
千葉県 60代女性 若い人の賃金が安い事

千葉県 30代女性 将来を見越してもっと子供を優遇すべき

千葉県 40代男性 今更対策を考えるのが遅い。

千葉県 70代女性

税金、物価高、結婚をしない人達が増える中、何も策を講じない政策が世の中を変え

られないのだと、国会中継を見ていても半数は居眠り、野次を飛ばすだけ何も考えて

いない、毎月の手当てを貰うだけの議員、議員数を減らしても良いのではないか  無駄

な毎をしているように感じる

千葉県 60代女性 年金が下がる

千葉県 50代男性 特にありません

千葉県 30代女性 お金がないから子供は産まれない。お金がないからお年寄りは生きていけない。

千葉県 70代女性 子どもを社会の責任で育てべき、収入格差に関わらず、学べる環境整備。

千葉県 50代女性 特になし

千葉県 70代男性 高校まで教育の無償化

千葉県 40代女性 特にない

千葉県 70代女性 義務教育の期間　大学生まで無料とし　大学卒業は厳しくする  こと

千葉県 70代女性
貰ってる年金は月３万しかないから少ない年金受給者の給付を受けようと思っても息

子と同居しているから受けられないから、何とかして欲しい！

千葉県 50代女性
職業あり産休育休中の方だけでなく、専業主婦で子育てしている方も利用できる行政

サービスの充実が必要と思います。

千葉県 60代女性 保育園の 拡充

千葉県 30代女性
自分も子育てをしていて、お金の問題はあると思いますが、それ以前に違うリスクが

あると思う。

千葉県 30代男性

これまで高齢者へ向けた政策や施策が多かったように思えるため、これからは子ども

達へ向けた手厚い政策・支援を強く望む。日本経済はもはや低迷を続け30年余りとな

り、このまま増税などを続ければ所得が低い若い世代はどんどん子どもを産まなくな

り、国を担う優秀な人材もこのままでは海外へ流出し続けてしまうのではないかと不

安である。

千葉県 50代男性

子供を産むこと、老後こと、共に経済的不安になることで人は貯蓄に走る。  子供を産

んでも、老後でもなんとか生きれるという安心感が持てれば人は安心してお金を使う

のではないでしょうか？  麻生さんの2000万円問題から、今はそれ以上ないと老後は

困ると思って皆貯蓄に励んでいるではないでしょうか？  真の少子高齢化対策が景気対

策に繋がると思います。

千葉県 30代女性
子供の医療費は、全国で無償化にすべきと思います。  3人目以降は、学費や給食費免

除等を実施するような対策をして下さるといいと思います。

千葉県 70代男性 若者の、結婚を、促す。

千葉県 70代女性

まずこれからの若い人たちに夢がもてる社会づくりをして欲しいのとゼロ才から最終

学歴までの授業料無償化を実現して下さい。  国会議員の歳費削減にして  みたら良い

と思う!

千葉県 60代男性 若い人達の働き安い環境と収入アップの環境を考えるべき

千葉県 40代答えない 長期的な対策と支援が必要。

千葉県 30代男性

少子化対策として一時的にお金を配るのではなく、多くの人が安心して子供を産み育

てられるような構造的な仕組みを作るべき。  例えば18歳以下の教育費や医療費の無

償化、保育士の待遇改善、返還不要な奨学金の拡充など。



千葉県 60代女性

賃金が上がらないと物品購入もままならず、ましてや子を産み育てるに有っても増

税、値上げの連続、助成金のカット、そんな状態の中で子育ては無理  政治家さんたち

は高い給金で生活してるようですが、それも国民の税金で賄われてるにも関わらず増

税諸々関係無しに決めていますよね～。一度庶民生活を行って下さい。政治家に成っ

たら忘れてしまうのですね。  庶民生活の大変さを!

千葉県 70代女性
子供達が増える事は賛成。年金生活で厳しくて、節約しても大変貧しくなる。高齢者

にも優しくしてほしい。

千葉県 30代男性 高齢者からお金をとる。老人ホームに入りやすくするなどの施策が必要

千葉県 70代女性 生活にゆとりがない。金銭的に不安だらけ。

千葉県 70代男性
今の給与所得者を含めて希望が無い、希望が持てる社会やる気が出る社会を目指さな

いと、若い人が目的意識を持てる社会、年配者が引退出来る社会が出来ないと無理。

千葉県 60代女性

少子高齢化は経済的に子供を持つ事が厳しい世情だけが理由ではなく、昔に比べて子

育てなどに縛られず自由に生きたいという願望を持つ人が増えたからだと思うので、

ある程度は仕方ないことかと思う。

千葉県 70代女性
出生時からの経済的サポートを第一とし保育の環境を整えること　国防の万全と経済

の成長は必須です

千葉県 30代女性

出産だけではなく成人するまでお金はかかります。  物価が上がるが給料は上がるどこ

ろか下がる人もいる中で子どもを産もうと考えるわけがない。  そして女性が育児をほ

とんどしており男性がしていないことも現実。また出産することで女性が社会進出の

ステップがなくなる気がする。

千葉県 60代女性
子供達が成長していく課程で親が育てやすい環境や学校教育の見直し見直すべき課題

がたくさんあると感じている。

千葉県 50代女性

少し前は高齢者に手厚く、今度は子供に手厚くするのは良いが、中間世代の一般人た

ちに負担を掛ければ良いと思っているようにしか見えない。議員の人数を減らした

り、報酬を考えたり、国民負担を減らすことを前提に少子高齢化を考えてほしい。

千葉県 40代男性 しょうがない

千葉県 70代女性 未だに非正規社員が多くてなかなか結婚に及ばない

千葉県 40代男性
物価の安定。給料のUP。  をしないと子供を産もうと思う環境にはなれない。  出産一

時金を増額したところで、解決には至らない。

千葉県 70代女性 子供手当て等の目先の対策等ではなく、経済対策や環境作り等抜本的な改革が必要。

千葉県 30代男性
出産とかに対しての手当てが不十分！  やるならちゃんと法整備とかを議論すべき  そ

もそも国会がちゃんと機能してるかが怪しい！

千葉県 70代男性
若い人は給与所得も安くて、独立して生計は立てられない。年金だけでは生活費が出

ない。

千葉県 40代女性

子育てにお金がかかるため、たくさん育てられないのが現状。塾や習い事が当たり前

になっているので、高校無償化位では焼け石に水。  大学やもっと広い範囲でサポート

して欲しい。  医療が発達して、寿命が延びるのは当たり前。  長生きした老人が疎ま

れることのない、介護のサポートも望む

千葉県 30代女性
子供をたくさん産むにはお金より人手が足りない。祖父祖母勤め中、両親共働きでは

こども３人は育てられない。

千葉県 60代男性 子育て支援の厳格化

千葉県 70代無回答 子供を安心して産み育てられる社会にしないといけないと思う。

千葉県 70代女性 不妊治療に保険が利くようにして欲しい



千葉県 60代女性

子育てするのに余裕の収入がないと無理です。その前に結婚すらできない低収入の若

者が多すぎます。  まずは全体の年収を上げて貧富の差をなくすこと。  未来への希望

は安定した高収入としっかりとした福祉です。  企業は高収入を。政府は質の高い福祉

を。  それが得られれば結婚も出産も増えていきます。  目先の手当ての問題では解決

できないと思います。  急がないと日本は崩壊しますよ。

千葉県 30代無回答

最近強化されている子育て支援など、子どもを持つことに対する経済的不安を軽減す

ることがやはり対策になると思います。また、自身の周囲から望んでいるのに男女の

出会いがない、という話をよく聞き、少子化問題とのギャップも感じます。出会いた

い人が出会えるような後押しする仕組みがあっても良いのかもしれないと思いまし

た。

千葉県 40代男性

子を持つ労働者に対して子育てと労働が両立できる環境構築が必要。  現在の物価高や

子育て費用を考慮すると、子供を産むかどうかや何人産むかなど少子に繋がるハード

ルが多いと思う。

千葉県 30代女性 しょうがない

千葉県 40代女性
出産育児金や児童手当も重要ですが、18歳から20歳までの手当、就学支援金を充実し

てほしいです。

千葉県 70代男性 非正規雇用をなくし、収入面での不安をなくす。

千葉県 50代女性
私立学校は自分達で改善できるが、それが難しい公立学校の充実、育児所や託児所の

充実で、所得が低くても働きながらでも子供を育てやすい整備が進むと良いと思う。

千葉県 40代男性
ヤる事ヤってんのに堕したり子供に対する暴力があとをたたない事件が多すぎる  もっ

と子供を保護する法が必要

千葉県 70代男性 高齢者に対しやさしい施策をお願いいたします

千葉県 30代女性
なるべくしてなったもの。政治家が仕事をしない、国民が参政しない、ではこのまま

どうにもならない

千葉県 50代女性
個人の自由。  女性の精神的肉体的負担。  男性の未熟さが目立つ。  教育費がかか

る。  保護者間の確執。

千葉県 60代男性 仕方がない  高負担高福祉を目指すべきだ

千葉県 70代女性
ここまで、賃金が安いとまた、先の展望が読めない今子育てや産むことへの不安が大

きいのではないでしょうか?

千葉県 70代女性 特になし

千葉県 20代女性
高齢者が増え過ぎ、税金を無駄遣いしている。子供が欲しくても金銭的余裕が生まれ

ない。出産、育児に関する保証をスペインから学ぶべき

千葉県 30代男性
高齢化は仕方がない。少子化対策をもっと角度を変えて考えられる人を加えて考える

べきだ。

千葉県 80代答えない よくない

千葉県 40代男性

とある有名人が言ってましたが、保育、学校に払う費用は大きいものです。そこを無

料化すれば子供を育てるのにも負担はかなり楽になると思います。その為の増税なら

やむを得ない。多くの方が実感できる部分であるから反対も少ないのではないか？

千葉県 30代女性 特になし

千葉県 70代男性
必要ない。日本の国土の大きさでは６０００万がベストである。人口減による税収減

少対策と「少子化対策」は別問題として議論すべきである。  以上

千葉県 50代女性 税金に頼らず、福祉を充実してほしい。

千葉県 70代女性 現状を考えるしかない。人口の滅少でできる事、メリットは何か？

千葉県 70代女性

国自民党の対策が遅すぎたため、少子化問題がおきている。高齢化は当然なこと、経

済的な働きかただけでなく、様々な知恵をもつ元気な高齢者をもっと活用する事が必

要

千葉県 50代女性 高齢化、老老介護が不安



千葉県 30代女性 増税は仕方ないが、年寄りなどどの国民からも納税できる方法で増税してほしい

千葉県 30代女性 高齢者支援を増やすべき

千葉県 40代女性

子供は産むだけでなく育てることが必須。安心して子育てが出きる継続した支援が必

要だと思う。現金を配るだけでなく、給食費や学費、医療費など直接子供に届く支援

の仕組みを作り上げるべき。  高齢者の負担をあげることもやめて欲しい。

千葉県 20代女性 働き続けられる環境整備と、金銭的な補助

千葉県 60代女性

対策が遅かったです。  私達が子育ての時代子ども手当は3歳で打ち切り。保育園等の

条件も悪く仕事の継続が難しかったです。  もっと早く対策を始めていたら、子どもを

育てたい人達は増えていたはずです。  高齢化社会にも同じ事が言えます。

千葉県 70代女性
子育てしやすい自治体を作る。育児休暇が取りやすいように、休暇中の保障、休暇明

けのポスト確保

千葉県 40代女性

現在五人の子育て中ですが、子どもが増えれば増えただけ、金銭的肉体的精神的な負

担が増えると感じます。特に大学まで通わそうと思うと金銭的な負担はとても大き

く、これでは子どもをたくさん産むことは損であるとしか思えず、一人か二人程度の

子どもにお金と手を掛けることを選ぶのは当然だと思います。  今のままの政策では、

少子化は全く解消されません。

千葉県 70代女性
今 とても窮屈な気持ちに襲われます。もっと 穏やかな気持ちになれる様な、日本に生

まれて良かったと言う方針 、政治になっていけば良いと思います。

千葉県 40代女性 年金はもらえないと思う

千葉県 30代女性 子供手当てを増やしてほしい。医療費無料など。

千葉県 70代女性
非正規雇用をなくし安心して仕事が出きる環境を作る。結婚してる女性が余裕をもっ

て生活できる環境を作ること。

千葉県 20代男性

子どもを安心して育てられるように、社会制度を見直す必要がある。こんな世の中で

は子どもを産んだとしても、きちんと育てられるほどの経済的な余裕がないために、

子どもを持つことを断念する家庭がこの先さらに増加していくことは明白である。  社

会福祉と教育の充実。これが最優先事項であり、岸田政権のやろうとしている軍拡な

ど、もっての外である。軍事費の増大よりもやるべきことが、沢山あるのに、欧米の

動きに合わせて軍拡を推し進める現政権は、全くもって支持できない。

千葉県 20代女性

皆頑張って働いても金に余裕がなくて子供が産めないからとりあえず国が悪いんじゃ

ないかと思う。  貧富の差も問題になっていると思うが、それもどうにかするべきだと

思う。  そうではないと日本は(そうでなくても)潰れると思う。  私は正直、結婚する

気も子供を産む気もないのでアレなのだが、とりあえず子供を産みたいと考える人が

産みたいと考えた時に安心して産めるようになんとかするべきだと思う。

千葉県 50代女性
やはり毎月の収入が安い為に限ると思います  生活が成り立たないから  少子化になっ

てると私は思います

千葉県 40代女性
子供を育てるのにお金がかかるので、子供をたくさん産もうとは思わない。そこを改

善していかないとどんどん進んでいくばかりだと思う。

千葉県 30代女性
2、30代のうちから老後の貯金額を心配することが当たり前になっているご時世の中

では子どもを生むリスクのほうが高くなると考えるのは自然のこと。

千葉県 60代女性 子供を2人以上産みたいと思い、育てやすいと思える環境作りが必須です

千葉県 70代女性 特にありません

千葉県 20代女性

子育てと仕事の両立が難しい。両立しながら共働きで頑張っても所得制限で恩恵を受

けられない。子どもの教育のことを考えると、教育費の問題でたくさん子どもを産む

のが大変になる。  子どもの数が少なくなってきているからこそ、そこに税を投入して

支えていかないと今後日本の社会保障は崩壊すると思う。  なぜ子どもに関する税金の

投入にこんなにも躊躇するのかがよくわからない。  他のことなら即決するのに。



千葉県 40代女性
所得が増えないと積極的に子供を持ちたいと思えないのはよく分かります。  増税、値

上げするなら所得も上げる働きかけをしてほしいです。

千葉県 30代女性 なし

千葉県 70代男性 お金の問題だけではない

千葉県 70代女性

余りにも子供を甘やかして育て結果だと思う  同性結婚など容認するから子供は増えな

い　マスコミも同性結婚とかもてはやし過ぎ  異端は異端　結婚して子供を産み育てて

初めての親の大変な苦労が分かる　同性結婚しても子供は増えない  結婚した女性が働

かなくても生活していける環境　収入の安定こそ必要だと思う  派遣社員等を考えた馬

鹿がいたのがこんな不安定な世の中を作り出した　株主優先等と社員をないがしろに

する企業もいけない　政府は日本国民を大事にするべきです

千葉県 60代男性

千葉県 30代男性

岸田政権による異次元の少子化対策に全面的に賛成するが、社会構造の問題の為、数

年単位ですぐに解決出来る問題ではないので、国内の労働生産人口も深刻な為、切り

札は東南アジア諸国(主にベトナム等からの外国人材の活用、外国人労働力をアフター

コロナで積極的に活用すべきであると考える。

千葉県 50代男性
何年も議論されているが、効果は全くないと考えます。政界がダメなので財界主導で

進めて政界がサポートする方が良いのではないか。

千葉県 30代男性

後期高齢者が政治を行っているため高齢者優遇になりやすい。確かに高齢者の方がお

金に余裕がある割合が多いかもしれないが、将来の為には若者世代をもっと優遇しな

ければ何も変わらない何処かジリ貧なだけなのに何十年と同じの繰り返しで今の政治

は信用出来ない。

千葉県 70代女性
安定した経済力になれば少しは不安材料が無くなるので子供を持つことも考えられる

のではないかなと思います

千葉県 30代女性

子供を産み育てることは自己満足なので、給付金があっても産む選択をする人は増え

ないと思う。例えば、幼少期から高齢者福祉の教育を義務にして、学生時代から高齢

者の見守り等を半強制的(給付金あり)にやらせれば、地域の担い手不足は多少緩和さ

れるかも。

千葉県 40代女性

電気代、ガス代、水道代、高くて辛いです。子供いる家庭に値引き制度などやってほ

しい。政治家の給料高すぎる。もっと子供のためにつかってほしい。子供は日本の宝

です

千葉県 70代男性 特になし

千葉県 70代男性
少子高齢化についてのビジョン/政策が欧州に比べて、目標設定が劣り、日本民族が少

なくり、心配である

千葉県 70代男性 暮らしが楽になれば子供も増える。

千葉県 70代女性 教育現場で少子化問題を議論する機会があれば～と思う！

千葉県 70代女性 各世代が幸せに生活できることを目指す‼

千葉県 40代男性 資産に応じて一夫多妻。

千葉県 20代男性

同性婚を社会が変わるからと制度を変えない政治、金銭的にも精神的にも余裕が持て

ない中で家庭を築こうとする人が増えないのは当然だと思う。  子供を持っても人を育

てていく金銭的責任を持てないから選択肢ない異性カップル、家庭を持ちたくても持

てない同性カップルが存在している中で少子高齢化を解決に向かわせる根本的解決策

など生まれないと思う。

千葉県 50代男性
まず第一に、政治を根本的にかえなければ、未来の子供たちに、希望、幸福は感じら

れないと思う。理由はさまざまあるが。

千葉県 40代男性
出産時の見舞金や様々な部分で、大きく変化がなければ劇的な変化を望める気がしな

い。



千葉県 60代女性
＜高齢化対策＞  若者の今後の為に、過度な高齢者保護対策は止めるべきだ。  尊厳死

(安楽死)制度も作るべき。

千葉県 30代女性

貧困対策と少子化対策を混同した、所得制限ありの政策が多すぎると感じます。  子供

は親の収入に依らずすべて平等に機会を得るべきだと思うので、子育て支援策につい

ては所得制限をすべて撤廃すべきだと思います

千葉県 50代女性 特になし

千葉県 20代女性 まずは、子供産みたくても病気が理由で出来ない女性の為の制度を整えるべき

千葉県 30代男性

子供のいる家庭への給付金など、育児、教育コスト軽減策  奨学金返済の減免措置な

ど、未婚者の経済負担の軽減  消費税の廃止または大幅減税などによる内需拡大  地方

における防災、防衛、交通インフラなどの整備による都市部への人口集中の解消  上記

の政策を経済状況に合わせた大規模かつ継続的な財政出動によって推進する

千葉県 50代男性 豊かな暮らしが、かなわない以上、子供が増えることはないと思う

千葉県 60代男性 金銭面の支援だけでなく、皆で子育てを支えられる仕組み作りが重要と思われる。

千葉県 20代男性 支援を加速すべき

千葉県 70代女性

共稼ぎで子育ては絶対無理。  どんなに子ども手当を支給しても、育休の所得日数うが

少なすぎる。  月単位の日数が必要だと思う。  子供の声がうるさいと公園を閉園する

自治体も現れて、社会全体で子育てをしなければいけないのに、これでは子供を産み

育てようという気持ちにならないのではないか。

千葉県 30代女性 子供ばかりではなく、高齢者にも目を向けてほしいと思っている。(人材の確保等)

千葉県 50代女性 将来的な指針を出すべき

千葉県 60代答えない

この問題はとても難しいと思います  ただあまりにも､高齢者に冷たい日本の国､高齢者

は仕事も無く､働ける体の人ばかりではありません。  お金もない､仕事も出来ない  年

金も少ない。  この国で､生きていくには､大変です。だからと言って死ねる訳でもあり

ません。  楽に､苦しまずに死ねる薬をください。高齢者の方はそう願っている人が多

いと思いますよ

千葉県 60代女性
現金給付ではなく、税制改正で対応するなどの対応をしてほしい。  性急な改革で、自

分たちの子育て時期との政策の差を感じて、あまりに不公平だと思います。

千葉県 30代女性 子供の医療費、学費無料など

千葉県 70代男性
出産や育児に関する費用を、税金で負担して個人の負担を極力抑える必要があると思

います。

千葉県 50代男性 保育料、給食費、医療費など子育てに関わる費用は全て無料にする。

千葉県 70代女性 政治家の手当て、人員削減をし、教育費を無料化する。

千葉県 50代男性 少子化は止められないと思う

千葉県 50代男性 年金受給金額をみなおしてほしい

千葉県 30代男性 希望を持つことができない

千葉県 70代女性
シルバー世代が増えているがもっと子育て世代同様補助をして欲しいと願っておりま

す。

千葉県 30代男性

そもそも手元に残る金がなければいくら多少の補助しようと産む機会は減る一方なん

だから、物価高騰に合わせて増えつつある給与を後押しする形で消費税の減税なりで

刺激するべきなのではなかろうか。

千葉県 60代男性 よく聴くができていない  有効な策をさらに検討すべき

千葉県 50代女性

保育園の拡充や金銭補助は助かると思うが、仕事があっても家事や育児の負担はまだ

まだ女性に多くのしかかっている。  夫婦別姓や、ジェンダーについて保守的な政治家

のもとでは難しいが、若者が結婚や子育てを選びやすい社会にならないと難しいと思

う。

千葉県 70代女性 女性の社会に出る事の推進の仕方に問題があるのでは？

千葉県 40代女性 特にありません



千葉県 70代女性

少子高齢化は先進国においての課題のひとつ。子育てを家庭だけに責任を負わせず、

社会全体で担う意識が大切。そのためには児童相談所の拡充が必須。親元で育つのが

一番良いという認識も変える必要がある。欧米のように家族の形の多様性を認める社

会になって欲しい。

千葉県 60代女性 今、思いつかない!

千葉県 70代女性 若者が、子供を余り欲しがらないのが、理解出来ない。

千葉県 30代女性 若者、子育て世代、高齢者を分断することのないような少子化対策を求めたい。

千葉県 70代女性 高齢者が気楽に運動ができる場所がない

千葉県 50代男性 子供手当だけでなく、報奨充実

千葉県 70代男性 子供を育てることに希望の持てる社会を作るべきである。

千葉県 40代男性 政治家は子供に金をかけるより選挙出来る高齢者に金をかけている

千葉県 70代男性 ささえる人が少ないとこれからの日本は大変だと思う

千葉県 70代女性

すぐに効果が出ないものが多く、持続してやり続けないと効果が出るまでに時間がか

かる、今やり始めて効果が出るのは早くて数年～10年後です、一刻の猶予もありませ

ん、早く対策をして下さい

千葉県 40代答えない
減税などして国民の可処分所得を増やしていかないと、少子化に歯止めがかかること

はないと思う。

千葉県 70代男性 特に無し


