
埼玉県 50代男性
人口が、減るのは経済が衰退するかもしれないが、  人口が、減って国土が広く使える

と考えれば、  ま。仕方ないとプラスに考える。

埼玉県 40代女性 少子化対策より高齢化抑制対策を講じる

埼玉県 30代男性
核家族化が進展するなか、子どもを産み育てることが、経済的にも時間的にも困難。

特に第二子以降。

埼玉県 60代男性 お金の給付をするならもっと大胆にすべき、いつもけちくさい

埼玉県 30代男性 結婚する機会を増やす取り組みをしてほしい

埼玉県 60代女性 なし

埼玉県 70代女性 社会が 安定して子育てがてきる環境が必要

埼玉県 30代男性 ない

埼玉県 20代女性

政治家が無知過ぎる。  いつまでも古くさいやり方を引きずっていて若者が苦しむしか

ない。  苦しめられた若者がまた次の若者のためになる様な事を出来るわけもなく負の

連鎖になっている。

埼玉県 20代男性
若い世代にお金が回るようにしても改善されないと言う意見もあるが、大前提として

金銭的余裕が大前提としてあると思う。

埼玉県 60代男性 健康を維持し、長く働きたいと思います。

埼玉県 40代女性 大学まで無償化

埼玉県 30代女性 収入面と産休、育休が取りやすい環境にすること

埼玉県 70代男性
価値観を変える。偏差値教育をやめる。子供に正義感、自尊心、恥、。の精神風土を

植えつけるの

埼玉県 30代女性

保育料が上の子が在園中でないと下の子が半額にならないのは差別だと思う。少子化

に繋がっていると思う。3学年差以内に産むということは、キャリアにも影響するし、

そもそも簡単に産めるわけではない。

埼玉県 50代男性 所得が上がらないことで婚姻や出産を考えてしまう人が少なくはないと思う

埼玉県 40代女性
高等教育無償化など子供を持つことによって負担を少なくし将来安心せて子供を育て

られる社会にしてほしい。

埼玉県 60代男性 高校迄無償化

埼玉県 60代女性 子供手当てもわかりますが高齢者に対する政策ももっと考えて欲しい❗

埼玉県 50代女性

子供の虐待がとても多いです　もっと、虐待に対する防止を考えてほしいです  子供が

少ないと言っても、親が虐待するのでは、どうしようもないと思う。    高齢化は、

もっとお年寄りが生活しやすい環境を作ってほしいです  老人施設の入居費用も、高す

ぎだと思います

埼玉県 60代男性 政治家は身を切る改革して、対策費を捻出してください

埼玉県 60代男性 高校まで教育費、医療費等を無料化すべき。

埼玉県 60代男性

少子化対策も将来を考えれば必要な事だが、合わせて高齢者に対する税金や保険など

を更に見直して、納める金額を減らして欲しい。年金だけでは暮らせない現実は厳し

さを日々実感している。

埼玉県 30代男性

これだけ少しの事でハラスメントだと騒がれる時代に恋愛をしたい、結婚したいと言

う若者はいっそ独身の方がと思ってしまう世の中が変わらない限り少子高齢化は続く

と思う

埼玉県 70代女性
後期高齢者の保険料を上げて、それを当てるなんてもっての外。議員の交通費支給な

どの月100万円支給を無くし、それを当てると良い。100万円も我々の税金ですよ。‼

埼玉県 70代男性 教育費の無償化

埼玉県 50代女性
非正規社員で働いてるご夫婦が周りにいっぱい居るが  今のままの(給料)手取りでは、

子供を育てるのが難しいと嘆いています。  給与面の事をもっと考えて欲しい。です

埼玉県 40代女性 仕方ない



埼玉県 70代女性
難しい問題  子供を産みたくても、出産費用を始めお金がかかる。  給料が増えない今

のままでは、子供を育てる余裕もないのでは、と思う。

埼玉県 70代女性

うまれた子にではなく、子が生まれるよう、それには若者が結婚出来るよう、経済的

にも環境を作る。  非正規雇用をなくす。  議員の過剰な優遇を見直し、費用を捻出す

る。  高齢者優遇をやめる。

埼玉県 70代男性 直ちにフランス同様の政策を実施する

埼玉県 30代答えない わからない

埼玉県 30代女性

本気で少子高齢化をどうにかしようと思うなら、種と金の提供でしか出産・育児に関

わってこなかった人間が政策に関わるべきではない。異次元の少子化対策などという

素晴らしいキャッチコピーは考えられても、実現したのは出産一時金の増額という雀

の涙以下の補助。約20年にわたる子育ての中でその増額分の8万はどれだけの支援と

なるのか、それは果たして異次元なのか。子供1人育てるのに一体いくらかかるのか、

何が出産・育児のネックとなるのか、正しい理解があればまずテコ入れするのはここ

ではない。出産一時金が足りず自己負担が発生している現実、一見その増額分が補填

にはなるような印象を受けるが、実際は国からの補助が増額されれば出産費用もその

分値上がりとなり結果は変わらない。国に求めるのは8万のバラマキではない。その財

源を使って社会全体に働きかけるような仕組みの創設、社会の意識改革が本来国のや

るべきこと。やり方が分からないのなら子育て世代の声を聞くだけでなく、歴史に倣

い、諸外国の政策を勉強しては。子育てやジェンダーに関して日本は恥ずべき後進国

であることを国はもっと認識するべき。

埼玉県 70代女性
若者が子供を欲しい、育てたいと思える世の中になって欲しい。　それにはまず景気

対策に力を注いではどうでしょうか？

埼玉県 20代女性 子供を育てるお金はないので子供を持ちたいとは思えない

埼玉県 50代女性 生きていくのに魅力的な国作りを考えていくのが大切だと思う。

埼玉県 30代女性

子供手当などの子供ばかりの対策をするのではなく、高齢者の支援や手当を考えるべ

き。  子供は親が働いていれば贅沢しなければそれなりに生活は出来る（授業料無料や

医療費無料などある）。高齢者は年齢的に年金でしか生活出来ない。なぜ子供ばかり

が手厚くなるのか理解出来ない。  少子化が問題なのであれば、子供が欲しくても出来

ない人達の不妊治療の援助などをもっと考えればいいと思う。  高齢者の人数が増えて

いても介護士が少ないのが問題なのは給料が少なすぎるから。仕事内容にあった給料

でないと体を痛めながら続けようと思う人は少ないと思う。

埼玉県 60代男性 働く意欲のある老人が仕事に就けること

埼玉県 70代男性 結婚しない若者対策を考える必要がある。

埼玉県 70代女性
まず、結婚ができる環境を作らないとと、思います  息子は、非正規社員のため、時給

でのお給料です  これでは、結婚なんて到底できません

埼玉県 70代女性 議員待遇を見直し子育て支援に充当し貴重な子供達の教育等に役立てて欲しい‼

埼玉県 40代男性 経済が上向かない限り、国内のみでの改善は難しい。

埼玉県 70代女性 お金だけではない、子供たちを育て易い社会の構築を、望む。

埼玉県 20代男性 特になし

埼玉県 70代女性
自分自身も後期高齢者になったので、健康で自律した生活が出来るように頑張りたい

と思っています。

埼玉県 40代女性 子供 、高齢者がいる世帯がもっと暮らしが楽になれるように配慮して欲しい

埼玉県 70代男性 老後の生活、保護、等安定化するためにも少子対策は進める必要あり。

埼玉県 20代男性

あるべき家族の形を社会や政府が決めつけているという点に問題がある。妊娠が可能

でも子供を設けないカップルがいる中、LGBTQや不妊のカップルで子育てを望む例も

あるだろう。「産むこと」だけでなく「育てること」にフォーカスすれば、出生率の

低下をまねく社会の圧力は逓減していくと思う。



埼玉県 40代女性

今は共働きが多く、晩婚化し少子化になり何だか寂しいです。子供はお金が掛かりま

すが、それ以上に与えてくれるものは沢山あるのでお金が掛かるからと一人しか産ま

ないとか考えないで欲しいなと思います。子供は何人居ても可愛いし楽しいです。国

からの援助を期待せず、まずは自分達で出来ることを考え、少しでも毎日楽しく暮ら

しているひとが沢山いる日本になれたらいいなと思います。

埼玉県 60代男性 子育て支援及び高齢者雇用の充実が必要だと思う。

埼玉県 70代男性
子育てに必要なお金に関して、外部にかかる費用、教育費・医療費等は、可能な限り

全額の助成をする。

埼玉県 60代男性 補助金の問題でなく、生みたいと思える社会を作るような改革があるべき。

埼玉県 50代女性 賃金をあげて、豊かな子育てができるようにする。

埼玉県 20代男性
具体的に少子化対策が行われていると実感しない。  高齢者ばかり優遇されているのは

高齢者の投票率が高いからとしか思えない。

埼玉県 60代男性 特にありません!

埼玉県 40代男性 中抜きされない政策が必要。

埼玉県 20代女性

少子高齢化と騒がれる割に、子供を増やすための政策や方針が政府や内閣から感じら

れない。子供を産まないのは、産まないのではなく「産めない」環境だと言うことが

政治家が理解できていないように感じる。そのあたり、もう少し熱心に取り組まない

といけないのでは？？と思います。

埼玉県 70代男性 結婚しても暮らしていける環境

埼玉県 60代男性
生き甲斐の出きる、挑戦が出きる社会  毎日、きょうようときょういくを  子供はみん

な同じに

埼玉県 30代女性

現在シングルマザーで2人の子育て中ですが、今まで色々と手当など他の母子家庭の方

より支援などしていただけてなくグレーゾーンにいるためコロナ以前から苦しい生活

をしてきました。もっと、将来性がある手当なり制度があれば子供を産みもっと育て

たいと思えますが、自治体で待遇が異なりすぎてるので統一して欲しいですし（子供

医療費、児童手当、給食費無償化など）、現状絶望感しかなく選挙ではいい事しかい

わず、結局現実化される事もすくないですし政府に期待など一切ないから家庭をもっ

て子供を育てたいと思えないです。

埼玉県 20代男性 かなりの対策がないと、解決しない

埼玉県 30代女性 お金も大事だけどそれだけじゃない。

埼玉県 50代女性
全体の生活の質（賃金アップなど）が上がらなければ、それぞれの問題に目を向ける

のが難しいと思う

埼玉県 60代男性 こうなることは前からわかっいたはず

埼玉県 70代女性 政府の対応はいつも遅い  もう少し早く先を見据えて　議論なり対策を講じてほしい

埼玉県 60代女性
戦後のように、これから子育てする世代の人達が未来に希望を見いだせる社会を築い

ていかないと、少子化は止まらないのでは？

埼玉県 40代男性
子供を育てる環境が良くい。収入が増えない。会社によっては家族手当が低い。そう

いうところの補助や税金の優遇を検討しても良いのでわ

埼玉県 30代女性 特になし

埼玉県 60代男性 特にありません。

埼玉県 30代男性 子供が日本を支えます

埼玉県 70代女性 特になし

埼玉県 70代女性
今は子供の教育にお金がかかるのでもう少し育てやすい環境を作ってもらいたいと思

います

埼玉県 50代男性
収入が増えないと将来的に生活が不安になってしまうので子供を産もうと思わないの

ではないのか

埼玉県 60代男性 中小企業の昇給を重視した  政策を実施すべき



埼玉県 20代女性

年寄りが考える制度のため、実例にそぐわない。所得制限撤廃はもちろんのこと、年

少控除も復活させるべき。自身は20代で付き合っている相手もいるが、子供は一人っ

子はおろか、子供を産むことさえ迷っている。高齢者ばかり優遇されている気がす

る。昔働いていた人は優遇されて当たり前と思うが、それ以外の高齢者は我儘で生産

性もないのに優遇する意味がわからない。

埼玉県 18、19歳女性 母子家庭への支援を増やすべきだと思う。

埼玉県 70代女性
これからの出産も大切だが、せっかく生まれた子供が虐待を受けずに、ちゃんと大人

になれるようにサポートする行政が重要。

埼玉県 40代男性
政府の対策が遅すぎます。バブル崩壊してから何も対策を行って来なかったのだか

ら、今から行っても手遅れだと考えています。

埼玉県 80代女性 特に無し

埼玉県 70代男性

むつかしい問題！高齢者は現役時代高額な保険料を払ってきた！年金料を下げること

反対だ！少子化問題にしても何十年も前から指摘あった。それを短期に論議しても今

更の感じ。超党派で垣根を越えてじっくり詰めて欲しい！

埼玉県 50代女性 人は、国力。  もっと少子化対策に力を入れて欲しい。

埼玉県 50代男性 特に無し

埼玉県 70代男性 18歳未満は子供の医療費を全て無料とする。

埼玉県 60代女性 今の社会では仕方ない。年々生活しずらい。

埼玉県 30代男性 子供は将来の納税者  児童関連の優遇施策をしないと少子化は進む一方だと思います

埼玉県 60代男性 社会で見られる様な。システムを考えるべきではないかなと思って居ます。

埼玉県 70代女性 自治体まかせでなく、国が国民にたいして助成すべき

埼玉県 40代男性
少子化対策にさらなるテコ入れが急務だ。合わせて、子供をもうけない生き方も尊重

されねばならない。

埼玉県 70代男性
そもそも結婚をしたくない人が増えているので、この考えを変えるようにする必要が

ある。

埼玉県 70代女性 ご近所や身内にも、結婚していない人が多く見受けられる。

埼玉県 40代男性 行動・言動に問題ある高齢者を対処するべき

埼玉県 70代女性 多子世帯、標準世帯という言葉が差別的で少子化に加担しているように思う。

埼玉県 20代女性
このままだと高齢者が増えてしまい、子供が少ないため、年金の負担が大きくなって

しまう。  そうなると、余計に自分の子供を作るお金がなくなってしまう。

埼玉県 40代男性 おおきなおせわだ  独身は税金高いのに結婚なんかできるわけないとおもいます。

埼玉県 70代男性

少子化等は、将来、大きな問題であると思うが、解決するには、多種多様あり、なか

なか困難があるとおもう。子供に関することは、どこまで、支援し、どこまでお金を

だせば、良いのか？親の責任は、何人も、何人も、つくる人もいる。解らない、解決

は、永遠にすることは、出来ないと

埼玉県 20代女性
教育や子育てにお金がかかるから稼ぐ必要があるが、保育園などが増えないと誰も子

供を欲しいと思わないと思うから、少子高齢化は政府が進めたいのだと思う。

埼玉県 30代女性
30年間国民ほったらかして私欲を増やすことしか頭に無い国で出産子育てしたいとは

思わない

埼玉県 50代女性 子育て支援の充実として、積極的に母親世代の意見を取り上げて欲しい。

埼玉県 70代男性 子どもの教育費を無償化にする。



埼玉県 40代男性

少子化対策に子育て世代に支援するとしているが、そもそも結婚しない、子供を作ら

ないことに何より原因があると思う。その背景には所得が少ないなどの問題で、結

婚・出産に踏み切れないという人がたくさんいると思う。今の日本は若い世代より高

齢者の数が多いため、高齢者優遇の政策になりがち。国家においても、高齢の政治家

がいつまでも国政を牛耳っているので、いつまでたっても若者の意見が繁栄されな

い。政治家はもっと色々考えるべきだし、国民負担ばかりでなく、自分たちの腹も切

る必要が多大にあると思う。

埼玉県 50代男性 子供を生める親の所得向上と、学費無料施策の導入

埼玉県 30代男性 何とかしなくてはならないと思う。

埼玉県 30代女性

現在の日本では子育ては贅沢品となってしまっているのは事実だと思う。親ガチャな

どという言葉もあるが、あれも完全に否定することはできない。事実、教育を受けさ

せることも難しい家庭や、DVなどの虐待も多い。ヤングケアラー問題もそうだ。養子

縁組や、児童相談所に関する法整備及び予算と人材の拡充は必須事項だろう。それを

子ども食堂などのボランティアの頑張りでどうにかしてほしいなどという現政権は根

本から理解できていないとしかいえない。サインだの感謝状などを書いている暇があ

るのなら、もう一度政治家とは何のためにあるのかを考え行動するべきだ。

埼玉県 70代男性 身を切り民草に真剣に取り組む姿勢を示し、これを実行に移し範を示す。

埼玉県 60代男性 若い人に頑張ってもらいたい

埼玉県 70代女性
子供は国家が育てる事にして教育の内容も見直しが必要だと思う。税の有方も全体的

に見直し、トータルで時代を変えていくべきと思う。

埼玉県 70代男性 結婚できる環境ななること

埼玉県 70代女性 早急に対策を考えるべき

埼玉県 60代女性 なんとか解消してほしい。

埼玉県 70代男性 政府が悪い

埼玉県 80代女性

少子化をくい止めるには子育て対策を重視する必要がある。子ども 1人を育てるのに

経費がかかりすぎる。給食費や高校大学の奨学金は無利子に、出来れば返済不要に、

教材費も個人負担が大変。教員をもっと増やして欲しい…等。国がやらなければなら

ないことが今の政府には見えていない。

埼玉県 60代女性

子どもを大切に育てる環境ができていない。給料が上がらない、学校環境が悪いなど

社会全体で大事にする気持ちがなくなってきている。高齢者にたいしても優しさがな

くなってきている。これからも少子高齢化が進んでいくと思うので、早目に対策、実

行してほしい。

埼玉県 70代男性
結婚年齢を下げるための工夫、ママになる女性への手厚い保護、子育て手当ての所得

制限は世帯2千万円、奨学金の充実など。

埼玉県 50代女性

少子化対策について、出産費用や児童がいる家庭への給付金などを挙げているが、政

府は全く何もわかっていない。子供を望まないのはお金だけの問題ではないから。今

の日本で子供が豊かで幸せに暮らしていけるとは思えないから。日本人のための日本

の政治ではない。日本で暮らす外国人のために日本人から税金等をむしり取り、外国

人は無料で医療が受けられ、学費も免除。日本の土地を買いあさられ、外国に何千億

もの援助する。日本人はただ苦しむだけの生活。今のこんな日本で誰が幸せな未来を

想像できるのか？  産むときにちょっとお金がもらえても、将来的に幸せが見えない日

本では意味がない。

埼玉県 20代男性
ともかく国の政策があまりにもよろしくない。  若者やこれからの世代に  もっと目を

向けないと  根本的に解決にならないと思う

埼玉県 60代男性 少子高齢化ばかり注目され老後が不安。

埼玉県 20代男性
金をばら撒いて子供を育てるのに困らない環境を作るべき。そのためには国債の発行

も厭う必要はない。なぜならば必要な投資だから。



埼玉県 50代女性

今更遅い。  現場は何一つ変わっていません。育児休暇、不妊治療の治療費や協力体制

など。  給与が上がらない限り共働きの環境で、現状変わらない限り、子供を産む女性

は増えません。

埼玉県 30代女性 教育費の補助や親が働きながら子育てしやすい制度を早急に作るべき

埼玉県 30代男性 根本的になぜ生まないかについての考察がまったくない。

埼玉県 30代女性
働きながら子育てをしてる世代であり物価高や教育費が不安である。女性が正社員で

働く環境もまだ良いとは言えず子供を産みたくても産まない。

埼玉県 60代男性
国はもっと真剣に取組むべき。正規雇用を増やし婚姻出来る環境を整備することから

始めることが必要。

埼玉県 20代女性

保育士が増えるようにもっと給料を上げて待遇を良くしてやって欲しい。子連れに厳

しい今の時代に子供を産みたいと思ってくれる夫婦は少子高齢化に対抗してくれる貴

重な存在なのだから全力で支えるべきだし、子育て以外何もしなくても生きていける

くらいサポートしてくれないと出生率はすぐに上がらないと思う。

埼玉県 30代男性 特にありません。10万円寄付やってまえたいと思います。

埼玉県 50代男性 特に無し

埼玉県 70代女性 個人の自由でいい

埼玉県 60代女性

子どもを増やすためには教育資金が問題だと思うのはわかる。だから親に手当として

お金を渡すというのは安易なやり方で、その場限りにしかならない。そもそも、子ど

もを可愛いと思わなければ育てることもできない。小さい時から周りに赤ちゃんや小

さい子どもが当たり前にいて、親が可愛がって育む姿を見せなければ、子どもが欲し

いなんて思えない。そういう情操的な教育がないのに突然子どもを産んで育てろと言

われても面倒だと思うだけで、本来マイナスばかりの物を欲しがる人はいない。

埼玉県 40代女性

小さな頃よりも、成長すればするほどお金が必要になり、今の激しい物価上昇でなか

なか子供を産んでまでとは考えづらいのではないのでしょうか。  子供が大学高校に在

籍しており日々の暮らしにも不安を感じてるので、子供がいないご家庭はこの景気の

中で子供を育てようと思えないんじゃないのかなと感じます。

埼玉県 70代女性
少子化よりも、結婚しない人が多いのをなんとかしないと子供は、増えないので

は！？

埼玉県 30代女性 大変な時代だなと感じる

埼玉県 20代女性

今後が心配。  働き手は少ないのにお世話が必要な人ばかり増えてしまっては働く世代

がどんどん疲弊してしまうと思う。  改善には少子化対策と女性が育児と両立しやすい

社会・環境づくりは必要。

埼玉県 40代男性 多様化の代償。

埼玉県 70代女性

未来の子供に色々と手当するのは賛成ですが…今まで築いて来た高齢者にちょっと厳

しい事が多いのては…  生活保護を受けている方が生活出来る金額を国から受けて国民

年金の我々は色々引かれて手取りが２ヶ月で７万前後ではおかしいのではないです

か？政治家さんは資産家で我々みたいな年金生活の苦しさは解らないでしょうね。ま

た、解かろうとした姿が見られません。苦しい方々の味方をして下さる政治家が出て

くる事を願ってます。

埼玉県 40代女性

高齢者が子供を持つ世代に対して理解が少ないと思う。  園児の声がうるさいとか、公

園で遊ぶ声がうるさいなど、子供を持つ世代が肩身の狭い思いをしているうちは子供

を持とうと思う人が増えないと思う。

埼玉県 70代女性 長期的ビジョンとその成果の値　を具体的に示し、説得力を高める必要がある。

埼玉県 30代女性
子育て世代や若い人達が安心して子育て出来るような環境を作るべきだと思います。  

継続的な金銭援助をしてもらえると嬉しいですね。

埼玉県 70代女性
この物価高で高齢者は年金生活で苦しい。子育て世代だけではなく、コロナの時のよ

うに世帯単位でも良いので給付金が欲しい。



埼玉県 60代答えない なし

埼玉県 40代男性 今まで散々恩恵を受けてきた今の高齢者に対して増税して財源を確保すべき

埼玉県 30代男性 移民ではなく、技術革新と生産性向上によって社会を維持すべき。

埼玉県 40代男性 高齢化対策について、それに関係する職業の雇用の強化が必要

埼玉県 40代答えない 特にない

埼玉県 70代女性

収入の格差が生まれていると感じています。  子育てその前の結婚にもふみきれない

方々がいらっしゃると感じています。  第一には国民みんなが豊かさを感じて始めて子

育てを考えてられるのではないでしょうか？  お金をばら撒いても  少子化には響かな

いと思います  もっと根本をわかってほしい

埼玉県 60代女性
結婚率が下がったことが、問題だと思う。男も女も協力して、家庭を築いていけるよ

うな世界になれば、自然と子供も増えると思う。

埼玉県 50代女性 少子高齢化よりも、  子供に、お金出しすぎと  思います。


