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新たな学校給食の導入検討における 

アンケート結果 
 

〇目  的 

現状の学校給食に対する考え方などを把握し、スクールランチの導入を判断する

上での参考とするため。 

〇対 象 者 市内小中学生の保護者（中学３年生を除く）及び教職員 

〇期  間 令和４年１２月２３日（金）～令和５年１月２０（金） 

〇回 答 率 保護者 ６０．１％  (回答数４２４件／総数７０６件)  

教職員 ７９．２％ （回答数１１８件／総数１４９件）  

〇結  果 

 

Ｑ１  

学校給食に対して

満足していること

は何ですか？ 

Ｑ２  

学校給食に対して

満足していないこ

とは何ですか？ 

Ｑ３ 

学校給食に対して

期待することは 

何ですか？ 

保
護
者 

① 給食の量 116件（27.4％） 70件（16.5％） 28件（ 6.6％） 

② 給食の味 94件（22.2％） 140件（33.0％） 192件（45.3％） 

③献立・メニュー 191件（45.0％） 137件（32.3％） 244件（57.5％） 

④食育指導 66件（15.6％） 47件（11.1％） 74件（17.5％） 

⑤給食費の金額 88件（20.8％） 78件（18.4％） 52件（12.3％） 

⑥安心・安全性 142件（33.5％） 40件（ 9.4％） 176件（41.5％） 

⑦アレルギー対応 28件（ 6.6％） 85件（20.0％） 64件（15.1％） 

⑧特になし 123件（29.0％） 251件（59.2％） 18件（ 4.2％） 

教
職
員 

① 給食の量 35件（29.7％） 21件（17.8％） 7件（ 5.9％） 

② 給食の味 21件（17.8％） 46件（39.0％） 60件（50.8％） 

③ 献立・メニュー 24件（20.3％） 53件（44.9％） 50件（42.4％） 

④ 食育指導 12件（10.2％） 24件（20.3％） 23件（19.5％） 

⑤ 給食費の金額 62件（52.5％） 4件（ 3.4％） 16件（13.6％） 

⑥ 安心・安全性 45件（38.1％） 5件（ 4.2％） 50件（42.4％） 

⑦ アレルギー対応 11件（ 9.3％） 37件（31.4％） 24件（20.3％） 

⑧ 特になし 26件（22.0％） 46件（39.0％） 6件（ 5.1％） 

 ※Ｑ１からＱ３は、２つまで複数回答有 
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Ｑ４ 現在、留萌市教育委員会が学校給食に代わる民間事業者が調理提供する学校

への給食（スクールランチ）を導入検討していることを知っていましたか？ 

項  目 保護者 教職員 

① 知っている 396件（94.5％） 116件（98.3％） 

② 知らない 23件（ 5.5％） 2件（ 1.7％） 

 

Ｑ５ あなたのスクールランチ導入検討についての考え方をお聞かせください。 

 (複数回答不可） 

項   目 保護者 教職員 

①民間ならではの多彩で豊富な子ども 

たちが喜ぶメニューであれば、 

導入した方が良い 

102件 

(24.1％) 

肯定 

216件 

（48.7％） 

20件 

(16.9％) 

肯定 

66件 

（55.9％） 

②保護者負担軽減やアレルギー対応食 

などサービスが向上するなら、 

導入した方が良い 

86件 

(20.3％) 

38件 

(32.2％) 

③民間事業者による事業運営で 

市の財政負担の軽減が図れるなら、 

導入した方が良い 

18件 

(4.3％) 

8件 

(6.8％) 

④子どもたちへの学校給食は、 

市の財政負担が増加したとしても、 

市が実施するほうが良い 

4件 

(0.9％) 否定 

32件 

（8.5％） 

2件 

(1.7％) 否定 

11件 

（9.3％） ⑤学校給食は、教育の一環であり、 

食の安全性・事業の継続性から、 

市が実施するほうが良い 

32件 

(7.6％) 

9件 

(7.6％) 

⑥これまで通り、安心・安全な学校へ 

の給食が提供されるなら、 

どちらでも構わない 

181件 

(42.8％) 

どちらも可 

181件 

(42.8％) 

41件 

(34.7％) 

どちらも可 

41件 

（34.7％） 
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Ｑ６ 現在の学校給食やスクールランチ導入検討についての意見などをご自由に

記載してください。（自由記述） 

 
【保護者】  

項目①「民間ならではの多彩で豊富な子どもたちが喜ぶメニューであれば導入した

方がよい」を選択 

 
○私の子ども時代は給食が一番の楽しみでした。今でもレシピが公開されている
ものは自宅で作り子どもに昔の話をしたりしています。子ども達も”給食の思
い出の味”にたくさん出会うことができればいいなと思います。 

 
○現在の給食のメニューは乏しく、量も十分ではありません。子供達の喜ぶよう
なバランスのとれた多彩なメニューに期待しています。 

 
○現在の学校給食のメニューの乏しさや、量の少なさに、現状子どもは満足でき
ておりません。民間事業になることで、子どもたちが喜ぶメニューの充実に期
待しています。 

 
○申し訳ありませんが、おいしくないメニューが多いと聞きます。もちろんおい
しいメニューもありますが全体的にもう少し味の面を改善して頂けると嬉しい
です。 

 
○現在アレルギー要因の給食のおかずがあると、我が子に代替え食をもたせてい
ました。ですが、働いている私自身も、毎回作るのも、大変でして、偏食も多
いため頭を悩ませます。結果病院で、アレルギーの薬を処方してもらい、毎日
飲み続けて、給食を食べさせています。そういった人への、メニュー変更な
ど、対応してくれると、有難いのかなと、思います。そして、パンの日は、パ
ンが美味しくないといって、一口も食べずに帰ってくる所を見ると、もう少し
低学年の子でも食べられるような甘いパンなどがあれば、給食喜ぶのになぁ
と、思います。もちろん、難点はあると思いますが、どちらに変わっても、子
供が安全においしく食べられるような環境であればと思っています。 

 
○現在のメニューや価格に対して満足していますが、アレルギーに対してもっと
対応してほしいです。地産地消など地元の食材についても興味を持つきっかけ
作りも大切だと思います。 

 
○パンをいつも残していると聞いており、美味しいパンにかえてほしい。 
 
○パンが不味すぎていつも食べられないそうもないので改善してください！ 
 
○子どもたちがどのような給食を食べているのか見たことがないので、現在につ
いては不明な点が多い。スクールランチ導入の際には保護者向けの試食会や見
本を見る機会があると参考になる。 

 
○スクールランチなど新しい体制を作るのはステキだと思いますが、民間委託し
た後、民間が採算が合わなくなり手をひいたりした時がすごく心配です。 

 
○メディアでたまに話題にあがるおいしくなくて残すというようなことにならな
ければどこで作ろうが構いません。 

 
○温かい給食を期待します。 
 
○現在の給食は美味しくない。 
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【保護者】 

項目②「保護者負担軽減やアレルギー対応食などサービスが向上するなら導入した

方が良い」を選択 

 
○アレルギー対応など安全が確保できれば、スクールランチの導入は良いと思い
ます。 

 
○アレルギー対応を強く望んでいますので、よろしくお願いいたします。 
 
○乳アレルギーの子には豆乳 200ml1本を提供してもらえるとありがたいです（水
筒で水しか持っていけないので、昼に牛乳を出してもらっている子より カル
シウム等の栄養面が少なくなってしまっているので） 

 
○息子は給食がおいしい、黙食だけれどみんなと食べるから楽しいと言っていま 
す。アレルギー対応が大変だと思いますが実現に向けてよろしくお願いいたし
ます。 

 
○民間のノウハウを活かした子どもたちが喜ぶメニューを楽しみにしています。
あとアレルギー対応もありがたいです。 

 
○子どもにメリットが多いのならば導入した方がもちろん良いと思います。 
第一は子どもなので。 

 
○子どもたちが喜ぶ美味しいメニューを増やしてほしい。地元業者さんを優先と
言っているようですが、そうした業者は納入が確約されているため、子どもが
喜ぶ工夫など努力をされていないのでは？ 

 
○スクールランチの対象が小学生と中学生になっているようですが、将来的に幼
稚園児だけでなく、高校生も対象となれば良いと思います。 

 
○給食費の未納問題が解決されていない状態でやっても、事業運営が困難になる
のでは？ 

 
○子どもたちのリクエストなど聞いてもらえる日がなくなるのは残念なので残し
て欲しいです。 

 
○スクールランチにより子供たちが笑顔で喜べるメニューにかわることを期待し
ています。特にパンが不評です。 

 
○スクールランチ導入は、実施効果が高く、サービス向上に結びつくものであり、
また市の財政負担の抑制も図られると説明もあり、早期に導入すべきである。 

 
 
 
【保護者】 

項目③「民間事業者による事業運営で市の財政負担の軽減が図られるなら導入した

方が良い」を選択 

 
○地元食材の活用を充実させてほしいと思う。 
 
○できるならば水と同じように口にするものだから、市が運営したほうがいいと
思うが、負担になるのなら民間に任すのもありだと考える。 
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【保護者】 

項目④「子どもたちへの学校給食は市の財政負担が増加したとしても市が実施する

ほうが良い」 

 
○出来ることなら市で対応してほしいです 
 
○民間事業者は利益重視となり、食の安心・安全を守れるかどうか心配しており
ます。 

 
 

 
【保護者】 

項目⑤「学校給食は教育の一環であり、食の安全性・事業の継続性から、市で実施

するほうが良い」 

 
○学校は教育の場であるため民間に委託することは望ましくない。多少の値上が
りがあったとしてもかまわないので栄養教諭の食育のもとで学校給食を継続し
て ほしい。市の財政難を理由に教育にかけるお金を削ることはあってはなら
ない。他を削ってでも未来を担う子どもたちを第一に考えるべき。 

 
○他地域ではオーガニック給食を進めている所もあります。観光客より地元民を
大切にする事を考え、給食についても市が責任をもって行ってほしいです。将
来病気になって辛い思いやお金をかけるなら私個人としては給食費を多く払う
ことは構わないと思っております。 

 
○導入検討とありますが、導入決定だと思うので何も言うことはありません。
が、事業者撤退後、給食が休止にならないようにお願いしたいと思います。 

  
○スクールランチを導入するかどうかの判断は、いつどのような形で行われるの
でしょうか？あとは、スクールランチに移行したあと、採算がとれなくて業者
が撤退することは絶対にないのでしょうか。もし民間に移行するならば、教育
委員会は責任をもって対応してもらいたいです。あと、Ｒ５年度内の実施を検
討とありますが、もし年度途中に移行となれば混乱を招きませんか。子どもた
ちが困らないようにしていただきたいです。 

 
○現段階では導入を検討しているのでしょうか？前もっておたよりなどを通し
て、民間事業の導入を検討しているという前ぶりもなく道新を通して今回のこ
とを知りました。大変憤りを感じております。検討段階ではなく決定ですよ
ね？このようにアンケートを取ったところでもう決定されていることになんの
影響があるのでしょうか？ただアンケート結果を見て見ぬふりをされるのでは
ないかと思っています。学校給食の栄養士さん、新しいメニューを入れてくだ
さったり地産地消として地元で採れる旬のものを入れてくださったり大変頑張
ってくれていると思っていました。子どもが帰ってきて給食に変わったメニュ
ーがあると目をキラキラさせて教えてくれています。栄養士さんの愛情を感じ
ておりました。出来ることであれば、現在の栄養士さんがそのまま関わってい
ただけることを希望します。 

 
○民間になって、学校現場との連携の問題や何かあった時の責任の取り方、食育
指導などが曖昧なままになることが不安。また、民間は利益第一なので収益が
出なければ、給食の質が下がることや撤退なども考えられるので先行きの見通
しをしっかり提示してほしい。 
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○財政面や職員の負担軽減など、スクールランチ導入へのメリットがあるのかも
しれません。給食センターの老朽化による建て替えや人件費の問題など課題も
あるのでしょう。しかし、留萌市から学校がなくならない限り、給食センター
は必要なものなのではないでしょうか。留萌市から学校がなくなるなど、未来
永劫ありえないことを考えると、そこに投資しようとしない行政はどうなのだ
ろうと考えてしまいます。民間はあくまでも営利目的であることを考えると今
後どのように運営されていくのか不安もあります。行政のお金の使い方を今一
度考えてもらいたいです。ぜひ、給食センターの存続を！ 

 
○新聞で先に報じられてから、あわてて説明しているように感じます。導入あり
きで、もう決まったことで、市民と議論や意見を広く集める気がないのかな？
と感じます。 

 
○結局 移行する事が決定しているのに今更のアンケート 初めは同じぐらいの
給食費もいずれ増額する気がする 余計な箱物を建てるぐらいなら給食センタ
ーを建て替えるべきだったのでは ふるさと納税で負担もできたはず 24時間
フル稼働で給食センターを動かすようだが子供達に安心安全な食が提供される
のか不安。  

 
○公教育における重要な一部である給食を民間に委託することに不安がある。ま
た他都市でも前例を見ないことを鑑みると、大丈夫なのかなという不安は拭え
ません。民間に委託するとなると給食費未納は誰が徴収するのか、民間だから
利益取らないとなると投げ出される恐れもあるわけで。デメリットをきちんと
伝えてほしい。 

 
○現在の学校給食は、メニューも豊富で美味しいと、毎日給食を楽しみにしてい
ます。スクールランチの導入で、それが変わってしまうのが心配です。 

  
○民間事業が行うことで質が下がったりするのではないかと心配です。 
 
○地産地消の取り組みをし、食の安心・安全性が保たれるような学校給食にして
下さい。 

 
 
 
【保護者】 

項目⑥「これまでどおり、安心・安全な学校への給食が提供されるなら、どちらで

も構わない」 

 
○好き嫌いがある児童でも、積極的に食べられるような見た目の工夫(色合いや形
など)が可能であれば、取り入れて頂きたい。 

 
○親として、栄養バランスのとれた美味しい一食を提供していただいているこ
と、子どもが喜んで給食を食べて帰ってくることに、安心と感謝を感じていま
す。この街での子どもの心身の育ちを、持続可能な形で支えていただけること
は大変ありがたく心強いことです。そのための方法は問いません。その想い、
取り組みに賛同致します。よろしくお願い致します。 

 
○子ども達が喜んでくれるのなら、問題ないです。 
 
○たまに味が濃いメニューがあるようですが、ほぼ毎日給食美味しかったと言っ
て帰ってきます。子供が毎日食べる昼ご飯ですので、安心安全はもちろんのこ
と、児童生徒のことを第一に考えた給食の提供をよろしくお願いいたします。 
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○いつも子供達の成長や健康に気をつけて頂いて本当感謝しています。正直今の
御時世材料費や人件費やらで考えて作ってくれているのが大変だと思います。
親は子供の成長が楽しみで仕事をしていると思っています。なので値段上がっ
てもいいと思っています。なので安全で新鮮な料理を腹一杯子供達に食べさせ
て頂きたいといつも思っています。大変な仕事だと理解はします。それを楽し
みにしている子供達が結構多いですよ。どうかよろしくお願いします。 

 
○昔と違い、「残してはいけない」という指導はないようですが、食育の観点か
らも食品ロスを考慮し、残さず食べられる配膳の工夫をしてほしいです。特に
低学年では、好き嫌い以前に時間が足らずに食べられないケースが多いです。 

 
○出来るだけ地産地消、留萌管内の食材を取り入れ食育指導もお願いしたいで
す。食べる事に興味を持ち少しでも好き嫌いなく食べられるようになれたらと
思います。 

 
○給食のように栄養バランスを考えた献立で、子供達が飽きずに食べられるので
あれば、スクールランチでも構わないと思います。 

 
○子供たちに知ってもらうためにも留萌の特産品や食材を使って欲しい。 
 
○白米があまり美味しくないと聞いているので改善していただけたらと思ってい
ます。 

 
○白米だけでは、食べきれないようなのでふりかけや海苔などあると良いなと思
います。 

 
○パン給食のパンはこれからも同じですか？パンは昔からマズイと言われ続けて
いるので美味しいパンに変わることを望みます。これまで通り安心安全を保っ
ていってください。 

 
○パンの種類が少ないため、木曜日は嫌だそうです。もう少し色んなパンを出し
てもらいたいです。 

 
○おかずの量が少ないそうなので増やしてほしい。 
 
○子供たちに知ってもらうためにも留萌の特産品や食材を使って欲しい。 
 
○たまにメニューにキムチ等、1年生でも大丈夫なのかな？と思うメニューがあ
り、子供に聞いてみると「挑戦したけどダメだった」と帰ってくることがあり
ます。そこだけがちょっと気になります。 

 
○中学生の娘も小学生の娘も栄養士さんか何かが変わってから給食が美味しくな
くなったと言っているので、栄養、ボリューム等の配慮も色々あると思います
が子供達が楽しみになる美味しい給食を食べられたらいいな！と思います。 

 
○高校でも任意で提供してもらえるとありがたいです。 
 
○高校でも導入してほしい。 
 
○学校だけではなく、幼稚園でもスクールランチを行って欲しい。 
 
○天候不良により提供が出来ない・遅れる場合等の対策はあるのか。 
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○子ども達が給食を楽しみに感じられるものなら、どちらでも良いと思います。
あとは金額が大幅に高くならないのなら。 

 
○導入後、給食費が値上げされることは避けてほしい。 
 
○子供的には今まで通りで良いといっていました。親的には金額が同じで味に問
題もなく安心、安全であればどちらでも良いです。ただ、ここ迄の前例がない
のできちんとできるのか不安はあります。 

 
○金額が上がりそうで心配 
 
○すぐに撤退するとかなると困るので慎重に契約などをしていただきたい。 
 
○学校給食を受けてくれる業者さんがいるのかが気になります。 
 
○導入後、未納の家庭や補助を受けている家庭での対応を、今は学校が丁寧に行
なってくれているが、それを事業が介入するとなったとき、全てをしっかりと
市で担うことができるのか疑問です！ 

 
○民間になることには賛成ではありますが、経済面での心配はあります。急に給
食がなくなってしまう可能性など無いかしっかり検討してからの導入を。 

 
○民間が撤退した時に、責任を持って対応すると言うが、実際に現在調理員不足
なのに対応出来るとは思えない。 

 
○スクールランチ導入で急に給食の提供がなくなったりしないか心配です。 
 
○民間になることで、子供達はもちろん 1番に考えて欲しいことや、不都合がな
くこれまで以上に向上するのであれば良いかと思う。財政を削るべきところが
あると思うし、やりたいことばかりやって満足せず、子供達に変化を強いるな
らば、他の事業もシビアに考えるべき。 

 
○学校(教育委員会)から知らされる情報より先に報道(日刊留萌)で知る情報の方
が早いのは、いかがなものかと思うのですが… 

  
○導入されてからの子供の意見を聞きたいと思います。それまでは何とも言えな
いですね。 

 
○毎日美味しい給食をありがとうございます。 
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【教職員】  

項目①「民間ならではの多彩で豊富な子どもたちが喜ぶメニューであれば導入した

方がよい」を選択 

 
○市の財政状況を鑑みるとスクールランチの導入は仕方がないと思う。しかし、
給食費が未納の家庭やアレルギー対応など現場の教員が子供たちの不利益を被
らないように奔走している事実がある。そのため、もう少し現場の教員とディ
スカッションをした上で、どのように実施するのが適切かを模索したい。ま
た、管理栄養士がいる分、栄養教諭が食育に力を入れることができる。道教委
とも協議しながら、子供たちの食育に本腰を入れてほしい。 

 
○未納家庭への対応の中で、当該児童の給食の取り扱いがどうなるのか。配送時
間や回収時間、臨休等での対応、異物混入時の対応など、まだまだ不透明なと
ころがありますが、しっかり対応されていくものと期待しています。 

 
○中学校では、給食時間に栄養教諭が見回ることもないので、スクールランチに
なるデメリットが思いつきません。応援しております。 

 
○現在の諸課題を解決するためには最善の選択だと思います。 
 
○スクールランチに期待していますので、是非導入していただきたい。 
 
○どのような形にせよ子供たちにプラスがあるやり方であれば良いと思います。 
 
○衛生的で安心して食事できるよう願いたい。 
 
 
 
【教職員】 

項目②「保護者負担軽減やアレルギー対応食などサービスが向上するなら導入した

方が良い」を選択 

 
○学校給食の課題である給食費の徴収やアレルギー代替食について改善が図られ
るなら、スクールランチ導入は良いと感じる。 
 
○現行のシステムができるだけ維持されたまま、より良い形へ移行できることを
望みます。 

 
○民間事業者に委託しても市の責任で実施してほしい。何かあった時、責任の所
在があいまいにならないようにしてほしい。特に、アレルギー対応は生命に関
わることなので、きちんと対応してほしい。 

 
○年間を通した食育の指導ができるようにしてほしいです。衛生面や安全面につ
いても良い方向へ進むといいなと思います。 

 
○現行の給食が子どもたちにはおおむねちょうど良いと感じています。スクール
ランチになっても現状維持されることが向こう最低でも 10年から 20年は十分
に担保されているのであれば、実施しても良いのではないかと思います。 

 
○焦らずにしっかりと疑問点など解消した上で開始した方がいいと思います。 
 
○一つの業者一択で殿様商売のようにならないことを祈ります。 
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○アレルギー対応が可能なのと、職員の給食業務が軽減されることが利点だと思
うので大賛成です！献立の内容で改善を希望したいことは、冷凍食品の質の向
上とパンを背割パンやバンズパン、食パン等種類が増えると給食が楽しみにな
ります。(難しいのでしょうか) 

 
○食物アレルギーの子どもが増えているので、子どもの食に対する考えの土台と
なる時期を担っていることを忘れず、どうしたら食べることが楽しいと思える
か、考えていく必要があると思います。アレルギー対応もどこまでできるのか
…麺、パンの日に同じ物を食べるのは難しいのでしょうか…。 

 
○牛乳が飲めない子どもにどう代替されるのかが気になります。 
 
○味が濃い。同じようなメニューが続く。同日のメニューの使われている材料が
同じものが多い。メニューの組み合わせに偏りがある。 

 
○安定した供給 安全性の確保 
 
○スクールランチを導入した場合、給食費は今まで通りとなっているが、欠席や
学級閉鎖で給食を食べない場合は、その分の給食費は返却されるのでしょう
か。今までなかったアレルギーの対応をしていただけるのは、たいへんありが
たい。温かくて、栄養のバランスが取れる給食であるなら、スクールランチの
導入には賛成です。食育指導についても、栄養士が学校で積極的にしていただ
きたい。 

 
○費用を納めていない家庭に対するスクールランチは納めていなくても提供され
るのか？ 

 
○スクールランチ導入で、留萌市は給食費無償化もしくは一部助成の方向には進
まないんだということが分かり残念です。給食費据え置きではなく浮いた費用
で保護者負担軽減を図っていただければと思います。 

 
 
 
【教職員】 

項目③「民間事業者による事業運営で市の財政負担の軽減が図られるなら導入した

方が良い」を選択 

 
○導入には基本的に賛成します。業者が決まった時点で学校、業者、給食センタ
ーの関係者で運用に関する具体的な方法についての会議を持ってほしいです。 

 
○今の学校給食に満足していますので給食のクオリティーを下げないで欲しい。 
 
○これまで通り児童の健康と安全に配慮したスクールランチをお願いしたいです。 
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【教職員】 

項目④「子どもたちへの学校給食は市の財政負担が増加したとしても市が実施する

ほうが良い」 

○スクールランチという大きな事業を進めるにあたって、急ぎ過ぎの感がありま
す。しっかりとした年度計画に基づいて、色々な方との会議・調整をして、み
んなが納得感をもって進めるべきだと感じます。財政負担の軽減ということが
主たる目的にあるのが透けて見えます。子どもにとっての良い給食の提供が最
大のテーマだと思います。よろしくお願いいたします。 

 
 
 
【教職員】 

項目⑤「学校給食は教育の一環であり、食の安全性・事業の継続性から、市で実施

するほうが良い」 

 
○当事者となる保護者や学校の教職員にアンケートをとったうえで、実際に導入
するかどうか検討し、学校説明会や保護者説明会、議会、現行の納入業者など
に何度も意見を聞きながらすすめていくべきではないか。新聞報道から当事者
が知るようでは不信感から事業が立ち上がっている。また、教職員の定数や人
事は基本的に４月始まりなので、年度の途中から民間事業者になると、正規の
栄養教諭が配置されない事態となるのではないか。よって、来年度中の民間事
業者への移管については拙速ではないだろうか。 

 
○市町村の財政負担になっている教育行政のあり方自体に問題があることを他の
市町村と連携して中央に訴えましょう！民間の調理場で上手くできている地域
は、食数が多いところなので、利益が伴っているので民間でも運営できている
ように感じます。民間を否定するものではありませんが、安全性、食の教育の
充実、保護者負担の維持、などがこれまでと同様または向上できる物であれば
選択肢として考えられます。 

 
○自分や家族の健康のために、栄養や食べ方などがわかって将来自分で実践して
いく素地を学校給食で学んでいける、また、地元の食材のよさを知ることがで
きるのがいいと考えていました。 

 
○栄養教諭の先生の存在は重要です。食育の推進や児童の状況に応じたアレルギ
ー対応への相談、それらを教諭ではない管理栄養士が担うことになると不安に
感じます。学校給食は教育活動の一環なので、民間事業者に委託すること自体
に反対です。 

 
○給食はおなかを満たすだけではなく、食について学ぶものだと思います。 
 
○地場産品の提供、食の安心、安全性、食育の向上など現場の状況や意見の反映
される学校給食の提供を望みます。 

 
○学校給食は教育活動の一環で行われるものである事を最優先に考えてほしい。
ただお腹を満たすものではなく、学ぶことが多いものであってほしいと思って
います。それが十分にクリアできるものであれば、どちらでも構いません。美
味しくて、子供達の活動に十分支障ない量でバランスの良い食を提供してもら
えれば。もちろん、安心、安全は不可欠です。 

 
○説明会でもお伝えしたのですが、契約時は厳しい契約を結べたとしても、ゆく
ゆくまでみてもらえるのかが、民間業者と提携するおそろしさだと思います。
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ずっと子どもたちの食を提供し続けられるのか、不安です。この選択が大きな
悪影響となって子どもたちにかえってこなければいいのですが… 

 
○民間業者が食育を行うなら、これまでのことができるのか疑問です。 
 
○スクールランチ実施までの進め方が、一方的すぎる点も気になります。 
 
○今回のアンケートで、多数決にならないよう、少数派の意見にも目を向けてい
ただけるようお願いします。 

 
 
 
 
【教職員】 

項目⑥「これまでどおり、安心・安全な学校への給食が提供されるなら、どちらで

も構わない」 

 
○安心安全な給食、食育の質が保障され、教職員の働き方改革にもつながるよう
なスクールランチにしてください。 

 
○今までのように、金額がかわらず、安心安全なおかつ美味しいのであれば、反
対する理由はない。 

 
○食物アレルギーの代替食についてですが、どの程度代替食の対応ができるのか
や取り違え等ミスがないような工夫、学校と事業者がどこからどこまで関わる
のか等の詳細を知りたいです。体制が決まり次第、学校や保護者向けの説明文
書を作成していただきたいです。 

 
○栄養教諭が担っていた子どもたちへの食育指導が継続されることを希望しま
す。地域の食材が使われていると、生活科や社会、総合的な学習の時間での学
びが広がります。可能な限り地産地消が望ましいです。 

 
○アレルギー代替をスクールランチでも用意してくださると伺いました。多種多
様なアレルギーの種類がある中で、代替用意は本当に可能なのでしょうか。ま
た代替を用意していただくとしたら、誰が何の代替なのか、その日ごとにわか
るようにしていただけるとありがたいです。配膳するのは教員なので。 

 
○今の給食センターの良い所に、学校側の都合に合わせて柔軟に対応してもらえ
ることがあります。今後もそのような対応をして欲しいです。 

 
 
○検討には十分時間をかけ、センターが設定する安全安心のハードルを譲歩しな
いようにお願いしたいです。その結果、どちらの決定になったとしても私は受
け入れたいと思います。 

 
○安心安全が保証されるならいいが、民間企業が採算がとれなくて変更となるの
が心配である。 

 
○安心して子どもたちがおいしく食べられればどんな形でもいいと思います。 
 
 

 


