
＜①延期・中止＞ 

 

延期でいいと思います。（30 代女性） 

 

やめるべき。オリンピックもイベントで不要不急。（60 代男性） 

 

無理にやる必要がない（40 代男性） 

 

中止すべき。利権構造を明らかにして欲しい。（30 代男性） 

 

延期にすべきだと思う（60 代男性） 

 

2024 年まで延期（60 代男性） 

 

開催すべきではない。（30 代女性） 

 

選手には本当に申し訳ないけれど、延期にした方が良いと思う。（30 代女性） 

 

開催を見送るべき（60 代男性） 

 

開催すべきではないと思う。全世界でコロナ禍が収まらない状況の中で渡航を解除する場

合、再びの感染拡大が懸念されることは勿論、アスリート自身から開催懸念の声が相次ぐ

中、このまま実施することは不適切だと考える。今は健康と安全という観点から、全世界が

一体となるべきだろう。（20 代男性） 

 

中止すべき（40 代男性） 

 

現在の状況では、本来参加すべきアスリート達が満足する形での開催は無理と思われる。こ

のため、開催すべきではないと考える。何がなんでも参加したいアスリートには、残念なこ

とだとは思うが。（60 代男性） 

 

コロナが無くなるまで開催しない方がいいです。また増えるから、、、（30 代男性） 

 

延期した方がいい。中止は悲し過ぎる。今年の為に調整しているアスリートやスタッフの皆

さんは気の毒だが、世界がこの状況だと平和の祭典とはいかないと思います。（50 代女性） 



 

中止（40 代男性） 

 

中止すべき（今さら盛り上がれないし、世界に恥をさらしているだけ）（40 代男性） 

 

はじめから必要ない（30 代男性） 

 

すべきでは ない（60 代女性） 

 

今の状態ならしないで欲しい。 このままズルズル行ったら延期の案さえ出ない。一国だけ

の問題じゃないからスピード大事。（20 代男性） 

 

次々会くらいの開催地にすることを IOC に承認させ、中止にすべき。（50 代男性） 

 

中止すべき（80 歳以上男性） 

 

２０２４年に延期。２０２４年開催国を２０２８年へ。 （40 代男性） 

 

延期（60 代女性） 

 

まだ開催してはダメだと思います延期が無理なら中止にして欲しいです（20 代答えない） 

 

駄目。やれば日本は感染大国になり死者が 10 万、100 万でるよ。国民の 9 割が反対してい

るのに今はやめて。コロナが収まり 3 年後にやってパリはその後。（60 代男性） 

 

世界各地で未だコロナ感染緩和が期待できないので、今、無理して開催すべきでない（30 代

男性） 

 

選手には可哀想だけど中止にすべき（40 代女性） 

 

中止すべき。開催するような状況ではない。（40 代男性） 

 

見送るべきだとおもう。開催したところで他国の選手が来日しなければ成り立たないため、

実質上難しいと思うため。（40 代男性） 

 

大人の事情があるとは思うけど、オリンピックってお祭り騒ぎする気分にはなれない コロ



ナが終息してからやるべき（50 代男性） 

 

国を挙げての祭典なので、無観客試合になるようなら、止める方が良い。（70 代男性） 

 

今のコロナの状況をみたら、絶対中止にすべき（50 代女性） 

 

コロナの対応が各国足並みが揃わない中での開催は、問題が多過ぎるし、受け容れる日本の

現状がお粗末過ぎる！ （60 代男性） 

 

新型コロナウイルスの世界的感染状況にあまり変化が無い場合は、見送るべきだと思いま

す。（40 代男性） 

 

延期（40 代男性） 

 

コロナ感染を考慮すれば開催は中止すべきでは。九州住みなので関心は薄い。（60 代男性） 

 

この状況下で開催するのは無理だと思う。世界的にワクチン接種が十分に進んでいるわけ

でもないので、海外からの人の往来が感染リスクを高めると思う。（20 代女性） 

 

即刻中止。小池知事、山下会長は即刻引責辞任し退職金返納。アスリートへの政治的発言を

求めるマスゴミは放送免許取り消し。（40 代女性） 

 

今は、開催するべきではないと思います。（40 代女性） 

 

もう一度延期を希望する（40 代男性） 

 

残念ながら無理だと思います。そもそも外国選手は、日本に来れるのか。一部の選手だけの

オリンピックは、開催するに値しないのではないか。（60 代女性） 

 

国内だけの問題では無いため、開催は無理では無いかと思う。（40 代男性） 

 

今の状況ではコロナ対策を考えると無理があ、参加できる出来ないの差別が生まれオリン

ピック精神に馴染まない（60 代男性） 

 

中止にすべきだと思う。 森氏の辞任、開催だ中止だと見識者の情報、オリンピックの話し

はウンザリしてます。一般市民にさほどの盛り上がり感は無いと思います。 （50 代男性） 



 

行うことによるデメリットが目立つようならやる必要性は感じない。ここまできて、オリン

ピックに心を踊らせている人はどれだけいるのだろうか。（18、19 歳男性） 

 

やらんでいい。凄く楽しみだったけど（30 代男性） 

 

ことあるごとにコロナ感染者は増加してるので開催すべきではないと思う。（30 代男性） 

 

中止（50 代男性） 

 

即刻中止を宣言すべし！（60 代男性） 

 

開催すべきではない。開催は新型コロナウイルス感染症の抑え込みとは逆行するものであ

るし、オリンピックが日本の医療崩壊に繋がる恐れもある。また、選手の置かれた状況が厳

しければ、本来の実力が発揮できないことが考えられる。以上のことから、今はオリンピッ

クでなく新型コロナウイルス感染症対策に全力をあげるべきだと考える。（18、19 歳女性） 

コロナ禍だから運動会やってる場合じゃない。（70 代男性） 

 

中止がよい（50 代男性） 

 

少なくとも今年の開催は無理があるので、次回大会に繰り上げ等コロナの不安なく開催で

きる時期まで延期すべき。（40 代女性） 

 

もう無理でしょう。誰がやめると言い出すかが大切で、違約金を払わなくていいようにしな

いといけないでしょう。（60 代男性） 

 

コロナどころか他の病気も流行しそうで、開催してほしくない。（40 代女性） 

 

特定の利権団体(電通、マスコミ等)の利益が国民の健康に優先されるべきではないと考えま

すので、中止するべきです。経済を回したいのであれば、感染者をゼロにする取り組みをし、

国民が安心して生活出来る様にした上で、国内消費を伸ばす方策をとるべきです。 また補

償については家賃、人件費といった固定費の補助を行うべきで、財源はコンクリートや防衛

費等に費やされているものを一部転換すべきではないでしょうか？ また、日本の産業構造

を変える取り組みをこの機会に推進すべきとも考えます。具体的には人口減少を抑える事

に効果がある職業(保育施設、産婦人科等)の手当を厚くし、需要が減少する既存の産業(国

土交通省系の公共事業)から人材をそちらに回すという様な取り組みです。 もう少し、ノル



ウェーを除く北欧のモデルの研究が必要かと思います。  （50 代男性） 

 

コロナウイルスワクチンが人類に行き渡るまで開催するべきでない!! コロナウイルスがた

だの風邪となり東京でオリンピックとパラリンピックが開催される日を願います!!（30 代

男性） 

 

延期すべき。国民みんなが喜べないから。（20 代男性） 

 

開催中止を水面下で計画すべき！ このまま開催にむけ準備をすることほど今の日本では

力不足で中途半端な結果しか残さない！国民の経済・医療を回復させてからすべき！選手

が可哀想なのは、理解するがそもそもがオリンピック・パラリンピックを開催する根本理由

をもう一度見直した方がいい！選手・国・スポンサーのためだけの大会ではなく世界の人々

のための大会であることを願います。 （30 代男性） 

 

実施は難しい（30 代男性） 

 

今のままの状況が続くのであれば、オリンピックの開催はしないほうがよいのではないで

しょうか。（50 代男性） 

 

開催は見合わせるべきだ！！（40 代男性） 

 

無理して開催の必要は無い。 日本の場合、オリンピックの開催が経済を良くする訳では無

いのでオリンピックの元々の主旨に沿わない。 仮に 100 歩譲ったとしても、 コロナ対策

もまともに出来ない状況に於いて外国人の入国を促進する様な事は避けるべき。特段の事

情と称し国民に自粛を求めながら外国人を入国させて感染数だけ発表していながら更に外

国人を呼ぶ必要は無いのでは？  一部の既得権者の作為と悪意を感じる。  補足としてア

ンケートの回答欄に自由性が無い、 ある程度誘導は仕方ないとして、 理由を聞く事をしな

いのであればアンケートの正確性にかけると思う。（60 代男性） 

 

中止すべき。そもそも招致すべきではなかった。（40 代男性） 

 

開催するのであれば後１年遅らせるべき！急いでする必要無し！（40 代男性） 

 

開催すべきでない（20 代男性） 

 

延期すべき（30 代男性） 



 

オリンピック・パラリンピックへ向かっているアスリートを応援したい気持ちはあります

が、現状を鑑みるに、世界中からたくさんの人が移動するということをすべきではないと考

えています。 競技場・デザイン等々、この大会にはあまりにも『ケチ』がついてばかりに

思います。 開催に税金を使うより、コロナ対策に使うべきではないかと。  それから、IOC

にはいつも憤りを感じています。 開催云々、森元会長問題云々。 主導権をもっていそうに

しながら、全て人任せの責任転嫁に終始している印象です。 アスリートには申し訳ないけ

れど、オリンピックの組織というものは、こうも酷いものなのかを見せつけられました。（50

代女性） 

 

コロナの状況次第では中止もやむを得ないと思います（40 代男性） 

 

今のままで開催する事には反対です｡他国の選手も不安があると思います｡世界のコロナが

収束に向かっていないのに平和の祭典を日本の一部の方々が意地で開催するのは間違って

います。（40 代女性） 

 

延期または中止するべき（40 代男性） 

 

コロナウイルスのワクチンの準備が着々と進むが未だどうなるか見通せないため、大会開

催は中止するべき。（20 代男性） 

 

1 年延長すべき（40 代男性） 

 

再度の延期を検討すべき （50 代男性） 

 

コロナ完全終息まで、無期延期（40 代男性） 

 

2024 年迄、延期すべき。 世界全体で夏までに終息するとは考えられない。（50 代男性） 

 

本当はすべきでないと思う。選手たちの心情を思うと辛いですが…。国はもっと早くに計画

を立ててオリンピックが開催できるようにするべきだったと思う。 感染者が減ってきた時

にこそその後の事を計画すべきだったの、ここまで医療を逼迫するまでは手ぬる過ぎ

る！！ （60 代女性） 

 

開催は難しいのではないかと思います。（80 歳以上男性） 

 



中止（60 代男性） 

 

北京オリンピックを無くして、来年開催（50 代男性） 

 

新型コロナウイルスの感染が収束しておらず、限りある医療資源を有効活用する観点から

オリンピックは開催すべきではない。（30 代男性） 

 

森元会長の発言で、日本は人権差別をしている国としてメディアを通じて発信した。スポー

ツ文化評論家の玉木正之氏の「今こそ目に見える形で日本のスポーツ界の『男女差別』や

『老人支配』を改めない限り、コロナ禍での五輪開催の意義も曖昧なまま、日本社会に対す

る諸外国の『墜ちた評価』も改まることはないだろう」との発言に同感する。ジェンダー平

等がむなしく響く中で、日本社会が人権に対しての意識を変えなく、曖昧なままで開催する

ことには賛成しかねる。また、コロナ禍が収束するという保証もないままで開催されれば、

第４波がやってくる懸念は払拭されない。よって開催すべきではない。（70 代男性） 

 

 日本での開催されるオリンピックは観たいですが、現状では開催すべきではないと思い

ます。  開催すれば、経済は一時的には良くなると思うが、様々な国からの人の流入によ

り開催後は、コロナの感染拡大がおこるのではないかと思います。様々人種の流入で、日本

でも感染率高い変異したウイルスが生まれてしまうのではないか？変異したコロナにもワ

クチンは効果が有るのか？ 感染拡大→医療崩壊になると、コロナやコロナ以外の病気でも

助かる命が助けられなくなると思います。他人事ではなく、いつ身内に起こってもおかしく

ない事だと思います。  開催か中止かの判断は、命と経済を天秤にかけた物だとかんがえま

す。  目先ではなく、未来を見据えた判断をして頂きたいと思います。 （40 代男性） 

 

24 年まで延期する。選手にはかわいそうだがその方がいいと思う!（60 代女性） 

 

開催は諦めた方がいいと思います。（40 代男性） 

 

国民の８割が賛成していないし、アスリートファーストの観点からも中止すべきだと思い

ます。（60 代男性） 

 

関係者、選手の方には申し訳ないですが、中止しコロナ対策に、時間、費用を使ってほしい。

（50 代男性） 

 

すべきではない。国によって感染対策が異なるため、世界中からアスリートを集めて感染拡

大を抑えることは、今からでは困難である。（50 代男性） 



 

しなくてよい（40 代男性） 

 

開催すべきではない。幼稚園児でもわかると思うけど。（50 代女性） 

 

安全安心を考えて、再延期。（50 代男性） 

 

開催すべきでない。（60 代男性） 

 

コロナの治療法が確立され、ワクチンの有効性が証明されて感染者数もある程度抑えられ

るようになってから開催すれば良いのではないか。オリンピックも突き詰めればただのお

祭りであり、危険を犯してまで無理に実施するほどの必要性はないと考える。（30 代女性） 

 

「福島原発事故はコントロールされている」と嘘をついて誘致したオリンピックは、そもそ

もコロナ流行や会長の女性差別の以前の段階で、許されるべきではなかった。   そして、

去年の開催延期が機縁となり、オリンピック自体の欺瞞性が露わになった。スポーツの祭典

という見せかけの裏には、金儲けという正体があることを誰もがはっきりと見て取ってい

る。   それゆえに、このようなオリンピックは中止されるべきである。   いま為されるべ

きことは、検査拡大と医療体制拡充、そして生活保障を基本としたコロナ撲滅対策しかな

い。（40 代女性） 

 

出来るのなら延期するべき（30 代女性） 

 

他の開催年に開催できる約束で今年は開催しないべき。無観客でやっても、国民は盛り上が

れないし日本経済の利益にもならない。国によって来られない選手もでてくるかもしれな

い。ただ無理やり開催しただけになり、得るものがないと思う。（30 代女性） 

 

まずは世界と日本のコロナ対策優先で、今年は中止。今後東京オリンピックパラリンピック

は命を優先に再検討する。今までのやり方も変えることが必要。(差別許さない、選手優先、

と言いつつ、国別メダルにこだわることなどはやめる)（50 代女性） 

 

オリンピックの開催は無理に行うべきでは無いと思います。（40 代男性） 

 

2022 年開催を必ず！で今はコロナを完全に世界から絶滅し、日本経済を復活さすために今

は「ガマン」！そして「GO TO」は 5 年後でも 10 年後でも良いやん！その頃には「GO 

TO」が出来る経済に戻ってるはず！必ず戻ってる！日本は日本だから！（50 代男性） 



 

残念ですが厳しいですよね。 延期で済むならコロナ終結での開催を 期待します。（40 代男

性） 

 

アスリートの方には 悪いけど 今の状況では、中止した方が 良いと 思います。 （60 代女

性） 

 

新型コロナ以外にも、夏の暑さ対策が不十分な点、そもそも福島第一原発がアンダーコント

ロールにあると嘘をついて招致した件など問題が山積しているので、やるべきではない。

（20 代男性） 

 

開催はするべきではない。 世界各国の感染拡大が開催までの残り数ヶ月で収束するとは到

底思えない。 各自国の対応だけで手一杯であるのに、オリンピックのために医療従事者等

の人員を費やすのは不可能とは言わないが多くの負担を強いることになる。（20 代男性） 

 

延期。（50 代男性） 

 

中止すべき（60 代女性） 

 

延期（40 代女性） 

 

2032 枠に延期してもらい、今回は中止。無観客等で無理に開催しても、どう対策してもコ

ロナ拡散で『日本』自体が回復めどがたたなくなると思う。（50 代男性） 

 

選手達は可哀想だが、やるべきでは無いと考えます。（50 代男性） 

 

中止。利権の塊。綺麗事は不要。（60 代男性） 

 

選手の方々には、大変申し訳ありませんが、開催すべきではない。（40 代男性） 

 

開催すべきではない。オリンピックを開催する主な政治的目的は、経済的メリットと国とし

てのコロナ対策奏功のアピールの 2 点あると考える。しかし、世界各国から日本へ人が来

ること、訪日者のホテル滞在によるコロナ患者の病床確保の懸念など、リスクが大きい。も

っとも、無観客開催やワクチンの効果などの手段を踏まえると、開催に向けて議論の余地は

あるが、現状は開催すべきではないと考える。（20 代男性） 

 



今回はなしでいいと思う（40 代女性） 

 

2024 年にずらすべき（50 代男性） 

 

コロナが世界的に終息しないと無理（70 代男性） 

 

2030 年代の開催に変更すればいいと思う（18、19 歳男性） 

 

COVID-19 が完全に収束してから開催した方が良いと思う。（20 代男性） 

 

するべきではない      （30 代男性） 

 

開催は無理な状況にあると思う。（40 代男性） 

 

再延期（40 代男性） 

 

中止すべき（40 代男性） 

 

延期、又は中止（70 代男性） 

 

中止すべき（50 代男性） 

 

延期して数年後（60 代男性） 

 

コロナが落ち着いていないならば無理に開催しない方が良いのでは無いか。安心安全が確

保されてからの開催にして欲しい。（60 代男性） 

 

早く中止を決定してほあいい（40 代男性） 

 

中止とすべき。（50 代男性） 

 

秋まで延期 若しくは更に一年延期か中止   （40 代男性） 

 

延期すべき（20 代女性） 

 

アスリートの方のこれまでの努力を考えた時、今すぐに中止とは言えないが、今後の感染状



況が世界的に良くならない限り、オリンピック開催は難しいし、無理に行うべきではないと

思います。（60 代男性） 

 

延期した上で、フルスペックで開催する。（60 代男性） 

 

前までは楽しみにしていましたが、竹田元会長も汚職で辞めたし委員も利権絡みの人ばか

りで選手にスポットが当たらない状況が続き開催しなくても良いと思うようになりました。

（30 代女性） 

 

すべきかどうか以前に、不可能だと思う。（18、19 歳女性） 

 

すべきでない（60 代男性） 

 

開催したとして、外国の選手が参加、訪日してくれるのか疑問です（40 代男性） 

 

開催してほしいが、先ずは延期して世界のコロナが治まった段階で開催。（50 代男性） 

 

今回は無理だとおもう 期間があれば、離島で行うなど、 新しい試みができたと思う（40 代

男性） 

 

開催できる状況にはない 開催すべきではない（70 代男性） 

 

現状、開催すべきではない。 IOC と話し合いを重ね延期をすべきだと思う（20 代男性） 

 

国民が開催を望まない限り中止するべき。（30 代女性） 

 

アスリートにはかわいそうだが、コロナが終息していないので、開催は延期すべき （70 代

女性） 

 

開催時期を延期する。（40 代男性） 

 

開催すべきではない。（40 代男性） 

 

やめるべき（60 代男性） 

 

中止すべき（40 代男性） 



 

コロナからの国民の命と健康を護れていない状況で五輪開催はありえない。五輪を中止し

て、国と東京都の五輪予算をコロナ対策に全額振り向けるべきだ。（70 代男性） 

 

今のマスコミや今の日本の風潮含め世界に恥だと思います。野党の辻元議員みたいに自分

の事を棚に上げて人を陥れる様な政治自体が崩壊だと思います。 確かに悪いことはあった

かもしれませんが、言った人の言葉の真意やその人のここまでの努力を思いやれるのが日

本人の良いところなのに、何故か外国かぶれみたいな事ばかりで嫌です。オリンピックも中

止にすべきです。（50 代男性） 

 

開催すべきではない  世界的な新型コロナウイルス蔓延のため（40 代女性） 

 

コロナ感染対策も不透明なまま開催すべきではない。そもそも「オリンピック開催」という

ことが目的となってて、なんのためのオリンピックなのかを見失っている。（40 代男性） 

 

開催しなくていい そもそもオリンピックが必要なのか（30 代男性） 

 

リスクを負ってまで開催すべきではない。アスリートには悪いけど（60 代男性） 

 

今のままでは開催しないで欲しい。 （70 代男性） 

 

中止（50 代男性） 

 

2024 のフランスと変わってもらう 若しくは 2028 に開催 今やっても満足な運営はできな

い やるなら満員の観客席を実現すべき（50 代男性） 

 

コロナウイルスの感染は終息しない、ワクチン接種も開会までに間に合わないと思うので

中止しても良いのては。一部のスポーツ選手達の活躍は興味あるが無理な開催はすべきで

ない。（60 代男性） 

 

再延期 2 年後のスライド開催でコロナの心配ない様にしてほしい。（50 代男性） 

 

中止すべき（40 代男性） 

 

マスコミの偏向報道は非常に不愉快特に ワイドショーは我慢できない、 マスコミが世論

を操作している、国はマスコミ規制をるべきである、マスコミだけがなぜ何を言っても許さ



れるのか。 オリンピックは 1 年延期すべきである（70 代男性） 

 

オリンピックに多額の費用を投資するくらいならば、会社員の給与水準を上げ、日々の暮ら

しをマシにする方が優先課題です。コロナ退治を優先すべき。（40 代女性） 

 

選手のことを考えると やらせてあげたいが、コロナの状況を考えると、少なくとも今年は

無理だろう。 数年後にでも東京オリンピックが実現することを希望する。（60 代女性） 

 

２０２２年まで延期すべきと考えるが、中止もやむを得ない。（60 代男性） 

 

開催は、難しいと思う（50 代男性） 

 

延期すべきだ（60 代男性） 

 

延期すべき（50 代男性） 

 

このままでは、新型コロナ感染予防の為、多数の参加者、観戦者が望めない状況のなかで、

これ以上の税金を投入して、開催する意義がないと思います。（60 代男性） 

 

世界的に武漢ウィルスが蔓延しているなかで世界中からの選手や関係者、観客などを我が

国に入国するべきではないので中止すべきだと思う。（40 代男性） 

 

残念だが中止やむなし（40 代男性） 

 

開催してほしいが今年の夏では、まだ 無理だと思う。（40 代男性） 

 

日本国内だけでなく世界の参加国においても収束の兆しが見えない中での開催は現実的に

難しいと思います。 違約金の問題もありますが、早急な決断が必要と考えています。（30 代

男性） 

 

海外から試合や観戦に来られる方々がコロナを持ち込む可能性が高いだろうから止めて欲

しい。（50 代女性） 

 

延期するべき 関西人なんで、もともと東京でするオリンピックは、あまり興味はなかった

が、更にうすれてきてますが、初めての自国開催なんで、是が非でも成功さしてほしいです。

国益の為にも 森が辞めてスッキリしたが、辞めさすことの出来なかった自民党は、最悪や



な（40 代男性） 

 

今は、開催するべきではない。 開催による、コロナウイルス感染症の広がりが気になる。

（50 代男性） 

 

延期（30 代女性） 

 

開催期間中に一人の選手、関係者も感染しないということは考えにくい。開催はすべきでな

いと思う。 開催する以上、感染者が出る前提で、ある程度割り切った準備や基準が必要と

思う。（30 代男性） 

 

無理は禁物だと思う（60 代男性） 

 

すべきでは無い。（60 代男性） 

 

これからのコロナウイルスの状況にもよると思うが、無理して開催する必要はないと思う。

これまでかかった費用諸々を回収することが出来ないかもしれないが、無理して開催して

また感染が広まった場合の経済的リスクの方が大きいと思うから。（20 代男性） 

 

中止すべきだと思います（50 代男性） 

 

来年開催すれば良い。（40 代男性） 

 

コロナの時期に開催をするべきでは無いと思います。何が、起こるかわからないので、今回

は中止が良いと思います。 安全のためにも。（50 代女性） 

 

残念だが中止にすべきだ。コロナ感染の収束が見通せずまた代表選考もままならない状況

で更に残り時間も少ない中海外選手団を迎えるのは無理がある・・・。（50 代男性） 

 

開催した場合の感染拡大の可能性を考えると、開催は、不可能と思う。 （70 代女性） 

 

国民  世界情勢を考えたら 早く中止決定をすべきだ（70 代男性） 

 

開催する状況ではない。それより感染対策、ワクチン対策に力を入れるべき。（50 代女性） 

 

開催して欲しい気持ちはあるが、現状では間に合わないと思う。無観客のような中途半端な



開催はするくらいなら潔く中止の方がいい（50 代女性） 

 

世界中の選手達が、自由に競技が出来ない状態では、中止にするべき。 世界の選手の、平

等性が無いから。（50 代男性） 

 

開催できる状況にない。 先進国の中で日本が一番対応が遅れている(先進国を含まなくて

も)。NZ の様に、検査、隔離を続けることしか、コロナ前マスクなしは戻れない。グズグス

いい加減な政策ばかりで結果的に一番血が流れてしまったと感じている。 世界からしても

こんな日本に誰も来たくないと思うが… 早く膿を出し切り、後世に少しでも良いものを残

せる方向に舵を切ってもらいたい。国民は選挙権を行使しなくてはならない。（40 代女性） 

今は世界が一丸となって、コロナ収束に向けて取り組むべき。オリンピックが、国際平和を

掲げた祭典ならば、当然と思う。世界から人が集まれば危険は回避できない。無観客でも危

ない。中止すべき。（40 代女性） 

 

来年か、再来年にすべき。（40 代男性） 

 

そもそも、オリンピックなど誘致したのが間違い。被災地の事を考えるべき。（60 代女性） 

 

現政権、小池都知事のように責任が取らないトップの下で海外からの入国を増やせばコロ

ナウイルス増加のリスクが上がってしまう事は明白なので中止にすべき。（40 代男性） 

 

誘致段階から反対している。現在のオリンピック自体スポーツの精神のかけらもない、芸能

的集金イベントである。日本を応援しないと非国民扱いされる風潮も大嫌い。あらゆるスポ

ーツに世界選手権がある現代において、オリンピックはその歴史的役割を終えた。東京オリ

ンピックの中止を契機として今後オリンピック自体をなくすよう舵を取るべき。（30 代男

性） 

 

残念ですが無理でしょう。CORONA の状況が厳しい上に、世界の祭典を開催するにしても、

日本だけではなく世界の指導者が自国をまた自己を優先する姿勢では何かあった場合の

management が成り立たない恐れを感じます。（60 代男性） 

 

開催は現実的に厳しい。（30 代女性） 

 

オ感染対策の観点から実施が難しいのではないかと思う。中止、延期の判断を早くすべきで

はないかと思う。 （20 代女性） 

 



開催することにより、コロナの感染者が激増して医療従事者が大変な思いをするかもしれ

ないと考えると、残念だが開催は難しいと思います。（40 代女性） 

 

コロナが今のままなら開催すべきじゃない（50 代男性） 

 

開催すべきでない（30 代男性） 

 

ただちに中止すべきであるし、そもそも立候補するべきではなかった。私は最初からオリン

ピックに反対で、その理由のひとつは、都市整備の名目で路上生活者の排除が進むことへの

懸念だった。しかしいざ開催地に選ばれたあとの一連の出来事を見ると、私は日本の行政の

力をそれでも高く見積もっていたのだということに気づかされた。噴出した問題が、予想よ

りも低次元だったからだ。（40 代男性） 

 

やめるべき（30 代男性） 

 

延期又は中止。（60 代男性） 

 

開催は現実的に無理 延期、中止はやむを得ない （50 代女性） 

 

今現時点では開催は無理、海外も含めてコロナを完璧になくさない限りはやらない方がい

いと思う。（40 代男性） 

 

直ちに中止すべき(延期してはいけない)（40 代男性） 

 

オリンピックをしたら世界から人が来てまたコロナウイルスが拡大してしまう恐れがある。 

オリンピックを開催したいならどこか違う国でしてほしい。 日本ではしないでほしい。 そ

れができないなら開催するべきではないと思う。（20 代女性） 

 

全世界でまだ新型コロナ感染が広がっているので、あと 1 年延期か中止するしかないので

は。（60 代男性） 

 

すべきではない（30 代女性） 

 

中止（50 代女性） 

 

コロナウィルスの感染は防止出来ないから無理だと思う。（30 代男性） 



 

やれない 各方面まったくもって準備が整ってない（40 代男性） 

 

再度、延期して来年の夏に開催すべき 冬の北京と同じ 2020 年に開催する。（40 代男性） 

 

中止すべき（20 代男性） 

 

中止にすべき（20 代男性） 

 

コロナウイルスのワクチン接種が広まるまでは開催すべきでない。（30 代男性） 

 

思いきって中止するのもいいかと思える（60 代女性） 

 

延期すべき（30 代女性） 

 

中止にすべき（60 代男性） 

 

新型コロナウイルスからの一種の勝利の証とし開催する事は希望的観測からは良いように

思う。しかし、時期は今では無い。（30 代男性） 

 

開催に関しては出来る事なら開催して欲しい。無観客試合が望ましい。感染対策最優先で。

しかしながら第四波の懸念と海外からの感染リスク、特に変異種の事を考えると 2021 大会

は延期が妥当。オリンピックのせいで日本中に感染ひろがったら誰が責任取るの？マスク

つけなくてもいい世界になってから大歓声の中開らけばよいのでは。（40 代女性） 

 

2024 パリ五輪と交渉し譲ってもらいたい（20 代男性） 

 

開催すべき（50 代男性） 

 

内定の選手には悪いですが、無理やりドタバタで行うよりは中止してコロナが落ち着いて

からオリンピックではない代替えの同様な大会を行えば？？（40 代男性） 

 

開催は中止が妥当と思う。 いたずらに感染拡大や別の変異種を国内に持ち込む事になる。

（40 代女性） 

 

延期が無理なら今回は辞めてもよい（40 代男性） 



 

世界的に流行が沈静化しなければ、開催すべきではない。（70 代男性） 

 

子供達の大会や試合を自粛している中、オリンピックだけ開催するのは違和感を感じる。プ

ロも素人も大人も子供もスポーツを愛する気持ちは同じ。だから小さな大会もオリンピッ

クも同じ対処の仕方なら納得！（40 代女性） 

 

今の状況では、無理なのでは……（50 代男性） 

 

世界の状況から見て非常に厳しい。（70 代男性） 

 

中止すべき。国内で感染が落ち着いていないのにさらに変異もしている中さらにリスクを

背負うことになる。負債を背負っても中止したほうが、結果的には経済が回ると思う。 個

人的には開催が決定した時点で東京から避難するつもり。 医療従事者もオリンピックにも

っていかれるほど余裕がないのは確実。もし仮に感染が落ち着いたとしても今潜在してい

る他の疾患等で忙しくなるだろう。（30 代女性） 

 

開催すべきでないと思う。震災からの復興を謳うならば、福島か東北で開催すべき。（50 代

男性） 

 

開催すべきではない（20 代男性） 

 

 今年は開催するべきではない。開催するなら、2032 年に延期するべき。（20 代男性） 

 

まだ開催すべきでない（20 代男性） 

 

中止すべきだと思う（60 代男性） 

 

もう一度延期するべき（40 代女性） 

 

いつかコロナが収まったら日本で開催してほしいが、オリンピックをだしに私腹を肥やし

ている連中はムカつく。（40 代男性） 

 

コロナの状況を踏まえ、中止にすべきだと思う。 国民の大半が開催は困難と思っているが、

政府とオリンピック関係者だけが開催する方向で頑張っている。太平洋戦争終末期の様な

状況ではないか！（50 代男性） 



 

年内の開催は見送るべき（50 代男性） 

 

開催すべきでない。1 日も早く中止を宣言するべきだ。そしてその莫大な予算、事務所賃貸

費、施設建築費、役員報酬、招致への裏金を返還する責任追及が国会においてなされるべき

だ。またまずは世界の若者の夢（オリパラ）を貶めたことへの謝罪を聞きたい。（50 代男性） 

開催すべきではない。 世界的な状況を鑑みてもウィルスに対抗できるワクチンや治療薬が

出てから開催すべきではと思います。（40 代男性） 

 

現段階では開催すべきではない。 （30 代女性） 

 

コロナ禍、拙速な開催には反対します。 リスクがある中、選手や国民、世界的にある程度、

理解が求められる。（50 代男性） 

 

開催を予定通りに行う必要はない（50 代男性） 

 

開催しないべき（20 代男性） 

 

感染拡大防止のため開催するべきではない。元々、利権団体のために自民党が下心で開催し

ているに過ぎない。今の日本には開催する資格すらない。（40 代男性） 

 

やめるべき（40 代男性） 

 

すべきでない（50 代男性） 

 

世界がコロナと戦っている最中にやる意味がない。無観客や人数を減らす等の対策もそこ

までしてやってもどうなのか？と疑問に思う。まだまだコロナで苦しんでいる人がいるの

にオリンピックを開催したところで救われない。（40 代女性） 

 

今までの様々な経緯と、今回の森差別発言と後任人事の不明瞭さ、新型コロナの感染状況か

ら、中止にすべき。施設は、負の遺構、レガシーとして、語り継がれるべし。 （60 代男性） 

 

中止か延期をしてほしい。オリンピックに興味がない。 期間中、身動きが取れないと思う

と嫌で仕方がない。 （20 代女性） 

 

コロナが終息しない限り開催すべきでない。従って、中止はやむを得ない。（70 代女性） 



 

中止になっても仕方ないと思う。海外からアスリート達が来てまた、変異種のコロナが発生

すると思われます。（60 代女性） 

 

今年は、するべきではない。選手のことも考え、世界的にパンデミックを防ぐため（18、19

歳女性） 

 

開催するべきではない（30 代男性） 

 

一生懸命にオリンピック、パラリンピックを目指す選手達には可哀想だが無駄に税金を使

う事よりも、自分達の生活苦にお金を回して下さい。元々自国での開催は特定の業界の人達

の利権しか（議員等と建築、土木等）考えていないオリンピック、パラリンピックは止めて

もらいと思っていましたので今回の開催は即刻中止にして下さい。 （60 代男性） 

 

中止あるいは 3 年後（＝１回ずらし） コンパクトオリンピックで国民の合意を得たはずな

のに，そうはならなかった責任の所在を明らかにし，裁くべき．（60 代男性） 

 

しないほうが良い。！ （60 代男性） 

 

来年まで繰り越し可能なら開催した方が良い。（30 代男性） 

 

今年の実施は難しいのでは？ 「延期」の発表を早く行うべきでしょう（50 代男性） 

 

しない（70 代男性） 

 

開催したいができない 開催すべきでない（20 代女性） 

 

開催すべきでは無いと思う。多くの国民が新型コロナワクチンを接種したとしても集団免

疫を獲得するには時間がかかる。また、もし延期したとしても新型コロナ対策により更に費

用がかさむから開催しなくても良いのではないかと思う。無観客で開催したとしても観光

業などの利益を得る事は難しいのではないか。（20 代女性） 

 

自分の考えでは更に延期が望ましい。 今の段階で、７月末の開催がまだ決定できていない

のは致命的だ。（50 代女性） 

 

開催すべきではない。 アスリートのことを第一に考えた場合、今ではない。（40 代男性） 



 

今年の開催は見合わせて、2028 年のロサンゼルス大会の次に開催できるように交渉した

ら？（40 代女性） 

 

まだやるべきでない と思う（40 代男性） 

 

中止した方がいい（70 代男性） 

 

延期するべき（50 代男性） 

 

開催すべきではない（50 代女性） 

 

無理してやらなくて良い（40 代男性） 

 

コロナ対策をしっかりし、安全を確保するためには、大会は中止すべきだ。（60 代男性） 

 

次回開催のパリもコロナの影響で大変だろうから、東京、パリとそれぞれが延期して 4 年

間隔を開けて開催する。 立候補した開催国、都市に、中止で、損害を与えないように。ア

スリートには申し訳ないが。（50 代女性） 

 

中止、もしくは大幅延期（30 代男性） 

 

延期（40 代男性） 

 

しなくてもいい（70 代男性） 

 

中止すべきと思う（50 代男性） 

 

ヒステリックな意見やマスコミの報道で森さんが無理矢理降ろされて、森さんを擁護する

つもりはないが、今さら多様性とか透明性を言っても仕方ないので中止してしまえばいい

と思う。（50 代男性） 

 

コロナがまだ収束していないので更に 1 年延期が妥当と思う。（40 代女性） 

 

予算が膨大にかかりすぎている。アメリカの NBC など利権が絡んで真のスポーツの祭典と

は言えなくなっている。復興五輪と言っていたのにいつの間にか復興五輪の目的からずれ



ている。そもそも安倍首相の放射能汚染はコントロール下にあるとの発言を考えれば、福島

県で競技が行われないのはおかしい。オリンピックに医療ボランティアが１万人必要にな

るというが、新型コロナウイルスの治療体制はどうなるのか？さまざまな問題点があるの

で中止すべきである。（60 代男性） 

 

安全と言える状況になるまで延期すべき（20 代男性） 

 

中止にすべきである。（40 代男性） 

 

開催中止が望ましい。 コロナが落ち着いた段階で、代わりの大会を実現する。（70 代男性） 

 

直ちに中止を決め、無駄な予算削減に努めるべきと考えます。（70 代男性） 

 

オリンピックは楽しみだけど開催することでコロナの感染が広がり誰の大切な命がなくな

ることになるならば開催は見合わせたほうがいいと思う。（30 代女性） 

 


