
T.P.O.を考え各人が判断する  人混みでは付け、屋外の状況によつてはマスクは外すと言うふうに柔軟

に対応する。自分で判断することが必要と思う。(80 歳以上男性) 

インフルエンザと同等に考えたらいいと思います。  マスクも必要とする人だけすればよいのではと思

います。(40 代女性) 

インフル予防にもなるため続けていいと思う。つけたい人は付けて、つけたくない人は付けないでいい。

(20 代男性) 

コロナ対策で基礎疾患のある人はマスクをした方が良いと思います、個人の常識に委ねるしか無いと思

います(70 代男性) 

したいひとがすればいい(20 代) 

したい人はして、したくない人ははずせばいいと思う。  自分はマスクをつけて外出したいと思ってい

る。(50 代女性) 

したい人はする(20 代男性) 

したい人はすればいい(50 代女性) 

したい人はすればいいし、したくない人にも寛容である社会になるように導いてほしい。顔が見えない

のが普通になっている子供たちの将来が心配だ。(40 代女性) 

したい人はすれば良いし、外したい人は外せば良いし個人の自由かと。(40 代男性) 

したい人は続けて  やめたい人はやめたらいいと思います。(40 代女性) 

したければすればいい、外したければ外せばよい(30 代男性) 

つけたい人がつければよい。日本人はコロナだけにつけてるわけではないと思う。(30 代女性) 

つけたい人がつければ良い(40 代男性) 

つけるのも、つけないのも個人の自由  人が多いところではマスクをつけて欲しい(30 代女性) 

マスクなしでもいいと思う。個人にまかせれば。  電車内はしてほしい。(60 代女性) 

マスクは、個人の自由で良いと思います。私は、着用を続けますが、  人それぞれの考え方が有るでし

ょう。(60 代男性) 

マスクは、自己判断で良いかと思う。(70 代男性) 

マスクはある程度の効果があると認められているので、したい人はすればいい。(40 代女性) 

マスクは外したい人は外せばいいし、付けたい人は付ければいい。  どちらかに偏った運動やキャンペ

ーンをする必要はまったくない。  教育がしっかりしているこの国で、いつから他人様に強制できると

驕り高ぶった者だらけになってしまったのか、残念に思います。(20 代男性) 

マスクは希望者のみ着用にらしたら良いとおもう(50 代女性) 

マスクは自由でその人の判断でいいと思うのですが(60 代女性) 

マスクは出来るだけしていた方が安心出来るが、マスクに依存し過ぎるのも良く無いと思うので、マス

クをしたくない人等は海外の様にしなくても良いのかなぁ…と思う(40 代女性) 

マスクは常時したければすれば良いと思います。(60 代女性) 

マスクをつけるつけないは自由で良いのでは(70 代女性) 

マスク外せと口うるさい人が鬱陶しい  つけたい人がつけて、外したい人は外せばいい  個人の自由だ

(30 代) 

マスク着用は、個人の考えでいいと思う。任意(60 代男性) 

マスク着用は個人の考え方で着用してもよい時期になったのではないか。(60 代女性) 



マスク着用は自由で良い。(60 代男性) 

ますは、したい人がして、したきないなら、しなくても良いんじゃないかと思う。 個々の自由と思う。

(50 代女性) 

やりたい人はやればよし(40 代女性) 

ワクチン接種も進んだので、一人ひとりが他人に強要されることなく、自分の納得できるように取り組

めば良いと思う。(30 代男性) 

欧米諸国と同じようにマスクの着用は個人の自由に任せて強制はさせない。(80 歳以上男性) 

家族や、他人に迷惑かかる可能性があることを考えた上で、自由でいいと思います。(30 代男性) 

回りを気にせず、外したい人ははずせばいいと思う。また、それに対してマスコミなどは大きく取り上

げることはしないでほしい。取り上げることによって、みんなが反応してしまうから。(40 代男性) 

各々の責任で着脱すれば良い。(60 代女性) 

各々の判断にまかせて良いかと思うが、しないないと非難される場面はまだまだ多いと思う。(40 代女

性) 

各々判断すればいい(30 代) 

各自が考えて着用すれば良いと思う。(60 代女性) 

各自の判断で必要に応じてつければよい  行政や専門家の指示に右往左往する必要は無い(60 代女性) 

各自の判断に任せて良い(30 代男性) 

感染拡大時と店内以外は付けたい人が付ければ良い。(40 代男性) 

感染状況において個人が考えて着用ればいいと思う。ただ医療機関は着用して欲しい。(60 代女性) 

基本的には各自で判断すればよいと思う。罹患者が少ないときははずそうと思うが、他人の目は気にな

る。(60 代女性) 

基本的に病気予防は、自分のためにするものだから個人が考える事(70 代男性) 

既往症があったり、感染リスクの高い人や 職業柄多くの人と接する人は、した方がいい。マスクをす

るとカブれたりデメリットのある人には､無理強いしなくて良いと思う(60 代女性) 

強制ではなく個人の自由だという空気がほしい(70 代女性) 

苦にならない人は着用を続けていくほうが良いと思う。(60 代女性) 

現状のマスク着用の方が安心感もあり良いように思うが、どうしても着用したくない人には強制するべ

きではないと思う。  義務でするというよりも個人が周りを考えてどうするのかという心がけの問題の

方が大事。(40 代女性) 

個々の判断に任せる(50 代男性) 

個人が判断して着用すれば良いと思う(40 代女性) 

個人にまかせる。(60 代女性) 

個人に任せたほうがいい(70 代女性) 

個人に任せるべき。(70 代女性) 

個人の意思で着用でいいと思います。お店についてはお店の考えに任せてそれに従えばいいと思います。

(50 代男性) 

個人の考えに任せれば良い(70 代男性) 

個人の考え方でそれぞれが判断して行くべき(70 代女性) 

個人の自由だと思う 自分で責任を持てばいいと思います(60 代男性) 



個人の自由にしたいです。コロナ以外にもマスクをつけたい人が居るから。(70 代) 

個人の自由にして欲しい(50 代女性) 

個人の自由にそろそろしてもいいのではと思う。(40 代女性) 

個人の自由に任せていい(50 代男性) 

個人の自由に任せる(20 代男性) 

個人の自由に変えていけば良いと思う(40 代女性) 

個人の判断に委ねるべき(40 代男性) 

個人の判断に任せる。  何でもお上に決めさせる今の風潮は無責任。  かかりたくない人は予防に決め

られなくても、マスクする。(70 代女性) 

個人の判断に任せれば良いと思う(50 代女性) 

個人個人の対策として重要(50 代男性) 

個人的にはマスクはまだ必要だと思うが個人の自由でも良い気がします。(30 代女性) 

個人判断でいいと思う。  感染したくないのであれば、個人で対策すればいいのでは？(40 代女性) 

公の場所でのマスク着用については自分の意思で判断すれば良い。全ての人に一律にマスク着用を強制

するのはそろそろ終わりにしたらいいと思う。私は自分の意思で着用しているだけなので。(40 代女性) 

国民一人一人がマスク着用の有無を判断していければ良いと思う  必ずしも着用義務が良いとは思わな

い(30 代男性) 

今日まで当たり前にマスクしてるので、今後は個人の危機管理のもと考えればと思う。(50 代女性) 

私の場合は、コロナ治療薬がまだ無い時点で、コロナ重症化リスクがある身なので、罹患を避けるため

にマスクは必要であると考えるが、リスクの無い人達は、マスク無しでも良いのでは。と考える。(60 代

女性) 

私はマスクに対して抵抗はないので自己防衛の為につける。必要としないと思う人はつけなくても良い

と思う。(50 代女性) 

私は着用を続けるが、着用については個人の責任の範囲で着用として良いのではないかと思う。(30 代

男性) 

時と場合によって、その状況で個人の判断で着用はした方が良い。(40 代女性) 

自己責任でマスクを外しても良いことにしてもいいと思う。  ただ、今の職場にはコロナ後に来たので、

今さら自分の顔を晒すのが恥ずかしく（いわゆる「顔パンツ」の状態）、なかなか勇気が出ないという本

音もあります。(50 代女性) 

自己判断と各管理者の判断(70 代女性) 

自己防衛の為、着用したい人はすれば良い。着用を止めなさいと命令されるのは嫌。(60 代女性) 

自身、医療機関勤務なので着用は当然の義務。  外している方がいても気にはならない。  各々の責任

で対応すれば良い。(40 代男性) 

自分たちで考えて(60 代女性) 

自分で着用判断すべき(60 代男性) 

自分で判断すべき(70 代女性) 

自分で判断する  多分外出する時は暫くは着用すると思う(70 代女性) 

自分で判断する問題(70 代男性) 

自分の意思で 着けるなら 続ければ良い。実際 予防効果はあると思うので。  配布など して貰えたら



有難いです。(50 代女性) 

自分の意思で着用すれば良い。(40 代女性) 

自分の判断によって着用を決める(40 代女性) 

自分自身が不安に思うならつけるのは自由だと思うが、電車でマスクなしで黙っている人につけるのを

強要するのは間違ってると思う。(60 代女性) 

自由にすればいい(60 代女性) 

自由にすればいいと思う。(20 代女性) 

自由意志で個人が決めればいい(30 代男性) 

人の居る場所では、マスクはすることには賛成ですが飲食店では、個人責任で自由にしても良いのでは。

(70 代男性) 

人混みに出るときはつけますつけるつけないは自由で自己責任で良いと思う自分のいのちは自分でまも

ります(80 歳以上女性) 

人混みはマスク着用するが、一定の距離が保てる場所や屋外は外してもよいと思う。個人の考えや理由

もあるのでマスク着用を強制するのはどうかと思う。マスクをしないで感染しても自己責任である。(20

代女性) 

人混みや閉鎖された空間では、マスクを着用すべきだと思う。  が、強制はせず個人の判断に任せれば

良いと思う。(60 代男性) 

大声を出したり、咳やくしゃみをしなければはずしても良いとおもうが、はずはなければいけないみた

いに強制や圧をかけるのではなく、はずしたい人が外せば良い。  私自身、花粉症などもありマスクを

する機会が多かったが、コロナ前は人と接する時は外さなければいけない風潮があり、嫌な思いをした。  

もう少し寛容になってほしい。(30 代女性) 

着けたい人は続けるべき(30 代男性) 

着用したい人はそのまま。  したい人、したくない人お互いが強制をしない。    公共の場で着用しな

い人は話をしなければ問題ないと感じる。    飲み薬等が広く流通すれば、インフルエンザ等感染症と

同様の対応で良いと思う。(20 代男性) 

着用したい人は着ければいい。義務化はなくしてもいいと思う。(30 代女性) 

着用している人を批判しないようにしてくれるなら、自由でもいいと思う。(50 代女性) 

着用する、しないは個人の自由で、政府からのお願いや方針は不要。  コロナに限らず、病気はなる時

はなるので、過剰に対策を意識する必要はない。(30 代男性) 

着用するか否かは個人の意思に任せれば良いと思う(40 代女性) 

着用するにせよ着用しないにせよ同調圧力には断固反対です。(50 代男性) 

着用の義務なし。  着用したい人は継続。(40 代男性) 

着用は自己判断でいいと思う(30 代女性) 

着用は本人の意志でいいと思う。(50 代女性) 

着用を義務付ける必要は無いと思う。したい人はすれば良いし、嫌な人はしなくてもいいし、個人の自

由で良いと思う。(40 代女性) 

着用を続けるのも外すのも自由だと思う。(40 代男性) 

当分の間人混みの中はマスク着用  時と場所を考え自己判断で  いいと思う  責任ある行動をとるべき

(60 代女性) 

任意で着用を続ければいいと思います(40 代) 



必要性を感じる場合や、感じる人のみが、着用すべきで統一させるべきでは、ないと思う。例えば、部

屋の中でも必要性があると思う人は、着用し、無くても影響の無い人は、着用しなくてもいいことも、

考えていいと思う。(40 代男性) 

付けるつけないは自由で(70 代女性) 

本人の環境対応判断(60 代男性) 

本人の判断で良いと思う(80 歳以上女性) 

予防として 必要と思う人は着用。  インフルエンザと同じ対応がいい。  自己責任(60 代女性) 

様々な状況に応じて他に迷惑をかけないよう着用の判断は個人で行いたい。  着用したい時に着用した

い。(60 代女性) 

「マスク着用は個人判断でよい」と考えていますが、社会がこれを許容しません。政治、マスコミは、

マスクの常時着用で損なう負の面について、かなり強めの発信をする必要があると思います。(50 代男

性) 

あまり神経質にならないで状況に応じて個人の判断でやればいいと思います(70 代男性) 

インフルエンザ同様感染者のみ必須。その他は、任意。(70 代男性) 

ウィズコロナに切る変えるべきだと思います。  コロナがあるのも普通の生活だと認めていったほうが

良い。マスクも希望する人は続ければ良い。(70 代女性) 

お守り程度の効果しか見込めないので、個人の判断でつけるつけないは好きにすれば良い。(30 代男性) 

したい人がすれば良い。(30 代女性) 

したい人だけ着用する(20 代女性) 

したい人はすればいい。  したくない人はしなければいい。  するしないを決めても、ほとんどの人が

マスクをはめている今でもう増加してるから意味がないように思える。  子供たちは学校等で友達と遊

んだり話したりする時すでにマスクの意識は低くなっていて、見えない所で注意するのも難しいのでい

つ感染してもおかしくないなと思う。(20 代女性) 

したい人はすればいいししたくない人は外せば良いと思う。着用派、未着用派お互いを叩き合うのは正

直不毛な戦いだと思う(20 代男性) 

したい人は着用する。  したくない人は着用しないを選べる自由を(20 代男性) 

する、しないを自由にしたいが、世間が許さない。(60 代男性) 

それぞれの判断でいいのではないですか(60 代女性) 

そろそろ自主性に委ねていい頃かと。(40 代男性) 

そろそろ任意でよいと思う。(50 代女性) 

つけたい人、外したい人、自由にすればよいと思う(50 代男性) 

つけたい人がつける(40 代男性) 

つけたい人はつければいい(40 代男性) 

つけるつけないは自由にして欲しいです。今更つけたところで変わらないとも思います。  ただ、つけ

るならちゃんとした使用法でつけて欲しいとも思います。意味もなくお飾りでつけているだけならいら

ないかなと。鼻マスクや顎マスク等無駄な付け方をするくらいならつけなきゃいいのにと毎回目にする

度思うので。(30 代女性) 

マスクはしたい人がすれば  いいと思います。  マスクしててもコロナになるのは間違いないので！(50

代女性) 

マスクはしたい人だけすれば良い(70 代女性) 



マスクはしたい人は着用すればよい(40 代女性) 

マスクはしなくていいと思う。  体調が悪いとか咳が出るならする自分はする。  防衛の為にマスクを

したい人はすればいい個人の判断。(40 代男性) 

マスクはもう、個人の自由にするべきだと思います。(30 代女性) 

マスクは個人の判断(50 代男性) 

マスクは自由にすればよい(30 代男性) 

マスクは付けたい人が付ければいい。(60 代男性) 

マスクをすることによる  デメリットを考え  マスク着用の自由化を!(40 代女性) 

マスクを義務化する必要はないし、外すことの指示も不要である。自分で考えて、判断するべきもので

ある。(30 代女性) 

屋外のマスク着用は任意でいいと思う。(30 代男性) 

海外からみたらおかしい事だが、もともと日本にはマスクの文化があったから個人の判断にまかせれば

いいと思う(40 代女性) 

海外の方は着けなくて当たり前、その方々を受け入れたのであれば、着用に固執しなくても良いのでは。

しかしながら日本人は日本人の生き方考え方があるので、着けなくて良いにして後は、各個人が決めれ

ば良いと思う。(50 代男性) 

海外は着けていないのになぜつける必要があるのか。  風邪というのであるのならつけたい人だけつけ

れば良いのでは(20 代女性) 

外したい人は外し、付けたい人は付ければ良い。外す外さないの議論は馬鹿馬鹿しい(30 代男性) 

街中のマスクの着用するしないは、個人の自由でいいと思う。  お店は従業員を第一に、安心できる対

策をしてくれればいいと思う。(30 代女性) 

感染症についてもっと国民は勉強すべきです。外す時付ける時で自己責任にするべきです(60 代女性) 

気になる人だけが着用すれば良い(60 代男性) 

気に成る人は付ければ良いです。原則は外す方が良いです。臨機応変に対応すれば良い。しかし顔の見

え無いビジネスは成立し難いです。(40 代男性) 

現状を見て自発的に考える(70 代女性) 

個々の判断で状況におおじ  着用すれば良い(80 歳以上男性) 

個人で判断(70 代女性) 

個人のモラルに任せます。(40 代女性) 

個人の意思に委せる(60 代男性) 

個人の考えでいいかな  まだ油断は禁物です  大勢での会食など気をつけてほしい(70 代女性) 

個人の考えに任せる(60 代男性) 

個人の考え方(50 代男性) 

個人の自由(60 代男性) 

個人の自由にするべき(50 代男性) 

個人の自由を尊重すべき。例えばマスクをしてなければ入店できないとか、利用できないなど、おかし

いと思う。(50 代女性) 

個人の責任にしたら良い(60 代女性) 

個人の判断で自由にしたらいい(40 代女性) 



個人の判断で良いと思う。(40 代女性) 

個人の判断に任せたらいい(40 代女性) 

個人の判断に任せる(30 代女性) 

個人の判断に任せる。(70 代男性) 

個人の判断に任せればよいとおもいます(50 代女性) 

個人判断(20 代女性) 

公共施設内はマスク着用  したいが、後は適宜自己判断で良いと思う。(70 代女性) 

混雑している場所以外は、自由でいいと思う(40 代女性) 

自己管理(30 代男性) 

自己判断で、外出するときは、ひと目を気にしないで行動する。(70 代男性) 

自主判断に任せるタイミングである。(50 代男性) 

自身の考えで着用を決める(70 代男性) 

自身の考えに基づき取り組む事で良いと思う(60 代男性) 

自分の感覚で臨機応変にきめる。(70 代男性) 

自由にしてほしい(70 代女性) 

自由にマスクの着用有無が選べると良い(50 代女性) 

自由に選択できる雰囲気を作って欲しい。そろそろマスクなしでもいいと思う。(40 代女性) 

室内以外は着用自由。(50 代男性) 

人それぞれ好きなようにすればいい(20 代男性) 

人混みの所は、するべき  他は、自己判断する(70 代女性) 

続けたい人だけ続けるべき(20 代男性) 

他者との接触が密な場合以外は、着用は個人の判断で良いと思う。(70 代男性) 

体調が良い時は、マスクの着用を自由にしてほしいと思う。  しかし、老人男性や幼い子どもが、容赦

なく咳やくしゃみをしているのを見ると、外すのは怖いと思う。結局、自分の身は自分で守るしかない。

(40 代女性) 

体調の悪い方、希望する方だけ着用すれば良い(30 代女性) 

地方ではマスク着用を求める店舗が多い  インフルエンザの予防対策のようにある程度個人の意思に任

せるべきであって、義務付けのはおかしいと思う(20 代女性) 

着けたい人は着けて着けたくない人は着けなければ良い(20 代男性) 

着けるのが当たり前になっているから着用に関して苦には思わないが着けるつけないは個人に任せても

良いのではないかと思う(30 代男性) 

着用したい人、したくない人自由に選択すれば良いと思う(30 代女性) 

着用したい人だけ着用すればいいと思う。(40 代女性) 

着用したい人はそのまま着用すればいいと思うし、着用したくなければ着用しなくてもいいし、本人の

意思に任せばいいと思います。(50 代女性) 

着用は、個人の判断（子供は保護者）に委ねてよいと思う。(70 代男性) 

着用は自由で良いと思う。企業側が強要する今の現状を変えたい。子どもたちが可哀想。(30 代女性) 

冬場に向かって自己判断で考えれば良いと思う。(70 代女性) 

任意と言う形で強制は不要(30 代男性) 



必要な所で対策がされていない。  特に水商売のひとたち。  そこを強化すればよい。  マスクはもう

必要ない。  自己判断にしたら良いと思う。(40 代女性) 

必要に、応じて個人の判断で(70 代男性) 

付けたい人が付けたい時に付ければいいし、付けない人は周りに悪影響さえ与えなければ良いと思う。

(40 代男性) 

本人に任せるべき(70 代男性) 

本人の考え次第で良いと思う。(70 代女性) 

本人の自由にさせる(60 代女性) 

密接密集時はマスク着用は継続をし室外では本人の判断で着用でも良いと思います。(50 代女性) 

罹患者でなければ個人の自由(50 代男性) 

マスクの必要なし。するしない自由。民主主義や(20 代男性) 

個人の自由(40 代男性) 

個人の自由でよいと思う(40 代女性) 

個人の自由にして良いと思う(20 代女性) 

個人の判断に任せれば良い(80 歳以上男性) 

自由にすればよい、かかれば自業自得(80 歳以上男性) 

日本人なので周りに合わせなきゃいけないと思う人が大半だと思うがつける人つけない人どちらがいて

もいいと思うしそれを良い悪い言う筋合いは誰にもないと思う。(20 代男性) 

マスクが日常となっているため気にしない。  が、嫌なひとがいるならば着用をやめてもいいのでは(20

代) 

 


