
東京都 30代男性 なし

東京都 30代男性 今年金を納めている若者が受給年齢になった時に本当に貰えるのかすごく不安である

東京都 20代女性 とくになし

東京都 70代女性 高齢化は仕方ないが少子化は考えなけらばならないと思う

東京都 40代男性 国力維持のための重要課題

東京都 70代女性 少子化について安心して子供を産める環境を創って欲しい

東京都 30代答えない わからない

東京都 40代女性 特になし

東京都 40代男性 どうしようもない

東京都 30代女性
何十年も前から言われてきたのに、何も対策できておらず進み続けているのは、自分

の票のことばかり考えている議員が多数だから。

東京都 40代男性 政府の少子化対策をもっと進めて欲しい

東京都 30代男性 結婚したい

東京都 80代女性 子育てが容易くできれば、、、

東京都 50代男性 今から手を打っても、効果は30年後になるが、今から地道に政策を行うべき。

東京都 70代女性 子供が差別なく大学まで国で支援して行く政策が大切だと思います✨

東京都 70代女性
子供手当を支給しても使い途は各家庭で異なるので、保育園から大学迄、学校に係る

ものは全て無料にすべきと思う。

東京都 40代女性

少子化対策は30年前から本気でやらなければならなかったもので、今更遅すぎ。最も

女性人口が多かったはずの団塊ジュニア世代をロスジェネ世代にした時点で終わって

る。

東京都 50代女性 仕方ないと思う

東京都 40代男性

子育て対策だけでなく、老人福祉の拡充を図るべき。老後の不安を取り除くことは少

子化対策の解消にも繋がるはず。老後の不安が貯蓄優先、少子化に繋がっていると思

う。

東京都 40代男性 今の自民党の皆ままではますます悪くなる一方だ

東京都 50代女性
20代、30代の給与、賃金を上げないと結婚しない人は増える一方だと思います。そこ

から考え直さないと、子供は増えないと思います。

東京都 70代女性 夫婦で働かないと生活できないので こどもの人数が少ない！

東京都 70代男性 託児所、保育所の無償化

東京都 40代男性 予測出来たこと。なぜもっと早い時期から対策を行ってこなかったのか不思議。

東京都 80代男性 若者たちの生活水準向上させてやる。経営者の努力が必要。

東京都 50代女性 年金生活の高齢者の負担は少ない方がいい。

東京都 70代無回答 政府の無策

東京都 50代男性 防衛費お金をかけるくらいなら少子化にお金をかけるべき。

東京都 30代男性
子どものいる家庭への支援も大切であるが、そもそも子どもを産みたいと思えるよう

に若い世代のへの支援をもっと手厚くするべき。

東京都 70代女性 少子化は憂慮すべきだが、子育て世代を優遇し過ぎ

東京都 70代女性 国がきちんと子ども老人に税金を使うべき。議員を減らすべき。

東京都 50代女性 特に

東京都 40代女性 負担が偏らないようになるといいと思う。

東京都 30代男性
すべての子育て支援について所得制限を外すべき。高所得者は、多額の納税で十分義

務を果たしているのに権利が奪われている。

東京都 70代男性
今年後期高齢者になりますが、20年も前から問題にされているテーマ！  政府には何

も期待をしていない‼

東京都 20代男性
もう、手遅れでどうにもならないと思う。  少子化にお金を回したいのならまず国会議

員の給料を減らすべき



東京都 60代女性
大学進学率が6割をこえる現在、晩婚化や奨学金返済の問題は喫緊の課題。  少子化の

前に働きやすさを考えなければ解決は難しい

東京都 70代女性 高齢者にも気持ち的に人生を全うしたいです。  生き辛い気がします

東京都 20代男性
少子高齢化が問題視されてからかなりの年数が経ちます。それなのに目を背けてきた

自民党には嫌気がさします。  もっと若者が暮らしやすい世の中にしてほしい

東京都 40代女性

少子化をなんとかしたいなら、出産費用を何とかしてあげて欲しい。それと、課税ギ

リギリで働いてる単身者に対しての補助など考えてください。子供のいない人だけが

損をする世の中になっています。

東京都 70代女性
バラマキするだけでは少子高齢化は止められない。中抜きや非正規雇用を辞め社会全

体の底上げすることが必要。

東京都 20代女性

将来への不安が大きく、一人で生きていくことも難しい中では子どもを産める十分な

環境ではない。  また、差別や偏見、貧富の差が拡大していく日本社会を見ていて、子

どもをこんな社会に送り出したくはないと感じる。  少子高齢化は必然だ。

東京都 30代男性
国の上層部の考えが時が止まっていて、このままでは少子高齢化が止まらないと思

う。

東京都 70代女性
個別に支援金送るのではなく高校迄授業料、給食費無料で親の負担を軽くし子供も給

食でお腹を満たす楽しみに学校に行く

東京都 30代男性 移民を受け入れるしかない

東京都 30代女性

父母を支える収入もないのに他の老人を支える税金を払うことはできないと考える。

対策がすぐに芽が出るわけでもないのに問題を先送りにし、人数の多い高齢者を優遇

し若年層に負担ばかり強いていたのも憤慨ものだが、今度は一般的な高齢者への負担

を増やしている政治家は無能としかいいようがない。議員を削減し、議員年金等を廃

止し、その分そ少子化対策に繋げるべきだ。参院はもはや機能していないので衆参合

わせて100席は減らし、その人員削減した予算を対策に当てるべき。

東京都 30代男性
少子化対策をしてももう手遅れだと思う。高齢の有権者が多いためそこにお金を回す

ことが支持されないのではないか。

東京都 20代女性 自分も子供を産みたいと感じないので、少子化は仕方ないと感じる。

東京都 40代男性 出生率をあげるには、未婚率を減らす対策が必要

東京都 50代女性 学校は無償化してほしい

東京都 50代男性 明石市の泉市長に教えてもらうといいですね

東京都 60代女性 北欧の福祉制度を導入すべき

東京都 40代男性
給与所得が上がらずに物価高が続く限り、不可能。共働きをしないと育児をできない

家庭が多すぎる。

東京都 20代女性

未来に希望がもてるような、人間らしい生活ができる社会の仕組み作りが必要(産休育

休に限らず長時間労働で家族との時間が作れないなど労働問題の解決、賃上げ、子育

てにかかる諸費用の補助金制度導入)介護福祉に関連する仕事の賃金をあげる、介護を

している人への手当を増やす など

東京都 60代女性
若い人が家族を持ち、子どもを持ちやすくする環境を整え必要な援助を政府が行える

ように。  高齢者の過ごしやすい生活支援をしてほしい。

東京都 50代男性 わからない

東京都 70代男性
少子化ＯＫ 、現在の人口は地球の能力を越えている。勿論、日本だけでは解決しない

が、日本の人口も半分程度でよい

東京都 50代男性 子供を育てる為の助成や環境を整える事が重要

東京都 60代女性 わからない

東京都 70代女性 選挙のためか。

東京都 70代女性 高齢化がもたらす懸念については、健康寿命に取り組む必要性を感じています。



東京都 40代男性
日本の政治家は少子高齢化対策を軽んじ、先送りにしすぎたので、もう手遅れだと思

います。

東京都 50代女性 子供達には家庭の経済力に関係なく教育の機会を均等に与えて欲しい。

東京都 70代女性

今の若い人は非正規雇用だとかアルバイトだパートタイマーとか収入が不安定では少

子化以前の問題だと感じます。家庭を持って子供をとは考えないと思います。戦後産

めや増やせと貧しくても必死で働き家庭を持ちました。今の人達はその必死さが感じ

られません。それもこれも政治が衰退し自分達が選挙に受かるだけしか考えず目の前

の事しか考えない政治屋に成り下がっていると思います。祖父は政治とは孫の代に花

啓くと。先を見るめがないて思います。

東京都 30代女性 今の日本なら当然の結果

東京都 30代男性

先を見越さず育児支援等をしなかった結果。  ある程度高齢者支援は必要だが、もう少

し負担額を増やしてもいい。  少なくともタンス預金が一定数ある家庭が多いはずなの

で、それらを把握し、医療の負担割合を帰るべき。  そしてその上で育児支援を手厚く

し、1家庭2人は子供が育てられる環境を作ってほしい。

東京都 30代女性 子育て世代への負担が大きすぎる

東京都 30代女性 特になし

東京都 20代女性 もっと子供を産みやすい、育てやすい環境を整えてほしい。

東京都 70代女性

選挙目当ての政策でそもそも長期的見通しの分析がなされていない。場当たり的。手

当のバラマキは未来に繋がらない。子育ては長期かつ生涯の時間を費やす。行政が縦

割りである弊害で子どもの育成に関わる全ての省庁が単独に方針を打ち出している現

状では育にならない。

東京都 80代女性

雇用が不安定だし未来に希望が持てない若いかた方は結婚し子どもを持つのを考える

のは当然です。昔は早く結婚しろと家族も回りもうるさかった。高齢者になって振り

返ってみるとうらやましい。高齢者の生活は50台から計画を立て将来に向けて実行し

てゆく事が大切と思います。一人では生きていけないことをきもに命じて

東京都 70代女性
今の若い人は、苦労を知らなすぎて自分に甘い!亭主の給料だけで、やってやろうじゃ

ないか!意気込みがない!

東京都 50代答えない
リプロダクティブヘルスアンドライツがわからない人が少子高齢化についての政策に

決定権を持つこと自体が間違っている

東京都 70代男性 子供が暮らし易い世の中

東京都 40代女性 心配

東京都 30代男性 子供を産みやすい環境を作ることが大切。  出産費や社会への復帰など。

東京都 30代男性 子育て世帯への補助と理解を国が企業に呼びかけるべき

東京都 60代女性
何故子育て世代が優遇されるのかわからない。前の世代は遊具されているのに今の年

金世代はかつかつだ

東京都 40代女性 なるべくしてなったのだから仕方ない。

東京都 70代女性
高齢者の利用施設と子供の利用施設を併設してお互いに楽しめるようにできれば、と

ても良い相乗効果があると思っています☺️

東京都 70代女性
子供を生んで育てる環境が社会的な  取り組みに  なれば安心して子育て出来ると思い

ます

東京都 70代女性
少子化は残念ながら世界的にも潮流で致し方ないが高齢者も元気なうちは働けるよう

な環境や社会の受け入れ機運の向上に努め国全体で経済を支えたい

東京都 70代女性 義務教育にかかる費用を無料にする。給食費、制服、

東京都 40代男性 安心して子供作れる社会を作ってもらいたく



東京都 50代女性

夫婦が共働きの世の中です。  子供が出来れば育児、仕事、家事と大変な思いをするの

は結局女性の方です。夫婦で育児が堂々と出来る様に、負担も軽くなる様にして欲し

いです。    何よりも政治家の給料は何故か減らさないのか？そんなに高いのか？腹だ

たしくさえ思えます。

東京都 20代男性 かなりきびしい

東京都 50代答えない 扶養の所得上限を上げるべき  最低賃金が上がっているので

東京都 30代女性 ない

東京都 60代男性 何でも政府にもとめるのは「なんだかなぁ」と思う、

東京都 60代女性
こんな時代はやってくると思っていた。子供は宝物　守ってあげれる世の中になって

ほしい。

東京都 20代男性
この日本では、金銭的に子供を産むのに躊躇してしまう。  そのためにも色々と対策を

打って少子高齢化対策をしてほしいと思う。

東京都 70代男性
結婚できる環境の経済的支援、ジェンダーフリーや同性婚に批判的な意見を抹殺する

のはいかがまものか。

東京都 40代女性

今現在、給料が上がらなくて、自分1人でも生活が苦しく、コロナの影響でリストラさ

れたり、家賃も払えず、仕事も見つからず、泣く泣くホームレスになったりしている

人達も沢山いるのに、若いうちに結婚して子どもを産み育てるって事はほんとに難し

いと思う。  1人だけの生活費でも苦しい給料なのに、どうやって奥さん子どもを養う

のか？  共働きが当たり前の世の中だが、実家が近くじゃない、知り合いもいない人達

が多いのに、保育園も入れず待機児童多い。  居眠りしていて仕事をしていない議員を

辞めさせて、子育て世帯や他の部分に当てて欲しい。

東京都 70代女性 子供にかかる費用をばらまきではなくて無償化する。  高齢者の有効活用。

東京都 70代女性
結婚年齢が高くなり、子どもを産むことが難しい  教育費等のかかるのも要因  医学の

進歩等により、高齢者の寿命が延びている

東京都 40代女性 児童手当の所得制限撤廃等よりも、保育料を下げるべきだと思います。

東京都 20代答えない わからない

東京都 70代男性
子供産める環境を政府が作るべきだと思う。例えば保育施設や、育児休業を充実させ

る様な政策を進める

東京都 20代女性

給料は低いのに税金は高い、職場は休むと体調不良であっても嫌な顔をされる。有給

等もあってないようなもので、欲しいと言っても貰えない。妊娠しても病院にかかる

費用が高すぎる。今の日本は若者より高齢者に手厚すぎる。  公園近くの高齢者が文句

言っただけで公園無くすってどういう事？子供は騒ぐものですよね。      そんな中で

子供は育てていけない。

東京都 60代男性
子どもが2人以上になった場合、その家庭の子どもに係る養育費は社会保証で全て無償

にする。

東京都 80代男性 フランス方式を参考に進めてほしい。

東京都 80代女性
結婚が良い事の認識を持てるように、社会を変える。  高齢化に意義を唱えてもしかた

ない寝たきりは良くない

東京都 60代女性 無理に子供を作る事はないと思う。

東京都 80代男性
教育が良くない　近代の日本史戦争の真実を教えない。敗戦を終戦とか日本人の戦争

責任者を裁いて無い講和条約後検証すべきだった！

東京都 70代男性 政府の対策が遅すぎます、今さらねと感じます‼

東京都 60代男性

私が若い頃このままのペースで人口が増えると食糧難とか雇用の機会現象などと言わ

れ政策で人口減を推進した記憶が。その目論見が見事に外れいつの世も先見の明のな

い政治家達なんだなぁと。

東京都 50代男性 税金を上げてでも、国民全員、教育費や医療費の負担は無くすべきと思います

東京都 70代男性 子持ち世帯に対し税制など優遇策を考えるべき。



東京都 40代男性 特に無し

東京都 70代女性
家族や子供を持つことが楽しく充実した人生になるような社会の仕組みを切に願いま

す。  夫婦家族が協力しながら共働きをしていける社会を。

東京都 20代女性
本来であれば、数十年前に効果的な施策を打つべきだった。既に何をしても手遅れだ

と感じる。

東京都 50代男性 物価が高い。

東京都 50代女性

まず議員の数と給料を減らし、予算の無駄遣いを減らすことを実行に移す。それから

増税をし、子供の費用にあて、政権が変わったとしても継続して子供の予算を組むこ

とが大切だと思う。

東京都 30代男性 安楽死制度を導入すべき  生きることを望まない高齢者を減らす方が良い

東京都 40代男性 教育費の補助があると良い

東京都 70代男性 なぜ問題なのかを教えてほしい

東京都 50代男性 N分N乗方式を導入したらよい

東京都 70代女性 若者が希望をもてる社会にしてゆくこと。

東京都 30代男性 なし

東京都 20代男性 高齢者への金を減らして子供に回すべき

東京都 70代女性 高齢者か私を含め!大変だと思う

東京都 60代女性 将来支えてくれる若い人が少ないのは不安です。

東京都 70代男性 しょうが無い、時期を待つ。

東京都 40代男性

子供がいる家庭に対して何かしらの免税してほしいです。    中国にこれ以上土地なり

農産物なり日本の強みとなるコンテンツが奪われないような対策もあわせて実施して

ほしい、子供が大きくなったときの日本が守られるような動きを希望します。

東京都 60代女性

団塊の世代の人達も急に歳を重ねた訳じゃないのに、対策をして来なかったから年金

下げたりして・・・  少子化も子育てに掛かる経費が高すぎる。議員の莫大な報酬を下

げずに国民負担ばかり、子育てに高い授業料払って来て、今度はこれから産まれる子

供達の為に増税は納得行かないです。

東京都 50代女性 所得が少ない人のみ対処すべき

東京都 70代女性

今の時代の若い世代は恵まれていると思う。我々子育て時代｢昭和｣には手当てなど少

ない。年金生活になって、物価．光熱費上昇あげくは防衛費まで税金…生活するのは

大変

東京都 30代男性 児童手当の金額をさらに上げるべき

東京都 50代女性

出産費用が高いことを最近のニュースで知り驚きました。補助金などで返ってくると

はいえ、スタート時点からかなりのお金が必要な子育て世代は大変だと思います。こ

れからも少子化は解消できないでしょうから、日本は高齢者だらけになっていくと思

います。

東京都 70代女性 若い方が結婚願望をもっと持てるよう、生活水準を上げる社会になって貰いたい。

東京都 18、19歳男性 人口の増減は波があると思うので、ある程度まで減ったら、また増えると思う。

東京都 40代女性 この状況では子供を育てるのは難しい

東京都 70代女性 子供が生活しやすいように高齢者も協力したい

東京都 70代女性 問題取り組みが遅いと思います。

東京都 20代男性 もっと子供が産みやすい政策を作るべき

東京都 30代男性 賃金を上げてほしい

東京都 18、19歳答えない このアンケートの結果を改竄するなよ。

東京都 20代女性 まともな少子化対策がされていないことが原因

東京都 70代男性 そもそも、何年も前から手を打つべき問題だと思います

東京都 40代女性
子供がもう一人ほしいけど、夫の育休が取れないと出産が難しい。制度としてはある

けど、実際に育休が取れる環境ではない企業は絶対ある。



東京都 70代女性
改善出来るのは少子化だと思うので不妊治療費をもっと補助し費用問題で治療を諦め

る事が無い様にして欲しい

東京都 20代男性 なし

東京都 20代男性 個人の生き方は自由なので、現状維持

東京都 50代女性

社会が子育てに希望が持てる環境を整い家庭では夫婦が仲の良く姿をみせながら祖父

母を敬う姿を見せながら 大切にしていくものを教えてなが養育していく事が重要だと

思う。

東京都 70代女性
経済情勢の悪さが続く中で少子化は避けようのない問題だと思う。大きく政治が変わ

らない限り国民に安心感は生まれないでしょう。

東京都 70代女性

私は団塊の世代、しかも一番多い学年。今更あたふたしている政府には何も期待でき

ない。年金生活はできず、今も仕事をしている。身体を壊しても働いていると生活保

護は受けられない。死ぬまで働かないとだめだそうです。岸田はそんな事は微塵も分

からないでしょう。総理の資格無しです。親馬鹿子馬鹿と風刺漫画に書かれています

が分からないでしょうね。

東京都 30代男性 有権者が高齢者ばかりなっていく時点で政治家が本気で問題に取り組むと思えない

東京都 70代女性 ひと月50000円の援助ではなく半年まとまった援助のほうが有意義に遣えるとおもう

東京都 60代男性 特に無し

東京都 50代男性
貧乏な人にお金を配っても子供は増えない。病気などやむ終えない理由を除き子供が

いない人が、不利に感じるようにしないと変わらない。

東京都 40代女性

医療の進歩に伴い、寿命が伸びる期待の方が大きい。晩婚化がすすみ、高齢出産とな

り、出生率がどんどん減ると思っています。さらに、子育て（塾や学費）が年々上

がってきていて子育て支援より、学費の補填がないと明るい未来が描きにくいです。

東京都 50代答えない
教育費にもっと予算をつけるべきだ。消費者・国民主体の政治が必要。安心・安全な

社会に向け、子ども庁と消費者庁の果たす役割が大きい。

東京都 70代男性
安心して出産し育児できる社会環境づくり必要ある三十年間無策政策で政治が機能し

ていなかった

東京都 30代男性 子供の教育にもっと力を入れるべき

東京都 20代男性

高齢化についてはやむを得ない部分があるが、少子化についてはどうにかできる問題

だと思う。  子育てが、時間的、金銭的、精神・体力的に問題ない状況でできる状況に

なればある程度は解決できるのではないかと思う。

東京都 20代女性

お年寄りにばかり寄り添うのではなく、今の日本を支えるために働いている若者にも

寄り添うべき。若者に優しい社会を作ることで、未来への期待も少しは出来るように

なる。今は何の期待もできず、給料もあがらず自分の生活で精一杯なので、結婚をし

よう、結婚して子供が欲しいとも思えない

東京都 40代女性

子供を産まないのは出産手当等のお金だけが問題ではなく、子育て時代の社会全体の

仕事の仕方が変わらないと難しいと思う。例えば、欧米は午後3時に終わる学校へ父

親、または母親がお迎えに行き、その後も家から仕事を続けるのが普通であり、そう

いう働き方を社会全体が受け入れる体制にすれば、子供がいても自分の生活を犠牲に

せずに勤労が続けられる=収入に影響なし。また配偶者控除も無くすべき。労働者が

足りない時代に、その考えをなくさないと、日本はもっと遅れを取り戻せない。

東京都 70代女性 健康に心掛け 医療費削減

東京都 40代女性

小手先の手当て増額だけで少子化が改善するとは到底思えず、出産見舞金などの大幅

な増額は岸田内閣の一パフォーマンスにしか見えない。後期高齢者に医療費負担増を

課すよりも、もっと他に削らなればいけない無駄な財源があるはず。国民から見ても

議員自身の無駄な支出、民間ではありえない手当などもあるわけで、それらも例外な

く削るなどの対策を取らずして国民の理解は得られないと考える。



東京都 60代男性
高齢化社会の中貧富の差があり所得の基準を決め、税金の格差を決めたらどうでしょ

うか？

東京都 80代女性

特に御座いません  確かに高齢者が多いとは思いますがこれは医療の発達のお陰だと思

います。  今の若者はきっと自由を満喫して結婚適齢期などと言う言葉は死語なので

しょう❗

東京都 60代男性
男性の所得を増やす。男性の税金免除。産休中の家計所得が産休前の夫婦2人分に相当

する金額を得られる工夫が必要。

東京都 60代男性 どうにもならない

東京都 40代男性 中絶禁止

東京都 70代男性 少子高齢化は避けられないのでそれに相応する社会を目指すべき

東京都 30代男性 国から経済的な子育て支援を増やして欲しい。  （教育費無償化等）

東京都 30代男性 結婚しにくく子供を育てることに負担が大きすぎる

東京都 20代男性 特に無し

東京都 30代男性 なぜここまでこの問題を放置してきたのか、ほぼ何も対策しないのか理解できない

東京都 50代男性

やはり子供を増やす事が大事。  父親だけの収入では家庭を支えられなく共働きでは子

供を増やすのは無理。  だからといって子育て家庭にお金を渡すのは、子供の居ない家

族や欲しくても出来ない方達の気持ちは税金を使って欲しくないと思ってる人もいる

のではないかと。  なので全ての学校に掛かる費用の負担をしてはどうでしょう。

東京都 30代女性

国のトップの方々は奥様に全て任せて子育てに参加してこなかった方々が多いのか、

施策が悉く的外れに思う。児童手当は扶養控除の代わりであり、所得制限があること

がそもそもおかしい。物価と教育費に比べて給与は上がらず、共働きがスタンダード

な中、産後の社会復帰が邪魔者扱いされたり給与や昇格が大幅に下がる世の中では、

気軽に子供を産めない。

東京都 50代男性
若い世代に過度な負担をかけないよう高齢者の社会活動を活発化する必要があると思

う

東京都 80代女性
少子化については、何年も前から問題視されていたのに、政府がきちんと対処してこ

なかったのがとても残念です。

東京都 20代無回答

もっと大幅に経済的な支援をすべき。子供を産んだら所得税を撤廃や、子供に関する

用品については消費税非課税、学費免除など。子育て層の経済的な余裕のなさが少子

高齢化に直結している。

東京都 30代女性
早急に対応しなくてはならない。就労しながらも子育てできる環境やお金の負担をす

べき

東京都 40代男性 これから社会保障費が上がり続け為早期に対策が必要と思う。

東京都 70代男性 18歳まで医療費、学費、給食費無料化、70歳以上医療費1割

東京都 60代男性 賃金格差を減らす努力が政治的に必要に思っています。

東京都 30代女性
子育て世代も高齢者もそれ以外の人も経済的に不安なく暮らせるようサポートしてほ

しいです。まず貧困をなくしてほしい。

東京都 30代女性
正直期待はしていないが、政府が少子化対策に積極姿勢を見せるようになったのは良

いことだと思う。

東京都 30代男性

消費に対する所得がシングルインカムでは対応できないが故に、夫婦共働き&晩婚化

が進んでいるため、少子になるのは当然。女性活躍とは言っているが、男性が家事を

担うことの偏見が拭えない限り、少子化に歯止めをかけることは不可能だろう。

東京都 60代男性
若い人が結婚できる環境が足りないと思う年収が少ないし生活するのに家賃も高いし

二人で働くのにいっぱいいっぱいの時代

東京都 30代男性 子供が増えるにつれて補償を厚くするべき

東京都 60代男性 フランス等の例を参考にすべき、伝統的家族観に執着しないほうが良いと思う。



東京都 50代女性 特になし

東京都 80代女性 若者が、将来まで安心して暮らしていける、希望のもてる社会にすべき。

東京都 70代女性 私は子供がおりませんが子育ての楽しみが少ないのでは⁉️と思います。

東京都 70代女性 考慮すべき。

東京都 80代無回答 働く若い親を補完する、設備や助成金の充実。

東京都 60代女性
保育園の待機を無くすことと、子供が病気の時の対応を企業がもっと対応すべき  働く

親の支援をもっとすべき

東京都 50代男性 積極性が欠如しているから

東京都 40代女性
未来の日本を支える少ない子供達への教育の充実、義務教育での学力の底上げを望み

ます。  そしてどの家庭の子供達も平等に国からの支援が受けられる事を望みます。

東京都 30代男性

これまでに世界で試された政策を調査してほしい。その国が人口や経済規模などがど

の程度日本と類似しているか、政策のコストと効果はどうだったかなど。政策を採る

ときにそのようなものに基づいた根拠の説明をしてほしい。

東京都 40代男性
昔の考え方は捨てて、現代にそった考え方ができる人達じゃないと支持される様な案

は出てこないと思っています。

東京都 70代女性
子育てを家庭の責任にするのではなく社会で見るべき。また多様な家族のあり方を認

めていく社会にしていくべき。

東京都 30代男性 今のような経済的手当の状況ではやむを得ない

東京都 70代女性 教育環境の整備

東京都 60代女性 根本からの変革  お金のばら撒きで終わらない様に

東京都 20代男性 今のままの経済状況が続けば、結婚や子育ては難しいと思う。

東京都 70代女性
国民全員で対策を考えるものであり、今の政治家では無理もっと専門家の意見を聞い

て欲しい

東京都 20代男性

今現在、子供を1人産んで成人するまでに2〜3千万円かかると言われているが、そこ

に対してお金をかけてでもと思っている若い層は少ないと思う。自身もその1人であ

る。

東京都 30代女性

先進国はどこも少子高齢化しており、今後大きな改善は見込めないと感じるので、少

子化対策も大切だが、少子高齢化した日本をどのように住みやすい国としていくかを

考えるほうが将来性があるように思います。また、少子高齢化を議論しているのが高

齢者の議員ばかりでは的を得たバランスの良い少子化対策は出てこないと感じるの

で、もっと若者や子育て世代の声を聞き、対策立案もいっそ次世代に任せれば良いの

ではないかと思います。

東京都 40代女性 仕方がない

東京都 60代女性
給料が安いので、結婚や子供を養う事が出来ない為、結婚をためらう若い人が周りに

沢山います。自分1人で生活すれのが精一杯だ。

東京都 60代答えない なし

東京都 40代男性 自分も少子化に拍車をかけている、未婚者なので、肩身が狭いです。

東京都 20代答えない わからない。

東京都 30代男性

少子高齢化を後回しにしてきた政権の責任だと思うが、有権者しっかりと選挙に行か

なければいけないと思う。また非正規雇用を進めた日本という国と、企業、税金負担

が増え続ける限り解決にならないと思う。これからを生きる世代に向けて、いろいろ

な面を含めて世代交代してほしい。

東京都 50代女性
子育てしながら働き易い環境を整える事が、全ての業種(特に中小企業)において義務

化されると良いかもしれない。

東京都 30代男性
育児関連の支援を積極的に打ち出してほしい。  遠回りなやり方ではなく、育児費用や

教育費用の負担を低減するべき  検討するのではなく



東京都 70代男性

お金の問題では全くなく，我々や国そのものに希望がまるで持てないからだ。国はし

らばっくれてるのかバカ過ぎてわからないのか意味のない対策をいくら繰り返しても

少子化絶対止まらない。

東京都 40代女性
政治家が少子高齢の本質をわかっていないので、これからも適切な改善策は期待でき

ない。

東京都 30代女性
産んでも育てられないほど貧困な国になってしまい、それでいて長寿化している以上

高齢者に対する優遇を見直すべき

東京都 50代男性 少子化を根本的に解決するには開発途上国の様になるしかないと思う。

東京都 40代男性 大学まで教育費を無償で。

東京都 70代女性

子供を増やしたい方向で手当てを厚くするよりも　　働きたい母親が助かるような対

応策を増やした方が良いと思う  一時的な金銭ばら撒きは本当の対策にはならないと思

う！

東京都 70代男性 出産子育て教育の各phaseで実践を行う。

東京都 40代女性 危機感を感じている

東京都 70代男性 結婚しやすい、子供を作りやすい社会制度を国が作るべきだ

東京都 70代女性 子育てはお金がかかるので、もっと支援が必要。

東京都 50代女性
待ったなしの課題。産めば産むほどお得になる制度、地域で子育てする制度(手の空い

ている高齢者はたくさんいる)、海外の例を参考にする。

東京都 70代女性 非正規雇用の方々かま多いから

東京都 40代男性
お産、育児に対する、公的支援の拡充。どのような家庭でも、育児に専念できる環境

が必要

東京都 30代男性 給食費の完全無料化、中学までの義務教育の完全無料化。

東京都 40代答えない 給料が上がらず物価が上がり続けている状況では、子供は増えない

東京都 60代女性
過疎との関連が強いと思う。  地方で若者が暮らしやすい、楽しい、不便でない環境に

整えるべきと思う。

東京都 30代男性 国がもっと真剣に対策を練るべきだ。

東京都 40代男性 少子化対策は前例にとらわれず革新的にやるべきと考えています。

東京都 30代女性

保育士の労働環境を良くしたりや給与を上げない限り、保育士は増えず待機児童問題

は解決せず、子供を産み育てることを躊躇してしまう。よって少子化は進み高齢者を

支えることは出来ない。

東京都 30代女性

賃金の安さ、物価の高騰によりそもそも結婚へ踏み切れず、また結婚したとしても同

様の問題で子作りに踏み切れず、子作り出来たとしても同様の問題で１人以上の子供

は育てられないから、少子化は加速していると思う。 また日本は本当に子連れへの理

解が得られにくいので、何人も産んで賑やかに生活しようと思えない。うるさい、邪

魔等言われてしまうし、キャリアアップも子供がいるとまだまだ難しい。  国民の意識

改革及び賃金をあげる等の根本的な対策をしたり、対策が成功している自治体を参考

にして改善して欲しい。

東京都 60代男性 幼少期に親が自ら子育てするように、国は環境を整えることが必要。

東京都 30代答えない ない

東京都 40代男性 明日は我が身

東京都 70代女性

子供は国の宝  だが大事にされてない  親は 子供のため  命をかける  それが  自分たち

の為に成っている  これは  政治の貧困と  かんがえる  政治家 の ２世 三世 議員の  登

場により 国に  尊敬  感謝が  無くなっている  子供達の躾に 愛でなく  臥せる形になっ

ている  子供が 親を 殺す  虐待すまたその逆等  これじゃ  子どもは  育たん

東京都 30代女性 特になし

東京都 20代男性 出産数の向上施策が急務であると考えている。



東京都 70代男性
若い人を、子供達を、国をあげて支援すべき。  我が国に年寄りを優遇する余力はな

い。

東京都 30代女性 このまま進んでいくと老後が心配

東京都 20代女性 少子化への対策が甘い。

東京都 60代女性 給付金頼りではなくまず自分で生活することを教えるべきでは

東京都 60代男性 婚姻数が増えるような政策を考える

東京都 60代男性 明日の希望と健康のために、給料を上げる事が大切だとだと思います。

東京都 70代男性

少子化は国家が金でサポートしても駄目。各人が子供を産みたいと思う雰囲気をを

ネット（TVは駄目）等で何度も配信し、安定した社会だと思えるムードを作る。若い

男女の意識を変える事が大切な気がします。

東京都 80代男性 出産、育児費用を支援してほしい。

東京都 70代男性
時間を充分掛けて議論し、徹底した調査を行い、原因究明して施策をたてていただき

たい。

東京都 70代男性 現状の子供を大切にし  少子化対策に力を入れて  ください⁉️

東京都 20代女性
少子高齢化の進展は止められないのだから、今を生きる人、これからを担う誰もが安

心して暮らせるように生活環境を整えていくべき。

東京都 60代女性

投票率が高い高齢者向けの政策ばかりに目を向けないで、子供を産みやすい環境、子

育てしやすい政策を作るべき。国家議員は国民のために仕事をしているのか疑問。こ

の問題は何十年も前から言われている事。

東京都 40代男性 子供を増やすための政策をどんどん導入するべき

東京都 50代女性 高齢者に優しく、子どもを育てやすい環境を整えることが急務だと思う

東京都 80代男性
大都会への人口集中をなんとかしないと。人と人とが出会い、話し出来る環境を醸成

することから始めないと無理だと思う

東京都 30代男性 そもそも経済対策に手を打たないと少子高齢化はますます進むだけだと思う。

東京都 70代女性

マスゴミの煽りを鵜呑みにしていたずらに恐れる必要はない。必要な所には国債を発

行して充分な手当を行う。若者が結婚して子育てしやすい環境を早急に整えるべき。  

日本は自国通貨なので財務省の言うような財政破綻はない！他国のように60年償還

ルールを廃止すれば何の問題もない！  若者が少ないからといって安易に移民を受け入

れるべきではない！移民を宝だと言い中国人留学生に年間120万円の補助金支給をし

ているが、自国の学生に振り向けるべき。自国民には増税し外国にお金をばら撒きま

くる総理はいらない！  人手が足りない所はハイテクで乗り切る。  日本文化に馴染ま

ない外国人に日本が乗っ取られないようにして次の世代にバトンを渡す事が大切。

東京都 40代女性 もっときちんと少子化対策をすべきと思います

東京都 40代女性
遅すぎた少子化対策の皺寄せを受けたもう子供を産めない年代の子なし世帯にも給付

金がほしい

東京都 60代女性

子育て支援は総所得の高い家庭には支給せず、65歳以上に正規職の場を必ず用意出来

る企業や団体には、メリットを与えるべき。高齢者には働く場所が無い、60以上はま

だまだ働き盛りだ。

東京都 60代女性
仕方がないのではないでしょうか?日本は高齢化についてもっと考えなければいけない

事が一杯あると思う。住みやすさにおいて世界で上位になって欲しい。

東京都 60代女性 特になし

東京都 70代男性 女性か再就職できる社会風土を構成しなければならない。

東京都 60代女性 産みやすい、育てやすい環境がぜひ必要だと思う



東京都 60代男性

男女雇用機会均等法が優位になり、女性が社会に出て働く様になると女性の結婚感が

遅くなり第一子誕生が結果遅くなる。  男女同権や同性愛も結構だが同性では子供は産

まれない女性が社会に出れば男性の幼稚さが目立ち草食と言われる生殖力の弱い男を

相手に結婚する気にもならないのだろう。歴代の政治家が少子高齢化の言葉ばかり選

挙に使い何もしてこなかったツケがいよいよ回ってきただけだと思う。

東京都 20代男性
若者が子供産みたくなる政策をしてほしい。  超高齢者に対する手当てを減らしてほし

い。

東京都 40代男性 政府の取り組みがいい加減すぎる

東京都 20代女性
可及的速やかに子供を増やせるように現役世代で子を産んだ家庭の税額を大幅に下げ

るなどしないと日本が終わる

東京都 40代女性 日本の将来がどうなるか心配

東京都 80代女性 子供にお金をかけすぎでは？

東京都 70代男性 結婚を奨励する。

東京都 20代男性

少子高齢化については、政策等では対応できないように思う。  自身も含め、近年の若

年層が結婚しない・子供を持ちたがらない大きな理由として、以下が挙げられる為で

ある。  ・自分の時間を減らしたくない  ・メリットが無い, 分からない  これら個人の

価値観の変化による物なので、今後も厳しい状況が続くのではないか。

東京都 40代男性 移民政策に力を入れ、多様性を重視した政策が大切だと考えています

東京都 50代男性 所得増に繋がる施策を打つべき。

東京都 40代男性 日本を未来を担う貴重な人材を心から支えたい

東京都 60代男性
台湾を参考にできないものだろうか  自民党は、社会で子育てを支援するのは何故いけ

ないこととするのかがわからない

東京都 50代女性

高齢化が進み、現役世代の負担が増えるのが目に見えている。そのような状況で子供

手当などが、一時的に増えても、長い目でみたら出産率が上がるとは思えない。子供

も手当対象外の年齢で、年金をもらえるほどの年齢でもない私たち世代はちっとも報

われない。

東京都 30代男性 補助金を充実させるとともに、子どもの人数に応じて報奨金を検討すべき

東京都 20代女性 問題視されていますが、日常的に不安を抱くことはないです。

東京都 60代男性
教育費無料や保育園の充実など、子育てしやすい環境にしなければ少子化に歯止めは

かからない。  定年延長や年金支給を遅らすなど、死ぬまで働かせる気か！

東京都 60代男性 18歳未満の子供のいる家庭には大幅減税をするべき。  高所得者の少しの増税。

東京都 30代男性 夫婦の生活を維持するのでいっぱいで子供を産む選択ができません

東京都 40代女性
貧困の原因は様々だが、教育の機会を与えることは大切である。  保育園から高校まで

は無償化とし、教育の機会を与えるべきと思う。

東京都 70代女性 授業料の引き下げ

東京都 40代女性

戸籍の無い子供がいない世の中になるように行政の関わり方を考えて、生まれて来た

子供達が虐待などで命を落とす事が無い社会が必要。お金を配っても何も変わら無い

と思う。

東京都 50代男性 そもそも晩婚化をどうにかした方がいい

東京都 80代女性
学問も金が無くてはその機会がない、しゅうしょくもうまくいかない、結婚も出来な

い。そう言う社会を作ってしまった結果だと思う。

東京都 60代男性 若い人たちが子供を産み育てやすい環境を作るしかない。

東京都 50代男性
扶養家族手当に専業主婦を入れて専業主夫を認める。  親が乳幼児を育てて躾る環境を

整える。

東京都 60代女性
自分の子供は自分で育てる　介護保険は自分の範囲で  他人に負担をかけたり　頼るの

は　良くない　  次の世代に　負担をかけない事が大切



東京都 60代男性

少子化に多額の予算を使うよりも、さりげない世論を盛り上げる事の方が大事だと思

う。たとえばメディア等を通じて間接的に子沢山の家庭を取り上げるなどの子供を産

みたくなるようなステルス戦略が有効ではないでしょうか。

東京都 30代女性
このまま行くと歯止めが効かないくらい少子化は進むだろう。根本的対策が為されて

いない為焼け石に水だと思う

東京都 50代女性

児童手当を増やしたり、保育園を増設したり育休、時短制度を浸透させても、子供を

もう一人産もうとは思わなかった。一番大切なのは、パートナーの協力です。  日本の

男性の家事、育児参加時間は最低です。  働いて疲れているのは女性も同じなのに、家

事育児の殆どを女性が担っているようでは子供を産みたいと思いません。  食事が出て

来て当たり前。保育園の送り迎えは母親からするのが当たり前。  子供が病気になれば

迎えに行くのは母親。  私が子供を育てていた20年前より少しは改善されてきてはい

ますが、まだまだ女性の負担が多すぎます。  いくらお金をもらっても、保育園に必ず

入れても、パートナーが協力的で無いと子供を産もうとは思えない。ワンオペの育児

は本当に辛かったし、子供に可哀想な事をしてしまったと後悔ばかりです。  男性の意

識改革が何より必要だと思います。

東京都 20代女性 子育てのしやすい政策を期待しています。

東京都 30代女性
年少扶養控除を早く復活させてください。子供手当など公約を守らない政権に辟易し

ています。

東京都 60代女性 安心して子供が産める社会に

東京都 50代男性 悲観している

東京都 60代女性 特になし

東京都 80代女性

健康で高齢を迎えられる事は大変幸せだと思うが今を生きる若者を育てる事は更に必

要。若者が希望を持てる世の中は経済を豊かにする事が一番なので増税なしで収入増

になる政策を政府は行うべきです。

東京都 20代男性 予算を当てましょう。

東京都 40代男性 特になし


