
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新潟市子どもの学習費等実態調査 

【その他・自由記載】 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 31 年 3 月 

新潟市教育委員会 

 

資料５





1 

１ 「その他」の記載内容 

 

Ｑ４-３ 全ての学習経費の中で、特に負担に感じている経費は何ですか？ 

 経費名：     理由：1.金額が高い 2.教育に必要ない 3.その他（    ） 

１．学校教育費 

【①修学旅行費、遠足費、見学費 等】 

子供が 4人いれば、すべて高い。4人と 2人では出費が違う！！ 

双子のため倍かかる。 

修学旅行の行き先が決まってから、毎月の負担が多くなるので。決まる前から少しずつ積立て

が負担を感じない。 

回数が多い 

【②学級会費、児童会費、生徒会費 等】 

小学校入学準備は、まとまって出費がある。ただし、必要経費と思っているので、負担感はさ

ほどない。 

【③PTA 会費】 

PTA が必要かギモンの為。 

不登校なので引かれる理由が分からない。 

実質、強制加入が問題 

強制加入の感じの為。 

PTA を必要と感じないので。 

使い道の不透明さ、地域による不公平感 

【④教科書以外図書⇒ドリル等】 

毎年、受験の為のドリルの内容が変更の為、購入する割合が高い。 

負担に感じることはあまりありませんが、本当に必要なものかどうか、ギモンに思います。 

経費の中でまかなって欲しい。 

【⑤学用品⇒文房具、体育用品、楽器 等】 

減りが早い、家にあるものじゃダメ。 

使用回数が少ないのに購入しなくてはいけない物があった 

汚したり、サイズが合わなくなり、買い替えの必要が何度かある。 

楽器など。ずっと使うわけではないのに、個人で買うには少し高いと思う。 

体操着。すぐにサイズが合わなくなる上、高い。 

購入しなければならない物が多数あり、都度支払する必要があるため。 

出費の頻度が多い。 

消耗が激しいから 

使用頻度が少ない物を購入させられる時、個人持ちではなく、学校の物を使用できたら良いと

思う。 

購入頻度が高い 

体育用品などをまとめて購入するときには大きな出費だと感じるが、必要経費なので仕方ない

とも思う。 

使用頻度が少ない。 

消耗が激しい 

高学年になると全体に高い。 

・外ばきは、買ってもほとんど自分のくつをはいて行動している。 

・子供が 3人になったので。 

買い替えの機会が多かった為。 

体操着や指定くつ等、買う頻度が高い。算数ボックス、ピアニカ等、小学校でまとめて買って

貸し出しに出来るようなものは、そうしたらいい。 



2 

わずか数回しか使用しないのに、笛や柔道着など、購入が必要。 

ノートの使い方に無駄が多いと感じる。 

物によっては金額が高い。 

使用期間が短い用品の購入 

すぐに着れなくなってしまい、2年に 1回買うのは少しもったいない。 

（学校の指示で）見やすくするためか、半分残っていても次のページに行く。改行が多い。紙

がもったいない。つめて書けばよいのでは？ 

購入の案内が急に来るので、資金を用意するのが大変なときがある。 

全員同じ物を支給で良いのでは！ 

何かと多い。 

体操着やジャージ上下、成長して買い替えする。 

学校で使うものは共用にしてほしい。楽器や体育用品など。 

体育着は新学期の物入りの時に購入するから。習字セットなどは、通知から購入までの期間が

短い。年間で何を準備するのか知りたい。 

キャラクターものが全て禁止になり、新しく買いそろえた。 

さんすうセットは見直してほしい 

一時的なものも多いため。 

学校で決まっているから 

内履き、体操服は体が大きくなると買い替えが必要だから。楽器はその時しか使わないのに（特

にリコーダー、彫刻刀など） 

【⑥教科外活動費⇒クラブ活動の経費（遠征費を含む） 等】 

試合が多く、そのたびに支払がくる。 

過剰な遠征と感じた。 

金額も少し高く、度々徴収がある。バス移動は仕方ないのだけど。 

中学生として必要以上と感じた 

スポーツ用品に良い品を選ぶ。 

遠征費 

部活動に必要な物品の購入、遠征費など 

バス代、タクシー代（大会で利用） 

部員でそろえる服など、種類が多い。 

回数が多い。 

・部活などの道具（ウェアー、くつ） 

・遠征費 

毎週土日に試合等があり、参加費や昼食代、送迎によるガソリン代がかかる。 

大会費以外にも道具代などもかかるため。 

車の送迎するガソリン代だけ。 

部によって遠征費やバス代など差がありすぎる。 

考えていたより、かかった。 

回数が多い。 

学童の利用料増額 

遠征費 

送迎のガソリン代、週 2回 

遠征費用（宿泊・交通費） 

遠征費が高い 

【⑦通学関係費⇒ランドセル、カバン、制服、バス代、自転車購入 等】 

出費が重なる時期だから 

長く使用できるものと考え、少し高めの金額になる。 

成長に応じて、2枚 3枚と購入しないといけない為 

同じ時期に購入するので出費が多い 

自由でよい 
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学区内でありながら、なぜバス代を負担しなければならないのか？他の子は徒歩圏内なのに、

バス通の子だけ交通費負担はおかしいと思う。 

個々の単価が高いのに、全て一時期にそろえる為。 

ランドセルが高い。 

リュックの方が軽くて使いやすい。 

成長期なので、1回じゃ済まないので。 

ランドセルや入学式の洋服は高いと思います。 

 

２．学校外活動費 

【①家庭内学習費⇒学習机、パソコンやソフト、参考図書費 等】 

家計に余裕がない。 

【②家庭教師費⇒家庭教師の月謝、教材費、通信教育費 等】 

月謝が高く、複数習えません。 

費用に見合った効果がない。 

学校の授業だけでは十分でなく、子供 1人でも自主学習が不可能なため必要だが、出費として

は大きい。 

学校でしっかり教えてくれれば、かかる必要のないものだから。 

【③学習塾費⇒入会金、月謝、模擬テスト代、交通費 等】 

夏季冬季等、臨時講習費用がかかる。 

成績があがっているかどうか対価がないから。 

費用対効果に乏しく、負担に感じた。 

家庭学習だけで十分だったら行かなくていいのですが、行かないと不安なので。 

検定が多すぎる。 

学習塾費が負担と言うよりは、対象生徒は複数の医療機関に通院しているので、1ヶ月の医療

費の支払いを優先するため、塾等の月謝に手が回らない。 

第一子の教育費も同時の為。 

2 年の内はまだ良いが、3年になると負担が大きくなる。 

施設利用料が高いと思う。 

【④体験活動費⇒自治会等主催のキャンプなどの参加費 等】…記載なし 

【⑤芸術文化活動費⇒ピアノや舞踏などの月謝 等】 

発表会にお金がかかる 

身についているかがわからないから。 

あまりやる気がないから 

発表会の金額が高い。 

コンクール等で県外へ行くため、費用がかかるため。 

将来必要で習わせているが、発表会等でお金がかかる。 

子どもの取り組みが悪い。 

【⑥スポーツ活動費⇒野球やサッカー教室などの月謝 等】 

年払いの活動費は安いが、それをやるための道具類、試合費などが多少負担になる。 

・大会のたびに参加費がかかる。 

・スポーツ用品をそろえるのにかかる。 

進級する為に短期にプラスで通う子が多く、月謝以外に負担がかかる。 

遠征が多く、費用が高い。 

子供 1人 1人に対してかかるから。1種目 1,000 円など。 

野球用品をそろえる為のお金 

学校、自治体からの補助金が少ない。 

遠征費など 

大会のお金が高い。 
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遠征などが多い為 

子供に習わせたいと思うが、3人いると負担は大きく、習わせてあげられない。 

やる気が感じられない。 

月謝以外に購入等の出費がある為。 

毎月の月謝他そろえる道具 

ユニホームや道具が多いので。 

道具や遠征費など、いろいろと出費が多く、少し負担を感じる。 

遠征費が負担 

遠征が多く、金額が高い。 

必要とする道具、衣類が多い。 

大会出場時にかかる会費、ガソリン代等 

道具、送迎にかかる費用など、月謝以外にもかなりかかる。 

遠征などは全て自己負担、ユニフォーム代 

親ごころ。出来ることはしてあげたい。 

月謝以外にも継続した費用が必要。 

県外の大会が多いので、交通費、宿泊費がかかる。 

助成金が少ない為、自己負担が大 

とにかくお金がかかる。 

保護者交際費 

月謝の他に度々費用がかかる。 

道具等、月謝以外にかかる。 

毎月ではないが、月謝以外でお金がかかるから。 

雑費に色々かかる。 

遠征費がかかる。 

【⑦教養活動費⇒習字、英会話教室の月謝 等】 

公教育が貧弱すぎてお金をかけて教育・教養を受けさせなければいけない。負担が大きすぎる。

他の兄弟にも経費がかかるため。 

教室に行ったり行かなかったりする。 

効果（結果）が良く分からない。 

 

 

Ｑ４-４ 経済的余裕があれば特に充実させたい経費は何ですか？ 

経費名：     理由：1.教育に必要である 2.子どもが望んでいる 3.その他（      ） 

１．学校教育費 

【①修学旅行費、遠足費、見学費 等】 

義務教育の充実 

【②学級会費、児童会費、生徒会費 等】…記載なし 

【③ＰＴＡ会費】…記載なし 

【④教科書以外図書⇒ドリル 等】 

今後、受験に向けて必要かな、と思ったので 

【⑤学用品⇒文房具、体育用品、楽器 等】 

【⑥教科外活動費⇒クラブ活動の経費（遠征費を含む） 等】 

部活動をもっと充実させたい。 

将来の目標を選択しやすくするため 

【⑦通学関係費⇒ランドセル、カバン、制服、バス代、自転車購入費 等】 

4 年生から自転車通学になるため、余裕があれば安全な良い自転車通学を購入したい。 

服や靴を買ってサイズが合わなくなる。 
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２．学校外活動費 

【①家庭内学習費⇒学習机、パソコンやソフト、参考図書費 等】 

調べたいことが簡単にできる。 

学力向上のため。 

色々なことを経験させてあげたいから。 

【②家庭教師費⇒家庭教師の月謝、教材費、通信教育費 等】 

教育水準の上昇 

兄弟が多ければ、何かをあきらめてもらわないとやっていけない。 

マンツーマンの教育を受けさせたい。 

時間、経済的余裕があれば。 

送迎なしで勉強できるので。 

【③学習塾費⇒入会金、月謝、模擬テスト代、交通費 等】 

今のままの学校教育では足りないため 

学校が学力を付ける力がないから 

学校での内容が不充分だから 

内容の更なる充実 

進学（高校）必要の為 

上の子にお金がかかり、対象の子は行かせていないため 

成績アップに必要 

余裕があれば、他に何教科か行かせたいので。 

進路実現のため 

今のところ必要性を感じないが、今後、子供の成績次第では充実させたいと思う経費のため。

学校だけでは足りない。 

子供の教育、人格形成に必要である。 

今後必要になる。 

通ったことはないので、想像した場合、経済的に余裕があれば勉強できる環境を 大限整えて

やれるのではないかと思いました。 

学校の勉強だけでは学力がつかなそうだから。 

学校の授業だけでは理解できていない。 

受験に必要 

個別指導に変え、苦手教科の克服につなげたいから。 

受験に向けて必要だと思う。 

休日も予習に向き合うことができる習慣を身につけさせられる。 

進学のため。 

いろいろな意味で選択肢が広がる。 

 

コマ数を増やしてやりたい為 

余裕があれば行かせたい。 

学校の勉強だけでは理解に欠ける 

学校の授業では足りないから 

今は必要ないが中学から塾に通わせたい 

【④体験活動費⇒自治会等主催のキャンプなどの参加費 等】 

よい経験や思い出になると思うから 

心豊かになる為 

色々な世界があることを知って欲しい、 

今しかできない体験をして感性を高めてほしいため。 

色々な事を経験させるため。 

子供の豊かな人生のため。 

学習ではなく、アウトドア系から自分をみつめてほしい。 
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学習以外の事も体験させたいため。「生きる力」をつけたいため。 

色々なことを体験させたい。 

【⑤芸術文化活動費⇒ピアノや舞踏などの月謝 等】 

コンクール出場、コンクール対策 

一芸として身につけさせたい。 

心が豊かになる。 

芸術的なことに触れさせてあげられたら良いなと思うので。 

趣味としての子供の教養を養いたい。 

幅広い教養を身につけてほしい。 

いろんな事に興味を持ってもらいたい。 

教養のため 

体験は重要と考えます。 

親の希望 

いろいろな可能性を広げるため。 

人生の幅が広がる。 

知識見聞を広めるため。 

させてあげたい。 

余裕があればピアノをさせたい。 

今後に生きてくるから。 

将来の考え方について、視野を広げてもらいたい。 

やりたいことをやらせてあげたい 

勉強以外にも子どもが興味があることを経験させてあげたい為。ピアノなど。 

【⑥スポーツ活動費⇒野球やサッカー教室などの月謝 等】 

体幹、リズム感、柔軟性等、総合的に養える。 

応援したいと思える瞬間が多い。 

余暇の充実 

まだ習い事していないが、後々やらせたい。 

学業ができない分、スポーツでも 

夢中になれるものを見つけさせたい。 

色んなスポーツに親しんでほしいから。 

上達するならば 

将来性から 

学年が高くなると金額も高くなっていくので、これからが大変と思う。 

色々な体験・経験をし、自分に合うものを見つけてほしい。親の願望 

学校で学べない事を学んでほしい。 

上達するために高額なレッスン費、大会出場のために高額な遠征費、先生費が必要なため。 

健康維持の為 

なんとなく 

体力をつけるため。 

興味のあることをやらせてあげたい。 

【⑦教養活動費⇒習字、英会話教室の月謝 等】 

字が汚いので習字を習わせたい。 

必要になる。 

何でも経験させたい。 

将来、役に立ちそうだから 

人間としての幅が広がる。感性が研かれると思う。 

必要ではないが、あっても良い。 

教養を身につけさせてあげたい。 

スキルアップのため 



7 

学力レベル向上のため 

色んな可能性を持たせたいから。 

いろいろな経験をさせたい。 

将来仕事を選ぶ際、選択肢を広げる機会が増やせそうだから。 

子どもの時に身につけると良いと思うから。豊かになると思う。 

自身の為になる。 

役に立つと思う。 

親が望んでる。 

色々な知識をつけてほしい。 

教養は必要だと思うので。 

習い事や学習塾、本等を子どもが希望しますが、生活できなくなるため行かせてあげることが

できません。 

情操教育 

身につけて損はない為。 

習わせたいと思うから。 

興味があるもの、好きなものを見つけてあげたい。 

学校ではできない活動が継続的に経験できる。 

将来役に立つと思う。 

 

 

Ｑ５-３  就学援助を申請しなかった理由は何ですか？ 

      １.制度を知らなかった 2.申請を忘れていた 

   3.所得が認定基準より多く該当しないと自分で判断した 4.申請の必要はない 

5.その他（      ） 

 

家計力 記載内容 

80％以下 以前、上の子で申請したが、認定されなかったため。 

80％以下 知っていたが、よく分からなかった。 

80％以下 子どもが嫌がった。 

～90％以下 申請していいか分からず 

～140％以下 前に居住していた県では、対象となる家庭に通知が届き、押印等して返送する

と口座へ入金、私学は学校を通して送金（手渡しも可）されていたので、手続

きが必要とは知らなかった。 

150％超 以前申請したが認定されなかった。 

150％超 申請がめんどうだった。 

150％超 制度の内容を理解しなかった為 

150％超 申請したいが認定基準に該当しているのか分からない。 

150％超 金額の表示が分からなかった。 

150％超 父親がケガで就労できなかった時利用させて頂いたが、今は基準に該当しな

い。大変ありがたい制度です。只、収入の無い時ではなく、次年度になるのが

ネックかも。 

150％超 以前申請した時、対象にならなかった為 

150％超 以前申請したが対象とならなかったため、申請しなかった。 

150％超 小学生の時に申請したが認定されなかった。 

150％超 特別支援教育就学奨励費を申請していて、併用は不可とのことなので。 

150％超 小学校 1年生の時に申請して認定されたが、アパートから持ち家になったら認

定が取り消しになったので、それからは申請していない。 

150％超 何年か前、申請したが認定されなかったため、それから申請していない。 

150％超 何年か前に申請したが、対象外と認定されたので。 

150％超 条件があてはまらなかったから。 
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家計力 記載内容 

150％超 小学校の時に申請したが該当しないと言われたので、今回も同じだと判断した。 

150％超 以前出したら該当しなかったから。 

150％超 対象にならないと思ったから。 

150％超 親の義務と思う。 

150％超 申請して良いのか判断がつかなかったため。 

150％超 受けられないと思い、申請しなかった。該当するのか確認をよくしていなかった。 

150％超 以前申請したが認定されなかった。 

"-" 羞恥心から 

"-" 提出してはいけないと思った。 

"-" そもそも該当するのかしないのか、よくわからない。 

"-" 該当するか分からない。 

"-" 支援学級の就学援助を受けている為。 

Ｑ６-２  スクールランチを利用しない時は何を食べているか？ 

      1.家庭から持参した弁当を食べている  2.コンビニ等で購入したものを食べている 

      3. 食べていない（理由：   ） 

家計力 記載内容 

～100％以下 不登校なので家で食べています。 

150％超 不登校なので家で食べる。 

150％超 不登校のため。 

"-" アレルギーがるので、たまに食べられない。 

"-" 家で食べている。 
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Ｑ７-２ 子ども食堂を利用する理由 

     1.安価に栄養のある食事がとれる   2.大勢で食事をすることができる 

     3.宿題など学習をすることができる  4.地域や大人と交流することができる 

     4.友達と遊ぶことができる        6.その他（     ） 

     

家計力 記載内容 

80％以下 ・近い ・野菜などがもらえる ・スタッフが親切 

150％超 無料でご飯を食べられるから 

150％超 子供同士で利用している。みんなで遊んでいる延長で食事もしてくる。 

150％超 子どもたちだけで利用できる 

150％超 おいしい 

150％超 ボランティアで行った。 

150％超 知人が運営しているから。 

150％超 興味があったため。 

150％超 忙しい親も少しゆっくりできる。 

150％超 知り合いに聞き、行ってみた。 

150％超 ボランティアとして参加した。 

150％超 仕事でごはんが遅くなるので、子どものみで行かせてみた。 

150％超 誘われて一度利用 

"-" 学校の授業の中で 

"-" 知人がやっているから。 

 

 

Ｑ７-３ 子ども食堂を利用しない一番の理由は何ですか？ 

     1. 近くにない  2.大勢で食事をすることができる  3.宿題など学習をすることができる 

     4.地域や大人と交流することができる  5.友達と遊ぶことができる  6.その他（    ） 

＜主な記載内容＞ 

家計力 記載内容 

80％以下 家庭で母親が子ども達に食事を作り、みんなで一緒に毎日食べているので行

く必要がない。 

80％以下 機会（日程など）が合わなかった為。又、先着○名となっていたので、行っ

てもいいものなのかも迷った。 

80％以下 機会がない 

80％以下 行く時間がない 

80％以下 時間が合わない。場所がわからない。 

80％以下 家で食べたほうが楽だから。 

80％以下 男の子で、もう大きくなるとついてこない。行きたがらない。 

80％以下 詳しいことを知らない為。 

80％以下 TV で知っているが、当市にあるとは知らなかった。 

80％以下 自宅の近くにあるか不明。どこにあるかわからない。 

80％以下 どこでやっているか分からない。仕事で忙しい。 

80％以下 毎日おこなっているわけではないので、開催日に行けない。自宅から近けれ

ば行かせたい。 

80％以下 家族で食べた方がよい。その時初めて会った人と食事をするのは気が引ける。

～90％以下 TV で遠方の食堂を見たことはある。近くにあるか知らない。 

～90％以下 子どもが行きたがらない。 

～100％以下 近くにあるらしいとうわさでは聞いたが、具体的な場所は分からない。 

～110％以下 興味がないから 

～110％以下 行ってみたいが、なかなか機会がなくて。 



10 

家計力 記載内容 

～110％以下 ・子供が恥ずかしがる。・回数が少なく、仕事で一緒に行ってあげれない。 

～110％以下 1 回は行ってみようとしたが、いつも行列で並びたいと思わない。団体で来て

る方が多く威圧感。 

～110％以下 システムがよくわからないから。 

～120％以下 どこにあるのか分からないから 

～120％以下 ニュース等で知っているが、23 ヶ所もあるとは思わなかった。 

～120％以下 一人で行き来させられない。距離、時間帯的に。 

～120％以下 行くタイミングがなかった。 

～130％以下 どこにあるか知らない。 

～130％以下 食事は家で食べているので、別にいいかなと思う。 

～140％以下 今のところは、行ってみようと思った事が無かった為。 

～140％以下 子供が行きたがらなかった。 

～140％以下 大勢での食事や交流を苦手に思う為。 

～140％以下 そこまで困ってはいません。 

～140％以下 まだ詳しく知らないし、家には母親がいるので、今は必要としていない為。 

～150％以下 どこにあるのか、わからない。 

～150％以下 行く時間がないから。曜日が限られており、習い事と重なって行けない。 

～150％以下 なかなか行く機会がない。 

50％超 高 3の姉がボランティアに行っているが、うちの近くにはない。 

150％超 行ってみたいと以前から思っているが、子どもを 3 人も連れて行くことが大

変そうだな、騒いで迷惑かけそうだな、などと考えてしまう。 

150％超 小さい子が行ってる写真を見たので、あまり中学生くらいはいないのかと。

あと、部活等で日が合わない。 

150％超 特に困っていないのに行くと、本当に困って利用している人や主催者の迷惑

になりそう。 

150％超 子どもに利用する意思がないようだ。 

150％超 自宅で食事を用意出来る為 

150％超 TV で見たことあるが、新潟にもある事を知らなかった。 

150％超 どこにあるか分からない。自分や子供が利用出来る対象なのか分からない。 

150％超 気まずい 

150％超 アレルギー対応等をしていないから 

150％超 行く時間がない。貧乏暇なしの親。 

150％超 全ての子供が対象ならば良いと思う。分けへだての無く、使いたい時に使え

るなら使いたい。 

150％超 本当に必要としている子どもに提供されてほしいから。 

150％超 良く知らない 

150％超 どういう人が行っていいのか分からない。 

150％超 利用するシステムや雰囲気が分からず参加しにくい。 

150％超 少なくとも私の家庭には必要ない。 

150％超 子供が行きたがらない。 

150％超 家には専業主婦がいるのに利用するのは、申し訳なく感じる。 

150％超 子供が望んでいない。 

150％超 行ってみたいのですが、子どもに好きキライが多く、行っても食べ物をのこ

してしまうと思い、行けていません。 

150％超 特に理由はない。友達、周辺からも利用したいと聞いた事がないため。 

150％超 仕事で行けない。子供同士で行っているから。 

150％超 開催日が決まっていたりして、行くチャンスがない。 

150％超 その時間にスポーツの習い事をしているので行けない。 

150％超 家族と家で食事が出来る環境だから。 

150％超 特に興味がない。 
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家計力 記載内容 

150％超 必要ないくせに！と反感を買ったり、子どもに嫌な思いをさせるトラブルに

なるリスクのほうが高いと感じるので。 

150％超 下の子がもう少し大きくなったら行こうと思います。 

150％超 あることは知っているが、場所、内容等、具体的な情報を得ていないので、

利用するに至っていない。あまり身近な存在ではないから。 

150％超 ・夜も外出や予定が多く（親が）、行こうと思っても都合をつけないとなか

なか行きづらい。 

150％超 利用してよいのか分からない。利用対象者が不明確。 

150％超 目的がはっきりしない。 

150％超 利用する基準が分かりにくい。貧困家庭優先なのか？親の負担を減らす為な

のか？ 

150％超 日程が合わず不便。子供が嫌がる。 

150％超 月 1回しかやってなくて、タイミングが合わないためと、校区内ではあるが、

歩くには遠い。 

150％超 所在地などの情報を得る機会が少ない。 

150％超 興味はあるが時間がない。また、子供が行きたがらない。 

150％超 食費に困っていない。 

150％超 興味はあるが、本来利用すべき人が行く場所だと思うから。 

150％超 家庭に事情がある人しか利用できないと思っているから。 

150％超 行っていいのか分からない。 

150％超 興味はあるが、利用することで、保護者が食事を作れない＝子どもに構って

やれないと思われそうだから。 

150％超 当市で開設されている事を知らなかった。 

150％超 子供が一人きりで食事をとるような状況にはない。 

150％超 常に家族の誰かが家にいるため。 

150％超 近くにできたので、利用してみる？と子どもに話してみたら、小学生くらい

までのお子さんの利用が多いので行かない、とのことでしたので。 

150％超 仕事が忙しくて、子供と一緒に利用できない。 

150％超 何処にあるか分からないけど、どんな感じなのか気になる。 

150％超 駐車場の心配 

150％超 時間帯、日程が合わなかった。子供が嫌がった。 

50％超 行く必要を感じない為、いつ行ったらいいかわからない。 

150％超 休日は、家で家族とゆっくり食事がしたい。 

150％超 誰でも利用できることを知らなかった。 

"-" 
どこにあるかは知っておきたいが、今日食べる物が無い状況になった人のみ

利用する場所だと思うので行ってはいない。 

"-" 祖父母が側にいて、協力を得ている為、必要ない 

"-" 先日 TV で見たが、新潟市にあるとは思わなかった。 

"-" どこにあるのかわからない、安全な食材かどうか不安 
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２ 自由記述 
 

Ｑ７-５ 子ども食堂に期待すること 

＜主な記載内容＞ 

家計力 記載内容 

80％以下 ・本当に必要な人だけが利用出来れば良いと思う。 

・学校の近くにあれば、子供が下校時に利用しやすい。 

・食後の学習スペースが併設されていたり。宿題等終わらせられる。 

・全ての子供を受け入れるのであれば、所得により利用料金を設定する。そう

すると友達とかとも行かれる。利用しやすい。 

80％以下 ・作った人、訪れた人がみんな笑顔になれるような、環境、雰囲気、値段 

・利用者として、なんとなく限られた条件があるようなイメージなので、その

壁をとり払ってもらいたい 

・地元の方（農家さんや企業 etc）と行政など、町全体での協力体制 

・存続（一過性にならないように） 

80％以下 気軽に行けるイメージを持つ人が増えて、行きやすいようになってほしい。子

供が大きくなると、親の交流の場がなくなり、病気の子供をもつ身としては心

細い。（病気の子の親の交流会に行くのが大変で行けず、他の人と話すだけで

もいいので気持ちが楽になりたい） 

80％以下 栄養のある食事、無料化、地域との交流ですが、結局他で募金する事になるの

で、そちらが負担になる。（運営費が必要になりますから） 

本当の意味での無料化に期待したい！！ 

80％以下 子ども食堂が必要な方達がいるのは分かりますが、せめてご飯ぐらい、自分の

家で家族と食べられるような支援の方が大事なのでは、と思います。 

80％以下 無料だと、かえって行きづらい気持ちになったりもすると思うので、10 円でも

50 円でも、わずかで良いから料金設定があったりすれば、少し気軽に利用でき

そうな気がします。親に話せない気持ちも、そういう場所でうちあけることが

できたりするのかな、と。 

80％以下 学習支援や遊びを通して地域交流の場になっているとは知らなかったので、

色々の方と交流することは良いことだと思うので、近くにあれば、ぜひ利用し

てみたいです。 

80％以下 子供にとって必要な社交場であると思いますが、その場所へ子供を丸投げして

面倒をみることをおこたる保護者が増えてくるのでは？と思います。 

80％以下 子ども食堂を利用していくことより、母が夕食を簡単に作れ、子供達と共に食

べれるような世の中に期待する。近くにあっても利用しないと思う。 

80％以下 長く続けてほしいです。大人の料金は、もっと上げてもいいと思います。小学

生と幼児は無料でいいと思います。 

80％以下 「子ども」って小学生のイメージがある。中学生・高校生でも気軽に行けるよ

うにしてほしい。 

80％以下 もう、学校で朝、昼、提供しては？給食費上げてでも。 

80％以下 子ども食堂が絶対に必要だというお子さんが、必ず行ける場所であるといいと

思います。皆が集まりすぎて、必要なお子さんが行けなくならないように。 

80％以下 両親が仕事で、一人で食事をとらなければいけないような子供達が利用できる

場があることは大変うれしい事だと思います。これからも、どんどん場が増え

ると良いのではないかと思います。 

80％以下 市で負担して、多くの所で子ども食堂が開設されたら良いと思います。 

80％以下 ・おみやげ用のパックに入れて販売。￥300 でも良い（中学生になると恥ずか

しいと行かなくなる。部活の帰りに寄っても、残り物しかない時もある） 

・お座敷ではなく、テーブル、イスで。腰痛のため。 

80％以下 食事の面で満たされることが重要であると同時に、心、精神の安定もはかれる

場であってほしい。子どもだけでなく親の異変なども周囲が敏感に気づき、児
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家計力 記載内容 

相などとも連携していく場となってほしいと思います。 

80％以下 経済的に支援が必要な子や、一人で食事をしている子に的を絞って実施した方

が良いのでないだろうか。 

～90％以下 ありません。子ども食堂に経費をかけるのだったら、教育経費の負担を少なく

してほしいです。 

～90％以下 バランスの良い食事を出して欲しい。 

～90％以下 孤食という言葉をよく聞くので、大勢で楽しく過ごせる空間があるということ

は、よいことだと思います。 

～100％以下 NPO などでは資金面で限界があるので、公的援助により各地域にできるといい

と思う。今のお母さん達は本当に疲れていると思う…。 

～100％以下 母子家庭なので、子どもには地域の人に囲まれながら、みんなでごはんを食べ

る楽しさを知ってほしいです。 

～100％以下 思春期の子も行きやすいと良いと思う。 

～100％以下 子ども食堂は、今まさに必要だと感じる。食堂でなくても、誰かと一緒に食べ

たり、遊んで安心できる場所は必要だと思う。ただ、歩いて行ける所（利用し

やすい環境）がない為、ゲーム、TV に頼るのが現状。 

～100％以下 ・利用することによって差別が起こらない配慮は必要と思う。 

・様々な理由で利用するに至らない人が多いので、色んな人が気軽に利用でき

る環境を整えていただきたい（場所の周知、利用に条件を設けない、無料で提

供は避ける、など）。 

～110％以下 “子ども食堂とは”にあるように、子どもの居場所であることが本来の姿だっ

たように思います。開設することがよいことだという流れの中、とにかくどこ

の地域より早く開設しなくては！！という風潮があり、好感が持てません。大

人たちの自己満足になってはいないでしょうか？？ 

～110％以下 全国放送の番組で、県外の子ども食堂について知りました。本県でも開設され

ているとは知りませんでした。もっと広く周知して欲しいです。 

～110％以下 親にまで食事を出さなくてもよいと思ってしまう。 

～110％以下 勉強も教えてもらえるようになって欲しい。 

～110％以下 毎日やっているといいです。大変難しいことなのは分かります。たくさんの補

助がいただけると、できるのでは？ 

～120％以下 行ったことがないのでわからないのですが、子ども食堂がなくても良い社会に

なって欲しい。 

～120％以下 農家さんなどにお願いをして、不揃いな食材をどんどん提供して頂き、子供達

に栄養のある食事を、毎日でも提供してあげて欲しいと思います。 

～120％以下 ・もっと積極的に情報提供してほしい。 

・公的援助をして、安定して運営できるようにしてほしい。 

～130％以下 各学校付近に 1つあると利用しやすいと思う。その地域の方などが作ってくれ

る料理を、友だちと食べると、子どもたちも楽しいと思う。親も仕事で帰りが

遅い時などが多く、近くにあれば利用したいと思っている。 

～130％以下 今のところありませんが、全く情報がないので学校配布のプリント等で周知し

てもらえるとありがたいかも。利用制限の有無や料金、場所（時間）などをま

とめたもの。 

～140％以下 学習の一環として学級単位で体験させ、利用するキッカケなどに繋げる工夫が

必要 

～140％以下 他県より越してきました。子供を育てるのにお金がかかるところだと感じまし

た。医療費や教育費（教材や柔道着など）、給食費がかかることにびっくりし

ました。子ども食堂の前に子育てを安心してできる市・県にしてはどうでしょ

うか？うちは 2人目をあきらめました。 

～140％以下 23 ヶ所もあることは初めて知りました。どのような食事が提供され、どのよう

な様子で食事しているのか知りたいですね。我が家は、子どもだけで食事とい

うことがあまりないですが、交流の場ということにも興味あります。 

～140％以下 利用することで貧困家庭と思われないか心配なので、周りからのイメージがか
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家計力 記載内容 

わればいいと思う。 

～140％以下 ・運営側に負担がかかることなく、継続してもらえることを望みます。 

・学童保育と隣接した施設だと、子どもだけでも行きやすいのではないかと思

いました。 

～140％以下 認知度が上がり、必要とする子ども達が気軽に利用できるようになると良いと

思います。 

～150％以下 高齢者の働ける場であり、子どもの居場所となる場であってほしい。 

150％超 子ども食堂より忙しい朝にバランスの良い食事が提供されること（学校内で）

150％超 小学校、中学校の校内に子ども食堂があれば、子供たちだけでも行きやすいん

ではないか、と思います。例えば、部活の終了後、友だちと行けるメリットが

あると思います。保護者が仕事で帰りが遅いお家だと、1 人で食べたり、とな

ると思うので、みんなで食事すれば、いろんな意味でまるくなると思います。

（思春期はとくに） 

150％超 子ども食堂も大事な施設だと思いますが、学校給食をもっと充実させてほしい

です。 

150％超 子ども食堂は民間で運営されているなら大賛成ですが、公費を使うのであれば

反対です。なぜなら、児童手当、就学援助、生活保護等、たくさんの支援がす

でに行われていると考えるからです。また、食事の支度くらい各家庭で行うべ

きと考えます。 

150％超 TV で観た事がありますが、イメージ的に貧困家庭である気がするし、マスコミ

もその部分を大きくとりあげている気がします。そこを利用されている方々も

低所得である事を強く言っておられ、もっと別のイメージでとりあげる必要性

を感じるし、支援も（地方、国）必ず必要と思われます。 

150％超 家で 1人、ご飯を食べなければいけない子供の事を思えば、大勢でご飯を食べ

れる事は良い事だとは思うが、子ども食堂の事をよく知らないし、『食堂』と

うたっている場に、それ以上の事を期待する意味が分からない。 

150％超 子ども食堂は対処療法のように感じます。根本的な問題に向き合い、解決して

いくことを望みます。 

150％超 親が送迎をしなければいけない時間がもてないし、行ける人しか行けない（あ

る意味、不平等）。そんな事をするより、PTA の活動が拡大しすぎている事を

見直したり、親の負担を減らしてほしい。無駄づかいの予算を取るために、毎

年やらなくてもいい行事など、いかがなものか。 

150％超 貧乏でも 低限の暮らしをしているつもりで、ご飯（食事）だけは色々考えな

がら（ぜいたくはできませんが）作っている。なので、子ども食堂は行く事は

ないのでは？ 

150％超 貧困など関係なく、どの子も利用できる子ども食堂にすると、結果的に必要な

子が利用しやすくなるのではないかと思う。イメージ子ども食堂＝貧困を変え

ることを期待したい。 

150％超 経済的理由から朝食を食べていない子も多いように思います。学童などで朝食

支援もできないものでしょうか。ボランティア等の協力もしたいと思います。

150％超 子供を第一に考えられない状況、心情にいる親のケア。 

150％超 認知度の向上。せっかくのいい制度なのに、真に必要と認められる家庭で、「子

ども食堂」の存在自体を知らない人がいるのではないか。広報施策を充実させ

るべきだと思う。 

150％超 本来の目的？である貧困家庭の子の孤食を防ぐことには効果があるのか？私

が行った所は、学生が勉強を見てくれる、友達同士遊ぶ為という目的で宣伝し

ていて、実際交流を図る場としては良いと思うが、運営に税金が使われていて、

本当に貧困家庭で食事に困っている子供は、そこには行けないのでは？と思

う。目的、対象を明確にした方がいいのでは。 

150％超 子供が家庭で食事をきちんととれるよう、就職支援を行い、その子供の家族

（親）が働くという状況が も大切だと思います。生活保護等のバラまき支援

ではなく、親が（家族が）働くことを 優先にしてほしいです。 
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家計力 記載内容 

150％超 月に一度か、2ヶ月に一度ですが、いつもおいしくて家族で食べに行ってます。

楽しみにしているので、どうか続けてもらいたいです。 

150％超 一度だけ子供が利用しましたが、混みすぎて順番待ちがあったようなことを言

っていました。スペースが広いといいのかなと思いました。 

150％超 子どもが 1人で行っても必ず声をかけて気にかけてくれること。行ってもポツ

ンとしていると、より孤独感を感じてしまうから。 

150％超 夕方の習い事の後に行くので、もう少し長い時間開いているとありがたい。 

150％超 使った食材についての知識が学べればよいと思う。 

150％超 行ってみたいが、専業主婦家庭なので、行ってもよいのかわからない。一般家

庭も利用できるような意識改革をお願いしたいです。 

150％超 給食（バイキングのような）のような自分で食事を選ばせられる方がいい。ボ

ランティアの方が作ったのだから全部きれいに食べましょう、というやり方は

子供の心に負担だと思う。 

150％超 子ども食堂に行けない子の場合、学校などで帰宅時（下校時）にお弁当にして

受け取れると助かります。 

150％超 特別な空間ではなく、誰でも気軽に利用でき、アットホームな子供たちの心の

安らぎの場になってもらいたい。TV のニュースなどで、理由（わけ）ありの子

たちが集う場所という雰囲気にどうしても見えてしまうので。 

150％超 入りやすさと呼び方の変更 

150％超 土曜、長期休業中の昼食の提供。共働きなので、子どもたちは一人で留守番し、

昼食も簡単に済ますことが多い。学童保育のような感じで、安心して食事がお

願いできれば、とれもうれしいです。 

150％超 子ども食堂はそもそも必要なのか、疑問に思う。親が子どもの心身の健康を願

い、心をこめて作り食べさせるのが基本だと考える。今はたり、目先の事を考

えて共働きして、子どもが置き去りにされている気がしてならない。多少お金

に不自由しても、子の心が豊かになれば情緒が安定し、学力は伸びる。 

150％超 子ども食堂の本当の意味を住民に発信して、更に発展していただければと思い

ます。 

150％超 夫婦共働きで、両親の帰りが遅い家庭がある。お腹を空かして親の帰りを待っ

ている様な子供が、週一回でも、ゆっくりと手のかかった料理（弁当とかでは

なく）を食べられるといいなと思っています。私の住む地域では貧困ではなく、

忙しすぎる両親の家庭が多い気がします。 

150％超 おそらく利用している子、していない子が真っ二つに分かれると思います。そ

の様な制度がある以上、全ての子が平等に使用できる機会を用意していただき

たいです。 

150％超 長く続けてほしい。手厚い助成金を出してほしいです。 

"-" 近くにあれば、ぜひ活用したい。家計に関係なく、両親とも帰宅が遅いので、

近くにあれば毎日でなくとも利用してみたいと思います。 

"-" 家でカップラーメンを食べて食事をすませる子供が少なくなること。 

誰かと食事をする楽しさを知るきっかけになること。 

親も遅くまで働いている場合、一緒に食事をする大人と仲間に出会ってほし

い。 

"-" テレビで子ども食堂のニュースは見たことありますが、どこにあるのか、近く

にあるのか、全く知りません。行ったことがある人の話も身近で聞いたことあ

りません。そして、やはり貧困のイメージが強いので、もっと気軽に行ける場

所というイメージになると良いと思います。 

"-" ・全ての子供たちが健やかに成長するために、食生活を充実すること 

・子ども食堂の数が増えるとよい 

・子ども食堂が地域の人との交流の場所になるとよい 

・利用条件に幅をもたせてほしい。収入だけでは、はかれない状況もあります！

"-" ・家庭環境に深入りしない、程良い距離感 

・バランスのとれた出来たての食事 
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家計力 記載内容 

"-" 学習支援や遊びなどをメインとし、そこにおとずれた子供・大人も含め気軽に

利用できる雰囲気が大事かと思います。利用しづらい空気にならなければいい

ですね。一人暮らしのお年寄りなども利用できると、いいかもしれませんね。

"-" 参加費が、私から見たら安価ではなく高額で支払えないため、今後は行く事が

できません。交流を行いたくても費用を出せません。 

"-" 様々な事情やケースがあり、一概に述べることはできないことは承知の上で、

子供の養育は親の責任で行われるべきだと考える。ボランティアとして実施す

ることは敬意を表するが、公的資金を投入することは反対する。企業等の協力

で NPO 活動として実施するのは賛成。 

"-" 特に期待は有りません。子ども食堂を安易に漫然と利用する人達が増えないこ

とを願うばかりです。 

"-" “お知らせ”が来て、気軽に行けそうに思うので、今のままで良いと思います。

"-" 一度、全生徒が参加して見学などしてみる企画などがあると、様子がわかり、

使いやすくなるのではないか？ 

"-" 数回の参加ですが、子どもは楽しみにしています。安価でとても助かっていま

す。 

"-" 行ったことはないですが、同じ方がだいたいいつもいて、かなり混んでいる為、

なかなか入れないと聞いたことがあります。キツキツの場所で食べた、と高齢

の方がおっしゃっていたので、場所によるのかなとは思いますが、もう少し環

境が整えばいいなと思いました。 

"-" 開放的な雰囲気、存在のアピールが低いので、もっとオープンでお洒落な感じ

で、みんなにわかりやすく安全な場所に作ってほしい。 

"-" 子供なら誰でも行けるオープンな食堂として期待しています。一部の人しか行

けないのは、差別的な考えが横行するのではないかと思うので。 

"-" うちの子は、学校にもなかなか通えず、心の休まる場所や自分の居場所を家庭

でも持てないでいる様に感じることがあるので、子ども食堂で楽しく食事をし

て、笑顔になれる機会が持てるといいなと思います。 

"-" いつでもではないけれど、仕事の関係でひとりで食べなければならない時、い

ろんな人がいるところで安心して食べさせたいという気持ちもあります。あ

と、できれば中学も給食（スクールランチよりも）がいいです。 

"-" 貧困のためにあるのではなく、地域の交流の場という意味あいがもっとあれ

ば、みんなも行きやすい。 

貧困が本当の貧困か？子どもにかけるお金を親の趣味にまわしているだけの

家庭もあると思うので、そういった家庭のための「子ども食堂」になってしま

うのに強い不安を覚えます。そうであれば、収入状態を市役所がしっかり調査

した上で、市が貧困と認定した家庭に現物支給の援助で十分ではないかという

気もします。子ども食堂が親の怠慢につながらないように思っています。 

"-" アレルギー対応。運営側のアレルギーに関する知識習得。 

 

 

 


