
大阪府 60代男性 仕方がないこと、このまま、衰退するのが、自然の流れ

大阪府 70代男性 深刻な問題だと思います。

大阪府 50代男性 もっと手当等を手厚く拡充すべき。

大阪府 60代女性 ありません。

大阪府 40代男性 とくになし

大阪府 30代女性 特になし

大阪府 30代男性 子育て支援の充実が急務

大阪府 50代女性 高校まで無償

大阪府 50代女性
自分が年を取った時に、若者が少ないのは不安なので、子どもは多い方がいいと思

う。

大阪府 70代女性
今は　結婚は自由だが　若者が結婚しても　暮らせる仕事　家賃　等安心して　どこ

でも　働けたら　いいな　頑張って　ほしい

大阪府 70代女性
政府の真剣さがみられない。どの子でも支援していくぐらいの気持ちがほしい。結婚

を前提にしか考えていないではないか。子供に差別はない。

大阪府 70代女性 少子化がすすむと  日本が成り立たなくなると思う  将来 年寄りばかりになり   こまる

大阪府 20代答えない
増税より先に予算の振り分けの洗い直しをして、先に必要な設備や手当制度を整えな

ければ対策をしているとはいえないと思う。

大阪府 50代男性 わからない

大阪府 40代男性
税金が高すぎる。高くするなら議員を削減し、議員所得を削減すべき。  金儲けのため

に議員になったのですか？

大阪府 30代男性

日本の少子高齢化問題は平成の時代に詰んでいる(結論が出ている)為、2023年以降に

対策を打っても無意味である。  日本の人口ピラミッドの歪化は止まらない。近い将

来、社会保障費増大を大きな理由として、日本国民の税負担が増大し、日本国内に居

住することのメリットが全くない時代が到来する。

大阪府 40代男性 若年層の賃金が低すぎる。政治に老害が多すぎて若者に対する政治が出来ていない。

大阪府 40代女性
子供達が平等に健やかに生きていける日本を望みます。例えば、子供達への支援で所

得制限をかける等はおかしいです。

大阪府 70代男性
保育園から大学生迄無料給食無料です子供に教育金かかり過ぎ議員の数減らして給料

は日払いしたら議員も真面目仕事します

大阪府 20代女性
出産後の学生期間に資金が必要であり、両親の介護と時期が重なればさらに資金が必

要なため、出産時の一時金のみでは産む人は増えないと思う。

大阪府 60代女性
少子化と防衛費ばかり　とりざたされていますが　年金生活者の事も　もっと安心し

て暮らせるようにお考え下さい。

大阪府 30代男性 児童手当を増加、少子化を食い止めるべきだと思う。

大阪府 50代男性 人口が少なくなるのは大問題なので対策をきちんとするべきだと思う

大阪府 60代女性

教育にかかる費用を全額無料にする  出産にかかる費用を全額無料にする  とにかく成

人までは国が守り育て　成人したら働いてガッツリ税金を納付してもらう  中途半端な

支援金ではもはや出産・子育てに踏み切る人は限られるのではないか

大阪府 70代女性
教育費や共稼ぎのなか、子供を預ける所も少なく、色々な虐待などあり、安心できな

い

大阪府 70代女性
20代の若者に、結婚を奨励するべき。そのために経済的な自立をサポートする仕組み

が必要

大阪府 30代女性

30代だが、自分が子どもの頃から少子化と言われ続けたのに、何もしてこなかったツ

ケが今頃になってきてるだけだと思う。  もっと、女性が働きやすい環境を整え、教育

予算(学費無償化)を増やしておけば納税者を早い段階から増やす事ができたはず。  政

策の失敗でしかない。  高齢者を優遇しすぎた結果だと思う。  国会議員の歳費を減ら

すなど、徹底した財政規律を求めた上で増税議論をしてもらい。



大阪府 20代女性
恋愛にあまり興味のない人が増えていると思う。この理由の一つに"推し"という存在

が恋人の代替のようになっているかもしれない。

大阪府 70代女性
安心して子供を産みたいと思う社会の環境をしっかりと考える必要があると思います  

お金を出すだけでは問題は解決しないと思います!

大阪府 50代男性

国際競争力をたかめるためにも大学含め全ての授業料をほぼ無償化すべき。  現在返済

中の奨学金についても国が負担すべき。  少子化の原因は教育に金がかかり過ぎること

とおもうから。

大阪府 20代答えない 特にない

大阪府 50代答えない 若者世代が生活に不安を抱えないよう経済を再生できれば自ずと解消できる筈。

大阪府 60代女性
安心して、産み育てられるように、子供世帯だけでなく、すべての世帯に広く支援で

きる枠組みを、作って頂きたいです。

大阪府 40代女性
子育てにはお金がかかる。  子供のために家庭ではなく国がお金をかけるべきだと考え

る。

大阪府 60代男性 子育て支援

大阪府 70代女性 将来のみとおしがはっきりしないので、希望がもてない

大阪府 70代女性 もっともだと思う

大阪府 60代男性 よくわからない

大阪府 80代男性 本当に.ょくわからない

大阪府 70代女性 特になし

大阪府 30代女性 少子化対策に本気で取り組むべき。  議員数の削減、文通費の削減など。

大阪府 20代男性
クソの一言。  老いぼれのじじぃ、ババアに金を配るより若い人に金を配って子育てで

きる環境を整えてほしい。  老人ばっかり優遇するから日本が堕ちていく。

大阪府 30代女性 生まれた子供に対しての制度が少なすぎる

大阪府 40代男性
教育の費用の補助が必要  大学まで無償化できれば子供を育てることに対する不安が解

消される

大阪府 30代女性 少子化対策をもっと強化してほしい

大阪府 50代男性 未婚の男女について何の対策もされてない

大阪府 70代男性 今のまま、自然が、一番いい

大阪府 70代女性 安心して子供を育てられる環境。

大阪府 50代男性 これまでの数十年、自民の政策が、後手になることにより、この結果である。

大阪府 40代女性
子どもを育てるのに1番お金のかかるの教育費。  特に高等教育の援助に力を入れる。  

研究費の増額、大学生活を楽にするための補助。

大阪府 60代男性

今まで高齢者への対応を充実させてきた結果がもたらした政府の失態である。選挙の

事ばかりを考え、国民全体を見ていない馬鹿な政治家ばかりであり、何の役にも立た

ない人間が多すぎる。70歳定年にならないのか?

大阪府 60代男性

官僚や政治家の既得権益を守ろうとする姿勢が国家の成長を妨げている。このままだ

と文化も崩壊するのではないかと不安になる。  現役世代の所得が増えないと、少子化

が止まらない事ぐらい誰もがわかっているはず。世界中からリスペクトされる日本の

ヒトと文化をもっと真剣に守って欲しい。

大阪府 40代男性 小学生になるまでは医療費無料にすべき



大阪府 20代女性

今の日本はあまりにも「結婚をして子供を産み育てる」ための環境が整っていないと

感じる。  旧時代的な制度にとらわれ、変化した時代についていけていない。  「子供

を産み育てたくない」という夫婦が増えるのも当たり前である。  また、夫婦別姓が選

択できないことにより、「婚姻」ということそのものに対抗が事実婚を選択し、戸籍

の問題から子供を産むこともない、ということもある。  需要云々と言わず「選択的」

なのだから認めるべきである  また、同性婚を認めれば少子高齢化が加速のではなどと

言っている反対派もいるが、絶対に違うと思う    全ての人間が等しく結婚生活を送る

ことができる環境が整ってこそ、婚姻数が増え、子供を持つことにもつながるのでは

ないかと思う    少子化対策少子化対策と言っている割に若者や子育て世代には目もく

れず票のため高齢者にしか金をばら撒かない近年の政権は嫌いだ

大阪府 50代男性 分からない

大阪府 40代男性 _

大阪府 60代女性

社会で一番小さなコミュニティーである家族の在り方や大切さが崩れていると感じ

る。自分の幸せを望むのなら自分と関わる回りの幸せをと考え行動するのが最もだと

思う。今の自分が有るのは先祖代々の繋がりが有るという根本を忘れているのか？自

己中すぎると感じる。物、情報が溢れた社会で多くの人が溺れている感じ。自分一人

で生きてる訳では無いのだから社会の一員として自分の立ち位置を改めて認識し、社

会とのコミュニケーションを！まずは家族の在り方を見つめて欲しい。

大阪府 30代女性 なし

大阪府 70代男性 年金問題を、真面目に、考えて頂きたいものですね!

大阪府 40代男性
前からこうなる事が分かっていたのに、今まで対策をしてこなかった政府・政治家に

問題があると思う。

大阪府 60代女性

定収入が低く結婚したくても生活できない人が多い事や、高齢者の医療費が、開業医

等から不正的に請求されている現実を変えないと解決にはならないと思います。  特に

自民党の国家議員が動いている脱税などが解決できないと、困窮者が増える一方では

ないかと。  もっと原点を見つめて欲しいですね。

大阪府 20代男性
子供を産みたくても経済的に厳しい家庭が増えているので、補助金を出すなどの支援

をする必要があると思う

大阪府 70代女性
少子は結婚する人が少ない高齢化は年金など減らされてばかりであがっても少ないの

で不安感があるどちらも収入が少ないので不安である。

大阪府 40代女性

まず妊娠、出産にかかる費用を無料にする。所得に関係なく18歳まで医療費無料、大

学まで完全無料(授業料、教科書代、給食費、雑費全て含む)保育園、学童保育を一体

にして10歳頃まで預かるシステム作り、所得の低い人4～500万円以下には児童手当を

一人あたり月5万円ほど支給。これぐらいしないと異次元の少子化対策ではない。

大阪府 30代女性

今後明らかにマンパワーが不足するので高齢者でも働ける場を多く作る。高齢者の多

くが当たり前に自分達が公的サービスを使って支援して貰えると思っているので現状

を把握できる様に情報提供があればいいと思う。仕事、子育て環境をみれば子を持つ

のにデメリットを感じても仕方ない。お金だけの問題でも無い。

大阪府 80代女性 必要ない

大阪府 70代男性 老人に過保護過ぎる！

大阪府 70代女性 政府が　もっと努力すべきこと

大阪府 60代答えない 特になし

大阪府 30代女性

長年の自民党の政策のせいで少子高齢化しているのに、自民党議員自身はそれを理解

してない。  また批判せずに助長したマスコミも問題だし、国民にバカでいてほしいん

だと感じる。



大阪府 30代女性

児童手当など現在子育てしている世代への手当を手厚くする必要はないと思う。これ

から産まれてくる世代への手当てをもっと見直すべき。不妊治療の治療費負担、不妊

治療の為の有給等を取りやすくするための企業や社会への働きかけ、育休産休制度の

改善が必要だと思う。  私は現在主婦で2人の子育てをしているが、どうしても子供を

連れて行けない場合など突発的な出来事が起こった時にサポートしてくれる体制が行

政に整っていない。子どもが増えれば増える程、親の身動きは取りづらくなる。預け

先の確保だけでなく、システム的にも子育て世代が動きやすいものにサポートしてく

れる体制になれば少子化も改善していくと思う。

大阪府 70代女性
日本隆盛🇯🇵を願い子供👶🧒がたくさん生まれてほしい!  子孫繁栄は日本🇯🇵繁栄、で

す！

大阪府 70代男性
今の若い世代は他に頼り過ぎ、私の若い頃は人に頼らす頑張れは何とかなる❗️人には頼

らなかった子供は三歳まては親が育てるべきと考えます。

大阪府 30代女性 子供手当を増額すべきだと思う。

大阪府 40代女性 女性が結婚しなくてもいいように思う人が増えた。  結婚に憧れる人が減ってる。

大阪府 40代女性
少子化といわれているが、そんなに少子化だと感じない。  高齢化が進んだとしても、

子供を産む方がいる限り深刻に考えなくてもいいと思う。

大阪府 50代男性

今後、人口の割合が偏るなか、中間層の子供や高齢者への負担が大きく占めていきま

す。  国の予算を、子供や高齢者に支払う割合が少な過ぎ。  国民からの税金は、そこ

に充てるべきだと思います。

大阪府 50代男性 出産ひとり1000万

大阪府 20代男性 幼稚園や保育所をはじめ、小中学校などの学費の支援をしてほしい。

大阪府 50代答えない 子供の教育費について。高等教育まで無償化するべき。

大阪府 30代女性
75歳以上の富裕層向けの福祉を減らし、20代30代の子育て支援に充てるべき。  若者

は投票しても高齢者に負ける。母数の違い。

大阪府 70代女性 希望があれば大学まで学費無料にする。

大阪府 60代男性

目の前の人口減少にとらわれ、急いで出産手当金や子供の成長に従って掛かる経費と

しての保育料、学費並びに給食費などの手当をしても、選挙対策と取られても仕方の

ないバラマキ補償のような受け取られ方になると思われ、実態として子育ての社会化

が進むとは思われない。基本に立ち返って、家族制度についてどうあるべきか、今後

100年の望ましい社会経済状況を見据えて有識者の意見を踏まえながら、現時点での

政治的判断を示すべきではないかと思います。一つは、高齢者と未成年の子供の在り

方を分けて捉えるのではなく、社会の最小単位である家族制度の在り方の中で纏まり

よく自然に出来上がる制度として検討する必要があると思います。衣食住が安心でき

れば、当面収入が伸びなくても穏やかに変な競争心もなく、健やかに高齢者も子供も

育つことができると思います。日本が戦後の焼け野原から立ち上がって来られたのは

政治がその点に関心を寄せていたと思います。エネルギー問題の解決と言う課題もあ

りますが、何よりもIT設備の整った住宅を如何に廉価で国民に広く行き渡らせること

が大事かと思います。その結果、安心した子育て環境が整うと信じています。確か

に、ウクライナに限らず、世界中民族紛争が勃発し、世界は平和を乱すような争いが

見られ、防衛、外交の重要性は増し、経済活動も真面目に働いておれば安心と豊かさ

が得られる時代ではなく、我々一国民も世界に目を遣る必要に迫られているかも知れ

ません。さらに、サプライチェーンと言われる経済的連携が崩れるとたちまち日々の

生活に不便が生じる事態になっています。また、コロナの発症とその拡大は、単に感

染症対策の遅れと言うことではなく、歴史的にも何度も味わった同じ苦しみの経験を

糧としていないだけでなく、その対策は医療機関だけに任すのではなく、常々家庭の

中での保健の知識と経験を伝えることの大事さを教えてくれたと思います。それだけ

に翻って我々の足もとの生活の基盤である家族を見直して見る必要があるのではない

かと思います。効率的で合理的なことは望ましいことではあるが、息苦しさを伴うこ



大阪府 70代男性 教育費の無償価

大阪府 40代男性 時代背景から致し方ないと思う。

大阪府 70代男性
老若男女に拘わらず日本を夢の持てる国にする。今の国内に漂う閉塞感を開放するた

め、教育を含めた自虐史観からの脱却を計る

大阪府 70代女性 若い世代の人逹の負担が、増えて大変だと思う。

大阪府 20代女性

男女平等を謳い女性も働く今の時代、生きていくために必ずしも結婚する必要が無く

なり少子化が進むのは必然であり寧ろ日本の土地を買われいざという時に海外に取ら

れてしまいそうな日本で子育てをしたいとは現時点では私は思いません。なんでも〇

〇ハラスメントと言われ自分たちの時は当たり前だったものが虐待だのなんだのと、

大袈裟に言われるように感じ出来れば子供を作りたくないとさえ思います。少子化に

限らず生きにくくなったなぁと感じる今、日本は平和なのだとも思うのですが絶妙な

バランスが難しい問題だと思うので岸田政権を批判するようなことは思いません。た

だ誰がやってもどの方向に転んでも政治家の皆さんが国と国民のためを思い活動され

ていると願いたいです。

大阪府 30代男性
既に手遅れ。団塊世代が居なくなっても、今度は団塊ジュニア世代が高齢化する。そ

れまでに出生率が激増する要素が今の所存在しない。

大阪府 50代女性

子供を育ててしっかり生活していくお金を稼げる定期の仕事につくにはそれなりの教

養、サポートも必要だが、今は全然足りていない。  そのため子供を増やすことに躊躇

していまうことにつながる。  今すぐにでもしっかりとした教育を誰にでも受けられる

機会を作り、正規雇用される社会を増やす。そして経済を回すことで税金、年金を支

払うことを戸惑わないようにして高齢者が生活していく心配を減らすことしかこの先

はない。  ネットで調べるとなんでもわかると思い込んでいる若者が現実を軽視してい

る。  その事にも問題がある。それに気付くように人と話すことが出来る人間関係を作

れる教育など課題はたくさんあるがそれも全て人への思いやり、心遣いを教える幼児

期からの躾にあると思う。  その事からもとても根深い問題があり、誰がというより一

人一人の子供を育てることへの余裕を持てる環境作りが当面の課題だと言えると思う

大阪府 30代男性 ない

大阪府 70代女性
高齢者で何かとこれから若い人に世話になるが自分の意思と反した施設への入所に不

安感じる  伴侶のだんだん日常できること少なくなる時早めに相談場所が欲しい

大阪府 30代女性
所得が少ないため、そもそも自分の生活で精一杯である。結婚、出産への憧れがあま

りない。

大阪府 30代男性

増税をし続けた結果のため、なるべくしてなった。  今の政府やcolabo関連の話題等、

目を瞑るにはひどすぎる。    過去の政府は、裏で何かをしていたかもしれないが、そ

れでも国民を生かす方向性の政策や意識を感じる方が多かった。  最近だと某国からの

内部侵略をノーガードで受けようとしているのではないか、ということしか考えられ

ない。

大阪府 80代男性 結婚、子育てに支援を！  資金、地方自治体からの子育て支援（資金、育児支援  ）

大阪府 70代男性 水泳

大阪府 60代男性 自然の成り行きじゃないですか

大阪府 20代女性

もっと政治家は日本の現状について、向き合ってほしいし子育て等について学んでか

ら決めてほしい。少子化の問題については、女性の意見をもっとよく聞くべきだと思

う。今の若い女性は結婚・妊娠をデメリットに考える人が多いため、サポートをもっ

と考えてほしい

大阪府 20代女性 働く女性が増えたから少子化は仕方がないと思う。

大阪府 70代女性 やはり生活状態が安定する事が大切だと思います。



大阪府 70代男性

独身者の所得税を高くして  既婚者の所得税を引き下げる　それと派遣社員を、派遣会

社の正社員にして収入の安定したら、結婚する人が多くなるのでは、ないかと、思う

と思います。

大阪府 50代男性 もっと子どもの生み育て安い国造りおして欲しい

大阪府 60代女性 子供がいない。

大阪府 70代男性 年金がなぜ下がるか､わからない❓

大阪府 50代女性 子育て環境問題

大阪府 60代女性
女性が働きやすい、子育てしやすい環境をつくらないと子どもを産もうとはおもわな

い。また、賃金もあげるべき。

大阪府 70代女性
少子化については、若者世代の価値観が変わった為。いいのか悪いかのはわからない

が、自由で心配のない時代に育った結果と思う。

大阪府 50代男性 特になし

大阪府 70代女性 わからない

大阪府 50代女性 子育てがし易い環境を整備してほしい。

大阪府 30代男性 先進国の必然なので諦めるしかない

大阪府 30代男性 子供を育てやすい環境をつくってほしい。

大阪府 40代女性
子育て支援の拡充はもちろんだが、所得倍増計画を是が非でも進めるべき。  生活に余

裕あっての結婚、出産だと思う。  子育て支援はその先の対策であると思う。

大阪府 70代女性 18才までの学費については全額国の補助金で教育の機会を保障する

大阪府 20代男性

圧倒的な支援不足、現状の不理解、時代の変化に伴う「幸せ」や「家庭」に関する価

値観の変化の結果と考えます。これらは何かひとつを解決すれば無くなるといったも

のではないため正直少子化が解消されることはないと思います。

大阪府 40代答えない

私には子供が3人います。本当ならもう1人産み育てたいと考えていましたが、経済的

に負担が多くて断念しました。  今現在の子育て世代にも目を向けて欲しいです。  ま

た、自分が高齢になった時には自分で死ねる権利が欲しいと考えます。病気で延命措

置をして家族に負担をかけるより、自分で何歳になったら死にたいと区切りをつけれ

れば生きる意味も変わると考えます。

大阪府 70代女性 わからない

大阪府 40代男性 若年層の収入が増えるような対策をするべき

大阪府 20代女性

少子高齢化を止めるためには出生率を上げないといけないが、今の社会では経済的余

裕がなく、子どもを産まない人が多いと思う。国民の税負担を減らしたり、給料を上

げる、手当ての増額、不妊治療の保険範囲を広げるなど、子どもを育てやすい社会に

するべき。

大阪府 50代男性
子育て支援の目に見える拡充や大企業以外の働き方改革の具体的対策、待機児童対

策、学費無償化など目に見える対策をいますぐ実現、体現できるように

大阪府 40代男性 出産一時金を数百万するとか子供にお金をかけてほしいです

大阪府 20代女性
先進国で、少子化高齢化が起こるのは自然なことだと思う。国民が安心して暮らせる

よう何らかの対策は必要だが、子どもを無理に増やそうとする必要はないと思う。

大阪府 60代女性 大変だけど年金暮らしをもう少し考えて欲しい。

大阪府 30代女性

抜本的な改革をしない限り少子高齢化の傾向に歯止めはかからない。  自身の娘には、

日本ではなく世界どこでも生活ができるように教育しようと本気で考えているぐらい

未来は明るくない。  子供を産まなくなったのは、未来に希望を持てない(経済的な不

安、日本の未来に悲観)というのが大きいと思います。今の子育て世代にバブルを経験

している人はおらず、氷河期をずっと生きてきているので…

大阪府 60代女性
異次元ではなく、あたりまえの策にして欲しい。高学歴の女性が、仕事も出産も育児

もあたりまえに出来るような社会になって欲しい。



大阪府 60代女性
これから先の不安を感じる。  今までの先送りが招じたものだと思う。  政治家への不

祥事などもっと若手のやり手を増やして欲しい。

大阪府 60代女性
出産も大変ですが産まれた後の保育所等の両親が安心して働きもしくは生活していく

制度をもっと充実していくことがおカネのばらまきよりも大切なのではないかと思う

大阪府 50代男性 児童手当ではなく、大学教育までの完全無償化すべき。

大阪府 70代男性 高校卒業まで無償化

大阪府 60代女性 今後の動きに寄り左右される為、今は何とも答え難い。

大阪府 30代女性
子どもは年々減っているのに、なぜ子ども手当の財源を新たに探さなければいけない

事態になっているのか理解できない。どこへ使ったのか。

大阪府 50代男性 子供の教育費は無料

大阪府 70代女性
子育て支援金には反対です。  結婚しない若者が多い...  何故か？を考えて欲しい‼  支

援金配るより  保育園を増やす　保育士を  増やす事に　財源を  使って欲しいです‼

大阪府 40代男性 このまま加速しつづける

大阪府 50代男性
これから先もますます深刻になる問題だと思う。根本的なことを解決しないと解消出

来ない問題だと思う

大阪府 70代女性 共働き世帯を減らして、男性の給料を上げる。

大阪府 60代女性 別に無し

大阪府 20代答えない 今の働く若者に政策を何かしてほしい

大阪府 18、19歳女性
両親が安心して子育てをできる環境作りが必要だ。その為には子育て経験がある人が

政策を進めるべき。

大阪府 30代女性 先進国では普通のこと

大阪府 70代男性 ２０才まで３万円の補助を

大阪府 40代男性

小手先の政策ではなく　ボトムアップ　べ-シックインカム導入しかない深刻な状況　

中国共産党100年　自由民主党70年超　改革をしない政権政党で、もう手遅れ感さえ

ある。　異次元の対策？とは、笑止　このままでは、特定の技術面以外、あらゆる分

野で、衰退先進国になってしまう。極めて遺憾？です。


