
＜その他＞ 

訪日した外国人選手やプレスが本当にバブルから出ないか不安（50 代女性） 

 

毎日新聞の報道姿勢が嫌い（50 代男性） 

 

無し（70 代男性） 

 

個人的には、やらない方が良いと思うけど選手の頑張りだったり。政治のしがらみだったり

は、自分では判断出来ないので開催するのであれば開催すると言う前提のもとで野党も分

科会も協力しあって最善策で開催して欲しい（60 代男性） 

 

一般の子供達の運動は自粛させて、我慢ばっかりさせて、優れた人達だけは出来るなんて、

納得できない！子供達の今はオリンピックと同じ思いでスポーツしているのに！（50 代女

性） 

 

好きにすれば？（50 代男性） 

 

無事終わってほしい（60 代男性） 

 

コンパクトなオリンピックに賛成です。（60 代女性） 

 

オリンピックを祭り事とか運動会とかと勘違いしてもらいたくない。（60 代男性） 

 

未知のウィルスに対して今後どうなるかなど誰もわからないと思う。それでも開催したい

のであれば国民に対して変な隠し事をせず、正直に協力してくれと言えば良いと思う。最近

の政治家はマスコミや世論に踊らされすぎだと思う。１００％の安全などこの世には無い

（30 代男性） 

 

難しい時期になってしまい苦しいですが、大事にならずに終わるよう努めるしか無いと思

います。（50 代女性） 

 

アスリートのための大会であるオリンピックが国民行事として議論されている矛盾。どれ

だけの思いでアスリートが臨んでいるか、アスリートファーストでないオリンピックにな

んの意味があるのか。感染拡大を防ぐことを含めてアスリートを応援しようとなぜならな

いのか、政府も都も責任回避だけしか考えてない（40 代男性） 

オリンピック開催国はここ何年も赤字なのになぜ日本でやろうと思ったのか。ババ引いた

な。って思う。勝手にやっとけ。としか国民は思ってません。あとマスクは感染した人だけ



がつけるべき。免疫強い人は濃厚接触しようが、新型コロナウイルス吸ってようが感染、発

症はしてません。コロナは風邪。（20 代男性） 

 

心配（70 代女性） 

 

もともと誘致すべきではなかった、（60 代男性） 

 

昨年、止めますと言うべきだった。（70 代女性） 

 

国民の安全を第一に考えるべきであり、もし開催するつもりなら場当たり的な対応ではな

く計画的が必要。入念な準備ができていると思えない。オリンピックによる感染拡大が目に

見えている。もしくは、不安がある状態での実施に、政府は説明責任も果たしていない。（40

代男性） 

 

やらなきゃいけないというのはわかりますが、今の日本の法律ではロックダウンなど含め

てできないことが多すぎます。なので、対策がお願いのような感じになってしまい、フォロ

ーも中途半端になるのだと思います。今の日本では無理だと思います。（40 代女性） 

 

がんばれニッポン！（18、19 歳女性） 

 

開催するのであれば、もっと具体的で細やかな感染対策を早急に実施するべき。そこに科学

的根拠の実績が必要。実施する根拠にもなる。国民にも、国外に対しても。（50 代男性） 

 

選手村近くに住んでいますが、マスコミや野次馬が沢山来ると思う。夜はそれらの人達が食

事等でウロウロすると思う。恐ろしくて外に出られない。 （70 代女性） 

 

社会情勢を鑑みた場合、開催をする事は致し方ないと思われる。しかし、無観客及び観客を

減らして開催する事は必須となり得る。その場合の費用負担を東京都及び日本国が全額被

るのは些か疑問。放映権を所有する各メディアは、今までのオリンピック同様のつもりで収

益を得て、開催国の日本は会場準備や周辺施設の開催に関わる準備で掛かる費用を負担し

たにも関わらず、観客動員数が減れば、観光含めた収益が見込めないのは必須。それなのに

日本が全額負担というのは疑問。（30 代男性） 

 

濃厚接触感染で昨日入院した。家族は通院時駐車場か待合室無症状感染者からの感染。この

様簡単に感染重症化する。世界から多くの人流をもたらすオリ.パラを強硬する IOC にも其

を受け入れる政府にも国民の命を軽視しているとしか思えない。感染して報道の表に出な

い不都合を多々知ることになった。（70 代女性） 

 



このような状況下でなければ大いに盛り上がったであろうオリンピック・パラリンピック

は、中止でなくとも選手達も尊重して観客減や東京一択をやめ、柔軟に振る舞うべきであ

る。（20 代男性） 

 

利権にまみれたオリンピックはもはや平和の祭典ではないと思う。国民は自粛にも疲れた

が、民意を汲まない政府またはオリンピック関連組織にも疲れ諦めているのが現状ではな

いか。コロナが再拡大してから安心安全に落ち度がなかったと釈明する姿が目に浮かぶ。最

終的には人類がコロナに打ち勝つ象徴のようにオリンピック開催を正当化するのであろう

が…失意の中この文を書くのに疲れました。（30 代男性） 

 

オリンピックのような商業主義 利権があまりにも巨大化 本来の目的平和の祭典とはほど

遠くなってしまった陸上 水泳 などそれぞれの種目で世界選手権を行なえば良い…ただし

パラは障害者スポーツの振興 障害者の理解を深めるために行なうべき意義がある（60 代男

性） 

 

オリンピック自体、大きな運動会程度の認識しか無い。（60 代男性） 

 

特になし。（30 代男性） 

 

開催するならする内容で早めに詳細を公表してほしい。（30 代男性） 

 

小池知事が表に出て全てにおいて何がクリアになっているのか、何がクリアになってない

のかの説明を行うべき。オリンピックを目指して頑張ってきた選手には申し訳ないが、選手

自身が練習等があまり出来てないと聞く度に、今回は凄くショボい大会に見えてしまって

いる。（30 代男性） 

 

東京オリンピックを観戦するのも経済効果もとても期待していたのに、こんな形での開催

になってしまいとても残念。選手には是非頑張ってもらって、元気や勇気を分けて欲しい

が、開催することで、感染と経済的リスクがどれほどになるのか不安もある。（30 代女性） 

IOC の言いなりにならず、日本国として開催、延期または中止の判断をしてほしい。スポ

ンサーの顔色伺いの IOC は日本の国内外どうなろうと気にしていない。また IOC コーツ

氏の日本の首相に対しての暴言には厳重抗議すべきだと感じました。（40 代男性） 

 

コロナ感染対策を優先すべき。（60 代男性） 

 

飲食業はじめ色んな業界は制限しているのにオリンピックだけ ok は疑問を感じる。オリン

ピックだからの特別視はやめて欲しい。（40 代男性） 

 



選手の方々を応援します（30 代男性） 

 

応援します（60 代男性） 

 

今後一切の近代五輪を開催すべきではない IOC 関係者及び電通などの推進派共は全員斬首

すべき（20 代男性） 

 

オリンピックとパラリンピックは世界最大のイベントではないのですか？ならば大小限ら

ずイベントの開催基準にのっといての実施をすればと思いますなんだか政府は自分たちが

関わる事は勝手すぎの言い訳するのか、国民を馬鹿にしてるとしか思えない（50 代男性） 

 

オリパラ開催との政府の方針に異存はないが有観客だと確実に感染は広がると思う。ワク

チンを急ぐか無観客にすべき。（70 代男性） 

 

最初から、反対でした（70 代女性） 

 

都が責任者なので契約責任を全うすべき（40 代男性） 

 

どうでも良い。興味なし。（60 代男性） 

 

IOC の発言にむかつく（50 代女性） 

 

世界中、コロナウイルスがはびこっているなか、オリンピックばかりに 気をとられている 

日本は 日本人をどう思っているのか全く 国や総理の向いてる方向がわからない オリ

ンピック夢中で応援できる状態ではないと思う 生活が全く安定しないのに、がんばれ日

本なんて言ってることができません。（60 代男性） 

 

子供たちが部活、宿泊行事、運動会や日常の生活に至るまで我慢を強いられてる状況で「子

供たちにオリンピックを見て感動してほしい」などと言う政治家の気持ちが分からない。ま

して、夏休み中に観戦を強要するなど、子供たちは感動どころか政治とオリンピックに恨み

を抱くようになる。オリンピックの前に「日常の中での感動」を取り戻すべく努力すべきと

思う。（40 代女性） 

 

アスリートが戦いやすい環境をつくってほしい（60 代男性） 

 

コロナ感染拡大のおそれがあると尾身会長ら専門家が提言しているオリンピック、パラリ

ンピックをごり押しする、関係者には憤りを感じる。菅さんらの、やれるという根拠が曖昧

で怖ささえ感じる。これでは独裁ではないか？戦前の政治と変わっていない。（60 代女性） 



開催しても不参加の国や選手たちがいるので本当の意味での盛り上がりにはかけると思う。

（40 代男性） 

 

オリンピックにお金を使うより、コロナ自粛を強いられている日本国民全員に給付金とか、

なんらかの形でお金や時間を使って欲しい。（40 代男性） 

 

開催するならば、首相が eu やファイザー等を自ら訪問し、いち早く接種の準備をすべきと

ころ、全くされていないのがおかしい。（60 代男性） 

 

五輪開催の議論が新型コロナ対策に集中しているが、東京大会は暑さへの懸念、テロ対策な

ど他にも沢山の懸念事項がある。「五輪を安全安心に開催する」というなら、新型コロナ以

外の問題も検討・対策をすべきなのに、十分できているのか。甚だ疑問だ。ワクチン接種が

やっと進んできたとはいえ、私たち若い世代はまだワクチンの恩恵を受けておらず、不安は

拭えないままだ。国民感情を無視し、五輪開催へとひた走る菅政権は支持できない。政権だ

けではなく IOC、IPC の横暴ぶりにもがっかりだ。こんな日本を世界に発信するのは正直

言って恥ずかしい。情けない。（20 代男性） 

 

パンデミック禍に五輪開催する日本を恥ずかしく思う。風邪の友達を野球に誘うような無

粋な政府に憤りを感じる。（40 代男性） 

 

オリンピック推進派の意見に他の国際スポーツ大会は開催してるからいけるという意見が

あるが規模も知名度も違う感染を最小限に抑えても関係者に感染とネガティブな記事がで

るだろうしそもそも抑えられないそれに観客入れれないのにどうやって収益を出す？開催

したら日本はオリンピックを失敗した国として名を残すだろう（30 代男性） 

 

ボランティアには多種多様な技能を求めるのに対して最低レベルの賃金しか渡さなかった

り、学生に単位を認定するからとオリンピックのボランティアをさせるなどどう考えても

おかしいボランティアは自発的に行う物で、参加を促されて行う物ではない賃金も最低レ

ベルのでなく正当なレベルの賃金を払うべきだ（20 代男性） 

 

日本はバッハ会長の金づる（40 代答えない） 

 

世論無視、科学無視の身勝手五輪だと思います。菅政権と、組織委員会には、必ず結果責任を

取ってもらわないといけません。マスコミは、スポンサーになっていても、五輪開催について、

言わなくてはいけないこと、追及しなくてはいけないこと、真実を、取材し、裏を取って、国

民に伝える責任があります。歯がゆいです。マスコミなが、政府の提灯持ちになってはいけな

いです。開催しても、しなくても、どれだけの経費がかかったのか、組織委員会が民間だのと

いう隠れ蓑に隠れてうやむやにならないように、しっかり監視してください。（60 代女性） 



選手よりも、オリンピック貴族と言われる人の入国をコロナ対策のいっかんとして、今回は

遠慮してもらいたい。（60 代男性） 

 

一部の既得権益者のエゴでの開催予定にシラける。（50 代男性） 

 

何年先でも良いので完全な形で日本での開催を望んでいました。パンデミックの中では出

場辞退したり、コンディション不十分だったりと真の世界一の競技を見ることは出来ない

のではないかと思い少し残念です。しかしやるとなるとテレビで拝聴したいと思います。

（30 代男性） 

 

もっと早く、論理的に、科学的な根拠をもって結論をだすべきであった。（70 代男性） 

 

『復興五輪』という言葉をスッカリ聞かなくなりました。いったい五輪を誰の為にやるの

か。アスリートの皆さんはご自身たちの競技を貶める『アスリート・ファースト』という言

葉を使う為政者から距離を置かれる事を推奨したいです。（30 代答えない） 

 

今回オリンピック開催が決まりオリンピックが悪いイメージになっている。そのため選手、

観客する人までも影響を受け大変な迷惑となっています。もっと早い段階でオリンピック

に対しての行動、ワクチン接種をしていればこんなに国民に反感持たれずに出来たのでは

ないかと思います。（50 代女性） 

 

人命と選挙を、正しくマスコミは報道すべき。（60 代男性） 

平和の祭典ではなく商業主義に変わってしまった。開催側のフェアではないようなところ

が見えてきた。選手は応援したい。（60 代男性） 

 

楽しみにしてはいたけど、学校行事で子どもたちに多大な我慢を強いてる今開催すること

に矛盾を感じている。オリンピックをやるなら、もっと子供にも自由と楽しみをあげてほし

い（40 代女性） 

 

開催する以上、国全体がお祭りムードになるのは目に見えている。対策が取られてるとはい

え、安全とは言えないと思う。（50 代男性） 

 

家族が東京オリンピック関連の仕事を以前からずっとしてきたので、開催されたとしても

各所から批判される状況になりとても残念です。（20 代男性） 

 

興味なし（30 代男性） 

 

白けたムードで開催を強行しても選手も報われない（40 代男性） 



日本の 1 番いい季節にするのが理想ですが、東京オリンピックが決まった時に 10 月とか 4

月をなぜ日本の立場として押さなかったのか疑問です。（70 代男性） 

 

このような状況で開催することは信じられない。菅政権の選挙戦略としか思えない。（60 代

男性） 

 

開催都市の都知事はオリンパック開催に対して国へ丸投げして失敗恐れ責任転換をしてい

る、小池はリｰダｰではない。（70 代男性） 

 

メーン会場の制限等をニュースにしているが他の会場の人の流れや、交通の混雑、ボランテ

ィアの流れなどなにもニュースにならないのが不思議です！問題ないの？（70 代女性） 

 

経済的な視点で言えば、外国から人を入れてインバウンドで国内需要を満たすべきでなけ

れば、オリンピックに対して行った投資を回収できない（20 代男性） 

 

オリンピック特例が多すぎる。アスリートじゃない人が得をするのがおかしいし、税金の無

駄だから、二度とオリンピック候補をしないで欲しい。ある程度の不平等はあるかもしれな

いが、コロナに関する制限は不平等が甚だしい。（30 代女性） 

 

2020 年にやれば良かったと思います結果論ですが感染爆発してるんだからもう関係ない。

（30 代男性） 

 

メディアが他人事のように、まるで開催は決まりのように扱っていることが怖い。コロナ報

道もメディアが不勉強すぎる。科学ジャーナリズムがない。政治がよりメディアが劣化して

いる。（50 代女性） 

 

私の町でもオリパラの自転車競技があり大変楽しみにしていましたが、現在の状況ではと

てもではありませんけど、心の底から楽しんだり、選手を迎える気になりません。25 日に

聖火リレーもあるのですが、そちらも同様です。友達の子供が家の前を走るのですが。（50

代男性） 

 

現状では国民誰もが不安しかない。その中でも開催する以外の道がほとんどない状況であ

ることもわかる。何のための誰のためのオリンピックなのか、史上初めて問われている大会

なのだと思います。（60 代男性） 

 

選手が頑張っている姿を見ると応援してしまうんだろうな政権はそれを見越しているので

しょう G7 の首脳は自国でないから適当に支持表明したのでしょうイギリスがワクチン接

種進んでいてもロックダウン延長が正にそれだと思います（60 代女性） 



もともとオリンピック招致に疑問を持っていたので、二度と日本開催に立候補はしない様

願う。（60 代男性） 

 

コロナに関係無く、酷暑の時期にやるべきではない。放映権など考慮せず、アスリートファ

ーストで開催すべき。（60 代男性） 

 

あまり外国人は入れない方がよい（60 代男性） 

 

あまり感心がない（60 代男性） 

 

開催に否定的な報道が目立ちますが、スポンサーに毎日新聞を含む大手新聞社が名を連ね

ている時点で何ら説得力がない。（30 代男性） 

 

元々東京でやることには反対だった。そもそも石原慎太郎とその一味がぶち上げたものだ

と思っている。競技者には申し訳ないが、利権・面子だけが表に出ている。やる意味がわか

らん。震災からの復興だってできてない。コロナに打ち勝った証だって。噴飯物だよね。（60

代男性） 

 

選手は自ら行動を制限するので問題ないと思う。メディアは、普段と変わらぬ行動になりそ

うで、心配。ただ放送するだけの人たちなのに、特権意識を持ちそう。色んな事が優先され

たり、会社のお金で取材、中継をして、飲み歩きそう。都内は交通規制がなされるのが辛い。

（40 代男性） 

 

IOC が強権的であることがよく分かった。今後東京に限らずオリンピックのあり方を再考

すべき。（60 代女性） 

 

新たな 日本型のコロナが  できないか  心配です（60 代男性） 

 

なぜそこまでして開催したいのか理由を説明してほしい。もし金や体裁だけが理由なら開

催してほしくない。（30 代男性） 

 

開催するにせよ、しないにせよ国民負担について率直に明示してほしい。命を守るため、経

済的な負担はこのくらいですが、国民は甘受してください。など厳しい現実的なことも政府

は発信してほしい。日本は民主主義国家なので（40 代男性） 

 

元々反対。各国のコロナを持ち込まれそう。不法滞在者が増えそう。入国してから難民申請

する輩が出そう。（40 代女性） 

 



開催にあたっての考え方、コロナ対策等納得する説明がなされてないようなきがする。（70

代男性） 

 

開催はワクチン接種の進捗次第だと感じる（20 代男性） 

 

オリンピックを開催するなら、他の大会も開催するべきだと思う。大会が出来なくて悔しい

思いをしている子供たちが沢山います。（30 代女性） 

 

人の流動は感染を考えると怖いですが、開催しなければホテル・レストラン・航空会社・・・

経営が成り立たなく、日本経済が今後回復できない状況になるかもしれないと、懸念してい

ます。また、観客減少や海外からの受け入れもない場合にも、同じ状況にならないといいな

と思っています。（50 代女性） 

 

会場の入場者数は一律ではなくその会場の環境にあわせて決めてほしい。（60 代男性） 

 

スポーツが特別扱いされるのはおかしく感じる（40 代男性） 

 

当初はに日本開催を喜んでいましたが、コロナ対策の余りの遅さ、拙さにこの政権には期待

できないと改めて思っている。今しかない選手はかわいそうだね。（70 代女性） 

 

オリンピック開催しても、「日本選手が頑張った」ということを強調して、諸問題を有耶無

耶にするから良くない。そもそも何故オリンピック開催する必要があるのか説明されてい

ないし、やる意味がない。「楽しいイベント」と呼ぶには税金使いすぎ。（18、19 歳男性） 

 

安心安全の具体的な話が何もわからない！（60 代男性） 

 

コロナ感染が顕在化している中、開催による感染拡大のリスクを専門家も指摘し、過半の国

民が疑問視しているにも拘わらず、結果オーライだけを夢見て、経済損失を抑えることだけ

の為に開催基準の緩和と大義名分の強調に走る官邸の姿に、第二次世界大戦を扇動したか

つての戦時内閣がラップして見える。大会開催を可能とする基準とその理由、一方、開催中

に中止、または開催内容の変更を判断する基準を、専門家の意見を聞いて明確に国民に示す

べきである。オリンピック・パラリンピックの開催は、決して政権維持の為の賭けで行われ

るものであってはならない。民主国家を謳いながら、今の官邸が世論調査等で示される国民

の声に答えず、うやむやなままに自らの意向をゴリ押ししていく姿は、香港やウイグル地区

への支配を強める中国やミャンマーの軍事政権と何ら変わらないと思う。ほとぼりが醒め

た時期に選挙を行えば、政権を維持できるとして、黙して語らずではなく、今すぐにでも国

民の信を問い、自信を持ってオリパラを主導していくような気概が欲しい。（50 代男性） 

 



やるなら、飲食店等全てを解除して。（60 代男性） 

 

利権が大きく関わり過ぎているため、IOC の体制には、世界中から厳しい目が向けらます

ね。（40 代男性） 

 

オリンピックが開催されて感染の拡大が懸念されているが、ワクチンを接種して来日する

選手達が感染を拡大させるとは考えてずらい。誰が感染を拡大させるのか国民は冷静に考

えて行動することを期待したい。（50 代女性） 

 

あまりネガティブな報道だけでなく競技の素晴らしさや、日本で開催出来る事のメリット

などポジティブな面等も有るなら伝えてほしい。（40 代男性） 

 

外国人の公衆衛生は、認知できない。（40 代男性） 

 

バッハ最悪。（30 代男性） 

 

体が丈夫なオリンピック選手に比べ、パラリンピック選手は危ないんじゃないか。オリパラ

共に熱が出たりする人は当然いるわけで、熱中症やコロナに対して上手く対処できるのか、

症状が似てるんじゃないか。医療スタッフは数ではなく精度があってこその「オモテナシ」。

（50 代女性） 

 

どうせ無料の観客が沿道などに集まらなくていいので暑いので夜に開催するようにしてい

るのがちょうどいいと思う。家で盛り上がればいいと思う。（50 代女性） 

 

特にありません（60 代女性） 

 

オリンピックも金儲けの手段にすぎないんだな、と改めて実感しました。（20 代男性） 

特にありません（20 代男性） 

 

やるにしても感染拡大防止対策がハッキリしない。（50 代答えない） 

 

様々な決定において誠意ある説明が一切ない。国民の納得を置き去りにする日本という国

に恐怖と絶望感を覚えている。（30 代女性） 

 

どんなに言葉を繕っても初めから開催ありきで色々なことが進んでいることが非常に残念。

尾身さんの提言をしっかり受け止めて対策を行って欲しい。（60 代女性） 

 

 



いたずらに開催の是非を問う前に、開催した場合、延期、中止した場合のそれぞれのメリッ

ト・デメリットを十分に議論し、それを国民に知らせてほしい。コロナだけを考えれば、中

止すべきという意見はわかりやすいが、その場合の経済的損失、国際社会の信用失墜など、

国民一人一人にどれくらいの損失があるかが、十分議論されていないと感じる。（50 代男性） 

 

誰が開催したいと思っているのか知りたい。（20 代女性） 

 

もう少し安心出来る対策を考えて、ほしい。一般企業なら、対策を考える。（70 代男性） 

 

選手のためには開催してあげたい。でもそれによって感染拡大で日本がこれ以上酷いこと

になってしまうのは駄目だと思う。（60 代女性） 

 

日本が、発展してほしい（60 代女性） 

 

あなたはそれでもオリンピック感染しますか…  東京オリンピック変異株の大流行の兆し

（40 代男性） 

 

コロナ禍の中実施すべきではないと思うまた、主催者（IOC.JOC.東京都、政府）は実施す

る目的や意義について納得できる説明を果たせていない。オリンピックの件も含めて、政治

不信はますます高まっていると思う。国や国民の事を真剣に考える人でないと政治家には

なるべきではないと思う。G7 のリーダ達と比べ見劣りするのは、この事に関する自信や誇

りがないから、言動に現れるのだと感じる。（50 代男性） 

 

本来の震災復興五輪の意義が全く消滅している。もっと早い段階から無観客＋被災地分散

会場型に変更すれば、感染リスクも低減した開催にできたはず。（50 代男性） 

 

今さら意見を求めるような厚顔無恥さに失笑するしかありません。全世界が平和とは言え

ない状況の中で、具体的な施策も無く根性論を振りかざすだけの政治にはほとほと呆れま

した。（40 代男性） 

 

そもそも一都市の開催、東京だけ頑張れば良いんじゃない？関係ない地方が振舞わされて

る感がする。（50 代男性） 

 

オリンピックは、日本だけの事では、無いので、全世界を巻き込んで色々と決めて行く必要

があると思う。（40 代男性） 

 

感染が爆発的に増えたら、直ちに中止して欲しい。（60 代女性） 

 



イベント業界に上限 5,000 人と制限しながらオリンピックのために手のひらを返したよう

にしか見えない。オリンピックをおこなったことで、コロナが拡大し死んだときは国から賠

償していただけますよね。これだけ国民に自制を求めている中で国会議員は誰一人、身を切

らないのを国民は見てます。（30 代女性） 

 

施設の建設に多大な公費がかかり，その回収の為にやめられないという状況にあるように

みえる。（70 代女性） 

 

気持ちが、盛り上がらない。新コロナでオリンピックは、パニックが来そうな気がする。（60

代女性） 

 

東京だけ封鎖して開催してくれ、（50 代男性） 

 

あまり見たいとは、思わない。（60 代男性） 

 

実行において、日本からではなく IOC よりの開催への協力要請ってやっもらえないのでし

ょうか。日本だけがやりたいのではなく世界が、オリンピック団体がやりたいんだと言う表

現があって開催するのなら良いのですが、このままだと何か一つでもことがあれば責任の

所在が日本にきそうで本当にリスキーです。安全安心の開催は何のまやかしにもなりませ

ん。無事に開催できて当たり前ではなく、コロナ禍でもやってくれた日本に世界から感謝さ

れるくらいであればみんなが納得できるのでは。（40 代男性） 

 

開催したい場合はこれよりもっと早くワクチン接種を行ってください（20 代男性） 

 

公平な環境で競うスポーツ大会には思えない。オリンピックを単なるイベントにしないで

ほしい。（60 代男性） 

 

数パーセントのｱｽﾘｰﾄの為に数十パーセントの飲食業の人をを犠牲にして開催しようとし

ている。感染拡大が心配です。我が家はまだ誰もワクチン接種が終わっていない。安心安全

は一部の人のみでは？（60 代女性） 

 

無事におわる事を願います。（60 代男性） 

 

特にありません。（60 代男性） 

 

オリンピックを開催する必要性を説明するべきだと思う何の為に開催する理由があり何を犠牲

にするつもりなのかを知らない筈はない国の利益や将来の為だと言うならばどれだけの不利益

を見込んでいて、どうやってその穴埋めをする計画なのか公表するべきだと思う（40 代男性） 



党首討論で開催理由を答えられなかったコロナオリンピックで世界中、特にワクチン接種

の遅れている国々から非難を受けるのでないか（70 代男性） 

 

選手が悪い訳では無い、政府の行いが間違っている（30 代男性） 

 

世界平和の象徴（60 代男性） 

 

海外から入国する場合は指定宿泊所で 2 週間隔離後、陰性の場合のみ入国を許可して下さ

い。（60 代男性） 

 

平和の祭典であるべきが、政治と混合した内容になりすぎて、興ざめする。子どもたちや飲

食店を抑圧しておいて、結局は開催に疑問が残るなかでもオリンピックはやるのかという

感じ。（40 代男性） 

 

菅総理や自民党幹部が考えているほど、若者はオリンピック、パラリンピックに興味も関心

も持っていない。あまりにも特別視しすぎだと思う。（60 代男性） 

 

選手を考えるとやって貰いたいがコロナを考えると今やるべきなのか考えてしまう。（40 代女性） 

 

なぜ開催したいのかが、わからない。優先順位が間違っている。（60 代男性） 

 

現場はよくやっているが、政府が説明不足。とにかく早くワクチン接種率を上げればいい。

マスコミがワクチンを打ちたくない人の意見を取り上げ過ぎ。公衆衛生の概念を理解して

いないような人の意見をいちいち取り上げるべきではない。（40 代男性） 

 

世界中からどれだけの国、選手たちが参加するのだろう。オリパラ後の変異株による感染拡

大が起きるのではないかと心配です。（60 代男性） 

 

開催しても地獄、延期・中止したとしても地獄（30 代男性） 

 

開催する意義がわからない。オリンピックの正体を見た。もう、スポーツに感度することは

ありません。（50 代男性） 

 

開催しても、楽しめない。一年以上対策してもコロナが収まらないから、開催して、再拡大

しないかと、不安だ!（50 代男性） 

 

パンデミックの時にオリパラを開催するという悪い事例になり、日本の国際的な評価が下

がることを心配する。（60 代女性） 



途中で感染が拡大してしまったら躊躇せず無観客に切り替えるので、オリパラは最後まで

やりきらせてほしい…と総理大臣が頭を下げて頼めば、国民の多くは納得すると思います。

あやふやな状態のまま開催するのでは、選手のモチベーションにも影響してしまうでしょ

う。（50 代男性） 

 

国民の多くが苦しんでるいる中、民意を軽視し、無理矢理開催に持ち込む政権や当事者に心

底失望した（50 代女性） 

 

国民の健康と命を守ってもらいたい。国が判断し表明したら国民はほっとして支持すると

思います。（70 代女性） 

 

まず東京オリンピックは開催反対です。復興五輪というお題目はどこへ行ってしまったの

でしょうか。そもそも五輪の基本精神を問い直すべきです。今のような商業主義的な在り方

は見直すべきです。また、菅首相の言う「安心安全」は五輪の目的ではなく手段に過ぎない

し、具体的な説明も欠落しています。（70 代男性） 

 

積極的にワクチンキャンペーンを行っていればオリンピックに間に合っていたと思うので

すが、今の状況では間に合わない。政権の指導力の無さが本当に情けないです。ワクチン入

荷する週に入荷した分を使い切る計画が、「緊急事態」に相応しいのに、現政権が消極的過

ぎて、殆ど進んでいない。（40 代男性） 

 

政治的な感じがするのが残念です。（30 代男性） 

 

人流をどうおさえるかが課題。（80 歳以上男性） 

 

観客は開催地に住んでいる人に限定すべきだと思う（50 代男性） 

 

オリンピックをやるならば、学生たちの学校行事もやるべきだ。（40 代女性） 

 

オリパラ開催有りきで進んでいる国の主導者と国民とのズレの大きな乖離が問題。先ずは

何が大事か！民が一番な筈なのに其の事を覚悟を決めて言っていない姿勢が残念過ぎる。

オリパラに参加する選手達が気の毒である。（60 代男性） 

 

私は過去に医学部大学教員としてウイルス学研究に従事していたが、COVID は変異種が多

くウイルスの増殖機序が特殊なので今後、根本的な治療薬は開発されないと考えられる。つ

まりワクチンを打って全てが終わるわけではない。それを踏まえた社会構造に変革しなけ

れば今後の日本社会は成り立たないと思われる。（30 代男性） 

 


