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問２　一部変更して継続望むを選択した方の理由　一覧
理由

全額補助では、保護者が負担軽減されている実感なし。食育の点からしても受益者負担すべき。生活
困難者には補助の制度がある。

無料化で大変助けて頂いていますが保護者も子供も食に対してありがたみを感じるべきだと思うから
です。食材の提供～自分の口に入るまでのサポートをどれだけして頂いているか、感謝の心も育てた
いと思います。

学校の校庭の整備や教室の冷房の設置など施設や設備の充実をはかってほしいと思います。

親の資格を持たせるため

低所得の世帯に限って無料でよいのでは？

給食費は、保護者が負担する事が当り前…という思いもあります。

給食費無料化のありがたさが浸透していないように思われる。
ほかの教育費にあててもよいのでは？
給食費として支払うことのないお金を子どものために使っているのか疑問

税金でまかなわれているという意識のうすれ

全額とは有難いですが、最近では給食を残す子も多いようです。半額保護者が負担する事により、保
護者も意識が高まり、子供への指導へとつながるかと思います。

質の低下があるのであればやむをえない為

少しでも保護者が負担した方がよいと思うから。

下の子の幼稚園・延長保育料・学童等で支出が多いので、できれば継続して頂けると助かるが、税金
である以上、無理のない範囲で継続（半額負担・収入により金額決定）をお願いします。

親の資格を持たせるため

保護者負担分が無料なので他にお金を使えて大変ありがたく思います。しかし、市の財政はどうなの
か、学校の施設・設備や教材等の予算は十分なのか気になります。食べる分は保護者が支払ってもよ
いのでは、と思うので、半額負担でもよいと思います。

子供がいない家庭の方との不公平さを減らす為。

財政規模に応じた支出でよろしいかと…思う。

市の財政も厳しいので、全額税金でまかなわなくても良いと思います。

市民全体への負担を減らしてもいいと思うから。

所得に合わせて負担額を半額・全額・無料にしても良いと思う。子どもの貧困が問題になっている
今、必要なところに税金を使えたらいいのではないか。

とても助かってはいるが、財源が心配。
今後も継続して欲しいので、半額程度の負担はなんとかしたい。

デザートや食材など品数を増やしてほしいので

給食無料化が、当たり前の様に親が受け止めてしまう事がよくないと思う。
無料化を続けるなら家庭でも地域も助けがあってこそという感謝の気持ちを子に伝えるべきである。
私自身も無料という事に感覚がマヒしてしまっているところがあるため。

メニューが少ないかと思います。副菜が２つあってもいいのではないでしょうか。
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高齢者が多くなっているので、老人介護等に税金を使って欲しい。

所得によって負担額をかえてもよいと思う。

無料はありがたいが、少しでも負担をしないと給食のありがたみがわからないから。

他の教育費につかってもらえたらよいと思います。今のように無料でなくても良いかと思います。

全額を市で負担するのではなく、半額位は負担しても良いのではと思います。税金でまかなうのでは
いつか負担になってしまうのではと心配している。

給食費に税金が回っているが、それ以外に必要な部分があれば充てていただきたいから。

無料なのは大変有難い事ですが、半額分を学童保育（６年生まで等）や保育園など、子どもに関して
使ってほしい部分があります。

所得に応じて

保護者の負担があってよいと思う。

給食費だけでなく学校生活で子供達のために必要な部分への費用もあると思うので（設備、暑さ対策
など）

大田原市の財政が豊かというわけではないので。子供がいる世帯だけが手厚くしていただいているは
嬉しい一方、大人だけの世帯になった時、子供たちが大人になったときに負担が増えるのが心配で
す。

今後も無料はありがたいが、財政をあっぱくしているのであれば、少しでも補助して頂けるとありが
たいです。

子供がいない方々の税金を使っていると思うと申し訳ないため。

税金で全額負担の意味がないので折半でいいと思います。

親は給食費（全額とは言わないが）を負担するものと思っているため。

無料でも子供のご飯の料にたいしておかずが少ないと思います。

税金でまかなわれているにもかかわらず、残してもＯＫな学校給食には、疑問を感じます。食材費が
財政を圧ぱくしているというのであれば廃止しても良いと思う。

半額を保護者負担にしてもらって、その分を小２の学習支援等、小１だけでなく小２へもクラスに１
人支援の先生が入ってくれるようにしてほしいから。

なんとなく

無料はとてもありがたいが半額負担くらいなら払っても良いのではないかと思う。「自分達が食べて
いるもの」だから市長公約なので半額負担が良いのではないかと思う。

市の財政に不安があるため。

払える方は払った方が別のお金に回せるのではないか。

入院時の食事代単価が上がるのに無料（タダ）とは申し訳ない。

他にも必要な経費があると思ったから。

老人介護、医療などにつかって頂いてもいいのか…。
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半額分を学校の設備等（エアコン、図書室の本）に使った方が良いのではないか？

無料ですと大変助かっていますが、払える能力がある家庭では果たしてそれでいいのかという気持ち
があります。

自分で食べる物は、自分の両親が自分の為に一生懸命働いて食べることができる。そういう教育も必
要だと思う。

半額保護者負担
もらって当然の意識が生じつつある保護者もいらっしゃる。「食」を大切にする意味で、自己負担が
あってもよいかと思います。

経済的に困難な家庭ならありがたいと思いますが、十分支払い能力のある家庭まで一律に無料という
のは、税金の使いみちとしては不適切だと思うので、応能負担、または一部負担でよい。

一番は今後も継続が良いのですが、今後むずかしくなる様なら半額の負担もしかたないのかと思いま
す。

所得が高い家庭は無料にしなくて良いのでは？（５００万円以上は払うとか）
市の負担も軽くなり、予算を別な子供たちの為の何かにまわせる。

子供の給食費の一部を負担することも大切

無料なのは所得が低い世帯だけにするか￥５００～￥１０００の負担。所得がある人は払った方が、
その分を他の学校の整備などに使える。

保護者負担無料なのは大変ありがたい。しかし、世の中、給食費を保護者が払うのはあたりまえだと
思っている。一部の人（母子、父子家庭や生活保護を受けている家庭等）以外は給食費を保護者負担
でもよいと思う。

市の財源を他のことにも利用してほしい。徹底した除染等。甲状腺の検査、ホールボディーカウン
ターによる検査。

自分のことは自分で行うのが基本だと思います。

無料でとてもありがたいですが、税金でいつまでまかなっていただけるのか気になります。少しは保
護者も負担するべきだと思います。

税金の使い途は他にも多々有り、子供がいない、また給食を必要としない家庭への負担を思うと保護
者が自分の子供の分は持つべきと思うから。とても有難い事ですが、申し訳ない気持ちも強いため。

一部負担することであたりまえと思わず感謝できるから。

・本当に必要な所にお金（予算）を使って欲しい。
・所得によって負担を変えた方が良いのではないかと思う。
・でも本当にありがたいことだと思っています。

市民税が高いから

一律無料としないで、所得で無料と負担を分ける。無料というのは、親にとってありがたいが、その
分の税金を子供の将来のために、もっと有効に活用してほしい。

収入に応じて金額を負担

学校の設備や通学路の整備に税金を使ってほしい

所得により額が異なって良いと思う。

全額負担していただいて、助かっておりますが、市の財政を考えれば、半額負担でもよいかと思いま
す。

無料にすることがいいとはおもわない。そのことで、子供に関する行政サービスが無料であたりま
え！との感覚をうえつけているとおもう。

とてもありがたいと思いますが、子供の食べている物にお金を出すのも親のつとめだと思います。
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無料化により保護者の負担が減ったり、未払い問題は解決するが、その分を学校施設の改善などに活
用して良いと思う。教室のエアコン（クーラー）の設置・トイレの様式化

子供たちが食べる分くらいは保護者が半額ぐらいは負担しても当然だと思う。現在給食費として使わ
れている税金を子供たちの教育や環境整備の為に使ってもらいたい（ｅｘ教室にクーラーををつけ
る、など）

給食費の半額を保護者負担で良いと思う。成長過程にともなった栄養管理をした食事を提供して頂け
る事を考えると給食費の一部は負担しても良いのではないかと思った。

無料は正直なところうれしいが、税金の使い道は他にもたくさんあると思うので、子供の食費分は親
が出し、税金はもっと公共の方で子供のために使ってほしい。

半額負担になった時、今まで使っていた税金を学校の校舎等の整備、これから統合する小・中学校の
新設などに当てていただきたい。

無料はありがたいこと。しかし、みなさんが納めてくれる大切なお金なので、もし子供の為に使うな
ら、学校統合の際に何かしら必要になる資金として頂きたいと思います。

無料なのはたすかるが自分の子供が食べる食事代を払うのは当然だと思う。今無料なのでとりあえず
半額くらいは出してもいいと思う。

ずっと継続して欲しいから勢が底をつかない程度に保護者が半分負担しても良いのかな？！と思いま
す。

無料化はとても助かっていますが、市役所の建設等使うべき所へ税金を使うべきだと思う。廃止でも
やむおえないと思うが、親世代、子育てをしていない世代の意見もすり合わせすると2になる気がす
る。

高学年になると量が少ないという声が聞こえています。

所得に応じて

給食（食事）をきちんととれるということが有難いということをもう少し実感したほうが作ってくれ
ている方を初めとして多くの方のお蔭だと思えるのではないでしょうか。ゼロというのは親も子も勘
違いしやすい気がする。又、もっと高齢者への社会福祉に使用しても良いと思う。

当り前に思って、市が負担している事を忘れがちになり親としての義務や食のありがたさの意識が弱
まりそうなので。

今後も継続を望みたいですが、やはり、半額くらいは、保護者が負担すべきなのかな？と思います。
他の事に、税金を使われても、いいと思いました。

子供の食費を親は負担するのは、あたり前であり、その分、福祉事業等に使って欲しい

給食のメニューなど無料では限りが有るため、食材費や子供が喜ぶようなメニューが増えるのであれ
ば給食費の有料はあたりまえの事だと思うので、

那須塩原市では、給食費は家庭が出している様子。子供を出しているのだから、負担は当然だと考え
ます。
ありがたいのは確かですが、もう少し、違う「税」の活用法があるのでは？とも思っております。

所得により

税金をもっと他のことに使ってほしいから。

高齢化社会の為にも使ってほしい。

税金がたかいから

子供より、給食の量が少ないと訴えがあったため。

子供がいない家庭の方は快く思っていないとの話を時々きくので、無料でなくてもいいのかなと思い
ます。
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子どものいない世帯での理解があるのか疑問がある。給食費の半額分を高齢者、母子、父子家庭、失
業者等の福祉費にあててください。

給食の質や量が悪くなったと聞いたので保護者負担があっても子供達には安全で美味しいものを提供
してほしい。

ありがたいが、他に税金の使い道はあると思うので、食費くらいは親がだしても良いと思う。

保護者又の経済状況も様々なので、収入の多い方には、それなりの負担をしてもらったほうが、市の
財政にゆとりができるだろうから。

賛成意見も多いと思うので、（私は廃止で良いと思う）見直しがあってもいいのでは？給食費は子ど
もの目には見えにくいものなので、もっと具体的な、学校設備（エアコン、扇風機、トイレ）など、
安心、安全面の整備に使って欲しいです。

感謝はしていますが…市は、他の事業を優先して充実させるべきではないでしょうか。

給食費が無料ということが、当り前になってしますと、税金でまかなわれているという意識が薄れる
気がする。半額を保護者負担にすることにより、あの半額は市の税金が使われていると認識できる気
がする。

①が希望ですが、給食の量が少ないなどの話を聞くので負担があったとしてもおかずの量を増やして
ほしいです。

無料は大変ありがたいことであるが、子供たちが食べさせてもらっている以上は多少の負担はすべき
と思う。

給食費を税金でまかなっているのは、この先大変申し訳ないと思った為。

入学時から給食は無料で食べさせて頂いています。ありがたいことだと思っていますが、私たちも子
供たちも感謝の気持ちが薄れてしまうような気がするからです。

無料になっている為か給食を残さず食べるという指導に少し不安を感じる。

保護者負担が無料な事はとてもありがたい事ですが親としての責任がなくなってしまう様な気がしま
す。全額無料があたり前と思っている事が間違いな様な気がします。

親も税金を払っているので給食費の一部は親も払っている・・・と言っても子どもはなかなか理解で
きないので、せめて少しでも給食費として集金してほしい。

少し保護者負担を増やしてその分学校（教室）にエアコン等を入れてあげてほしい。

半額とまではいかないが、多少負担してもよいかと

税金の負担もかなり大きいです。税金が少しでも安くなるなら半額負担しても良いと思います。

とてもありがたいですが、きちんと児童又は生徒に浸透してないなら、保護者負担があってもいいの
かもしれないと考えるから。

育ち盛りの子供達のため、栄養のある物、又、中国産などの（輸入商品）商品は使わず、地元の食材
を使ってのメニューを考えてほしい。コスト的に難しいと思うので、一部負担でも構わないと思う。

・子どもに親が支払っていることを知ってもらい、食べ物の大切さ（有難み）を知ってもらいたい
・親の義務

子どもが食べている事なので、全く０は申し訳ない。そのぐらいは親として出すべき。

保護者にとっては無料というのは、とても助かりますが、それにより、食の品質が損なわれ、成長に
大切な食べ物だからこそ、良いものを選んで頂きたいです。

給食費の無料化はうれしいが、他自治体のようにエアコンの設置も重要だと思うので、そちらも検討
していただけるとうれしいです。

全額無料はとてもありがたいですが半額負担にしてクラスにエアコンなどがついて学習に集中できる
環境になればそちらも考えたいです。
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いきなり廃止は難しいし、無料で大変助けていただいていますが、我子の口に入る物を親が負担して
あたりまえという気持ちがあり、申し訳なく思っています。

税金でまかなっていても保護者負担は多少たりともあっては良いと思ったから。

大田原中学校のトイレは古く、洋式がないので子供たちは困っています。半額を保護者が負担する
分、その費用を工事費に使ってほしい。少しでも良い環境を子供たちに与えたい。

収入の低い家庭のみ無料とする。

全額より半額くらいが妥当と思われる。

自分たちが食べる物を自分で負担するのは当然のことだから、支払う方が良いと思うが所得によって
支払いが困難な場合には税金で補助することも必要だと思う。

給食費無料化は大変うれしいことですが、その反面、食費を各家庭で支払うことは当然のことにも思
う。現在使われている分を施設（大中は、水道が使えなかったり、トイレも古いので）の修繕やもっ
と有効的なものに使ってほしいと思う。

正直助かりますが、食事代として親が支払う義務も感じます。国民全員が満足するような税金の使い
方などないのでしょうが、簡単に継続を望めません。

有料だった頃の給食と比べると、無料だから仕方ないのかもと思うがメニューも量も貧相な感じがし
ます。

子供にも親が負担していることを学ばせて、ありがみをわかってほしいのも考えたから。

急に親全額負担では荷が大きいので半分とし、その半分を別の子どもへのサービスとして利用しては

無料なのは大変助かっておりますが、半額でもいいと思います。その分の税負担を軽くしてもらった
方が、子育て世帯だけが恩恵を受けるのではなくて平等になるのかな…という気持ちもあります。

もっと他の学校の設備にもお金を使って欲しい。・エアコン・通学路

学校の設備など生活の方に、税金を使ってほしい。

保護者の責任として、自分の子供の給食費を親が負担するのは当り前の事だと思う…が、いきなり廃
止だといろいろ言う人もいると思うので、今後は半額負担→ゆくゆく廃止がいいと思う。

税金がかかるから

限られた財政の中での給食献立は大変だと思います。少しでも保護者負担があればメニューの広がり
も期待できるだろうし、すべて税金でおぎなうというのは、少し違うのでは？と感じます。（もちろ
ん経済的には大変助かっており、ありがたいことですが…）

ありがたさがうすれている気がするため。

他に使い道があると思う（予防接種、学童の環境整備、中学校副教材など）

子育て世帯のみの優遇措置であり、その他の世帯には負担でしかない。

当り前という考えの方が多いので、色々な意味で、感謝の気持ちを持たせる為。

子供に対しての食費の実感がない。給食費は親が不担して当然とゆう考えがなくなるのはどうかと思
います。

無料化はありがたいが少しは負担してもいいと思います。以前は、あたり前のように給食費を払って
いたので…。

金額を負担してもらうのは大変ありがたいが、半分は保護者が負担して税金は他のことに使うほうが
良いと思う。

給食費無料化は、とても嬉しくおもいますが、市の財政の負担になってまで、この制度が継続される
ことはとても複雑です。
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半額負担する事によって、親の意識も違ってくると思うし、その分の税金を、他の事（学校関係）に
使ってほしい。

食事は皆がするもの。負担するのはあたりまえの事。もっと他に使用するべき事があるはず、ＩＴ
他。プロジェクターetc遅れている。エアコンも設置するなど海外留学等機会を多くした方が良い。

自分の子供も食べる給食なのでせめて半額はあたりまえだと思います。なんでも出してもらって子供
を育てることはかんたんです。子供手当ももらいいくら少子化とは言えど育てる気がないのではない
でしょうか？子供のために一心で働く親の態度を見せてはと思います。お金がもらえる又は無料なこ
とばかりで愛情ははたしてどうか？
地球温暖化なので半額はせめて親が払い「エアコン導入の事も考えるべきではないのかな」と思いま
す。元気な子ばかりではないのです。生まれつきの「病」を持っている子もいます。熱さもひどいの
では？

保護者の負担が無い事はとてもありがたい事ですが、その為給食費がある事（低料金で質の良い食事
環境）にある事を忘れてしまうことがある。又、今まで負担していただいている半分を保護者が出す
事により、学校の他の施設の環境改善にあてていただきたいとの考えもあります。

無料化はとてもありがたいです。ただ小中学校に在籍していない方々はどう考えるのか…。他の財政
の負担になっているのなら一部変更しても良いと思います。

廃止でも良いと思うが…今は保護者の負担がなく良いかも知れないが、やがて（将来）子供達が苦労
をするのではないかと思う。それが心配である。

負担できない人がいるから廃止はしない方が良いと思うが、税の負担には優先順位があり給食費はそ
の上位とは思えない。一部負担でバランスを。

中学校で補助の先生を増やし、学力向上につなげたりして頂きたい。

以前から母子家庭で給食費を免除されていてとても助かっておりました。でも、夫婦共働きで年収の
多いご家庭まで無料になるのは、税金を使ってまでと疑問に思います。年収が多ければ子供の給食費
くらい払えるのではないでしょうか。

市民税非課税など所得の少ない人のみ半額又は無料と段階をつけ、ある一定の所得がある人は保護者
が全額負担で良いと思う。その分は別な施設の整備（エアコンの設置など）に使ってほしい。

市民全体で子育てを支援することは大変よいことではあるとは思いますが、別の支援の方法もあると
思います。

子供が食べている分半額払い等にしてその分を他の所に当てても良いのかと…

小学校、中学校にエアコンをつけてほしい

給食費無料化は大変家計的に助かっていてありがたいですが、大切な税金を他の福祉の方にも使って
いただきたいと思います。

負担することがなく助かっており、継続していただきたいのですが、給食費無料化が始まってから支
援の先生の人数が少なくなったように感じます。給食費のことだけを考えているだけでは、子どもた
ちのためにはならないと思うからです。

現在、大田原市の税金の収支を把握していないので、何とも言えませんが、収支によっては給食費よ
りも優先して税金の使い道はないのでしょうか。

一部変更して→低所得世帯等（例えば就学援助対象家庭と一人親世帯と希望する家）を税金負担とす
る。その結果浮いた税金は、学童保育や不登校支援対策（例えば家庭での教育支援や、ただ本人の話
しを聞くカウンセリングなどを他スタッフ（教員でなくて良い。）が担当制で行う。

量が少ない。

子供たちが食べているものなので、多少は保護者が負担した方がよいのではないかと思います。

無料は大変うれしいですが、少しは負担した方が感謝の気持ちを忘れないと思います。

子育て世代にとって給食無料化は有難いことですが、社会福祉の充実にも税金を使ってもらいたい。

税金を別な方で使ってもらった方が良いと思う。（福祉関係等）
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子供のいない家庭への負担になっている部分もあると思うので、子供が食べる物は親の負担は、あた
りまえなので、半分は払った方がよいと思う。

予算を意識してなのか献立が毎月同じメニューな気がする。学校給食の特色や充実、食育という面か
ら考えると今の給食ではあまりそれらは感じられない

子供のいない(小中学校）世帯にたいして、申し訳ないので

自分の子供が食べる給食費を保護者が負担する事は当然の義務だと思います。一部補助でも大変あり
がた事です。一部に義務教育なのに給食費を払うのか、無料は当然と思っている方がいるが、それは
間違っていると思います。そういう方は、この制度のありがたさをわかっていないと思います。

全額負担はすごく助かっているが、半額は保護者負担として他に税金を使ってもいいと思う。

経済状況により無料

納税者にのみ負担を強いるのはどうかと思う。未払い家庭を増やさないような努力も必要

無料はとてもありがたいが税金でこん後もまかないきれるのか？心配です。

子供のいない家族も負担しているので

無料化になってから量が少ない。少なくなったと子供から聞きます。育ち盛りの子供達に大変楽しみ
にしている給食を満足できるよう食べさせてあげたいと願います。

税金が使用されていますが、今は高齢化が進んでいるので、子供ばかりに使用するのではなく別な方
に税金を使ってほしい。学校に行っている子の親は働きさかりなので半分くらい負担してもいいと思
います。支払うことで、学校給食のありがたみも分かる。

食べている分の食費くらい各家庭で負担すべき、子供の学校在籍人数で割引（負担額減）すれば良い
のでは？

半額の残り金を別の税金に使えるならいいのではないかと思う

給食費の為に他の教育費（例えば、支援員措置、ＡＬＴの各小中常駐など）が減らされるのであれば、そちら
にまわしてほしい。　　　那須塩原市の取組
給食費は負担してもよい。

アンケート用紙←これも税金ですよね。を用意して皆さんんの声を聞いた訳ですから市は廃止を望ん
でいるということでしょうか？それでは、半額にしてもいいと思います。

市長の公約ではあるが、全額でなくても良いかと思う。

現在、給食費無料化でとても助かっています。とてもありがたい事だとも思っていますが、親とし
て、子供を育てるのは当たり前の事なので、親の責任として多少の負担はあっても良いと思います。

子供のいない世帯等との不公平さを考慮して、所得の低い家庭からの希望に応じて行ったり、他の修
学準備金の申請と同じ仕組みにしても良いのでは。

献立が少しさびしい気がします。保護者が負担をして、副菜が２つになるなら、半額負担してもいい
と思います。

保護者としての責任。

市の財政を考慮して。税金でまかなわれているという意識のうすれ。

無料になったことは、とてもありがたく、大変助かっています。ありがたいと思うとともにもっと小
さな子どもの為に、老人を支える世代に何か出来たらいいのかなとも思います。

調理員の大変さや感謝の気持ちありがたみを感じることは大切だと思います。

給食費を無料化することにより、経済的負担が軽減された家庭もあるが、経済力があり、さほど感じ
ない家庭も多世帯あると思われる。多額の税金を他の学校教育等に別な形で使ってほしい。
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経済的なことを考えると今まで通りを望みますが、保護者も子どもも税金で給食費を払っていただい
ている、という認識を持つためには一部負担でいいのではないでしょうか。

ずっと無料が続いていけるのであればいいのですが、この先、少子化、高齢化が進み税金でまかなっ
ていけるか不安。急に有料化に変わらないように一部負担でもいいと思う。

子どもがいない方にとっては理解する事がむずかしい、と思う。しかし、負担していただくとありが
たい為。

給食費意外にも税金をつかって子ども達のためになることがあれば半額負担になっても良いと思う。

所得などに応じての一部負担はあってもよいのではないかと思います。

ただであたりまえの食べていると思っているので半額もしくは一部負担。給食費として、食事を提供
しているんだとありがたみをもって昼食を食べている（給食として）思ってほしい。
無料化はたいへんありがたい。

少子高齢化問題も深刻だと思うので、そちらにも税金を使っていただきたい。

子供の食べる分は払うのが義務だと思う。しかし、助かっているのも事実。

税金からというのは再考が必要だと思う。

補助していただくのは助かるが、市の税金をもっと他の分野でも有効に使ってほしい。自分の子ども
が食べているのでお金を払うのは当然という思いもある。

全額を負担していただき助かっておりますが、一部保護者が負担し、残りは、公共の充実に使用して
いただいてもよいと考えるため。

無料化としてはとてもありがたいと思うが、本来保護者が負担して当然の費用だと思うし、膨大な市
の支出を考えるともっと別のことで使ってもらいたい。

給食費を払うのは、親の義務だと思う。

給食の質が落ちるんだったら、お金を払っておいしい物を食べさせたい。

市が借金してまで払ってもらうものでもないと思う。それでも半額は助かります。

半額ぐらいは親として負担してもいいのではないかと思う。

保護者負担が全くないと市の財政も厳しいと思うので申し訳ないと思う。せめて半分位は負担したほ
うが良いのでは？

その他のことに使ってほしい

無料はとてもありがたい話ですが、その一方、給食費に膨大な税金を使ってしまっていいのか少し疑
問も感じます。半額負担でも充分なのではないかと思います。その分他の行政サービスにまわしても
いいのかと思います。

財政がきびしいのであれば負担は仕方ないと思うが無料がいきなり全額負担となると正直大変なので
…。

本当は支払い能力があるのに、支払わない家があると聞く。保護者側の負担を一律にした方がいい。
ただし、負担額を少なくすれば全世帯が支払う形（方向性）に向きやすいので。

学区外通学にも半額負担していただけるとありがたい

半額は負担しても良いと思いますので、その分を他の事に使ってもらいたいです。

特に無料でなくても一部負担でも構わないと思う。

大切な税金で給食費が支払われているということは市民全体で子育て支援をしていただけてとてもあ
りがたいと思っています。でも、半額くらいは負担してもいいと思います。
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食生活はとても重要です。安価でバランスのとれた食事を提供してもらっているので、一部負担が
あっても良いと思う。

家で食事しても外食してもお金はかかります。無料は助かりますが多少負担をし、その分他に税金を
使ってもらいたいと思います。

税金でまかなっているとはいえ給食費を頂だく以上半額を保護者負担でもいいと思います。

子供の為の税金からの事業であれば、給食費は半分でもいいので、その分通学バスを日曜日、祝日も
運行してほしい。

無料で提供していただけることに、たいへんありがたく思っております。しかし、子どもたちの食事
は親が支払うのはあたりまえだと思うので、変更してもよいのでは…と考えることがあります。

小中学校に在籍する子を持つ家庭にとってはありがたいことですが、そうではない家庭にとっては、
他にも税金を使うべきことが多々あるのではないだろうかという意見もあるから。

市の財政が厳しいから

無料で給食を食べさせてもらってもいいのかと疑問が残るから。

安心できる材料で調理して欲しい。

無料は申し訳ない。親が子どものためにお金を使うことは当然。少しでもお金を払い、感謝して給食
を食べてほしい。無料であることが当たり前と思わないでほしいから。

ひとり親、家庭以外とか生活苦ではない家庭も無料にする必要は無いと思います。その分を、母子家
庭や父子家庭、医療費申請を１８才まで、新生児等にしてほしい。

自分が食べるものにお金を払うのは当然だと思うので、多少は支払うほうが良いのでは。


