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コロナ感染予防対策のマスク着⽤に関する緊急アンケート 2022 

2022 年７⽉   

市⺠がつくる政治の会 政治活動戦略グループ 

 

◆⽬的 
このアンケートは、2020 年 2 ⽉頃より継続されている感染症予防のためのマスク着⽤に関する緊急アンケートです。市⺠
がつくる政治の会では『何⼈にもマスク着⽤に選択の⾃由があるべき』と考え、実際に市⺠がマスク着⽤に対してどのような
意識を持っているのか、どのようなことに困っているのか、などを調査し、当会会員が調査結果を当会での活動に使⽤するこ
とを⽬的としています。 
 
◆実施期間 
2022 年 6 ⽉ 24 ⽇ 8:00 〜2022 年 6 ⽉ 27 ⽇ 23:59  
 
◆実施対象 
⽇本国内在住の 0 歳〜全年齢層の⽅(WEB 調査) 
  
◆実施⽅法 
アンケートフォームを使⽤した WEB 調査にて、当会会員向け配信メール(6/24 8:00、10,336 通を配信)、SNS 配
信、会員や実施者によるアンケート依頼を同時に実施  
 
◆回収状況  
回答数 3,591 通  
 
◆アンケート結果について(サマリー) 
今回のアンケートでは、全国の回答者 3,591 ⼈に、マスク着⽤に対する意識と、どのようなことに困っているのか等を調査
いたしました。この結果と昨年実施した調査結果の両⽅を当会会員が活動に使⽤いたします。  
 
◆アンケートイメージ画像 
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◆アンケート調査の概要 

昨年と同時期に、ほぼ同質問のアンケートを実施したところ、回答数が昨年の約 13％に減少したことから、社会におけるマ
スクへの危機感や意識の薄れを感じました。全体的にマスク着⽤に対する個⼈の意思（忖度含む）が表れつつある傾向
が⾒えてきた⼀⽅で、⼦どもの⽣活エリアではマスクに関するいじめや不登校が⼀定数確認できたことなどから、マスクが与え
る成⻑発達への影響が今後も懸念される。 

 

◆所感 

今年のマスクアンケートの回答数は 3,591 通と、昨年の 26,571 通に⽐べて⼀桁少ない数字となりました。 
この回答数の減少には理由を象徴するのがある⽅のツイートでした。 
そのツイートは当アンケートの告知分をリツイートするもので、そこに 「いまさらだけど」 と、ひと⾔添えてつぶやいていたのです。 
マスクの着⽤・⾮着⽤にはそれぞれの考えがありますが、どちらの考え⽅側からしても、マスクはすでに“いまさらのこと”になって
いたのです。 
 
市⺠がつくる政治の会は、マスクをするもしないも個⼈の⾃由であると考えています。 
そのため、当会を⽀持してくれる多くの⼈は「マスクをしたくない派」であることが予想され、そのことをよく表しているのが質問７
です。マスクが感染症対策として効果があると思うかという質問に対し、92.5%の⽅が「思わない」と答えています。 
コロナ騒動が始まり２年も経てば、マスクが感染症対策となるのか、ならないのかは、その⽅たちにとって、”いまさら”のことだっ
たのでしょう。 
 
では、マスクをする派の⽅はどのように考えているのでしょうか。 
今年は早々に梅⾬が開け、すでに暑い⽇が続いていますが、それでも街はマスクを着けている⼈で溢れています。 
熱中症対策で屋外ではマスクを外すようにアナウンスされているにも関わらず ”いまさら” 外すことができなくなっているのでは
ないでしょうか。 
そう考えるとたったアンケートの実施４⽇間で 3,591 通もの回答が寄せられたことは多かったのかもしれません。 
 
最近では、ある地⽅⾃治体の教育⻑が、⼦どもたちに「屋外ではマスクを外すように」との声明を発表しました。 
しかし、それはあくまでも熱中症対策を⽬的とした声明であり、感染症対策であるマスクの問題の本質をついていません。 
⼦どもは感染リスクが低いために症状がない限りは、マスクの着⽤は不要であることが明らかなので、⾵邪症状のない⼦ども
たちは、熱中症対策のためではなく、そもそもマスクをする必要がない︕と本来はアナウンスすべきなのです。 
 
来年の今頃、もし、まだマスク社会が続いていたら、“いまさら”と⾔われるかもしれませんが、マスクアンケートを実施して市⺠
の本⾳を聞きたいと思っています。 
マスク社会を“いまさら”にしたくないとの思いで活動してまいりますので、今後ともご協⼒のほどよろしくお願いいたします。 
 

市⺠がつくる政治の会 政治活動戦略グループ 
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質問１）１⽇の中でのあなたのマスク着⽤時間はどのくらいですか? 

回答数︓3591 

回答選択肢 回答数 ⽐率 前年⽐率 対前年⽐ 

３０分未満 1094 30.5% 22.0% ＋8.5% 

１〜２時間程度 463 12.9% 16.0% ー3.1% 

３〜４ 時間程度 240 6.7% 12.0% ー5.3% 

４時間以上６時間未満 251 7.0% 10.0% 3.0％ 

６時間以上８時間未満 360 10.0% 前年項⽬無し ⽐較不可 

８時間以上 12 時間未満 193 5.4% 19.0% ー13.6% 

12 時間以上 18 0.5% 8.0% 7.5% 

着⽤していない   972 27.1% 13.0% ＋14.1%  
3591 100.0%   

 

1 ⽇の中でのマスク着⽤時間が「30分未満」の前年⽐が＋8.5％と、「着⽤していない」の前年⽐が＋14.1％であるこ
と。及び、マスク着⽤時間いずれの項⽬においても前年⽐マイナスとなっており、マスク着⽤が減少していることがわかる。 

 

質問２）着⽤するマスクのタイプを以下よりお選びください。 

回答数︓3591 

回答選択肢 回答数 ⽐率 

不織布（使い捨て） 1291 36.0% 

ウレタン 253 7.0% 
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布 992 27.6% 

着⽤していない 848 23.6% 

その他（ ） 207 5.8%  
3591 100.0% 

 

着⽤するマスクタイプは「不織布」が 36％、次いで「布マスク」27.6％、「ウレタン」7％、「その他」5％。7割はマスクを何ら
かの形で使⽤している。その他の内訳にはメッシュやスケスケ、⽳が⼤きい、編み⽬が⼤きい通気性の良いマスクなどの回答
が⽬⽴った。また、職場では不織布必須やそのものを渡されるなどマスクの種類が限定されていることがうかがえる。また、職
場とそれ以外でのマスクの種類を使い分けている回答があった。「着⽤していない」が 23.6％。質問 1 では「着⽤していな
い」が 27％だったが質問 2 では 23％である。その差は、その他の項⽬に、あごマスクや⾶⾏機の搭乗時や必要時は持ち
歩いているなどの回答が背景にあるようだ。 
 
その他回答↓ 

メッシュ 

マウスシールド 

⽵布 

不織布と布 

ブレスマスク 

メッシュ素材 

分からない 

絹 

⿇ 

スケスケマスク 

ガーゼ 

Ｎ95 
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洗えるタイプのスケスケのマスク 

メッシュのポリエステル 

使い捨て、布併⽤ 

スポーツマスク 

運動時は布、スーパー、カフェ等は不織布 

メッシュ⽣地 

コットン  
職場のみスポーツ⽤のもの 

仕事は透明なマウスシールド 買い物等は⾃分で作った布マスク 

ダイソーのクールマスク 

安倍のマスク(酷⺠マスク) 

オーガニコットン布地 

不織布指⽰の場合のみ 

ヘッドセットマスクやマウスシールド 

シルク 

仕事で不織布マスク必須 普段はしていないがその場の状況により布マスク 

どうしてもつけなければいけないときは不織布 

スパンコール 

どうしてもしなけれぱならない場⾯では通気性の良い布 

コットンの⽳が⼤きいマスク 

透け透け⽳⽳の布 

着⽤していないが、気を張るのに疲れて着⽤する場合は不織布(昔買置きしてた) 

ポリエチレンハニカムメッシュ 

⼿作り布マスクの中に不織布を重ねている 

メッシュのスポーツマスク 

仕事中使い捨て、電⾞、店舗は布 

週 3 のパート時のアゴマスクに不織布 

布や化繊 

マスクシールド 

不織布マスクにこっそり⽳あけたもの 

万が⼀必要になった時⽤に⼤きめメッシュの布マスク 

仕事場では強制なので､できるだけ通気性の良い布タイプにしているが､仕事によっては不織布を強制させられる｡ 

どうしてもの時は布マスク 

どうしても必要なときのみ布 

ほぼつかわないが、使うときは建前マスク 

アミ⽬の荒い息楽マスク 
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どうしてもの時はオーガニック素材の神⾨マスク 

通気性の良い布素材のマスク 

通気性の良い忖度タイプ 

不織布が強制のため、ハサミであちこち切れ込みを⼊れてます( *´⾋｀) 

基本は布 職場で短時間しなければならないときは不織布 

⾃作の薄い布マスク 

普段は布、仕事の時は不織布を強要される 

その時々で布か不織布 

布と不織布重ね付け 

不織布とウレタンの⼆重若しくは状況によりどちらか⼀つ 

しなければならない時は布マスク 

必要な場では不織布と布どっちか。基本着⽤しない 

医療の仕事なので、患者さんと接するときは病院の不織布マスク、昼休みや患者さんについていないときは外しています。 

職場（病院）では不織布、買い物時は布 

網 

スケスケビーズ 

ハンカチひもをつけて後ろで結んでマスク代わりにして勤務 

仕事中は不織布、仕事以外で着⽤する場合は布 

やむを得ない場合は布 

空気が通るファッションマスク 

⼿作り洗濯ネット 

シルケット加⼯ 

会社⽀給品で分からない 

メッシュマスク(仕事、⼦供の送迎のみ) 

⾃作の洗濯ネット 

どうしても着⽤を求められた時は布製をつけてます 

防毒マスク 

メッシュマスク 

ユニクロのエアリズム 

UNIQLO 

不織布と布を使い分けている 

シールド 

素材は分からないですがゴルフウェアの素材だと聞いてます 

布マスクだが、夏は暑く苦しくなるので不織布。 

着⽤したまま⽔が飲めるほど ⽬の荒いメッシュ⽣地で⾃作 

スケスケの布 
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するとしたら布 

着⽤していませんが、⾶⾏機など着⽤するよう⾔われるところは付けています。 

シルクメッシュ 

メッシュタイプ 

マウスシールド（料理などで使うマスク 

マウスガード（⾶沫を⾶ばす講義時は社則によりメッシュマスク） 

メッシュのようなもの 

念のためメッシュマスク持っている。全く意味がないが。⾃分を守るため。変な⼈に暴⾔など吐かれるのを防ぐため。 

仕事柄やむを得なく着⽤する時はメッシュ⽣地 

サージカルマスク 

空気の通る、キラキラマスク 

着⽤していないが外出の時にお守りのように持ち歩くマスクは通気性抜群のなんちゃってマスク布製です。 

 

質問３）マスクにこだわるポイントとして、あなたの考えに⼀番近いものをお選びください。 

回答数︓3591 

回答選択肢 回答数 ⽐率 

常に清潔で⼿軽に使える 504 14.0% 

カラーや形などのファッション性 109 3.0% 

紐部分が痛くない、息苦しくない 1013 28.2% 

コストが掛からず、何度でも使⽤可能 430 12.0% 

着⽤していない 957 26.6% 

その他（ ） 578 16.1%  
3591 100.0% 
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28.2％が「紐部分が痛くない」、「⽣き苦しくない」マスクを選んでいる。16.1％のその他の回答には通気性や天然素材、
呼吸のしやすさ息が楽、肌に負担の少ないものなど⾝体へ配慮した回答が⽬⽴つ。その⼀⽅で、安さ、使い捨て、何でもよ
い、こだわりはないなどの回答もある。また、やむを得ないとき、仕⽅なくなどの回答もあった。 
 
その他回答↓ 

通気性 

息がしやすい 

こだわりなし 

特になし 

素材 

⽇本製 

呼吸がしやすい 

安さ 

天然素材 

⾃然素材 

こだわりはない 

肌荒れしない 

オーガニックコットン 

こだわりはありません 

通気性が良い 

呼吸のしやすさ 

布 

呼吸しやすい 

したくない 

使い捨て 

息のしやすさ 

息が楽 

⼿軽 

安い 

布製 

呼吸が楽なもの 

無農薬 

着⽤したくないが、仕⽅なく着⽤しているので、できるだけ⼼⾝の健康に悪影響がなさそうなものが良いと思う。 

仕事上、仕⽅なく 

⼦供の⼩学校など仕⽅無しに着けているため、こだわりは全く無く使い捨てタイプ 

仕事上つけないといけない時だけなのでなんでも良い 
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スカスカか 

医療関係なので仕⽅なく不織布 

今働いている会社で主に付けて働かなくてはいけないので。 

化学繊維不使⽤ 

なるべく肌にくっつかない物 

息がしやすいもの 

スケスケで呼吸がしやすいオーガニックの⽣地を保育園の送迎時のみ着⽤しています。 

苦しくないもの。 

顔が綺麗に⾒える 

医療従事者なのて決められております 

不織布等、科学繊維は装着できません。 

安い、使い捨て 

職場で⽀給されるから何でもよい 

職場指定のもの 

やむを得なくするときは、通気性がいいもの、呼吸しやすいもの 

⾃然素材でゆるゆるの物 

肌に負担のないもの 

接客業なのでせめて表情が⾒える透明タイプがよい 

政腐⽀給故 

もらったもの 

出来るだけつけない 

安いの 

肌に当たったときチクチクしない 

仕事上、やむを得ず。 

付箋布以外 

着けていて、楽なもの 

素材に使⽤されている物が安全である 

呼吸が楽 

呼吸が普通に出来て尚且つ肌の負担が少ないもの 

多少⾼くても肌、⾝体への負担が少なく、ゴミが出ないもの。 

⼈体に害のないオーガニックコットンなどの素材 

布であること 

マスクをしてないと公共機関を使えないから仕⽅なく 

少しでも害のない素材を使って⼿作りしている 

仕事時は不織布マスク⽀給 必要と思っていないのでこの理由を考えたことはない 

こだわりはないので使い捨てで良い 



 

市⺠がつくる政治の会マスクアンケート 2022 

 

10 

たまたま買った物がウレタンだった 

つけたくない 

マスク着⽤要求される所あるから 

マスクにお⾦をかけない（福祉職のため職場で⽀給される） 

品質、⽣産者 

マスクに拘ることが理解できない。 

基本つけないので、こだわりなし 

インストラクターをしています。クラス で使う呼吸がしやすい特殊な形の布マスク 

息苦しさがない、蒸れない 

会場内のマスク着⽤義務の為やむを得ず着⽤ 

少しでも呼吸のし易い物 

マスク必須の場合だけ通気性しかないマスクをつける 

かゆくならない、息苦しくない 

商業施設に⼊る時に必要だから 

息がしやすいもの。または⿐だしがやりやすいもの。 

職場でマスクをしなければいけないので仕⽅なく着⽤してます。なので安価な物を使⽤。 

こだわりはありません。 

可能な限りスカスカ 

トラブルが⾯倒なので、なんちゃってマスク（スカスカの布）を常に持っている 

ほとんど使わないのでどうしても必要なときだけ家にあるもので出来るだけ苦しくないものを使っています。使い捨てはもった
いないので使いません。 

飾りなのでなるべく息が吸いやすいものを使⽤。 

⿐と⼝を隠すだけの呼吸しやすいデザインで⾃分の顔に合わせて⿇で縫いました 

⾃転⾞通勤時の埃除けと⽇焼け防⽌ 

こだわりないので職場で⽀給されたものを使ってます。 

拘りは無い 

⾷料品を買うとき。店舗に⼊店する際のみ使⽤のため、使い捨てマスクを何度か使⽤。顎に当てて使⽤するなどしてい
る。⽥舎なので地域住⺠との軋轢を避けるため。 

仕事で顎マスクをしている 

会社から無駄に⽀給されたモノを消費している 
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質問４）マスクに対する意識として、今のあなたの考えに近いものを以下からお選びくださ

い。 

回答数︓3591                                                  （前年実施時は複数回答可でした） 

回答選択肢 回答数 ⽐率 前年⽐率 前年⽐ 

感染症対策のため、できる限り全員着⽤すべきである 21 0.6% 21.0% 20.4% 

着⽤していない⼈を⾒ると、注意したくなる 2 0.1% 6.0% 5.9% 

⼈と距離を保てているのであれば、マスクを外しても良いと思
う 

52 1.4% 29.0% 27.6% 

時と場合により、マスクを着けたり外したりすれば良いと思う 318 8.9% 50.0% 41.1% 

マスクを着⽤したい⼈だけが、すればいいと思う 1,219 33.9% 43.0% 9.1% 

マスクを着⽤する必要はないと思う 1,979 55.1% 48.0% +7.1%  
3591 100.0%   

 

 

 

 

 

 

 

「感染対策のため、できる限り全員が着⽤すべきである」が 0.6％であり全体の 1割未満はマスクは感染対策に必要だとい
う認識がある。「マスクは着⽤する必要はないと思う」が 55.1％全体の半数以上はマスクは感染対策には不必要だという
認識。「マスクを着⽤したい⼈だけが、すればいいと思う」が 33.9％時と場合によりマスクを着けたり外したりすればよいと思う
が 8.9％前者と合わせて 43％ほどの⽅がマスク着⽤に個⼈の考えを尊重する回答となっている。 
前年度は複数回答になっており⽐較対象が不可ではあるが、全体の割合から⾒ても全員着⽤すべきという認識は減少し
ているような印象である。昨年度から“マスクは感染症対策に必要である“という認識の変化が伺える。 
 



 

市⺠がつくる政治の会マスクアンケート 2022 

 

12 

質問５）あなたにとってマスクを着⽤する⽣活とはどのようなものですか︖あなたの考えに⼀

番近いものをお選びください。 

回答数︓3591 

回答選択肢 回答数 ⽐率 

マスクはすでに⽣活習慣の⼀部となっており、うっかりマスクを忘れて焦る 59 1.6% 

顔を覆っているから気がラク（ノーメイク、表情を隠せる等） 67 1.9% 

状況に応じてマスクを着脱しており、それに慣れてきている 572 15.9% 

コロナが落ち着くまでは仕⽅ないと思っている 104 2.9% 

マスク着⽤は苦しいと感じ、気軽に外出できずストレスを感じる 808 22.5% 

健康上の理由がありマスクが出来ないことを周りに理解されず⾟い 114 3.2% 

着⽤していない 1,081 30.1% 

その他（） 786 21.9%  
3591 100.0% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「着⽤していない」30.1％、その次に「気軽に外出でずにストレスを感じる」22.5％の回答であり、⾏動⾯及び⼼理的側⾯
への影響があることがうかがえる。「マスク着⽤により慣れが⽣じている」15.9％、着⽤しないことへの焦り 1.6％、顔を隠せる
1.9％などマスク着⽤習慣による⼼理的な変化、特に着⽤することへの安⼼感があるのではないだろうか。 
その他 21.9％の回答には無意味、仕事で仕⽅ない、イヤイヤつける、相⼿を不安にさせないため、状況に応じて、マスクを
着けると咳が出る、マスクは苦しい、幼い⼦供がしているのは不安になるなどの回答がある。マスク着⽤への忖度が⽣活の中
にあるようだ。また、相⼿の為にするという選択も⾒受けられる。 
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その他回答↓ 

無意味 

アホらしい 

⾺⿅⾺⿅しい 

苦痛 

地獄 

息苦しい 

病院勤務で仕⽅なく着⽤ 

奴隷 

仕事上仕⽅なく 

仕事以外はしていない 

仕事以外ではしていない 

マスクはイヤだけど、電⾞の中だけは、⾝の安全を考えて着⽤している。職場ではノーマスク。 

つけてほしいと⾔われたらつける。 

必要なし 

仕事上、つけることになっている。 

相⼿を不安にさせないため 

まだコロナウィルスを恐れておりそれによってマスクを付けている⽅々に真実が伝わればと願っております。マスクの危険性に
ついても周知できればと願います。 

仕事の時だけ短時間付けている。他では付けないのでさほど不便ではない。 

着⽤の有効性を感じない 

ただ息苦しいだけ 

仕事的に仕⽅なく 

やりたくないのに職場にてやらされている。 

⾔われたらするけど、している間は苦痛でしかない。 

仕事の時のみ着⽤している 

仕事上のルールでしなくてはならない場⾯においてのみ、仕⽅がないので着⽤している 

マスクは無意味なので本当は着けたくないから、外ではつけない、可能なら店内でもつけない、つけたくない、無意味 

マスクしていない⼈への⽬線を感じるけど、健康第⼀なので必要ない所では着⽤しないようにしている。 

マスクつけてないと、会社がうるさいので、いやいやつけてます。 

着⽤を促されることに⼤きな違和感がある 

まったくバカバカしいとかんじてます。 

何の利点もない 

するもしないも⾃由、お互いを尊重 

なんとか外す⽅向にもっていきたい 

無意味なマスクをする姿を⾒るのが悲しい 
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状況に応じ対応している 

健康に悪い 

職場や電⾞内、エチケット的につける。外では外します。⿐も常に出してます。 

どうしても必要な時だけしている。 

普段、街中や電⾞に乗る時などはマスク着⽤していません。しかし、接客業のためお客様がいらっしゃる時にはお客様が
安⼼するかと思い着⽤します。 

職業上。現⾦収⼊を絶やしたくは無いため。 

⼦供の学校や習い事中⼼に付ける。マスクなしの⺟は⽬⽴つためを⼦が嫌がるため。慣れはしない。ずっと⾯倒。 

職場では必須だが、それ以外はしたくない 

無駄な対策の為 1 ⽇も早く撤廃して欲しい 

カフェなど⼊店時のみ着⽤し、⼊店後にそれとなく外すことにしています。 

基本していない、時折数分する程度ですが、咳などあれば着⽤するもの 

マスクをしていないと⼊れてくれない時しか着⽤しない 

不⾃然だと思う 

状況に応じてマスクをしているが、不快。 

⼤多数が何も考えずにマスクを着けていることが危険だと思う 

マスクつけられません、ステッカーをかけて極⼒マスクを付けない⽣活をしています。 

清掃時や⾃⾝が⾵邪等に感染している場合 

仕事で訪問する時はつけている 

状況に応じてマスクを着脱しているが、慣れはしない。 

基本的にしなくて良いが、仕事の都合上お客に不快な思いをさせないために仕⽅なくつけている 

付けてないと⾯倒だから お店などでは付けている 

病院勤務のため、勤務中のみ着⽤。 

必要とする⼈がすればいいと思う 

仕事の関係で仕⽅なくしている無意味なマスクがとても苦痛 

マスク着⽤は、職場では逆らえないので従っているだけ。それ以外は着⽤しない。その⽣活に慣れたわけではないし、仕⽅
ないとも思っていないし、もうマスクしたくないのが本⾳だが、現状何も変えられていない。 

職場で強制されるから仕⽅なく 

マスクを着⽤していない事によるトラブルを避ける為だけにシーンを選んで着けている。 

ほとんど着けませんが、⽇焼け防⽌のために使⽤することもあります 

社内で強要されるので、仕⽅なく付けている。プライベートではしていない。 

マスクが必要なのは苦しい 

⾃分はマスクは不要と思うが職場で理解されず、強要されて、毎⽇ストレスを感じている 

取引先へ伺う時のみ。 

仕事の時はしかたがないがそれ以外はマスクはしない様にしてる 
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粉塵対策のため仕事上使うもの 

職場では⼀切したことない。外出時、強制された時だけ仕⽅なく着⽤している。マスクがコロナに有効だと思い込んでいる
知識のない⼈から強制されるのが腹⽴たしく、苦痛です。 

する必要が無いと思っているが、仕事中は仕⽅なくシールドしている。なにもしていないと⾔われるため。 

仕事中、店など建物内、電⾞内では仕⽅なく着⽤しているが、外では外している 

職場で時たま着ける以外は着⽤していない。 

⼈の⽬を気にして着⽤するのはバカバカしいと思っている 

くそくらえ 

マスクを着⽤すると、咳が出る。 

マスクはしたくはないが、⼈の⽬が怖いので仕⽅なくしている。 

(健康で症状のない⼈がすることは)全く意味がなく国の⾔いなりになること。 

早くこの⾺⿅げたことを終わらせてほしいと思っている 

めんどくさい、飽きた 

マスクは苦しい かえってストレス 早く症状がある⽅のみのマスクに戻したい 

マスクをしていると安⼼する⼈に合わせているだけ 

奴隷のように感じる 

着⽤しないと⼊れない処があるから 

仕事は仕⽅ないがそれ以外着けたくない。 

職場で仕⽅なくしている 

宗教レベル 

ノーマスクは異常と⾔う⽬がストレス。買い物も着⽤してない理由で購⼊できないストレス 

悪魔崇拝者が企てたカルトの儀式だと思います。また奴隷の証なので強制着⽤必須の場所以外、ほぼ付けずに今⽇ま
できました。 

仕事以外は、基本しないので、外に出て、ほぼ 100％の⼈がしているのを⾒ると、憂鬱になる 

⼈という⽣き物にとって本来重要であるはずの素顔を隠して⽣きていくということに対し、違和感がなくなったり、それが⾃然
になってしまうことに怖さがあります。必要な時期もあるかもしれないけれど、⼈として選択の⾃由は誰しもにあって然りだと
考えますし、幼い⼦が夏の暑い時期にマスクをしたがる姿に将来への不安も抱いたりします、 

職場(⾼齢者施設)で必須とされているため、勤務中は最低限の時間着⽤。それ以外はしない。ただ地域の集まり等で
は忖度マスク着⽤(布マスク) 

⾒ている⽅が苦しくなる 

全くバカげている。弊害しかない。 
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質問６）マスクの着⽤を⽇常の場⾯で強要されている、と感じることはありますか? 

回答数︓3552 

回答選択肢 回答数 ⽐率 前年⽐率 前年⽐ 

マスクを着⽤していて、強要されていると感じたことはない 213 6.0% 23.0% 17.0% 

マスクは着⽤していないが、強要されていると感じたことはない 228 6.4% 4.0% ＋2.4% 

マスクを着⽤していて、強要されていると感じたことがある 1,508 42.5% 40.0% ＋2.5% 

マスクは着⽤していないが、強要されていると感じたことがある 1,603 45.1% 33.0% +12.1%  
3552 100.0%   

 

「強要されていると感じたことはない」6.0％（前年⽐－17.3％）と減少しているが、「強要されていると感じたことがある」が
マスク着⽤有無に関わらずそれぞれ 42.5％と 45.1％約であり、87％の⼈がマスク着⽤有無に関わらずマスク強要されて
いると感じている。前年⽐も＋2.5％、＋12.1％といずれも増加している。 
質問４ではマスク着⽤する必要はない、個⼈の意思に応じてマスク着⽤する回答が多かったが、この質問 6 ではマスク強
要されていると感じている割合が⼤多数であり周囲との意識の相違があることがうかがえる。 
 

質問７）コロナ騒動が始まり２年が経過しましたが、やはり「マスクを着⽤することは、感染症

対策として効果がある」と思いますか︖ 

回答数︓3591 

回答選択肢 回答数 ⽐率 

思う 113 3.1% 
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思わない 3,322 92.5% 

わからない 156 4.3%  
3591 100.0% 

 

「思う」3.1％、「思わない」が 92.5％の回答から、殆どの⽅が感染対策として効果がなかったと思っている。 
質問 4 で「マスク全員着⽤すべき」0.6％、質問７「思う」3.1％の回答からも⼀部の⽅々は感染症対策として効果がある
と認識している。 
質問７と１から感染症対策に効果がなかったと認識しながらも 7割ほどの⽅々は何らかの形でマスクを着⽤している。 

 

質問７で「思う」 と回答された⽅  なぜマスクを着⽤することが、感染症対策に効果があると思いま

すか︖⼀番近いものを選択してください。 

回答数︓113 

回答選択肢 回答数 ⽐率 

メディア（TV、新聞、ラジオ、ネット等）がそう⾔ってるから 13 11.5% 

周り（職場、学校、地域等、付き合いのある⼈）がそう⾔っているから 2 1.8% 

⾃分の体験上、そう思うから 30 26.5% 

科学的根拠に基づいていると思うから 39 34.5% 

なんとなく 15 13.3% 

その他（） 14 12.4%  
113 100.0% 
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「科学的根拠に基づいている」が 34.5％となっているが、その情報源については不明である。 
「⾃分の体験上そう思う」26.5％ではその他回答にマスク着⽤していない⼈から感染した、⾵邪ひく旦那が⾵邪をひかな
い、⼦どもの学校での感染症が全くと⾔っていいほど出ていないなどが挙がっていた。 
 
その他の回答↓ 

直接の⾶沫感染は防げると思う 

⼦供の⼩中学校での感染症(インフルエンザ、胃腸炎など)が全くといっていいほど出ていない 

マスクを着⽤していない感染者から実際にコロナに感染してしまったので。 

マスク着⽤の無い海外との違い 

免疫⼒の低下しているであろう⼈の前での着⽤は多少の効果があると思っている。 

⾶沫が多少は抑えられる 

⾵邪や花粉症など、効果あり、コロナ感染にも効果あると思う。 

インフルエンザの罹患率が少ない事や、花粉症がひどくならないので、予防になっていると感じる 

⾃分が感染していた場合に⼈を守る役割は当たり前にあります。くしゃみをすればだ液はマスク内部にとどまります。その分
だけでも他への影響は低減されるのは⾃明です。⾃分を守るためではないです。 

⻭科クリニックでは、以前から、先⽣も衛⽣⼠さんなどスタッフの⽅はマスクをされています。⼿術室では外科のドクターもス
タッフ全員がマスクをされています。これは、感染防⽌にされているものだと思います。科学的根拠があるかどうかわかりませ
んが、サービスを主体とする職業の⽅は、マスクをすべきだと思います。 ⻭医者さんでマスクをしていなかったら気持ち悪く
ないですか︖ 

マスクをする事により感染防⽌の啓発になるから 

元々のコロナ…と⾔うより、ワクチンを接種した⼈から変異した何某かが体内より出ていると思う、その暴露からは微々たる
ものではあろうが⾝を守れるのかなとは思う。 

患者さんからの落屑や病室内に舞う埃は防いでくれるかなー…と思っています 

毎年何回か⾵邪をひく旦那が⾵邪をひかないで 2 年たっている 
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質問７で「思わない」 と回答された⽅  なぜマスクを着⽤することが感染症対策に効果がないと思

いますか︖⼀番近いものを選択してください。 

回答数︓3322 

回答選択肢 回答数 ⽐率 

メディア（TV、新聞、ラジオ、ネット等）がそう⾔ってるから 60 1.8% 

周り（職場、学校、地域等、付き合いのある⼈）がそう⾔っているから 31 0.9% 

⾃分の体験上、そう思うから 847 25.5% 

科学的根拠に基づいていると思うから 1,981 59.6% 

なんとなく 65 2.0% 

その他（ ） 338 10.2%  
3322 100.0% 

 

 

 

 

 

 

 

「科学的根拠に基づいているから」59.6％、次いで「⾃分の体験上」25.5％と前記質問と順位は同じである。 
「科学的根拠に基づいているから」という回答が「思う」34.5％より「思わない」59.6％が割合は多くなっている。 
「思わない」には、その他の回答で、⾃分で調べた、マスクを着⽤していてもコロナにかかった⼈を知っている、マスクをしていて
もコロナに罹った、感染者は増え続けたか、感染し続けている、空気感染防ぎようがない、ウイルスはマスクの⽳よりうんと⼩
さい、不織布マスクはウイルスを通してしまう、インフルエンザの時にはマスクしていないのになぜコロナだけするのか、マスクは雑
菌だらけ、などがある。 
 
その他の回答↓ 

⾃分で調べて 

コロナは政治だから。 

呼吸が浅くなり免疫⼒低下で病気に成ると思うから‼ マスク着⽤は必要ない と思う‼ 

マスクが感染対策に必要であれば、もうコロナは終わっているはず 
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マスクの⻑期着⽤により、免疫の調整がしにくくなると考えています。感染症を発症している状態であれば、マスクをする事
で⼀定の効果が有ると思いますが、無症状で着⽤することは逆効果と考えています。 

多少なりともマスクをすることでウィルスの⾶散を防ぐことができるかもしれない。しかし、着⽤することで酸素を取り⼊れる量
が少なくなり、結果的に免疫⼒が下がり他の不具合につながると思う。 

ほとんどの⼈が着けていても感染者は増えたから。 

⽬からも感染するし、髪の⽑や⾐服に不着したウイルスは防ぐことができないのでマスクで防ぐことは不可能だし、マスクに
不着したウイルスに触れる機会も増えるので逆効果。酸素吸⼊量も減り脳や肺への影響もあるし、⼝呼吸が増えること
で⼝腔内の環境が不衛⽣になりアデノイド顔貌になる可能性もある。 

マスクは、咳エチケットレベルのものでしかない、感染症を完全に防げるものではない、と商品にも書いてある 

着⽤している、いないに関わらず感染者数は増減していた。更に、マスクを着⽤していてもコロナに罹った⼈を何⼈か知っ
ている為。 

⾊々調べたり学んで効果がないことを知ったから 

厚労省や国⽴感染症研究所が空気感染を認めていて、空気感染ならば呼吸ができるようなマスクでは予防効果はない
と思う 

茶番騒動当初から感染対策を⽬的としていない事が明⽩故 

マスクをしていてもコロナに罹ったから 

付けた際に呼吸が浅くなるので、免疫低下を実感しました。 

全国⺠がマスクをしていても感染を防げなかったから 

空隙のサイズとウイルスのサイズを調べたら、スカスカすぎて効き⽬ないなと思いました。あと、肺をもつ他の動物がウイルス
を恐れて⼝や⿐を覆っているのはないので、動物的に効果があると思えません。 

マスクの着⽤率がほぼ 100%の⽇本で、感染が増えたり減ったりしたことで、マスクに感染予防効果は期待できないと思
ったから。 

マスクに意味がない(かつ、有害)であるという情報発信があり、私はそれを採⽤している。TVの情報は偏向報道で捏造
や嘘や誘導的なものが含まれている。また、⾃⾝の経験上、マスクがなくても健康であれば(免疫を上げておけば)感染は
しないことが実感として分かる。 

着⽤し続けていると菌が繁殖して益々汚いと思う。 

着⽤しないと⼊れない処があるから 

マスクが細菌の温床となっているから 

9割近くの⽅がマスクを着⽤しているのに感染と⾔われるものが収まっていないから。 

RCTでもマスクあり、マスクなしで有意差がないと結果が出ているし、マスクの⽬とウイルスの⼤きさを⽐べるとマスクに意味
はないと思う。またマスクを正しくつけられている⼈はほぼいない。 

コロナという死病が存在するという証明すらできてないものに対して付ける意味がない。もし実際に死病が蔓延してるなら
布切れ⼀枚で防ぐことなどできずるはずがない。バタバタ往来で⼈が倒れているはずですがそれもなし、毎⽇、満員電⾞も
⾛っているしソーシャル何とかもせず何も起きていない。 

どう考えても隙間だらけになるマスク着⽤で効果が得られるとはおもえない。 
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呼吸出来ている以上、マスクの⽳の⼤きさから考えても必ず空気中から何かしらの物質を吸い込んでいる訳だから効果な
どあるはずがない。 

⾃分の考え 

いろいろな情報を収集して⾃分で検討した結果、効かないと確信しました 

歴史を振り返ってみても、皆が進んでやる事で本質的に正しい事なんて何⼀つ無い。 

マスクをしてようがしていまいが、家も外も共有物は変わらない。誰もマスクを触るし、マスクの中の⼝を拭いたり汗を拭いた
り。その⼿で⽣活してれば何の意味もないといつも思う。家庭ではマスク付けずの⽣活で、誰もコロナになっていない。⾵邪
でもいつも通り気をつけたらうつらない。外出時はハンカチを持ち、咳やくしゃみが出そうな時に使えば充分だと思う。 

正しい使い⽅をしなければ意味がないと思うから 

⼈間以外マスクをしていないから 

ほとんどの⼈がマスクを付けているのに第何波など、感染の波があるのが⽭盾しているから。また、⾃分がほぼマスクをして
いない⽣活をしているのに、コロナに感染しないから。 

本来のマスクをする意味とはずれがあると思うので 

マスクで覆われた呼吸の湿度でさまざまな付着物が増殖する気がするので、かえって⾃分の健康を害するだけのように思
います。咳をする⼈は、マスクして⾶沫を撒かないようにするのは普通の気遣いだと思います。 

マスクの網の⽬はウイルスを通すからマスクをしていることでウイルスを留めてしまい、感染しやすくなる 

花粉ですらマスクを通すからウイルスにとってはザルと思います。しかし喉と⿐の粘膜を乾燥から守るなど、⼈によっては役に
⽴つ部分もあります。 

ウイルスはマスクの⽳よりうんと⼩さいから 

ウイルスのサイズとマスクの⽳のサイズ 

科学的根拠とかは分からないが、騒ぎ始まった当初からマスクごときでなんとかなるはずがないと思っていた。 

⼀番初めは専⾨家もウイルスの⼤きさから⾔って、マスクは意味がないと⾔っていました。いつの間にか全員がマスクが効
果があるとなり、今中々外せない状況にまで⾔ってみれば洗脳が進んだと思う。咳が出る状況の時だけは、⾶沫を⾶ばさ
ないと⾔う意味で効果はあると思います。 

⾊々調べて効果がない事は知っています 

マスクをしても感染しているから効果がないと思う。 

マスクを 99%の⼈が付けてるのに感染がゼロにはならず意味がないと思っています。 

マスクしている⼈でも感染しているから 

マスクはウイルス素通し 

⼀枚数⼗円程度の布に、期待すべきポイントが⾒当たらない 

⿐がフィルターの役割りをしているのだから､⾵邪など症状のある⼈は着ける意味があるかもしれないが､健康な⼈が雑菌
だらけのマスクを着けるべきではない｡百害あって⼀利なし︕ 

ウィルスはマスクの繊維を素通りするから意味がない。 

コロナウイルスは不織布素材を通してしまうから 

していてもしてなくても感染はします。感染よりも⼈体に悪影響ですし、⼦供の⼈格形成にも悪影響だとおもいます。 
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無症状から何もうつるものは無い事と、ウイルスがあったとしたら、マスクの網⽬より⼩さいから無意味。 

感染者が減らないどころか増え続けてるから 

感染症の内容による 

マスクはウィルスを防がないと明記されており、熱中症対策で外す程度のお飾り。皆がしていても感染者の増減があり、た
だ息苦しく不快なもの 

インフルエンザ等の時にしていないのに何故コロナだけはマスクで防げると思っているのか謎だから 科学的根拠がマスクに
は無いから 

効果があるなら、もうとっくにこの騒ぎが終わっているはず 

⾶沫を防ぐ効果はあるかも知れないが、マスクに付着したウイルスなどを吸い込みやすくなると思う。従って効果は相殺さ
れ、ほとんど無意味。 

感染するか否かは、⾃⾝の体調によるから。マスクの有無ではない。 

マスクしていてもしていなくても、感染者は減らないため。 

これだけ着⽤していても感染しているから 

マスクではウィルスの拡散を防げない。 

汚いから 

健康な⼈はマスクは害になるだけなので何かしらの症状がある⼈のみマスクを着⽤すれば良し。そもそもウイルスはマスクの
⽳じゃ防げませんから 

してもしていなくても、変化がないから 

上記複数。⼀つに絞れない 

議論するまでもない。効果ないなんて、当たり前︕と考える。 

マスクをしていても感染が広がっているから。 

データを⾒れば⼀⽬瞭然 

現実みればそうだから 

マスクで防げるなら、常にマスクしている病院や介護施設でクラスターなど発⽣しないと思う 

⼀部マスクの衛⽣状況がよくない。 

効果があったら、感染症はなくなるはず。マスクで予防の根拠がない。 

マスクの「⽬」とウィルスの⼤きさの⽐較や、マスクの「害」について調べたから 

マスク着⽤と感染数が関係ないと思うから 

まず PCR検査がでたらめ、医療は感染の意味がわかっていないので病院変わるごとに毎回 PCR検査を⾏うバカである
ことそもそもウイルスの⼤きさを考えるとマスクは無意味ただし感染している⼈が⾶沫を、⾶ばして感染を予防する効果は
あるそれ以外は全く無意味です 

ウィルスをマスクで防げない事が分かっているから 

空気感染だと思うので、防ぎようがないのではと思う。それより⾃⼰免疫を⾼めるため外した⽅が⾝体の⾊んな循環が良
いのではと思う。 

ウイルスはマスクを簡単にすり抜けると思うから 

どの役所も、感染予防効果の科学的根拠は無いといってるから。 
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みんながマスク着⽤していても、感染症はおさまっていないから 

隙間があり呼吸が普通に漏れ出ているから。 

マスクにはウィルスを予防する効果は無いと⾒解しているから 

うつみん、武⽥先⽣を信じているから 

⾃分で調べ、この 2 年間の状況を分析して効果がないことがわかったから 

マスク着⽤の有無よりも、個⼈⼀⼈ひとりが重症化しにくいカラダ作り、に⽇頃から⽬を向ければ良いだけだと思うから。 

⾶沫を減少させることが感染対策になったとしても、そもそもマスクを清潔に取り扱っている⼈が少ないと思うので、感染対
策と考えられない 

マスクで感染症を防げない。 

本を読んでそう思っている。 

免疫の問題 

ウイルスのサイズを考えれば当たり前 

そもそも空気感染なので意味がない。基本インフルと同じ⼿洗い対策のみで問題ない。 

場合により効果がある時もあるとは思うが、今は全く意味がない。 

新型コロナに限っては効果がないように観察出来る。他の感染症はケースバイケース。 

 

質問７で「わからない」 と回答された⽅  選択した理由をご記⼊ください。 

回答数︓156 

⾊んな情報があるため信頼できるデータがない、⾶沫を抑える効果はあると思うが感染対策として有効かはわからない、 
咳が出ているときは必要、可能性は否定せず中⽴でいたい、⾃分のことだから⾃分で選択して良いと思う、 
などマスクの感染症対策についてはっきりと回答できない様⼦がうかがえる。 
 

わからない 

その⼈や⾃分の体調がその時にならないと解らないので 

⾊んな情報がある為 

専⾨家ではないから。でも マスクをしていない状況でも感染したことはないし、マスクをしていても感染したと聞くので、意
味がないような気はするが、断⾔はできない。 

信頼できるデータがないので 

コロナに罹っている⼈がマスクを着⽤することは、ある程度効果があると思うから。 

⾊々な先⽣︖が⾊々なデータで⾃分の都合のいい事を発信されていて、どれが信憑性が⾼いのかが分からないので。 

⾊々な意⾒があるから、どれが本当かはわからない。 

総合的に⾒て殆ど意味はないと思うけど、全く無意味な場⾯もあるし、僅かながら意味がある場⾯というのもあると思う。 
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ある程度は効果あるかもしれないが、マスク着⽤による弊害の⽅が⼤きいと思う。コロナ程度の感染症であれば、⼀⼈⼀
⼈の⾃然の免疫⼒を⾼める⽅向に誘導した⽅が全体としても⻑期的に⾒ても効果が⾼いと思うが、国や専⾨家やマス
コミこぞって逆の⽅向に市⺠を誘導し、市⺠もそれに違和感を感じず従っていることに危機感を感じる。 

飲⾷店への⾃粛強制が感染者数減に効果があったと思えないため、国が強制するマスクに関しても効果は分からない。 

プラセボ 

⾶沫は防ぐので。ただそれをしてまで予防するほどの感染症であるとは思わない。それよりもマスクをしていて暑い、息苦し
いなどの⽅が問題。⼦どもたちにマスクさせるのは論外。 

マスクをしてても感染する⼈もいる 

咳が出ている⼈などは対策になりうる場⾯もあるとは思うので。 

そもそもマスクでコロナの感染が防げると思わない。 

マスクをつける必要性のある仕事の場合に、マスクの仕⽅やマスクの種類によっては感染対策となっているものもあると思う
から。 

マスクをつける必要のある職場などで、マスクの仕⽅やマスクの種類によっては効果があると思うから 

満員電⾞で⾵邪を引いている⼈がマスクなしでくしゃみをしたら、移るかな、と思ったりするので。 

情報が溢れている中で何が正しいのか分からないし本当のことが分からないのでわかりません。 

気のせいだと思うから 

⾵邪をひかなくなった様な気がする 

マスクの感染防⽌の有効性も無効性も証明されていない。 

しっかり着⽤すれば多少の効果はあると思う。ただほとんどの⼈がしっかり着⽤していなかったり、取り扱いが雑だったり、結
局意味がなくなっている。 

必要、不要のどちらの意⾒もあるので 

あんな意味のないもの…と本気で思うけれど。「付けてて安⼼する」って⼈の気持ちって⼤切だと思うから＊ 

何が正しい情報か分からない 

後の世になってみないと真実は分からないと思うから 

密な状況では、ある程度効果はある気がするが、外では必要ないと考えているため。 

⾃分が感染していないため 

⾶沫を抑える効果はあると思う。それが、感染対策として有効か︖は、うたがわしいから。 

コロナや⾵邪か何かで咳やくしゃみが頻繁に出るひとは、唾を⾶ばさない効果はあるとは思う。 

どれが本当かわからないから。 

ウイルスよりも、ワクチンが問題だから︕︕ 

関連性があるのか判断しかねる 

シェデイングが気になるから 

マスクをする事に過剰になっているとは思うが、完全に外して良いものか︖判断は難しい… 

コロナに限らず咳などの症状がある⼈が、他⼈へウィルスをうつさないことに、ある⼀定の効果があるのではないかと思うた
め。 

科学的に解明されているのかどうか 
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感染者数が多い時は、マスクの着⽤も効果があるように思うが、常にそうとは思えない 

薬局につとめているがインフルエンザが全くいないから 

マスク着⽤が感染者数の増減に影響するのかわからない 

咳が出ている時は、感染対策として必要と思う。そうでない場合は不要と思う。 

この 2 年ちょっとをマスク無しで過ごしてきた場合との⽐較ができないので、わからない。 

コロナ対策としては既に不要な時期になっていると思う。しかし他の感染症に関してはわからないので。 

⾶沫を防ぐのには⼀定の効果はあるだろうが、完全ではないため 

証明されているのかもわからない 

陽性者が⽬の前でマスクなしでクシャミをし、数時間後に発熱した。無症状が 1番怖いからみんなマスクしろって感じかな
とは思うけど、違和感あるけど熱はない、とかならマスクしたほうが︖とかも思う。そうでないならいらないと思う。 

科学的、医学的(3次元的と⾔えば伝わりやすいでしょうか)個⼈個⼈の深層⼼理上の意識的な⾯で感染したりもする
し、しなかったりする⼒も働くと思うので。 

コロナ対策に関しては無駄ともおもうが、着⽤者が咳などをしている場合は有効だとおもう為 

もう新型コロナが流⾏り始めて⼤分経過していて、感染⾃体も減りつつあるし、ウイルスそのものも弱毒化しているという⾒
解(ニュースの話)もあるので、⼀概にマスクをしているからどうという話ではなくなってきている気がします。 

していてもしていなくても罹る。が、着⽤している⽅が率は下がるのか、とも思う。 

唾液の⾶散は予防出来るが、ウイルス対策としては不⼗分だから 

つけている時とつけていない時の感染の広がり⽅の差がわからない(情報不⾜でもあり、⾃分⾃⾝の知識不⾜でもある) 

マスクを着⽤している園はクラスターがない、マスクをしていない園はクラスターが出ていることを聞いたため 

⾶沫を防ぐ意味では効果はある。しかしそれは⼈にうつさないためであり、体調が悪い、咳がでている時に適宜すればいい
と思う。でもうつさないために付ける意識がある⼈とない⼈が出てくるだろうから、「全員付ける」ことで感染予防効果がある
ことはいえる気がする。 

予防にはなると思うが、それによって酸素が⾏かなくなり体調を崩したりとかもあると思う為 

もしかしたら、感染を防ぐ点があるのかもしれないが、、 感染をそこまでして防ぐ病なのかもわからない︖ マスクをすること
のリスクの⽅が、⼤きい⼈、特にこどもはマスクいらない。 

マスクを着⽤しない国があったり、ワクチンを打っていてもコロナにかかったり、何が正しい選択なのか分からない。 

マスクをする事によって、喋る、咳、くしゃみをした時に、唾が⾶びにくいと⾔った効果はあるように思っている。しかし、⾶沫を
⾶ばさない様にマスクをする事が感染症対策にどれほど効果あるものか、というところはよくわからない。 

⾃分の感覚では、外すで〇。 社会の感覚は外すは✘ 

流⾏り病だけに、⾃分が無症状で⼈にうつさないためには少し役⽴っているのかも。 

何も調査報告結果が出ていないため 

全く感染してない⼈がマスクをすることで感染予防にはならないかもしれないが、⼝など顔まわりを触ることが少なくなって感
染リスクが下がっている可能性はあるし、感染している⼈がマスクをしていることには⼀定の効果がありそう、⼀概に効果が
あるないと断⾔することはできないと思った。 

⼈⽬がきになるから、やってるだけ。その根拠などは考えたことがない。 

２年間みんなマスクを着⽤していても陽性者数が増減してきたため 
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実感として感じないので 

着⽤と未着⽤の時の違いが良く分からないから。 

コロナに実際にかかり、偶然なのかもしれないが家庭内でマスクをしていた家族が感染しないでいたため。 

絶対防げるとは思ってないが、⾶沫をダイレクトにもらわないのではと思うから 

本当に効果があるのか分からないから 

感染防⽌に効果があるという⼈もいるし、効果はないという⼈もいる。どちらが正解かわかりません。 

可能性は否定せず、中⽴にいたい 

100％防げるとは思わないが、物理的に多少は防げている場合があるかもしれない。 

よく分からない。 

マスクをした場合としなかった場合の広がり⽅の⽐較データがあまりないから。 

諸説あり、また各⼈様々な受け取り⽅があり、多様な判断をせざるをえない。既に、何が真実なのかの興味すら薄くなっ
てしまった。 

双⽅理屈が多すぎて聞く気にならない。⾃分のことだから⾃分で選択した答えでよいと思う。 

インフル対策や排ガス対策になったのかな︖と思っている 

⾃分の知識があまりないので、正直わかりません 

どちらとも⾔えないという意味です。 

他の回答にも書きましたが、咳やくしゃみをしている⼈は⾶沫そのものの⾶散が軽減する効果はあるのでは❓と考えている
ので。 

元々感染対策としては不⼗分だと思う。 

マスク⾃体の有効性がわからない。 

エビデンスが確⽴してない為 

効果のある場⾯はあると思うが、今の⽇本のやり⽅がそれにあたるのかは疑問を感じている。 

⽐較対象できるものがないから 

実際感染したことないのでわかりません。 

感覚です。 

時と場合によると思うから 

マスクを外さないでの感染させない効果のイメージと、話をしない、また間隔が 2 メートル離れていれば話しても OK とも思
うし。チャントした検証結果が⽰されていないの。 

効果があるか無いのか理解出来ない為 

以前はマスク未着⽤時にインフルエンザに罹患したことがあったのでマスクは有⽤だと思っていた。しかし最近年配者で⽣ま
れてこの⽅インフルに罹患したことが無い⼈を知ったり、⾼齢者で⼈⽣初のインフルエンザワクチンを接種したら⼈⽣初のイ
ンフルに罹患した⼈がいたので、本⼈の体の状態で発症するしないは決まるのだなと思うようになったから。 

どちらにも⾔い分があると思うが、正しいかどうかはわかりません。 信じている情報次第だと思います。 

咳やクシャミを周囲に⾶び散らさない予防にはなっていると思うが、感染予防の意味を成しているかどうかは分からない。 
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本当にコロナは存在するのか、本当にマスクがコロナに有効なのか、私は専⾨家ではないのでわかりません。専⾨家のいろ
いろなご意⾒も、どれを信⽤すべきかまだわかりません。本当のことがわかるのはコロナが終わったとされる数年後なのだと思
っています。 

個⼈的に昔からマスクが好きだから、夏以外は保湿でしていたので別にあまり気にしていないが、付けたくない⼈や⼦供ま
で強要するのはおかしいと思う。 

⾶沫感染するものがあれば、ある程度は防げているのかもしれないから。 

マスクのことを徹底的に調べ続けてるのでもないので分からないですが、⾊んな所に旅⾏や観光や遊びで出かけてますが、
ほとんどマスクをせず過ごしています。 コロナが⾔われるようになってからも、それ以前も家族がインフルエンザになってもマス
クをしてなかったが うつったことがないです。 マスクが効果はないように感じていますが、はっきりシロかクロが⾔えないのでわ
からないを選択しました。 

どの情報が本当なのか分からないから 

 

質問８）マスクを着⽤することは、⼦どもにとっても良い効果がある、守ってくれていると思いま

すか︖ 

回答数︓3591 

回答選択肢 回答数 ⽐率 

思う 57 1.6% 

思わない 3,455 96.2% 

わからない 79 2.2%  
3591 100.0% 
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「思う」1.6％、「思わない」96.2％であり、質問 7「思う」3.1％、「思わない」が 92.5％の回答から殆どの⽅が感染対策と
して効果がなかったと思っている、と近似する回答となっている。9割以上の⽅が⼤⼈も⼦供も効果は無いと思っていることが
うかがえる。 
 

質問８で「思う」 と回答された⽅  なぜマスクを着⽤することが⼦どもにとって良い効果があると思

いますか︖⼀番近いものを選択してください。 

回答数︓57 

回答選択肢 回答数 ⽐率 

メディア（TV、新聞、ラジオ、ネット等）がそう⾔ってるから 6 10.5% 

周り（職場、学校、地域等、付き合いのある⼈）がそう⾔っているから 4 7.0% 

⾃分の体験上、そう思うから 9 15.8% 

科学的根拠に基づいていると思うから 24 42.1% 

なんとなく 9 15.8% 

その他（ ） 5 8.8%  
57 100.0% 

 

 

 

 

 

 

 

「科学的根拠に基づいているから」42.1％、次いで「⾃分の体験上」とその他が 15.8％メディア 10.5％の順である。 
その他の回答に、時と場合による。TOPに応じないことが問題であり、TOPに応じて着脱すれば当たり前に効果はあると思
います。⾵邪やインフルエンザがはやらなかったからなど。 
 
その他の回答↓ 

効果あるとは、全く思わない 

放射能汚染対策 
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⾵邪やインフルエンザが全く流⾏らなかったから。 

マスクを着⽤していたため、感染しても他⼈へ移すことを防げたから。 

時と場合によります。TPO に応じないことが問題であり、TPO に応じて着脱すれば当たり前に効果はあると思います。 

 

質問８で「思わない」 と回答された⽅  なぜマスクを着⽤することが⼦どもにとって良い効果がない

と思いますか︖⼀番近いものを選択してください。 

回答数︓3455  

回答選択肢 回答数 ⽐率 

メディア（TV、新聞、ラジオ、ネット等）がそう⾔ってるから 42 1.2% 

周り（職場、学校、地域等、付き合いのある⼈）がそう⾔っているから 38 1.1% 

⾃分の体験上、そう思うから 770 22.3% 

科学的根拠に基づいていると思うから 1967 56.9% 

なんとなく 65 1.9% 

その他（） 573 16.6%  
3455 100.0% 

 

「科学的根拠に基づいているから」56.9％、次いで「⾃分の体験上」22.3％、その他が 16.6％の順である。 
その他に、⾃分で調べて⾃然なことではない、⼈の感情が読み取れない、脳にも悪影響、呼吸が浅くなり⼝呼吸になり病
気になると思う、表情を読み取る経験ができない、そもそも苦しい、顔を⾒せない状況に慣れてしまうなんて不⾃然極まりな
い、⼦どもにとっては感染対策より発達や障害や健康問題の⽅が⼤きいので必要ない、酸素不測の弊害が⼤きい、熱中
症リスク、など、こどもの成⻑発達への影響を懸念する声が圧倒的に上がっている。また、その他の回答に 680程のコメント
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が寄せられたことより⼦どものマスク着⽤に対し多くの⼈が⼦どもの⼼と⾝体、対⼈関係や⽇常⽣活全般への⼼配があること
がうかがえる。 
 
その他の回答↓ 

⾃分で調べて 

⾃然なことではない。⼈の表情が読み取れない。脳にも悪影響。 

呼吸が浅くなり⼝呼吸になり病気に成ると思う‼ ⼈の表情などが⾒えなくて精神的に不安定に成る と思う‼ 

素顔が⾒えない中で、表情を読み取る経験が出来ないから。 

そもそも苦しいし、顔を⾒せない⾒ない状況に慣れてしまうなんて不⾃然極まりない 

周りの友達や⼤⼈たちの顔が⾒えないことによる情動、⾃律神経などの発達などへの害、不安感など⼼理的、精神的な
害悪が懸念されるので。実際の害については数年〜数⼗年先でないとわからないので。 

実際、マスクを付けられている⼦供が真っ⾚な顔をして苦しがっていたり、親御さんが付けさせたその場から外していた姿を
⾒かける。未就学児は特に。この光景が⼦供にマスクを付けさせる事が良くない事である、1番分かりやすい状態だと思
います。 

過去そんな⼈間は居ない 

⼦供にとっては、感染対策よりも、発達に障害や健康問題の⽅が⼤きいので必要ない 

表情を⾒ることも⾒せることもできなくなると⼤⼈になってからのコミュニケーションや、おやや社会からの圧⼒に何の疑問も
持たなくなってしまうことが⼼配。それを⾔えば学校教育や世間の常識も同じだが。 

最初は強制的に着⽤させられ、現在は状況に応じて外すように⾔われても外せない。様々な弊害が出てきているとも聞
いているから 

感染対策の真逆。息がしづらい。マスクが仮⾯になっている。 

表情を読み取れない⼦供が増え⼼の成⻑が阻害される。アデノイド顔貌になったり、⼝腔内の環境が不衛⽣になる等、
体への影響も⼤きい。成⻑期に酸素が減ることで脳や肺の成⻑が阻害される。アメリカではマスク着⽤している⼦供の学
⼒が 30%も低下したという研究結果もある。 

息苦しい、表情がわからない、⻑時間の着⽤がかえって不潔になり逆効果 

⾊々調べたり学んでデメリットを知ったから 

外せる環境で外せない⼦がいるのを⽬の当たりにしている。顔を半分隠していることが健全であるとは、どう考えても思えな
い。思春期であるなら尚更、マスクに隠れたコミュニケーションが普通になってしまうのは恐ろしく感じる。 

健康上の理由に加えて、思考がおかしくなると思うから。 

酸素不⾜になり脳の発達などに悪い影響がある 

当初より感染対策を⽬的としていない 

成⻑期の⼦ども達の健康や⼼⾝の発達を妨げているから 

呼吸が浅くなるから。 

⼤⼈でも⼦供でも同じことで、付けてみて呼吸が浅くなっていれば、それは免疫⼒が低下しているという事です。 

常識的に良いわけがない。 
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⾶沫感染といわれているものに関してマスクは感染を防ぐ効果は全くないから。マスクをすると⾎中酸素濃度が下がるか
ら。マスクをすることにより顔の部分が隠れコミュニケーション能⼒.⼝元表情を⾒て⾔葉を学ぶということができない。などの
理由からマスクふ⼦供には悪い効果しかない。 

まず、呼吸のしにくさ、表情を読み取ることができない。 

マスクは将来ある⼦供をソフト虐待だと思う 

呼吸が浅くなることの危険性を感じる 

⼦どもは基礎体温が⾼く、ウイルスに対する防御⼒がオトナより優れていると思うから。 

酸素が低下することにより、⾊んな弊害がある。既に出ているものもあるし、今後出てくるものもあるとおもう。⼈の表情が
⾒れない、⾃分の表情を⾒せることができないことによるコミュニケーション能⼒の低下を⼼配しています。アイデンティティで
ある「顔」を隠すことで、⾃⼰肯定感が下がるのではないかという気さえします。 

脳の発育、表情が⾒えない、会話が減る、酸素不⾜・・・何もいい事がない 

ただの⾵邪、ウィルスはマスクを通過する。発達障害の⽅が怖い。 

呼吸が苦しそうだし、噛んだりなめたりしてマスクがビチョビチョになるから汚い 

ひろのぶさんの講演会を聞いてより強く思った 

⼗分な呼吸ができないから。 

苦しいし、⾒栄えが悪い 

酸素不⾜の弊害が⼤きいから。奴隷にしたくない。 

マスクによって表情が隠されることで、正確なコミュニケーションが取れなくなる。⼦どもの脳は⼤⼈より酸素を必要としてい
る。そもそも効果がないものをつける必要がない 

⾝体的、精神的に発育上好ましくない影響がある、出始めていると云われている。 

成⻑過程の⼦供が、常に酸⽋状態にさらされる事は、⾁体的にも精神的にも、悪い影響がある 

本来⼈は⾃⾝の⾃然治癒⼒を⾼めることで健康を維持するのが⾃然なはずなのに、マスクで外気を遮断したり、酸素濃
度を落とすことになり、⾃然治癒⼒や免疫を⾃ら下げることになっているのではないかと考えます。 

成⻑期の⼦供が全⾝酸⽋、⾼⼆酸化炭素の状態で良い訳がない。 

⽣物が⽣きていく上で必要ない。⾍や動物はしないしできない 

科学的根拠に加えて、⼦どもたちはコミュニケーションに表情を読むことを無意識にしているから 

あらゆる⾯においてよっぽどの感染症以外は無意味 

酸素が取り込めないし、相⼿の表情が分からない為 

⽣きていく上で、煩わしい 

⾝体的、精神的双⽅共に悪い影響しかないため 

⾃分の体験、科学的⾒地もそうだが我が⼦の様⼦を⾒ると良い効果は無い。 

呼吸が浅くなる、⼝呼吸をするようになる、顔を隠すのが習慣化する、マスクの表⾯で雑菌が繁殖する、など数え切れな
い 

健康上に問題である事以上に、精神的に最もダメージを植え付けられる⽅法。 

息苦しく、蒸れて、暑い。⼤⼈でもそう感じるのだから、⼦どもはなおさら。また顔の認識能⼒にもどんな影響が出るか、な
ど⼼配な点がある。 
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感染予防効果もなく、呼吸がまともにできない、表情が分からないから。 

⾃分の理由と同じプラス、マスクのいじりが激しく更に意味がない。暑い、苦しい、邪魔。精神的にも⾝体的にも毒だと思
う。⼈の顔が⾒えない、表情が⾒えないことで、⼈間的成⻑に影響してしまうと感じる。 

酸素不⾜、相⼿の表情がわからなくて情緒にも影響があると思う。何よりも強制されてつけるものでは無いと思う 

酸素が不⾜する、熱中症の確率が上がる、コミュニケーションがしづらくなる、⼈の表情が⾒えなくなる、 

内海先⽣のレクチャーが腑に落ちるから 

⼦どもは⽣活（遊び）の中で、様々な菌やウィルスを取り込んで、⾃⼰免疫を⾼める必要があると思うから。 

⾃分の表情を隠す事で、⼈間関係の構築の⽅法を⾝をもって体感できないまま成⻑してしまうから。 

顔の半分を布で覆っている状態で、健康になれると思わない。 

先程の答えにプラスして、より意味を感じないうえに、悪い影響が多い様に感じるので 

⼼⾝共に解放感が閉ざされてしまうので、せっかくの五感を体感しない⽣活は残念過ぎるから。 

特に脳が発達する⼤切な時期の⼦どもに酸素不⾜を引き起こすから 

不衛⽣であり、酸⽋になり成⻑過程に影響を及ぼしそうである。 

表情が⾒えないし、⼦どもは重症化しないから 

呼吸を抑制されると頭も体も弱ります 

息苦しさから。 

⼈の表情が読み取れないし、⾔葉を覚える時には⼝は⼤事だと思う。 

低酸素、表情がわからないなど弊害があります 

感染症対策として科学的、医学的な根拠が乏しい上に、健康を損なう可能性や発達上の問題があるから 

表情がみえない 

⼼にとっても、⾝体発達などの科学的にも、 

弊害の⽅が⼤きいと思うから 

感染しても⼦供が重症化した話しを聞いたことがない。感染症よりも⽇々、息苦しい⽣活を強いられていることが問題だと
思う。 

低酸素状態になる上、表情も⾒えないし元気な⼈がするべきではない。 

呼吸が浅くなるから体によくなさそうと思う 

⼦どもにとっては悪い影響の⽅が多い。早くすべてやめさせたい。 

⼆酸化炭素過多、肺疾患の原因になりうる。脳にも酸⽋で良くない 

⻑期の着⽤は不衛⽣であるし、⼈間の表情を読み取れないなどの発達に影響するから 

着⽤している⼦供を⾒ると、元気がない⼦が多い気がします。 

脳への酸素供給量の低下､コミュニケーション能⼒の低下､強制させられる精神的ストレス､⼦どものうちにいろいろな菌に
触れることの⽅が⼤事で､良い効果などひとつもない｡ 

呼吸がし⾟い上に顔の表情が分からないのでコミュニケーションの障害になる。また笑顔筋など表情筋の発達を阻害す
る。 

有害無益 

⾊々な⼈の話を聞いて総合的に感じ取って。 
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表情が⾒えない、コミュニケーション不⾜になっている気がする 

酸素をちゃんと脳に⼊れないと、と思います。特に幼児にいたっては、⼈格形成にも悪影響 喜怒哀楽が育っていかないと
思います。実際⾚ちゃんがマスクを取った親に泣いてしまったと⾔う事もおきてます。 

息苦しそうにしか⾒えないから 

脳の成⻑に⽀障をきたす事と、相⼿の感情が⾒えないからコミュニケーションが取れなくなると思う 

内容による 

他者とのコミュニケーション育成時期に、⾃分や他者の顔が半分以上隠された状態というのは障害となるし異常だから。 

清潔を保つ事が困難であり、成⻑期真っ只中の⾝体の未発達な⼦どもの呼吸を制限することにより、免疫は下がり、⼼
と⾝体の発達に悪影響を及ぼすため。 

脳の発達に悪影響 

⼝、⿐を塞いで体に良いわけないでしょう。 

酸素不⾜、顔が⾒えない、ウイルスの再吸⼊、不衛⽣になりやすい。 

不潔。息苦しい。表情が⾒えない。成⻑に良い影響を及ぼすわけがない。 

⼦ども成⻑ 1 年は⼤⼈の 10 年だと思います。 

コロナより他の深刻な健康被害を引き起こすと思う。 

息苦しくストレスを感じ免疫⼒が下がるから 

免疫⼒の低下もそうですが⼼理的なものが⼀番恐ろしいです 

マスクなしでも⼦供は育つ。 

酸⽋ 表情読めない 

⼦どもがしっかり着⽤することは、まず無理。しかも呼吸の妨げになったり、⼝呼吸になったり、熱中症の危険性があがった
りと、デメリットの⽅がはるかに多い。 

⼦供はマスクを正しく着⽤することが出来ません。それどころか汚い⼿でマスクを触りたい放題。1 時間毎に新しいマスクに
変えるのも難しいでしょう。苦しさから⼝呼吸になら上に低酸素になり不健康極まりないと思います。 

してもしていなくてもかわりがないから 

科学だけでなく多⾓的な観点や根拠のよって効果はないと考える 

いろんなウィルスや細菌に触れて⼦どもたちは免疫機能を獲得していくと思うから。 

虐待である 

不⾃然極まりないから 

マスク着⽤で⼗分な酸素を摂り⼊れられないから成⻑期の⾝体に良くないと思います 

表情が読み取れなくなる 

呼吸が浅くなる、学⼒低下、コミュニケーション能⼒低下などを危惧するノーマスク派のチラシなどを⾒て 

マスクを着⽤したまま、持久⾛した⼦供が亡くなった事例があるから。 

コロナ予防にならない ⻑期の着⽤が⾝体精神に悪影響だと思う 

酸⽋により成⻑への影響があると思う。 

学校で何度か着脱したり、⼦供だから替えることもしなく不衛⽣。免疫も弱めてしまう。 
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マスクに効果はなく、脳に酸素が⼗分にいかず、表情がわからなく、脳の発達や⼈との関わり⽅に影響をあたえると思う。
⼤⼈でさえ顔半分で無表情に⾒えこわい、顔全体がわからないと本当の顔がわからない。本来マスクは病⼈が咳エチケッ
トとすればよいことなので健康な⼈がするということを常識にしてはいけないと思う。 

有害無益過ぎます。呼吸、コミュニケーション、⻭並び挙げればキリがありません。 

害が⼤きい。マスクが汚ない。 

⼦供がマスクをすると酸素が不⾜して発育中の脳に、深刻なダメージをうける知的障がいや⾔語障がいなど、熱中症が
⾮常に⼼配される 

ウィルスをマスクで防げない事が分かっているから 

⼼⾝や脳の発達に悪い影響しかないと思うから 

⼦どもは感染しても重症化しないため、マスクは弊害しかないと思う 

浅い呼吸になり、脳や⾝体の成⻑に影響がありそうな気がする為 

⾃分の体験上＆科学的根拠に基づいていると思うから 

酸素が脳に⾏き渡らないことで学習に⽀障がでる可能性を懸念している。 

吸気中の酸素量が減りそう、⾔葉を獲得する時期の⼦どもは⼈の⼝が⾒えなかったら⾔語獲得が難しそう 

どうかんがえてもそうだと思うから 

感染予防の効果が無いから 

健康被害の⼼配 

講演会で聞いた 

予防に効果がないと思っていることと、発達上、成⻑期に獲得できると思われる必要な能⼒が育たないため。 

⼝呼吸になりやすいため⼝内環境の悪化や低酸素による脳への影響、コミュニケーション能⼒の低下などのリスクを伴うと
思うから 

この⼆年の現状から 

⼩さい⼦どもは嫌がってすぐ外す、それが体の声だと思うから 

ないです 

顔を隠す社会であることもおかしいし、本⼈の換気量の低下も害でしかない 

よく動くのにマスクで酸⽋になって⾝体に悪影響があると思うし、多感な時期にマスクが当たり前になることは精神衛⽣上
良い効果はないと思う。⼦どもは罹って抗体をつけたほうが良いと思う。 

成⻑期の⼦供に低酸素状態続けたら弊害が出ると思うから。 

コミュニケーション能⼒や、⼦供の頃に必要な事が奪われているように感じる︕ 

発育上⼤きな弊害があると思います。 

脳への酸素不⾜により学⼒低下するから 

⼈間性を破壊しそうな気がする 

呼吸に悪そう 

⼦どもはコロナになっても重症化しないし、マスクをつけるリスクのほうが⼤きいと思う 

⼼肺機能が発達してないのに、酸素不⾜はどのような影響がでるかわからない。何よりコミュニケーション能⼒の低下、触
れ合う機会の損失による影響が怖い。 



 

市⺠がつくる政治の会マスクアンケート 2022 

 

35 

逆効果しかない。酸素不⾜により頭痛、吐き気、集中⼒低下など不調を訴える⼦どもが多い。 

マスクをしていれば、感染症にならないと考えるようになるから。 

良い効果がないどころか、悪影響しかない。脳の発達を阻害、呼吸も⿐呼吸にならざるを得ず、バカな⼦を作りたかったら
マスクをさせればよいwww 

少なくとも、⾔葉が分かりにくい 

暑くなると熱中症になりやすい。顔の半分を覆うので表情が⾒えづらい 

Virusは感染しない 

体の発達、コミュニケーション、思考に影響をあたえるから 

⼦供の発達上に障害をきたします。 

⾃然ではない 

⼦供の判断でするしないを決めていないから 

してる⼈としてない⼈との⽐較がないから 、効果があるとわからないから 

⼦供の⼼⾝の健全な発達に悪影響がある可能性があるから。 

酸素不⾜、集中⼒低下など 

成⻑期に脳への酸素不⾜、臨界期の概念から学習する必要性のものが学習出来ないままになり将来への懸念、奴隷
の⾸輪のように調教されていく懸念。 

⼝の中が 1番菌が多いから 

表情、個別判断の認知⼒が下がっていると思う。かえって免疫⼒を下げることにつながっていると思う。 

空気感染ならマスクには全く意味が無いと思うから 

マスクを外して良い、と⾔われても外せない⼦どもを⾒ると、精神的に健康だとは思えない。成⻑過程の⾝体への影響も
⾮常に⼼配。 

すぐズレる、よだれで濡れ不潔、相⼿の表情を読み取れない、呼吸が浅くなる 

マスクは科学的根拠に基づいて感染症対策にはならず、ただ免疫⼒を下げてしまう。⼦供も⼤⼈と同じで免疫⼒が⼤事
だし、酸素不⾜で脳の発達にも良くないと感じる。その他諸々、マスクは害ばかり。 

前の答えと同じ 

⼈の表情がわからない 

感染対策にならないことはもちろん、表情が⾒えないことや、呼吸を妨げることなどによる悪影響は計り知れない。 

呼吸しづらく不衛⽣で顔の表情が⾒えないから 

酸素を吸えず脳の発達を妨げるし、表情も読めずコミュニケーション能⼒が⽋損しそうだから 

科学的根拠、普遍的なこと、世の中の仕組み、⼈間の性質から総じてそう思うから。 

マスクは何の効果もないと思う 

感染対策にもならないし、つけた、つけないのトラブルにもなりかねない 

顔を覆うのが標準、ということが不⾃然 

発達を妨げる。コミュニケーションを取りづらくする。 

コロナのリスクと酸⽋のリスクはどちらが恐いですか?脳に酸素が⾏かないほうが怖いと思いますが 

⼦どもがマスクをしても感染対策にはならず、体への害しかない。 
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マスクは不潔になり、顔の表情も⾒えず発達に悪い 

酸⽋の問題や、表情が⾒えないこと⾃体が不⾃然なのに、それが当たり前で変だとも思えなくなっているのが良くない 

免疫獲得のためにならない、呼吸が不完全 

⼤⼈と同じ理由。ただ、これから成⻑していく⼦供なんて、⼤⼈よりも悪影響あるのは間違いないでしょう。 

呼吸機能低下、酸素濃度低下、熱中症リスク、コミュ能⼒低下 

呼吸がちゃんとできないことの⽅が害があると思う。 

⼝呼吸、低酸素、不潔、熱中症、雑菌による健康被害。コミュニュケーション能⼒が下り、周りと違う⼈を排除しようとす
る精神的な病に繋がる 

成⼈でもよろよろとして⽣きよいよく⽼けているのに成⻑期の⼦供に良い効果があるとは思えない。 

苦しそう 

酸⽋になり、バカになるし、表情が読み取れずコミュニケーション能⼒が発達しない 

先の回答と同じです。また⼦供だけでなく、⼈は新鮮な空気を吸ったりしない⾝体に悪いと⾃⾝でも実感しています。 

⾮⾔語的コミュニケーションの発達を妨げることをはじめとして、極めて有害であると思うから。 

呼吸の浅さ。また、⼈の表情を⾒て、学ぶ機会を失ってる 

⼦どもの重症化率は低いし、全く必要ないどころか、害であると思うから 

マスクをするのは不⾃然だと思う 

なんとなく、ではなく 考えたらわかるでしょ、ってか 感じることが⼤切だと思います 

これからの季節とても危険だし、脳にも良くない。 

体験上と科学的根拠どちらもあてはまります。 

呼吸器や健康⾯はもちろん、表情を⾒えなくしていることが精神⾯に与える影響はとてつもなく⼤きいと思います 

⼤⼈でも苦しいのに、⼦どもにとってはかなり負担。本⼈だけでは無くて、相⼿がしている事によって表情が読みにくかったり
する⼼理的な⾯の問題もあるし、外しても良い場⾯でも外せなくなっている⼼理的問題も、⼀⼈⼀⼈理由が違うと思い
ますがかなりまずい状況だと思う。 

我が⼦はマスクをしていたのに PCR検査でコロナ陽性。病状を⾒る限りインフルエンザだった。⼦供の状態を把握している
のは親。ずっと家にいたのにどうやってコロナになったのか不思議でしかない。            にコロナに罹患したから。
感染︖感染ではないかもしれない、私はただのインフルエンザだと思った。⼦供の状態、病状を⾒ていて事を 1番 

⼝呼吸になり酸素が運ばれないから 

科学的根拠はない 

相⼿の表情が読み取りにくい 

⼦供の重症化率は低い⼀⽅で弊害のほうが⼤きいと思うから 

感染対策よりも、今後のマスクを外せないことになったり、表情読み取る⼒、発達に問題が出ると思う。友⼈のろう者
（親も⼦も）は⼝元が⾒えない世の中になり、病んでしまいました。 

⼦供はマスクベタベタ触るし、⾊んなものも触るし、マスクしてる⽅が逆に不衛⽣。 

酸素濃度が下がり免疫⼒が下がる。熱中症になる。 

そもそも酸⽋の⽅が⼈間にとって深刻 

逆に悪い効果しか無いから 
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⼦供本⼈が着⽤をストレスに感じている 

ウイルスの⼤きさからマスクでは保護出来ないから。 

酸素不⾜で頭がおかしくなりそう 

健康なのに着⽤する意味は全くなく、寧ろ健康を害してしまうから。 

呼吸がしにくく、⼝呼吸になってしまう。また表情がわかりにくくなる 

登下校にしているのを⾒て朝よい空気を吸いながら⾏く⽅が良い。 

頭がぼんやりすると思う。苦しいし 

呼吸の妨げなるから。 

発育途中の⼦供の脳に酸素が回らなくなる 

酸素不⾜、正常な情緒の形成に影響があると思います 

相⼿の表情をみて話すことができなくなったりしそうですね。 

⼈の表情が分からない、息苦しい思いをしている、マスクで黙⾷でコミュニケーションが減っている、など弊害の⽅が多いと
思う 

新型コロナ感染については、⼦どもは全然死んでいないので⼼配ないと思っている。 

マスクで表情がわかりにくい、このような経験を⼦ども時代にさせていいのかと思うから。 

感染予防という建前よりも様々なリスクの⽅が⽐べられないほど⼤きいと思うので 

軽症者ばかりの⼦供にとってはむしろマスクによるデメリットの⽅が⼤きいと思うから 

⼦ども達の発育に悪影響しかない。 

⼦供にとって笑顔を⾒るなどもっと⼤事な事があると思う 

⼦どもの発達において感染予防だけが⽬的ならば意味がなくはないが、コロナだけが問題視されていることが問題だと思
う。 

免疫⼒が低下していない者は着⽤の必要はないと思う。 

健康上良くない、⻑期の着⽤は他の病気になる 

雑⼱、オムツを付けているような物だと思う❗ 

成⻑期において、表情が⾒えないのは影響があると思う 

マスクを着⽤することにより、不衛⽣、不健康、無愛想、情緒発達障害など、悪いことが⼭ほど起こるから。 

他の国や歴史がそう⾔ってるから 

⾃⼰主張が出来ない 

ウィルスが侵⼊する事を防げる訳も防⽌も出来ない 

⻑期に渡り常時マスクを着⽤して来た歴史はなく、そのリスクが明らかで無いからこそ、良いとは思えない。どう考えても酸
素も不⾜するし、酸素不⾜が脳へ与える影響も⼼配。表情からの学びがないことも今後の情緒⾯の成⻑において不安
しかない。 

マスク着けずに交通機関を利⽤している時、マスク着⽤親が⾚ちゃんや幼児を連れていると、親ではなく私の顔をずっと⾒
ている。⼼⾝の健康に必要なコミュニケーションが出来る。 

免疫⼒が落ちる。空気を吸えないので脳に問題が出やすい。 
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5μの網⽬で 0.1μの物を捕獲できる訳がない。病気してても働くという企業戦⼠の美学がマスクして疫病を拡散してい
ると思っています。無意味なものを買うことで海外に⾦が流れ、⽇本の⽔源地が買われて、知らない間に占拠されている
ことに気付いてほしい 

マスクしてても感染してる 細菌、低酸素、コミュニケーション不⾜そちらの⽅がよっぽど問題あり 

マスクにディフェンスの意味はないから 誰かからうつされていたとしても免疫⼒がつく場合がある 

調べた結果 

低酸素脳症になる可能性や熱中症の危険性がある 

脳に酸素が⾏かないから。 

調べればすぐ出てくる 

酸素濃度の低下と⼤⼈の⼝元が⾒られないことによる弊害 

Virusは空気よりも⼩さいので意味がない 

⼤⼈も⼦供もおなじ。 

こどもはある程度感染する⽅がいいから 

健康な⼦どもが⻑時間・⻑期間マスクをつける事はデメリットの⽅が⼤きいと思うからです。 

⼦供にマスクをさせること⾃体、百害有って⼀利無し。 

教育現場にて⾒ていて思う。汗まみれ、ポケットに⼊れたり落としたりでゴミまみれのマスクを付けています。暑い、蒸れて⽪
膚に悪い、不潔で体に悪い、顔が⾒えなくてコミュニケーションに悪い、 

⼈間が作ったものは⾃然に反するから 

⼦どもは学校の間は強制的、⾝体に精神⾯にも悪い 

全ての⾃由が奪われていると思うから 

⼦供には害だと思う 

健康なのにマスクを着⽤することは、良い効果どころか悪い効果しかないのではないかと思っています。顔が⾒えない、表
情が⾒えない。マスクを着⽤する意味がわからない 

⼈⽣経験が不⾜するし、酸素が吸えないと病気になる 

マスクをすることが不健康だと思うから 

成⻑、⽣活に邪魔だから 

物理的にも精神的にも発育上害しかないと思う。 

すごく苦しそう。無表情になりがち。 

⼦どもは重症化しません。成⻑期の⼦どもが常に酸⽋状態、熱中症のリスク、マスクだらけのこの国にいるとメンタル⾯でも
害しかないです。世界はマスクフリーです。 

マスクをしない事の恐怖等、精神的なダメージが出ていると思う。 

⼈間は誰しも⾃⼰免疫を持っています。⾃分の免疫で対処しながら今までも⽣きてきたしマスクにウイルスを防ぐ効果は
なくマスク着⽤による弊害がたくさんある。よって必要ないと考えます。 

呼吸が浅くなることで成⻑に悪影響、⼈の表情が⾒えないこと等でロボット化 

実際にマスク着⽤による⽪膚病や呼吸障害を起こしている⼦供達がいるから 
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⾝体的にも有害であると感じています。コミュニケーション能⼒も育たず精神にも弊害があると思います。⼦供だけではなく
⼤⼈も同様。 

⼦どもは最⼤の被害者。⾁体機能の成⻑だけでなく⼼や精神機能の成⻑の阻害は計り知れない。 

相⼿の表情がわからないから。呼吸がしにくい。防犯上の理由 

成⻑期の⼦供に新鮮な空気を与えないのは虐待だと思うから 

⼦供の発達に危険が及ぶから 

⼝呼吸の癖がついてしまう。お互いの表情が読み取りづらいことはコミュニケーション能⼒の発達にも影響しそう。 

苦しい、表情を読み取る⼒が落ちそう 

マスクが感染症対策になるはずもなちから 

発育発達に影響があると思うし、将来に影響すると思っている。同調圧⼒やいじめの原因にもなるし、低酸素による脳へ
の影響が⼼配。 

害はあっても利点がないから 

元氣なのにマスクをさせられることはお互いの顔が⾒えない、マスクの内側に沢⼭の菌がついて不衛⽣、質の良い呼吸が
できないなどの悪い効果しか思い浮かばないから。 

精神的 ⾁体的に悪影響だと思うから 

表情がみえずコミュニケーションを阻む、呼吸がしにくくなる、マスク⾃体が汚いから 

呼吸の負担になるのでよくない⿐呼吸は⼤切です❗ 

慢性的な酸⽋、不潔、⼝呼吸の促進。 

⼦供は重症化しないと⾔われてるし、成⻑過程の時期に相⼿の表情が読み取れない、脳に酸素が⼗分に届かない等、
弊害しか感じられない 

成⻑期の⼦供達がマスクを⻑時間着⽤する事は免疫低下、⼼⾝の成⻑、⼈との触れ合い、あらゆる⾯において弊害し
かないと思います。教育現場からそれを正せないのは残念。 

産まれた時にマスクしてないから 

情緒⾯やコミュニケーション能⼒などに懸念をずっと感じている。⾊々強いられすぎている。 

⼦供のうちから菌ウイルスを遠ざけると将来体にもよくない。⼦供たちは声を出してたくさん笑わせてあげたい。 

⼈間形成の妨げ、酸素が⾏き届かないことによる障害など。 

コミュニケーションが取り⾟い。呼吸しにくい。 

⼤⼈が率先して元の社会に戻すべき 

マスクをしなければならないと思わされ、していない事、していない⼈への批判的な感情を持たせる事が、⼈格形成に良く
ない。 

正しい呼吸が出来ず発育への弊害しかない 

成⻑期の⿐呼吸と⾝体活動を妨げコミュニケーション能⼒の低下 

息苦しい＝そもそも体が反応しているということ 

顔が⾒えない、コミュニケーションが取れない、酸素が⾜りない 

⾵邪予防くらいにはなると思うが、表情が⾒えないことによる乳幼児⾔語発達の遅れが⼼配だから。 

酸⽋で苦しい上にコミュニケーション取れない。幼い⼦どもたちは、どうやって⾔葉を覚えていけるのか不安です。 
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科学的根拠もなければ、事実⼦ども達は表情や⼝元が⾒えない事で悪影響が出ているから。 

⽣きていく上で必要でない 

メンタルや脳に悪影響しかない︕ 

⼦供は重症化しないことがデータで証明されているから。 

予防の科学的根拠がない。情操教育的に良くない 

⼦どもはそもそもコロナではほぼ重症化しない。データをみればわかること。健康な⼦どもがマスクをすることで、むしろ被害
が多くでている。 

暑いし苦しい 

酸⽋による⾝体的影響、⼝呼吸による免疫学⼒低下、細菌やウイルスに触れる機会が低下し必然的に免疫⼒も低
下、⼝呼吸により⻭並びが悪くなる 

ない 

マスクしてもコロナはなくならない 

科学的根拠の「根拠」の部分だけがいつも、説明がない。 

害ばかり 

マスクに感染予防の効果がないし、マスクしている事で脳に酸素が⾏かず学⼒低下や健康被害があるからです。 

カラダを動かして遊んでなんぼ︕の年頃がマスクでぜーぜーしながら、先⽣の⽬を気にしながら外さないのはおかしい 

⼦どものみならず⼤⼈も。呼吸を妨げ⾝体に良いことがなにもない。 

相⼿の顔や⾃分の顔が⾒えないことや、物理的に呼吸が妨げられることは、⽣きる⼒を奪うものだと思うから。 

不⾃然極まりない 

息苦しい。表情が分からない。 

⾶沫感染からエアロゾル感染が主とわかったから 

呼吸が浅くなって健康に良くないから 

発達成⻑上、悪影響しかない。 

健康に良くない・脳が育たない・健全な⼈間性が育たない 

健康的に成⻑するために、呼吸は⾮常に⼤事だと思うので。 

酸素が⼗分に取れない。私も肺炎でマスクすると、酸素不⾜で意識無くします。きついのがよくわかるから。 

免疫⼒をアップさせる⽅が⼤事だと思うから。 

苦しいし、体⼒が落ちそう。体⼒が落ちる事は免疫⼒も落ちそうだから。 

成⻑に悪影響を及ぼす 

無意味。 

布地のダニー違います 

免疫⼒が下がるから 

酸素不⾜による健康被害。マスクをしてもウイルスは素通りするから意味ない。 

医者が科学的根拠に伴って発⾔している内容を⾒たから。 

質問 7 に同じ 

⼤⼈に⽐べて運動量が多い、表情が読み取れなくなる、呼吸が阻害され健康に悪い、マスクそのものが不潔。 
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免疫⼒は落ちるし、汚いし、発達にも影響があると思うから 

マスクで表情を隠され、呼吸もしづらく、側から⾒れば⼦供が⽣き⽣きとできていないことがよくわかるから。 

表情が読み取りにくいから 

成⻑段階に⽀障をきたす。 

効果が無いから 

感染者から⾶沫の⾶散を抑えるためにマスクの着⽤は有効だと考えるが、そもそも⼦どもは症状の有無に関わらず上⼿に
マスクを着⽤することが出来ていないから。 

酸⽋はもちろん肌荒れを誘発しむしろ感染しやすくしている 

⼈の感情が読み取れず、脳の発達に悪影響 

⼤⼈と同じく咳くしゃみをする場合の⾶散軽減はあるだろうと思うけれど、⼤⼈以上にデメリットが⼤きいだろうと思う。 

病気に罹って免疫をつける⽅が良いから。 

⼦供がマスクをして⽣活すると体⼒的にも精神的にも病気になる元だから。 

⾃然に反している。⼀部の教授が⾔っていることに納得している。 

マスク着⽤による弊害が、⼤⼈より⼤きいと思う。 

こどもの重症化は、ほとんど無い。マスクを付け続けることによる害の⽅が深刻だと思う。 

良い効果を⽬にしたことがない 

息苦しい、顔が⾒えない、不潔 

感染症を防ぐ以外の良くない効果の⽅が多いと思うから 

呼吸は⼈間にとって最重要な體の仕組みであり特に成⻑期である⼦供にマスクで呼吸を遮ることは害しかないと思う。し
かも顔を覆うという⾏為が仮⾯のように本⼼を隠したり、無表情になったり悪影響が多い。そもそもマスクをしなければなら
ない、しない⼈間は排除するような⼤⼈やメディアからの刷り込みが浸透し、奴隷化が危ぶまれる。 

顔の表情を⾒ないで育つのは問題だと思う 

そもそも重症化しない感染症に対して対策を講じる必要はないと思う。 

健康上よくないと思うため 

マスクにより外界に⾃分を出していくためのブレーキになってしまいそうだから（マスクに依存） 

⼦どもにとって、マスクは、デメリットの⽅が⼤きいと考えるから。 

感染症対策に効果がなく、苦しいばかりで悪影響がありそうだから 

以前家族が無菌室に⼊院していた時に勉強したから 

息苦しいだけに思える。 

⼝や顔の半分が隠され、この⼈は何を⾔っているのだろうか︖という顔で⾒られる。実際⼦供だけではなく⼤⼈もそう思う
のでマスクは良くない。 

酸素が不⾜する。マスクの⼈の表情が分からず、感情の機微を察知できない。 

コミュニケーション能⼒や呼吸に問題が起きるから︕ 

コロナ騒動でのマスク着⽤により、⼦どもの⼼が蝕まれていると実体験したから 

⼦供に免疫⼒をつけさせることが必要 

成⻑期の⼦供にマスクをさせるのは、酷い。 
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マスク禍が始まり⾚ちゃんや幼い⼦が⼈の顔に反応しづらくなったり表情が乏しくなったこと、⻭科医から⻭ぎしり⾷いしば
り、整形外科での怪我や痛みを訴える患者がとても増えたと聞いたこと、頭寒⾜熱の反対になること 

こどもが不快を訴えているから 

⼼理的にも良くないです 

⼦供が⼈⾒知りをするようになる例をよく⾒る 

呼吸がしにくい上、熱がこもるため 

有害でしかないと思っている 

⼤⼈も⼦供も、着⽤して感染を防げないと考えているから 

成⻑過程に於いて、酸素量が少ないことや⾊々な菌やウイルスに接触していないと、今後どうなるのか不安だ。 

正常な呼吸の妨げになる 

思わない 

表情が⾒えないことのマイナスがマスク着⽤のプラスより⼤きいから 

マスクをすると酸素濃度が下がったのを⽬の当たりにしたため（コロナ禍で頭をぶつけて救急⾞に乗った際、マスクを⿐まで
あげた時と⿐を出したときにサチュレーションにハッキリ違いが出たため） 

肌は荒れるし、顔がみえない、夏は暑いし、息苦しいなど 

しんどい思いして⽣きたくない 

肌が荒れたり、顔の認識ができない、息苦しい、汚いなど 

悪い効果は沢⼭ある。脳に酸素が不⾜するしコミニュケーション不⾜などなど 

⼤⼈でもマスクを付けて息苦しいので、マスクによる感染予防効果よりも、マスク着⽤による体調不良の⽅が怖い。 

何も分からない⼦どもにとって⼀種の全体教育としてマスクが存在しており、今後マスクに限らず全体主義に疑問を持たな
くなってしまう恐れがある 

⼩さな⼦供はコロナにかかっても重症化しにくいのであれば、マスクをして夏場の熱中症対策策の⾯からも外したほうが良
いと思うので。 

お互いの表情を読み取れないのは良くないと思う 

酸素低下するから、良いわけがないと思う。 

マスクの素材、酸素の制限、⼝呼吸、 

顔を隠していると表情を作る必要が無い、若しくは読み取られないことに慣れてしまう。 

⼈の表情が⾒えないので発達障害になるのではないか︖また脳に届く酸素の量が少なくなり全てに悪影響を及ぼすと思
う。 

酸素が不⾜すると頭が働かなくなると思う 

息苦しそうにしているのに、マスクは必要なのかな︖と感じます 

我が⼦が苦しいと⾔っています。でも、みんながしているから外したくないと。 

酸素を取り⼊れる量が圧倒的に少なくなるから 

⼦どもは⾊んな菌やウイルスに触れることで免疫を取得出来ると考えているから。マスクをつけたまま⼤⼈になった⼦どもが
将来感染症対策になる保証はない。 

息苦しく可愛そう 
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肺活量が落ちて発達に悪影響があると思う 

免疫⼒がつかなくなり、かえって病気になりやすい⾝体になるのではないかと思うから。 

⼦供の精神的⾁体的発達にマスクは有害だろうと想像します。 

⼝呼吸になってしまうことや表情が読みとれないなど、デメリットの⽅が多い 

親や先⽣の顔、表情が⾒えなくなり、成⻑過程のコミュニケーション能⼒に多⼤な悪影響を与えるため。 

表情が分からない。 

良い効果はあるとは思えない 

前に書いた通り、マスクでウィルスは防げないと思うからです。 

呼吸を上⼿く出来なくなるし、危険である 

呼吸を妨げるものを着けさせてとても⾒苦しい。 

呼吸は成⻑に関わる上に教養として良くない、命令や⾵潮を聞かせる訓練に近いものをである為必要を感じないし社会
不適合の劣等感から病気に派⽣する流れが⾒えるため総じて不必要と考える 

酸⽋になって、⼦どもの脳の発達に悪い。 

先に書いた理由と同様＋⼈の表情を⾒て様々なことを感じる経験がないことの弊害 

⼦どもの脳は発達途中なのに、マスクをすることにより低酸素状態になると発達障害になる可能性がある。⼤⼈でも低酸
素状態になると記憶を司る海⾺にダメージを⾷らうので、⼦どもにマスクをさせるのは酷すぎると思う。 

脳に酸素が⾏き届かないし、表情が⾒えないのは良くない 

呼吸を妨げられ、体全体に必要量の酸素が⾏き渡りにくくなり、マスクの素材によっては⼈体に与える影響が多いと考える
から。 

息苦しい 

認識能⼒、発達器官、社会性、コニュニケーション能⼒の低下、本⼼を偽る事の増⻑、免疫や健康上の被害、政治的
圧⼒への服従⼼の育成に繋がる。⼈間はただ声だけでコミュニケーションしているのではなく、表情や触れられない⾒えな
い部分や空気なども全てひっくるめて発したり受け取ったりしているのに、⼤⼈より過敏に感じてるだろうはずのこども達にさ
せる⾏為は、⼀番⼤切で育成されるはずの感覚を封じ込めてしまうと思う。 

いい効果が無いというより悪い効果の⽅が多いと思う。酸素量の低下、⼝腔細菌増加、コミュニケーションの取り⽅を学ぶ
ことが出来ない また、⼦どもという柔軟な頭にマスクが絶対という⾵潮によりマスクをしなければならないという考えにしてし
まっている 

正直僕は 40代ですから⼦どもの頃にマスクなど⼀切付けずに⽣活していた為「常時 YES マスク」経験がない為 SNS で
読んだ程度の知識ですが「⼦どもから笑顔が消え、⼈の顔⾊を伺う事しが覚えなくなった」⼦が増えたと聞きました。また親
⾃⾝もマスクによる弊害を全く理解しておらず「つけるのが当たり前」と思う⼈が多すぎるので、マスク弊害を勉強してくれと
⾔いたいです。 

むしろ健康に有害。 

もし、周りの⽬を気にして同じようにすることが正しい、とするのであればそれは良い効果かもしれませんが、果たしてそれが
良い⼈⽣かと問われると、ちょっと違うかなと思います。 

マスクは酸⽋の原因で⾝体に良い訳が無い 

発達途中の⼦どもには悪影響だと思うから。 
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呼吸障害や、あごの発達への影響、熱中症になるリスクも多くて、その危険性が怖いから。 

成⻑過程において表情を⾒て話したりするのは重要であるし、酸素不⾜による脳機能の低下、着⽤し続けていることの
不衛⽣さ等を考えると⾵邪などの症状で着⽤する以外は良い効果があるとは思えません。 

科学的根拠、医学的根拠が無いものを着けさせるのは虐待︕︕︕ 

我が⼦もまわりも着⽤していても陽性になったから 

⼦供の時からマスク着⽤が当たり前になると､⼝呼吸ばかりしてしまい､脳に酸素があまり送られなくなり､⾊んな弊害が出
る｡マスクで表情を隠すことを覚えると､感情があまりないロボットのようになったり､嘘をついても顔を隠しておけばバレないと
悪知恵を覚えたりするから｡免疫⼒も落ちるから｡ 

健康を害する。 

すでに⼦どもの⽣育に悪影響を及ぼしています。⼦どもの⾃殺も増えています。⽇本の宝である⼦どもを守りましょう。 

よいどころか、悪い事の⽅が⼤きいでしょう。学校は⼀度⼦供の、学校で着⽤し続けたマスクの不衛⽣さを検証すべし。 

我が⼦の体に異変が起きているから 

無意味どころか健康被害、コミュニケーション不⾜になり将来的に問題 

かわいそう。お顔が⾒えないのはかわいそう。 

現に弊害が出ている。熱中症になりそうでも、外せない児童かいる。あれだけ、マスクを着けなさい、⿐マスクは⽌めなさ
い︕と教えられたにも関わらず、今度は外しなさい︕と⾔われても⼦供は対応が難しい。何が正しいの︖と混乱している。  
お友達の⼝元を⾒ないで顔を知らないままでコミュニケーションが進み、いざ、マスクを取る事には抵抗を感じる⼦もいる
し、顔を知らないで進むコミュニケーションがとってもかわいそう。 

相⼿の顔が分からないコミュニケーションをしている⼦供が不憫である。何度も直して余計にマスクに菌がついていると思う
し、そもそもマスクはウイルスを通すから、無意味だと思うし、良い事は⼀つもないと思っている。 

⼦供には、害悪しかない。 

⾮衛⽣的で⾮健康的であるから 

発達段階にあり低酸素や⼝腔環境や、精神的なもんだいばっかりだからですね。 

この先の発達に問題が出てくると思う 

成⻑期に必要な酸素がマスクで遮断され⾜りないと思う。 

⾃分や家族や友だちの体験上と、科学的根拠により。 

コミュニケーションに弊害が起きたり、熱中症、脳の発育に影響があると考えるから 

吐いた息を吸っていいことがあるのかとても疑問。呼吸も浅くなり、体によいわけがない。 

⼤切な脳が 1番成⻑してる時に酸素を奪っていると思うから 

酸素吸⼊量が減り、健康悪化する 

⼦供の成⻑に悪影響が出ると感じています。 

こどもは⾝体の全部を使いながら体と⼼を成⻑させていくと思います(⿐呼吸の⼤切さ、相⼿の表情の読み取りの⼤切
さ)。さまざまな免疫を作りながら成⻑していくなかでまだまだ未発達の頃にあらゆるマイナス要因が考えられるように思いま
す。こどもの発達の視点では⻑期間にわたるマスク着⽤は早急な対応を願います。 

マスクは感染予防効果はありませんし。⼦供にとって悪影響しかありません。低酸素症、相⼿の表情が⾒えないなど 
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⼦どもはのびのびと外の新鮮な空気を吸うべきです。屋内でも不要だと思います。マスクで表情が⾒えないのも問題です。
酸素不⾜。脳への影響の⽅が気になります。 

呼吸が浅くなる 

⼦供には免疫⼒を向上させるための訓練期間があるにもかかわらず、マスクで免疫⼒を下げると免疫⼒を失うわけで、そ
の場合効果はないと思われます。本当の医学がマスク着⽤をすすめるとすれば、⼆度と病院へは⾏きません。 

成⻑期であり免疫⼒が正常な⼦どもには、感染症を防ぐ⽬的としてのマスクは無意味であると思います。 

酸素不⾜により脳に影響があると⾔う⽂献を⾒たから 

⼦供達の⾝体に負担がかかる 

呼吸困難になり頭が回らず表情を隠すので⼼の形成に影響がありそう 

無症状で⻑期的な着⽤は、⼦どもの思考を変えてしまうから。 

つけないことで免疫向上 

医療現場のような適正な使い⽅を⼦どもは出来ないしマスクを⾷べているから 

マスクをしていると免疫⼒が弱くなる、表情が⾒えないから 

顔が⾒えないことへの恐怖の⽅が⼤きい。⼤⼈の私でさえそのように考えるのに⼦どもにとってのメリットってなんですか︖着
けるのが当たり前という教育が怖いです。 

マスクは健康な⼈が⽇常的に着けるものでは無いし⼦供にとっては⼗分に呼吸出来ない、表情が⾒えない等、脳や思考
の成⻑に悪影響がある 

⼦どもの声をきいてください ⼦どもはどう感じているのかどれだけ苦しい思いをしているのか ⼤⼈から⾒て⼦どもがどうして
いるのじゃなく ⼦どもの声をきいて欲しい 

呼吸が困難となり脳の発育にも悪影響。マスクで顔を隠す→⾃⼰を否定するという深層⼼理への悪影響も懸念される。 

健康、精神上成⻑に影響があるから 

⻑時間のマスク着⽤の健康上の弊害の⽅が⾼いと思う。 

熱中症になりやすいから 

呼吸がしづらく、酸素不⾜になり、成⻑に悪影響だから 

酸素不⾜、顔を出すのが恥ずかしいとなってしまった精神的影響か、 

全く意味がない 

コミュニケーション能⼒や⾝体（疲れやすい、頭痛)に弊害が出ているため 

⾵邪や病気はなるもの。なのに息(⽣き)苦しい。 

⼤⼈でもつけ続けると酸素不⾜で頭がぼんやりします。きっと⼦どもならなおのことと思い成⻑には害しか無いでしょう 

息苦しいだけで、可哀想です。 

成⻑に⽀障がでる可能性があると考えている 

顔の表情も⾒えにくく、コミュニケーションがとれてないから 

息苦しさは、体の SOSだと思う 

⼤⼈でも苦しいものを⼦供にさせたくない。また、しないといけない、という考えを刷り込まれているのが良くない。 

⼼も⾝体も育つ⼤切な時期にマスクは良くないと思います。 

健康上良く無いまた話し相⼿の表情を⾒て話せなくなり表現がうまく出来なく成る 
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私は、ど素⼈ど庶⺠で専⾨的なことは、わかりませんが、やはり、私⾃⾝の⼦ども時代を思い返しても、不可解だなとしか
思えないのです。それ以前の問題だと思います。 

マスク、ツバでぐちゃぐちゃになってとっても不衛⽣です 

例えば先⽇，⻭科領域の論⽂をいくつか読みましたが，⻭並びは呼吸様式や表情筋の機能，姿勢などの影響を受け
ることを知りました。マスクで通気抵抗が増すことで⼝呼吸になりやすいことは，それこそメディアでも報じられていますがそ
れが習慣化されれば⻭並び・⾍⻭・⻭周病などにも発展しますし，⼝呼吸が注意⽋陥・多動や集中⼒の低下などに関
連することは以前から⾔われていました。他にもいろいろありますが，⼦どもにとってマスク着⽤が良いはずがないと考えま
す。 

活発に動く⼦供の呼吸を⽌めているように⾒えます。濡れたら呼吸は出来ないのに、なぜプールサイドで着⽤させるのか、
恐ろしく思います。 

幼い⼦供が取りたがっているものは、必要ない。寒ければ服を着せても脱がない。マスクを脱ぎたがるならいらない。 

先程の質問と同じ答えになりますが、⼤⼈より⼦どもへの酸素不⾜の⽅が成⻑に影響してくるので深刻だと思います 

⼦供にも⼤⼈にも必要ない 

息苦しいだけ。 

表情もわからないし発達に様々な障害を引き起こすから 

いろいろと調べてみて 

息苦しいので逆に危険。呼吸が浅くなってるように感じる。学校からの不織布マスクにして下さいの通達は、腹⽴たしい。
購⼊するのに、余分なお⾦もかかりシングル家庭には厳しい 

⼦供は感染率が低いし逆にマスクで苦しくなるから 

表情がわからないというのは精神的にもかなり⼤きいダメージだと感じます。 

元気な⼦供達にマスクさせる事が⼤⼈として理解できない。無知な⼤⼈が多すぎる。 

思うように酸素が吸えないことほど体にストレスなことはない。学⼒も体⼒も落ちていくのを⾒ていられない 

マスクの内側は⾼温多湿で菌が発⽣しやすいから、着⽤しないほうがいいとおもう。 

普通に空気が吸えない環境にあることがストレス、苦痛でしかない 

⼦供の成⻑やコミュニケーションという意味で、全く不必要︕ 

⼼⾝の発育に悪影響がある 

表情が⾒えないこと、よく聞こえないこと、呼吸が浅くなることは成⻑にとって害であると思う 

マスクのせいでコミニュケーションがとれない。そもそもマスクいらない。 

表情の認識等によるコミュニケーション⼒の低下の可能性、 

菌の温床となるマスクで健康を害する。表情のない⼦供を多く⾒かける。コミュニケーション能⼒は低下。考えることを奪っ
てしまっている。 

百害あって⼀利なし 

⼝腔内は唾液で消毒されているから 

デメリットしか感じない。マスク外したくても⼤⼈や友達から⾔われることへの恐怖から外せなかったり、⾃分の顔が変だから
外せない精神⾯へ影響がいっていたり。他にも様々な影響を及ぼしているから。 

顔が⾒えない、息が苦しいし無意味 
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顔が⾒れない、暑い、息苦しい 

科学的にも、⾃⼰の体験や感じ⽅としても有害であると考えるため 

マスクを着⽤することは、マスク内に菌が繁殖することで病気の原因になりうるとメディアでも報じてますし、SNS でも⽰唆さ
れています。 

メリットとデメリットを考えるとデメリットの⽅が⼤きいと思うため。マスクをすることで衝⽴などをなくせるならまだ意味はあると
思うが、そうでもないため 

⼤⼈でさえ息苦しく、ちゃんと酸素を取り込めない気がするのに、ちゃんと⾃分の体調を表現できない⼦供が親や周りの⾔
うがままに付けてきちんと脳まで⾎液（酸素や栄養）が回ってるのか、かわいそうで仕⽅ないです 

酸素不⾜でしかない。 

⼦どもの脳には成⻑してる途中だから沢⼭の酸素が必要です。⼤切な時期に脳を殺してる⾏為だと思っています 

内海先⽣が⾔ってるから 

酸素濃度低下による健康、知能の発達に影響。 

免疫⼒がつかないし、表情も分からないので、コミュニケーションに影響が出ると思うから 

マスクがあることで⾔葉がわからない、表情がわからない、顔が覚えられないなんて当たり前すぎて必要なさすぎるから 

免疫⼒を下げる、あらゆる成⻑の邪魔 

顔の表情がわからない 

マスクをすると酸素不⾜になり，脳の発達に良くない。また感情など読み取れないので、情緒も不安定になると思う。 

情報発達⾯からも、発育⾯からも、良い効⽤は⾒当たらない上に感染予防効果も無いと考えているから。仮に感染しな
いさせない効果があったとしても、⼦供を⾵邪から守るべきだとも思わない。積極的に罹患すれば良いし、それで⾼齢者が
亡くなるのは毎年のこと。 

いろいろな意味で逆効果だと思っている。表情が読み取りにくい、話しが聞こえにくい、逆に声が⼤きくなる、また⼩さい声
ならば近づいてしまうのでマスクの意味なし。⼦どもの成⻑にも、良くない。 

そもそも強要することが間違っていると思う。なので着ける教育はしていない。それに酸⽋になるし、熱中症リスクを⾼める
し、コミュニケーションも育めないし、百害あって⼀利なし。 

コロナ菌は⼩さくマスクでは、防げない 意味もないのに着ける必要なし 

物事を考えなくなるステップになる。 

⼦どもがマスクで低酸素⾎症になってしまった為 

⼦どものマスクは短時間ですぐに汗やヨダレで濡れてしまい、付け続けることがかえって不衛⽣ 

脳障害、知能障害、酸⽋など成⻑を阻害させ悪い効果しかない。 

新型コロナの感染より熱中症の⽅が恐ろしいと思うため。また、年齢にもよるがマスクをずっとつけていられるとは思えず、根
本的な対策とは⾔えないと考える。 

着⽤することにより酸⽋状態になるから 

成⻑期の⼦供に与える影響が多すぎるから 

マスクに薬品が使われていたり、逆に⼝腔内に悪影響だから 

⼆酸化炭素濃度があがるから。 

お⺟さんが⾔ってるから 
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⼦供には酸素をしっかり取り⼊れる⽅が良い。⼦どもは⾊んなところをすぐ触り、その⼿でマスクや顔もバンバン触るからウイ
ルスは避けられない。なら酸素をしっかり取り込み、⾝体の機能をしっかり働かせたほうが良い。 

⼼と体の発達に百害あって⼀利なし。表情を読めない、⼈の感情を想像する⼒が育たない、⼈間関係が希薄になる、
⼆酸化炭素が増え頭痛など⾝体症状の負担が⼤きい、免疫⼒が低下する。 

呼吸を妨げることは⼼⾝の発達によくない。 

呼吸を妨げることは⼼⾝の発達に良くない 

酸素不⾜、不衛⽣、表情認識の⽋如、想像⼒の低下、奴隷化、 

相⼿の表情が⾒えないため、⼈格形成に⽀障が出る可能性が⾼い。酸⽋状態になりやすく、成⻑に影響が出る可能性
がある。 

精神⾯、健康⾯共に悪影響を⽣じる 

酸素が回らず、免疫⼒が下がるから 

⼈間の基本的な機能、呼吸をおろそかにして感染症にどう打ち勝つのか逆に知りたい 

顔⾒えない中でのコミュニケーションを、⼩さい⼦がとれるとは思わない。私の⼦どもは⾔葉を獲得するにあたり⺟親の⼝元
をようく観察していた。⾔葉の獲得も遅れる。何より便座より汚いマスクをつけ、酸素が⼊ってこない、⼆酸化炭素にマスク
の化学物質︖を吸い続けデメリットしかないと思う。マスクが当たり前でどうやって社会性が育つのでしょうか。⼈を信頼する
ことを覚えるのでしょうか。マスクが病気を作るのに、何故マスクに疑問を持たないのでしょうか。 

⼦供は菌をもらってなんぼだから。あとは呼吸もしづらいし、顔も⾒えないし、ぐんぐん成⻑している⾝体に悪影響しかない
から。 

⼦どもの⼼⾝の発達に害があると考える 

感染が防げる訳ではなく意味がない事だと思う。 

呼吸器が未発達な⼦供にマスクをさせる意味がわからない 

⽣きる上で⼤事な「呼吸」が阻害される。 

マスクは無意味だから 

表情がわからなく、⾃分の感情も出し⾟い。⾔葉が聞き取れにくいし、みんな同じ顔で判断⼒に⽋けるように思う。と、不
潔︕ 

⾃然の摂理に反する。⼈間の顔はマスクで覆ってウイルスを防ぐように神は創りたもうてはいない。 

苦しいだけだし、弊害が⼤きい 

逆に免疫⼒低下につながると思っている 

酸素不⾜、不衛⽣、顔が⾒えず、コミュニケーションがとれない、弊害ばかり 

⾝体の成⻑や⼈間性の育成等の妨げになるかなー 

酸⽋、表情がみえずコミュニケーションがとりにくいなど 

⼦供がマスクする事によって⾊々リスクを伴うのでする必要性がない 

発達に悪影響だから 

虐待以外の何ものでもない 

恐怖⼼を植え付けるだけでなく、コミュニケーション不⾜になる。 

マスクをしてない時の⽅が⼦どもが元気だった 
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⼦どもはマスクを清潔に管理出来ない。呼吸が浅くなる事の⽅が⼼配。 

全てワクチンを打たせたいだけの利権がらみとエアゾルにはマスク効果は無いので⼤⼈同様必要無し 

新鮮な空気を⾃由に吸うことは⼤切。⼈は⾃⾝の菌に守られ、菌の交流によって免疫を上げることができると思うので。 

⼦どもの成⻑過程に影響を及ぼす。感染症対策よりも深刻だと思う。 

脳の発育、⼈の表情が⾒れないなど⼦供にはマイナス⾯の⽅が多い。実際ウイルスはマスクの⽳を通過するし意味がな
い。 

新鮮な酸素が脳にいかない事、マスクの中がバイ菌だらけでマスクを着⽤することでバイ菌を⾝体に取り⼊れていること、マ
スクで表情もわからずコミュニケーションがとれないことなどマスクを着⽤することで逆に⾝体的にも精神的にも健康を害する
から 

マスクしないせいで亡くなった⼦は居ないけどマスクしてたから亡くなった⼦は居ます 

マスクをし続けることが不⾃然だから 

感染症への効果は本当に僅かな効果しかないのに対し、低酸素と雑菌を含んだ呼吸による⾝体への害の⽅が断然多
く、成⻑期の⼦供にはダメージが⼤きすぎるから。 

科学的根拠にもとづいているのと、表情がわからないことによって、計り知れない影響があるとおもう 

精神科にかかわる仕事しており、うつや発達障害の⼦が増えたと思うし、今年の⼩学⼀年⽣の平均⾝⻑が低くなってい
るかとおもう。成⻑発達に著しく影響していると感覚的に思う。 

今までは助け合いの⾔動が⾒られたが、今は、⾃分と他⼈を分けて⾏動する⼦(助け合いが減った。)が増えた。と聞い
た。 

筋⾁の 16倍の酸素を要する酸素⼤⾷いの脳、スキャモンの発育曲線の通り、5 歳までに脳の 8割、12 歳でほぼ完成
されるという脳の発育期においてマスク内に滞留している吐き出した息を再び吸わせている事の悪影響は計り知れない。 

⼦供の成⻑の邪魔をしている。衛⽣的じゃない上に、感染防⽌にもなっていない。コロナを神経質に感じているご家のお
⼦さんは、マスク警察になってます。 

雑⼱のような汚さと、酸⽋と。 

呼吸器が⼤⼈より発達していない⼦どもにとって、マスクは呼吸困難に陥る危険性がある為。 

表情をみせないって すごく良くないと思います ちいさい⼦に 

呼吸が浅くなる。⼝呼吸になる。 

 

質問８で「わからない」 と回答された⽅  選択した理由をご記⼊ください。 

回答数︓79 

わからないから 

感染症は予防できても熱中症などのリスクがある為 

呼吸が浅くなって免疫がおちる 

周りがしているから、合せるしかない。 
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熱中症など⼦供のマスクの危険性は明らかだが、かといって全⾯廃⽌してよいという根拠になるデータもない。状況に応じて
着脱すべき。 

感染症予防を優先させすぎている 

⼦供の頃は、総じて「みんなと同じ」をして安⼼していた。今の世代でも同じなのかなと感じている。 親・教師の影響は、ど
うしても⼤きいから、⼤多数の⼤⼈(親・教師)は、⾃分で考えることをしない限り⼦供のマスク取れるかな︖︖ 「⼦供にだ
け」は、難しいなーと。 

後の世になってみないと真実は分からないと思うから 

⼦どもの年齢や環境、時と場合による 

コロナだけでなく、他の感染症も例年に⽐べたら少なかった。なので、何かしら今やっている感染症対策の効果はあるのかも
知れない。でも、それがマスクなのかは分からない。 

⼦供の健康をマスクで阻害しているから︕︕ワクチンテロ⾏為だから・・・ 

感染症対策としてはいいが、精神的な⾯でいいとは思えないから。(相⼿の表現がわからない、また、⾃分の気持ちを表現
するのをためらうような感覚になるのではないか、ということ) 

学校と⾔う集団⽣活での予防効果に疑問 

シェデイングが気になるから 

年齢が低いので、発達に差し⽀えたり、⾃分で体調不良の訴えができないため、熱中症や突然死のリスクが⾼いと感じる
から 

コロナ感染症には効果があると思うがその為に⼦どもの頃にかかって免疫をつけたほうが良いその他の感染病をも防護しす
ぎてしまうという話しもあるから。 

マスク着⽤証明されてのかがわからない 

マスクをしていることで病からは多少守られているのかもしれないですが、マスクをしていることで⼈の表情など読み取れない
⼦供が増えてきていると聞きます。 マスクをしていることで、息もしづらく酸⽋になるのでは?!と不安にもなりますし、新型コロ
ナだけの話ではなく、総合的に⾒ると良い影響だけではないのかなと感じます。 

⼤⼈と⼦供のマスク着⽤有無の科学的根拠が分からない 

⼦供とは何歳から何歳までを対象としているか不明の為。 

メリットデメリット両⽅あるため。 

⼦どもはマスクをきちんと着⽤するのは難しいのではないかと思うから。 

マスク着⽤は⼀定の感染抑⽌になるとは思うが、のべつまくなしに常時着⽤は意味がないと思う。⼦供の場合は⾃⾝での
判断ではなく⼤⼈の指⽰での着⽤、⼤⼈達の正しい意識での指導をして欲しい。常にマスクをする事でのリスクも有りま
す。 

息苦しいから、⼦供だから調整も出来ないと思うから 

コロナへの感染以前に、⼦どもの⾝体や成⻑への影響が気になる。 

⾶沫を⾶ばさない様にマスクを着⽤するという事が、感染症にかかりにくくするかどうかわからない。マスクをする事によるデメリ
ットは数字として現れにくく、さらに⼦供の成⻑に影響しているかどうかはその⼦供が⼤きくなってみないとわからないと思う 

⼦どもがいないから。 

はっきりとは、決められない。 
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功罪判断の⽐較データが少ない、あまり⾒たことがない。 

⼦どもがいないのでわからない 

⾵邪や花粉症など、効果あると思うコロナは❓ 

唾液の⾶沫は防げるから 

効果があるかもしれないです。 

⼤⼈はまだいいが、⼦供がずっとマスクをつけることは弊害がありそう。 ただ、感染防⽌に役⽴ってるならつける⽅が良いとも
思う。 

乳児、幼児、⼩児で違うと思うから 

酸⽋で健康や成⻑に悪影響や、特に夏場は熱中症などの影響が懸念される。 

⼦どもの年齢によって変わるら、マスクをつけることでリスクが⽣じる年齢であれば、着⽤すべきではないし、⾃⼰判断でマス
クの着脱ができるなら着⽤すべきだと思う。 

プラスのめんとマイナスがあるようにおもうので 

感染防⽌と息苦しさ ~どちらを優先すべきか悩ましい 

つけたい⼦もつけたくない⼦も⾃分で決めたらいいと思う。 いつまでもマスク着か否かにこだわる⼤⼈がいることがダメだと感
じる。 ⼦どもたちにはマスクありなしを気にする事なく⾃分たちの世界に夢中になっていてほしい。 

マスクによる影響がはっきりしないから 

⼦どもたちにとっても時と場合によってはマスクが感染防⽌にはるはずです。しかし、学校の⽣活を制限すべきではないと思
います。 

学⽣の感染が多いが暑い時期の熱中症が問題。 

⼦供と⼤⼈の差がわからない 

時と場合による 

顔、表情が⾒えないこと。 常に付ける必要はないと感じ、外しても良い場所や場⾯では外せる環境に。 

⼦供には、顔の半分しか⾒えない時間が、⻑期であることの、弊害が、あるのではないか︖ 

根拠までのが⾃信はないです。これも感覚です。 

根拠がわからないので 

付けたければ付ければいい。付けたくないものを無理やりはおかしい。 

本当の事は時間が過ぎないと分からない 

⼦供はマスクは可愛いそうと思う反⾯、もしマスクで助かることがあればと考える 

⼦供はいないため 

⼦供のマスクはズレやすく、⼿で触っていることも多いから。 

先⽣が強要してくるから 

洗脳による思い込み効果もあるかもしれないので 

特にそれのみでの効果なのか分からないから 

マスクの素材、付け⽅で違うと思う 

良い⾯も悪い⾯もあると思う 

マスコミでマスクは有効と⾔っていたが、世論に洗脳されているのではないかと疑問も感じている。 
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どちらとも⾔えないと思うから 

⼦供と⾔っても成⼈してるので分かりません。 

場合による 

⼦供の成⻑や、精神への影響の⽅が⼼配になるから。 

⾃分は⼯夫しながら付けたり外したりして⽣活できるが、⼦ども達は学校に居る限り基本マスクをしていないといけない状況
にあると思う。 マスクは暑いし、呼吸がしづらいと思う。 でもインフルエンザはマスクをし出してから劇的に減ってるのは感じ
る。 コロナに対しても効果があってるのかは不明。 

感染予防にはなるが、⼈の表情がわからない⽣活が情緒形成や友⼈関係の構築など、成⻑に影響があると考えるため。 

分からないから 

⾶沫を吸い込む量を減らすという点では感染する確率は下がるかもしれないが、サイズの合うマスクをつけることや、熱中
症、⽪膚の炎症、マスクをすることによる不快感は⼦供を守っているとはいいがたいと思う。 

⼦ども、とは何歳までを指すのか 

調べていない 

なぜ⼦供とおとなを区別するのかわからないから 

そもそも⼦どもはマスクを付けられるほど落ち着いていない。強要は出来ない。 

⼦供にとってはマスクをつける⾏為がきついのではないかと思いますが、コロナ禍の中産まれた⼦や物⼼がついた⼦は マスク
をつけることが当たり前になっていて苦痛ではないのではないかとも思うし ⾶沫が感染拡⼤の⼀因であるとするならば マス
クをつけることは効果はあるのかなと思う 

感染症予防には効果があるのは間違いないと思うが、必要な免疫を得られていなかったり、表情が読み取れないことで将
来的に影響があるのではないかということも懸念されるため。 

⼦供が⾝近にいない 

はっきりとした統計はないように思います 

熱中症とかきちんと成⻑期段階からちゃんとした呼吸が⾝につけさせられないのではというリスクもある。 

 

質問９）⼦どもの教育機関でのマスク対応についてお尋ねします。現在⼦育て中である。 

回答数︓3591 

回答選択肢 回答数 ⽐率 

はい 1,827 50.9% 

いいえ 1,764 49.1%  
3,591 100.0% 
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現在⼦育て中「はい」５０．９％、約半数は⼦育て中の⽅が回答している。 
うち「就学」76.2％、「未就学」23.8％。 

 

質問９で「はい」 と回答された⽅   お⼦さんの就学状況をお選びください 

回答数︓1827 

回答選択肢 回答数 ⽐率 

就学 1,393 76.2% 

未就学 434 23.8%  
1,827 100.0% 

 



 

市⺠がつくる政治の会マスクアンケート 2022 

 

54 

質問９で「就学」 と回答された⽅   ⼩・中・⾼でのマスク対応について、近いものをお選びください

（複数回答可） 

回答数︓3040 

回答選択肢 回答数 ⽐率 

常に着⽤についての注意喚起がある（あごマスク、⿐出しもダメ） 500 35.9% 

⼦ども⾃⾝が実際に注意されたことがある 492 35.3% 

体育の授業やプールの授業時にもマスクを着⽤している 210 15.1% 

外遊び、体育の授業、登下校時等、マスクを外せる場⾯がある 891 64.0% 

個⼈の体調に応じてマスクを外してもよいことになっている 297 21.3% 

学校でマスクを外してもよいという話をしてくれる 182 13.1% 

マスクをしないことで、いじめにあったことがある 120 8.6% 

マスクをしたくないことが主な理由で登校しない⽇があった 108 7.8% 

マスクをしたくないことが主な理由で不登校になった 42 3.0% 

マスク着⽤の義務はない 115 8.3% 

当てはまるものがない 46 3.3% 

わからない 37 2.7%  
3040 218.2% 

 

「常に着⽤についての注意喚起」35.9％、「⼦ども⾃⾝が注意されたことある」35.3％、「体育やプール時もマスク着⽤」
15.1％から、学校⽣活全般においてマスク着⽤が常⽤である学校があることがうかがえる。 
半⾯「外せる場⾯がある」64.0％、「個⼈の体調にあわせて外してよい」21.3％、「マスクを外してよい」13.1％など、マスク
着⽤への配慮がある学校もあるようだ。しかし、「マスクをしないことでいじめ」13.1％、「登校しない」7.8％、「不登校になっ
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た」3.0％が⽣じており、マスクが原因となるいじめ、不登校につながったとする回答が 1割程度あり、マスク着⽤による⼼理
社会学的な影響も出現している。 

質問９で「未就学」 と回答された⽅   園でのマスク対応について 、近いものをお選びください

（複数回答可） 

回答数︓702 

回答選択肢 回答数 ⽐率 

着⽤について注意された（あごマスク、⿐出しもダメ） 60 13.8% 

⼦ども⾃⾝が、実際に注意されたことがある 63 14.5% 

外遊びやプールの時間にも、マスクをしている 16 3.7% 

外遊び、お昼寝の時間、登降園時等、マスクを外せる場⾯がある 106 24.4% 

個⼈の体調に応じて、マスクを外してもよいことになっている 54 12.4% 

保育⼠・幼稚園教諭や園が、どうしてもマスクを出来ない⼦どもや個⼈の体調に
より マスクを外してもよいという話をしてくれる 

39 9.0% 

マスク着⽤を嫌がることがある 48 11.1% 

マスク着⽤が主な原因で登園を嫌がるようになった 18 4.1% 

マスク着⽤の義務はない 224 51.6% 

当てはまるものがない 54 12.4% 

わからない 20 4.6%  
702 
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「マスク着⽤の義務はない」が 51.6％と多数を占めているが、「注意された」13.8％、「⼦ども⾃⾝が注意された」
14.5％、「体育やプール時もマスク着⽤」3.7％と、未就学児についてもマスクの常時着⽤がある。 
マスク着⽤を嫌がったり、登園を嫌がる⼦どももいる。就学児よりはマスク常時着⽤は少ないが低年齢であればあるほど成⻑
発達への影響が懸念されるのではないだろうか。 
今回の回答の多くが⼦どもの保護者であることを考慮すると、質問７から多くの保護者がマスクは感染症対策になっていな
いと感じつつも、特に就学児の殆どの⼦どもがマスクを常時着⽤している環境にあることがうかがえる。「外遊び、体育の授
業、登下校時、マスクを外せる場⾯がある」64％から、反対に 64％は屋内ではマスクを常時着⽤している環境でもあると
解釈できる。未就学児においても常時着⽤の園もあるようだ。 
質問 4 から、「マスクは着⽤する必要はないと思う」が 55.1％、全体の半数以上はマスクは感染対策には不必要だという
認識。「マスクを着⽤したい⼈だけが、すればいいと思う」が 33.9％、「時と場合によりマスクを着けたり外したりすればよいと
思う」が 8.9％前者と合わせて 43％ほどの⽅がマスク着⽤に個⼈の考えを尊重する回答となっている。 
⼤⼈は個⼈の認識で外すことも可能かもしれないが、学校では注意される、いじめが起こっていることもあるようで⼦どもが本
⼈の意思でマスクを外すという環境ではないのではないと思われる。今回のアンケートでは⼦ども⾃⾝の意⾒は反映されてお
らず、実際にどのような状況であるのかまた、⼼理的社会的影響があるのは不明である。しかしこの⼆年の間、学校ではマス
ク着⽤に限らず机のシールドや黙⾷、歌わない、しゃべらない、近寄らないなど⼦ども達の学校⽣活では様々な制限がなさ
れていることも事実である。学校でのマスク常時着⽤の背景から質問 8 のその他の回答にあるこどもの成⻑発達の影響へ
のコメントが多く寄せられていると思われる。 

質問１０）市⺠がつくる政治の会では「誰にでもマスク着⽤に関して選択の⾃由があるべき」

と考えておりますが、これに対してあなたはどう考えますか︖ 

回答数：3591     市⺠がつくる政治の会 2022 年 6 ⽉末現在 全会員数 10,336 名(正会員数 5,325 名、メルマガ会員数 5,011 名） 

回答選択肢 回答数 ⽐率 

賛同する 3,457 96.3% 

賛同しない 40 1.1% 

どちらでもない 94 2.6%  
3,591 100.0% 
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質問１１）あなたのお住いの都道府県をご記⼊ください 

回答数︓3591 

都道府県 ⼈数 ⽐率 都道府県 ⼈数 ⽐率 

北海道 160 4.5% 滋賀県 48 1.3% 

⻘森県 15 0.4% 京都府 62 1.7% 

岩⼿県 9 0.3% ⼤阪府 206 5.7% 

宮城県 30 0.8% 兵庫県 118 3.3% 

秋⽥県 9 0.3% 奈良県 35 1.0% 

⼭形県 12 0.3% 和歌⼭県 14 0.4% 

福島県 15 0.4% ⿃取県 7 0.2% 

茨城県 80 2.2% 島根県 11 0.3% 

栃⽊県 39 1.1% 岡⼭県 40 1.1% 

群⾺県 38 1.1% 広島県 113 3.1% 

埼⽟県 168 4.7% ⼭⼝県 28 0.8% 

千葉県 178 5.0% 徳島県 7 0.2% 

東京都 504 14.0% ⾹川県 28 0.8% 

神奈川県 297 8.3% 愛媛県 25 0.7% 

新潟県 45 1.3% ⾼知県 11 0.3% 

富⼭県 35 1.0% 福岡県 124 3.5% 

⽯川県 41 1.1% 佐賀県 34 0.9% 

福井県 8 0.2% ⻑崎県 31 0.9% 

⼭梨県 14 0.4% 熊本県 226 6.3% 

⻑野県 69 1.9% ⼤分県 60 1.7% 

岐⾩県 54 1.5% 宮崎県 52 1.4% 

静岡県 112 3.1% ⿅児島県 26 0.7% 

愛知県 225 6.3% 沖縄県 101 2.8% 

三重県 27 0.8%  3591 100.0% 
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質問１２）あなたの年齢層を下記よりお選びください 

回答数︓3591 

年齢層 ⼈数 ⽐率 

10代 33 0.9% 

20代 97 2.7% 

30代 806 22.4% 

40代 1,280 35.6% 

50代 946 26.3% 

60代 355 9.9% 

70代以上 74 2.1%  
3591 100.0% 
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質問１３）あなたの性別を下記よりお選びください 

回答数︓3591 

回答選択肢 ⼈数 ⽐率 

男性 958 26.7% 

⼥性 2,593 72.2% 

回答したくない 40 1.1%  
3591 100.0% 
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