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１．今回のアンケート調査について

⑴ 調査目的  

このアンケート調査は、安全で安心な学校給食を安定的に提供するため、学校給食運営の基本となる

「第３次丹波市学校給食運営基本計画」を策定するあたり、学校給食に関する保護者及び児童生徒の

ニーズを把握する目的で実施しました。

⑵ 調査対象  

丹波市内の小・中学校に通う児童生徒の保護者を対象に、小・中学校を通じて 3,008 世帯にアンケー

ト調査を実施しました。

⑶ 調査期間   令和４ 年６月２日（木）〜令和４年６月 20日（月）

⑷ 回収結果  

⑸ 留 意 点

・小数点第2 位で四捨五入しているため、100％と一致しない場合があります。

・二重回答や判読不能の回答などは、無回答に含めています。

世帯数 回答数 回収率

3,008 世帯 1,573 世帯 52.3 %
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2. アンケート調査結果

【 設問 １ 】 あなたの年齢について、該当するものに☑をつけてください。

回答者の年代別では、「40 代」が 58.9%と最も⾼く、次いで「30 代」が 32.0％、「50 代」が 7.4％、

「20 代」が 1.7％となっており、「30 代」「40 代」を合わせると全体の約 9 割を占めています。前回と⽐べ 40 

代の割合が増加しています。

［参考］H29︓40 代 54.6％、30 代 38.2％、50 代 5.4％、20 代 1.8％

【 設問 ２ 】 あなたのお⼦さんの学年について、該当する記号すべてに☑をつけてください。

「⼩学校 4〜6 年⽣児童」が 759 ⼈と最も多く、次いで「中学⽣」が 698 ⼈、「⼩学校 1〜3 年⽣児童」が

683 ⼈となっています。

［参考］H29︓⼩学校⾼学年 1,323 ⼈、⼩学校低学年 1,323 ⼈、中学⽣徒 1,415 ⼈】 
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【 設問 ３ 】 学校給⾷に満⾜していることはどのようなことですか。（複数回答可）

⑴ 全体の状況

「栄養バランス」と回答した保護者が 1,347

⼈（32.3％）と最も多く、次いで「献⽴」の

886 ⼈（21.3％）、「管理・衛⽣⾯（安⼼・

安全策）」の 508 ⼈（12.2％）が多い結果

となっています。

前回のアンケートでは、「味付け」が第３位で

39.2％を占めていましたが、今回は「管理・衛⽣

⾯」の回答が上昇し、衛⽣管理や安全性につい

て関⼼が⾼まっていることがわかります。

● 学校給食の「栄養バランス」や「献⽴」に満足していると回答した保護者の割合が⾼くなっています。

● ⼀⽅で、学校給食の「給食費」や「提供時の温度」に満足していると回答した保護者の割合が低くなっ

ています。
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⑵ その他の意⾒

肯定的な意⾒

・弁当を作る手間がかからない

・パンが少ないこと（米飯が多い）

・アレルギー対応があること

・食材の産地

・給食を提供してもらえること

・お弁当だと家事負担が増えるので、給食は助かる

・お弁当を作らなくていい

・提供してもらっているということ

・旬の野菜を提供してくれる

・家で作れない物も出るので、いろいろな食材に触れられること

・実際に食べていないので、あまり味、ボリュームについては分かりませんが、多分とても良いとおもいます。

改善してほしいこと

・ご飯が冷たい

・当番の白衣が汚い

・たまに、お米のかたまりがあるようです

その他

・⾒たことも食べたこともないので判断できない

・給食を⾒た事がないのでわからない

・⾒学したことがないのでわからない

・保護者向けにこの設問は答えようがありません

・分からない ・普通

・味付けや量、提供時の温度など実際の給食を⾒たこともないのに答えられない。子供の意⾒ではなく保護者

の意⾒でアンケートに答えるんですよね。

・食べたことがないのでわからない

・給食を⾒たり・食べたことがない

・実際目にせず口にしていないのでわからない

・食べたことがない ・食べたことも⾒たこともないのでわからない

・みたことがないのでわからない

・味付けも、ボリュームもわからないので答えようがない

・実際に食べる機会など、給食に関わる機会があまりないので、何とも言えない。
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【 設問 ４ 】 今後の学校給⾷に期待することはどのようなことですか。（複数回答可）

⑴ 全体の状況

「栄養バランス」と回答した保護者が

973 ⼈（22.3％）と最も多く、次いで

「管理・衛⽣⾯（安⼼・安全策）」の

894 ⼈（20.5％）、「献⽴」の 660 ⼈

（15.1％）が多い結果となっています。

設問３と同様に、「管理・衛⽣⾯」の回

答が上昇しており、衛⽣管理や安全性に

ついて関⼼が⾼まっていることがわかりま

す。

● 学校給食に期待することに関して「栄養バランス」や「管理・衛⽣⾯（安⼼・安全策）」と回答した保

護者の割合が⾼くなっています。

● ⼀⽅で、「量（ボリューム）」や「提供時の温度」と回答した保護者の割合が低くなっています。
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⑵ その他の意⾒

肯定的な意⾒や要望、提案

・オーガニック

・無添加、本物の調味料、オーガニック野菜の使用

・食材をオーガニックなものに変えてほしい

・食材の産地

・イベント食

・短縮授業時給食を食べて帰宅すること

・セレクトデザート(オレンジゼリー・ヨーグルト・プリン)好きなのを選べる︕

・オーガニックな食材をなるべく使用

・地元オーガニック米の使用

・地産地消

・デザート

・オーガニック食材の使用

・献⽴の種類を新たに増やすこと

・おかずを多くして欲しい（こどもの意⾒）

・地場産のオーガニック食材、本物の調味料の早急な利⽤促進。高タンパク、低カロリー、旬の野菜の多い献

⽴。

・食材の安全性を知ること

・安全安心な食材

・無農薬

・いろんなものを食べる

・本物の調味料や油を使うこと

・友達と食べることの楽しさ

・食中毒などの観点からの安全性も大事ですが、食材に使用されている農薬や添加物が本当に安全な物であ

るのかということに意識を向けていただきたい

・地元の食材の利⽤

・ラーメンを出してほしい

・現状に満足しているため引き続きすべての項目に期待しています

・食材の選び方

・アレルギーの子どもも同じように食べられる食材をできるだけ使用することや、オーガニック食材を使用することを

希望します

・満足しています

・砂糖使用を少なく

・親としては現実で満足です。選択肢の a や b など、子ども目線での改善希望があるならば優先してほしい。
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・無添加、無農薬

・残留農薬や食品添加物にも考慮した食材を選んでもらいたい

・フライや揚げ物を増やしてほしいと子どもが言いました

改善してほしいこと

・量を減らす

・量が多いといつも言っている

・パンにカビがついていたなど聞くので改善してほしい

・曜日によって量のかたよりがあるように感じるので、平均をお願いできればと思います。

・同じようなメニューばかりなので、新しいメニューがあると嬉しい

・献⽴が、年配向けだから、もう少し子供達の喜ぶメニューにして欲しい。

・牛乳を毎日飲ませるというのは古いような気がします。ご飯に牛乳の組み合わせも疑問です。

・毎日、牛乳じゃなくても良いのでは

・農薬、化学肥料、F1 種の野菜、化学調味料を使用しないこと。飲めば飲むほど骨がスカスカになる牛乳をや

めること

・添加物をなるべく減らして欲しい。特にハム、ベーコン、ウィンナーなど加工品が多いので

・回答数制限がない質問ならば期待しない項目はないと思いますが
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【 設問 ５ 】 学校給⾷に⼒を⼊れてほしい取組はどのようなことですか。（複数回答可）

⑴ 全体の状況

「食材の安全確保や衛⽣管理」と回答し

た保護者が 974 ⼈（25.4％）と最も多く、

次いで「地産地消の推進」の 821 ⼈

（21.4％）、「献⽴の多様性や味付」の

668 ⼈（17.4％）が多い結果となっていま

す。

● 学校給食に⼒を入れてほしいことに関して「食材の安全確保や衛⽣管理」や「地産地消の推進」と回

答した保護者の割合が⾼くなっています。

● 一方で、「オーガニック食材の使用」や「アレルギー対応」と回答した保護者の割合が低くなっています。
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⑵ その他の意⾒

肯定的な意⾒や要望、提案

・今丹波市でやさしい給食の会みたいなのがあるようですがオーガニックなど希望していません。今まで通り子ども

たちが喜んで食べている普通のままでいいです。

・体に優しい食材、調味料の使用

・毎日果物は必須

・⿂料理を増やして欲しい

・海外メニュー

・オープンスクールの際など、１学期に１回等の定期的な保護者の試食と意⾒交換の場

・血液検査や診断書なしのアレルギー対応

・オーガニック給食の実現

・充分してくださっているので意⾒や要望はありません

・保護者も試食できる場があれば嬉しい

・揚げパンの回数を増やして量も大きく

・無農薬、添加物を極⼒使わない給食の提供

・食文化

・現在も工夫頂いているので満足しています

・できるだけ添加物を使わず安全な給食を。昔ながらの和食を⼤切に

・温かいものは保温性を。冷たいものは解凍された状態で出していただけたら嬉しいです。

・安全性

・課題が多いことからオーガニック食材を取り入れることは⾒送ってほしい

・無理に給食だけオーガニックにしなくていいです。普通の材料で OK です

・オーガニックであるだけでなく、遺伝子組み換えである F１種の野菜ではなく、固定種在来種の種から育てた野

菜にすること

・提供時の温度

・添加物を減らす

・食品添加物にも考慮した安心安全な食材選び

・季節の献⽴や、⾏事のメニューの充実

・オーガニックである必要はない

・無添加食品の使用、本物志向へ。旬の物を使う。和食中心。牛乳選択制。
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改善してほしいこと

・せめて米飯の時は牛乳ではなくお茶にして欲しい。米飯に牛乳は合いません。

・始業式後、終業式前日までの提供、お弁当持参をなくすこと

・アレルギーまではいかないが、牛乳が体質的に合わないので選択制にして欲しい。

・調味料を添加物のない伝統製法でされたものにする。加工デザートの撤廃。

・この設問も前者と同じです。全て期待するものではないですか。選択肢も前者と重なります

・パンは他の曜日にして欲しい。なんなら無しでも
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【 設問 ６ 】 ⾷育において学校に⼒を⼊れてほしい取組はどのようなことですか。

（複数回答可）

● 食育の取組に関して学校には「食による健康づくり」や「生産者への感謝と勤労を重んじる気持ち」「食

事のマナー」と回答した保護者の割合が⾼くなっています。

● ⼀⽅で、「食材の⽣産・流通・消費に関する理解」や「社交性と共同の精神」と回答した保護者の割

合が低くなっています。



- 12 -

⑴ 全体の状況 

「食による健康づくり」と回答した保護者が 933 人（16.8％）と最も多く、次いで「生産者への感謝と勤労を

重んじる気持ち」の 910人（16.4％）、「食事のマナー」の 861 人（15.5％）となっています。

⑵ その他の意⾒

その他の意⾒

・牛、豚、鳥は飼育小屋でどのようにして育てられ辿り着くのか、牛乳はどのようにしてできているのか、人間が食

べるために多くの命をいただいていることを知ってほしい。

・食事に興味を持ち、自分でも作ろうとしてくれているので、その調子でつづけてほしい

・みんなで食べることを楽しいと感じること

・生産過程の体験

・箸や茶碗の持ち方等もチェックしてほしい

・フェアトレード

・バタリーケージなど、⼤量⽣産⼤量消費の現状も学んでもらいたい

・添加物や農薬、除草剤、化学肥料等が、体に及ぼす可能性があることについて学んでいただきたい。

・栄養やバランスに関する知識の習得

・よく噛めと言っているわりに食べる時間が短い(食事時間が 10分程度)

・この設問についても複数回答制限なしでしたら、全て⼒を入れてほしい項目です。

・油、水、調味料などへのこだわり

・残食を減らす

・学校給食に何故、有害だとわかっているものが使われているかを子どもたちに考えさせること

・季節感、旬の物

・家庭でやるべきことがほとんどだと思います
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【 設問 ７ 】 あなたのお⼦さんは朝⾷を⾷べていますか。

「毎⽇食べている」が 95.5%と圧倒的に⾼いとはいえ、食べていない子供が 0.4％いる現状があります。

子供のうちに健全な食⽣活を確⽴することは、⽣涯にわたり健全な⼼⾝を培い、豊かな⼈間性を育んでいく基

礎となります。

朝食を毎⽇食べることは、基本的な⽣活習慣を⾝に付ける観点からも⾮常に重要であり、子供の朝食⽋食を

なくすことを重視する必要があります。
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【 設問 ８ 】 ⾷事や⾷育に関して、ご家庭で⼒を⼊れていることや取り組んでいることはあり

ますか。 （複数回答可）

● 食育の取組に関して家庭では「朝ごはんを必ず食べさせる」が最も割合が高く、「食事のマナーを教え

る」「家族と⼀緒に食事をとる」に⼒を入れていると回答した保護者の割合が⾼くなっています。

● 一方で、「地元の食材を使用する」と回答した保護者の割合が低くなっています。
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⑴ 全体の状況 

「朝ご飯を必ず食べさせる」と回答した保護者が 1,240 人（24.5％）と最も多く、次いで「食事のマナーを教え

る」の 928人（18.3％）、「家族と一緒に食事をとる」の 892人（17.6％）となっています。

前回のアンケートでは、「朝ご飯を必ず食べさせる」と回答した保護者の割合が 28.0％で、次いで「家族一緒に

食事をとる」と回答した保護者の割合が 17.9％、「食事のマナーを教えている」と回答した保護者の割合が

17.3％でした。

⑵ その他の意⾒

その他の意⾒

・どうやって伝えれば良いのか分からない

・オーガニック食材を選ぶ、自然な調味料を選ぶ、添加物を使わない

・無農薬や地元野菜中心の食事

・添加物や農薬

・隠し味、野菜クイズ

・誰が作った野菜・・・など食材の背景を伝える

・本物の調味料を使用し、出来るだけ無添加、高タンパクで旬の野菜を多く使用し、糖質、資質の質に気を遣

っています。

・農薬、化学肥料、遺伝子組み換え、放射能汚染、ホルモン注射などなるべくない食材

・旬の物を取り入れる

・しっかり食べる

・季節⾏事（七草粥や巻き寿司等）を取り入れている

・残さない

・放射能１ベクレル以下の食材、調味料や食材が自然の大地のエネルギーで栽培されている物。農薬、除草

剤、化学肥料のかかっていない野菜を食べる。加工品の保存料が、体に害を及ぼさない物。オルター個配で注

文した物

・楽しい、美味しいと思えること

・楽しく美味しくいただく

・入れられた分は残さず食べる

・小学生は適量なようですが、中学生は量が増えたようで食べきるのがなかなかないようです。

・⾏事食を作る、旬の食材

・我が家でとれたものを使う

・⾏事食は必ず食べるようにする

・選択肢の表現に違和感。丹波市で家庭菜園という言い方はあまりしませんし、「させる」という⾔葉も教育委

員会が使う⾔葉でしょうか

・いただきます、ごちそうさま
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・食品添加物や、保存着⾊料などが含まれていないものを選ぶようにしている

・農薬化学肥料遺伝子組み換え化学調味料を使わず、有害なものが入っているものを食べるときには、解毒す

る物を同時に摂取する

・食事の楽しさ

・添加物や化学調味料をなるべく少なく

・⾏事のメニュー（七草粥や恵方巻等）を食べてもらう
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【 その他 】 学校給食について、お気づきの点等ありましたらご記入ください。

学校ホームページから、給食みました。

学校が変わり、給食自体がかわりましたが、美味しくないといっています。

子供が喜ぶメニュー改善をお願いします。

学校給食には感謝しています。コロナ禍でセンター見学会等開催されないのが、残念で

す。子どもたちともっと距離が近ければ、さらなる相乗効果も期待できそうです。

いつも美味しい給食をありがとうございます。

娘たちは給食の時間を毎日楽しみに学校に通っているので、栄養バランスを考慮しつつ

毎月献立を考えて作って頂けていることを本当にありがたいと思っています。

帰宅してから、今日はこんな献立ですごく美味しかった！と聞くのが日課になっています。

これからもよろしくお願いします。

保育園の頃のように、保護者も食べる機会がほしい

家では好き嫌い無く残さず食べるので嫌いな物は無いと思っていました。が入学してすぐ

学校の先生が『嫌いな食べ物が多いようですね』と言われてびっくりしました。本人に聞く

と『不味すぎて食べられない』と言っています。大好きなカレーですら不味いと言っていま

す。白いご飯も美味しくないしパンもパサパサしているから美味しくないらしいです。もちろ

んおかず。

今二年生ですが『まだまだずっとこの不味い給食を食べなあかんの？』としょっちゅう言っ

ています。入学当初、給食が嫌で『学校に行きたくない』と言っていました。『給食の時間

が一番嫌。』と言っています。もっと美味しく作って下さい。お願いします。

いつも、安価で美味しい給食をありがとうございます。工夫した献立にも頭が下がる思い

です。

今後は、ぜひフードロスが少なく、環境に優しい給食づくりを目指してほしいです。

価格の事まで分かりませんが、今後の供給の安定を考えて、どんどん米粉パンの活用をし

ていってほしいです。

これからも、色々課題があり大変だとは思いますが企業と自治体との連携と努力でオーガ

ニック実現も含め、少しずつ改革していただきたいです。宜しくお願いします。

今年度に入って、「給食が美味しくない亅と子供たちより、聞くようになった。

いろいろな地域のメニューがあって、家ではできないのでありがたく思っています。

ソフト麺のしょうゆラーメンが不評でした。

デザートの回数が少なくなり寂しい。
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学校給食はとても有り難いです。

家だけでは補えない栄養を栄養士さんが考えてバランスよく取り入れて下さったり、食事

を通して健康も頂けることは成長期にとても大切なことです。

これからもよろしくお願い致します。

献立表を見ていると、知らない料理が出てきたりして、自分の食べていた時の給食と全然

違っていて驚いております。

パンが週末だけになり、米食中心になっているところが特に嬉しく思っております。

これからもよろしくおねがいします。

最近丹波市でオーガニック給食にしようと署名などの動きがありますが、オーガニックの定

義をきちんと理解されて提唱されているのかは疑問があります。

我が家では肥料はやりますが完全無農薬で農家さん並の家庭菜園をしています。

オーガニックでも有機肥料以外に、化成肥料や除草剤をある程度許容されている範囲ま

で使用しているものもありますし、全くの無農薬であれば生産量が少なく虫が入っていた

りします。その虫を除去する手間も増えるので調理員さんの負担が増えますし、付加価値

で価格が高いので適切な量を用意するために給食費は膨れ上がります。

善意の地元の有機農家さんの規格外野菜などの寄付を募るか安く仕入れるなどして活

用するのは大いに賛成できますが、オーガニックに拘りすぎて給食費が上がると払えない、

負担が増えると生活が苦しくなる家庭が出るのもこまりますし、なるべく安心安全な材料、

決められた価格内でお腹いっぱい、栄養バランスの整った給食の提供を出来るようにして

頂けるのが一番嬉しいです。

いつも美味しい給食をありがとうございます！

パンの日は、嬉しそうなのでパンの日を増やしてほしい。

毎日子供の食事をお世話になり、感謝しております。牛乳についてはいろんな意見がある

と思いますが、せめてノンホモ牛乳に変更するなど、ご検討して頂けると嬉しいです。よろし

くお願い致します。

いつも美味しい給食ありがとうございます。

いつもおいしい給食をありがとうございます。

いつも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。

保護者が試食できる機会があると嬉しいです。

安心安全で栄養満点の給食をよろしくお願いします。

色々な食材の給食のおかげで、家では食べない物も食べられています。ありがたいことで

す。いつも、給食はおいしい！と言っています。

量が少し多い様です。
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牛乳をやめて欲しい。

いつもありがとうございます

世界の料理や地方の料理などいろいろな給食を提供していただきありがとうございます

いつもおいしい給食をありがとうございます。

子供たちみんながお世話になっています。

これからもよろしくお願いします！！

好き嫌いがあり野菜を残したりしていると聞きびっくりした。私の時代は残ってでも食べさ

せられていたので、子供から聞いて今は残しても良いのだと。野菜食べて欲しいから皆と

やったら食べると思っていたんですがちょっと残念です。

給食の様子を見せてもらったことがないので、質問されても親はイメージが出来なかった。

コロナが心配なのは理解できるが、もっと給食の様子を写真や動画、参観などで発信して

ほしい。

毎日おいしい給食を提供していただいて、とても感謝しています。家ではなかなか食べてく

れない食材、メニューも、給食なら食べて帰ってくるので、食べられる物の幅が広がるのは

給食のおかげだと思います。ありがとうございます！！

いつも美味しい給食を提供して頂きありがとうございます。毎日楽しみにしているのです

が、カレーが少し辛いようです。

献立のレシピをもっと教えて欲しいです。宜しくお願いします。

物価が上がり、やり繰りが大変だと思いますが給食には栄養や食べる楽しみを優先してほ

しいなと思っています。多少であれば…値上げもやむを得ないのかなとも…。またカラー写

真で見たり、欲をいえば味見をする機会などあるといいなと思いました。

量が多すぎると聞いている。

少食の子が自分で食べられる量を配分できるようにしてほしい。

残したくはないから頑張って食べるが後で胸焼けがするらしい。

いつもありがとうございます。

値段が上がってもいいので、牛乳でカロリーを補うのではなく、肉、魚、野菜で補っていた

だきたいです。

夏に涼しい・冷たい献立をお願いしたいです。夏日に熱々のお汁や煮物が出て、食べにく

い日があるので…

いつも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。子どもも毎朝献立を見て

は給食を楽しみにしています。お弁当では補えない栄養バランスや豊富な食材を使用して

いただき、家では作ったことのないメニューなども味わえたり、給食当番など協働の大切さ
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も学べているので、学校給食はありがたいといつも感謝しています。今後も子どもの成長

のためにも安心でおいしい給食をよろしくお願いします。

ゆっくり食べられる時間があればよいのかなと思います

毎日、かなりの量が残っていて勿体ないと言っています。配膳し終わった段階でかなりの量

が残っているようなので、もう少し何か対応が必要なのでは？と感じます。

魚料理が、物凄く生臭いらしくて、改善して欲しく思います。

時間になったら片付けるから、嫌いな物は後に残すと食べずに済む｡と子供同士で話して

いました｡用意してもらった食事を残さず食べるという基本的なマナーを考える機会を作っ

てほしいです｡

いつも美味しい給食に感謝しています

小 1のこどもがいるのですが、カレーやキムチを使ったメニューは辛いようです。

牛乳パックを解体する作業を給食参観でさせてもらったのですが、大人でもかなり硬くて

小さい子には大変だろうなぁと思った。

こども園の時に我が子に尋ねてみると、『力のない子は歯で開けていた』と聞き、もう少し

解体しやすいように改良してくれないかなぁと思っていました（氷上乳業さんにですが）

中学校はもう少し給食を食べる時間を伸ばしてほしい

給食は栄養バランスも考えてあり、衛生面も気遣って作ってもらい、お弁当を持たせるより

温かいし本当にありがたいです。

感謝感謝です。

これからも丹波篠山市に負けない美味しい給食、子どもたちが待ち遠しい給食を提供して

ください。

カムカムメニューや旬の味など毎月色々と楽しい献立を考えていただき、ありがとうござい

ます。

他県の料理など家ではなかなか味わえない献立があったりするので、毎日楽しみにしてい

るようです。

苦手なものも食べられたりしているみたいなので、とてもありがたいです！

いつも、給食美味しい(๑´ڡ`๑)と言っています。今年高校生になった息子も「まじで給食

が食べたい!」と言っています。これからも、美味しい給食をよろしくおねがいします。

コロナが落ち着いたら、給食試食会など、実際に子供達が頂いている物を一緒に会食出

来る機会があれば嬉しいです。

子供たちが、毎日美味しいと言って帰ってきます！食べることが好きな子供は毎朝献立を聞

いて学校に行くのが日課になっています！

家のご飯より給食の方が美味しいと言うので、私としては少し悲しいです。笑
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明るく楽しく優しい子どもたちが、健やかに成長していく様を見守ってくださっている各学

校職員の方々、ありがとうございます。

日本一、健やか子どもたちと先生のいる学校を目指しませんか。

ちゃんと自然に育ったものをいただいていたら、子どもたちの素行が今よりも穏やかにな

り、先生方がより心身共に健やかになられ、子どもたちも今よりもより落ち着いて、楽しい

学校生活がおくれるようになります。

食に興味がある、ないに関係なく、地域の子どもたち、これから未来を担っていく子どもた

ちの健康とその先の未来のために、化学調味料や、農薬、除草剤、化学肥料、遺伝子組み

換えなどについて、真剣に学んでいただきたい。諸先進国で禁止されている薬品が日本

では安全だと謳われ使用されている現実を、知り受け入れていかないといけない。そして、

それらが人体と環境に及ぼす影響も合わせて知っていくべきだと感じます。

子どもたちから繋がる先の子どもたちのために、現実を知り変えていかないといけないも

のが、食の安全性だと思っています。

子どもたちの心と身体の健康と幸せのために、大人が守ってやらなければなりませんよ

ね。知恵と時間を費やしてやるべきだと感じております。

子どもたちを守ってあげられるのは、学校と学校給食です。よろしくお願いいたします。

5 月・6月と献立表も配られなくなり、実際にどんな給食を食べているのか分からない。子

どもたちと給食の話が減った。実際の給食の写真が簡単に見られると嬉しい。

特に無し。子供からあまり給食の話しを聞かないので。

いつもバランスの取れた献立ありがとうございます。ですがあまり人気のないメニューは栄

養的に良くても再考していただきますと食品ロスを少なくできるのでは?

家ではなかなかバランスよく作ることが難しいので給食に感謝しています

昔から、変わらない。例えば、パン、今どき、コッペパンとか 子供は要らないと言います。給

食と牛乳は、あいません。時代にあったメニューをお願いします。

給食を提供していただきありがとうございます。

子ども達も学校で給食を食べる事をとても楽しみにしております。

今後もよろしくお願いします

貧困問題などに少し関わっていたりします、食材が、良いにこしたことはありませんが

今流行りのオーガニック食材にする事で給食費が上がるような事があるのなら反対しま

す、

国からの財源なにに使っても良いよ！と言うのがあれば商品券とかにするのではなくぜひ

給食費を無償にするなどの教育費に是非使ってほしいです、給食はたいへんおいしいと子

供ははなしています。
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給食も大切ですが家での食事を大切にしています、

給食費の負担が減れば自宅での良い食事にまわします。

給食があるというのはありがたいです。

いつもありがとうございます。

たまたま給食の献立を見ずに頑張って作った晩御飯が給食と同じ時ってありますよね〜あ

れはなんなんですかね。

献立が貧相で、ご飯のおかずがない日がある。保育園の方が多様な食材を使っていた。

今給食を頂いている子供ももちろん、卒業した子供も、給食が大好きでした。これからもよ

ろしくお願いいたします。

色々とされずに、今の水準を継続してください。今までどおりで十分です。

給食費が高すぎる！！！！無償化求む！！！！！

自宅での食事は、残さず食べることもルールにあります。（多そうなら先に減らす）

また、自宅で米や野菜を作っているので、その手間も理解しています。

それもあり、毎日給食が余ることに心を痛めているようです。

また、同じ日の献立の中で、好きな給食は増やすのに嫌いなものは減らすのを良しとなっ

ていることが納得できないと言っています。

たまたま我が子たちは好き嫌いなく何でも食べられますが、いろんな子や考え方の多様性

があるのも理解はできるので、説明はしていますが、それにより、不人気な給食が余ると自

分が食べなくてはいけないと思ってしまったり、周りから当たり前のように押し付けられるの

は辛いと言っていました。

難しい問題ではありますが、せっかく美味しく作ってくださる給食なので、できるだけ廃棄

がないようになればなぁと願います。

低学年の親なのですが、カレーが辛くて食べにくいと言っています。カレーは大好きなので

すが小学校になったら急に辛くなって好きじゃなくなった．と言っています。

夫が教員で、現在他府県の小学校に勤めているのですが、丹波市の給食は、今勤めてい

る小学校の給食とは比べものにならないくらいに美味しく、満足感があると言っていまし

た。(その小学校の給食は、学校の給食室で作られているそうです)

同じ給食費を払っていてもここまで格差があるのは問題で、国も考える必要がある事項だ

とも。

美味しい給食が食べられて、丹波市の子どもたちは幸せです。

ありがとうございます。

女の子には、量が多いから配膳の時に量を調節できればうれしいと言っていました
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地域で給食開始と終了の日程が違うのはなぜですか？センターが違っても合わせてほし

いと思います。

中学と小学でセンターが違うと献立が違うので困ります。市内で同一して下さい。

給食費の値上げはやめてほしいです。

家でなかなか出せない食材や栄養バランスを考えた献立で提供いただき、感謝しておりま

す。ありがとうございます。

アレルギー品目のチェックは、紙媒体ではなく、電子媒体(PDF)での送付にすべきです。検

索が容易で、見落としがなく、安全性が格段に向上する。

給食の食事時間を見直して欲しい。

いつも有難うございます。

たとえ苦手な物が出ても、少しずつチャレンジして、いずれ美味しさに気づいていける…な

ど、みんなにとって楽しみな給食時間である事を願っています。

色んな国の料理を食べる事ができて、美味しいと喜んでいました。家ではなかなか作れな

いので、ありがたいです。

毎日、とても感謝しています。これからもよろしくお願いします。

いつもありがとうございます。

給食とてもおいしく、楽しみにしているようです。

たくさんの工夫と準備をして頂いているのが、子どもたちの給食を日々楽しみにしている様

子から感じます。いつも本当にありがとうございます。

本質的な食育を心がけてほしい。

栄養士さんには安価な調味料、添加物、農薬、化学肥料が子どもの身体にどのような影

響を与えるのかきちんと勉強してほしい。

外食もあまりしたがらない我が子が、給食が美味しいと絶賛しております。

また、献立や、生産者の方の放送にも納得している様子です。

循環の仕組みを食を通して教育していただいていることに感謝しています。

弁当が必要な日をなくしてほしい(遠足など校外活動は除く)

日々美味しい給食を提供して頂きありがとうございます。感謝しています。

珍しいメニューも取り入れられているようなので、これからも楽しみにしております。

衛生面について

給食エプロンの共用が少し気に入なります。

洗濯、アイロンはされておられると思いますが、今の時代に他のお友達と交代で使用する

のは少し抵抗があります。
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市販でも安価なエプロンがありますので、帽子とエプロンを個人的に所有させて頂くほう

が嬉しい。

好き嫌い等もあるかと思いますが、全体的に不味いと言っていますので、美味しいものをお

願いします。

給食が毎日楽しみだったのが、センターになってから不味いとよく言うようになりました。特

に魚が蒸されているからか、鮭が白くなって、皮がヌルっとしていたと言って魚が大嫌いに

なり家でも食べてくれなくなり困っています。

篠山市では賞を取られていて美味しいってよく聞くので、どんな給食なのか気になります

し、うらやましくもあります。もう少し工夫があれば嬉しいです。

いつも栄養バランスのとれた美味しい給食を用意していただいて感謝しています。

いつも子ども達の為に安全で温かい給食を提供いただきありがとうございます。

最近、オーガニック食材を使用した給食についての新聞記事を目にすることがあります。

今、提供いただいている給食も十分安心安全なものであるにも関わらず、行き過ぎた取り

組みを求められているように感じます。オーガニックがいいのは誰もがわかっていますが、

価格や生産体制、安定供給の面から課題が多いのも事実です。オーガニックを取り入れ

る事で市の財政的負担が増えるのであれば、その分、給食費を安くしてほしい家庭や他の

教育環境を充実してほしい家庭があるのではないでしょうか？一部の偏った保護者の意

見を取り上げるのはやめて下さい。

丹波市の懸命な判断に期待しています。

「丹波優しい給食の会」（藤本理恵代表）が先月、兵庫県の丹波市議会に提出していた

「オーガニック給食の実現に向けて取り組みを求める請願」の審査が、16日の総務文教

常任委員会（近藤憲生委員長、9人）で行われ、全会一致で採択された。24日の本会議

で、全議員による採決が行われる。また同会は同日、市内外で集めた、オーガニック給食

の実現を求める署名 4629筆と、請願と同じ内容の要望書を林時彦市長に手渡した。

この記事に対し、学校に通っている保護者になんの確認やアンケートをしない事に不満。

県外市外の署名を保護者より優先した丹波市に不満。

このアンケートにもオーガニックの項目が有りましたが、しっかりとしたアンケートの実施及

び公表をお願いします。

本アンケートをつくられたのは教育委員会でしょうか。統計的に処理されるならば有用な

結果、分析がしづらいと思います。複数選択制限なしの設問としてふさわしくなくないもの、

保護者では応えられない選択肢があります。アンケートはしっかり設計して実施ください。

世界の食文化も取り入れていて面白いし、いいと思う！毎日子供は喜んで食べています。
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給食はとても美味しいようで、子供たちは毎日楽しみにしています。全国の郷土料理など

私が知らないことを、子供たちから教えてもらっています。お隣りの丹波篠山市のように、給

食コンテストに挑戦してさらなる充実を期待しています。

デザートがあると喜ぶので

もっとあったらいいなと思います

いつも美味しい給食をありがとうございます。

メニューに合わせ適温での提供を望みます。子供曰く、特に牛乳の常温（ぬるい状態）は

美味しくいただけないと言っております。

栄養やバランスなどしっかり考えてくださりありがとうございます。子ども達が楽しみになる

ような果物、デザートなども増やしてほしいと思います。

いつもありがとうございます。

実際にどのようなものを食べているのか、保護者も写真などで見られるようになれば嬉し

いです。

給食の献立が豊富で子供たちが献立表を見て楽しみにしています。世界の味の日があっ

たり、食育の日があったり、色々工夫されていて感謝です。

給食費が上がらない事を願っています。

給食時間が短すぎるように思う。配膳などに時間を要すのは仕方がないが、ゆっくり噛ん

で食べられない、間に合わず残食になるなど、食育食育というがその点も改善すべきとこ

ろではないか。

量が多すぎる

ケーキやクレープなどデザートが出るのがとても嬉しい！と聞いています。

沢山美味しい給食を作っていただいて感謝しています。

子どもからはごはんがもう少しやわらかくしてほしい、ひじきとチーズのサラダのにおいがき

つくて食べにくいとのことです。家ではひじきの甘煮、チーズも大好きです。なので残念そう

です。

毎日美味しい給食をありがとうございます。

いつもおいしい給食をしっかりとバランスの取れた栄養で子供が満足できる献立を安い

給食費で作って下さっていて感謝しかないです。休校中給食の有り難さが大人も子どもも

身に沁みました。

給食メニューから作ってほしいメニューを頼まれることがあります。子どものあまり好んで食

べない野菜でもリクエストしてくれることがあるので、給食メニューに感謝しております。

残さず食べることはとても大切ですが、煮物やあえ物などの汁も残さず飲むよう指導され

ているようです。それも飲まないといけないのかなと思うことがあります。
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いつも美味しい給食をありがとうございます。

女子生徒にとっては量が多いようです。暑い時のメニュー等考えてほしい。毎日

の給食をありがとうございます。

給食を親が知らないのにアンケートに答えにくい。

試食会などは一年生の保護者が体験したらいいのにと思う。

いつも給食には感謝しております。

ありがとうございます。

オーガニック給食は希望しておりません。

野菜に虫などの混入もあるでしょうし違う問題が発生するかと。

揚げ物やお汁の味が濃い

みんなが前を向いて喋らず食べることが、現在は当たり前になっているのですが、もう少し

だけでも楽しめるような放送や音楽などあっても良いのかな、と思います。難しい状況です

が、もし工夫していただいていることがあるのであれば有難いです。

いつもありがとうございます。

黙食は健全な成長を妨げます。

学校は子供の成長を第一に考えるべきところです。

スタートラインにすら立っていません。

保護者として憤りを感じます。

好き嫌いによる残飯が多いと聞いています

給食を食べることで、季節の野菜や果物など

を味わうことができて、保護者として嬉しく思います。

また、家で献立表を見て嬉しそうに給食準備をする姿や、帰って食卓で給食の話題が出た

りするので給食が好きなのもわかります。

家庭でも給食メニューをリクエストされたりもしますよ。

毎日、ありがとうございます。

コロナ以来、緊急的に教室で食べていますが、ランチルームと比べ、きれいな環境ではない

ように思います。コロナも数年が経ち、すでに定着している給食環境ですので、「ご飯を食

べるところ」としての環境づくりをお世話になりたいです。

給食がある事がありがたく思っています。

ただ今物価が上がっていますが給食費が上がらないように工夫していただきたいです。

給食をいつもありがとうございます。

○○が美味しかったー、作ってーと言われることもあります。

半年に 1度でも、給食で人気のレシピなど教えて頂けると嬉しいです。今まで頂いたレシ
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ピも置いています。子どもが自分で食べたい料理を作る良いきっかけにもなると思うので

宜しくお願いします。

毎日美味しくいただいてるようです。量はいつも増やしてもらっているとか。「カレー」はメニ

ュー見ると「やったー！」と喜んでいます。ご飯の方が夕方お腹が空かないそうです。

特にありません

新しいメニューが少ない。毎月 1、2 回は新メニューを提供していただけたら楽しみが増え

る。トライやる等を活用して中学生案のメニュー作成実験広報へ食育展開

いつもありがとうございます。

学校給食費を無料にしている市がある。丹波市も早期にすれば、子育て世代の呼び込み

につながる。ぜひ！

給食のお陰で家ではなかなか喜んで食べてくれない魚のおかずがありがたいです。

食材の高騰の中、季節や行事の給食を作って下さりいつも感謝しております。

給食費とても考えての運営非常にわかってはいるのですが、兄弟と合わせるとけっこう大

変で丹波市の財政の中で子育て応援の何か使って金額が上がらないでほしいなぁとお

願いしたいと思います。

バランスの良い食事を提供してくださり有難うございます！

いつも美味しい給食ありがとうございます。多少苦手な食材があっても友だちとおしゃべり

しながらだと食べられる。友だちと食べる楽しさ美味しさいろいろなことが学べる給食!これ

からもよろしくお願いいたします。

食後のフルーツが少ないのが残念

大人でも好き嫌いや苦手なものがあるように、子供たちにも好き嫌いや本当に苦手なもの

もあるので、完食を強要しないで欲しいです。

残食を無くす、減らす事は大事だとは思いますが、食育という概念の中の完食というまのは

時には当人にすごい苦痛な時もあると思います。ですので完食を強要しないでいただきた

いです。

いつも給食の量が足りないと言って、お腹が空いた空いたと言って帰ってきます。

お腹や心と気持ちが満足出来るように量を増やしたり、そういった満足感のあるメニューを

考えてください。

食材費等が値上がりしていますが給食費を上げる事になると家計への負担が大きいで

す。もし給食費が上がるなら丹波市の予算からいくらか補助してもらいたいです。

牛肉を使ったメニューが月に 1回あるか無いかですが予算の関係でそうなっているので

しょうか？
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子どもたちは給食が大好きです。その分、子どもたちに、給食の有難さや、センターで働い

ている方の仕事内容など知る機会を与えて、感謝しながら食べて欲しいなと思います。

いつも子どもに栄養バランスがしっかりとして品目も充実した給食を提供していただいて、

本当に感謝しています。

ありがとうございます。

いつもありがとうございます。

提供温度をもう少し熱めにして欲しいそうです。

カフェインや、甘いものは控えて頂きたいです。

特にありません。

いつも、おいしくいただいているようで、嬉しく思っています。ありがとうございます。

集団給食なので、価格、提供量など、考えるとオーガニックは、各家庭でなさればよいと思

います。それ以上に、衛生面を引き続き、気を付けていただけると親は安心出来ます。子供

達が、おいしく、安全に食事出来、午後の授業が出来れば学校給食として、充分です。

給食にオーガニック食材を使用して欲しいと要望があると聞いたが、給食費が高くなった

りするのであれば、必要ないと思う。

近隣の市では子ども園から中学生までを給食費無償化になっているところがあります。

子育てしやすい環境、給食費だけでなく、公園が少ないことや、小児科が少ないところもと

ても不便なので、改善してほしいです。

いつも美味しい給食を作っていただきありがとうございます

オーガニック食品の導入を目指してる雰囲気があると聞いたことがあります。個人として

は、子どもに良いものを食べてほしいと思うものの、オーガニック以外のものが体に有害だ

とは思っていません。むしろ給食費が増額する、献立に制限が出るということは避けていた

だきたいので今のままで良いと思っています。子どもは今のままで十分楽しくかつ美味しく

いただいているようですし、家では作りにくい物も提供されているので感謝しています。給

食は学生時代の楽しい思い出の一コマを作るすばらしいコンテンツだと思っていますの

で、今のまま引き続きよろしくお願いします。

短い時間で食べないといけないが、熱過ぎることがあると子供から聞いています

今日は俺の好きなんが出る！等、給食を楽しみにしている。親が作らない献立もあり、あり

がたい。

アトピーアレルギー、癌など、さまざまな生活習慣病にかかる体づくりを学校給食がしてい

ます。昔は無かったような病気が増えているのは、昔無くて今あるもの、農薬、化学肥料、遺

伝子組み換えの作物、添加物、放射能、などが原因であることは明らかです。日本の未来
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である子供達に有害なものを食べさせて心身共に弱くすることをやめてください。今の学

校給食を続けることで利益を得ている人達の為に子供達が犠牲になっています。

私自身、幼稚園の頃からセンターのパック給食を食べていましたが、丹波市がセンターに

変わり、上の子供は学校内でつくっていただいた時よりは味は落ち、食欲も落ちましたよう

です。保護者の身としては、毎日、お弁当を作るより、この給食制度があるおかげで、日々、

低料金で食事させていただいている事に感謝しております。

家では好き嫌いが激しいですが学校ではきちんと食べているようです。引き続きこどもが

楽しめる給食をお願いします。

低学年にキムチ系のメニューは辛くて食べられないので出す回数をもう少し減らしてほし

い。

子供は給食が好きで、おいしいと話しています。毎日提供してくださりありがとうございま

す。

給食の提供時にもう少しあたたかいように工夫していただきたいです。子供から聞きまし

た。提供時に冷めているので、あまりおいしくないみたいです。

助かっています。いつもありがとうございます。

なし

メニューがとても工夫されていて、色んな献立がありありがたいです。

出来るだけ地元のものを使ったり、その時の旬の食材を沢山使って頂きたいです。

無理強いはできないかと思いますが、やはり好き嫌いなく、残さず食べる事を教えて頂きた

いです。

もずくやキムチ、わかめなど食べにくい食材も取り入れていただいているのがありがたいで

す。丹波大納言小豆が出てきて、とても喜んでいます。

食器がプラスチックではなく陶器なのが嬉しい。美味しさも増すし、食器の大切さを知る事

もできるので。

栄養バランスの取れた、バリエーション豊かな献立を提供頂き、ありがとうございます。色々

な食材や献立を食べる事ができ子供達にとって、とても貴重です。

我が家の子供は給食が美味しいと、毎日完食して帰って来ます。献立を見る限り栄養バラ

ンスも良いし、時々でる豪華なデザートも子供心をくすぐっている様で、いつも調理、運搬

お世話になりありがとうございます。これからの季節、食中毒にだけは気をつけて欲しいで

す。

いつも大変感謝しております。
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いつも美味しい給食をありがとうございます。

家では食わず嫌いで食べなかったものも、給食で食べる事で美味しいと知り食べられるよ

うになりました。ありがとうございます。

いつもありがとうございます。

食事の時間をもう少し長くしてほしいです。

いつもお世話になっています。ありがとうございます。

海外では禁止されている農薬により育った小麦をしようされたパンが出されている。有機

の里丹波の強みを生かし、丹波産小麦を使ったパンにしていただくか、全てご飯にしてい

ただきたい。

いつもありがとうございます！給食に感謝しています。

子供には、まだ味がわかりずらい食材があるように思います。

いつも美味しい給食をありがとうございます。

味付けに関しては食べていないので回答できません。

給食があって本当に助かります。自然学校の日の変更で給食がなくお弁当の日があった

のは理解し、お弁当を用意することも苦ではなかったのですが、子どもが言うには冷蔵庫

に入れられて冷たいご飯だった。とのこと。食中毒にならないよう冷やしていただくのはあり

がたいのですが冷え冷えになるまで冷やす必要はあるのかと疑問でした。また子どもたち

はお弁当なのに、担任の先生が当たり前のように給食を食べるのはいかがなものかと感じ

ました。お弁当＋給食を食べる。食べる間違う職員に見守りをお願いし、子どもたちとは離

れて職員室で食べるだったら納得できます。子どもたちは冷たい弁当を食べ、先生は温か

い給食を食べる。朝早く起きて保護者は弁当作ったのに、なんだかな、と思いました。

果物がもっと出されたらいいなと感じました

こどもたちのために、いつもおいしく 心のこもった給食を提供していただき、ありがとうござ

います。

美味しかった！おかわりした！と嬉しそうに話してくれます。いつもありがとうございます。

季節の物や旬の食材がメニューにあると、考えていただいているんだなぁ。と嬉しく思いま

す。

添加物の摂取を極力減らすような取り組みをしてほしいと思います。

こども園の方が美味しかった。と言われることがあるので味付けの工夫をしていただけたら

嬉しいです。

出来るだけ添加物に少ない食材、調味料を使用し、安全・安心な給食であってほしいと思

います。
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保護者は給食を見る機会がまったくない。献立表のみではわかりません。コロナが収まれ

ば試食会を希望します

毎食バランスも良く、栄養もある食事を低予算で提供していただけて感謝しております。

パンが美味しくないと沢山の子供が言っているので改善してほしい。

少子化が見込まれる中での事業は大変ですが、頑張ってください。

給食にオーガニック食材を使用するという話がありますが、今、提供されている給食は地場

産の野菜など新鮮で安全な食材が多く使われていると思うし、子供達も美味しいと満足し

ています。オーガニック食材を使用となれば給食費が上がったり、税金が使われたりと保

護者の負担も大きくなると思うので給食には必要ないと思います。

いつも栄養バランスを考えて作って頂き、感謝しかありません。ありがとうございます!

娘が「おいしい。」と言っています。いつもありがとうございます。

保護者が回答するアンケートの項目から判断できない項目（味付けや提供時の温度）を

省くべきです。

お誕生日献立やリクエストメニューの日に、学校行事等で食べられないことが多く、子ども

が残念がっていた。メニューと学校行事の調整をお願いしたいです。

栄養バランスのとれた食事に感謝しています。

好き嫌いはあるかと思いますが、美味しかったと言っているので、うれしくもあり、安心して

います。

メニューと費用は理解していますが、それ以外の量や味付け、食べる様子などを知る機会

がほしいと感じることがあります。親自身も学校給食の経験がありませんので。

自校式の給食より、センター式は、味気無い気がします。

家では食べない物も給食ではおいしかった！と食べています。たくさんの食材を使ったり、

季節の野菜や海外のメニューを取り入れてもらったり、いつも美味しい給食ありがとうござ

います。おかげで子ども達は学校が楽しいそして給食が楽しみ！と喜んで通っています。食

べる事が楽しい嬉しいという気持ちが持てる事は、１日の活力になり幸せな事だと思いま

す。これからもよろしくお願いします。

いつもバランスの良い給食を提供くださりありがとうございます。強いて言うなら、篠山市は

給食で賞をとられたりして、かなり力を注がれている。丹波市の給食にも、期待したいで

す。

子供は好き嫌いがなく何でも食べる方なのに、よく給食がまずいと言って帰ってくることが

ある。そういうときは、給食費にみあう食の提供の維持に努めてほしいと思ってしまう。

有機の給食を取り入れるのであれば、その分、給食費を下げてほしい。
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いろいろな献立を取り入れてくれているので助かります。子供にも作ってほしいといわれる

ので、人気の献立の作り方を教えて欲しいです。

小麦が高い影響もあると思いますが、子供はやはりパンが好きらしいので、減らさずに献

立に出してもらいたいです。

「鮭の塩焼き」の温度が冷たく、パサパサなのが気になるようです。できれば改善していた

だけるとうれしいです。

おひたしをお玉で掬うのが難しく、いつもじゃんけんで負けておひたし当番になるのを嫌が

るので、トングなどを採用していただけたら嬉しいです。

いつもありがとうございます。今迄どおり、よろしくお願いします。

米飯と牛乳の組み合わせを止めてほしい。牛乳は飲みたい人が飲めばいい。丹波の野

菜、食材の活用を進めてほしい。オーガニック食材を進めて欲しい。

いつもおいしい給食をありがとうございます。給食は学校生活の楽しみともなっています。

事情があるのかもしれませんが、給食という呼び方を変えてほしいです。給食の意味は与

え与えられるもの。例えば「お昼ご飯」「ごはん」「食事」など、にすれば、食への意識が変

わると思います。食を通じて、農のこと、作り手のこと、流通の仕組みのことに興味を持ちや

すくなるのではないか。自分たちが関わるもの、他人事ではないもの、という意識が生まれ

ると思います。少なくとも、給食よりもお昼ごはん、の方が美味しそうな響きです。

また、こどもたちが食べるものなので、こどもたちの意見を聞く機会も設けてください。意見

を出せば聞いてもらえるという体験、出した意見がどう反映されるのか、という体験は、自

分で考えて行動する人に成長するための栄養になると思います。

食事に異物が混じっていたり、カビがついているパンがたくさんあって、先生のをもらったな

どと聞くので、衛生管理面を改善してほしい

給食は美味しくて楽しみにしているのですが、量が多くて辛いようです。

いつもありがとうございます。うちの子はまだ低学年です。昨年、キムチ料理にとても苦戦し

ておりました小さい子には刺激がありすぎて困っているようです。キムチの場合は好き嫌い

にならないと思います。できたら回数を減らすか、などの配慮をお願いします。

分からないことが多いので、試食や意見交換会、給食センターの見学、市の栄養士さんの

意見が知れる場を定期的に設けていただきたいです。

牛乳が苦手なので、牛乳に変わる食材を出してほしいです。

食にあまり興味のない息子も、おかわりをするとよく言っています。本当にありがたいです。

制限時間をモニターに映しながらの給食をやめてほしい。黙食は楽しくなさそう。丹波市を

担う子どもたちに食べさせる給食の品質を考えたら、コストはかけるべきだと思う。オーガ
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ニックの請願が通ったので、第三次計画にしっかりと組み込んで丹波市として頑張って欲

しい。

給食があることにとても感謝しています。ありがとうございます。高校生になった娘がとても

なつかしがっています。

いろいろな食材を多様な献立で提供してくださり、ありがとうございます。

家では食べないものも、給食では食べてくれるのでありがたく思っています。

毎日おいしい給食をありがとうございます。夕食時に給食の話題がよく上がります。たまに

献立も参考にさせてもらっています！

物価が高くなっているので、給食費が少し値上げになっても、仕方ないと思う。

牛乳の摂取時間は、給食の時でなくても良いと思う。別の時間帯に飲み、食事時は水やお

茶で食べても良いと考える。

中 1の息子は体格が良く、給食の量が少ないといいます。

中 2の息子は普通なのですが、給食の量が多いと言います。

衛生面を考えると怖いのですが、学校の中で給食を他の学年に回したり出来ないもので

すか？年齢などから一人当たりの量が決められているのは分かりますが、何とかなりませ

んか？

冷凍食品が嫌いで食べられない日があると言います。今の牛乳にどれだけの栄養がある

か、安い油で揚げる揚げ物、添加物たくさんの冷凍食品をつかっての、給食を、見直せる

なら見直してほしいと思います。

給食エプロンは個人で用意した方が衛生的だと思う。

いつも子どもたちのために給食を提供していただきありがとうございます。

丹波の恵みがいっぱいの、より安全安心の給食をこれからも提供していただけましたら幸

いです。

子供たちが食べるものなので、残留農薬や食品添加物にも考慮した安心安全な食材を使

ってほしいです。給食の内容や栄養も時代に合った内容に柔軟に変えていく事が必要だと

思います。牛乳についても、メリット、デメリット両方の意見がありますし、論議する機会があ

ってもいいと思います。以前に比べて、パン食が減ったり、米粉を使用したり、出来るものは

手作りしてもらったり。いろんな工夫や想いを持って、取り組んでいただいている現状には、

もちろん感謝しています。今回の基本計画の策定を機会に、子供たちにとって、更により良

い給食になっていくよう、願っています。いつもありがとうございます。

いつも美味しい給食を作って頂きありがとうございます。これからもよろしくお願いいたしま

す。

いつもお世話になってありがとうございます。
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他の地域から引っ越してきた者です。農畜産業が盛んな地域なのに給食で地産地消され

ているものが少なすぎてガッカリしていました。

学校給食を全面的に地産地消することで農家さん畜産家さんがうるおい事にもつながる

と思います。農家さん畜産家さんがうるおうことにより、より質の良い食材を提供してくださ

ることになり、プラス要素の循環になるのではないでしょうか。食品添加物が大量にあるこ

んな日本になってしまったからこそ、子供達には"本当に"安全な物を食べてほしいと思い

ます。

しかしながら、給食費値上がりは保護者にとっては厳しいもので、現在の給食費を維持し

ながら地産地消ができるのかできないのか費用面がわからないのでなんとも言えないの

ですが丹波市内で全ての食材を賄うとすると現在の給食費より莫大に値上がりするよう

では保護者の負担が辛くなります。もし全面地産地消を考えて頂けるのであれば決定前

に一度保護者に金額差のあるなしなど保護者への説明等をしてからの賛否は必要だと思

います。

気づきとは少し内容が離れてしまうのですが、こんなアンケートがないと言えないことなの

で一緒に書かせてください。

丹波市運営(オーガニック指定、丹波市助成金ありのような条件あり)で学校給食専門の

提携農畜産家さんを募るもよいと思います。品質管理は農家さんと品質管理のプロの方

を市役所職員として雇用し、それにつき市役所にも給食科のような部門を作る事で雇用

促進にもつながると思います。

子供達に地域の良い物を食べて育ってほしく思います。

髪の毛が入っていることがあるそうです。

揚げ物は固く、焼き魚は水分でベチョベチョになっている。パリッとさせるのが無理なら、献

立を改善してほしい。

給食費を見直してほしい。

とても満足しています。

給食の写真をインターネットで見たりできると、子供がどんな物を食べているか理解しやす

い。

栄養を牛乳から摂取しなくて良いのではないでしょうか。お茶で良いのです。そうすること

で、レパートリーが増えるのでは？

いつもありがとうございます。

家ではなかなか食べられないメニューを作ってもらいうれしく思っています。

給食は栄養管理もしてありとてもありがたいです。

牛乳をなくしてほしい
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オーガニック給食は理想ですが、その分野菜などに虫が付いていたり、作り手の手間がか

かることも十分に配慮してほしいです。その事をきちんとこどもたちに伝えてほしいし、今で

も十分安心安全な給食を、食べさせてもらっているので大変満足しているので、今よりも

給食費があがるのは反対です。

給食のおかずを均等に配膳出来ていない。

学校でも児童が出来る均等な配膳の仕方や、ポイント等をわかりやすく指導してほしい。

実際の児童数と見本の分ける数が違い、わかりにくく、実戦されていない。

パンが楽しみの一つらしいですので、バリエーションふやしてほしい。

オーガニック食材や地産地消などの活動が活発になり期待している。丹波の安心安全な

食材と環境について給食を通して全国に発信してほしい。

冬は牛乳をあたためてほしい。

学校へいくモチベーションになっています。いつも美味しい給食に感謝しています。

毎食、栄養バランス最高のメニュー、様々なアレンジ、ありがとうございます。家庭ではなか

なかできないのでありがたいです。

前に給食の中に絆創膏が入っていたことがあったが、入っていない部分と交換したのみ

で、管理・衛生面に関する説明などが全くなかったので不安に思いました。特に調査など

は師弟ないのでしょしょうか。

ひじきサラダですが、ひじきもチーズも好きですが混ざっていると美味しくないのではと思

います。

地産地消、大きさや見た目などと規格外になるようなものを有効的に学校給食で使ったり

できるといいなと感じます。いつも栄養バランスのよい食事をいただけることに感謝してい

ます。ありがとうございます。献立表を見ると食べたくなるメニューも多く、工夫していただい

ていると感じています。

和え物について味付けが嫌いであると子供よりよく聞きます。味付けの変換をしてあげて

ほしいです。

いつも美味しかったといっているので安心しています。パンが美味しいそうで、週に 2回は

食べたいそうです。

特になし

黙食で静かだとおもいます。いつか皆で机を並べ、顔を見て楽しく食べられる日が来ると

いいなと思います。

地元のお米や野菜を使って、献立はもっとシンプルで良いと思う。

パンの日に麺が一緒に出されるのが気になります。ご飯の代わりにパンなのだから、スー

プ、サラダやハンバーグ、サラダでいいのではないでしょうか。
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提供時の温度をもう少し工夫できないでしょうか。子供から冷めていて少し固く、おいしく

ないと聞いたので。

給食のメニューにオムライスがあったいいな〜（子どもより） 

きな粉揚げパンがとても大好きなので、献立の回数を増やしてください。また、もう少し大き

くしてください。よろしくお願いします。

毎日 給食がおいしいと教えてくれます。いつもありがとうございます。

いつもありがとうございます。我が家はもっぱらごはん食なので、水曜日のパン食が憂鬱

ですが、美味しかった！と帰ってきますので、満足しているのだとおもいます。今後ともよろし

くお願いします。

今後とも、美味しい給食提供をよろしくお願いします。

嫌いなメニューがあり、その日はそれだけでテンションダウンなので、嫌いなメニューのアン

ケートを取って、無くす、味付けを見直す等して欲しいです。（好きなメニューのアンケートは

実施されているようなので。）

いつもありがとうございます。

いつも「今日の給食おいしかった！」や「苦手だけれど頑張って食べた。」等、必ず感想を教

えてくれるので、トータルして楽しく美味しくいただいているのだな。と安心しております。

いつもありがとうございます。

いつも美味しい給食をいただき、ありがとうございます。

いつもおいしい給食をありがとうございます。

子どものリクエストナンバー1など、食べる子どもたちの嗜好が献立に組み込まれているこ

とを続けてほしい。食べる楽しみの 1つになっていると思うため。昼の 1食であっても、バ

ランスの取れた食事を取らせてもらえ、感謝しています。今後もお願いします。

いつも美味しい給食、ありがとうございます。特にコロナになり学校が休校になり、給食の

ありがたさを実感いたしました。

いつもおいしい給食ありがとうございます。

パンがトレー上に置かれること。お皿の使用は上記チェックはしましたが、いつもしてくださ

っていることではないかなっとも思っています。今までと同じで大丈夫です。

いつもありがとうございます。家ではなかなか使わない食材や献立を食べることが出来て

いて感謝しています。

作っていらっしゃる方々が子どもの前でお話をされる機会等あればもっと子どもたちも勉強

になるし、良いかとおもいます。

いつも美味しい給食をありがとうございます。

少し味が薄いみたいです。
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いつも温かいご飯が食べられて「おいしい！」と子どもたちが言っています。献立も昔に比

べて今時で子供が喜ぶ新しいメニューを考えてくださっていて大変ありがたく、毎日献立

表を見ては、ワクワクしています。いつもありがとうございます。

家庭では普段できない料理を食べるので感謝しています。

特にありません。いつもありがとうございます。

学校給食のおかげで子育てが楽です。毎日、バランスの取れたおいしい給食をありがとう

ございます。


