
このパワポを使われます方へ
• まず。このページは御説明用ですので、

ご利用にあたっては削除なさってください。
• このパワポのうち、必要なページのみをご利用ください。

全部を使うとすれば30分以上かかると思います。
• できれば、コンテンツへの直接の変更は御遠慮ください。

修正すべき点はMLを通じて大神までお知らせください。
• 皆様の利便になれば…と思っての情報共有ですので、

御了解のほど、よろしくお願い申し上げます。
もとめる会・城東 共同代表者 大神 令子



カジノの是非は府民が決める
住民投票をもとめる会



カジノは儲かるんやろ？



年間来場者数
•大阪IR…2000万人（予測）
•USJ……1450万人（過去最大）
しかも…
カジノに入れるのは成人のみ





カジノからの実入りは？
•入場料納入金の見込額

年間 約320 億円
•納付金（売上の15%）の見込額

年間 約740 億円



入場料納入金とは？
•入場者数×3,000円

（入場料の半額）
•カジノへの入場者の見込み数は
１０６０万人



納付金とは？
•カジノの売上の15%
•カジノの見込み売上額は
約５０００億円



カジノで使う額は？
逆算すると…
1人７０万円賭ける
ことになります。
カジノの儲けは客の負け…。



大阪府はお金貰うだけやろ？



元々の約束
松井市長も吉村知事も
「税金は使いません！」
と仰っていました。
でも…



税金は使わない…？
•７９０億円の公金支出を決定

（IR予定地の土壌対策費）
•７８８億円（万博跡地の土壌対策費）

•３０６９億円 （インフラ整備費用）



税金どんだけ使うん？
合計４６４７億円！
これだけでは終わらないかも
（既に2897億円から増額！）
出す額と入る額のバランスは？



その額ってどれくらい…？
大阪市の税収は…
７４４７億円（2020年）
そのうち半分以上がカジノの
ために使われる！



その金額で新型コロナに
対応した方がえぇんちゃうん？



外国のお金持ちが対象でしょ



インバウンド…？
•IRの計画が始まった当時は
インバウンド全盛でした。

•でも、新型コロナの影響で
外国人観光客は激減！



日本経済新聞
2021年10月26日記事



インバウンドが戻っても…
•大阪IRのホテルには、
VIP向けの部屋が10室のみ！

（１室500㎡）
•外国人観光客が自国から
持ち出せる金額が少ない

（中国は30万円相当）



外国人向け…？
インバウンドは期待できない！

外国人は日本のIRの
ターゲットにはできません。
つまりターゲットは日本人！



余談ですが…
大阪IRに来る外国人観光客は
夢洲の中だけで遊んで、
心斎橋や梅田等へは行かない
（だってカジノで70万円も使うんやもん）
経済波及効果は期待できない



治安が悪くなるってデマやん



ある意味その通りです
•ラスベガスもマカオも
治安は悪くはないです。

•でも、そのためには警察の
万全な体勢が必要です …が？



大阪の現実

朝日新聞
2022年1月15日記事



警備員は配置する？
•民間の警備員は逮捕ができない

（現行犯のみ可…って一般人も同じ）
•犯罪には対応できない！
•治安を守るためには警察官が
必要！



カジノって夢の世界やん？



ラスベガス マカオ
流石に中の写真はありませんでした(^^;



バカラやってみたいし
若い方がバカラ
に興味を持って
いらっしゃると
お聞きしました。



大阪のカジノどんなもの？
•テーブルゲーム 470台
•電子ゲーム 6,400台

あれ？殆どが電子ゲームやん



電子ゲームって何？
•DS・ネトゲのえぇやつ？
•スロットマシン
それやったら、こんなトコまで
行かんでも…。



スロットマシンって？
要するにパチスロ
6400台の
パチスロ台が
並ぶカジノ！

リアルに想像してみよう…



パチンコ屋と同じなん？
パチンコ屋のものより
よりギャンブルとして刺激的で
アニメコンテンツ等も沢山！
⇒嵌りやすく作られる！



テーブルゲームって何？
•カードゲームやルーレット
バカラはこっち

（470台のうち何台かは不明）
でも、ディーラーがいるの？



IRってカジノだけちゃうし



その通りです
•国際会議場施設
•展示場施設
•劇場
•美術館 等々…



え、既にあるやん…。
•グランキューブ大阪
•インテックス大阪
•大阪中之島美術館

って最近できたとこ…



国際会議場
•大阪IR １０室
•グランキューブ大阪 ２２室

＋メインホール
…大阪IRって半分以下？



展示場施設
•大阪IR ２万㎡
•インテックス大阪 ７万㎡
…大阪IRって3分の1以下？



しょぼっ！

っていうか、
二重行政ちゃうん？



雇用増えるやん



どんな雇用かな？
•開業３年目に、約1.5万人見込
•女性、シニア、障がい者等
•高度なグローバル人材の育成
…へぇ、いいやん。



でも大丈夫？
女性、シニア、障がい者等って
給与額どうなん？
正規雇用なん？
そもそも、安全な場所？



夢洲ってどんな場所？
•産業廃棄物の最終処分場
•ゴミによる埋立地
⇒身体に有害な化学物質
⇒軟弱地盤なので地震で液状化



夢洲への交通機関
•地下鉄１本
•橋１本
•フェリー
⇒災害時に逃げられない！
2018年の台風で大きな被害が…
（http://donainet.seesaa.net/article/461603089.html）



別に私は関係ないし



お子さんが危ない！
「電子ゲーム」がDSやネトゲと
同じなら、
あなたのお子さんがゲームで
遊ぶ事に慣れていると嵌るかも



私のお金使ってるやん！
カジノに注ぎ込まれる
４６４７億円は、あなたのお金
給与明細書の「地方税」を
確認してみて！！



カジノ賛成やし！！



反対の署名ではありません
私たちが行っているのは、
「住民投票をしてください」
というお願いのためです。



まず考えてみて！
私たち住民自身で
大阪にカジノができることの
是非を決めてみませんか？



ヨソはどうなん？



横浜のこと
•IRの誘致反対を掲げて当選した
山中竹春市長が2021年9月10日
「誘致の撤回を宣言」

•10月1日付でIR推進室を廃止



和歌山のこと
•和歌山マリーナシティへの誘致
•和歌山県議会は2022年4月20日
本会議で、整備計画を国に
申請する議案を反対多数で否決



長崎のこと
•ハウステンボスへの誘致
•長崎県議会は2022年4月20日の
臨時会本会議で、
IR区域整備計画案を
賛成多数で可決



都道府県から国にIR設置申請を
しているのは
大阪と長崎だけ！
※ まだ設置の申請をしているだ
けで、撤回も中止も可能です！



住民投票を求める理由
「カジノ実施法」
都道府県等は、区域整備計画を作成
しようとするときは、公聴会の開催
その他の住民の意見を反映させるた
めに必要な措置を講じなければなら
ない。



住民投票を求める理由
しかし大阪府は、
「カジノ・ＩＲ区域整備計画案」
の公表から間もない
２０２２年１月７日から
公聴会と説明会を開始。



住民投票を求める理由
しかも、説明会はわずか１１回
（府内６カ所）
その上、８回目以降が中止！



住民投票を求める理由
「区域整備計画案」は
当初の計画案から大幅に変更
されています。
虚偽を指摘しうる数値も！



住民投票を求める理由
法律をきちんと守ることなく
２月１５日に日本ＭＧＭリゾー
ツ＆オリックスと勝手に
「基本協定」を締結。



住民投票を求める理由
大阪府民は、
計画の内容や公費負担に対し、
十分な説明を受けることもなく
意思表示をおこなう機会も与え
られないまま！



住民投票を求める理由
パブリックコメントは、
１４９７件集まりましたが、
その中で賛成はたった５件！



ほんまに、このまま
進めてえぇのん？



住民投票を求める理由
ちょっと立ち止まって、
私たち住民自身が自分達で、
大阪IRをこのまま進めるのか、
考えてみる機会、欲しいやん？



何についての署名なん？



署名の目的
大阪府でＩＲ（カジノ）を誘致
する賛否を問う住民投票条例
の制定を大阪府知事に請求する
ため
※ 反対の署名ではありません



条例案は？
署名簿に添付しています。
署名する前に読めますので
確認してみてください。



どれだけ署名が必要なん？



署名の必要数
有権者数の50分の1の署名が
必要です。
大阪府の場合は約１５万筆
目標は２０万筆です。



署名できる人って誰？



署名できる人
•大阪府内に住所がある有権者
•2022年3月25日時点で18歳以上

※ 署名簿は自治体単位で分かれ
ています。



署名簿には何を書くん？



署名箇所はこんな感じ

書くことは、署名月日、住所、名前、生年月日



なんで受任者を集めてるん？



この署名の特徴
•署名が集められるのは受任者
•署名簿は受任者の住所と
同じ自治体の人しか書けない

（大阪市・堺市は区単位）



受任者が増えないと…！
受任者が増えないと
署名も増えないのです！
というか、受任者が増えれば
署名も増えます！



家族の署名は…
署名は基本的に代筆できません。
家族や友達の署名をしたい時は
受任者になってください！



私、沢山集められない…
全然OKです！
家族や友達だけでも十分です。
御自分の署名だけでも大丈夫！



受任者はどないしたらなれるん？



受任者になるには…
•「もとめる会」のホームページ
から申し込みできます。

•今日配っているチラシの
裏に 申し込み書があります。



受任者の詳細は…
•「もとめる会」のホームページ
に書いています。

•今日のスタッフにも
聞いてみて ください。



受任者になれない方
•2021年12月25日までに
住民票のない方

•国家公務員、民生委員、選挙管理
委員、教育関係の公務員

•永住者を含め外国籍の方



どこでやっているのか知りたい



ホームページを見て！
•活動予定は「もとめる会」の
ホームページに掲示しています

•「もとめる会」で検索
してください！



活動・学習会カレンダー



Thanks!
参考資料：
• 「大阪・夢洲地区特定複合観光施設区域の整備に関する計画」
• 桜田照雄「カジノ運営業者の意のままにすすむカジノ誘致

ー暴走する夢洲カジノ計画」
• 金子吉友「あつまれニュースの森」
• カジノの是非は府民が決める 住民投票をもとめる会公式サイト

無料サイト：
• イラスト…いらすとや 様
• 写真………写真AC 様

監修：桜田照雄
作成：大神令子（住民投票をもとめる会・城東 共同代表）


