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1
学校給食費無料化にしていただいてとても助かっています。無料化について、親たちはしっているけ
れど、ちゃんと子供に話したことがなかったので良い機会なので子供達に学校給食無料化の事を話し
たいと思います。

2給食費の無料化はとても感謝しています。逆に子供のいない世帯では理解されているのでしょうか。

3

学校給食費だけでなく社会全体で子育てをするという考え方になったなら、教材費なども無料にすべ
き。介護保険、年金など手厚く保護されている高齢者にくらべたら、給食費無料なんてまだまだで
す。親が一銭も出さずに公教育（本人の能力があれば大学などの高等教育も含む）で子供が社会人に
なれる社会を目指して下さい。

4給食費無料化に感謝いたします。ありがとうございます。

5
給食費無料は確かに助かります。ですが、子供が食べているのですから、もし出さなければいけなく
なる時は、快く出したいと考えています。

6

給食費は無料化にすべきではないという意見も聞きますが、（学校の先生方に多いと聞きました。
“給食”とはそもそも何ぞや、という議論から始まるからでしょうか…。）税金の使い道としてはと
ても良いことだと思います。国の将来を担う子供達に、貧富の差に関わらず、質の良い環境を整えて
頂きたいと思います。

7とても助かります。今後も無料化をお願いします。

8
我家では小中学生３人いるので、無料はとてもたすかります。普段はふつうに食べさせてもらってい
る給食ですが、震災のあとお弁当持参の日が何日かありました。その頃は食材も手に入りにくく、出
勤前にお弁当３つ作りは大変でした。

9
給食費無料化になり、なにかと子供の学用費もかかる中、給食費無料化は、とても、有り難く思って
おります。本当にありがとうございます。

10
小学生や中学生の子供達に納税や社会参加の意義を考えさせたり、教育するのは難しいのではないで
しょうか？未来の市を支える子供達ではなく、今子供達に何が出来るかを大人達が考える方が大切だ
と思います。食は大切です。無料化は良いと思います。

11
これまで学校給食費については未払い問題等の、不平等がありましたが、無料化によって、それが改
善されたと私は考えます。

12
給食はとてもありがたいと思っていました。私の意見として昼食を学校で食べられるということだけ
でもとても恵まれた国だと思います。ましてや無料化なんてありがたいです。子育てにはお金はつき
ものです。少しでも他にまわせたらたすかります。

13負担が軽くなっているのでありがたいです。

14
２人の子供がおりますので大変助かっております。子供の為に使用したいのですが生活費に廻ってし
まします。これからもつづけていただくととても助すかります。

15
親から給食無料化を伝えるのもあるが、学校からも税金でのふたんになっていることを伝え大切に食
べることを伝えるべきではないかと思う。

16
確かにたすかる事業ではあるが、していただいている側は、どうお礼をしていくべきか悩む。夏休み
に入ると給食のありがたさをとても感じ、普段の生活との差（食費）をより考えてしまう。
給食費無料のひずみが他にないか…教室に扇風機を願う。

17
とても助かっています。学校行事や部活動関連で出費多額になることもあり、それをわりふって使う
と不負が減ります。

18
今回のアンケートにより、あらためて子供たちは地域の皆さんから支援を頂いている事を、再確認し
ました。もっとその事について話す事で、我が子が「感謝する気持ち」をもっていってほしいと思い
ます。

19年々、子供たちの支援が増えてきて、親としてとてもありがたく思っております。

20
３人の子供達の給食無料、親としてとても助かっております。皆様に感謝致します。ありがとうござ
います！

21

給食費の無料化は子持つ親として、とてもありがたいと思っています。しかしながら、感謝せず「当
然だ。」と思うバカ親が居るのも事実だと思います。これからの子育ては各家庭と地域が一体となっ
て行なう必要があると思います。そのためにも子供対策より「バカ親」対策が重要と考えます。色々
と大変とは思いますが、よろしくお願いいたします。

22

給食費が無償化になって大変ありがたいです。子供が３人も居ると、大きな額ですから…。しかし、
子供たちの摂取量が少なく、先生からは、無理に割り当てられ、お腹いっぱいのところに最後まで食
べないと怒られている状況です。毎日の残りの料を把握し、全体的に少なくすれば食材費等の軽減に
なるのかな（？）と思います。

23不景気で親の仕事もない状態なので、給食無料化は良かった。

24

給食費が無料なのは本当に助かります。でもそれは給食費を負担していた時期があるから感じること
で、学校に入った時から無料の人は当たり前として思ってしまっているのではないでしょうか？自分
の子どもの食費を負担するのは当然だと思うので、無料化のために使っている費用を別の支援等に
使ったらどうか、と考えることもあります。

25
公約を実現していただき感謝しています。学校給食はとてもありがたいものです。子供にもそのよさ
を伝えていきたいと思います。

26学校給食費無料化はずっと継続してほしい。
27経済的のことを考えると、ぜひとも無料化でお願いします。
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28

無料化になる事は本当にありがたいと思っています。しかし、これも税金の一部で無料化になってい
ます。しかし、市の財政を考えたとき、この無料化がやがて、子供の負担になってくるのだとした
ら、どうなのだろうかと考えます。仕事もなく、税金が次の世代にひきつがれていくようだと子供達
にとってみたら「出世払いではないか」という事になるのではないか。出世払い出来るならいいが、
出来ないとしたら…。そんな事も考えてしまいます。

29
給食の無料化は今後も継続すべきだと思います。もし、有料化にするようならば、必ず全員から給食
費を回収してほしいです。支払わなくても良い人がいると思うと不公平と思います。無料化になって
本当に感謝しています。ありがとうございます。

30
給食費の無料化は大変助かります。税の使い方として不満の声もあると聞きますが是非続けていただ
きたいと思います。

31感謝しておりますm(__)m

32
給食費無料助かってます。ありがとうございます。でも大田原の財政予算大変でしたら、無料でなく
てもいいと思います。年ぱいの方によく、「自分の食事代ぐらい払え」と言われます。

33

税金の話は入れてませんでしたが、朝ごはんを食べさせてもらえなかったり、一日の食事が給食のみ
だったり、スーパーなどのお弁当しか食べさせてもらえない子供たちが増えているらしいので、栄養
を考えた家庭的な温かい食事を平等に食べられるようにと、給食費が無料になったのではないかと話
しました。好き嫌いを言って食べないのではなく、一口でも食べる努力をするのが、提供して下さっ
た様々な方への感謝のあらわし方だと伝えてあります。市の意図と違いましたら、すみません。それ
にしても、食べさせてもらえない子どもたちが増えているなんて、子供受難の時代到来、日本の先未
来が不安です。学校関係ならず、もっと給食無料化の宣伝をしてもいいと思います。ＦＭラジオなど
何度でも。

34
給食は、バランスよく、おいしくいただいているようなので、苦手な物も食べられるようになり、と
ても助かります。ありがとうございます。

35
いままで給食費として支払いをしていた分を子供のじゅく代に使用したりと子供の為につかっていな
がら、みなさまのお金(税金）などでまんぞくいく昼食が食べられてとても良い事だと思います。

36給食無料化、大変たすかっています。ありがとうございます。
37中学生二人がいる家庭なので、無料化は家計にとってとても助かっています。

38
子供たちには給食費無料に関しては何気なく話していました。他県ではかなり高額の給食費を払って
いる所もあるらしい…給食費について話すことで、税金の使い方や市や町の人口構成について考える
きっかけになっていると思います。

39
給食無料にしていただきありがとうございます。家庭ではできない栄養バランス等に関しましてもと
ても感謝しております。

40毎日おいしい給食を無料でいただけている事、とてもありがたく思っております。
41給食費無料助かります。 _̂̂

42

給食があるということはとても有難いです。バランスの取れた食事ですし、皆で食べる事で、食べら
れなかった食品が食べられるようになったり、家庭からのお弁当だと、どうしても子供の好きなもの
を入れてしまうので、しかも、働く親にとってはとても有難いです。無料だなんて申し訳ない限りで
す。お金を払っても（今まで通り）安いくらいです。

43
学校給食費の無料化ありがとうございます。うちの子供達２人現在通学しているので、２人分無料化
になっているので、たいへん助かっております。おかげさまで、子供達にその分生活費用として使う
ことができています。引き続きよろしくお願い致します。

44今回のアンケートを記入し、改めて無料化について子供に話をしました。食の大切さを伝えました。

45
給食費の無料化、とてもありがたいことだと考えています。税金でまかなっている給食に関し、子ど
も達にありがたみと残さず食べていくように伝えたいと思います。食べ物を無駄にしないようにさせ
たいです。

46近隣の市民の方から、うらやましいという言葉をいただいています。感謝致します。

47
給食費が無料になるのは良いと思いますが、親が働いて子供を育てると言った原点が、崩れなければ
良いと思う。近頃の親は子供の為に「ガンバル」が、弱くなっている気がする。

48
給食費の無料化、保護者側からしたらとてもありがたい事です。その事を子供達にも伝えていくべき
と考えています。

49
学校給食費無料化は大変ありがたいことと思っております。子どもに分かりやすく説明するのが少し
難しいですが、これから教えます。

50
いろんな意味で無料化にしていただいている事はありがたいと思っています。もしできることなら、
メニューで炭水化物を２種類だすようなレシピはできるだけさけるような献立をお願いしたいと思い
ます。

51

実際に子供へ給食費無料化の話をするとなると、「難しい」です。私達親は助かりますが、今の子供
達は「食べられるのが当たり前」という考えがあるので、料金を払っていない＝タダで食べられる＝
ありがた身が感じられないと考えてしまいます。食育にとりくんでいても、残されてすてられる給食
の残り物。考えさせられます。親としては、食べられる物が作られる工程作業や人々の苦労を伝え、
心を育てていきたいです。

52大田原市が子育て支援に力を入れてくれていることに感謝しています。

53
毎日美味しい給食をありがとうございます。学校で作っていただけて、子供達は幸せだと思います。
麦ごはんや体にいいものが出してもらえるのですごくいいなと思います。これからも宜しくお願い致
します。
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54

正直、はっとしました。給食が無料化になり、保護者の経済的な負担が軽くなったことに対して、た
だ喜んでいただけでした。無料化の裏側には、市民全体のサポートがあることなど全く気付かず、も
ちろん子供に伝えたこともありませんでした。この機会に感謝することを教え、また、納税について
や私たちの身近にある税金によって支えられているものなどについても話してみたいと思いました。

55
学校給食費の無料化は、とても有難いと思っています。年間４万５千円。月４千円。子供の教育費と
して、使わせてもらっています。今後もぜひ、継続していって下さい。

56給食費無料化になって、大変助かっています。

57
給食費の無料化については、今後とも是非続けていっていただきたい事業の一つと考えます。このた
めに、（市）税金が高くなったとしても有効な税の使い方と納得がいきます。子供達の将来を市民全
体で支えていけるよう、どうぞよろしくお願いします。

58
今回のアンケートに答えて初めて子供にも給食費が無料って事を伝えるべきだったなと気付きまし
た。あたりまえの様にありがたみも分からいのは、良く無事でしたね。無料にしてもらって感謝の気
持ちを持って食べれば、もっともっと給食が美味しく思えるかもしれませんね。

59お世話になっております。とても助かります。ありがとうございます。制度の継続を希望致します。

60
給食費無料の制度を継続して下さっていることを感謝しております。アンケートを通して、この制度
のありがたさを改めて感じました。私たち親の認識を考えなくてはいけないのでは…とも思います。

61学校給食費が無料になり、とてもたすかっています。これからもよろしくお願いします。

62
給食費が無料となり大変助かっています。他の市町村はわかりませんが、大田原市は小さい子を持つ
親にとって、よい環境だと思います。

63
学校給食費が無料となり、経済的に、大変助かっております。市民全体の税金でまかなわれているこ
とに、感謝いたします。

64大変助かっています！ありがとうございます。
65このまま、無料化をけいぞくしていただけたらいいと思います。
66給食費の無料化はとても有難いです。これからも続けて下さい。お願いします。

67

もうすぐ夏休みになりますが、給食ってありがたいなぁ～と毎年感じています。それが無料になり、
あらためて感謝します。
今、学校で毎食パンになっていますが、ご飯の大切さ、作る場所、作ってくれる人、全部が大切で必
要なものだと感じます。これからも、おいしい給食をよろしくお願いします。

68
給食費の無料化により子供だけでなく親自身も市民の方々が負担してくれている事に対し、ありがた
く感謝しています。子供達がどれだけ恵まれた環境にあるのかという事をこのアンケートを通じて感
じました。

69
無料化になったばかりはとてもありがたく感じていましたが、時が経ち今ではあたり前のようになっ
ていて、今回、このようなアンケート調査で、改めて、大田原市に感謝したいです。再度、子供達に
話してみます。本当にお世話になります。

70給食費の無料化は大変助かっています。今後も継続していただけるとありがたいです。

71

いつもおいしい給食をありがとうございます。無料化になったことは、本当に家計的にも助かってい
ます。ただ、そのことで、市が給食の提供がむずかしくなっているのなら、また支払いを再開してほ
しいです。一番は子供達においしい給食を食べさせることだと思います。栄養あるものを食べさせた
い親の思いです。今もパン（主食）だけだと、部活もやっている高学年の子供達は、とてもかわいそ
うです。腹もちしません。どうか、子供達に給食をたくさん食べさせてあげて下さい。

72
給食費が無料になり、大変助かっております。また、おいしい給食に子どもたちは大満足しておりま
す。

73学校給食の無料化はとてもありがたく、助かっています。

74
給食費の無料本当に助かっています。子ども手当てから始まり変動など国の政策に日々不満がつのり
ます。扶養手当の廃止に共ない家庭内がきびしくなっているのが現実です。子供を育てるのに対して
市の協力本当に助かります。引き続き無料化でお願い致します。

75給食費が無料化にされ子供が３人いる我が家では大変助かっている。

76
無料化にしていただいた事で教育（習い事など）にお金を出すことができるようになったので感謝し
ています。

77給食費が無料化になり、とても有難いです。是非、これからも続けて頂けたらと思います。
78無料となり経済的に助かります。子供が中学を卒業するまでこのまま無料でお願いしたいです。

79
兄弟がいる家庭にとっては、ずいぶん家計も楽になります。このまま、ずっと続けてもらいたいと思
います。

80
給食費が無料になってすごく助かっています。日々の食費に使わせていただいてます。ありがとうご
ざいます。

81
給食費の無料化については、子供たちに話しましたが、具体的にどのように負担していただいている
のかの話しはしていませんでした。とても大切なことなので、子供たちと話したいと思います。

82

子供手当てで子供１人につき月５，０００円は支給されてますが、月の慣らい事で３万円以上かかる
ので、とても助かっているのが現状なので、ありがたいです。このアンケートを機に子供に無料でお
給食を食べさせてもらっていることを伝えました。好き嫌いがあるので、あまり残さず食べるように
しなきゃと考えてくれると嬉しいですね。

83
学校給食が無料化はとてもありがたいと常々感じております。改めて、子供と食育に関しての話をし
ようと思いました。それから、給食費に充てるべくお金の使い道も、もう一度家族で話し合ってみま
す。
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84
給食費の無料化についての、児童向けのわかりやすいパンフレット等を作成し、授業の中で教える機
会を設ければ、児童の理解も深まるのではないでしょうか。

85
家には、子供が４人いるので、給食の無料は、大変ありがたく、助かっております。その分、子供達
の発育の為になる様、栄養バランスを充実させた朝食、夕食を考えることが出来るので、嬉しいで
す。

86

私はシングルマザーです。給食無料化になり、それまで充てていた費用を、生活費ではないものに使
用したいとは思っていますが、どうしても、生活費等に充てる事の方が多くなってしまいます。無料
化となり、とても助かっておりますので、税金等でまかなっているのは分かっていますが、今後も続
けていってほしく思ってます。宜しくお願いします。

87無料化は、助すかりますが、量や栄養面が心配

88
無料化は、とてもありがたいです。家で、子供に無料化について話していないのには、理由がありま
す。無料＝タダと思ってほしくないからです。大切に食べ、大きく育ってほしいです。そして頂いた
恩を少しずつ返して行ける人になってほしいです。

89
私達（親が）、子供の頃は、茶封筒に（毎月）給食費を入れて、持って行ったな…。と思い出しまし
た。自分の子供達が無料になるとは、夢にも思いませんでした。その分、預金して、将来、子供達に
よく説明して、困ったら、遣わせたい。

90
給食費を無料化にすると、だれがきみたのですか　一度きめたら、さいごまで無料化にしてほしいと
思います

91給食費無料化は、ありがたいです。今後も、続けていただきたいです。
92学校給食無料化が基本である。
93無料でありがたいです。

94
給食はとてもありがたい事だと思っております。しかも、無料である事は子育て世帯にとってはとて
も助かります。

95無料化はとても助かります。
96学校給食費無料化はとても有り難く思います。
97正直、無料化になり助かっております。

98
給食費無料化になり、助かっています。定期的に教材費など負担になる事もあり、そういった色々な
面で給食費無料化は可能な限り続けて頂けると幸いです。

99
給食費の無料化、とてもありがたく思っています。子供に無料である事、話していませんでした。感
謝する事を良く話し合いたいと思います。１年間の金額で見ると、大きな金額ですよね。子供と共に
新ためて私も感謝の気持ちです。ありがとうございます。

100家庭でも子供達と給食費無料化についてよく話し合っていきたいと思います。
101給食費を無料にして頂いて、とても感謝しています。ありがとうございます。
102今後も学校給食費の無料化を続けていただけるととてもありがたいです。
103無料化がこのまま続きますようお願い致します。

104

無料化されてわが家は大変助かっており、ありがたいと思っておりますが、有料の時に未納となって
いたご家庭は、その後きちんと納めているのでしょうか。無料となり支払いの義務から逃れ、結果逃
げ得となってはいないでしょうか。公平を守るために、滞納家庭への徴収はきっちりと行って欲しい
と思います。

105給食費が無料化になった事も正直、たすかっていますが、半額の時もとてもたすかりました。

106
無料化にして頂いて本当にありがとうございます。子どもには無料化について話をしたいと思いま
す。

107

給食費の無料化は本当にありがたいです。
給食費とは関係ないですが常に思っていることですが、大田原市内に遊具の充実した公園がもっと欲
しいです。もっと体を動かして、空腹になって何でもおいしく頂けるようになるくらい夢中になれる
公園があったらいいなと思っています。

108給食費無料化になり大変助かっております。これからも続けていただけますようお願いします。

109
市長の公約や市の行政の変化で変更されたりするのは戸惑うので、継続できるような姿勢や教育で
あってほしいと強く思います。

110給食費無料化はとてもたすかっています。

111
何かと負担が多い中、給食費の無料化は、とても助かっています。これからも継続していただけると
うれしいです。子供は、毎日の給食がとても楽しみなようで、美味しいと言っています。毎日ありが
とうございます。

112
給食費が無料で大変助かります。子供が多い家庭はこの様な制度がとてもありがたく、育児支援をし
て頂く方法としては一番良いと思います。これからも、子供の成長を支える食事が全ての子供にとっ
て栄養のある豊かなものである様願います。

113

納税や社会参加の意義を考える機会を子ども達に提供することが目的だとすると、市民全体（子ども
を持たない世代や、子育てが終わった世代等）の納税者からもこの事業に対する意見を聞いてみた
い。
アンケート調査依頼の冒頭の子どもの育ちを支援することが社会全体の責務という意見が私自身は強
い印象です。子どもは社会の宝だという立場では、市のこの事業は他市県に誇れる１つだと思いま
す。子どもの親として、支えて頂き感謝申し上げます。

114給食のありがたさをしっかり教えていきたいと思います。

115
まだ２年生ですのでこれから色々教えていきたいと思います。社会の大切さ、自然の恵みの大切さ、
両親の大切さ、すべてに感謝です。

116
大田原市は、他の市町村にくらべ、子育て支援がすすんでいると感じています。とても感謝していま
す。今後も継続して欲しいと思います。



※原文のまま記載しています。

117
学校でも給食の大切さ、食育の指導が今後もある事を希望したいです。家庭でも少しずつ教えて行き
たいです。

118

給食費無料化を実行して頂きまして、ありがとうございます。子どもが三人いますので、大変助かり
ます。（経済的にも）
これからは、子供達に納税して下さっている市民の方やお給食を作って下さっている職員の方、食材
を育てて下さっている方、すべての方に感謝する事を教えていきたいと思います。

119

「市民の税金から給食費が出てる」と上手に説明できる自信がなくて、子供には説明していません
が、給食費の無料化は、本当にありがたいです。子供は、大きくなるにつれいろいろとお金がかかっ
てくるし、かと言って、主人は、残業ゼロにしなきゃいけないし、給料が上がる訳ではないので、本
当に助かっています。これからも無料化が続くとうれしいです。

120
給食費の無料化は家計にとても助かっています。月々はそんなでもなくても、年間にするととても大
きな金額だとあらためて思いました。ちょっと前まで良く問題になっていた未払いの件も、無料化で
なくなり、その点は良かったと思います。

121
今、現在無料化から有料化にしたら、ぜったいに未払いがふえると思います。市の予算を確保するの
は、大変だと思いますが、市民の税金で無料化ができているのであれば私は、今のままでいいと思い
ます。絶体に！！

122
給食費が無料になってありがたいです。子供も給食をおいしくいただいているので、有料でもいいの
ではと思っています。

123

給食費が無料であることは、他の市町村にも、ほこれることです。しかし、その理由を、今まで、子
供にしっかりと伝えていませんでした。今回、このアンケートを記入するにあたって、子供に、大田
原市民の方々が「子供の成長のために無料にしてくれている」こと、「それにこたえて、立派な大人
になる努力をしていかなければならない」ことなど、伝えました。

124大変助かっておりますので、今後共宜しくお願い致します。

125
給食の無料化で大変助かっています。一人親家庭なので、経済的な面で助かります。常日頃から、給
食は大田原市、教科書は日本の大人達が働いて納めた税金でいただいている物と伝えているのです
が、アンケートがあり改めてきちんと教えていこうと思いました。

126

払わない人が問題にもなった給食費。バランスも考えられていて（食育としても）絶対に必要なもの
だと思います。子供が払う、払わないで気まづい思いをせずに食べることが出来るのは大変良い事で
すし、親としても助かります。その分、大人になって大田原市に税金を収めることでまた次の世代…
といったことになることが理想的だと思います。ぜひ、継続していくことを切望いたします。

127

給食費を支払わない保護者が多数いて毎年問題となっており、まじめに支払っている保護者は不公平
感を持っていたと思います。（支払わない方がおかしいのですが…）
給食は子供たち全員が食べるものなので、子育て支援として無料化に賛成です。一定額のお金を配布
するよりも、実際に本当に子どもが必要としていることに使うことに賛成です。

128
考えようによっては、「無料」というのはおかしいのかもしれませんが、経済的に助かっているのも
事実です。子どもに関係のないお宅は、きっと反対意見もあると思いますが、お金がある家ばかりで
はないので、子育て中の家庭にとっては正直助かっています。

129
給食の無料化は、保護者の負担軽減がメインだと、私自身が思っていました。お手紙を読んで、市民
のみなさまの税金から出ていることを実感して改めて、感謝しています。子供にも、教えていきたい
と思います。

130習い事など、子供にかかる費用は、年々増えているので、給食費無料は、助かります。

131

給食費の未払いなどの問題があり、なかなか学校に足が向かないお子さんたちもいるようです。子ど
もたちには何の罪もないので、給食費が無料になることにより、少しでも学校に足が向くようになれ
ばと思います。また、市民全体で子どもたちの成長を見守っていくことは大変すばらしいことである
と思います。

132
給食の無料化は子供を複数持つ親には大変助かります。
今のところ、子供には無料化については“無料”という言葉だけが先走り、正確な理解がまだ難しい
のではないかと思い、説明にはいたっていません。

133

子供達に給食費の無料化については言いましたが、何故か…と言う理由については説明はしませんで
した。食育についても子供達と話す場をもうけていきたいと思いました。高校生になった長男は「給
食がおいしかった。あたたかいお昼の給食が今思えば本当にありがたい物だった」とつくづく言いま
す。食べれる事に感謝出来るようこれからも子供の成長を見守りたいです。

134給食が無料化、大変助かります。ぜひ継続をお願いします。

135
最初、給食は無料にしなくても、子供の食べる物だから、払うのがあたり前でいいのではと思ってい
ましたが、実際、無料になり、とても助かっています。本当に、ありがとうございます。

136

医療費もそうですが、子どもたちのために手厚く支援していただき、とてもありがたいです。また、
発達障害のある子への理解や支援をするための取組等、他にはない大田原市のすばらしさを感じてお
ります。大人たちの思いを、子どもにしっかり伝えていきたいと思います。そして、子どもが大人に
なったとき、子どもたちをしっかり支える大人になってほしいです。

137
食育は不公平ではなくあって欲しいので、感謝の気持ちで一杯です。家庭はもちろん、学校を含め、
地域全体で子供達を健康に育てていると思います。また、それに関わっていると実感できる機会だと
感じています。

138

無料になってとても助かってます。外国出身のためか、離婚したためか（身近な連帯保証人がいない
ためか）パート・アルバイトの仕事にしかつけなくて、生活保護の申し込み目前の状況にいます。こ
のような支援が、どれだけ親としての精神的部分を楽にしてくれているか言い表わせないくらいで
す。とても感謝しています。ありがとうございます。



※原文のまま記載しています。

139種類豊でとてもおいしい給食をありがとうございます。今後も無料化が持続されることを願います。

140大田原市は、子育てに助成している為に、大変助かっています。今後も継続してください。

141
給食費の無償化、ありがとうございます。親でさえ、くわしく理由を知らなかったので、残り短い期
間ではありますが、子供に無償化に意味を伝えていこうと思います。

142
無料化は、大変ありがたいと思っております。子供にも、給食を毎日食べられることに感謝するよう
伝えております。市民のみなさまの税金により成り立っているということを今後も教えていきたいと
思っております。この制度が続くこととともに、少子化対策につながれば良いと思います。

143
給食費無料化は大変助かっています。自分の子供達には大田原は子供の教育に力を入れている市と説
明しています。他の市町村と比べても進んだ考え方の市だと思います。これからもより良い大田原市
になるようお願いします。

144

「税金での子育て支援」は、公費での教科書同様『みんなに支えてもらって勉強できるんだよ。給食
おいしく食べられるんだよ』と、話しています。皆様に支えていただいている事を認識する事は、親
としても心の支えになっています。又、社会の一員として支え・支えられているんだと意識する良い
機会になっています。そういう意味で給食の無料化は、親子にとってとても大切な『教材』だと思い
ます。今後は、親子含めて以上の点を学ぶなど、学校でも『教材』として活用していただけると良い
し、親は納税者としてより深い認識に立ち給食のあり方や公費のいかし方などを自信を持って選択で
きるようになると良いなと思いました。そしてそれは、大田原市の発展の大きな力に必ずなると思い
ました。

145大変助かっております。これからも宜しくお願い致します。

146
今の子供達は昔と違い、勉学・スポーツ（部活）等すべてにおいてお金が掛かり、不景気である家計
においては、学校給食費の無料化は大変助かります。

147
１昨年より子供達に対して市県民税が掛り、大変生活に困惑しています。子ども手当を受給しても…
…給食費の無料化は無限的に続けていただいて、現在の子供達が、働き始めたら心から礼を言える様
に市は協力してもらいたい。

148給食費の無料化分を他の事に使えるのでとてもたすかっています。

149
うちは子供が３人います。生活費が、かなり掛かり（食費、集金、部活）色々と大変なので、給食費
の無料化は助かります。

150
無料化は、大変助かっています。子どもにかけるはずだったお金は、子どもにかけるべきだと、強く
思います。

151
最近引越しをして来て無料化をはじめて受けました。なんだか市全体で子育てを応援されているよう
に思えてあたたかい気持ちです。

152
学校給食費無料化になり、本当に助かっています。子供たちにも、きちんと説明して感謝の気持ちを
今まで以上に思ってもらえればと思います。

153
給食無料化は大変感謝しております　無料化になって給食費を払わない人がいなくなりみな平等で子
供達も安心して給食を食べられると思います

154

市の税金により、給食をいただけるのは大変うれしい事です　しかし数年の差でこの制度になる前の
お子様がいる家庭と話をする機会があったのですが、食費のほかに目を向ける部分があるのではない
かという意見もありました。また、以前、給食費を払わない人がいたという話も聞きました。そんな
人からすると、“無料になるんだから、やっぱり払わなくて良かった”なんて、勝ちほこられた気分
になっているのではないかと少し腹立たしい気がします。

155大変ありがたいと思っております。ありがとうございます。

156

給食費無料は、他の市町の保護者の方から、大変うらやましがられています。所得額に関係なく「一
律」というのがとても良いと思います。子育て補助は、皆が平等に受けられると良いと思います。
一ヶ月にすると、わずかに思えますが、一年となると大変ありがたい金額です。有効にしたいです。
市長殿感謝しています。

157すごくありがたい企画です。今後もぜひ続けて下さい。

158

学校給食費の無料化ありがとうございます。子供達が、市民全体で、負担し、支えてくれている事を
しっかり教え、将来大人になった時に、納税の義務をはたせるようにしたいと思います。また、一
時、給食費の未払い問題が取り上げられていましたが、大田原市は無料化する事により、公平さが保
たれて、いろいろな問題もなくなり、よかったと思います。市民そして県民、国民として、納税等の
義務はきちんと教えていきたいと思います。

159
給食費の無料化、本当にありがとうございます。給食は今までも低価格で味・栄養…と、子供達の事
を考えて作って下さり、本当にありがたく思っていました。

160

・無料化は有難いと思う反面、残飯の量は多いのではないか？材料は地元産で高額ではないのか？税
金が無駄に使われているのではないか？と思うこともあります。
・ただ、食生活の乱れ、経済的困窮のため、給食のみが唯一の健全な食である家庭も数多く存在して
いることも事実です。
・親が、大田原中の保護者が我が子ために何が本当に必要なのか？考えなくてもならないと感じてお
ります。

161
母子家庭の我が家では、給食の無料化がとても助かっております。これからもよろしくお願いいたし
ます。

162大田原市独自の取り組みにとても感謝しています。
163とても助かっています。ありがとうございます。

164
ぜんざい、小学生と中学生の子ども達がいますが、無料化は嬉しい。でも、市はこれからも負担し運
営は大丈夫なのでしょうか？子供達が食べる物なので無料化はどうなのか？とも思います。（少数意
見かと思いますが…）



※原文のまま記載しています。

165今後も無料化を、お願いします。

166
学校給食費の無料化に、私達市民は、大変感謝しております。私達、市民の子育てを支援して下さ
り、ありがとうございます。大田原市が、子育て支援に力を入れてくださっている事に大変感謝して
います。

167

改めて金額を示されると、子供が３人いる我が家にとっては、大変助かっています。長男に無料化に
ついて話をすると、“小学校の先生には１食２５０円かかっている”と言われたことがあるらしく、
自分は、おかわりをたくさんするので、それいじょう食べているよな～”としみじみ話をしてくれま
した。そこから感謝の思いや、“なぜ無料なのか”という大切なことを伝えていきたいと思います。

168

給食費が無料になったのは、支払えない人達のことを思うと良い事だと思いますが、バランスの良い
食事を安い金額で食べさせていただいているという感謝の気持ちを持っているので、無料でなくても
良かったとは思います。無料があたりまえ！！という考えの人ばかりにならないよう、大人、特に子
供が給食を食べてない人達も子供達の為に給食費を負担している、その事を感謝して下さい！と学校
または家で教える事を願います。無料になった分、将来子供の為に使えるよう貯金出来るので、本当
にありがたいです。

169
給食費を市で負担して頂いてとても助かっています。３人居るので、とても大きな金額になります。
このまま続けて頂けるととても助かります。

170夫と別居中で経済的に苦しいわが家では「給食費無料」とても助かっています。
171子どもの多い我が家では、給食費の無料化はとてもありがたく感謝しています。

172
給食費無料化、とてもありがたいと思っています。これからも、この制度が継続していただけること
を願っています。

173
地域で子どもたちを育てる意識はすばらしいことだと思います。子どもは地域を活性化していく宝で
す。そういみでも、「わが子」ではなく「大田原の子」という意識はもつことができると思います。

174

給食費の無料化は、とても助かっております。中学生２人がお世話になっております。自宅では、大
人（社会人）の人々が一生懸命働いて、納めた税金で、大田原市は給食を食べさせてもらえている
と、子供たちに話しています。社会科で、国民の義務について学習した納税と教育が当てはまるんだ
ね…と子供たちも理解しています。教育については食育も含まれる点に私も色々と考えさせられまし
た。

175おいしい給食をありがとうございます。今後も無料化で続いてほしいです。

176
わが家には４人の子どもがいるため、給食費の無料化は、大変助かっています。税金が使われている
ため、永久に続けることは不可能かも知れませんが、できる限り、続けていただければ、本当に助か
ります。

177子供が３人いる為、給食費の無料化はとても経済的に助かっています
178給食費無料化の制度はとても助かります。

179
給食費の無料化を本当にありがたく思っています。子供にも感謝しなければいけないということを教
えていきたいです。

180学校給食無料は大変有難く思っています。

181
金銭面の余裕は心の余裕につながると思います。子どもにもその分じっくり向き合えます。給食費の
無償は大変ありがたいです。

182無料にして頂き、とても助かってます。

183

給食費が無料化になり、費用の負担がなくなりとても助かっています。感謝の気持ちでいっぱいで
す。子供にも、家族、学校、地域の人達への感謝の気持ちを忘れないようにと時々話をしています。
今の子供たちが大人になった時も同じように皆でささえ合っていけるような、そんな社会であってほ
しいです。

184給食費の無料化とても助かっております。ありがとうございます。

185

給食費の無料化で経済的負担が軽減されていることにとても感謝しています。子ども達にただ無料に
なって良かったというだけはなく市が負担してくださっているということは市民のみなさまに負担し
てただいていることを常に伝え、感謝していくことを家庭だけでなく学校での食育の教育時にも伝え
ていただきたいと思います。

186学校給食費が無料になった事でとても助かっています。今後もぜひ継続していただきたいです。

187
学校給食が、無料化の為、子供の習い事や部活動費などに、あてられるのでとてもたすかっていま
す。ありがとうございます。

188
無料化は大田原市の独自の事だと聞きました。大変感謝しています。給食費の未納者はいなくなった
と思いますが、市民税の納税で払っていない方がいるのではと思います。バランスが大変かと思いま
すが、今後とも無料を宜しくお願いします。

189小・中学生を持つ親としては、大変ありがたく感じています。

190
給食費の無料化はとても助かっています。仕事が忙しく、なかなかバランスのとれた食事をさせてあ
げられない為給食は「食育」だけでなく食生活の基礎になっています（おはずかしい話ですが…）
成長期の子供達の食事を負担していただいている事心から感謝しています

191
改めて一年間の給食費の全額を考えてみると、費用を負担してくれている多くの方に感謝をしていま
す。この機会に、もう一度、子供と一緒に給食費無料科と税金の使い道について考えてみました。

192
全ての児童・生徒が同じ条件下で食育を含む納税に絡む教育を受ける環境であり良い事であると考え
る。学校・家庭においては、主旨を子供に教える努力をすべきと思う。



※原文のまま記載しています。

193
大田原市は、他の市と比べると、教育・子育て支援等が手厚いと思います。他の市の友人と話すと、
大田原市はいいなと、うらやましがられます。（医療費助成１８才まで、給食費無料等）これから
も、続けて欲しいです。

194
給食費の金額をこのアンケートによって再確認し、無料でありがたいな、としみじみ思いました。
「給食費」を払っている「つもり貯金」を子ども達のためにしなければと思いつつ…だったので、改
めて、ありがたく、子どものためのお金にしなければ、と思いました。

195
給食費が無料になって、経済的に非常に助かっております。我が家では、収入以上に経費がかかりき
ついのが現実です。これからも、無料化を続けて欲しいと思います。

196

無料化になって大変ありがたいと思っています。ただ、子供に対して、いちいち無料化を説明する親
御さんがどれだけいるでしょうか？お金を払っていない親も多いのに、いちいち説明するでしょう
か？学校で、先生の方から説明を受けたほうが、子供達も素直に聞くのではないでしょうか？無料化
になって、そのお金の使い道を聞いたりするというのは、ちょっとおかしいと思いますが、どうで
しょうか？子供手当ての使い道は聞かれないのに。

197

給食費として引き落とされていたものが、いつの間にか引き落とされなくなり…頭では理解、そして
感謝していたはずが自然と生活費にあてるようになって引き落とされないのが当たり前のような感覚
になってしまっていました。このアンケートをきっかけに改めて、大切な税金が使われている事を思
い出す事が出来ました。もう一度、子供に伝えたいと思います。

198
給食費の無料化、大変ありがたいと思います。無料化の趣旨を子供に説明し、感謝して給食をいただ
いてもらえればと思います。正直、兄弟がいての無料化は大変助かっています。

199無料化になり、ありがたく思っております。

200
給食費の無料化により、親としてはとても感謝しています。子供にも「食」の大切、「物を粗末にし
てはいけない」と言う事を伝えたいと思っています。この無料化が、大田原市だけでなく、すべての
小学校で行われるのを望みます。平等になるのが一番だと思います。

201

給食費無料化に感謝しています。子供が多いと、月々の給食費分のお金を、子供のために使うことが
出来ます。私自身、習い事を一つもした事がなかったので、子供達には習い事をさせてあげようと
思っていました。身に付けて損はないし、将来、必ず役に立つと思っています。そのために、あてら
れるので、非常にありがたく感じています。

202とても助かっています。

203

自分の子どもの給食費を支払うのは、親として当然の義務だと考えているが無料化になり、それまで
の費用（給食費に充てるはずの）を他に、子どものためにつかえるのは有難いことだ。学校でも、無
料化の意義を教えられていることと思うが家庭でも改めて伝え、感謝の気持ちをもって給食を食べる
ように教えていきたい。

204できれば、このまま続けてもらいたいです。
205給食費の無料化、とてもありがたかったです。今後も無料であると助かります。

206
無料は、ありがたい事ですが、できれば、ずっと続いてほしいです。ただし無料にした事で、市とか
も、負担が、かかると思います。どうしても、続かないであれば、半額や、児童手当てから差し引く
とかしても良いと思います。互いに負担がかからない用にするのが一番良いと思います。

207

たしかに給食費を不担して下さっていることは、ありがたく思います。夏休みなどで食費のギャップ
があるので、事前に少しずつ蓄えられます。しかし、現場の方（給食を作っている方）たちの声とい
うのは良いものなのでしょうか。また、うちの子の考えとして…税金といった地域の人たちから集め
たお金で給食となっていることかなりの重みを感じているようですよ。

208無料化とても助かります。ありがとうございます。

209
ありがたく思っています。これからも子供の環境が良くなっていけるよう私も頑張りたいと思いま
す。

210とても助かります。

211
子育て世代の経費負担軽減に役立っているものと感じる。更に大田原市の子供達が高い学力やスキル
を身に付けられる様、税金を使ってもらいたい。

212このまま無料化を継続して頂きたいです。

213
給食が無料化していることは大変ありがたい。また、他地域に住む友人にも、地域で子どもを育てて
いるなんてすごいすばらしい事だと言われて誇らしい気持ちがします。

214
保護者の立場としましては、義務教育の間の給食費の無料化は願ってもない事で、家計も助かり非常
に有り難いお話しです。

215
学校給食費が無料化になり、とても助かっています。小・中学生と子供が３人いますが毎月、かかる
教材費・部活動費、ぎりぎりでした。食べざかりの子供たちに、バランスを考えて、毎日、食事を
作っています。子供たちに、お金がかかるこの時期、給食費の無料化は、本当に、ありがたいです。

216
給食費の無料化は本当にありがたいです。夕食のおかずを１品ふやせたり、部活動のサッカーソック
スや、スパイクなど、前よりも買ってあげられています。今までは、ガマンさせて、はかせていまし
た。はば広く、助かるので、これからも、お願いします。

217
今の給食費の無料化はすごくたすかっています。これからもつづけて無料化にしていってほしいで
す。市民の皆様ありがとうございます。

218給食費の無料化は大変助かっています。今後も継続していただけると、うれしいです。
219子供が卒業しても、協力したいと思います。
220子供が３人いるので無料化は本当にたすかっている。

221
大変、助かっております。子供たちに、高齢者に優しい市であるよう、これからも大田原市の取りく
みに期待しております。



※原文のまま記載しています。

222

大田原市の給食費無料化を知らない人がいる事に驚きます。会社等で、そういう話をすると、大田原
市は、補助金等も充実しているし、転入したいなと言う話も耳にします。他の市町村に比べると、徳
しているなと感じる。大変ありがたいです。苦しい財政とは思いますが、頑張ってほしいと思いま
す。

223
給食費無料化は、大田原市だけの支援なので他市の人たちにとっては、とてもうらやましい支援で経
済的にも子育てをするにも、大変たすかっています。

224給食費の無料で提供して頂ける事は、本当に助かります。

225
給食費無料化は、大変助かります。大きくなればなるほど、お金がかかりますので、今後とも、ぜひ
宜しくお願い致します。

226給食費無料化、とても助かります。これからも続けて頂けると有難いです。

227
給食費が無料なのは、とてもありがたいです。この機会に改めて給食費が無料になっている意味を再
度子供たちに伝えたいと思います。

228
兄弟がいる場合は、ずいぶん助かっています。この無料化も一時的ではなく、ずっとつづけていって
ほしいです。

229
給食費無料は賛成ですが、行政に頼り過ぎて、親が働いて嫁いで子供を育てる、と言う子育ての原点
が、崩れるのではと心配もあります。最近はガンバレる親が少なくなっています。

230

私は小２と中３の子の母です。給食費の無料化、大変感謝しております。震災で完全無料化が延期に
なった時も、すぐに通知を出してくれ、十分納得の理由でしたので、半額負担でも申し訳なく思って
いました。昨年、１０月から完全無料化に切り替えてくれたのも、行政だと年度途中は難しく、来年
度から…となりそうな所、準備が整い次第すぐ実行に移してくれ、とても誠意を感じました。予防接
種の件にしても、他の市からうらやましがられる程、子供の事を考えてくれるすばらしい市だと思い
ます。学力も、ホスジなどを使い、１年生から基礎学力を付けるしくみも、とても良く、教育委員会
は、とても一生懸命、大田原市の子供達の事を考えてくれていると思います。子供にも、よく話し
て、感謝の気持ちを持って学校に通って欲しいと思います。※ホスジ…ホップ・ステップ・ジャンプ

231
高令社会を支えていくのは、これから育っていく子供達であり高令者を敬う事はもちろん大切ではあ
りますが、もっと子供を重視したこのような対策は必要な事、ありがたい事だと思っています。これ
からの社会を担っていく子供達が、心身共に健康に育っていくための支援を希望します。

232
給食費を税金で負担していただき、とても助かっています。これからもひき続きお願いしたいと思っ
ています。

233
パン給食の日は、足らないと言う時があります。無料化、大変ありがたいです。習い事が出来るよう
になりました。

234
市民全体が給食費を負担し、子供達の健全な成長を願っている事を機会ある毎に子供達に理解させ、
感謝の心を抱くよう、家庭、学校供々強調して行たい。

235
市の税金がムダにお金をくばり、何に使われるかわからず給食費を払わずその借金を誰かがおきなの
のならこの用な使い道は良い方法だと思っています。

236
我が家の生活はギリギリのため、給食費無料は本当にありがたく思っております。今は、市民の税金
で食べさせてもらい、いずれ社会人になて、見守る側になるということを教えておきたいと思いま
す。

237
大変たすかっております。今後も続けて下さい。子供達の未来のため、お金を使用したいと思いま
す。

238

給食費無料化では、とても助かっています。家計の面で、今までの給食費分は生活費となっていま
す。このアンケートがなければ、改めて、考えることはなく、過ごしてしまっていました。このアン
ケートを機会に、親はもちろん、子供にも無料化の意義を再確認して教えました。これからも継続し
ていただきたいと思っています。

239学校給食無料化に対して、経済的にすごく助かってます。今後も続けていってほしいと思います。
240給食費の無料化大変ありがたいことです。長期に続けてほしいです。
241給食費無料化になって、とてもありがたいと思っています。
242大変助かっています。
243これからも無料化をすすめて下さい。

244
あなた達が食べている給食は、大田原市民全体から支払われている税金から支給されている事を忘れ
ずに、将来税金を支払う立場に立ったら必ずその事を忘れずに、次の子供たちに受け継いでいって欲
しいと家族で話をしています。

245
無料化になっても質・量ともに変わらないようなので安心しています。子どものために、十分な税金
を使い、質の高い教育を受けさせていただき感謝しています。わが子が大田原で育つことができ、幸
せに思います。

246

経済的理由などにより、給食費を払えない家庭が多いと、学校運営、取りたて、など、さまざまな困
難な場面が生じると思います。税金で（大切なものですが）給食費が無料化になるのであれば、あり
がたいと思います。給食費を払える家庭の子、払えない家庭の子の差別化がなくなるのではないで
しょうか。子供たちは平等に教育（食育を含む）を受ける場が必要だと思います。

247給食費が無料化になり、とても助かります。

248
給食費が無料化となり、今までは、保護者が支払ってきたのはあたりまえと思っていますが、今のご
時世に、親としても大変助かっています。子供の為にも、大切に使っていきたいと思っています。

249
金額程示されて新めて免除の大きさに気づきました。無駄にすることのないよう親子で大切に使い道
を考えていきたいと思いました。



※原文のまま記載しています。

250給食費が無料になり本当にたすかります。ありがとうございました。

251
大田原市の学校給食無料化の取り組みに、大変感謝しております。これからも、子供には、あたりま
えではないんだという事と共に、無料である意味を教えていきたいと、考えております。

252
我が家は、子供が４人おり、給食費の無料化は、とても助かっています。４人とも大学に行かせたい
と考えており、給食費の分は貯蓄しています。是非とも、今後も無料化を続けて下さいますようよろ
しくお願い致します。

253給食費の無料はたすかります。ほんとうに有がとうございます。
254本当に経済的に助かっております。ありがとうございます。

255

給食無料化には賛否両論あることは分っていますが、子育て中の世帯の経済的な負担は一昔前とは比
べられないほど多きなものになっていると思います。給食費を滞納したことはありませんが、払って
ない人がいると聞けば、やはり快くは思えないのも事実です。できるだけ無料化を続けていただけた
らとと思います。夏休みは特に給食のありがたさを痛感いたします。

256
給食費無料化は有難いと思います。学校にいる間、子供達が給食だけで足りるのか？と疑問に思いま
す。部活動をしている場合、帰りは１８：００すぎになり、何か食間に食べられれば良いと思いま
す。

257
無料化を継続してほしい。また、今後再度保護者負担となっても一定金額（給食費）を継続してほし
い。給食費の金額が変動的になるのは支払う保護者側にとっては精神的に負担である。

258

医療費助成や育児手当等、社会全体で子供達を支えていこうという制度があり、今までも大変ありが
たく思っております。高齢化の進む中、長期的視野に立って見ると、高齢者の社会保障の充実が、今
の子供達の明るい未来には不可決であるように思います。今の子供達が大人になった時に高齢者を社
会を負担に感じずに希望を持って生きていけるよう整備、充実も今まで以上に努めて頂きたいと切に
願います。

259

次男が高校へ行く時にお金がかかりました。高校は、まだいいけど次男が宇都宮ビジネス電子専問学
校へ行ったけどお金がなくてたいへんでした。少しでもお金は、積立をしないとたいへんな事がわか
りました。今年の春に卒業をする事が出来ました。三男も専問学校へ行くつもりでいるのでまだお金
がかかります。学校給食費無料化になってたすかっています。

260

乳児医療費の助成や育児手当等、給食費無料化以前も社会全体で子供達を育むという施策があり、あ
りがたいと思ってます。これが限りある財政の中で皆が賛同できるか否か。それが問題とも感じてお
ります。高齢化が急激に進む中、高齢者に対する社会保障はどれだけ満たされているのか。この先の
子供達が必ず迎える超高齢化社会の備えとして今から整備すべき問題は山積みです。子供達が大人に
なっても夢や希望を持ち続けられる社会を望みます。

261
給食費の無料化は市の財政からも大変だと思いますが、今後も継続していただければと思います。そ
のためにも、無料化の理由やその意義等を子ども達に教えたいと思っていますので、市の担当課等に
おいても、子どもがいない納税者の方々への理解を得られるような積極的なＰＲをお願いします。

262
小学校に子供三人通わせている我が家にとって無料化は大変ありがたく、これからも続けてほしいと
思います。

263給食費無料化は本当にありがたいです。大田原市民に感謝です。

264
学校給食費が無料化になったため、高学年になると増えるであろう、習い事や部活のための資金とし
て、備えることができるので、助かります。子供の身体、精神の成長のために使おうと思います。

265
市民全体で負担していただいているお給食にはすごく感謝している同時に子供には好き嫌いのない様
に指導しています。食育は生きるための本当に大切な教育なのでこの無料化のこと、食のことを子供
に伝えていきたいと考えています。

266無料化になりとても助かります。本当に、ありがとうございます。

267
無料化になったことで大変助かっています。とても感謝しております。今後とも続けていただけたら
幸いです。よろしくお願い致します。

268学校給食の無料化とても助かります。少しでも長く、続けていただけたらと思います。
269給食費が無料になり経済的に助かっています。ありがたいです。

270
給食費無料化とても感謝しています。児童手当のような、現金も、ありがたいですが、必ず皆が使う
給食費に限定することで、未払いなどの不公平な問題もおこらなくなるし、良い制度だと思っていま
す。これからも続けていただけたらいいと思っています。

271

我が家は小３を頭に三人子供が居りますので、ずっと継続していただきたいです。独身の５０代で教
育関係の要職についておられる方は、何かを節約してでも給食費くらい出せと、おっしゃっていまし
た。この方は小学校の先生もされていた方なのですが、子供を持ったこともない方は現実が分かって
ないな…と思いました。公務員ではない者の家庭はいくら夫婦が頑張っても本当に年々負担が多くな
る一方です。子供のいない市民の方々の税からもご負担いただくのは心苦しいですが、今後も本当に
継続していただきたいです。

272小学生２人、中学生１人がいる我が家では大変ありがたく感謝しています。
273大田原市のお金の使い方に、納税者としてとても納得しています。
274これからも無料で助かっているのでお願いしたい。
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275

子どもの食育を大切にするには、無料化はとても良い事で、支払い能力のある大人が、給食費を滞納
では、悪影響を子に与える。大人の悪い部分を子どもに見せない事。無料化になった事を感謝し、食
べれる事に感謝し、あたりまえではない事を大人が子に伝えられる家族が、多くある事を願います。
（一般的に、文句だけを言う大人を見かけるが、そこには切実な理由があるのかといつも思います。
何かを実現するには、自己中な考えではなく、概念的な内容を言葉にし、大人たちの会話が、文句を
ぶつけるのではなく、中身のある有意義な時間になれば、怒りではなく、一生懸命な姿が子に伝わ
り、良い影響を与えると思います。）何でも問題を話し合える、もしくは、記入シートで大人の不満
を聞いてくれると、子どもの前で、怒りの会話が少なくなるのでは。

276
給食費の無料化ありがとうございます。他県では給食費をはらったりはらわなかったりと問題を抱え
ている中、大田原市の子供達は無料でおいしい給食が食べられ、本当に感謝しています。

277
３月に他県より引越ししてまいりました。給食費無料と伺いびっくりと感謝の気持ちです。無料であ
るがゆえ、子供たちに食のありがたさやどこから給食費がでているのかきちんと説明する必要性があ
ると思いました。

278

他県では、学校給食がなく毎日お弁当持参するところもあるのに、栃木県では学校給食があり、しか
も大田原では、無料化にしていただいてとてもありがたいと思っています。姉が今年、高校生になり
毎日朝練の部活にあわせ、５時起きで作っていますが、給食のありがたみがとても実感しています。
祖母は、学校の先生でしたが、その時代に給食を先生が作り、子供達に作って出していたそうです。
栄養を考え、一生けん命作っている給食を残さず、感謝しながら食べるように、子供に伝えていま
す。

279

素晴らしい取組だと感じており、また親としても大変助かります。表面にありました問４についてで
すが、子供と話とすれば、どういった形が良いのか、行政としては、どう考えるのか知りたいです。
今回の取組は「市民全体の視点」とありましたが、この無料化にするまでのプロセスをも何らかの形
で知りたいです。

280学校給食無料化に対して、保護者としてはとても助かっております。今後も続けてほしいです。

281

子どもは学校の給食が大好きで心待ちにしています。市が子ども達を支えるために給食費を負担して
下さっている取り組みは地域全体で子どもを支援する素晴らしいことで大変感謝しております。学校
でもぜひ子ども達に機会あるごとにこの事を認識し、感謝できるよう教えてやって頂きたいと考えま
す。

282
無料化になって、すごく助かりました。習い事も１つ増すこともできました。ありがとうございま
す。

283
大田原へ引越してくる方が多い理由もわかりました。市全体での子育て支援に関しては他の市町村に
比べてしっかり取り組んで実現しているなぁと思い感心しています。今後も大田原は子育て支援に力
を入れてくださる事に期待しています。

284
ひき続き無料化をお願いします。すべての学校で無料になることを願ってます。子供が好きなメ
ニューより、普段、家ではでてこない、昔ながらの料理、その季節に取れる野菜を中心に献立づくり
をして頂けるといいです。

285
学校給食無料化は、私たちにとって本当にありがたいことだと思います。子供に少しずつ、教えてい
きたいと思います。

286とてもありがたいです。どうかこのままずっと、無料化していただきたいです。
287この世の中…すごく助かります。心から「ありがとう」を伝えたいです。

288
これからも給食費を無料化でお願いしたいと思います。私たち親も子供たちにも良い結果になってい
るので。

289
献立表からも栄養バランスの整った給食であることがよく分かります。子供達も楽しみにしているメ
ニューが多く、いろいろな食材を工夫して調理してくださっていると思います。その給食を無料でい
ただけるのは幸せだと思います。でも財政的に大丈夫なのかなと少し心配もしています。

290小学生２人分なので、大変助かっています。ありがとうございます。

291
大田原市の給食はとても美味しく子供達も喜んでおります。我が家は２人小学生がいますので給食費
の無料はとても助かります。今回のアンケートをきっかけに、様々な部分で税金で子育てが支援され
ている話をしておこうと思います。

292

我が家では、あえて無料という事は、特に教えていません。子供達が、無料だから、給食を残しても
いいとか、給食が、その日によって、口に合わず、文句を言ったりとかは、作ってくれている人達に
失礼だからです。ただ、無料化というのは、家計をにぎっている人にとっては、ありがたい事なの
で、これからも続けて欲しいとは思っています。

293
母子家庭であるが、所得があるということで、無料化になるまでは払ってきました。所得があるとい
うことですが、やはり給食費は負担でしたが無料化になり、負担が軽減されたすかっています。

294
無料化していただきまして、本当にありがとうございます。日々感謝することを忘れぬよう、子供達
にも言い聞かせていこうと思います。子供は学校の給食が大好きで、家の食事だと好き嫌いするのに
給食だと食べれます。常に給食には感謝しております。

295

給食費無料化は、保護者として大変ありがたく思っております。無料化になり数ヶ月がたち、給食費
の無料が当たり前のように感じておりましたが、市民の税金が使われていること、他の市町村ではほ
とんど有料であり大田原市が無料化制度を積極的に取り入れてくれたことに改めて感謝の気持ちを持
ちました。今度は保護者として子供に伝えていきたいと思います。年に１回程度、給食費は市民の税
金を使用していることを、子供にも分かりやすいようパンフレット等を配布したらよいのでは、と思
います。

296これから先も給食費無料化をお願い申し上げます。
297学校給食費が無料である事は大変ありがたい事です。できる限り続けてほしいと思います。
298学校給食費無料なことは、大変ありがたく思います。
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299給食費は払うのがあたりまえだと思っていたので、めぐまれていると思う。
300無料化！！とても助かります。
301子供が３人いるので無料化は本当にありがたいです。これからも、続けて頂けたら助かります。
302支払いが、できないわけではありませんが、とても助かります。ありがとうございます。

303
これから大人になっていく大田原市の子供たちのために公平に給食が食べられるように、ずっと無料
化を続けていただきたいと思います。

304
給食費無料化、有難うございます。子供の育成に税金を使うのはよいと思います。ただ…大田原市は
借金が多いので、どうぞ減らしていく方向で進めていただきたい、と願っております。

305

給食費無料化、家計的に助かっておりますが、子供に習い事をさせている家庭は今やほとんどだと思
い、そこに充てている家庭もほとんどであると思います。給食費無料の件を家庭で話すというより
も、納められた税金がどのように使われているかの方が、子供たちに伝えるべき事だと思いますが。
親が正しく伝えられるかは全く自信がありませんので、市の担当の方より学校でお話しいただくのは
どうでしょうか？

306
給食費は子供が多いほど負担が大きいので、助かっている人がたくさんいると思います。他の地域の
子供がいる家庭からはうらやましがられています。

307
無料化になり、経済的に本当に助かっています。でも、「ありがたい」と思うだけでなく、我が子に
は、食べ物の大切さ、お金の大切さを教えていきたいと思います。

308

学校給食費無料になってからは、家計の方は、少しありがたいです。私も病気になってから通院費薬
代とかかってしまうので本当にありがたいです。子供はなにげなく無料になっている事は、分ってい
るみたいで、ありがたく食事をしているようです。無料化で年間のしゅしつのやりくりも大変かとは
思うのですが、子供達にとってもとても良いお勉強、良いけいけんだと思っています。

309家は子供が複数いるので、経済的負担の軽減の為にも、無料化は今後もずっと継続してほしいです。

310私は、子供が３人いるので、とてもたすかっています。

311

震災により、開始期日は延長しましたが、大田原の市策には感謝しています。児童手当てとともに子
育てを充実した環境で行える様な経済的なバックアップはとても有難いです。親からの教えは、当初
だけであり、継続している今現在、子供達がどう思っているのか、感謝の気持ちは持続しているの
か、問う、とても良い機会となります。ただ無料化になることで、以前の未払いだった方の徴収が滞
る（気持ち的にもうすらいでしまう）のは、しっかり支払いをしてきた者にとっては少し不快に思い
ます。

312生活が苦しいのでとても助かっています。ありがとうございます。

313

無償化に関しては、ありがたいことだと思っていましたが、給食無償化にしていることの意義をお恥
ずかしながら今回のアンケートのおたよりで初めて知りました。様々の方々の理解やご協力があった
上での無償化実施ということ、そのことに対しての思いなど、これから子供に伝えていきたいと思い
ます。

314

一年生になったと同時に無料化が始まり、親としては、とてもありがたく思います。周りに支えられ
て、生活できているとも思います。少子化がすすんで、不安な面がでてくる事と思いますが、食とい
う大切な生きる上でなくてはならない物、楽しんで子どもたちに、毎日給食たべてもらいたいと思い
ます。

315
２人の子供がおりますので大変たすかっております。子供の為に使用したいのですが生活面に廻って
しまいます。これからもつづけていただくととても助すかります。

316
給食費無料化には大変助かっています。子供が２人３人いる方は大田原市民で良かったと言っていま
した。うちの子供は５年生なのであと４年間は無料化が続いて欲しいですが、一度無料化になったの
なら永遠に続いて行って欲しいと思います。

317
給食費が無料化になり、本当にありがとうございます。私達、保護者のねがいが、かなって良かった
と思います。

318
大田原市は義務教育無償化に向けて早くから実施している自治体です。ぜひ他自治体の見本となるよ
うな取組み期待しています。給食費無料化は続けてほしいです。

319無料化になり大変助かっています。

320

年寄りの負担が大きいとか、年寄りのことをもっと考えてほしいという意見もちらほらきこえてきま
すが、安月給のこちらにしては、給食費の無料化はとてもたすかります。もっと子供を産んでもやっ
ていけるかなと考えたりもできます。少子高齢化の加速もすこしは防げるのではないか。こういう地
道な方法で…。

321

自分の親たちは、あたり前の様に給食費を払っていました。その分、私たちは払わないという事に申
し訳ないと思いました。しかし、経済的な事もあり、払えないのが現状。そんな中、無料化にしてい
ただき、ありがたいです。その分、市教育行政の方が大変になるのかな？と思います。そこをやりく
りしていただき、ありがとうございます。ただ一つ。ただでたべられるからと、食べ物がムダにされ
たりはない事を願います。一生懸命そだてた生産者、調理する人たちの思いを忘れず、食べ物の大切
さ、食べられる幸せ、あたり前にある事と思わず大事に食べる、残さず食べる…その気持ちを伝える
…それをして欲しいです。

322支援大変助かっています。こういったものが続くことを願っています。
323とても、ありがたいです。
324無料化になったおかげで、とても助かっています。ありがとうございます。

325
給食無料化は、大変ありがたく思っています。とくに兄弟がいるとその費用は大きくなります。この
ような行政の方針をこれからも続け、市全体で子育て支援に取り組んでいただければと思います。
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326

大変助かっております。9年間の出費があるのとないのでは、大きく違うと思います。給食費とは、
別の話になりまうすが、小学一年生になると初めに日にいただいている算数BOX（おはじき等）です
が、ほとんど新しいまま終わって家で処分している状態だと思います。2人の子を持つ親としては、2
つも処分するのは、とても、もったいなく無駄だと思いました。学校の持ち物としては、どうかと思
います。

327
毎日お弁当を作ることを考えたら、給食は大変ありがたい。更に無料化で助かっています。震災の時
にしみじみ感じました。

328

給食費が無料化になって私はありがたいと思っています。４年前に西那須野から大田原へと移動した
とき、どうしても給食費が支払いできないときがありました。その時、いやな事がありました。那須
塩原市役所の人に「あなたがしていることは詐欺です。支払いができない時は、あなたの子どもにだ
け給食を与えません」と言われた言葉が今でも頭から離れません、大田原に来て無料化になって本当
に感謝しています。私よりももっと大変なひとがいると思います、那須塩原市は取り立てが厳しく、
職場にも来ました。支払いが遅れた私も悪いのですが、職員、女性のことが許すことができません。

329
給食無料化ありがとうございます。市の子育て支援感謝しています。無料のありがたみを子どもと話
し、子どもの教育などに役立てたいと思います。

330ありがとうございます。

331
子供たちを支援する為に行政が頑張ってくれている事は子を持つ親にとっては有り難いことです。た
だそのような支援を当たり前だと思わずに、向き合っていけるよう子供と話し合いたいと思います。

332これからも続けていただけると助かります。よろしくお願いします。

333
食育を通して家庭はもちろん、学校も含め、地域全体で子供たちを育てるという実感があります。公
平な食育は、子供たちには大切だと思います。子供立ちに話しました。自分たちの為にみんなが関
わってくれている事に気付き、感謝の気持ちになれた機会でした。

334無料化になった事でとても助かっています。が、半額の時もその時はとても助かっていました。

335
税金によって負担されている事を親も自覚がなかった。無料であることの意味を親子ともに考え、感
謝していきたいと思った。

336
若草中学校の給食はとてもおいしいと子供がいつも言っております、とくに熱々のハンバーグを食べ
たときは感動してました、給食を作っている方に感謝します。そして大田原の方に感謝いたします。
ありがとうございます。

337
給食費の無料化は改めてありがたい事です。子どもたちに、簡単に話をするのではなく、市民全体が
負担していただいている事をもっときちんと話してあがなければいけないと思いました。

338

小学校の頃からあたりまえのように支払っていた給食費でしたが、支払わない人が多数いると聞いた
時はビックリすると同時になぜ子どもの為に支払わないのか疑問に思いました。幸い大田原はいろい
ろな面で補助金や無料化に力を入れて下さるので助かります。栄養面、価格、メニューの内容等とて
も力をつくして下さっている給食担当者の方にも感謝します。この無料の分を本当は子どものために
まわしたいところでしが、なかなか・・・・。今後はそうできるようにしたいものです。

339給食費が無料化になり、助かっています。ありがとうございます。
340給食費が無料になり、大変助かっております。ありがとうございます。

341
給食費が無料である分、その他子供の学校の集金や修学旅行費用に充当できている。我が家は子供が
３人いますので、大変助かっています。皆様の税金ですが子育て世代を援助していかないと少子化に
歯止めがきかず高齢化してばかりで将来に不安を感じます。

342

以前、那須塩原市に居住していたころ、西那須野中学校の事務長が「給食費は、食材のみの費用で
す。人件費、水道光熱費は市負担です。ですから納めて下さい」と頭を下げていました。しかし実際
には未納者が多く年々、食材がひどくなっていると子供が話してくれました。大田原市は各学校で調
理し提供され温かいものは温かく、冷たいものは冷たくとても美味しいと喜んでいます。私たち保護
者も、子供を支援していこういう趣旨に賛同し納税をしています。食育は大切なことです。食材が悪
くならないよう、このまま給食費無料化を続けてほしいと思います。現状のまま、地産、地消でよろ
しくお願いします。

343無料化、大変助かっております。ありがとうございます。
344津久井市長さん本当にありがとうございます。

345
給食の無料化で家計は大変助かっています。ありがとうございます。限られた予算で子どもたちの栄
養を良く考え献立を立てて給食を作ってくださってありがとうございます。市が地産地消でこどもた
ちのことを考えてくださっていることをこれからも子供に伝え続けていこうと思います。

346

家では好き嫌いをしても学校ではみんなと同じ給食を食べると残さず食べてくれます。クラスのみん
なと楽しく食べているので毎日楽しみにしています。楽しく食べることはとても大切だと思っている
ので学校給食にはとても感謝しています。また、無料化になった事もとても感謝しています。ありが
とうございます。

347
給食費が無料化となりとても感謝しております。少し申し訳ないような気もします。給食費を払うつ
もりで貯金していこうと考えていましたが、なかなかできずにおります。保護者は当たり前と思わず
に感謝することを子どもたちに教えるべきですね。

348
大変助かっています。このアンケートをきっかけに無料である事を伝えると「ありがたい」という気
持ちを持ってくれた。また、残さず食べるという心も育ってくれました、改めて給食費無料化に対
し、心から感謝申し上げます。これからも、よろしくお願い致します。

349
学校給食無料になった事はとても助かります。家庭でも、その感謝する心を教え、食べられる事の大
切さを子供に教えていきたいと思います。



※原文のまま記載しています。

350

学校給食の無料化大変ありがとうございます。生活費が助かるというだけでなく未払い者などの問題
もありましたので、税金から負担になれば不公平さがなくなりとても良かったと思います。子どもた
ちの為に使われると思えば納得です。また、同時に無料化の事を子供にも伝え、結局は皆のお父さ
ん、お母さんたちが払っている税金から給食費を払っているんだよという事も「説明し、だから今ま
で通り残さずしっかりおいしく食べるように話しました。ただ少し、気になることがありますが、無
料化になって、質が落ちる事無く、今まで同様にあってほしいと思います。

351
学校給食無料化に大変感謝しております。社会全体で子育てを支えてもらっているということをとて
もうれしく思い、心強く思います。

352
市長さんが給食無料化を掲げていたので、津久井市長のうちは無料でないと公約を守って頂けないと
思います。津久井市長のうちは絶対無料でないと納得いかないという人が多数いると思います。

353
給食費の無料は大変助かっていります。もし、有料にもどった場合は多少金額が上がっても安心な材
料を使ってほしいと思っています。地元の野菜などです。

354

給食費が無料化されると家計の負担は減るので助かりますが、子供たちが社会全体に支えられている
ということに関して言えば、他にも義務教育を受けていることや、地域の人たちが賛助会員として子
供たちの活動を支えてくれたり、廃品回収に協力してくれたりと感謝を伝える機会は多々あります。
給食費を支払わない保護者が存在することも確かなので、（そういう保護者に対してはとても憤りを
感じるところですが）子供たちがそういうトラブルに巻き込まれずに安心して給食が食べらるという
意味においては無料化は有意義かなと思います。

355

学校給食無料化は我が家において大変助かっております、他の市に住む方にはうらやましがられてい
ます。小学校４年生になってから子供がクラブに入部した為、いろいろと出費が増えました。給食費
が無料になり毎月の負担額が減り助かっております。有難うございます。引き続き無料化を継続頂き
ますよう宜しくお願いいたします。

356給食費無料化になり、経済的にもとても助かっております。今後ともよろしくお願いします。

357
給食の無料化はとても良い制度だと思います。家庭の事情で支払いができない児童にも精神的負担
（負い目）が生じにくく、差別の根源の除去にもなると思います。

358
給食費無料化は大変ありがたいですが、病院での医療費支払ゼロをお願いします。（申請手続きが面
倒です。）

359生活がとても苦しいので今後も無料化でお願いしたいです。
360個人的には母子家庭なので少しの額でもものすごく助かります。

361
まだ低学年なので納税等の意義はわからないだろうし親も今回の手紙でそういった考えがあるのを知
りました。ただ、無料化で家計はすごく助かります。

362無料化について子供たちを支えてくれている事をきちんと伝えていきたいと思いました。
363無料化になり本当に助かっております。出来ればずっと続けていただきたいと思います。
364全国でもめずらしい給食費の無料化、大変ありがたいです。その分を有意義に使いたいです。

365
学校給食費の無料化、大変助かっております。これからもずっと続けて頂ければありがたいです。ま
た将来を担うこどもたちのために税金が使用されるのは、賛成です。

366給食費が無料になっているおかげで、子供の習い事を始められました。本当に助かっております。

367
振込に行く手間がなくなって良かったというのが正直なところで、あまり感謝の気持ちを持っていま
せんでした。改めて有り難く思いました。年間45,100円は大変な金額です。子供の為に大切に使いま
す。子供もおどろいていました。

368
学校給食費が無料化になった事はとても助かっています。ただ、中学生の上の子の学校には給食がな
いので、お弁当を作っています。大田原市の中学生なので、お弁当の補助をだしていただきたいで
す。

369母子家庭なので無料化は助かります。
370学校給食無料化、大変ありがたいです。
371今後もひきつづき無料化であってほしいです。（助かります。）
372学校給食無料化については、とてもすごく助かります。無料化については感謝します。

373
「給食無料化」とてもありがたく思います。感謝して子供たちにもたべてもらうよう伝えていこうと
思います。

374
給食費無料化になり、給食費に充てていたお金を子供の習い事にあてられてすごくたすかっておりま
す。

375給食費の無料化はとてもたすかります。

376
今年１年生に入学したので、はじめから給食費を払っていなかったので、正直「そうだったな」と改
めて思いだした感じでした。子どもには給食（食事）のありがたさなどを含め、分かりやすく説明し
ていきたいと思います。

377
給食費が無料になりとても助かっています。子どもに税金で給食をいただいていることを教え、みな
さんに感謝し、なるべく残さずたべるように言っています。

378これからも継続してもらいたい。市長が変わったから終了では困る。

379
納めている税金の使い道が目に見えてわかるので、これからも未来の子どものため、大田原市民のた
めに税金を明るいまちづくりに使ってください。

380
学校給食費無料化はすごい事だと思いますが、無料化が当たり前と思ってしまわない様に学校の方で
子どもたちに伝える活動などを行っていただけると良いと思います。

381給食費が無料になり助かる面も多いので引き続きお願いしたいです。
382改めて税金を使わせていただいている事に感謝しこどもにもしっかりと話をしたいと思います。

383
給食費無料化で大変助かっています。会社の給料・ボーナス等が下がっているため家計に直接負担が
かかっています。このまま長期で続けてほしいです。

384子供たちには、大切に残さず食べるようによく言っています。無料化ありがたく思います。



※原文のまま記載しています。

385
大田原市は給食費無料化で大変助かっております。うちは上の子が中２下の子が小５です。上の子の
塾代や部活、下の子の習い事など・・・いろいろお金がかかり、給食費無料化はとても助かっていま
す。大田原は最高です。ありがとうございます。

386
小中学校の子供がいます。給食がなくなりお弁当だったらこんな無料ではつくる事ができません。と
ても、とても、感謝しています。

387
無料化となり、その分の費用で子供たちに生きた経験をさせることができました。生きたお金である
と思います。

388
私は津久井富雄市長に感謝しています。大田原市民の貴重な税金を大田原の学生の為に使ってもら
い、子供たちが喜んでいると思いますが、市長にかなりの負担をかけていると思います。これからも
子どもたちのためにがんばってください。ありがとうございます。

389
給食はとてもありがたいものだと思っていました。私の意見としては学校で昼食を食べられるという
事だけでも恵まれた国だと思います。ましてや無料化なんてありがたいです。子育てにはお金がつき
ものですが、少しでもたすかります。

390
とても助かります。今後もつづけてほしいです。こどもたちにもみんなから協力してもらっている事
を伝え、給食のありがたさを知ってもらえると思います。

391給食費無料は本当にたすかります。これからもよろしくお願いします。

392
以前、給食費が無料化になる時に子供にどうして無料化になるか家で話をしました。今回、このよう
な手紙アンケートをいただき、また無料化についての話をすることができました。もし、時間に余裕
があれば学校の方でもお話する機会があればよいと思いました。

393
給食無料化にすることで、全ての子どもたちが安心し、安全な食べ物を平等に食べられる事がすばら
しいと思います。中には有料化することで肩身が狭い子供たちもいるかもしれませんし、市のほうで
は予算が大変な場合もあるかもしれませいですが、がんばっていただきたいと思っています。

394私の家では、２人の中学生がいるので助かっています。

395

保護者として子供へ金銭的な話はしたくないという思いがあり無料化について話をした事がありませ
んでした。今回このうような機会があったので話をしてみようと思います。出来れば学校の授業など
でも市の取り組みを説明する時間を設けても良いと思います。大田原市は他の市町村より充実した手
当が多くあるので是非教えるべきだと思いました。

396給食費が無料化になるのはすごく助かるのですが、税金が年々あがっているような気がします。

397
問５の答えには無料化にしていくうえで本当に助かっています。栄養のバランスや温かい給食などい
ろいろな面で助けられています。母子家庭で給食の献立をみていると、美味しそうなメニューばかり
で私でさえ食べてみたいと思うものばかりです。無料化になるなんですばらしいと思います。

398
子供が３人いるのでとても助かっています。もっと他の物という方もいますが、このくらいの制度で
いいと思います。

399

未来の市を支えていく子供たちにまず一番身近な給食がなぜ無料化になったのかの経緯を中学校で子
供たちにわかりやすく学習できる機会があれば子供から各家庭に各地域にと子育てから離れている
方、これから子育てする方と色々な方に理解され地域全体に支えられる市になるのではないでしょう
か？学習した子供たちが数年後には支える立場になるのですから。

400子育てにやさしい大田原市をこれからも続けていってほしいです。
401今後市長が替わっても無料化は続けてほしい。
402今後も継続していただきたいと切に願っています。
403今後も学校給食費無料化を続けてほしいです。

404

今年、小学校に入学して年間給食費がどれくらいなのかをこのアンケートで初めて知りました。あり
がとうございました。給食無料化による「食育の推進」とはどのような事でしょうか？わからない事
だらけでかくのも申し訳ないくらいなのですが、親の目に見えるような形で情報提供いただけるとう
れしいです。

405経済的にもとてもありがたく思っています。子どもたちにも給食を残さぬよう言っています。

406
学校給食が無料化され家庭の負担が減り助かっております。大田原市の政策に感謝しています。子ど
もたちにもその意を教え、給食を美味しくいただき、残さず食べる事の大切さを知ってもらいたいで
す。

407
給食費無料の実施はとてもありがたく助かっています。ありがとうございます。子どもたちが中学を
卒業するまで、また、できる限り続けてください。こころから感謝しています。

408
給食費の無料化はとてもありがたく大変助かっています。又税金によって給食が食べられているんだ
から、大人になったら税金をきちんと納められる人になりなさいと先日話しをしたばかりです。税金
を納める大切さを少しずつ知っていってほしいと考えています。

409
給食費の負担がけいげんすることはありがたいことだと思います。しかし、税金を使うという事は小
中学校のいない方に申し訳ないとも思います。

410給食費が無料化になり、生活費や子供の教育費にまわせてとても助かっている。

411
小学生が２人のため給食費無料化はとてもたすかります。大田原市は子育て支援が充実していて良い
しですね。

412
子育て支援の施策として大変有り難く思います。今はこどもに無料の事を話しておりませんがいずれ
教えていく事が親の責務であると感じています。

413
給食費の負担はとてもありがたいです。子どもが多い（３人）助かるし、子供にも市が負担してくれ
ている事をきちんと教えたいと思います。

414
２年前転入して来て、給食費を無料化と聞いてすばらしいと思いました。引越した当時は震災後で半
額の支払いでしたが、時がたち無料化を実施していただき助かっています。ありがとうございます。
早速子供にあらためて話す良い機会になりました。



※原文のまま記載しています。

415
学校給食が無料化した事は伝えていません、有料でも無料でも食べ物に対する考え方（しっかり残さ
ず食べる、食べ物を大切にする）は変わらないと思ったからです。無料化になり、給食費納入に関す
るトラブルがなくなることで子供たちにとっても平等にたべられるのはいい事かなと思います。

416

以前、無料化になった時自分なりにその理由を子供に説明したので、無料化になったことはこのアン
ケートの時、子供に聞くと知っていましたが、理由は全然とんちんかんな事を言っていました。年齢
が上がるにつれ、理解する力も増すのでしょうから「一回話した」だけでなく、進級する度に話した
方が良いのだなと感じました。無料→当たり前ではなく、感謝する気持ちも育みたいです。

417
無料化になったことで、未払いなどの問題も無くなり、とても良かったと思います。ありがとうござ
いました。

418納得の税金だと思います。
419給食費が無料になりとても助かっています。ぜひこのまま継続してください。

420
給食費を無料にしていただき、大変ありがたく思っています。保育料や学童費とせっかく共働きで働
いていても何かと支出が多く、今後も続けてくれるとありがたいです。

421
給食費が有料か無料かということはとても大きな違いだと思います。たった１ヵ月２、３千円です
が、とても助かりました。

422給食費の無料化は本当に助かります。ありがたいです。

423
難しくて伝えても理解できないので、大田原市が払ってくれいるんだよ、と話しました。有り難いで
す。感謝しています。

424
給食費の無料化は大変ありがたいです。私は中学校に勤務しているので、給食費に関する様々な手間
がなくなりとっても助かっています。

425給食費の無料化は大変たすかります。
426とても良い制度だと思います。

427

今年度入学し、はじめから給食費が無料だったので深く考えていませんでしたが、アンケートを見て
改めて無料のありがたさを親として考えました。子供にも作ってくれた人に感謝することや食べ物を
大切にするようには伝えていますが、無料という事は伝えていなかったのでどのように子供に無料の
意味やありがたさを教えていくか考えて伝えていきたいと思いました。

428無料になって食べ物を残さずにいただくこと、感謝して食事をすることを教えてたいと思います。
429今後も無料化は続けてほしいと思います。
430給食費の無料化が長期的に継続されますようにお願いします。

431

学校給食費無料化では助かっています。無料化になって親はとても助かっていますが、子供へ行政か
ら支援を受けている事をうたえることは意識していませんでした。今回のアンケートで子供に伝える
ことができました。子供は「なんとなくわかっていた。」と反応しました。市全体の取り組み子育て
支援の一つであることをわかってくれたと思います。これからも継続していただきたいと思います。

432
ご配慮いただきありがとうございます。今時の子供は食べ物を無駄にすることが多いように感じま
す。無料である事を教え残さず、食べるように教えていきたいと思います。

433
給食費を無料にしていただき、ありがとうございます。こどもには無料になっている事を話していま
せんでした。こどもよりも保護者である私がきちんと理解していなかった・・・と反省しておりま
す。市民の方々に支えられ、元気に登校できる事に感謝いたします。

434

給食、無料化はありがたいと思います。子供には健康のためもありますが、できるだけ残さず食べる
ということは材料や生き物の命をいただく事、作っていただく方々の事、感謝の気持ちを忘れないよ
う伝えております。給食費など金銭面、うんぬんは大人の事情であって生きるための食事の大切さこ
そ、まず、教えるべきであると思います。金銭面のことは給食がなくなる高校生の頃でもいいので
は、と思います。

435大田原市は教育に関して他の市町村より熱心であるといつも思っています。ありがとうございます。

436
子供が何人もいると金額も大きくなるので、負担がありました。無料だと本当に助かります。少子化
対策として意味のあることだと思います。

437
給食費の無料化は本当にありがたい事と私自身すごく考えています。その感じたことをそのまま子供
たちに伝え、今後も感謝の気持ちをわすれずに元気に育ってほしいと思っています。本当に感謝の限
りです。

438市の負担にならない程度でつづけてほしい。

439
子供たちには給食費の無料化について日ごろから話しをよくしています。このことに感謝するととも
に好き、嫌いで残したり無駄にすることがないよう家庭でもひきつづき話題にとりあげていきたいで
す。

440
無料化になった事を改めて、子供には伝えていませんでした。少し前に食育に関する本を読んだの
で、この機会に親子で話し合おうと思います。無料化は経済的にも大変感謝しています。

441
学校給食費が無料でとても助かっています。これからも実施してもらいたいです。私の小学生の頃は
月に４千円から５千円支払いをしていたそうです。今の時代何かとお金がかかると思いますのでよろ
しくお願いいたします。

442無料である事に感謝しています。

443子供の成長のために税金が使われているのは、いいことだと思います。これからもつづけてほしい。



※原文のまま記載しています。

444

私は一人で子育てをしています（母子家庭）経済的な面で将来に不安があるので、子供の習い事もや
めさせるようかと思ったりどこかで出費をけずらなきゃ・・・と切り詰めた生活をしています。学校
給食費無料化が子供の卒業まで続いてくれれば幸いです。私もなるべく他の家庭に近い環境・条件で
育てたいので無料化が続くかぎり子供ががんばっている習い事代にまわしたいです。

445無料化になり本当に助かっております。

446

学校給食が本当に無料化になるとは、当初思っていませんでした。家では好き嫌いをする子供たち
も、学校給食は残さず食べなければいけないという意識があるらしくほんど残す事はありません。支
払ったつもり貯金で、学校の急な出費にも対応でき、本当に助かっています。給食でバランスのとれ
た食事を食べているおかげで、学校もほぼ休まず、毎日元気一杯に過ごしています。ありがとうござ
います。

447
生活費と学用品等で金銭的に厳しい私にとって無料化はとてもありがたいです。ただありがた
い・・・と思うだけでなく周りに助けられて生きているという事は子供にもきちんと伝えていきたい
と思います。なぜ無料化になったかこのアンケートで知る事ができたので良かったと思います。

448母子家庭なので無償化はとても助かります。これからも無料で給食をたべられるといいです。

449
給食無料化にとても助かっています。子供の為に給食費に充てる分の費用を大切に使いたいと思いま
す。

450給食費が無料になりありがたいと思っています。

451
今まで有料だったものを無料にするという事はとてもすごい事だと思います。職場には他市の方がい
て大田原市はすごいと言われます。

452
他の市の方に「大田原市は給食費が無料でいいね」と言われます。「大田原に越そうかな?」と言わ
れます。そこまで言われることがうれしいから、この無料化で子供たちが増えるといいなと思いま
す。

453給食費の無料化、大変ありがたく感じております。子供の教育費にあてさせていただいております。

454
生きていくうえで食べることは必要なことで、本来食事代（給食費）は払う（負担する）ことはあた
りまえですが、大田原では市で負担して下さり、本当に感謝しています。子供にもあらためて話し、
しっかりと感謝をしていただく事を伝えたいです。

455

無料化になった事は、とても助かります。しかし、その為に税金が値上げしたりするなら、無料化で
なくても私は良いです。経済的にもっときびしい家庭の為に使って欲しいです。できるならお年寄り
の為に使うなど、もっと住み易い大田原であって欲しい。市民が大田原に住んで良かったと思える町
作りに使って下さい。過疎化の進んでいる地域のお年寄りの為、一人暮らしの方への支援に使って下
さるなら、税金を納めて良かったと思えます。いつかはやってくる自分の老後の為でもあります。

456
無料化はとてもありがたいことですが食材の質が落ちていないか心配です。中国産はさけてほしいで
す。少々、負担することになっても食の安全をしっかり守ってほしいです。

457

中学女子の親ですが、いつも量が多いと言っています。足りないのも問題なのかも知れませんが、残
さないように無理して食べなければいけないのも本人にとっては、大変なようです。その分、費用が
減らせるのでは…と思うところもあります。男女や体格にもよるかと思いますが…。けれどいつも大
変ありがたいと思っています。ありがとうございます。

458

家庭で無料の事話すのは大切ですね。今後話したいです。ただ、学校では、お話しないんですか？な
ぜ？給食費無料はとてもありがたいです。しかし、コスト削減的な感じで、食材等の安全性がしっか
り管理されているか心配です。特に、大田原市は放射能等の対応が遅いし、積極的に情報を開示して
いるとは思えません！学校の校庭表土除去もやっていないくらい子供のことを考えない教育委員会の
対応には不信を持ちます。

459無料化されて大変助かっています。どうか続けてください。
460無料化は有り難いです。毎日美味しく食べている様です。
461これからもずっと無料化がいい。生活費にできるから。
462母子家庭の私にとっては、とても助かっております。これからも、できれば続けてほしいです。

№ 自由意見　【一部を変更して継続を望む】　34件

1
子供を育てる親にとっては、とてもありがたい政策だと思います。でも親の責任として、少しの負担
はあっても良いのかなとも思います。

2
学校給食無料化はとても助かるが１０００円でも払って子供達の為に何か出来ることがあれば１００
０円ぐらい払って、それに使ってもらいたい。

3
給食費が無料であることにとても感謝しています。しかし、親の責任として子供の給食費を納めると
いう事は当然だとも思います。市民全体で子育てを支援するのは分かりますが、税金を使うとなると
…半額でもいいと思います。

4
無料ではなく、少しでも支払い、食べる事の「ありがたさ」を教えた方が良いと思う。税金は、もっ
と違う所へ使うべき。

5
給食費無料で助かるお家が多いと思います。ただ、家計に余裕のある方も無料になるのは公平ではな
いような…。所得によってなどでも良いのでは？

6
自分の子の口に入る物なので、せめて半額は不担しても良いと思います。その分、高齢化社会に向か
うこれから、福祉にお金を当ててほしいと思います。



※原文のまま記載しています。

7

給食はとても良い制度だと思います。無料化は今始まったばかりなので、現在のところ意識をしてい
ますが、そのうち、“あたりまえ”という感じになってしまい、感謝の気持ちがうすれると思われま
す。保護者は、半額以上を負担すべきだと思います。集金がむずかしいならば、子供手あてから引い
ても良いです。

8
給食費の無料化はありがたいと思うが義務教育の間だけのこと、子供がすでに大きい、子供がいない
人にとって公平かどうか（税金の使い道として）疑問に思う。一部負担でも良いのでは…と思う。

9
給食費無料化ありがとうございます。しかし、半額でも保護者が負担してその分を、教育施設や、教
材の充実へ予算配分して、大田原の教育レベルをより高くアップする取組みを希望します。部活の正
副顧門にもいくらか１～２万円の手当てを検討頂きたい（名前だけの顧門は不可）

10

給食費を無料にすることで、逆に食育がむつかしくなるのでは？税金として拡ったお金は、私だけか
も知れませんが、意識できません。給食費が完全無料になる前の段かいの頃の方が、子供たちに「残
さず食べなさい。」と言っていたように思う。給食費は、保護者が半分負担して、残りは、子供達の
教材費や、学校を整備する方に使ってほしい。

11
無料化は大変助かりますが、市の財政を考えたり、子どもがいない家庭を考えると、申し訳ない感じ
もあります。半額でもいいので、他の方法もあるのではないかと思います。

12

無料にして預いたことは大変感謝しています。私の家庭では、子供は１人です。前に半額負担があっ
た時、それでもいいのではないかと思いました。市の財政を考えると、手ばなしでは喜べないのが正
直なところです。もう一度、見直すことも必要なのではないのでしょうか。学校給食が本当に子供の
成長を助けてくれていることに心より感謝いたします。

13一部負担しても良いと思います。

14
給食費が無料になるのはありがたいが、半額保護者負担でも良いかと思う。毎日お弁当を持っていく
ことを考えたら、本当にありがたいと思うので。

15

給食費が無料化になった事は、家計には、うれしいたどその分他の税金が上がるのは、いやです。義
務教育の間は、給食費を払うのは、あたりまえだ。小・中にお子様がいない家庭の人（昔）の人に俺
達の税金でといやみを言われる。少しでもいいから給食費を払って、おいしい給食を子供達に食べさ
せてあげたい。

16

給食費が無料で生活費に助すかっているが、子供にとって良い事かは節に疑問に思う。「美味しい給
食」ではない様で、子供に聞いてみると美味しくないと言っている。一部負担することで、食材を輸
入（冷凍食品）等を使わず、「地域で採れた食材」地場地産の食材を是非利用してほしい。特に黒羽
の場合は、給食センターで一括して調理している様だが、コスト面で大分おさえられている様で、大
田原市内の小中学校（自校給食）とは差も感じられる。是非改善してほしいと思う。一部負担でも良
いと思う。

17
無料化して下さることには、ありがたいことと思いますが、自分の子供の給食費は払うべきと考えま
す。市民への負担がいつまでも続くでしょうか、税金があがるこのごじせいに！私達の親もずーと
払っていました。無料化ではなくて、少しは払って良いと考えます。

18
小・中学校付近の歩道整備と授業時間が増えたので、子供達や担任の先生の負担軽減のために、Ｔ・
Ｔの先生を増員してほしいと思います。全学年３５人制にしてほしい。（小・中学校とも）　可能で
あれば、給食費一部負担でも良いと思う。

19
無料化は大変ありがたいことですが、個人的には一部少しでも徴収していただいてもよいのではとい
う考えがあります。財政の面や親の義務など、様々な面で。子どもたちには、感謝の気持ちをもつよ
う教えていきたいと思います。今まで教えてなくてすみません。

20

給食費無料化ありがとうございます。家庭での負担がなくなり、助かっています。しかし、一方で給
食費を無償化する必要はあるかな？と考えることもあります。季節柄、現在、大変な猛暑の中子ども
たちは授業を受けています。教室にエアコンとまではいかなくても、扇風機などあると、少しは快適
に学習すにとりくめるのかなと思ったりもします。給食費無料化の分の市の負担を給食と一部を保護
者が負担して残る分を他の教育環境整備に充ててもよいかなと思っています。

21
給食費が無料化になって保護者としては大変ありがたいです。給食費が無料化になってから献立が質
素になったと言っています。ありがたいことですが半額援助でもいいと思います。

22
無料は、大変ありがたいことだと思っていますがかえってありがたみを感じなくなってくるので、半
額でもいいのではと思うことがあります。

23
完全無料化となり日々の負担は子供が義務教育に通っている家庭としては喜ばしい事だが、他の方面
で増税となっているのであれば半分の負担でも十分良かったかも・・・。

24

子供に無料と伝えるのは賛成していません。無料と教えると無駄にしても平気で食べ物を残す。ある
いは感謝の気持ちを持たなくなると考えられます。なので、食育は、生産者、加工会社、商店、給食
センターなど社会のしくみを教える良い機会なので、給食を通しておしえてほしいです。給食費無料
化の予算は学校設備など他に用途がないか検討していただきたいです。あるいは全額無料から、一
部、半分とかの補助にかえてみてはどうでしょうか？子育て支援は別のやり方がもっとあるはずだと
思います。

25

給食費の無料化、対象になる子を持つものとしては非常に助かりますが、この無料化だけでも相当な
予算が使われているのだと思うとたにもっと良い使い道があるのではないかと考えてしまします。感
謝や納税、社会参加の意義を考える機会は他にもいくらでもあるのではないでしょうか。以前のよう
にほじょしていただけるだけでも十分伝わると思います。

26少ない額でもいいので負担するべきだと思います。
27無料化でなくても一部負担でも良いと思う。

28
給食費無料化はとてもありがたい事ですが、親子行事の際給食を食べるたびにおかずの少なさにおど
ろきます。無料化はそのままに、でも、もう少し給食費を払って量を増やしたり、質のいいもの
を・・・と思います。



※原文のまま記載しています。

29
学校の給食が無料というのはとてもうれしい事です。しかし、無料でいいのかなという気持ちもあり
ます。子供を学校に行かせ、昼食は給食として出していただいているので…経済的には助かりますが
…月々￥１，０００～￥２，０００位徴収してもいいのかもしれません。

30

まるまる無料ではなく少しは自分で支払った方が良いかと思います。若い方の場合本当にありがたく
感じているのでしょうか？いつも考えさせられます。自分の子の給食費は少しは自分達で支払った方
が良いのでは？と思います。少ない老人の人の年金からいろいろ引かれる分少ない人の老人の福祉に
役立てればと思いますね。若い人はいくらでも働けます。５０才過ぎると働きたくても少ししか働か
せてもらえません。夫婦で努力して給食費の少しの負担くらいは払うべきかと私は思います。親の役
目です。子供手当てもらっているではありませんか？なんでも無料では自覚がありません。

31

無料化で助かると感じる人は多くいるとは思いますが、その目的等に深い理解があるかといえばそう
でもないのでは。全ての納税者に対しても周知されるべきかとも思いますが、それは行き渡らないで
しょう。私個人としては無料化というよりは負担軽減で、食事と健康について（学校の健康診断にか
らめて）子ども達に理解を深める活動にお金を使ってもいいのかなと思います。

32
無料化にするのであれば、少しの負担でも払うようにして小麦の質を良くしてほしい。パンがパサパ
サしすぎでびっくりしました。

33

給食の無料はありがたいです。しかし一食あたりの金額が安いので色々な方がご苦労されていると思
いますし、なんといっても食材の質が落ちるのではと心配です。提案ですが今まで通り４５，１００
円／年はご負担をいただいき、質向上のため２５，０００円／年を各家庭で負担したらいかがでしょ
うか？合計７０，１００円となります。食育といってもいろいろあると思いますが、「添加物」の少
ない給食にしてください。

34

私が学生の頃の方がメニューが多く、給食がおいしく感じました。給食が楽しみでした。少しお金の
負担があっても、もう少し品数やボリュームのある給食であった方が子供の事を思うと良いと思う。
学校に入り「給食食べられなかった」「おかわりしなかった」と言う事が多くなったように思いま
す。

№ 自由意見　【廃止を望む】　109件

1
基本的には、各家庭で支払うものだと感じています。無料化はありがたい制度ですが、政治的な動き
が強いイメージがあります。

2

給食費は無償でなくてもよいと思います。市民でなくても大田原の学校に通学していれば無償である
という話も聞きます。それは正しいお金の使われ方なのか疑問があります。また食育という考えの中
には、食べることや食べ物に関してお金がかかっているということを知ったり教えたりすることも含
まれるのではないかとも思われます。給食費より、子ども達が普段の学校での生活や活動が充実され
るような支援があった方がよいのではないかと思います。

3

無料化になり、経済的負担は軽くなりましたが…給食を無料にしてくれるなら、もっと他のところに
お金を使って欲しいと思いました。
・扇風機を各教室に設置・水洗トイレ
・冬期、降雪時の対処（学校周辺への融雪剤の散布）
それから…民間に委託されるようになってから美味しくなったと子供たちが話しています。（小学校
時）

4

学校給食費が無料になり子育て中の家庭はとても助かります。ただその費用を別の使いみちにあてて
もいいのではないかと思います。
（例えば教室のエアコン代など、近年の暑さでの授業は、子供・教師にとってつらくなっていると思
います。
本来給食費は親が払うのが当然だと思います。

5
給食費無料化は必要なのでしょうか。納税や社会参加の意義は別の事でも学べると思います。市税を
もっと意義のある事に使ってもらいたいと思います。

6

学校給食に関して無料化は確かに経済的負担軽減も視野に入れ、皆が平等に食育について考える機会
を与えてくれました。私個人としては、昼食時栄養管理のもと提供される事に対し感謝していたため
逆に給食費を負担するのが普通だと考えております。自宅では好き嫌いを訴えても学校では嫌いな物
も食べる事ができる事もあります。親としてはとても嬉しい事です。
今心配なのは温暖化です。ここ数日熱中症患者の急増が毎日ＴＶ、新聞で報道されてます。子供達も
授業中、室内の暑さから授業に集中できない子もいる様です。暑さから食欲不振、集中力低下。給食
費無料化より逆に環境整備が必要なのではないでしょうか。

7

子どもを育てるということは、衣食住に責任を持つことであり自分で食べさせることができないのな
ら、お金を支払うことは当然であると思う。それが親としての務めであると思う。だから、全額無料
化は、親や子に対しても、意義がまったく伝わっていないと思うので、この予算を、予防注射や、学
力向上や、安心、安全面にまわしてはいかがでしょうか？
大田原の教育に対する取り組みは、全国でも、先をいっていると思います（ホップステップやＡＬＴ
や支援とか、予防接種の無料とか）ので、もっとマスコミを通して宣伝して転入者（子どもを育てる
なら大田原がよい）を増やして欲しいと思います。

8食べる事は必ず必要な事なのであるから、義務教育とはいえ、給食費無料化には疑問を感じる。

9
食育を促すのであれば、まず親を教育しなければならないと思う。そういう教育に無料措置のお金を
回していただければと思う。確かなものを選ぶ目であったり、私は調理士で野菜ソムリエであります
が、皆さん知らないことが多すぎると思います。１人１人の意識が大切かと思います。

10受益者負担で良いのでは。



※原文のまま記載しています。

11

個人的には無料化はとても助かっていますが、お金のもっと他の使い道（優先順位）は大丈夫か？と
いつも思います。猛暑が続く中、せんぷうきの台数は足りているか？防災、防犯など子供の安全に対
する対応は十分なされているか、図書など、長い目でみて子供達が継続して使えるものは十分か？な
ど。無料になった分のお金を大人はどう使っているか？個人のモラルの問題ですが、あたりまえと思
う方もいるのでは？と思うと他の使い道の方が本当に子供のためになるのでは…と思うことがありま
す。

12
給食費の無料化は大変ありがたいと思っています。ただ、自分たちの子どもの食事は自分たちで払う
ことも義務の内だと考えています。

13

給食無料化は、大変ありがたいことだとは思います。しかしながら、食べているのだから、払ってあ
たり前というのが私の考えです。給食無料化よりも、医療費の現金給付の方がいいと思います。那須
町も那須塩原市も行っていて、大田原市は、３歳までが現金給付です。それを小学６年生まで現金給
付にしていただきたいです。

14

給食費無料化よりも空調を入れるなど重要とする優先をするべきことがあるのでは？食育は学校です
べきことではなく各家庭ですべきことであります。市自体がその根本的なところははきちがえている
と思います。給食の無料化はあまり賛成ではありません。あたり前にたべてあたり前に残すにつなが
りそうな気もします。

15
個人的には保護者が負担するべきだと思います。無料から負担することにかわっても、抵抗ありませ
ん。

16

給食費は子供が食べる物なので支払いをするのは当然と思っていたが、無料化になる前に、給食費の
支払いをしていない家庭の児童に向かって、先生が「おいしい？払ってない給食なのに…」と耳打ち
されたと言う話を聞いてきた。個人としては給食代を払っても良いので１クラスに１台エアコン設置
や寒い時にも途中でストーブを消さない様にするのにお金を使って欲しいが、支払えない児童を明ら
さまにする先生が居るのならば、無料のままでも良いと思う。

17
給食費を払わない人がいるから、無料にしたとしか思えません。結局、違うところから（税金など）
の払う方が増えたり、いいように見せかけてるとしか思えません。簡単に無料などにしないで、しっ
かり考えて欲しかったと思います。

18

・給食費無料化は　大変ありがたいことですが　市民が子育てを支援するためなら　給食費でなくて
も　できると思います。
・子どもがいるから　ありがたいですが小中学生の子どもがいない家庭はどう思っているのでしょう
か？
・これから　私もそうですが　無料化の意味を教えないと“ただで食べられる”と誤解してしまうと
思います。

19

給食費無料は、とてもありがたく感じておりますが、出していただいている給食に家庭でも感謝を感
じながら、給食費は家庭で負担するものと思っています。ただ、無料化に充てていただいている分
を、学校の修繕や設備（冷房等）、トイレ衛生面向上などに充てていただけたら子供達の学習の向上
にもつながるのではないかと思うこともあります。

20
無料にするにあたり、財源は大丈夫なのでしょうか。そのために税金を上げることだけはさけて頂き
たい。市でできる範囲で対応すれば良いと思います。親が子の食べ物を確保するのは当然です。食育
に限らず大田原市全体が良くなるよう、お願い致します。

21
給食費の無料化よりも、もっと子供達に必要な事、給食の内容をきちんと考えて頂きたいです。作る
のが大変と、レトルト化、しすぎではないでしょうか？最近、ここ、１～２ヶ月で、給食の後、じん
ましんが出る子が多すぎると思います。（私の周りでも５人はいます。）

22

小学生が２人いるので、無料化のおかげで経済的負担の面では、とても助かっています。ただ、無料
化の財源の為に、後者の建替え、補修などが後回しにされてしまうような事があるのでしたら、税金
の使い道としては考え直す必要があるのではないかと思います。子どもを養うのは親の義務です。給
食費を負担するのも親の義務と考えます。大田原市の子ども達に年間５万円程度の補助を行っている
ならば、その分で、個人では負担できない事、例えば教室への冷房設置等考えてもよいのではないで
しょうか。

23給食無料より、エアコン設備を入れて欲しい。

24

給食費が無料なのはありがたいことだと思う。また、未納家庭の問題もないので、イメージは良い。
しかし、自分の子どもの食費はそれぞれ負担するのが自然な形だとも思う。子どもは無料であろう
と、親の口座から引落されていようと、変わらない。小、中に子どものいない市民の方々の血税も含
まれているのだから、教育環境の改善とか、もっと違う使い方をするべきだと思う。子どもたちの未
来をと考えるなら尚更、給食よりも、安全の確保、最先端の教育内容など、使うべき所は多い。

25

３人の子供がいるため、大変ありがたい事ではありますが、大田原小学校の老朽化、市役所等の建替
等他には沢山お金が必要になっている現実を考えると、給食費を払う事は親として当然の事ですの
で、もっと必要としているところに税金を使ってほしいと考えます。将来の子供達につながっていく
事だと思いますので…。

26
給食費が無料なのは家計にはうれしいですが、もっと他の学校教育費にあててほしいと思います。
（施設とか人件費とか）



※原文のまま記載しています。

27

給食費無料化で子供に納税、社会参加の教育につなげるのは疑問に感じる。選挙公約の１つで年間３
億円近い予算を充てそれを教育に結びつかせるのは、納得がいかない。給食費無料化ではなく予防接
種にまわしてほしい。子宮頸ガンの問題もあるが、インフルエンザ等の接種を以前の様に学校単位で
おこなってくれれば、時間の都合等で医者にいけない子供にも受けされることができるし、蔓延の予
定にもつながると思います。毎年のようにインフルエンザによる学級・学校閉鎖があり部活の大会・
学校行事等にも影響しているのが現状です。
食育を給食に結びつけるのであれば、無料化でお金をはらわなくても食べられる給食ではなく、親が
仕事をして稼いできたお金で子供に給食を食べてもらい、その意味を理解してくれた方が私として良
いと考んがえています。給食無料化には反対です。その分の予算を別のことに使ってほしいと思いま
す。

28

無料化はとてもありがたいと思っています。とても助かっています。ですが、自分の子供の食べる給
食費です。保護者が負担するのは当然であり、負担することに何の抵抗もためらい等もありません。
給食費の分を、大小の給食室を新しくする、子供達の通学路の整備、外灯の設置、学校の修繕、など
にあてていただくことのほうが、よりありがたいと思っています。特に、大田原小の給食室について
は、那須地区で一番古い施設と聞いています。私が小学校の頃と２０才の頃、２度も食中毒を出して
います。ぜひ新しい施設にたてかえてもらいたいです。調理員さん、栄養士さんには、安全な給食を
出していただいて感謝しています。（あの施設で…。）子供もとてもおいしい、と食べています。

29

給食費は毎日自分の子供が食べているものなので、今までのようにお支払いする事は当然だと思って
います。給食費を以前のように戻し、そのお金で学校の生徒が毎日勉強している教室にクーラーをつ
けるほうがとても有効なお金の使い方だと思います。昔と違い年々暑さが増し、熱中症に（教室の中
で）何人もの児童がなったという話も近くの学校でききます。職員室にクーラーはついているので出
来る事なら教室にもつけていただくと勉強の集中力も上がると思うのですが、検討の程よろしくお願
い致します。

30

保護者の経済的負担など減りません、見た目だけの、政策は、やめてほしい。どこかにしわよせはな
いですか？お米の異状の件、どうなってるのですか？おそすぎです。取るべき予算をきちんと取り、
システムや人事を整え、子供に安全なものを食べさせてほしいです。原発の問題もあり、「食」に関
してのこういった政策は反対します！とにかく優先的に安全を心がけてほしい。

31
・子どもたちを心身ともに健康な大人に育てることは……市民全体の責務であるとの視点に立つなら
ば、別の方法もあるのではないでしょうか？
・給食費無料化に伴い、削減した事業を教えて頂きたいと思います。

32
無料化は生活保護の必要な家庭のみで良いのではないでしょうか。「感謝することを学び、納税や社
会参加の意義を考える」というのは後付けではないかという気がします。

33
給食費よりも学校の施設などをもっとよくしてもらいたい。プールなどかわいそうに思っている。ま
た、よい先生をたくさん雇ってもらいたい。

34
引き落としだったため無料化の実感がない。
お金払っているから残さず食べてね、と言うと　タダでしょ　と子供のほうがわかっている。
未収問題など大変だと思うが、給食費くらいは親が負担してもよいと思っている。

35

納税や社会参加の意義を考える機会、市民が費用負担に対して感謝する心を育てる方針は理解は出来
るが、両親及び家族が汗水を流し、苦労したお金で給食が食べられるという感謝する気持ちも必要で
はないでしょうか。
自分達の年代も、両親、家族が働いてくれているからこそ、食べられた事、その考えを今の子供達、
その先の子供にも伝えるべきではないでしょうか。完全無料化というのは、あまり賛成できません。

36
本来、給食費は保護者が負担するのが、義務なのではないかと思う。未納対策として、その理由、状
況報告等により、公の保護はあってもよいとは思われるが、全体的に免除し、無料化しても、他方面
で圧迫があっては意味がない。現場での効果が表れているのかが、知りたいと思う。

37

給食費を全額無料より、施設設備に費用をかけてほしい。温暖化にともない熱中症にかかる子が増え
ている中、教室にクーラーや扇風機がないのは命にかかわってくるのではないでしょうか。現在、古
い施設では、天井に扇風機すらなく、あっても子供達にはほど遠いところにあるといった状況ではな
いですか？生命にかかわるところを第一優先で予算を使ってほしい。

38

給食費を無料にしていただいて、感謝していますが、子供には子供手当て、医療費無料などがあり、
子供がいる方は良いかと思いますが、子供がいない方は、税金が、そちらの方にたくさん使われてい
るのは？給食は、バランスを考えて、おいしいものを食べさせて頂いているので、給食費は親が負担
してもいいのではないかと思います。その分、昨今の夏の暑さを考えると教室にクーラーだったり、
校舎・プールの修繕などに税金を使っていただいた方がいいのではないかと思います。

39
給食無料化はありがたいが、他のことに税金を使った方が良いと思います。このアンケートを取るた
めの封筒も金銭的・資源としても無駄であると思います。

40
市から無料で食べられることで負担はへりましたが、子供達本人にはありがたさが分からないのでは
と思う。親が働いて子のために払うという流れの方が身近であり、ありがたさが伝わるのでは？

41市税を他の事に使ってほしい。

42
学校給食費の無料は大切なことかもしれませんが、学校の水道の水がすべての場所でのめない、又ベ
ランダがろうかで雨の日でもそのベランダを通っているということをきくと、学校の設備等を充実し
た方がよいのではないかと思います。

43

給食費を無料化する必要はない。子どもの食費を親が支払うのは当然の義務と思っている。財政難な
のだから、別のものにお金を使って欲しい。市民全体が負担していることに感謝することも大切なの
かもしれないがその分、学校の設備を充実させたり、老朽化した校舎をなんとかするなど、教育環境
をもっと改善してあげて欲しい。



※原文のまま記載しています。

44
大切な税金を子供の給食費に使っていただくのはありがたい事ですが、我が子が食べる食費について
は、親が負担するのは、あたり前のようにも思います。多額となる税金の使い方を、もう一度考えて
いただきたいと思います。

45

学校給食無料化については実施の意図が不明である。自分の子供の給食費を親が負担するのは当たり
前。その当たり前のことから、子は親に感謝する気持ちをもっていくのではないだろうか。市民全体
の税金で子育てに取り組んでいくのなら、もっと他に有効な手立てがあると思う。税金は、もっと目
立たない、しかし、大切な部分に使っていただきたい。

46

現在学校給食無料化ということを大田原市として行っていただいています。とても有難たいことだと
思います。しかし、給食費を無料化にした分でもっと大切なものを購入したり、違う所で必要なこと
に使うことも出来ると思うので、個人的には、給食費としては、支払っても良いと思っています。も
う一度、検討されても良いのではないでしょうか。

47

市民としては少しでも支出が減るのは、有難い事ではありますが、未来を支える子供たちを健全に育
てていくのは、市民全体の責務であることが、給食費の無料化であるとは、思えない。また、納税や
社会参加の意義を考える機会には全くなっていないと思う。（意味が全く違うと思う）
給食費が無料化になった事によって、諸々の子供たちに関わる、または、その他のお金が、未納で
あった事が、納入率が上がっているのだろうか？

48
自分の子どもが食べる給食を税金から支払うのは何となく納得がいかない。各個人が負担すべきだと
思っている。

49

元々、口座引き落としだった給食費は集金袋のやりとりがあるわけではなく、支払っていることが子
供からは見えない部分にあったことです。それを突然無料化し、食育、納税、社会参加を考える機会
～など、子供に理解を求めるのは無理があると思います。親としては当然、市の意図しているところ
は我が子にはわかりやすく説明していますが子供との話し合いの中で出てくる意見とはかなりズレを
感じます。市の考えは十分理解できますが、小中学生に対して理解を求めるのであれば、もっと子供
の目線で見えるものに還元するのが良いのではないでしょうか？例えば老朽化している学校設備、扇
風機・エアコンの設置、入学時の制服支給など…。給食費の無料化は、親目線での生活費の補助とし
てはとてもありがたいです。今まで未払いだった方は喜んでいるのではないでしょうか？食育という
のは、食の内容、栄養や、口に入るまでの過程とか、そういうものと認識しています。無料化にした
だけでは食育につながるとは思えません。子育て支援は、子供目線でお願いします。親が得するだけ
の子育て支援ではいけないと思います。

50
個人的意見ですが、給食費が無料化になり、助かるということもありますが、本来であれば自分の子
供の食べている給食費を払うということは当然の事なのではないかと思います。親は自分の子供につ
いて責任をもつべきだと思います。

51
本来、子供にかかる食費等、全て親が負担すべきものと考えています。給食費等、本来払わなければ
ならない親が払わなかったからこのようなことになっていると思います。親の質が低下していること
をつくづく感じます。過剰な支援は、親の過保護になると思います。

52
給食の無料化の費用で学校の冷暖房設備に当てることはできないのでしょうか。教室は夏は暑く、冬
は寒くても暖房を消されてしまうということです。

53
無料化ありがとうございます。市の財政負担になるのであれば、子供達が食べる給食費を払うのは親
の当然の責任ではないかとも考えます。

54
自分の子供の給食費くらいは負担できると思うので、その分別の使い道を考えても良いのではないで
しょうか。

55
給食費は保護者が払うべきだと思います。その分のお金を教育費に使ってほしいと思います。子ども
たちの学習環境を整えて欲しいと思います。

56

給食費の無料化は必要なかったと思う。一度払わなくて良くなったら、再度有料化になっても支払い
たくありません。この無料にした財源を、子供達の教育面や福利厚生面を充実させて欲しいと思う。
一時的に良いと思われるが、その付けは、何倍もの負担となって私達の生活を苦しめるだけのことだ
と思います。給食費を払わない親がいるからこんなバカみたいな案もでたのだと思うけど、本当に必
要なのは何なのか、もう一度、確かめることも必要なのではありませんか。
※無料にしたからには、それなりに私達の生活も豊かにならないと困ります。

57
正直、給食費の無料化は助かりますが、それほど高い金額ではないので、他の教育費に当ててみても
よいのかと思います。

58

無料化は全国的に調べてもあまりない。私はこれはいい事とは思ってない。子供達は市民全体がその
費用を負担してくれている事に感謝をしているかどうか私も含めてだが、改めて考えなければならな
いと思う。親として自分の子供が学校で食べる給食費くらい支払うのがあたり前である。それを支払
わないのは、親として社会人としてあるまじき行為である。

59

給食費無料化は、単純に出費が減るので大助かりです。しかし、市への負担が大きいのではないかと
思ってしまいます。私達の子供が食べる給食費、払って当たり前それより、お年寄りに目をむけ、収
入の少ない高齢者へ使っていただいても良いのではないでしょうか？と、思ってしまいます。タク
シー・バスの無料券など…子供の教育支援では、先生の研修等でお返えし下さっていいと考えていま
す。子供が頼れる先生・学校で楽しく充実した教育が受けられる事が願いです。

60
給食費を無料化している意味が理解しかねる。払うべきものは払って、子どもに残さないように教育
することもできる。税金をもっと有効に使うことを考えるべきだと思う。例えば、保育園や学童保育
の充実など。
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61

同封の用紙に、給食の無償化により、市民全体がその費用を負担してくれている事に対して感謝する
ことを学び、とありますが、私は、そうは思わないと思います。税金で無償化する事をあまり良く思
いません。親は、ただ、ラッキーとぐらいしか思っていないと思います。食育をすいしんするのであ
れば、食材をもっと良質のものにして、（大きい学校は、冷凍食品が大半です。化学調味料や、薬ま
みれの安い肉で健全な体をつくれるとは、到底思えません）給食費を、少々上げ、家族負担にした方
が、親の責任にもつながると思います。無償にしたから良いなどと簡単な考えは、未来の子供達や、
今の子供が大人になった時、誰かが負担してくれる、と言った、他人まかせの考えになりかねないと
考えます。
本当の食育は無料なのではなく、材料を考える所から行って欲しいと思います。地元産ですか？それ
とも、安くするために、品質の悪いものをつかっていますか。砂糖は、上白糖ですか。体に悪影響を
与える上白糖の詳細を皆さんご存知ですか。きび砂糖や、てんさい糖に変えた方が、良いのではない
ですか。でもコストがありますから、上質なものは使えないと結論が出ると思います。食べる事が生
きる事なら、その食べ物から、よく調べたり、学習する機会は増やしてはいかがですか。無償化に
なっても決して食育が向上するとは思えないです。

62無料化の必要はないと思います。そのお金を学校教育関係予算に充ててほしいと思います。

63

給食費の無料化はありがたいのですが、親としては子供の給食費の支払いは当然の義務だと思いま
す。税金をもっと他の学校の設備投資（クーラー設置）や歩道を広くするなどに使って欲しいです。
このアンケートで無料化を思い出した様なもので、無料が当然のことになってしまっています。もっ
と検討して下さい。

64

無料化になったことで、実際に子どもたちによい効果が出ているとは、今のところ言い難い。「給食
はどうせタダだから」という言葉が子どもたちから出たことさえあるらしい。この無料化で、家庭で
の経済的負担は確かに軽くはなる。しかし、子どもに食事を与えることは、親として当然の責務であ
るので、給食費を支払うことも当然のことととらえていた。なので、現在、給食費に当てている市の
財源は、給食費にではなく、他の子育て支援にまわしてほしいと個人的には考える。もっと市民が実
感できる形での子育て支援を望む。

65

給食費を無料にするより、学校の施設設備を充実させたり先生やお手伝いをして下さる方を増やした
りすることにつかってほしかったです、限られた財源。給食費が無料になるということはどこかが削
られているわけで、とても賛成できません。近年の夏の暑さは尋常ではありません。ゆでだこのよう
な顔で下校してくる子供たちを見ているとクーラーが学校についていれば…と思います。特別支援
（個別）のクラスでも先生が充分とは言えません。そういった方に使ってくれればと心から思ってい
ます。「市民全体で子育て支援」聞こえは良いですが、本当にそうなっているのか疑問です。

66
給食費をタダにしないで、その分のお金で扇風機の台数を増やすなど、他のことに使うようにしてほ
しい。

67
無料化は嬉しいが、別に給食じゃなくても良いのでは？？部活などの保ゴ者負担を軽減し専門のコー
チなど依頼したり、教材などにつかって欲しい。両親共働きだと負担が多すぎて部活になんていれら
れない。本当にお金が必要な時は給食がある小・中ではないと思うが…。

68
本来、無料化の意図や必要性が、よくわからないので、子供に説明できません。市民全体で納めるも
のではないでしょうし、親としての意識が下がっていくばかりで、かえって、先生方が、どんどん大
変になっていくのではと、心配です。

69

本当に無料化が必要な方はいると思うが、それ以外の人はお金をとった方がよいと思う。学校の中が
暗かったり、水まわりが不衛生だったり、施設にかけるお金も不足していると思う。食べる物が有料
でも無料でも、食べ物を頂いているという感謝の気持ちは同じはず。子どもに伝える必要があります
か？私はないと思います。他の教材や施設設備と同様、大切なものは大切、と伝えることが重要です
よね。

70

食は生きていく為の基礎。腹を満たすための食事にならぬよう、常に食材への感謝を子供達と考えな
がら食べています。（給食費）無料は関心しません。自分の為になるものですので負担は絶対必要で
す。無料のつけが子供達の未来に回ってしまうのは悲しい（しかし、このような気持ちになれたの
は、やっと子宝に恵まれ、親となれてからの事ですけれど…。）です。

71
給食費は親が支払うべきお金だと思っております。給食費を無料にするお金を、他に充てるべきでは
ないでしょうか。

72
給食費の財源の使い道にも問題があるのでは？近年、異常気象が続き、今年も猛暑です。教室は風通
しが悪く、とても暑い教室だと言っています。教室にエアコンを設置しても良い時代だと思います。
効率良く勉強させたいです。

73
給食にはお金がかかっていると教えている。大切に食べてもらいたい。無料化はありがたいが、もっ
と必要なことがあるのでは。

74

そもそも、給食費無料の意味がわかりません。確かに助けられている事は事実ですが、自分の子供の
食事代を払うのはあたりまえだと思うし、栄養管理や安全性をしっかりしてくれているので、給食費
は無料でなくてよいと思います。給食費無料の為他の税金が上がるなら意味がないと思います。その
分のお金を他に使ってほしいと思います。例えば教室へのエアコン導入やこども医療費の現物給付の
年齢を広げるなどです。毎年、室内でも熱中症で亡くなっている方がいる中暑い中勉強しても授業内
容は子供達に入っているとは思えないです。こども医療費も３歳以降の方が負担がかかります。も
し、市の方針がかわり、無料ではなくなったら以前以上に未納者が増えるとも思います。私の子供は
入学してから給食費が無料で、知っている人が「今さら有料になっても払いたくない」と言ってる方
もいます。無料があたりまえになる前に何か対策も必要だと思います。

75
本来、食事の基本は家庭であると考えます。給食費無料の制度には反対です。家庭では、補うことの
できない学習や習慣、食など、たくさんのことを学校で学ぶのであるのですから、かかる費用につい
ては、保護者が負担すべきことだと考えています。
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76給食費より学校の備品の充実を計っていただきたいと思います。（例えば、家庭科室）

77

給食費無料化に反対です。子どもを育てる環境として、18才までの医療費の補助や児童手当等、恩恵
を受けている人はたくさんします。給食費を税金でまかなっても、その分のお金が子供のためになっ
ている家庭は少ないような気がします。義務教育でほとんどお金がかからない、小中学生は給食費は
払うべきだと思います。収入が少ないかていには補助が必要だと思います。

78
給食費は無料でなくてもよいのではと考えます。その分を教育環境を充実させたり、子供たちのため
に使ってもらえたらと思います。

79
給食費無用化はとても助かっていますが、実際、子供が食べているものなので、給食費として支払っ
ていいのではないかと思う。実際、赤ちゃんや乳児、小学生よりも、高校生の方がお金がかかり、経
済的にも大変なので、高校生などに手当をあててほしいと思う。

80
給食費は無償でなくてよい。自分たちが食べたものは払った方が良い。その分、他の面に市費を使っ
てほしい。

81
自分の子どもの給食費を親が払うのは当然だと考えていたので、給食費無料化は社会主義政策だと思
います。子供の親への感謝は薄れ、親の意識・責任感も軽くなっていくと思われます。失脚した民主
党政権のようなばらまき政策はやめた方がいいと思います。税金はもっと有効に使うべきです。

82

正直な、給食費無料化ということに関してあまり実感がないのが本音です。親として子どもの食事に
お金を払うというのは当たり前だと思うからです。先日、学校に行った時のことですが、子どもたち
が真っ赤な顔をして汗をダラダラかきながた音楽室で部活をしていました、異常気象や熱中症の
ニュースも多く取り上げられています。給食費無料化の費用を学校へのクーラー設置やインフルエン
ザ予防接種などに変えていただけませんか。他の保護者もそのような意見の方がほとんどです。教育
委員会で決める前に学校の先生方や保護者などの現場の意見を聴いてほしいと思います。今の状態で
は暑さで体力も消耗し学力の低下につながるだけだと思います。市と保護者の考えが違いすぎるの
で、そこはよく考えていただきたいです。

83
給食無料かよりは、学年担任の先生の雑務を担当する事務員を増やし、担任の先生が授業や児童指導
に専念できるのいいのでは？

84

給食の無料化によって子供たちは市民全体がその費用を負担してくれていることに対して感謝するこ
とを学びとありますが、その目的と効果には疑問を感じます。食事という人間が生きていく上で最も
基本的なことに対して「お金を出してくれてありがとう」では教育としてやや浅薄に感じます。自分
のお小遣いを出して買った食べ物に対しては感謝の必要はないのでしょうか？「いただきます」とい
う日本語に象徴されるように、たとえ自分（親）がお金を出した食べ物であっても、そこに配膳して
くれた方、調理してくれた方、食材を運搬してくれた方、生産者の方、ひいては自分が生きるために
食べるために命を絶った動物や野菜など、食材そのもにまで感謝し、それらに支えられて自分は生き
ていることを伝えるのが教育なのではないでしょうか？我が子の給食費を払うことに難色を示す親が
いるでしょうか？それどころか、年間４～５万円の低い金額で、成長に応じた栄養を考えた給食を提
供していただける事には感謝したいと思います。同じ税金を投入するのであれば、むしろ教育環境を
整える目的に使っていただきたいと思います。例えば、教室にはエアコンもなく先生方はじめ子供た
ちは夏にはうだるような暑さの中で勉強することを強いられています。「夏は暑い」ということを感
じることも勉強かもしれませんが、体育の授業や掃除などの活動の時間だけでなく、集中することが
求めらる授業中まで必要だとは思えません。確かに親の世代の小学生時代にもエアコンなどありませ
んでしたが、昨今の猛暑を考えると昔とは違うと考えざるをえません。まして、「昔のひとも我慢し
たんだから我慢しろ」では、科学的根拠なく「とにかく部活中は水を飲むな」というのと同じではな
いでしょうか？就学児の子供がいない市民にとっても、税金の使い道として「給食費」よりは「この
暑い中がんばって勉強しているこどもたちが熱中症になる心配なしにのびのびと勉強に集中できるよ
うにエアコンをつけてあげよう」と考えた方が本来親が負担すべきものを分担させられているとは感
じずに社会貢献した実感があると思います。

85
いつまで無料化にしようと思っているのですか？私は税金を支払いをしている方はどう思っているの
でしょう。給食費を無料化する前に市役所を早くなおしたらと思います。

86

未来の子どもたちのためと言いながら、給食費の無料化は良いとは思わない。一部負担しても、子供
たちのために美味しい食事、安全な食材で食べさせてほしい。冷凍野菜（中国産）など使わず、野菜
本来としての味を食べさせてほしい。給食費無料化は助かるが、市負担が大きいのでは？あまり意味
が無い。私は無料化に反対です。

87

学校給食費の無料化と食育の推進を結び付けるのは無理があると思います。食育とは食育基本法に規
定されているように「・・様々な経験を通じて「食」に関する知識と「食」を選択する力を習得し、
健全な食生活を実践することができる食育を推進する」とされており、法の趣旨からみても学校給食
費を関連付けるのはおかしいと思います。

88
完全無料化はやりすぎだと思う。大田原市はそんなにゆとりがあるのか？払える人は払う。そうある
べき。困っている人はありがたいことだろうが、「無料があたりまえ」になっているその他の親の姿
をみていると「?」と思う。

89
学校給食が無料だからといって、感謝しろと言われても・・・どうして自分の子どもの食べるものに
お金を払わないのかと不快に思います。市民の税金は違うところに使うべきです。子ども手当をも
らっていますから。

90
助かることは助かるけど、特にありがたいという気持ちが少ない、今まで、あたりまに支払ってきた
ものなので。もっと他の必要とされることに使ってもらってもいいと思う。
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91

大切な税金で給食費の無料化をしていただいき、感謝しております。大変申し訳なく思います。です
が、私の両親も経済的に苦しい中、私たち子供の為に学費を用意してくれた恩があり、現在になって
も皆様市民の方にご負担をかけていると思うと心苦しく、自分の子供にはたとえ生活が苦しくても、
親の働いた給料でお支払いしたいと考えております。本当に必要な方へ税金を使って下さるとうれし
いです。

92

このようなバカな施策はやめるべきです。２億４千万円（年間）給食費を無料にする事によってこの
金銭が無駄になっています。父母の立場からいえば、自分の子供が食べるものに対してお金を支払う
のは当然義務と思いますし、このようなポピュリズム的なもしくは選挙当選のために掲げた施策はや
めるべきです。まずは親の負担軽減ではなく、教育的立場から考えるのであれば子供への利益がある
かないかです。その考えるのであればまず第一は学力向上、コミュニケーション能力の向上、そのた
めに必要な物又は人的サービスに２億四千万円を投資すべきです。具体的に考えれば、ICT機器の児
童生徒ひとりに一台の環境を整備するとか、普通教室にエアコンを設置するとか、あくまで子供側に
支店でお金を有効に使うべきです。給食無料化意味なし。

93
給食費を無料化にする必要はないと思う。その分、教育費として別なのものにあててほしい。（施
設、人件費、教材費等）無料化により、食育が推進されているとは思わない。

94
給食費無料化よりも、校舎にエアコンを設置してほしいです。ここ数年暑さも長く厳しく集中して授
業を受ける環境がほしいです。

95
まずは保護者の責任で給食費を負担すべきだと考えます。納税や社会参加の意義を考え、学ぶべきは
児童よりもまず保護者の方だと考えられます。自身の子どもたちを育てるのは市民の方々よりもまず
保護者みずからだと考えなおすことも必要だと思います。

96
給食費は食べているので払うのがあたりまえです。後々、小学校でも給食費ではなくお弁当となるの
は困るのでもう少し違う所に税金を使ってほしい。払えない人は無料と・・・。

97
私は無料にすることに賛成ではない。給食をつくっていただいていることへお金を払うのは当然だと
思います。少子化対策の一環だと考えられる面もありますが。

98
給食費を公費で負担すべきではないと思います。戦後の苦しい時代ですら親が納めいたのですから。
もっと別な税金の使い道があるのではないでしょうか？

99
どちらでもいいけど、ないならない方がいい？！払うなら、払うけどはっきりさせろー！！ぐず×２
してるのがわからない

100
自分の子が食べる物について無料でなくても良いと思っています。所得や生活環境によって支援に差
が出ず継続してもらえる事はとてもありがたいですが財源はどこからくるのか？いつまで継続でくつ
か？このアンケートは廃止に向けてのものなのかと思ってしまいます。

101
税金（住民税）を支払うお金が高くて普通に給食費を支払った方がいい。給食費無料化と聞こえがい
いが、それ以上に住民税がとられているのでは意味が無いやめてほしい。住民税もそのまま給食費無
料化なら話はわかるが・・・

102

給食費無料化については、大変ありがたいという思いがある反面、自分で食べる物なのだから支払う
べきなのかなという思いもあります。子育てを支援するための予算の使い方を考えた時に、小中学生
対象の給食費無料化より、子供が１人でも５人でも同じように安心して子育てできるような予算の使
い方がいいのではないかと考えます。最後に大田原市の子育てに関する様々な取り組みに感謝申し上
げます。

103
給食費が無料は実際のところ家計においてはとても助かると思いますが、市の財政が苦しい中、市長
の公約とは言え、しなくてもいいのではと思います。

104

学校給食が無料であることは経済的に非常に助かるしありがたいと思います。兄弟がいればなおさら
です。でも子供の食費ですし家庭で負担するのは当然だと思いますし、無料であるのが当たり前に
なってしますのはどうかというのが正直なところです。市全体の負担を考えるともっと違う支援方法
もあるのではと思う事もあります。

105
給食費が無料化である事は正直うれしい。しかし、紫塚は学童保育館が古い。旧校舎、同じ建物の
中、夏休みに職員室のクーラーは３台回っていたが、子供がいる学童館にはクーラーが無い。真っ赤
な顔をした子供たちが木陰で休んでいた。給食費無料化が子供達にとって一番良い事ですか？

106

給食費が無料になった事で、お金が少しでもかからなくなった事については正直うれしいです。しか
し子供のことを考えると親に還元ではなく学校に通う子供対の為に使っては？と思うようになってき
ました。具体的には学校のトイレを改装してほしいです。古いウェットタイプの床の和式トイレなの
で衛生的に良くないし、掃除も生き届いていないので可なり汚かったです。愚痴的にはここ数日でつ
いたとは思えなような古い便やトイレットペーパーがかなり便器にこびりついていました。学校のト
イレに行きたがらない子供が多いと聞いた事がありますが、これを見たら納得しました。トイレ掃除
が生き届いていないのは学校側の責任としても、そろそろトイレを様式にしても良いのでは？と思い
ました。一気に全てのトイレというには難しいでしょうから、各学校一カ所づつ順番でも良いと思う
のです。（その時はぜひ衛生的なドライタイプの床にしてほしいです。）エアコンの設置も意見では
上がっていると思いますが、エアコンよりもトイレの方が重要ではないかと個人的には思います。

107
給食費が無料でとても有り難く思っています。しかし、他にもっと、お金を使わなくてはならない所
があるのではないでしょうか？学校にはたくさんのお金が使われますが、それ以外で、子供達の為に
整備しなくてはならないところがあるのでは・・・

108

給食費の無料化は親の教育費の軽減を助ける１つの方法かもしれませんが、別の方向から見ると親へ
の感謝の気持ちを育てるにはどうでしょうか？親が一生懸命働いたお金で、自分は給食を食べてい
る、学校にいかせてもらってるという気持ちは育つのでしょうか？私は給食費の支払いは親の役目だ
と思います。震災から２年経ちました。無料化の予算で本当に必要としている事に使えたらと考えま
す。例えば、庁舎の建設費、大田原小の建設費、必要とされているのは、多々あると思います。税金
の有効な使い方を望みます。
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109子育て支援のひつようなところへ必要な使われ方が望ましいと思っています。

№ 自由意見　【その他の意見】　140件

1子供達が安全に過ごせるよう歩道を作ってほしいです。（須賀川地区）

2
本アンケート調査についての行り、「給食費の無料化によって・・・・・」については、その趣旨を
子供に理解させることさえ知らなかった。親の負担軽減だけかと思っていた！

3
給食のメニューに、不満があります。食育を考えて献立を立てるなら、日本食、伝統食を、取り入れ
て欲しい。辛いものが、あまり好きじゃないのに、キムチあえ、辛子あえなどが出るのは、苦痛だと
言っています。

4
少子化がなぜすすむのでしょうか？共働きがなぜ進むのでしょうか？分かりますよね？いくらお金
が、無料化→給食費になっても。市役所等、土・日・祝も営業又は、閉店、開店も遅く、早くして頂
きたいです。時代はかわる、その時代と共に、市役所等変わらない限り、少子化も進む事でしょう！

5
地産地消をもっと大切にして、どの食材がどこで出来たか説明をして地元を意識した食材を選んでほ
しい。

6
どうしても食べられない物をのざえながらも食べなければならないいけないという指導はどうかと思
います。

7
今回、ごはんが食べられないハプニングに見まわれ子どもが残念がっています。しかし、誰のせいで
もない、仕方がないという話合いのきっかけにもなりました。食事を作って下さる方への感謝が身に
付いてくれるとうれしいです。

8
先日、学校行事で一緒に給食を食べる機会がありました。無料にしなくていいので、もうすこしまと
もなメニューにしていただきたいです。野菜があまりに少なく、パン＋うどんという炭水化物の多さ
におどろきました。

9
子どもは給食費無料だと知りませんでした。市の取組について学校でも説明していただけると、より
意義のあるものになると思います。

10
「市民全体が費用を負担してくれていることに感謝」「納税・社会参加の意義」を理解するのは難し
いと思います。（低学年）
食べ物を作っている人への感謝、動物の命の大切さ等からしっかり学んで欲しいと思います。

11

「給食無料化」の意見とはずれてしまいますが、給食の事で疑問があり、書かせて頂きます。放射性
物質検査の事ですが、加工品は栃木給食会で測定していると思いますがその数値を一般の人も見れる
といいなぁと感じます。他の食材も陰膳法式で毎日測って下さり、ホームページ等で公開して下さる
とありがたいと感じます。給食無料化の取り組みはありがたいと感じますが食材の農薬などを気にか
けて下さると、もっとありがたいと感じます。

12財政によって、食材の質が落ちるということがないようにしていただきたいです。

13

給食に「～が出るんだよ」等とメニューを楽しみにしている日もあるようです。中には給食の献立の
栄養バランスがかたよってきている所もあると何かでとりあげられていましたがそのような事がない
ようなメニューを希望しています。家庭では子供も甘えから好き嫌いも言ってしまいがちですが全員
同じメニューで食べる事によって下手な食べ物にも手をつけていってくれたらと思います。

14
税金についての概念をまだ充分に子供が理解していないので、低学年の内から、国家の成り立ちや財
政、国が抱える財政難について教えるべきではないでしょうか。（家庭でも学校でも両方で）

15
給食費無料化は、保護者にとって経済的な負担の軽減にはなっていると思います。ただ、このお金の
為に、子どもたちの教育費等が減らされている話も聞いて、そういう形をとっているのであれば、自
分の子どもが食べた給食費を払うことは、親の義務であるとも思います。

16
働く夫婦が多い中、１５：３０頃には帰って来る子供達が安心して遊べる場所がない。ので、大田原
市内で安心して遊べる場所をおしえてほしいです。１５：００～１８：００位までは、パトロールを
もっと多くしてほしいです。変な人が多いので安心できません。

17

先日、ひとりの子供が、「このごはんくさい」と言ったそうです。みんなも、「くさい」「くさい」
と言いはじまり、先生が「そんなことを言わないよ」とおさまったと聞きました。その後手紙がきて
びっくりしました。子供がさわぐのをおちつかせることも大切ですが、先生も、あやしいと思ったら
食べさせない方がよかったのではと感じました。

18
子どもから聞いた話しですが「給食の無料化」が始まってから給食のメニューの品数が減ったり、量
が少なくなったと言っていました。内容も炭水化物＋炭水化物だったりとバランスもどうかと思いま
す。食育ということであるならば、バランスのとれたメニューでお願いしたいと思います。

19
中学までは給食ですが、できれば高校までも給食化ができたら理想です。１日１食は、栄養バランス
ばっちり！！の食事を取ってもらいたいです。

20
無料であろうが費用がかかろうが、安全で安心な給食を作って頂ければ良いです。無料だからといっ
て、いままで以下にしないで下さい。今まで通りであれば良いと思います。

21今まで給食費未納だった方については、回収するべき。

22

何校にこのアンケートを行なっているのかわかりませんが、わざわざ一人一人に封筒など無駄使いで
はないでしょうか。給食費無料化有難いと思っていますが、こういう税金の使いみちは、もちろん子
育てに仕分けられていますが、どこに使用したときちんとわかっている人がどれだけいるでしょう
か？このようなアンケートを書かされるなら給食費戻して下さい。

23
つくづく、学校給食のありがたさを実感します。毎日、主人、高校生の息子、自分の分を含めて、３
つのお弁当を作っています。忙しい朝は時々面倒に思う事もありますが、中学校（二男）では、カロ
リーや栄養バランスが、計算されている給食は、本当にありがたく思っています。



※原文のまま記載しています。

24今後徴収すると言われた時がこわいです。

25
以前から給食費の未納が数多くあることが問題になっていました。「払えるのに払わない。」このよ
うな人には憤りを感じていました。「正直者が馬鹿をみる。」不公平に不快な思いでした。

26
食育面に関しても学校給食は大切であると思います。家庭では頑張っても栄養のバランスや摂取カロ
リーに問題が出てしまうように思います。３食のうちの１食でも全てにおいて計算された物をおいし
く食べられることは、ありがたいと思っています。

27

いつも、バラエティに営んだ、給食を子供達の為にありがとうございます。毎月献立を見るのが楽し
みです。子供達も、学校生活の楽しみとして、いつも給食の話しを楽しそうにしています。ただ、気
になる事が一つ。中、小学校共に時間が短い事。特に、中学校は量も増えたのに時間が足らず、かき
入れる、押し込む等…良く聞きます。食育の環境としてはふさわしくないと常々思っていました。
時々、事故も起こり、ニュース等で聞きます。改善出来る事なら、していただきたいと思います。よ
ろしくお願いいたします。

28
保護者、市民の１人として逆におたずねします。このアンケートの目的がよく理解出来ません。無料
化に関する検証を行った上で、子供達や地域全体で学び合える環境づくりとして考えて下さるなら
ば、アンケートをしてる時間があるなら早くその目的を実現化してほしいです。

29給食があることの大事さ、感謝を親子でしたいと思います。

30
添付の封筒は必要でしょうか。必要であるとするなら、この様に立派なものでなくても良いのではな
いでしょうか。一枚何円かは存じませんが、無駄使いに思えました。

31無料化はだれのためなのかわからない。

32

子ども達は給食費が無料という事をしっかりと理解し大いに感謝していると思いますよ。とても恩着
せがましいアンケートに、立派な封筒にお金をかけるのですね。子ども達が将来さまざまな場面で活
役できるように私達大人はしっかりと、生きなくてはならないと考えております。大田原市の教育委
員会にも大いに期待しております。

33
給食費の無料化で、生活面では、楽になりますが、やはり子供の学校でかかるものについては、個人
負担は大きいと思います。子供のために、一人一人平等にとなるようやはり、制服や体育着などに使
い道を考えてそろえて頂けると助かると思います。

34学校給食がある事が大切。

35
給食の献立が悪くなったと子供が話している。無料化により十分な食事が提供できないのなら個人負
担があっても今まで通り食べさせて欲しい。

36

文面に、「納税や社会参加の…」とありますが、先日、子供と税金の話しをした時に、子供は、「税
金」という意味は知っていても、具体的な事は、ほぼ知らない事に気付いたばかりでした。ぜひ、子
供達に、税金の大切さをもっと理解させて欲しいです。子供の時に理解していないと、大人になって
からではだめだと思います。

37

大田原市以外の給食を食べた事がありますが、他の所の方がとても良かった。現代の食文化に合って
いました。洋食が少なすぎると思います。パンの種類も少ない。地元の料理にこだわりすぎていて、
他県や他国の食文化にふれていないので、大田原以外から来た人からすると、時代おくれの給食だと
とても思います。

38

無料化になったおかげで、不公平感（給食費を払う人と払わない人）がなくなった気がするが、以前
給食費を親が不担していた（一部）事を子供たちが理解していただろうか？小学校の給食を食べる前
のあいさつに、「お父さん、お母さんありがとうございます」の文言は一言もありません。食育とい
いながら、何も教えていないのは学校かな？と感じます。給食は、学校生活での子供たちの楽しみの
ひとつです。今後も「美味しい給食」の提供をお願いします。

39
このアンケートを見て、そういえば、無料だという事を教えていない事に気付きました。食育につい
て、親子で話してみたいと思います。

40
給食は、バランスよく、おいしく調理していただけるので好き嫌いもなく、食べられるようなので助
かります。ありがとうございます。

41
同じ日本でも今回の東日本大震災で多くの子供達が食事をしたくても好きな食べ物が食べられない状
態です。無料だからといって食べ物をそまつにする事は家庭でも教えていきたいと思います。

42給食がおいしいといって帰ってきます。是非レシピとかのせてほしいなと思います。

43
食育はとても大切だと思います。でもそれを推進する側が、知っているだけではダメだと思うので
す。ちゃんとその大切さを理解していなければ、食育は浸透していかないと考えます。食べることの
大切さを、原点に戻って考えてみては、と思います。

44
無料化されたことに対しありがたいと感じていますが、無料化よりも学校に行けていない子供達のこ
とを考えるべきだと思います。学校に「登校しない」「できない」理由は様々だと思いますが先生に
よって（先生が異動し）子供の姿が変わる方が、無料化よりも真剣に考えて欲しいです。

45使用しているお米や野菜等の生産地をお知らせ戴ければより良いのではと思います。

46
子供に無料化になってから給食の量が減ったような気がすると言われました。子供にとっては、不満
のようです。それと今はお米ではなくパンとなっているようですが育ちざかりの子にお米を食べさせ
て下さい。毎日パンでは体力がつきません！１日でも早くよろしくお願します。

47
食べることは大事なことです。女子だからダイエットにも興味があります。正しい知識で、将来の自
分のために、ムリな」誤ったダイエットをしないように教えるのも食育かなと感じています。沢山食
べて、沢山動き、健康な子供達が増えることを願います。

48無料化しても税金が上れば意味がない

49
給食費が無料であると伝えていたつもりだが、子ども自身はあまり考えていなかったそうです。あた
りまえのようにいただける給食を、「嫌いなモノが出るとお残しもするようで…食育につながってい
るのか…？疑問です。
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50
無料化は、給食費未払い等の問題にも良かったと思いますが、給食の内容に心配はあります。無料化
に限らず、この金額の給食で子供達は安全な材料を使った食事ができているのでしょうか？未来の社
会を背負う子供達には、国産の安全なものをお願いします。

51
今、アレルギー等の事故が全国でおきており、学校・教育委員会・家庭が協力し対応していかねば未
前にふせぐ事ができない。個々で食べきれる様に学校側も配膳に気を止めてほしい。（食べられる子
は、おかわりし、食べられない子は残すのはおかしい気がする）

52
無料化になったり、半額負担ところころと制度がかわらないでほしい。また、子供達の給食のおかず
の充実。そして、組み合わせに気をつけてほしい。献立を見ると、首をかしげてしまう組み合わせが
ある時がある。

53早くごはんを復活させて下さい。子どもがパンではお腹が空くそうです。
54パンのバリエーションを増やしてほしい。
55学校の給食は子供が生長していくための大切なものだと思います。
56このアンケートを機会に、教えました。
57今まで、給食費を払っていない人たちも無料なのですか？だったらラッキーですね。

58
噂で聞いたのですが、「給食のごはんのお米が古い物を使っているから、くさいにおいがする」とい
う話は本当ですか？食育を推進しているのに…と考えてしまいました。無料にしたために、子供達が
安全な食べ物を口にする事が出来きないのはどうなのでしょうか。

59

昨年、給食無料化が開始された時点では、子供に説明はしませんでした。今回のアンケートを機に、
教育委員会からの手紙の内容「給食費の無料化により、子供たちは市民全体がその費用を負担してく
れていることに感謝することを学び、また、納税や社会参加の意義を考える機会を子供たちに提供し
ている…」ということを子供と一緒に話したいと思います。

60おいしい給食をありがとうございます。

61
学校給食が無料化になった事も有り、こんな事を言って良いのか解らないが嫌いな食品も残してはな
らないと…無理強いは良くないと思う“食べ残しは許しません”食べ終わるまで！！みたいなのは重
すぎます。

62
本人に伝えてもあまり考えないと思われる。残食がないように食べることは、伝えている。無料なの
で残さないことが大切だと思われる。学校から税からの物と伝え、残さないようにする方がよいと思
われる。

63税金を納めていない人の子供も無料になるのはおかしいと思います。

64
今の給食はメニューがたくさんありおいしそうだなあと思います。子供達には「食」についていろい
ろなことを学んでほしいです。

65
これからも行政のほうでも食育に力を入れていってほしい。家庭でもたくさんの人（市民）のお世話
になっていることを子どもたちに伝えたいと思う。

66

市民の皆様からの貴重な税金を使わせていただいているので、食事を残してしまうというのは大変
もったいない事だと思います。特に低学年には給食の量が多く、お残しが多く出てしまうという現状
も耳にします。子ども達に、食事を残さない様にする教育もすると同時に、作る量を少し減らすとい
う事も、小学生のメタボ問題もあり、税金を大切に使わせていただくという意味からも、検討すべき
問題の様に感じます。

67給食の無料をしりませんでした。

68

上に子供がいて、給食費を払っていて無料化になった私などはありがたさが、よくわかりますが、今
後、無料化が、あたりまえになってきて、その分のお金の使い道が、しっかりしないと、高校、大学
でのお金の工面の練習もできず、親も苦労するか、子供が奨学金であとまで苦労するのではないか
と、心配になります。

69
無料化とはあまり関係ありませんが、毎日パンは、朝、パン食にしている我が家には、パン食が２食
続くのが不満です。家からごはんだけを持っていくといったこともしたかったです。

70
給食メニューに合った用具を使わせて下さい。ハンバーグやブロッコリーのサラダにスプーンだけで
は食べ辛いと思いました。

71
子供へは、給食費無料という事を教えるよりも、食べれるありがたさ、感謝の気持ちを教えておりま
す。

72
洋食が少ない。パンの種類が少ない。現代の食文化に遅れている。大田原の食材だけじゃなく他県な
どいろんな地方の食材（料理）を取り入れていない。

73
給食費が無料化になったことで、未納者との不平等感はなくなりましたが、仕事をしている立場とし
ては、医療費の現物支給になると、請求をしに平日に市役所まで行かなくて済むのでありがたいで
す。

74

先日、学校の給食を子供たちと、食べて思った事があります。食物に対して、感謝の気持ちと食物を
粗末にしているように感じました。給食は、残こさず、食べるよう指導してほしいと思います。外国
では食べ物をたべたくても、食べられずに、死んでしまう子供たちがたくさんいる事を、お教えて下
さい。

75
給食費の無料化の理由がいまいちよくわかりません。各家庭で説明するより、学校側から説明してい
ただいた方が良いかと思います。家庭の食事は家庭で、給食は学校で、食育について子供達に話して
いけたらいいのではないかと思います。

76

給食費無料≠保護者の負担ゼロ
無料化した分は税金から賄われているので保護者の負担はゼロではなく「軽減」です。今まで何に
使っていた税金を給食費に当てているのでしょうか？又このアンケートは全校児童に配られています
が兄弟がいる場合は下の子のアンケート用紙と封筒はムダになります。下の子にも配られたムダな
「アンケート用紙」「アンケート用紙の印さつ費用」「封筒」がどれほどか把握されていますか？税
金のムダ使いはやめろ！
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77
６月中旬頃からごはんが中止になり、子供たちからも「ごはんが食べたい」との声があがっていま
す。これからもおいしいごはんが安心して食べられるようにしていただけると大変うれしいです。

78
学校給食が無料であることを伝えたい、と思ってはいますが、伝え方によっては、感謝できるか、で
きないか大きく分かれてしまう内容だと感じています。親の私達も伝えていこうと思いますが、まず
学校側でどのように伝えているのか教えていただけたら…と思います。

79
このようなアンケート自体が、「無料化はやめる」ということが前提のような感じがして少々不愉快
です。

80給食費は有料でも構わないので、栃木県産の材料を積極的に取り込れるのは、やめていただきたい。

81
先日、親子レクで給食の試食があり、初めて食べました。上の子は他県でやはり、試食しましたが、
少し今回は淋しい気がしました。お腹はいっぱいになったので、量的には問題はないと思うのです
が、見た目が少し気になりました。無料の為でそうなのか分かりませんが…

82
給食費の無料化による意義をもう少し成長して理解出来るようになったら話していきたいと思ってお
ります。

83
食品添加物を、なるべく使用しないで欲しい。特に、着色料…赤、青など（発ガン性がある為）、そ
れと、粘りもの系（なるとや、かまぼこ、ハム、ウィンナーなど）→特に多く添加物が含まれている
為。

84無料化する事によって、質の低下がないようにしていただきたいと思います。

85
無料化はうれしいけれど、結局は税金でまかなっているんですよね。子供達の学校環境など、先に改
善すべき点があるのではないかと思います。ただ、どの家庭にも均等に…という意味では無料化もい
いのかな…

86先日の米飯の異臭問題をふまえ、子供たちの食の安全を守るべく、さらなるご配慮願います。

87

年間４万・５万の出費はけっして少額なものではありません。両親が共働きをしないと生活が出来な
くなりつつある現在の状況の中で、学校にだけ真面目に行っていても、都会の子供とはどんどん成績
がはなれていくばかりで、どうしても塾通いを考えてしまいます。貧富の差で学びの差が出来てしま
うことを恐れます。貧富の差で人生が決まってしまうことを恐れます。現在、４万・５万を稼ぐのに
は大変な努力が必要です。

88

子供が野菜が苦手です。家で色々工夫しても味や小さなものまで見つけて食べてくれません。しか
し、給食では少しではありますが食べている様です。家で食べない分学校で少しでも食べてくれれば
助かるので、食べやすいよう、すり下ろしたり、工夫して野菜をはっきりわからない様な調理の仕方
で食べられる野菜料理をいろいろと出してくれると助かります。

89
給食とは関係ありませんが、大田原小学校では熱中症予防のため水筒持参ですが、若草中学校等など
検討して頂きたい。学校へは名前をふせたいので・・・・・。

90
若草中学校の給食はとてもおいしいと子供が言っています。（6年前もおいしいと言っていました）6
～7年くらい前は、大小もおいしかったそうで、いろいろな条件で、味や素材がかわるなかすばらし
いと思います。

91無料化になっても給食の栄養バランスは以前と変わらずに提供できているのでしょうか？

92
野菜や肉や魚など食べるものに関わる人たちの話や栄養の話をしっかり伝えていかなくては駄目だと
思います。

93子供たちには、食べ物に対して感謝の気持ちをもって食べてもらいたい。

94
給食も学校生活での楽しみの一つとし、子供は学校へ行っています。給食費を払ってもいいかから、
給食はある方が良いと思っています。食育の時代となっている今、今までと変わらずバランスのより
給食をお願いします。

95

アンケートの紙に書いてあった子供たちは市民全体がその費用を負担してくれている事に対して感謝
することを学び、また、納税や社会参加の意義を考える機会を子供たちに提供しているというのは、
子供には少し難しい気がします。（家で教えるには）学校や他の人の協力が無いと無料化についての
話をする機会はなかなかないと思います。

96
私は給食費無料化よりも、安心して子育てのできる小児医療の充実をお願いしたいと思っていまし
た。アンケートの文書を読み、市が子供の大切な学びとしてとらえていることをはじめて知りまし
た。

97
学校の給食室で作らなくなったため、寒い時期はご飯や汁ものがさめている時期があるらしく、食べ
てもおいしくなく体がさむくなってしまったという事がけっこうありました。

98
家庭では上手に説明ができないので、給食費がむりょうではあるが税金が使われていることを学校な
どで教えてほしいです。

99そこまで説明する必要があるとは思わなかったので言ってません。
100この機会に話しました。

101
食育に関してですが、子供たちも参加できる給食を実施してほしいです。近所の農家で一緒に野菜作
りをして、給食に入れたり、農家の方と一緒に給食を食べる。（給食センターの都合などでできなか
もしれませんが、この方法が一番食育と考えます。）ぜひ、お願いします。

102
このアンケートはあまり意味が無いような気がします。年にすると多いように見えるが、月にすると
これをあっちへ回そうというほどのお金ではないので。あと問５は市長選挙時の現市長の公約だから
というのが全てではないのですか？１～３は絶対に違うと思います。

103

現在、親園中学校では、ご飯が停止となっていますが、毎日、パン食ではその後の夜までの部活等ま
でになることもありかわいそうです。仕出しや食堂経営している所に依頼してご飯を再開できないの
でしょうか？パンも食パンは少なくコッペパンばかり。那須塩原市はバラエティにとんだパンメ
ニューが多いです。

104
学校給食費の無料化のため、国民健康保険料が値上がったとのうわさを耳にしますが、そちらについ
てはアナウンスが不足しているとのうわさもあるようですね。



※原文のまま記載しています。

105
給食費が無料になっても国民健康保険税などがその分高くなったので、うちはそんなに軽減していな
いと思う。

106献立表にのっているのに実際には給食に付かないと話しがあるのは？レパートリーが減ったのでは？

107
給食の内容が落ちたり、量が減ったりしないか心配。おたのしみ献立やときどき出るデザートが無く
ならないといいと思っています。子供達の話題が増えればもっといいですね。

108
給食の量が多いように感じます。１人１人食べられる量が違うのだから無理に全部食べさせるのはや
めてほしい。

109
今の事ですが、毎日給食がパンです。この先、同じことはないと思いますが、こんな時週に何回か家
からご飯を持っていっても良いのではないかと思います。給食費とは何の関係もなくすいません。

110高校生の医療費は無料化にならないのでしょうか？

111

献立、味などもう少し改善してみてはどうですか？子供に聞くと給食がおいしくないと答えます。残
飯も多いみたいで・・・。給食費が無料になったからと言って、おいしくないから残す、先生によっ
ては、無理やり食べさせるといったことを子供から耳にします。成長期の子供にとっては、もう少し
考えてください。

112
家ではあまり野菜を食べてはくれないのですが、学校の給食で野菜を頑張ってたべたらおいしかった
ということをけっこう聞くのでとても助かっています。毎日栄養面を考えおいしい給食を作っていた
だきとても感謝しています。ありがとうございます。

113

ちょうど今、６月末から続く、米飯の異臭問題により、米飯の献立がパンに変更されています。うち
の子は、１週間ほどで「パンはもう飽きた。」と言っていましたので、そのような子は、他にも多い
と思います。給食費の無料化はうれしいのですが、安全が第一だと思うので、有料化しても、設備を
しっかりしてものにしていただきたいです。また、米飯の入れ物が割れている時もあるそうなので、
せめてそれくらいは新しいものを購入していただきたいと思います。

114無料化になり、食の安全が心配です。



※原文のまま記載しています。

115

給食が無料化となったことはとてもありがたく感謝しております。我が家の上の子は県立の中学へ進
学した為、毎日弁当を持参で通学しています。市外の学校へ通っていても補助金はでるとの事でした
ので期待しておりましたが「給食ではない」との理由で支給されませんでした。「給食」はたしかに
出ていませんが、その代りとして弁当もそれなりの材料費はかかっておりややもすると給食費のほう
が安いくらいです。同じ大田原市民であり昼食には変わりないのになんとなく差を感じております。
今回のアンケートも大田原市内の学校に通う家庭のみに配付されており、市内に通う兄弟がいなく市
外の学校に通っている家庭には配付されていないと思われます。市外の県立校に通う家庭はごくわず
かとは思いますが、少数派の意見としてお聞きいただければ幸いです。

116
給食費として納める事が学校に入学してからの経験なので、余り意識がうすいのが本音です。子育て
世代にはありがたいと思う反面我が子の食事代くらいは・・・という思いもあります。

117低学年に説明は難しい。

118
給食費が無料化になっても、家庭からの出費が無くなっただけで、違うところで負担していただいて
いることに変わりなく、お金がかかっていると思うので、我が家では給食が無料だとは教えていませ
ん。

119
献立表は学校から配付されていますが、メニュー内容ではなく配膳されたものを写真等でも良いので
いくつか見せていただたいです。量や食器類等、見た事がないので・・・

120自校で給食を作っている他校の生徒と比べ体格に明らかな差がある。自校での給食室を希望する。

121
食の大切さ、栄養のことなど食という事について勉強するとよいと思います。学校での調理などでき
ることから、やらせてもいいのでは・・・

122
学校側でも道徳などの授業で感謝の気持ちや今まで長い間給食費がどのくらいかかっていたかなど話
していただけると、より伝わるかなと思います。生活がくるしくて給食費が払えない家庭よりも多い
時代なので。

123
子供には特に給食費の無料ということについて話しをしたことはありませんでした。この機会に社会
全体で支えていただいていることなど話しをしてみたいと思います。

124
栄養士が配置されている学校があるのとないのではどのように違うのか？（メニューはさほど変わら
ないとお聞きしましたが。）何か不備があると「給食費ただだから、しょうがない。」という言葉が
あったり・・・。子供らは、給食はおいしいと言っています。いつもありがとうございます。

125
保育園の給食無料化についてどうなったのか？すこやか手当が廃止されたが、民主党の子ども手当が
創設されたからとの事であったが、一度も満額でないうちに児童手当になってしまった。すこやか手
当は今後どうするのか？復活しても良いのではないか？

126安心で安全なお米を子供たちに提供していただきたいです。
127多少お金がかかっても子供が好むもので残り物が減ってくれたらいいと思います。
128費用がかかってもより安全な物で、バランス良く提供していただきたい。

129
給食費の無料化に隠されて、さまざまな教育費等の負担が増えているとききます。全体の子育て支援
や、税金の軽減など考えてほしいと思います。

130
小学校は自校炊飯のため、おいしくごはんを食べさせてもらっています。感謝します。中学校もなる
べく（炊飯）が出来ると良いと思います。大人数のところは難しいかもしれませんが、パンもバラエ
ティにとんだメニューを希望します。

131
市民の税金で給食を無償化できている事実を子供たちにもっと理解させるため、恩返し的に何か明確
なかたちで街のゴミ拾いなど子供にできるボランティアをさせると良いのではないかと思う。また、
親もその恩恵を受けているので、親子で参加できるものなら、尚良いと思う。

132

給食費が無料になるのは以前から知っていましたが、実際に無料になっても日々の生活費や特に税金
が多く負担になっているので経済的な軽減にはなっていないように感じます。ただ、教科書の用に自
分の親だけでなく、いろいろな人たちの税金で給食は食べてることができると話し、給食の大切さあ
るがたさを伝えます。

133
市税によって給食費をまかなってもらっている事を子供は理解していなかった。しっかり説明する良
い機会になったが学校でも、給食をいただく事について責務をもっと伝えても良いのではないので
しょうか？「お残し」が少しでも減るように。

134
身体の事を考えた献立いつもありがとうございます。子供もいつもおいしかったと教えてくれます。
今後も、おいしい給食、よろしくお願いします。

135
財源が違うのでしょうが…子供手当（児童手当）が子供のためにつかわれているとは限らない。→給
食費にあてると良いと思う。

136
無料化になる事により、食品の原産地が変わったり、（中国産など）品質が落ちたりするのなら、有
料化の方が良いと思う。給食のこんだてに原産地の公表の義務化をしてくれた方が、安心できると思
う。

137
当初、こども手当と同じで、給食費無料化も子育て支援策との認識でした。問３に関しては、アン
ケートの趣旨が不明な為、無回答です。

138
子供が食べる給食費を支払うのは当たり前の事だと思っていたので、ありがたいというよりは不思議
な感じがした。

139無料化については学校で子供たちにきちんと話せばいいと思います。

140

いつもお世話になります。給食費の無料化、大変ありがたく思います。しかし、感謝の気持ちがあま
り実感できないので、目に見える補助が感謝の気持ちが湧くと思います。
例えば、無料化と同額とまでは言いませんが、小、中入学の際に準備費として補助していただくとと
ても大変心から感謝できるし子供にも親にも実感できありがたく感じるのではないでしょうか。とく
に、中学準備では、制服代入学後の準備などでびっくりの出費でしたから、無料化されている額位の
補助だと制服代の半分程度ですが、ありがたいですね。


