーは、受付の女性から、わざわざ「カジノ場ではアルコー

ルは飲めません」と注意を受けた。アルコール厳禁は徹底されているようだ。店内は撮影

禁止で、天井には、多数の監視カメラによってすべてのテーブルが厳重に監視されている

ことも同様である。 
店内はシンガポール、江原ランドのカジノはもとより、ウォーカーヒルカジノと比べて

もかなり狭く、カジノの部屋の全体が一カ所から見渡せる程度である。スロットマシンの

台数が特に少ないと感じた。 
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カードゲームのテーブルでは、ポーカー、バカラ、ブラックジャックなどが行われてい

た。VIP ルームがあり、無料のドリンクバーと ATM が設置されていた。窓と時計はなか

った。 
客層は、アジア系が多

いが、白人や中東系の顔

立ちもちらほらみかけた。

日本人は多いように見受

けられ、日本語の会話が

よく聞こえ、あるバカラ

のテーブルでは、日本人

が 20 万円（1 万円札を

20 枚）テーブルに並べチ

ップに交換していた。24 時間営業で、視察チームが入店した午前 0 時前後は、店内は混雑

し、なかなかルーレットの席に座ることができなかったが、粘り強く順番を待って、参加

した。 
戦績は、勝ったり負けたりであるが、視察チームが身を持ち崩すようなことはなかった

とだけは明確に記しておく。 
●江原ランドカジノ

ソウルから車で片道 3 時間はかかる江原ランド。山の中腹付近にあり、高速道路を降り

て山を登る道すがら、多くの質屋が軒を並べていた。江原ランドの駐車場には、かなりの

台数の車が駐車されており、本調査チームが乗っていた車の駐車場所をなかなか見つける

ことができなかった。都合上 10 分程度しか視察時間をとれなかったので、カジノで遊ぶ

ことはできなかったが、内部の様子を観察することができた。 

外国人は、パスポートの提示のみでチケットを受領することができたが、韓国人は、身

分証明書の提示と 9000 ウォン（約 900 円）の入場料を支払う必要があった。見たところ、

我々以外にパスポートを提示している人は見当たらなかった。 
江原ランドカジノの入場口は他と比べてかなり厳重であった。人間用と荷物用の金属探

知機がそれぞれ設置され、全員が全身と荷物をチェックされた。カバンに入れていたカメ

ラについて、本当は持ち込めないと注意を受けたが、10 分程度見せてもらうだけだと交渉

廊下の突き当りにＣＡＳＩＮＯ 
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カードゲームのテーブルでは、ポーカー、バカラ、ブラックジャックなどが行われてい

た。VIP ルームがあり、無料のドリンクバーと ATM が設置されていた。窓と時計はなか

った。 
客層は、アジア系が多

いが、白人や中東系の顔

立ちもちらほらみかけた。

日本人は多いように見受

けられ、日本語の会話が

よく聞こえ、あるバカラ

のテーブルでは、日本人

が 20 万円（1 万円札を

20 枚）テーブルに並べチ

ップに交換していた。24 時間営業で、視察チームが入店した午前 0 時前後は、店内は混雑

し、なかなかルーレットの席に座ることができなかったが、粘り強く順番を待って、参加

した。 
戦績は、勝ったり負けたりであるが、視察チームが身を持ち崩すようなことはなかった

とだけは明確に記しておく。 
●江原ランドカジノ

ソウルから車で片道 3 時間はかかる江原ランド。山の中腹付近にあり、高速道路を降り

て山を登る道すがら、多くの質屋が軒を並べていた。江原ランドの駐車場には、かなりの

台数の車が駐車されており、本調査チームが乗っていた車の駐車場所をなかなか見つける

ことができなかった。都合上 10 分程度しか視察時間をとれなかったので、カジノで遊ぶ

ことはできなかったが、内部の様子を観察することができた。 

外国人は、パスポートの提示のみでチケットを受領することができたが、韓国人は、身

分証明書の提示と 9000 ウォン（約 900 円）の入場料を支払う必要があった。見たところ、

我々以外にパスポートを提示している人は見当たらなかった。 
江原ランドカジノの入場口は他と比べてかなり厳重であった。人間用と荷物用の金属探

知機がそれぞれ設置され、全員が全身と荷物をチェックされた。カバンに入れていたカメ

ラについて、本当は持ち込めないと注意を受けたが、10 分程度見せてもらうだけだと交渉

廊下の突き当りにＣＡＳＩＮＯ 
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したところ、袋口がテープで閉じられるビニール袋が手渡され、カメラを入れて口をテー

プで止めて持って入ることができた。ちなみに、他の外国人専用カジノでは、パスポート

の確認のみで、そのような厳重なチェックを受けることはなかった。 
カジノは 2 フロア（4Ｆ・5Ｆ）にあり、かなり広いスペースであった。似たような機器

等が並んでいるため、出口の方向が分からなくなるような感じもあった。案内をしてくれ

たジョン弁護士の話では、江原ランドでは、時計や鏡が設置されているということであっ

たが、我々は時計や鏡を見つけることはできなかった。どこでも時計が目に入る状態には

なっていないようである。多くのスロットマシーンが置かれており、多数の客がゲームに

興じていたが、その様子は、日本のパチンコやパチスロを行っている人と変わりがないよ

うに思われた。 
ATM はカジノ場内に多数設置されていた。フリードリンクがあること、無数の監視カ

メラがあることは、他のカジノ施設と同じであった。 
（4）ユーキャンセンター 

以下、職員 Kim Jungmi 氏及

び、臨床心理士 Kim Tae Woo
氏から聴取した内容について報

告する。 
●ユーキャンセンターの概要

ユーキャンセンターは、韓国

馬事会（日本の JRA に相当す

る組織。馬事会法によって設立

された非営利公益法人）が国内

最初の賭博中毒治癒センターと

して 1998 年に開設した組織で

す。 
 韓国では、射幸産業事業者ごとにギャンブル依存対策を実施してきた点に特徴があり、

同様の組織として、競輪競艇中毒予防センターや江原ランド依存症管理センターがありま

す。 
 本センターは、競馬に限定することなく、ギャンブル全般について、依存症患者やその

家族からの相談受付、依存症患者に対する治療やカウンセリングなどを担当し、国内最高

の水準の心理治療及び相談サービスを提供してきました。2012 年には、国内 18 か所に相

談治療所を置くなど、その規模は拡大し、発展していきました。 
相談治療業務以外にも、ギャンブル依存症に対する予防教育や関連調査も担当し、2009

年、全国民を対象にしたギャンブル依存症の実態調査を行い、韓国国民のうち 2．3％が治

療が必要な病的賭博中毒者であることを明らかにしたのもこのセンターです。 
 2012 年、射幸産業統合監督委員会法が改正され、賭博中毒の治癒と社会復帰の活動につ

いては、射幸産業統合監督委員会が専門的に受け持つこととなりました。その結果、従前

ユーキャンセンターが担ってきた相談・治療業務は、射幸産業統合監督委員会法により設
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置された賭博問題管理センターに移譲されることとなり、ユーキャンセンターの業務は縮

小されました。 
  もっとも、本センターは、上記業務縮小後、馬事会

所属の役職員と競馬関係者を対象にした心理治癒を専

門的に行う機関としての限定的な活動を行ってきたも

のの、2014 年以降は、一般人を対象にした相談治療業

務を再開し、相談治療業務を拡大しつつある状況です

（2018 年には、一度は減少した相談治療所数を 10 か

所まで増やす予定とのことであった）。 
●負担金と総量規制について

韓国馬事会その他の事業者は、射幸産業統合監督委

員会法に基づき、それぞれが、売上額の一部（年間純

売上額の 1000 分の 5 以下の範囲で定める比率）をギ

ャンブル依存症のための「中毒予防治癒負担金」とし

て監督機関に支払っています。 
 馬事会の負担金は、当初は約 4 億ウォンでしたが、2012 年の法改正によって、相談治

療業務が賭博問題管理センターに移譲されたことに伴い、負担金自体は増額され、現在は

約 45 億ウォンとなっています。 
 ところで、韓国では、ギャンブル依存症対策の一つとして、射幸産業の営業上の数や売

り上げの規模に関して総量規制を行うこととされており、具体的には、7 つの射幸産業の

総売上高は毎年の GDP の 0．58％以内にすることとされています。 
●ギャンブル依存症患者の相談・治療について

① 相談に至る経緯、アクセス

 ユーキャンセンターに関する情報はホームページで得てくる相談者が多いのですが、こ

れまでの相談業務で形成されたネットワークを通じて紹介される例もあります。相談のき

っかけについて、例えば香港の賭博中毒治癒センターでは、本人自ら相談に来ることが多

いときいていますが、韓国では、患者自身に、自らが依存症であると明らかにすることへ

の抵抗感が強く、本人からの相談はほとんどなく、その家族からの相談が大多数です。し

たがって、センターの役割として、家族に対し、どのように本人をセンター相談まで導く

かについてアドバイスをすることになります。 
② 依存症患者の推移や傾向

 ギャンブル依存症の患者数は、全体としては減少傾向にあります（上記のとおりユーキ

ャンセンター2009 年調査では韓国国民の 2．3％が病的賭博中毒とされていたことに対し

射幸産業統合監督委員会 2014 年調査では 1．5％となっている）。近時の傾向としては、

競馬・競輪等よりもスポーツくじに起因した依存症が増加しています。競馬の場外馬券売

場が全国で 32 か所であるのに対してスポーツくじの販売所は全国で 733 と格段に多いこ

とが一つの要因かもしれません。 
③ 依存症の判断基準

賭博問題管理センターにて 
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置された賭博問題管理センターに移譲されることとなり、ユーキャンセンターの業務は縮

小されました。 
  もっとも、本センターは、上記業務縮小後、馬事会

所属の役職員と競馬関係者を対象にした心理治癒を専

門的に行う機関としての限定的な活動を行ってきたも

のの、2014 年以降は、一般人を対象にした相談治療業

務を再開し、相談治療業務を拡大しつつある状況です

（2018 年には、一度は減少した相談治療所数を 10 か

所まで増やす予定とのことであった）。 
●負担金と総量規制について

韓国馬事会その他の事業者は、射幸産業統合監督委

員会法に基づき、それぞれが、売上額の一部（年間純

売上額の 1000 分の 5 以下の範囲で定める比率）をギ

ャンブル依存症のための「中毒予防治癒負担金」とし

て監督機関に支払っています。 
 馬事会の負担金は、当初は約 4 億ウォンでしたが、2012 年の法改正によって、相談治
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約 45 億ウォンとなっています。 
 ところで、韓国では、ギャンブル依存症対策の一つとして、射幸産業の営業上の数や売

り上げの規模に関して総量規制を行うこととされており、具体的には、7 つの射幸産業の

総売上高は毎年の GDP の 0．58％以内にすることとされています。 
●ギャンブル依存症患者の相談・治療について

① 相談に至る経緯、アクセス

 ユーキャンセンターに関する情報はホームページで得てくる相談者が多いのですが、こ

れまでの相談業務で形成されたネットワークを通じて紹介される例もあります。相談のき

っかけについて、例えば香港の賭博中毒治癒センターでは、本人自ら相談に来ることが多

いときいていますが、韓国では、患者自身に、自らが依存症であると明らかにすることへ

の抵抗感が強く、本人からの相談はほとんどなく、その家族からの相談が大多数です。し

たがって、センターの役割として、家族に対し、どのように本人をセンター相談まで導く

かについてアドバイスをすることになります。 
② 依存症患者の推移や傾向

 ギャンブル依存症の患者数は、全体としては減少傾向にあります（上記のとおりユーキ

ャンセンター2009 年調査では韓国国民の 2．3％が病的賭博中毒とされていたことに対し

射幸産業統合監督委員会 2014 年調査では 1．5％となっている）。近時の傾向としては、

競馬・競輪等よりもスポーツくじに起因した依存症が増加しています。競馬の場外馬券売

場が全国で 32 か所であるのに対してスポーツくじの販売所は全国で 733 と格段に多いこ

とが一つの要因かもしれません。 
③ 依存症の判断基準

賭博問題管理センターにて 
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ギャンブル依存症であるか否かの基準については DSN-5 などの診断基準に基づいて判

断しています。 
依存症患者と判断された者に対する具体的な治療としては、患者とのカウンセリングや

検査、観察を踏まえての認知行動療法がおこなわれています。そしてその治療を担当する

のは、経験を積んだ臨床心理士です。 
④ 近時の相談事業の傾向

なお、賭博問題管理センター開設当初は、厳密に、相談治療業務を管理センターに一元

化することが指向され、ユーキャンセンターを含めた既存の機関は管理センターに患者を

紹介することが求められましたが、現在はそのようなこともなくユーキャンセンターで相

談から治療まで含めて取り扱っています。 
●韓国における競馬について

韓国における公営ギャンブルでは最も歴史が古く、その売上も大きなものです。2012
年の馬券売上は約 7 兆 8000 億ウォン（ここから払戻し 73％・税金 16％を控除した収得

金は約 8600 億ウォン程度）で、同年の競輪売上 2 兆 4800 億ウォン、競艇売上 7200 億ウ

ォン、宝くじ売上 3 兆 1800 億ウォン、スポーツくじ売上 2 兆 8400 億ウォンと比較して

も突出して大きいことが分かっていただけると思います。 
 2014 年の入場者は年間 1500 万人でした。2008 年の入場者が 2100 万人であったことと

比較すると、競馬人口は減少傾向にあるといえます。 
競馬場は全国に三か所存在します。馬券は、競馬場及び限定された場外馬券売場（2016

年現在で全国 32 か所に設置）でしか購入できません。場内ではスマートフォンを利用し

ての馬券投票が可能ですが、場外での投票はできず、また、インターネットを通じての馬

券購入も禁じられています（しかし、実際にはインターネットを利用した違法な馬券購入

が相当程度行われている。競馬に限らず、インターネットが違法賭博の温床となっており

社会問題化しているとの指摘があった）。 
●ギャンブル依存症対策のための制度

ギャンブル依存症対策のための制度としては、射幸産業統合監督委員会法で定められて

いる総量規制があります。これは、射幸産業ごとの売上総量を毎年定め、射幸産業全体の

総売上高を毎年の GDP の 0．58％以内にすることが法に定められているものです。事業

者は、上限額を超えないよう、営業時間や人員等の制限を実施することになります。そし

て、総量を超えた事業者に関しては、是正命令等必要な措置を命ずるよう、所轄行政機関

に勧告が行われます。 
 次に、個々の利用者保護のため、現在、電子カード（マイカード制）導入が検討されて

います（既に一部試験的に実施）。例えば、現在、競馬においては 1 ゲームごとの上限額

が定められており、最大でも 1 ゲーム 10 万ウォンまでしか馬券を購入することができま

せんが、現実には馬券購入後に再度並びなおせば、何度でも購入することができてしまい

ます。電子カードが導入されれば、そのような潜脱はできなくなるため、馬券の購入上限

規制の徹底化が図れるということになるのです。 
現在馬事会では、電子カード導入準備のために相当な予算を割いております。 
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●パチンコ（メダルチギ）について

韓国では、パチンコ（メダルチギ）の歴史は浅く、2000 年ころ、日本から中古パチンコ

機が多数入ってきて一時的に流行りましたが、2006 年、特にギャンブル性の高い機種であ

るパダイヤギが大流行し、依存症者による犯罪が頻発したことを契機に国民の反発を招き、

法改正につながりました。パチンコ廃止に対しては、国民的な同意があったといえます。 
ところで、数字上は、パダイヤギ流行当時と廃止後ではギャンブル依存症患者数が減少

しています。ただ、相談業務を担当している我々現場の感覚では、パチンコ廃止後もパチ

ンコユーザーがスポーツくじなどに流れ、パチンコ廃止による依存症患者減少という実感

は特にはありません。 
なお、競馬、競輪競艇は、開催日時や開催場所が限定されており、そのことがギャンブ

ル依存に対する大きな制約となります。しかし、パタイヤギは、街中に点在しており、時

間も場所も気にせずに自由に行えてしまいます。ギャンブルが街の中にまで浸透してしま

った点で、パタイヤギは非常に問題が大きかったといえます。パチンコ廃止は、適切な判

断だったと思っています。 
日本でも、パチンコがギャンブルである、という認識が必要です。中毒の原因は遺伝で

はなく環境にあります。パチンコ漬けの親を見て育った子どもは、それが中毒であると認

識しないため、ギャンブル中毒となりやすいことになります。また、駅前などでいつでも

気軽に入れる環境が中毒につながりやすいと言えます。 
●弁護士、NGO との連携

韓国内には、ギャンブル依存症患者救済のための NGO が複数存在します。ただ、ユー

キャンセンターとそれら NGO が連携して行動するということは今までになく、NGO か

ら相談者を紹介されるといったことも、過去にはあったが今はありません（賭博問題管理

センター設立後はすべてそちらに回っている）。 
 弁護士との連携について、2012 年法改正以前は、センター内部に顧問弁護士が存在して

いたため連携が図られていましたが、現在はほとんどありません（ところで、ヒアリング

によると、依存症患者の救済のために債務整理が必要と判断した場合、単に弁護士を紹介

するのではなくもっと積極的に関与し、弁護士の事件処理費用を立替払いする場合もある

とのことである）。 
（5）江原ランド依存症管理センター（KLACC） 
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●パチンコ（メダルチギ）について
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キャンセンターとそれら NGO が連携して行動するということは今までになく、NGO か

ら相談者を紹介されるといったことも、過去にはあったが今はありません（賭博問題管理

センター設立後はすべてそちらに回っている）。 
 弁護士との連携について、2012 年法改正以前は、センター内部に顧問弁護士が存在して

いたため連携が図られていましたが、現在はほとんどありません（ところで、ヒアリング

によると、依存症患者の救済のために債務整理が必要と判断した場合、単に弁護士を紹介
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（5）江原ランド依存症管理センター（KLACC） 
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以下、センター事務局長 Kim Changwan 氏から聴取した内容について報告する。 
●江原ランド開設の経緯

現在の江原ランドは、元々、炭鉱の町であり、363 の炭鉱がありましたが、国内の経済

発展に伴い炭鉱が下火になり、現在では 4 つの炭鉱が残るのみです。 
炭鉱の閉鎖による地域経済悪化に対して、地域住民は、政府に対し、経済回復のための

施策を要求しました。1995 年に、地域住民と政府との合意が設立し、特別措置法が成立し

ました。その結果、江原ランドができることになりました。江原ランドは、住民の努力の

成果として出来上がった施設です。 
 2000 年にスモールカジノ、2003 年 6 月メインカジノ、2006 年にはスキー場が、2013
年 6 月には Casino 擴張が開場しました。1 年間に 1 兆 3 千億円の売り上げがあり、530
名の従業員中、70％を地域住民から雇用するという利益が上げられている一方で、依存症

者を発生させるというマイナスの効果も生じています。 
●江原ランドの概況

江原ランドの年間入場人数（2015 年）は、延べ人数で 313 万人、来場者総数で 63 万人

となっており、その 99 パーセントは、韓国人です。また、90％は、1 年で 10 日以下の来

場者です。 
 KLACC では、年間入場日数 49 日までを社交型、50～99 日を問題性、100 日以上を強

迫的と分類していますが、社交型の来場者数は増加し、問題性顧客、脅迫的顧客は減少傾

向にあります。 
●KLACC の設立と取り組み

ギャンブル依存症について、カウンセリングだけでなんとかすることは困難であるため、

治療につなげる機関として、2001 年（スモールカジノ開場の 1 年後）KLACC が設立され

ました。KLACC は、9 時～24 時まで年中無休でカウンセリングルームを開催し、臨床心

理士 2 名、社会福祉士 4 名、依存症専門家 1 名をはじめとした 18 名のスタッフで運営さ

れています。 
 KLACC 設立後の特徴的な取り組みとしては、

ギャンブル依存症者の治療費支援（2002 年開始）、

顧客帰宅旅費支援施行（2004 年開始）、長期出入

顧客の義務的カウンセリング実施（2006 年開始）、

社会復帰・職業復帰支援事業（2008 年開始）、出

入日数自己調整制度実施（2012 年開始）、といっ

た活動があげられます。 
 この間、日本から、ＩＲ関連で多くの日本人が

KLACC を訪問し、今回の視察は、日本からの 17
番目の訪問になります。 
●取り組みの詳細

① カウンセリング

DSM-5 等を用いて、重症度を判定し、予防的カウンセリングを行っています。その際、
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入場制限日数を減らすことや帰宅を促すことも行っています。2015 年の自発的カウンセリ

ング利用者は、4783 人でした。 
② 毎月の出入日数制限

 1 か月に江原ランドのカジノを利用できる日数は 15 日までに制限されています。なお、

地域住民は、月 1 回のみに限定されています。 
③ 義務的カウンセリング

 2 か月連続 15 日利用した顧客については、入場を制限し、カウンセリングを受けること

を条件に入場を許可することとしています。また、3 ヶ月に 30 日以上利用した顧客につい

ても入場を制限し、義務教育を受け、確認書を提出することを条件に入場を許可していま

す。 
何日カジノを利用しているかについては、レシートで確認できるようになっています。 

④ 出入日数自己統制制度

 本人自らカジノに入場できる日数を 15 日以下にする制度です。2014 年度の利用実績は

513 人でしたが、2015 年度は 2682 人に急増しています。なお、家族が制限を申込む制度

もあり、合わせて 4000 人の制限申し込みがなされています。 
⑤ 帰宅支援制度

 帰宅するための金銭をなくしてしまったカジノ利用者に帰宅のための費用を支給する制

度です。最大 6 万ウォンが支給されます。2015 年度の利用実績は 2086 人でした。 
⑥ 病院治療費支援

 カジノへの入場を永久的に制限することを条件に、入院治療費として最大 2 千万ウォン

を支給する制度です。2015 年までに累計で 505 人に対する支援が行われています。 
⑦ 社会復帰職業復帰支援

 カジノへの入場を永久的に制限することを条件に、生活安定のための費用や職業訓練費

用として最大 600 万ウォンを支援しています。職業訓練では、資格を取得することが多い

です。2015 年までに累計で 659 件が利用されています。 
●広報について

カジノの入り口や、喫煙所、両替所にギャンブル依存症についてのパンフレットを置い

たり、マシンのウィンドウや ATM、トイレに KLACC の案内を載せたりするようにして

います。駐車場や移動通路にも、依存症や KLACC についての掲示を行っています。 
●質疑応答

Ｑ KLACC の取り組みは外国人にも行われているのか？ 
韓国人のみが対象です。 

Ｑ 1 日の利用金額やカジノの利用時間の制限は？ 
行っていません。利用金額での制限は、勝ち負けがあるためにデータをとることが困難

です。 
Ｑ 江原ランドのカジノと KLACC は情報を共有しているのか？ 
 2 年前までは共有していましたが、最近は、個人情報保護法により共有できなくなりま

した。もっとも、入場制限解除のためにカウンセリングを受けたという情報は KLACC か
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Ｑ 江原ランドのカジノと KLACC は情報を共有しているのか？ 
 2 年前までは共有していましたが、最近は、個人情報保護法により共有できなくなりま

した。もっとも、入場制限解除のためにカウンセリングを受けたという情報は KLACC か
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らカジノに提供されます。その場合でもカウンセリング内容がカジノに伝わることはあり

ません。 
Ｑ ギャンブル依存症の人はなかなか本当のことを話してくれないと思われるがどのよう

な工夫をしているか？ 
義務的カウンセリングの場合、初めは本当のことを言わないので、1～2 回のカウンセリ

ングでは効果がなく、3～6 回やって少しずつ本当の話をしはじめるようになります。ギャ

ンブルを行いながら、少しずつ、問題点に気づいてくれればよいと考えています。 
Ｑ KLACC には入院治療施設もあるのか？ 
ここではカウンセリングだけを行い、治療や入院は、遠く離れた提携病院で行います。 

Ｑ 出入日数自己統制制度の利用が2014年513人が2015年2682人に急増している理由

は？ 
カウンセリングを行う際に「カジノの利用を止めた方がいいのではないか」と提案する

と、顧客が怒り、「止めることが出来ないのであれば数を減らすべきではないか」との説得

をすることが多いからという事情がありそうです。 
Ｑ 制度によって治療やリハビリの支援を受ける人はカジノをすることができるか？ 
依存症は、完治することはない病気であるということが前提であり、治療やリハビリの

費用を提供する人については出入りを制限しているので、その人々は、カジノはできませ

ん。但し、他のギャンブルでどうなっているのかは分かりません。 
Ｑ 社交型から問題性、強迫性に移った利用者がどのくらいいるのか？ 
統計を取ることができず、回答は困難です。推測では、社交型の人が、一定程度問題性

や強迫性に移行していると思います。 
Ｑ 江原ランド敷地内で自殺した人がいるか？その数や増減の傾向は？ 
自殺者については、警察が管理しているため、その詳細は不明ですが、江原ランド内で

の自殺はあります。その数は、増加することもあれば、減ることもあります。 
なお、自殺をする人には、①賭博を重複して行っている、②精神的疾患あり、③闇金を

利用しているという 3 つの特徴があるように思わます。 
Ｑ ギャンブルの広告に何か規制はあるか？ 
韓国のギャンブルには、カジノのみならず競馬や競輪などいろいろありますが、テレビ

CM は禁止されています。以前は、テレビでギャンブル依存症予防などの公益目的の CM
が許され実施していましたが、内容が公益的であっても、CM の主体がギャンブル事業者

関係であると、結果的にそれがギャンブルのCM にもなるということで、最近では規制さ

れるようになりました。江原ランドが行っていた公益 CM も、今年から流せなくなりまし

た。他のギャンブルについても、カジノ同様に広告を行うことが厳しく制限されるように

なっています。 
ただし、ソウル駅をはじめとした主要スポットに電光板を設置したり、学園祭でキャン

ペーンを行ったり、シンポジウムや講演会を行ったりという依存症に関する広報活動は行

っています。 
Ｑ 未成年者に対する教育は何か行っているか？ 
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 未成年者に対する教育プログラムは、政府が行っています。 
Ｑ KLACC へのギャンブル依存症相談はカジノだけを対象にしているのか？ 

3 年前までは、あらゆるギャンブルの相談に対応してきましたが、3 年前に、中毒利用

負担金制度や国家相談センターができたため、カジノ以外のものについては、国家相談セ

ンターが対応するようになり、KLACC では、カジノのギャンブル依存症についてのみ対

応をしています。 
Ｑ 日本のパチンコについてどう思うか？ 
以前日本（湯布院）に旅行した際、パチンコをたくさん目にし、依存症を扱う人間とし

て、これは、問題になると感じました。ギャンブルは、管理をすることが必要であり、依

存症は放置することの出来ない問題です。 
Ｑ ギャンブル依存症対策について、今後の課題をどのように考えているか？ 
ギャンブル依存症のキーポイントは、連続性と繰り返しであると考えています。これを

断ち切る制度を作り、カジノが健全な制度として社会に受け入れられることが課題だと考

えています。 
（6）古汗・舎北南面新東地域再生委員会 

以下、委員長チェ・キョンシク氏、事務局長キム・ジンヨン氏、3・3 記念事業会事務局長

ヨ・ポンギョ氏らから聴取した内容について報告する。 
●閉鎖する炭鉱の代替産業を要求するために立ち上げた住民組織

私たちの組織は、炭鉱閉鎖を決定したのに何も対策をとろうとしない政府に対し、2 つ

の地元地区の経済・街の活性化のため、政府に要求をする団体として立ち上げた地域の自

主的組織です。 
●核廃棄物処理場は適さずやむなくカジノを受け入れ

炭鉱閉鎖により、ＩＭＦに救済を求めなければならないほど困窮した状態の中、ソウル

からかなり遠い距離にある江原道に作れる施設は限られ、①核廃棄物処理場、もしくは②

カジノを含む複合リゾート施設しか選択肢がありませんでした。①の核廃棄物処理場は、

地域の土壌が石灰岩だったため適さないという問題があり、やむなく②を受け入れました。

カジノを含む江原ランドは、住民の希望でできたものではなく、政府の提案で、やむなく

住民が受け入れざるを得なかった施設です。 
●カジノ開業により子どもを取り巻く環境が悪化、人口は減少

カジノを含む江原ランドの開業には、ご指摘のとおり、光と闇の部分があります。一定

の経済効果や雇用創出の効果があった反面、カジノによるギャンブル中毒者が増えていま

す。地元に、それまでなかった貴金属の換

金屋など有害な施設が増え、子どもを取り

巻く環境は継続的に悪化しています。  
炭鉱閉鎖時に約 6 万人だった人口は、

1997年特別法制定時に約2万5000人に減

っていましたが、その後も減り続け、現在

はその半分の1万2000人になっています。 
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●経済効果は期待外れ

江原ランド設立前に私たちが希望した経

済的効果は 2 つありました。①雇用の土台

となること、②地域で生産された農産物や

物品の消費・購買の拡大。しかし結果は期

待外れでした。 
①については、確かに雇用は創出されま

したが、その質はあまりよくありません。

カジノのディーラーの他には、掃除や警備の仕事で働く人が多いです。 
②については、カジノに来る客が購入する

物を、地元が生産することはできないと分か

りました。自給自足を期待しましたが、観光

客は購入しません。したがって工場を建てて

生産することもできません。 
例えば、江原道は高冷地で、白菜などの野

菜が採れますが、カジノやホテルなどは外地

の資本が経営しており、提供する食材も特定

の安いルートで外から入ってくるため、地元

の食材が使われることはありません。地産地

消には全くなっていません。 
●住民への影響～いまカジノに行く住民はいない

江原ランドができた当初は、炭鉱閉鎖に伴い支給された退職金や補償金を、全部カジノ

に使い果たして失くしてしまった人が何人も出て問題になりました。 
地域住民（2 つの地区）は月 1 回しかカジノに行けないという制限があるため、相当数

の地域住民が、カジノをやるために近隣の地域に引っ越していきました。人口減少の一部

はそうした理由もあると思います。その中で、カジノにのめり込んで破産した者もいます。 
地域住民は、そうしたことを見て学んできたので、カジノに行く人はいません。 

殺伐とした風景の中に現れる江原ランドのリゾートホテル 

江原ランド周辺には質屋が立ち並ぶ 
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●治安は改善へ

治安については、江原ランドができた当初は、窃盗や強盗が増え、犯罪率が上がるとい

うことがありましたが、現在は下がっています。問題のある人がカジノに出入り禁止にな

ったり、警察がノウハウや処理能力をつけてきたことなどが原因ではないかと思います。

現在は、地元住民は、夜でも出歩くことができ、治安に対する不安はありません。 
●住民のため要求を続ける住民組織

カジノを含む江原ランドが完成した後も、私たちの組織は江原ランドや政府に対して要

求を続けています。 
例えば、カジノの利益の一部をもっと地域に還元すること。カジノの利益の一部は、道

路や水道の整備等地元地域の基盤整備に使われてきましたが、市民が実感できるような投

資はなされていません。 
またカジノ以外の部分にもっと積極的に投資して充実したリゾート施設にすること。ホ

テルが建ちカジノができても、いま街は単なる背後地になっており、観光都市になってい

ません。こうした状態を、私たちは希望していません。 
●住民の声を集めて連携して魅力ある街づくりをしたい

江原ランドを、自然の景観や、ゴルフ・スキーなどを生かした、多くの人が家族で遊び

に来ることができるリゾート施設にしたいと思

っています。そして、日本の湯布院や桜坂など

の街づくりを参考にし、学んでいます。 
政府のやり方、公務員のやり方は、トップダ

ウンで、ハードウエアはできてもソフトウエア

はできません。このままでは街づくりはできま

せん。草の根の住民の声を集めて、魅力ある街

を実現していきたいと思っています。 
住民の声は、地元の討論会やシンポジウム、

本や新聞、江原ランドの刊行物などで発信して

います。江原ランドの取締役会に出席して住民の意見を伝えたこともあります。 
これまで、住民組織と地元自治体、江原ランドはばらばらでしたが、今年になってよう

やく連携できるようになってきています。2016 年中には何らかの連携のシステムを立ち上

げる予定です。 
●カジノなしに自立したい地元がカジノの利益をあてにするジレンマ

私たちは、カジノは、いつかなくすしかないと考えています。10 年とか 20 年とかで廃

止することを目標にしています。カジノなしで、家族で来て楽しめるリゾートにする目標

を持っています。江原ランドは、政府が 51％を出資する公社ですが、カジノ以外に投資す

ることにとても消極的です。元々は政府出資 100％を予定していましたが、一部民間から

資金を集めることになった経緯があります。 
地元地域には、いま民間の投資を受け入れる余地がありません。江原ランドの利益～大

部分はカジノの利益ですが～でリゾートが増え充実していけば、民間の投資を呼び込むこ
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とができるのではないかと考えています。 
私たちは、カジノが上げる利益の一部を投資して、リゾートを整備し充実させたいと考

えています。地域がカジノ以外で自立できるようにしたいのです。そうして、そのときに

カジノを廃止したいと思います。カジノは、それまでの必要悪だと考えています。 
●ギャンブル依存症の予防にこそ金をかけるべき

江原ランドの中毒管理センターの局長は頑張っていますが、治療や広報に使う金を、例

えばカジノの利益の 5％かとか 10％とかに引き上げるべきです。 
そして治療に金を使うなら、予防にこそ金を使うべきではないかと思います。予防に対

する予算は、現在は全然足りないと思います。 
青少年は、オンラインゲームを通してギャンブルに近づいています。射幸性あるものは

シャットアウトすべきだと考えています。 
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