
＜延期・中止＞ 

無謀（50 代女性） 

 

初めの時点で第二派、第三派…と有ることを世界中が、過去の経験を持っていたのだから、

四年後に設定すべきだった。中止にしても良かったと思う（60 代女性） 

 

開催しないと日本は経済面で酷く打撃を受けるが結局先延ばしにするかどうかの世界観の

金銭面。人命を優先すべきだと思うし、オリンピックへの参加選手もベストな状況には各国

ならないだろうからする意味を感じない（20 代男性） 

 

延期ではなく中止して欲しかった。（50 代男性） 

 

このような時期に開催すべきではない。日本を訪れる他国からの選手団も複雑な心境と思

う。だから、さまざまな競技の新記録等も期待できない。（60 代男性） 

 

・中止または延期すべき・中止または延期しないのならば、無観客で実施すべき（30 代男

性） 

 

世界で、コロナ禍が収まりまで、待つべきだ！！（60 代男性） 

 

中止し、オリンピックに携わる人やもの、に税金を使わず、休業要請している人達(この人

達から散々税金を取ってきた)に税金を使うべき！ 政治家は実態が分かっていない、（50

代女性） 

 

早すぎると思う。海外への自由な渡航が可能になって初めて開催を考えるべき。（30 代男性） 

2024 年に再延期が望ましいと思う。（40 代男性） 

 

延期してコロナが収まったと確信出来たら実施（70 代男性） 

 

今のままだと、オリンピックを開催したとしても再びコロナが世界にまん延しそう、日本は

海外と違いロックダウンも都市封鎖もしなく飲食店、国民いじめの緊急事態宣言だけ。こん

な状態で東京オリンピックを開催すべきではないと思う。（30 代男性） 

 

Nowadays new corona virus verities are spreading all over the world and it do not collaboration 

for the any vaccinations.once it get spread againg the government has to face new challenge 

with this infection. So try to post pone the Olympics and para Olympics as further you can 

because this will be definitely affect for the government econoy more than the Olympics 

benefits. Try to boost vaccination processings.（30 代男性） 



本音は来年でも良い。（40 代男性） 

 

この状況下では各国の選手に対してフェアな環境状況にならないため、延期も良いが、今回

は中止が良いと思う。（40 代男性） 

 

開催するべきではない（60 代女性） 

 

国民の過半数が延期・中止を望んでいるという民意が全く届かない政権に非常に恐怖を感

じる。一生一度の修学旅行を我慢した子供達・一生一度のキャンパスライフを我慢している

大学生・仕事を失い困窮している人々・感染で家族を失った人達…頑張ってきたアスリート

が可哀想というなら、これらの人々の方がもっと可哀想です！（50 代男性） 

 

中止にしてほしい。（40 代男性） 

 

このまま開催しても選手、国民ともに盛り上がりに欠け中途半端な大会になる。コロナが全

世界的に終息するのを待つべき。（50 代男性） 

 

オリンピックは一握りの競技者の競技会で有り、色々な形での収入源である。中には、かな

り高額な競技者も居る。コロナ渦では、一般の人の生活安定を優先が第一。オリンピックは

日本開催に捉われる必要は無い。お金よりも人命。オリンピックは１回パスで良いのではな

いでしょうか。（60 代男性） 

 

可能ならば 2020 年東京オリンピックは中止すべきだ。どうしても中止できない何らかの事

情があるのであれば､国内の観客を含め､無観客での開催をすべきだ。（18、19 歳男性） 

今の状況では、中止すべきではないか。（60 代男性） 

 

直ちに中止の決断をして、コロナ対策に集中すべき。世界中に深刻な感染拡大を招く恐れが

あると思う。（60 代女性） 

 

コロナ感染症が収束すればオリンピック開催も結構だが、今の状態では再拡大は目に見え

ている!現況では無理だ!（70 代男性） 

 

コロナワクチン接種が進み感染が収まるまで延期さてもらいたい（60 代男性） 

開催しない。または延期すべき現段階でコロナ拡大のリスクを伴う活動を国都が行うべき

ではない。どうしても行うなら、責任の所在を事前にはっきりさせておくこと、同時に無観

客で行うことでしてほしい。（50 代女性） 

 

コロナが酷い中オリンピックを開催するべきではないと思います。（30 代男性） 

 



開催するのであれば、コロナ渦が収束し、国民のほとんどがワクチン接種が完了していて、

安全に開催できる時期に行うべきと思っている。現状では、安全性に疑問があり、時期をず

らす等が必要と思われる。コロナ渦は一国家の問題ではないので、仮にオリンピック・パラ

リンピックが中止となっても非難されるものではないし、条件等によっては正しい選択と

認められるべきものであると思われる。（50 代男性） 

 

今の状態で開催しても、いくら対策をしたとしても再び患者が増えるだけの様な気がしま

す。本来掲げていた「復興オリンピック」の意図から外れている気がします。全ての国民が

ワクチン接種をし、ある程度安心できる生活になってからオリンピックを開催するのが妥

当だと思います。無理をしてまで来月に開催しなくてもいいのではないかと思います。開催

後に感染者が増えて、また自粛ムードになるのが目に見えるようです。（30 代女性） 

 

コロナ騒ぎが落ち着くまで延期か中止にすべきだ（70 代男性） 

 

速やかに中止するべきだと思っている（20 代女性） 

 

観客を埋めないと新しく作り変えた競技場が無駄になるフランス大会以降に延期して観客

を満員にした方がいいと思った（40 代男性） 

 

ワクチン接種済みの若者が増えない限り、開催すべきではない。このまま開催したら他国か

らの批判が怖い。（20 代男性） 

 

オリンピック期間中に、コロナウイルスを発症するアスリートの方々もいると思う。その方

や国に対しとても申し訳ない。コロナが収束するまで延期していただきたい。（30 代男性） 

今となっては遅いが、できれば中止すべきだ。コロナからの回復がさらに遅れることにな

る。（70 代男性） 

 

アストリートの方には申し訳ないがオリンピックはもう一年順延すべきです。折角開催す

るので国民あげて盛り上げたい。（60 代男性） 

 

新型コロナが蔓延する中で開催するのは好ましくない。昨年の段階で中止すべきであった。

（60 代男性） 

 

オリンピックをこのタイミングでやる意義が見出だせません。海外から何万人もの選手及

び関係者が訪れれば、中には必ずウィルスを持ち込む人がいる。日本がコロナウイルスの国

際見本市になるのは子供でも分かる道理。私はナースですが、コロナ最前線で死に物狂いで

闘っている仲間達は、命懸けでボロボロなのにボーナスも出ないっていうのに、更に苦しめ

るなんて、全くもって納得いきません。海外から来る選手達にしても、こんな状況の日本に

来て、同意書まで書かされて、自己責任でなどと、まるで脅迫じみていて気の毒です。菅さ



んは頭が悪すぎます。どうしてもオリンピックを開催したかったなら、日本の逼迫した病床

に頼らず、をせめてオリンピック関係者が感染した際、安心して治療を受けられる専門病院

を、海外の医療従事者の力を借りて作っておくべきでした。それはもう言っても詮ないこと

ですが、それができてない以上、オリンピック開催事態を断念する以外ないと思います。強

硬開催したタイミングで、再度パンデミックが起こり、世界中からバカな首相と嘲られる未

来しか見えません。とにかく私は、オリンピックに、大反対です。（60 代女性） 

 

オリンピックは平和の祭典です。今の日本は、まだ新型コロナウイルス感染症を克服できて

おらず、平和とは言えないと思います。東京オリンピックを開催する意義がわかりません。

（60 代女性） 

 

開催を一ヵ月遅らせ緊急事態宣言解除後の状況により開催か中止するかを決定する。頑張

っているアスリートのためにオリンピックを開催すれば良い。（70 代男性） 

後１年延期したら良かった（60 代男性） 

 

中止すべきだが、政府や委員会がやる方向で決まってるので論じるだけムダ（30 代男性） 

中止すべきだもっと早くのうちに（60 代女性） 

 

少しずつ減ってきているのが 開催されると 人の動きが多くなりまた増えると思うので

賛成はできないです（70 代女性） 

 

絶対中止（60 代男性） 

 

開催しない方が良い。（50 代男性） 

 

それぞれの種目な世界選手権などプロリーグの大会が有るのでオリンピックは無くていい

のでは、大国同士の力の見せ合いでただの代理戦争。IOC も利益重視だけの組織。やらな

くていい。政府は、これの陰でこっそり法案通して日本を軍事国家にしたのからコロナもオ

リンピックこじらせてるしか見えない。（40 代男性） 

 

中止すべきだと思うが、どうしても開催しなければならないのなら、採算度外視して、無観

客で行うつもりで人が集まることを減らすべき。今まで我慢してきた三密を避けた生活が

オリンピックパラリンピックのためだけなら良くなるというのはおかしいと思う。（40 代女

性） 

 

思い切って中止した方が良いと思う。そうでないと完全に封じ込め出来ない。（50 代女性） 

絶対に中止すべきコロナ感染オリンピック中にピークになる！新しいインド型などの新種

のウイルス予防接種の遅れなぜやるのかわからない今の日本全然安全じゃないのねちなみ

に IOC のいいなり今からでもやめてもらいたい菅さんに頑張ってほしいこうなったのは全



部元総理の安倍と麻生の責任だ（50 代男性） 

 

無理にやる必要は無い。利権の関係でやらざるを得ないだけだ。なぜ特定の国民は不幸を強

いられて、なぜ特定の組織の利益が守られるような政策（オリパラ強行）がなされるのか、

疑問だ。（30 代男性） 

 

ワクチン接種が進み、感染者数が確実に減少基調となるまで実施するべきではない（50 代

男性） 

 

中止すべき（50 代男性） 

 

中止すべきだったとおもいます。（70 代男性） 

 

ブリスベンにしないでそこに東京オリンピックを入るベきだ（50 代男性） 

 

パンデミックの最中に大規模イベントを開催することがおかしい（60 代男性） 

 

このコロナの状況で、開催を強行する必要補、ない。なぜだ！（70 代男性） 

 

尾身会長があれだけリスクを伝え、有識者の方々にも時期尚早だと言われているのになぜ

頑なに実行委員会は聞き入れないのか理解ができない。これでハイリスク株の感染が拡散

したとすると、その後どのような対応を取るのか具体的対策が考えられていないのならば

開催すべきではない。（30 代男性） 

 

絶対に開催するべきではない！！（30 代男性） 

 

正直開催は無理だと思う。冬の北京のオリンピックも開催しても参加出来ないと思う。（40

代男性） 

 

ほぼ確実に感染者、重症者、死亡者が出るとわかっているのに開催するのはありえないで

す。（50 代女性） 

 

新型コロナウイルスの感染拡大状況、医療体制の逼迫・疲弊の状況、ワクチン接種の進捗状

況からいって、日本国内は依然、非常事態です。このような非常事態に、世界最大規模の国

際スポーツイベント、オリンピック・パラリンピックを開催するべきではありません。平時

の、少なくとも開催国の国民の多くが安心して生活できている状態で開催するべきです。も

しもこのまま開催した場合、無観客であったとしても、開催後、日本国内および参加各国に

さまざまな、あるいは新たな変異株が広まる可能性があります。その他予測できない事態も

起こり得ます。その責任は誰が取るというのでしょうか。できるだけ早く開催中止の決定



を、あるいはパリ大会の次の大会への延期を求めます。（40 代男性） 

 

コロナ禍で無理してやる意義がわからない。（50 代男性） 

 

コロナ禍に開催するべきではない。（30 代男性） 

 

コロナがもう少し落ち着いたら観客をいれて開催して欲しいと思う。それか、子供までのワ

クチン接種を終えてから開催して欲しい！（20 代男性） 

 

とにかく早く中止すべき。選ばれた選手には申し訳ないが、今回は歓迎ムードではない。（30

代女性） 

 

今年は中止して、開催予定国の最後尾にもう一度並び直すべきだと思う（20 代男性） 

 

不安なく、本当に楽しめるオリンピック、パラリンピックとするために、コロナが落ち着く

まで延期すべき。例えば、パリとロサンゼルスの間の 2026 年とか、ロサンゼルスの後の

2032 年ではダメなのかと思ってしまう。（30 代男性） 

 

もっと涼しくなっからしてほしいし、来年の開催が望ましい。（70 代女性） 

 

個人的には、東京オリンピック、パラリンピックを開催して欲しいところだが、それに感染

拡大のリスクがあるとなると、開催して欲しいと答えるには躊躇せざるを得ず、中止をした

方がいいのではないか。（20 代男性） 

 

死者数を増やしたいのですか？（30 代男性） 

 

この状況で開催する理由がわからない。中止すべきだと思う。（30 代女性） 

 

直ちに中止すべきだ、何を考えているのか解らん。（60 代男性） 

 

経済回復も鑑みると開催したい気持ちも多分にあるが、今安心して開催、鑑賞できるかとい

えば、まだその状況になっていないと思う。今は人命を尊重するべきと思う。（40 代男性） 

 

今回は中止すべきだと思う（50 代女性） 

 

東京オリンピック・パラリンピックの開催について「中止すべきだ」と回答しましたが、本

音を言えば開催して欲しいと思っています。しかし、現状では開催・延期・中止などの決定

を行う上での基準が定められていない、あるいはそれらが十分に伝わってきていないため、

安全策として「中止すべきだ」と考えています。また、東京オリンピック・パラリンピック



を開催することで想定されるメリットやデメリット、新型コロナウイルスの感染対策とそ

の効果などが具体的な数字として紹介されていないことも、開催に賛成しきれない理由の

一つです。そのため、今後はこのような情報を含め、政府が判断を下すに至った経緯やその

エビデンスがしっかりと明示されることを願っています。（20 代男性） 

 

金持ちだけがさらに裕福になるオリパラは、いらない！中止すべき。（60 代男性） 

 

2 つの理由で中止を望みます。一つは、パンデミック化での開催による感染爆発は、とるべ

きではないリスクだということ。もう一つは、そもそも IOC は腐敗した組織であり、オリ

ンピック自体に抜本的改革が必要だということです。（50 代男性） 

 

もちろん中止すべきだと思う。ワクチン接種率 80%医療機関特に医療従事者に手厚く支援

して早期に通常に近い社会生活を取り戻すのが最優先（50 代男性） 

 

延期するのが望ましい延期が不可能であれば全て無観客にするべきだと思います。分科会

の尾美会長の意見を支持します。2020 オリンピック、パラリンピックが悲惨な結果となら

ない事を切に願います。（50 代女性） 

 

青春をスポーツに捧げてきた若い選手には、是非とも観客のある会場で精一杯の活躍を期

待しています。ですから、モチベーションなども関係してくるでしょうが、開催の延期をし、

感染懸念が少しでも和らいだ状態で開催されるべきと感じてます。若い方々がこれからの

社会を築いていく為に、年配の人が決断するのではなく、若い方々の意見に耳を傾けて判断

すべきであり、現時点で開催を表明した菅政権を始め、意味のなさない議論を重ねる議員

と、異論を唱えない与党政権では民主主義には程遠い。（30 代男性） 

 

開催すれば、コロナ感染者のリバウンドは避けられない。開催中止にすべき。ワクチンに感

染拡大を抑止する力はない。ワクチン接種を受けたから田舎の爺さん婆さんに会いに行く

のは感染を拡大させるだけである。（40 代男性） 

 

中止すべき（70 代男性） 

 

パリ、ロサンゼルスの次に延期すべき（60 代男性） 

 

オリンピックはしなくてよい（50 代男性） 

 

コロナが拡大すると思うので、伸ばすか、各国で行って、記録会にして、メダルを挙げても

良いと思う。（40 代女性） 

 

12 前から応援していましたが、新型コロナで、延期・順延、最悪は中止（60 代男性） 



 

やめてください（60 代男性） 

 

コロナ禍でなければ、大歓迎ですが、自粛・行動制限を求めてる中、世界中から人々が集ま

るオリンピック開催は、理解できません。（60 代女性） 

 

中止すべき（70 代男性） 

 

中止すべきワクチン接種を急ぐ事に集中すべき（50 代男性） 

 

延期して、代議名分ができて開催すべき（40 代男性） 

 

中止するのが妥当と思います。国民を感染リスクに晒し、オリンピックを金儲けの手段とし

かみないスポンサーや広告関連企業等の為に開催する必要性はないのではないでしょうか。

有力選手のスポンサー企業がオリンピック運営に関与しているを事も事実のようです。コ

ロナ過の騒動で金まみれの醜態を晒してまで開催されても、個人的には前回の東京大会の

感動に泥を塗るだけ。ＩO C はには中止の決断を希望しますが無理でしょうね。（70 代男

性） 

 

実施すべきでない（60 代男性） 

 

出来ればやめて欲しい。どうしてもやるなら無観客。人が動けば必ずコロナは広がると思

う。私は癌を患っており、コロナにかかると助からないと思う。（60 代男性） 

 

行うべきではないです。人命第一に考えて欲しい（50 代女性） 

 

コロナ終息まで延期するべき（30 代男性） 

 

新型ウイルス蔓延防止の為、中止すべきです。早くまともな生活がしたい！！（40 代男性） 

 

中止すべき（40 代男性） 

 

中止すべし（70 代男性） 

 

選手、関係者の気持ちもわかるが、中止にした方が良いと思います。去年の時点で延期開催

に向けて行動すれば良かったのにと思います。（40 代男性） 

 

今の状況でオリ、パラを開催するのは狂気の沙汰だと。なし崩し的に開催をして開催した実

績がほしいのか？国民の命を差し出して行う行事とはとても思えない。（50 代男性） 



 

結論から先に申し上げると開催には反対です。理由は下記の 3 つ。1)ここ 1 年半近く自粛

が続いており、我慢してきたゴールがオリンピック開催に繋がっているように感じる。一般

の大多数の国民の生活に負荷だけがかかり、極少数のアスリートのみが優遇されているよ

うに感じ、不平等感がある。2)今回 G7 からオリンピック開催を後押しされていたが、日本

の場合に限っていえば昨年の同時期と比べて現状の方が感染状況を踏まえて非常に悪い。

21 世紀にもなっても欧米の言いなりになっている印象を受ける。日本として発言権がまだ

ないのかと思うと恥ずかしい。3)これまで 3 回も緊急事態宣言を出してきたのに、感染拡

大の一途を辿ってきた。過去の失敗から何も反省なしに、今回のオリンピック開催を通して

感染拡大が起こらない保証がどこにあるのか分からない。（20 代男性） 

 

今の状況で開催するべきではない（40 代男性） 

 

中止すべきだ（60 代女性） 

 

中止するべき（50 代男性） 

 

中止以外選択肢はない即座に中止するべきだ日本人は適切な判断能力はないのか（20 代男

性） 

 

私は、中止すべきだと思います。今の現状で、安心安全なオリンピックなんてできるわけな

いです。誰のためのオリンピックなのか？スポーツ選手のため？政府の世界に対する見栄

のため？いったい何のため、誰のために開催するのでしょうか。こんな危険をおかしてまで

無理強いに開催するのか、訳がわかりません。私は中止すべきだと思います。また、尾身さ

んや専門家の意見をもっと聞き入れるべきです。（40 代女性） 

 

パンデミックのなかで、開催する事に呆れる。安倍さんの時から、感じたが、自民党は国民

をバカにしている対応だ。（60 代女性） 

 

開催は見合わせて欲しい（50 代男性） 

 

利権絡み、オリンピックありきの対策で馬鹿らしい。中止すべき。（20 代女性） 

 

中止すべき無駄なお金を使う前に国民のための政治をして下さい（30 代男性） 

 

なぜ開催するのかわからないオリンピックはこれからもずっとある日本にチャンスは巡っ

てくる今は 命を守る方が最優先（50 代男性） 

 

開催する必要はない（50 代男性） 



絶対中止すべきだと思う（70 代男性） 

 

オリンピックは延期できるが、学生達の授業や行事は延期できない。オリンピックを中止に

しようが失われた学生生活は戻らない。だからといって集団免疫もないうちからオリンピ

ック強行は早すぎる。学生達からすればオリンピックやっていいなら修学旅行行かせてく

れよ、が本音だ。充実した学生生活にオリンピック観戦が上乗せなら嬉しいだろうが、予防

接種も後回しにされてオリンピックに集団観戦などと言われても集団感染の恐怖もあって

全く嬉しくない。政府も都もオリンピック開催についてコロナ感染による遺族や闘病中の

方々の賛同を得てから進めるべきだ。（40 代男性） 

 

世界中の変異種が日本に集う。第二の武漢、東京。っていうイメージで外国から見られるよ

うになるのではないかと思ってる。開催を反対している国もあるみたいですのでその忠告

を聞くべきだと思う。（20 代男性） 

 

国民が生活に困窮している時に、オリンピックを開催するべきではない。国民の生命、生活

を最優先に考えるのが政治家の使命ではなかろうか。（60 代男性） 

 

延期するべき。開催趣旨と現状が乖離している（30 代男性） 

 

東京オリンピック・パラリンピックは、開催したいのは山々だけれども、世界中の国が、出

場できるわけではないので今回は経済的な面を含め全てに涙を呑んで中止するべきだと思

います。（50 代男性） 

 


