
TPO で臨機応変に。(50 代男性) 

ＴＰＯに応じて引き続き着用していく。(30 代男性) 

TPO に合わせて着け外しするようにすべき(50 代女性) 

おくがいでは必要ないがそれ以外の場面では着用する(70 代男性) 

コロナが蔓延している間は密な環境では着用した方が良いと考える。密な環境でなければマスクの着用

は自由で良いと思う。マスク着用に対する是非で争うのはくだらない。(30 代男性) 

コロナに限らず冬は風邪やインフルエンザの予防のためマスクは着用していたので個人の自由だとは思

う  ただ場所によっては必要と考える(60 代男性) 

しゃべらない人は着けないでもいい  しゃべる際は着用義務  シンプルでいいと思う(40 代男性) 

すぐに効く薬が出るまでは、場所限定で  着用したほうが良い(70 代男性) 

つけた方が防げるのは分かる。ただ、外ではつける、つけない、選べるのがいい(30 代女性) 

はずせる時ははずしても良いと思う(50 代男性) 

マスクの着用は、まだまだ必要不可欠であると思います。適宜、着用したり外す等、体調や場面に応じ

て判断すると良いと思います。(60 代女性) 

マスクは感染予防に必要。外出時、人と話しをしない時は外して良い。車に一人で乗っている時も外し

て良い(80 歳以上女性) 

マスクは今後も必要だが、場合によっては外しても良いと考える。(60 代男性) 

マスクは室内では着用義務化して欲しいけど、外では自由でも構わないと思います。(70 代女性) 

マスクは職場や病院、介護施設など、不特定多数の人が集まる場合は着用した方がよい。(60 代女性) 

マスクは着用した方が良い。自転車に乗る時、散歩等の時は、喋らなければ、マスク無しでも良いので

は?(70 代女性) 

マスクは着用した方が良いと思うが、外していては外を歩けないような現在の風潮はやめた方が良いと

思う。(60 代女性) 

マスクをするのは感染の不安があるから賛成だが、人数・場所によっては着用しなくてもいいと思う。

(30 代女性) 

マスクを外してもいいがちゃんと電車などではつけるようにして欲しい(18～19 歳) 

マスクを着用するのは当然です。ただウォーキングのときなどは着用しなくてもいいと思います。(50

代女性) 

マスク着用の有無については、必要・不必要な場面を明確にし、臨機に対応していけば良いと思う。

(40 代男性) 

マスク着用はマナーとういは風潮になってきてると思います。  人がいなければ外していても問題ない

と思いますが、目視できない以上密集してる所ではするべきと考えています。(30 代男性) 

マスク着用は今後も継続すべきであると思う。ただし屋外での運動時は各自判断。(70 代男性) 

マスク着用は必要だが、ＴPＯを明確にすべきだ。(60 代男性) 

マスク着用は必要やと思う。ただ、屋外で密集していないところは外してよいと思う。(20 代女性) 

まだしばらくはマスク着用は必須だと思う。ただし、屋外の人と距離がとれるところなら必要ないと思

う。(50 代女性) 

まだマスクは必要  屋外は外しても良いと思う(60 代女性) 



まだまだ外国並みにするには早いが、だいぶ感染に関する知識も周知されてきたのでそれぞれで考えて

着用する時期だと思う。でも公共の施設や交通機関での着用は必要だと思う。(50 代女性) 

まだまだ感染者が多いので、適材適所で着用した方が良い(70 代男性) 

メリハリをつけるべきだと思う(30 代女性) 

飲酒の席、密集して会話する場合はつける方が望ましい。  自然の場所や会話する機会が少ない図書館

や映画館などでは必要ないと思います(60 代女性) 

屋外(密集地以外)ではマスクの必要は無し。屋内ではインフルエンザの時期にもなるので必要。(70 代

女性) 

屋外での着用は自身の判断で良い(50 代女性) 

屋外でははずして良いのではないか(30 代女性) 

屋外ではマスクを外しても良いとおもう(50 代女性) 

屋外で会話をしないなら、マスクを外してよい。(40 代女性) 

屋外で間隔をあけておれば不要で、室内ではまだ必要(70 代女性) 

屋外の人の少ないところでは外したい(70 代男性) 

屋外は、必要はないと思うが、会話なども必要な時も無いとは限らないので、所持が必要かも知れな

い。家族への感染はさせたくないので(50 代男性) 

屋外は必要ないかと思います。が 電車、バス等々密集する場所では まだマスクが必要だと思いま

す。(60 代女性) 

屋外は無し，又は任意、  屋内では必須(70 代女性) 

屋外や換気の良い場所で会話をしない場面では外していいと思いますが  特に電車の中とか マスクが

あったほうが安心だと思います(50 代男性) 

屋外以外は着用するのを基本にしてほしい  店舗に入るときない人には 1 枚 10 円で販売。  コンビニ

など直ぐに話さず出ていくならなくても良い(50 代女性) 

屋外不要、屋内必要(50 代男性) 

屋内で距離を取れない場合は着用。屋外では県や訪れた場所のルール次第で外しても良いと思う。(20

代男性) 

屋内着用、屋外自由(50 代男性) 

家や一人で屋外にいる時は、外しても良いと考えます。人の混み合う場所や人と話をするときは、マス

クがまだ必要と思っています。(60 代女性) 

外での運動など他人と十分な距離をとることができる場合は着用不要。(20 代女性) 

外で距離が取れている時は必要ないと思う。  せめて布マスク程度。  室内は不織布マスクが必要だと

思う。(40 代女性) 

外や、人のいない場所、距離が保てる場所では外しても問題ない。人混みでは着用すべき。(20 代女

性) 

街中、公共交通機関、人混みなどではマスク着用することが必要。それ以外は任意とする。(60 代男

性) 

街中では必須、野中では不要。線引きは本人の危機意識しかなさそう。(70 代男性) 

基本的には着用が望ましいが、テレビのように、運動時や、一定の間隔がある場合の発表会出演など健

康や思い出に残る特別な場合には外すなどの対応を続ける(30 代女性) 



基本的にマスクは着用したい。夏場の暑い日や人が密集していない場所では外すことも考える。(60 代

女性) 

距離がとれる時のマスクなどはいらないと思うが、少なからずマスクは役に立っていると思うから。  

室内で密な時にクシャミされると気になる。9m くらい？飛沫も飛ぶし予防になっていると思う。(30

代女性) 

空気感染なので屋内なら自宅以外は常に着用、屋外なら常に他人との距離が 5 メートル以上取れる場合

に限って着用不要(70 代男性) 

現在の屋内や混み合った場所での着用、屋外で距離を保てる場合はマスクなしで違和感はない(20 代女

性) 

公園など人が密にならない屋外は外してもよい。商業施設や会社、学校、電車など人混みになりやすい

ところはつけるべき。(60 代女性) 

公共の乗り物等、密閉され、混み合う場所では必要と思うが、換気充分な外ではいらないと思う。(60

代女性) 

今と同様に、屋外では着用不要、屋内では着用を継続すべき。(70 代男性) 

混み合った場所での着用、解放的な場所での非着用で良いと思う。(70 代男性) 

混雑している場所以外は、外しても構わないと思う(40 代女性) 

混雑している人混みや室内では着用は必須だと思うが、人と距離を置ける場所や屋外では外しても良い

と思う。人混みの中でマスク非着用の人と出会うと、思わず顔をそむけて避けて歩いてしまう。せめて

お店などの屋内や人と距離が近いところでは、マスク着用を推奨して欲しい。(50 代女性) 

散歩やランニングなどの  外で人の少ない時はマスクを外したいと思う(60 代女性) 

時と場合を考えてすればいい。蜜の場所はする、屋外や距離があればはずしてもいい。(40 代女性) 

室内(自宅は除く)では必要。  ひとりで外を歩いている時等はしなくてもよいと思う。(50 代女性) 

室内、人混み、などはするべきとおもう。屋外、人がいないなどなら、肺のためにも外すべき。(70 代

女性) 

室内ではまだマスクは必要だと思うが屋外では外しても構わない。  換気の良い室内でも距離があり騒

がなければ臨機応変に対応しても良いと思う。(60 代女性) 

室内では基本着用 室外はしなくていい(60 代男性) 

室内で密の時 外は 無し(70 代女性) 

室内のみ(40 代男性) 

室内は、マスク着用すべき  外では、外していいと思う(70 代女性) 

周りに人がいない時は外してもよいと思っている。いつでもどこでもが根強すぎる。仕事柄私はこれか

らもするがもう少し緩くていい気がします(50 代女性) 

周囲に誰もいないときは外している。(30 代男性) 

徐々に軽減するのは良いかと思うが、現状を観ると周囲に人がいなければ外すことも良いが密になると

ころは着用すべきです。間隔の取れるソーシャルディスタンスの定義を再度提起したらどうか。(60 代

男性) 

場所に応じた対応(60 代女性) 

場所をわきまえ判断すればよい。(70 代男性) 

人がいないところではマスクはいらないと思う(20 代女性) 



人が居るところで近接してないところは外す、近距離は着けるでよいのでは？インフルエンザ対策も兼

ねるから(50 代男性) 

人が集う場所では着用、それ以外は自由(20 代女性) 

人が集まる場所では着用。  家    外でははずしてもよいのでは。(60 代女性) 

人が少ないとこで外してても変な目で見る人もいるので人が密集してるとこ以外では外して良いという

のをもっと周知させてもらいたい(50 代) 

人が密集していない戸外通行中はマスクを着用しなくても良いのではないか。(70 代女性) 

人が密集しない屋外では大声で騒いだりしなければ外しても良いと思います。(70 代女性) 

人が密集する場所や屋内 高齢者施設 電車内などではマスク着用すべきです  人と距離を取れば 屋

外では 取り外してもよいと思います(70 代女性) 

人ゴミの中ではするべきだが、それ以外ははずす。(80 歳以上女性) 

人ごみの中ではマスクは必要だと思います。運動中は人との間隔があれば必要ないかと思います。(70

代女性) 

人との距離を保てる場所などであればしなくてもいいと思う(40 代女性) 

人との接触が少ない屋外では必要ないと思う。屋内、他人との接触が多い場合は必須。(80 歳以上男

性) 

人と接触したり、人混み、はした方が良い。  散歩、運動している時は距離をおくならしなくても良

い。(70 代女性) 

人と接触する可能性のあるところでは着用すべきだと思うけれど、1 人で歩く時や無言で仕事する時な

どは取りたい。(60 代女性) 

人と離れている屋外では、外していいと思う。  ライブ等は、着けるべきだと思う。(50 代女性) 

人のいるところでは着けて、いない屋外で外す流れは良いと思う(30 代女性) 

人の前では必ずマスクはするべき 外等で人がいないときは外しても構わないと思います(50 代女性) 

人の多い場所(バス、電車、飲み屋など)で風通しの悪い所ではマスクすべきと考え人混みのない所はし

なくても良いのではないか と思います 経済は今の状況で良い(70 代男性) 

人混みの場では、着用した方が良い。ウォーキング中などは、必要ないと思う。(70 代女性) 

人混みの中では必ず必要ですが運動や外歩きは必要ない、スピーチの際も視聴者がマスクを着けている

時演者は必要ないと思います。(70 代女性) 

人混み以外では外すべき(70 代男性) 

人混み以外は外したい。(70 代男性) 

人混み時はマスク、その他は着用しない。(70 代男性) 

人前では着用すべきでも人との距離を保てるなら外している(40 代男性) 

他人がいる室内では着用は必要だと思うが、外では周りに人が居なければしなくてもいいのではないか

と思います。(40 代女性) 

他人との間隔、大声での会話のない状況では必要ないと考える。(70 代男性) 

他人に会わない時はマスク着用はしなくても良い。(70 代女性) 

多人数と接触する屋内はマスク継続だが、それ以外ははずしても良い。(60 代男性) 



大勢のところでは、着用しても、まわりにあまり人がいないのであれば、外すのは構わないと思うが、

車の中で、一人そうなのや、一人で歩いていてもマスク着用の人が多そうで、ちょっとびっくりする、

昨今です。(70 代女性) 

着用は、その時の判断で  良いと思う、近くに誰もいなければ着用しないとか、人混みでは着用するな

ど臨機応変で良いと思う。(70 代男性) 

着用はしてもいいけど、義務までは 時と場合で着用すれば良いかと思う(40 代女性) 

着用は続けるべきだと思うが、環境によってはルールをしっかり守っての上で外すことは可能だと思

う。(50 代女性) 

着用必須の場所と不必要な場所のメリハリをつけていきたい。屋外で誰もいなければ外している。(40

代女性) 

着用必要ですが、公園など、外は臨機応変で良い。(70 代女性) 

適宜に着用すればいいと思います。(40 代男性) 

店の中ではマスク着用など時と場合によって使い分けたら良いと思う。(30 代女性) 

店内等密閉された空間、祭りやイベント等人が必然的に密集する場所ではこれからもマスクを着用すべ

き、公園等の広い空間では外しても良いと思う。(30 代男性) 

電車、バスなどでは着用してほしい 人の少ない所では     着用しなくても良いと思う。(70 代男

性) 

当面、現状維持で良い。周りに大きく影響を与えない場合は着用の必要は無い。(60 代男性) 

日本人の画一的な考えから、屋内はマスク着用し屋外はマスク非着用とした方がトラブルなく日常生活

が送れると思う。(70 代男性) 

必要な場所ですればよい(50 代) 

必要な場所で正しい着用方法を実施すれば、必ずしも着用しなければならないとは思わない。  場面に

応じてで良いかと思う。(20 代女性) 

必要に応じる。(70 代男性) 

不織布マスクを鼻から顎までしっかり着用するべき。戸外で人との接触がない時は外してよい。(70 代

女性) 

風邪をひきにくくなった。  人のいない場所や距離を確保できるならはずす時もあっていいのではない

かと思う(60 代女性) 

密ではない外の場合、自由で良いと思う。(50 代男性) 

密ではない場では外しても良いと思う(50 代女性) 

密となる場合のみのマスク着用でよい(40 代男性) 

密室や屋内以外ではマスク着用しなくてもいい。(20 代男性) 

密集してるところは付ける  その他は必要ない(60 代女性) 

密集密着以外は外す(70 代男性) 

落ち着く迄はケースバイケースで状況に合わせて着用すれば良い(70 代女性) 

臨機応変にマスクを使う(50 代女性) 

臨機応変にマスク着用していけば良いと思う  咳などコロナに関わらず症状がある人は、室内などでは

是非マスクをしてほしい(30 代女性) 



臨機応変に対応すればいいと思う  いい大人がマスクひとつつけるつけないわ判断できないのはおかし

い  大人になるべき(30 代女性) 

臨機応変に着用すれば良い(40 代女性) 

2m 以内の接触以外は着用無しで良いのではと思います。(70 代男性) 

TPO で、付けたりはずしたりを自己判断で(60 代男性) 

TPO で着脱することが良い(70 代男性) 

Tpo で着脱考える(70 代男性) 

TPO により、マスク着用を判断してもよいのでは。(70 代男性) 

TPO により対応できるようにすれば良いと思う。  風通しがよく人が少ない場所であれば外しても構

わないと思う(20 代男性) 

TPO に依って自分で使い分けしたい(70 代女性) 

TPO を考える(70 代女性) 

ケイスバイケイスで着用(60 代男性) 

しゃべらなければ、どの場所でもマスクはいらないと思う。(20 代男性) 

ひとが近くにいない時はマスクを外す。(60 代男性) 

マスクの着用が推奨されているところはする必要があるが、外では外してもいいと思う。(20 代男性) 

マスクは人混み中して、家とか、車の中はしたくない！です。(70 代女性) 

マスク推奨は賛成するが、野外はそろそろ外してもいい気がする(30 代女性) 

マスク着用は必要ではあると思うが、顔の半分はが隠れるということは、外見の大事な部分も損なって

いると思う。    会話しないシュチュエーションはあると思うので、授業中や、仕事中などは外しても

良いと思う。(20 代女性) 

マスク着用場面と必要でない場面をしっかりと徹底すべきだと思う。(40 代男性) 

まだまだ必要とは思っているが、外とかは 外してもいいと思う。(50 代女性) 

メリハリ(40 代男性) 

メリハリをつけて、つけるところ外すところをしっかり分ければいい。(50 代男性) 

運動時、子供、外にいる時など条件をつけて外す機会を増やしたい。基礎疾患もあり不安なところはあ

るため、人混みの中では着けていたい。(20 代女性) 

屋外、室内などの使い分けをしっかりアピールしてほしい。屋外でも周りを意識して着用しないと、常

識がないと言う雰囲気になっている。(60 代男性) 

屋外で 会話のない時は外しても良いと思っている(70 代女性) 

屋外で 3 メートル離れればいい(70 代男性) 

屋外でのマスク着用は不必要。至近距離で会話をする場合は除く(40 代女性) 

屋外での着用は必要ないと  思う(50 代男性) 

屋外での無着用の明確化(50 代男性) 

屋外ではいらない。(70 代女性) 

屋外ではノーマスクで良いと思います。(40 代男性) 

屋外でははずす(30 代男性) 

屋外ではマスクを外してもいいと思う。(40 代女性) 

屋外ではマスク着用義務なし(40 代女性) 



屋外ではマスク不要、ただし至近距離で会話する場合は必要。電車、スーパー、病院、公共施設利用の

際は必要。(50 代女性) 

屋外では外し、人の居る場所ではマスクをする(70 代男性) 

屋外では外していいと思う。(30 代女性) 

屋外では外してもいい。(70 代男性) 

屋外では外しても良い。  人がいる所ではマスクは外せない。(70 代女性) 

屋外では外して屋内で着用すれば良いと思う(20 代男性) 

屋外では外すべき。  屋内でも基本多くの会話が予定されない場合は外すことを基本とする。(60 代男

性) 

屋外では原則着用しなくても良いと考えているが、人口密度の高い都市圏は除く。(20 代男性) 

屋外では着用不用。(60 代男性) 

屋外では着用不要(60 代男性) 

屋外では必要ない。(60 代男性) 

屋外では不要です。(70 代男性) 

屋外で会話をしない場面では、みんながマスクを外すような状態になってほしい。(50 代男性) 

屋外で十分他人と距離が取れる場合は外しているが、屋内では付けている。(20 代男性) 

屋外で人が少なければマスクはしない。屋内及び人混みの場合はマスクをつける。(70 代男性) 

屋外で付ける必要は無い  メリハリをつけるべきだと思う(30 代男性) 

屋外はマスク不用と思う。  屋内でも密集していなければ不用と思う。(70 代男性) 

屋外はみんな外した方がいい。政治家の方々が率先してやってください。(30 代女性) 

屋外は着用しなくてもいいと思います(60 代女性) 

屋外は着用無し、屋内は状況によって対応する。(70 代男性) 

屋外は不要、屋内は状況による(20 代男性) 

屋外や、他人との距離がとれる場面では外していいと思う。(40 代女性) 

屋外や距離がとれるときは不要。コロナ当初の飛沫の映像がかなり刷り込まれてるので、過剰な対応を

続けている。(50 代男性) 

屋内では、マスクでも、屋外は、人混みがない所では、外しても、良いと思います。(60 代男性) 

屋内では建物管理者の意向。屋外ではマスク無しを基本で(50 代男性) 

屋内では着用  屋外では人のいない所では外す。(40 代男性) 

屋内は着用し人の少ない外では着用しなくても良い。(70 代男性) 

会話する時や満員電車等密集している場所以外、外しても良い。(60 代女性) 

会話のない場面では外して良いと思う。  外す場面を増やしていくべき。(30 代女性) 

外ではマスクを外す    メリハリ感が必要。(40 代男性) 

外では外し、屋内では着けていてもよい(40 代女性) 

外では外したいが、人が密集している場所では外でも着用したい。(20 代女性) 

外では外したいけど、皆んな付けているから、付けるしかない(50 代女性) 

外では外す  電車、エレベーター、店舗では着用(60 代男性) 

外を歩く時は外しても良いと考えるが、まわりの人が着用してる中では外しにくい。  電車、バスなど

乗り物の中や映画館、美術館、室内競技場などでは現状ではマスク着用は必だと考える。(70 代男性) 



外国のように公共の乗り物だけにして良いのでわ(80 歳以上男性) 

各自が意識を持って人との接触の多い時はマスクをして 接触の少ない時はマスクは外しても良いと思

う(60 代女性) 

感染経路が良くわからないので人混みの中では必要。屋外の人とのすれ違いが少ないようなところでは

不要と思う。(70 代男性) 

換気がなかなか難しい室内などでは、やはりマスク着用は必要だと思うがその他の場所では特に人との

距離がしっかり取れる場所では外してもいいのではないかと思う。習慣にはなってきたとはいえども精

神的ストレスだと思うので 1 人でいる時間以外でも外せる時間をもっと作った方がいい感じます。(50

代女性) 

狭い屋内以外では外してもいいと思う。(40 代女性) 

狭小な場所で 多人数で 会話が有ればマスクが必要かも知れないが クラシック音楽会 歌舞伎 能 狂言 

葬儀 教会の礼拝等の会話が無い(会話してはいけない)場所で 密閉されていなければ マスクは不要だ

と思う。(60 代女性) 

空気の悪い場所、狭い場所はマスク着用  室外はマスク無し(30 代女性) 

交通機関や映画館など密になりやすい場所では着用すべきだと思いますが、それ以外の場所では外して

も良いと思う。(60 代女性) 

交通機関を利用する時は必要だと思うが、あとは着用しなくても良いと思う。(70 代女性) 

公共交通の乗り物の中や、マスク着用を求められる店内等では、着用すべき。  それ以外は外を少し歩

く程度なら必要は無い。(30 代男性) 

公共交通機関に乗ったり、人混みの中、デパートなど、あるいは映画館、劇場などでは、マスクの着用

は必要。回りに人がいない所では外して、手に持っていて、直ぐにはめることが出来るようにしてお

く。  幼児に関して、マスクは外してやらないと、かわいそうです。(70 代女性) 

公共交通機関以外は外す(50 代男性) 

子どもはもうやめてほしい。  外は不要。屋内も公共機関、密室のみ着用でいいのではないか。(30 代

男性) 

時と場に応じて、適切に取り外しをするようにしたい。(40 代女性) 

時と場合で、使い分ける(50 代男性) 

時と場合で使い分ける(60 代女性) 

時と場合によって臨機応変にすればいい(50 代女性) 

時と場合に応じて適切に。(20 代男性) 

時と場合を弁えてれば必ずしも着けてなくていいと思う  周りが不快に感じているのであれば着けるべ

きだと思う(20 代男性) 

室内、公共の乗り物、人の集る所は、外せ無いと思います。外では、そろそろ、良いかなと、思いま

す。日本人は、凄いと思います。元もと、する文化が有ったので、仲なか!外せません。(70 代女性) 

室内では必要に応じて着用、外では原則不用でいいと思います。(70 代男性) 

場所によっては、外してもよい(50 代女性) 

場所によって着用の要否を判断すればよい。(70 代男性) 

場所によりそれぞれのルールにより判断に従えばよい(40 代男性) 

場所により使い分ける(70 代男性) 

場所を考えて着用すれば良い(70 代女性) 



常にする必要はない。  必要に応じてすれば良い。  特に学校などで子どもに強制するのをやめてほし

い。  マスクしていても学級閉鎖はおきている。(40 代女性) 

常時じゃなくて適時適用(室内はする、屋外はしないでも良い等)で良いと思う。(40 代男性) 

状況に応じ、臨機応変に(60 代男性) 

状況を見ながら着脱を考えれば良い。(70 代男性) 

状況次第では着用しなくても良いと思います。(70 代男性) 

食事や対話がない屋外は外して良い(30 代女性) 

人がいない場所でははずして良いと思う。(70 代女性) 

人が少ないところでは外してもよい(60 代男性) 

人が多い屋内や車内、および人と会話する時にはマスクを着用する。  街路の歩行中はマスク不要(60

代男性) 

人が多い場面では着用した方が安心だが屋外は外したい。  屋外で外していると何でしないのかという

目で見られる。(50 代女性) 

人が多く集まる店など以外は着用しなくて良い。(50 代男性) 

人が多数集まる所での着用は必要だと思いますが、単独行動や家庭内(私の場合は独居)では不要。(70

代女性) 

人が密になる場面(店内、電車内など)でのマスクはまだ必要だと思うが、屋外や人との距離が取れる場

面はマスクを外してもよいと思う。  これからの時期はコロナだけでなく、インフルエンザをはじめ体

調が悪くなりやすくなるため、自衛や他者に感染させないための心配りでマスクを着用することは必要

だと思う。(もちろん着用するのは不織布マスクで、鼻から顎までしっかり覆うことが前提で)(20 代女

性) 

人が密集しているとか電車の中ではインフルエンザ予防も含めて必要と考えるが、明らかに感染しない

と考えられる場所では不要。現在はポーズだけになってる気もする。(60 代男性) 

人が密集するような場所では気になる人は着用する。  人に強制したり、無着用の人の批判をしないよ

うにしたい。(60 代男性) 

人が密集する場所では着用。屋外であればしなくていいと思います。(50 代男性) 

人が密接、密集する場所では必要だと思うが、それ以外では無くても構わないと思う。(40 代男性) 

人との接触が密の場面では使用し、距離のとれる場所では外して良いと思う。(70 代男性) 

人と接し無い限り、必要がない。不特定多数や室内は必要で、交通機関は当然必要です。(70 代男性) 

人と接する時のみ着用すれば良い(70 代男性) 

人と話す時や大勢の中では必要。戸外では、はずし換気をよくする。(60 代女性) 

人の混雑の予想される場所では必要だと思いますが、外出時、必ずしも付ける必要はないと思う(60 代

男性) 

人混みではマスク着用。屋外で人が少ない場合はマスクは外しても良い。(70 代男性) 

人混みでは着けるが、日常生活では外したい。(30 代男性) 

人混みでは着用し、人との間隔が確保できる場所では外してもよいと思う。(40 代男性) 

政府が示す方向で、ケースバイケースで着脱すればよい(60 代男性) 

席の間隔を空けて正面に向かっての舞台、映画、オーケストラ、コンサートの観賞はマスク無しで良い

と思う。(70 代女性) 



相手の事や自分が気になる場面場面で着用すれば良い。(50 代女性) 

他人と近距離で接するときのみ着用すればいい。(50 代男性) 

他人と接触する際は必ずマスクを着け､一人で外を歩く時等は着用は不要｡(70 代男性) 

対面時は付ける。広い場所では不必要。多人数なら付ける。(80 歳以上女性) 

大型商業施設等はマスク着用してもよい、野外ではなるべく外しても良い雰囲気にしてほしい。  ただ

人が密集する場所等は着用をなるべくするようにしたい。(30 代男性) 

大衆の多ぃ場所はまだマスクは必要｡人通り少ないところは外してもかまわない｡(80 歳以上男性) 

大勢の集まりなのではすることが必要だとは思いますが、親しい仲間などはいいのではないでしょう

か？(70 代女性) 

大勢の人が集まるイベント会場やスーパーマーケット、デパートなどでの着用は必須。食堂や個人商店

では着用は不要。勿論歩行中や公園でも不要。(70 代男性) 

喋る時は、する(70 代女性) 

適宜対応すれば良いかと。(30 代男性) 

適材適所で着用(70 代男性) 

店内のみ着用でいい。(60 代男性) 

電車、バスの中、人混みの中では、マスクを着用し、それ以外のところではマスクを着用しない方が良

いと思う。(80 歳以上男性) 

電車ではして欲しいが、公園など広い場所では外したい(20 代女性) 

電車内、デパートスーパーコンサート会場などの人混みは強制。  後は自由意志で、良いのでは。(60

代女性) 

電車内だけにしてほしい。(40 代男性) 

電車内などの屋内でのマスク着用は続けて、それ以外は外しても良いと思うが、ルールが徹底されてい

ないため、マスクをしていない人には冷ややかな目で見てしまう。(20 代男性) 

電車内など人の多い所では着用すべきかと思うがそれ以外の場所では外したい。(50 代男性) 

必要な時につけたら良い(70 代女性) 

必要な場所では着用したい。(70 代男性) 

必要に応じて(70 代男性) 

必要時(20 代) 

不特定多数の接客業務の時は着用を推奨します。(50 代女性) 

普段はしていません。建物や電車など密になるところだけしています。(70 代男性) 

密となるところでは飛沫感染防止の観点からも、マスクは着用した方が良いと考えます。一方で、屋外

の風通しの良い場所、人の居ない場所においては、必ずしも着用の必要性は無いと考えます。(70 代女

性) 

密室空間においては着用を継続しつつ、室外や換気がとれる環境においては着用しなくて良い環境を整

える。(20 代男性) 

密集では必要  それ以外では必要無し(50 代男性) 

臨機応変(60 代) 

臨機応変でこちら側ではとっくに解除になっているので少し迷惑。(50 代女性) 

臨機応変に(30 代女性) 



臨機応変にやりたい。(60 代男性) 

臨機応変に使用する。(70 代男性) 

臨機応変に対応したい(70 代女性) 

話すときはマスクをしていたいが、それ以外は外したい(20 代男性) 

持病持っており長時間のマスク着用は苦しくなるので仕事中は殆ど着用せず来客や通院時に着用してい

る(50 代男性) 

場合によってはマスクをすればいいと思う(40 代男性) 

人がすくなく、離れた所ならマスクは外してもいいとおもう(30 代女性) 

沢山の人の居る場所では着用すればよい。(60 代女性) 

密集していない屋外は不要。他はまだ必要(50 代男性) 

自宅以外の室内は着用  それ以外は不要(80 歳以上男性) 

人前では為るべき居ないときははずす(70 代男性) 

建物の中では着用 外では場合によっては着用、それ以外は外しても良い。(60 代男性) 

 


