
統合型リゾート（ＩＲ）について

□調査期間 平成２８年６月２９日～平成２８年７月７日

□調査の趣旨

□対象者数 483 人（平成２８年６月２９日現在）

□回答者数 368 人

□回答率 76.2% ％（平成２８年７月７日時点）

（図および表中の比率は、少数点第２位を四捨五入して表示しています。したがって、内訳を合計しても１００％に合致しない場合があります。）

【職業】
内訳 人数 ％

会社員 115 31.3

自営業 33 9

農林水産業 6 1.6

パート・アルバイト 56 15.2

専業主婦（夫） 88 23.9

学生 4 1.1

無職 59 16

その他 7 1.9

合計 368 100.0

◎ 統合型リゾート（ＩＲ）について
統合型リゾート（ＩＲ）とは、カジノ施設に加え、会議場施設、展示施設、ショッピングモール、レストラン、ホテルその他観光振興に関す
る施設が一体となった複合観光施設です。
２０１０年にシンガポールで開業した２か所の統合型リゾート（ＩＲ）では、カジノが占める割合は施設全体の３％以内といわれていま
す。

◎ 考えられる影響
統合型リゾート（ＩＲ）は、観光客の増加、消費の拡大、雇用の増加、税収の増加などのメリットが考えられる反面、カジノ施設について
は、ギャンブル依存症の増加、青少年への悪影響、周辺地域での犯罪増加などのデメリットも指摘されています。

◎ 法整備の現状
国は、統合型リゾート（ＩＲ）の推進に必要な法整備を進めています。国会に提出された法案（成立していない）によると、基本理念や役
割は以下のようになっています。
基本理念　　国際競争力の高い魅力ある滞在型観光の実現
　　　　　　　　地域経済の振興に寄与
　　　　　　　　カジノ施設の収益を社会に還元
役割　　　　地方公共団体　→　建設される区域の申請
　　　　　　　民間事業者　　→　建設・運営

◎ このような状況を踏まえ、和歌山市では、統合型リゾート（ＩＲ）の誘致を判断するための研究を行っています。
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【年齢】
内訳 人数 ％

10歳代 1 0.3

20歳代 23 6.3

30歳代 86 23.4

40歳代 89 24.2

50歳代 74 20.1

60歳代 56 15.2

70歳代 35 9.5

80歳以上 4 1.1

合計 368 100.1

【性別】
内訳 人数 ％

男性 174 47.3

女性 194 52.7

合計 368 100.0

【問１】　あなたは海外のカジノ施設を利用したことがありますか。
内訳 人数 ％

ある 85 23.1

ない 283 76.9

合計 368 100.0

【問２】　あなたは国がカジノを含む統合型リゾート（ＩＲ）の法整備を進めていることをご存知ですか。
内訳 人数 ％

知っている 131 35.6

聞いたことはあるが内容は知ら
ない

183 49.7

聞いたことがない 54 14.7

合計 368 100.0
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【問３】　和歌山市に統合型リゾート（ＩＲ）を誘致することになれば、どのように思いますか。
内訳 人数 ％

賛成 73 19.8

どちらかといえば賛成 90 24.5

どちらかといえば反対 72 19.6

反対 93 25.3

どちらともいえない 40 10.9

合計 368 100.1

内訳 人数 ％
観光客の増加 143 38.9

雇用の増加 121 32.9

税収の増加 117 31.8

まちのにぎわい創出 98 26.6

その他 7 1.9

【問３－２】　「その他」と回答された方は、詳しくご記入ください。

【問３-1】　問３で「賛成」「どちらかといえば賛成」と回答された方にお聞きします。統合型リゾート（ＩＲ）にどのような効果を期待しますか。あてはまるものをすべてお選びください。該
当者３６８名

交通機関の充実に期待ができる。
街の発展による税収増
カジノができて和歌山市内がパチンコ営業禁止になるのなら賛成です
カジノしたい。
知名度が上がる。
消費が拡大し、市の活性化が見込める。
誘致するだけでも、和歌山の名前が売れます。
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内訳 人数 ％
犯罪増加など治安の悪化 139 37.8

ギャンブル依存症の増加 120 32.6

教育上の悪影響 102 27.7

地域イメージの低下 89 24.2

勤労意欲の減退 55 14.9

その他 11 3

【問３－４】　「その他」と回答された方は、詳しくご記入ください。

【問３-３】
　問３で「反対」「どちらかといえば反対」と回答された方にお聞きします。統合型リゾート（ＩＲ）にどのようなことを懸念しますか。あてはまるものをすべてお選びください。該当者３６８
名

和歌山の集客力の無さ。潰れるのが目に見えている。大阪に作るのは賛成です。
場所としての和歌山市は適地ではない。白浜が良い。
観光客の質が悪くなることで、ギャンブルをしない観光客が和歌山に来なくなる。 黒潮市場の飲食料金が短期間に高騰したように、良くないサービスを提供する業者が増えることも
懸念される。
社会インフラの未整備による混乱や暴力やテロに対応できる危機管理能力に不安。
新たな国際的組織犯罪グループの拠点となる懸念が考えられる。
外国人観光客の増加
和歌山の自然が失われる恐れ。
暴力団利権の増長
外部と切り離されて、外国の富裕層が金を落としてくれるような施設なら賛成。「豪華なパチンコ屋」が出来るだけなら大反対。
これ以上賑やかな町になってほしくないから。
カジノに繰り出してくる、モラルのない海外旅行者に心優しい和歌山県民は、対応できません。
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内訳 人数 ％
未成年者に対するカジノ施設へ
の入場禁止 320 87

犯罪組織の関係者の排除 304 82.6

公正運営のための監視機関の
設置 236 64.1

カジノ収益の公共目的への利用

202 54.9

国内在住者に対するカジノ施設
への入場料徴収（海外旅行客の
み入場料無料） 127 34.5

国内在住者に対するカジノ施設
への入場禁止（海外旅行客のみ
利用可能） 76 20.7

上記の対策では不充分 30 8.2

その他 11 3

対策は不要 3 0.8

【問４】
 統合型リゾート（ＩＲ）が建設されることになった場合、カジノ施設に関してどのような対策を望みますか。あてはまるものをすべてお選びください。該当者368名

【問４－１】
　　問４で「上記対策では不十分」及び「その他」と回答された方は、詳しくご記入ください。該当者４１名

治安維持のための予算計上、人材投入
人が集まるところはテロの対策必要な時代になってきてるので。
和歌山市に統合型リゾート（ＩＲ）を誘致に賛成した議員の次期選挙での”落選”運動尽力する。
施設周辺地域の安全への配慮、監視カメラの全面設置などの徹底した防犯対策が必要だと思います。
JRAのように国の管理監督下に置くこと。
完全に公営化する。
市内にあるパチンコ店と競輪場もまとめて海上に埋め立てたIR施設に持っていくなら。
厳しい罰則が必要
これだけ飲酒運転を厳しく言っているにも関わらず違反する人がいる世の中で規制をしても無理だと感じる。
設置そのものに反対
防犯体制の確立が必須条件
警備を厳しくする。
そもそもカジノ目的で海外から人を呼んで欲しくないので、海外旅行者を無料にして欲しくない。  もし建設するのなら、アホほどあるパチンコ店をカジノの中に入れて、外には出さな
いでほしい。  パチンコ店が多すぎて街の印象が悪いと感じているので、リゾートの一画にまとめてくれるなら行きたくない人は目にしなくて済むし、日課のように通う人も減ってくれそ
う。

ダメ
カジノは日本人は土休日しか利用できないようにしてほしい。パチンコのように平日もしているのではなく、日本人にはメリハリを持ってほしいので土休日のみ入場許可をしてほし
い。 あとカジノ経営は民間ではなく公営で、競馬・競艇・競輪のように国営で。民間は経営へ立ち入らないようにしてほしい。
建設しないことが一番
カジノ施設入場者のマナー徹底
国内居住者のカジノへの入場料徴収は問題がある。
専門家で更なる議論を積み重ね徹底的な対策を取って欲しい。世界のモデルになる対策レベルを期待する。
カジノ施設を排除すればよい。
つくらなければ、対策は不要
現状の法規制が本気で行われる不正行為の前には何もかも無意味なものであるから。公務員の不正がなくならない現状ではすべて無理
日本でカジノを始めるのは初めてのこともあり、想定外があることを考えておくべきだと思う。じゅうぶんなどと考えるのは危険だと思う。
ギャンブル中毒者対策 外国人が来ることによる治安悪化防止対策
治安対策 警察配備など
和歌山市にカジノは必要がない。対策をしても１００％効果のあるものはない。１００％防がれないものは、建設しないこと。
例えば警察の常時駐在など
リゾートイメージに合わないギャンブルや利用者を排除するための対策
身分を証明できるものを提示し 入場させる。ただし　不正を記しないものかどうかを きちんと見極めるのは必要(例：マイナンバーなどでの身分証明など)

カジノ施設外での、カジノ利用者の監視警戒
法をかいくぐる方法はいくらでもあるから。
入国手続き時のような厳重な入場者チェックや不審者対策を充分過ぎるくらいにして欲しいです。
和歌山とは、自然が売りであるのに、あまりにもかけ離れすぎていて、違う、と感じる。大阪にできるべきものだと思う。作るのであれば、和歌山らしさのあふれるカジノにして欲しい。
関係者排除というが、誰が排除するのか。警察がどこまで介入するのかが不明瞭。実験的に開始したとして採算がとれるのか。撤退した場合、余計雇用や地域が荒らされるだけで
はないのか。その補償等ないままでは不十分。
全ての住民に防弾チョッキの配布。全ての家への警備員の配置（２４時間）。テロ対策以上の暴力団対策が必要になる。 カジノ施設へ何人も入れない対策が必要。（造っても使わせ
るな）
犯罪が起きやすい状況を作ってしまうと、元に戻すのは難しい。不特定多数の人が集まるとテロの標的にもされやすいし、子ども達にカジノに出入りする人たちについて、どのように
話したら良いか悩む。公認されているギャンブルも、教育上、良くないと思っているので、これ以上増やしてほしくない。
そもそもカジノに反対なので日本人が入るのかどうかという問題ではありませんが、海外旅行客のために地域の治安を悪くしてはいけないと思います。カジノ収益を公共目的に利用
されてもいい気はしません。市には市の予算がありますし、そこにカジノ収益の見込みが入るなんておかしいと思います。そして問３にあるようにダメになっていく市民がたくさん出る
のではと懸念します。そこで働く人もいる訳ですから、犯罪も増えると思います。そんなものに頼らずに誠実な予算を組んで市を運営してください。市民の生活がゆたかになるような
計画を期待しています。
どんなに周りを整備してもカジノ自体がいいものとは思えないので反対
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治安維持のための予算計上、人材投入
人が集まるところはテロの対策必要な時代になってきてるので。
和歌山市に統合型リゾート（ＩＲ）を誘致に賛成した議員の次期選挙での”落選”運動尽力する。
施設周辺地域の安全への配慮、監視カメラの全面設置などの徹底した防犯対策が必要だと思います。
JRAのように国の管理監督下に置くこと。
完全に公営化する。
市内にあるパチンコ店と競輪場もまとめて海上に埋め立てたIR施設に持っていくなら。
厳しい罰則が必要
これだけ飲酒運転を厳しく言っているにも関わらず違反する人がいる世の中で規制をしても無理だと感じる。
設置そのものに反対
防犯体制の確立が必須条件
警備を厳しくする。
そもそもカジノ目的で海外から人を呼んで欲しくないので、海外旅行者を無料にして欲しくない。  もし建設するのなら、アホほどあるパチンコ店をカジノの中に入れて、外には出さな
いでほしい。  パチンコ店が多すぎて街の印象が悪いと感じているので、リゾートの一画にまとめてくれるなら行きたくない人は目にしなくて済むし、日課のように通う人も減ってくれそ
う。

ダメ
カジノは日本人は土休日しか利用できないようにしてほしい。パチンコのように平日もしているのではなく、日本人にはメリハリを持ってほしいので土休日のみ入場許可をしてほし
い。 あとカジノ経営は民間ではなく公営で、競馬・競艇・競輪のように国営で。民間は経営へ立ち入らないようにしてほしい。
建設しないことが一番
カジノ施設入場者のマナー徹底
国内居住者のカジノへの入場料徴収は問題がある。
専門家で更なる議論を積み重ね徹底的な対策を取って欲しい。世界のモデルになる対策レベルを期待する。
カジノ施設を排除すればよい。
つくらなければ、対策は不要
現状の法規制が本気で行われる不正行為の前には何もかも無意味なものであるから。公務員の不正がなくならない現状ではすべて無理
日本でカジノを始めるのは初めてのこともあり、想定外があることを考えておくべきだと思う。じゅうぶんなどと考えるのは危険だと思う。
ギャンブル中毒者対策 外国人が来ることによる治安悪化防止対策
治安対策 警察配備など
和歌山市にカジノは必要がない。対策をしても１００％効果のあるものはない。１００％防がれないものは、建設しないこと。
例えば警察の常時駐在など
リゾートイメージに合わないギャンブルや利用者を排除するための対策
身分を証明できるものを提示し 入場させる。ただし　不正を記しないものかどうかを きちんと見極めるのは必要(例：マイナンバーなどでの身分証明など)

カジノ施設外での、カジノ利用者の監視警戒
法をかいくぐる方法はいくらでもあるから。
入国手続き時のような厳重な入場者チェックや不審者対策を充分過ぎるくらいにして欲しいです。
和歌山とは、自然が売りであるのに、あまりにもかけ離れすぎていて、違う、と感じる。大阪にできるべきものだと思う。作るのであれば、和歌山らしさのあふれるカジノにして欲しい。
関係者排除というが、誰が排除するのか。警察がどこまで介入するのかが不明瞭。実験的に開始したとして採算がとれるのか。撤退した場合、余計雇用や地域が荒らされるだけで
はないのか。その補償等ないままでは不十分。
全ての住民に防弾チョッキの配布。全ての家への警備員の配置（２４時間）。テロ対策以上の暴力団対策が必要になる。 カジノ施設へ何人も入れない対策が必要。（造っても使わせ
るな）
犯罪が起きやすい状況を作ってしまうと、元に戻すのは難しい。不特定多数の人が集まるとテロの標的にもされやすいし、子ども達にカジノに出入りする人たちについて、どのように
話したら良いか悩む。公認されているギャンブルも、教育上、良くないと思っているので、これ以上増やしてほしくない。
そもそもカジノに反対なので日本人が入るのかどうかという問題ではありませんが、海外旅行客のために地域の治安を悪くしてはいけないと思います。カジノ収益を公共目的に利用
されてもいい気はしません。市には市の予算がありますし、そこにカジノ収益の見込みが入るなんておかしいと思います。そして問３にあるようにダメになっていく市民がたくさん出る
のではと懸念します。そこで働く人もいる訳ですから、犯罪も増えると思います。そんなものに頼らずに誠実な予算を組んで市を運営してください。市民の生活がゆたかになるような
計画を期待しています。
どんなに周りを整備してもカジノ自体がいいものとは思えないので反対
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内訳 人数 ％
思う 120 32.6

思わない 177 48.1

分からない 71 19.3

合計 368 100.0

内訳 人数 ％
ショッピングモール 100 27.2

カジノ 80 21.7

レストラン 76 20.7

テーマパーク 74 20.1

温泉 69 18.8

ホテル 56 15.2

劇場 52 14.1

映画館 51 13.9

展示場・会議場 40 10.9

【問５】
　和歌山市に統合型リゾート（ＩＲ）ができた場合、行ってみたいと思いますか。あてはまるものを１つお選びください。

　【問５－１】
　「思う」と回答された方にお聞きします。統合型リゾート（ＩＲ）の、どのような施設を利用したいと思いますか？あてはまるものをすべてお選びください。該当者１２０名
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【問６】
　統合型リゾート（ＩＲ）の誘致について、ご意見等ございましたらご記入ください。

すでに競輪場も場外馬券場もできましたが、どれほどの経済効果があったのでしょうか。界隈はよい街並みになったのでしょうか。生産性の低い賭け事に頼るしかないのでしょうか。
パチンコ、競馬などのギャンブルに夢中な人が集まる街が尾花市長の目指すビジョンなら、きちんとそれを公言してください。
全く関心がないアンケートだったので、どちらかと言うと、反対の意見にかたよりました。
出来ればやめた方がいいと思います。
日本各地でIRの誘致活動が行われていますが、大都市より地方都市の方が誘致意義は高いと思います。 雇用創出・地域活性化・税収の増加・土地の有効活用など期待できる効
果は絶大です。治安悪化やカジノ中毒者などの懸念事項は確かにあると思いますが、対策をキチンとしていれば最小限に防げます。地元民への教育・治安維持活動・啓蒙活動など
をしっかりすれば、デメリットよりメリットの方が大きいのは明らかです。  和歌山が名乗りを上げると大阪がライバルになりますが、ぜひ誘致がんばってください！
経済効果に期待して賛成の意見ですが、警察官の巡回強化など治安維持対策をどうしていくか慎重に考える必要があると思います。
和歌山にできた場合どのくらいの需要があるのか気になります。
現時点での政府の施策には、和歌山市は同調・賛成しないで欲しい。健全な税収入が増える施策に力点を置いて欲しい。
和歌山に資金力がないのに、無駄です。夢物語だと思います。 大阪と協力することを考えてください。
なぜ必要なのか、国内在住者に納得いく説明が最優先です。
和歌山の素朴な良さが失われると思います。こんな方法しか活性化の策がないなら残念です！ぶらくり丁につくったみたいに何もいいことが無い感じにまたなります。
可能なら誘致に積極的に行動してほしい。
和歌山県が賑わうならいい。
和歌山市にＤＡＳＨ和歌山ができるとき以上に、もめると思う
マカオとかカジノ収益が大きいのでは犯罪とか少ないと聞きました。しかし、客のギャンブル依存症は増加傾向にあるそうです。 経済が良くなっても町の風紀は乱れると思います。
和歌山の良さが消えると思います。
和歌山市内では、田舎過ぎて、統合型リゾート（ＩＲ）の誘致ごときでは、街の発展は望めない。 大阪りんくうタウンか、白浜で誘致する方が良い。 地方の発展に繋がる。
和歌山市本町に施設（場外馬券場？）を誘致しましたが、結局暴力団が来ただけで本町地区は、沢山の店舗が潰れてしまいました。どうせなら駅近でパチンコ屋と並ばせて新設を
考えた方が、帰って良いのではありませんか。取締も簡単だし、住宅街に設置するのがもともと無理なんです。
面白いと思う。
やめとけ
白浜あたりに出来ればよいと思う。
友ヶ島に作ればよいと考えます。（警備上の事や、一般の人の入場を制限できるし、関空からアクセスするようにしてもよいように思う。
カジノは決して悪いとは思わないが、和歌山の県民性を考えると、無い方がいいと思います。
統合型リゾート（ＩＲ）の誘致反対！！
カジノ施設はあまり良いとは思わないが、その他のアミューズメント施設を併設することで同等かそれ以上の効果が期待できるのであれば、積極的に誘致してもいいと思う。
治安の問題で反対です。
反対です。 推進派の議員の氏名を知りたいくらいです。
誘致できたとして、どこに作るんでしょうか？ そんなことより、和歌山の中心部（ブラクリ、みその）を再開発しないと廃れる一方で意味ないですね。 人口減少の県庁所在地としては、
カジノぐらいしか無いのでしょうか・・・・
反社会勢力やドラッグ等を入り込ませないための対策の徹底。
カジノを作るのであれば、子供達が遊べる公園・遊園地等を作って欲しい。
IR施設誘致以前に人口減に対応した市議会改革や歳出カットをやりきってほしい。
なかなか難しいと思います。
昔、加太の土砂取り跡をプランしていたように聞く。 地域の活性化には最もふさわしい場所でしょう。
上記条件がかなうなら誘致すべき。知恵のない財源確保より効果あり。

街の風紀が乱れるように思う。
カジノももちろんですが、リゾートの誘致は是非お願いしたいです。
私は、大学・就職で和歌山を離れた後、結婚し子供を産んでから和歌山に戻ってきたUターン組です。 トラックが真横を通るマンション、小学校から家に帰るまでにイオンやゲームセ
ンターがある環境が子育てに良いと思えず、静かな住宅街で子育てがしたかったからです。 カジノの誘致は、私のような「子育てによい環境を」と戻ってくるUターン組の戻りを無くす
と思います。  統合型リゾート（ＩＲ）の誘致は、観光客の増加や税収のアップ、雇用の創出は見込めるでしょう。しかし「雇用創出」といっても、ホテルマンはともかく、カジノ内のディー
ラーやバニーガール・バーテンダー等水商売色の強い雇用が増えて皆喜ぶのでしょうか。 子育て中の母親がパートに出たいとき、バニーガールの求人ばかり・・・なんて事になった
ら？ Uターンが減るどころか、子供ができたら和歌山市から出ていく人が増える可能性すらあると思います。
一般人が行きやすい形のものが良い。
反対　絶対反対誰が作りたいと言ってるの??

誘致しないでほしい。
ギャンブルを知らないのであまり意見は言えませんが　海外からの客が安心して楽しめる娯楽施設であれば治安も安定を保てるのではないかと思うのですが。
和歌山はカジノっていうイメージじゃないです。 自然で果樹がいっぱいで、スピリチュアルの地だと思ってます。 カジノは真逆。でも必要と思います。 関空付近とか、大阪の繁華街、
埋立地に建てるのがいいと思います  和歌山にカジノは似合わない。
リゾートの中でも、カジノは子供の目にする範囲にはなるへくあって欲しくない。  安全だと思える場所でないと、ショッピングモールがあろうが女・子供連れでは行けない。
和歌山を世界にアピールできる良い機会であり、また観光客増加、税収などメリットも大きいことから積極的に誘致活動をすべきと考える。
反対します
今何故？施設を建設しても一時的に賑わうだけ、総合型リゾート何て？年金基金で各地に造られたグリンーピア施設がその見本。カジノ併設で未来永劫賑わうのでしょうか？その
内に忘れられ赤字の垂れ流し、お荷物になるのでは？？
どういう目的でカジノ施設を作るのかわからない。 公営ギャンブルとしての収入源が目的ならわからないでもないが、非カジノ的なリゾート開発も知恵を絞るべきではないか？映画
撮影をはじめとした映画産業やＵＳＪ的なもので和歌山ならではのものなど。
イメージの悪化や周辺地域の治安の悪化が懸念されるため、たとえ「地域振興」という目的があったとしても反対です。自身がギャンブルにそもそも関心がないので、余計にそう思え
るのかもしれません。ギャンブルに関心のあるひとと無いひとで回答に違いがあるかどうかは興味深い点です。
やはりマリーナを有効利用するのが良い。せっかく葉山のような雰囲気があり素敵な場所なんですから。
誘致する場所はポルトヨーロッパの近くで。
特になし
和歌山での統合型リゾートの運営は難しいです。民営なら良いですが、公的資金の入った施設なら絶対反対です。
ぶらくり丁に誘致すれば、中心市街地活性化に大いに貢献するのでは？ 既に、場外馬券売場やパチンコ店等もありますし。
和歌山には必要ない。
既存の施設に遠慮しないで新しいことをどんどんしてほしい。
和歌山の良さは住んでいる自分が一番よく分かっているのでIRの誘致にはマイナスに働く(犯罪等)イメージが強くどちらかといえば反対。しかし時代も昔とは違い、和歌山を色んな
意味で活性化するには、IRのような新しい物を受け入れ挑戦する力が必要なんじゃないかと思う。カジノや複合型施設ができる事により雇用の安定が図られ目玉の一つとなるには
そういった事も挑戦してはいいのではと思います。
誘致しなくていい。　文化的環境を重視する。
日本政府がカジノの設立を合法化することに やむをえない事情や状況は理解できるものの、  国際的組織犯罪グループの新たな拠点となってしまう可能性が否定できないので、 郷
土和歌山市へのカジノ誘致は 断固反対である。 メリットとデメリットをよく考察したうえでの 意思決定が肝要である、と思料する。
地域は関西を希望しますが、沖縄が適切かと思う。
地域の活性化にとっては良いが、子供がいる親としては治安が心配 住民へのきちんとした対策等の説明がなければ、納得しない人が多いと思う。
島全体がカジノのような別世界を望みます。

反対です 和歌山にはそぐわない 経済は回るかもしれませんが、恒久に安定するものではないのに対して、どんなに整備しても、トラブルや犯罪など、ネガティブな事象は確実に増
えるからです。
カジノ運営は和歌山に日本企業を設立して外国籍企業にはさせないようにしないといけない点、もちろん株主が外国籍もダメ。儲けや税収を多国籍企業に吸い上げらない様にしな
いといけない。
現存の競輪場のように危ない場所という感じにならないように誘致してほしい。
一度ラスベガスではどの様な対策、または犯罪例、市民の意見など、聞いて、それを国民にも知らせて欲しい。
冷え切っている和歌山をどうにかしてほしい。
経済的な活性化は望めるが反面治安の悪化に懸念
絶対反対
観光客誘致、市税増収、雇用、人口増加、十分期待できる。
より以上の導入についての情報の公開を望む。
ある程度の抑制、コントロールが維持出来れば カジノの設置は良いと思います。
反対ではないが、未成年の子どもがいる点では不安
若者の犯罪の巣にならないように　離れ島で開発しては、例えば友が島で。
できれば誘致してほしくない。
現状パチンコなどで客数が多く　北朝鮮に流れる金が 多いと思われる為　カジノ誘致がいいでしょう。
海外の真似をするのではなく　この地域又日本でなければと、いうものを時間がかかるかもしれないが、そういうものを生み出す、べきだと思います。
もし誘致されるとしたら場所は加太方面か冬野あたりがいいかなと個人的には思いました。
雇用の増加を目指し、人を呼び込む必要がある。 何もしなくても、世界の犯罪は、より巧妙になっていくので、監視体制にも、目を向けるようになって、よいと思う。
総合リゾート誘致の目的は何か先ず明確にすべきです。目的は「和歌山市の活性化」だと思います。 その為の手段としては何が最適なのかを先ずアンケート調査すべきと思いま
す。 尚、以前マカオのカジノに行ったことがありますが、そこでは損も得もしませんでしたが、再度行きたいとは決して思いません。
関西空港に近く元気のない和歌山に新しい施設が出来ることは市の活性化に良いと思います。
ＩＲを和歌山へ誘致するメリットが理解できない。自然遺産が多い和歌山にとって、どのような観光産業を優先するのか広く県民の意見を聞いてほしい。
和歌山の活性化には良いと思います。 ただ、治安の悪化など懸念材料の対策は必要ですね。
富裕層が遊びの一環として利用するのは問題ない。
絶対反対、韓国の失敗例を学べ。
どうしても暴力団が浮かんでくるし子供の事考えると あまり賛成できない。
過疎対策の一つとして歓迎です。
まず先に交通網を整備しないとまずいと思う。 県外の友人達の和歌山の印象は、交通の便が悪いです。
ラスベガスとオーストラリアと香港のカジノに行ったことがあります。海外のカジノは高級感があり、出入り口でボディガードがいました。 日本でつくる場合も、そういったものであれば
良いが、低所所得者層が出入りするようなものになれば、 治安も悪くなると思う。
ぜひ誘致を望みます！！！
カジノ施設については、未成年者に対する規制が必要。
こんなものは検討に値しない。外国でやったことはあるがまったく面白くない。パチンコの方がましである。
カジノ施設がなくともリゾート施設の建設は十分可能では。　知恵を働かせる必要あり。
パチンコができるくらいなら、カジノできてほしい。その方がよっぽど世のため人のため。パチンコにも入場料税金かければいいのにって思ってしまう。 カジノができれば、町もにぎ
わっていいのではないですか？
カジノ自体に興味が無いので、リゾート施設の内容にも興味が無いですが、施設が在っても良いと思います 利用する人が多ければ、それだけ地元が潤うと思います。
カジノ（ギャンブル）依存症
監視の目を厳しく健全に運営されれば、活性化にもつながるしよい試みだと思う。
二万％！反対です。結局はまわりの利権。事後は環境（精神も含めて）の悪化。パチンコを見れば・・・・

健全に運営できるのなら、カジノがあってもよいと思うが 犯罪組織の関係者等を排除するのは難しいのでは。
住んで良かったと言う街作りにはＩＲは馴染まないのではと考えます。 市の運営財源として増収源確保の観点からは考えられないこともないと思いますが、リゾートは気運に左右さ
れる事が多いことから、綿密な投資効果の判断が重要かと考えます。 近畿の夕張とならないように祈ります。
郊外型総合リゾート施設では、又犯罪組織（暴力団）などの排除、健全なリゾート施設でなければ市民反対運動になる。
やはり、環境や教育には、差し障りがあると思いますので、和歌山市民がよく利用する場所は避けたほうが良いです。白浜や、新和歌浦など以前観光地で、今は廃墟となっている建
物をリニューアルすればまだまだ使用できるような所を利用すれば、いいのでは。
現状でも場外馬券売り場などの誘致話に指定暴力団と関係する市議会議員が暗躍しているという実態。どのような綺麗事を掲げても無理。
道路の整備、国際リゾート化に向けての雇用促進について県民・市民によりわかりやすく説明して理解を求めることが大切ですね。カジノというと聞こえはいいですが、ギャンブル的
にとらえられると犯罪のにおいがすると思い、反対派が増える気がします。
カジノは賛成できないですが、内容によりますがIRの誘致には反対ではない。
誘致するだけではなく、深くコミットできるかが重要だと考えます。話題性だけではなく、システムの構築段階から他国の状況を踏まえたものが必要かと存じます。
大阪に任せておけばいい。
交通網が整い、県外からの客を取り込むつもりかも知れないが、逆に県内の人が県外で買い物したり、レジャーを楽しみ易くなっている。魅力的なスポットがないのが最大の問題だ
と思う。県内にひとを留めるためにも賛成です。
ＩＲは和歌山市民憲章でうたっている内容に合うものか疑問に感じます。和歌山市に有る自然・歴史を活かした方向の開発が望ましいと感じます。
経済面で考えると、メリットがあるように思うが、治安面、子供への教育などもろもろのことを考えると、いいとは思えない。 ギャンブルはパチンコ、競馬、競輪などで十分と思う。
国体も終わり、現在の和歌山市は元気がない 是非、大型施設を造って盛り上げましょう。
海外旅行客から見ても和歌山はアクセスしにくいと思う。(関空から直通バスが出ているとは言え・・・)

反対します。
誘致には様々な不安もあるが、既にたくさんあるパチンコ店よりよっぽどいいような… 誰でもできる賭事(パチンコ店等)は未成年も興味を持ち入りやすいだろうけど、カジノはドレス
コードもあってお金がないとムリ！と思わせてくれる分線引きがハッキリできて、そういう心配は少なそうに思います。賭事は全くしないので、本当に素人判断ですが。
和歌山市がもと求めるものはこういう施設ではなく、歴史、風土を活用したものを計画するべき。
色々な角度から十分検討頂き進めて欲しい。また、誘致頂き地域活性がはかれれば良いと思いますが、周辺の自治会との融合も取ることをお願いしたい。
悪いことばかりを念頭に掲げるだけでは 経済や地域活性化には繋がっていかないので 思い切りの決断力はあってしかるべきでは ないかと思います。 後　和歌山市での経済的誘
致と考えるなら 和歌山市内中心地に持ってくるのが 妥当かと思います。
カジノ施設必要ない。
和歌山の良さと真逆施設 子供達を守りたい。
和歌山は、景観で売るべき地方！
交通のアクセスが課題と思われます。泉南以南、便利になったとは言え、京阪神地区と比較すると差が大きいです。海、山、風景など自然には恵まれており、良い面はあります。
KIXに近いのはメリットと思われます。
カジノ施設を誘致しないと県外からの人の流れが期待出来ない和歌山は正直情けないと思う。海山川と自然環境は他県には引けを取らない立地条件に恵まれているが観光客は定
住しないので恒久的には和歌山は潤をない。企業誘致等定住者が増加する方策を行政は進めるべきだと思います。
絶対反対です。 どうしてもというなら、 ・全入場者に入場料の徴収 ・暴力団関係者の排除 ・入場者の宿泊施設の一元化 ・入場者は駅・空港から直接乗り入れ 以上くらいはしてもら
いたい。
マリーナシティ以上の規模が欲しい。
反対です。
まずはやってみたらいいと思う。
別の孤島のような場所ならなおよい。地域住民の騒音被害になるような場所ならいらない。でも、うまく誘致できれば地域だけでなく、税収も確保できる。
土地や建物を処分して、無い地域へ引っ越していきたい。しかし、貧乏人はそれが出来ない。一生不幸を背負って生きていくしかないのか。和歌山で生まれたことを後悔することに
なる。

数年前に、世界遺産登録されているマカオの発展ぶりを目の当たりにしてきました。そこにはかつてはもう少し多数派であった大和民族を見ることは殆どなく、大陸からの方々で賑
わっていました。  パチンコ、パチスロ、競輪、競馬、ボートレース、オートレースが良くて、何故カジノがいけないのか全く理解できません。業界と癒着して阻止しているとしか思えま
せん。  マカオの売り上げは既にラスベガスを凌いでいます。カジノが治安を悪くするという人が居ますが、何もかもにノーを突きつけて、衰退の一途を辿る地方都市に住んでいて、
一体何が楽しいのでしょうか？反対するなら代案を立てろ、立てられないなら黙っていろ、と思います。  少々過激になりましたが、攻めなければ勝ち組にはなれません。もういい加
減負け犬根性は棄てたらよいのでは？ワタシはカジノに大賛成です(^o^)/

カジノには賛成ですが、場所の選定が一番重要だと思います。
ＩＲとパチンコの棲み分けは？？？  条例で和歌山市はパチンコ禁止自治体にしませんか。
和歌山から若い人が減ってきているので、リゾート施設ができれば人が集まって来ると思います。
色々なご意見あると思うが、私は賛成です。 増収や観光（経済）の事を考えると必要だと思います。 犯罪の事など考えると、まだまだ課題も多いが、 前に進むべきだと思う
年金を株に使う国の政治に怒りをおぼえます。これからも和歌山市で暮らしていきたいと思っていますので、もしカジノ誘致が国や県から来たとしても、市が反対の姿勢をとってくださ
い。お願いします。
犯罪が増えそうなので、出来れば作らないで欲しいが、税収が増えて市や県の財政が潤うなら作ってもいいと思う。
カジノは国際的には有っても良いと思います、収入の部分で運営企業の税収は観光のＰＲや受け入れに使えればよいと思います。
暮らしやすい環境整備のために誘致は行わないでください。
パチンコが認められているのだから、 良いと思います。 収益が県に還元される仕組みを作って下さい。
日本にカジノは必要ないと思います。 確かに諸外国においてカジノは収益率の高い業種と認識されていると思いますが、それが公共事業として成功しているとは思いません。 日本
で、合法的にカジノを経営する唯一の方法は海に出ることです。和歌山でカジノをするのであれば、客船でも作って公海上ですればいいことだと思います。誰でも、利用できるような
カジノは必要ありません。
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すでに競輪場も場外馬券場もできましたが、どれほどの経済効果があったのでしょうか。界隈はよい街並みになったのでしょうか。生産性の低い賭け事に頼るしかないのでしょうか。
パチンコ、競馬などのギャンブルに夢中な人が集まる街が尾花市長の目指すビジョンなら、きちんとそれを公言してください。
全く関心がないアンケートだったので、どちらかと言うと、反対の意見にかたよりました。
出来ればやめた方がいいと思います。
日本各地でIRの誘致活動が行われていますが、大都市より地方都市の方が誘致意義は高いと思います。 雇用創出・地域活性化・税収の増加・土地の有効活用など期待できる効
果は絶大です。治安悪化やカジノ中毒者などの懸念事項は確かにあると思いますが、対策をキチンとしていれば最小限に防げます。地元民への教育・治安維持活動・啓蒙活動など
をしっかりすれば、デメリットよりメリットの方が大きいのは明らかです。  和歌山が名乗りを上げると大阪がライバルになりますが、ぜひ誘致がんばってください！
経済効果に期待して賛成の意見ですが、警察官の巡回強化など治安維持対策をどうしていくか慎重に考える必要があると思います。
和歌山にできた場合どのくらいの需要があるのか気になります。
現時点での政府の施策には、和歌山市は同調・賛成しないで欲しい。健全な税収入が増える施策に力点を置いて欲しい。
和歌山に資金力がないのに、無駄です。夢物語だと思います。 大阪と協力することを考えてください。
なぜ必要なのか、国内在住者に納得いく説明が最優先です。
和歌山の素朴な良さが失われると思います。こんな方法しか活性化の策がないなら残念です！ぶらくり丁につくったみたいに何もいいことが無い感じにまたなります。
可能なら誘致に積極的に行動してほしい。
和歌山県が賑わうならいい。
和歌山市にＤＡＳＨ和歌山ができるとき以上に、もめると思う
マカオとかカジノ収益が大きいのでは犯罪とか少ないと聞きました。しかし、客のギャンブル依存症は増加傾向にあるそうです。 経済が良くなっても町の風紀は乱れると思います。
和歌山の良さが消えると思います。
和歌山市内では、田舎過ぎて、統合型リゾート（ＩＲ）の誘致ごときでは、街の発展は望めない。 大阪りんくうタウンか、白浜で誘致する方が良い。 地方の発展に繋がる。
和歌山市本町に施設（場外馬券場？）を誘致しましたが、結局暴力団が来ただけで本町地区は、沢山の店舗が潰れてしまいました。どうせなら駅近でパチンコ屋と並ばせて新設を
考えた方が、帰って良いのではありませんか。取締も簡単だし、住宅街に設置するのがもともと無理なんです。
面白いと思う。
やめとけ
白浜あたりに出来ればよいと思う。
友ヶ島に作ればよいと考えます。（警備上の事や、一般の人の入場を制限できるし、関空からアクセスするようにしてもよいように思う。
カジノは決して悪いとは思わないが、和歌山の県民性を考えると、無い方がいいと思います。
統合型リゾート（ＩＲ）の誘致反対！！
カジノ施設はあまり良いとは思わないが、その他のアミューズメント施設を併設することで同等かそれ以上の効果が期待できるのであれば、積極的に誘致してもいいと思う。
治安の問題で反対です。
反対です。 推進派の議員の氏名を知りたいくらいです。
誘致できたとして、どこに作るんでしょうか？ そんなことより、和歌山の中心部（ブラクリ、みその）を再開発しないと廃れる一方で意味ないですね。 人口減少の県庁所在地としては、
カジノぐらいしか無いのでしょうか・・・・
反社会勢力やドラッグ等を入り込ませないための対策の徹底。
カジノを作るのであれば、子供達が遊べる公園・遊園地等を作って欲しい。
IR施設誘致以前に人口減に対応した市議会改革や歳出カットをやりきってほしい。
なかなか難しいと思います。
昔、加太の土砂取り跡をプランしていたように聞く。 地域の活性化には最もふさわしい場所でしょう。
上記条件がかなうなら誘致すべき。知恵のない財源確保より効果あり。

街の風紀が乱れるように思う。
カジノももちろんですが、リゾートの誘致は是非お願いしたいです。
私は、大学・就職で和歌山を離れた後、結婚し子供を産んでから和歌山に戻ってきたUターン組です。 トラックが真横を通るマンション、小学校から家に帰るまでにイオンやゲームセ
ンターがある環境が子育てに良いと思えず、静かな住宅街で子育てがしたかったからです。 カジノの誘致は、私のような「子育てによい環境を」と戻ってくるUターン組の戻りを無くす
と思います。  統合型リゾート（ＩＲ）の誘致は、観光客の増加や税収のアップ、雇用の創出は見込めるでしょう。しかし「雇用創出」といっても、ホテルマンはともかく、カジノ内のディー
ラーやバニーガール・バーテンダー等水商売色の強い雇用が増えて皆喜ぶのでしょうか。 子育て中の母親がパートに出たいとき、バニーガールの求人ばかり・・・なんて事になった
ら？ Uターンが減るどころか、子供ができたら和歌山市から出ていく人が増える可能性すらあると思います。
一般人が行きやすい形のものが良い。
反対　絶対反対誰が作りたいと言ってるの??

誘致しないでほしい。
ギャンブルを知らないのであまり意見は言えませんが　海外からの客が安心して楽しめる娯楽施設であれば治安も安定を保てるのではないかと思うのですが。
和歌山はカジノっていうイメージじゃないです。 自然で果樹がいっぱいで、スピリチュアルの地だと思ってます。 カジノは真逆。でも必要と思います。 関空付近とか、大阪の繁華街、
埋立地に建てるのがいいと思います  和歌山にカジノは似合わない。
リゾートの中でも、カジノは子供の目にする範囲にはなるへくあって欲しくない。  安全だと思える場所でないと、ショッピングモールがあろうが女・子供連れでは行けない。
和歌山を世界にアピールできる良い機会であり、また観光客増加、税収などメリットも大きいことから積極的に誘致活動をすべきと考える。
反対します
今何故？施設を建設しても一時的に賑わうだけ、総合型リゾート何て？年金基金で各地に造られたグリンーピア施設がその見本。カジノ併設で未来永劫賑わうのでしょうか？その
内に忘れられ赤字の垂れ流し、お荷物になるのでは？？
どういう目的でカジノ施設を作るのかわからない。 公営ギャンブルとしての収入源が目的ならわからないでもないが、非カジノ的なリゾート開発も知恵を絞るべきではないか？映画
撮影をはじめとした映画産業やＵＳＪ的なもので和歌山ならではのものなど。
イメージの悪化や周辺地域の治安の悪化が懸念されるため、たとえ「地域振興」という目的があったとしても反対です。自身がギャンブルにそもそも関心がないので、余計にそう思え
るのかもしれません。ギャンブルに関心のあるひとと無いひとで回答に違いがあるかどうかは興味深い点です。
やはりマリーナを有効利用するのが良い。せっかく葉山のような雰囲気があり素敵な場所なんですから。
誘致する場所はポルトヨーロッパの近くで。
特になし
和歌山での統合型リゾートの運営は難しいです。民営なら良いですが、公的資金の入った施設なら絶対反対です。
ぶらくり丁に誘致すれば、中心市街地活性化に大いに貢献するのでは？ 既に、場外馬券売場やパチンコ店等もありますし。
和歌山には必要ない。
既存の施設に遠慮しないで新しいことをどんどんしてほしい。
和歌山の良さは住んでいる自分が一番よく分かっているのでIRの誘致にはマイナスに働く(犯罪等)イメージが強くどちらかといえば反対。しかし時代も昔とは違い、和歌山を色んな
意味で活性化するには、IRのような新しい物を受け入れ挑戦する力が必要なんじゃないかと思う。カジノや複合型施設ができる事により雇用の安定が図られ目玉の一つとなるには
そういった事も挑戦してはいいのではと思います。
誘致しなくていい。　文化的環境を重視する。
日本政府がカジノの設立を合法化することに やむをえない事情や状況は理解できるものの、  国際的組織犯罪グループの新たな拠点となってしまう可能性が否定できないので、 郷
土和歌山市へのカジノ誘致は 断固反対である。 メリットとデメリットをよく考察したうえでの 意思決定が肝要である、と思料する。
地域は関西を希望しますが、沖縄が適切かと思う。
地域の活性化にとっては良いが、子供がいる親としては治安が心配 住民へのきちんとした対策等の説明がなければ、納得しない人が多いと思う。
島全体がカジノのような別世界を望みます。

反対です 和歌山にはそぐわない 経済は回るかもしれませんが、恒久に安定するものではないのに対して、どんなに整備しても、トラブルや犯罪など、ネガティブな事象は確実に増
えるからです。
カジノ運営は和歌山に日本企業を設立して外国籍企業にはさせないようにしないといけない点、もちろん株主が外国籍もダメ。儲けや税収を多国籍企業に吸い上げらない様にしな
いといけない。
現存の競輪場のように危ない場所という感じにならないように誘致してほしい。
一度ラスベガスではどの様な対策、または犯罪例、市民の意見など、聞いて、それを国民にも知らせて欲しい。
冷え切っている和歌山をどうにかしてほしい。
経済的な活性化は望めるが反面治安の悪化に懸念
絶対反対
観光客誘致、市税増収、雇用、人口増加、十分期待できる。
より以上の導入についての情報の公開を望む。
ある程度の抑制、コントロールが維持出来れば カジノの設置は良いと思います。
反対ではないが、未成年の子どもがいる点では不安
若者の犯罪の巣にならないように　離れ島で開発しては、例えば友が島で。
できれば誘致してほしくない。
現状パチンコなどで客数が多く　北朝鮮に流れる金が 多いと思われる為　カジノ誘致がいいでしょう。
海外の真似をするのではなく　この地域又日本でなければと、いうものを時間がかかるかもしれないが、そういうものを生み出す、べきだと思います。
もし誘致されるとしたら場所は加太方面か冬野あたりがいいかなと個人的には思いました。
雇用の増加を目指し、人を呼び込む必要がある。 何もしなくても、世界の犯罪は、より巧妙になっていくので、監視体制にも、目を向けるようになって、よいと思う。
総合リゾート誘致の目的は何か先ず明確にすべきです。目的は「和歌山市の活性化」だと思います。 その為の手段としては何が最適なのかを先ずアンケート調査すべきと思いま
す。 尚、以前マカオのカジノに行ったことがありますが、そこでは損も得もしませんでしたが、再度行きたいとは決して思いません。
関西空港に近く元気のない和歌山に新しい施設が出来ることは市の活性化に良いと思います。
ＩＲを和歌山へ誘致するメリットが理解できない。自然遺産が多い和歌山にとって、どのような観光産業を優先するのか広く県民の意見を聞いてほしい。
和歌山の活性化には良いと思います。 ただ、治安の悪化など懸念材料の対策は必要ですね。
富裕層が遊びの一環として利用するのは問題ない。
絶対反対、韓国の失敗例を学べ。
どうしても暴力団が浮かんでくるし子供の事考えると あまり賛成できない。
過疎対策の一つとして歓迎です。
まず先に交通網を整備しないとまずいと思う。 県外の友人達の和歌山の印象は、交通の便が悪いです。
ラスベガスとオーストラリアと香港のカジノに行ったことがあります。海外のカジノは高級感があり、出入り口でボディガードがいました。 日本でつくる場合も、そういったものであれば
良いが、低所所得者層が出入りするようなものになれば、 治安も悪くなると思う。
ぜひ誘致を望みます！！！
カジノ施設については、未成年者に対する規制が必要。
こんなものは検討に値しない。外国でやったことはあるがまったく面白くない。パチンコの方がましである。
カジノ施設がなくともリゾート施設の建設は十分可能では。　知恵を働かせる必要あり。
パチンコができるくらいなら、カジノできてほしい。その方がよっぽど世のため人のため。パチンコにも入場料税金かければいいのにって思ってしまう。 カジノができれば、町もにぎ
わっていいのではないですか？
カジノ自体に興味が無いので、リゾート施設の内容にも興味が無いですが、施設が在っても良いと思います 利用する人が多ければ、それだけ地元が潤うと思います。
カジノ（ギャンブル）依存症
監視の目を厳しく健全に運営されれば、活性化にもつながるしよい試みだと思う。
二万％！反対です。結局はまわりの利権。事後は環境（精神も含めて）の悪化。パチンコを見れば・・・・

健全に運営できるのなら、カジノがあってもよいと思うが 犯罪組織の関係者等を排除するのは難しいのでは。
住んで良かったと言う街作りにはＩＲは馴染まないのではと考えます。 市の運営財源として増収源確保の観点からは考えられないこともないと思いますが、リゾートは気運に左右さ
れる事が多いことから、綿密な投資効果の判断が重要かと考えます。 近畿の夕張とならないように祈ります。
郊外型総合リゾート施設では、又犯罪組織（暴力団）などの排除、健全なリゾート施設でなければ市民反対運動になる。
やはり、環境や教育には、差し障りがあると思いますので、和歌山市民がよく利用する場所は避けたほうが良いです。白浜や、新和歌浦など以前観光地で、今は廃墟となっている建
物をリニューアルすればまだまだ使用できるような所を利用すれば、いいのでは。
現状でも場外馬券売り場などの誘致話に指定暴力団と関係する市議会議員が暗躍しているという実態。どのような綺麗事を掲げても無理。
道路の整備、国際リゾート化に向けての雇用促進について県民・市民によりわかりやすく説明して理解を求めることが大切ですね。カジノというと聞こえはいいですが、ギャンブル的
にとらえられると犯罪のにおいがすると思い、反対派が増える気がします。
カジノは賛成できないですが、内容によりますがIRの誘致には反対ではない。
誘致するだけではなく、深くコミットできるかが重要だと考えます。話題性だけではなく、システムの構築段階から他国の状況を踏まえたものが必要かと存じます。
大阪に任せておけばいい。
交通網が整い、県外からの客を取り込むつもりかも知れないが、逆に県内の人が県外で買い物したり、レジャーを楽しみ易くなっている。魅力的なスポットがないのが最大の問題だ
と思う。県内にひとを留めるためにも賛成です。
ＩＲは和歌山市民憲章でうたっている内容に合うものか疑問に感じます。和歌山市に有る自然・歴史を活かした方向の開発が望ましいと感じます。
経済面で考えると、メリットがあるように思うが、治安面、子供への教育などもろもろのことを考えると、いいとは思えない。 ギャンブルはパチンコ、競馬、競輪などで十分と思う。
国体も終わり、現在の和歌山市は元気がない 是非、大型施設を造って盛り上げましょう。
海外旅行客から見ても和歌山はアクセスしにくいと思う。(関空から直通バスが出ているとは言え・・・)

反対します。
誘致には様々な不安もあるが、既にたくさんあるパチンコ店よりよっぽどいいような… 誰でもできる賭事(パチンコ店等)は未成年も興味を持ち入りやすいだろうけど、カジノはドレス
コードもあってお金がないとムリ！と思わせてくれる分線引きがハッキリできて、そういう心配は少なそうに思います。賭事は全くしないので、本当に素人判断ですが。
和歌山市がもと求めるものはこういう施設ではなく、歴史、風土を活用したものを計画するべき。
色々な角度から十分検討頂き進めて欲しい。また、誘致頂き地域活性がはかれれば良いと思いますが、周辺の自治会との融合も取ることをお願いしたい。
悪いことばかりを念頭に掲げるだけでは 経済や地域活性化には繋がっていかないので 思い切りの決断力はあってしかるべきでは ないかと思います。 後　和歌山市での経済的誘
致と考えるなら 和歌山市内中心地に持ってくるのが 妥当かと思います。
カジノ施設必要ない。
和歌山の良さと真逆施設 子供達を守りたい。
和歌山は、景観で売るべき地方！
交通のアクセスが課題と思われます。泉南以南、便利になったとは言え、京阪神地区と比較すると差が大きいです。海、山、風景など自然には恵まれており、良い面はあります。
KIXに近いのはメリットと思われます。
カジノ施設を誘致しないと県外からの人の流れが期待出来ない和歌山は正直情けないと思う。海山川と自然環境は他県には引けを取らない立地条件に恵まれているが観光客は定
住しないので恒久的には和歌山は潤をない。企業誘致等定住者が増加する方策を行政は進めるべきだと思います。
絶対反対です。 どうしてもというなら、 ・全入場者に入場料の徴収 ・暴力団関係者の排除 ・入場者の宿泊施設の一元化 ・入場者は駅・空港から直接乗り入れ 以上くらいはしてもら
いたい。
マリーナシティ以上の規模が欲しい。
反対です。
まずはやってみたらいいと思う。
別の孤島のような場所ならなおよい。地域住民の騒音被害になるような場所ならいらない。でも、うまく誘致できれば地域だけでなく、税収も確保できる。
土地や建物を処分して、無い地域へ引っ越していきたい。しかし、貧乏人はそれが出来ない。一生不幸を背負って生きていくしかないのか。和歌山で生まれたことを後悔することに
なる。

数年前に、世界遺産登録されているマカオの発展ぶりを目の当たりにしてきました。そこにはかつてはもう少し多数派であった大和民族を見ることは殆どなく、大陸からの方々で賑
わっていました。  パチンコ、パチスロ、競輪、競馬、ボートレース、オートレースが良くて、何故カジノがいけないのか全く理解できません。業界と癒着して阻止しているとしか思えま
せん。  マカオの売り上げは既にラスベガスを凌いでいます。カジノが治安を悪くするという人が居ますが、何もかもにノーを突きつけて、衰退の一途を辿る地方都市に住んでいて、
一体何が楽しいのでしょうか？反対するなら代案を立てろ、立てられないなら黙っていろ、と思います。  少々過激になりましたが、攻めなければ勝ち組にはなれません。もういい加
減負け犬根性は棄てたらよいのでは？ワタシはカジノに大賛成です(^o^)/

カジノには賛成ですが、場所の選定が一番重要だと思います。
ＩＲとパチンコの棲み分けは？？？  条例で和歌山市はパチンコ禁止自治体にしませんか。
和歌山から若い人が減ってきているので、リゾート施設ができれば人が集まって来ると思います。
色々なご意見あると思うが、私は賛成です。 増収や観光（経済）の事を考えると必要だと思います。 犯罪の事など考えると、まだまだ課題も多いが、 前に進むべきだと思う
年金を株に使う国の政治に怒りをおぼえます。これからも和歌山市で暮らしていきたいと思っていますので、もしカジノ誘致が国や県から来たとしても、市が反対の姿勢をとってくださ
い。お願いします。
犯罪が増えそうなので、出来れば作らないで欲しいが、税収が増えて市や県の財政が潤うなら作ってもいいと思う。
カジノは国際的には有っても良いと思います、収入の部分で運営企業の税収は観光のＰＲや受け入れに使えればよいと思います。
暮らしやすい環境整備のために誘致は行わないでください。
パチンコが認められているのだから、 良いと思います。 収益が県に還元される仕組みを作って下さい。
日本にカジノは必要ないと思います。 確かに諸外国においてカジノは収益率の高い業種と認識されていると思いますが、それが公共事業として成功しているとは思いません。 日本
で、合法的にカジノを経営する唯一の方法は海に出ることです。和歌山でカジノをするのであれば、客船でも作って公海上ですればいいことだと思います。誰でも、利用できるような
カジノは必要ありません。
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すでに競輪場も場外馬券場もできましたが、どれほどの経済効果があったのでしょうか。界隈はよい街並みになったのでしょうか。生産性の低い賭け事に頼るしかないのでしょうか。
パチンコ、競馬などのギャンブルに夢中な人が集まる街が尾花市長の目指すビジョンなら、きちんとそれを公言してください。
全く関心がないアンケートだったので、どちらかと言うと、反対の意見にかたよりました。
出来ればやめた方がいいと思います。
日本各地でIRの誘致活動が行われていますが、大都市より地方都市の方が誘致意義は高いと思います。 雇用創出・地域活性化・税収の増加・土地の有効活用など期待できる効
果は絶大です。治安悪化やカジノ中毒者などの懸念事項は確かにあると思いますが、対策をキチンとしていれば最小限に防げます。地元民への教育・治安維持活動・啓蒙活動など
をしっかりすれば、デメリットよりメリットの方が大きいのは明らかです。  和歌山が名乗りを上げると大阪がライバルになりますが、ぜひ誘致がんばってください！
経済効果に期待して賛成の意見ですが、警察官の巡回強化など治安維持対策をどうしていくか慎重に考える必要があると思います。
和歌山にできた場合どのくらいの需要があるのか気になります。
現時点での政府の施策には、和歌山市は同調・賛成しないで欲しい。健全な税収入が増える施策に力点を置いて欲しい。
和歌山に資金力がないのに、無駄です。夢物語だと思います。 大阪と協力することを考えてください。
なぜ必要なのか、国内在住者に納得いく説明が最優先です。
和歌山の素朴な良さが失われると思います。こんな方法しか活性化の策がないなら残念です！ぶらくり丁につくったみたいに何もいいことが無い感じにまたなります。
可能なら誘致に積極的に行動してほしい。
和歌山県が賑わうならいい。
和歌山市にＤＡＳＨ和歌山ができるとき以上に、もめると思う
マカオとかカジノ収益が大きいのでは犯罪とか少ないと聞きました。しかし、客のギャンブル依存症は増加傾向にあるそうです。 経済が良くなっても町の風紀は乱れると思います。
和歌山の良さが消えると思います。
和歌山市内では、田舎過ぎて、統合型リゾート（ＩＲ）の誘致ごときでは、街の発展は望めない。 大阪りんくうタウンか、白浜で誘致する方が良い。 地方の発展に繋がる。
和歌山市本町に施設（場外馬券場？）を誘致しましたが、結局暴力団が来ただけで本町地区は、沢山の店舗が潰れてしまいました。どうせなら駅近でパチンコ屋と並ばせて新設を
考えた方が、帰って良いのではありませんか。取締も簡単だし、住宅街に設置するのがもともと無理なんです。
面白いと思う。
やめとけ
白浜あたりに出来ればよいと思う。
友ヶ島に作ればよいと考えます。（警備上の事や、一般の人の入場を制限できるし、関空からアクセスするようにしてもよいように思う。
カジノは決して悪いとは思わないが、和歌山の県民性を考えると、無い方がいいと思います。
統合型リゾート（ＩＲ）の誘致反対！！
カジノ施設はあまり良いとは思わないが、その他のアミューズメント施設を併設することで同等かそれ以上の効果が期待できるのであれば、積極的に誘致してもいいと思う。
治安の問題で反対です。
反対です。 推進派の議員の氏名を知りたいくらいです。
誘致できたとして、どこに作るんでしょうか？ そんなことより、和歌山の中心部（ブラクリ、みその）を再開発しないと廃れる一方で意味ないですね。 人口減少の県庁所在地としては、
カジノぐらいしか無いのでしょうか・・・・
反社会勢力やドラッグ等を入り込ませないための対策の徹底。
カジノを作るのであれば、子供達が遊べる公園・遊園地等を作って欲しい。
IR施設誘致以前に人口減に対応した市議会改革や歳出カットをやりきってほしい。
なかなか難しいと思います。
昔、加太の土砂取り跡をプランしていたように聞く。 地域の活性化には最もふさわしい場所でしょう。
上記条件がかなうなら誘致すべき。知恵のない財源確保より効果あり。

街の風紀が乱れるように思う。
カジノももちろんですが、リゾートの誘致は是非お願いしたいです。
私は、大学・就職で和歌山を離れた後、結婚し子供を産んでから和歌山に戻ってきたUターン組です。 トラックが真横を通るマンション、小学校から家に帰るまでにイオンやゲームセ
ンターがある環境が子育てに良いと思えず、静かな住宅街で子育てがしたかったからです。 カジノの誘致は、私のような「子育てによい環境を」と戻ってくるUターン組の戻りを無くす
と思います。  統合型リゾート（ＩＲ）の誘致は、観光客の増加や税収のアップ、雇用の創出は見込めるでしょう。しかし「雇用創出」といっても、ホテルマンはともかく、カジノ内のディー
ラーやバニーガール・バーテンダー等水商売色の強い雇用が増えて皆喜ぶのでしょうか。 子育て中の母親がパートに出たいとき、バニーガールの求人ばかり・・・なんて事になった
ら？ Uターンが減るどころか、子供ができたら和歌山市から出ていく人が増える可能性すらあると思います。
一般人が行きやすい形のものが良い。
反対　絶対反対誰が作りたいと言ってるの??

誘致しないでほしい。
ギャンブルを知らないのであまり意見は言えませんが　海外からの客が安心して楽しめる娯楽施設であれば治安も安定を保てるのではないかと思うのですが。
和歌山はカジノっていうイメージじゃないです。 自然で果樹がいっぱいで、スピリチュアルの地だと思ってます。 カジノは真逆。でも必要と思います。 関空付近とか、大阪の繁華街、
埋立地に建てるのがいいと思います  和歌山にカジノは似合わない。
リゾートの中でも、カジノは子供の目にする範囲にはなるへくあって欲しくない。  安全だと思える場所でないと、ショッピングモールがあろうが女・子供連れでは行けない。
和歌山を世界にアピールできる良い機会であり、また観光客増加、税収などメリットも大きいことから積極的に誘致活動をすべきと考える。
反対します
今何故？施設を建設しても一時的に賑わうだけ、総合型リゾート何て？年金基金で各地に造られたグリンーピア施設がその見本。カジノ併設で未来永劫賑わうのでしょうか？その
内に忘れられ赤字の垂れ流し、お荷物になるのでは？？
どういう目的でカジノ施設を作るのかわからない。 公営ギャンブルとしての収入源が目的ならわからないでもないが、非カジノ的なリゾート開発も知恵を絞るべきではないか？映画
撮影をはじめとした映画産業やＵＳＪ的なもので和歌山ならではのものなど。
イメージの悪化や周辺地域の治安の悪化が懸念されるため、たとえ「地域振興」という目的があったとしても反対です。自身がギャンブルにそもそも関心がないので、余計にそう思え
るのかもしれません。ギャンブルに関心のあるひとと無いひとで回答に違いがあるかどうかは興味深い点です。
やはりマリーナを有効利用するのが良い。せっかく葉山のような雰囲気があり素敵な場所なんですから。
誘致する場所はポルトヨーロッパの近くで。
特になし
和歌山での統合型リゾートの運営は難しいです。民営なら良いですが、公的資金の入った施設なら絶対反対です。
ぶらくり丁に誘致すれば、中心市街地活性化に大いに貢献するのでは？ 既に、場外馬券売場やパチンコ店等もありますし。
和歌山には必要ない。
既存の施設に遠慮しないで新しいことをどんどんしてほしい。
和歌山の良さは住んでいる自分が一番よく分かっているのでIRの誘致にはマイナスに働く(犯罪等)イメージが強くどちらかといえば反対。しかし時代も昔とは違い、和歌山を色んな
意味で活性化するには、IRのような新しい物を受け入れ挑戦する力が必要なんじゃないかと思う。カジノや複合型施設ができる事により雇用の安定が図られ目玉の一つとなるには
そういった事も挑戦してはいいのではと思います。
誘致しなくていい。　文化的環境を重視する。
日本政府がカジノの設立を合法化することに やむをえない事情や状況は理解できるものの、  国際的組織犯罪グループの新たな拠点となってしまう可能性が否定できないので、 郷
土和歌山市へのカジノ誘致は 断固反対である。 メリットとデメリットをよく考察したうえでの 意思決定が肝要である、と思料する。
地域は関西を希望しますが、沖縄が適切かと思う。
地域の活性化にとっては良いが、子供がいる親としては治安が心配 住民へのきちんとした対策等の説明がなければ、納得しない人が多いと思う。
島全体がカジノのような別世界を望みます。

反対です 和歌山にはそぐわない 経済は回るかもしれませんが、恒久に安定するものではないのに対して、どんなに整備しても、トラブルや犯罪など、ネガティブな事象は確実に増
えるからです。
カジノ運営は和歌山に日本企業を設立して外国籍企業にはさせないようにしないといけない点、もちろん株主が外国籍もダメ。儲けや税収を多国籍企業に吸い上げらない様にしな
いといけない。
現存の競輪場のように危ない場所という感じにならないように誘致してほしい。
一度ラスベガスではどの様な対策、または犯罪例、市民の意見など、聞いて、それを国民にも知らせて欲しい。
冷え切っている和歌山をどうにかしてほしい。
経済的な活性化は望めるが反面治安の悪化に懸念
絶対反対
観光客誘致、市税増収、雇用、人口増加、十分期待できる。
より以上の導入についての情報の公開を望む。
ある程度の抑制、コントロールが維持出来れば カジノの設置は良いと思います。
反対ではないが、未成年の子どもがいる点では不安
若者の犯罪の巣にならないように　離れ島で開発しては、例えば友が島で。
できれば誘致してほしくない。
現状パチンコなどで客数が多く　北朝鮮に流れる金が 多いと思われる為　カジノ誘致がいいでしょう。
海外の真似をするのではなく　この地域又日本でなければと、いうものを時間がかかるかもしれないが、そういうものを生み出す、べきだと思います。
もし誘致されるとしたら場所は加太方面か冬野あたりがいいかなと個人的には思いました。
雇用の増加を目指し、人を呼び込む必要がある。 何もしなくても、世界の犯罪は、より巧妙になっていくので、監視体制にも、目を向けるようになって、よいと思う。
総合リゾート誘致の目的は何か先ず明確にすべきです。目的は「和歌山市の活性化」だと思います。 その為の手段としては何が最適なのかを先ずアンケート調査すべきと思いま
す。 尚、以前マカオのカジノに行ったことがありますが、そこでは損も得もしませんでしたが、再度行きたいとは決して思いません。
関西空港に近く元気のない和歌山に新しい施設が出来ることは市の活性化に良いと思います。
ＩＲを和歌山へ誘致するメリットが理解できない。自然遺産が多い和歌山にとって、どのような観光産業を優先するのか広く県民の意見を聞いてほしい。
和歌山の活性化には良いと思います。 ただ、治安の悪化など懸念材料の対策は必要ですね。
富裕層が遊びの一環として利用するのは問題ない。
絶対反対、韓国の失敗例を学べ。
どうしても暴力団が浮かんでくるし子供の事考えると あまり賛成できない。
過疎対策の一つとして歓迎です。
まず先に交通網を整備しないとまずいと思う。 県外の友人達の和歌山の印象は、交通の便が悪いです。
ラスベガスとオーストラリアと香港のカジノに行ったことがあります。海外のカジノは高級感があり、出入り口でボディガードがいました。 日本でつくる場合も、そういったものであれば
良いが、低所所得者層が出入りするようなものになれば、 治安も悪くなると思う。
ぜひ誘致を望みます！！！
カジノ施設については、未成年者に対する規制が必要。
こんなものは検討に値しない。外国でやったことはあるがまったく面白くない。パチンコの方がましである。
カジノ施設がなくともリゾート施設の建設は十分可能では。　知恵を働かせる必要あり。
パチンコができるくらいなら、カジノできてほしい。その方がよっぽど世のため人のため。パチンコにも入場料税金かければいいのにって思ってしまう。 カジノができれば、町もにぎ
わっていいのではないですか？
カジノ自体に興味が無いので、リゾート施設の内容にも興味が無いですが、施設が在っても良いと思います 利用する人が多ければ、それだけ地元が潤うと思います。
カジノ（ギャンブル）依存症
監視の目を厳しく健全に運営されれば、活性化にもつながるしよい試みだと思う。
二万％！反対です。結局はまわりの利権。事後は環境（精神も含めて）の悪化。パチンコを見れば・・・・

健全に運営できるのなら、カジノがあってもよいと思うが 犯罪組織の関係者等を排除するのは難しいのでは。
住んで良かったと言う街作りにはＩＲは馴染まないのではと考えます。 市の運営財源として増収源確保の観点からは考えられないこともないと思いますが、リゾートは気運に左右さ
れる事が多いことから、綿密な投資効果の判断が重要かと考えます。 近畿の夕張とならないように祈ります。
郊外型総合リゾート施設では、又犯罪組織（暴力団）などの排除、健全なリゾート施設でなければ市民反対運動になる。
やはり、環境や教育には、差し障りがあると思いますので、和歌山市民がよく利用する場所は避けたほうが良いです。白浜や、新和歌浦など以前観光地で、今は廃墟となっている建
物をリニューアルすればまだまだ使用できるような所を利用すれば、いいのでは。
現状でも場外馬券売り場などの誘致話に指定暴力団と関係する市議会議員が暗躍しているという実態。どのような綺麗事を掲げても無理。
道路の整備、国際リゾート化に向けての雇用促進について県民・市民によりわかりやすく説明して理解を求めることが大切ですね。カジノというと聞こえはいいですが、ギャンブル的
にとらえられると犯罪のにおいがすると思い、反対派が増える気がします。
カジノは賛成できないですが、内容によりますがIRの誘致には反対ではない。
誘致するだけではなく、深くコミットできるかが重要だと考えます。話題性だけではなく、システムの構築段階から他国の状況を踏まえたものが必要かと存じます。
大阪に任せておけばいい。
交通網が整い、県外からの客を取り込むつもりかも知れないが、逆に県内の人が県外で買い物したり、レジャーを楽しみ易くなっている。魅力的なスポットがないのが最大の問題だ
と思う。県内にひとを留めるためにも賛成です。
ＩＲは和歌山市民憲章でうたっている内容に合うものか疑問に感じます。和歌山市に有る自然・歴史を活かした方向の開発が望ましいと感じます。
経済面で考えると、メリットがあるように思うが、治安面、子供への教育などもろもろのことを考えると、いいとは思えない。 ギャンブルはパチンコ、競馬、競輪などで十分と思う。
国体も終わり、現在の和歌山市は元気がない 是非、大型施設を造って盛り上げましょう。
海外旅行客から見ても和歌山はアクセスしにくいと思う。(関空から直通バスが出ているとは言え・・・)

反対します。
誘致には様々な不安もあるが、既にたくさんあるパチンコ店よりよっぽどいいような… 誰でもできる賭事(パチンコ店等)は未成年も興味を持ち入りやすいだろうけど、カジノはドレス
コードもあってお金がないとムリ！と思わせてくれる分線引きがハッキリできて、そういう心配は少なそうに思います。賭事は全くしないので、本当に素人判断ですが。
和歌山市がもと求めるものはこういう施設ではなく、歴史、風土を活用したものを計画するべき。
色々な角度から十分検討頂き進めて欲しい。また、誘致頂き地域活性がはかれれば良いと思いますが、周辺の自治会との融合も取ることをお願いしたい。
悪いことばかりを念頭に掲げるだけでは 経済や地域活性化には繋がっていかないので 思い切りの決断力はあってしかるべきでは ないかと思います。 後　和歌山市での経済的誘
致と考えるなら 和歌山市内中心地に持ってくるのが 妥当かと思います。
カジノ施設必要ない。
和歌山の良さと真逆施設 子供達を守りたい。
和歌山は、景観で売るべき地方！
交通のアクセスが課題と思われます。泉南以南、便利になったとは言え、京阪神地区と比較すると差が大きいです。海、山、風景など自然には恵まれており、良い面はあります。
KIXに近いのはメリットと思われます。
カジノ施設を誘致しないと県外からの人の流れが期待出来ない和歌山は正直情けないと思う。海山川と自然環境は他県には引けを取らない立地条件に恵まれているが観光客は定
住しないので恒久的には和歌山は潤をない。企業誘致等定住者が増加する方策を行政は進めるべきだと思います。
絶対反対です。 どうしてもというなら、 ・全入場者に入場料の徴収 ・暴力団関係者の排除 ・入場者の宿泊施設の一元化 ・入場者は駅・空港から直接乗り入れ 以上くらいはしてもら
いたい。
マリーナシティ以上の規模が欲しい。
反対です。
まずはやってみたらいいと思う。
別の孤島のような場所ならなおよい。地域住民の騒音被害になるような場所ならいらない。でも、うまく誘致できれば地域だけでなく、税収も確保できる。
土地や建物を処分して、無い地域へ引っ越していきたい。しかし、貧乏人はそれが出来ない。一生不幸を背負って生きていくしかないのか。和歌山で生まれたことを後悔することに
なる。

数年前に、世界遺産登録されているマカオの発展ぶりを目の当たりにしてきました。そこにはかつてはもう少し多数派であった大和民族を見ることは殆どなく、大陸からの方々で賑
わっていました。  パチンコ、パチスロ、競輪、競馬、ボートレース、オートレースが良くて、何故カジノがいけないのか全く理解できません。業界と癒着して阻止しているとしか思えま
せん。  マカオの売り上げは既にラスベガスを凌いでいます。カジノが治安を悪くするという人が居ますが、何もかもにノーを突きつけて、衰退の一途を辿る地方都市に住んでいて、
一体何が楽しいのでしょうか？反対するなら代案を立てろ、立てられないなら黙っていろ、と思います。  少々過激になりましたが、攻めなければ勝ち組にはなれません。もういい加
減負け犬根性は棄てたらよいのでは？ワタシはカジノに大賛成です(^o^)/

カジノには賛成ですが、場所の選定が一番重要だと思います。
ＩＲとパチンコの棲み分けは？？？  条例で和歌山市はパチンコ禁止自治体にしませんか。
和歌山から若い人が減ってきているので、リゾート施設ができれば人が集まって来ると思います。
色々なご意見あると思うが、私は賛成です。 増収や観光（経済）の事を考えると必要だと思います。 犯罪の事など考えると、まだまだ課題も多いが、 前に進むべきだと思う
年金を株に使う国の政治に怒りをおぼえます。これからも和歌山市で暮らしていきたいと思っていますので、もしカジノ誘致が国や県から来たとしても、市が反対の姿勢をとってくださ
い。お願いします。
犯罪が増えそうなので、出来れば作らないで欲しいが、税収が増えて市や県の財政が潤うなら作ってもいいと思う。
カジノは国際的には有っても良いと思います、収入の部分で運営企業の税収は観光のＰＲや受け入れに使えればよいと思います。
暮らしやすい環境整備のために誘致は行わないでください。
パチンコが認められているのだから、 良いと思います。 収益が県に還元される仕組みを作って下さい。
日本にカジノは必要ないと思います。 確かに諸外国においてカジノは収益率の高い業種と認識されていると思いますが、それが公共事業として成功しているとは思いません。 日本
で、合法的にカジノを経営する唯一の方法は海に出ることです。和歌山でカジノをするのであれば、客船でも作って公海上ですればいいことだと思います。誰でも、利用できるような
カジノは必要ありません。
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すでに競輪場も場外馬券場もできましたが、どれほどの経済効果があったのでしょうか。界隈はよい街並みになったのでしょうか。生産性の低い賭け事に頼るしかないのでしょうか。
パチンコ、競馬などのギャンブルに夢中な人が集まる街が尾花市長の目指すビジョンなら、きちんとそれを公言してください。
全く関心がないアンケートだったので、どちらかと言うと、反対の意見にかたよりました。
出来ればやめた方がいいと思います。
日本各地でIRの誘致活動が行われていますが、大都市より地方都市の方が誘致意義は高いと思います。 雇用創出・地域活性化・税収の増加・土地の有効活用など期待できる効
果は絶大です。治安悪化やカジノ中毒者などの懸念事項は確かにあると思いますが、対策をキチンとしていれば最小限に防げます。地元民への教育・治安維持活動・啓蒙活動など
をしっかりすれば、デメリットよりメリットの方が大きいのは明らかです。  和歌山が名乗りを上げると大阪がライバルになりますが、ぜひ誘致がんばってください！
経済効果に期待して賛成の意見ですが、警察官の巡回強化など治安維持対策をどうしていくか慎重に考える必要があると思います。
和歌山にできた場合どのくらいの需要があるのか気になります。
現時点での政府の施策には、和歌山市は同調・賛成しないで欲しい。健全な税収入が増える施策に力点を置いて欲しい。
和歌山に資金力がないのに、無駄です。夢物語だと思います。 大阪と協力することを考えてください。
なぜ必要なのか、国内在住者に納得いく説明が最優先です。
和歌山の素朴な良さが失われると思います。こんな方法しか活性化の策がないなら残念です！ぶらくり丁につくったみたいに何もいいことが無い感じにまたなります。
可能なら誘致に積極的に行動してほしい。
和歌山県が賑わうならいい。
和歌山市にＤＡＳＨ和歌山ができるとき以上に、もめると思う
マカオとかカジノ収益が大きいのでは犯罪とか少ないと聞きました。しかし、客のギャンブル依存症は増加傾向にあるそうです。 経済が良くなっても町の風紀は乱れると思います。
和歌山の良さが消えると思います。
和歌山市内では、田舎過ぎて、統合型リゾート（ＩＲ）の誘致ごときでは、街の発展は望めない。 大阪りんくうタウンか、白浜で誘致する方が良い。 地方の発展に繋がる。
和歌山市本町に施設（場外馬券場？）を誘致しましたが、結局暴力団が来ただけで本町地区は、沢山の店舗が潰れてしまいました。どうせなら駅近でパチンコ屋と並ばせて新設を
考えた方が、帰って良いのではありませんか。取締も簡単だし、住宅街に設置するのがもともと無理なんです。
面白いと思う。
やめとけ
白浜あたりに出来ればよいと思う。
友ヶ島に作ればよいと考えます。（警備上の事や、一般の人の入場を制限できるし、関空からアクセスするようにしてもよいように思う。
カジノは決して悪いとは思わないが、和歌山の県民性を考えると、無い方がいいと思います。
統合型リゾート（ＩＲ）の誘致反対！！
カジノ施設はあまり良いとは思わないが、その他のアミューズメント施設を併設することで同等かそれ以上の効果が期待できるのであれば、積極的に誘致してもいいと思う。
治安の問題で反対です。
反対です。 推進派の議員の氏名を知りたいくらいです。
誘致できたとして、どこに作るんでしょうか？ そんなことより、和歌山の中心部（ブラクリ、みその）を再開発しないと廃れる一方で意味ないですね。 人口減少の県庁所在地としては、
カジノぐらいしか無いのでしょうか・・・・
反社会勢力やドラッグ等を入り込ませないための対策の徹底。
カジノを作るのであれば、子供達が遊べる公園・遊園地等を作って欲しい。
IR施設誘致以前に人口減に対応した市議会改革や歳出カットをやりきってほしい。
なかなか難しいと思います。
昔、加太の土砂取り跡をプランしていたように聞く。 地域の活性化には最もふさわしい場所でしょう。
上記条件がかなうなら誘致すべき。知恵のない財源確保より効果あり。

街の風紀が乱れるように思う。
カジノももちろんですが、リゾートの誘致は是非お願いしたいです。
私は、大学・就職で和歌山を離れた後、結婚し子供を産んでから和歌山に戻ってきたUターン組です。 トラックが真横を通るマンション、小学校から家に帰るまでにイオンやゲームセ
ンターがある環境が子育てに良いと思えず、静かな住宅街で子育てがしたかったからです。 カジノの誘致は、私のような「子育てによい環境を」と戻ってくるUターン組の戻りを無くす
と思います。  統合型リゾート（ＩＲ）の誘致は、観光客の増加や税収のアップ、雇用の創出は見込めるでしょう。しかし「雇用創出」といっても、ホテルマンはともかく、カジノ内のディー
ラーやバニーガール・バーテンダー等水商売色の強い雇用が増えて皆喜ぶのでしょうか。 子育て中の母親がパートに出たいとき、バニーガールの求人ばかり・・・なんて事になった
ら？ Uターンが減るどころか、子供ができたら和歌山市から出ていく人が増える可能性すらあると思います。
一般人が行きやすい形のものが良い。
反対　絶対反対誰が作りたいと言ってるの??

誘致しないでほしい。
ギャンブルを知らないのであまり意見は言えませんが　海外からの客が安心して楽しめる娯楽施設であれば治安も安定を保てるのではないかと思うのですが。
和歌山はカジノっていうイメージじゃないです。 自然で果樹がいっぱいで、スピリチュアルの地だと思ってます。 カジノは真逆。でも必要と思います。 関空付近とか、大阪の繁華街、
埋立地に建てるのがいいと思います  和歌山にカジノは似合わない。
リゾートの中でも、カジノは子供の目にする範囲にはなるへくあって欲しくない。  安全だと思える場所でないと、ショッピングモールがあろうが女・子供連れでは行けない。
和歌山を世界にアピールできる良い機会であり、また観光客増加、税収などメリットも大きいことから積極的に誘致活動をすべきと考える。
反対します
今何故？施設を建設しても一時的に賑わうだけ、総合型リゾート何て？年金基金で各地に造られたグリンーピア施設がその見本。カジノ併設で未来永劫賑わうのでしょうか？その
内に忘れられ赤字の垂れ流し、お荷物になるのでは？？
どういう目的でカジノ施設を作るのかわからない。 公営ギャンブルとしての収入源が目的ならわからないでもないが、非カジノ的なリゾート開発も知恵を絞るべきではないか？映画
撮影をはじめとした映画産業やＵＳＪ的なもので和歌山ならではのものなど。
イメージの悪化や周辺地域の治安の悪化が懸念されるため、たとえ「地域振興」という目的があったとしても反対です。自身がギャンブルにそもそも関心がないので、余計にそう思え
るのかもしれません。ギャンブルに関心のあるひとと無いひとで回答に違いがあるかどうかは興味深い点です。
やはりマリーナを有効利用するのが良い。せっかく葉山のような雰囲気があり素敵な場所なんですから。
誘致する場所はポルトヨーロッパの近くで。
特になし
和歌山での統合型リゾートの運営は難しいです。民営なら良いですが、公的資金の入った施設なら絶対反対です。
ぶらくり丁に誘致すれば、中心市街地活性化に大いに貢献するのでは？ 既に、場外馬券売場やパチンコ店等もありますし。
和歌山には必要ない。
既存の施設に遠慮しないで新しいことをどんどんしてほしい。
和歌山の良さは住んでいる自分が一番よく分かっているのでIRの誘致にはマイナスに働く(犯罪等)イメージが強くどちらかといえば反対。しかし時代も昔とは違い、和歌山を色んな
意味で活性化するには、IRのような新しい物を受け入れ挑戦する力が必要なんじゃないかと思う。カジノや複合型施設ができる事により雇用の安定が図られ目玉の一つとなるには
そういった事も挑戦してはいいのではと思います。
誘致しなくていい。　文化的環境を重視する。
日本政府がカジノの設立を合法化することに やむをえない事情や状況は理解できるものの、  国際的組織犯罪グループの新たな拠点となってしまう可能性が否定できないので、 郷
土和歌山市へのカジノ誘致は 断固反対である。 メリットとデメリットをよく考察したうえでの 意思決定が肝要である、と思料する。
地域は関西を希望しますが、沖縄が適切かと思う。
地域の活性化にとっては良いが、子供がいる親としては治安が心配 住民へのきちんとした対策等の説明がなければ、納得しない人が多いと思う。
島全体がカジノのような別世界を望みます。

反対です 和歌山にはそぐわない 経済は回るかもしれませんが、恒久に安定するものではないのに対して、どんなに整備しても、トラブルや犯罪など、ネガティブな事象は確実に増
えるからです。
カジノ運営は和歌山に日本企業を設立して外国籍企業にはさせないようにしないといけない点、もちろん株主が外国籍もダメ。儲けや税収を多国籍企業に吸い上げらない様にしな
いといけない。
現存の競輪場のように危ない場所という感じにならないように誘致してほしい。
一度ラスベガスではどの様な対策、または犯罪例、市民の意見など、聞いて、それを国民にも知らせて欲しい。
冷え切っている和歌山をどうにかしてほしい。
経済的な活性化は望めるが反面治安の悪化に懸念
絶対反対
観光客誘致、市税増収、雇用、人口増加、十分期待できる。
より以上の導入についての情報の公開を望む。
ある程度の抑制、コントロールが維持出来れば カジノの設置は良いと思います。
反対ではないが、未成年の子どもがいる点では不安
若者の犯罪の巣にならないように　離れ島で開発しては、例えば友が島で。
できれば誘致してほしくない。
現状パチンコなどで客数が多く　北朝鮮に流れる金が 多いと思われる為　カジノ誘致がいいでしょう。
海外の真似をするのではなく　この地域又日本でなければと、いうものを時間がかかるかもしれないが、そういうものを生み出す、べきだと思います。
もし誘致されるとしたら場所は加太方面か冬野あたりがいいかなと個人的には思いました。
雇用の増加を目指し、人を呼び込む必要がある。 何もしなくても、世界の犯罪は、より巧妙になっていくので、監視体制にも、目を向けるようになって、よいと思う。
総合リゾート誘致の目的は何か先ず明確にすべきです。目的は「和歌山市の活性化」だと思います。 その為の手段としては何が最適なのかを先ずアンケート調査すべきと思いま
す。 尚、以前マカオのカジノに行ったことがありますが、そこでは損も得もしませんでしたが、再度行きたいとは決して思いません。
関西空港に近く元気のない和歌山に新しい施設が出来ることは市の活性化に良いと思います。
ＩＲを和歌山へ誘致するメリットが理解できない。自然遺産が多い和歌山にとって、どのような観光産業を優先するのか広く県民の意見を聞いてほしい。
和歌山の活性化には良いと思います。 ただ、治安の悪化など懸念材料の対策は必要ですね。
富裕層が遊びの一環として利用するのは問題ない。
絶対反対、韓国の失敗例を学べ。
どうしても暴力団が浮かんでくるし子供の事考えると あまり賛成できない。
過疎対策の一つとして歓迎です。
まず先に交通網を整備しないとまずいと思う。 県外の友人達の和歌山の印象は、交通の便が悪いです。
ラスベガスとオーストラリアと香港のカジノに行ったことがあります。海外のカジノは高級感があり、出入り口でボディガードがいました。 日本でつくる場合も、そういったものであれば
良いが、低所所得者層が出入りするようなものになれば、 治安も悪くなると思う。
ぜひ誘致を望みます！！！
カジノ施設については、未成年者に対する規制が必要。
こんなものは検討に値しない。外国でやったことはあるがまったく面白くない。パチンコの方がましである。
カジノ施設がなくともリゾート施設の建設は十分可能では。　知恵を働かせる必要あり。
パチンコができるくらいなら、カジノできてほしい。その方がよっぽど世のため人のため。パチンコにも入場料税金かければいいのにって思ってしまう。 カジノができれば、町もにぎ
わっていいのではないですか？
カジノ自体に興味が無いので、リゾート施設の内容にも興味が無いですが、施設が在っても良いと思います 利用する人が多ければ、それだけ地元が潤うと思います。
カジノ（ギャンブル）依存症
監視の目を厳しく健全に運営されれば、活性化にもつながるしよい試みだと思う。
二万％！反対です。結局はまわりの利権。事後は環境（精神も含めて）の悪化。パチンコを見れば・・・・

健全に運営できるのなら、カジノがあってもよいと思うが 犯罪組織の関係者等を排除するのは難しいのでは。
住んで良かったと言う街作りにはＩＲは馴染まないのではと考えます。 市の運営財源として増収源確保の観点からは考えられないこともないと思いますが、リゾートは気運に左右さ
れる事が多いことから、綿密な投資効果の判断が重要かと考えます。 近畿の夕張とならないように祈ります。
郊外型総合リゾート施設では、又犯罪組織（暴力団）などの排除、健全なリゾート施設でなければ市民反対運動になる。
やはり、環境や教育には、差し障りがあると思いますので、和歌山市民がよく利用する場所は避けたほうが良いです。白浜や、新和歌浦など以前観光地で、今は廃墟となっている建
物をリニューアルすればまだまだ使用できるような所を利用すれば、いいのでは。
現状でも場外馬券売り場などの誘致話に指定暴力団と関係する市議会議員が暗躍しているという実態。どのような綺麗事を掲げても無理。
道路の整備、国際リゾート化に向けての雇用促進について県民・市民によりわかりやすく説明して理解を求めることが大切ですね。カジノというと聞こえはいいですが、ギャンブル的
にとらえられると犯罪のにおいがすると思い、反対派が増える気がします。
カジノは賛成できないですが、内容によりますがIRの誘致には反対ではない。
誘致するだけではなく、深くコミットできるかが重要だと考えます。話題性だけではなく、システムの構築段階から他国の状況を踏まえたものが必要かと存じます。
大阪に任せておけばいい。
交通網が整い、県外からの客を取り込むつもりかも知れないが、逆に県内の人が県外で買い物したり、レジャーを楽しみ易くなっている。魅力的なスポットがないのが最大の問題だ
と思う。県内にひとを留めるためにも賛成です。
ＩＲは和歌山市民憲章でうたっている内容に合うものか疑問に感じます。和歌山市に有る自然・歴史を活かした方向の開発が望ましいと感じます。
経済面で考えると、メリットがあるように思うが、治安面、子供への教育などもろもろのことを考えると、いいとは思えない。 ギャンブルはパチンコ、競馬、競輪などで十分と思う。
国体も終わり、現在の和歌山市は元気がない 是非、大型施設を造って盛り上げましょう。
海外旅行客から見ても和歌山はアクセスしにくいと思う。(関空から直通バスが出ているとは言え・・・)

反対します。
誘致には様々な不安もあるが、既にたくさんあるパチンコ店よりよっぽどいいような… 誰でもできる賭事(パチンコ店等)は未成年も興味を持ち入りやすいだろうけど、カジノはドレス
コードもあってお金がないとムリ！と思わせてくれる分線引きがハッキリできて、そういう心配は少なそうに思います。賭事は全くしないので、本当に素人判断ですが。
和歌山市がもと求めるものはこういう施設ではなく、歴史、風土を活用したものを計画するべき。
色々な角度から十分検討頂き進めて欲しい。また、誘致頂き地域活性がはかれれば良いと思いますが、周辺の自治会との融合も取ることをお願いしたい。
悪いことばかりを念頭に掲げるだけでは 経済や地域活性化には繋がっていかないので 思い切りの決断力はあってしかるべきでは ないかと思います。 後　和歌山市での経済的誘
致と考えるなら 和歌山市内中心地に持ってくるのが 妥当かと思います。
カジノ施設必要ない。
和歌山の良さと真逆施設 子供達を守りたい。
和歌山は、景観で売るべき地方！
交通のアクセスが課題と思われます。泉南以南、便利になったとは言え、京阪神地区と比較すると差が大きいです。海、山、風景など自然には恵まれており、良い面はあります。
KIXに近いのはメリットと思われます。
カジノ施設を誘致しないと県外からの人の流れが期待出来ない和歌山は正直情けないと思う。海山川と自然環境は他県には引けを取らない立地条件に恵まれているが観光客は定
住しないので恒久的には和歌山は潤をない。企業誘致等定住者が増加する方策を行政は進めるべきだと思います。
絶対反対です。 どうしてもというなら、 ・全入場者に入場料の徴収 ・暴力団関係者の排除 ・入場者の宿泊施設の一元化 ・入場者は駅・空港から直接乗り入れ 以上くらいはしてもら
いたい。
マリーナシティ以上の規模が欲しい。
反対です。
まずはやってみたらいいと思う。
別の孤島のような場所ならなおよい。地域住民の騒音被害になるような場所ならいらない。でも、うまく誘致できれば地域だけでなく、税収も確保できる。
土地や建物を処分して、無い地域へ引っ越していきたい。しかし、貧乏人はそれが出来ない。一生不幸を背負って生きていくしかないのか。和歌山で生まれたことを後悔することに
なる。

数年前に、世界遺産登録されているマカオの発展ぶりを目の当たりにしてきました。そこにはかつてはもう少し多数派であった大和民族を見ることは殆どなく、大陸からの方々で賑
わっていました。  パチンコ、パチスロ、競輪、競馬、ボートレース、オートレースが良くて、何故カジノがいけないのか全く理解できません。業界と癒着して阻止しているとしか思えま
せん。  マカオの売り上げは既にラスベガスを凌いでいます。カジノが治安を悪くするという人が居ますが、何もかもにノーを突きつけて、衰退の一途を辿る地方都市に住んでいて、
一体何が楽しいのでしょうか？反対するなら代案を立てろ、立てられないなら黙っていろ、と思います。  少々過激になりましたが、攻めなければ勝ち組にはなれません。もういい加
減負け犬根性は棄てたらよいのでは？ワタシはカジノに大賛成です(^o^)/

カジノには賛成ですが、場所の選定が一番重要だと思います。
ＩＲとパチンコの棲み分けは？？？  条例で和歌山市はパチンコ禁止自治体にしませんか。
和歌山から若い人が減ってきているので、リゾート施設ができれば人が集まって来ると思います。
色々なご意見あると思うが、私は賛成です。 増収や観光（経済）の事を考えると必要だと思います。 犯罪の事など考えると、まだまだ課題も多いが、 前に進むべきだと思う
年金を株に使う国の政治に怒りをおぼえます。これからも和歌山市で暮らしていきたいと思っていますので、もしカジノ誘致が国や県から来たとしても、市が反対の姿勢をとってくださ
い。お願いします。
犯罪が増えそうなので、出来れば作らないで欲しいが、税収が増えて市や県の財政が潤うなら作ってもいいと思う。
カジノは国際的には有っても良いと思います、収入の部分で運営企業の税収は観光のＰＲや受け入れに使えればよいと思います。
暮らしやすい環境整備のために誘致は行わないでください。
パチンコが認められているのだから、 良いと思います。 収益が県に還元される仕組みを作って下さい。
日本にカジノは必要ないと思います。 確かに諸外国においてカジノは収益率の高い業種と認識されていると思いますが、それが公共事業として成功しているとは思いません。 日本
で、合法的にカジノを経営する唯一の方法は海に出ることです。和歌山でカジノをするのであれば、客船でも作って公海上ですればいいことだと思います。誰でも、利用できるような
カジノは必要ありません。
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この度は、アンケート調査へのご回答ありがとうございました。
皆様から頂いた様々なご意見を参考にして、統合型リゾート（IR）に関する研究を深めたいと思います。

すでに競輪場も場外馬券場もできましたが、どれほどの経済効果があったのでしょうか。界隈はよい街並みになったのでしょうか。生産性の低い賭け事に頼るしかないのでしょうか。
パチンコ、競馬などのギャンブルに夢中な人が集まる街が尾花市長の目指すビジョンなら、きちんとそれを公言してください。
全く関心がないアンケートだったので、どちらかと言うと、反対の意見にかたよりました。
出来ればやめた方がいいと思います。
日本各地でIRの誘致活動が行われていますが、大都市より地方都市の方が誘致意義は高いと思います。 雇用創出・地域活性化・税収の増加・土地の有効活用など期待できる効
果は絶大です。治安悪化やカジノ中毒者などの懸念事項は確かにあると思いますが、対策をキチンとしていれば最小限に防げます。地元民への教育・治安維持活動・啓蒙活動など
をしっかりすれば、デメリットよりメリットの方が大きいのは明らかです。  和歌山が名乗りを上げると大阪がライバルになりますが、ぜひ誘致がんばってください！
経済効果に期待して賛成の意見ですが、警察官の巡回強化など治安維持対策をどうしていくか慎重に考える必要があると思います。
和歌山にできた場合どのくらいの需要があるのか気になります。
現時点での政府の施策には、和歌山市は同調・賛成しないで欲しい。健全な税収入が増える施策に力点を置いて欲しい。
和歌山に資金力がないのに、無駄です。夢物語だと思います。 大阪と協力することを考えてください。
なぜ必要なのか、国内在住者に納得いく説明が最優先です。
和歌山の素朴な良さが失われると思います。こんな方法しか活性化の策がないなら残念です！ぶらくり丁につくったみたいに何もいいことが無い感じにまたなります。
可能なら誘致に積極的に行動してほしい。
和歌山県が賑わうならいい。
和歌山市にＤＡＳＨ和歌山ができるとき以上に、もめると思う
マカオとかカジノ収益が大きいのでは犯罪とか少ないと聞きました。しかし、客のギャンブル依存症は増加傾向にあるそうです。 経済が良くなっても町の風紀は乱れると思います。
和歌山の良さが消えると思います。
和歌山市内では、田舎過ぎて、統合型リゾート（ＩＲ）の誘致ごときでは、街の発展は望めない。 大阪りんくうタウンか、白浜で誘致する方が良い。 地方の発展に繋がる。
和歌山市本町に施設（場外馬券場？）を誘致しましたが、結局暴力団が来ただけで本町地区は、沢山の店舗が潰れてしまいました。どうせなら駅近でパチンコ屋と並ばせて新設を
考えた方が、帰って良いのではありませんか。取締も簡単だし、住宅街に設置するのがもともと無理なんです。
面白いと思う。
やめとけ
白浜あたりに出来ればよいと思う。
友ヶ島に作ればよいと考えます。（警備上の事や、一般の人の入場を制限できるし、関空からアクセスするようにしてもよいように思う。
カジノは決して悪いとは思わないが、和歌山の県民性を考えると、無い方がいいと思います。
統合型リゾート（ＩＲ）の誘致反対！！
カジノ施設はあまり良いとは思わないが、その他のアミューズメント施設を併設することで同等かそれ以上の効果が期待できるのであれば、積極的に誘致してもいいと思う。
治安の問題で反対です。
反対です。 推進派の議員の氏名を知りたいくらいです。
誘致できたとして、どこに作るんでしょうか？ そんなことより、和歌山の中心部（ブラクリ、みその）を再開発しないと廃れる一方で意味ないですね。 人口減少の県庁所在地としては、
カジノぐらいしか無いのでしょうか・・・・
反社会勢力やドラッグ等を入り込ませないための対策の徹底。
カジノを作るのであれば、子供達が遊べる公園・遊園地等を作って欲しい。
IR施設誘致以前に人口減に対応した市議会改革や歳出カットをやりきってほしい。
なかなか難しいと思います。
昔、加太の土砂取り跡をプランしていたように聞く。 地域の活性化には最もふさわしい場所でしょう。
上記条件がかなうなら誘致すべき。知恵のない財源確保より効果あり。

街の風紀が乱れるように思う。
カジノももちろんですが、リゾートの誘致は是非お願いしたいです。
私は、大学・就職で和歌山を離れた後、結婚し子供を産んでから和歌山に戻ってきたUターン組です。 トラックが真横を通るマンション、小学校から家に帰るまでにイオンやゲームセ
ンターがある環境が子育てに良いと思えず、静かな住宅街で子育てがしたかったからです。 カジノの誘致は、私のような「子育てによい環境を」と戻ってくるUターン組の戻りを無くす
と思います。  統合型リゾート（ＩＲ）の誘致は、観光客の増加や税収のアップ、雇用の創出は見込めるでしょう。しかし「雇用創出」といっても、ホテルマンはともかく、カジノ内のディー
ラーやバニーガール・バーテンダー等水商売色の強い雇用が増えて皆喜ぶのでしょうか。 子育て中の母親がパートに出たいとき、バニーガールの求人ばかり・・・なんて事になった
ら？ Uターンが減るどころか、子供ができたら和歌山市から出ていく人が増える可能性すらあると思います。
一般人が行きやすい形のものが良い。
反対　絶対反対誰が作りたいと言ってるの??

誘致しないでほしい。
ギャンブルを知らないのであまり意見は言えませんが　海外からの客が安心して楽しめる娯楽施設であれば治安も安定を保てるのではないかと思うのですが。
和歌山はカジノっていうイメージじゃないです。 自然で果樹がいっぱいで、スピリチュアルの地だと思ってます。 カジノは真逆。でも必要と思います。 関空付近とか、大阪の繁華街、
埋立地に建てるのがいいと思います  和歌山にカジノは似合わない。
リゾートの中でも、カジノは子供の目にする範囲にはなるへくあって欲しくない。  安全だと思える場所でないと、ショッピングモールがあろうが女・子供連れでは行けない。
和歌山を世界にアピールできる良い機会であり、また観光客増加、税収などメリットも大きいことから積極的に誘致活動をすべきと考える。
反対します
今何故？施設を建設しても一時的に賑わうだけ、総合型リゾート何て？年金基金で各地に造られたグリンーピア施設がその見本。カジノ併設で未来永劫賑わうのでしょうか？その
内に忘れられ赤字の垂れ流し、お荷物になるのでは？？
どういう目的でカジノ施設を作るのかわからない。 公営ギャンブルとしての収入源が目的ならわからないでもないが、非カジノ的なリゾート開発も知恵を絞るべきではないか？映画
撮影をはじめとした映画産業やＵＳＪ的なもので和歌山ならではのものなど。
イメージの悪化や周辺地域の治安の悪化が懸念されるため、たとえ「地域振興」という目的があったとしても反対です。自身がギャンブルにそもそも関心がないので、余計にそう思え
るのかもしれません。ギャンブルに関心のあるひとと無いひとで回答に違いがあるかどうかは興味深い点です。
やはりマリーナを有効利用するのが良い。せっかく葉山のような雰囲気があり素敵な場所なんですから。
誘致する場所はポルトヨーロッパの近くで。
特になし
和歌山での統合型リゾートの運営は難しいです。民営なら良いですが、公的資金の入った施設なら絶対反対です。
ぶらくり丁に誘致すれば、中心市街地活性化に大いに貢献するのでは？ 既に、場外馬券売場やパチンコ店等もありますし。
和歌山には必要ない。
既存の施設に遠慮しないで新しいことをどんどんしてほしい。
和歌山の良さは住んでいる自分が一番よく分かっているのでIRの誘致にはマイナスに働く(犯罪等)イメージが強くどちらかといえば反対。しかし時代も昔とは違い、和歌山を色んな
意味で活性化するには、IRのような新しい物を受け入れ挑戦する力が必要なんじゃないかと思う。カジノや複合型施設ができる事により雇用の安定が図られ目玉の一つとなるには
そういった事も挑戦してはいいのではと思います。
誘致しなくていい。　文化的環境を重視する。
日本政府がカジノの設立を合法化することに やむをえない事情や状況は理解できるものの、  国際的組織犯罪グループの新たな拠点となってしまう可能性が否定できないので、 郷
土和歌山市へのカジノ誘致は 断固反対である。 メリットとデメリットをよく考察したうえでの 意思決定が肝要である、と思料する。
地域は関西を希望しますが、沖縄が適切かと思う。
地域の活性化にとっては良いが、子供がいる親としては治安が心配 住民へのきちんとした対策等の説明がなければ、納得しない人が多いと思う。
島全体がカジノのような別世界を望みます。

反対です 和歌山にはそぐわない 経済は回るかもしれませんが、恒久に安定するものではないのに対して、どんなに整備しても、トラブルや犯罪など、ネガティブな事象は確実に増
えるからです。
カジノ運営は和歌山に日本企業を設立して外国籍企業にはさせないようにしないといけない点、もちろん株主が外国籍もダメ。儲けや税収を多国籍企業に吸い上げらない様にしな
いといけない。
現存の競輪場のように危ない場所という感じにならないように誘致してほしい。
一度ラスベガスではどの様な対策、または犯罪例、市民の意見など、聞いて、それを国民にも知らせて欲しい。
冷え切っている和歌山をどうにかしてほしい。
経済的な活性化は望めるが反面治安の悪化に懸念
絶対反対
観光客誘致、市税増収、雇用、人口増加、十分期待できる。
より以上の導入についての情報の公開を望む。
ある程度の抑制、コントロールが維持出来れば カジノの設置は良いと思います。
反対ではないが、未成年の子どもがいる点では不安
若者の犯罪の巣にならないように　離れ島で開発しては、例えば友が島で。
できれば誘致してほしくない。
現状パチンコなどで客数が多く　北朝鮮に流れる金が 多いと思われる為　カジノ誘致がいいでしょう。
海外の真似をするのではなく　この地域又日本でなければと、いうものを時間がかかるかもしれないが、そういうものを生み出す、べきだと思います。
もし誘致されるとしたら場所は加太方面か冬野あたりがいいかなと個人的には思いました。
雇用の増加を目指し、人を呼び込む必要がある。 何もしなくても、世界の犯罪は、より巧妙になっていくので、監視体制にも、目を向けるようになって、よいと思う。
総合リゾート誘致の目的は何か先ず明確にすべきです。目的は「和歌山市の活性化」だと思います。 その為の手段としては何が最適なのかを先ずアンケート調査すべきと思いま
す。 尚、以前マカオのカジノに行ったことがありますが、そこでは損も得もしませんでしたが、再度行きたいとは決して思いません。
関西空港に近く元気のない和歌山に新しい施設が出来ることは市の活性化に良いと思います。
ＩＲを和歌山へ誘致するメリットが理解できない。自然遺産が多い和歌山にとって、どのような観光産業を優先するのか広く県民の意見を聞いてほしい。
和歌山の活性化には良いと思います。 ただ、治安の悪化など懸念材料の対策は必要ですね。
富裕層が遊びの一環として利用するのは問題ない。
絶対反対、韓国の失敗例を学べ。
どうしても暴力団が浮かんでくるし子供の事考えると あまり賛成できない。
過疎対策の一つとして歓迎です。
まず先に交通網を整備しないとまずいと思う。 県外の友人達の和歌山の印象は、交通の便が悪いです。
ラスベガスとオーストラリアと香港のカジノに行ったことがあります。海外のカジノは高級感があり、出入り口でボディガードがいました。 日本でつくる場合も、そういったものであれば
良いが、低所所得者層が出入りするようなものになれば、 治安も悪くなると思う。
ぜひ誘致を望みます！！！
カジノ施設については、未成年者に対する規制が必要。
こんなものは検討に値しない。外国でやったことはあるがまったく面白くない。パチンコの方がましである。
カジノ施設がなくともリゾート施設の建設は十分可能では。　知恵を働かせる必要あり。
パチンコができるくらいなら、カジノできてほしい。その方がよっぽど世のため人のため。パチンコにも入場料税金かければいいのにって思ってしまう。 カジノができれば、町もにぎ
わっていいのではないですか？
カジノ自体に興味が無いので、リゾート施設の内容にも興味が無いですが、施設が在っても良いと思います 利用する人が多ければ、それだけ地元が潤うと思います。
カジノ（ギャンブル）依存症
監視の目を厳しく健全に運営されれば、活性化にもつながるしよい試みだと思う。
二万％！反対です。結局はまわりの利権。事後は環境（精神も含めて）の悪化。パチンコを見れば・・・・

健全に運営できるのなら、カジノがあってもよいと思うが 犯罪組織の関係者等を排除するのは難しいのでは。
住んで良かったと言う街作りにはＩＲは馴染まないのではと考えます。 市の運営財源として増収源確保の観点からは考えられないこともないと思いますが、リゾートは気運に左右さ
れる事が多いことから、綿密な投資効果の判断が重要かと考えます。 近畿の夕張とならないように祈ります。
郊外型総合リゾート施設では、又犯罪組織（暴力団）などの排除、健全なリゾート施設でなければ市民反対運動になる。
やはり、環境や教育には、差し障りがあると思いますので、和歌山市民がよく利用する場所は避けたほうが良いです。白浜や、新和歌浦など以前観光地で、今は廃墟となっている建
物をリニューアルすればまだまだ使用できるような所を利用すれば、いいのでは。
現状でも場外馬券売り場などの誘致話に指定暴力団と関係する市議会議員が暗躍しているという実態。どのような綺麗事を掲げても無理。
道路の整備、国際リゾート化に向けての雇用促進について県民・市民によりわかりやすく説明して理解を求めることが大切ですね。カジノというと聞こえはいいですが、ギャンブル的
にとらえられると犯罪のにおいがすると思い、反対派が増える気がします。
カジノは賛成できないですが、内容によりますがIRの誘致には反対ではない。
誘致するだけではなく、深くコミットできるかが重要だと考えます。話題性だけではなく、システムの構築段階から他国の状況を踏まえたものが必要かと存じます。
大阪に任せておけばいい。
交通網が整い、県外からの客を取り込むつもりかも知れないが、逆に県内の人が県外で買い物したり、レジャーを楽しみ易くなっている。魅力的なスポットがないのが最大の問題だ
と思う。県内にひとを留めるためにも賛成です。
ＩＲは和歌山市民憲章でうたっている内容に合うものか疑問に感じます。和歌山市に有る自然・歴史を活かした方向の開発が望ましいと感じます。
経済面で考えると、メリットがあるように思うが、治安面、子供への教育などもろもろのことを考えると、いいとは思えない。 ギャンブルはパチンコ、競馬、競輪などで十分と思う。
国体も終わり、現在の和歌山市は元気がない 是非、大型施設を造って盛り上げましょう。
海外旅行客から見ても和歌山はアクセスしにくいと思う。(関空から直通バスが出ているとは言え・・・)

反対します。
誘致には様々な不安もあるが、既にたくさんあるパチンコ店よりよっぽどいいような… 誰でもできる賭事(パチンコ店等)は未成年も興味を持ち入りやすいだろうけど、カジノはドレス
コードもあってお金がないとムリ！と思わせてくれる分線引きがハッキリできて、そういう心配は少なそうに思います。賭事は全くしないので、本当に素人判断ですが。
和歌山市がもと求めるものはこういう施設ではなく、歴史、風土を活用したものを計画するべき。
色々な角度から十分検討頂き進めて欲しい。また、誘致頂き地域活性がはかれれば良いと思いますが、周辺の自治会との融合も取ることをお願いしたい。
悪いことばかりを念頭に掲げるだけでは 経済や地域活性化には繋がっていかないので 思い切りの決断力はあってしかるべきでは ないかと思います。 後　和歌山市での経済的誘
致と考えるなら 和歌山市内中心地に持ってくるのが 妥当かと思います。
カジノ施設必要ない。
和歌山の良さと真逆施設 子供達を守りたい。
和歌山は、景観で売るべき地方！
交通のアクセスが課題と思われます。泉南以南、便利になったとは言え、京阪神地区と比較すると差が大きいです。海、山、風景など自然には恵まれており、良い面はあります。
KIXに近いのはメリットと思われます。
カジノ施設を誘致しないと県外からの人の流れが期待出来ない和歌山は正直情けないと思う。海山川と自然環境は他県には引けを取らない立地条件に恵まれているが観光客は定
住しないので恒久的には和歌山は潤をない。企業誘致等定住者が増加する方策を行政は進めるべきだと思います。
絶対反対です。 どうしてもというなら、 ・全入場者に入場料の徴収 ・暴力団関係者の排除 ・入場者の宿泊施設の一元化 ・入場者は駅・空港から直接乗り入れ 以上くらいはしてもら
いたい。
マリーナシティ以上の規模が欲しい。
反対です。
まずはやってみたらいいと思う。
別の孤島のような場所ならなおよい。地域住民の騒音被害になるような場所ならいらない。でも、うまく誘致できれば地域だけでなく、税収も確保できる。
土地や建物を処分して、無い地域へ引っ越していきたい。しかし、貧乏人はそれが出来ない。一生不幸を背負って生きていくしかないのか。和歌山で生まれたことを後悔することに
なる。

数年前に、世界遺産登録されているマカオの発展ぶりを目の当たりにしてきました。そこにはかつてはもう少し多数派であった大和民族を見ることは殆どなく、大陸からの方々で賑
わっていました。  パチンコ、パチスロ、競輪、競馬、ボートレース、オートレースが良くて、何故カジノがいけないのか全く理解できません。業界と癒着して阻止しているとしか思えま
せん。  マカオの売り上げは既にラスベガスを凌いでいます。カジノが治安を悪くするという人が居ますが、何もかもにノーを突きつけて、衰退の一途を辿る地方都市に住んでいて、
一体何が楽しいのでしょうか？反対するなら代案を立てろ、立てられないなら黙っていろ、と思います。  少々過激になりましたが、攻めなければ勝ち組にはなれません。もういい加
減負け犬根性は棄てたらよいのでは？ワタシはカジノに大賛成です(^o^)/

カジノには賛成ですが、場所の選定が一番重要だと思います。
ＩＲとパチンコの棲み分けは？？？  条例で和歌山市はパチンコ禁止自治体にしませんか。
和歌山から若い人が減ってきているので、リゾート施設ができれば人が集まって来ると思います。
色々なご意見あると思うが、私は賛成です。 増収や観光（経済）の事を考えると必要だと思います。 犯罪の事など考えると、まだまだ課題も多いが、 前に進むべきだと思う
年金を株に使う国の政治に怒りをおぼえます。これからも和歌山市で暮らしていきたいと思っていますので、もしカジノ誘致が国や県から来たとしても、市が反対の姿勢をとってくださ
い。お願いします。
犯罪が増えそうなので、出来れば作らないで欲しいが、税収が増えて市や県の財政が潤うなら作ってもいいと思う。
カジノは国際的には有っても良いと思います、収入の部分で運営企業の税収は観光のＰＲや受け入れに使えればよいと思います。
暮らしやすい環境整備のために誘致は行わないでください。
パチンコが認められているのだから、 良いと思います。 収益が県に還元される仕組みを作って下さい。
日本にカジノは必要ないと思います。 確かに諸外国においてカジノは収益率の高い業種と認識されていると思いますが、それが公共事業として成功しているとは思いません。 日本
で、合法的にカジノを経営する唯一の方法は海に出ることです。和歌山でカジノをするのであれば、客船でも作って公海上ですればいいことだと思います。誰でも、利用できるような
カジノは必要ありません。

12 / 12 ページ


