
 これまでの活動と市民から見た林市政、 

 カジノ誘致の問題点について 
カジノ誘致反対横浜連絡会 

2021年5月 

横浜港山下ふ頭 



 これまでの横浜連絡会の活動 
2021年5月 



2014年-2016年 

• 国会でカジノ（ＩＲ）推進法案提案 

カジノ誘致反対横浜連絡会結成、集会・
学習会・署名活動などを展開 

2014年 

6/10 カジノ誘致反対学習会 

 カジノ誘致に反対する準備会 

9/10 カジノ誘致反対学習会 

      カジノ誘致反対横浜連絡会結成 

11/25 誘致反対署名を3000筆提出 

 

2015年 

6月 陳情署名「横浜にカジノ（賭博
場）誘致は反対・山下ふ頭は市
民が憩い文化が薫る地域に再開
発を求めます」に取りくむ 

9/27 「ヨコハマにカジノはいらない」国際
集会 

10/21 5266筆の署名を市に提出 

 

2016年 

12月 「横浜にカジノはいらない」緊急市
民集会に200人が参加 

2021年5月 市民集会を開催 ＝山下公園 



2017年-2018年 

• 「カジノ隠し」で林市長が三選 

国会でカジノ実施法案が可決 

カジノ誘致反対シンポ・署名・集会 

 2017年 

3/22 市役所包囲宣伝行動 

7/30 「カジノ隠し」で林氏市長選三選 

12月 5日・19日に街頭署名。カジノ反
対署名12791筆を市に提出     

  

2018年 

6/9 横浜カジノ反対・山下ふ頭を市民
の憩いの場にシンポジウム 

7/20 カジノ(ＩＲ)実施法案可決。横浜
駅高島屋前広場で行った、与党に
抗議・怒りの署名行動で374筆 

11/18 「横浜カジノ反対・山下ふ頭は市
民の憩いの場に」市民集会に250

人が参加 

12/19 横浜カジノ反対署名・6107筆を市
に提出 

 

2021年5月 

市役所包囲行動 

市民集会（山下公園） 



2019年1月-8月 

• 市長がカジノ誘致表明 

「住民投票でカジノの是非を」と 

幅広い市民の共同で運動を大きく 
3/5 港湾労協と共同し、山下ふ頭

入り口にカジノ反対の横断幕 

5/27 市、1R事業者からの提案を受け
たことを報告。カジノ誘致の姿勢
顕わに 

6/25-26 市がIR説明会。「カジノ反対」の
意見が多数。 

7/3 市長記者会見で「カジノなしのIR

はない」「住民投票考えない」と
誘致を強調 

7/8 カジノ断念など5項目を横浜市
に申し入れ 

8/22 市長がカジノ誘致を表明、カジノ
誘致反対横浜連絡会が誘致に
反対する署名宣伝行動 

 

2021年5月 

港湾の人と連帯 



2019年9月-12月 

• 住民投票条例制定へ受任者登録を
呼びかける活動、全市で取り組む 

「カジノの是非を問う横浜市民の会」
が発足 10/3 横浜にカジノはいらない！市民集

会に1000人以上が参加、住民投
票の受任者登録を開始。 

10月～ 各区で受任者登録を呼びかける街
頭宣伝がはじまる 

11/3 受任者登録が全市で進み、5000

人を超える 

11/6 カジノ誘致反対横浜連絡会も参

加する「カジノの是非を問う横浜
市民の会」が発足 

12/４～ 市が各区でIRの住民説明会を
開催 

12/11 受任者12000人を突破（カジノ
の是非を問う横浜市民の会） 

12/22 カジノの是非を問う横浜市民の
会が市民集会。2000人が参加。
住民投票開始までに受任者5

万人を目指す決意 

 

 

2021年5月 

12月22日 2000人が市民集会 



2020年1月-9月 

• コロナ禍のもと「カジノよりコロナ対策を」
と活動。43500人の受任者で住民投
票条例制定求める署名へ 

1/14 国会カジノ疑惑追及チームが横
浜入り 

1/29-30 パシフィコ横浜で横浜IRリゾート
展開催。会が横浜カジノ誘致反
対宣伝 

2/23 カジノ反対全国シンポジウムを開
催。全国カジノ賭博場反対連
絡協議会とともに 

5/12-15 横浜市臨時議会。カジノ誘致よ
りコロナ対策をと宣伝 

6/2 新市庁舎前に100人集まり宣
伝行動 

6/15 カジノ中止を求める市民署名
11934筆を市に提出 

7/17 世界のカジノ・最新情勢学習会
を開催。 

9/4 カジノの是非を問う住民投票実
施を求める直接請求署名が、
50万筆を目標に開始。受任者
は43500人に。 

2021年5月 

ＩＲ展 パシフィコ前宣伝 

全国シンポ横浜集会 



2020年10月-12月 

• 「カジノの是非は住民投票で」 
住民投票条例の制定を願う 

193193人の思いを市議会に届ける 
10/1 大門実紀史参院議員を講師に

学習決起集会を開催。 

10月 市がIRに関するパブリックコメント
を募集 

11/2  受任者の協力と市民・有権者の
賛同を得て、6万の法定有効数を
大きく超え、約13万筆に到達 

11/13 住民投票条例制定を求める直
接請求署名208,073筆（集計
総数）を各区の選挙管理委員
会へ 

11/14 署名提出報告集会を開催 

12/17 横浜市庁舎前で住民投票の実
施を求める市民宣伝・市議会
包囲行動 

12/23 選管の審査で有効と認められた
署名193193筆を横浜市に提
出。 

2021年5月 

署名提出行動 

中区選管に提出 



2021年1月- 

• 「カジノ反対の市長を、市民の手で」 
カジノ反対の市長を誕生させる横浜
市民の会が結成。8月市長選挙へ 

1/6-8 カジノ誘致の是非を決める住民
投票条例制定の臨時議会が開
会。 立憲・無所属フォーラム、日
本共産党市議団、神奈川ネツトと
無所属４人の34人が条例案に賛
成したものの自民・公明の51人が
反対し、住民投票条例案は否決
に。 

1/21 横浜市が「カジノ実施方針と事
業者公募」を突然公表 

2/6 横浜市のカジノ実施方針のどこ
が問題化を学ぶ緊急学習会を
開催 

3/15 「カジノの是非を決める横浜市
民の会」の成果を継続させる「カ
ジノ反対の市長を誕生させる横
浜市民の会」が結成 

3/23 市議会でカジノ推進予算可決。
市庁舎前で抗議の宣伝行動 

3/30  「カジノ反対の市長を誕生させる
横浜市民の会」がつどいを開催 

2021年5月 



6割超が誘致反対、 

「カジノ問題は自分たち市民の意見を反映させたい」 

2021年5月 

 2019年9月17日付神奈川新聞の調査より 

 市民の63.85％が誘致反対 

 「カジノ賛否を問うため住民投票を」
72.48％ 

 地元への愛着を感じる反対理由 

強く反対 

48.8％ 

どちらかと言えば 
反対 15.05％ 

どちらかと言えば 
賛成 15.92％ 

強く賛成 
9.78％ 

どちらとも言えない 
10.45％ 

反対の理由 

カジノが横浜のイメージにそぐわない 30.33 

治安の悪化が不安 24.32 

他の政策を優先させるべき 23.57 

ギャンブル依存症になる人が増えそう 18.77 

（神奈川新聞2019年9月17日付） 



自公の賛成で誘致関連費を可決（17日、市会政策・総務・財政委員会）

各政党支持層のカジノ誘致賛否は 

自
民
、
公
明
支
持
者
に
も
打
っ
て
出
る 

こ
と
が
で
き
る
条
件
が
拡
が
っ
て
い
る 

2021年5月 

（神奈川新聞2019年9月18日付） 

自民党 
反対 45.21％ 

賛成 44.22％ 

公明党 
反対 62.00％ 

賛成 24.00％ 

日本共産党 
反対 85.00％ 

賛成 7.50％ 

立憲民主党 
反対 78.98％ 

賛成 14.65％ 

社会民主党 
反対 80.00％ 

賛成 10.00％ 

国民民主党 
反対 69.23％ 

賛成 30.77％ 

日本維新の会 
反対 22.23％ 

賛成 50.00％ 



2021年5月 



2021年5月 



2021年5月 

カジノ隠しの 
横浜市発行 
IRイノベーションパンフ 



2021年5月 


