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大阪夢洲カジノの是非を問う大阪府民の声「見える化」大作戦 
カードに寄せられた大阪府民の声 (カードに書かれたメッセージをそのまま転記) 

 

◆私たちは、昨年の春から夏にかけて夢洲カジノの是非を問う「住民投票条例制定直接請求署名運
動」に取り組んできました。署名は法定数(大阪府内有権者の無１／５０)を大きく上回る２１万
筆が集められ、吉村大阪府知事に「住民投票」実施のための条例制定を直接請求しました。しか
し吉村知事は「(住民投票は)必要はない」とし、大阪府議会ではわずか半日の審議で、維新と公
明会派がこれを否決。大阪府民が意思表明する機会は奪割れてしまいました。 

 
◆しかしこれで諦めることは出来ません。行政や議会が否定しても、私たち大阪府民には
主権者として夢洲カジノ誘致につい手の賛否を意思表示する権利があります。昨年１１
月２０日(日)から１２月２４日(土)の 34 日間、大阪府民の声「見える化」大作戦に取
り組みました。文字通り〝大阪夢洲カジノ誘致〟について大阪府民はどう考えているの

か、広く大阪府民の声を「見える化カード」で集め住民の意思を明確に示す運動です。 
 
◆私たちは、年齢・国籍などの制限は設けず、「大阪府民であること」「一人 1 回しかカ
ード記入できないこと」を条件に「見える化」大作戦に取り組んできました。短い期間
でしたが「見える化」カード総数 18,158 枚が集まりました。この数字はマスメディ
アの世論調査と比較してもかなり大きな数であると自負しています。  
結果は「反対：16,670」「賛成：1,369」「不明：119」。 

 
◆夢洲カジノに反対している大阪府民が市民運動として集めたものですから「反対多数」
という結果になりました。この点についご意見もあるでしょう。しかしこの数年間、大
阪府と大阪市は莫大な税金を使い何年もかけて夢洲カジノ誘致の利点を広報し、説明会
でもＩＲ・カジノ「ユートピア論」を大阪府民に刷り込んでできました。このような中

でギャンブル依存症や「夢洲の土壌汚染や地盤沈下」「税金投入、港営事業における借
金」などの正しい情報を直接対話で府民に広げ、そのうえで判断して頂いた「見える化」
カードの結果には重みがあります。  

 
◆そして府民の声の「見える化」は｢賛成・反対」の数の割合だけでなく、実際の声や思
いを「メッセ―ジ」として集めることができました。「見える化」カードの「メッセー
ジ欄」に４５３９人もの府民の皆さんが、自らの考えを書き込んでくださったのです。 

 
◆私たちは、とりわけ吉村大阪府知事と松井大阪市長、大阪府議会議員の皆さんにこの「メ
ッセージ」を読んでいただきたいと考えます。「●1」～「●453９」と記された通し
番号は単なる整理番号ではありません。ここに大阪府民の考えや願いが込められていま
す。想像力をもって府民の存在を感じ、受け止めていただきたいのです。  

 
※現在、大阪府知事と大阪市長は、このメッセージを  
受け取るとは言っていません。  
ＩＲ推進局は、「メッセージは受け取るが知事にも  
市長にも届けない」といっています。  
こうした大阪府市政のあり方が、住民の合意なき夢  
洲カジノ誘致を強行するという問題を作り出してい  
ます。  
行政と議会によって踏みにじられた民主主義と主権  
を取り戻し、住民自治を強めることなしに大阪の未  
来はありません。  
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◆反対●1カジノいりません。ありえないです。 ●2住民のお金を、住まい、介護、生活に使わず無駄使いをした

ら、まちがこわれます。許しません。(もう既にこわれかけ） ●3ギャンブルで生活が豊かになりません。福祉や医療の充実

に税金を ●4凝り性の人が増える。パチンコ宝くじ当たらない不幸の人が出る。 5カジノはできるだけつくって欲しくな

い。 ●6治安悪くなる。 ●7余分な税金使うな！ ●8橋本知事時代、橋本の一言で結果的に家を取り上げられた。維

新は好き勝手するな。カジノ反対！ ●9税金をもっとちがう所に使ってください！！ ●10税金のムダ使い。 ●11どっ

ちでもいい。税金を使ってバクチ場を作ることは反対。 ●12税金の使い道をもっと社会保障にあてて行政の立て直しを

はかってください。 ●13みんなの力で取り止めさせましょう。 ●14治安が悪くなる。 ●15若い人にあまりよくないよう

に思う。 ●16治安が心配 ●17”大阪をバクチの町にするな”と言いたい。 ●18今まで通りの生活を ●19賭け事はイ

ヤ！ ●20賭け事はやめてほしい。 ●21どちらでもない。好きなよう税金使うなら止めた方が良い。 ●22いらん ●23

ろくなことがない ●24大阪の質が昔と比べて落ちた。 ●25自分もギャンブル依存症である。今もとてもしんどい ●26

生活が苦しい人にこそ税金は使うもの ●27ギャンブルで生活をくずす人が増える。 ●28カジノ反対 ●29大阪の良さ

が消えてしまう。 ●30夢洲の工事行っていた。ぬかるんで靴どっかいってもた。 ●31絶対反対です。人を不幸にする

だけです。 ●32絶対反対です。人を不幸にするだけです。 ●33行政がバクチを行うことをス審することに反対です。

精神身体障害者など福祉政策にその剤を投入すること。 ●34カジノにはまったらあかん。 ●35環境、治安に良いと思

えない。依存症の問題もある。 ●３６カジノはいりません。 ●37人来ない。治安悪くなる。 ●38大反対 ●39カジノは

「いらない施設」ではなく、カジノは「作ってはいけない施設」です！ ●40必ず生じるギャンブラー症候群を伴うカジノは

絶対反対！ ●41カジノはいりません！！ ●42必要ないと思う ●43後世のためにならない事は大人のエゴで進める

のは反対 ●44ギャンブルをすることは別にかまわないが、皆から取った税金で作るようなものではないと思った。カジノ

に使うくらいなら、もっと福祉や社会に役立つことに使ってほしい。 ●45治安が悪くなるから。 ●46 もしおこなうとして

も、日本国民(在住者）は寄進にすべき、あくまでも外国からの客のみ！！ ●47外国でやれば良い。犯罪が増えそう。 

●48子らの未来にカジノはいらないよ！ ●49必要なし ●50絶対許さぬぞ！ ●51がんばってください！ ●52教

育・医療・福祉の充実を真剣に考えてお金を使ってください。人の声をちゃんと聞かないなら政治家辞めてください。 ●

53でたらめ計画はすぐに撤回せよ！！ ●54府民の声をちゃんと聞き、即刻誘致を白紙にしてください。府民としてこん

な案はずかしすぎる。バカにしないでください。 ●55カジノがある大阪になんてはずかしくて住んでいられない。すぐ白

紙に戻し、もっとまともな政治をしてください。 ●56誰かの犠牲で税収を得ようなんて悪性極まりない。もっとまともな考え

で政治を行ってください。というより辞めてください。 ●57カジノはよくない ●58絶対によくないと思います。 ●59大

阪府民の税金を使ってアメリカの企業をもうけさせるだけのカジノはやめて！！ ●60絶対イヤ！！そんなもの作らなくて

いい！！いらない！！！！ ●61初乗り運賃減らせ。カジノ作るな。 ●62友達がギャンブルにハマりいつもお金がな

く、お金を無心されてケンカになる。 ●63反対です ●64絶対反対です。 ●65カジノにつかうお金があったら、高校

つぶしなどやめて、子どもたちの笑顔輝く大阪にしてください。 ●66他にお金を使用しろ ●67カジノで府民の生活を

ダメにする。 ●68大阪の文化の衰退、カジノ反対 ●69維新政治はあかん！ ●70みんな活動している人ありがとう。

お疲れさまです。 ●71税金はもっと福祉へ ●72「これはどこが推進しているの？」「維新か、あかんな―」 ●73治安が

悪くなる ●74いっぱい集めてや。あんな維新に牛耳られてあかん ●75必要ないと思う ●76ばくち反対 ●77大反

対です。 ●78カジノはいらない ●79賭博は反対でーす。ギャンブル依存症になる人が出てくることがこわいです。 ●

80ギャンブルなんてやって金もうけするのは間違っている。絶対反対 ●81税金でギャンブルを進めているのはおかしい 

●82税金を使ってまでやる事ではない ●83役所本来の役割をして！カジノはふさわしくはありません。 ●84自分もギ

ャンブル依存症です。カジノが出来ると行かない自信がない。 ●85ギャンブル反対 ●86カジノは絶対反対 ●87維

新は大好きだけど、素人が行くとやばい ●88税金は困っている人のために使うべき！ ●89税金をカジノにつかうこと

に反対します ●90税金でギャンブル推進するのは本末転倒である。 ●91ギャンブルよりも生活に困っている人たちに

お金(税金）を使うべき 92治安悪化 ●93ギャンブルだから ●94カジノはギャンブルです。後期高齢者医療の負担が

鵜を引き上げているのに、カジノ業者へ税金使うな ●95 こわい人が増える。 ●96治安が悪くなります ●97 よくない 

●98カジノは一害あって一利なし ●99理由は一つ。俺はギャンブルが嫌いだ。 ●100ギャンブル大国日本にしては

ならない ●101父ちゃんがパチンコに行ったら帰ってこない。うちにはいてもお金がない ●102ギャンブル依存症が増

える。兄がギャンブルで大変な思いをした ●103行政がギャンブルに加担するのはおかしい。みんなの税金でやるな 

●104大阪にカジノなんかいらないです。 ●105治安が悪くなりそう。マネーロンダリングの場所に使われるのはいや ●

106借金苦に苦しむ人が増えるのが目に見える ●107子供の成長によくない ●108大阪がまずしくなる。 ●109赤字

地獄になる。                                                                 

◆賛成●110活性化する ●111経済に期待したい ●112 もうかる ●113経済活性化 ●114「反対派でしょ」

チラシ拒否 ●115栄えるから●116但し、万博には反対 ●117カジノがあるとみんな楽しめるから ●118経済の発展

のため ●119パチンコ屋をつぶせ ●120一発逆転がある ●121マカオのカジノへ行ったことがある ●122カジノ大

好き ●123活性化する ●124 くにがほわわんとするので●125元気なうちに 1回外国にいってやりたい ●126税絶対

へる ●127活性化を計る上で賛成 ●128大阪の発展のため ●129大阪が必ず良くなると思います。 ●130大阪発

展する ●131大阪のためになる ●132カジノはショーや反対する人はそれを知らなダメ ●133大阪に活気を与えてほ

しい ●134 もうかるので ●135日本が世界に取り残されているので、今までのような何もしないよりは、なにかしないとい
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けないとおもうので！ ●136経済の活性化に向けて ●137なかよくあそぼう ●138活性化していい ●139カジノ出

来てどれくらい変わるか見たい ●140経済効果！ ●141大阪府の発展のため賛成したい ●142仕事につくことでき

る ●143特になし ●144おもしろいから ●145がんばって！！ ●146にぎやかなほうがいい ●147がんばれ！ 

●148収益でたら寝屋川市にも ●149 レジャー施設やホテルができるので楽しみ ●150行ってみたいから ●151海

外から人が来るのでかんげんされる ●152経済的に発展する ●153ぜひともカジノを ●154お金を回す ●155カジ

ノの税金が多くなる ●156すきだから ●157活性化する ●158悪いとこばかり見ても ●159 イベントでたのしみある 

●160理由なし ●161活性化したらいい。 ●162私はしないけど。 ●163できてもいかない誘惑にまけない。 ●164

もうかったらいい。 ●165働く人が増えるから ●166 もうけなあかん、ひっこみじあんな考えではあかん。 ●167 うるおう 

●168大阪がいいようになる ●169活性化するから。 ●170誘致については反対しません。やりかた次第だと思いま

す。経済が回り良いほうに行くようにしてもらいたい ●171大阪の経済が回すため賛成します。 ●172地域が潤うから 

●173金のある人はいったらええ ●174経済の活性化 ●175興味ある、行ってみたい ●176海外へ行く人もある ●

177大阪活性化するから ●178人が集まる ●179 うるおう建設業は ●180やるだけやらして、あかんかったら、責任取

れ。 ●181パチンコ依存症、どうするか ●182世界で沈む日本なにかして発信しなければ、未來ない。海外で働く若

者。ドバイ、ニューヨークにぎやか ●183あってもいいんじゃ ●184松井さん好きやから  ●185ギャンブルに依存す

る人が多くなる ●186カジノ大きらい ●187いみがない ●188 とりあえず反対 ●189維新案に賛成である ●190大

阪の活性化しそうで期待できる ●191府の財源確保として一案であると考える。 ●192はやる。忙しなったらいい ●

193経済うるおう。観光客増える ●194大阪赤字やから、なんとかしたい。 ●195集客上いい ●196活性化●197経

済効果ある ●198経済効果 ●199大阪活性化になる。雇用増える。 ●200大阪の収入があったほうがいい ●201

いいことはけいきよくなる。仕事増える ●202ひとがあつまってくる ●203微妙だが経済効果あるかな？ ●204大好

き！大賛成！ ●205活性化する。 ●206街を活性化させる。 ●207経済活性化 ●208にぎやかでいい。雇用、金

入る方法として ●209大阪が発展すればうれしい ●210活性化するならいい ●211 よくなる ●212ええんちゃう ●

213景気が悪いから ●214金ももうかる、金回したら 215やってもいいかと ●216カジノ早くやってほしい、もりあげる

ため。 ●217沈んだ大阪なんとかせな ●218税金少しでも入れば ●219大阪かせがなあかん ●220活性化 ●221

ギャンブル好き OK ●222経済良くなる ●223カジノが好き ●224人が集まるから ●225賛成！ ●226海外から来

日増 ●227大阪が盛り上がる ●228私はぜったい反対です ●229ありでしょ ●230事業やることは良いこと ●231

ギャンブル好きだから ●232財政効果あり ●233外国人に来てもらって金が動く ●234工事に加わる経験 ●235い

いことあるかなーーと思って ●236お宅ら騙されている。税入る。年 5000万夢洲に投入している、回収せねば ●237

条件は日本人はするな。エスコートだけ。外国人はパスポート見せ ●238活性化する ●239雇用がうまれる ●240雇

用や観光客がふえていいと思うから ●241おもしろそう ●242問題あるがプラスになれば ●243反対ですけど、吉村

知事が好きですから ●244吉村、松井、大阪収入増す 選んだのは府民 ●245大阪府がもうかる ●246経済活性化 

●247増収得られる ●248特になし ●249発展 ●250活性化                                                              

◆どちらでもいい●251どちらでも ●252どちらでも ●253？ ●254どちらでも良い ●255必要

もあり困る人も ●256 スキなものがやったらええ ●257わからん ●258わからん ●259どっちでもいい ●260ごらく

やから ●261わからない ●262経済的・・私、維新支持、考える ●263活性化↔マイナス カジノ ●264はんじょうす

る、自分で判断したら。働くのいやな人のやること ●265わからない ●266年やし、どっちでも ●267 もうきまってるの

ではないですか？ ●268わからない ●269わからない ●270わからん ●271迷ってる ●272興味ない ●273わ

からない ●274どっちでもいい ●275元々のしまならいいけれど、ゴミの島 ●276わからない ●277わからない ●

278わたしはいかないから ●279どちらでもないが・・・ ●280？ ●281かんがえていない ●282行くことないから ●

283どちらともいえない ●284 よくわからない ●285考えたことない ●286どちらでも ●287 ようわからない ●288わ

かるけど、ここまで進んでいるし ●289わからない                                         

◆反対●290税金むだに使わないで ●291絶対反対 ●292やめとけ ●293ギャンブルで幸せになった人は

いない ●294民意の声を無視した施策なので納得できません。白紙撤回を目指して闘いましょう！！ ●295ギャンブ

ルは嫌いです。 ●296税金使いすぎや！ ●297大阪をギャンブルの街にするな！ ●298税金を使ったらダメ ●299

反対！ ●300 こわい ●301税制的にダメ！ ●302カジノはよくない。 ●303ギャンブル作るくらいやったら 子供の

保護するもの作ってくれ ●304やめてもらいたい ●305大阪をつぶすカジノ絶対反対 利権を税を食いものにする維

新公明許せない！ ●306絶対反対！！ ●307多額の税金つかってまでもと思います。 ●308カジノよりはディズニー

ランド オリエンタルランドウェストジャパン（大阪市本社）で大阪を本社にして、観光都市 USJ とディズニーで雇用と集客

が望ましいと思います。 ●309 ミスミス貧困に陥る方が出るだろう。 ●310 もっともっと市民の声を聞いて下さい ●311

本当に日本人の為になるのなら誘致してもいいと思いますが、実際に役に立つかは明確でないため反対とします ●312

それより医療充実してほしいです ●313絶対アカン！ ●314教育費に使うべき ●315反対にきまってるやろ。 ●316

この策は「維新の会」の妄想です！●317カジノに税金を使うくらいならもっと国民のためになるような（福祉のため等）に

使うべき ●318維新こんなことやってるから人気なくなんねん ●319カジノなんかに税金を使うな！ ●320税金の無

駄使いするな！ ●321富裕層ばかり相手するな ●322 こんなんいらない ●323税金カジノに使うな！ ●324反対で

す！ ●325消費税廃止しろ ●326カジノなんか駄目！ ●327失業者あほみたいに増える。 ●328カジノやめて年
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金に使って下さい。 ●329カジノ絶対反対！ ●330カジノやめて下さい。 ●331治安が心配 ●332カジノなんかに

税金使うな。 ●333バクチはいらない ●334お金のむだ遣い ●335 ５０年前の発想 ●336税金がもったいない ほ

かに使え！●337外国の方が相手なら賛成だが ●338依存症なので この病気は治らない。 ●339税金の使途につ

き再考下さい。有意義に使用のこと！ ●340税金のむだ使いはやめて下さい 犯罪が増えるので絶対やめて下さ ●

341ムダ使い ●342税金のムダ使い ●343 もっと介護のほうに金使ってよい ●344税金をムダにしないでほしい。 ●

345税金のむだづかい ●346治安が悪くなる ●347絶対反対します ●348府・市民のための生活に直結するものを

整備するのが先だ ●349バクチはみんなのためにならない ●350カジノはバクチ危ない ●351カジノはやめてほし

い、カジノはキライ ●352カジノはいらん、泣く人増える ●353まったく必要ありません ●354バクチ駄目 ●355税金

のムダ使用しないこと ●356地震が起きてだめになる。 ●357ムダ ●358カジノより福祉へ！支援学校建ててください 

●359税金のむだ ●360ムダな税金を使ってほしくない ●361世の中おかしくなる ●362カジノなんかやめなさい 

●363つまらん商売やめとけ。 ●364絶対反対！ ●365依存する人おるんでやめてほしい ●366反対いたします。 

●367韓国のようになったら困る ●368カジノに税金を使うのではなく 府民の暮らし、子どもたちの教育医療に使ってほ

しいと強く思います ●369ギャンブル依存症を心配します ●370カジノでダメになる人多い ●371依存症がもっとひど

くなる ●372一人もうけても、ものすごい多くの人が財産失う。それがカジノ。反対！ ●373絶対反対！ ●374絶対反

対 依存症ひどい人出たらいや ●375カジノでなくほかにもっといいものつくれ！ ●376ギャンブルに税金は？おかし

いやめて ●377 こんなことに税金使ってほしくない ●378依存症 379カジノは必要なし ●380お米はありがとう。カジ

ノはいらんな ●381カジノは嫌いです ●382カジノは家庭不和になる ●383益より負のほうが多くなる ●384治安が

悪くなる ●385 もっと庶民を見てください ●386絶対やめてください ●387カジノで財産くずしてしまう ●388カジノ

は人を駄目にする ●389日本人には向かない ●390ギャンブルなんかだめ ●391カジノなんかするんやったら税金

減らして子ども手当増やして ●392泣く人が出ないように ●393依存症が増えて、家族が生活に苦しむ絶対反対です 

●394違うことに税金を使って下さい 国民の意見を聞いて下さい ●395ムダづかい ●396ハコモノ後どうする 依存

症多い ●397無理 ●398税金の無駄遣い絶対反対 ●399みんな破産する、家庭崩壊する ●400府民の声は無視

しないでいただきたい。同意のうえで進めていただきたい.しっかり向き合っていただきたい ●401はまって医療崩壊する 

●402ほかに使い道あり。 ●403カジノで幸せはない！ ●404ギャンブルやからええことない ●405カジノいや ●

406維新にだまされるな！ ●407治安が悪くなる ●408バクチ ●409貧乏人はいかない ●410カジノなんてよくない 

●411カジノはバクチ絶対絶対反対 ●412ギャンブル依存症になる。 ●413カジノは貧乏人を貧乏にする ●414カジ

ノは治安が悪くする ●415パチンコみてたらぞっとする、日本つぶれる。まじめに働いていこう ●416ギャンブル依存症

になる ●417ギャンブルはよくない ●418カジノは税金の無駄遣い ●419カジノは若者がしたら大変なことになる。悪

影響起きる。 ●420税金の無駄遣い ギャンブルは家庭崩壊する ●421ギャンブル依存症の人増える 422維新いい

かかげんにしろ！ ●423治安悪化につながる ●424借金だらけになる。若い子によくない。 ●425バクチはいらん 

●426バクチはやめてほしい。 ●427ギャンブルなんてあかん。財産をつぶす。身を亡ぼす大反対 ●428犯罪がふえ

る ●429大反対 ●430ギャンブルはよくない ●431ギャンブルいやです。家族のだれもしません ●432依存症増え

る ●433環境悪化する、子ども悪影響 ●434バクチに金使って×高齢者〇〇（読み取れず） ●435 こわい ●436平

和にくらしたい ●437バクチ×人間弱い、はまりこむ ●438犯罪の恐れ ●439金からんだらいいことない ●440ギャ

ンブルやめてほしい ●441カジノは不要！ ●442絶対反対、維新も反対 ●443ファイトです ●444税金を使うな！ 

●445カジノを大阪ですると犯罪になる人増える ●446絶対アカン ●447アホなことやめてほしい ●448かけごとばっ

かりさせないように。これ以上増やすことない。依存症これ以上増やすな。 ●449日本にカジノいらなーい！ ●450カ

ジノ NGです ●451かけごとはダメ、そんなんで もうけんのはダメ。もっと地道にちゃんとやれ。 ●452カジノはダメ！ 

●453維新きらい ●454今やることではない ●455カジノより生活できるように。維新支持だが。 ●456税金の無駄遣

い！！（怒った顔マーク）本当に困っている人にお金使って下さい。（怒った顔マーク） ●457大反対です ●458ギャン

ブル反対 ●459カジノをつくることで、金持ち、貧乏人の差が、ますます、広がる。政治家は税金が増えるので作ろうとし

ているが、自分の金儲けしか考えていない。大きらい ●460無駄な費用かけごとに？不安 ●461バクチすきでない ●

462どちらでもよいけど、強いて言えば反対です。●463人間ダメになる かけごとの世の中にしたらダメ ●464依存症に

走ってしまう ●465 ラスベガスに会社旅行２００人 みんなすっからかんになった ●466本当に反対 ●467 しんどくなる

方が増えると思う ●468ギャンブルはあかん ●469お金もったいないから ●470夢見るのは大事です だけど今は他

に？ ●471 よくない ●472バクチはいらない ●473必要ないと思います ●474カジノをつくることは、未来の子供た

ちにとても良いことですか？と問いたいです。人生を台無しにしてしまうカジノ！絶対反対です！府民の声を聞け！ ●

475依存症心配 ●476問題のありすぎるカジノには反対です。 ●477ムダづかい ●478依存症出るから ●479自民

維新のすすめること あかん ●480情報を提供してほしい ●481パチンコもなくなってほしい ●482入れ込んだけど

勝てなかったバクチはあかん ●483カジノはいりません ●484府民の意見を無視したカジノ誘致には絶対反対します 

●485人の不幸の上に成り立つ幸福はアカン ●486維新キライ！！ ●487税ムダ ●488カジノはお金がかかりそうで

す ●489安全安心な暮らししたいです。 ●490 こんなんしたら地域治安が悪くなる犯罪者が増えてくる ●491カジノ

は良くない。 ●492バクチは良くない ●493バクチで経済は成長しない！ ●494声を聞いて ●495そんなもんはい

らん、社会悪 ●496ギャンブル反対 ●497 もうかるならやっていいけど・・ ●498カジノはイラナイ ●499カジノはイヤ
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です ふんいき悪い ●500 イラナイ 税金納めてるのにムダなことに使うな ●501カジノで経済成長するなどもってのほ

か。しかも投入する公費はうなぎのぼり。まったくのムダ。／自治体として基本的な仕事をしてほしい。夢だけ見させて府民

が結果損するようなカジノ誘致をまともな政策とは言えません ●502別のことにお金を使ってほしいです。 ●503大阪

維新ダイキライ ●504 イラナイ！ ●505バクチやから ●506 よくわからないけど ●507ゴミがいっぱいになる ●508

公営ギャンブルと同じで ●509バクチやから ●510カジノは害のほうが多く反対です ●511カジノ反対 ●512生活

苦が増える ●513ギャンブル依存症をなくせ ●514税金を正しく使ってほしい ●515絶対反対 ●516カジノなんか

いらんもんに金かけるな！ ●517ギャンブルはよくない ●518税金をギャンブルに使うな ●519元々ギャンブルを公

営で支援するのはおかしいと思う ●520ギャンブルはよくない ●521バクチやから ●522依存症ふえる ●523バクチ

やから ●524カジノはパチンコと一緒で病人を増やすのでやめてほしい ●525バクチでしょう 4の時 家を失った（父、

花札） ●526犯罪の温床になる ●527マイナスばかり府民にとってメリットない。寒い中ご苦労様 ●528私らいつ死ぬ

かわからない ●529カジノやめて下さい ●530反対するわ ●531絶対反対 ●532やっぱり家庭をこわしたりするの

で！ ●533絶対反対！ ●534場所が悪いしごみ捨てるとこ。場所は遠いし不便やし、ギャンブルはよくない ●535絶

対反対 ●536あらそいごと多発したり治安が悪くなる ●537カジノあったらギャンブル好きな人増えて治安が悪くなる 

●538カジノなんかよくない ●539カジノやめましょう ●540絶対反対そんなものいりません ●541反対 ●542カジノ

はだめ ●543社会乱れる ●544署名もしている ●545やめたらいい ●546依存症になる ●547府民に有益な事

業を ●548いらいらん ●549悪いことだらけ ●550バクチ子育て世代にはあえて× ●551依存症増える ●552税

金の無駄遣い ●553ギャンブルはだめ ●554税金の無駄遣い ●555 こわい ●556安心してくらせる街がいい ●

557治安が悪くなる／ギャンブルはだめ、こわい、時代じゃない ●558依存症増える ●559絶対反対 ●560生活ゆた

かにしてほしいです ●561カジノ誘致に反対です。運動頑張ってください。 ●562カジノ不要 ●563カジノではなく、

福祉のために私たちのお金を使って下さい！！ ●564依存症の人多く見ている。金をかけるものでない。 ●565ムダ 

●566いらない ●567絶対反対 ●568他にお金をかけて ●569治安悪い ●570維持費の計算できてますか？ ●

571 イメージがこわれる ●572カジノで人の暮らしをこわさないで！家計が崩れたら子どもが不幸になります ●573ギャ

ンブルはあかん ●574あまり好きでない ●575税金で？ ●576青少年に悪影響 ●577税金× ●578賛成反対の

場所の書き方が逆 ●579ないほうがよい ●580絶対反対 ●581依存症増えるイラナイ！ ●582バクチ絶対反対 ●

583税金はいやです ●584税金でギャンブル反対！！ ●585 もっと府民が喜ぶことにかねをつかうべき。 ●586依存

症、６００万円まで借金して陥ったが、もうちょっとで首くくる所やった。 ●587反対に決まってる！！こんなのできたらあ

かん。 ●588治安心配（なんとなく）イメージで ●589税金ムダ。他に使ってほしい ●590なんで、そんなん せなあか

んねん。パチンコぐらいでいいワ。 ●591犯罪増えるし絶対反対！！ ●592沈下。まだ都構想も言うてる、許せない。 

●593維新の政策あかん ●594子や孫のために、いいことありません ●595どうして戦争（太平洋戦争）始めるときに、

投票で決めなかったのか ●596依存症増える ●597バクチきらいやから ●598私はいかない ●599マカオ・韓国に

カジノがあるのに、わざわざ日本に来てカジノしますか？ ●600バクチ場いらん！ ●601税金を使わないように！！ 

●602カジノようない ●603医師アカン、全くダメ ●604カジノはダメ ●605ギャンブル依存症が広がります。反対です 

●606ムダなもの税金使うな ●607ギャンブルはよくない ●608カジノはいらない。とんでもない ●609カジノはダメ 

●610カジノなんかもったいないことやめてください。 ●611環境によくない ●612環境によくないと思います ●613ギ

ャンブルはだめ ●614絶対反対、貧困の人が増加するばかり ●615 まともな日本にしてほしい ●616バクチいらん 

●617一時期パチンコにはまった ●618維新つぶれろ ●619カジノをやめろ ●620依存症をふやすこととなりやす

い。大阪府の知事、市長も規則を守ることをすると言っているがそれは１００％できません。なぜならカジノはお金をかけて

負けたり勝ったりさせて結果は ●621それがバクチ的で家庭崩壊の元にもなり、自殺にもつながることもお分かりではな

いでしょうか。わたくしは７０歳以上で今までの国が認めたかけごとを多々見てきました。それにより破産したりお金を借りた

りし、そのために何人の命が絶たれた事を見てきています。カジノは絶対にしないでください。吉村知事様  ●622税金

の無駄遣いだと思う ●623すべてのバクチに反対します ●624カジノは必要ないと思う ●625カジノの不安しかない 

●626ギャンブル依存症がかなり増えそうで心配 ●627カジノは好かんなあ ●628治安が悪くなりそうだから ●629絶

対問題が起きる暴走する人がかならずおる ●630おそろしいから ●631犯罪多くなる、ふんいき悪い ●632バクチき

らい ●633若い人はまったら困る ●634無駄遣い ●635かけごとキライ ●636反対やゆうてるやろ ●637カジノ好

きでない ●638ギャンブル良くない ●639ギャンブル依存症だめ ●640経験者は語る、絶対反対 ●641ギャンブル

良くない。いらない ●642バクチよくない ●643ギャンブル反対 ●644絶対反対 ●645ギャンブル良くない。 ●646

ギャンブルでは、活性化しない。もっと違うことで活性化してほしい。 ●647ギャンブルはだめ。うちの父親もギャンブルし

て不幸やった。 ●648治安悪化のおそれ ●649金持ちの道楽、庶民は関係ない ●650税金の無駄 ●651行きたい

人行ったらいいけどはまるだけ ●652のめりこみこわい、ケタが大きい ●653今頃作っても遅い ●654かつことない 

●655いらんから ●656バクチはあかん ●657中毒になる ●658ギャンブルは出る（負ける）方多し、国のやることで

はない ●659バクチはあかん ●660依存症できる、治安悪化の恐れ ●661バクチはキライ ●662治安悪化 ●663

ギャンブルやっていたが、ろくなことない ●664バクチは身を破滅する、中毒になる ●665ギャンブル常習化のおそれ 

●666依存症生まれる ●667税金つかうな ●668行政がやることでない ●669カジノ反対、維新反対 ●670バクチ

は人、悪い人集まる ●671パチンコと同じ、やりだしたらとまらない。家庭崩壊 ●672カジノはいらないです ●673バク
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チはいらない ●674バクチはよくない ●675カジノなんかより、もっとみんな楽しめることをしてほしい ●676ギャンブ

ルはよくない ●677カジノはもういいです ●678ギャンブルあかん ●679カジノなんかアカン。犯罪増える。依存症に

なりやすい。そんなんで大阪は栄えない ●680ギャンブル反対 ●681いつも地獄や ●682誰が作っているのか ●

683バクチというイメージがあって雰囲気が悪い。 ●684できたら困る ●685ギャンブル依存症増える ●686はまりそう 

●687カジノで本当に経済回りますか？ ●688いいイメージがないから ●689中毒の恐れ ●690維新のやってること

デタラメ ●691若者ギャンブルにはまる。そんなことで金儲けできない。 ●692「夢」を若者に与えるな ●693治安が悪

くなるのでやめてほしい ●694ギャンブルとかバクチは反対 ●695治安悪化 はまりこんだらあかん ●696税金ムダ 

●697バクチあかん ●698税のムダ、金のないところまわせ ●699おそらくみんな依存症になる。皆負ける ●700お

かしいことやめて下さい ●701パチンコでもいらないのに、いらない ●702孫心配 かけごと反対 ●703ギャンブルで

家庭崩壊の声多し ●704バクチはダメ ●705かけごと好きでない ●706不鮮明な金が流出 ●707カジノ興味なし、

かけごとやってない、パチンコで失敗 ●708依存症 ●709治安悪化 ●710バクチはあかん！！ ●711（パチンコ）中

毒で自殺した人もいた ●712犯罪増える ●713税金使ったらあかん ●714パチンコあるところ、これ以上つくるな ●

715作る必要ない ●716パチンコであたまくるう ●717 こんなんいらん ●718依存症になると思います。家族が困りま

す。 ●719必要ないと思います ●720人間を欲望の闇に葬ってはならない ●721絶対反対 ●722ガンバって下さ

い ●723絶対反対、息子孫のため ●724絶対反対 ●725かけごとは絶対ダメ ●726ギャンブルは良くない ●727

ギャンブルは家族は破滅する、政治家リベートとることばっかり考えとる ●728かけごとする人は大きらい ●729ギャン

ブルはいらん ●730ギャンブルは国を亡ぼす ●731かけごとは、すべてよくない。パチンコもいらない ●732自己管

理できず依存症に。家庭内のもめごと作る必要ない ●733依存症になる。やめたほうがいい。 ●734税金つかってやる

ことでない ●735貧困になる ●736いろんなこと起きるから ●737依存症 ●738ろくなことなし、依存症になる。寒い

のにがんばって ●739 とばくきらい ●740ギャンブルあかん ●741金遣い大きい。家庭崩壊に ●742バクチダメ ●

743悪いことばかり ●744 ローン地獄になる ●745ギャンブル ●746環境悪くなる ●747つくらんでいい ●748ギャ

ンブルに泣く人多い。反対！ ●749バクチいいことなし。やっとパチンコ卒業したとこ ●750ガンバって ●751 イメージ

悪い、暴力団？ ●752近くに住んでいて、こんななん出来たらいやです。 ●753依存症！いっぱい遊ぶところあるのに 

●754ギャンブル ●755バクチで？ ●756カジノ絶対反対！！税金で人の不幸を生み出すなんて許せない！！ ●

757税金の無駄遣い ●758いい文化でない 子どもの成長にええ影響を与えない健全娯楽でない ●759カジノイラナ

イ ●760依存者がでるといけないため ●761バクチでテラセン稼ぐのは間違っている。基本的なことを考えて。目先の

ことだけではだめ／絶対反対や！ ●762ひとことではいえない ●763バクチ的イメージ ●764 こんなん どうかなあと

思う ●765私事やのに税金使うな ●766 きらいやから ●767バクチやなんて絶対反対 ばかだね ●768いらない 

●769税金の無駄遣いするな ●770バクチはよくない ●771大反対！！ ●772作ってうまくいかないと思う ●773

パチンコでも反対やからカジノなんてとんでもない ●774バクチはあかん。バクチやってひどい目にあってる人おおい 

●775バクチはよくない ●776税金を使うな ●777貧乏になる ●778ややこしいお金使うだけ。犯罪も起きる ●779

かけごとはもちろん反対する。勝ちっこなんてありません ●780大キライ。イラナイ。かけごときらい ●781税金使ってだ

め ●782できたら反対、物価やすくせよ、給料上げよ／若者がはまる危険 ●783なにもわからないけど・・・ ●784外

国人来なかったらつぶれるで ●785 こんなんに金を使わないで ●786そんなんしたら怖い、犯罪が怖い ●787ろくな

ことない絶対反対 ●788はまる人いる 789反対に決まっている ●790依存症になる ●791税金の無駄遣い ●792

ギャンブル大国にカジノいらん ●793無駄遣い、よう考えて金を有効に、困難な人に ●794経済のために、犯罪増える

ダメ税金の使い道間違い ●795 もっとほかのことに税金を使ってほしい ●796バクチやからアカン ●797 これ以上不

況になったら困る ●798カジノキライ ●799パチンコの自分の経験から ●800 とりあえず反対 ●801 とばくなんか 

●802中毒になり家庭崩壊へ、これだけは反対 ●803かけごとはいやです ●804なかったほうが良い ●805カジノ絶

対アカン ●806必要ない ●807カジノときくだけでよくない、教育にも ●808経済的、契約のことなど、将来が心配 

●809 よくわからないけど、反対 ●810消費税廃止、公務員増加を求めます ●811依存性が強いから ●812税金使

うな ●813 ２５年ゼロ成長の日本では、通貨発行権を使って地方交付税交付金を増やして、大阪に流すお金の総量を

増やす必要があります ●814溺れる人がいるから。のめりこんでしまう人が多くなる ●815環境が悪くなる／こんなんや

ったら、また依ギャンブル存症になる ●816ギャンブルはこれ以上いらない ●817絶対反対 ●818良くない ●819

バクチは良くない ●820若い人、お年寄りもギャンブルに誘われてもいかない ●821絶対反対 ●822税金上がって

ほしくない ●823大阪つぶれる、こども悪くなる ●824かけごと没頭できる ●825パチンコ以上にギャンブル性が高く

なる ●826依存症心配 ●827生理的にいや不要 ●828ギャンブルで治安悪くなる ●829カジノでの経済活性化は

期待できない ●830いややったら行かんかったら ●831依存症になり破産する人が出ればどう救済する？手だてもな

い政策の貧しさ ●832子どもたちのために、やめてください ●833無駄遣い、大事な生活に困っている人金を ●834

依存症になる ●835大阪のガラが悪くなる。犯罪増える。統一教会と同じ、家庭つぶれる ●836バクチでうるおってもダ

メ ●837自分はしない。興味ない ●838依存症で家までつぶす ●839風紀が乱れる ●840バクチはイヤ ●841治

安良くない ●842そんなん、いらない ●843ろくなことない ●844カジノ絶対反対 ●845カジノよくない ●846 もち

ろん反対 ●847税金は子ども人のために使ってほしい ●848カジノは人間をダメにする ●849何の良いことがあるの

でしょう。絶対に反対する ●850ギャンブル依存症がふえるだけ。税金の無駄使い。関西万博、成功するとは思えん ●



7 

 

851バクチやから ●852バクチ場やから ●853バクチの人をふやしたくない。親戚にもいてました ●854カジノ自体反

対。絶対負けるから ●855金がどんどんふくれる、おかしい ●856依存症がこわい ●857誘致に係るお金の流れをわ

かりやすく府民に説明してほしい。カジノ反対 ●858カジノは必ず依存症を生み出し、それにより未来を奪われる子ども

たちたちをつくりだす。税金・公金を使い市民に負担をおわせてはならない。カジノ誘致で大阪はつぶれてしまう。カジノ

をストップ‼ ●859カジノは必ず依存症を生み出しす。税金・公金を使い市民に負担を負わせてはならない。カジノ反対 

●860市民の生活環境が乱れる ●861カジノだけでなく教育や環境整備にお金を使ってほしい。他から悪い人が来て

ほしくない ●862遊ぶ人ばかり増える ●863いらない ●864パチンコと同じ。依存症になれば家庭がつぶれる ●865

いらない ●866 くせになる。自制できたらいいが金借りに来る ●867ギャンブル依存症。困る人増える ●868パチンコ

やいっぱあるのに、そんなのいらん ●869ギャンブルはやめて ●870ギャンブルはよくない ●871 こわい。犯罪になる

恐れ。負けたひと暴れる ●872治安が悪くなる ●873関係ないけど、税かけてやめて ●874好きじゃない ●875か

けごと× ●876借金地獄。負の遺産になる。万博も失敗 ●877没頭する人できる ●878税のムダ ●879やっても成

功しない。長く持たない ●880息子ギャンブルに走れば困る ●881バクチやから ●882万博はいいけど。反対、バク

チ ●883ゲームおたくになる ●884大阪にカジノは必要ありません。「賭博」は違法です。 ●885私たちの税金をカジ

ノに使わないで ●886政府は土壌汚染された土地をカジノに使わせないで！ ●887カジノ拡大後に起こる精神的な病

気の発症や社会的機能の損失が最も危険です。人間にとって長期的な幸せとは何か、考え直しましょう ●888カジノ以

外の娯楽施設にしてほしい ●889かけごとが好きじゃない。 ●890依存症に苦しむ人が出てくる。カジノに対する良い

イメージがない ●891絶対反対 ●892絶対ダメ ●893家庭がだめになる ●894カジノは家庭崩壊の元凶 ●895絶

対反対 ●896公費の投入には、反対です ●897 もうかりません ●898多額の税金が使われるから ●899今の時代 

IRモデルはもうからない ●900国民がギャンブルの依存症なるからだめ ●901周りの治安が悪くなります ●902お金

がもったいない ●903周りの環境が悪くなる ●904行かない ●905利権と、外国に日本のお金が流れることが ●906

大阪にカジノはいりません。日本にカジノはいらない ●907カジノ絶対許さない ●908情報が全く出てない。府民の声

を聞け ●909絶対に反対します ●910せっかく集めた署名、どうぞ、もみ消さず。これからも民衆に ●911税金の無

駄遣い。とにかく即計画を撤回 ●912そのお金を地域、教育にもっとかけてほしい ●913カジノ反対。これ以上バクチ

の機会を増やさないで。家庭崩壊になる ●914税金を使ってカジノを進めるのはごめんだ ●915今ある公共ギャンブ

ルで十分だと思うから ●916カジノができたら、こわい人がいるからいやだ ●917絶対反対 ●918 こわい、やめて ●

919カジノいらない ●920 これ以上リゾートやテーマパークなど作ったところで数年後には市民・国民を苦しめる原因に

なるだけなのに、手先の利益だけを考えるバカな政治家の仕事 ●921税金は正しく意義のある運営してください ●922

税金をつかわないでほしい ●923治安が悪くなって、もっとガラ悪いって言われそう ●924治安の悪化が懸念される 

●925大阪にいらないです ●926必要ないと思います ●927民意を無視して進めているので反対。維新、公明の独断

は許さない ●928市民を地獄に 落とすカジノは狂気の沙汰です ●929やめてーー！お願いします ●930沈みゆく

土地に税金かけてバクチを誘致するな ●931やるべきはカジノではありません。生活と中小企業を支えるあたりまえの政

治を！ ●932ギャンブルはどんなことがっても反対です ●933公金は使わないと言っていたのにウソつくな ●934絶

対やめて ●935夢洲にカジノはいりません ●936府民を不幸にして、経済を活性化なんて、何かんがえてるのん ●

937絶対反対です ●938大阪府民を馬鹿にしてる ●939絶対だめです ●940いまさらカジノを開いても困る人が増

えるだけ ●941 くだらないことに金使うな ●942税金の無駄遣いをなくしてほしいです ●943疑惑だらけな時点で当

然、計画は撤回事案！ ●944大規模開発カジノ、IRはいらない ●945住民投票で結果ちゃんと聞け、維新サン ●

946カジノは反対で。維新はやめろ ●947カジノで使うお金に余裕がない ●948そんなにお金がるなら、もっと困って

いる人のために使って 精神障がい者当事者より！♡ ●949大阪の発展には役立ちません ●950たとえカジノで儲

かっても、人を食いものにして儲けた金などで行政をやるのは行政の堕落だ ●951大阪府・大阪市にお金を使って下さ

い。カジノ反対 ●952府民・市民にお金を使え ●953カジノはいらない ●954カジノにお金を使うな ●955ヤメテ 

●956やめてください ●957カジノはいらない ●958住民の声を聞いて下さい。 カジノはいらない ●959ギャンブル

依存症をうみださないように反対 ●960高齢者も多い大阪にカジノはいりません ●961MBSのスクープを見ました。とて

も公的意義があるものとは思えません。 ●962住民投票（署名）がありました！民意を重んじよ！ ●963一言、環境が

悪くなるいっぽうです。他の方にやってほしいです。 ●964絶対に反対します ●965大阪の歴史を振り返るようなイベ

ントや施設を町おこしの柱にしてほしい ●966 ２０万票の民意を提出したにもかかわらず、無視を続けることは、真の民

主主義の無視と言わざるを得ない ●967絶対反対でーーす！！ ●968一部の人だけの利益のためにムダな公金を使

うな ●969 A casino will brig in organized  crime  and  take  money from the poorest members  of  society.  

●970バクチが多い。はまりこむ。健全のほうに使ってほしい。 ●971かけごとやから ●972依存されたらたいへんです 

●973バクチきらい ●974依存症増やしたらあかん ●975ギャンブルよくない。借金できる。 ●976一方的に決めて

やるから、住民の意見を聞かなあかん。カジノは問題ばっかり。だめ ●977カジノなんかいらん ●978 もうちょっと他に

税金の使い道を考えてほしい ●979カジノなんて税金でやるな ●980ギャンブルは税金つかってやるものではない 

●981カジノなんかするよりは、子どもがグランドで運動できるようなところつくってほしい ●982ギャンブルあかん。治安

が悪くなる ●983カジノに使うなら生活に特化したものに使うべきだ ●984ギャンブルで自殺する人多くなる。カジノな

んて反対 ●985かけごとやから反対 ●986カジノだめ ●987カジノ反対 ●988カジノはいらん ●989金を吸い込ま
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れる。地盤沈下で税を使うな ●990若者がそんなとこにいったら困る ●991無駄遣い、のめりこむ。家庭崩壊。おれら、

金ないから行かないが ●992野鳥、自然を奪う。生態系こわす ●993いらない ●994人をだめにする ●995バクチ

はあかん ●996賭け事麻薬と同じ。若者に悪い ●997治安。借金 ●998無駄遣いせず府民の生活に ●999頭が悪

くなる。目の前まじめに働け、男よ ●1000治安が悪くなるそう。別のことに力を入れてほしい ●1001子どもへの影響。

文化への影響こわい ●1002ギャンブル依存で日本なくなる ●1003カジノはギャンブル。乏人増える ●1004あかん、

子ども、環境に悪い ●1005カジノ ●1006治安が悪くなる ●1007税金を使ってのカジノをするのに反対 ●1008税

金の無駄遣いと思う ●1009日本にカジノはいりません。早急に中止してください。●1010カジノはいらない！●1011カ

ジノ反対。日本にカジノはいりません。●1012カジノ反対です。●1013カジノに興味ない ●1014絶対だめです ●

1015お金が豊かになることより、府民全体がもっと豊かになることを考えてください ●1016カジノなんかいらん！！！●

1017カジノは必要ありません ●1018ギャンブル依存症患者が増える。お金の無駄遣い ●1019絶対反対です！子供

のためにお金を使って下さい！●1020カジノ反対です。予算が足りないのにおかしいです。 ●1021いま、そのような施

設は全く必要ない。未来のある子どもたちのために税金を使って下さい。 ●1022必要ないと思う ●1023かけごとは絶

対よくない！子どもたちの未来がカジノでつぶされることは目に見えている。（依存症による）かけごとは、心を病にする。

●1024カジノはいりません。ギャンブル依存症をふやすだけ。周りの人を不幸にします。人を不幸にしてかねもうけをする

のは、いかがなものか。 ●1025必要ない。負ける人がいっぱい出てくる良くないと思う。 ●1026依存症で苦しむ人。苦

しむ家族を作らないためにも止めたいです。 ●1027絶対反対です。こどもたちの未来を守りたい。●1028ギャンブル依

存症が多発するおそれがあるから反対です。●1029成人年齢が１８歳となり、早期からのギャンブル依存症にならないか

不安！！●1030絶対反対です。●1031いりません。 ●1032治安が悪くなる ●1033はまったら借金増える ●1034

あたまから使えよ！ ●1035市がバクチみたいなことやってどうするか。●1036 イラナイと思う。いっぱいある ●1037バ

クチ大きらい！家庭を破滅させる ●1038必要なし。わざわざ作る必要なし。韓国破綻した。●1039 いらないネ ●

1040カジノよりほかに税金つこと ●1041パチンコでも、よいことない。かけごとなので。●1042バクチきらい。税金でつく

る必要なし。 ●1043やーさんの仕事や。パチンコもだめ。がんばって ●1044風紀が乱れる。箱もの時代やない。 ●

1045 うるおうとは限らない。一部の人 ●1046 トバク好きじゃない。金の額が違う。家族が不幸になった話よく聞く ●

1047費用かけやるべきこと、他にあるやろ ●1048ムダ金になる ●1049大阪赤字やのに、余計に赤字に ●1050依

存症。私はしないけど。 ●1051ギャンブル依存症になる危険。自分はしないが。●1052税金は府民のために直接お使

いください ●1053カジノなんかいらん！依存症増える。バクチはよくない ●1054ギャンブル依存症 ●1055家庭の破

産につながる ●1056絶対反対ギャンブルは ●1057カジノなんかに税金使わないでほしい。 ●1058 こんなのいら

ん。悪の巣窟になる ●1059バクチはよくない ●1060バクチはよくない。パチンコ、競馬して大変やった。いいことない。

●1061絶対反対●1062バクチよくない。風紀が悪くなる。●1063教育上よくない ●1064カジノはよくない。私とこ家

庭、財産失いました。絶対反対 ●1065バクチはよくない。風紀が悪くなる。 ●1066税金をそんなことに使ってほしくな

い ●1067将来の財政が心配。まともな計算をしてほしい。 ●1068世の中が悪くなると思う ●1069個人がしたら逮捕

されるのに、自治体が胴元になるのはおかしい。刑法違反！ ●1070カジノでよい未来はない ●1071大阪にカジノ誘

致反対です。 ●1072カジノには反対です。これよりも福祉のほうにお金をまわしていただきたいです。 ●1073ぜった

いはんたいです ●1074税金の使い道を変えてほしいです。 ●1075絶対反対です。日本的でない。 ●1076税金の

使い道としておかしいです。 ●1077あぶない人いっぱい。世の中が悪い方向に変わると思います ●1078カジノの誘

致は百害あって一利なし。今からでも遅くない。白紙撤回を ●1079 IRは反対 ●1080カジノ反対 ●1081カジノには

いりません ●1082カジノ絶対反対 ●1083カジノは不要です ●1084反対 ●1085カジノ NO ●1086カジノ反対 

●1087 IR反対です ●1088大阪にカジノは要りません ●1089絶対反対 ●1090維新はアカン。埋立地にお金かけ

ても沈むだけ ●1091カジノに税金使うな ●1092そんなもんいらん。もっと高齢者とかに使え、給料上げろ ●1093い

けないので ●1094絶対赤字になる。他に使いなさい。 ●1095 くせになったらあかん。子どもが歯止めがかからなくな

ったら大変 ●1096依存症で家庭崩壊 ●1097ギャンブル好きでない。他に必要なものに ●1098行く金がない。遠い

し ●1099犯罪者増える 目に見えてる ●1100大阪の税を使うな ●1101税金のムダ遣い ●1102若者にとっていい

ことない ●1103どうせ依存症増える。子ども育たない 友人の親、中毒。かわいそう、友達。 ●1104いらん ●1105子

どもたちに悪影響。社会に害 ●1106税をもっとまともな所へ ●1107治安悪化。のめりこむ子ども心配 ●1108金が減

る（負ける一方） ●1109のめりこむ作ったら ●1110かけごとに、はまりやすい ●1111ギャンブル 環境悪化 ●1112

治安が悪化 ●1113別のものに、金を。経済発展に行き詰まる。100年後の生活のためを考え投資を ●1114依存症の

おそれ ●1115バクチはいやや ●1116バクチはあかん！経済成長は健康に！ ●1117大阪の経済をバクチで潤す

な！もっと建設的に考えろ ●1118絶対反対●1119軟弱地盤がわかってどこまで税金をつぎ込むかわからない IRは絶

対いらない  ●1120カジノはいらない  ●1121カジノやめろ  ●1122家庭不和の元  よく聞く  ●1123人生つぶ

す人出てくる ●1124他のことに金つかえ ●1125 まずい。ギャンブル依存症になる ●1126喜ぶ人いるかもしれんが、

苦しむ人多くなる ●1127環境悪く、犯罪おこる可能性 ●1128 こんなことで金もうけよくない ●1129治安悪くなる ●

1130バクチはあかん ●1131わざわざ作る必要なし ●1132治安が悪くなりそう。子ども世代のために ●1133依存が

増える。困る。 ●1134家庭破壊、政治家はリベート ●1135税金の無駄遣い ●1136風紀が乱れる／困る人が出るの

が困る ●1137絶対ダメ ●1138税金を別のことにあててくれ ●1139金額が多くなる ●1140今は反対 ●1141ギャ
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ンブルお金使いすぎ。環境が悪くなる ●1142ギャンブルはいやです ●1143借金する人が増える。家族が泣く ●

1144カジノ反対 ●1145 これ以上かけごとはいらないもっとほかのことに使ってほしい ●1146ギャンブルはいらない 

●1147絶対反対。そんなアホナことするな。みんな貧乏になるよ。 ●1148絶対反対。税金使うな。公約違反や。 ●

1149泣かせる人多くなるから反対。家庭崩壊になるから ●1150ギャンブルはよくない ●1151税金をカジノではなく他

のところに使え ●1152犯罪増える ●1153 イメージ悪くなる ●1154何となくいや ●1155カジノ反対 ●1156税金の

使いかた ●1157パチンコでも依存症で苦しんでいる ●1158当然反対 ●1159不健全 ●1160マヨネーズの地下の

上に巨大建築物は無理だと思います。 ●1161カジノがあれば引き込まれて人生くるってしまう人が出てくるので反対で

す。 ●1162カジノに税金反対 ●1163カジノは必要ありません ●1164カジノはいりません ●1165バクチは反対 ●

1166 ＩＲで大阪に未来はない。税金は私たちの生活に ●1167ギャンブルはダメ ●1168カジノに税金使うな。府民の

税金でギャンブルするな。府民のためになることで税金使え ●1169税金の無駄遣い。絶対反対。 ●1170大阪が破綻

する ●1171お金をむだにつかってほしくない ●1172お金の無駄遣い ●1173 IR企業をもうけさせるために税金を

使って、なおかつギャンブル依存症の人を増やす愚行をストップさせよう ●1174 よくなると思われない ●1175カジノき

らい ●1176主人がかけごと好きで困ったから ●1177無駄な税金を遣うな。市民のことをよく考えてほしいです ●

1178バクチキライ ●1179カジノなんて日本には合わない気がする ●1180かけごとで家族が悲惨な目に合うケースが

増える。 ●1181大反対。税金の使い道を間違っている ●1182国が、バクチをすすめるなんてもってのほか（怒）！！ 

●1183ギャンブル依存症を増やすだけ。絶対反対です ●1184ダメな人が増えそう ●1185賭け事にぜいきんをつかう

って何事なの！？●1186若者が心配絶対反対●1187吉村知事は今のことしか考えていないそれによって、若い大切な

人々がどのように育つかを・・・●1188子どもの未来にカジノは何の教えもありません●1189カジノはいらない ●1190か

けごとはキライ ●1191公営ギャンブルはあるべき必要ない ●1192ギャンブル依存症が増える ●1193反対！やめて

くださいね ●1194やめて下さい、カジノなんて ●1195かけごとはよくない ●1196結局ギャンブルの負担はだれがす

るの。政治家は責任とらない ●1197カジノはいらない ●1198ギャンブルだもの反対 ●1199府民の意見を聞くべき。

カジノはいらない ●1200 とにかく庶民の生活をもっと考えてほしい。税金は府民に使え ●1201ギャンブルはよくない 

●1202絶対反対 ●1203バクチはやっぱり崩壊するからダメ ●1204かけごとは良くない ●1205経済効果あって府に

おかけはいるというが、庶民から巻き上げたお金で会って経済効果は期待できず。赤字になるだけ ●1206依存症になり

やすい人が多い ●1207カジノは不要です ●1208カジノは家庭を壊すので絶対反対 ●1209税金を使いひとのここ

ろをむしばみ、生活をこわしてしまうようなことをなぜやるのですか？人間がだめになっても経済をよくするためだというの

ですか？心と体が健康でこそ幸せ絶対ダメ ●1210カジノ反対 ムダに税金つかわないでください ●1211絶対反対で

す ●1212ヤメルこと ●1213ギャンブル反対 ●1214バクチはダメ ●1215大阪に何のメリットもなし ●1216府民は

反対やゆうたやないか ●1217近所の人でもパチンコ生活でサラ金に行ったとか、食事代もつぎ込んだと聞きます。カジ

ノは多くの人を苦しめることになるのではと心配です。ギャンブルにかつてはないとわかります ●1218 とにかく反対、ギャ

ンブルはいいことなし。●1219大阪府に何のメリットもない ●1220おやじがカジノで借金 ●1221小さい子に悪影響が

出る ●1222かねをつかう意味がない。 ●1223ギャンブルがよくないから ●1224カジノ ガラ悪くなる ●1225ギャン

ブルあかん ●1226吉村知事に失望した ●1227カジノで暮らす世に本当の幸せがあるのか？ ●1228吉村知事にと

っておおきな 汚点である ●1229人は若い時は苦労を買ってデモせよという名言がある。その意味とは ●1230人間の

本当の将来 未來を思うとき。今一度よく考えてほしい ●1231子々孫々を考えるときカジノはいらない ●1232カジノは

よくない ●1233物価が上がっているのにこんなんやってる場合か ●1234そんなんに金使うのもったいない ●1235

治安が悪くなる ●1236家庭崩壊につながる恐れ。ちがうことに、盲導犬、舗道 ●1237環境悪化。若者に、犯罪、大阪

人が悪くなる ●1238治安悪化 ●1239中毒のおそれ●1240府民の声を聞かない ●1241カジノより生活に回せ。回

すところ今の時代間違い ●1242自殺が増える。いまよりも金よりも命が大事だ ●1243バクチは反対。泥沼に入る ●

1244カジノより教育、福祉に力を入れて下さい ●1245人の不幸で運営される事は良くない ●1246金がない ●1247

若人に対してよくない ●1248依存症になると家庭崩壊のおそれがあるので、ないほうがよいと思う ●1249安悪化を懸

念するため ●1250教育上心配です ●1251昔から反対 ●1252カジノはいらない ●1253カジノは不幸な人をふや

すだけ。絶対反対。 ●1254バクチあかん●1255負の遺産「夢洲」を何とかしたい気持ちは判るけど本当に勝算ある

の？無理なんと違う？ネット時代に従来タイプの「カジノ」で本当に大丈夫？ギャンブル依存症の問題もあるし社会的にも

悪魔の所業にならないかなー。 ●1256頑張ってください ●1257カジノよりももっと福祉や高齢化に税金を使って欲し

い ●1258大反対 ●1259絶対反対 ●1260反日行為だ ●1261貧乏人生むだけのカジノ艦隊 ●1262万博のやめ

て下さい。 ●1263税金の無駄使いは絶対に許せない！！ ●1264だめ ●1265"カジノは儲からないと専門家が指摘

していたと思います。そんなところにお金をかけるより、大阪府民のためになることに税金を使って下さい。" ●1266"カジ

ノで大阪の経済復興などできません。バクチでくらしを破壊されたり。生命まで失った事例は」いくらでもあります。絶対反

対です。" ●1267税金の無駄使いはやめて、もう少し世の中で苦しんでいる庶民をみて下さい。 ●1268カジノは依存

症の心配もあるし費用対効果があるかどうか？建築費等かけてまでやる事ではないと思う。 ●1269カジノで本当に財を

潤うのか？税金の無駄使いになりそう。依存症の事も心配 ●1270町が潤うのだろうか心配 風紀・依存症多々問題あ

り、そんなことに税金を使うな！！ ●1271ギャンブル依存症とともに建設に莫大な費用がかかります。これ以上に借金を

積み重ねるのはご免です。 ●1272カジノはトバクです。絶対反対です。 ●1273 くらし破壊につながるの目に見えてる
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…・トバクで経済まわすなんて健全ではない…・住民反対の声の方が多い…都構想で 2回も住民提示したのに住民の声

を聞くべき ●1274要りません‼ ●1275税金の無駄使いです。やめて下さい。 ●1276カジノの健全性も大きいが世界

各地のカジノの経済効果やカジノ施設の閉鎖等を聞くので廃棄すべきです。 ●1277反対します！ ●1278他に予算

が必要なところが多くあると思います。 ●1279カジノは必要ないと思います。 ●1280大阪を健全な街に！●1281カジ

ノ依存人間を作りたいくありません。 ●1282日本の値打ちを損なうことは止めるべき ●1283保健所を先に増やせ！ 

●1284 これ以上大阪の格調を下落させてどういう了見なのでしょうか？もともと大阪は文化都市だったはずです。 ●

1285カジノは時代おくれ。マカオも今はホテル 今さらカジノ ●1286 もっと有効な税の使い方を考えろ！ ●1287ぜっ

たいいや！ ●1288絶対反対 今までの失負（オーク 200） ●1289絶対反対！ ●1290今でもギャンブル依存症が問

題になっている。さらにその機会を広げることになる。何の目的でやるのか不明。絶対反対です。 ●1291絶対反対！ 

●1292日本にギャンブルはなじまない勤勉な日本は派手さはいらない。質素でいい ●1293無理に作らなくてもいいと

思います。 ●1294ギャンブル依存症の人がふえ治安が悪くなる。 ●1295日本にギャンブルはなじまない勤勉な日本

は派手さはいらない。質素でいい ●1296一、カジノは不要 一、リゾートは OK ●1297カジノ不要。反対します。 ●

1298ギャンブル中毒生み出す社会はご免だ！大阪を汚さないで！ ●1299みんなで頑張ってカジノをやめさせましょ

う。 ●1300絶対反対です。もっと別の事で観光客を集めることだって出来ます。 ●1301断固反対です‼ ●1302出来

レースで府民をあざむく維新行政は良心はないのか？ ●1303税金の無駄使いをやめ、府民の生活を守れ！ ●1304

依存症になる人がふえる。治安が悪くなるので絶対反対 ●1305カジノあかん ●1306カジノに税金使うのではなく福祉

を充実させてください。 ●1307税金の無駄使い大反対です。 ●1308カジノ反対 ●1309誘致大反対です。 ●1310

大反対です。 ●1311"この冷え切った経済の中でカジノで活性化なんて本当に国を思う政治家のやる事ではありませ

ん。 ●身を切る改革とうたうのは庶民の身を切ることだったのですか‼" ●1312カジノは博打です。絶対反対です。 ●

1313絶対大反対、何のために？ ●1314絶対反対だ‼ ●1315お金をなくす人が多く出そうです。 ●1316絶対反対‼ 

●1317絶対反対です!! ●1318カジノは確実に物価を上昇させる ●1319カジノで国は作れない ●1320無駄な公費

をつかうな!! ●1321住みよい街づくりに逆行している ●1322教育にお金を使って欲しいです。 ●1323反対です!! 

●1324絶対反対です。家庭をこわし自身も病気になり、害あって益なしです。税金の無駄使いはやめて下さい。 ●

1325"舞洲カジノ誘致案のあとにコロナ禍等不測の出来事もあったように思います。可否に目を向けるとまず皆が安心・安

全に生活出来る基盤作りに目をむけてほしいという観点からも改案にしてコロナ禍以降のアイデアを募った方が状況にか

なった案が多数、出て来るのではないかとも感じています。" ●1326費用対効果がよくわからない！ ●1327税金の無

駄使い、もっと有意義なものに使ってほしい。 ●1328絶対ムダ‼ ●1329そんなことは日本には通用せえへん ●1330 

２１万もの府民の声を握りつぶした知事・府議会議員は退場してもらうしかないです。 ●1331実生感に影響は現在あまり

感じず、正直”ひとごと”感はあるが府民としてお金の使い道に疑問は感じる。皆が納得のいく方法で活性化できる方法は

他にないのか？ ●1332カジノはいりません！ ●1333いらない!! ●1334大きな問題が出ます。すでに前例がある。や

るべきではない。 ●1335実現性に乏しい。 ●1336今からでは採算がとれないし依存症が多発する心配がある。百害

あった一利なし。 ●1337赤字になるだけ ●1338カジノで大阪つぶすな!!カジノの金で子育て・教育・介護・医療を充

実させよう!! ●1339"国民に大バクチを推進することは反対です。大手製糸会社の元会長がカジノにのめり込み犯罪を

おこした例があります。" ●1340韓国のカジノでは訪れ参加した人が帰りの旅費まで失って中古車屋が出店者を売って

帰る人続出です。 ●1341同じく ●1342同じく ●1343カジノ誘致大反対！ ●1344治安が心配です。10年後 20年

後の事を考えて下さい。 ●1345カジノを作るとギャンブル依存症が増える ●1346工事費がもっとかかりそう。税金の無

駄使い ●1347依存症の人に多くなることが心配です。 ●1348依存症になる。税金の無駄使い ●1349大阪府・市民

には百害あって一利なし、一部の者だけが甘い汁を吸うための IR・カジノは絶対に反対です。血税をもっと大事なことに

使われるべきです。 ●1350"人口減少が続く日本の将来は国際競争が低下し、医療介護費増大など社会保障制度の

給付と負担のバランスが崩壊しつつあります。この先、基礎的自治体の担い手の減少など社会的な問題が深刻化する前

に、我々の税金は子育て支援や出生率を増やせるような制度やシステム、公的機関などにつぎ込んでほしいです。だか

ら、カジノやリゾート誘致など大反対です。" ●1351介護と医療設備を合体させたような、老後も安心の設備を造ることに

お金を使ってほしい。 ●1352ギャンブル中毒が増える危険あり。絶対反対です!!  ●1353設立者が儲かるだけ ●

1354カジノは不要 税金を使うのは他に大事な事がたくさんあるはず…経済的に苦しい人を助けるべき ●1355 もうこれ

以上税金の無駄使いをせず、現に困っている人たちを助けられる様に考えてほしいです。想定も甘すぎるとしか思えませ

ん。 ●1356絶対反対です。 ●1357カジノ反対‼ ●1358カジノ以外にやるべきことやってほしいです。●1359絶対反

対です。 ●1360カジノに絶対反対です。 ●1361経済の発展を博打に求めるな。 ●1362反対!! ●1363夢洲にカジ

ノはいりません!!どこにもいりません!!一ついいことはありません!! ●1364未来に禍根を残さぬよう ●1365カジノで経済

の活性化などあり得ません。その家族は生活破壊されること目にみえるようです。 ●1366カジノは絶対反対です。経済

復興などとは逆行しています。 ●1367成功するか不明、負の資産となる ●1368カジノ反対です。 ●1369子育て、在

日外国人に利する政策を！ ●1370大阪にはすばらしい文化がいっぱいあります。カジノは下品な気がして大阪には不

用です。いらん‼ ●1371バクチ場をつくるなんてのは天下の愚策です。即時白紙撤回あるのみ「維新の会」は税金の使

い道を完全に間違っています。 ●1372 １０年後建物がかたむきます ●1373絶対やめてほしい。他にやるべきことをし

っかりやってほしい（貧困対策） ●1374許さない！ ●1375大阪にカジノはいらない ●1376カジノ辞めろ ●1377賭
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博依存症が増え、治安が悪くなる。 ●1378元々産業廃棄物を埋め立てた汚染され軟弱な地番の土地は IRの為の施

設・超高層ホテルを建設するような土地ではありません。それを税金を何百億も使ってもよくなるものでもないでしょう。外

国人の富裕層の人々が大金を日本のカジノに落としてくれるという夢はもう消えてしまったのですから。カジノは大阪や日

本に何の利益ももたらしてくれません。どうして、それなのにカジノを作ろうとするのでしょうか？ ●1379夢洲カジノはいり

ません。 ●1380カジノを作るお金があったら、教育・介護・医療にそして、コロナ対策に、私たちのお金を使ってほし

い！ ●1381国民の税金を使ってまで作ってほしくありません。 ●1382依存症になる人がふえる。治安が悪くなるので

絶対反対 ●1383何のためにつくるの？若い世代の事を考えていない ●1384カジノは大阪に似合わないです！ ●

1385大切な税金がもったいないことになる ●1386税金が悪いことに使われることになるから ●1387子どもへの影響が

悪くなる。 ●1388大阪がダメな都市になる! ●1389犯罪者がふえるから ●1390ぜったい反対！ ●1391依存症の

人がたくさん出るから ●1392カジノは絶対許さない。 ●1393悪い人がふえるから ●1394治安が悪くなるから ●

1395大阪の治安がみだれる! ●1396大阪府の中でカジノ誘致することは決して許されません。 ●1397カジノは断固

反対だ ●1398大阪がダメな都市になりますから! ●1399大阪の将来がどんどん悪化するから。 ●1400大切な税金

はもっと府民のためになることに使うべきです。カジノは止めて下さい。 ●1401知らないので今から考えます。 ●1402

よくわかりません。 ●1403どちらともいえないので…すみません ●1404大阪府に総合型リゾートは賛成ですが、カジノ

は反対です。 ●1405カジノダメ!!ゼッタイ ●1406カジノ反対 ●1407カジノ反対 ●1408カジノ反対!! ●1409カジ

ノ、総合リゾートいりません! ●1410バクチ場をつくるなんてのは天下の愚策です。即時白紙撤回あるのみ「維新の会」は

税金の使い道を完全に間違っています。のカジノを夢洲に誘致することは、絶対に許さない。●1411ガンバレー ●1412

かけごと依存症にはまる人々が増えると思うので絶対反対です!! ●1413カジノのおもしろさがわからない！おそろしさは

十分理解してる!作らないで!子ども達のために! ●1414目先の利益をのみを考えるのはこわい!!やめてほしいです!切望

します。 ●1415絶対にダメです。 ●1416将来の子どもたちのために夢の持てる施設の建設を切望します。 ●1417

絶対反対 ●1418ギャンブル依存症が増えるだけ。家庭が破滅する所が必ず出てくると思います。 ●1419カジノは認

められない!! ●1420無条件絶対反対です ●1421 IR百害あって一利なし！ ●1422カジノは反対です。 ●1423ヤ

メロ ●1424依存症に落ち入る ●1425夢洲は大地震で危険では？カジノは金持ちが喜ぶだけではないか？ ●1426

カジノで大阪の経済振興などできません。全く、逆行しています。近隣住民にも悪影響が及びます。 ●1427必ずやめよ

う! ●1428普通に考えて、行政（公）が出費してする仕事ではない。 ●1429賭け事の施設に血税を使うな! ●1430治

安悪化や依存する方が多く現れるのではないでしょうか？せめてカジノ等賭博が出来る施設だけは配備をやめて下さ

い。 ●1431ギャンブル依存症になる人が増えたら困るため ●1432日本にカジノは必要ない。お金のある人は海外で

カジノをしてください。カジノをして破産したら生活保護を受けて日本の財政が… ●1433必要ないと思う ●1434少数

意見を大切に！ ●1435大反対、カジノ業者を儲けさせるだけだ!! ●1436環境にも社会にも必要は全く感じません。 

●1437学生です。カジノに税金を使うと聞き納税するのがバカらしく思えて来ました。 ●1438高校生です。私立高校に

通っています。親が働き、家計をやりくりして学費を出してくれています。カジノに使うお金（税金のことです）があるなら家

計支援に回してほしいです。 ●1439問題ばかり。政治家はどうか府民の声に向き合って！ ●1440維新が好きだった

が、この件で維新のやろうとすることがわからなくなった。応援出来なくなりました。 ●1441絶対やめて……!!!!そんなお

金があるなら消費税なしにするとか困っている人にまわしてほしい!!!!!!!署名も無視とか、いかがなのでしょうか？ ●1442

今困っている人、くらしにお金を使ってほしい。収益みこみが 50年後にしか出てこないなんて大バクチはやめて ●1443

絶対反対です!! ●1444賭け事は絶対に必ず誰かが泣く事になる。依存性もあるし。必要が無いと思う。大阪の魅力は他

にぎょうさんある。カジノはいらない。 ●1445カジノとはとばく場 とばくとはばくち 誰かは必ず不幸になる。 ●1446カ

ジノはいりません。カジノより子育てにお金を使うべき!! ●1447カジノより子育てにお金を使うべし!! ●1448夢洲に相応

しくないと思う。 ●1449絶対反対。メリットは皆無。大阪を劣化させる。 ●1450"とばくは「ゆめのしま」にはいらない!!・子

どもの未来のために、本当に必要なところに税金をかけてほしい。・依存の危険をもっと深刻に考えて!!" ●1451依存症

を一番心配です。 ●1452お金儲けか安全か どちらが暮らしに必要ですか？ ●1453ギャンブル反対 ●1454 1、夢

洲まで行って誰が遊ぶのですか? 2、IRは一般的な日本人に合っていません。むしろ日本をアピールしたいなら、どこに

でもある IRで人寄せするより平和な日本.きれいな日本の魅力を出してほしい。 3、日本にアメリカはいりません。 4、目

前の金より質のよい日本を作っていく努力を! ●1455依存症による環境破壊を心配する中夢語に税金を使うことに反対! 

●1456絶対にやめて欲しいです大切な税金他に使うところたくさんあると思います ●1457ギャンブル絶対反対 ●

1458日本はカジノなんかでお金もうけしなくてよい!! ●1459絶対に反対大人の考えを是非 ●1460ギャンブルで経済

成長ありえない ●1461ギヤンブルで大阪が元気になるなんてまちがっている! ●1462負の要素が多すぎる ●1463

何の豊かさも生み出さず人を堕落させ犯罪を生む。そんなものに税金を使うな! ●1464 もうこんなものはいらない。 ●

1465税金のむだ使い絶対反対  ●1466だまされる裏マフィア有る! ●1467ギャンブルのリハビリ施設の件も話に出て

いた様だがそれはナンセンス ネガティブなギヤンブル場所は最初から必要ない不幸な人が増えるだけ豊かになる人は

一部だけ ●1468お金はちがうところに使うべき。 ●1469弱い者、困っている人のために予算を使ってください。 ●

1470 リゾートより堅実な支援を! 「維新」の名が聞いてあきれる!バクチは追放! ●1471絶対反対です。 ●1472健全な

社会を作ってほしい ●1473生活のためにお金を使ってほしい ●1474パチンコ・競輪・競馬・競艇 ギャンブルは十分

街中に普及しており大きな投資をしてカジノ設置の必要なし ●14751日生きるのが精一杯の人がたくさんいます。コロナ
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も多い大阪。まずそちらにお金を使うべき。府民の声を聞いていないのが腹立たしい。IR反対です。 ●1476府民の反

対の声を無視し多額の税金を使って誘致する維新のやり方はひどいと思います ●1477万博にしても IRにしても勝手に

決めてやりたい放題。もっと介護福祉など必要なところに税金を使って欲しい ●1478民意を無視しギャンブル施設でし

かないものを誘致するのは絶対反対です ●1479知事、大阪市長が維新及び議員が維新がほぼ過半数を占めているの

で維新の議員を減らす様に次選挙で結果を出すようにすれば良い ●1480他のこれから先の世の中に役立つ事に使っ

てほしいです。 ●1481カジノは何も生産的なものを生み出さないことに加え客にも負けさせることで成立するビジネスモ

デルのため長期的にみた時の社会的コストが計り知れない為。 ●1482最後まであきらめないでがんばろう！！ ●1483

コロナのような事があって海外からの客が見込めない事も今後あると思います。客が来ないカジノは不要です。日本の子

供達に教育をもっとしていってほしい ●1484娯楽に使うより図書館や公民館にしても良いと思います。 ●1485治安を

悪くしたくないのでお願いします ●1486カジノは絶対反対。再度、議会で議論して欲しい。 ●1487カジノは不健康！ 

いらない！ ●1488必要なし！ ●1489カジノは必要ないと思います。 ●1490必要なし！カジノなんてもってのほかで

す！ ●1491絶対反対ですやめて下さい。 ●1492（IR)カジノ設置に税金を投入する事に大反対です。（もちろん設置

自体に反対ですがまたやという思いです）枚方では 100円バスがなくなり病院行くにもタクシーでという人がたくさん増え

てきています。税金をもっと福祉に使って欲しいです。 ●1493治安悪化が気になる。税金のムダ使いでは？ ●1494

何よりばくちに私たちの税金を使われたくないです。依存症を作りだすことがわかっています。カジノを作らなければ病気

も防げます ●1495 もっと健康的なことに活用して欲しい！防災のこと等 ●1496本当にやめて欲しい！全く！！ ●

1497カジノより大阪府民のことを考えてください。 ●1498やめて下さい！ ●1499つくらないで！他に希望や発展でき

る施設を作れるでしょう！ etc ジブリの森やアスレチック施設！ Etc ●1500ハリウッドのようなショービジネスの町にして

ほしい ●1501絶対に反対です。社会を壊すカジノはダメ。 ●1502売り上げ金は海外に流出する ●1503大反対 ●

1504カジノ必要性は無い ●1505税金無駄をして損をしないように。 ●1506日本はギャンブルが多すぎる。 ●1507

絶対反対！！ ●1508がんばって ●1509大阪府も国政も決まることを前提にしていますが、依存症になった人の状態

は本当に判っておられますか？真剣に考えてほしいです ●1510日本をつぶさないでほしいです。署名をだしたのに。

反対の声が多いはずです。市民の声をきいて下さい ●1511長い目でみても必要ないと思います。大事な税金をもっと

大切なことに使って下さい。 ●1512ギャンブル依存症が増える ガラが悪くなる 外資がもうかるだけ ぜったい反対 ●

1513カジノがあることは決して良いことではないと思います。やくざやマフィアを有識者と呼ぶ府知事や市長は早く辞めて

ほしい！ ●1514カジノ依存による環境悪化 犯罪などが多くなるなどを危惧 ●1515絶対に反対します ●1516是

非々健全に町づくりで！！ ●1517止めろ！！ ●1518いりません ●1519国、大阪を思う府民の思いを「真摯」に受

け止めてください ●1520みどりゆたかな花々と共生できる夢洲に・・・カジノはいりません。よろしくお願い申し上げます。 

●1521住みよい大阪でいてほしいので治安が悪くなることは反対です。 ●1522いらない！ ●1523キライデス ●

1524生活第一 カジノはいらない ●1525孫の代まで借金ではないか！ ●1526入場制限をして誰でも入れないと言っ

ているがそのうち場外（競馬場みたいに）で買えるとかにするおそれあり！ ●1527反対ですが今、現地は！建設状況と

かのニュースはないのでしょうか！ ●1528反対運動がんばって下さい ●1529頑張って下さい ●1530必要ないと思

います ●1531カジノによって治安が悪くなってしまう。観光以外の目的で外国人が集まって来る事によって不安要素が

多くなる。 ●1532大反対 ●1533反対運動に頑張って下さい ●1534カジノより自然や人を大切にする健全な政治

を！！ ●1535国民の為にお金を使って、国民が裕福になってからの話だと思います。 ●1536反対 ●1537他に税

金の使い道いっぱい ●1538バカか！！ カジノ作るな！！ ●1539カジノ反対 治安が悪くなるぞ～ ●1540絶対に

反対です。 ●1541絶対にいらない もっと大切な事がたくさんあります 税金のむだ使いです ●1542まずは白紙 住

民の意思を尊重せよ！！ ●1543自治体は公共性を取り戻せ！ ●1544バクチが悪です ●1545絶対反対 市民の

声を聞け！！ ●1546絶対 絶対に反対！！！ ●1547将来、子どもたちの負担になるカジノはいりません ●1548依

存症を生み出すカジノは必要ない！ ●1549夢洲カジノはいらない！ 教育・介護・医療・コロナ対策にその分のお金を

使ってほしい。 ●1550カジノ IRの是非を問う住民投票要求が 200万を超えたにもかかわらず府議会、知事は IR申請

を出したことは許せない。 ●1551カジノは絶対反対！ 税金を海に捨てるな！ ●1552絶対反対！！ ●1553将来の

ためにカジノはいらないヨ。もっと他にやる事ないのか？ ●1554ヤメルベシ ●1555カジノを作れば大阪市はダメにな

る ●1556風紀が悪くなるから ●1557バクチ依存対策もしないのに、これ以上 世の中をおかしくするな。吉村さんいい

のは顔だけか。がっかり ●1558大阪をラスベガスにする気か‼ ●1559情けないことしなさんな ●1560必要なし‼ ●

1561大阪を情けない町にするな。 ●1562 もっとまともな事をしなはれ。 ●1563カジノいらない ●1564依存性、又は

依存者の方が増えるような…家族とともに家庭崩壊の可能性あり。収益源になる事はいいけれど、むずかしい…？ ●

1565カジノはやめて ●1566カジノ大反対‼ ●1567カジノはやめて ●1568大阪にカジノはいらない。ギャンブルで苦

しんでいる家族がいるのに、なんで作るんや‼ ●1569カジノ誘致大反対！健全な家族を作りあげる為にはカジノは悪影

響しかありません。子どもたちが幸せに暮らす為に税金や公金を使って頂たいと思います。 ●1570松井、吉村やめろ！ 

●1571 メリットよりデメリットの方がはるかに多い。堤未果氏の『日本が売られる』の「ギャンブルが売られる」の項に書かれ

ている内容に維新の会は市民に納得できるように反論できるか知りたいです。 ●1572いらない。良い事なし。 ●1573

カジノやめろ ●1574バクチ場をつくって府民を中毒にするのはヤメロ‼ ●1575日本には競輪、ボート、競艇等ギャンブ

ルが多すぎ。大阪はインテック大阪周辺の空地が数十年放置されたまま。 ●1576他に力を入れる事、多々あるはず。ギ
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ャンブラー育成は不要‼ ●1577人の不幸で金もうけるな。カジノは経済対策にはならない！ ●1578大阪をバクチのま

ちにしないで‼ ●1579（母として思うこと）側になければ「ついその気になる」ということがあります。未来の子ども達に、とも

すれば「依存症」が出てはなりません。人間の考える「遊び方」をもっとシンプルに考えていく時代を見直して欲しいと思い

ます。 ●1580つかわない ●1581あほの大阪人間にバクチをやらせるな‼ ●1582バクチは心が貧する。 ●1583でき

るだけ、平穏な大阪市を切望します。●1584推進派の言うように経済発展にはつながらない。来阪者は増えるが、大阪の

経済に寄与はしない。逆に治安の悪化をまねく。●1585青少年に悪い影響を与える。ギャンブル症の人が多くなると思

う。 ●1586絶対反対‼ ●1587税金のムダ使いは絶対するな ●1588ギャンブル依存症の為、反対。経済優先の政策

に反対。国民を守る方向に政策を進めてほしい。●1589大阪経済の基盤がカジノになるなんて恥ずかしい。ギャンブル

に府政が加担するなんてありえない。●1590他に優先すべきことがあるのではないでしょうか。 ●1591カジノで大阪は

滅びます。絶対反対！ ●1592他にやる事あるやろ ●1593治安が悪くなる ●1594 もっとまともな事をしなはれ。

SDGSに沿った街の活性化を願います。消費文化をもう限界では。 ●1595反対 あかん ●1596絶対反対です ●

1597良いところばかりではなく、負のブウ分が多すぎる。※オリンピック汚職が参考になる。 ※信じられない政治家の関

与 ●1598住民の声を聞かないという態度は余りにも傲慢すぎます。 ●1599絶対反対です。必要ありません。 ●1600

絶対にやめてください。 ●1601絶対反対です。 ●1602都構想は 2回も民意を聞いたのに、カジノの民意はなぜ聞か

ないのか？？？ ●1603我々の税金でこんなものは要りません。 ●1604 もっと他の所にお金を使ってほしい！コロナ

対策や子育て教育福祉に力を入れてほしい。●1605治安の悪化などの深刻な問題が起きても３５年間は破棄できない

のは不安です。 ●1606子どもや孫に負の遺産が残らないようにしてほしい。とにかく不安です。 ●1607 くわしく説明を

してほしい。 ●1608パチンコでこりた ●1609いろんな意見があるので、住民投票をすべきだと思う。 ●1610かけごと

反対 ●1611何がなんでも絶対反対‼ ●1612子どもたちに良くない環境をつくらないで、もっと違うところに税金を使っ

てください。 ●1613やめてください ●1614「負の遺産」になるのはあきらかです。大阪の魅力はカジノに頼る必

要はありません。頼ってはいけないと思いますし、うまくいくとも思いません。間違った方向に進まないでほ

しいです。●1615 府税をつかわれるのが納得いきません。●1616 必要でない事業に大切な税金を使わないでほ

しいです。●1617 どうか私たちの税金を無駄使いしないで下さい。●1618 ギャンブルはダメ ●1619 合成がバ

クチを推奨し、成長戦略と宣伝。ダメです‼ ●1620 ごみ処理に困り大阪湾に投棄して出来た島に大金をはた

いて地盤沈下の続く、ごみの島。なぜ多額の税金をつぎ込むのか？ギャンブル依存症の人間を養成するのです

か？ ●1621 大阪にカジノは必要ない。大阪府民の声を。カジノより大切なものがある。聞く耳をもて。●

1622 ゴミを使って埋め立てた島とのこと。PCB もあるとか？ ●1623 土壌汚染された夢州にはカジノは造れな

い。税金のムダ使いは中止を！ ●1624 ゴミや産業廃棄物で埋め立てと聞きました。安全でないので OUT 

●1625 税金のムダ使いだ ●1626 税金を無駄に使わないで下さい‼ ●1627 聞く耳を持って下さい。●1628 府

民のために税金を使ってください。●1629 凶悪な犯罪が予想される ●1630 反社会勢力の温床となるカジノに

反対 ●1631 他に使って下さい。子どもと高齢者へ ●1632ギャンブル依存症をうむカジノ、大反対●1633カジノ

やめてください●1634 もしもカジノにのめりこんでしまう人がいて、借金、ギャンブル依存、家庭崩壊、虐待、DV…が起こ

ったとしたら、大阪府は責任をとってくれますか？依存しない強い人ばかりではありません。誰かの人生をめちゃくちゃに

するかもしれません。本当にお願いします。もう一度お金の使い方を考えなおして下さい。大好きな大阪を大好きのままで

いたいです。●1635治安が悪くなりそう。不安しかない。強く反対します。●1636カジノはいりません。カジノより他に使わ

なければいけない政策があります。税金を大切に使って下さい。●1637カジノ誘致で経済効果なし。負担のみ住民に押

し付ける●1638カジノ反対 いらない‼●1639カジノはいらないです。皆が楽しめるのが大切●1640 インバウンドを見込

んで IRを建設してもコロナ禍では外国人は沢山来ない。結果赤字になる。カジノでギャンブル依存症の人が多く出ると家

庭崩壊になる。●1641議員年金を国民と同じにする！議員の数を減らす！お金持ちが日本にきてお金を落とすなどなど

今の日本、世界の状況をまったく考えていない！カジノをこのまま進めたら、次の選挙では確実に落ちます。カジノ反対

●1642 この何年かで大阪の文化的なものが、どんどん消えていって、ついにカジノの登場です。こんな大阪に住みたい

ですか？●1643大阪にカジノは絶対いらない●1644府民の精神を蝕む政策にお金を使うのは絶対に反対です！●

1645依存症の人を増やすカジノに反対します。●1646 もっと府民に還元してほしい●1647ギャンブルで公的収入源を

得るのはオカシイ！個人でするとつかまるのに。●1648ギャンブルは子どもにも悪影響です。人の心にもよくない。必要

ありません。●1649カジノはいらない。●1650絶対 反対です。●1651人生に賭け事はやめてほしい。●1652心身の

健康を侵すカジノを何故誘致しようとするのか理解できません。府民に告知もなく話を進めたことにも激しく憤りを感じま

す。●1653カジノより教育費を‼●1654不幸になる人を生み出すカジノはいらない！●1655カジノは必要ないです。ギャ

ンブル依存症を増やすだけです●1656絶対反対です！●1657住民投票の結果さえ無視する維新。ゆえに維新を選挙

で落選させるしか方法はないと思います。●1658カジノ、ストップ‼住民の声に聴く耳を持って、カジノ白紙へ！●1659カ

ジノ、ストップ‼賭け事で人生を狂わす事業、いりません‼●1660カジノ、反対‼府税は府民の健やかな暮らしに使うべき●

1661バクチはいらん！●1662絶対反対します。バクチは身をほろぼし、国を貧しくしてしまう。●1663維新は辞めろ！●

1664税金のむだ使い。もっと子どもの健全な教育など将来の宝物に使ってほしい。●1665カジノはいりません。●1666

環境の悪化が心配●1667必要性を感じない●1668税金のむだ使い反対です！●1669万博の電気業者は上海電気。

関電とちゃう。裏の業者は分からない。ある●1670カジノは人をダメにする。若者によくない事だと考えます。●1671ギャ
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ンブルは環境が悪くなる●1672子育てに方にお金をまわしてください。●1673つくらないでほしい！●1674地震がきた

ら、あんなところ大変になるから作るのは反対です。●1675他にする事があると思う。これ以上日本をダメにしないでほし

い‼●1676花火でも打ち上げるようなもので、子どもみたいに目立つことがしたいだけやん。●1677カジノ反対！●1678

大企業が好きなだけ。票がほしいだけ。●1679 コロナの後にわざわざ大金かけてしないで下さい。途中でやめる事も英

断だと思います。なぜ賭け事を府が率先してするのですか？●1680反対派●1681目先の経済優先（らしさ）よりも健全

な未来を子ども達に残したい●1682説明責任を果たすべきです●1683 しなくてはならない事が他にもあると思います。

●1684カジノは不要です‼お金のムダ使いです。●1685バクチに税金使うな！●1686ギャンブル依存症を作るだけ●

1687工事費に疑問がある。倍以上になるかも？未来的に不算々になる。●1688ハマりにハマりどう仕様もない人が絶対

にでてくる。お金に関して色々な問題発生●1689維新は勝手すぎる。身を切る改革だけにしてくれ！●1690絶対反対

です。賭け事を禁止している国が、なぜ賭け事をするんですか？子どもにどう説明できますか？●1691負の遺産になる

●1692ずぶずぶの軟弱地盤に莫大な公金を投入し、ギャンブル依存症をふやし、５０年以上先まで府市民は大きな負担

を強いられる「夢州カジノ」は絶対に反対いたします。●1693賭博など公のすることではありません。ぜったい反対しま

す。●1694ついでに万博もやめて●1695将来若い世代に悪影響になる様な施設は絶対いらない‼●1696大阪を維新

から守ろう！止めてください、税金のムダ使い！●1697ギャンブルなんてとんでもない。断固反対です！●1698 ①．府

民にカジノ（ギャンブル）を推奨する行政（施策）なんて、そもそもあり得ないこと。 ②．近所の方 100人に聞いたところ、

賛成派わずか 4人、反対は大多数（署名運動時の状況）●1699ムダな税金を使うな！●1700大反対です。●1701人の

不幸で吸い上げたお金で経済成長なんて全く考えられません。絶対反対！●1702カジノなどに税金、公金を使わない

で下さい。●1703賭け事ないや。夫はパチンコでこまった。3万円すぐなくなった。息子娘に言ってみる。市役所前に持

っていく。●1704やっぱりギャンブル依存症です。パチンコでもでているのに。●1705大阪だけでなく日本にカジノはい

らないです。税金の無駄使い。将来のためにもカジノは？です。●1706負の遺産を残すことになる。●1707府民がいら

ないと言っているのに、なぜ作ろうとするのか？●1708思いつきでするな‼●1709絶対反対●1710町の空気が悪くなる。

●1711カジノより国民に対してやるべき事が有るだろうに。●1712都構想の時は 2回もやったのに、（しかもコロナで大

変な時に）おかしくないですか‼●1713 もうたくさん。大阪には多くのバクチ場がある。公園とか住宅、又は工場必要。●

1714ギャンブルは勝っても負けても人生を狂わすものです。昔はご法度だった筈！それを行政が勧めるなんてとんでも

ないことです。大型開発に大金をつぎ込むのでなく、府民が暮らし易くなるように教育福祉文化等にこそ税金を有効に使

ってほしい！●1715多くの税金は市民多数が必要とする所に使ってほしい。●1716賭け事で金もうけをするなんて。もっ

てのほかです！●1717今年あった、間違って振り込まれたお金（公金）をカジノにつぎ込んだ事件で分かった事、カジノ

からのお金の流れがどんだけ汚いか！汚いお金の「沼」いらない!!!!!●1718立場は違うが統一教会と同じ依存症になる

のでは！●1719維新つぶれろ‼●1720いらん！●1721一家の財布を預かる主婦です。使いみちですが、まずは何より

も生活優先です。借金してまで遊興費になんて決して充てません。府も同様ではないのですか？●1722カジノが大阪の

負の遺産になることは目に見えています‼絶対に反対します‼●1723カジノ誘致で大阪がつぶれてしまうのは目に見えて

います‼反対‼●1724いらん●1725バクチ、カジノはあかん●1726大阪に日本にカジノはいらない。●1727カジノで儲か

る時代は世界的に終わっています。公的事業の高コスト、中抜きの方が、税金のムダ使いで、日本が壊れる。●1728カジ

ノは大阪の人々の生活をハカイしていくでしょう。●1729府民に役立つ政策をもっと考えて下さい。カジノ絶対反対！●

1730絶対反対です。●1731府民の命や暮らしを破壊するカジノには絶対反対です。●1732南海トラフが発生したらどう

しますか？府民の生命を大事にすることが大事。金もうけ絶対反対●1733多額の税金を投入するのは許せない‼●1734

絶対反対！何でこんなもん作らなあかんの！●1735パチンコ屋さんのチラシのすみにやりすぎると依存症になる主旨の

一行を見つけました‼カジノは大阪にいりません。もっと心癒せる計画をして下さい。●1736カジノを作れば大阪市はダメ

になるつくるのは別に反対ではありませんが、税金を使うのは×です。●1737土壌対策に税金を使われるのは反対。もっ

と福祉などに税金を使って欲しい。●1738一部の人が利用するものには賛成できない。●1739カジノ依存症を作らない

為、反対します。●1740かけ事はのめり込んで生活をこわす確率が高いので絶対反対です。まじめに働いて生き抜いて

いける賃金を保障することに知恵と力をそそぐ政治に力をそそいで下さい。●1741他にもっとお金を使うことがあるので

は。例えば低所得者への援助や年金所得者への援助等々●1742カジノはいらない‼●1743パチンコ、競馬で充分●

1744大反対。自治体がカジノでもうけるなんて言語道断。●1745あまりにもむちゃくちゃな計画、方針で大阪がもっと貧し

くなります。普通に暮らせるようにして下さい。●1746依存する人が増えそう。●1747「イソジン」のエビデンスはいつにな

る‼吉村さん、いつやめる⁉●1748人の不幸を前提とした行政は明らかに間違いです。●1749大反対です。カジノ毒で

す。●1750ギャンブルなんてもってのほか●1751税金を何だと思っているんですか？●1752依存症の人をふやすな‼

●1753カジノは反対 明るく健全で美しい大阪にしましょう！●1754 ・カジノ誘致撤回希望。・大阪府民を大事に考えて

下さい。●1755反対●1756税のむだづかいはダメです。 私の父親がギャンブル依存症でしたので困ります。大変でし

た。●1757一部の者にのみ利益を生み、大多数の人々を不幸にするカジノ誘致は許せないと思います。負の遺産になる

施設を税金投入でつくることはストップするべきです！！●1758子供達の未来を奪うカジノ反対です！●1759世の中は

きびしいのにカジノなんか作るってもってのほかだ？●1760カジノは大阪人は反対です●1761年齢の 18歳以上・17歳

以下の意味がわかりません。私 70歳以上はどう考えればいいのでしょうか？●1762カジノはよそへ持って行け、大阪に

カジノはいらないよ。●1763カジノは絶対反対？●1764カジノ反対 もっと健全な財政的な事を考えてください。●1765



15 

 

昭和生まれの人間ですがもう一度そのころに戻りたいです。そのころの時代にはカジノなんて考えてなかったと思うので必

要ないです！●1766カジノは必要ありません もっと大事な事が大阪では沢山あります。もっと考えて下さい！！●1767

子供達のため 男の人のため●1768誰の為 何の為 よく考えて下さい！●1769自治体がてら銭かせぎするようでは世

も末じゃ！●1770カジノに頼らず 地道に働きましょう●1771 もっとちがった形で使用する事をのぞむ●1772どんな依存

症も、もとに戻るのは大変な労力がかかります●1773風紀がみだれるのでイヤ！●1774ギャンブラーはいらない！ もっ

と一人一人有効なお金の使い方をしてほしいから●1775ギャンブルなんて正しいお金の使い方ではない●1776カジノよ

り子育てや介護・医療にお金を回しましょう●1777大反対●1778やめて下さい。●1779ギャンブル依存が増える為に反

対●1780カジノなんか無理に決まっている●1781大反対 してほしくない。●1782ツケを残すな。●1783ギャンブル依

存症を助長するカジノは絶対反対！●1784人の心を毒にするようなものはいらない●1785人民の意見をきけ！●1786

行政の正道を！●1787家庭や本人の崩壊が起こりやすい●1788 こわいから●1789ギャンブルがきらいだから●1790

外国人が多く来て治安が悪くなるから●1791カジノで税金、年金をつかうな●1792問題が多すぎます。中止して下さい。

●1793将来役に立つものを建設して！ カジノなんてもってのほか！ 反対！反対！●1794カジノは不要です。●1795

カジノはいらないです。 府民の声に耳を傾けて下さい。 耳も頭も心もない政治は必要ないと思います。未来もないと思

います。●1796大阪府民を始め日本国民から所得を搾取するだけでギャンブル依存症にもなり兼ねないカジノに断固反

対です。維新はサンズを始めとする IR事業者と癒着しているに過ぎません。●1797カジノに税金使うな！！●1798ギャ

ンブル依存はたいへんな病気です。ギャンブル依存を増やさないでください。●1799府、国の豊かさは生まれない●

1800なぜカジノが必要なのか理解できません。公費を使うのなら府民の生活に直接役立つものに使って欲しいです。●

1801治安悪化するから●1802税金のムダ使い●1803スマホでも出来るのでもうからないと思います。人も集まらないと

思います。●1804ギャンブル依存症の人がふえる●1805年金ふやせ●1806まともにつかえ●1807大阪にカジノはいら

ん むだな金つかうな うちらにつかえ●1808今でもパチンコ依存症で家族が困っていると言うのにこれ以上賭け事は増

えることに反対です。●1809民意を無視しないで欲しい。「住民投票して！」という声は切実だった。耳を傾けようともしな

い政治はいらない。選挙で議員が多数になったから…というなら公約に大きく掲げて戦うべき。問題を知らない府民に知

ってもらう この「見える化カード」いいと思います！●1810別に必要ないからいらないと思う。もっと公共のものに税金を

まわして欲しい●1811カジノで楽しめる人はおかしい！ お金の使い方をもっと考えて！ 困っている人はたくさんいます

よ！●1812有益な事を考えて！ カジノなんて情けない！●1813和歌山市のカジノ誘致の話は一旦ストップしました。

賢明な判断だと思います。カジノは遊園地ではありません。子どもにきちんと働いて生活していくことを伝えなければ…●

1814カジノなんてとんでもない！！ 「府民の恥」だ！！●1815お金持ちのあそびを大阪でやらないで。パチンコのよう

な庶民性はないので●1816バクチは不要●1817絶対ダメ！●1818府民の意見を聞いてください。署名もがんばって集

めたのに。無視されたと感じました。●1819カジノで得るもの、失うものを徹底的に洗い出し議論をつくすこと。その内容を

オープンにし後にまで残しておくことが必要。もしカジノで得るものが観光客だとすると別の手段で同じ効果が得られること

がないか、もし土地造成に巨額がかかるならそのお金を後世に有効に活用できる別のことに（例、科学技術の発展等）あ

てた方がもっと有効ではないか。など税金が無駄にならないようあらゆる角度から検討すべき。●1820バクチ場作るのに

反対。ギャンブル依存症に反対。子供や孫の負の遺産残すの反対。●1821カジノは大阪に必要ない。●1822絶対反

対！●1823海外・国内の富裕層頼みの乞食産業（施設）ではないか 反対だ●1824費用対効果が低すぎると思いま

す。少なくとも 10年でもとがとれる案でしたら賛成します。よく知恵をしぼって立案して下さい。●1825税金のムダ。●

1826採算が立つのか？ぜったいムリと思う。数字を見てもう一度ちゃんと考えてください。●1827反対です。よろしくお願

いします。●1828府民は望んでいません。外国人も来ません。●1829カジノより大事なことがあると思います。●1830カ

ジノ～ノ～ だめ●1831生活保障を第一に カケ事いらない反対。依存症する人が出てきて生活がこまっている人を第一

にして欲しい●1832大反対●1833カジノはいらない！●1834 まきあげたお金を庶民の生活に回すのはおかしい！●

1835子供達に豊かな社会を●1836 もっと丁寧な論議を希望！！●1837依存症とか心配●1838カジノは必要でない●

1839治安が悪くなりそうなイメージがあります。●1840絶対反対●1841やめろ！！●1842ギャンブル反対●1843社会

が不安定になる●1844大阪イメージが悪くなる●1845治安が悪くなりそうなので●1846絶対反対です●1847カジノは

絶対反対●1848大反対です！！庶民が困るだけ●1849府民の意思を聞いて下さい●1850"夢洲の土壌問題で国が大

阪のカジノ許可を見直すかもしれないとネットで見ました。夢洲カジノは不可能だと思います。●今、円安が進んでいるの

で最初のもくろみより府民の負担が増えるので絶対許せません。"●1851円安なんだからもっと産業の活性化乃至産業を

戻してゆくような視点を持ってほしい。IRは方向性がちがうと思います。●1852吉村知事は市民をよく考えるべき。●

1853利益が上がらないから●1854 こうえんとかいろいろとあそびたい●1855 こどもがはいれるようなたのしいばしょをつく

ってほしい。小 1年生●1856ぜいきんをつかうならきゅうしょくひをむりょうにしたりみんながよろこぶことに使ってほしい●

1857作る金があるなら公園とかにつかってほしい●1858反対！！●1859絶対反対！！●1860 リゾートはいいとしても

カジノには反対。海の環境に影響を与えることになりそう●1861ギャンブルは人間性を破壊します。カジノはその最たるも

のです。私はカジノに全面的に反対します。●1862不健全な遊興施設からいろいろトラブルの多い世の中になる●1863

お願いです。平和で穏やかな日々をおくらせてください。IRなんていらない。●1864夢洲の土壌対策に 790億の税金を

使うなんて、ありえません！！松井市長は「税金は使わない」と言っていたのに。軟弱地盤の土地、このまま続けたらどれ

だけの税金が使われるのか。府民のくらしのために税金を使ってください！！何よりも大阪にカジノはいりません。●1865
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ギャンブルで大阪を発展させるという発想が理解できない。統合型リゾートという言葉でごまかしている。そもそも地盤のゆ

るい夢洲につくるなんて税金のムダ使いでしかないと思う●1866「カジノ」で大阪を豊かにという発想がそもそもおかしい。

間違っていると思います。うまくいくと思えないものに莫大な予算を使うのは許せません。カジノよりくらし！●1867カジノよ

り府民のために！！カジノなんかいらん！！●1868カジノは必要ですか？誰が得をするのですか？もっと文化的なもの

にお金を使ってほしいです。●1869結局、税金のムダ使いでしかないカジノは絶対だめです！●1870絶対反対です。

たくさんの若者がギャンブル依存症になるのが目に見えています。●1871住民投票をすべきだと思います。●1872僕た

ちの未来は僕たちで決めたい。IRなんていらない。●1873多額の税金を使っての誘致は許せません。●1874ギャンブ

ル依存症は本人も家族も苦しみます。反対です。●1875カジノ誘致をする知事はいりません！！●1876地域への悪影

響、ギャンブル依存症の増加が心配です。もし実施するのであれば、住民投票をしてから行うのは難しいのでしょうか？●

1877習慣になるのが恐ろしい。●1878絶対反対です。●1879ギャンブルで府政を運営することは許さない！●1880カ

ジノは絶対に反対です。●1881小さな声でもお願いします。頑張っていく事が大切だと思う。私達の力を出すチャンスを

ありがとう●1882悪政反対●1883政治家利権全部クソ●1884パチンコ屋だけで充分すぎる。●1885反対です!!●1886

ギャンブルは反対です。●1887それよりも他に国民のためにやる事があるだろう！●1888"維新は 2度も住民投票を押し

付けて来たのに府民が願う住民投票は握りつぶす‼ いったい誰の為の政治をしているのか‼"●1889"ギャンブル依存症

が増えて大変になることが目に見えています。ギャンブルで潤す経済なんて持ってのほか‼ 良いことは一つもありません

‼"●1890 もっといいお金の使い道があると思います。こどもたちの未来のために。●1891子どものためにお金を使って下

さい。●1892〝・とばくは反対・・土地代や建設の費用など、税金の使い方どんどん費用がふくれあがっていて何かおかし

いと思います。 もっと必要なところ・子供達のことに税金をつかってほしい！"●1893カジノがあったらやめられなくなっ

て食べるものが買えなくなった人が死んでしまうかも知れないから。●1894勝手に人の税金を使わないで●1895絶対反

対です。●1896カジノ依存症が心配です。絶対反対！●1897カジノなどの不健康な収入ではなく無駄遣いの削減をし

てほしいです。市民の声をきく政治に●1898都構想で住民投票を 2回するのなら IRの誘致も住民投票でして決めて欲

しい。民主主義を無視している。●1899ギャンブル依存症の方を増やすとはお考えにならないんですか？●1900頑張

ってください！●1901病人が増えるだけです。心の病人が増えるだけです。ムダなお金を使わないで福祉にまわして！

●1902カジノは無駄だ！●1903絶対反対。ギャンブルいや。●1904日本を守ろう●1905社会がみだれる感じです。●

1906絶対反対です●1907世界はコロナや戦争、人種差別云々食料も不足しているのに何がカジノですか？人々を不

幸にするばかりです、カジノ大反対●1908カジノは大阪にいりません。反対している人、苦しむ人がいるのになぜつくる

のでしょう。すぐにやめてください。●1909何の為に！他にすることあると思う。●1910私たちの税金をカジノ誘致に使う

な！●1911後悔すること間違いナシ！●1912医療・介護・保育に予算をまわして！●1913子どもから大人、障害のある

人、ない人すべての人がたのしく憩える“夢”の名前にふさわしいリゾート施設をつくってほしいです。そこにカジノはいら

ないです。●1914税金は子供のために使ってほしい●1915カジノ反対！依存症者を生み出すような政策は愚の骨頂！

やめて！●1916万博も反対。万博公園で開催すればと思う。夢洲は物流拠点がふさわしい。●1917ギャンブルで儲ける

人のために公金を投入することに反対です。一人一人考えたいと思います。●1918大阪カジノに絶対反対！！反対署

名無視したのは許せない！！●1919カジノを独占的に特定企業に優先的に行うことは許せない！！●1920カジノをつ

くるとそれでお金を使いその為に借金をしたり生活に支障が出る人が増える。●1921大阪カジノはいらないです。●1922

いらん●1923 とにかく子ども達の未来に負債残したくない●1924他にすることがあるだろ！！●1925あまり必要性が無

いと思う●1926かじのはいりません 

◆賛成●1927カジノに行ってみたい 

◆反対●1928 カジノは必要ないと思う。府民をもっと裕福にして下さい。●1929 おかしくないですか？苦しい人を

助けずカジノ、カジノと言う人々は。大阪はダメになる。●1930 夢洲で楽しむ人は誰？府民は苦しむだけ。未来が見えな

いやん。●1931 苦しいのはもういや。生活が年々まずしくなってきてる。カジノ反対！！●1932 僕達の未来はどうなる？

カジノなんかいらない。●1933カジノで大阪が汚れる。府民が苦しむだけ。●1934カジノより大事な事。府民のいのち。●

1935 先に市民の生活をよくしてください。●1936 依存症の人が増えるし、環境が悪くなると思う。これからの若者達にとっ

て負の遺産になる。●1937 僕はカジノ反対をおばちゃんから聞き、僕はカジノは将来いらないと思うのでカジノは反対で

す。●1938私はカジノ大反対です。●1939子供達の将来を考えると絶対カジノは要らないと私は思います。●1940地盤

が悪い所に作っても費用がかかりすぎてしまうのではないでしょうか？その為に公金が使われ、他の福祉に影響があるの

ではないでしょうか。●1941 維新の会と公明党の賛成で予算案も決定しようとする事なので仕方がないことでは…と少し

諦め気味。●1942 税金を市民生活を豊かにする為に使え！介護保険料を下げて！道路、緑化、街灯ちゃんと直して！

●1943税金のムダ使い。●1944大反対。●1945治安が悪くなる。●1946ギャンブル依存症になるからダメです。●1947

カジノ絶対反対！●1948埋立地盤改良になんぼ税金つぎこむねん。●1949市政への要望いっぱいあってすぐ言えない

位。●1950 街の安全。税金を大切にしてほしい。●1951 前から反対でした。●1952 会議場→今や Zoom が一般的。展

示場→バーチャル。カジノ→オンラインカジノ。リゾート→ひらパーがつぶれる数字。ビジネスモデルが古いのは万博も同

じ。もうやめたらどう？万博も。●1953 カジノ反対。反対。々々々々々●1954 東京ではなく大阪ディズニーランドをつくれ

ばよい。●1955 公営ギャンブル（競馬や自転車）と同じようなもの。金を使う。●1956 税金もいっぱい使う。ギャンブルイヤ。

前も署名した。●1957 カジノはダメですよ。ラスベガスもパチンコ業界もかたむいていますし。前頭葉大切ですヨ！●1958
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吉村はやくやめろ。お金を使うばっかりで。万博とかやめてほしい。●1959 大阪の税金を入れるとなんぼでも消費税上が

るよね。●1960 品がなくなる。●1961 風紀が乱れるため。●1962 ギャンブルいらん。●1963 絶対に大阪市を守る！●

1964 ギャンブルいらん。●1965 子育てに応援する支援がほしい。●1966 よくない。こんなところに書かれんぐらいいっぱ

い。公営ギャンブルも同じ。●1967 お金のムダ使い。●1968 税金をムダに使わずいのちとくらしを守ってください！●

1969 税金は賭博場ではなく、もっと他のことに使って！●1970 ムダ使いやめて！●1971 カジノで得た利益は大阪に還

元されるのか。利益の見える化するのか。●1972 パチンコだけでも負けて大変なのにカジノなんて問題外。●1973 商業

都市大阪に儲け事の街にする事は変だと思います…。●1974 カジノ業者の仕業には裏がある為誘致で建設を企てようと

している事は絶対阻止しなければ後悔どころでは済まされない問題が次々に起こります。●1975 あがりで成長やらしい。

●1976 年金下げないで！弱い者をこれ以上いじめないで！●1977 弱い者ばかり犠牲。おかしい！●1978 今の政治は

ダメ！何もかもメチャクチャ。納得出来ない事ばかり！●1979根気強く前進のみです。●1980 大阪をこれ以上低下さ

せてはいけません。市民政党立ち上げ。●1981子育てママ。●1982バクチはいやです。●1983カジノ絶対あかん。公明

党支持。●1984 治安悪くなる。バクチやろ。●1985 カジノはいりません。主人でこりごりしました。●1986 人間だめにする

ギャンブルダメ。維新の政治姿勢がキライ。●1987 依存症が心配。●1988 カジノに私たちの税金を使わないで！●1989

物価高騰に対しての給付金を一部の人にではなく、府民の為に使ってほしいです（カジノ建設費用を充当して下さい）。

●1990 カジノよりも福祉を大切にして！子どもたちの未来にカジノはいらない。●1991 治安悪化が心配。●1992 賭け事

あかん。あんなもんに税金かける×。●1993 1 歳の子供がいますが子供の未来のためにもカジノは不要です！●1994 

40～80 歳までパチンコ通い。孫の世話もほっといて通った。家売ったお金も全部パチンコに使った。85 歳になる前に娘

からやめてと言われてやめた。カジノは作ったらあかん。●1995 絶対アカン。●1996 いらないでしょ！●1997 カジノ反対。

命と暮らしのためにお金は使って！●1998 賭博反対！●1999 どう考えても悪い事しかないのに税金は使い道が違うだ

ろ！と思います。●2000維新の会さんがギャンブル依存症対策。●2001未来のためにカジノはやめて下さい。もっと困っ

ている人などの人たちのためにお金を使って下さい。それが正しいお金の使い方だと思います。●2002 一回勝ったらま

たやりたいってなる。●2003 税金をそこに使うなら医療や保障に充ててください。●2004 税金のムダ使い反対！●2005

大阪をバクチ場にするな！もっとやる事いっぱいあるやろ！●2006 粘り強く頑張っておられる事に敬意を表します。維新

政治に終止符をうちたいものです。●2007 うーん、どっちかと言われるとむずかしい。●2008 お金がない（あったら行く…

フフフ）。●2009 博打で賭博やから。今は若い人らでも若い人達がお金をかけて行って良いことなくなるのは見えている。

店商売人は税金かかるだけでこれの場合は税金どうなるの？かかるの？●2010 賭け事にお金使うから反対。私らの生活

よーならんから。●2011 絶対あかん。●2012 絶対反対です。●2013 何を目的にするのか良くわからないから？●2014

バクチイラナイ！●2015カジノ誘致はバカげた事です。絶対必要ありません。反対します。●2016大切なお金をドブに捨

てるような愚かな行為に断固反対します！●2017カジノと投機、どっちもバクチです。今までに 27～48才まで大切なお金

をドブに捨ててきました。家族の生活はケチって質素に。制服のない小学生時代の娘の服もケチって。●2018 バクチは

個人のやる事も公がやる事も大嫌いです。お金はこつこつと働いて稼ぐもの。使う時もよく考えて使うものです。飲む、打

つ、買うも大嫌いです。●2019 他人の不幸の上に成り立つ事業は良くない。●2020 カジノは絶対にほとんどの人ははま

ってしまい人生を苦しめるだけです。●2021 ガンの治療中。カジノなんかより生活がちゃんと出来るように。年金下げられ、

高物価で食べるものがおぼつかなくなってきている。●2022 絶対反対。依存症が増える。●2023 ギャンブル依存症にな

る人が増えて家庭崩壊で不幸な人がいっぱい増えるので。●2024 いらないから。そのための費用を他に回してください。

●2025 カジノに使うお金を子供へお願いします●2026 家族がめちゃくちゃになる●2027 生活がくるい 自殺がでるであ

ろう ナンのメリットもない●2028 もめごとがふえる ギャンブル好きが不孝になる●2029 ごらくは、パチンコとか、競馬だけ

でいいと思います。●2030 コンテナがとれなくなる●2031 ロクなもんやない。●2032 大阪市の金をつかうな●2033 治安

が悪くなりそう●2034バクチ（浅田 均の親せきの方だそうです）●2035署名したのに！！●2036年金は削られ生活メチ

ャクチャ。軍拡なんて！●2037街灯が消えたままで建設局に何度もＴＥＬしても放ったらかし。危なくて仕方ない。カジノな

んかより生活・安全の為に使って欲しい。●2038 カジノはいりません●2039 道路の白線や医療など、市民のための施策

をきちんとしてください●2040頑張ってください。●2041依存症になるから反対●2042維新の会はうさんくさい●2043若

者が理解してなくて行ったら困るので・・・ 先々の大阪の為に反対です。●2044 夢洲カジノ絶対反対！ 府民の声を聞

かず自分たちの利権ばかりあさっている維新にはトットト退場していきましょう。●2045 百害あって一利なし！●2046 バク

チするな！●2047 犯罪のイメージがある （１０代 女性）●2048 カジノを作るという事を聞いたことがない・・・。 でも、い

る・いらないと言われたらいらない！ （３０代 女）●2049 ぜいきんのムダ （５０代 女）●2050 府民のために日々運動し

て下さってありがとうございます。カジノなんか絶対いりません。もっと府民のためにお金を使って下さるよう願うばかりです。

よろしくお願い致します。●2051 もっと物価対策に使うべきだから●2052 計画も予算も何もがズサン。断じて容認できな

い。●2053 絶対反対！●2054 これ以上、大阪府民を苦しめないで！！●2055 生活困窮してきてるのに何がカジノや！

●2056維新を倒し、新しい国民による政党を作るべきです。●2057 ヤメロ！！●2058 税金の無だ使い 子供達の為に

税金を使うべし●2059 もうかるはずなし 無だずかいにすぎない●2060 絶対反対です！●2061 無駄な税金を使い、充

分な税の使い道の説明ない。●2062カジノ失敗するのは明白●2063税金は大切にしてください！●2064内容の詳細を

明らかにせず、ただただ多数決だからと進めて、使わないと言っていた税金を投入するとは！！ ひどすぎると思います。

●2065 時間とお金を、健全なみんなかって 豊かに思うことを計画することに使って下さい。環境では壊 等 課題はいっ
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ぱいです。●2066 維新の民意を反映しない政治は政治家として失格です。大阪はダメになります。維新では。●2067 大

阪にギャンブル場はいらない！！●2068切りが無いぐらい生活が苦しい毎日が続きます。●2069維新はメチャメチャ 大

事な事にお金使っていない！！●2070治安が悪くなるから●2071 バクチなんか「絶対反対！」言っておられた●2072

府税をムダ使いしてほしくない！●2073 カジノ以外のことを！！●2074 維新が大嫌い。すべてナイナイ尽くし。●2075

人々をあてにするな●2076 税金の使い方（カジノに対して）が疑問 コロナで困っている人々のもっと支援を！●2077

知人 ギャンブルのめりこんだ人 知ってる ギャンブルはダメ （７０代 女性）●2078 カジノを作っても 何も良い事はなく 

悪い事ばかりと思います。●2079 ギャンブルで人間が悪くなる●2080 言えばキリがない。 ７０代 男性●2081 必要ない

ことはやめて欲しい●2082 税金使用やめて欲しい。●2083 絶対に反対です●2084 生活のリズム、税金を市民の為に使

う事が市民の幸せである！●2085ムダ使いやめて●2086中毒になって人生が狂う●2087 とばくじたいいらない。●2088

カジノはトバクです。どうして、自治体がやるのですか？●2089税金のムダづかいに反対●2090カジノ絶対反対です 税

金・公金を使うなんてとんでもない！●2091 カジノはギャンブル依存症を増やすだけ。 私たちの税金をこんなことに使う

な。●2092 賛成する人いるんですか？●2093 税金のムダ （５０代 女）●2094 別に、どっちでも。関心なし。自分は、や

らないから （２０ 女）●2095 ＩＲは、反対です。●2096 ＩＲは、ダメ●2097 ※ＩＲは、絶対反対●2098 ＩＲハンタイ！●

2099 ＩＲ・カジノは必要ない！●2100 カジノ NO！●2101客が入らなくなった時どうする●2102ガンバレー●2103 カジ

ノはいりません 反対です 大切なお金 どこから出すにしてももっと良い事に使ってほしい。●2104 絶対 反対します●

2105 学校の不登校問題か・職場でのいじめ（料理場）アメリカの人の意見を聞いてみたい●2106 カジノ誘致で府民の財

政潤す事態が、間違いであって治安が悪化したりとデメリットはあっても、メリットはないでしょう。●2107 カジノは人々の心

をほろぼす。●2108市民に害をもたらすだけ●2109大阪に カジノは いらんねん！ 維新も もう いらんねん！●2110

市民の財産学校など取り上げ「都構想」なるもので人々の心を傷つけ カジノで命を奪うのか 絶たい反対●2111 カジノ

は、いらない！！●2112カジノなんてバクチや！●2113バクチはあかん！！●2114カジノは反対です●2115大反対や

から●2116 夫のギャンブルが原因で離婚した。（４０～５０代 女性）●2117 お金つぎこんでいくから心配●2118 住宅事

情を改善●2119 ギャンブルは怖いです。 子供や家庭を壊すきっかけをおかないでください！●2120 そんなことより 災

害対策の広い道路計画しているのを早く作ってください。●2121 カジノに大切な大阪の税金を使うのはやめて下さい●

2122 カジノにハマッテしまいますと正常な人間の心を乱してしまいます●2123 カジノに使うお金で住人税、固定資産税、

介護保険等税率等を引き下げにまわして下さい●2124 維新のやること信用できない●2125 コロナ対策に力を入れてほ

しい●2126 ここにはかききれない位いいたいことある●2127 カジノは必要なし●2128 ギャンブル反対●2129 カジノ誘致

には反対です。●2130まじめな人がくるっちゃう●2131プレミアム券どこでも使えるようにしてほしい 中途半端なものつく

るな●2132 カジノはとばく、首つり、自殺が増える●2133 がん張って下さい。●2134 アカン カジノ●2135 バクチだから

●2136 大反対●2137 絶対カジノ反対●2138 不幸の上に繁栄はありません！●2139 税金を使わないで！！●2140 無

駄な税金を使い、治安の維持の問題●2141治安が悪くなるので●2142環境が悪くなる●2143カジノには反対です！長

所がなく欠点だらけの政策です●2144 ギャンブル反対依存症になるし治安が悪くなる●2145 大反対、きのうもテレビで

やってた どれだけの人が泣いているか！●2146 税金を私達の暮らしのために使って！！言うても何もしてくれへん！カ

ジノなんかに使わないで●2147 カジノじゃなくて他の事にちゃんと使って欲しい●2148 絶対に反対です！●2149 とにか

く「カジノ」は絶対反対です！●2150 not  ｗtten●2151 ぜったい反対です●2152 外国資本で日本を食いつぶすのは

やめて●2153 治安がわるく成る。子供の為によくない●2154 教育に悪影響●2155 環境が悪くなるから。●2156 いい人

なんやけど（吉村知事）これだけは反対●2157 税金の無だ使い止めろ●2158 税金のむだ使いやめ、税金をカジノに使う

な●2159 ギャンブルがそもそも好きでない これ以上増やすべきではないと思います！●2160 まず税金が値上がりする

と思うし ギャンブル依存症の人々が多く増えると思う●2161 カジノ絶対反対だ●2162 維新は大阪をダメにしないでほし

い●2163松井元凶 利権のにおい●2164かけ事やろ！ 維新がやるのはそういうこと●2165税金ムダ使い 人はそんな

に来ない●2166 １人得すれば後の９人が損をする 人の不幸の上に立つ繁栄はありません！●2167 ギャンブルが増え

るのが嫌●2168あぶない●2169よくない！●2170バカするな！●2171絶対 大大大反対です！！！●2172大阪の良

さがなくなる。●2173 ギャンブルが増えたら困ります 遊び過ぎです●2174 税金公金で使い市民に負担を負わしてはな

らない●2175 ヤクザとサラ金業者は バクチが大好き！！●2176 お金がもったいない。●2177 税金はこまっている人と

かのために役立てた方がよい まだテーマパークとかのためにつかうほうがよい お金がもったいない●2178 絶対、反対

です●2179 カジノより福祉に力を入れて下さい。●2180 大阪をダメにする、将来はない●2181 とにかくあかん ギャンブ

ルは●2182アメリカに日本のお金が流れる●2183 依存症になるから反対●2184大切な税金を かけごとで収入を得よう

とする施設建設に使って欲しくない 後のことを考えてない もっと他にお金をかけないといけないことがあると思う●2185

若者が金を使う 治安が悪くなる●2186 ギャンブル依存がふえたらこまる●2187 あまりよく分らないけど●2188 大阪に賭

博は競馬、競輪、競艇、パチンコ、宝くじ以外は不必要●2189 ムダに税金を使わんといて・・・・絶対に反対。●2190 風紀

が悪くなる、依存症もあるし●2191 がんばって下さい●2192 がんばって下さい●2193 税金の無駄遣いはやめて下さい。

●2194 税金のムダ使い●2195 何の意味あるねん 依存症ふえるし●2196 バクチはあかん●2197 此花区の皆さんが大

変●2198 反対！！●2199 反対！！●2200 カジノが出来ればギャンブル依存症が多く発生します。まじめな家庭が、こ

われ悲劇がおこります。●2201 バクチじみたものは、パチンコだけでじゅうぶんです●2202 ギャンブルが公認されたら、

多くの家庭でいざこざが起きるでしょう。平和な家庭をきづくためにもカジノには反対しましょう。●2203血税が？不良債権
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になり将来末まで税金を使うな！！●2204 税金を勝手に！！ムダに使用するな！！税金は血と汗の結晶です。もっと福

祉の方、介護の方に使え！！●2205 産業・工場の多い大阪 もっと、力と金の入れる方考えろ 産業の無い国の真似す

るの？●2206もっと市民の声をしんしにきいて！●2207税金を無駄に使うな！●2208カジノやギャンブルで自己破産す

るのが目に見えてる。税金を使って生活保護に使うのが見えてる●2209頑張れ●2210立ち止る勇気を！●2211維新は

もっと説明を！●2212 絶対反対！！●2213 これ以上バクチ場をつくってほしくない●2214 絶対 反対●2215 維新の会

は、まちがったメッセージを送っている、カジノは絶対反対●2216 嘘の上塗りばかりして松井市長、心が痛みませんか カ

ジノ、絶対反対●2217 朝立ちごくろう様です がんばってください●2218 カジノは人をダメにする●2219 裏でお金もうけ

している人たちの思い通りにはさせないぞ！●2220世のためになりません●2221税金の無駄遣いです。●2222カジノを

止めて税金は医療 福祉 介護に力を入れて下さい●2223 カジノを止めて 福祉 介護 子育に税金つかってほしい 

私達の税金無駄にしないで下さい●2224「維新」よ消えろ！●2225 若い人老人にギャンブルで心、体をこわします●

2226 大阪に活気を●2227 夢洲は字の通り 空中の楼閣となり大阪に悪夢をもたらす●2228 維新に終止符を！●2229

大阪にカジノはいりません。教育・医療・福祉にこそお金を使うべき。私の税金をカジノに使ってほしくない。●2230 カジノ

ＮＯ●2231カジノはいりません●2232 カジノはいりません●2233 カジノはいらない‼●2234必要を感じない。世界の流れ

に反している。●2235大阪市民は万博は嬉しいですが、税金を使わないで皆んな大変です●2236市民の大切な税金を

年金、福祉に役立て下さい。カジノに含む（ＩＲ）誘致は居りません吉村知事●2237 ぜったい、ダメ●2238 わけわからんこ

とするな●2239 未成年、育成に問題。オンラインカジノの影響が心配。●2240 吉村知事カジノは居りません？大切な税

金を年金、低収入の方々に廻して下さい。大阪市民は皆んな大変ですヨ。●2241市民のたいせつな血税をカジノ等に使

わないでほしい●2242 カジノよりもっと大切なものに税金を使って‼ 貧困、教育、子育て・・・.まだまだ不充分です‼●

2243 大反対です。次の選挙は必ずカジノ反対で戦って下さい。●2244 山口組殿 いつでも何処でもでも賭博場を御開

帳下さい 大阪市の職員が多勢行かせて貰います 大阪市長●2245 大阪は文化の町、大阪は文化の見える町、健康の

町 そんな町がいいな●2246治安が悪くなります●2247いりません●2248カジノ止めて 国民の有効な税金の使い方を

してほしい(介護）●2249 カジノやめて 税金を介護 医療等にあててほしい●2250 お米配るよりもっと困っている人に対

策してほしい●2251税金を多く使いすぎ●2252カジノより市民の暮らしを！●2253賭け事には！ 賛成出来ません！●

2254他の.ことにお金を使ってほしい コロナ支援など●2255バクチ反対●2256正義は必ず勝つ●2257私の友人 ギャ

ンブルで命を落としてます●2258 ちあんが悪くなったら誰が正すのか●2259 とにかく非常識だ 区役所前で署名もした

●2260 他の自治体が皆やめていく中で何故 大阪だけが借金まみれのＩＲに突き進んで行くのでしょうか。●2261 バク

チはいや●2262治安問題●2263大バカな考え方は良くない 注 ツナミが必ず来るよ！●2264不必要です●2265カジ

ノなんていりません●2266 大阪の街を発展させてくれるのはありがたいが、博打に頼らないでほしい●2267 頑張って下さ

い●2268 住民投票を求める署名に寄せられたたくさんの府民の声や思いを軽視されたこと、許せません。大阪にカジノは

いりません。大阪都構想の時のように維新の強行政治はどうしても受け付けられません●2269 私達の意見をもっとしっか

り聞いてほしい●2270 言ったことに責任もってほしい●2271 バクチに賛成する気にはなりません●2272 若い人が行った

ら問題おきる。市政も自分の仕事ふえる●2273 親戚のおじさんがギャンブル依存で、住之江で孤独死してたらしい カジ

ノ作るというだけで警備、税金の徴収、依存体質の人、市民が納得するような説明が成されていない。安直で止まってい

る。もっと煮込んでからにしてください。●2274 カジノ反対●2275 絶対ダメ‼ 子育て コロナに対策が優先●2276 カジノ

なんて絶対反対●2277 カジノ反対だ●2278 カジノはだめ●2279 絶対反対！ ギャンブル依存症は人生を破滅させる。

●2280 やっぱり依存性の高いものを誘致するのは怖いと思います。●2281 ギャンブル依存症、生活が苦しく人が増えて

欲しくないです。反対します。●2282 大阪に万博もカジノもいらない。府民の立場に立った政治を。格差の社会ではなく

共に生きる社会をつくろう●2283 いっぱいありすぎて言えんくらい●2284 大阪市のことは大阪市で●2285 区役所でも答

えを聴くようにして欲しい。区政だよりなど意見を書くところがない（ネットでも）●2286 日本（大阪）にはカジノは不用！ 治

安が悪くなる！●2287青少年の教育に悪影響を与える●2288経済の繁栄が得られても 平和な一般市民の幸せにはつ

ながらない。●2289カジノに賛成する議員が理解できない。●2290かけごとはパチンコだけで充分です●2291税金のむ

だづかい 苦しむ人に使ってほしい 年金をい元にもどしてほしい●2292 カジノはぜったい止める！●2293 要らんやろ

●2294●ギャンブルはいりません。●2295ギャンブル依存症が増える●2296カジノ作りは絶対はんたいです●2297カジ

ノ誘致するお金があるならコロナ対策に使ってほしい●2298治安が悪くなる●2299カジノいらない●2300 借金する人が

増えそう●2301 予算以上のお金のかかりすぎ●2302 家族全員反対しています●2303 市民になんのメリットもありません

●2304 大阪にカジノは必要ない。税金のムダ使い。●2305 大事な使い道が一杯あるのに建物土木に金を使って一番ム

ダな方向に税金を浪費するのは、「くず」の政治屋のやり方で これらをつぶせないのは情けないと思う。●2306公金は市

民の健康、安全、豊かな生活の為になるよう使うべきだし、自治体はそのことに責任を持つべき。ギャンブルに自治体が

お金を使うべきでない。経済が活性化するといううそを維新は言うな‼●2307お金より治安を考えて下さい●2308今はネッ

トカジノの時代。いしんがお金出せ！古くさい最ｘｘｘっっと昔しにやるべきだった。自分自身いぞんしょうに苦しんでる。ぜ

い金でギャンブル場つくるな！●2309 ギャンブルは反対●2310 大阪のお金はカジノより低所得にお金だして下さい●

2311 負の遺産夢洲に莫大な投資（借金）を作ってまでカジノの収益を中心に大阪を成長させる？ ギャンブラーを利用し

て経済効果を得ようとするなら もっと余裕のある体制で挑戦するべきかと思います。少子高齢化、コロナ、戦争、温暖化

など今から巨大なハコモノビジネスは遅いし、危険だと感じます。まずは十分な情報公開と住民投票を望みます。●2312
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何の興味もありません●2313 カジノ＝ギャンブル 国が後押しする賭博は規模が大き過ぎる→危険でしょう●2314 橋下

がきらい。維新もきらい。●2315 もうカジノは世界的もしゃようです。赤字になるだけ。●2316 こんなんやってたら、国民全

体がギャンブルやってしまう。絶対絶対反対。大反対●2317 絶対反対です。まじめに働いて、こつこつと これだか、すー

ぱーなど、値上がりし、生活維持が大変。カジノ所ではない。●2318子どものこと考えろ●2319不衛生●2320カジノ必要

ありません。●2321 維新の政治には本当にうんざりです。私達の大阪をむちゃくちゃにしないで下さい。カジノはいらな

い！●2322省略●2323 カジノなんかいらん！●2324カジノはいらん。●2325 絶対反対です。●2326 カジノで金儲けあ

りえない。●2327 賭け事にはまって人生をめちゃくちゃにした人が多いことを軽くみてはいけません。●2328 これ以上バ

クチの施設はいらない。●2329 借金依存症（大阪府）オンラインカジノの闇！税金をあてにする考えはおかしい。●2330

財政の減額補填にバクチでお金を集めるのは大間違い。何の政策もない安易なやり方です。●2331 絶対反対です。●

2332カジノについて失格の要件ばかり考えられるから、市民として大反対です。●2333反対します。●2334反対します。

●2335 無駄使い。●2336 税金使うから反対。●2337 カジノ作るなら、同じくらい依存症の病院を作ったら、と言いたい。

●2338 維新から大阪を取り戻して下さい。●2339 市民の暮らしにお金を使って下さい。●2340 税金などはもう少し有効

な使い方をしてほしいです。●2341 ギャンブルはダメ。●2342 のめり込む人が出てくる。●2343 絶対必要ないです。●

2344絶対反対です。●2345 ギャンブルはダメ。大反対。●2346 カジノにお金を使わないでほしい。その他の生活のため

に使って下さい。●2347 儲からない。韓国を見よ。●2348 ギャンブルは良くない。●2349 大反対。家族もみんな反対で

す。何とかしてほしい。●2350 カジノなんてやるお金があるなら府民に回しましょう。無駄金を使うな。●2351 友達がギャ

ンブル依存症です。恐いです。●2352 博打で稼いで街づくり…何考えてるんですかね。●2353 バクチで社会が良くなり

ますか。●2354ダメ。●2355やってもムダ！治安が悪くなる！福祉にお金を回せ。●2356かけごとで家族崩壊が増える。

予算がどんどん膨らんでいて、大阪が損をする契約を結んでいる。統合型リゾートがお金をドブに捨てるよう。府民のため

になることにお金を使ってほしい。介護保険、健康保険を下げ、保健所を増やすのに使ってほしい。●2357百害あって一

利なし。カジノ絶対 NON!●2358 カジノに行きたい、行くって言ってる人を回りで聞いたことがありません。●2359 カジノを

作るより、他の所、例えば公園の遊具など色々作ってほしい。●2360 カジノはいらないです。●2361 住民にまわして！他

にすることあるやろ。●2362 カジノを作らずその費用を医療費の値下げに回して下さい！●2363 カジノいりません。●

2364 維新は辞めたほうがいい！●2365 トバクはダメ。税金使うな。●2366 カジノは絶対反対です！民の商売人・政治家

のお金を使ってもっと人として為になることに利用されたく思います。カジノは罪作りです。●2367反対です。●2368予定

の収入が得られなかったら「誰が」責任を取るのですか？！脆弱な夢洲の上に建物を建てて地盤沈下が起きたら「誰が」

責任を取るのですか？元々必要のない「カジノ」です。●2369 カジノはいりません。●2370 ギャンブルが好きではないた

め、反対。●2371 カジノはいらない。●2372 やめて下さい。●2373 場所が悪い。●2374 省略●2375 お金をかけて賭け

事など不要です。絶対反対！●2376 省略●2377 省略●2378 借金を長期に渡って抱え込むこと、反対。●2379 賭け事

より仕事の勉強をして、非正規雇用をなくしましょう。世界より劣っている大阪をダメにしてはいけません。●2380 治安が悪

くなる。●2381カジノに使わず医療を考えて下さい。60歳以下の人の命も守って。●2382カジノは必要ないです。●2383

カジノが出来たら息子が行きたがるから嫌。●2384福祉をもっと充実させて。給料上げて、最賃上げて！●2385維新でメ

チャメチャや。●2386 バクチ場なんて増えたらろくなことない。●2387 国民の本質的発展のために税金を使用して頂きた

いです。●2388依存症のために反対。●2389日本の国に入らないお金なのになぜするのか。●2390ギャンブル依存症

が増える。●2391 観光資源としては良いかも、だが依存症が増えると思います。反対。●2392 きれいな町にするため、反

対。●2393 未来のカジノに金をかけるなら、子どもの未来を支える方が大事。●2394 住民投票していない。維新のするこ

と全部うさんくさい。●2395 全部あかん。ギャンブルだめ。●2396 やるにしても止めるにしてもさっさとやってちょ～だい。

●2397 年金をあげてください。●2398 絶対反対。●2399 カジノのためでなく高齢者の施策をすべき。●2400 必要なし。

●2401 カジノ反対。●2402 私は年金生活をしている身です。カジノは絶対、大いに反対です。介護保険制度や物価高、

円安など改善すべきことたくさんあります。●2403 カジノは大阪には要らない。私はカジノに反対する一人です。●2404

私はカジノの是非を問う住民投票に参加した一人です。吉村知事は大阪府民を馬鹿にしている。私は吉村知事始め維

新の府市政には大反対です。●2405カジノをつくったら国が破綻する。●2406絶対あかん。●2407増税も反対。●2408

ギャンブル嫌い。●2409 絶対反対。●2410 子どもがいるから、子どものこと考えたら反対。●2411 バクチやからいやや、

最後は負けるから。●2412 カジノ会社が儲かり、府市が税金つぎこむシステムおかしい。●2413 省略●2414 依存症がこ

わいです。●2415 税金の無駄使いです。●2416 構想がいやや、時代遅れ。気軽に楽しめる施設を！●2417 税金のム

ダ使い！カジノ誘致をやめて税金を下げてください。●2418省略●2419ギャンブル施設は不要です。●2420一時はもう

かるがあとはなく人だけ。韓国みたらわかる。カジノより家族が旅行する方がよい。●2421 品格がおちてしまう上、中毒性

がこわいと思います。●2422 大阪の消費税が減るのではないか？大人がカジノでたくさん金を使うので。●2423 絶対反

対です。やめて下さい！！●2424 他に使うことがある。●2425 大阪市民の声を聞いて欲しい。ギャンブル依存症で家庭

が崩壊。カジノに使うお金を福祉、介護、医療、雇用、コロナ対策に使って欲しい。●2426 ギャンブルあかん。●2427 や

めろーカジノ。●2428 家庭崩壊が目に見えています。●2429 むすこはパチンコしているので…。こんなのいらん。●2430

住民のお金をむだ使いするナ！！●2431がんばって反対して下さい。●2432省略●2433カジノ絶対反対です。●2434

市民の声を聞いてほしい。●2435 絶対！！●2436 カジノは×。●2437 省略●2438 ちゃんとやるべき（市民生活を良く

する、コロナ対策）をせよ。●2439 依存症が気になります。●2440 税の使い方がまちがっています。●2441 未来の子供
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達の為、目先の利益を優先しないで。●2442 利権の為に大阪府民の血税を使うな！！●2443 税金のムダ使いと思う。

●2444 なんとなく反対。●2445 私は現金サギで 46 万 7 千とられました。金をとった犯人はバクチずきであったことから。

●2446 私の主人のギャンブルにはまり、苦労して人生はメチャメチャ。別れました。●2447 絶対反対。依存症対策考えて

いるのは依存症につながる為。●2448市民は反対しているのに、なぜカジノを作るのか。●2449今よりギャンブルの依存

症が増加する。●2450 ギャンブル依存の先は生活保護！！私たちの税金をなんだと思っているのか！！●2451 治安の

悪化が心配。生活のためにギャンブルする人のこと、甘く見すぎ！！●2452 違法薬物取引の温床になるのでは？！●

2453 依存して若者は働かなくなり大阪の未来が見えない。●2454 住民投票するお金が無かったら（カジノ）の誘致はや

めろ！大阪維新・公明党へ。●2455 家族 3 名の意見です。●2456 家族 3 名の意見です。●2457 維新知事・市長に成

り、税金が無駄に市府民の意思を無視して、湯水の如く使われ、合併、廃止すれば改革であるかの如く、病院を潰し、医

療関係の補助金は打ち切り、コロナ対策は最悪で東京より 120 万も感染者が少ないのに 600 人も死者が多い。子供の成

績は最悪。犯罪も多く、こんな大阪に誰がした。IR には府市民の血税がタレ流され市民の貧困が目に見えてる。●2458

ガチャガチャしてるのきらい。●2459治安悪化する。●2460自分は行かない。行かないという人多いのに、成り立たない。

●2461 カジノ万博なんかよりもっと皆が生活がちゃんと出来る様に！！●2462 区役所の窓口対策が悪い。横柄で不親

切。相談、問い合わせに行っても並んで順番待つように言われ、順番来たら何番窓口に行ってと言われる。最初からちゃ

んと聞いて何番窓口にと言って欲しい！！●2463 府民、市民の声を聞くのが政治ではないか？強行突破するのはヤク

ザのやり方みたい！政治家が「人」である事を信じますね！●2464 もっと必要なところに税金を使ってほしい。大阪の将

来が心配です。●2465 現在の生活が大変なのにカジノなど作ったら国民がおかしくなる。絶対反対！！●2466 IR は日

本には会っていないと思う！日本国民はもっと他の市民に還元できる政策活動をうちだすべきです。●2467やめよう！愚

策すぎる！失敗するのが目に見えます！その分をもっと国民（大阪市民）に減税策を考えるべきです！●2468 カジノはと

なりの韓国も失敗した実績があり日本にも不向きな政策で先々失敗するのが目にみえてます！とにかく大反対です！●

2469 税金が上がると思いますしギャンブル依存症の人が増えてしまうのを危惧します。●2470 税金の無駄遣い。●2471

中味が見えない。こんなんで財政よくなる訳ない。●2472 あまり意味が無いのでは！！無駄なお金がもったいないとおも

うから…●2473 わたしらーそのころ死んでるけどなあー。●2474 男の人はハマりやすい。●2475 ぜったい反対です。●

2476 税金の無駄使い。●2477 カジノはいらない。●2478 治安の悪化につながる。●2479 のめり込み給料を持ち出し生

活破綻する事になる。●2480 夢洲の地で地盤沈下の対策をいいなりで行い、利益が出ますか。安く借地させ、行政の長

が利権をもらう、ワイロ、裏金の政治。カジノ反対。大阪を悪くするな。●2481 税金もったいない。子供の教育によくない。

誰かが悲しむような結果で生み出された「金」を誰かのために使っても何の意味もない！●2482 ギャンブルでてくる。●

2483 治安の悪化。●2484市民の為を思うなら生活するうえでカジノは不必要。●2485 将来の子どもに悪影響のため。み

んなが利用できる大型商業施設や公園を作ってほしい。●2486 反対です。●2487 反対。●2488 ぜったい反対。●2489

ますます大阪がひどい場所になっていきます。あり得ません！●2490最初はいいと思っていたけれど、難しいかなと思う。

みんなそんなにカジノに行くやろか。●2491 もっと大事な事がある。●2492 ギャンブル対策に税金を使ってまでカジノは

必要か！●2493 外国のマネをしない！●2494 カジノは必要ない！！●2495 カジノの悪い影響を考えて下さい。●2496

イメージ悪い。必要性がない。●2497 不幸になる人（お金がなくなる人）が増えそうだから。●2498 防犯上も悪くなりそう。

●2499 ギャンブルが嫌いなので。●2500 絶対反対！！●2501 カジノは絶対ダメ！●2502 子供たちに夢のある未来

を・・・（二児の母より）●2503 いのちを大切にすることをしてください。●2504 カジノなんていりません！●2505 税金を私

達の生活を豊かにする為に！！カジノなんかに使うな！●2506 メチャクチャでどの政策を選んで良いのかわからない。●

2507 道徳的、モラル的な議論より、市民（府民）にとってのデメリットをちゃんと示してほしいです。●2508 絶対反対します。

●2509 民意をふみにじった大阪府議会のやり方は許せない。絶対反対です。●2510 命を切り捨て、街こわす事より命を

守り、生活を守るための対策をせよ！！カジノはバクチ。日本全国どこにもいらない。●2511 住民投票集まったのに否決

されたの知ってる。ひどいねー！●2512 省略●2513 許せません。●2514 大阪は年寄りに冷たい。介護保険使ってない

人には還して。●2515 治安が悪くなる為。●2516 無駄な金使うな。●2517 税金を使ってバクチ場を作るのは公約違反。

反対です。●2518 大阪にカジノは必要ないと思います。カジノ中毒者を増やすような事業に税金を使わないでほしい。●

2519 むだですよ。●2520バクチはダメ！！●2521カジノはいりません。●2522治安が悪くなる。税金ムダ使い。ウイルス

入り放題。エエとこなし。医療の方が。なので必要なし。●2523 絶対反対！！●2524 大阪市にばくち場はいらない。●

2525 カジノ反対！●2526 カジノを含む統合型リゾートを作るにあたって、予算の費用がドンドンふくらんでいっています。

本当にこれでいいのかと思います。コロナも落ちつかず、普通の生活にもどれるようにお金を使ってほしいと思います。●

2527カジノではない大阪の発展を望みます。●2528他に困ってる人に金をつかう。●2529大阪市のカネを使うな！！●

2530カジノをつくるよりも、未来のある小さい子のために使ってほしいです。●2531 もっと別のことに金を使うべき。●2532

カジノは時代遅れの産業。税収増は一時的なこと。計画はずさんで破綻は目に見えている。維新は嘘をつくのをやめて、

府民の本当の幸せを考えろ。●2533 税金をドブに捨てるな！！●2534 土壌汚染と地盤沈下に対し税金がどんどん使わ

れることや、地盤沈下によりカジノ業者が撤退した後の負担も大阪市の責任になると聞きました。もっと福祉を充実させて

ほしいです！！●2535 パチンコ依存症だった。はまるとなかなか抜けられない。●2536 IR でごまかして進める維新のや

り方。本当に腹立たしい。●2537 カジノは下品。横浜を見ならえ。●2538 個人の考えによる。●2539 家庭が破綻につな

がると思うのでやめて下さい。●2540 カジノで大阪市が良くなるとは思わない。●2541 大反対です。住民自治破壊です。
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(朝日新聞記事 12/15 貼り付け「万博工事 止まらぬ不成立」)●2542 いやだから●2543 地盤が極めて危険と聞いている

●2544 必要ない●2545 大阪のイメージが良くならない●2546 ダメ！！●2547 外国の様にしたいのか！？安心安全な

国 日本が良い●2548 ぜったい やめて！！●2549 子供を 3 人(小学生）がいます。未来を考えると嫌です。●2550 ギ

ャンブル依存症や不良のたまり場等になる危険性が非常に高いです。大阪市を潰そうとしているとしか思えません。以下

省略●2551 本場とは到底追いつかない程の規模で治安だけが悪くなるのはいかがなものですか？私にはデメリットにし

か見えません。●2552財政難となる●2553 イヤッ！！●2554反対 反対●2555絶対反対です！！●2556大阪夢洲カ

ジノで大阪はつぶれると絶対思います。いろいろなことをもっとよく分かるように説明してください。2557 夢洲は大地震があ

れば沈む所なので●2558 誘致に際して、維新などは巨大な利権が動いているだろうから、それをあばけば、カジノはつ

ぶせると思いますが・・・●2559 大阪の治安がわるくなります●2560 いらない 夢洲の野鳥のスミかを守りたい。●2561 今

どき カジノはケイタイでできる 無駄だ。●2562 必要なし●2563 いらない●2564 カジノは絶対に止めるべきだと思いま

す。それだけ税金を投入するのであればもっともっと福祉の法に税金を使うべきです。宝くじを当てる様な事はしないで国

は確率で計画で立てて下さい●賛成 2565 カジノは自由参加です。生きたくない人は行かなくて良いです。●2566 賭博

は家族を不幸に苦しませて、辛い思いをさせる●2567 たくさん金をつぎ込んで負けて精神異常を起こし大阪市を維持出

来なくなる。だれかまとまって反対の意志をあらわにして下さい●2568 大阪の治安がわるくなりますもっと悪くなる●2569

大阪府民、大阪市民の意見をまったく聞かず議会だけで決めて、勝手に決めるな！！●2570 大阪にカジノはいりません 

かけごとのつかわずに 楽しくあそべるのにつかってほしいです。●2571 バクチごとはもういりません●2572 反対！！若

者を病気にしないで下さい。●2573絶対ダメ！！●2574カジノ 大反対です もっと他にする事あるのでは、？●2575カ

ジノ反対 助けてください。お願いします。●2576絶対に反対です。青少年のためになりません●2577ギャンブルで友達

がしにました。●2578 カジノ大反対（パチンコでも反対）●2579 カジノ反対 私達を病にしないでください。●2580 カジノ

反対です。子供の将来考えて下さい●2581カジノ反対●2582未来の若者に負の遺産を残してはいけない●2583カジノ

で景気はよくならないと思う 世界的には斜陽産業だと思う●2584 大阪をより良く住みやすい様になればいいなと思って

居ります●2585カジノ反対です。がんばって下さい●2586頑張って下さい！●2587 IRは大阪の為に成らず、人間を破

滅に導くのみです。IR にかける税金は未来の子供達が幸せになる様に教育や福祉に使われるべきです。尚、大阪の未

来の為に維新の政治を終わらせたいと強くおもいます。●2588 IR は必要ないもので、若者や子供達の未来にとってぜ

ったいに実現してほしくありません ぜったいに反対です！！●2589 借金まみれになる大阪にしてはいけません●2590

税金をもっと有効に使って頂きたい ごくごく一部の人の遊びのための税金はムダだと思う●2591 治安が悪くなります。●

2592 こわい大人達のあつまる所になりそう●2593パチンコに次いで、カジノ依存症が増えそうだ。●2594夢洲は南海トラ

フ地震が起こると、大きな被害がおよぶ。第一、カジノで大阪の経済が潤うはずがない！●2595 カジノだけは絶対作った

ら行けません！！いつまでこんなバカは計画をおしすすめようとするのか 怒り‼です。●2596 IR といったしゃれた言葉

で説明しても、しょせんは賭博。不幸な人を生み出す事業で大阪の繁栄はありえません。カジノをつくるのは絶対反対で

す‼ムダな税金を注ぎ込まないで、中小企業をしっかり応援して大阪のまちが元氣になるように税金を使ってほしい●2597

地盤を弱く関西空港のように年々沈んでいく場所に作るとなると次々と費用が重んで大変な上、人の不幸の上に府の財

政を増やす方法はいったい容認できません。●2598 断固反対です。●2599 カジノは依存性があり子供達にとっても良く

なく教育上も必要ないと思うので反対です。●2600絶対反対です‼●2601反対 反対 反対 反対しかありません●2602

カジノは要らない！ 万博も必要ない●2603 依存症患者が心配●2604 絶対反対！●2605 大阪にメリットは無い●2606

 税金使わないで欲しい●2607 夢洲は地盤が悪く、南海地震がたとえおこらなくても、沈下はさけられず、税金を

投入しつづけなければならない。しかも地震は確率は高く訪問者をどう助けるというのか。甘すぎる試算。リしくを考えない

絵空事を絶対止めないと未来がない。●2608 土地整備に追加費用が次々と必要になって果てがなくなってきている。●

2609 カジノ おもしろくない●2610 大阪にカジノはいらない 絶対反対‼ 維新は何を考えてるのか‼依存症が増える●

2611 夢洲カジノ大反対‼ズブズブの地盤に建てることのついても、カジノ依存症を増やすことについても私達の税金を投

入することについてもあらゆる典で賛成の余地はありません。府民の声をちゃんと聞いて下さい‼●2612 人の不幸や幸せ

はお金では解決しない。●2613 外国観光客は毎日カジノ OK で日本人はギャンブルづけになってはいけないので週何

回に制限するなんて発想が古い 規制するならパチンコ、競艇などからしたらいかがかな。●2614 障害のへまき がんば

ります。●2615未来の子供達のために反対したいと思います●2616 とちらかと言えば反対やろな●2617ギャンブル依存

症になる 犯罪がおきやすい 私もカジノ反対の署名活動をしている●2618 反対かな●2619 大阪を売るな 権利を売り

渡すな、 次の子の大阪を‼●2620 不要なものは作らず、教育に予算をまわしてください。●2621 カジノ絶対反対です。

ギャンブル依存者が出ます。大阪がダメになります。●2622 大阪をバクチのアブク銭にたよるような街にするな●2623 カ

ジノはいらない！●2624 カジノ反対です●2625 絶対、カジノ反対です。●2626 カジノより、道路(歩道）、水道等のインフ

ラをちゃんと維持管理してください‼●2627 IR 絶対反対 大阪府民にメリットがあるとは思えない●2628 世の中に困って

いる中小企業、自営業者、商店街の支援の為 大切なお金を役立ててほしいです。賭博の為等もっての外です。●2629

雇用を増やし、派遣等の仕事の人々に平等の賃金を、仕事の長期の継続が認められる世の中になれる様、人間が、堕落

する様な博打のカジノ等に大切なお金を絶対に使ってほしくないです。●2630 大切なお金を医療、福祉、介護、子育て

支援等のもっと役立てて頂きたいです。●2631カジノは絶対反対です。●2632子らが跳び 皆が笑う 大阪へ‼●2633カ

ジノなんてとんでもない！●2634 税金は市民のために使う、カジノではダメ！●2635 夢洲にカジノ入りません、市民のた
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めに使ってください。●2636 夢洲にカジノは必要ありません。●2637 税金はカジノではなく市民のために使って。●2638

税金はカジノではなく市民のために使う。●2639 ギャンブル依存症が増えるので反対です。夢洲カジノの地盤沈下対策

費にもたくさんの税金が使われるので反対です。税金の無駄使いをやめて、医療・子育て支援など、府民のためになるこ

とに税金を使ってほしい。●2640 税金、公金はもっと有効に！「依存症」を生み出すカジノは絶対に不必要。●2641 これ

以上税金をつぎ込む必要はありません。他に使うところがたくさんあります。●2642 カジノ、本当に必要ですか？ネットで

対応できます。●2643作ったらあきません●2644人生を変える●2645ギャンブルは問題がおきるので●2646反対してく

ださい●2647頑張ってください●2648がんばりましょう●2649カジノはいりません●2650必要なし●2651お金は大切に

しましょう●2652 絶対反対 土建屋さんがもうかるだけ●2653 いらない●2654 なかなか悩ましい問題です。●2655 かん

きょうのいい市にしたい●2656 カジノは人間をだめにするもの 絶対反対です●2657 大切な税金は住民のために使って

下さい●2658 カジノよりその金を府民の生活の為に使うべきだ●2659 ギャンブルは問題がおきるので依存症をどう考え

ているのか●2660 よく分からないけど、あまり関心がない。●2661 ぜったいにイヤヤ●2662 絶対反対ですバクチのテラ

銭とはあまりにもみっともない。●2663 カジノそのものがダメ！！●2664 かじのいらない●2665 カジノは悪まのすることだ。

みんな生活できなくなってケンカばっかり、私もそうだった。●2666 かけごとは、身をほろぼします。●2667 万博をやりた

い気持ちは分かりますが、デメリット、反対意見もきいて下さい。●2668こんな事で、お金を落としてもらおうとするセコい考

え方だ。●2669大阪にはバクチ以外にもっと豊かな観光資源があります。それを生かす政治をして下さい。●2670とにか

く反対です●2671大反対です。●2672 必要ないです。●2673 誘致、絶対反対！！●2674国民の為に政治を遂行して

ください。●2675カジノ反対 ギャンブルはいざ足を洗おうと思った時よほど強い意志がないと抜けられない。●2676カジ

ノは絶対反対●2677 エネルギーの無駄使い絶対反対です●2678 むだな税金を使わないでほしいです。●2679 お金を

かけるギャンブルには反対です！●2680人の不幸の上に成り立つバクチには反対です●2681依存症で治るくらいなら、

とっくにパチンコ屋さんはクローズしてるはず！！●2682 大阪にカジノはいりません。もっと ちがう施設を作ってください

●2683 絶対に反対です。誘致することのリスクをもっと考えてほしい。予算をこんなことに使うことなんて ありえません●

2684 カジノの依存症になったら大変だと思います。もっと別の形で町の活性化はやってほしいと思います。大阪らしい町

の文化を遺し、発展させてほしい。●2685上限なく、IRに税金をつぎ込むのは、やめてほしい。教育にもっと お金を使っ

てほしいです！●2686 カジノより住民がねがう、もっと身近な事にがんばれ、保育、病院などの増設・ドクター・ナースなど

の身分改善など●2687 カジノで依存症になった人は、だれが救いますか。その家族は、だれが救いますか。●2688 ギャ

ンブル依存症になった人々の責任は、だれが取るのですか？使わないと言ってた税金も使うし●2689税金はかけ事に使

わないで下さい。大阪をカジノの街にするのは絶対に反対です。●2690 大阪市の税金を使ってカジノの誘致をするのは

反対です。市民の声をきいて下さい。●2691 ギャンブル依存症をつくるな！●2692 カジノ反対！●2693 カジノに税金使

わないで●2694 反社会的勢力などが集まり、治安悪化につながる気がするので、カジノは反対です。●2695 カジノは絶

対反対●2696 カジノを誘致しないといけない理由がわからない。なんかメリットがないと思う。●2697 必要性を感じない。

●2698 ムダ使はやめて●2699 カジノをつくるより子育て福祉に財政を使ってほしい！●2700 カジノ反対です！他にお

金を使う事があると思います！●2701困ります！！●2702絶対反対●2703税金のムダおやめ下さい。●2704税金のム

ダ使いです●2705 ギャンブルいぞん症ふえる。ギャンブルでもうかることはない(60 代女性)●2706 交通機関が整備され

るのは良い事だと思うが一般市民に経済的なメリットがあるとは思えない。●2707 そんなことに税金を使われたくないで

す！！●2708税金のムダです●2709 物価も上がり生活が苦しい世の中で遊びの為娯楽の為のカジノは税金の間違っ

た使用です。ゆとり有る人の為のカジノです●2710 リゾート＝遊び 余裕のあるお金持ちの為に税金使うようなもの 富裕

層の税金をもっと、とったらいいのです●2711 要らん。●2712 大阪にカジノは必要ないです。●2713 絶対要りません

●2714 今どき逆行してる●2715 インバウンドこうかなど一度計算しなおすべきです●2716 カジノなんか無駄と思います 

私達には無関係と思っております●2717 必要がない●2718 カジノなんかはイラナイ●2719 ギャンブルはダメ●2720 市

民に聞くべき！●2721 お金の使い道が不透明のため信用ができない。なので「見える化」は必要であると考える。●2722

こんな採算の合わないものは要らない！！後生に負の遺産を残すにとどまらず大阪が沈没する！！断固反対！！●

2723 断固反対です。●2724 私たちの声をしっかり聞いてください。●2725 どこにもカジノはいらない。夢洲は万博にもふ

さわしくない。ゴミの処分場とコンテナ基地そして渡り鳥がくる洲に！！●2726 ギャンブルの依存症がふえると思います●

2727 カジノはぜ対反対民にふたんと税気公金を使い市 かけてはいけない。●2728 カジノはいらん●2729 やめて下さ

い！！●2730 カジノで儲ける事は絶対に出来ないと推察する。●2731 カジノで儲けて福祉にまわす？！何それ？はじ

めから福祉に回せばよいのではないでしょうか？大阪府（市）に不条理なカジノに断固反対します！●2732 カジノ絶対反

対カジノつくるくらいなら庶民にかんげんしろ●2733 勝負事やろ！あかんわ●2734 多額の税金を使い将来ペイできない

可能性大のカジノには断固反対します。軟弱地盤問題もあります。工事費が青天井に上がる●2735 維新はうそつき。府

民の声をきちんと聞いて下さい。●2736 吉村知事は実は自分の事しか考えていない。もっと府民の事を！！府民の意見

を無視しないで。●2737大阪にカジノはいらない。●2738治安悪化で住みにくくなる大阪は許せません●2739若者のギ

ャンブルが心配●2740 自分パチンコにのめり込んだ経験あり。ギャンブルは人間をダメにしてしまうのでおそろしいです。

●2741 カジノは大阪に不要●2742●南海トラフが確実にやって来るのに埋め立て地が一体どうなってしまうんやろ？？

が一番気になっているところです。●2743 せっかくのリゾート地なのにカジノでだいなしになる。よく人が来るいいリゾート

地にするならカジノはなしにして！！●2744 住民投票を否決にすること自体おかしいのではないでしょうか？目先の利益
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ではなく住民の意見を尊重すべきだと思います。●2745 そんなことをしたらちあんが悪くなると思います。●2746 皆を不

幸にしないで！●2747 カジノ依存症になる人を防ぐため●2748税金のムダ使いをやめてほしい。他の困っている所に使

ってください●2749 カジノより福祉へ。 ●2750 父親がギャンブルで借金を作り大変だった。●2751 カジノは行政本来の

役割ではない●2752 自分もギャンブルや酒で大変な人生を歩んでいる。やめてほしい。●2753 やめて下さい。●2754

大阪にカジノはゼッタイいりません！若者の未来に夢を持てるように、お金（税金）を使うべきです●2755 IRを誘致するこ

とによって治安や生活環境が悪くなることは、当たり前のこと。これから未来ある子供達にとって何一つ良いことが無い こ

んなものは絶対イラナイ！●2756 人間が駄目になって行く事が心配です。スマホだけでも大変なのに…。働く事の意欲

を無くして行くように思う。若い人が心配です。●2757 私たちの未來のために、もっと将来のために。カジノ誘致は止めて

下さい。●2758 大阪にカジノは反対です●2759 子どもたちのために、百害あって一利なし。●2760 子どもたちの未來に

カジノはいらない●2761パチンコですらやめられない人がいるのに、カジノなんてもっとダメやと思います。●2762反対で

す。●2763 かけ事の依存症が増える。子供達に悪えいきょうをあたえる！●2764 ゼイ金使うな●2765 問題が多すぎる●

2766 大人の依存症で苦しむのは子どもです。●2767 治安が心配●2768 税金をもっと違う使い方で活用してほしいけど

●2769 みんな反対してますよー●2770 ぜったいつくるな●2771高校で教員をしています。どの人もが心も体も健康で人

間らしく生きてゆけるよう子どもたちと一緒に学び社会をつくっていこうとしています。人の不幸の上に成り立つこのカジノ

は日本国憲法第 25 条に反するものです。「一部の人」ではなく「すべて国民」のことを考えればわかるはずです。●2772

「カジノ」は怖いことだと思います。私達が住むところが「安心してすごせる町」であって欲しいです。●2773 カジノ反対で

す！他にお金を使う事があると思います！●2774 子育て世帯ばかり支援するのやめて下さい。税金を納めている人が損

をしている感じがします。●2775 これ以上むだ遣いしないで！●2776 みんなが生きて行けなくなります。●2777 社会を

守る方々 何をおかんがえですか●2778 苦しむ人を出さないため●2779 ともかく反対です●2780 カジノなど人間をダメ

にする施設などわかりません。企業（アメリカの）ばかりが徳をする(利益をむさぼる)ようにできているものと思います。●

2781 税のムダ●2782 不要。●2783 よくない事はよくない カジノはよくない アカン●2784 IR 誘致反対 カジノはいや

です 依存症になったら家族が困ります●2785 断固反対です。●2786 市民、府民の声をきいて真剣に考えてほしい。み

んなが豊かに暮らせるように●2787 カジノ ダメです カジノ イヤです●2788 カジノは不幸な人を産みだすだけ。もっと

社会保障にお金を使ってほしい。私たちの税金をムダにしないで●2789家庭崩壊になること間違いなし。これ以上、社会

を汚さないように…1人 1人が守らないと…●2790そもそもカジノで経済をよくするという発想に賛成できません。そして今

回の訂正では大きな損失が目に見えています。カジノの予算は教育、介護、医療などにあてて下さい●2791 大阪にカジ

ノは不要●2792 絶対に反対します●2793 治安が乱れるのが不安です。●2794 市民の税金はコロナ・物価対策へ。トバ

クに税金を投入するな！！●2795 大阪のカジノはアカン！●2796 カジノで依存障害が増える いまでも多いのに、反対。

ギャンブル依存で苦しむ人々の支援を●2797 税金を福祉にまわしてほしい。●2798 絶対反対！●2799 ギャンブルをす

る環境を国や大阪が作るのはどうかと思います。多額の税金を子育て、教育、福祉など府民に返すべきです。私たちに目

を向け声を聴いて下さい。目の前にギャンブルというエサをまきちらし、どう考えてるのか、何が良くなるのか、理解に苦し

みます。府、国民のことを考えていますか？●2800税金の無駄使い。もっと違う税金の使い道を考えてほしい。●2801犯

罪が増え治安が悪くなるだけ。金、金、金の政治で何が変わるのか？資本主義の、どんづまりの現代、価値観を変え、心

の豊かさ、真の安心感を得たいものだ。●2802 絶対反対です●2803 福祉に金を！●2804 ギャンブルで利益を考えるこ

とすら反対ですが、とんでもない額が必要だと知り赤字の問題にも解決がつかないことには当然反対です。●2805 大阪

府民として悲しいわ●2806ギャンブルが何事かを府議会で賛成されている方では分かっておられるんでしょうか？誰かが

苦しんで払われたお金を府民のために使われる財源にしようなんてとんでもないと思います。嬉しいはずはありません。腹

立たしいだけです。即刻中止を！！●2807 ちゃんとした府政を希望します。●2808 絶対反対 何が何でも反対！！●

2809お金はとりわけ税金は人の命のためにカジノは命をけずる●2810維新府政に実力と経験がない●2811誰のために

もならない（資本とそれとゆ着した政治家のため？）カジノ 絶対反対！●2812お金とるな●2813「本当は府が豊かになる

のか？」と疑問です。パチンコやいろいろなギャンブルがありますが、それが良い方に働いているとは思えません●2814も

っと美味しい食べ物を作って●2815 カジノに税金使わないでほしい●2816 別に必要ない！！ギャンブルに税金つかわ

ないで●2817依存症が怖い。●2818カジノに私たちの税金を使わないで●2819金と時間のムダ 金に関してはもっと有

効に使って●2820１人毎日 60 万円使うわけない…。●2821 あほなん？●2822 時間と金のムダ●2823 大阪城ホール満

席の人数を常続けるのは不可能だと思う。ギャンブルは人をダメにする！反対です！●2824 時間と金のムダすぎる●

2825 大阪の人は税負担が増えて苦しみ、カジノに行ったすべての人が依存に苦しむ。誰のためのカジノですか？みんな

が安心してすごせる事にお金を使って下さい。●2826 あほか●2827 風紀が悪くなる●2828 カジノ反対です！他にお金

を使う事があると思います！●2829 反対！反対！●2830 バクチのために自然破戒して軟弱な地盤の上に、税金使いま

くって、そんな庶民を苦しめる事に一生けんめいになるな！それが行政のすることと思えない！●2831 カジノは大阪に作

らないで下さい！！税金をつぎこまないでほしい！！●2832 税金のムダ使いはやめてほしい●2833 大阪にいるのは維

新が大阪からうばったもの、うばおうとするもの ぜんぶです。●2834 市民府民の税金をバクチに使わないで！●2835 反

対です。●2836 絶対反対 青少年の育成にふさわしくない 税金でカジノ作るなんて考えられません！●2837 反対です。

●2838 反対です。●2839 治安の維持上、反対したいです。よろしくお願いします。●2840 もっと子供達の夢や希望につ

ながる為にお金を使ってほしい。●2841失敗した時どう責任とるのですか？●2842カジノには反対です。ぜったいに作ら
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ないでほしいです。税金をむだにするな！！●2843 少子化が進む中、血税は IR よりも次世代の子供達に使うべきであ

る。●2844 ギャンブルの街、絶対イヤ！！そんな金あるのなら府民の生活を底上げするのに使うように！●2845 そのお

金をもっと、ほかのとこに、まわせる。●2846 カジノ反対●2847 カジノより別の方法で経済を活性化して下さい！●2848

治安が悪くなってしまいます。●2849 バクチはいらない。●2850 税金がかかり過ぎる●2851 大反対です。●2852 貧しい

人をますます貧しくするギャンブル江戸時代でもご法度！●2853カジノは許せません●2854絶たい止めよう！●2855バ

クチでもうけようと大阪のハジです●2856子供達への教育にも●2857知り合いに、パチンコ依存症で家庭生活をくずにし

まわれた方がいます。カジノは必ず多くの依存症の方々を生み出します。大阪に絶対に作らないで下さい。●2858 税金

の使いすぎ これからの子供達の苦労が耳に入ります●2859 ぜったいにギャンブル依存症を生だす 反対です●2860

滋賀県 カジノに頼る大阪●2861 家庭崩壊になるため●2862 そんなんあたり前！●2863 治安が悪くなる●2864 バクチ

場はいらない●2865 税金ムダ使いはイヤだ。●2866 いぞんしょうがこわい！●2867 お金かかる●2868 税金の投入は絶

対反対です！●2869反カジノ！●2870絶対反対 ●2871絶対いらない ●2872日本の国安全でくらしたいです●2873

住民の意志を無視するのは民主主義に反すると思う。もっとメディアでとりあげて正しい情報を伝えてほしい。●2874 ガン

バッテ下さい●2875 絶対反対です●2876 大阪市が借金までしてすることか！●2877 無駄な税金を使うのはやめましょう

●2878 人の教育にお金をかけて下さい●2879 歩道の緑をきれいに！●2880 マカオ、ラスベガスもカジノ収入が激減し

ているらしい。●2881ギャンブルはあかん。●2882絶対に●2883全体反対●2884パチンコもそうだめ！ギャンブル依存

が増える●2885 絶対に反対！●2886 知時に対して全体反対です●2887 絶対反対！●2888 安全基準が明確でない 

けいび、税金ちょうしゅう方法…全ての基システムについて説明がなされていない 消防、水道の時と同じ？●2889 バク

チはいらない●2890 カジノ中毒が増えることが、わかっていて なぜ 作るのか！！怒りしかない●2891 他にしなければ

ならないことがあるはずです。●2892 カジノは必要ない。●2893 反対●2894 他に福祉などに使ってほしい●2895 多々

いに反対です●2896 みなさん何をお考えでしょうね。●2897 社会がみだれるだけだ●2898 賛成な気もちも少しだけあり

ます…●2899 カジノにすることで治安が悪くなる。絶対反対！●2900 府民にとって何の利益もなく税の無だ使でしかあり

ません 誘致ニハ反対です。●2901 無駄なカジノ誘致→不用です●2902 お金のむだ。●2903 大阪にカジノは必要あり

ません。●2904治安がわるくなる！●2905カジノが来たら大変なことになる●2906カジノに税金を使うな！●2907カジノ

に私達の税金を使わないでほしい●2908 カジノーノーです 税金 国 福祉、介護、医療に！！●2909 カジノ必要ない

です。●2910 うそとごまかしのかたまり カジノ反対！！●2911 若い人が依存症に成り働かなくなり狭い大阪に必要ない

と思う。●2912 もう一度住民投票を要求して署名運動を再チャレンジしましょう！（前回の倍増は最低目標に）●2913 大

切なことは、せめて住民投票して下さい。●2914依存症が心配●2915ギャンブル依存症になった人々の責任は、だれが

取るのですか？使わないと言ってた税金も使うし●2916 バクチは大阪市には必要ない！●2917 もうギャンブルはいらな

い●2918 反対や●2919 絶対いらない！●2920 ギャンブル依存症 犯罪が増える●2921 税金のむだ使いをやめて下さ

い●2922 カジノの町は治安悪いね。大阪府●2923 絶対いらない●2924 トバク場きんし●2925 税金の無だ使い●2926

ギャンブルが増えすぎです！パチンコ、競馬、競輪、これ以上、増やしてどうするの？先が心配です。●2927 別に必要な

いでしょ！！●2928 絶対反対！！●2929 この国の未来を考えたら反対！！です●2930 強く 反対します 子どもたち

にも風紀上よくない●2931大はんたい●2932わからない のめりこむかな？●2933税金のムダおやめ下さい。●2934ギ

ャンブル依存の人が多くなる●2935 反対にきまってる●2936●そのお金をもっと、他の事に使ってほしい。●2937 大反

対！！●2938やめといた方がいい●2939作らない方がいい●2940絶対、反対です！！●2941いらんことに金つかうか

ら●2942 税金の無駄使いや！●2943 ギャンブルで税金をまかなうな！！ナサケない！！●2944 区 市民は時給が安

すくがんばってる●2945 21 万の住民投票を議会で簡単に否決した事。未来の大阪、住民の意見を無視している。住民

によって大阪市、大阪府、住みよい街づくりが、なされるべきである●2946 いしん反対●2947 これ以上負の遺産を作る

な！●2948 子供の将来の為にカジノはよくない●2949 統合型リゾートは賛成です。カジノは反対します。●2950 カジノ

反対です。絶対反対です。●2951 ４０代男性 此花区にカジノはいらない●2952 絶対反対‼‼●2953 いらないです。●

2954 絶対反対‼●2955 始めから来ないと思う。●2956 治安が良くなってほしい●2957 カジノってギャンブルやから絶対

良うないわ●2958 借金背負わさないで。●2959 悪影響の明確的な内容が分からない●2960 ギャンブルがきらいだから

●2961まじめな労働で稼ぐのではない。ばくちで世の中が豊かになるはずがない。●2962絶対反対です。あの住民投票

をムダにしないで‼●2963治安が悪くなる●2964カジノはいらん。IRはいいが。●2965風紀悪なる●2966市民の税金使

ってのカジノなんて必要ない‼ 福祉に力とお金を使ってほしい●2967絶対反対●2968大反対！●2969あかんよ １４才

●2970 わるすぎて 何も云うことなし●2971 オンラインカジノの被害者が急増している。ギャンブル依存症対策、地盤沈

下にかかる費用認されない●2972 税金の使い方を考えてほしい●2973 ギャンブル経営で大阪の財政がうるおうのは政

治のやり方としてまちがっています。●2974夢洲の土壌汚染、地盤沈下対策に税金使うな！●2975カジノは依存症のひ

とを増やすだけ！ やめてください‼●2976 絶対にカジノを作ってはダメ！ 人間がこわれてゆきます‼●2977 カジノでお

金は儲からないよ、ネットカジノは違法と取り締まり 夢洲に作ろうとするカジノは無法地帯に！ 絶対変。大阪変。維新変。

●2978 大阪にカジノはいりません●2979 反対です●2980 府民の声にしっかり耳を傾けてください 夢洲は沈下していま

す。●2981 カジノなんて自治体がすることではないでしょう‼ 維新は恥を知るべきです。●2982 税金投入してるのがまず

許せない。ギャンブル依存症も心配だし、カジノなんて絶対要りません！●2983 ゼッタイ反対●2984 わかりやすいチラシ

で 反対運動をしよう●2985 大阪にカジノを誘致しないで●2986 カジノで大阪の経済は良くなりません。地盤沈下 土壌
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汚染などに税金を投入するのは反対、ギャンブル依存症を生むカジノは絶対ダメです！！●2987 大阪をこわすカジノな

ど、絶対にいりません！●2988 カジノは必要ありません。●2989 賭博場はつくらない方が良い●2990 カジノはバクチ！ 

バクチはダメ！●2991 絶対にやめてほしい！！●2992 バクチはいらない。●2993 ギャンブル反対●2994 ギャンブルで

人生メチャクチャ●2995とばく性のあるカジノは生活はかいにつながります。誘致には 断固反対します!!●2996市民（府

民）の力でカジノを止める！●2997 自分もギャンブル依存症である。カジノができたら行ってしまうと思う。人はそんなに強

くはない●2998 行政（府市）がギャンブルでの上がりに依存した政策を目玉にした成長戦力などありえない！大阪府市の

税金を海に捨てる政策 カジノ即刻中止すべき！●2999 子供の教育上、大変悪いので、断固反対！●3000 カジノは絶

対にギャンブル。人生は駄目になります。●3001 カジノ絶対反対●3002 カジノはいらん。IR はいいが。●3003 カジノは

不必要です。百害あって一利なし●3004 やめてください●3005 カジノですったお金でサービスするな！●3006 カジノよ

り福祉の充実を●3007カジノ不要●3008利権のための政策には反対です。●3009勝手に決めるな！カジノ反対●3010

カジノは絶体誘致しないで下さい●3011・沈没するような洲に何で作るの？・市民の税金は市民のために使ってほしい。

●3012 私達の税金を無駄使いしないでほしい‼●3013 全て反対●3014 何も考えないままで、自分たちの利権だけで動

くのは本当にやめてほしいです。間違った判断を潔く撤回してください。府民が何を望んでいるか声を聴いてください。●

3015 大阪府・大阪市の税金をギャンブルのために使うのはやめてほしいです。そんなお金があるのであれば教育に使っ

てください。●3016 大阪府・大阪市の税金をギャンブルのために使うのはやめてほしいです。そんなお金があるのであれ

ば高い介護保険料を下げてほしいです。●3017 利用しないと思う。 カジノは利益にならないと思う。●3018 治安が悪く

なってしまいそうだから。●3019 決めつけは良くないけど 犯罪や事件が増えてしまいそうだから。●3020 カジノはわるい

ことだと思うし、まじめに仕事をしている人のぜいきんはつかわないでほしい。●3021 治安が悪くなる●3022 ないほうがい

いと思う。●3023大阪府と議会が住民投票を拒否、府民の声を聴かない。議論せず住民投票はおかしい●3024 IRカジ

ノへ税金が青天井の額になるほどとうじられても、大した利益は上がらない予測。そのうえ、大阪市内の他産業がさびれて

しまう。どこにいいことがあるのかわからない。ひどい‼ ●3025 IR を誘致することを防げるようにがんばって下さい。●

3026 イエーイ！！！●3027 カジノはつくらんでいいです。スーパ作って●3028 ぜったいに反対。説明してほしい。●

3029 カジノ反対！！！●3030 統合型リゾートは賛成。カジノは反対。●3031 カジノは作らない。リゾートはいいと思いま

す。●3032 カジノはいらないと思う リゾートはあれば嬉しい●3033 統合型リゾートは賛成ですがカジノは反対です。●

3034 維新 引っ込め！ 退陣！●3035 依存症のけねん●3036 まずは来年の選挙で維新がいかに悪いか いかに府民

に害を与えているかを広報活動をしていかなければならないのでは●3037 維新 ダメ、ダメ、ダメ●3038 カジノは不要●

3039 反対だけどリゾートは良いと思う。●3040 リゾートは賛成、カジノは反対●3041 税金を使わないで。●3042 カジノい

らない。●3043 治安が乱れる。依存症の日本人が増える。地道な政策で景気の回復を。●3044 絶対反対!!●3045 税金

のムダ使いです●3046 青少年育成のためよろしくお願いします●3047 カジノをすることにより、依存する人が増えたり、

日常生活に支障が出るくらいお金を使う人がいると思うので悪循環になると思います。●3048 治安悪化●3049 税金は学

校関係のことに使ってほしい●3050 大阪府がギャンブルすべきでない●3051 いらん パチンコだけでいい●3052 子供

の代まで引き続けたない●3053 カジノで得たお金、大阪府に入った分は、どのように使用するのですか。衣料や福祉に

まわってくるのですか。軍事費や大企業の●3054「良い」理由が思いつかない。地盤沈下対策にどれほどの税金がつぎ

こまれるやら、結局 採算割れするのでは。トランプ氏でさえ、カジノを潰しているくらいなのに。それよりも、南海トラフ対策

に力を入れてほしい。●3055絶対に反対です。●3056税金の有効活用をお願いします。●3057がんばってください。●

3058 カジノ反対●3059 勝手に決めるな！カジノ反対●3060 将来税金が増えるのか不安です。●3061 命とか生活の方

がぜったいに大事です！ カジノ反対です‼●3062 反対や なんで、あんなもんつくるんかな‼●3063 反対です。もっと、

家族や市民が幸せになる土地活用を考えてほしい。●3064 大阪市民が幸せにならないカジノは作るべきではない。 そ

んなものに税金を使うべきではない！●3065 税金の無駄使うに反対です●3066 絶対、反対！ カジノなんかいらん。●

3067 子供たちも反対しています！●3068 他のところ（福祉）に税金を使用してほしいです。●3069 無駄づかいだから●

3070 大型バクチを自治体が、主催するのに反対。●3071 風紀が乱れる。税金の無駄使い。夢洲の埋め立ても反対です。

●3072 大口掛け金のとばく場に反対します。オーストラリアでも問題が起きています。3073 大阪に沈下を加速させます。

経済も、人も、政治も。 止めなくてはいけません。●3074 IR でエンターテイメント？息抜き、楽しみ、気分転換 カジノで

できますか？エンターテイメントの意味わかっていってるの？松井市長‼●3075維新キライやから ５０代女性●3076何で

大阪なんだ！？という気持ちです●3077 貧乏人を苦しめるな！●3078 治安が悪くなる心配がある●3079 カジノ（とばく

場）に税金使う必用ありません！●3080 反対●3081 女性がなく人が多いから●3082 IR は、必要ないと思う。●3083 カ

ジノいぞんしょう●3084 イシンはきらい●3085 依存症になり 家庭崩壊に連がり子供がぎせいになる。●3086 依存症の

方が増える事が分かっているのにするのはおかしい。●3087絶対反対‼ タカシマヤ前の道路不便になってる。●3088他

のやり方で経済活性をするべきだ‼●3089 治安悪くなりそう●3090 バクチはダメ●3091 カジノはいらない！●3092 絶対

反対‼●3093ギャンブルはつらい●3094絶対要らないです！●3095依存症の人が出てくることによって生活困難の人が

出てくると思います●3096 カジノ反対●3097 ９歳の息子と４歳の娘がいます。子や孫に豊かな社会をのこすのは大人の

責任ではないでしょうか。人間らしく生きる社会にカジノはいらない。そんなお金あるなら、教育費と医療費を夢想にするた

めに使ってください！●3098 小学生の息子と５歳の娘がいます。親として、大阪市民として、絶対に反対です。子や孫に

負の遺産を押しつけたくない！反対意見をしっかり受け止め考えなさい！●3099 依存とか怖いです。みんなのためにな
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ること（教育・介護・医療・雇用）にお金を使ってください。●3100 私達子供のことを全く考えないどころか真逆のことをして

くる大人がいることが悲しい。●3101カジノは、社会の健全化に逆行します。カジノを作ろうとしている夢洲は、多数の人が

集まる場所には適していません。●3102嫌です。●3103余計な税金使わないで！●3104公金を使ってカジノを作ること

には反対です。●3105 治安が悪くなるから絶対反対です。●3106 高校教員をしています。子供たちに人間らしい温かさ

にあふれる、ほがらかで希望の持てる大阪で過ごさせてあげたい、残したいと願っています。私たちの税金は、私たちの

ために、教育と医療・福祉のために使ってください。人を大切にする大阪に一日も早くなっていってほしいです。●3107

大阪市をとばくの街にしたくない。子供が安心して生活できる街にしてください●3108治安が悪くなる。●3109宜しくお願

いします。●3110 カジノ等 人間がダメになる 税金のむだだ‼国の税金をもっとためになる事●3111 カジノに反対です 

がんばってください。●3112 反対します。●3113 もっと必要な事に税金を使ってほしいです。ギャンブル依存で苦しむ家

族の身になって欲しい。●3114 カジノって何？ かけごと そんなのにお金を使うのイヤだ‼●3115 カジノ以外で盛り上げ

るものを作ってほしい。税金は他のことに使ってほしい。●3116 依存症の人が増えるとこわい●3117 いらない。●3118 い

らない。●3119 カジノだけは反対 孫居るから 行ったりしてはまるのいややから●3120 経費の無駄使い●312 ギャンブ

ルは人を不幸にしかしない●3122絶対嫌です。●3123生活苦の人がハマったら、生活がめちゃくちゃになる●3124カジ

ノ作るな●3125 必要ないので●3126 ギャンブルあかん●3127 ギャンブル依存症になる為、ない方が良い。●3128 ギャ

ンブル依存症の人が出てしまうことがこわいです。●3129 人を呼ぶことはカジノでなくても良いはず。子供から大人まで楽

しめるリゾート施設ではダメなのか…？●3130 IR も公営ギャンブル（パチンコ）も反対！●3131 とても反対●3132 ギャン

ブルは反対です●3133 全体に反対。ギャンブルはダメ。●3134 大反対●3135 ぜったいはんたい●3136 絶対反対●

3137 ぜったい反対●3138 ギャンブル依存になるのは目に見えている。恐ろしいです●3139 ギャンブルがキライ●3140

治安悪化心配●3141 税金のむだづかい●3142 パチンコ屋があるのに カジノはいらん。●3143 借金どころか 大赤字

になるよ。●3144 カジノだけはいらん●3145 絶対反対●3146 下品なことするな（ギャンブルで財政をたてなおすな）●

3147 パチンコ屋がつぶれる時代にカジノなんかナンセンス。時代おくれ。バクチで金稼ぐな。資本主義の世の中 カネ 

カネ カネ の世の中にうんざり 成長なんかせんでいい。●3148 カジノに私たちの税金をつかわないで！ 治安への影

響が心配！●3149 正しい金の使い方は分かってない。●3150 絶対反対●3151大はんたい●3152 ギャンブル依存はこ

わいです！●3153 ちあんが悪くなる。●3154 海に沈んでいってる土地に ムダな埋立をあきずにして（税金つかって！ 

アカンで！）まだ、ギャンブルする上も作るかー？ アカンやろ！ だれの為にもならない！ 反対！ 反対！●3155 絶対

反対‼やめてくれ～ 税金どろぼー●3156 大反対●3157 頑張ってください●3158 絶対反対です。●3159 カジノは必要

ないと思う●3160カジノが必要だと思わない。●3161大阪経済を、結局は、悪化させるカジノ建設に、反対します‼●3162

死ぬ人ふえるよ●3163 もっと住民によりそった政策をして下さい。●3164 カジノ絶対反対！●3165 市民の税金は使わな

いで!! カジノより命が大事だと思います。●3166 カジノ大反対です!!●3167 とばくは止めなはれ。パチンコ・競馬・競艇・

競輪などの、公営ギャンブルは、今すぐにやめさせなさい。政内・日本国の衆参両院の関係議員はギャンブルをさせない

法律を作りなはれ と、弁護士＆検事見習が言いました●3168 大反対です‼ 何を考えてるのか、維新はいやです‼●

3169 カジノはいらない。●3170 ギャンブル依存症は大問題となっています。さらに ひどくなるのは目に見えています。カ

ジノは 大反対です‼●3171 私たちの税金を無駄遣いしないでほしいです。衣料や福祉、教育などもっとみんなが安心し

て暮らせるための背策を考えて‼●3172 依存症を増やす政策に反対●3173 絶対に反対です。●3174 絶対反対●3175

カジノができることにより 周りに違法カジノができる可能性。●3176理由・・・ギャンブル事態を、大阪人工島夢洲にカジノ

建設を企する考え方が既に以上な話だし、依存症を増やすだけ。絶対宜しくない話だと思います●3177 カジノで人間性

無くなると思う！ 地域を守ってほしいです。●3178ギャンブル依存症の人がふえると思う●3179必要なし●3180みんな

が楽しめるようなものであってほしいと思っています。●3181 維新は応援してたのに 何でカジノやの●3182 税金はカジ

ノより他のことに使ってほしい●3183バクチやから●3184ぜったいだめ●3185だい反対●3186カジノはいらない‼●3187

ムダな税金使うな●3188 金を稼ぎたいなら真当な方法で、大阪の土地を娯楽と言う名のもとに汚すな。●3189 絶対に反

対します‼●3190 カジノはアカン●3191 だいはんたい●3192 依存症をだすならカジノをやめたら良い●3193 ギャンブル

依存症が増えるのでは？●3194 治安への影響、ギャンブル依存症どうする。●3195・ギャンブル依存症への大阪府の対

応は不十分だと思います。・カジノでは、心の安定は決して得られないと思います。●3196カジノ誘致で、リゾート（大阪府

民)の憩いの場に持って来ての金儲けは貧困の原因。仕事が失く無れば（景気に左右される）直ちに困ることを考えれば

●3197不景気になってきていますので反対です。カジノより大阪万博を成功させてください●3198外国観光客のみとし、

国内人は使用できない事とするようにしたら●3199①投資にお金かかる ②環境破壊●3200 生活保護なので●3201 日

本の治安わるなる！●3202 絶対反対です。●3203 IR は賛成しますが、カジノは反対します。●3204 カジノは反対‼●

3205税金がもったいない●3206家族全員反対です。●3207若い世代の方々がカジノによって人生を狂わせないために

も IR誘致反対‼●3208色んな所から人が来るので治安が心配です。犯罪が増えそうな気がする。●3209税金を返してほ

しい●3210 父がギャンブル依存症だったので反対です。●3211 ギャンブル依存が増える●3212 盗みが増えそうだ‼●

3213 治安が心配●3214 絶対に反対です。●3215 いやです 意見を聞いてもらってません●3216 どちらかだと、反対で

す。●3217 とても、とても、大反対●3218 ちがうことに税金をつかってほしい。ショッピングモールつくってほしい 専門む

りょうにしてほしい●3219 もっとお金を使うべき部分は沢山あるから。●3220 反対です‼●3221 カジノで使う金を他に回し

てほしい ●3222 しょうもない無駄金使うな 税金払わんぞ‼●3223 地盤が不安定な土地、収支が合うかもわからない、
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依存症も心配、もっと健全な経営施策があるはずです。●3224 未来の日本のために、いらないと思います！●3225 かじ

のさんておりそう●3226 誘致にかかるお金を 福祉に回してください！●3227 子供がはまったら心配●3228 必要ないと

思う●3229カジノが失敗に終わった時、誰が責任を取るか？賛成した議員、責任を取れますか。●3230カジノ誘致・・・プ

ラス・マイナス はあると思いますがギャンブルであることに変わりありません‼ もっと健全な方法を考えてください。●3231

カジノはギャンブルだから。●3232 反対の運動 続けていってほしいです。●3233 富豪の娯楽になるが府民の娯楽には

ならない●3234 だれが富を手にする。ギャンブル好き 家庭破壊●3235 脳がマヒするカジノ。依存症を増やすカジノ。国

や府が病人をふやすのか‼ カジノ反対！反対！大反対！●3236 サッカー場がほしいです。今月中におねがいします。

●3237 娘がギャンブルで苦労している●3238 治安が悪くなる。友達がギャンブルにハマり常にお金に困っている。●

3239ギャンブル依存症が増加しそうなので反対。●3240ギャンブル依存症が増加するから。●3241カジノが日本にはい

ってくることによって ギャンブル依存症が増加し家庭崩壊に繋がるのが目に見えている。●3242 ギャンブル依存症が増

え治安が悪くなる●3243 依存症が増加する可能性が高い。●3244 反社会に資金がまわりそうでこわい。●3245 賭け事

が反対です。●3246 治安の悪化、家庭の崩壊に繋がる カジノ反対‼●3247 息子がギャンブルにハマり家庭がぐちゃぐ

ちゃになった。カジノは絶体に入れないで下さい●3248 必ず人生をでんうぃする人が出てくる 行政がそんな事に手を貸

してはいけない。●3249 ギャンブルは反対●3250 税金を使用してまで作る必要ナシ●3251 カジノに税金を使う前に、も

っと府民のことを考えてやることがあるはず‼カジノに使う分を給食が無償になるようにとか、学費が無償になるようにとか、

もっともっと府民のために使ってください‼カジノができたからって、何もいいことなんてない‼大阪のハジだ‼ 負の遺産にな

って、これからずっと大阪府民・国民をこまらせるだけ。絶対にカジノなんて必要ない‼●3252 大阪の活性化はカジノでは

なく商工業でしてほしい●3253 治安が悪化する●3254 今に時代に必要でしょうか？内容もほとんど具体的に示してない

まま、どんどんお金を注ぎ込んで、大丈夫なのかしら（？）と思います。もっと必要なことに使って欲しい。●3255 あかん●

3256キビシイ世の中で人を堕落させるものを作るなんて、信じられない‼ 絶対反対‼●3257治安悪化●3258日常生活に

必要無い●3259ギャンブル依存症が心配●3260カジノはいらんよ●3261公金はギャンブルの手助けをする必要がない

のでは？●3262 行く人は必ずあります。破たんするのが目に見えてる。●3263 カケゴトは絶体イヤ‼●3264 夫がギャンブ

ル依存症で苦労した。同じ人が増えないためにも日本にギャンブルを入れてはいけない。●3265 地ばんちんかとかさせ

ないためにもしないほうがよいのでは。●3266 絶対やめてください。●3267 使用しないなと●3268 早くサッカー場 遊ぶ

ところつくって●3269 来年までにサッカー場をつくって下さい。●3270 IR は賛成。カジノには反対です。●3271 あての

無い物に投資ヤメロー●3272 カジノが大阪にできたら安心して外に出れなくなる 治安が悪くなるから絶対にダメ●3273

治安への影響、ギャンブル依存症どうする？●3274 もっと他に税金の使い方があるはずなので考えて下さい。●3275 地

ばんちんかの問題とかも ふくめて 大反対です。よろしくおねがいします●3276 近くに 反対の人が多いです 人の意

見は聞くものです。●3277よくわからないが よくないことだとおもう。●3278地盤沈下とか 心配です。 大丈夫ですか？

●3279 おねがい ぜったい やめておいた方が良いです！よ と思う●3280 反対している方々が多いのに なんで 進

めてるのかわからないです。●3281 人体に有害な PCB とか大丈夫か心配です。●3282 反対の方が多いということは止

めた方が・・・！●3283 あかんと思う●3284 色々なことを考えても 無理して統合リゾートを作る必要等ないだろう。●3285

市民の税金を無だ使いするな。カジノで経済は回復しない●3286・カジノは不用。ギャンブルはせいかつ破綻を招く源の

み ・南海トラフ地震対策を充分してほしい●3287・私の税金は福祉に使って‼ ・心を病めるカジノにお金を使わないで

●3288 カジノは反対です。かけごとはやっぱりいけないと思います●3289 カジノより暮らしが大事。●3290 ふつうのくら

しをしている住民のためにならない カジノには反対です。●3291 今までやってはいけない事を なぜ 大阪府がやるの

か さっぱりわからない。政府の黒さがみえかくれする。のめりこむ人が多数出て問題になるのがする前からわかってる気

がする。●3292入場料までお金がいるから●3293大阪をつぶす気か‼●3294カジノ大反対‼●3295カジノいらん‼●3296

ギャンブル依存症・治安の悪化が心配です ・税金をムダ使いしないでください。カジノを作る費用（税金）は、コロナ対策、

貧困対策、福祉、子育て、教育，介護等に使ってください。●3297 府の税金はカジノ誘致のためにあるのではない！ 

困っている府民のために使うべき！●3298 子育て、教育にもっとちからを入れてほしい。カジノがあっても教育にプラスに

なるものはありません。●3299 カジノはバクチです。絶対に反対です●3300 カジノは賭博。法で規制するべき。大阪とい

わず、日本のどこにも誘致するべきではない。●3301 大阪にとばく場は、いりません●3302・ギャンブル依存症。治安悪

化など払拭できない ・IR 費用を未来ある子供たちの教育などの役立てて欲しい。●3303 治安悪化、大阪のイメージダウ

ン●3304 大阪にカジノはいらない。●3305カジノはいらないです。●3306治安悪化が心配です●3307カジノはバクチ！

バクチに税金を使わないで！子どもたちの教育・成長に！ 老後のくらし 安心して住み続けられるための府政・市政に

使って‼●3308 カジノで府民のくらしはよくならない。税金は 府民・市民のくらし向上、働く場をもっと作って貧困をなくす

府市政のために税金使って。未来ある子どもたちのために税金使って！●3309 市民の税金をカジノにつかうな。人の不

幸をくいものにして大阪の経済成長はない。●3310 カジノに税金を使うな 税金は府民・市民の生活のために使うべき●

3311カジノ（バクチ）絶対反対●3312カジノやめて 依存症がふえます。●3313環境悪化●3314カジノはいりません 介

護・福祉に力を入れて下さい●3315大反対です！●3316カジノにいいイメージがない●3317税金を使わないでください

●3318維新を落選させよう 投票率を上げよう 頑張ってください！●3319投票率を上げて、維新を落選させてください。 

応援しています。●3320 時間があるときは、お手伝いに行きたいと思います‼●3321 活性化 良くなる と テレビや芸能

人で宣伝し だましている 本当のこと知らされてない！●3322 教育に 福祉に 税金を使ってほしい。●3323 前提とな
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っている数値が異なっている。 信用できない。●3324 がんばって下さい。●3325 夢洲に見学して、改めて、大阪市長、

大阪府知事の言っていることが うそ であることを確信した。●3326土壌が汚染されているのが分かっている場所に立地

を考えることが字目からおかしいし、裏取引があったように思える。今はリモート会議など多々なので来場者は見込めない

し、カジノそのものは、全く必要ない‼●3327 違うところにお金を使ってもらいたい●3328 カジノ予算より福祉予算へ●

3329 カジノ絶対反対●3330 松井市長・吉村知事 カジノやめろ‼●3331 みんなが生活が大変な時に カジノなんてとん

でもないです●3332 カジノ 絶対 反対‼●3333 住民投票の結果を無視して、カジノ誘致を進めようとする知事や賛成議

員のために大阪があるのではない！ 我々の大阪を潰す権利は、あなたたちには無い!!●3334 おかしいです●3335 バ

クチを市がリードしてやるのは絶体やめて欲しい。まして税金を使ってやる事ではない。●3336 カジノで市民の生活は良

くなりません●3337 いらない●3338 税金をちゃんと使って！●3339「バクチでもうけて福祉に回まわす」とか、間違ってる。

明石市みたいに市民府民が幸せになる施策で税収をふやすべき●3340 イヤデス！ イヤです！●3341 ごまかしはやめ

ろ！●3342 悪影響しかない。●3343 税金を押し付ける吉村、ゆるせない●3344 ぜったい はんたい!!●3345 依存症を

生み出す カジノ 絶対反対●3346ムダ使い‼●3347単純に何故カジノが必要なのか理解できません。●3348絶対に反

対です‼大阪にカジノはいりません。●3349 カジノは必要ありません ７９０億円はギャンブル投資です。●3350 カジノに

反対。カジノはいらない。●3351 カジノはいらない●3352 三井住友銀行・三菱 UFJ 銀行へ 大阪 IR への無担保融資に

私たちの預金を使わないでください。 カジノ反対です！●3353 反対します。●3354 反対です。もっと、家族や市民が幸

せになる土地活用を考えてほしい。●3355 もっと必要なところに税金をして下さい●3356 預けたお金を使わないで下さ

い。●3357カジノいりません●3358いらない●3359大阪 IRの無担保融資に私たちの預金を使わないでください。 カジ

ノ反対です‼●3360 もっと教育にお金を使ってほしい●3361 反対です。もっと、家族や市民が幸せになる土地活用を考

えてほしい。●3362大阪にカジノはいりません。●3363 カジノはいらない。 教育・介護に税金を使ってほしい●3364

絶対反対●3365 生活できなくなってしまっている人たちのためにこそ、カジノのためのお金を使ってください。●3366 環

境汚染や治安面をおびやかす夢洲えのカジノ誘致をただちにやめて下さい。税金を困っている人のために使って下さい。

●3367市民は時間給が安く頑張っているのに こうむいんは ぜいきんでご飯を食べてる●3368反対の意思を伝えます。

●3369住民の民意を聞く政策に変えてください。●3370 元々の地元の良い雰囲気が失われると、他の地域から「住み

たいな」と思われることもなくなってしまうと思います。●3371大阪府民の為にはならない やめて下さい！●3372カジノを

する税は、もっと民のために使え！ 万博も、金ばかり湯水のように使うな‼●3373●愚の骨頂では？真剣に府民・市民の

ことを考えて‼●3374 大型開発よりも市民の命を守る政治をして‼●3375 世界のカジノは、今もうかっていません。建物作

るのは負の遺産となります。●3376 日本のお金を外国に流さないでほし。●3377 早急に反対運動をしましょう（３/５には

デモもやりますが）●3378 治安が悪化する●3379 きらいです●3380 頑張ってください。頑張りましょう。また、勉強してお

きます。●3381 いやです ●3382 大阪の品格が下がる 住民にプラスない ばくち経済しか考えられない リゾート開発

のみとは アホか！●3383 国民が必死で働いて稼いだお金をこんな風に使われるのは納得できない。●3384 景気対策

にバクチですか はしたないね！●3385 ギャンブルよりもっと他にお金を使うことがあると思います●3386 カジノはギャン

ブル、子どもたちの未来に必要ナシ！大阪で教員をしています。カジノには多くの私たちの税金が使われ、ギャンブル依

存症をまねき、治安も悪くなってしまいます。一部の人の強行で、誘致が決められることはあってはいけません。きちんと

国民の声を聴いて政治を行ってください！●3387 夢洲の土壌汚染の問題、ギャンブル依存、治安ばど問題だらけの IR

誘致には反対です。●3388 カジノ作る費用があったら、生活困窮者や生活費に困っている子育て世代に寄付金として付

与すべき●3389 いま必要なことはカジノを誘致することではなく、多くの人が安心して暮らせるサポートです●3390 もっと

ほかのところにお金をつかってほしい。●3391正しく税金が使われてほしいです。まずは日々の生活に困窮されている方

や未来を担う子供たち、その保護者、それからこれまでの大阪を支えてこられたご年配の方々、コロナ過を支え続けてい

る医療従事者等々のために使われてください。●3392 カジノー子供の健やかな未来に反することには絶対反対です。●

3393 治安の悪化 マネロン等がしやすい×●3394 ボッタくり等があると聞いたことがあるから。●3395・治安への影響 ・

ギャンブル依存症どうする。●3396 地盤が緩いのに無理やりに作るということは、沈下が目に見えている。●3397 うーん 

わかんないけど 依存症ぜったい増えるやろな●3398 国民の生活のためにカジノについて 不幸になりそう●3399 カジ

ノ自体あることは良くないと 意見です●3400・治安への影響 ・ギャンブル依存症どうする。カジノの土地面積は３％で小

さいと強調するが 粗利益は８割とおらわしており、ギャンブルで巻き上げたお金で「豊かになったよ、学校建てたよ」と言

えるのか！・通常ではあり得ない土地改良負担大阪持ち、７９０億円、これが続く！ ・シンガポールＩＲとの比較 ベイ・サ

ンズ４５００万人 ３４００億円 セントーサ ２０００万人 ２０００億円 大阪ＩＲ２００万人 ５２００億円 ←雑な計画●3401 １、

松井は大阪市の税金７９０億使ってゆめしまのどじょうかいりょうする⇒噓を言っていた。 ２、他人の懐に手を突っ込んで

金儲けする⇒アサマシイ 大阪の人間であるなら他人の金を巻き上げようというアサマシイことは考えない●3402「カジノを

含む統合型リゾート」など時代遅れの考え！大阪市民として恥ずかしい。●3403 絶対反対 治安の悪化、破産者の増加、

永遠に続く追加工事自費●3404 土壌汚染対策に市民の税金７９０億円使うなんてありえません。コロナ対策も無きに等し

く、全国最悪の死者を出しました。第８波もジワジワ増えています。市民の暮らし、未来の子供達にお金をまわして下さい。

●3405 絶対ギャンブル依存症が増えます。反対です。●3406 税金は夢洲カジノを作ることに使わず、福祉に使うようにし

てほしいです。●3407 カジノ誘致の為に私たちの税金使わないで！ 税金は 福祉、教育、コロナ対策に使うべきです！ 

カジノはッ絶対反対‼●3408 活性化、社会がうるおう、金持ち、ビンボウ いろんな人間社会 ひとりひとり考えがありこと。 
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これが大事デス。よーく考えてほしい‼●3409 政治家は信用ならん！●3410 絶対反対！●3411 絶対 反対！●3412 そ

んなもん 反対や（年配男性）●3413 パチンコも反対●3414 依存症になるから。●3415（地元）一般市民に良い事は全

く無い。●3416 大阪府民の税金を勝手にカジノに使うな！ 大阪の未来はカジノではない。そんなお金で大阪は決して

良くならない。すぐにカジノをやめて、まともな政治をやるべき！●3417 夫、子どもが被害にあったら困る●3418 ３年前

依存症なりかけた 依存症ふえる●3419 未来のために絶対反対です●3420 依存症心配 絶対反対！まる 3421 私たち

の血税を湯水のように使わないで！●3422 ギャンブル依存症は怖いので、絶対に反対です。●3423 勝手に市民の税金

を使うな。かってに借金作るな‼ 住民に説明されてない。ギャンブル依存症を出してからでは遅いのですよ。市民の暮ら

しに税金は使うべき。●3424 ・無駄にならないかナ？ ・いつまで続けられるか不明。・ギャンブル依存症の人のためにな

らない。●3425 税金のムダ使い。 あまりもうけはない。●3426 ギャンブル要らない（２０代男性）●3427 カジノより子育て

支援・介護に目を向けて下さい。●3428 税金ムダ使い●3429 治安悪くなりそう●3430 前、署名したのに 否決されたの

ニュースで見てて腹立ってた。●3431やめて下さい●3432依存症の人が増え、借金をつくる人も増える●3433私たちに

カジノは必要ありません カジノのない暮らしやすい大阪を子や孫に残したいものです。●3434 「カジノを含む統合型リ

ゾート」など時代遅れの考え！大阪市民として恥ずかしい。カジノは一線をこす●3435 ギャンブルきらい ギャンブルで夫

が苦労した。●3436 ４０代女性です。いらないです！●3437 保育所民営化推進しといてカジノはないやろ！●3438 絶

対反対です。税金を無駄に使用するな！●3439 親戚がパチンコにおぼれた。●3440 カジノ誘致には反対です。●3441

カジノはいらん！！●3442 カジノ反対です。絶対反対です。●3443 カジノも IR も 反対です●3444 カジノにお金を使う

より、医療、福祉、教育等にお金を使ってください。●3445 ギャンブル依存症をよく聞きます。人間をダメにしてしまう●

3446 がんばって●3447 カジノで大阪は豊かになりません。税金の無駄づかいはやめるべきです。●3448 カジノはよくな

いと思う。●3449 福祉にお金を使う●3450 大阪の人を堕落させないでください●3451 病気になることを前提で造るのは

反対します。●3452 カジノをやめろ●3453 絶対反対 カジノはいらない●3454 困っている人にもっと回して欲しい。●

3455・夢洲に大施設を作った後、大津波で台無しになるぞ。・その大施設はいずれ閑古鳥が鳴くぞ。ゆくゆくは大赤字に

なる。●3456 維新がきらい●3457 維新ヤメロ‼●3458 意味無リゾート●3459 ギャンブルより教育・福祉●3460 絶対反対

です。●3461 依存症を生む賭け事に税金・公金を使うことは許せない！●3462 重要な情報を隠して進めるカジノ誘致は

みとめられません。●3463バクチあかん‼●3464 絶対反対●3465 ギャンブルは身の破滅●3466 大反対●3467必要な

いと思います。●3468 ムダな予算をつかわないで下さい●3469 住民は投票条例の即否決は恨み骨髄。ギャンブルに頼

った景気対策に持続性なし。絶対潰す。●3470 府民の命もくらしも守ること カジノはやめてください●3471 税金のムダ

使いするな！！●3472 カジノは治安を悪くする思います●3473 絶対に反対です。●3474 税金は、生活を守るために使

って下さい●3475 自分もギャンブルで常にお金がなく、しんどい、カジノが来たらまた家族に迷惑をかける●3476 カジノ

に国税をつかわないで下さい。●3477私達の税金を使わないよう考えて下さい●3478ちあんがわるくなる●3479子供や

孫達に悪いし、ぜった反対です●3480 反対●3481 ギャンブルで得た収入で市民・府民の幸せが買えるか‼ これ以上、

ギャンブルに依存する人を育てるな！！！ そんな幸せはいらない！真の豊かな大阪府を目指そう‼●3482ことのお金つ

かうな！！！●3483 カジノは、バクチです。バクチはダメです！ 行政が バクチを進めるのは、とんでもない！ やめてく

ださい。●3484 吉村の好き勝手にはさせいないぞ=3●3485 大阪府にカジノが必要なのかどうなのかは大阪府民の声を

聞いて判断してください。 私は 大反対 です。●3486 カジノを作るより、必要な税金の使い方があると思う。●3487 他

のことに税金つかってほしい。●3488 子どもたちの喜ぶ施設となるように考え直してください。●3489 府民の税金を使わ

ないと公言していたのに… 現在の維新府政、市政のやり方には根本的に反対です。府民の命とくらしを守るためにやる

べきことが山積みにされたまま！ 許せないです‼●3490 しょうもない物に金使うなくそまる 3491 日常生活で必要最低限

なことに税金を使っていきやすい生きやすい社会にしてほしい（医療や学校など）●3492 環境破壊や多額の借金など損

になる事が多く、得になる事が少ない。●3493 ギャンブルにはまる人がふえそうなので反対です。自分は宝くじも買わな

いギャンブルギライなので反対。●3494 税金のムダ使いだと思う。大阪のちあんがもっと悪くなる。●3495作っても意味な

いと思います●3496 外資系の企業ばかりで日本にとって本当に何が得るものになるのか、どれだけ考えても負の面しか

見えてこないし、日本でなく大企業だけが得し、日本人はギャンブル好きがどんどん増えていく心配プラス子供も小さい頃

から慣らされて心配ばかりです。●3497 カジノで税収アップってセンス悪すぎませんか！？ そもそもカジノって砂漠に作

ったり、過疎化などの最終手段なイメージで、本当にその方法しかないの？！ 大阪って子供にも教育にもお金をかけて

くれなくなって、さらにカジノって、住みたくなくなるところにわざとしようとしてるの！？ カジノ作ったら終わりやと思う。 反

対‼●3498 もっと税金の使い方を考えてほしい。●3499 治安が悪くなりそうで心配●3500 大阪活性化は、カジノではなく、

産業を活性化してほしい。大阪から東京へ会社の移転が最近おおいと思う●3501 カジノはバクチ‼ 絶対あかん‼●3502

ギャンブルで大阪が荒廃するだけ。カジノは絶体に反対です。カジノに税金をつぎ込まないで下さい。●3503 国民をギャ

ンブルの世界に引込まないで欲しい。●3504 府民の暮らしを向上させるために税金を使ってください。カジノはお金をム

ダにするかけ事、そんなのいらないです。●3505カジノより、府民のためにやることあるでしょ！●3506税金を使わないで

ほしいです。●3507 私たちの税金をカジノに使わないでください。●3508 パチンコしない。いらない。●3509 カジノ、絶

対反対‼●3510 絶対反対です！●3511 カジノ いらん●3512 万博もやめろ！●3513「ずぶずぶの軟弱地盤」の夢洲の

莫大な地盤沈下対策費用は、将来の子どもたちの負担になります。医療・教育・保育・福祉などの行政サービスの切り捨

て、地域経済の衰退につながる IR カジノ誘致には、絶対反対します‼●3514 風紀、ギャンブル依存など気に掛ります●
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3515 ギャンブル依存症になるから。●3516 いしん大きらい！ がんばって下さい●3517 子や孫に負の遺産を残したくは

ありません。心豊かに人間らしく生きてゆける大阪・日本にしたい！●3518 カジノ 大反対 親中維新キライ●3519 私た

ちのためにならない！ カジノ反対！●3520 箱物政策は過去の遺物なのは明瞭だ。しかも下劣なカジノで儲ける？！ 

不通に考えれば全くバカげている。市民の税金が無駄に使われる。しかも青天井で！ 絶対反対です。●3521 治安が悪

くなる●3522 誰のために必要なのかわからない。そんな所にお金をつかうなら、もっと福祉を豊かにしてほしいです。●

3523 借金する人が増える●3524 借金する人が増える。●3525 必要性を感じない。●3526 何があっても ギャンブルは

ダメ。 百の利はあるかも知れないけれど 千の害があると想う。 まともに考えてほしい‼●3527 カジノは必要性無し。●

3528巨額の税金をカジノに使う前に福祉、インフラ整備、学校の図書館、沢山、する事が有る！ 維新は何をしてもゆるさ

れるのか！！●3529 府民への説明が不十分だ！●3530 IR（カジノ）誘致に反対します。●3531 大阪にとばくを助長す

ることになるカジノは絶体反対。●3532・「カジノ」で暮らしはよくならない。・健全な大阪府に私は希望します。●3533 あき

らめず、頑張りましょう‼●3534 カジノは絶体反対●3535 ギャンブル依存症をひきおこすカジノ反対。人の負けたお金で

経済発展なんてありえないです！●3536 吉村知事は府民の声をきけ・カジノ誘致をだたちに中止せよ●3537 カジノは賭

博 絶対反対 われわれの税金をカジノに使うな●3538必りある税金を だだもれしないようたのみます。●3539統合型リ

ゾートと見れば良いことの様に思えますが カジノ？ 博打場なんて要りませんーん！ そんなとこへ税金を使ってほしくあ

りません！国外の人を当てにされてるみたいですが今世紀的に色んな事で疲弊してるのに博打する為に大阪へ来る人

いますか？今の若造達はゲームにハマってる人が多いと言うのにそんなとこへ行く様に成ったら大変ですよ。 絶対反対

です。●3540 ぜったい反対‼●3541 カジノ反対！●3542 絶対反対です●3543 カジノ誘致は大阪をつぶす‼ 維新政治

はおさらばだ‼●3544 人の不幸の上に経済が上向きになるなんてゆるせません。●3545 IR といってもカジノが中心の開

発事業 バクチで経済の発展などない。むしろ ギャンブル依存症で家庭崩壊など真面目に働く人を苦しめるだけ。●

3546 よくありませんよ。 努力して働きましょう。●3547 ほかに大切な弱い人たちに使って欲しい●3548 カジノ反対！●

3549お金持のぜいたく！●3550人の不幸で金もうけなんて とんでもない‼ 絶対、ぜ～ったい 反対です●3551家庭が

つぶれるようなカジノはだめ！ 若者や子供が育っていく夢ある府政をたのみます。●3552カジノ 困ったことやね●3553

なぜ必要なのか納得できない。他に必要なものはたくさんある。●3554 日本の利益にはならない 外の関係者に食い物

になるのでは？●3555 カジノを含む IR も大阪には不要です。 まずコロナを含む医療や福祉を大切にして下さい。●

3556カジノは反対。パチンコ屋さんも閉店しているところ多いで！●3557カジノは反社会的バクチです 絶対反対です●

3558 大阪にカジノはいらない。日本人ギャンブル依存にして何がしたいんですか？ もっと府民の為の土地利用を考え

て下さい。●3559カジノめいわくです やめてください。●3560世界のカジノ施設が、コロナ過でどの様に変化しているか、

ハコモノは今やネット利用に追いやられています。従来の就役構造がコロナ過により大きく変化したことを知るべきです。

●3561・今の社会ではネットで「かけごと」はできます。・維持費など大丈夫ですか？ ・カジノがなくても人は来ます。USJ

のような、海遊館のような、ネスタリゾートのようなそこに行かないと楽しめない場所づくりをしてください。●3562 万博だの

カジノだの、企業と結託して金もうけのことばかり。他にやること山積みでしょう。●3563 大阪のカジノ誘致には断固反対 

巨額の税金を投入してまで誘致する必要性がどこにあるのかわからない。 日本経済発展のため海外の富裕層を取り込

むのが目的のようだが、日本国内でギャンブル依存症を増やすのは目に見えている。 そんなことへの税金投入よりも も

っと国民のために その多額の税金を使ってほしい。●3564 カジノはギャンブル。IR にギャンブルを持ちこむのは絶対反

対。税金をそんなものに使うな！ もっと教育や福祉に使え！●3565 夢洲カジノはいりません。 他国でもカジノで治安が

悪化して問題もあり、反対です!!!●3566 そもそも、今、日本で万博をやる必要はない、と思います。資材高騰、土壌汚染、

軟弱地盤、いったいいくら費用がかかることやら。 カジノってギャンブル依存症などの心配はあっても、生産的なものは

何も生み出さない。経済効果もそれほどあるとは思えません。●3567 お疲れ様です「会」は、直接請求、東京行動等で、

効果を出しています。その中心として尽力された山川氏は統一地方選において功績をアピールしてください。城東ではな

いですが応援しています。●3568 たくさんの税金を投入してバクチ場を作って、人間をダメにする そら、あかんやろ。一

部の人だけ甘い汁を吸って、そら、あかんやろ●3569 土地改良に、ムダに税金をつぎ込み、入札も不成立が続いている

のに、やめて下さい！●3570 バクチ依存になるような事、絶対に 反対です。●3571 私たちの血税をドブに捨てるような

もの 赤字は目に見えている。絶対反対。●3572 大人、子供全員楽しめるものでなく、大金を失うこともあるので反対。●

3573福祉にお金を使ってほしいです。●3574大反対です。●3575カジノの必要性がよくわかりません●3576絶対反対、

反対運動が大事●3577 やがて廃きょになる。無駄使いはやめろ‼●3578 メリットが見えない。●3579 私達が収めたお金

は私達のために使って欲しい●3580 ギャンブル病が多くなるから●3581 反対の声を聞くべきです。●3582 住民投票で

決めるべきです。多額の税金を使ってすることではありません。●3583 税金を使ってのカジノ誘致に反対します。●3584

ギャンブルは 中毒になります  ギャンブルで 勝つことはありません 生活破壊者をつくったらいけません●3585 精神

障がいの人と一緒に働いています（支援員） 依存症の増加には反対です●3586 外国からのひとには良いが 国内から

の利用には しっかりと規制していただくならいいかも…●3587・規制をしっかりしてもらうことが前提。・税金をたくさん投

入されるのは反対。●3588カジノではなくリゾートや、スポーツ、映画など テーマパークなどでもいいと思う。●3589維新、

なんで カジノするん？●3590 見える化によって 計画の中止 あるいは 見直しになることを望みます。●3591 カジノは

ムダや●3592 公的にカジノをやるなんて‼●3593 ギャンブルはダメ！ カジノより コロナ対策、物価高騰対策を。●3594

カジノに費やすヒトやカネがあるなら、コロナ対策をするべきです‼ してほしい‼●3595 バクチは反対‼●3596 中国マフィ
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アを入れるな！●3597 カジノを作ったら、自己破産するからやめてほしい。●3598 カジノを作ったら家庭そうどうがおきる

からやめてほしい。●3599反対です。●3600もっと必要なところにお金を使って下さい！ 府民の声を聞いて下さい！●

3601カジノに反対します‼●3602普通に暮らしができなくなるカケ事の最たる施設となる建物はいりません。●3603カジノ

と軍拡は日本破滅への道。未来に、責任を持って欲しい。●3604 知事、市長の頭は正常なの⁇●3605 誰のためのカジノ

誘致かな？と思ってしまいます。優先してするべきことって、他にあると思います。●3606 税金を困っている人に使ってく

ださい。これからの人生を生きる人に、負担を与えないで下さい。●3607 ちゃんと金使え‼●3608 バカみたい‼●3609 若

い人たちが はまり込むのがとても心配します●3610 カジノで家はたてられない 家をつぶす人はいるが●3611 カジノは

永遠に栄えません。●3612よけいなものをつくる必要はありません。 もっと有効な税金の使い方を考えていただきたいで

す。●3613ぜったい はんざいがおきるので、やめてほしい。●3614ぜったい反対です。●3615 バクチに政治が加担す

るな‼●3616 カジノなんてバクチだ‼ バクチで金をかせぐな‼ もっとまっとうな社会を子どもに残せ‼ 大阪府、大阪市はも

っとまっとうな政治をして下さい‼●3617 絶対反対●3618 中国マフィアを入れるな！●3619 どっちかというと反対です●

3620 カジノは絶体に反対します。●3621 カジノは人生を終わらせます。絶対に反対‼ 地ばんが不安で、これからもたくさ

んの費用がいるような開発は許せません。●3622 ギャンブルはダメ。●3623 誰の、何のためのカジノですか？ まったく

必要性なし。ヤングケアラー支援こそ大事。●3624 ダメ‼●3625 大阪府、大阪市を住みよい街にして下さい、というか、み

んなで考えましょう。●3626 絶対に反対です！ 依存症の問題や、その後の負担など…ひどい話です！●3627 大阪に

カジノはいりません●3628 カジノはいらない！ 子どもの為の施設を！子どもは遊ぶ場所が無い。●3629 税金をもっと役

に立つものに使って欲しいです‼●3630 外国人は OK.●3631 ギャンブルはいつでも止められると思う人が多数だが、抜

けられなくなった人の最後は悲惨そのものです。●3632 絶対反対‼●3633 治安が悪くなる●3634 ギャンブル依存者

が増えて、生活が破綻する人が続出してしまいます。百害あって一利なし、こんなことにお金を使うより、もっと必要なこと

がある。‼●3635税金の使い方がおかしい●3636子どもたちにどう説明するのか、考えていますか？●3637子どもも安心

してすみやすい大阪にして下さい‼●3638 強く 反対 します。 税金を府民の日々の生活のために使うことを強く要望し

ます。●3639 住民投票を求める直接請求署名の２１万筆をこえた重みを府議会では受けとめるべきです。●3640 カジノ

より福祉を！ いのち最優先の大阪をつくろう‼●3641 税金、公金を使い市民に負担を負わしてはならない 訴えます●

3642 税金のむだづかい●3643 大阪にカジノはいらない 生活保護者が増えかねない●3644 庶民の街大阪にカジノは

不要です。 町は荒廃し禍根を後世に残します。●3645 カジノ絶対反対‼●3646 子どもたちの負担になるので 反対しま

す。●3647ギャンブル依存症をこれ以上増やさないで！●3648正しく、税金を使え‼●3649今の生活優先‼●3650統合

型リゾートは賛成だがカジノは不用！です。 宜しく。●3651 頑張って下さい。●3652 税金使うカジノはいらない 私たち

の生活が大変だ！●3653 依存症対策が必要な「カジノ」なぜ作る！●3654 なんでカジノがいるの？ 絶対反対 依存症

が出てからではおそい。税金のむだ使いはやめて●3655 税金使ってする事ではいと思う●3656 大阪にバクチ場はいら

ない 治安が悪くなって家庭ほうかいにつながるカジノはいらない●3657カジノを作るな‼●3658そもそも「賛成」する人が

いるのか… ずさんすぎる計画、だれが責任取るのか… カジノは不要。治安が悪くなる。絶体に止めて。●3659カジノは

府民のためになりません●3660 私たちはまじめに働いて 健康で普通の暮らしを望んでいます 大阪にカジノは必要あり

ません●3661 ぜったいいや ●3662 良くないなと思うので反対します。●3663 税金のムダ使いをやっめてほしい。●

3664 カジノに使う金があるなら 福祉やコロナ対策に、コロナ死者数日本一の大阪にカジノをつくって『いのち輝く未来社

会のデザイン』だとは、府民を馬鹿にしている●3665 国民の生活を第一に考えて下さい。 税金のムダ使いをやめて下さ

い。●3666税金を慎重に使って下さい●3667カジノ、カジノと言っているが、カジノで喜ぶのは誰かな… カジノで負ける

と勝つために多くの人がカジノで借金して家庭をこわし 平和な大阪をとてもこわい大阪にしても良いのかな… 大阪の政

治家のアホな計画「大阪にカジノ」を賛成している政治家さん（もう政治家と違うで政治屋さんやで‼ こんな人達は）政治を

やめてもらわなアカン‼ 絶対反対です！●3668未来の子供たち、大阪の平和のために カジノ反対です●3669カジノは

表と考えています。やンブル依存症対策や富裕尽向けの事業の感が否めない。●3670「カジノ」絶対反対デス●3671 東

南海地震発生と云っている時に 多額な予算をかけて海岸部にはリスクが大きいリゾートはやめた方が良い●3672 カジノ

なんかに税金使うな●3673 税金の無駄遣い もっと使い道を考えてほしい●3674 カジノは住民投票をしなくてもやめて

ほしい。●3675大阪府の税金を使ってカジノを作る必要はありません。●3676賭博は絶対反対 環境に悪い●3677バク

チはいらない！●3678 大阪市の税金使うな●3679 税金の無駄使い●3680 依存症がふえる 公金を使い市民に負担を

負わしてはならない。●3681 カジノのイメージが悪い。 経済効果が上がるとしても、法律に反する いろんなへい害が危

惧される。 みんなが納得できる具体的でわかりやすい内容を提示してほしい。●3682 オンラインでゲームができる世の

中で わざわざハコモノを作っても 世界から人は来ず、廃人を作り 借金がふくらむカジノに反対します。●3683 将来の

大阪の子どもの為にやめてほしい カジノと言ったらキレイですが けっきょくは とばくじゃないか？！●3684 IR に使う

お金を教育や福祉に使ってほしい。●3685 もう世間には、パチンコ、ボートレース、競馬、くじは宝くじ、ロト等、お金を無

駄に使う遊びはいっぱいです。もっと税金は国民の幸せに使ってほしい。●3686 障害を持たれた方々と、夢洲の近くの

「舞洲アリーナ」をよく訪れました。海に囲まれたこのすばらしい地に、カジノが来るなんて、絶対許せません。ただでさえ 

ゲーム依存の子どもたちが、やがてカジノ依存になっていくのは、ほんとに悲しいことです。 すばらしい文化を誇る この

日本に、観光誘致の為、どうしてカジノなんでしょう？ 同居している９７歳の父や シベリアで眠る祖父の時代は、何も持

てなくても、もっと、心が豊かで、素晴らしい自然が広がっていました。私たちが、守らなければならないものです。●3687
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賭博でもうけようとは浅ましい。 そもそも もうかるはずがない。 巨費を投入して、結局、府民にしわ寄せがくる。目に見

えている。●3688 府議会はいったいだれのための政治をやっているのですか！ 外国の例など もっと調査してほしい。 

依存症についても勉強してほしい。●3689 多額の税金を投入するのはやめて欲しい他に使うべきところがあるのでは？ 

富裕層と貧困層の間の市民は税金を納めてばかりで、恩恵があまりにないのですが・・・。 ●3690 どんどん IR の予算が

ふくれあがる中、子どもたちにお米を配ればよいと思っている府政市政に嫌気がさしてます。だれのためのカジノなんで

すかね。この先を担う子どもたちにとって良いことをしてほしいです。高校つぶしてばっかりしないで。●3691・依存症がふ

える ・治安が悪くなる●3692 生活は良くならない●3693 夢洲は大地震が発生すれば避難できるだろうか、とても怖い 

カジノは無理だ やめるべきだ！●3694 大事な税金で、カジノ、なんかいらない 人生を変えてしまうおそれがあると思う 

とんでもない●3695 賭け事で良い事は何もありません。破壊的です。まじめに働いて生活できる都市にして下さい。●

3696 税金を使ってバクチ場を作る必要はありません。絶対反対です。●3697 ギャンブルで不健康な都市造りは止めて下

さい。活き活きと働ける文化豊かな、外国からも多くの人々が来てにぎわう街を望みます●3698 カジノ依存症になる人が

多くなるので反対です。●3699維新 禁止●3700クリーンな大阪であってほしい。●3701絶対やめて 無責任●3702ギ

ャンブル依存症のこわさ、家族の崩壊●3703 必要なところにお金を使ってください。 カジノはいりません。●3704 カジノ

置いたら、未来ある子供の居場所がなくなる！●3705カジノに金かけるぐらいなら自分の年金につかう。●3706未来の子

供たち、大阪の平和のために カジノ反対です‼●3707●カジノをベースの経済発展なんてありえない。●3708 反対しま

す。●3709 府か大阪市の予算をカジノに使わないで下さい●3710 もうそろそろマスクをはずして生活したい。●3711 税

金を使って欲しくない●3712 ぜったい 反対です●3713 カジノは反対です。かけごとはやっぱりいけないと思います●

3714大阪府民のためにならない事しないで下さい。●3715もっと府民に目を向けて、府民の為に、お金を使って下さい。

●3716府民の為に大切な税金をむだ使いしないで下さい。●3717 反☆対●3718 カジノは市民にプラスにならない！ 

子供に使って下さい。●3719 アジアだけでも マカオや韓国にもカジノがあり、どちらもコロナの流行により収益を減らして

います。今 日本に カジノを作ったとして 収益が上がるとは思えません。●3720 税金・公金をカジノに使うな‼●3721 カ

ジノはアカン‼●3722 大阪がカジノによって発展するわけがない。 治安が悪くなり 子どもらへの影響が心配だ。維新な

どカジノをすすめる勢力を来年の一斉地方選で後退させましょう。●3723 父親がかけごとにのめりこみ、母は苦労した。 

ギャンブルはダメ。●3724 TV で見た情報が基準になりますが、『カジノに賛成』の方々は皆、ご自分が「お客様」としての

カジノ体験から賛成をかたっておられました。一方、深夜のドキュメンタリーでは、家族から会社から借金を重ね、縁を切ら

れ、家もなく、それでも「カジノ近くにいたい」とカジノ近くの路地裏で野宿する人が映し出されていました。そんな闇の部分

を見ず、無邪気に賛成はできません。「日本は大丈夫」と本当に言えますか？ あと、日本人がメインなんですよね？日本

人が負けたお金で、大阪がうるおうんですか？ というか、誰かから巻き上げたお金が「財源」？ 変です。●3725 反対の

み●3726吉村やめなさい●3727カジノよりコロナ対策とか物価対策に力を入れよ！●3728税金を大切に●3729 や

ってもムダ●3730 税金を使うな●3731 時代錯誤もはなはだしい●3732 子供達の未来を守るため 絶対反対です。 住

民投票（都構想のとき）２回もしたのになぜですか？●3733 いらないです！●3734 必要ないです！●3735 ギャンブル反

対●3736ギャンブルはない方が良い。●3737大阪にカジノはらない‼●3738税金使うな。 

◆賛成●3739 ラスベガスやマカオのように金の入り方を注意すればよいと思う。国税も増えるし、金が動く。外国

人利用を中心に邦人は高額の入場料を取るなど、金を落としてもらえるなら OK。雇用も増える。何より一応、島なので出

入をきちんとすれば問題ないと思う。府民の税金も少し安くなるのでは？●3740 大阪がさかえるから●3741 景気が悪い

から。●3742 楽しそうやん●3743 経済が回るから●3744 財政●3745 他の人の意見も聞いた上で建ててほしい●3746

建築の人が仕事が入るから●3747経済のため●3748経済がうるおう●3749 カジノに対してそんな理解してないから●

3750利益を出して下さい●3751経済の活性化する●3752ラスベガス、シンガポール、モナコのカジノを経験しています。 

どの地域も治安もよく、むしろ高級感があり、大阪にできるのが楽しみです。●3753 大阪・関西 活性化してほしい●3754

街がハンジョウする●3755 景気が良くなる対策に！●3756 街がうるおう！●3757 活性化●3758 活性化につながる●

3759 外国人が多く来る●3760 福祉に税金を使ってください。●3761 妻は反対です●3762 活性化になるといい●3763

外国でカジノされるより、日本でやってもらう方がまし。仕事が増える。●3764 税収ふえるから●3765 市が活性化するから

●3766ヤクザを顧問にするなら可●3767大阪の活性化を期待します。●3768やってみたいな ワオっ まあでもしゃあな

いんちゃん？ ●3769おもしろそう●3770カジノは海外で健全、安心、場所的には●3771ルーレットが好き。外人もふえ

る。●3772 パチンコよりかてるから ポートタウンが活性化されるから●3773 大阪府と市も儲かるから●3774 経済効果が

あると思います。●3775 公共で管理してやった方が良いのでは！●3776 カジノで活性化する●3777 今日本がギャンブ

ル依存症が多いのでもんだいないです。パチンコなくしたら反対●3778 たのしそう●3779 変化がほしいから●3780 維新

好き 賛成とも言いがたいが…●3781 おもしろそう●3782 経済的にもうかる●3783 税金を得るのは大切●3784 よくなる

のでは？●3785 遊べるから●3786 楽しい●3787 経済が潤うのでは？●3788 邪魔しないでほしい●3789 もうけたい●

3790 吉村さんがんばってネ。いつも応エンしています。８２才女●3791 もうけます。●3792 大阪夢洲カジノが出来たら、

大阪市にお金が落ちるだろうと思うので賛成です カジノが出来たら一度行ってみたいです●3793 経済がよくなるから 

今のところ賛成●3794今より良くなると思うから●3795楽しい 日本の観光スポットへの増加●3796夢がある カジノは楽

しみ？●3797 住民投票は絶体するべき‼●3798 何とも思ってないから 賛成なのかな、反対やったら、はっきり思いがあ

るもんな・・・ ４０代 女●3799老人ホーム財源はこれしかない●3800経済活性化●3801私がかちたい●3802お金を回
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したい！●3803やってみたいから●3804経済が回れば良し●3805最低自給１２００円にしてほしい。●3806色々な問題

や課題はあるかと思いますが、大阪の活性、日本の活性につながればと思います。●3807 がんばってください。●3808

反対するりゆうがわからない●3809 カジノやりまくる●3810 大阪市が？●3811 大阪が儲かる●3812 経済の活性化する

●3813勉強不足 反対する理由がない●3814大阪が良くなる●3815もうかるカジノ賛成、金持ちが来る●3816盛り上が

ると思うから●3817 経済最優先でお願いします●3818 楽しみです。●3819 経済かっせいかの為●3820 経済活性化す

る●3821ギャンブル好きな人は外国へ行ってギャンブルしてお金落とす。日本にあれば日本でする。●3822大阪の活性

の為●3823現金が流通することは良い事と思うので、早く行うことは良い●3824市が収入を得られて、財政がうるおう 

◆どちらでもない ●3825 どちらでもありません 自分がカジノに興味あることや、大阪の活性化に

つながる可能性もあるとしたら賛成。トバク性が強い、外国からの誘致？の心配性を考えたら不安要素ありかなので反対 

どちらも良し悪しです。●3826 どちらとも言えない もし IR として利用しなかったら、他に何をするかが問題です 他に利

用する案件は 舞洲、咲州、南港等 で利用してる感じがします。 賭け事のきらいな人には全く興味がないです 私は全

く利用しないです。●3827 奈良に作ったらいい。●3828 少子化対策（３０年間）●3829 どちらかと言われても よくわから

ない 40代 女●3830関心なし●3831 どっちともいえない。経済活性には必要だが、あまり経済的ゆとりがない者がのめ

りこむと困る。所得制限とか設けたら？●3832 IR 賛成 カジノは反対です。●3833 心情としてはカジノはいらないと思っ

ておりますが、行政がカジノ業者やゼネコンを設けさせるためにしていることとも思えませんので、明確な回答は控えさせ

て頂きます。●3834 別に反対ではな●3835 行きたい人が言ったらいいと思います。（どちらか決めかねて考えると ２つ

に〇）●3836 迷います。 経済の発展も必要だし カジノ依存症が出ても問題だし むずかしいです。●3837 どっちでも

良い●3838 どちらでもない！●3839 わからない●3840 わからない●3841 わからない●3842 わからない 賛成だと 経

済がよくなるかと 反対だと のめりこんでいくかと 

◆賛成●3843どちらとも言えない●3844パチンコいっぱいあるからいいんちゃいます●3845利益上がるからいい

のでは（50 代女性）●3846 税収が入る●3847 けいざいうるおうから●3848 経済が良くなる●3849 今のところけいざいが

はってんするから●3850大阪の経済がもっとよくなるためにだけど、逆に悪いことも起こるやろな●3851俺は 100万〜200

万もって行く●3852 私は維新です。橋下さん吉村さん大好き（70 代女性）●3853 理由わからないけど●3854 カジノがあ

ると楽しいから●3855大阪の成長に期待します●3856経済が活性化する●3857本当は反対やけど変わらんから●3858

やったらええんちゃうの●3859 パチンコのほうがこわい。カジノは外国の人か金持ちしか行かへん。金持ちからとったらえ

えんや●3860 カジノもうけられる大阪を！！●3861 プロセスに問題は感じるが新しい事はやっていた方が良いと考えま

す●3862夢洲によく行くので●3863経済うるおう（ギャンブル依存とかの問題は個人の問題だ）（40代）●3864街の雰囲

気がかわる（はなばなしい雰囲気になる）と思うから●3865 大阪市がもうかる●3866 にぎわう●3867 できたとしても行かな

いからどちらでもいい（20代女）●3868自由な選択肢がある●3869 どちらかと言えば賛成（50代女）●3870 どちらかと言

われたら賛成。めっちゃって訳ではないけど●3871 経済がうるおうから●3872 経済よくなる●3873 人を動かす為●3874

お金が回る●3875 まずパチンコ店を無くそう●3876・税せいなんだから・情報が出回ってない●3877 景気がよい●3878

大阪の活性化のために有効です●3879 景気回復●3880 経済がうるおう●3881 活気ある大阪●3882 経済よくなる（50-

60代女性）●3883パチンコと一緒、自分でお金払ってやるんやから？●3884経済が活性化するから●3885活性化につ

ながるから●3886大阪の経済を回す為●3887経済効果に期待●3888良きにしろ悪きにしろ働く場所があること。経済が

回る（地元にお金が落ちる）●3889 人くるでしょう→で賛成。でも俺はギャンブル依存症やからそういう所では反対よ→本

当は反対●3890大阪にくる人がふえると思う●3891世界のエンターテイメントが見たい●3892大阪の活性化につながれ

ば良いかなあ●3893 できたらできたで経済効果もありそう●3894 お金が増える●3895 外国人観光客増加●3896 大阪

の経済効果の為●3897何となく●3898おもしろそう 

◆反対●3899 割合では少ないかもしれませんが、どれくらいの家族がギャンブルでの借金苦でつらい人生を送っ

てこられたか？ 人に言えない苦労をしてこられた？・・・・見ているだけでも心苦しい思い出があるのに・・・・。自分の責任

と言い切った人の人間性を問いたいです。 ●3900 賭博やギャンブルをみんなに奨励するカジノの誘致･建設に断固反

対します。 目先の利益に目の眩んだ為政者･大阪府知事･市町に覚醒を促します。大阪の将来のために！ ●3901 未

来の日本のことを考えると、地球の温暖化対策、平和のための交流の取り組みなど真剣に取り組まなければならないこと

があると思います。IR より平和な日常を過ごせる政治を願います。 ●3902 絶対反対です。コロナによる支社が最も多い

のに、いまだになんら効果的な対策をしないどころか、病床数をまだ減らす・・・・・・。税金の使い途が完全に間違っていま

す。（しかも”税金を使わない"と言っておきながら、いつの間にか巨額をつぎ込むことになっていて） 戦争による物価高

やコロナに苦しんでいる人がたくさんいるのに、もっと府民のための政治をしてほしいです。 ●3903 幸せそうに見えても

耳を傾けると、それぞれに悲しみや苦しみを抱えていて、この国の福祉とはと考えることがよくあります。そんな中、カジノ

の話やらを聞くと滅入ってしまいます。緑は枯れてもまた芽を吹くけど、カジノのような建物はやがて地に落ちるだけ。カジ

ノに行く人間とはどんな人でしょう。苦しみの人は緑の場に心癒しにくけれど、カジノに行くはずもなく、泣くだけ。カジノは

只空虚な悲しい姿にしか見えません。 ●3904 ７９０億超の税金が使われるなど、呼びかける際に具体的な数字を使っ

て活動をされるとなおよいと思います。よく「カジノあかん！」と見みますが、若い方など、いくら税金が使われているか、数

字を使った方が伝わりやすいと思います！ ●3905 大阪にカジノは絶対不要 ●3906 他にすることがある。●3907 子ど

もに健全な未来を！！ ●3908 絶対アカン！ ●3909 大反対 ●3910 大阪府民の税金の使い道を絶対に間違わない
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でください。カジノにお金を突っ込むのではなく、本当に大阪府民のためになることに使ってください。 ●3911 負の遺産

を未来ある子どもたちに絶対に残さない。 ●3912 もろもろの問題が山積みしているので、強引にカジノをつくることに大

反対。 ●3913 カジノは本来、この国には容認されずに来ました。「神代の昔から・・・」日本には賭博は禁じられてきたと

のことです。 ●3914 たくさんの依存症の人を産み出すことがわかっているカジノをつくることに反対。底なしの税金を投

入し展望もない。 ●3915空想経済より実体経済に提案します、つまり農業と工業の合体して食糧増産の産業を考えるべ

きだと思います。 ●3916 悪夢洲カジノヤメロ。 ●3917 カジノに使うお金を市民のために使ってほしい。   ●3918 街

が暗くなります。全くいやです。作ってはなりません。●3919 大阪にカジノはいらない。日本にカジノはいりません。 ●３

920 有害であると分っていながら公がそういう施設を作るべきでない。 ●3921 依存症により、多くの家庭が悲劇に見舞

われてる事が予想される施設は要らない。 ●3923 有害な施設は作ってほしくない。 ●3924 ｢カジノでなく家族全員で

楽しめるような施設を作ってほしい。 ●3925 設備にお金がかかりすぎる。ギャンブル依存症に対する取組が見えない。 

●3926 新自由主義そのもので、儲けしか考えない。若い人達に良いものをもたらさないから。 ●3927 依存症を生み出

すカジノに大反対。 ●3928もっと健全なことを考えてくください。 ●3929大きな格差が生まれます。 ●3930 一部の建

設業者が儲かるだけで、未来に良いものをもたらさないから。 ●3931 カジノは日本を滅ぼす。 ●3932 カジノを含むリゾ

ートを作ってしまえばギャンブル依存症の方の生活が困窮するほか、それによる生活扶助のために必要な費用の増加、

また他の社会福祉のために必要な費用の増加が考えられる。膨大な費用をかけて生活に困る方を生み出す可能性の高

い施設を誘致する必要はないと思われます。 ●3933 カジノを含むかけごとはギャンブル依存症の方が行き、それでも損

をした分、税が高まり、もし失敗し続けたりしたら、その分未来で暮らす方々の負担も大きくなるばかりなので反対です。 

●3934 カジノを作って人の不幸を喜ぶ人は誰？ 泣く人は誰？ ●3936 人口減少申告、子育て支援強化、切に願いま

す、ギャンブルより教育を。 ●3937悪質なギャンブルであり、家庭崩壊につながる。 ●3938環境破壊するな、大阪を汚

すな。 ●3939 賭博依存症で一家離散した家庭を知っています。どうかそんなことを政治で作らないでください。 ●3940

治安が悪くなる。 ●3941 もし南海トラフが起こったら、もしコロナの様なパンデミックが起きたら、いつ何が起きてもおかし

くない世界で大阪カジノは勝ち目のない大博打。 ●3942 お金の価値がわからない緒若者がゲーム感覚で、高額の借

金地獄に陥る。｢働いてお金を得る喜び｣遠い時代でしょうか？ ●3943大切な税金を使わないでほしい。 ●3944ギャン

ブル依存症で若者の未来を奪わないでほしい。 ●3945 ①大阪の治安が悪くなる。②ギャンブル依存症が増加する。③

統合型リゾートは赤字しか生まない。 ●3946 ギャンブル依存症は本人だけの問題ではない。家族も不幸にする。 ●

3947 依存症の人が増えてどう責任を取るのかわからない。税金を有効に使ってほしい。●3948 カジノは人間性を破壊し

ます。不幸な家庭を増やします。 ●3949 大阪にカジノは要らない。府民の声を聞いて。 ●3950 税金のムダ使い。有効

に使って。 ●3951 カジノは要らない。ギャンブルは人の人生を狂わせる。ギャンブルで負けてお金がない－強盗などの

犯罪がふえ、治安が悪くなる。家庭を壊す。福祉や子どもたちに使って。 ●3952 大金持ちから金お奪うならまだ許せる

が、依存症の人を作り出し、その亀を奪うのは許せない。税金を大量に投入して府がどれだけ儲かるというのか？ それこ

そバクチというものだ。 ●3953 風紀が乱れる。 ●3954 ギャンブルはいらない。 ●3956 派に安威で決まっているでしょ

う、よく考えてください。 ●3957 カジノでなく、維持費のかからない運動施設を作ってください。●3958 カジノは賭博で

す。●3959経済が下降しているのに大阪の経済も予算がどんどんふくらんでいき、大赤字になると危惧する。 ●3960町

が暗くなります。 ●3961 諸々の問題が山積みしているので、カジノをつくることに反対。 ●3962 賭博場で経済活性化

なんて最低。海外から企業誘致を考えるべきかな。 ●3963 いい加減にしてください。 ●3964 住民が幸せになることに

お金は使ってほしい。何のために政治家になったのでしょうか。 ●3965子どもたちのために使ってほしい。 ●3966カジ

ノよりコロナ対策を。 ●3967 軟弱地盤 ●3968 楽して得たお金は人を滅ぼす。 ●3969 松井市長に不信。 ●3970 カ

ジノはマネーロンダリングの温床です。 ●3971 ゲーム大好き。でも金を全部持っていかれるゲームはあかん。 ●3972 

カジノは百害あって一利なし。 ●3973 カジノで経済は戻らない。 ●3974 野鳥の楽園に。 ●3975 ハカイ活動をやめて。 

●3976利益を得るのは府民ではない。損失を負担するのが府民である。 ●3977 ＩＲカジノ反対運動に協力します。 ●

3978 依存症発症になります。 ●3979 子どもたちに未来ある大阪を。もっと府民の声を聞く政策をしてください。 ●3980

パチンコを夢洲に。 ●3981 よくない気がする。 ●3982 反対  ●3983 お金のムダ。 ●3984 大阪の活性化のために

○ ●3985 無駄なことはやめよう。 ●3986 情報公開を求めます。 ●3987 人の不幸をエサにする行政は悪である。 ●

3988 がんばって交渉しましょう。 ●3989 カジノは家庭を滅ぼす。 ●3990 メリットが考えられない。 ●3991 依存する阿

保大阪人がふえる。 ●3992 カジノより福祉を。 ●3903 ぜいたくなカジノ･万博やめろと訴えなければなりません。 ●

3994 誘致しないで。 ●3995 税金使わないって言っていたのに、うそつき。 ●3996 府民の声を聞いてちゃんと仕事しろ。 

●3997浮浪者やゴロツキが増える。 ●3998他にやることがありそうだから。●3999説明責任を果たすべき。 ●4000子

どもに負の遺産を残すことに・・・・・・・ ●4001「反対｣の姿勢を貫きがんばってください。応援しています。 ●4002 住民

投票の結果を無視した大阪市･府の維新の問題があるので、5 月の選挙には投票せずに落選させるべき。 ●4003 財政

面で良いとは思えない。 ●4004 カジノなどある施設を作ってしまったら、中毒者など施設に需要のある人が集まって治

安が悪くなる。 ●4005維新のもくろみをつぶしてください。 ●4006 金儲けを考える者が多すぎ。 ●4007府民にとって

デメリットしかないカジノに反対です。●4008 人の不幸の上に富を築こうなど許せません。 ●4009 カジノで大阪の活性

化なんて正気のさたではない。 ●4010 いらん。 ●4011 当初の見通しが楽観的すぎた事を認める必要あり。●4012 カ

ジノも万博も必要ないです。 ●4013 深く考えたことないです。(白票)  ●4014 カジノ絶対反対です。●4015 維新府政･
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市政を許さない。税のムダ使いのＩＲを許さない。大阪府･市民の生活を守れ。 ●4016 他にお金を使って欲しい、あんな

地盤のゆるい場所にたくさんの税金を使ってまで作る必要があるのでしょうか。府民の住民投票をしてもらいたいです。●

4017 大阪がだめになります。●4018 大反対です。 ●4019 依存症になりかねません。絶対反対です！！！ ●4020 絶

対やめてください。 ●4021 もっと健全なやり方で未来を考えるべき。●4022 カジノは絶対やらせない。●4023 依存症が

不安 ●4024 カジノではなく、もっと有意義な使い道にすべきです。●4025 カジノ反対。 ●4026 カジノはバクチ、本来

非合法のもの、それを府がするなんて。断固として反対です。バクチはヤクザがするもの。●4027カジノで大阪はますます

沈下してしまいます。カジノは絶対ダメ。 ●4028子供たちに誇れるなりわいで食べていきたい。 ●4029 カジノは依存症

があって、破産したりしてしまう。カジノに税金は使わせない。税金は医療などに使うべき！ ●4030 絶対反対！ ●4031

カジノ反対！カジノいらん！  ●4032 ギャンブルはやめて。 ●4033 依存症を生み出すカジノは、絶対反対です！！ 

●4034 日本中にカジノはいらない。 ●4035 カジノにはまってしまった人がその後、どのように過ごしていくか心配ではな

いのですか？ 私は絶対必要でないと思っています。 ●4036 税の無駄使い、やめろ！ ●4037 カジノは税金の無駄使

いだ。絶対反対する。民意を聞け！ ●4038 府民のことを全く考慮していないことに、腹立たしい思いです。 ●4039 絶

対、反対！大阪府に真の文化を！ ●4040 絶対反対します。カジノ ストップ！！ カジノはいらない。反対する知事

を！！ ●4041絶対反対。カジノは依存症を多くうむ！府民の税を使うのに反対！今はカジノはネットに変わりつつある、

大阪にカジノ必要なし。しかも、いつ沈むかわからない。バクチカジノ反対！ ●4042生活苦の人をこれ以上ふやしたくな

い。 ●4043 依存症のことがすごく気になります。 ●4044 楽しみ程度で済んでいる間は良いけど、はまり込んで周囲に

迷惑かける人が現れる可能性あり。  ●4045 ギャンブルで生活苦になる可能性が多いと思う。 ●4046 活性化にはある

意味、総合的見地からするとあると思うが、依存症の人をふやしたくない。 ●4047 やめたところもあるのに、大阪はどうし

てするのか。 ●4048 他人の不幸をこれ以上みたくない。 ●4049 大阪にカジノはいりません。 ●4050 バクチでしょ。ダ

メです！ とにかく、関連事業に費やす公金が大きすぎる。延期にともなって、どんどん工事費用がかさんでくることも許せ

ません。 ●4051 カジノよりも、福祉のことをもっと充実してほしいです。●4052 カジノより、福祉関係を、特に介護をもっと

よくしてください。 ●4053 カジノより介護をよくしてほしい。 ●4054 損する人が多くて、財政が潤うカジノは反対。宗教団

体のお布施と同じ。金に飽かす人ならラスベガスでカジノをやってもらえばよい。大阪に入りません。 ●4055 その予算が

あれば、教育に使ってください。断固反対！教育費に回してください。 ●4056 ギャンブル依存症→家庭崩壊→福祉を

受けないと生きられない人が増えたら、自治体も国ももちません。どうして「今だけ」、「自分だけ」もうかればよいと考える人

が政治をしているのか、教えてください。  ●4057 だれのための政策？ 失敗したらだれが責任取るの？ ●4058 カジ

ノいらない。その税金、教育に使って。 ●4059 家族がバラバラになる。借金を増やすことに。 ●4060 治安が悪くなりそ

うで心配です。 ●4061 カジノは社会の悪！！ ●4062 カジノでなく、福祉に使え。 ●4063 カジノはいらないです。 ●

4064 カジノはあかん。 ●4065 絶対反対！！ ●4066 カジノ反対！ ●4067 バクチは人間をダメにします。 ●4068 バ

クチはダメです。 ●4069 健全な町にしてほしい。 ●4070 依存性の後遺症の問題や、人間形成においても、経済的に

も将来大きなマイナス面のほうが多いように思うから。●4071 バクチで身を持ち崩す人を増やしてはダメ。 ●4072 カジノ

はいりません。 ●4073 バクチはダメが日本の伝統。絶対反対！ ●4074 バクチは駄目。 ●4075 未来の子供に必要

か？しっかりと自身の心の扉を開けて下さい！！ ●4076 カジノよりもっと大切な施設を作ってください。 ●4077 大阪府

の中にカジノは必要ないです。日本のことを想ったら、やめてほしいです。 ●4078 若者への影響が心配。 ●4079 絶対

反対です。 ●4080 大阪府民を不幸にする計画はすぐ止めよ！ ●4081 バクチご法度。 ●4082 政府や自治体はバク

チをすすめてはならない。江戸時代から「バクチ法度」、人間を壊すことになります。 ●4083バクチは人間をダメにするか

らダメです。 ●4084 海が汚れたりして、よくないと思います。カジノも人を変えてしまったりして怖いです。 ●4085 やば

いです。 ●4086 バクチは古来よりご法度。カジノはやる必要なし。 ●4087 安全でない。 ●4088 バクチは駄目。 ●

4089 絶対やめてほしい。カジノはいら～ん。人の不幸の上に成り立つカジノには絶対反対です。●4090 カジノは絶対反

対です。 ●4091 まず場所がダメ。地盤が緩く、有害物質はあるし、地震があったらひとたまりもありません。依存症の人も

増えるし…お金をどぶに捨てるようなものです。そのお金を医療、福祉に回してください。 ●4092 多額な税金をつぎ込

むカジノには絶対反対！良いことは一つもない。それを推進する大阪府知事、大阪市長は、次の選挙で審判を！！ ●

4093 税金を投入しないでください。 ●4094 博打で景気は良くなりません。人の不幸で経済は良くなりません。 ●4095

どこに府民の声がカジノができることにつながっているのか？税金の使い道が間違っている。 ●4096 土壌汚染の検査を

して、大きく公表を。 ●4097 とばくは絶対反対。日本国民がカモにされる。依存症増えて、家庭崩壊増。ゆるせない！ 

●4098 子供に対する政策をしっかりさせて下さい。カジノは子供につけが回ることはないのでしょうか。 ●4099 ギャンブ

ルでお金儲けをしようということが、そもそも間違いです。 ●4100 府立高校の老朽化が気になります。教育関係に予算を

充ててほしいです。子供をギャンブルなどをする機会から遠ざけたいです。 ●4039 カジノにお金をかけるより、保育や教

育にお金をかけてほしい。 ●4101 誰のためのカジノですか？ ●4102 将来にわたって成功するはずがない。経済発展

どころか、大阪が破綻する。 ●4042 バクチは胴元がもうかるようにできている。張り手は当初からテラ銭を払う。 ●4103

どこから見ても、カジノには反対です。維新はもっと真面目に政治をやってよ。 ●4104 最初、中国から客を呼び込む構

想でしたが、関係悪化と世界経済の悪化で外国からの客の見込みがない。タコが足を食べるのと一緒で、国内で投資の

金までバクチにつぎ込むことになる最悪の政策。 ●4105 カジノは反対です。 ●4106 かけごとは絶対反対です。 ●

4107 大阪府をこれ以上悪くしないでください。大阪の恥だと思います。 ●4108 法律違反だと決めているカジノをなぜす
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るのですか。多くの依存症うみだすカジノ反対。人を不幸にすることを国がするのですか！ ●4109 ばくち場を作って、不

幸な人をつくりだすだけ。ばくち場を作って、なぜ大阪の経済が良くなる？●4110 お金の使い方がちがうだろ。●4111 物

価高の折、もっと違うことに税金を使って！以前行った住民投票要求署名を尊重して！ ●4112 依存症が増える一方で

す。マロ税金を有効に使ってほしい。 ●4113 利用する人が、健康を害さないようなしくみや共通の認識がもっとできてか

らのほうが良いと思う。税金の無駄使いだ。 ●4114 依存症が心配。 ●4115 家族がカジノに依存したりとかも考えると…

…●4116カジノ反対運動頑張ってください。 ●4117頑張ってください。 ●4118カジノ反対頑張ってください。 ●4119

カジノ絶対反対！！ ●4120 カジノ収入を見込んでいるようであるが、MSJ 来場者の１．４倍もの人が毎年続けていくとは

考えられないので採算が取れない。土壌汚染と地盤沈下の報道があり、夢州の建設維持に予想のつかない大金が永久

に必要になり、大阪の経済は 50 年、100 年と沈下していきそうで、現在よりも悪化しそうに思える。経済見込みのカジノの

売り上げは、多大なギャンブル依存を生み、何十年、何百年と経済を元に戻せなくなりそう。 ●4121 バクチはほどほどに

すべきものである。アメリカのラスベガスの真似など、とんでもない。 ●4122 全く採算性もなく、将来に負債を作るようなも

の、税金の無駄使いです。 ●4123年を重ねて切に願うこと。切に、切に子供・幼児の為に大切な税金を使ってください。

カジノは絶対必要ないです。 ●4124大阪にカジノはいりません。大切な税金は府民の生活に役立つ使い方をしてくださ

い。 ●4125 カジノはいらないです！ ●4126 やめてください。 ●4127 カジノは百害あって、利はまったくなし。税金を

使うのは絶対やめて。苦しい生活を送る人や困っている人にまわしてください。●4128 カジノに巨額の税金を使うより、他

にもっと税金を使ってほしいことがあります。●4129 カジノは必ず依存症を生み出します。絶対反対です。 ●4130 必要

なし！！ ●4131 税金は民の血です。人の血をギャンブルに使わないで！ ●4132 カジノ反対！ ●4133 カジノを作る

お金を、医療、福祉、教育災害対策にまわすべき！！ ●4134 大阪にカジノはいらない！・●4135 必要性がないと考え

る。 ●4136 絶対反対！ ●4137 絶対に許せん！！ ●絶対に反対！！ ●4138 カジノは日本にいらない！こんな金

で行政をしてもダメだ！ ●4139 ジノ反対！ ●4140 横浜みたいに賢くなれ。カジノ業者の食い物になってどうするの

か？ ●4141 カジノは刑法で違法とされるトバク行為です。府民にとって百害あって、一利なし。夢州へのカジノ誘致、絶

対反対！ ●4142 カジノよりうまいものを食べたい。 ●4143 何の目的で、大阪府や大阪市が存在しているのか？府民・

市民の生活を守るのが政治ではないのか！ギャンブル依存症が増えるのが最初から分かっている施設を税金で作るなん

て、もってのほか！維新は政界から退場させなければ！ ●4144 断じて許すことができません。カジノに税金を使ってほ

しくない。 ●4145 絶対反対です。 ●4146 カジノはいらない！ぜったい反対！●4147 ギャンブルでできたお金(他人の

不幸)で、資金稼ぎをすることには反対です。 ●4148 カジノはいらない。それより福祉に金を使え。 ●4149 カジノ反対

住民の声をなぜ無視するのですか？都構 想は２回もやったのに！！ ●4150 ＩＲ絶対反対！！ ●4151 絶対反対。 

●4152 絶対いらん！！ ●4153 大阪をつぶす気かと怒っています。 ●4154 絶対反対！！ ●4155 カジノ不要。 ●

4156 維新の吉村、松井氏府民の声を聴かず、無理やり何でもやろうとしているので、いつも腹を立てています。膨大な税

金の無駄使い。バクチで儲かるのは一握りの人だけ。絶対反対です。 ●4157 カジノなんてお金持ちの道楽でしかな

い！普通の市民は望んでいない！ ●4158 カジノは家庭破壊です！ ●4159 カジノ不要 ●4160 何でカジノ？ ●

4161大反対です。 ●4162大反対！！ ●4163まじめに働いて、堅実な生活を支えるのが行政の役目と思う。 ●4１64

バクチで社会が栄えることはありません。 ●4１65 大阪にカジノはいらない。 ●4１66 他に使うべき。サポートすべき場所

や施設がある。 ●4167 はんたい！！ ●4168 カジノはいらん。 ●4169 カジノ反対 ●4１70 やめてください、お願いし

ます。税金を使わないでください。 ●4１71カジノはなにもメリットありません。やめて下さい。 ●4172大阪にカジノはいり

ません。 ●4１73 カジノは地域経済の破綻を招く。絶対に反対。 ●4174 誘致費用を出すくらいなら、子育てや教育、社

会保障にまわしてください。 ●4175 ギャンブル依存症や治安が心配！ ●4176 絶対反対。不幸な人を増やすだけ。 

●4177 治安が悪くなる。 ●4178 知事も市長もやめてほしい。ワクチン対策もおかしい。利権まみれ。勇気がないだけ。 

●4179 ギャンブルが好きでない。 ●4180 大阪経済が沈んでいるとき、カジノに税金をつぎ込んでいる場合ではない。 

●4181絶対反対。 ●4182反対に決まっとる！ ●4183いっぱい苦しんでいる人がいます。もう少し考えて税金を使って

ください。 ●4184 カジノで儲けた金で何する気や！！！ ●4185 人生をダメにするものは絶対にいけません。 ●4186

止めましょう！ ●4187 の未来に向けて、とてつもない「負の遺産」であり、まして公金を投入するなど許されることではな

い！博打は大昔から天下のご法度、カジノと名を変えるだけで許されるはずがない！ ●4188 やくざの資金洗浄の可能

性のあるものは、一切作ってはなりません。 ●4189 カジノは全く必要ありません。 ●4190 人を害するカジノをやめて、

社会福祉にまわして！ ●4191 夢州は「ごみの島」です。ゴミと地盤沈下に建物を建てるなんて信じられません！！ ●

4192お金使いすぎ！ ●4193カジノは反対します。 ●4194家庭崩壊につながることは、絶対反対です。 ●4195大阪

にカジノは必要ありません。計画を中止して。 ●4196 絶対やめたほうが良いです。少なくとも事業者が×。●4197 カジノ

反対！！！負の遺産。 ●4198 バクチはダメ。 ●4199 ギャンブル×。 ●4200 絶対やめてほしい。 ●4201 吉村知事

人気にまどわされるな。 ●4202 違うところにお金を使って。 ●4203 健康な社会とは？ ●4204 悪影響しかない。●

4205 ギャンブル依存症という大きな問題が生じるのは必定、故に大反対！ ●4206 カジノは反対です。 ●4207 ギャン

ブル依存症が増えるカジノには反対です。カジノで経済が良くなることはありません。カジノに多額の税金をつぎ込むくら

いなら、府民のための施設を充実させて下さい。  ●4208 カジノは人の心までダメにする。絶対に許してはいけない。 

●4209 税金でギャンブル依存症をふやさないで！ ●4210 犯罪が増えないか心配。 ●4211 維新、解体すべき

だ！！！●4212 パチンコも反対。大阪府の借金が増えるばかりです。 ●4213 ギャンブル依存症が増加するのでは？ 
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●4214 夢州の土壌汚染は大丈夫なのですか。なぜ、この場所にしたのですか。万博会場としてもふさわしくない。 ●

4215 行政がお金を出すことに反対。依存者をつくるのですか。 ●4216 今現在、毎日の生活に必要なのは何ですか。カ

ジノに使うお金を私たち府民の生活に使ってください。医療費、教育費、保育、福祉等に今現実に必要なのです。 ●

4217 バクチを生業にしないで下さい。バクチに投資でなく、保健所を増やす投資をしてください。 ●4218 ジノいらん。 

●4219 ギャンブル依存症を増やす気ですか？ ●4220 維新はまちがってイル！良心がないのか！ ●4221 勝手に決

めないでほしい！！ ●4222 府民の反対の意思を無視したやり方は許せない！ ●4223 カジノで大阪の財政を良くしよ

うなんて、ねぼけているとしか思えない。まともに働いている人を大切にする大阪府政を！ ●4224 絶対反対！ ●4225

国も府も厳しい財政状況なのに、カジノにお金をまわす余裕はないはずです。教育や福祉、経済になど地道な暮らしを守

るために、お金を回してほしいです。 ●4226 賭博場を大阪に作ることには大反対です。 ●4227 教育上好ましくないか

ら。 ●4228税金は多くの府民に還元できる使い方にしてください。カジノを維持するための費用(地盤や施設、交通機関

など)は莫大になる。将来の希望がもてません。即中止して下さい 。●4229 国民の皆が安心してくらせるようにしたい。 

●4230 賭け事で人が幸せになるとは思えません。身近にパチンコ依存症で大変な思いをしていた人が居ます。ギャンブ

ル依存症が増え、不幸な人が増えるだけです。私たちの大切な税金をもっと有効に使ってほしいと思います。 ●4231 ギ

ャンブル依存症になって、本人も家族も不幸にするカジノはいらない。カジノを作るために府民の税金を使うな！！今す

ぐ、計画中止！！ ●4232 反対の「声」をもっと広げましょう！ ●4233 ゴミの島にギャンブル・カジノを誘致して、市民の

税金を湯水のように使い、ギャンブル依存症を生産する。一つもよいことがないカジノ誘致は絶対反対！●4234 競艇場

周辺に７件ローン会社があり、各５０万円ずつ簡単に借りられ、知人の夫は借金がどんどん膨らみ、雪だるま式に増えてい

き、何年も苦しめられ、一家心中も考えたということです。亡くなられたときはホットしたそうです。こんな悲しいことが増える

「カジノ」はいらない。●4235 何の目的で誘致しているのか、理解できない。 ●4236 賭け事のできる場所を公的に設置

する、なんて信じられない！！住民投票で反対したかったのに、否決されてしまった。私たちはカジノ反対を諦めな

い！！ ●4237 カジノ依存症になり、生活をダメにする。絶対にダメ。もっと福祉などに使用すべきです。 ●4238 何する

のか！ ●4239絶対反対や！ ●4240負の税金投資反対！ ●4241日本にはバクチが多すぎる。 ●4242カジノ絶対

反対！！ ●4243 絶対反対！ ●4244 絶対よくない！ ●4245 ギャンブル反対！ ●4246 対反対。 ●4247 あきらめ

ないで！！ ●4248 大反対！ ●4249 カジノあかん！ ●4250 絶対反対します！ ●4251 絶対反対！ ●4252 頑張

っていきましょう！！ ●4253維新支持するが、カジノは反対。 ●4254税金の無駄使い、やめて下さい。 ●4255カジノ

反対です。 ●4256 早くやめて下さい。子供たちを守ってください。人を不幸にするギャンブルを作ることには絶対反対し

ます。 ●4257 バクチはあかん。 ●4258 私自身、バクチは大嫌いです！！不良な土地で、人を集めるなど、大反

対！！ ●4259 カジノ反対。 ●4260 絶対反対！ ●4261 カジノはあかん。 ●4262 いろいろ問題が出ると思います。 

●4263  ＩＲは必要ないと思います。 ●4264 カジノは止めてください。 ●4265 いらん！！ ●4266 そんなお金下さい

(高齢者、子供、かわいそうな人に)。 ●4267依存症の人を増やしてほしくない。 ●4268ゼッタイ反対ダ！！ ●4269カ

ジノに大阪の未来はない！！ ●4270カジノは府民の心をすさませるものです。 ●4271カジノ以外にお金を使ってほし

いです。 ●4272「とばく」を合法的に進めるのはどうかと思います。 ●4273 カジノはいらない！！ ●4274 反対や！ 

●4275 カジノは絶対いらない。 ●4276 パチンコもいらない。 ●4277 断固反対！ ●4278 カジノで稼いだお金で、福

祉だなんて。ギャンブル依存症のための病院作る前に、カジノなんかつくらないのが一番！！ ●4279 大阪にカジノはい

りません。 ●4280 カジノは反対。●4281 カジノはいらない。 ●4282 税金のムダ使いやめて下さい。バクチの子を育て

るみたいでイヤです。 ●4283 税金投入には反対です。 ●4284 税金はもっと府民、市民のために。 ●4285 税金は住

民サービスに使うべき！ ●4286 カジノは何も生み出さない。それどころか、依存症の人を多く作り出してしまう。大阪は

つぶれてしまう。●4287 カジノ・ストップ！絶対に許してはならない。私たちでストップさせ、子供たちの未来に希望を！ 

●4288反対ですが、夢州でやることはもっと反対です。 ●4289 カジノは一般の人の身を切る政策です。 ●4290 カジノ

は必要ありません。 ●4291 カジノによる弊害をどう抑えるのか、対策もなく始めるのはおかしい。 ●4292 コストがかかり

すぎるのに、推し進めていくのに疑問を持ちます。もっと子供たちのための税金投入をしていただきたいと思います。 ●

4293 子供や孫のためには、絶対反対です。 ●4294 税金投入のギャンブルは反対。 ●4295 カジノはいらん！！子供

たちに悪いもの！！ ●4296 維新の会は何様、おれ様ですか。口だけ大将、お山の大将。 ●4297 カジノはいらない。

●4298 絶対反対！！ ●4299 今の政府は信用できない。●4300 撤退してほしい。●4301 ガンバレ！！ ●4302 子供

たちによくない。 ●4303 絶対に反対、世の中が悪くなる。 ●4304 必要ない ●4305 カジノは反対です。●4306 ちょっ

とやり方、違う。こんなことに使うなんて。 ●4307 市民のために税金を使ってください。 ●4308 カジノは大阪をダメにす

る。日本のどこにもイラン！ダメ！！ ●4309 カジノ、絶対繁多です。維新、府民の声を聞いて欲しい。  ●4310 こんな

バクチ場、何のため？誰のため？未来の教育、地球を守ることをやってください。 ●4311ムダ使いはやめて欲しい。カジ

ノより人の命が大事。ギャンブル依存症で家族を泣かせるな。 ●4312 人の不幸の上に立つカジノなんて、絶対に許しま

せん。税金を湯水のごとくそんなことに使うのも絶対に許しません。 ●4313 カジノをやめろ。維新はなんもわかっていな

い。経済だけで、文化はいらんと思っている。 ●4314 カジノに大阪府の税金を使うのは反対です。●4315 カジノ誘致に

より、ギャンブル依存症の人が増える可能性があるから。 ●4316 ギャンブルでなく、まともな働きでお金を稼ぎましょう。 

●4317 人に不幸をもたらすギャンブル場を作ってはいけない。 ●4318 カジノでは、何も生産的なものを生み出すとは思

えません。強引な進め方にも反対です。 ●4319 カジノはいらない！！ ●4320 だめです。 ●4321 絶対反対！ ●
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4322 家庭破壊のないように。●4323 絶対に反対します！ ●4324 ギャンブル依存症の人を増やさないでください。●

4325 バクチはだめ！●4326 ヤメテ！●4327 絶対反対。 ●4328 やめて下さい。 ●4329 やめて下さい。 ●4330 勝手

に誘致を決めないで！！●4331 止めてほしい。●4332 全然ダメ。 ●4333 私利私欲の為に税金を使わないで。 ●

4334 税金使うな。 ●4335 我々の税金を無駄に使わないでほしい。 ●4336 今現在の賭け事でも困っている人がたくさ

んなのに、カジノなんてとんでもないと思！！います。●4337 絶対反対です。●4338 絶対イヤ。キケンになる！！●4339

絶対反対。 ●4340 このようなこと、あってはならない。●4341 もっと必要なものがあるでしょー－！！●4342 カジノ反

対！！ ●4343 カジノ大反対。 ●4344 毎日、生活するのに困っております。庶民は仕事もなく、どうしたらよいのですか。 

●4345治安とか悪くならないか心配です。 ●4346 無駄。 ●4347 カジノはバクチだ！絶対反対！ ●4348 絶対反対。 

●4349 図書館をつぶしてカジノを作るな！ ●4350 教育費に使ってください。 ●4351 他の分野に  もっと予算を回す

べき。 ●4352 カジノで儲けようとするのは絶対反対です。●4353 バクチで得たお金で、府民に幸せはもたらせません。

●4354 ムダ使いはやめてください。 ●4355 依存者が増えるだけ。 ●4356 液状化が起きて、無に化してもよいのか！

府民の税金をムダにするな！ ●4357バクチはいらない！もっとすることがある。●4358カジノはいらない。万博も見直そ

う。 ●4359 ギャンブルはダメだと思った。 ●4360 私たちの血税のムダ使いでしかない、IR 誘致に断固反対します。コロ

ナ禍で日々の生活にも苦しむ大阪府民、特に子供がたくさんいます。私たちの血税を使うべきことは、IR 意外にたくさん

あるはずです。目先の金儲け主義の IR 誘致、断固反対！！ ●4361 カジノより実際に府民の生活がもっと豊かになる政

策に税金を使ってほしい。 ●4362 しょうもないことするな！ ●4363 カジノ反対。●4364 カジノを作って何になる！！無

駄でしかない！！ ●4365とにかく、反対。 ●4366カジノに溺れる人が多いので、家族や周囲の人まで悪い環境を作る

ことになる場合が多くなる。絶対反対です。●4367 やはりギャンブルだと思うので、反対です。 ●4368 カジノは子供の教

育によくないと思います。 ●4369カジノは良くない！反対です！●4370無駄使いは STOP！ ●4371カジノは不必要。 

●4372 絶対反対！ ●4373 地盤が下がっていると聞いてたわ。 ●4374 絶対反対、勝手に聞けないで！ ●4375 カジ

ノ・IR の誘致が大阪を豊かにできるとは思えません。人間をダメにするカジノを含む IR の誘致に反対します！  ●4376

反対して何にするかということが大切です。キャンプ場とか案です。 ●4377 カジノより、府民の暮らしを守る政治をしてく

ださい。 ●4378 絶対反対 ●4379 絶対反対！！ ●4380 大反対！！ ●4381 大反対です。税金使うな！●4382 絶

対反対 ●4383 カジノあかん。 ●4384 カジノ反対。 ●4385 反対当たり前。 ●4386 だめ。 ●4387 がんばって！ 

●4388 いらないと思います。 ●4389 絶対反対 ●4390 カジノ！絶対反対！ ●4391 ギャンブル反対！ ●4392 ギャ

ンブルなど、必要なし。 ●4393 カジノみたいなバクチはきらいだから。 ●4394 お金なし。 ●4395 必要なし 。●4396

破産する人が増えるから。 ●4397国民が一獲千金を当てにしないこと。 ●4398ギャンブル依存で不幸になる人が出る

カジノは作るべきではありません。 ●4399 カジノはいらない、絶対反対です。 ●4400 カジノ絶対反対！ ●4401 こうい

うのは絶対にあかん！ ●4402 カジノは良くない！！若者がのめりこまないように！！ ●4403 カジノ施設がギャンブル

依存症を増やすことは明らか。其れがわかりながら、小手先の対処法で済まそうと考えるのは、府民を馬鹿にした愚策で

す。 ●4404 あかんで～！カジノはだめよ～！ ●4405 大切な人を守りたいです。 ●4406 土壌汚染も心配される中、

税金をどこまでつぎ込むつもりなのか。税金だと思っ ！て、気楽にかんがえすぎ。 ●4407カジノの為に悪徳金融、人身

売買が増えて、ヤクザの天下になるのは必至。せっかくヤクザが減ってきたのに。カジノ絶対反対。 ●4408 カジノはやめ

て、みんなでスタバのベンティサイズを飲もう。  ●4409 将来の為に、反対です。 ●4410 がんばってください。 ●4411

カジノ、いやー。●4412 カジノ、いや、するな。 ●4413 治安維持のため。 ●4414 パチンコもいりません。 ●4415 パチ

ンコだけで充分。無駄な金をつかわすな。 ●4416 大阪にカジノはいらない。 ●4417 反対です。●4418 若い人を守り

たい。 ●4419 税金の無駄使いはやめて欲しい。 ●4420 ギャンブルは法律違反だと思うし、依存症も心配です。これ以

上大阪を悪い街にしないでほしい。 ●4421 カジノ反対です。がんばってください。 ●4422 絶対反対！IR を作るお金

を、医療や福祉、教育に使ってください。 ●4423必要ない。 ●4424百害あって、一利なし。 ●4425あまりにも理不尽。

許せません。 ●4426 これ以上ギャンブル依存症をつくらない。 ●4427 土壌汚染、地盤沈下対策にお金がかかりすぎ

る。無理がある。過去の失敗を反省すべき。 ●4428 私たちの税金は福祉、教育を中心に。カジノ誘致の理屈はすでに

破綻している。 ●4429 絶対反対！！ ●4430 今からでも、IR の誘致、中止してほしいです！！！大反対です！！！ 

●4431 わざわざ埋め立ててまで作らなくても、大阪には良いものがたくさんある。私たちの税金をそんなことに使わないで

ほしい。 ●4432 カジノ依存症への対策を明確に示してください。 ●4433「投票にかけてほしい」という府民の声を無視

して、莫大な費用の掛かる施設整備に税金を使うことには賛成できない。ギャンブル依存症は大変な問題。困ることが目

に見えている。税金は福祉、教育に！！ ●4434 いりません！絶対反対！ ●4435 カジノは絶対反対です。 ●4436 カ

ジノ依存症は家庭を破壊する。 ●4437 メディアでもっと取り上げてほしいです。無関心の人が多いので……カジノのデ

メリットが出てからでは遅い。 ●4438 カジノ大反対。 ●4439 悪影響を考えれば、カジノ誘致はあり得ない話です。 ●

4440 大阪はコロナ死亡者数、全国トップです。カジノを作るのにお金を使うのなら、頑張っている医療関係者や患者に手

厚く対応してください。 ●4441 カジノより、コロナ対策を！ ●4442 府民が誰もが楽しめる場所ではありません。もう少し

他の面での開発をお願いします。 ●4443 人の不幸で金をもうけるカジノは大反対です。 ●4444 大阪にカジノはいりま

せん。税金の無駄使いです。 ●4445 SDGｓに貢献できるような、世界から尊敬を集められるような、もっと「良いもの」を

作りましょう。 ●4446 ギャンブル依存症の人が出る可能性があるような施設の誘致には反対です。 ●4447 絶対反対で

す。 ●4448 カジノいらない。 ●4449 発想が貧困な無駄な計画。利益を漁るハゲタカの狙いだ。コロナ、物価上昇に喘
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ぐ市民、労働者の為にまじめに仕事をしなさい、大阪維新の皆さん！！ ●4450労働者をバクチにさそうな！ ●4451情

報開示が不十分です。 ●4452大阪にＩＲはいりません。 ●4453なにか浮かれ気味、足元をもっとしっかり見つめる不正

が必要！！ ●4454 目先重視は危険、民の生活に必要か否か？もっと検討の余地がありかな。将来をみすえる力、大事

では？？？マイナス事項多いのでは？？？反対で～す！！！ ●4455 環境が悪くなります。 ●4456 カジノで儲けなく

とも、もっと健全なもので儲けたらよい！カジノで、不幸な人を作りたくない！！ ●4457 若者をむしばんでいる、インター

ネット・カジノにニュースをよく目にします。依存症の裾野がどんどん拡がる昨今、絶対に導入してはいけないと思います。 

●4458 公営ギャンブル反対！ ●4459 カジノに伴ういろんな問題が、嫌悪感をもたせる。 ●4460 人の心をむしばむカ

ジノは、大阪にいりません。絶対に反対です！●4461巨大なお金が動くから外国の犯罪組織がかかわってきたとき、大阪

や国の警察力で防いだり対応できるのかが疑問です。 ●4462 ギャンブルは市民生活に悪い ●4463 こんなところにカ

ジノ作ってどないするんや！ ●4464 生活に困ってます。むだなお金を国民に廻して下さい  ●4465 税金をつぎ込み

ばくち場を作らないで下さい ●4466 カジノのお金を何に使うのかハッキリしりたい ●4467 びんぼうのためおかねつかっ

てほしい ●4468 世の中悪くなる ●4469 バクチあかんよ ●4470 国民生活が大事 ●4471 絶対反対 ●4472 カジノ

は反対！ ●4473ギャンブルはすでに多くあり不要 ●4474ギャンブルは大反対です ●4475お金がかかる ●4476依

存症が増えるから ●4477 カジノの土地の修復にお金がかかりすぎる ●4478 風紀がわるくなります ●4479 カジノで地

域を活性化して欲しくない 吉村知事は知恵をしぼれ!!  ●4480 いりません ●4481 不要です ●4482 退めて下さい 

●4483ヤクザの上するな！ ●4484テラ撰行政は大阪の都市格をおとしめる！ ●4485勝負ごとはあかん ●4486ギャ

ンブル反対 ●4487 大阪にカジノは必要なし ●4488 かけごとキライ ●4489 カジノ大反対です ●4490 税金の無駄使

い ●4491 カジノ反対 ●4492 日本にはカジノは必要ありません ●4493 必要性を感じないからです ●4494 孫とかギ

ャンブルにはまってほしくない ６０代女性 ●4495 カジノで人間をだめにすると云う事が広く云われているので反対です 

●4496 維新の議員を説得せなあかん （７０代男性） ●4497 ７００億円を土地改良にすぐにポンとだせるのであればそ

れを命優先にこそすぐに支出すべき 大反対 ●4498 生活の質が悪くなるように！ ●4499 治安が良いことが望みです 

●4500ギャンブルはダメ ●4501当初計画と変わっている 絶対におかしい！ ●4502介護保険料上げないで ●4503

こんなので金もうけしようなどとんでもない ●4504ギャンブル依存症が最大の不安‼絶対に反対 ●4505カジノは絶体に

反対です もっと府の皆んなの幸せを考える政治をして下さい ●4506 ２１万筆の署名を無視して「住民投票」を認めな

いのは許せない‼府民の声を無視するな‼ ●4507 大阪市にカジノが出来たらギャンブル依存症が増え大阪市がつぶれ

てしまいます ●4508 税金のむだ使い  ●4509 カジノ大反対です ●4510 維新政治が大嫌いだがカジノ絶対反対で

す ●4511 はんざいがふえる ●4512 地盤の問題解決しないまま おしすすめるのはいかがなものか ●4513 カジノ絶

対反対です！ ●4514 治安乱れる ●4515 治安悪くなる 私たちにとって利益なし ●4516 カジノ絶対反対 ●4517 生

活に困る方が増えるのでは？ ●4518税金を使わないで下さい‼ ●4519がんばってください。 ●4520ダメでしょ！ ●

4521子ども達の為にもカジノに税金使うな！●4522絶対反対です！●4523税金の無駄使い●4524変なお金の使い方

しないでほしい ●4525 ゲーム依存症になり、生活が出来なくなる事が目に見えています 絶対に反対です ●4526 カ

ジノは必要ない。デメリット部分をもっと公表してほしい ●4527 維新がきらい ●4528 絶対反対します ●4529 がんばっ

て下さい ●4530 もっと良世に ●4531 ムダ ●4532 必要なし ●4533 住民の声をしっかり聞いて、不正をきっちりして

ほしい。●4534 カジノ不用！ ●4536 カジノだめ！ ●4537 カジノの必要性が無いと思う ●4538 夢州は渡り鳥のすむ

ところになっているでしょう。つぶさないでね。 ●4539カジノはいらない。 

 


