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IR（統合型リゾート）の整備に向けた 

基本方針案の公表 
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Ⅱ.  IR 施設・IR 区域・IR 事業の在り方 

Ⅲ.  公募手続・認定基準に関するポイント 

Ⅳ.  結び 

 

 

 

Ⅰ. IR 基本方針案の概要 

 

2019 年 9 月 4 日、観光庁から、特定複合観光施設区域の整備のための基本的な方針

（案）1（以下「IR 基本方針案」という。）が公表された。 

 

これは、2018 年 7 月に成立した特定複合観光施設区域整備法2（以下「IR 整備法」と

いう。）において、「特定複合観光施設区域の整備のための基本的な方針」を定めること

とされていたことを受けて3、観光庁がドラフトを公表の上でパブリックコメントに掛

けたものである。パブリックコメントの期間は 2019 年 10 月 3 日までとされており、

2020 年前半には最終的な内容が公表されることが予想されている。今後の開業までの

手続は、以下のとおりである。 

 

 

 

今後、IR の誘致を目指す地域ごとに都道府県等が定める実施方針や、選定された民間

事業者と都道府県等が共同で作成する区域整備計画は、IR 整備法上、いずれも基本方針

                               
1 https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000191869 
2
 平成 30 年法律第 80 号。IR 整備法の詳細については、TOURISM INBOUND NEWSLETTER 2018 年 7

月号（Vol.2）をご参照いただきたい。 
3
 IR 整備法 5 条 1 項。 
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に即したものであることが要求されている4。従って、民間事業者としても今後の手続

を進める上で基本方針の内容を検討し、必要に応じてパブリックコメントの手続を通じ

て意見提出等を行うことが重要であるものと思われる。 

 

IR 基本方針案は大要以下の事項を定めているが、本稿では、民間事業者が今後の手続

を進めていく上で留意すべきと思われる、①IR 施設5・IR 区域6・IR 事業等7に関する事

項（主に第 3 に記載）、及び、②公募手続・認定基準に関する事項（主に第 4 に記載）、

を中心に概説する。 

 

第 1 IR 区域整備の意義・目標 

第 2 IR 区域整備の推進施策 

第 3 IR 事業及び IR 事業者等8に関する事項 

第 4 区域整備計画の認定に関する事項 

第 5 滞在型観光を実現するための施策 

第 6 カジノの有害性排除施策 

 

Ⅱ. IR 施設・IR 区域・IR 事業の在り方 

 

IR 基本方針案は、その第 3 において、IR 施設・IR 区域・IR 事業等に関する基本的な

事項を示している。基本的に IR 整備法の内容・運用方針を具体化するものであるが、

各項目ごとに特に留意すべき点を以下に挙げる。 

 

1. IR 施設 

 

IR 整備法上、IR 施設は、カジノ施設に加えて、①国際会議場施設、②展示場施設、

③魅力増進施設、④送客施設、⑤宿泊施設、⑥その他来訪・滞在促進施設から成るも

のとされる（これらのうち、⑥の設置は任意である。）9。 

 

この点、IR 基本方針案では、カジノ施設を除く①乃至⑥の各施設について、「主と

してその機能を発揮するものとしてそれぞれ設置及び運営される必要がある」として、

併用施設が原則として認められず、独立した専用施設の設置を要することを明確化し

た。もっとも、併用が全く認められないものではなく、各施設がその主たる機能を果

                               
4
 IR 整備法 6 条 1 項、9 条 1 項。 

5
 特定複合観光施設を意味する。以下同じ。 

6
 特定複合観光施設区域を意味する。以下同じ。 

7
 設置運営事業等を意味する。以下同じ。 

8
 設置運営事業者等を意味する。以下同じ。 

9
 IR 整備法 2 条 1 項。 
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たしつつ、他の機能としても使用することや、他の施設とつなげて複合的に使用する

ことも許容されている。 

 

特に、①国際会議場施設及び②展示場施設（いわゆる MICE 施設）については、国

際会議・展示会等の規模に応じてスペースの間仕切りによる臨機応変な使用が認めら

れている点や、国際会議・展示会等を開催しない日にスポーツイベントやコンサート

等を開催することも奨励されている点は注目に値する。民間事業者においては、MICE

施設のレイアウトや使用方法についてある程度柔軟な計画・設計が可能とされている

点を踏まえて事業計画を検討する必要がある。 

 

また、⑥来訪・滞在促進施設については、③魅力増進施設とは異なり、我が国の伝

統、文化、芸術等を生かした施設であることが求められるものではない
．．．．

点にも留意す

べきであろう。すなわち、民間事業者が任意に設置する施設として、幅広い範囲のエ

ンターテインメント施設が許容されているものである。 

 

2. IR 区域 

 

IR 整備法は、IR 区域について、「一の特定複合観光施設を設置する一団の土地の区

域として…当該区域が一体的に管理されるもの」と定義する10。IR 基本方針案は、こ

の定義に基づき、以下のように区域の条件を具体化している。 

 

 幅広い道路・河川等で実質的に分断されていないこと。（但し、専用の橋で結

ぶ等、IR 施設間の回遊性が阻害されず、機能的に一体である場合は問題ない。） 

 土地に設置されており、河川・海・湖沼上に設置されるものでないこと。 

 土地を所有しない場合は地権者との契約によって一体的に管理されること。 

 

3. IR 事業 

 

（1）IR 事業の一体性 

IR 整備法上、IR 事業は 1 つの民間事業者によって一体的かつ継続的に経営される

ことが求められており、兼業も禁止されている11。これは、「カジノ事業の収益を活

用」して IR 区域の整備を推進するという IR 整備法の目的に基づき経営の一体性が

求められていることによる。もっとも、IR 整備法上、附帯事業を営むことは認めら

れており12、この附帯事業の例として、IR 基本方針案は、IR 区域の内外にかかわら

                               
10

 IR 整備法 2 条 2 項。 
11

 IR 整備法 9 条 11 項 3 号イ、18 条 1 項。 
12

 IR 整備法 2 条 3 項 2 号。 
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ず、利用者の利便性の確保に必要なものが含まれる旨を記載している。 

 

（2）IR 事業者の資本構成 

また、IR 基本方針案は、IR 事業者の資本構成に関しても指針を示している。まず、

国や地方公共団体から出資・役員派遣を受ける事業形態が IR 事業者として許容され

ないことが明記された。これは、IR 事業があくまで「民設民営」を基本としており、

公共による経営参画が予定されていないことを示すものである。 

同時に、IR 基本方針案は、IR 事業者の資本構成について「内外無差別」であるこ

とも明示した。従って、現状、外国投資家が IR 事業者の議決権を 100%保有するこ

とも許容されるが、各都道府県等の公表する個別の実施方針において外国資本に関

する制限が付されないかについては、念のため留意を要する。 

 

Ⅲ. 公募手続・認定基準に関するポイント 

 

IR 基本方針案は、その第 4 において、実施方針の策定から区域整備計画の認定を経

て実施協定の締結に至るまでの手続及びその基準等に関する基本的な事項を示してい

る。スケジュール等に一部未定の事項もあるものの、民間事業者にとって今後の手続を

進める上で参考とすべき事項が記載されているため、以下、手続の流れに沿って、①実

施方針策定・事業者選定段階、②区域整備計画認定段階、③実施協定締結段階の 3 段階

に応じて、それぞれ特に留意すべき点を概説する。 

 

1. 実施方針策定・事業者選定 

 

（1）実施方針の記載事項 

実施方針は、都道府県等が各地域における IR 区域の整備の実施に関する方針を定

めるものであり、また、当該地域の合意形成を図っていく上での基礎となる構想で

ある。そのため、実施方針の内容としては、以下の各記載事項にあるとおり、都道

府県等として考える IR区域整備の意義・目標、事業の実施にあたり必要となる要件、

民間事業者の選定方法等に関する方針をできる限り具体的に示すものとされている。 

 

ア IR 区域整備の意義・目標 

イ IR 区域の位置・規模 

ウ IR 施設の種類・機能・規模、IR 事業の内容 

エ 民間事業者の募集・選定 

オ IR 事業の円滑かつ確実な実施の確保 

カ MICE 誘致・観光施策 

キ カジノ施設の設置及び運営に伴う有害な影響の排除のための施策 
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なお、上記オの記載事項に関しては、公募により民間事業者を選定する以上、公

募で選定された民間事業者の株主・社員（コンソーシアムメンバー）の変更につい

ては当該都道府県等の承認を要することを前提として、必要な手続を示すことが求

められている。 

 

（2）民間事業者の関与及び公募の公正性・透明性の確保 

実施方針の策定と民間事業者の選定は各都道府県等の主導により進められる手続

であるが、民間事業者側においても対話等のチャネルを通じた関与の機会が相応に

確保されるべきこと、また、公募選定手続の公正性及び透明性が確保されるべきこ

とが IR 基本方針案で示されている。とりわけ、以下の点には留意が必要である。 

第一に、IR は我が国での前例がないことを踏まえ、IR 整備法上、民間事業者から

の実施方針の策定に関する提案の制度が設けられていることを踏まえ13、IR 基本方

針案において制度の実質化が図られている。すなわち、都道府県等は、民間事業者

から受けた提案内容の検討に際して、当該提案を行った民間事業者の権利・競争上

の地位その他正当な利益を損ねないよう留意して提案を取り扱うとともに、検討に

相当の時間を要する場合には結果を通知する時期の見込みをあらかじめ通知するこ

とが望ましいものとされた。 

第二に、民間提案の制度に加えて、IR 基本方針案においては、実施方針の公表後

に民間事業者と質疑応答を行うことが民間事業者の理解を深める上で有効であると

されており、各都道府県において質疑応答の手続が設けられることが奨励されてい

る。なお、この手続における質問回答は、民間事業者の権利・競争上の地位等の利

益を害するおそれがある場合を除き、他の民間事業者にも公表することが推奨され

ている点に留意を要する。 

第三に、IR 基本方針案は、民間事業者の選定にあたっても、都道府県等と応募者

が直接対話を行う競争的対話方式を活用することが考えられる旨を示している。競

争的対話の手続を通じて、先行する空港民営化等のコンセッション方式の PPP 案件

と同様に、実施協定の内容がより合理的かつ公平な内容に調整されることが期待さ

れる。 

第四に、選定される民間事業者は、区域整備計画の認定を経て最終的にカジノ事

業免許の申請を行うことになるため、選定段階から、カジノ事業免許の基準を踏ま

え、可能な範囲で民間事業者の適格性についても確認を行うことが必要であるとさ

れている。最終段階でカジノ事業免許を取得できないリスクは全ての関係者にとっ

て受け入れ難いものであるため、民間事業者の選定段階から予備的な事前審査が行

われることは合理的であると考えられる。 

 

                               
13

 IR 整備法 7 条。 
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（3）タイムライン 

冒頭記載のとおり、IR 整備法上、実施方針の策定は基本方針に即して行われるこ

とが求められている。もっとも、IR 基本方針案の公表が当初見込みよりも遅れる中、

特に 2025 年の大阪国際博覧会（大阪万博）前の開業を目指す大阪府を中心として、

基本方針確定前に事業者選定の手続を開始する必要性が主張されていた。 

そこで、IR基本方針案は、IR区域の整備による効果を早期に実現させる観点から、

都道府県等において、基本方針が公表される前に実施方針の策定や民間事業者の公

募・選定手続を進めておくことを許容した。この場合、基本方針の公表後に、都道

府県等において、必要に応じて実施方針の修正や民間事業者の提案内容の修正機会

の確保を行うことになる。 

 

2. 区域整備計画の策定・認定 

 

（1）区域整備計画の記載事項 

民間事業者の選定後、都道府県等と民間事業者は共同で区域整備計画を作成し、

国土交通大臣に認定の申請を行い、有識者により構成される審査委員会の認定審査

を受けることになる。IR 基本方針案では、区域整備計画の内容として、以下の各記

載事項ごとに、特に留意すべき点が示されている。 

 

ア 区域整備計画の意義・目標 

イ 事業基本計画 

ウ その他 IR 区域の整備の推進に関する施策・措置 

エ MICE 誘致・観光施策 

オ カジノ施設の設置及び運営に伴う有害な影響の排除のための施策 

カ 事業実施により見込まれる経済的社会的効果 

キ 都道府県等の入場料納入金の使途 

ク 都道府県等の納付金の使途 

 

なお、上記イの事業基本計画においては、カジノ事業の収益を活用した IR 施設の

整備その他 IR事業の事業内容の向上や都道府県等が実施する施策への協力に関する

計画をできる限り具体的に記載することが求められており、また、それに必要な資

金計画も合わせて必要とされている点には留意が必要である。 

 

（2）認定基準 

IR 基本方針案においては、区域整備計画の認定にあたって充足を要する要求水準

を IR 整備法の規定に従って詳述するとともに、区域整備計画を認定するための評価

基準を規定している。評価基準の項目は以下のとおりであり、区域整備計画の認定
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数の上限が当面は 3 であることを踏まえ14、都道府県等及び民間事業者においては

評価基準に十分留意して区域整備計画を作成する必要がある。 

 

ア 国際競争力の高い魅力ある滞在型観光の実現への寄与 

イ 経済的社会的効果 

ウ IR 事業を安定的・継続的に運営できる能力及び体制 

エ カジノ事業の収益の活用 

オ カジノ施設の設置及び運営に伴う有害な影響の排除 

 

（3）一部開業の許容 

IR 区域は各種 IR 施設が一体的に整備されるものであるから、基本的には、営業開

始にあたっては IR施設を構成する全ての施設が供用開始されていることが求められ

ている。しかし、各都道府県における IR 施設の早期開業を求める要請を受けて、IR

基本方針案は、一定の限度で一部開業を許容した。 

すなわち、区域整備計画において、IR 施設を構成する一部の施設の工事の完成が

営業開始以降となる場合であっても、以下の条件を満たす場合には当初から区域整

備計画に記載して一括して認定を受けることができるものとされた。 

 

① 全 IR 施設の整備のための資金が認定申請時において確保されていること。 

② 全 IR 施設の建設工事の発注が同時期に行われる予定となっていること。 

 

そして、開業にあたっては、カジノ施設と、①国際会議場施設、②展示場施設、

③魅力増進施設、④送客施設、⑤宿泊施設がそろって完成し法令等の要件に適合し

ている場合には、区域整備計画に定めた IR 施設の一部が完成していなくとも開業が

認められることとされた。 

 

3. 実施協定の締結 

 

IR 基本方針案は、実施協定の規定内容に関しても、IR 整備法に従って、以下の各

規定項目ごとに、その内容を詳述している。 

 

（1）IR 事業の具体的な実施体制・実施方法 

（2）IR 事業の継続が困難となった場合の措置 

（3）IR 区域の整備の推進に関する施策その他の観光施策 

（4）カジノ施設の設置及び運営に伴う有害な影響の排除 

                               
14

 IR 整備法 9 条 11 項 7 号。 
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（5）実施協定に違反した場合の措置 

（6）実施協定の有効期間 

 

中でも、区域整備計画の認定が更新されないリスクに対応するための方策がいくつ

か盛り込まれている点が、民間事業者として注目に値する。 

まず、実施協定において、都道府県等が必要な手続を行わないことにより認定の更

新がなされない場合の補償に関する規定を設ける可能性が示された（「都道府県等が

必要な手続を行わないこと」には、都道府県等の議会の同意が行われないことによる

場合も含むと明示されている。）。また、実施協定の有効期間についても、都道府県等

と IR 事業者との合意により、区域整備計画の認定の有効期間を超えた期間を定める

ことも可能とされた。これらの方策により、IR 施設の開業後、都道府県等の議会の反

対により区域整備計画の認定の更新申請が不可能となった場合を含め、更新が行われ

なかった場合のリスクについて一定の対応可能性が示されたものと言えよう。 

 

Ⅳ. 結び 

 

IR 施設の早期開業を目指している大阪府は、国による基本方針の確定を待たずして、

年内に事業者を公募する方針を明らかにしている。今回の IR基本方針案の公表により、

実務上の指針が相当程度示されたものと言え、今後、国、都道府県等、民間事業者及び

資金提供者のそれぞれにおいて、我が国で初となるカジノを含む統合型リゾートの開業

に向けた入札準備・検討がいよいよ本格的に加速するものと予想される。 

次号においては、今回公表された IR 基本方針案及び IR 整備法を踏まえて、事業者及

び資金提供者として留意すべきリスク及び考えられる対応について、より具体的な分

析・検討を試みることとしたい。 
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セミナー情報 

 セミナー  『発電事業のプロジェクトファイナンスにおけるリスク分析と契約

実務の勘所』 

開催日時  2019 年 12 月 12 日（木）13:30～16:30 

講師    末廣 裕亮 

主催    JPI（日本計画研究所） 

 

NEWS 

 Asia Law & Practice の  Asialaw Profiles 2020 The Definitive Guide to 

Asia-Pacific's Leading Domestic and Regional Law Firms (24th edition) にて高い

評価を得ました 

Asia Law & Practice の  Asialaw Profiles 2020 The Definitive Guide to 

Asia-Pacific's Leading Domestic and Regional Law Firms (24th edition) にて、

"Recommended firms"として紹介され、当事務所は以下の分野で高い評価を得ま

した。また、当事務所のバンコクオフィス（Chandler MHM Limited）及びヤンゴ

ンオフィスも"Recommended firms"として紹介され、各分野で高い評価を得てお

ります。 

なお、ヤンゴンオフィスは日本の法律事務所として唯一、ミャンマーにおける

"Recommended firms"として紹介されています。 

 

Japan 

Practice Areas 

Outstanding 

• Banking and finance（バンキング／ファイナンス） 

• Capital markets（キャピタル・マーケッツ） 

• Competition/Antitrust（競争法／独占禁止法） 

• Construction（建築） 

• Corporate and M&A（コーポレート／M&A） 

• Dispute resolution（紛争解決） 

• Investment funds（投資ファンド） 

• Labour and employment（労働法務） 

• Regulatory（規制法） 

Highly Recommended 

• Intellectual Property（知的財産） 

• Restructuring & Insolvency（事業再生／倒産） 

• Tax（税務） 
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Recommended 

• Private Equity（プライベート・エクイティ） 

Industry Sectors 

Outstanding 

• Banking and financial service（バンキング／金融サービス） 

• Consumer goods and services（消費財／消費者サービス） 

• Energy（エネルギー） 

• Real estate（不動産） 

Highly Recommended 

• Media and entertainment（メディア／エンタテインメント） 

Recommended 

• Insurance（保険） 

• Technology and telecommunications（テクノロジー／通信） 

 

Myanmar 

Practice Areas 

Recommended 

• General business law（企業法務全般） 

Industry Sectors 

Highly Recommended 

• Energy（エネルギー） 

Recommended 

• Infrastructure（インフラ） 

• Real estate（不動産） 

 

Thailand 

Practice Areas 

Outstanding 

• Banking & Finance（バンキング／ファイナンス） 

• Corporate/M&A（コーポレート／M&A） 

Highly Recommended 

• Construction（建築） 

• Restructuring & Insolvency（事業再生／倒産） 

Recommended 

• Capital markets（キャピタル・マーケッツ） 

Industry Sectors 
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Outstanding 

• Banking and financial services（バンキング／金融サービス） 

• Energy（エネルギー） 

Highly Recommended 

• Industrials and manufacturing（産業／製造業） 

• Infrastructure（インフラ） 

• Real estate（不動産） 

Recommended 

• Consumer goods and services（消費財／消費者サービス） 

 

 asialaw PROFILES の"Asialaw Leading Lawyers 2020"にて高い評価を得ました 

asialaw PROFILES の"Asialaw Leading Lawyers 2020"にて、当事務所の弁護士

36 名が高い評価を得ました。（日本オフィス 29 名、バンコクオフィス 7 名） 

 

Japan 

Banking and finance（バンキング／ファイナンス） 

石黒 徹 

三浦 健 

佐藤 正謙 

藤原 総一郎 

小林 卓泰 

石川 直樹 

青山 大樹 

岡谷 茂樹 

末廣 裕亮 

 

Capital markets（キャピタル・マーケッツ） 

石黒 徹 

佐藤 正謙 

藤津 康彦 

鈴木 克昌 

尾本 太郎 

根本 敏光 

 

Competition/Antitrust（競争法／独占禁止法） 

伊藤 憲二 
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Corporate and M&A（コーポレート／M&A） 

石黒 徹 

藤原 総一郎 

棚橋 元 

土屋 智弘 

石綿 学 

大石 篤史 

鈴木 克昌 

戸嶋 浩二 

松下 憲 

 

Dispute resolution（紛争解決） 

関戸 麦 

岡田 淳 

 

Intellectual Property（知的財産） 

三好 豊 

田中浩之 

 

Investment funds（投資ファンド） 

竹野 康造 

三浦 健 

大西 信治 

 

Labour and employment（労働法務） 

高谷 知佐子 

 

Private Equity（プライベート・エクイティ） 

棚橋 元 

石綿 学 

 

Real estate（不動産） 

小澤 絵里子 

 

Restructuring & Insolvency（事業再生／倒産） 

藤原 総一郎 

稲生 隆浩 
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Tax（税務） 

大石 篤史 

 

Thailand 

Banking and finance（バンキング／ファイナンス） 

アルバート・チャンドラー 

塙 晋 

ジェッサダー・サワッディポン 

ジョセフ・ティスティウォ 

 

Corporate and M&A（コーポレート／M&A） 

河井 聡 

秋本 誠司 

ラッタナ・プーンソムバットラート 

 

Real estate（不動産） 

塙 晋 

 

 

（当事務所に関するお問い合せ） 

森・濱田松本法律事務所 広報担当 

mhm_info@mhm-global.com 
03-6212-8330 
www.mhmjapan.com 


