
愛知県 50代男性 子どもがいない世帯の負担を増やしてほしくはない。

愛知県 30代女性
女性の社会進出によることが原因。  それにより晩婚化が進み  妊娠適齢期に妊娠が出

来ず  不妊治療が必要となり  少子化に繋がる。

愛知県 60代男性 なし

愛知県 50代男性 先進国では世の中の風潮として、なるべくしてなっている。

愛知県 50代女性 これからの日本がとても心配だ

愛知県 30代男性 特に無し

愛知県 70代女性 お金をばらまくのではなく、安心して子育て出来る制度を作ってほしい

愛知県 40代女性

国債を発行して行う少子化対策では、結果的に未来の子ども達の首を締める事につな

がりかねない。  少子化対策も必要だが、安易に国債発行に頼るようでは未来に悪影響

を残すだけだ。

愛知県 40代女性 女性がどんなときも休みやすい雰囲気が国中にあること。

愛知県 70代女性 以前からわかっていたのに、対応が遅いと思います。

愛知県 40代女性

子どもを産みたくなる社会作りをするべきだ。高齢の方で、元気で医療費を使ってな

い方をもっと優遇するべき。高齢者がいかに健康寿命を延ばせるかにも力を入れたほ

うがいい。

愛知県 60代女性
安心して暮らせるようにより良い政策を検討してほしいです。具体的には私にはわか

りません。

愛知県 70代男性 地域単位での世代を越えた連帯感の育成が必要。

愛知県 50代女性 子供を作らない家庭は税金を多く払うようにすれば良いのでは

愛知県 40代女性 もう遅い

愛知県 30代女性 第三子などにこだわらず、児童一人あたりの手当てを平等に増やしてほしい

愛知県 70代女性 年寄りをもっと大事にしないのが間違ってると思います。

愛知県 20代女性
女性は産休、育休でいなくなるからと中々採用されず転職活動にも影響が出ていま

す。  そのような社会では子どもを産もうと考えることは難しいです。

愛知県 50代男性

このままでは国が滅びる。    世の中便利になり個が守られる時代に。  選択肢も広

がったが、賃金の上がらなくリスクのある決断がしづらい。  コロナの影響でますます

人との交わりがなくなり、コミュニケーション能力も下がり、負のスパイラルになっ

ていると感じます。    時代の大きな流れであり、小手先の施策では何も変わらないと

思います。

愛知県 40代答えない 早く対策しないと取り返しがつかない

愛知県 30代男性 自民一強体制で議論もしない今の政治では何をしても無駄

愛知県 30代男性

家計、仕事、感情などどんな理由であっても子供を産むことに抵抗がある社会になっ

てしまった以上避けようが無いし、止められない。ただし、それを緩やかにすること

は政治の仕事だと思う。

愛知県 70代男性
共稼ぎしないと生活出来ないでは、子供を育てれないと考える人が多く、これでは解

決しない。会社の内部留保が多すぎる。

愛知県 70代女性 働き方に問題あり。派遣を止めるべき。賃金が低くてはこどもがもてない。

愛知県 30代男性
子供を産めないのはそもそも結婚できない、結婚しても余裕が無いことが原因なの

で、そこが改善されない限り子供は増えない。

愛知県 40代女性
私達が高齢になった頃には年金は期待出来ないと聞いているので将来がとても不安で

す。

愛知県 70代男性 老後の心配、若い人たちの就職など総合政策が必要

愛知県 50代男性 育休に付いての認識から、  そもそもオカシイだろ？

愛知県 60代男性
医学の進歩で高齢化は自然の流れ、少子化に関しては金銭的、制度的に国民に補助を

する予算を設定すべき



愛知県 30代答えない
子ども医療の補助や、年齢が各自治体で異なるので統一して欲しいです。あと、不妊

治療の補助の増大をお願いします。

愛知県 70代男性 子供を欲しくなる環境づくりをすること。

愛知県 70代男性 高齢者が社会に貢献出来、ゆとりある生活を楽しめる仕事量が必要。

愛知県 60代女性
親には長生きはして欲しいが  子育てにしても  高齢者の長寿にしても  不安だらけで

す。

愛知県 40代男性 もっと法整備を進めないと出生率は上がらないと思う

愛知県 30代男性
老人が優遇されすぎている。  過度な延命治療をやめ、医療費の自己負担を引き上げる

べき。

愛知県 50代女性
高齢者の大半はお金に困っていないと思う。高齢者に給付するのを止めて、手当てや

臨時給付などは子供を持つ世帯や母子家庭世代に分厚く行き渡るようにして欲しい。

愛知県 60代男性 すみません。無いです。

愛知県 70代男性 社会通念の変換

愛知県 40代男性

認知症患者・その家族への対応をもっと考えるべき。    保険証をすぐに無くしたりす

るので、家族にも同じ保険証を発行してくれると助かる。    スマホの活用（デジタル

化）にももっと真剣に取り組んでほしい。    スマホに保険証・運転免許証等を登録で

きるようにしていただきたい。

愛知県 30代女性
所得の格差が結婚や子育てに影響するため、非正規社員等を正規転換することが大事

である。

愛知県 20代女性 少子化対策が足りない

愛知県 60代女性

子育て支援が重要    働いている人優先の保育園ではなく皆が預けれる場所を作り働い

ていない母親等もゆっくり過ごす時間を作ってやって欲しい。共働きで頑張って税金

も納めて来ました働きやすい環境を整えて皆に税金を払って貰い国を支えて欲しい。

そして  高校まで色々な面で無料にし皆が勉強できる環境を整えてやって下さい

愛知県 60代男性 非正規の雇用を減らしていくべきだと思います。

愛知県 40代男性
共働きが主流になり、子育てに時間を掛けれなくなっている事や都心への人の進出に

よって、両親との同居をしない世帯が増えいる事も要因の一つでは無いでしょうか

愛知県 18、19歳男性 だんだん深刻となっている。

愛知県 20代男性 賃金が上がらなければ仕方ないことだと思います。

愛知県 70代男性 子育て支援を増やす‼

愛知県 60代男性 少子化対策の予算を増やす

愛知県 20代女性 しょうがないことだけど、家族の在り方を考えるべきだと思います。

愛知県 60代男性 人、それぞれの考え方がある。

愛知県 60代男性 高齢者が、安心して生活できる、社会を実現して欲しい！

愛知県 60代女性

現在年金受給者で生活をしていますがなかなか物価もどんどん上がって大変です  国会

議員の人数を半分にしてその分を国家予算のほうに＋にすればいいんじゃないでしょ

うか

愛知県 40代男性 高齢者を長生きさせない

愛知県 60代女性 税金を使ってしっかり保障すべき。軍事費を削って！

愛知県 70代男性 バレーボール

愛知県 40代男性 世の流れである程度は仕方ないと感じます

愛知県 40代女性
子供がいないのでわからない。自分が高齢になった時税金や施設で対応する人が少な

くなる為将来の不安はある｡

愛知県 20代男性
子供を作る若者世代の収入や制度が向上しない限り少子化は進むと思う。皆貯蓄に回

る為、子供を作る＝お金がかかる為

愛知県 40代女性
仕事を休む事に抵抗がある。復帰時に自分の仕事が変わってしまう不安や居場所が無

くなってしまう不安。



愛知県 30代男性 更なる支援が必要

愛知県 30代女性 大学までの学費、医療費無料や手当がないと2.3人目はないかもしれない。

愛知県 70代男性 少子化対策ばかりで高齢化対策もしっかりやってほしい‼

愛知県 70代男性 少子高齢かは、仕方ない。結局移民政策を考える時期かと、考える。

愛知県 40代男性 個人の給料をあげる

愛知県 60代女性

４０年余り勤めての年金は少額で生活保護以下。先人へ優遇しつつ少子高齢化を唱え

るのみに等しく貧困知らず失態失言も大した処罰無い方達の政治の結果が現状の実態

かな？は厳しい？

愛知県 30代女性

高齢者に対する無駄なお金が使われている。医療費は現役世代と同じ3割でよいと思

う。無駄な延命治療は必要ない。子どもに対して産めば産むだけその家庭の税金が免

除されるなど子どもが多ければ多い程親も子どもも得をする社会にすることが重要だ

と思う。男尊女卑ならぬ若尊老卑くらいの極端な政策をしないとこのままでは子ども

が増えていく事は無いと思う。選挙権は年金をもらい始めたら無くなるや何歳未満は1

人2票分の票になるなど年齢層で選挙の票が均等になる様にしてもよいと思う。

愛知県 20代女性
必死で毎月年金を支払ってるのに、自分が年金を貰う頃にきちんと支払われない可能

性があることに強く怒りを感じる。

愛知県 60代女性
子供を育てるのにお金がかかるので、産むのを控えている夫婦がいると思うので、

色々な支援を考えてくれれば安心して産めるのではないかと思います。

愛知県 18、19歳男性 どうでもいい

愛知県 70代女性
団塊の世代です。余り長生きしたくない。そう思いますが、死ぬ訳にもいかず、家族

と仲良く、近所の方々とも良きお付き合いをしていきたいと思っています。

愛知県 20代男性

世界的に見られるトレンドなので少子高齢化が進むのは仕方がないことである。しか

し、子育てすることに対しネガティブなイメージばかりを報道で見かけることが多い

ことは少子高齢化を進めることになると考えます。

愛知県 70代女性

高齢化は今更なんとも致し方ないが、産まれて来ても生かして貰えない命が沢山あ

る。せめて生を受けたならその命を不幸なめに会わせないよう大人達の努力が必要。

核家族が増え老人、赤ちゃん、幼児等々接する機会が減ってしまった。近年、弱者へ

の残虐な事件も多い。人と人との関わりあいの大切さを学ぶ為にも若い世代から大切

な授業として道徳を学ぶ機会を増やしたらと思う。子供が子供を産むのではなく成人

が子供を産み育てる社会を推進して欲しい。

愛知県 50代男性 子供を増やせば得になるようにする。扶養控除大幅減

愛知県 20代女性
政治家に子育てに参加していない、当事者ではなかった人たちが話し合っているんだ

と感じ方針に疑問しかない。

愛知県 20代女性 なし

愛知県 30代女性

改善されないのは根本的解決がされていないから。  不妊やこどもを生みたくないとい

う人たちの根本的問題を解決しないと意味がない。不妊になるようなもの(海外ではす

でに禁止されている添加物や農薬など)を日本でも同水準にすべきだし、海外のこども

に金をばらまくのではなく、国内のこどもにお金をつかうべき。

愛知県 50代女性
自分は高齢者になっていく身だが今の政策は高齢者による高齢者のための社会になり

過ぎている  未来の日本を創っていく若者や子供をもっと厚遇した政策にしていくべき

愛知県 70代女性 少子化の疎外要因を全て検討して欲しい。

愛知県 50代女性 分かち合い、地域で助け合う仕組み作り、見守りを積極的にすすめる。

愛知県 40代男性 今まで何をしてもダメだったんだから手遅れだと思う。

愛知県 80代男性 別にない

愛知県 80代女性 若者が安心でき、希望の持てる社会が必要



愛知県 20代女性
少子高齢化は解決するべきだが、子供を産まなければいけないという世論になるの

は、子供を持ちたくないという女性への精神的暴力になるのではないか。

愛知県 40代男性 娯楽が多すぎるので少子高齢化はいくらお金をかけても解決しないと思う。

愛知県 70代男性 環境作りの充実を早くする

愛知県 50代女性 様々な人の意見を収集して欲しい

愛知県 60代女性
手当てより、子供を持っても働ける子供園などの充実や働き方改革をもっと海外に見

習うなど、環境整備を先にするべきだと思う。

愛知県 20代男性
投票率の高い高齢者から支持を得るための、高齢者向けの政策が多いように感じま

す。

愛知県 50代女性

子供を産み控える事は未来にとって良くないことなので、ある程度は取り組んでいた

だきたいが、所得制限は必要だと思う。高齢者から取るのは反対。国会議員の定員や

給料を減らす事から始めて欲しい。

愛知県 50代女性 なし

愛知県 40代女性 待機児童が減るように。子ども手当てを充実させる。保育士の賃金を上げる。

愛知県 40代男性

子育て世代等、限定された各家庭への直接的な措置が優先ではなく、共働きしやすい

環境や保育施設、介護施設の安全性と施設数、働き手の確保等の整備のが最優先。　

手当ではなく納税する国民全体の収入が上がれば増税もしやすくなるので、収入も合

わせた働き方改革を掘り下げていった方がいいと個人的には思う。

愛知県 40代答えない
将来、社会に貢献出る大人が増えるような日本の教育にも期待したいです。道徳教育

が足りていない様な気がします。

愛知県 50代男性 バラマキはよせ

愛知県 30代男性 少子化対策の実行を加速していただきたい

愛知県 50代答えない

収入が少ないのに生活出来るか不安は当然　しかし、ゆとり世代な為に甘やかた環境

で成長も有ると思うので、楽を優先してしまう。アナログ世代の不便環境を知らな

い、急速な時代の変化にも問題

愛知県 40代男性

具体的な少子化対策以前に、政府による昨今の極めて安易な増税政策を見ていると、

政府が率先して国の景気の減退を画策しているように見えるが、間接的に親世代の経

済状況は少子化対策において重要な要因になっていると考えているので、こちらの考

え方を改めない限り小手先の少子化対策はどれも上手くいかないだろうと考えている｡

ちなみに移民政策の結果による少子化解消は、フランス等を見る限り別の大きな問題

が大量に生まれるのが目に見えているので、一切支持しない｡

愛知県 50代男性 止まらない

愛知県 20代女性

高齢化に関しては見え切っていた部分もあり、対策ができていないことが露呈された

だけな気がする。  少子化については国の補助や自治体の制度の見直しを早急に行うべ

き。制度の手厚さ、補助の手厚さで少子化は脱せると思う。ただ現金をばら撒けばよ

いのではなく、根本から見直すべき。

愛知県 20代女性 もっと対策すべに

愛知県 50代女性
児童手当、高齢者手当、認知症手当など色々手当があるといいと思う。生涯安心して

暮らしたいです。

愛知県 30代女性 高齢者が注目されがちだが、子どもの支援にも力をいれてほしい。

愛知県 50代男性
若者世帯の収入の増加と育児支援制度の充実で出生率を上げて人口の増加を促進す

る。

愛知県 40代男性

子育て支援の各自治体のばらつきをなるべく無くして、日本中何処に住んでも、お母

さんがと子供たちが、安心して生活出来る支援があれば、地方から発展していくと思

います。悲しい虐待などの事件も少なくなればと思います

愛知県 18、19歳女性 改善するべきだが、今のままでは改善できるとは思っていない


