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給食をおいしく作っていただき、また、子供たちがみんなで楽しく食べられる事に感謝しておりま
す。
ただ、飲みものの牛乳だけお茶にするなど検討していただけるとありがたいです。牛乳の害について
少しでも良いので調べたりしていただけるとありがたいです。

今後も継続していただけるよう、願っています。
家庭でも皆さんのお金で給食が食べられることを教えてはいますが、学校等でも子供たちが給食につ
いて学べる機会があるといいのでは、と思います。（行っていたらすみません…）

子供達が中学校を卒業してもずっと続けてほしい
町ぐるみで支援していきたいと感じる。

大田原出身、大田原育ちの私としては、今の大田原の子育て支援や給食無料化、予防接種への補助な
ど、本当に誇りに感じます。子育て世代、本当に大変です。必死で働いて、子供の勉強、習い事、部
活を見て、余裕がありません。又、今後の学費（塾含め）への不安があります。なので、給食無料化
は本当に有難い、温かい支援だと思っています。

給食費無料化は、とてもありがたいことだとは思いますが、一方で、それは親の責任だと思う事もあ
ります。そこも含めて、子供には話してきかせています。

とても助かっております。今後きちんと子供へ説明していこうと思っていますが、一年生ですのでも
う少し成長しましたらと考えています。
税金でまかなわれているから残さず食べるというよりは、もっと食材を大事にということから伝えて
いくべきと思っています。

たすかっています。ありがとうございます。

経済的にも、とっても助かっています。
他の市の方々にも、「大田原は子育て支援が手厚くていいねー」とよく言ってもらっています！！
これからも、子育てのしやすい大田原市であり続けてほしいです。

・税金を支払って下さる市民の方、農家の方、給食を作って下さっている調理員の方々に感謝をする
様に話しています。
・給食費無料化に対しまして、３人の子供がおりますので、大変助かっております。今後も子供達に
感謝の心を持って残さず給食を頂くように教えていきたいと思います。本当にありがとうございま
す。

自由意見（問２　今後も継続望むを選択した方）一覧
意　見

有料であった頃に未納であった家庭には、卒業して給食がなくなったとしても、きちんと滞納分を支
払って頂きたいと思います。不平等はなくして下さい。

とても助かっています。これからも無料化をつづけてほしいです。
また、大田原小学校は給食室が古く、（県北で１番古い、１０年以上前から）２回も食中毒を出して
いるため心配な面がありましたが、校舎たてかえで新しくなり、とても良かったと思います。ありが
とうございます。いつもおいしい給食を作って下さっている調理員さんにも、これからは衛生管理し
やすく、快適な場所で作業ができるようになり、よかったのでは…。親としても安心です。

給食費を払えない家庭がいるかもしれなくて無料で助かっていると思います。また、税金でまかなっ
ているというところが市民全体で子育てを支援している感じに受けます。しかし、税金の負担が増え
ているのであればあまり良い印象にはなりません。医療費の無料を兼ねた方が好印象だと思います。

給食費の無料化は、子育てをする上で、凄く有難い事なので、これからもけいぞくしていって欲しい
です。（子供の数が多ければ多いほど）
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子育て中の女性も働きやすい大田原市にさらに発展してほしいので乳幼児を預ける施設、質の高い保
育士の確保もこれから増々必要なのではないか。そのためには小・中学校の給食費を完全無料化では
なく所得に応じての自己負担もあっていいのではないか！

経済的負担が軽くなり親としては大変ありがたい制度であると思っております。なので子供には市の
税金でまかなわれているという事を説明し、感謝の気持ちを持つとともに残さず食べるよう話してい
きたいと思います。

全国でも希少な先進的な子育てサポート課と思います。今回のアンケートで改めて考えさせられまし
た。
税金のことや、市の子育て支援など、日々の子育てのなかで親としてもわかりやすく話しをしていこ
うと思います。ありがとうございます。

給食費無料化によって、家計がとても助かっています。市民の貴重な税金による給食であることを、
家庭では子供に伝えていますが、学校でも子供たちに話をしていただけると、より一層良いと思いま
す。

若い世代の経済的負担軽減になる。給食費の支払いが滞る家庭がある場合、子ども達が精神的負担を
負うことになりかねない。

いつもおいしい給食を頂けて感謝しております。給食無料化については折にふれ子供達に話しており
ますが、あたりまえにならない様取り上げていきたいと常々思います。我家は子供が多く、全員が小
学校に入るタイミングがあります。もし本当に給食費をお支払する場合は月々の負担は大きくそれを
思うと本当に有難い事です。今後も続いてくれることを望みますが、税金ですので他に使い道がある
ときは優先すべき方へあてて下さい。

給食費が税金で支払われていることを子どもに話し、感謝して食べること、残さず食べることを約束
しています。経済的にとても助かる反面、子どもの教育にもなるなるのだと思います。（社会のしく
みを知る。「税金て何？」ときいてきます）
ぜひ今後とも続けて頂きたいです。
宜しくお願い致します！

大田原市が給食費が無料と知った他市町の若い世たいが、大田原市に引っ越し（家を建てたい）と最
近話しを聞きます。
県内などアピールすると、若い世たいがふえるのではないでしょうか。

無料化になる前より、質素なおかずになっているように感じるのは…気のせいでしょうか？たくさん
おかわりをするので給食費少し払ってもありかとも思っています。ただ、無料化はとてもありがたい
です。

給食費が無料な点は、我が家が大田原市に家を建てようと決めた上でかなりのポイントであると思い
ます。ですので、津久井市長の公約はとてもありがたかったです。利便上、西那須に住む方も多いで
すが、（もちろん我が家も考えました）やはり中学卒業まで、兄妹でこの恩恵に預かれる事は、利便
性を上まわっています。その分、子供達に好きな習い事に通わせてあげられていると思っています。
給食費無料化を検討しなおすなどとおっしゃってる方が議員に返り咲き、しかも結局選挙もなく…子
育て世代の声など聞いていないのか、市長が嫌いなのか知りませんが（まあパフォーマンスでしょう
が）。
子供達が親の経済状況に左右されず、皆平等に楽しく給食を食べられ、とてもありがたいと思いま
す。是非この素晴らしい事業を続けていただきたいと思います。

自分が転居の際、「給食費無料」に魅力を感じ大田原市に住むことを決めたので、今後引っ越してく
る人も、同じように感じると思います。子供のいない世帯にとっては不公平と感じる政策かもしれな
いが、栄養面でも考えられている給食を子供たちが平等に食べられるのは、ありがたいことだと思い
ます。

アンケート用紙についてですが、下の学年の児童にまで配布し、提出不要…これは税金の無駄遣いだ
と感じます。「給食費が税金でまかなわれる」と考える一方、このムダ使いを…と考えると、なんと
も言えない気持ちになります。

これからも継続していただきたいです。近隣の市民からもうらやましい。うちもそうだったらいいの
に、等の声をよく聞きます。
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「学校の給食はおいしいよ」と話をしてくれます。給食のおかげで食べられるものが増えました。
とても感謝しています。

非常に助かっていますので今後もよろしくお願いします。

大田原は子育ての面でいろいろな政策をしてくださってとても子供が育てやすい市だなと思っており
ます。今後も子供達の健やかな成長のための政策をよろしくお願いします。

市長のおかげで、大田原市での子育てがすごい充実しています。他の市町村から大田原市に転入した
いという声もかなりある程の評価です。市長ありがとう！

子供の給食費が「無料」を改めて考える機会でした。市民全体で給食費を出していただいている事、
子供にしっかり伝えたいと思います。一度無料にしてしまった為、廃止にするのは難しいかもしれま
せんが、何かの形で、（今回のアンケートのように）改めて意識させるのも大切かも知れません。

給食費無料は、とてもありがたいです。
でも、公約の美化にならぬよう、他でしわよせがこないよう努めて欲しい。

今後ともよろしくお願いいたします。

給食費を市でまかなってくださって、本当に助かります。給食費の無料化になっている大田原市に住
んで本当に良かったと毎月感謝でいっぱいです。廃止というウワサも聞かれます。今後もお願いをし
たいです。

保護者も子供も無料化になった背景をちゃんと理解しているというのは少ないと思います。無料化の
理由、背景、食育の推進をわかりやすく伝える事大切だと思います。

野菜のたくさん入ったおいしい給食。献立もバランスよく考えて下さってありがたいと思ってます。

給食費の無料化は、子育てをする上で（子供の数が多いほど）凄く有難い事なので、これからも継続
をお願いします。

給食費無料化は、子育て世代では大変助かっていると思います。ただ、市民全体の税金でまかなわれ
ているということが、少し申し訳なくも思います。親として、子どもの食費を払うことは、義務だと
も思いますので有料化となっても私は賛成します。ただ今の無料化について、子どもたちに給食の有
り難さを伝えて行きたいと改めて感じました。

給食無料は大変ありがたいです。これからもぜひ継続してほしいです。

大変感謝し、毎日給食を頂く様子供に教えております。
給食が口に入るまでは、多くの方の支え、協力がある事を、又、あたりまえではない事を教えており
ますが、できれば子供達からの直接的意見を提出させて欲しいと思います。
大田原市以外のお友達にも羨ましがられる事です。他の市町でも同様に無償化が広まればいいです。

少子化が進む中で少しでも、子供を育てる環境が良くなる事は非常に良い事です。
今後子育てが行い易すい環境の為にも、無料化には賛成です。
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市長様の公約で給食費無料化が実現したことに感謝しておりますが、このアンケートの意味はわかり
ません。アンケートをするくらいなら、初めから無料化などしないでいただきたいです。親は子ども
の給食費をお支払する義務があると感じております。子供達により良い給食が提供出来る事を今後も
願っています。

これからも給食費無料化が続いてくれるといいです。

初期は不払い者を肯定するような制度でやや納得いきませんでしたが、、子育て中に増えていく負担
も多く、今はとても助かっています。

うちは半額の時も経験していてその時もすごく助かっていました。無料になってまたさらに助かって
いるので、また払うようになるとそれはまた家計への負担になるのできちんと払っていくと思います
けど正直きついです。

さまざまなご意見はあるかとは思いますが、お金での支給等よりも子供達全員に直接関わってくる給
食費の無料化は、とても良い取り組みだと思います。
今後も、是非継続していただきたいと思います。

保護者としては給食費無料は大変助っておりますが、他の事に使うも市の活性化につながるのではな
いかと思います。

・無料化を見直すのであれば、今後も「４年間は無料」にするなど不公平感が残らないようにしてほ
しい。
・最近給食のメニューが固定化されていないか。無料化による予算のため、固定化されているのでは
ないか。
・年間で４万６千円になり、５万３千円なりの負担がないのは、家計にとってはよい。
・就学中の保護者以外の意見を聞いた方がよい。

今後も続けていただけたら、ありがたいです。

子育てをしていく上で無料化にしていただけることはとても感謝しております。しかし、親として自
分の子どもが食べたものは支払わなければいけないのではないかとも思います。子どもにも市民の皆
さんの大切なお金が使われている給食が食べられることを伝えていけたらと思います。無料化が定着
していく中で私たちも親も感謝の気持ちを忘れずに生活していきたいと思います。

給食費の負担なしは、どの家庭でも助っている事だと思います。しかし子供達が成人になるまでに、
いろいろな環境の中で心に傷をおい不登校等になる子供達もいるかと思います。市として子供達（高
校も含む）の為にいろいろな取組みをして頑張って欲しいです。

とてもありがたいです。今後も継続してほしいです。

無料化に関しては例えば所得（収入）が１０００万円以上は適用しない（所得制限）などは措置が
あってもいいと思います。

ぜひこのまま続けていただきたいです。

たすかっています。ありがとうございます

皆様の税金を子供の給食費にあてて下さり、とても感謝しております。
子供には残さず食べるよう言い聞かせています。毎日おいしく頂いているようです。
ありがとうございます。
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給食費無料化は少子化時代にはとても良いと思います。重ねて医療費の窓口払いも（立て替えなし）
考えてもらいたいです。

子供たちが、無料化に対して感謝の気持ち等表せる場があると良いのかもしれません。

このアンケートを機に子どもに教えようとした所、「知ってるよ。食育のためでしょ。」と答えてい
ました。学校で教えてくださっているようです。親としてもとても助かるので、今後とも、よろしく
お願いします。

税金は親が払っているため、それを、子どものために、使うのは、とても良いと思います。もっと、
子どものために、税金を使って欲しいです。

給食無料化により、多くの家庭の経済的負担が軽減されています。義務教育の９年間、経済的理由で
いじめにあうこともたくさんいます。給食費が払えないことが、他の子に知られてそこからいじめに
あう。そんな話を、他の地区の方から聞いたことがあります。いじめの芽をとりのぞいているのだと
思います。

給食が無料なのはとても助かります。栄養バランスもよく、子供もいつも給食を楽しみにしていま
す。これからもぜひ続けてほしい制度です。

給食費の負担が減ることで、子供に習い事をすることができたり、家計も助かっていることは事実だ
と思います。少子化になっている現在、大田原市は住みやすいと思われる町づくり、そして未来の子
供たちのためにも、この制度は継続してほしいと思います。

栄養も考えられていて、熱いものは熱く、冷たいものは冷たくとてもおいしい給食なので、できれば
無料でお願いしたいですが、クオリティが下がるなら保護者負担もやむなし。

他では無料化がないので、大変ありがたく思っています。とてもおいしい給食らしいので、これ作っ
てと言われ勉強になります。

入学時から給食費が無料だったため、当り前という感覚になっていました。しかし、このようなこと
は、とても有難いことです。無料化の意味や理由をもっと学校等を通して、保護者、児童に伝えてい
ただきたいです。

大田原市の大きな子育て支援のみりょくだと思うのでこれからも続けて頂きたいです。また低学年な
ので税金や無料の意味がわからないので伝えていませんが町の違いを伝える良いきっかけになると思
います。

これからもこの制度を継続してもらいたいです。

子供が屋内で遊べる場所を保護者のみ有料っていうのは違うと思います。経済的余裕のあるご家庭の
み使用できる、余裕のないご家庭は天気の悪い日は密室な家の中。親子ともに限界があると思いま
す。給食費に対してのご意見ではないですが、これを期に日頃思っている意見をさせてもらいまし
た。

このアンケートの主旨がわかりません。市長の公約を今さら何を言えと？恩着せがましいいのでは？
高学年になると、先生から給食は税金でまかなわれおり、(残すことは絶対に許さない！！と怒られ
たという話を他のお母さまから聞いたことがあります。それで良いのですか？小学校の入学説明会で
も、きちんと話を聞いて、理解しております。もし、財政難で無料化を辞めたいというのであれば、
市長も辞めるべきです。私も、そして主人もきちんと働いて、毎月毎月きちんと税金を納めておりま
す。一、納税者としまして一言。子ども一人一人のことを考えるのであれば、このアンケートよりす
べきことがあるのでは？

給食費の全額税金負担は、全国的にも少数のケースであるとききました。一部の心ない保護者による
給食費の不払い、それに伴う教職員の方々のご苦労は計り知れません。そういった現場の負担を軽減
するためにも、今後ともぜひ続けてほしいと思います。そうすることで現在困っている自治体の参考
になれば良いと思います。



※原文のまま記載しています。

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

今のまま続けて欲しいです。その分、子供達のために他のことで使えるので。

子供のいない世帯や子育ての終わった世帯からも集められる税金だということを、無料化があたりま
えだと思わないように親も子供ももっと意識すべきだと思いました。

これからも給食費無料化の継続をよろしくお願いします。

給食は子供たちの学校での楽しみでもあります。市全体として、子育ての支援を見える形でやってい
ただけるのはとてもありがたいです。子育て世帯が住み良い市政は、まわりまわって税制の増加にな
ると思います。

お金払っているから…とかでなく、市民が子育てを支援するという考えがすばらしいと思う。大田原
の市民に育ててもらっているのだからいつまでも離れても自分を育ててくれた大田原を大切に思う子
になってくれると思う。

給食を残す人が増えているようです。好き、キライが多く、せっかく給食のおばさんたちががんばっ
てつくっているのに感謝があまりないようです。食育についてもう少し別な指導もしてほしいです。

大田原市のみなさんに負担していただいていることを子供自身も理解し、自分に出された給食は、な
るべく食べ残しのないように心がけているようです。ありがとうございます。

保護者たちはみんな市や市長に感謝しています。このことが続くことを願っています。私たちの生活
費を助けていただかることで、子供たちの将来の為に貯金もできます。みなさんご存知のようにいろ
んなものが高くなっていますが、給料はかわりません。１日８時間しか働けない会社が増えてきてい
ます。

仮に無料化を止めたら、その税金はなににつかわれるのでしょうか。何か税金の使い道としてどうし
ても使いたいところがあるなら、半分負担、廃止も考えなければならないと思いますが、そこがはっ
きりしないのであれば、ぜひとも無料化を続けてもらいたいです。

これからもぜひ願いします。

大田原市に住んでいる理由の１つに給食費無料の制度があります。習い事など子供がやりたいことに
お金がまわせるのは本当に助かります。出来立てのおいしい給食が食べられるのもとてもいいことだ
と思います。

今後もぜひ無料化を続けていただけるとありがたいと思います。また、自分の子どもたちが大きく
なっても、子供たちの為につかわれるんだと思うと、税金を支払うのも、とても意義のあることだと
思います。

給食費の無料について、市民全体で子育てを支援するための大切なお金でまかなわれている事を伝え
ています。今後も継続でお願いしたいと思います。

大田原市のみんなのお金で給食費を出してもらってるから残さずに好き嫌いなく食べるようにと説明
しています。

アンケート調査の結果は何で知る事が出来ますか？結果も知りたいです。
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給食費無料化は大変ありがたく、子どもたちもそのことを実感して毎日の給食をいただいています。
他の市町住民からも評判がとても良いです。今後もぜひ継続をお願いいたします。

給食無料化大変助かっています。ありがとうございます。今後も継続して頂けることを望みます。

給食費が無料になりとても助かっています。もし、可能であれば要保護、準要保護児童にのみ行って
いる寺子屋を一般の児童、学力の低い児童だけでも良いので行っていただきたいです。

無料化になってから、本当に負担が減りすごく助かっています。子供には、大田原市が子供達の成長
のために、給食を出してくれていると話してあります。おかげで、習い事を１つ増やして楽しく通わ
せて頂いています。できれば今後も継続していただけると幸いです。いつもありがとうございます。

貧困家庭の子どものためにも無料化は続けて欲しいと思います。

市民のみなさまに感謝しております。ありがとうございます。

親子レクリエーションで給食を食べました。味付けもおいしく作ってくださっている方々、そして無
料化にあたり税金でまかなってくださっている、市民の方々に感謝の気持ちです。ありがとうござい
ます。

給食を無料で食べられるのは素晴らしいと思います。これからも続けてほしいです。目に見える子育
て支援だと思います。

無料でとても助かっています。無料だけれども、子供にはどうして無料なのかをはっきり教えてな
かったと思いました。ただで食べられてラッキー！なんて事は教えたくないのできちんと説明しよう
と思います。これからも、どうかよろしくお願いします。

息子が小学校に入学して、初めて大田原市の学校給食無料化制度を知りました。助成や補助があって
も、完全無料なのは、全国でもほとんどないのでは？と驚きました。私は親の負担軽減…といえばそ
うですが、子どもたちには、大田原市に住む人たいみんなから応援、支援してもらっているんだよ、
ということを教えてあげたいと思っています。この施策は大変すばらしいです。自分たちの税金が、
こういう未来の子どもたちの為に使われるのなら、本望です。

経済的にとても助かります。ありがとうございます。今後もぜひ、無料化の継続をお願いしたいで
す。

上の子も高校に行きお金がかかるので、給食費無料化は本当にありがたいと思っています。今後も継
続を希望いたします。

本当に助かっています。継続してください。ゴミ袋の値段と給食費無料は那須塩原市の友人にうらや
ましがられます。（笑）

給食費が無料でその分子供の為に習い事が１つ増やせています。このまま継続していただけるとあり
がたいと思っています。

支出するはずのお金が、子どもの為に手元に残せることは親として、とてもありがたいと思っていま
す。うぞ、今後も事業の継続をよろしくお願いしたいと思います。



※原文のまま記載しています。

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

上の子の時には、支払っていたので感謝しています。支払っていた時には、あたり前だと思っていた
のですが無料になっているとありがたさがわかります。

給食費無料化は子供にとっても親にとってもありがたいことであるので、ぜひとも今後とも継続して
頂きたいと思います。お願いします。

給食費無料化にはとても助かっており感謝しております。今後もよろしくお願いします。

せっかくの給食でもおいしくないものがあると残してしまう事があるので見直してほしい。ご飯の量
も見直してほしい。

給食費無料化によって未払いの方に対する不公平感はなくなりました。この施策は親にた対する施策
ともいえるかもしれません。私も含め親として、一人前ではない方への教育の１つとして廃止して毎
月子どもに給食費をもたせるのがよいかもしれません。給食費を一度に持たせるのが高額であれば、
毎日１日分の給食代を持たせ、お金と給食を交換する方式の方がトラブルも少額でお金がかかってい
る意識が芽生えるかもしれませんね。

とても助かっております。これからも継続していただけると嬉しく思います。

自分が小中学生の頃は（市外出身です）兄妹もいて給食費の支払いが少し「大変」という親の会話を
聞いた記憶があります。親になってはじめて同じ状況になり、たくさんのきょうだいがいればまた負
担金もおおくなるだろうし、有料じゃないことはありがたく感じます。

給食費の無料化はありがたいことです。子ども達には給食は好き嫌いせず残さず食べるように、感謝
して食べるように教えています。

給食費無料化、常日頃感謝しております。きっと市民や市議会の中には税金をそんなことに使うなん
て！と反対されている方も多い事でしょう。しかし、給食は子どもたちの心身の健康を守り、育てる
ためになくてはならぬものです。これからの大田原をそして日本を支えてくれる子どもたちに税金が
使われるなら、それはとても有意義なことではないでしょうか。（無駄に立派なハコモノを増やすよ
りよっぽど…）子どもの貧困も問題になっている今、とても有意義な取り組みだと思います。今後と
も継続の程宜しくお願い致します。

給食自体がない自治体がある中で、充実したサービスが受けられることに子供を持つ親として納税者
の皆様に感謝しています。子どもの貧困が社会問題になっている現状で、１日１食でもバランスのと
れた食事ができることが大変ありがたいと思っています。家庭での食育が基本ですが、好き嫌いや残
飯が減るような努力を全員で取り組めたら良いと思います。子どものいない納税者が給食の残飯を見
たら…どう思うのでしょうね。

給食の無料化、とても助かっています。給食費の未払い問題など、ＴＶニュースで取り上げられてい
る時など、大田原市の様な仕組みを取り入れたらいいのにと思っています。小中学生がいない家庭に
は、不公平に感じられるかもしれませんが、税金（地域の方々）に支えられていることをありがたく
思いますし、これから将来を背負う子供達への投資と思ってもらえるといいなと思います。

私どもの時代の給食よりも、おいしく色々な料理を出してくださっています。それを無料化していた
だけることを、なぜなのか、あたり前ではないのだと、子供に学んでいけたらいいと感じました。

給食費を支払わない親が増えているとＴＶ等で良く見るが確実に回収できないのであれば、無料にし
てもらった方が不公平感はなくなり、税金が何にしようされているかわからないという不透明感もな
くなり、とても良いと思います。ぜひ継続して頂きたいです。

他の自治体では牛乳を廃止する自治体があるようでうが、そうか大田原は牛乳廃止にしないでくださ
い！！
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子どもは家庭だけではなく、地域、国の宝だと思います。すべての子どもが心おきなく給食を食べら
れるように、今後も続けてほしいです。みんなで子育てを支えていけるといいと思います。

子育て中のこの時代、子どもも大人もゆとりがなく過ごしていますが、何より大切なのは食べること
だと思っています。食べることによって命につながっていき、未来へとつながっていきます。本当に
ありがたいことだと日々感謝しております。

無料なので量や質はあまり期待していなかった。けれど子供たちは「給食がおいしくて、嫌いなもの
も、がんばって食べられた！」と、うれしそうに話してくれます。親子給食で頂いた時、たくさんの
野菜や考えられた献立、そしておいしさにおどろきました。ぜひこのまま無料であれば貧しくて食べ
られない子供を助け、また親の負担を軽く、心と体を育てられると思います。
我が家は給食費がないことで子供らの学校の月謝やノートやえんぴつの文具なども買っています。実
際カツカツの生活で、少しのうるおいにもなっています。ありがとうございます。これからもぜひよ
ろしくお願いします。

今年卒業する息子がいます。６年間給食無償化はとてもありがたく感じています。ですが、市民税は
少し高いと感じます。さく減できる所を考えて、是非今後も大田原の小学生を支援して頂ける事を
願っております。

これからもよろしくお願いします。

小中学校の給食費無料化は大変たすかります。しかし、その反面、その分税金を他の福祉事業へまわ
す方が良いのでとも考えてしまいます。高齢化が進む今日、年金生活でとても苦しい老人はたくさん
いると思います。また、無料だった子供が高校生になった時の昼食代（弁当）が思いの外かかるの
で、そのやりくりも大変です。

無料化はありがたいと思いますが、財政を圧迫させてまでの事はないと思います。自分の子どもの食
費位は親として支払いも当然である気がしますが…。

今後も支え合える大田原市民でありたいと思います。

全額無料化で助かってはいますが、このことにより市政が厳しくなるようでしたら、段階的に廃止し
ても良いと思います。

児童・生徒が平等に食べられてとても良いと思う。

給食費の無料化、本当にありがたく思っています。今後も無料化の継続を強く望んでいます。子供達
にも市民の方全体で、給食の費用を負担していただいていることを教え、感謝の気持ちや、市民の方
全体で支えてもらっていることを感じながら大人へと成長していってもらいたいと思います。

社会全体で子供を育てていこうと、大切にしてもらっていると感じます。少子化の理由の１つに子供
を育て上げるまでにかかる、金銭面での不安があると思います。子供が３人いるため、これからもそ
ういう思いは続きます。安心して産み育てられる環境を整えていただく活動としてすばらしい事だと
思います。

今、小学校へ通うっている子供達には給食費無料を話してはいません。これから生活することの大変
さを教えて、子供達の時代も継続していく様伝えたいです。

子供がいない家庭にとっては、不満な部分があると思うが、今後、長く大田原に住んでもらうためを
考えるとやむおえないのではないかと思うところがある。３食きちんと食べることができない子供が
増えている中、給食だけでもきちんと食べられるようにしておくことは、将来なにかしら役に立つこ
とになっていくように思います。
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親が働くための子育て支援より、子ども達が必要最低限の生活を平等に送れるように子どもの視点に
立った支援をしていくことが最も重要だと思います。そういった観点から、大田原市の給食費無料化
はとても良い事業だと思います。もし、給食を有料化するならば、「子ども食堂」にその費用を充て
て、子どもの貧困を少しでも解消してほしいと思います。

給食無料化は大変ありがたいが、教育費のほとんどが給食費に割り当てられ、本来子ども達に必要な
教育にしわ寄せが来てしまっているのであれば、本末転倒だと思う。市長の公約も大切かもしれない
が、父子・母子家庭には全額支援、他は負担してもらうなど、見直しも考慮して欲しい。

大変ありがたく思っております。大田原市は全体的に子育て支援が充実しており、住む所に決めた理
由の一つです。これからもそういう町であってほしいです。

いつもありがたい想いでいっぱいです。給与は、現実問題あがりませんので、３人いますが４人目も
欲しいと思っても、お金のことを考えてしまいます。

あたりまえのように食べている給食ですが、子どもたちがもっと感謝の気持ちをもって食べられるよ
うに気付く事が出来、みんなに支えられている、守られているという意識を持てればいいなと思いま
す。

私は子供が一人ですが、大変、助かり感謝しています。その分は、安心で安全な食材を買わせていた
だいたり、社会経験などの意味で興味のあること、場所へ行き、見る、触れる、感じる等、心身の発
達に良いと思えることに使わせていただいております。給食費→税金という話をしてから、他にどん
なことに使われるんだろうと税金に興味を持ち調べていました。「おまわりさんの給料も税金なら、
税金を払わないとおまわりさんがいなくなっちゃうの？困るね」と、言っていました。子どもの心に
この無料化の意味がどう伝わるか、伝えるか、大人（親）の役割かな、と思います。

毎日、安全で美味しいお給食を提供して頂き、とてもありがたいです。今後も是非続けて頂けたらと
思います。
　どういう仕組みでお給食を食べているのか、今はまだ理解するには難しい年齢ではありますが、家
庭でも徐々に伝えていけるようにしたいと思います。

給食費の負担がなくなり家計は大変助かっています。ありがとうございます。

いつも子供が「今日の給食はねー」とたくさん話してくれます。キライなやさいも食べられるように
なりました。私は他県よりきたので栃木のごはんを作ってあげられません。なのでとてもたすかりま
す。ありがとうございます。

大田原市の取組はとても良く住み良い町であると思っています。今後も市民に寄り添った町作りを期
待しています。

無料だからと言って、給食の量を減らさないで欲しい。育ち盛りの為

子どもは給食が大好きです。メニューが豊富で工夫して調理いただいた物が提供されていることに
日々感謝をしています。大田原市で生まれ育ったことの自慢になると思いますので今後も継続をお願
い致します。

無料化はとても助かっています。那須塩原市民や他の市に住む友人、知人たちに給食費無料化は羨ま
しいとよく言われます。

いつもありがとうございます。無料課なのにとてもおいしい給食を食べさせて頂いていると子供から
聞いています。本当に感謝します。

共働きながらの子育ては、やはり大変です。日曜祝祭日も働けないとなかなか仕事はありません。学
童もお休みなので子供をあづけるとさらに経済的に負担がふえます。なので、給食費を税金でまか
なっていただいているのは、本当に助かっています。
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とてもありがたく感謝しています。ありがとうございます。

日頃より感謝しておりましたが、忙しいことにかまけて、子供達に伝えることを忘れておりました。
機会をいただきありがとうございます。

今後も続けて頂きたくお願い致します。

大田原市の子育て支援にはとても感謝しています。ワクチンや給食費などこれからも継続をお願い致
します。

栄養バランスのとれた給食を無料で提供して頂けて大変うれしく思っております。今後も無料で提供
して頂けると経済的にも大変助かります。

経済的に給食費をお支払いするのがむずかしい家庭もあると思います。どんな家庭の子供も学校の給
食を嫌な思いをしないで食べることができるように今後も続けてほしいと思います。

子供達が給食を通して食の大切さ、たべることへの感謝の気持ちがつながると思います。税金が子供
達のために使われるのであれば毎年払っている高額な市民税にも腹は立たないです。東京都知事のよ
うな税金の私的流用がありませんようどうかよろしくお願いいたします。

給食が無料、ということで、無、有料関係なく、今後も食育(栄養のこと、残さずに食べるなど）子
どもに教えること、市、全体で子供を育ててくれていることを大切に教えていきたいです。給食が無
料がだんだんあたり前のように感じるようになってきていまし。しかし、上記のこと、本当に大事な
ことなので子供達に教えます。

少子化改善のためにも、ぜひ継続させて下さい！！

子どもに「給食費無料」の説明も大切です。そして、税に対する無料の説明も必要かと思います。知
らない方は、無料のあり難さを分からない方もいると思います。他の市との比較や栃木県内での比較
等、無料が、すべての市で行われていることではないことを、もっと周知すると、親から子へとその
ありがたさが伝わっていくと思いました。
上に兄弟がいる子は有料→無料を経験していますが、新１年生となる親などには、その経緯の説明が
あってもいいと思います。（当たり前と思われないように・・・）

税金が正しい事に使われている事が実感してわかるのでとても良いと思います。これからも続けて欲
しいと思います。

保護者の負担が軽減されるという認識以上に、少子高齢化が進む社会では、子供への教育や成長に関
わる分野に税金を振り分けていくことは未来への投資と考えるべきではないかと思っております。

給食の無料化、本当にありがとうございます。

家では野菜を食べません。（特にサラダ）しかし、お給食ではおいしい！！と言って、サラダもきれ
いに食べているようです。これからもおいしい給食お願いします。

少子化の波の中、行政からの教育支援は大変有難い事だと思います。これからも、子育てするなら大
田原市と思われるような市に発展していくことを願います。
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173 国内で様々な意見がある中、大変助かっております。今後も宜しくお願い致します。

給食費の無料はとてもありがたいことで、今後も継続することを希望します。ただ、働ける年代が多
く、生活には困らない程度の収入があるので苦しい生活を強いられている人もいると考えると少しだ
け心苦しくもあります。又、少子化については世の中で色々言われていますが、私のまわりには不妊
で悩んでいる人もいます。そういう人のために税金で少し手助けできればとも思います。

学校のお給食の無料化はとてもありがたいです。食材の質や量は変わっていないということで安心し
ました。ただ、定期的に放射能の検査をして頂きたいです。（特に毎日出る牛乳等・・・）無料化に
はとても感謝しています。今後も質を落とさず、よろしくお願いします。

子供の教育費は家計の中でも負担になりますが、子供のためと思い貯ちく,使用しています。その中
で、給食費無料というのは大変助かっています。経済状況が違う家庭でもこれだけは子供達みんな平
等に、これからも続けていってほしいと思います。

給食だけでなく、医療費の無料化もやって欲しいです。

食育の授業（外部講師）や体験する機会を多くして欲しい。

他にくらべて市民税が高すぎる！！　無料化といいつつそこから４，５千円も他より多く支払ってい
るのでは給食費を支払っているのと同じではないか？　　そこで高くとって無料化してるとかんちが
いさせてるのでは？
こういう意見をちゃんと聞いて変えてほしい

部活動でつかれている様子がうかがえる。けがなどなき様、御指導を御願いしたい。

無料化はあたり前になっていて、今までいろいろ考えた事はなかった。
学校で教えていただけると助かります。

子育てにはお金がかかる＝子供を産めない、子供に兄弟を作ってあげられないなどの方々がいると思
うし、子育てに関しての手当てや無料などはとても助かります。所得が多いとは限らないので。

税金が何に使われているか、目で見て、はっきりと分かる事だと思う。本当に必要な所に税金は使っ
て欲しいと納税している立場としては思う。

市長の公約で決められているのに、あたかもやめたい様なアンケートはしないでほしい。

・給食の量は変わっていないと書いてありますが、質は昔よりだいぶ変化したと感じます。
・冷凍物の野菜など使うようになったので、本来の形や切り方などが野菜らしくないように思いま
す。（サトイモなどまん丸な形で豚汁などになっている）
・費用の面でも野菜を植えて自家栽培も良い経験では？　昔は校庭の端っこで公仕さんが育てて給食
に使いました！

給食費無料化をこれからもぜひ続けていただきたいと思います。とてもありがたいと思っています。
子どもには税金によってまかなわれている事を伝えて、大切に食事をいただくように教えています。
家庭の事情等に左右されることなく、すべての子ども達がバランスのとれたおいしい給食を食べられ
る事は幸せなことだと思います。

給食費が無料で大変助かっています。ただ、ここに多額の税金が使われる事によって、他の大切な場
所へのお金がないという事でしたら、今後負担していく事もやむを得ないと思っています。適切な税
金の使用を願っています。
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184

税金でまかなって頂いている事に感謝しています。

学校とは関係ないですが、学童ほいくの料金が高すぎます。春・夏・秋・冬休みの１日５００円は高
すぎてあずけられません。仕事をしているので頂けていますが夏休みは１万７～８千ぐらい取られま
す。来年からは２人になるので倍です。仕事している意味がないです。本当に困りますので、ご検討
お願い致します。
保育園ぐらい、学童も力を入れて頂きたいです。大田原市学童だけは遅れすぎてます。

経済的負担の軽減も大きいですが、精神的な負担も軽減されており、非常に助かっております。
他の市の方からは大田原市はいいねと言われる事が多く今後も子育て支援に積極的に取組んでいって
いただけたらと思います。

将来的な事を考えると、少子化は国内の大きな問題であり、長く続く不況の中で、私自身もまわりの
人たちも子育てを金銭的理由であきらめる部分は大きいです。世の中の大勢が貧しさを感じている中
仕事仕事で忙しく、バランスの良い食事をとれる給食がどれだけありがたい事か！！有料になったと
して、果たして払えるか？本気で不安なくらい我家は貧しいです。
学童も１カ月１万円、夏休みは１万４千円、とにかく他でお金を払っていて、収入の少ない私は罰悪
感すらあるくらいです。ビンボーでごめんなさい。

市全体で子育てをとり組むことは近い将来、その子たちが大人になったときこの大田原市の市民とし
て暮らしていきたいと考えられる様になると思います。

給食費無料化は本当に助かっております。
これからもみなさんに感謝すること残さず感謝しながら食べることを教えていこうと思っておりま
す。

無料化は親にとってすごくありがたい事だと思っています。その事をしっかり子供にも伝え給食を残
さず患者の気持ちで毎日たべていただきたいです。

家は中学校の子供が矢板に通っていて、お弁当なので、対象外でした。２７年度から支援していただ
ける事になり、大変助かっています。本当にありがとうございます。

無料化となり、「あたりまえ」になってしまっているので、本来の主旨を改めて考える機会となりま
した。最初は給食費分を貯蓄していたが、だんだんに生活費になってしまったので、ここで改めたい
と思いました。

上記の事を色々と説明しましたが、本人は理解しているか、わかりませんので、授業として、大田原
市についてでもいいので、学校で、教えてもらう機会が、あれば、うれしく、良いと思います。宜し
くお願いします。また、これと関係はないのですが、先日の合併のアンケートで、答えましたが、こ
れをもっても、小中学校の統合は反対します。自分の母校がなくなるのは伝統も消え、とても寂しい
事です。

一番上の子が中学校１年です。中学校の制服・体育着（長そで、長ズボン、短パン、半ソデシャツ）
それぞれ２着づつ、スクール用クツ、クツ下、バックすべて洋品店のいいなりで買わなくてはなりま
せんでした。中学校入学するのに自転車もあわせると、２０万円以上かかります。給食費も大切です
が、この準備にかかる金額は何とかなりませんか？

絶対に必要だと言われてかわされました。
　　制服・・冬上下
　　　　　　夏上下
　　体操着　　長ソデ×２
　　　　　　　長ズボン×２
　　　　　　　ハーフパンツ×２
　　　　　　　半ソデシャツ×２
　　　　　　　トレーナー　×１
　　通学ぐつ　　　　　　　×２
　　体育館シューズ　　　　×１
　　つく下　　　　　　　　×２
　　自転車
　　部活動用具一式
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とても助かっています。ありがとうございます。

那須塩原市は保護者が負担するから、メニューが違ったりおかずが多かったりするのかなあという疑
問はあります。

今後もぜひ続けていただけたらありがたいです。よろしくお願いします。

今回、このアンケートを回答するにあたり、給食無料化があたりまえになっている現在、ありがたさ
を見直す良い機会となりました。
学校では、教材費、学童での使用料等、お金が色々とかかるので、給食費の負担がかからないのは、
本当に助かっています。

大人になっても、大田原市で暮らしたい。結婚しても大田原市に残りたい。子供を育てたいなど、考
えていると思います。
子供達は。

給食費を支払うことは、子供を持つ我家にとっては生活を圧迫していくことになってしまいます。
給食費を無料にしていただいている事で、朝食・夕食のバランスも摂れ、食品目の数が増え、子供達
に充実した成長の助けとなっているので、大変有難く感じております。ありがとうございます。

給食が無料化になった事で、家庭に余裕ができ感謝しています。
大量のお米の保存、水道、異物混入、放射能などで保護者が不安にならないよう、いつまでも給食に
感謝する気持ちを子供達に伝えていきたいと思いますので、これからも支援を宜しくお願い致しま
す。

まだ子供が２年生で、何を言っても分からないので給食費のことをお話出来ませんが、お金を大切に
使うこと、税金はどのように集まり、どのように使われるのかをこれからお話し出来たらと思いま
す。

私からの一事について　初めは市長さんが初めた事ですよね　あくまでも長くつづけて下さい　宜し
くお願い致します

私たちの税金が用途不明や無意味に使われる事ではなく子供たちの給食や福祉に役立っている事、生
活に密着している事が分かると、不満も減るかと思います。年金問題では、私たちや子供たちには支
払われないかもしれないという不安もある中、身近な問題では、保育園へ入園できない待機児童の問
題、学童でも定員オーバーな状態です。子供の将来のためにも、税金でどうにか改善できればと思い
ます。

現金の取り扱いのトラブルをさけることができるし、家庭の負担が減るのでとても助かっている　今
後も続けてほしい。

無料化でとてもたすかっています。
これからも続いていくようにおねがいします。

給食費無料化は、本当にとても感謝しています。しかし、そのことで、違う所で支障をきたしている
のなら（子供達やお年寄りに対して）、それは心配だなと思います。

無料ありがとうございます。

今後も継続してほしいです。
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子育てには予想以上のお金がかかります。ですので、給食費の無料化はとても助かります。
市民全体で費用を負担していただいているのは重々承知していますが、その子供たちが成人し、次の
未来を支えてくれると思えば、いつか私の子供たちが巣立った後でもこの給食費無料化が継続される
事を希望します。そして少しでも少子化の歯止めとなる事を願っています。子育てしやすい市ナン
バー１を目指してこれからもたくさんの子育てに対するサービスが増える事を期待しています。

進学にお金がかかるため義務教育で軽減された分が高校、専門学校、大学進学での授業に当てられる
から、又市民全体で子育てを支援できたならば住・食・住に困る子供達がいなくなると思うから。

母子家庭なので、無料化はとてもすばらしい事だと思います。これからもよろしくお願い致します。

今、無料化してくれている為、それが負担になると考えると家計がやっていけるか心配です。
大田原ありがとうございます。

学校給食は、大きくなってから食事のバランスを考えた時、学校のメニューを参考にメニューの組み
合わせをしていました。学校の一番の楽しみ給食を通じて食育を育てていきたいです。子供が多いと
食費負担も多く、無料化になった分食費に回せてありがたいです。

無料化はとてもありがたいことで、とても感謝しております。
これからも続くことを願っております。

大変、たすかっております。

小学２年の子供には親として説明の難しさがあり、子供が理解できていないだろうと思うところで
す。
学校で伝えるなど、子供達が学ぶ機会を持てたら、と考えてしまいます。
給食費無料化によって、市民全体が費用を負担してくれていることの感謝の気持ちや、学びを給食時
に食事の大切さを感じながら食してほしい限りです。

給食費を税金でまかなっていただきありがとうございます。

子ども自身も給食無料化に対して、ありがたく思っているようで、「残さず食べよう」「作ってくれ
ている人たち（生産者・調理員さん・お金を払っている人たち）に感謝だね」と口にしています。

これからも無料化をお願いしたいです。

給食の無料化について、市長の公約であることは知っていましたが、先日、子供たちの給食代は、市
長の給与からなっていると聞きました。この話が、本当ならば、とてもありがたく感謝の気持ちしか
ありません。ありがとうございます。

大田原市で生まれて育ち、現在も大田原市で生活をしています。
子供に力を入れて下さりとても感謝しております。
これからも子供の為に力を入れて欲しいです。
子供に力を入れてくれ、小子化対策に取りくんでくれてうれしく思います。出来るのであれば、医療
費問題にも力を入れてほしいです。３才未満は無料、それ以外も窓口で無料化にしてほしいです。一
度支払って、市役所で戻す作業が困難です。

給食費が無料で助かっております。これからもよろしくお願いします。
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無料化を継続の意見が多く回答されるだろうがそれをそのまま市長への評価に捉えて欲しくはない。

私は方親ですが、できるだけ子供がやりたいと思うことは皆で同じ様にやらせたいと思っています。
なので毎月の給食費無料はとても助かります。大学まで上げてあげたいので、これからも家計をせつ
やくしつつ、楽しい子育てをしていきたいです。

地域にもよるだろうが、私たちが子供の頃は給食が無料なんてなかった。考えられなかった。今は少
子化という時代背景もあるが、親だけでなく地域の大人たち皆で子育てをしようと、子供を大切に
思ってくれる。小学校行事への参加や、見守りなど、地域の方の協力がたくさんある。そのようなこ
とがあるから給食もありがたく頂けるということを子供に伝えたい。

これからも給食無料化の継続を宜しくお願い致します。季節や行事を感じられるメニューや、子供達
が喜ぶメニューを栄養バランスと共に考えて作って下さっていて、大変ありがたく思います。子供
が、市政や税金とは何かを理解出来るようになったら、給食費無料について教えて行こうと思いま
す。

給食費無料化によって、食材の質や量に変わっていないという事で、とても安心しました。

食べ物が自分の口に入るまで、色々な人が大変な思いをしていることを子供達に話し、食べられるこ
とがあたりまえだと思わず、「ありがとう」の気持ちを持ってほしいと思います。

私自身は全て子供のために日々の事をしております。子供たちは未来です。全ての政策、１０年２０
年先を見つめて行ってほしいです。目先の利益、便利さにとらわれないで、行ってほしいです。

給食費はずっとこのままで変ないで欲しいと思います。

できれば、大田原産のお米や野菜を食べさせたい。（旬の物、それぞれの季節の物を使えば安く澄
む）

いつもおいしい給食をありがとうございます。家計にとても助かっていますので、これからも続けて
下さい。よろしくお願いします。

大田原市は支払う税金が高いように思います。今回のように、税金の一部が何に使われているかわか
るように、アンケートを取ったり、いろいろな形で知らせていくことが必要だと思いました。

これからも、子育てへの支援が暑い市であってほしいな。っと強く思います。今自分たちが市民の皆
様に助けられてできている子育てを次世代へリレーできて、今度は自分たちがサポートできる恩返し
のリレーを続けていきたいです。

継続することは難しい事かもしれませんが、4年続けてこられたので、これからも頑張ってほしいと
思います。ほんの少し前に無料化になった理由を知りました。他県から引っこしてきたので、すばら
しい事だと思いました。

他の地域では給食費の未納の件できちんと支払いをしている親と支払っていない親との不平等さ、徴
収する先生の負担が大きいなどの問題が発生しています。無料化によって、そのようなトラブルもな
いので大変感謝しています。

市民の皆様の税金でまかなっている事は申し訳ないですが、今後も、無料化を継続していただけると
ありがたいです。
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239 今後も継続をお願い致します

アレルギーの子への給供体制を整えていただきたい。〇献立の詳細が出せない（どのメニューに何が
使われているか把握できていない！！）⇒安心安全ですか？！
希望しても代替食はおろか、除去食の提供もしていただけない状況は問題ではないでしょうか？！→
〇配膳の間違いによる事故の可能性のためという理由
「安心安全」が具体的にわかりません→開示されているのでしたら、教えてください。
たけのこ問題などもありました。不安です。メニューに季節感がないです。くだものも外国産ばかり
です。
温かいもの、冷たいもの、汁物やサラダが提供いただけて給食はとてもありがたいです。みんなでわ
いわい楽しめる時間でもあります。よりよい給食の在り方を御検討下さい。よろしくお願い致しま
す。
〇放射性物質や農薬の検査はどのようにされていま　　すか？
〇地産地消はどの程度ですか？米ややさい、くだもの、牛乳や畜産物が大田原は恵まれています！
→安心安全な作物を作っていただける農家の方に給食用につくっていただけませんか？（米やよく使
う野菜だけでも・・・）
コストの問題があるとは思いますが月1回ぐらいでも大田原産のいちごなどにくだものできません
か？
農家の方々との交流なんかができれば最高ですね。

少子化問題と関連すると思います。市民、社会全体で安心して生み育てることが出来る環境整備の一
環として、無料化は必要不可欠であると考えます。子どもに教える機会がなかったので、これを機に
給食のありがたさ、感謝の気持ちでいる様、家族で話したいと思います。

子育てにはとてもお金がかかるので今後も継続して給食費の無料を望みます。

（弁当ですが）今年度から矢東附中も給食費無料と同じ金額で助けていただき深く感謝中し上げま
す。将来の学費に充てたく、なるべく貯蓄にまわそうと考えています。又、英語力向上のための研修
やサイエンスキャンプなど各々研修費などにあてて、自己研鑽に努めさせたいと思います。市民全体
が給食費を負担して下さっていることを意識させ、感謝して大切に食べるようにこれからも子供達に
は話しつづけたいと思います。今後ともどうかよろしくお願い致します。

今後も子供達のより良い未来のために、有意義な市政を期待しております。

給食の無料化は本当にわが家では助かっています。今の生活もギリギリなので・・・学校はいろいろ
とお金がかかるので、この他に給食費までとなると大変です。これからも今まで同様に無料化でお願
いします。

今後も続けていってほしいです。

給食費無料化をやめる時は、市長のポストから降りてもらう時ですよ。

食材を大田原産の物を使って欲しい。

今後の給食費無料化お願いします
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子供に理由を説明したら、理解できたのか、「なんだか、やさしいね。」と、言っていました。

税収がきびしいのかも知れませんが、ぜひ継続お願いします。子供達に投資を！

保護者負担にすると、不払いの家庭がでてきて不公平感が生まれる可能性があるし、不払いの人から
回収する手間や負担もでてくると思うので、無料化は続けて欲しい。

皆様（自分を含め）の子育て世代への税金の使われ方に感謝です。

とってもすばらしいことなので、是非、続けてもらいたいと思います。

友人・知人に給食費無料化を話すととてもうらやましがられます。本当にありがたく思います。

給食費用のお金で、子供達の習い事をさせています　今後も、よろしくお願い致します。

今後とも何とぞお願いします。

無料化になってとても助かっています。ありがとうございます。

給食事業サービスのおかげで栄養面も不足することなく、また経済的負担を軽減して頂けているおか
げで生活の安定が計られております。今後も継続してサービスが受けられると、うちの様なひとり
親、低所得世帯は本当に助かります。

できることなら、すべての小中学校で無料化になってほしいです。平等であってほしいから。那須塩
原市の方からみると、大田原市がうらやましいそうです。

今年度からお弁当を持参する中学校に通う生徒へも同額の補助を受けられるようになり、非常に有難
く思っております。

特にありません。

・給食費が無料化ということを他の市町村に住んでいる方に言うと、とても関べされます。食の大切
さをこれからも伝えて、娘に給食費が無料化ということを伝え味わって頂くように日々教育していこ
うと思います。
・経済的負担が軽減されとても助かっています。

給食費無料化は大田原市民の自慢です。本当に有難く思っております。今後も子どもたちの食育のた
め、継続していただけたら、と思います。
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給食費の無料化は大変助かっております。市税でまかなっていることでその他で必要な部分があるの
であれば半額負担は仕方ないのかなあという思いもあります。例えば、都心部から色々な有名企業の
方々や、プロスポーツ選手を各学校へ呼んで特別授業等子供達が早い段階で将来の目標を設定できる
ための色々な取組み等特色のある教育を行って頂けるのであれば給食費は必ずしも無料ではなく半額
負担とし、その分で上記のような教育を展開して頂ければと思います。

無料化の継続を願います。

低学年が量が多いと子供をから聞いています。調査をして、調整しても良いのではと思います。

無料化を希望しますので今後ともよろしくお願いがします

市長選の時、すばらしい公約だと思いました。支払わない家庭があることにより、給食の質が下がる
と感じていたからです。子供達には、市、全体で子育てを支援してくれていること、子供達のために
完全な給食を出してくれていること、そのため残さず食べる事が大切だと伝えています。

世間話くらいの程度で他市町村の方と生活の話などをしている際思って入ることとして、大田原市は
まだその他の事にあまりそうぐうしていないので実感としてまだ末の状況もありますが、子育てして
いる私が感じている事、感謝している事は、子を持つ世帯にとっては経済不たんやその他の子育てに
ついての面では非常に充実しありがたく思ってます。これからも子供を育てていくうえでますます向
上していただけることを願っております。いつもありがとうございます。

お世話になっています。小中学校の無料化は小学校に入るときに聞いたので何だか分からなかったの
ですが、子供達が元気で学校生活が出来るのであればこれからもお願いします

給食費の無料化は大変有難いが、子供が給食の量が足りないと言っていて、可能ならば増やして欲し
いと思う。その分保護者負担があっても良い。ただ、食べれない生徒も居る事、栄養バランスや年齢
に合った給食の量を考えて提供されている事も承知していますので、変えられないかと思います。

問2で答えたとおり、賛否両方の意見があると思いますが、子育てを支援していただけるのはありが
たい。子どもを産み育てたくても今の日本では一人を育てるのにお金がかかる。それらを理由に産む
子どもの数を控えている方もいる。また最近、子どもの貧困についても深刻な問題になっており、育
ち盛りの子どもに最低限の栄養摂取は必須であり、給食はバランスを考えた献立を栄養職員が考えて
いるので必要な支援だと思う。

給食費無料化とはあまり関係がないかもしれませんが、ういたお金を子供のスポーツ教室等にあてて
います。何故なら、子供の人数が少なく入りたい部活がないからです。予算の割り振りが難しいかも
しれませんが、部活動が他の学校と合同でできるよう検討して頂けるとうれしく思います。そうすれ
ばもっとういたお金を有効に使えると考えますので、よろしくお願い致します。

今、都知事が「政治とカネ」の問題で辞任したことが話題になっていますが、大田原市の使い道はど
うでしょうか？少ない給料から税金を払うことじたい嫌になっていおります。そのような中で税金か
ら給食費を払うと言うのは、子を持つ親としては大変、助かることと思います。

無料化はとてもありがたいです。でも、学校設備の補修などに予算がとれないようなことがあるとし
たら、給食費を払ってもよいので校舎の壁をきれいにするとか校庭の砂の補充をするとか目に見える
形で税金を使ってもよいと思います。学校設備改修の要望を出したらすぐかなえてもらいたいです。
（無料化より）

給食費の無料化というのは本当にすばらしいです。大田原市には他にも子育てに便利な施設や取り組
みがあり、子育て中のママには住みやすい環境だと思います。現在1歳の赤ちゃんがいますが、トコ
トコや図書館子育てサロンなど利用させてもらっています。とても助かっていますし、交流の場とし
てすばらしいと思います。大田原市の子供がたくさん増えると思います。子ども宝です。これからも
子どもたちが住みやすい大田原市にしていきましょう！！大田原市が大好きです！！
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今後も子育て支援が発展していくことを願っています。又出産費用等が安くなると、考えも変わって
くると思います。少し高いのでは・・・

給食費を税金が負担してもらっていて本当に助かります。このまま継続してもらえると助かります。
学童にも子供を預けて生活している私にとっては少しでも払いが少ない、無い事に対しては助かりま
す。

市全体で子どもを育てるという考え方は素晴らしいので、子ども達にもこれから教えていきたい。
そこから、給食や栄養についても子ども達に考えていってほしい。

給食費無料化は保護者にとっては大変ありがたいことだと感じております。子供が低学年のため、ま
だ詳しくは話をしていませんが、今後きちんと話をして感謝の気持ちを持って給食をいただいて欲し
いこと、大田原市が子供を大切に育てていこうとしている良い市だということを伝えたいと思いま
す。

子育て支援のためよろしくお願いします。

経済的に大変な家庭もますます増えてきています。そういうお子さんへの配慮は必ずしてほしいと思
います。もし給食費を支払うことになっても、そういう家庭は給食ヒ未払いとなり、それが相当な額
になってしまうことになって問題となってしまいますね。

今後も無料化の継続をお願いします。
大変助っています。

今回、このアンケートを回答するにあたり、改めて無償化されていることは大変恵まれていることで
あり、様々なことに気付くきっかけとなりました。こどもにも、給食が食べられることのありがた
さ、そして、それを支えているのは、家族だけでなく地域全体であることなど、しっかり伝えていき
たいと思います。

アンケートにより、市民の税金で給食費がまかなわれている事がわかりました。

問２で、今後も継続を望むを希望しましたが、私、個人としては、子供手当をいただいてますので、
それを直接給食費の方にまわしていただいても良いと思います。どの道、手当としていただいていま
すので。

無料化は、嬉しい事だが、子ども達がなにより楽しみにしている給食が、質素になるのはかわいそう
で、お金を払ってもいいかなと思います。（あげパンは、油をつかわない様にあげていない）と聞き
ました。うどんも素うどんみたいなうどんでした。

給食のありがたさが子供がどこまで理解できているか、正直疑問ではあります。もう一度、子供と話
し合ってみたいです。無料化は本当にありがたいです。

大変ありがたいことと思っています。子どもには、大田原市の皆様に育てていただいているというこ
とを教えています。

ありがとうございます。市民のみなさんの税金で給食が食べられている事、感謝の気持ちを教えたい
と思います。

このようなアンケートをいただくことで、改めてありがたさを感じることができます。他市町の知人
に話すととてもうらやましがります。めぐまれていることをあたり前とせず、大田原市が住みよい市
であることも誇りに思い感謝の気持ちを忘れず子供にも受けついでいきたいです。
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子育てで給食はとても大切なことに思っています。栄ようやバランスなど考えたなら本当に感謝しか
ありません。無料化によって税金はかなりの金がかかることだし子供のいない家庭にとって反対の意
見があると思います。大田原市の考え方はとても大切な子育しやすい環境づくりの一つだと思いま
す。給食のことで子供と話がときどきあるしありがとうございます。

他の地区（県外含め）のママと話していても、大田原市は子育てのしやすいところだと感じます。給
食費のこともありますが、支援センターやトコトコのように子供と共に何かをする！という時にいつ
でも利用できる所があると本当に助かります。地元ではないママにとって、子育てしやすい大田原は
自慢できるステキな市です！
スポーツなども色々とイベントも多くイイです！

このアンケートの意味がわからない
無料から有料にしたいだけ？
（問５）でも答えたが、子育てを支援するためと思っていたが、本当にわからない。

子供達の為に税金を使えるのであれば今後も継続をお願いしたい。

これからもずっと継続していって欲しいです。よろしくおねがいします。

問２で継続を望むにしましたが、払わないでいいのなら誰もがそれにこした事はないと思います。た
だ、子供の給食費は親が払うのが義務だと思います。毎日お弁当を作ったら、給食費ぐらいでは足り
ません。親にとって給食がどれほどありがたいか・・・誰もが思う事だと思います。税金は、全市民
に有利な方法で使っていただきたいと思います。

小学校に入学した時から給食費を払ったことがありません。問３の金額をはじめて知りました。あり
がたいと思います。払わないのが普通になってしまっているので、これだけのお金を市が負担してく
れている（税金でまかなわれている）ということを、もっとアピールしても良いのではないかなと思
いました。が、反対の意見の方もいらっしゃるので難しいですよね。

子育てを支援する為色々な事で助かっています。

こんごも続けてほしい。

問2の質問ですが、私はどちらでも良い考えです。無料化で助かった人は大勢いると思いますが、支
払いをすることで大人が働いたお金でご飯が食べられる事も重要だと思います。

給食費を市が負担して頂いているのは本当に助かります。子供はまだ1年生なので説明しても理解は
できないと思いますが少しずつ教えていきありがたさが伝わればと思っています。これからもぜひつ
づけていってほしいです。逆に急に負担しなければならなくなると経済的にとてもつらくなります。

当初は「選挙のための公約でしょ」という考えでしたので、他のことに税金を使えばいいのにと思っ
ていましたが、子育ての政策としてということが理解できたので、子どもにも教えるようにしていま
す。ですが、家庭中でいきなり給食無料の話をしても、しっかり聞いてくれる様子ではありません。
給食や食育の授業の際に、しっかりこのことを伝えて理解させてもらいたいです。子どもに政策の主
旨が伝わらないと意味がないと思います。

給食費無料だけでなく、医療費なども面でも。
大田原市は子育て世代にとって暮らしやすいと思っています。

うちは低学年の子供に無料化のお話をしてあげたいのですが、なかなか低学年の子供に分かりやすく
お話するのはむずかしく、困っています。子供たちは無料なのは分かっているらしいのですが、理由
となるとうまくお話しできていません。学校など低学年にも分かりやすい（かみしばいなど）お話が
あるととてもたすかります。
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311 これからも継続的な子育て支援をよろしくお願いします。

好き嫌いが多く家では野菜類もあまり食べてくれませんが、学校だとお友達がいる為食べる努力をし
てくれます。学校給食の大切さを実感します。先日は親子給食で夏野菜のカレーを一緒に食べました
が家では入れない具材カレーアスパラかぼちゃ、トマト、等“おいしい”と言ってキレイに完食驚き
ました。

物価も高いこの世の中でおいしい給食を無料で頂けて、感謝しています。その分習い事や、教育の方
にお金を使うことができています。無料化している大田原市すばらしいと思います。日々感謝です。

市長の公約だからとかでなく全国的世界的に見ても、バランスのとれた昼食を学校で税金で提供して
もらえていることをもとわかるように周知してもらいたい「大田原市タダだからラッキー」では意味
がない
でもそういう親が多いのが事実

最近は当たり前の様に無料化を軽視しつつありましたが、このアンケートに答える事により、改めて
税金でまかなって頂きありがたいと実感しました。財政的に厳しいとは思いますが、これからも引き
続き宜しくお願いします。

パンなどがおいしくなったと聞く。

子供に給食費だけでなく年金など、いろんなことに税金が使われていることを話すきっかけにもなっ
ています。

これからも給食費無料化を続けて下さい。家庭の食事ではとりきれない栄養も学校で皆で食べるとい
うことで好き嫌いを言わずに何でも食べていると思います。子供にとっても給食はよいことだと思い
ます。

これからもよろしくお願いします。

子供は給食の時間が一番楽しみだと言っています。今後とも宜しくお願い致します。

栃木県らしいメニューや家庭では出した事のないおかずを食べたよ！とうれしそうに報告してくれま
す。バランスの良いメニューでとても嬉しいです。いつもありがとうございます。

１年生なので経済的な事は、まだ・・・・と思っていましたが、今からでも教えておくべきだと、ア
ンケートを頂いて気づきました。大田原は子育支援が手厚いので、他の市町村の方から驚かれること
があり、その都度、ありがたみを感じています。税金を納める義務として、納め甲斐がある

お給食は学校の生活の中でとても楽しみにしています。先日親子給食会がありました。その時、嫌い
な物でも「体の栄養」と言って食べ「残さず頑張って食べるぞ」と言って完食しました。このアン
ケートを書いている時「学校でもお給食の話聞いているから大切に食べているんだ」と子が話してく
れていました。家では好き嫌いがはげしい子ですが集団の中の力と１日の中の１食でも食に対する感
謝や関心を持って食べてくれたら嬉しいと思っています。（親子給食を通して知りました。）

特にありません。

〇給食センターで、ノロかな(ウィルス）の職員がでたと聞いてその時は、牛乳とごはんしかでなく
て、おかずだけでも持たせてあげられたらと思ったのですが、これは教育委員で決めたことでしょう
か？　育ちざかりの子どもにはちょっとお腹がすきすぎてかわいそうでした。かえって食の大切さも
分かったみたいです。
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学校給食の完全無料化は本当に助かります。今後もぜひ続けて頂きたいです。

給食費の未支払や、給食費を払っている地域の方々の意見など給食費に関して沢山問題があるかと思
いますが、大田原市の子育て支援の影響はとても大きいと思います。今後も、私もできるだけ地域の
ために何ができるかを考え積極的に取り組んでいきますので、住みやすい大田原市をつくっていって
下さい。

このアンケート自体が恩着せがましい。税金負担なのだから納税者権利と考える。もし子供がいない
家庭が不平と言うのであれば、そのような人達にもアンケートもしなければ調査の妥当性が見えな
い。高額納税者から見れば総じて還元より支払いの方が多いので興味がないアンケートである

給食関係の意見はありませんが、教員や部活動教育に対してはいくつかありますが、それに対する教
育委員会のアンケートを出して頂きたいです。学校に伝えても改善には至らないので。

食事の大切さ、食べられることのありがたみ、物を粗末にせず、味わっていただくことも子どもに伝
えていきたいと思います。

先にも書きましたが、本来なら支払うべき給食費です。年間の費用を改めてみるととても大きな金額
で、改めてありがたく感じました。私個人の意見としますと、給食費無料、本当に助かり、ありがた
いですが、子供に食べさせる給食費を支払うのは、親の責任でもあります。それならば、任意で接種
になるインフルエンザなど学校で流行のおそれがあるワクチン接種に、負担軽減になるようになれ
ば、大流行もまぬがれるんじゃないかと思います。負担が大きく受けないとの声を聞きますので。

子供たちには地域の皆様の支え厚意があってこそ、自分たちが生きて行けること、ゆくゆくは自分た
ちが支える側になってゆく事を教えています。他市に住んでいた時は子ども３人は産めないと絶望し
ておりましたが、こちらに来て、希望の光を与えて頂き、感謝で一杯です。将来子供たちが自身の心
で地域の皆様に恩返しがしたいと思い行動できるように、育てていきたいと思います。

常々、子どもたちには給食は市民の方々からの税金で食べさせてもらっていることを伝えています。
とてもありがたいことです。また、栄養バランスも良くおいしいので子どもはほぼ毎食完食していま
す。

一生けんめい働いて得たお金で食べさせてもらっているのだから残さず食べるように話をしていま
す。教科書等も同様です。今後もよろしくお願いします。

家でも子供には無料化について話しをする事はありますが、いまいちありがたみが分かりずらいよう
です。学校でも伝えて頂ける機会を何度か持って頂けると良いかなと思います。この制度はとてもす
ばらしいものだと思います。親も子もあたり前と思わず、感謝の気持ちを持ってお給食を食べたいと
思います。

学校給食無料化は、子供にダイレクトに届く支援で、とてもよい事業だと思います。もし叶うなら大
田原市だけでなく日本国中で実現されればよいのにと願います。

日々忙しくて親も給食費の事について改めてかんがえることがなかなか無いので、この様にアンケー
ト等で目にふれる機会は必要と思います。

納税の意識も大事だが、税金がどのように使われているかを大人は子どもに教えていかなければなら
ない。税金で学校の給食や教科書、つくえ等の費用を負担しているからこそ「感謝して給食を食べ
る」「教科書等の物品を大切にする」ことを親子の会話を通して教えていきたい。

給食費が無料になっていることに対して、とても助かっています。

大田原のいい所なので、そのままで続けて下さい。
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前に子供から給食に出てきたアスパラガスがスジだらけで食べる事が出来なかったと言っていまし
た。素材にも気を使ってほしいと思います。

高学年にさしかかった学年になり、白いご飯の量だけがかなり増え、おかずが足りないという意見を
聞いています。無料で頂いているものなので仕方ないとは思いますが、子供たちのことを考えます
と・・・。

須賀川小に子供が通っているが昨冬、ノロウイルス患者が給食センター職員に発生した関係で黒羽地
区の給食が一時ご飯をふりかけ、みかんやゼリーなどのデザートと牛乳のみという処置がとられた
が、その際、他の大田原市内の学校給食に生じた格差の補償が“未だ”何も行われず説明もないのは
どういうことか。
保護者分は税金でまかなっているから何を出されても文句を言う権利がないということなのか。真冬
の寒い時機に温かい主菜、汁物なしで過ごさなりれはならなかった子供達の精神的苦痛を考えた上で
の処置だったのか。むしろその間1名1食いくらで給食を支援できなかった分を保護者に現金で支給し
てお弁当を持たせるという方法の方が栄養面でも、市内全域の学校間の不公平感ということでもよ
かったのではないか。
今後も起こりうる事案なので、子供達の栄養面、また不平感もすべて満足させられる対応策を検討
し、マニュアルを作成して次回以降に備えていただきたい。

毎日おいしい給食を提供していただきありがとうございます。まだ、子どもは小さいのですが、なぜ
無料なのかをわかりやすく教えていきたいと思います。

これからも未来の大田原市を支える子供たちのための政策をお願いします。

子ども達の必要な栄養面を考えて毎月献立を考えていただきありがとうございます。

給食費の無料化はとても助かっています。買い物に行っても物価は少しずつ高くなっていて、買い物
袋１つ買い物をすると支払金額が明らかに高くなっています。法人税を軽減したようですが、平社員
までは回ってきません。私たちの仕事場では、逆に給金を下げられました。少しでも家計からの支払
いが少ない方が嬉しいです。給食費の無料化に反対する方もいるようですが、私はその事に対しても
子供に伝えています。大田原市長様ありがとうございます。

いつもお世話になっております。大変助かっております。子どもたちに今後も過ごしやすい環境がい
ろいろな人や周囲の方々に支えられているという事を伝えていきたいと思っています。

　学校ジャージのサイズや金額もう少し考えてほしい。理由は小学生は体の成長が日々行われていま
す。毎年買い替えていくのは大変。中高生と違うのだからデザイン性は考えなくてもいいと思う。
　地域の安全性。青パトが子供の下校時間に走っていすが、走行車線をはみだし中央線をまたいで
走っている。一時停止をしない（徐行と一時停止はちがいます）信号無視をする（止まれる速度で
走っていても止まらない）、交通ルールを守れない人が青パトに乗っているのはどうかと思います。
　青パトもただシルバー人材を集めるのではなく人選をしっかりやってください。
　おまわりさんが違反者を見て見ぬふりをするのはどうか？
　一般の違反者にはなんくせつけてキップきりをするのに青パトや農家関係の人だと注意もキップき
りもしない。そんなにけいさつに子供たちの安全をまかせられない。
　返信用のふうとうがあっても子供の名前がかいてあるのはどうなのか？

子育てにやさしい大田原市に感謝の気持ちでいっぱいです。共働きですが、子育てにかかる費用は毎
年増えているように感じます。給食費無料化とてもありがたいです。

他の市町村ではなかなかできない給食無料化とても良い事業だと思います。大田原市の子供たちへの
考え方、育成の仕方はとてもすばらしいと思います。こういう税金の使い方を（子供たちのため）し
てほしいし、続けて欲しいと思います。
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市民の税金でまかなわれていると知ると、「残してはいけない」と、大事に食べる子もいます。地域
に育ててもらっていると感謝している子が少数かもしれないけど、確実にいることは教育においても
素晴らしいと思います。

給食費無料のため、その分子どもの食費、生活等に回せるので助かります。

国が行うお金のばらまきではなく、次世代の育成という面で大変有用であります。今後も継続をお願
いいたします。

各家庭の収入はそれぞれですが、給食無料化は子供にとって平等でいいと思います。もし親の収入に
よって「払う」「払わない」があったら揉めると思います。

税金のしくみ、そして市の財政等ふまえ、津久井市長が公約にうたった思いを抱き、理解しながら感
謝の気持ちをもち、食することができることは、単に栄養を吸収することだけではなく、心も大きく
なると思います。給食費未納問題で心を痛めるのは、やはり子供だと思います。（未納にならないよ
う、親のモラルも必要だと思いますが…）

献立が負担軽減の為に安易なメニューとならないよう工夫をお願いします。

いつもおいしい給食をありがとうございます。親子給食で、食べる機会があり、子供たちが家では食
べないのに野菜をたくさん食べていて驚きました。また、子供の事を考え栄養あるものを考え、日々
の給食になっている事を知り感動しました。大田原市民全体で支援して下さっている事にただただ感
謝するばかりです。感謝する気持ちを大切に食べ物を大切に、子どもたちにも伝えていければと思い
ます。

今年度から中3長男の給食が支払われることになった理由（経緯）が知りたいと思いました。中１に
なった時に給食がない学校だったことから現物支給である給食はあきらめていました。もっと早くか
らこの体制を行ってくれていれば・・・と、思いました。しかし、思いがげない通知に感謝致しま
す。今后もよろしく市外の中学校に通うお子様のため、お願いします。

給食を通して、大田原市や湯津上村、黒羽町の食文化や特産品を使った、ご当地給食みたいなものを
献立の中に取り入れて、ただ食べる給食ではなく、食生活や文化を勉強できるようなものを考えても
らえればと思う。

収入が多い方ではない為給食費無料化は本当にありがたいと思います。ただ、情報として、無料化に
伴い、税の個人負担はどのくらいアップしたのかはちょと気になるところでもあります。

給食を通して外国の食文化も学べるのは良い事だと思う。とりだんごとフォーのスープがおいしかっ
たと言っていました。もちろん日本食を基盤として。今後もよろしくお願いします。

・後々学校事業で親が食べる機会をつくって頂くようです。楽しみです。自分達の頃とは色々変るの
か分かりませんが、子供はとても給食を気に入っていて、ありがたく思います。
・時々帰ってからお腹すいたぁーと言っていて、量的にはどんな感じだろう？と思う次第です。

いつも安全な給食をありがとうございます。

大田原市の税金で小中学校の給食無料化は凄く大変な事だと思います。しかし、私達が今、子育てし
ていく中凄く助かっているのは事実です。大田原市全体で協していただいている事が素晴らしいと思
います。将来、今の子供達が親になった時、ありがたみが分かるかと思いますが、順譲りで大田原市
を支えたいと思います。ありがとうございます。

給食費の無料化大変感謝しております。
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給食無料化のような平等で公平な目に見える公共サービスを今後も望みます。建物などの充実よりも
心のこもったサービスを望みます。教育に関しては特にどの学校に通っても、同じレベルの教育サー
ビスをうけられる大田原であってほしいです。

さまざまな意見があると思いますが、これからも続けて欲しいと思います。

ありがとうございます。

お世話になります。今後も安心して子育てができる大田原であって欲しいと同時に幸福な大田原を期
待しています。

これからも学校給食費の無料化を継続してほしいです。所得が少ない私にはとても助かっています。
よろしくお願いします。

味付けが、少しうすかったりしていると思います。（小学校の給食）

本当は、給食の無料化（形に残らないもの）よりも、学校の整備（トイレ、エアコン設置など）に税
金は使われるべきだと思う。

給食費が無料化になっている為とても助かっています。これからも続けてほしいです。お願いしま
す。

今後も継続して頂く事で、将来大田原に住み続けたいと、子供達にも思って欲しい。無料になった事
で、園分進学の為の貯蓄等が増やせて負担が少なくなり、断念させる事なく希望の進路に進ませる事
が出来る。とても感謝しております。

今後もぜひ続けてください。

給食を無料化にしていただいて助かっています。ありがとうございます。給食無料化をやめて、所得
が低い家庭の支援に回してもいいと思います。

食育というものも市民全体で協力していただいているので、感謝の気持ちを持ってという事も教えて
いる。

給食費を全額負担していただいてから、習い事を１つ増やすことができました。大田原市全体の子供
が（親が）お金の心配をしなくておいしい給食を食べれることに安心しています。今後もよろしくお
願いいたします。

とてもたすかってます。これからもよろしくお願いいたします。

全国的に子ども向けの食堂が増えているので、いいと思います。反対に、食べる喜びを満足に感じる
ことなく大人になる子供が増えるのは悲しいですね。
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給食費の無料化が税金でまかなわれている事は全員にしっかり知ってほしいです。ニュース等で給食
費未納問題などをみると、子供に罪はないのにと心が痛みます。子供達にしっかりと食べて欲しいで
す。

目に見えない所で税金が使われるより、給食費が無料となっている事に使っているのは良い事だと思
います。今後もよろしくお願いいたします。

「好き嫌いはいけない事」と教えていてもどうしても好きではない物があり、食べられないときもあ
るようです。「頑張って食べて」と言ってもプレッシャーになるだけで「給食」に対してコンプレッ
クスになっているようです。出来る事であれば苦手なメニューの場合は、「少しだけでも良し」とい
うような指導の元、給食が楽しい時間に全ての子供達がなれますよう期待いたします。

本当にとても助かっております。子供が皆な小中学校にいた時、かなり負担になっていました。他子
供達が皆な平等に何も気にすることなく給食が食べられるのはすばらしいことだと思います。

お忙しい中、色々な大会にお越し下さいましてありがとうございます！これからも大田原の未来の為
に頑張っていただきたいと思っております。どうか宜しくお願い致します。

子供達は給食が大好きで毎日楽しみにしています。給食の無料化によって大人になったら納税する事
のできる大人になってほしいと子供達には言っています。税金の話をするには、とても良いと思いま
す。

無料化本当にありがたいです。

とても助かっています。ありがとうございます。

無料化になった事で熟に行けて学校では、おぎなえない受検対策をしたりと子供にまわしているの
で、これからも無料化のままでお願いしたいです。

大田原市子供を育てるのを市民がたすけてくれていて子供にやさしくていいことだと思う。学校でも
家でも残さず食べるようにしていきたいと思う。とてもいいことだと思うのでつづけてほしい。

給食費の無料化はとても助かっています。

市民全体で子育てに協力する事に感謝です。地域の目を減らさないように税金と言うカタチでずっと
おせわになっています。子育てはひとりでは無理です。地域の人達の声かけなどにすくわれた頃もあ
りました。母子家庭なのでありがたく思います。食育に関しては、特に不公平があってはならないと
思います。食育が働くことの大切さ社会参加など子供達に伝わってわかる頃になるのを楽しみにして
子育てしていこうと思います。

とても助かっています。ありがとうございます。すべての食材が限りなく国産（地元産）であること
を望みます。

子供は、多い方が良いと思い３人になりました。しかし、現実は子供手当だけでは厳しいです。給食
費の無料はとても助かります。ありがとうございます。

給食そのものがとてもありがたく思っている上に無料というのは、本当にありがたいです。食べ残し
のないように、学校の方からも感謝する事や食育を子供達に教えていただけると助かります。
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給食費無料化は、子供の成長に役立つものと考えます。各家庭で、その分を子どものためについやす
ことを望みます。家庭でも、税金でまかなわれていることを教えて将来、自分も税金を納めることに
なることを伝えてほしいです。また、無料化はたいへんありがたいですが、このお金でエアコンが設
置できたら…とも考えます。大田原中は水道も少ないです。エアコン設置が遅いのはギモンです。

もう少し量がふえるとうれしいです。

「学校給食サービス事業」は、子を持つ親は、大変ありがたく思っていると思います。我が家は、２
人の子どもがおりますが、１人が習い事をしたがると、もう１人も「自分もやりたい」と言い、なか
なか経済的にも難しいのが現実です。しかし、親としては、家庭と学校の他に子どもが伸び伸びと好
きな事に夢中になれる環境を作ってあげたいのも本根です。今回のこのサービス事業、市民の皆様に
感謝しながら大田原市に生まれて良かった、そしていつか恩返しができる人間に私達親が育て導いて
いきたいと思います。

保護者としては給食費無料化はとても助かります。少子化対策としても役に立っていると思います。
その反面、大田原市の財政を圧迫しているようであれば変更や廃止も仕方ないと思います。

大切な税金で給食を頂いている事に子供には感謝するように伝えております。残飯がどのくらいある
のかとても気になります。学校で、残飯＝税金であり、お金を捨てている事をよく考え、残さずに給
食を食べることをもっと教えてください。よろしくお願いします。

小学校では残飯が多いと聞き、中学校では質より量と聞いていますが、メニューの改善、アイディア
など工夫してみてはいかがですか。

有料だった時は、お金があるのにもかかわらず払わない親がいたと聞きました。昔だったら考えられ
ない非常識な大人が増えているように感じますが、子供には罪がないので子供の為に無料化は仕方な
いと思います。バカな親は変わらないので、未来ある子供達に対して食事の大切さ、感謝の心（生産
者、調理担当の方、納税者etc）を教育していくべきと考えます。

せっかく未払いなどの心配がなく安定した給食運営ができているのだから栃木県内市町で１番ふるさ
と納税の税収を充ててでも是非継続してください。

いつもおいしい給食を食べさせて頂き、本当に感謝しています。ただ、給食費無料化だけではなく、
他の有意義な事に税金を使う必要があれば、無料化でなくなる事があっても、それはそれでいいと思
います。

給食は、子供がいない人も含め、皆から集めた税金で払っているので、感謝の気持ちを忘れずにと教
えたい。

我が家は、子供が多いため、無料で非常にありがたく思っています。これからもよろしくお願いいた
します。

とてもありがたい制度です。ただ生徒も保護者も税金によってまかなわれている事をあたり前と思わ
ないようにしていかなければならないと思います。

市で、家族を守っていただいていると強く感じています。有難いなと思っています。

他の市の子育て世帯から、大田原に家を建てれば良かったという声がありました。この件っで、人口
も増加するんじゃないでしょうか。

我が家は子供が多いです。両親の面倒もみているので大変です。何でも２倍かかります。中学の入学
のほじょ金などあると助かります。修学旅行のほじょなどあると本当に助かります。私だって子供の
帰る時間には家にいて「おかえり」と言ってあげたいです。習い事だってさせてやりたいです。こん
な事を書いても私達の声がとどく事はないでしょうね。母子家庭の方に色々はいりょしすぎだと思い
ますよ。
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ぜひ継続をお願いします。少しでも子育てする為の負担を軽くして、若者達にも大田原が子育てをす
るのにとても良い市なんだとアピールして欲しいです。大田原市に住みたいという人が増えていくよ
うな取組をお願いします。

大田原市のみなさんから費用を出していただき、給食をいただけていること、３人の子供達がいる我
が家にとってはとてもありがたいことです。常々感謝しております。「食」を通じて子供達が様々な
ことを学び、そして充実した毎日が遅れるように手助けするのが私達大人の責任でもあります。ぜひ
今後共継続していただきたいです。

給食費は子供が多いほど高額になり、家計に重くのしかかってきます。大田原市は無料なのでとても
助かっています。他県の知人などから「大田原は給食が無料でいいね」と言われます。

今後も継続していただきたいです。よろしくお願い致します。

子と共に住みやすい、育てやすいといった大田原市のイメージは周囲に良いイメージとしてとらえら
れていると思います。私たちも他県から引っ越してきましたが、決して楽ではない財源から無償化を
実施し、継続の努力を続けているのはすばらしいと思います。頑張って下さい。

今後も継続を望んでおりますが、大田原中学校では、生徒が飲料として使用できる水道がかなり限ら
れています。このように学校を整備するお金が足りない状況であれば、まずそちらの整備を優先して
から、給食費無料をお願いしたい気持ちもあります。整備中は保護者の給食費負担分も一時的又は一
部であれば理解を得られるのではと思います。（ただ、ちょうどその期間が子どもが通学している家
庭は不公平感がでるかもしれませんが…難しい問題だと思います。

給食費の無料は３人の子供を持つ親としては、とても助かっているしだいです。給食費無料以外に
も、義務教育の現場では本当に大きなお金が必要になる時があります。例えば入学などの時にも負担
額の大きさに驚きました。金銭的な面だけではなく、物品的なサービス、例えば学生服のリサイクル
など過去にしばられない自由な考えを持って、親の負担を少なくし子供たちには格差のない教育を与
えられるような市になってほしいです。

母子家庭なので生きる支えが少しでもあると、子どもと一緒に募らせるので感謝です。

他の市町村から給食の無料化について、聞かれとても恵まれた環境なのだと感じております。いずれ
子供達が地元の支えとなってくれることを親として大人として期待しつつ、必要なことは子供たちに
伝えていきたいと思っております。不安の多い時代ですが子は宝です。大切な食の文化をご指導いた
だき感謝申し上げます。

無料化大変助かっております。ありがとうございます。

特に中学生は、部活動が必須のため、部活にかかる費用が多く負担になっています。修学旅行へ行く
にも昔と比べて費用が高く、年収５００万世帯でもかなり厳しい状況です。そんな中、給食費を市税
でまかなっていただき大変ありがたいと思っています。存続は大変だとは思いますが続けていただけ
るとありがたいです。

他の市では、月６千円ほど給食費を納入していると聞きました。少子化でひとりっ子が増えているな
か、小中あわせて３人のお子さんがいる家庭では、給食費だけでも大変な負担になると思います。そ
んななか、大田原市では、給食費の無料化をしていただきとても感謝しています。これからも、子ど
もに「食の大切さ」「税金の大切さ」を教えていきたいと思います。

未来の日本は支えるのは子ども達なのだから子ども達が学問に（学ぶこと）集中できるよう食事は大
切なことからも税金で支払っていただいてる…というような話をしました。少子化になって年金制度
のあやうさも話しましたが、子どもはあまり興味を示さなかったです。

とても感謝しております。よろしくお願いいたします。
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母の私が給食を食べていた頃に比べ、とてもメニューが充実しており、子供達も「おいしい」と喜ん
でいます。改めて中学生の給食費の値段を見て、無料化についてきちんと子供に説明をしなければい
けないと思いました。

無料化になっていること、理由など、学校の方でも積極的に伝えてるのかは分かりませんが、食の大
切さなども合わせて、伝えていただけるとありがたいです。むずかしいかもしれませんが、校内の給
食室の見学とか…

大田原市に住んでいるおかげで、とても子供を育てやすく感じます。とてもありがたいです。

大田原市民のメリットである。税金の使い道として納得が行くものである。

給食だけに関わらず。政治全体が税金の使い方を間違っていると思う！！納税者にきちんと還元がで
きて本当の税金の意味を理解できるのではないかと思う！！おえらい様方の無駄な交際接待費等は全
て各自の自費にするべき！！この給食無料化も、もっと早く実行できたはずだし、その他、まだまだ
出来る事は沢山あるはず！！まだまだ本気で向かい合う体制が足りないと思います。

いつもこの制度にありがたみを感じています。他県から大田原に引っ越してきました。とても良い制
度だと思います。食育での支援はとても意味があることだし、おいしい給食ですこやかに子供達が
育っていけるのを支えてもらっているのを学校でも、もっと税金の仕組みなど給食の制度を通して伝
えてもらいたいです。家庭でもふだんの食事でも話題にしています。

義務教育なのに中学校はお金がかかりすぎます。学年費などは、中学校によって金額は違うのでしょ
うか？

毎日、おいしく栄養がある給食を安心して食べさせることができ、大変、感謝しております。

収入の多い世帯は無料じゃなくて良いと思います。

家出の好き嫌いがあるため、どうしても栄養がかたよってしまいますが、給食は栄養バランスが良く
成長期の子ども達に大切だと思います。そんな給食が無料化になって、とてもありがたく思っており
ます。

今回改めて給食費が無料である事の感謝を考えました。無料化当初は感謝の気持ちでいっぱいでいし
たが、日が経つにつれ、薄れている面もあり改めてありがたみを実感しました。今後も時折アンケー
トの実施してくださる事により、再確認できる事もあるかと思います。教育費に出費をついやす中、
非常に助かっています。

中学生には市の役割なども知ってもらいたい。

食に対して重要なことであると伝わってきます。子ども達が成人し、納税者になったときに、また、
みんなで子育てを支援していこうと、つながってくれることを期待しています。

この制度のお陰で大変助かっております。感謝致します。

毎日、当たり前のようにいただいている給食ですが１食、１食たくさんの方のご尽力で支えられてい
る事に感謝をし、給食無料化を有り難く思います。
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子供の為に税金で給食費をまかなっていただき、ありがとうございます。娘も給食が大好きです。

給食費無料はとてもありがたいと思います。

助かっています。ずっと続けてほしいです。

給食費無料化に感謝しております。市民のみな様の税金で給食を頂いている事を子供に教え、毎日残
さず食べるように教えています。ありがとうございます。

若草中学校の給食は、手作りでとてもおいしいと評判です。その給食を無料でいただけるのは、幸せ
な事だと思います。このアンケートで、給食が税金でまかなわれていることを再認識しました。あり
がとうございます。

母子家庭の為、収入は少ないので家計のやりくりはきびしいです。学校にかかるお金が少しでも減っ
てくれるのは大変助かります。ぜひ、継続してほしいです。よろしくお願いいたします。

子育て世代にとって非常に助かる制度です。継続でよろしくお願い致します。

給食費無料は、大変ありがたいです。親子共に感謝しております。若中の給食は大変美味しくおかわ
りをして食べていると子どもたちが笑顔で教えてくれます。市民のため、子どもたちのためにも地産
地消でお願いいたします。

大田原市の給食はおいしいと子供達が喜んでいます。ありがとうございます。

我が家は、大田原市民ではない中、大田原市で学びたいと子供の希望で通わせていただいておりま
す。現在給食費も納めております。大田原市民ではないからとのことで市が子育てを支援するためで
したら、ぜひ、うちの子の給食費も無料化していただければ幸いでございます。よろしくお願い申し
上げます。

大変助かっています。ありがとうございます。

大田原市は子育てしやすい環境なので、このまま続けてほしいです。毎年、このようなアンケートを
して、親子でこのことを話す機会ができていいと思います。

いつもおいしい給食をありがとうございます。バランスが良く工夫されたメニューで、毎日子どもは
給食を楽しみにしています。子どもたちの中には、家庭で食事が食べられなかったり、栄養の偏った
食事をしている子もいると思います。1日のうちでなるべく多く食事を楽しいと思え、食べ物に感謝
できる時間は大切です。今後もおいしい給食の無料化提供をお願いいたします。

老人福祉重視社会の中、この取り組みはとても助かります。他の市町村や小、中学生の世代を持たな
い家にとっては少し不平等なのかもしれませんが、諸外国では芸術大や国立大等の授業料が無料のと
ころもあります。ですので、社会で子供を育てて行くという前提での取組みであるのであれば、とて
も有意義なことではないかと思います。

給食無料化、本当にありがたいです。好きな習い事が出来、うれしいです。
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大田原市民で良かったです。ありがとうございます。おかげで、子供は毎日休まず学校へ通っていま
す。

この制度を今後も続けてほしいです。市長の公約は子供にも親にもすごく助かっています。

今後も給食費無料化を継続いただきたいです。宜しくお願

健全な青少年育成の為、これからもどうぞよろしくお願いします。
高齢者だけではなく未来の為に、子供達に市民全体での支援をお願いしたいです。

中途転居のため理由は上に４つの回答があり無料化になったと思われますが、給食費未払い保護者へ
学校教員が自宅訪問の上請求した事で別児童が未払を知り、いじめ一歩手前になった事例が県内にあ
り大事にはなっていません。これを考えれば将来を担う子供たちのため、又、少子化対策の一環と考
えれば正しい税の使い方であると考え、賛同しています。県内、国内の先駆者ならぬ先駆市としてが
んばって下さい。

特にありません。

給食から伝えられることはたくさんあります。よろしくお願いします。

いつもおいしい給食をありがとうございます。あたたかくてバランスのとれた食事を食べられること
は、とても有難い事だと思っています。給食には楽しい思い出が沢山あるようです。ありがとうござ
います。

大田原市に住んでいて良かったと思います。これからも子供の為、いろいろと頑張ってほしいです。
子供達の為に力をいれてくれてうれしいです。
　医療費の窓口精算を無料化にしてほしいです。一度支払って市役所で手続きをする作業の手間を他
県の様に無料化にしてほしいです。他県はすでにやっているみたいです。

毎月の給食費が無料なので、その分習い事や部活動に回せます。本当にありがたいと思います。子供
達にも税金でまかなっているんだよと伝え、子供達にも感謝して給食を残さず食べるように伝えたい
です。

先日、大田原市青少年健全育成市民大会の講演で学ぶということがどんなに大切でそしてありがたい
ことか、改めて思い知らされました。そんな中、子供たちは義務教育として勉学を学ぶだけでなく、
地域の方々などからも支えていただいて色々なことを学んだり、部活動などの活動に専念することが
できています。さらに大田原市では給食も安心していただくことができて、子育てをする上で感謝す
ることがいっぱいです。培った経験や知恵は誰にも奪うことができない財産です。こうした支援のお
かげで子ども達に少しでも多くの財産を持たせてあげることができるのだと思います。

子育てに関する政策はぜん力を入れてやって頂きたい

今後も継続をしていただきたいです。

上の子が若草中学校でお世話になっていますが、給食がとてもおいしいと、いつも今日は～が出たと
食材についてもうれしそうに話してくれます。本当に食育に力をいれていただきありがとうございま
す。
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大田原市は、子供達への支援事業が他自治体より進んでいますので、ぜひ継続していただきたいで
す。

大田原市の子育て制策で家計がとても大助かりです。これからもよろしくお願いします。

給食費を支払をするのは、親の責任とは重々わかっておりますが、小・中学校と幼児よりお金のかか
る負担が大きすぎます。月々5,000円の児童手当てでは不足です。扶養手当もなくなり、家庭の負担
が増えるばかりです。この制度はとても助かり大田原市民でよかったと思います。

ありがとうございます。感謝しています。

いつもお世話になっております。給食費無料は私達子育て世帯には本当にありがたいことであり、ま
た子供達も無料で食べさせていただいていることに感謝しなくはいけないと思います。食べられるこ
とがあたりまえではない。食べさせてもらっていることに感謝し、将来の日本を支えていってほしい
です。そのことを親として、子供として、子供に伝えていきたいと思います。本当に感謝いたしま
す。

無料化で助かっています。ありがとうございます。本来自分の子どもの給食費なので親が支払うの
は、あたりまえの事だと思っています。無料化で感謝の気持ちもありますが、自分の子どもの給食費
を支払うのに税金を使っているということを考えると自分の子どもの給食費を支払わないのはどうな
のかなと思う事もあります。

とても助かっています

ほとうに毎日あなたちわおいし物をたべさせてもらいほとうありがたいと思って心からかんしゃし
て、たべて下さい。ほんとに毎日ありがとうございます　いつまでつつけて下さいお願い致します

大田原市以外の人も無料にしたほうが良い（平等）

食育と聞き、今は何でも手に入る時代です。食と言う物を見直す、見つめ直すと言う意味で、1年に1
度粗食の日などを設けてみてはいかがでしょうか？例えば、お寺の精進料理の様な物、ごはん、みそ
汁、つけ物にごま豆腐など…。

昔まだ給食費があった頃少人数ですが給食費の滞納問題。子供同志のいじめやからかい、嫌がらせな
ど社会問題にまでなりました。とても悲しい事だと思いました。

給食費の無料化につきましては、いつも有難く感謝しております。今後も大切な税金から給食費が払
われていることを、子供に教えていきたいと思っております。

我が子が対象年齢を過ぎたとしても税金をこの様に使う事については賛成です。以前問題となった給
食費問題の様な事は、子供達が成長して行くうえで、決して良い事とは思えない。

今後も無料だと助かります

給食費が無料になっている事は助かっています。
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公約通り、無料化になっていて本当に助かります。(助かっています）。ありがとうございます。★
残すことなく感謝していただくよう、この期に声かけしたいと思います。

給食生活を終了し、お弁当生活になってみると給食のありがたさを痛感します。低コストで栄養化を
考えるととてもむずかしく大変です。そんなありがたい給食を無料で子供たちに食べさせることがで
きるのは、感謝感謝です。我が家は子供が5人なので給食費の負担がないことが経済的負担を軽減し
てくれているので、ありがたいことです。

給食費無料化はとてもありがたく、安心して子育てができます。本当に助かっています。給食費の
分、子供の豊かな成長のためにお金をつかうことができます。

子供の人数が多いいと、教育費がとてもかかります。でも給食費が無料なのはとてもたすかります。
年間30万ぐらいの金額が教育費にまわせるのでこれからも継続をお願いします。

給食費無料化はとても助かっています、子供の習い事や進学費用等子供にかかる費用は年々増してい
く中市全体で子供たちを育てるという公約はすばらしいと思います。

給食費の無料という事で、大変ありがたいと思っています。子供の生活する上で食を充実させて頂く
のはなかなか大変な事なので、大田原市の取りくみは子供達のこれから食事や生活する上で必要と考
えているので、このまま大田原市取りくみは、続けて行ってほしいと考えております。

とてもありがたく思っています。今は部活動では特に、お金がかかると思っています。夫婦２人で働
いても、経済的にとてもたいへんでした。たくさんの方に助けていただきながら子供を育ててきまし
た。最近では母子家庭のお宅のたいへんさをよく耳にします。その家庭〃で経済的な差が、とても大
きく感じられます。

本来ならば自分の子が食べるものは親が払うのは義務だと思っていました。市の考えで皆で子育てを
支援していく方針は本当にありがたく、助かっている部分はとても大きいです。子どもにも常に言い
きかせ、食に対しても感謝を忘れずにいて欲しいです。

無料ありがとうございます。

上に大学生と高校生がいますが、学費を毎日のお弁当（食事代）で経済的にもかなり負担が大きいで
す。中学校の給食費無料化によって、私達の経済的負担が少しでも軽減されれば良いと思っていま
す。また中学生は一番の成長期だと思うので必要な栄養が摂取できるように量を考えて下さる学校給
食が何より安心安全だと思います。

市民の税金を利用しているのは申し訳ないのですが、今後も、継続していただけると、助かります。

前日の集金も大きいので、無料化が廃止されてしまうと、本当に経済的に家はキビしいです。ですの
で、継続をお願いします。

他の市町村のお母さん達に大田原市の取り組みはとても良い。税金の使い道として実感出来るとよく
言われています。子供達もそれを理解し感謝して残さず食べています。とてもありがたいと思ってい
ます。

大切な税金を使っている事を忘れないようにしたいと思っています。税金が世の為、人の為に使われ
ていると思えば、私達も報われます。大切な税金、ムダな事に使って欲しくはありません。

本来、子供の給食費など、税金で負担頂くものではないとも思っています。ただ、一部の払わない親
のために、子供が肩身のせまい思いをしたりするのはさけてあげたい。既に子供を育てあげた家庭、
子供のいない家庭の方には本当に感謝しています。
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共働きのため、学校給食は本当に助かっております。
栄養の必要な子供時代に給食があることは素晴らしいことだと思います。このまま継続してもらい
（自分の子どもが卒業した後も）たいと思います。

子供を育えてやすい環境を作り市内に転居してくれる人口を増やす意味もあると選挙時に聞き票を投
じた者ですが、タダで食べることが当たり前だと考えてしまう人が増えてしまうと思うので相応の負
担を求めても良いと思います。

大変感謝しております。
クラブチームに所属しておりますので、毎月の運営費、父兄会費にあてさせていただいたり、ユニ
フォーム、練習着などの購入にあてさせていただいたりしています。ありがとうございます。

給食費無料化は本当に助かっています。
ただ、無料化になってからずいぶん年月も経っている為
当たり前になっている気持ちもありました。
改めて感謝しつつ、子供にも教えていきたいと思います。
学校でも給食の時間にその様な話を出してみると子供達も実感がわくのではないかと思います。

出来る限り、継続して欲しい。とても助かっています。

給食費無料化による財政負担は多大なものだと思いますが、一方で集金をする学校側の負担が軽減さ
れたのも事実です。無料化には賛否両論あるかと思いますが、これからも継続していただけると助か
ります。保護者にも納税意識を持っていただけるといいですね。

毎日おいしい給食の話をしてくれます。ありがとうございます。無料化になった為、本の購入にあて
ています。子どもの成長にとても役立っています。高校も給食があると助かりますね。（もちろん有
料で）

半額負担でも良いと思います
あたりまえのように無料になっている感じです

インフルエンザなどの予防接種費用も税金で負担してほしい。ぜひ　よろしくお願いします！！

大田原市の積極的な取り組みに感謝しております。個人的な意見ですが児童手当の様に使途不明にな
る可能性があるような援助より、遥かに平等な制度だと感じます。義務教育に限れば最低限である給
食と教科書の無料化は賛成です。軽減した分で部活動費、塾通い、又学校への寄付金（教育振興会会
費）、地域寄付金に充てたいと思っています。

経済的にとても助かっています。ありがとうございます。

那須塩原地区（市）では、給食費無料ではないと友人から聞いており、大田原地区（市）での取り組
みとてもうらやましがられており、私もここ（大田原市）に住んでいる事に感謝しております。引き
続きの取り組みを宜しくお願い致します。

いつも栄養バランスのとれた昼食が摂れてとても子供たちは幸せです。限られた予算の中で給食をま
かなうのは大変だと思います。公費なので値あげできない等の問題があるなら各家庭でその分は負担
してもよいと思いますので、質や量を減らすことなく給食を続けてほしいです

市民のみなさんの税金によってまかなわれておりますが今後もぜひ継続していただきたいです

これから先も続けられる限り、この体制を保っていただきたいと思います。
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給食費だけではなく、学級費など、もう少し補助があるととても助かります。小中共に修学旅行もと
ても金額がかかります

給食費が税金でまかなわれている事を、学校で教えて欲しい、

給食費を市民の皆様の税金で無料化にしていただいて、とても助かっています。各家庭で収入はさま
ざまですが、低所得者には、ありがたです。そして今無料化で給食を頂いている子どもたちが大人に
なり税金を納める時まで続けてほしいです。自分たちが市民の税金で食べさせてもらいて成長したこ
とを、今度は自分たちが恩返しする番だと、次につながると思います。

安心して安全でおいしく頂けて、その上無料化で本当にありがたいです。ありがとうございます。

なぜ毎年このようなアンケートをとるのでしょうか？子供に大田原市が無償にしているからありがた
く思え。と上層の方々がいいきかせてほしいとおもっているからでは？アンケートの内容が子供に教
えているか？とはあきれます。市長の公約なら守るのがあたりまえなのでアンケートの経費の方がム
ダではありませんか？　税金でまかなっているのは分かっています！！

給食は栄養面でも、食育の面でもとても重要だと思います　少ない金額でメニューを考えるのは大変
だと思いますが、たまに、さみしいメニューの時もあるようです（カロリー的にはＯＫなのでしょう
が）子供たちはとても楽しみにしているのでこれからもよろしくお願い致します。

本当にありがたい事です。感謝しています。

給食費無料化は子育てが一段落しても継続していってほしい事業だと思います。税金の使われ方とし
ていろいろな世代が理解できると思います。

問２で今後も継続を望むとしましたが、２の一部変更して…でも良いかもと思います。負担してくれ
るのが当たり前になってきている部分もああるように思います。本来の目的や感謝という部分が薄れ
てきているのではないでしょうか。しかし、無料化は大変助かります。

食生活において「給食」はとても重要であると思います。
税を使っていただいている事に感謝したいと思っています。今後も継続してもらえる様願います。毎
日、美味しく給食を食べています。

子どもたちが安心して食事ができることに保護者としてとても感謝しております。少子化が進んでい
るこのごろですが市民全体で子どもたちを育てること、また、子供たちが大人になってきちんと社会
に参加できる人になってもらえたらと思います。

このアンケートは今後の無料化のあり方に対する意見の集約なんでしょうか、どんな意図の基にこの
アンケートなのかいまひとつ分からない。

たいへんたすかっています。こらからもよろしくお願いします。

今後も無料の継続を希望します。
大田原はとても住みよいと考えています。
何事も取組が早い。

給食費無料化は続けていただきたいです。
他の市では払わない親がいてもその子にも給食を出しているそうで納得がいきません。税金なら払わ
なければ差し押さえもあるでしょうからそちらのほうがいいと思います。
でも平等にきちんと払う人、払わない人がでないなら無料化がなくなったとしてもいいと思います。
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今後も継続をお願いしたいと思います。

子供達の為に、毎月献立を考えて頂きありがとうございます。友達と食べるご飯はおいしいし、良く
おかわりをしているそうです。今後もよろしくお願いします。

経済的に余裕がある訳じゃないので助かってます。これからもぜひ継続していただきたいです。

いつもありがとうございます。
子供に聞きますと、食べきれずに残っている(おかわりしても残っている)ことは多いと言います。
調査の上、少し配分量をかげんしたらどうでしょうか？

税金が色々な所で役立つことを願います。

どこの家庭もが普通に払える訳ではないと思う。払えない家庭もあるので、子供の為にも給食費無料
化は続けて下さい。私達大田原市民がきちんと税金を納めれば良いのだから。

無料はありがたいです

給食は子どもたちにとってとても楽しみな時間で思い出に残るものです。今まで負担がなくありがた
かったので、今後の子育て世代にも負担なく、給食費未払い問題がないようにしたい。
よい税金の使い方だと思うので継続してもらいたい。

これからもぜひ続けて行ってほしい事業の一つです。他市町からも大田原市はいいね、とよく言われ
ます。
新しく住むなら、大田原市に行こうかなとも言われます。

これからも給食費無料化を継続していただきたいです。

小中共に自校給食なので、毎日おいしくできたてをいただいているようです。ありがとうございま
す。

助かっております。大田原市民でよかった。津久井市長でよかった。ありがとうございます。

子供は、未来の宝だと思うから、みんなで支援していきたい。
これが、市民みんなの幸せにつながっていくと思う。

我が家には、４人の子供がおります。給食費の保護者負担が無料なのは本当にありがたいです。しか
しながら、ついそのありがたみを忘れてしまう事もあります。給食を提供するには、材料費の他に、
人件費(業者への委託費？)もたくさんかかっているのだと思います。年に１回位、給食に関する支出
が全部でいくらかかっているのか、報告してみては、いかがでしょうか？

無料化になって親の負担が軽減、又、市民全体で子供を支援してくださっているのはわかるが、子ど
もに感謝の気持ちまで今、求めるのはどうか。
のちのちよく理解出来るのでは？
お金のことを話したくない。
作ってくださった方々や食べ物への感謝の気持ちは大切だと思う。
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中学生がアレルギー（食べ物）なので年に１回検査して証明書を病院から出して頂いていますが、５
０００円位かかっています。補助があれば良いのですが！

国保の健康保険税をもっと安くしてほしい
病院にも受信してないのに高すぎます

お金も払わずにわがままとは思いますが、もう少しおいしいと、子供達も喜ぶと思います。

支払っている税金が子供達のために使われていることに感謝しています。

学校でも、給食費がなぜ無料になっているか伝えて頂きたいと思います。

子供が１人ではなく２人以上育てたいという家庭は多いと思います。１人しかいない場合は負担は少
ないですが、教育費は２人以上となると極端に負担がかかるような気がします。その中での無料化は
素晴らしい制度と思います。

とても助かっています。

学校としても、税金が給食に使われることをどのような経緯で、どのような目的で行っているのかを
分かりやすく伝えてほしい。
当たり前ではなく、食材を大切にしたり、残さず食べるという思いにつながるようになってもらいた
い。

給食無料により本当に助かります。本当に本当にありがとうございます。
税金のつかい方が不透明で関心がなかったのですが、これを機会に少しでもわかる様になったし、大
田原だけの取り組みにとても誇りに思いました。

給食費無料化は非常に助かっている制度です。
しかし、それによって、市税の引き上げになってしまったらどちらがいい事なのか、疑問なところは
あります。

無料化と引きかえに栄養面での不足が無いよう期待します。栄養面強化の為の一部負担は有りで良い
と思います。

このような政策をしていただき、本当に助かっています。
大田原市の財政が悪くならないのであれば、続けていただきたい。
栄養バランスの良い、そしてなによりも楽しみな給食をこれからも宜しくお願いします。

子供のためにかかる費用が年々増えている中、大田原市での子育て支援は、今を生きる私達にとっ
て、すごく心強いと思っております。

今後も少子化対策、子育て支援をお願いします。

学校給食費無料化はとても子をもつ世帯にとってもこれからの子を育てる保護者にとっても大きな支
援となるので、ぜひ続けて欲しいです。
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特に外国には貧困により満足な食事ができない国が多々ある中、食事ができるという事はとてもあり
がたいんだという事を子供に話しています。感謝の心を忘れずそして食材をムダにしないようおいし
くいただいてほしいです。

大人が子供を守るのは当り前のことです。
恩きせがましく子供に言う必要はないと思っています。
今の時代部活や様々な活動で必要以上の経費がかかっているような気がしています。せめて給食費だ
けでも無料（税金を使用）にするのは当然だと思います。

小中学校に子供がいる家庭では経済面でとても助かっていると思いますし、実際本当に有難いです。
ただその反面、周囲の意見からは大田原市は他の市町村と比べやはり税金が高いと聞く事がありま
す。
給食費の補助だけではないと思いますが、子供がいないご家庭の方からしたら、どのように考えるの
でしょう…？！
色々な意見があるかとは思いますが再検討も必要かと…複雑です。

給食費の負担がなくなり、別にその金額を使えるので助かっております。今後も継続していただける
とありがたいです。

学校の方でも無料化について、子供達に話して頂ければありがたいです。又、市全体で取り組んでい
る子育て支援券などについても、話し合って欲しいと考えます。


