
いつまでマスク続けるのか不安です。(40 代男性) 

いつまで続くのだろうかと思います。(60 代女性) 

マスクをいつまで着用必要なのか?  今は外して外出はできない(60 代女性) 

インフルエンザでも体調不良でもマスクが必要な人はいる。(60 代女性) 

インフルエンザと同じ取り扱いで良いかと思う。(40 代男性) 

インフルエンザを警戒してマスクを着用するのと同じくらいの意識でよいと思う。(30 代男性) 

うつさない、うつらないの自己管理が基本(70 代男性) 

エチケットのひとつでしょうから強制だけはされたくない。(60 代男性) 

たとえマスクをしていない人がいても、もっと寛容な世の中であるといいのですが？(50 代男性) 

１ｍ以内にいる人が着けるのを望むなら着けるか離れていくかするべきと考えます(60 代男性) 

いずい、だが、鼻水が出るときは、いい(50 代女性) 

イベントなどの収容人数などはマスク着用していれば人数制限は無くても良い。  歓声も許可した方が

市民のストレスも無くなるので許可するべき、感染したくない人はそもそもイベントごとには来ないん

だから。  経済活性派と感染押さえる派の二極化しているので、どちらも満足させるのは不可能。海外

の同様に経済活性化（感染対策しながら）して感染したくない人は自己自粛でいいと思うし、日本が衰

退する。(40 代男性) 

ウイルスとの戦いは此からも続くと思います。自分で出きる防衛手段ならばやるべきだと思います。人

の考えは 10 人十色、其々が自分の出きる事をするしかないと思います。政治家も自分の党を守る政治

ではなく日本を守る(国民を守る)政治を出きるよう努力してください。選挙に受かったから政治家では

なく受かって行動を起こし答えを出して初めてスタートラインに立てたと思って欲しいです。(50 代男

性) 

これから冬に向かい、インフルエンザとのダブル感染等が心配なので、インフルエンザ流行時期が過ぎ

てから緩めても良いのではないかと思う。(60 代女性) 

これまでの、インフルエンザ対応と同等の考えから。流行時の自己防衛から。N95 マスクでないと、感

染防止は、困難であるとは周知しているが(70 代男性) 

コロナが世界から無くなっても日本人はマスクを離さない(70 代男性) 

コロナ禍以前からインフルエンザの流行る時期はマスクをして過ごしてしたのでマスクを着用するのに

抵抗はないですが夏場は着用したくないので早くインフルエンザと同等クラスに落ち着いてくれること

を願います。(60 代女性) 

コロナ禍前からインフルエンザ対策で冬はマスクを必ずしていたが接客業で理解されなかった。これか

らも着け続ける人も着けない人も理解し合える社会であって欲しい。(30 代女性) 

コロナ関係なく風邪やらインフルやらも有るのだからマスクはするべきだが個人的にはしてもしなくて

もどちらでもいい(20 代男性) 

コロナ対応の完全治療なけば無理(50 代男性) 

しかたないと思う。うつりたくないし、うつしたくない。(50 代男性) 

しなきゃいけない場所を減らして欲しい(20 代女性) 

しばらくは新調にして欲しい(70 代女性) 

ちょっと、怖いです。(70 代女性) 

どうでも良い。(40 代男性) 

どっちでも良い(20 代女性) 



マクスで顔が隠れるのはいいが、表情が分からなかったりすることが難点。  接客業などは少し難しい

と思う。(20 代女性) 

マスクで全て防げるわけではないが、ある程度の予防効果はある。(40 代女性) 

マスクの効果により、風邪をひかないようになった。(60 代女性) 

マスクは２枚するべき。(60 代女性) 

マスクバス必要。(40 代女性) 

マスクをするしないは自由だが、マスク無しの場合は人混みの中で大声で話さない常識を持って欲しい

と感じる。(50 代男性) 

マスクを着用する事には異論はありませんが、ウイルスの侵入を完璧に防ぎ、なおかつ呼吸が楽にでき

る（吐いた息が籠らない）等のマスクを開発してほしい。(40 代女性) 

マスクを着用する事には特に不便さを感じなくなった。(40 代男性) 

マスクを着用を長くしていると、肌に吹き出ものができやすい。(70 代女性) 

マスク社会になってるとおもいます(40 代女性) 

マスク着用で犯罪が心配、歩いていて咳が出た時マスクをして無いと周りの人が迷惑そうな態度をする

(70 代男性) 

マスク着用の効果の程は不明な点も多々あると思うが、咳エチケットの点では安心感があるから。(70 代

女性) 

マスク着用はしかたないと思う。取っていいってなってもまだ正直怖い。でもご飯を食べに行った時に

黙食はしないから、結局症状がない場合はマスクしなくてもいいのかなとも。。(20 代女性) 

マスク着用は仕方ない(50 代男性) 

マスク着用は施設毎に具体的に示して  ほしい。(80 歳以上男性) 

マスク着用は自由だが、少しでも自分や家族に異変がある場合は、マスク着用義務は絶対必要。  他人

に感染するリスクをおわしてはいけない。(40 代女性) 

マスク着用は冬場はよいが、気温が高い日は息苦しくなってしまうので、ずーっと続けるのは反対です。

(70 代女性) 

マスク着用をなくすと外に出たくない人達がいる。まずはマスク着用下で観光や外食産業が立ち直って

から、マスク論争したらよい。(30 代) 

まだまだマスク逸るべきだ。(70 代男性) 

まだまだ安心出来ない(70 代女性) 

まだまだ増えています。又新しい形も出て来ますから｡来年春ぐらいから正常になって欲しいです。ワク

チンは五回打ちました。毎回熱がでました(70 代女性) 

まだまだ油断出来ない。(40 代男性) 

まだ先が見えない波が尽きていない(80 歳以上女性) 

マンネリ化している  意義と医学面のＰＲを常にすべき(70 代男性) 

もう着用しなくても良いですが、個々の意思でするべきですが、日本人の場合はトップの方から外さな

いと国民は外さないと思う(40 代女性) 

わからない(60 代男性) 

わからない(40 代女性) 

安全第一(60 代女性) 



以前から日本にはマスク着用の人がたくさんいる。コロナがある程度落ち着いたら、個人の裁量に任せ

るべきだ。(40 代男性) 

意識の面も含めて感染拡大抑止効果ありと考えます(50 代男性) 

医療従事者ぎ着用しているマスクは、対策として有効だと思う。(40 代女性) 

一度外して楽を覚えると次回またまん延し出した時にマスクをするのが大変に思ってくると思う(70 代

女性) 

飲み薬が完成したら、外してもいいと思う(40 代男性) 

屋外でははずせる雰囲気になればいいと思うが、第８波の状況ではむずかしくないなってきた。(50 代

男性) 

夏までにはマスクなしの世の中になってほしい(40 代女性) 

海外ではマスクをしていない国もあり、そこへ行くとマスクは外します。帰国する飛行機が日本に近付

くと皆さんマスクを付け始めます。日本は遅れているなと思います。(40 代女性) 

海外のようにマスクを外す形をとりたいのであれば、屋外だけではなく、屋内でマスクを外すことを許

可してほしい(18～19 歳女性) 

外など感染リスクが低い場所ではマスクを外しやすい雰囲気になっていけばいいと思う。(20 代女性) 

咳が出るなら着けるのは最低限のマナー    風邪でもインフルエンザでもコロナでも(20 代) 

感染の可能性を考え、着けるか、着けないか、判断するように変えていく時期。(50 代男性) 

感染リスクの高いと思われるところでは、自主的にマスクをするようにしたいものですが、犯人探しの

ような批判はやめるべき       (80 歳以上女性) 

感染リスクは可能な限り最小化すべきだと思う。(80 歳以上男性) 

感染をかなり防げる(70 代女性) 

感染拡大防止と、  無理な食事会を断れる(50 代女性) 

感染者が継続して明らかに減少傾向になっているなら着用を止めると思う。(70 代男性) 

感染症が怖い(60 代男性) 

感染対策になるから(70 代女性) 

感染予防です。(70 代男性) 

感染予防は出来ている。(70 代) 

具合が少しでも悪い人は絶対マスクをしてほしい。体調が良い人は着用しなくてもいい雰囲気になると

いい。(50 代女性) 

個々人の考え方によって着脱の基準が異なるので、相手の衛生観念が以前より気になるようになってし

まった。(30 代女性) 

個人的に花粉症やアレルギーがあるのでマスクをつけることに抵抗が元々ない。それにコロナ前で人が

いる場所でも関わらずマスクなし手で覆わず大きなくしゃみや咳をする人を不快に思っていたのでマス

クをしてくれてありがたいなと思うこともある。コロナ禍で予防＝マスクという概念ができた事は私は

良いことだなと思う。(20 代女性) 

考えかた次第(60 代女性) 

国内で集団免疫が獲得された状況になれば、屋外での着用はなくしてよい。(60 代男性) 



今のご時世、自分で自分の身を守るべきであり今の日本はコロナに対する考え方が甘くなってると思

う！少しでも感染者が増えて来てるなら直ぐに対策するべき！今の日本の政府自体が全く危機感が無

く、対応も遅すぎる。だから同じ事の繰り返し…(50 代男性) 

今年は、寒いから、マスクは、必要かも。あまり人と話さない。(60 代女性) 

混雑時、会食時。(40 代男性) 

仕事してますからやはり手洗い等してない人がいっぱいます。だから怖いです(70 代女性) 

使い分けて予防する(70 代女性) 

時と場合を選んで着用すれば良いとは思いますが世間体では常に着用が当たり前になってるので個人的

な考えが通用しないので難しい。(40 代女性) 

自己責任(30 代男性) 

自己防衛は、最大の武器に  なる(60 代女性) 

自分で守ることが大事(60 代男性) 

自分なりにマスク二重にして行きます。(70 代女性) 

自分も相手も守る意味で、自身の考え方が違う分難しいんだなぁと思っています。思いやりのある人ば

かりならこうはならないのかと(50 代女性) 

自分を守るために必要だと思うが、汚いマスクをするならなくてもいい。(40 代女性) 

自分自身で気を付ける事が大事だと思います(70 代男性) 

自分自身の身は自分で守る(70 代女性) 

室内では有用。(70 代女性) 

若者が見出す傾向が高い。路上飲酒は守らない！自覚他人の迷惑に欠けすぎている！(60 代女性) 

小泉(70 代男性) 

少しは、相手に失礼に成らないし防げると思っている。(60 代女性) 

状況に応じて、ルールを明確にした方がいい。(60 代女性) 

新型コロナの治療薬が、クリニックレベルで、安価で安定して処方できるようになれば、マスク着用は

任意でいいと思う。(40 代女性) 

人が密集している場所ではマスクを着用するべきだと思うが、私の勤務先は来客の時だけマスクをして

いるが通常は着用しない。(60 代女性) 

人混みのばわ(80 歳以上男性) 

人混みや対面しての会話時には、必ずすべきだが、なるべくしない場合を拡大していく。(70 代男性) 

成り行きにて(50 代男性) 

政府が着用義務を解除したとしても、日本人はインフルエンザ流行期など元々マスク着用に対して抵抗

感の少ない排他的な考えの民族だと思うので、この先も自主的にマスク着用は続き、それが社会のモラ

ルとして暗黙の了解になっていくと思う(50 代女性) 

石破茂(70 代男性) 

積極的に大胆に動き回る。  冷静である。いい参謀がいそう(70 代男性) 

着ける事に不快を感じなければ着用した方が良い。(70 代男性) 

着用は一番簡単なコロナ対策。(60 代女性) 

着用問題なし(50 代男性) 



冬だし公共の場ではまだ着用したほうが良いと思う。外国人も増えてきているので。仲間内だけなら必

要無いのかなと思う。(30 代女性) 

冬の乾燥して他の感染症が流行る季節や花粉症の季節などはすればいいが、来年の夏などは外したい(20

代男性) 

特に今までの着用頻度で問題ない。(30 代男性) 

日本だけ律儀にマスク着用。(30 代男性) 

日本でマスクを外すのは風潮的にもすぐにはできないと思う(18～19 歳女性) 

熱中症対策は確かに必要だが、今夏以降の妙にマスクを外させようとする傾向は間違っていたと思う。

(30 代女性) 

白に統一(40 代男性) 

飛まつの感染に効果があると思う。(40 代男性) 

鼻マスクは OK にするのか NG にするのか、人によっての意見が分かれ曖昧。  肌荒れを起こす。(40 代

男性) 

不安(40 代女性) 

付けていたら少しは安心できるのでは…(50 代女性) 

風邪やインフルエンザ予防にもなる(20 代女性) 

風邪予防(40 代女性) 

分からない(60 代男性) 

別によい(20 代女性) 

無難だから(50 代) 

問題ない(20 代男性) 

予防としては、有効だと思う。(40 代女性) 

予防効果がある(50 代男性) 

落ち着くまではマスクをし続けても良い(30 代女性) 

良い(40 代女性) 

良いことだと思う。(70 代女性) 

良いと思います。(40 代女性) 

あごの下にするな   (70 代男性) 

あまり気にしない方が良い(50 代) 

ガイドラインは守るべき。  外す方向がいいが、公共の場では、その場のルールに従うべき。(30 代男

性) 

コロナの薬ができたり、濃厚接触者の定義がなくなり、インフルエンザくらいの社会の対応になればマ

スク着用をしなくてもいいと思う(30 代女性) 

そろそろ第 5 類に！(40 代男性) 

つけているかどうかをお互いに指摘し合わなくても良い程度に緩和されるとちょうどよいかなと考えま

す(40 代男性) 

できるだけ早くに外せる時期が来てほしい。その為に効果が長いワクチンが開発さされるか、治療薬が

出回ってほしいと思います(30 代男性) 

とくになし(30 代女性) 



マスクが当たり前という風潮を打破してほしい(60 代男性) 

マスクは、肺に良くない!  どちらかが、してれば良い(60 代女性) 

マスクは原則不要と宣言して良いです。  風邪と疑わしい人物については権限ある人がマスクを強要出

来るものとし、日常生活においてはマスク不要に切り替えて良いと思います。    コロナ初期の直ちに

死に至る病、から症状が変化しています。    ルールも変化すべきです。      別タイトルについてで

すが、旧統一教会については、信仰の自由を無視して、法律を作るべきです。  反社会勢力として指定

宗教とし、直ちに弾圧し、壊滅、根絶し、類似宗教も同じく損壊させ、正常化していきましょう。    ま

た、消費税については、廃止しましょう。インバウンド需要は見込めません。日本は安いだけで良い観

光地ではなくなりました。  高齢者への支援を削り、技術革新へ投資してください。  国民以外の人間

に、在留資格を確認し、滞在期間は短期間だけという制限を設け、責任を持って本国へ返してください。

不要です。    土地、固定資産税の件、日本国で管理して下さい。不要な土地に関しては返還を受け付

ける仕組みを作り、必要な人へ販売する事で利益を得てください。  それで固定資産税の代わりとして

ください。  持っているだけでコストとは国の繁栄妨害としかいえまけん。    100 年先の日本が栄え

る為に法律の整地を行ってください。    生活保護について  新たな保護ルールを設定提案します。  現

時点での生活保護は一律の保護です。  困窮段階において、保障レベルを変更する事が望ましいです。  

軽度、中度、重度、等、需給金額を変更し、需給者の全収支における過剰な保護供給を改善する事が良

いと思います。(30 代男性) 

マスクをきちんと着用していないのでは意味がないと思う。鼻出しとか人と話す時にはマスクを顎にか

けている人がいるがおかしいお思う。(60 代女性) 

マスクをしていても、感染する場合が多々あるのだから、人前では、着用するべき。       しかし、

そろそろマスクなしで、外相してみたい(40 代女性) 

マスクをしていなくても批判しないで欲しい(40 代女性) 

マスクを外す機会が増えてもいいと思うが、今の感染拡大を考えると難しいのではないかと考える。(20

代女性) 

マスクを着用してる人は、外していても感染対策が出来てる人だと思う。  してない人ほど、自分勝手

な人が多い思う。  そういう輩には中国のような対策も必要だと思う。(40 代男性) 

マスク着用の必要性は、大分低くなっていると思う。(60 代男性) 

マスク着用は必要ないのかもしれないが人が多い場所などではしている方が安全なのかと思うし、して

いる人がいると安心する(30 代女性) 

マスコミが面白おかしく煽っている。(50 代男性) 

まだ外せないのはわかるが、いつまで続くのか不安になる。  私たちオッサンはいいとして、小さいお

子さんは情操教育にも影響が出ていそうで少しでも早く外せる状況になってほしい。  ただ、この現状

でマスクをしていない人＝ちょっと変な人とわかるので、そう言った点では関わらなくていい利点はあ

る。(30 代男性) 

まわりに人がいない場所では無条件で外してもかまわない世の中を希望(50 代男性) 

みんなで協力して早く治めて、医療関係の人に体を休めてほしいです。(60 代男性) 

もう、屋外でわ、マスクは着用しなくて良いのでは。(70 代男性) 

もうスマホなくてもいいと思う。(18～19 歳男性) 

わかりません(80 歳以上女性) 

ワクチン接種者の増加に伴い、感染者の減少が続いてきたら、マスクは必要ないと思います。(60 代女



性) 

      はどうでもいい‼(60 代男性) 

運動会や各種発表会でマスクをした子供の写真しかとれないのが悲しい。(40 代男性) 

屋外では、はずしたい。  外国人にも、場面に応じてマスクをしてほしい(60 代) 

屋外ではマスクを外すよう政府が推奨しているが国会議員が率先垂範して欲しい。(70 代女性) 

屋外や人の少ない店舗等はマスクなしでいいとなっているが、周りがマスクだらけだと、はずせない空

気を何とかしたい(60 代男性) 

何で質問するかがワカラナイ(60 代男性) 

夏は暑く息苦しいが、今はコロナ以外インフルエンザ、風邪の予防にもなると思います。  屋外は着用

したくないです。(60 代女性) 

海外の例を参考にして、場所によっては強制的な着用は求めない(50 代男性) 

外したい人は外してもいいと思うが、外している人が咳やくしゃみをしたら気になるからはっきり答え

が自分でも出せない。(60 代女性) 

外してもよい環境をととのえる(70 代男性) 

外の開けた空間で距離があれば外してよいというのには賛同するが、都市部では現実的に難しいと思う。

むしろ、店舗などでの手指消毒、手洗い設備の再確認を呼びかけるとよいと思う。(50 代女性) 

確かに、マスクがあると無いとで全く差が無いとは言わないが、法律で義務化されていない以上は外し

ても白い目で見られない世の中になって欲しい(20 代男性) 

感染状況を考えながらその都度判断する。(40 代男性) 

緩和の方向に徐々に向かうようにもう少し後押ししてもらいたい。(60 代男性) 

岸田に早くやめてほしい(20 代男性) 

基本的な考えは政府の考えに賛成する。マスクしない人はコロナ、インフルエンザにかかるし、感染し

ても援助すべきではない。真剣に考えてる人は感染した後の事も対策している(40 代男性) 

義務のように感じさせないような報道にしてほしい(50 代男性) 

健康状、マスクを出来ない人は自己判断で無理せず着用しなくてもいいと思う。(30 代女性) 

現在の厚労省の指針で良いと思う。(70 代女性) 

現状の政府のアナウンス通りで問題無いと思っている(50 代男性) 

現状を続ける(60 代男性) 

限られた密集でのマスク着用にすべき  つまり 現状の対応で良い(60 代男性) 

公共交通機関や屋内もはずせるような雰囲気になって欲しい  ただ、コロナどうこうより  冬が始まり、

風邪やインフルが流行る季節なので世の中のマスクルールが変わるのは来春な気がする(20 代男性) 

厚生省のマスク着用の判断基準が細かすぎて、実行するのは難しいと思う。また個々の捉え方の差がで

ることで、より曖昧になる。    日本人のマスク着用が当たり前になりすぎているのは変えていく必要

があると思う。着用を「義務」にしなくても、今のようにする人はする、しない人はしないと思われる

ので、病院や介護施設等を除いては義務化しなくてもいいと思う。(20 代女性) 

国の対策や支援が不足している為、国民に対する対応はもはや期待していない。医療従事者の方への心

配のみ。(30 代男性) 

国民全員が、コロナワクチン接種を受ければ、マスクは要らない。予防接種は、強制接種にしても良い。

(70 代男性) 



今提示されている条件で良いと思う。(30 代女性) 

治療薬を速く作り承認してインフルエンザ対応のようにするべき。(70 代男性) 

写真撮影や飲食店などで外さずに、マスクをしていない時と同じスタイルになるマスクを開発して欲し

い。(40 代女性) 

周りのプレシャーがあるからマスクするが個人的にはいらないと思う。(30 代男性) 

周囲の環境を観てマスク着用が必要か判断する。(70 代男性) 

場合によっては外していいと政府が出してもやはり周りの目が気になる(20 代女性) 

人の表情がわからない(30 代女性) 

政治家が率先して外さないと、国民は外さない  外国人には来てほしいけど  コロナは蔓延したくない

は道理に合わない(50 代女性) 

政府は、人の少ない所や 話をしないならば、マスクをしなくても良いとなって、いますが、浸透して

いないしマスクを外しているだけで、奇異な目で、見られるのは、不思議な 日本人きひつで嫌ですね。  

感染対策は、個人の問題だし結果は自分の責任。  もう、３年もやっているんだから 政府が対策を講

じないとか、責任追及ばかりではなくて、大人になって欲しいですね！(60 代女性) 

政府はマスク外せと言っても電車等はマスク着用を訴えかけており、方向性が全く異なる。また、日本

人の特性もあるがマスクしてる人が大多数であり、電車やショッピング施設でもマスク着用のアナウン

スがある限り、結果としてマスクは外せないと思う。  コロナに罹っても、インフルエンザより軽症で

ある場合もあり、マスク着用の他にもやるべきことはたくさんあると思う。(20 代女性) 

先月ハワイに行って来た処、現地では殆ど未着用でした。飲食店のスタッフは、けっこうマスクしてい

ましたに(70 代男性) 

他人に迷惑をかけない様にすれば良い。(60 代男性) 

妥当だと思う(70 代男性) 

第 8 波終了後に個人の自由選択とすべきと考える。(60 代男性) 

第五類にしてマスクをしたい人だけするようにして強制はやめた方がいいと思う  今はお店に入るには

マスク必須だから(40 代男性) 

致死率が低いならインフルエンザ並にすれば良い(40 代男性) 

着用していないからといって白い目で見るのは日本人の悪癖  変な所で真面目過ぎるヨ(60 代男性) 

着用は個人の自由で、但し風邪、インフルエンザ、新型コロナ？で体調が良く無い人は、着用をして外

出すること守れ無い人は自宅待機それでも守れ無い人には何らかの法的処置(罰金とか)もう新型コロ

ナ？もインフルと同じ分類に下げて貰いたいしもういい加減本当の事を政府は話しして貰いたい仕事し

づらいホントマジに！(60 代男性) 

着用を過度に促すのもいかがかなとは思う。(20 代男性) 

中途半端(60 代男性) 

適正な着用方法を TV 等広告媒体を使って、広めるべき。(50 代男性) 

冬はまだいいけど暑くなったら辛い    しょうがないと思ってはいるけど(30 代女性) 

冬場は乾燥もあり、他にも感染症が出始めるのでマスクの必要性を感じるが、屋外や夏場は気になる人

以外はマスクを外していいと思う。(30 代女性) 

鼻から 100%吸引している鼻出しマスクな人が多くて感染対策してないじゃないかと思う(30 代男性) 

必要だけど、メリハリをつけていくことも大事だと思う。世間では、マスク警察のように、やたらとう

るさい人もいたりするから。(40 代男性) 



必要ならする(70 代男性) 

別に(50 代男性) 

法令上の罰則がないなら、着けることを強制するのはどうかと思うが、お店などが独自のルールを決め

ており、自身がその店を利用するのであれば、それには従うべきだと思う。(30 代男性) 

無し(30 代女性) 

無し(60 代男性) 

免疫を上げるテレビ番組や SNS 発信を多くして、自分の体に免疫を作る事を生活習慣のヒントになる

ように発信して欲しい(50 代女性) 

面倒(20 代男性) 

曖昧な感じがでてきてよくわからなくなっている。(30 代女性) 

bmi25 以上、基礎疾患がある、ワクチン未接種 or ワクチン接種が 2 回以下、体脂肪率が男性で 22%以

上 or 女性で 32%以上、喫煙者、薬物中毒者はマスク着用を推奨するが、いずれにも該当しない人はマ

スクつける意味があるのかと言うのが正直疑問である。  マスク着用でなんとかなるという馬鹿けた考

えをやめて、糖質制限や運動などを積極的にやるべきである。米国や欧州の敬虔なクリスチャンからビ

ーガン、東南アジア人までみんなそういう取り組みを行っている。(20 代男性) 

マスクが効力を発揮するのは、ウイルスの空間浮遊量が少ない場所であることを考えると、マスク以上

に換気が大切になってくるので、何がなんでもマスク着用としなくても良いと思うし、重要視されてい

ないけれど丁寧なうがいをすることもウイルス対策の一つと考えている。(60 代女性) 

マスクをほとんどの人が着けているのは異常だと思う(50 代男性) 

今まで通りマスクはすれば気だと思う(20 代女性) 

着用義務のある場所を限定すべきだと思う(50 代男性) 

分からない(40 代女性) 

いらん(40 代男性) 

しらん(30 代) 

どちらとも言えない(50 代女性) 

わからない(40 代女性) 

わからない(40 代男性) 

異論マスク(50 代) 

使い捨てのマスク  使ってます(60 代男性) 

特にない。  必要とも不要とも言えないが、着けないなら着けている人への敬意は示すべきだと思う。

(40 代男性) 

分からない。(30 代女性) 

 


