
 

 

大正カジノ止めよう通信 

2023.3.3 創刊号 

カジノを止める大正区民の会 発行  担当:Y（090-1900-2600） 

 

◆維新・公明政権が進める最悪のカジノ計画 
 

維新・公明が議会の過半数を占める大阪府・市は此花区の夢洲にカジノを含む IR 施設を作る計画

を国土交通省に提出しました。 

現在、国による審査が進められています。この審査が通ってしまえばカジノが作られることになります。 

私たちはこのカジノ計画に反対しています。 

 

カジノ反対の理由は様々です。多すぎてまとめきれませんが、とりあえずは以下の 6 点を挙げます。

次号以降でそれらの詳しい根拠を述べる予定です。続報をお待ちください。 

 

理由①ギャンブル依存症を増やすな 

理由②多くの大阪府民の疑問 

理由③莫大な公金投入 

理由④軟弱地盤の夢洲 

理由⑤夢洲の自然破壊 

理由⑥そもそも、誰も儲からない 

家庭崩壊 犯罪増加 

署名：２１万 134筆 民意無視の府議会 

土壌対策費＝790億 

ズブズブ 液状化 南海トラフ 

生物多様性ホットスポット 野鳥の楽園を壊すな！ 

客は日本人を想定 大阪経済崩壊！ 

私たちが夢洲カジノに反対する理由 



 カジノを止める大正区民の会について 

私たちは、昨年の 3月から 5月にかけて、夢洲カジノ計画について「是非を問う住民投

票」を求める署名を集めました。千島ガーデンモール前や、大正区役所前など、大正区内

の色々な場所でお声がけして皆様の署名をお預かりしました。大正区では 1,631 筆、大

阪府下では約21万筆もの署名を集め、議案とともに府議会に提出しました。そして7月、

府議会はたった数時間の審議でこれを否決しました。維新・公明の反対多数でした。議会

には多くの府民が傍聴に駆けつけました。あるカジノ推進派の府議はこれらの府民に向

かって「はよ出て行け、アホンダラ！」と叫びました。府民を「アホンダラ」と呼ぶような人物

を議会に送ってはいけません。買い物帰りなどでお忙しい中、皆様からせっかく頂いた署

名はこのような維新・公明が過半数を占める民意無視の議会によって否決されました。 

府民が反対の意思を示し続けなければ、カジノが作られてしまいます。私たち「カジノを

止める大正区民の会」は大正区の皆様から頂いた1,631筆を含む府下21万筆の署名

の意思を示し続けるために活動します。 

▼ご一緒に活動しませんか？▼ 

大正区にお住まいの方以外でもご出身・ご勤務など大正区にゆかりのある方、港区・西区・西成区・浪

速区・住之江区など隣接する区の方、カジノに反対する方でしたらどなたでも歓迎致します。参加ご希望

の方はご一報ください。今後は街頭宣伝会、学習会、交流会などのイベントを企画していきたいと考えて

います。 

こちらの QRコードのフォームから、ご意見などお知らせください！             

4月 9日は統一地方選  投票に行こう！ 

争点はカジノ 

カジノを止めよう！ 

投票率 UP! 

カジノは STOP! 
 



 

 

大正カジノ止めよう通信 

2023.3.4第 2号 

カジノを止める大正区民の会 発行  担当:Y（090-1900-2600） 

 

 

◆ギャンブル依存症は家庭の崩壊を招きます 

カジノはギャンブル依存症の客なしに利益を生むことはありません。綺麗に少しだけ遊んで帰ってし

まう客ばかりでは勝ち逃げされて商売になりません。依存症を量産するのが使命のよ

うな事業です。大阪市という自治体がこのような事業に手を貸して良いのでしょうか？ 

ギャンブル依存症により、破産や離婚が増えます。カジノを作らないことが最大の依存症対策です。 
 

◆カジノによる治安の悪化 

海外のカジノがある国では犯罪が増加しています。たとえば、フィリピンではカジノ関連での拉致事

件が増加しています。日本でも皆様がニュースなどで見るようにギャンブルに人生を狂わされた犯人に

よる、窃盗、横領、強盗、殺人などの事件が多く起きています。依存症の治療は逮捕され

てからでは遅いのです。 

私たちが夢洲カジノに反対する理由 

理由① ギャンブル依存症を増やすな 
 



 カジノを止める大正区民の会について 

私たちは、昨年の3月から5月にかけて、夢洲カジノ計画について「是非を問う住民投票」を求める署

名を集めました。大正区では1,631筆、大阪府下では約21万筆もの署名を集め、議案とともに府議会

に提出しました。そして 7 月、府議会はたった数時間の審議でこれを否決しました。府議会多数派の維

新・公明の反対多数でした。このような民意を無視した議会運営を許してはなりません。 

府民が反対の意思を示し続けなければ、カジノが作られてしまいます。私たち「カジノを止める大正区

民の会」は大正区の皆様から頂いた 1,631 筆を含む府下 21 万筆の署名の意思を示し続けるために

活動します。 

私たちは以下の理由から夢洲カジノに反対しています。 

理由①ギャンブル依存症を増やすな  家庭崩壊  犯罪増加 

理由②多くの大阪府民の疑問 署名：21万 34筆 民意無視！ 

理由③莫大な公金投入 土壌対策費＝790億円 

理由④軟弱地盤の夢洲 ズブズブ 液状化 南海トラフ 

理由⑤夢洲の自然破壊 生物多様性ホットスポット 野鳥の楽園を壊すな！ 

理由⑥そもそも、誰も儲からない 客は日本人を想定 大阪経済崩壊！ 

▼ご一緒に活動しませんか？▼ 
大正区にお住まいの方以外でもご出身・ご勤務など大正区にゆかりのある方、港区・西区・西成区・浪

速区・住之江区など隣接する区の方、カジノに反対する方でしたらどなたでも歓迎致します。参加ご希望

の方はご一報ください。今後は街頭宣伝会、学習会、交流会などのイベントを企画していきたいと考えて

います。 

こちらの QRコードのフォームから、ご意見などお知らせください！ 

                                                              

                                                     

                                                            

4月 9日は統一地方選  投票に行こう！ 

争点はカジノ 

カジノを止めよう！ 

投票率 UP! 

カジノは STOP! 
 



 

 

大正カジノ止めよう通信 

2023.3.5第 3号 

カジノを止める大正区民の会 発行  担当:Y（090-1900-2600） 

 

 

◆21万１34筆の署名 

私たちは、昨年の 3 月から 5 月にかけて、「カジノの是非を問う住民

投票」の実施を求める署名を集めました。これが夢洲カジノ計画を疑問に思う大阪府の有権者

の数です。 

大阪府下=21万１３４筆（うち大正区：1,631筆） 

 

◆維新・公明政権が進める民意無視のカジノ計画 

維新・公明が過半数を占める大阪府議会はこの署名の議案をわずか数時間の不十分な審議で

否決しました。 

これだけの疑問視する府民の声を無視して、進められているのが夢洲カジノ計画なのです。 

 

私たちが夢洲カジノに反対する理由 

理由② 多くの大阪府民の疑問 
 



 カジノを止める大正区民の会について 

私たちは、昨年の3月から5月にかけて、夢洲カジノ計画について「是非を問う住民投票」を求める署

名を集めました。大正区では1,631筆、大阪府下では約21万筆もの署名を集め、議案とともに府議会

に提出しました。そして 7 月、府議会はたった数時間の審議でこれを否決しました。府議会多数派の維

新・公明の反対多数でした。このような民意無視の議会運営を許してはなりません。 

府民が反対の意思を示し続けなければ、カジノが作られてしまいます。私たち「カジノを止める大正区

民の会」は大正区の皆様から頂いた 1,631 筆を含む府下 21 万筆の署名の意思を示し続けるために

活動します。 

私たちは以下の理由から夢洲カジノに反対しています。 

理由①ギャンブル依存症を増やすな  家庭崩壊  犯罪増加 

理由②多くの大阪府民の疑問 署名：21万 34筆 民意無視！ 

理由③莫大な公金投入 土壌対策費＝790億円 

理由④軟弱地盤の夢洲 ズブズブ 液状化 南海トラフ 

理由⑤夢洲の自然破壊 生物多様性ホットスポット 野鳥の楽園を壊すな！ 

理由⑥そもそも、誰も儲からない 客は日本人を想定 大阪経済崩壊！ 

▼ご一緒に活動しませんか？▼ 
大正区にお住まいの方以外でもご出身・ご勤務など大正区にゆかりのある方、港区・西区・西成区・浪

速区・住之江区など隣接する区の方、カジノに反対する方でしたらどなたでも歓迎致します。参加ご希望

の方はご一報ください。今後は街頭宣伝会、学習会、交流会などのイベントを企画していきたいと考えて

います。 

こちらの QRコードのフォームから、ご意見などお知らせください！ 

                                                              

                                                     

                                                            

4月 9日は統一地方選  投票に行こう！ 

争点はカジノ 

カジノを止めよう！ 

投票率 UP! 
カジノは STOP! 



 

 

大正カジノ止めよう通信 

2023.3.6第 4号 

カジノを止める大正区民の会 発行  担当:Y（090-1900-2600） 

 

 

◆土壌対策費=790 億円 

夢洲の IR(カジノ)予定地の土壌対策費には 7９０億円の支出が予定されています。夢洲は軟弱地

盤であり、産業廃棄物やゴミで埋め立てられた島ですのでこのような費用が必要となります。 

内訳は以下です。 

土壌汚染対策=３６０億円   液状化対策=４１０億円   地中埋設物撤去=２０億円 

 これはあくまで試算であり、これ以上の金額が投入される可能性もあります。 

大阪市は、民間企業が行うカジノ事業に莫大な公金を投入

する予定なのです。 

この金額は一例に過ぎません。これ以外にも数億単位の公金が投入されます。 

この費用を福祉、教育、医療、コロナ対策に回すのがまとも

な政治ではないでしょうか？ 

 

私たちが夢洲カジノに反対する理由 

理由③ 莫大な公金の投入 
 



 カジノを止める大正区民の会について 

私たちは、昨年の3月から5月にかけて、夢洲カジノ計画について「是非を問う住民投票」を求める署

名を集めました。大正区では1,631筆、大阪府下では約21万筆もの署名を集め、議案とともに府議会

に提出しました。そして 7 月、府議会はたった数時間の審議でこれを否決しました。府議会多数派の維

新・公明の反対多数でした。 

府民が反対の意思を示し続けなければ、カジノが作られてしまいます。私たち「カジノを止める大正区

民の会」は大正区の皆様から頂いた 1,631 筆を含む府下 21 万筆の署名の意思を示し続けるために

活動します。 

私たちは以下の理由から夢洲カジノに反対しています。 

理由①ギャンブル依存症を増やすな  家庭崩壊  犯罪増加 

理由②多くの大阪府民の疑問 署名：21万 34筆 民意無視！ 

理由③莫大な公金投入 土壌対策費＝790億円 

理由④軟弱地盤の夢洲 ズブズブ 液状化 南海トラフ 

理由⑤夢洲の自然破壊 生物多様性ホットスポット 野鳥の楽園を壊すな！ 

理由⑥そもそも、誰も儲からない 客は日本人を想定 大阪経済崩壊！ 

▼ご一緒に活動しませんか？▼ 
大正区にお住まいの方以外でもご出身・ご勤務など大正区にゆかりのある方、港区・西区・西成区・浪

速区・住之江区など隣接する区の方、カジノに反対する方でしたらどなたでも歓迎致します。参加ご希望

の方はご一報ください。今後は街頭宣伝会、学習会、交流会などのイベントを企画していきたいと考えて

います。 

こちらの QRコードのフォームから、ご意見などお知らせください！ 

                                                              

                                                     

                                                            

4月 9日は統一地方選  投票に行こう！ 

争点はカジノ 

カジノを止めよう！ 

投票率 UP! 
カジノは STOP! 
 
 



 

  

大正カジノ止めよう通信 

2023.3.7第 5号 

カジノを止める大正区民の会 発行  担当:Y（090-1900-2600） 

 

 

◆ズブズブの夢洲の地盤 

夢洲は浚渫土砂、産業廃棄物などで埋め立てられた人工島です。 

産業廃棄物で埋められているので、地中にはダイオキシンなどの

有害物質が多く埋まっています。地盤沈下の恐れがあり、巨大な建

物を建てるのに不向きです。地震の際は液状化の恐れがあります。 

 

◆南海トラフ地震の危険 

南海トラフ地震をご存じでしょうか？ 政府の地震調査委員会による

と、今後30年以内に70～80%の確率で発生すると予測されている

巨大地震です。夢洲カジノの事業者との契約期間は 35 年間です。こ

の 35年間の間に、南海トラフ地震が来る可能性は高いです。 

私たちが夢洲カジノに反対する理由 

理由④ 軟弱地盤の夢洲 
 

大正橋東詰北側に「大地震両川口津浪記」

という石碑があるのをご存じでしょうか。 

江戸時代に起きた南海トラフ地震の記録で

す。大正橋のあたりに津波が押し寄せ道頓堀を

逆流したことが書いてあります。 



 カジノを止める大正区民の会について 

私たちは、昨年の3月から5月にかけて、夢洲カジノ計画について「是非を問う住民投票」を求める署

名を集めました。大正区では1,631筆、大阪府下では約21万筆もの署名を集め、議案とともに府議会

に提出しました。そして 7 月、府議会はたった数時間の審議でこれを否決しました。府議会多数派の維

新・公明の反対多数でした。 

府民が反対の意思を示し続けなければ、カジノが作られてしまいます。私たち「カジノを止める大正区

民の会」は大正区の皆様から頂いた 1,631 筆を含む府下 21 万筆の署名の意思を示し続けるために

活動します。 

私たちは以下の理由から夢洲カジノに反対しています。 

理由①ギャンブル依存症を増やすな  家庭崩壊  犯罪増加 

理由②多くの大阪府民の疑問 署名：21万 34筆 民意無視！ 

理由③莫大な公金投入 土壌対策費＝790億円 

理由④軟弱地盤の夢洲 ズブズブ 液状化 南海トラフ 

理由⑤夢洲の自然破壊 生物多様性ホットスポット 野鳥の楽園を壊すな！ 

理由⑥そもそも、誰も儲からない 客は日本人を想定 大阪経済崩壊！ 

▼ご一緒に活動しませんか？▼ 
大正区にお住まいの方以外でもご出身・ご勤務など大正区にゆかりのある方、港区・西区・西成区・浪

速区・住之江区など隣接する区の方、カジノに反対する方でしたらどなたでも歓迎致します。参加ご希望

の方はご一報ください。今後は街頭宣伝会、学習会、交流会などのイベントを企画していきたいと考えて

います。 

こちらの QRコードのフォームから、ご意見などお知らせください！ 

                                                              

                                                     

                                                            

4月 9日は統一地方選  投票に行こう！ 

争点はカジノ 

カジノを止めよう！ 

投票率 UP! 
カジノは STOP! 
 
 


