
兵庫県 70代女性 わからない

兵庫県 40代男性 40～50年前から分かっていた事を今の段階で対策しようとしても手遅れである

兵庫県 50代男性 意見は有りません

兵庫県 70代女性 早急に手を打つべき

兵庫県 20代男性 子どもが少ない

兵庫県 70代女性 若者の結婚意識の低下に問題がある  一度は結婚を経験する必要性を重視する

兵庫県 30代男性 なし。

兵庫県 50代男性 若い世代が未来に希望を持てる社会にしないと解決しない。

兵庫県 30代女性 なし

兵庫県 40代男性 最もお金のかかる大学費用を所得制限なく無料にするべき。

兵庫県 70代男性 日本の将来が、心配

兵庫県 30代男性
結婚しない、出来ない人がいるので仕方ないがない部分があるがそれを踏まえてもっ

と政府が国会で話し合いして欲しいと思う

兵庫県 50代男性 特に無し

兵庫県 70代男性
非正規労働者をなくし、個人と社会の経済力を向上させて、誰もが普通に結婚出来れ

ば、少子化はなくなる方向に行くと思います。

兵庫県 40代女性 保育士、老健のスタッフなどの給与、待遇を向上すべきだと思う。

兵庫県 30代女性

少子化対策も必要だが、十分充実していると実感する。  お金の問題だけで少子化が進

んでいるわけではない。  もっと庶民の感覚を知るべき。  高齢者の方を圧迫し、年金

を削るべきではない。  老いていく不安が大きすぎるため、子供を産まないことを理解

すべき。

兵庫県 40代女性 子どもの教育費が高くて払えない。  国民年金だけだと、老後暮らせない。

兵庫県 20代男性 もっと、金銭的な支援をお願いしたいです

兵庫県 30代女性

少子高齢化で年金を収める人が足りない状況ではあるが、これまで一生懸命年金を収

めて来た人への年金受給料がどんどん減らされていて、自分が受給する頃どうなって

いるのかが不安だ。  不安が多いから年金を収める人がどんどん減っていて悪循環だ。 

 年金を安心して貰えることを保証があれば、年金を収める人も増えて安定ができる。

早急にシステムの変更が必要だ。

兵庫県 50代男性 子どもの教育費用は国が負担

兵庫県 70代無回答 子供が増えるように、政府がもっと努力して欲しい

兵庫県 70代女性
経済的支援より、世の中全体が、子育て世代高齢者への理解と応援する優しさを持つ

ようになると良いと思います。

兵庫県 40代女性

就職氷河期の1番子供を産んで育てるべき世代（30代後半～40代）を見捨てたのが原

因だと思う。氷河期世代は自分自身を、生かすのに必死なんです。70代のじいちゃん

が40歳の時と今の給与が変わってないというのもおかしい。まともじゃない。まとも

にするつもりがないの？日本を外国に売り渡すようにしか見えない

兵庫県 70代男性 特になし

兵庫県 20代男性

増税が既定路線であるかのような現在の政策に反対。経済活性化や自動車関連の減税

に期待したい。特にガソリン税に関する二重課税の問題を早期に修正してもらいた

い。

兵庫県 70代男性 高校卒業まで医療費、授業料は無償にすべき。

兵庫県 50代女性 子育て支援を手厚くするべきである。大学までの教育費を考える不安がある。

兵庫県 40代男性 定時帰宅や時短勤務、テレワークを標準にしないと意味がない

兵庫県 70代女性
結婚適齢年齢の方々が、安心して働け、給与を受けることが出来、安心して結婚、子

育てが出来ること。  出産後も、色々な面で社会のサポートがある事でしょうか。

兵庫県 30代男性 自民党が票集めのために行ってきた政策のツケ。  今後変わることはないでしょう。

兵庫県 70代女性 さまざまな問題が絡んでいるので難しくて良くわからないです。



兵庫県 20代女性
子どもや教育を大切にしようとしない政治を行う国で少子高齢化が進むのは当然のこ

とだと思う。

兵庫県 30代女性

30年前から少子高齢化社会になると言われていたのになにも対策してこなかった政治

家が悪い。こんな世の中じゃ子供をもちたいと思えない。また、小泉と竹中が派遣社

員を増やしたことに怒りを感じる。

兵庫県 20代女性

頑張って収入を増やしても、増やしただけ税金は増える一方で、子供のために使える

お金なんてほぼない。自分たちが生活するのに精一杯の中で、子供を産めと言われて

も無理。本当に産んで欲しいなら、子供1人につき毎月10万ぐらい国から配ってほし

い。

兵庫県 20代男性 賃金を上げないと何も解決しない。

兵庫県 70代女性
財政が逼迫している中 高所得者や 大企業から 税金を しっかり 納めて貰うようにする

べきだ ｡低所得者や 子供の多い家庭は 生活が厳しい

兵庫県 30代女性 お金がないので、子供を産みたくても産めません。

兵庫県 70代男性

もっと少子化対策に手当てを増やし(国債で)長い目で見て、人口バランスを安定させ

高齢者対策も今まで通りかそれ以上もしっかりやって欲しい。  国債返済は6年じゃな

くて8年で良いんじゃないですか。

兵庫県 20代男性 外国人労働者の受け入れやDXの導入を行うべきだ。

兵庫県 60代男性

かなり前から分かってたのに！大臣置いても何も変わらない。子供手当では無く食料

義務教育の間は無料旅行などの費用手厚くするなら家庭一回のみに！！行く人は何時

も行ってる不公平

兵庫県 70代男性
結婚しても生活に困らない環境（経済的など）の支援強化と幼保の充実化及び待機児

童のゼロ化

兵庫県 30代男性
若い世代に負担をかけない政策をあげないと少子化や海外流出は避けられないと思

う。

兵庫県 70代女性
社会全体で甘やかし過ぎるのは良くない。岸田首相の支持率向上のみの政策はお先

真っ暗！

兵庫県 70代男性 子育て世帯に公的補助を増やす

兵庫県 20代女性 将来年金がもらえるのか不安

兵庫県 18、19歳男性 少子高齢化が進む現代の日本ではもっと積極的に少子化問題と向き合うべきだ。

兵庫県 70代男性 子供の養育には、両親が平等に関与出来るように、その環境を整えるべきである。

兵庫県 30代女性 非正規社員にも給料アップをして、貰える年金額を上げて税金を下げる。

兵庫県 40代男性
子供を育む環境整備の改正。家庭に子供が増えると実費負担が増えるので、家計に響

く。

兵庫県 60代男性 特になし

兵庫県 60代女性

物価高騰でも給料があがらない国民のことを考えない日本では何を言っても無駄で少

子高齢化はわかっていた事で何もかもが後手後手で自殺者が増えていることに対して

も所詮議員は金持ちなので生活が苦しい国民をほったらかしの現状で声を聞くまった

く聴かない岸田は辞めるべき

兵庫県 20代答えない
お金がないから子供達にまで手が回らない。  ほんとにそれなりにお金さえあれば子供

も産む人絶対増えると思う。

兵庫県 60代女性 誰もが 安心安全に生活できる社会に、なってほしい

兵庫県 30代男性

兵庫県明石市の子育て支援策に賛成。  今までの高齢者に偏った政策では、税収や経済

は良くならない。高齢者の人口に対して子供の人口を増やせるようにバランスをとる

べきだ。

兵庫県 50代無回答 選択的移民と所得に  応じた経済的支援

兵庫県 30代女性 なし

兵庫県 50代女性 給料をあげる。



兵庫県 60代女性
安心して子育てできるように、保育所を作ったり、働き方を優遇したりすべきだと思

う。

兵庫県 20代男性

高齢者が増えると高齢者に有利な政治ばかりで子供に未来がないような政治な方向に

いってる気がする。  日本経済も衰える一方で歯止めがとまらない。  だからこそ少子

高齢化を重点に起き打開策を実行してほしい。

兵庫県 60代男性 子供手当、教育費等産みたい、育てたいと言う環境をしっかりと作ってもらいたい。

兵庫県 20代女性 若者の貧乏化が原因

兵庫県 50代女性 特になし

兵庫県 40代男性
将来の日本を支えるため第3子以上を持つ世帯の減税や補助を行うなど現役世代、高齢

世代の負担を増やしてでも少子状態の改善を行うのが望ましい

兵庫県 70代女性 ますます生きづらくなるのかな？

兵庫県 50代女性
高齢化は仕方ない。少子化については子供時代からの教育の結果と思う。働く母親の

負担軽減も必要と思う。

兵庫県 50代女性 わからない

兵庫県 30代女性

子供を産んで育てやすい環境を作るべきである。  子育てに家庭のお金がかかりすぎて

いるし、子供に冷たい社会です。  DV・モラハラ等で離婚しようと思っても母子家庭

はよほど実家に資産があり、援助してもらわないと結局貧困で死ぬしかない。  義務教

育と言えど全くの無料ではなくお金がかかる。  子供を増やすしか方法がないのだから

子供を産んで育てる方が得だと思える状態にしないとまず少子化が続くでしょうね。  

ちょっと考えれば解ること。

兵庫県 50代女性

高齢者を敬えという風習を台無しにしているのは高齢者本人かも知れないが、そもそ

も道徳を知らずに育った子供にモラルを日常から教えていないことも  問題であり、自

分の産んだ子供が  まともに育つのか、またこんな世の中では産む気もないと考えてし

まう。  昔が良かったと言うのは簡単ですが、やはりそう思ってしまう。便利な世の中

になった分、多くの人間が堕落してしまったように思う。

兵庫県 30代男性 先ずは経済の安定化  先行き不安の解消無しに少子化が改善されるとは思えない

兵庫県 70代男性 子供手当の増額

兵庫県 60代女性

子供が少ないのは、賃金が少なく、勉学や生活に十分なお金が確保できないから  手取

りの金額は上がらない  税金は高いので、お金に余裕がなく、親になる人も心身ともに

疲れると思う  今後高齢者が増えるのに、きちんとした高齢者対策がされてないからで

は

兵庫県 70代女性 フランスを見習ったらどうですか

兵庫県 70代男性 自然の成り行き=国境を無くして世界をひとつにして→人口問題を解決目指す。

兵庫県 60代女性
少子高齢化のメリットも研究し、それを生かした成功例を少子高齢化先進国として世

界に示せたら良いと思う。

兵庫県 70代女性 子供を育てやすい環境を整える。子供がいても夫婦が働ける環境。

兵庫県 60代女性 子育てをしやすい社会の実現と生涯安心して暮らせる福祉社会の実現

兵庫県 18、19歳女性 少子高齢化の進行と貧困家庭の増加には相関関係があると思う。

兵庫県 70代女性
若い世代の人が経済的に安定して生活出来るだけの労働環境を整備して、就労環境を

整えるべき

兵庫県 50代女性
共働きしなければ生活できならない家庭が多い時代にどんな少子化対策をしてもムダ

だと思います。  高齢化はどう答えていいかわからない。

兵庫県 40代男性 早く手をうたないと、てをくれになるのでは。

兵庫県 30代女性 少子化対策を国が進めることには賛成ですが、増税には反対です。



兵庫県 50代男性

多様な考え方が認められる社会になってきたことで、女性の出産率が減少しており、

おのずと少子化になるが、その様な背景から出産率を上げることはどのような施作を

しかても望めないであろう。であれば多子世帯を増やす事が必要で、そこのサポート

をすべきだと思う。日本は複数の子供を育て難い社会だから、子供が増えない。日本

国民全員が結婚して2人以上子供を育ててやっと１：１であり、そのようなことはあり

えないのだから多子世帯を増やすことが少子高齢化を緩やかにする近道だと思う。

兵庫県 20代男性
舵を切るべきタイミングが過ぎているので、  移民政策を明言し、少子化対策との両輪

で議論を勧めいていくべき。

兵庫県 30代男性 政策がないからこれからも進むだろう

兵庫県 60代男性 介護産業の予算を増やし、従事者の確保に力を入れるべき。

兵庫県 70代男性 国民の経済的向上をして下さい。安心出来る政策の実施を実行です。

兵庫県 50代男性

子供に関する費用は出産から教育や独り立ちまで、さまざまな費用がかかります。そ

の出費に耐えられるだけの安定した収入があれば安心できます。今は、急な物価の変

動や雇用形態の変化など、予期していなかった事態が発生し、なかなか安心とは言え

ません。補助金に頼ることは考えず、なんとかして社会全体で、未来の日本を支える

ためにも、子育て環境を整えることが必要だと思います。

兵庫県 20代男性

少子高齢化の問題、女性の地位の問題、物価の問題、防衛費の問題などは全て繋がっ

ています。様々な事を考慮できる人材が必要だと思います。また、最近の若者は正義

感が強い人が多いのかなと思います。その辺りの思想の相違があるのかもしれませ

ん。

兵庫県 40代女性 子どもをたくさん持つ家庭に補助を多くするべきだ、

兵庫県 40代男性

取り組み始めるのが遅すぎる。もっと日本が元気な内に始めるべきだった。今は世界

との競争力を強化すべき。日本が以前のように世界をリード出来るようになれば、自

ずと景気も回復し、若い世代がけっこんできるようになり、子供も産める環境になる

のではないか。

兵庫県 50代男性 子育て世代を支援する

兵庫県 70代女性 小さい子供によらず、教育に、かかる費用が高すぎる、

兵庫県 60代女性 高齢者は、次世代のお手本と思っていますどちらも大事にしてほしい

兵庫県 70代男性 母親が安心して働ける施設を充実して欲しい。

兵庫県 40代男性 自分達世代を潰した結果とは思っている。

兵庫県 70代女性 高齢者の生活が大変だということを考えてほしい

兵庫県 40代女性 将来のために、今の老人に負担して欲しい。

兵庫県 30代男性
少子化対策への危機感が足りていないと感じる。子供を産んだあとの優遇より、産む

前の補助や減税などのほうが効果が高いのでは？

兵庫県 70代女性
育てやすい環境にする。  例えば、保育所、託児所を増やす。  保母さんのお給料を上

げて、地位を向上させる。いい保母が、集まるし、希望者も増える。

兵庫県 70代男性 もっと結婚と出産を奨励すべき。

兵庫県 70代男性
「高齢者に手厚く」のこれまでの政策の失敗が、今、現れて来ていると思います。将

来を見据えた政策をお願いしたい。

兵庫県 70代女性 もっと早くから取り組むべき、

兵庫県 60代男性 少子高齢化は　繰り返す。多い時を乗り越えれば　少ない時もある。

兵庫県 40代男性
少子化対策にも力を入れないといけないが、何事においても、駆け引き等でだきょし

たやり方はどうかと思う。


