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⼤阪商業⼤学・総合経営学部 教授 美原 融

III. 留寿都村統合型リゾート可能性調査・検討報告
有限責任あずさ監査法⼈ パートナー 林 博⽂

IV. 留寿都村コンセプトの表明および講師謝辞
留寿都村 村⻑ 場⾕ 常⼋

V. 質疑応答
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Ⅲ.留寿都村統合型    
可能性調査・検討報告

有限責任あずさ監査法⼈ パートナー 林 博⽂
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1. 留寿都村IR検討の背景  留寿都村周辺地域 現状（現況課題）

留寿都村、および後志振興局  北海道全体 傾向 同様  ⼈⼝減少、主産業
（農業等の第1次産業）従事者の⾼齢化、国内レジャー⼈⼝減少に伴う観光業の
先詰まりという課題に直⾯しています。
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留寿都村周辺地域 課題

・⼈⼝減少傾向

・主産業従事者の⾼齢化

・国内⼈⼝減に伴うレジャー⼈⼝の減少

・⼈⼝減に伴う公共交通機関の便数減 等

産業振興 ⾏ 詰  ⇒税収減による、⾏政サービス低下の懸念
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出所：留寿都村⼈⼝     総合戦略（H27.10）



1. 留寿都村IR検討の背景  留寿都村周辺地域 現状（優位性）

⼀⽅  留寿都村周辺  四季 通  豊  ⾃然環境  多  観光客訪問 実績
を誇っており、これらの観光資源を活かした統合型リゾート（IR）を導⼊することによ
り、地域振興を図ることが有望なエリアであると考えられます。
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四季を通じた豊かな⾃然環境
春夏秋冬それぞれのアクティビティ（遊園地、ゴ
ルフ場、スキー場 等）や⾷⽂化がある。

多くの観光客の訪問実績
道内有数     施設 ⾏政区内 抱  
年間150万⼈超の観光客が訪れる。

利便性 ⾼ 交通アクセス
札幌 新千歳空港  ⾞ 90分、外国⼈旅
⾏客 ⼈気 倶知安      ⾞ 30分。
北海道新幹線の倶知安停⾞ 確実    
⼩樽－倶知安間 ⾼速道路建設計画  
る。

⼟地開発の柔軟性
国定公園（⽀笏洞爺国⽴公園    積丹
⼩樽海岸国定公園）に囲まれていながら、
スポット的に国定公園に指定されていない
ロケーションに位置する。

カジノ施設導⼊による負の
影響の⼩ささ
留寿都村市街地 優良農地  ⼀定の距離
があり、⼤規模な開発が⾏われても周辺にあた
える影響が少ない。

既存のルスツリゾートの活⽤
IR認可事業者との連携・相互補完により、
IR事業者の投資負担額の軽減が可能。



2. 留寿都村IRコンセプト  統合型リゾート（IR）とは？

IRとは、カジノに加え、ホテル、MICE(展⽰場、会議施設)、レストラン、ショッピングモー
ルやエンターテインメント施設等、様々な観光資源を複合開発する総合的な観光施設
のことです。

IRは観光振興効果が期待できる。また、カジノだけではない。

シンガポール マリーナ・ベイ・サンズ

ホテル

⼤型会議施設
カジノ

博物館

劇場

イベントプラザ

ショッピングモール

シンガポール マリーナ・ベイ・サンズ

カジノ施設はIR⾯積の３％

観光客数 1.4倍、国際観光収⼊1.8倍へ

シンガポールにおける観光客数等の推移
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2. 留寿都村IRコンセプト  基本コンセプト

留寿都村   地域 優位性 活   留寿都村IRのコンセプトとして「四季折々の
⾃然が楽しめるIR   留寿都村 中⼼ 後志 胆振振興局全体 連携  IR」を
推進する構想です。

①訪⽇する外国⼈観光客に潜在的にあるニーズとして訪問する各国
でしか味わえない⾃然・⽂化を体験・楽しみたいことがあげられる
  ⻑期的 滞在 視野 厳  冬 雄⼤ 新緑 季節 ⽂化
を楽しめる北海道独⾃ ⼭岳型リゾートIRを推進する。

②留寿都村を中⼼とした後志・胆振地⽅と経済圏・観光圏の連携を
持ったIRを推進する。

③１つ⽬２つ⽬のコンセプトを達成するために、留寿都村 持   
る郷⼟⽂化・産業資源の保全を重視し著しく失わないことを前提
とする。

留寿都村IRの基本コンセプト
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2. 留寿都村IRコンセプト  補⾜：周辺経済圏・観光圏との連携

IRを道内観光拠点として活⽤し、IR滞在者 近隣観光資源 誘導  効果 期待 
れます。
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近隣観光資源

道内観光資源

⽀笏湖

ニセコ

定⼭渓温泉倶知安

北湯沢温泉

樽前⼭

登別温泉

洞爺湖温泉函館

⼩樽・余市

トマム

釧路湿原

知床国⽴公園

札幌

積丹半島

阿寒国⽴公園

MICE

ホテル

飲⾷店

ショッピング

その他

ｴﾝﾀｰﾃｲﾝﾒﾝﾄ

カジノ

IR



2. 留寿都村IRコンセプト  施設構成案

前掲 留寿都村IRのコンセプトに基づき、①カジノを楽しむ富裕層とともに②ファミリー
層が楽しめる施設、および、③連携する地域の観光資源をアピールする施設も導⼊す
る計画となっています。
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カジノ施設
カジノルーム（⼀般向け・富裕層向け）

ファミリー層向け施設
アウトドア型エンターテイメント施設
（花畑、ウォーターパーク、キャンプ、農業体験、

紅葉    等）

地域観光資源のPR施設
地域特産品ショッピング施設
地域観光情報の発信施設 等

その他施設
ホテル
MICE（展⽰場・会議施設）
モノレール（村中⼼部とIR施設
を結ぶ交通⼿段）



2. 留寿都村IRコンセプト  施設イメージ

エリア計画案

⾄ 洞爺湖

既存施設
新設予定

凡例

カジノ・MICE・ホテル ⾃然体験ゾーン
ウォーターパーク・スパ・

ショッピングゾーン・サファリパーク・
      ⾶⾏場

スキー場

ゴルフ場
遊園地 ゴルフ場

牧場・キャンプ場

スキー場

スキー場

農園

農園

スキー場

⾄ 札幌

国道230号線
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2. 留寿都村IRコンセプト  施設イメージ

カジノ イメージ
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2. 留寿都村IRコンセプト  施設イメージ

ホテル イメージ
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2. 留寿都村IRコンセプト  施設イメージ

ファミリー層向け施設 イメージ
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3. IR導⼊による期待効果

IR導⼊    留寿都村 中⼼   経済圏 観光圏 発展   ⼈⼝増 税収増 
⾒込         税収増         施設 整備 医療福祉 充実等、
⾏政     向上 繋     期待      
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雇⽤創出

インフラ施設
の整備・

医療福祉 
充実

周辺地域との連携に
よる経済圏活性化

経済圏発展に伴う
⼈⼝増・税収増IR



3. IR導⼊による期待効果  経済効果発⽣タイミング

留寿都村 IRが導⼊された場合、開業前と開業後それぞれで、以下のような経済効果
が期待できます。

開業施設建設時の効果 施設運営時の効果

MICE

ホテル

飲⾷店

ショッピング

その他

ｴﾝﾀｰﾃｲﾒﾝﾄ

カジノ

IR施設の建設需要の創出
建設資材の購⼊、建設機械・資材のレンタル費
⽤ 建設作業従事者 給料 ⼯事⾞両 燃料代
等

IR施設における雇⽤機会の創出
シンガポールではIR運営に際して、地元事業者の
利⽤ 地元住⺠ 採⽤ 求       ⽇本 
 同様 配慮 ⾏      考     
IR施設 運営 維持管理需要 創出
ホテルにおけるリネン類のクリーニング、レストランで使
⽤する⾷材・消耗品購⼊、施設の清掃・警備業務
の委託 等
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3. IR導⼊による期待効果  直接効果と波及効果

IR施設 売上  原材料 購⼊ 関係費⽤ ⽀出 通  留寿都村 道内 事業
者 売上    更   効果 給与⽀出 通  従業員   家族  波及    

IR施設
売上⾼

最終需要額
(投⼊額）

⽣産誘発額
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3. IR導⼊による期待効果  経済効果の試算結果（⽣産誘発額）

IR導⼊による経済効果は、IR施設建設時に2,246億円、IR施設運営開始後は
年間539 753億円程度 ⾒込     

圏内客 道内客 道外客 来道外国⼈
カジノ
ホテル

レストラン
ショッピング
エンタメ

海外事例 国内 市場   等 
基づき、⼀定の仮定の基で各施設 利⽤
頻度 平均消費額等 計算       

ションにより売上⾼を試算。
売上⾼の試算に基づき投資額を試算。

売上⾼の試算

投資額の試算

施設建設時 施設運営時（年間）
投資額 約1,180億円

（インフラ整備含む） 最終需要額
売上⾼ 約553 730億円

（既存施設含む）注1

※IR訪問者数：150 206万⼈の想定

約2,246億円 ⽣産誘発額 約539 753億円注2

約19,300⼈ 就業誘発⼈数 約6,000 8,370⼈
注1：売上⾼は既存ルスツリゾート及び新規に建設するIR施設の合計額、新規に建設するIR施設の売上⾼のみから試算
注2：⽣産誘発額は北海道庁公表  経済波及効果分析⽀援    (平成21年延⻑表 109部⾨)に基づき、新規に建設するIR施設

の売上⾼のみから経済波及効果を試算
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3. IR導⼊による期待効果  補⾜：IR施設の投資収益バランスの試算結果等

ゲーミング
売上⾼ 約203~265億円

【⼀般客】 1回当り平均売上⾼ にIR来場者⾒込 1訪問当      利⽤回数
を乗じて試算。
・⽇帰り客：1回当たり平均売上4,000円*1×約23 35万⼈×1訪問当たり1回利⽤
・国内宿泊客：1回当たり平均売上6,000円*1×約67 89万⼈×1訪問当たり1回利⽤
・海外宿泊客：1回当たり平均売上10,000円*1×20 26万⼈×1訪問当たり2回利⽤
【VIP客】VIP客の売上⾼割合を、カジノ売上全体の50%と想定して計算。

ノンゲーミング
売上⾼ 約350~465億円

【ホテル】約116~162億円（平均客室単価約35,000~37,000円/泊として試算）
【飲⾷】約75~101億円
【ショッピング】約66~87億円
【エンタメ】約72~93億円
【MICE】約22億円

IR売上⾼ 約553 730億円
（既存施設含む）

ゲーミング売上の割合は約36 37%

投資額 約1,180億円
（インフラ整備含む）

想定   施設 延 床⾯積       留寿都村及 周辺地域 施設建設
 事例 参考   建設単価情報 基  試算 

投資回収期間 7.1~9.3年 ＝ 投資額（約1,180億円） ÷ EBITDA（約127 167億円）*2

※EBITDA：税引前利益 減価償却費 ⽀払利息 ⾜ 戻   利益⽔準 表 値 

*1. 1回当たり平均売上⾼＝1回当  掛 ⾦×Win%。
1回   掛 ⾦  ⽇帰 客：4,000円、国内宿泊客：6,000円、海外宿泊客：10,000円」、Win%は20％と想定。

*2. IR売上⾼×EBITDA Margin 22.9%の想定で試算。



3. IR導⼊による期待効果  税収 納付⾦

⼀般にカジノ施設は売上規模が⼤きいため、⾼い税収を⽣むことが期待できるとともに、
   売上 対  特別 税⾦ 納付⾦ 課    諸外国 事例  ⾒     

⽇本ではIR法 成⽴     詳細 未定     IR導⼊により税収が増加し
⾏政     向上 資  効果 期待    

国税 地⽅税

カジノ売上等に対する課税

国 道 市町村

⽶国
ネバダ州 シンガポール マカオ

カジノ売上に
対する課税

累進 最⼤
6.75%

⼀般 15%
VIP   5%
更 消費税
7%上乗せ

39%

税⾦等使途 ⼀般財源
及び教育等

主として
⼀般財源

主として
⼀般財源

※上記に加え、特定資産税、     料等 課     。
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3. IR導⼊による期待効果  経済効果の試算結果（税収）

IR施設運営  ⾒込   税収効果  通常 税収⼊ 年間46 65億円程度 
⾒込        通常 税収⼊  別     納付⾦   年間41 53億円、
⼊場料収⼊   年間18 111億円程度 徴収   可能性      

IR施設運営時 備考
税収等効果

各種税率  IR開業時点で適⽤
    想定   税率 適⽤  
いる。

国税 2,651 4,009百万円
地⽅税（道府県⺠） 722 1,212百万円
地⽅税（市区町村） 1,141 1,316百万円

税収計 4,564 6,537百万円
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IR施設運営時 備考
   納付⾦ 4,053 5,291百万円 カジノ売上⾼の20%を徴収と仮定
⼊場料収⼊

（安めの設定） 1,749 2,469百万円 内国⼈から2千円／回徴収と仮定

⼊場料収⼊
（⾼めの設定） 8,071 11,108百万円 内国⼈から9千円／回徴収と仮定

通常の税収⼊

カジノ売上等に対する課税

インフラ整備や
⾏政    
向上のための
財源として検討
する価値がある。



4. 今後の検討課題・⽅針  IR導⼊に際してのインフラ・財政⾯の課題

留寿都村IRを実現するための課題としては交通インフラなど各種社会インフラの整備
と、
その整備に係る主体の明確化が挙げられ、今後検討していくことが必要です。

1. インフラの整備に係る検討
① 交通インフラ

• 留寿都村~札幌を約1時間で結ぶ中⼭峠トンネル計画
• IR施設と村中⼼部を結ぶモノレール
•     洞爺湖  周辺観光地  周遊   路線  
•           ⽤ ⾶⾏場 等

② エネルギー（電気・ガス）、上下⽔道設備

2. インフラ整備主体・財政⾯の検討
• 上記インフラ整備に係る主体（道・村・IR事業者）との役割分担・財源の検討
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今後の検討課題

⽇本におけるIR法の検討結果によっては、通常の税収⼊に加え、カジノ売上等への課税も
可能となるため、インフラ整備の財源検討にあたり、考慮が必要。



4. 今後の検討課題・⽅針  今後のIR 対   留寿都村 ⽅針

当⾯は、推進法案 成⽴   時間 要  と考えられ、その時間差に伴う社会的ニー
ズを判断しつつ、国 北海道がIR誘致に必要とする情報の精査及び提供 ⾏    

23

国 北海道・留寿都村 事業者

地⽅公共団体との情報交換

基本整備計画の検討

運営企業の候補者として決定

事業ライセンス取得

資⾦調達 建設

開業

基本構想作成

地域住⺠ 理解促進

制度設計 向  国  提案

IR区域決定

運営企業選定基準の策定

2016年

2017年

2018年

2019年

IR推進法案の制定

IR導⼊基本⽅針決定

IR実施法の制定

公募

事業者の適格性審査

応札資料 作成（RFC）

公募（RFP)

応札資料 作成

IR設置運営に関する協定書締結

2022年頃?

想定されるスケジュール


