
【調査の概要】
調査期間：　  　2018年3月23日（金）～25日（日）
調査方法：　　　電話法（RDD）
調査対象：　　　大阪府の18歳以上の男女　1,694人
回答数（率）：　 1,056人（62.3％）　

1． 10代 ･････････ 1.0 ％
2． 20代 ･････････ 2.0 ％
3． 30代 ･････････ 6.3 ％
4． 40代 ･････････ 13.5 ％
5． 50代 ･････････ 11.8 ％
6． 60代 ･････････ 18.5 ％
7． 70歳以上 ･････････ 44.3 ％
8． 無回答 ･････････ 2.5 ％

1． 賛成 ･････････ 45.7 ％
2． 反対 ･････････ 10.6 ％
3． どちらともいえない ･････････ 39.1 ％
4． 無回答 ･････････ 4.5 ％

1． 地域経済の活性化につながるから ･････････ 49.5 ％
2． 会場に予定している大阪湾沿岸の夢洲が有効に活用されるから ･････････ 16.6 ％
3． 万博で地域が盛り上がるから ･････････ 32.5 ％
4． その他 ･････････ 0.6 ％
5． わからない、無回答 ･････････ 0.8 ％

1． 地域経済の活性化につながらないから ･････････ 8.9 ％
2． 税金のむだ遣いになるから ･････････ 67.0 ％
3． 万博は時代遅れだから ･････････ 17.0 ％
4． その他 ･････････ 4.5 ％
5． わからない、無回答 ･････････ 2.7 ％

大阪 万博誘致などに関する意識調査  単純集計結果

第２問
政府や大阪府などは、２０２５年の万博を大阪に誘致することを目指しています。
誘致についてあなたは、賛成ですか、反対ですか、それとも、どちらともいえませんか。

第１問
まず、あなたの年齢をうかがいます。何歳代でしょうか。

第３問 〔第２問で１の人に〕
では、賛成する理由について、次の３つの中から1つお答えください。
（分母=483人）

第４問〔第２問で２の人に〕
では、反対する理由について、次の３つの中から１つお答えください。
（分母=112人）
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1． 賛成 ･････････ 17.0 ％
2． 反対 ･････････ 42.2 ％
3． どちらともいえない ･････････ 34.3 ％
4． 無回答 ･････････ 6.5 ％

1． 観光客が増えるから ･････････ 19.6 ％
2． 地元の雇用が増えるから ･････････ 17.9 ％
3． 税収が増えるから ･････････ 32.4 ％
4． 誘致を予定している夢洲が有効に活用されるから ･････････ 27.4 ％
5． その他 ･････････ 0.0 ％
6． わからない、無回答 ･････････ 2.8 ％

1． ギャンブル依存症が増えるから ･････････ 40.1 ％
2． 治安が悪くなるから ･････････ 25.1 ％
3． 青少年に悪い影響を与えるから ･････････ 17.3 ％
4． 地域経済の活性化につながらないから ･････････ 12.1 ％
5． その他 ･････････ 1.8 ％
6． わからない、無回答 ･････････ 3.6 ％

1． とても関心がある ･････････ 13.4 ％
2． ある程度関心がある ･････････ 38.3 ％
3． あまり関心がない ･････････ 30.5 ％
4． まったく関心がない ･････････ 11.1 ％
5． わからない、無回答 ･････････ 6.8 ％

1． 「大阪都構想」に賛成 ･････････ 26.6 ％
2． 「総合区」に賛成 ･････････ 17.7 ％
3． どちらにも反対 ･････････ 33.0 ％
4． わからない、無回答 ･････････ 22.6 ％

第６問〔第５問で１の人に〕
では、賛成する理由を次の4つの中から1つお答えください。
（分母=179人）

第７問 〔第５問で２の人に〕
では、反対する理由を次の4つの中から1つお答えください。
（分母=446人）

第８問
大阪府や大阪市の議会では、大阪府や大阪市の行政の仕組みを変える「大阪都構想」や「総合区」が
議論されています。
これについて、あなたはどの程度、関心がありますか。次の4つの中から1つお答えください。

第９問
「大阪都構想」は大阪市を無くして、今の２４の区を４つの特別区に再編し、区長は選挙で選ぶというも
のです。
一方「総合区」は大阪市を残したまま、今の２４の区を８区に再編し、区長は大阪市長が選ぶというもの
です。
これらの構想についてあなたはどう考えるか、次の３つの中から1つお答えください。

第５問
大阪府はカジノを含むＩＲ・統合型リゾート施設を誘致することを目指しています。
誘致についてあなたは、賛成ですか、反対ですか、それとも、どちらともいえませんか。
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1． 大阪の経済成長につながるから ･････････ 17.1 ％
2． 二重行政の解消につながるから ･････････ 64.8 ％
3． 行政サービスの質が上がるから ･････････ 7.1 ％
4． 区の数は今より少ない方がよいから ･････････ 7.8 ％
5． その他 ･････････ 0.4 ％
6． わからない、無回答 ･････････ 2.8 ％

1． 行政サービスの質が上がるから ･････････ 19.8 ％
2． 区の数は今より少ない方がよいから ･････････ 30.5 ％
3． 大阪市は残すべきだから ･････････ 46.5 ％
4． その他 ･････････ 1.1 ％
5． わからない、無回答 ･････････ 2.1 ％

1． ３年前の住民投票ですでに結論が出ているから ･････････ 30.9 ％
2． どちらも行政サービスの質が下がりそうだから ･････････ 10.0 ％
3． 今の大阪市や区に愛着があるから ･････････ 19.5 ％
4． 制度を変えるとむだなコストがかかるから ･････････ 34.7 ％
5． その他 ･････････ 2.0 ％
6． わからない、無回答 ･････････ 2.9 ％

1． 自民党 ･････････ 23.4 ％
2． 立憲民主党 ･････････ 5.0 ％
3． 公明党 ･････････ 6.1 ％
4． 希望の党 ･････････ 0.1 ％
5． 民進党 ･････････ 1.2 ％
6． 共産党 ･････････ 3.9 ％
7． 日本維新の会 ･････････ 8.5 ％
8． 自由党 ･････････ 0.5 ％
9． 社民党 ･････････ 0.4 ％

10． 大阪維新の会 ･････････ 1.6 ％
11． 特に支持している政党はない ･････････ 39.5 ％
12． わからない、無回答 ･････････ 9.8 ％

1． 男性 ･････････ 39.0 ％
2． 女性 ･････････ 61.0 ％

第１０問 〔第９問で１の人に〕
では、「大阪都構想」に賛成する理由を次の４つの中から１つお答えください。
（分母=281人）

第１１問 〔第９問で２の人に〕
では、「総合区」に賛成する理由を次の３つの中から１つお答えください。
（分母=187人）

第１２問〔第９問で３の人に〕
では、「どちらにも反対」の理由を次の４つの中から１つお答え下さい。
（分母=349人）

第１３問
いま、あなたは、何党を支持していますか。支持している政党の名前を、１つだけおっしゃってくださ
い。

性別
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1． 男性18～39歳 ･････････ 4.4 ％
2． 男性40代 ･････････ 6.2 ％
3． 男性50代 ･････････ 4.9 ％
4． 男性60代 ･････････ 8.1 ％
5． 男性70歳以上 ･････････ 14.4 ％
6． 女性18～39歳 ･････････ 5.0 ％
7． 女性40代 ･････････ 7.4 ％
8． 女性50代 ･････････ 6.9 ％
9． 女性60代 ･････････ 10.3 ％

10． 女性70歳以上 ･････････ 29.9 ％
11． 無回答 ･････････ 2.5 ％

1． 農林漁業 ･････････ 0.3 ％
2． 自営業 ･････････ 8.5 ％
3． 勤め人 ･････････ 23.4 ％
4． 主婦 ･････････ 24.1 ％
5． 学生 ･････････ 1.6 ％
6． 無職 ･････････ 36.6 ％
7． その他、無回答 ･････････ 5.5 ％

1． 大阪市 ･････････ 27.7 ％
2． 大阪市以外 ･････････ 64.5 ％
3． 無回答 ･････････ 7.9 ％

職業

地域

性・年層
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