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＜経済成長をめぐる質問＞ 男 女 10代 20代 30代 40代 50代 学生 会社員経営者 主婦 自営業 その他

1.    経済成長とはどういうことですか（何が成長することですか）
地域～地球レベルで生活する環境が豊かでお金の消費と生産が安定しつづけてゆくこ
と、ほんとうの幸せとは何かと個人個人が理解し合うこと。

すべての人々が幸せになれる経済、居住環境の成長。

格差がなくなること、格差をなくす意識の成長。

国、社会、個人が成長する。豊かさを実感できる。

経済格差がなくなり、国もしくは世界全体の成長。貧困層の成長。

選択する物や機会が増える（必要・不要関係なく）。

暮らしの質が高まること。

経済が成長するということ。「経済」は、私の場合は「暮らし」ということ。暮らしが豊かに
なるということ。

世界中すべての人が幸せに暮らしていくこと。お金なんていらなくて物々交換でよい。

幻想ではあるが、大多数の人によって支持されているので、一応この世の今の大勢を
占める力。

一般的にはGDPが上向いていくこと。

経済成長とは、人々がお金の流れを知っていき、お金の使い方を考えて使うようになっ
ていくこと。

日本での暮らしが良い方向へ成長する。

その国の経済や産業が発展すること。産業が多く成長すれば競争が生まれ、質もよく
なっていく。それを求めて次から次へと買うことにより経済が成長する。

その国の技術だったり、経済などがより発達し、より国をよくする。人々が生活しやすく、
よりよい時間を過ごせるようになること。

国民一人一人が成長すること。

資本主義社会を持続させるために必要なもの？ 人が社会を続けていくために必要な
もの？

個人消費を増やすこと。

人、モノ、周囲の環境、動植物の需要と供給のバランス向上。またはその仕組みの向
上。経済＝金とは思えません。

団体
職員

お金が増えること。ウソかもしれないし、見た目だけかもしれないし、どこかでお金が減っ
てるかもしれないけど。

自分の文化が成長する事で社会に協力する経済力と時間を持つ余裕ができる事だと
考えます。

NPO
法人
理事

国の利益が増えること。企業利益。

みんなが消費をたくさんできるようになり、そこで働くひとの給料も上がり、また消費すると
いうサイクル。

自分が（買う）消費する商品を売り手と同じく愛せるようになったとき。

ある国が成長すること。

経済成長という言葉がありますが、人と人との対等な取引こそ、それから続いていくこと
こそ経済成長。

交換価値があるものの、総量がふえること。必ずしも必要なものが円滑に社会全体に
いきわたるのが経済ではない。

一部の人達にお金（＝富）が集中するのではなく、均しくお金が回ることだと思いま
す。

契約
社員

個人においては所得などの収益を通じて、文化的な生活を送れるようになること。企業
においては売上を伸ばし、規模を拡大してゆくこと。国家においては個人・法人の成長
を通じて税収を上げ、それを社会に還元して更なる国民の生活向上を図ること。

世の中の技術が進歩し、暮らしが便利になる。多くの開発が進むことでたくさんのお金が
動く。

消費の循環。物質を消費していくこと。 フリー
ター
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＜経済成長をめぐる質問＞ 男 女 10代 20代 30代 40代 50代 学生 会社員経営者 主婦 自営業 その他

1.    経済成長とはどういうことですか（何が成長することですか）

企業（not 個人？）

生活が豊かになること。生活するためには働かなくてはいけない中で、がんばった分だけ
対価をもらう。要するにがんばったらがんばった分だけお金をもらう。

衣食住、最低限のものの消費に加えて＋αの余裕ができること。

一般的には（経済＝）お金の流通するボリュームが大きくなることだと考えます。お金
をとおしてモノ（サービス）が分配されること、それが増えること。

確かに・・・？　生産性があがる？？

国が外国からお金を得ること。国民がお金を使って喜んでもらうこと？　どこかの国が貧
しくなる。

経済の規模ではなく、質が成長すること。

経済成長することで、今まで一部の人が恩恵を受けてたもの（お金、暮らし）をみん
なが受けられるようになること

国が豊かになっていくこと。

国だけではなく、その国に住む人々の衣食住すべてが満足できる状態になっていくこと。
特に自分は人の成長が大事だと考えます。

一人あたりGDPが向上すること。

お金を中心とした価値観に基づいた、生活レベルの向上

一人一人の理性の成長と知性の成熟が比例した環境下における、必要な成長。この
場合の必要は先の２つの条件があるなかで考えられた成長という意味。

心の豊かさ。

人類が成長すること。

子供を作る。1家族2人以上。お金を使って流れをよくする。

利益を追求。

一般的には歳を重ねるにつれて給料が上がる。そんなことを目指す生き方。

株価や債権ではなく、人々の暮らしが余裕を持てること？

人的な成長が必要と考えます。物質的なものではなく。 大学
職員

続くこと。

成長はもう飽和しているのでは？

経済がふくれること。

生活の質。

認識ではGDPの伸び。

未来にむけて、現在よりも先の人々のためのもの。幸せと思う人々が増えること（心と
物、人それぞれちがうと思いますが）

経国済民、くらしむきをよくしながら皆が心豊かに生活していくことだと思います。資源の
ムダ、地球環境の悪化はいけません。持続可能な社会が前提です。
人が生活する上で便利や豊かに暮らすためのインフラが整っていくことだと思う。そうした
インフラの整備に必要な資金やそれを有効に使うために必要な生活レベルを維持する
ための貨幣も、それを生み出す仕事も増えていくことだと思う（貨幣を生み出すか得す
る仕事）。

日本全体の平均があがること。

世の中の利益の大半が上昇し、金銭的にうるおった会社、国、人が増える。
シング
ルマ
ザ

貨幣を扱う万人の貨幣に対する意識の成長。
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＜経済成長をめぐる質問＞ 男 女 10代 20代 30代 40代 50代 学生 会社員経営者 主婦 自営業 その他

1.    経済成長とはどういうことですか（何が成長することですか）

人々がみんな元気で楽しめること。

幸せな暮らしができるための必要条件のひとつ。

自然や人らしい生活を犠牲にすることなくお金が回っていくこと。

富の偏在。

人が住みやすく物が豊かになること。

人！！　頑張っている人に相応の結果がかえってくるようになることかな。

結果として全ての人たちに教育がいきわたることでしょうか。学びが成長するといいなと思
います。

生活が豊かになること。モノが豊かになる？

教育含め人が成長すること。

生きていくため、成長し続けるため＝労働

正直よく分からないけど景気が良くなり、国の利益が向上し発展することだと思います。

国家が成長することと国民が成長することとイコールではない。

心が豊かになる経済成長であってほしい。一般には利益の創出で社会が豊かになるこ
とですが。

かかわる人が良い方向に行くこと。

都市部の大企業だけでなく、地方の小売店にもお金がまわる状態になること。国全体
がまんべんなく成長すること。

通常は、一人当たりの　　Capitalが増加していくこと。 60代

今はGDPが増加することとほとんど同義になっていると思う。 60代

浪費なき経済成長。 60代

収入の少ない層の人が豊かになったと感じること。

新しい取り組み、何かやりたいチャレンジしたいという欲求は人間にとって必要なことだ
し、それをおさえることはできないのだけど、金のためではなく広い視野をもって人だけでな
く自然への配慮もするような成長を皆が目指していればいいなと思います。

日本世界が豊かになる。生活しやすくなる。

消費↑　所得↑ 60代

国民一人一人が豊かな生活を送ることができる。

お金がたくさんある。国民の衣食住が満たされている。 フリー
ター

世界通貨の公平さで各国の情勢を安定させる。

経済のしくみを改善し（規制や目標など）、動く数字の質を向上すること（必要ある
所へ必要な額を）

人類と自然が調和していることが前提で、人類が平和に生き自然を破壊しないこと。

人が豊かになること。

人々の暮らしが楽になること。

人類が生き延びるために必要なこと。 60代

余分な物を作らずできるかぎり使える物。
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＜経済成長をめぐる質問＞ 男 女 10代 20代 30代 40代 50代 学生 会社員経営者 主婦 自営業 その他

1.    経済成長とはどういうことですか（何が成長することですか）

全ての産業において売上や利益が高まり競争力がつき、豊かになること。

物が回ること。人間がよりよい生活をするため。便利になること。

いわゆる貧困といわれる状態に人々が置かれていない状態で、格差の幅がなく、人々
が最低限度以上の生活を送れる状態。

人の幸福度（時代によって変わるもの）より多くの人に豊かな物、経済、人権が供給
されること。

生産と消費が増えていくこと。

地球規模でエネルギー・食・など産業面からも長期的に持続することが可能な経済。ま
たその実現を考え実行に向かうことが可能な経済。

望んでいません。 議員

豊かになること（ゆとり）、ヒト（心）、モノ（便利、性能）、自然（動物など）＝お
金がまわる＝お金がうるおう

地球にできるだけ負荷をかけずに持続的に豊かな（精神的に）生活をしていくこと。現
代の経済成長とは人に本当に必要のないものまで、作り、買わせ続けることによって成
り立っている。

経済学的に見るならば、GDPが前年に比べて上がっているということだと思います。しか
し、日常生活をする私たちにとっては日々の暮らしがよくなり、社会全体に資源が公正
に配分されることだと思います。

Economic growth should be defined as the (measurable) extent to
which goods and services-produced ethically and sustainably-
contiribute to helping more and more of the world's population to
enjoy basic human rights such as sage housing, clean water and
sanitation, adequate nutrition, the opportunity to work, and the
opportunity to pursue life-long learning.

自国の得意分野を伸ばし、他国と比べて優れた物・技術を生み、豊かになること。

幻想と言いたいところですが、資本主義であるところの土地、金はこれ以上成長しない
と思いますが、唯一成長という意味では"人間"が成長すべきことなのかもしれません。

一人ひとりがおだやかに不自由なく食べれて、働けて、住むところがある社会ができあが
るのに必要な成長。

生活が豊かになること。

みなが均等に幸せになること（貧富の差×）。

お金のやりとりの規模が大きくなること、と思われているのでは？　目指すは数値みたい
な。

その国々の発展、インフラ等も含めて。

人が自らの生活を犠牲にし、会社のため、国のため働き、よりいっそうの金銭的成長を
めざすもの。

物資が豊かになること（いろいろな物が手に入りやすくなること…かな？）。

人類、自然が豊かになれる。

お金のまわり。

お金のめぐりがよくなって、人々が幸せだと思う機会が増えること。

GDPが伸びること。

技術進歩。

お金。お金がいっぱいまわっていくこと。

物質的に豊かになること。個人的にも社会的にも収入が増えること（精神的な豊かさ
とは別）。

暮らしが豊かになること。
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＜経済成長をめぐる質問＞ 男 女 10代 20代 30代 40代 50代 学生 会社員経営者 主婦 自営業 その他

1.    経済成長とはどういうことですか（何が成長することですか）
一般的には市場の成長。資本主義社会を維持するための推進力。競争を成長する
こと。

事業→企業団体→国→地域→世界の貨幣価値が年を増すごとに増えていくこと。

人が動物としてではなく人間としてより豊かに生活していくための行為。
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