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無料化で、ありがたく思います。我が子のクラスでは、残食が多いようなのですが、担任の先生がそ
の事についてとても良く指導をして下さっています。
家庭でも、無料化の意味、食育の大切さを、もう一度よく話し合い、美味しい給食をいただけるあり
がたさを、もう一度、考えたいと思います。

無料化することで、ほかの教育費にあててほしい。学校の施設修繕や備品を増やすなど。ほかに困っ
ている部分はあると思います。

無料化はとてもたすかりますが、それよりも調理員さんの給料を上げてあげてほしいです。
私も働いていましたが、とてもたいへんな仕事なのに、時給が少なすぎます。
よろしくお願いします。

無料なのは大変ありがたく思いますが、全世帯対象に税金が使われているというのには違和感があり
ます。我が子が食べた物を親が支払うのは当然です。一部低所得者（ひとり親世帯など）に対して税
金でまかなうのが妥当であるような気がします。本当に困っている方々に税金を使っていただきたい
と思います。

自由意見（問２　一部を変更して継続を望むを選択した方）一覧
意　見

問４については親が教えなくても知っていた。

給食の無料化により、食へのありがたみが薄れ、提供されるのが当たり前と感じる、もしくは何も感
じない人も増えています。多くの人の手が加わっていて、子供たちを育ててもらっているということ
を保護者も改めて意識することや、自分の子供だけでなく、将来支えとなる子供たちへの援助を親と
して市民として意識を持てる教育が大人も子供も必要だと感じます。

特になし

①新庁舎の充実、②新校舎の充実、③校舎のトイレ、校庭のトイレをキレイにして欲しい。

大田原は子育てにやさしい市というイメージがあり、周辺の市町村に住む人からもそのように言われ
ることが多い。そのイメージを大切に、ほんとうに子育てのしやすいまちはどんなまちなのか、追及
していただけるようお願いします。安易な支援に甘んじることなく、ほんとうに必要な所に必要な支
援がゆき届くことを望みます。

もし給食費を保護者が半額負担となったら、その分を、小学校低学年の支援の先生の充実等教育分野
に充当して欲しい。

本当は有難く思っております。ただ、給食費の無料代よりも、働く人が、毎日の学童利用だけではな
く、夏休み等の長期休みのみ利用できる期間限定学童のようなものを作る費用に税金を使って頂けれ
ば、と常に思っています。

　給食が無償でなかった頃に子育てした人からは、「不公平な気がする」という話を聞いたことがあ
ります。
　年間４６,０００円ほどがゼロになる事はとてもありがたいですが、他の世代の意見を聞くと肩身
がせまくなります。
　少しでも保護者が負担した方がよいと思いますが、世帯所得など配慮した上で、負担額を決めるよ
うにしてほしいです。

子供達がおいしい給食を食べられる様に、大人の人みんなが”お給食を食べられる様にして下さ
い”ってお願いしてくれているおかげで、毎日お給食が食べられるんだよ…と話しています。
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給食費無料化で本当に助かっている方もたくさんいると思います。ただ今後市長が交代した時どーな
るのでしょうか？

全員が￥０じゃなくてもいいと思います。払える人からは払ってもらって、その分、他に使ってくだ
さい。先生の研修費や学校行事を増やしたり、いろいろできると思います。￥０があたりまえになっ
てしまっていると思います。

給食費無料化よりもエアコンや校舎の整備等、公平公正なものに使用した方が良いのではないかと思
います。無料化は助かっていますが…

税金で支払っていただけるのは大変有難いです。
でも、学校の中で、特に小学校で、税金のこと、食育について、授業でやってもらえたらいいと思
う。その為には、自分の分は自分で、とも思う。

すごく助かっています。ただ５００円でも負担する方が親も感謝する気持ちを忘れずにいれるような
気がします。周囲では当たり前に感じている人も多いような…。

言ったらきりがありませんが、施設が少しずつ老朽化しています。学校のトイレがくさくてきたない
です。お金を修繕費など積み立てなどにできないでしょうか。照明も暗いし、教室の広さとかも人数
によってせまくなり学校や学年間の格差もあるし。何十年か後を見据えた方がよい。

西原小の栄養教諭は子供達の人気者のようです。学校自由参観日に授業を見学しましたが、人気者の
理由がわかりました。食に関して伝え方がわかりやすい。熱意がある。親へのアドバイスもはっきり
していました。こういうすばらしい先生に教えて頂き子供は幸せだな。と思いながら授業を見学しま
した。家では、地域の方々に支援してもらいながら給食が食べることができるのだということをしっ
かり教えたいと先生の授業を見学して思いました。

教科書も無償でいただいていますが、これもどうしてなのか、子供たちに教えていないですよね。こ
の事業も学校で高学年であれば十分理解できると思うので、教えて方がいいと思いますよ。単に「タ
ダでラッキー」としか思えない大人にならない為にそのお金だって、子供たちの父母、市内の納税者
が支払う税金からでているのですし。納税できるって、他の人（（子供たち）を助けられるかっこい
いことだ！！ということも教えてあげてほしいです。

給食の無料化は子育て世代にはとてもありがたいことです。ですが、そのために支援等の先生が減る
ことになってしまうのであれば全額が負担される意味がなくなってしまうような気がします。半額負
担して、学校の給食も学習面での支援も、保護者としてはどちらともが充実されることを望みなす。
給食の無料化がなくなったとして、その分の財源は子育てではないところへいってしまうのでしょう
か。だとしたら、今後も継続を望みます。

子供のために負担するものがあるのは当り前だと思っています。無料でありがたいとは思いますが子
供がいない方々に申し訳ないというのが本音です。市民投票など民意を問うて欲しいです。

インフルエンザの予防接種の助成があると良い、又は、学校の集団接種再開してくださればいいと思
います。大田原市に給食費もそうですが、小中学校は教科書も無料です。義務教育だからといえば簡
単なのですが、安心して公平に教育を受けられる国に生まれたことをもっと子供に学校でも教えた方
がいいと思います。学校では、説得力がいまいちなところもあります。道徳や社会科でもぜひ取り上
げてほしいです。小五でマララさんの自伝が理解できるのですから、そのくらいなら十分大丈夫だと
思いますよ。

無料化はいいとおもいません。半額自己負担がいいとおもいます。理由は裏面にかいてあります。
（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。）

給食無料化より、一部負担とし、そのお金で学校施設や教育の方に使ってほしいです。
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上の子が矢東附中に通っていてお弁当作りが大変なので、栄養バランスのとれた給食はありがたいと
感じます。

子供はあまり給食が美味しくなかったり、量が少なかったり、と不評だ。もうちょっと質の良い給食
にしてほしい。一部負担はやむおえないと思う。

牛乳がぬるくなると気持ち悪くなるとよく聞きます。自分の子供だけじゃなく他の子供からも聞きま
す。なかなか難しいことではあると思いますが、私も学校に行っている時、ぬるい牛乳を飲んで大人
になった今でも牛乳がトラウマで飲めません。体に良いものなので、なるべくキライにならないよう
にしてあげたいです。

小中学生の負担を減らしていただけることは大変ありがたく助かります。ただ、高校生もお金がかか
るので、そちらへの補助のようなものもあると助かります。

給食の無料化があたりまえになってしまうのは趣旨が違ってきてしまうと感じています。が、自分自
身も子供たちに趣旨を伝えきれずにいるのが現状です。子どもたちが育っていくのには家庭だけでな
く、地域の方々やそれ以上の方々が協力していることを伝えていけるような手段があればいいのかな
と思いました。

家庭でも言える事ですが、地元の食材や季節の食材を取り入れる努力を続けていきたいと思うし学校
給食もお友達と楽しく食べてほしいです。

問５を子どもが理解するのはかなり難しいです。しかし、何らかの方法で教えることは大切だと思い
ます。ただ単に、“タダで食べる”“タダで食べられる”という考えは良くないです。

保護者の負担がないということで、反対する方は少ないかもしれませんが、毎年継続してかかる大変
な予算を税金から払い続けるのであれば、一部負担でもよいので他の事にも使ってほしいと思う。特
にエアコンの設置は必要だと思う。数十年前では全く違う気候で、熱射病の心配をしながら（実際下
校後に頭痛を訴えたり翌日欠席したことが何度かあります）の授業は、健康面だけでなく、学力の低
下も懸念される。

大変助かっています。那須塩原市の保護者からうらやましがられます。
子育てしやすい「大田原市」として知名度も上がっています。人口が増え子供が増えますます住みよ
い市になると思います。

のこさずたべる
食べるしせい
食をいただくという気持ちをしっかり感じてほしい

給食が無料、税金みのうの人が多いと思う。
ちゃんとはらっているのがバカくさくなる時がある！

まだ小学校1年生の為、税金の意味等わかるようになったら、しっかり理解してもらいたい。無料が
あたり前と思わない様に教えたい。

一度無料にしたものを有料に戻すというのは、大変だと思うが、大田原の将来に余計な借金は残さな
いでほしい。小～中学校の子ども達に税金でごはんが食べられている事を教えるなら、もう少し方法
を考えないといけないように感じる。

現在給食費が税金でまかなわれているという意識がだんだんうすれてきているような気がします。も
う少し、税金の使用方法等を考えてもらう意味でも私は保護者の半額負担が良いかと思います。
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食育の点からも栄養バランスのとれている給食はとても大切だと思います。給食費等はよくわかりま
せんが給食制度はぜひ継続してほしいと願っています。

年間合計したら本当にありがたいと思う。でも正直にいうと全く意識していないのでありがたみがイ
マイチ欠けている。子供たちの為なので大変ありがたいがもう少し違う使い道を考えてもいいのでは
ないか。中１でお金がかかるのは聞いていたが、こんなにかかるとは思わなかった。進学に際しての
補助金などあったらいい。

子どもたち同士の会話の中で給食について「どうせタダだし…」というような言葉が出ていたとのこ
と。無料化の目的が浸透されるにはまだまだの感がある。

親子で給食をとる機会があったのですが、明らかに有料の時の給食の方が充実したものでした。無料
な中、工夫して作っているのはわかるのですが、一部有料にしてでもご飯にふりかけなり、ぎょうざ
にタレなり付けてもらえると違うと思うのですが。また、有料時と無料時の残量とかの違いはあるの
でしょうか？

・上の子と下の子の差が７才あって上の子の時は給食費を払っていました。下の子も給食費がなく
なった当初は、ありがたいと思いましたし、子供の習い事への貯蓄になっていましたが、今はなくて
あたりまえになってきていて、ありがたさを忘れているように感じます。（多分皆もそうではないで
しょうか）今、上の子が大学生になりますと、小中学生での多少のがんばりができないと高校でのお
弁当、こづかい、大学進学へのお金の回し方も親ができなくなるのではないでしょうか。

給食費を未納している家庭が多いので、その負担を税金で行うのはとても助かると思います。でも子
供たちは学校へ勉強をしに行っており、勉強や１日の半分を過ごす学校自体を生活しやすい環境を整
えるのが先ではないかと考えます。ＰＣなどの導入も大切ですが、それよりも、勉強に集中できる環
境を整えてください。参観へ行くと、ボロボロの校舎、風通しが悪く暑い、冬場は寒い、ビックリし
ます。それならば早く子供たちを家へ帰してもらい、家で過ごさせたいです（部活動もやり過ぎだと
考えておりますので）

本当に今までありがとうございました。市長の公約は充分にはたされたと思います。

財政が厳しい中、教育関連政策も実行していただき、ありがとうございます。経済的には確かに助か
りはしますが、給食費無料化よりも他のこと、(例えば・・基礎学力をしっかりつけることや、教員
の質を維持・向上させるための政策等）に税金を使っていただいた方が人を育てる方向に向かうので
はないでしょうか。
親としては、食費は工面しますが、学校の中で改善がすすむことを望みます。

税金は個人では成しえないことに使われるべき、児童館の設置や、もっとたくさんの公園を整備（中
央公園のような）したり、学校クーラーの設置などに税金を使った方がよいと思う。子供の食費は親
がだすというのは普通だと思う。

・栄養面を考えてもらい、自校給食で温たかい、旬の食べ物、国産品（大田原産）を無料で、提供さ
せてもらっている事を、子ども達は当り前だが、保護者にも分かってもらいたい。
・残量を考えて献立の工夫もしてもらいたい。
・栄養士の先生のレベルを、もっと上げて食育の教育をしてほしい。

①子供達に食べるさせるのは親の役目！
②介護保険が大田原は高いと聞きました。給食無料化を廃止にすれば…
③本当に必要な家庭には無料化を。

東京都足立区の給食を見習ってほしい。本当の給食とは～がわかる。だしからこだわる誰もがおいし
い｜と言える素材にもこだわった給食を食べさせてあげたい。そのためにも給食費は払いたいです。

在学中、無料化で大変経済的に助かりました。ありがとうございました。今後とも子育て支援をする
事で明るく活気のある゜大田原"を担ってください。
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不登校（病気のため。医師の診断あり。）にて、義務教育を受けられていない状態なのに共同購入費
（年３万円以上）は支払わなければならず、経済的、精神的に大変です。学校や支援クラスへ行けな
い子達への支援が必要です。例えば、①日中の安否確認（両親働いていて日中一人で居るので熱中症
になる事ある）②本人の話しを聞き、学校等の支援とのマッチング・調整行う③本人の状態に応じた
学習支援や進路相談に応じる等々。今の担任による訪問だけでは限界があり、ほっとかれたままに感
じ辛いです。
他に、私立に我家では、来年２人在籍となる見込みです。不登校のため、県立高校合格が無理なため
私立進学しかないからです。就学支援金をいただいても、一家の財政が困難となり高校の次の進学先
の学費がなくなりそうです。返済なしの奨学金給付が必要です。

助かります。

給食費が無料よりも、体操服がもう少し安くなる方が私個人の意見としては、ありがたいです。義務
教育で学校に通わせていただいておりますが、必ず必要な征服、体操服が高くてなかなか購入できま
せん。テレビでも依然同じ内容を見かけましたが、この件はどうにもならない事なのでしょうか。

親が子供の口に入れる食べ物のお金を払うのはあたりまえだと思う。本当に大変な家庭にのみ救済す
るような政策にしてほしい、その分のお金で個人ではできない施設の整備などで、子供の生命に関わ
ることに使ってほしい、温暖化が進んでいる中、扇風機も満足になく、ましてや今時エアコンもない
教室では…。市長の公約にこだわらず、子供達の命に関わることを優先で取り組んでほしい。

給食費の無料化は保護者にとっては大変ありがたいとは思いますが、一市民としては、税金の別の使
いみちもあると思っています。「働かざる者、食うべからず」ということわざもあるように、自分の
食べる分は自分で（小中学生の場合は保護者が）という思いもあります。

税金で食事をしている。という考えはないと思います。残しても罪という思いもないのかと。その辺
を教育しないといけないのではないかと思います。

全額無料なんて親の責任のなさ過ぎ。書くことは自由なので意見の一つとして書きます。親も一つは
ガマンしてそのガマンも子供に見せるべき。なんでも無料、もらえるこんな考えが「人をダメにす
る」と思います。苦労して手にいれる。を教えてほしい。私も知っている人はみなもらう事を口にし
ています。そんな計算ばかりしている親がほとんど、悲しいものです。だから、イジメ・イジリが増
えます。払うものは苦労して払って心根強い子に育ってほしい。それには直すのは親から。

近年の気温上昇にともない学習環境をととのえるため、給食費無料化により教室にクーラーを入れて
くれることを望みます。

市はお金を使う順番を間違っていると思います。必死で働いた税金なのでよく考えて大切に使ってほ
しい。子供のインフルエンザ予防接種の補助、教室の冷房設置などもっと子供のためにお金を使って
ほしいです。

給食費を無料にする際、財源はどのように確保したのか知りたい。何をけづって給食ヒにあてたの
か、示してほしい。

ずっと続けていくのは、市の財政面でも難しいと感じますし、半額を保護者負担とし、その分のお金
を市民のために遣って頂きたいと思います。高齢者の方等、切に支援を必要としている方がたくさん
いると思うので…

市民全体で費用を負担していただいていることに感謝の気持ちを持ちますが、働くことの大切さ、納
税や社会参加の意義を考える機会とまでは、なってないと思います。

校舎内（教室）夏、暑くてかわいそうです。エアコンを入れてあげて下さい。（昔と違って気温が高
くなっています）
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家庭によって人数が多かったり（家のように）又は、小中学生がいない家庭などもあり、優遇される
差があるのは、何となく心苦しい。自分が後者の場合、税金がそこに使われるのは、嫌だと感じる。
子育て世帯だけでなく、全体に優遇してほしいと思う。

無料化はとてもありがたく思っています。他の市町村を比べても無料化を実施している所はは少ない
と思います。子供にも、ありがたい事なので、好き嫌いはしない様に言っています。本当にありがと
うございます。

自分たちの食べる物なので、給食費は払うべきだと思う。無料化にまわしている分を子育てや学校の
設備又、灯油代へ使った方が子どものためかと…。

兄弟がいる家庭にとって、大変有難い政策と思います。ただ残念ながら、無料化による「働くことの
大切さ～機会」の文言について、あまり伝わらないかと思う面があるかも知れません。（子には）

永久に税金で負担していけるのか？無料が当たり前になって、負担をする以前の形に戻った時、払わ
ない人がこれまで以上に増えるのでは。

給食無料は大変たすかっていますが、まわりをみると、無料で当然という風潮がある感じがする。地
域に育てられているのならもっと子供達が地域に貢献する機会があるべき。（大田原市全体で）この
立派な封筒ももったいない

給食費無料化の実施で他への影響はないのでしょうか

給食費の無料化は保護者にとってありがたい制度だと思います。しかし、その一方で「どうして無料
なの？」という意見も耳にします。市民全体で子育てを支援するという事はとてもすばらしいと思い
ます。でも、別の考えを持っている市民がいると思うので税金の使い方もバランス良く市民にわかり
やすくすることが大切だと思います。給食費無料化が当然だと思う人がありがたいと思うようになる
事を願います。

経済的にきびしい家庭も多いと思います。
生活の状況に応じた負担ということはできないのでしょうか？

なし

給食無料により、他の必要な事業への予算配分に影響が出るのであれば、必ずも継続する必要はない
のではないかと思います。

とても無料化にはたすかります。でも、それより調理員さんの給与が少なすぎます。すごく大変な仕
事なのに、時給が少ないです。その税金を少し、調理員さんにあげてほしいです。前に働いていて思
いました。

給食費を無料化することによって、他の教育サービスにお金が回らないのであれば見直しを検討する
必要があるかも。

・今回のアンケート集計を有効活用してほしい。
・集計結果を知りたい。



※原文のまま記載しています。
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給食をただで食べさせていただくことに抵抗を感じます。
無料であることは経済的に助かる事ですが、申し訳ない感と、これでいいのかなとこういう機会に考
えさせられます。
市長の公約であるとの位置づけで私自身考えていますが、子どもには、それだけではなくよくない伝
え方と感じています。

家庭によっていろいろ事情はあると思いますが、多市町では5,000円以上も払っているところもあり
ます。そうすると、少し不平等だと感じるし、親の責任として半額でも払った方がよいのではと思っ
ています。全小中学校で少しでも払えば、市政が充実すると思います。古くなった施設の改修工事と
か…

大田原市内の子供の給食費は無料ですが、他市町村から、大田原市へ通学している子は無料ではない
ので、給食費無料は、かなりの税金の額だと思います。全部無料にする必要は無いと思います。本当
に困まって支払いがきびしい家庭もありますが、払える家庭まで無料にする必要は無いと思います。

子育て支援においては、給食支援は大変助すかります。しかし、それ以外にも、もっと子供達の為に
他にも向けてほしいと思います。遠くから自転車で部活動に来る子供達、自転車ではどうしても中学
校へ行けなく、親の送迎がなければどうにもならない状況をもっと理解してほしいです。

日頃、子どもたちへの教育、支援等、様々な場面で、子供たちの成長のために、ご尽力いただいてい
ることに感謝しております。

給食センターで給食が出なかった数日お弁当を持たせた時に、朝のちょっとした時間、弁当の見ため
や材料費がちょっとかかりバタバタしてしまった。
そんな朝の心のゆとり、経済的な面からも給食はありがたいんだと思い、子どもたちにも話をした。
高校へ行くようになったらお弁当で何でも食べられ食べ物にありがたみが出て。お弁当を残さず感謝
を持ってくれると思う。小中の頃の給食がありがたいと思うようになってくる。

給食費無料とありますが、特別支援学級に通っている子は完全に無料ではないですよね、それはどう
してでしょうか？特別控除があるからですか？

給食費を無料にすることで他に必要となっている部分に費用があてられなかったり等の影響があるの
ではないか。無料化により優先させるべきこともあるのではないか？無料はあたり前ではないので、
保護者にも支援義務があるということをわかってもらうためにも一部負担させた方が良いと思う。経
済的な部分で困難な家庭があるなら所得制限を設けてそれを下まわる場合は無料にするなどやり方は
いろいろあるのではないかと思う。


