
福岡県 40代 女性 平和的解決ができたらいいと思う。早く終わってほしい。

福岡県 60代 男性 国連の無力さが改めて露呈した

福岡県 30代 男性

ウクライナは支那に空母を売った経緯があるし、日本の支援に謝意を示さなかった(後で指摘を受け

て示した)何より昭和天皇をファシストと同列に表したなど日本に対して許しがたい行為をしている

のであまり良い印象を持てない。ロシアを潰してくれて、その結果日本の安全保障に貢献してくれ

たらそれでいい。

福岡県 70代 男性
明らかに他国に対する侵略であり絶対に許せない。日本はウクライナを最後まで支援すべきだと思

う。

福岡県 60代 男性 国策ではなくプーチンの傲慢から始まり、終着点が難しそう。

福岡県 60代 女性 早く戦争を止めて欲しい。

福岡県 30代 男性 一日も早く終戦に向かうことを願います

福岡県 20代 女性 最初はロシアがわるいですがウクライナも戦争するきまんまんで 支援しないほうがいい

福岡県 80歳以上 男性 戦争は不要。プーチンは世界の敵だ

福岡県 50代 男性 ロシアは分裂しろ!

福岡県 40代 男性 中国の協力も得て、世界全体でロシアを説得し、早く終結してほしい。

福岡県 70代 女性 早く撤退し、戦争を終結せよ。

福岡県 60代 男性

歴史的な背景があるかと思いますが、理不尽な行為である。力(武力)での制圧ではなにも解決が出

来ない。国際連合のリーダーシップが図れないことが残念です。日本は核被爆国としての立場から

平和的な解決に更なる努力・方法を模索して経済的な援助を行い、世界の資源価格の安定に寄与す

べきである。具体的でなくて申し訳ありません。

福岡県 80歳以上 女性 どこかが仲裁して終わらせることを望みます

福岡県 60代 女性 今の時代にあり得ないことだと憤りを感じている。

福岡県 50代 女性 特になし

福岡県 40代 女性 1日でも早く戦争が終わることを望む

福岡県 70代 女性 早く平和が戻ってほしいが、一概にロシアを非難出来ない

福岡県 80歳以上 女性
ただただ残念です。  同じ地球上に住む人間同士尊重し合って行動すれば楽園だと思いますが……

夢物語ですかね 残念です

福岡県 80歳以上 女性 ロシアの攻撃を辞めさせて、

福岡県 40代 男性
ロシアの国民の声をもっと聞いてみたい。すべての国が日本のように民主主義ではないことを丁寧

に理解して解決策を見出してほしい。早く収束することを願っています。

福岡県 70代 男性
喧嘩両成敗。片方だけの言い分を聞くのではなく、両方の特にロシアの言い分も良く聞いて、対応

すべき。

福岡県 70代 男性
プーチンの始めた戦争。侵略戦争に大義がない。ウクライナの人々がかわいそうです。国際社会が

ウクライナを支援すべきです。

福岡県 50代 女性

何の罪も無い一般市民を巻き込み、ロシア人兵のウクライナ人女性の性的虐待をし、殺害した

ニュースが頭に焼き付き離れません。  一日も早くプーチンさん目を覚まして。プーチンさん貴方の

娘さんが性的虐待を受け殺害されたら、考えた事ありますか？

福岡県 60代 女性
ロシアが他国に侵攻する事自体が間違い  それを許す事はできない  中国が増⾧しそうで日本に侵攻

する怖さがある

福岡県 50代 男性
どんな理由があっても、軍事侵攻で生命が奪われることや生活の質が低下することがあってはなら

ない。

福岡県 30代 女性 他人事に思えない。明日は我が身なのではと、少し不安を感じる。

福岡県 70代 男性 ロシアは、早期にウクライナから撤退すべきだと思う。

福岡県 40代 男性

何か正しいか自分の目で見てないからわからないが、普段我々が目にする情報が真実だとすればロ

シアみたいなキチガイ国家は早々と解体すべきであるし、支援する共産党国家も滅びるべきだ。  何

より核兵器がこの世からなくなれば良いと心から思っている。  この世に、存在するすべての核兵器

を無効化する能力がほしいと常に考える

福岡県 20代 男性 分かってない

福岡県 80歳以上 女性 イチニチでも早く戦争が終結してほしいです  何故ロシアの国民はあの    惨事がわからないのか?

福岡県 70代 女性
とても危機感を持ってます  ロシアの行動は利己主義だしこれからどうなっていくのかとても不安で

す早く戦争は終わってほしいです

福岡県 30代 男性 いつまで続くのかうんざりしている。経済に及ぼしてる悪影響を考えると、早く終わってほしい。

福岡県 70代 女性 すぐやめてほしい

福岡県 70代 女性 ぃますぐにやめてもらいたい。平和を願う



福岡県 60代 女性 ニュースを見るのもつらい、早く終わらせてほしい

福岡県 60代 女性 プーチンのやり方は大いに問題あり。  ただゼレンスキーが全て善かと言うと判断に困る。

福岡県 40代 女性

何のための戦争なのかわからない。誰かの意志だけで 決定されたもの としか受け取れない。サ

イバー攻撃も同じように 他人を攻めて負かさせるという いじめと全く一緒の構造に嫌気がさ

す。子どもに偉そうなことをいう 大人がそれをしてるんだから 説得力なし。とにかく 今すぐ

戦争はやめるべきもの

福岡県 50代 答えない 他国への侵略行為を、自分達に都合のいい勝手な解釈で正当化出来るその精神が理解出来ない。

福岡県 70代 男性
国連の設立の当初の目的を考え、常任理事国が役割を放棄している。  拒否権の剥奪を検討するよう

総会に提案する。

福岡県 70代 男性
武力で他国を侵略するべきではない、如何なる国にも主権が有ります、ロシアは即刻戦闘を止める

べき、世界の平和を望みます

福岡県 70代 男性
ロシアはウクライナの全て領土から即刻すべきでこれまでの被害を補償すべきであり、侵攻は悪で

やってはならないことである。

福岡県 80歳以上 男性
NATO、米国、日本等、民主主義国家が連携して徹底的にロシア、特にプーチンを叩き伸ばすべき

だ 独裁国家は許せない！！

福岡県 40代 女性 早く戦争を終わらせてほしい

福岡県 40代 女性 早く平和な世の中になって欲しい。

福岡県 40代 男性
人と人が傷付けあう世の中、悲しくはかない  人は人の上に立てば立つほど勘違いし天狗になる  お

ろかだ

福岡県 50代 男性 武力行使ではなく対話での解決策を望む。

福岡県 30代 女性 戦争は辞めよう

福岡県 70代 男性 許せない行為で、今後の未来に希望がもてない。  先ずは、早く終戦なる様各国が考えてほしい。

福岡県 30代 女性 わからない

福岡県 20代 男性 早くロシアが降参することで侵攻を終わらせるべきだと思う。

福岡県 30代 女性 ウクライナ侵攻でロシアは何を得られているのか。両国とも疲弊している。早急に手を引くべき。

福岡県 40代 男性 ロシアの思うようにさせてはならない。

福岡県 40代 男性

ロシアのウクライナ進行により、ここ一年で物価上昇が激しく、他人事ではなくなってきた。  ロシ

アがウクライナに侵略されるのは嫌だが、このまま⾧引いてウクライナの人の犠牲者が増えるのも

良くないと思うし、世界中の物価が上がり、自分たちの生活が苦しくなっていくのもつらい。  早く

ロシアとウクライナにはお互い話し合い平和的な解決をするように願いたい。

福岡県 70代 女性 プーチンの戦争。気が付かないロシア人、酷いプロパガンダだ、と思う。

福岡県 60代 男性 ロシアの身勝手な戦争には、反対です。両国とも

福岡県 40代 女性 ロシアも悪いけどアメリカも悪いと思う。いいなりの日本はもっと悪いと思う

福岡県 60代 女性 許せることではない

福岡県 20代 女性

早く終結してほしいことではありますがそうなるとどこかで決着が着かなければならず、しかし病

院や学校など平時の生活まで奪われてきたウクライナの方々のことを思うと今は出来うる支援をす

るしかないのかとは思います。この侵攻がいずれは飛び火して台湾侵攻などに繋がれば日本も今の

ような状況ではいられないでしょうし、だからこそ酪農米作等の食糧自給率や物価に関するこれま

での政府の取り組みには疑問を抱かざるをえません。人が生きる為でもある牛を殺処分せねばなら

ず結果として貧困に喘ぐ人を増やしてどうするのでしょうか、ウクライナと同じようなことを他国

に攻め込まれりもっとひどい結果が生まれてしまうのではないかと思ってしまいます。  一刻も早く

ロシアには侵攻を止めてほしいですがその為に他国が出来ることは核の問題もあり厳しいのかもし

れませんが、経済制裁でもこれだけ止まらない以上別の方法があればと思います。

福岡県 30代 女性 戦争は終わらない感じがします。どちらも今更、止められない感じがします。

福岡県 40代 女性 早く争いが終わって平和になって欲しい。日本への経済的影響が生活を苦しくしている。

福岡県 60代 女性 良くないことだ、日本の支援もほどほどにして欲しい国内の問題も山積みで予算が必要だから

福岡県 30代 男性 ロシアは即刻ウクライナ侵攻を止めるべき

福岡県 30代 女性

プーチン大統領の最終的な目的が分からない。  食料庫としてのウクライナ(旧ソ連)を取り戻したい

のなら、極寒の地でも育つ麦等を開発し提供するくらいしか、平和的解決は出来ないのではないで

しょうか。  そんな案も、最終的な目的が分からなければ意味がなく、悲しいです…。

福岡県 70代 女性 早く戦争をやめて平和に暮らしてほしいです。

福岡県 60代 女性 ウクライナに幸福を??  ロシアに負けないで??

福岡県 60代 女性 ロシアの無謀な戦争には呆れる。

福岡県 70代 女性 他国の領土を侵してはならない  情報を権力者が操作してはならない



福岡県 30代 女性

終息を願っている。ロシアが撤退して欲しい。なぜロシアは昨年から侵攻を始めたのかと考えてい

る。今の詳しい状況が、昨年に比べ報道されなくなっていることに疑問を感じる。日本は関心が薄

れているように思う。

福岡県 50代 女性 プーチンは狂人である。

福岡県 60代 不明 とにかく早く終わらせるべき。

福岡県 30代 男性 NATOに加入してヨーロッパアメリカと団結してロシアや中国を牽制すべきと思う。

福岡県 20代 男性 早急に戦いが終わってほしい

福岡県 60代 男性

科学技術が進んだこの時代に戦争をすること自体地球を破壊する行為に等しい。  ロシア、中国、北

朝鮮の覇権主義を抑えるために世界がまとまっていかなければいけないと思う。  この3カ国の国民

も含めて世界中の人たちが1日も早く目を覚まして欲しい。

福岡県 70代 男性 早くやめるべきです


