
無償化アンケート結果（小中学校児童生徒）

小学校 438

中学校 183

合計 621

２　無償化について　　　　回答者数

320

8

3

331

【理由】

【金額】（円） 回答者数

218 0～5000 11 5001～10000 1 10001～30000 5 30001～50000 50001以上

76 0～5000 9 5001～10000 3 10001～30000 3 30001～50000 2 50001以上 1

46 0～5000 10 5001～10000 1 10001～30000 30001～50000 1 50001以上

16 0～5000 2 5001～10000 10001～30000 30001～50000 50001以上

14 0～5000 1 5001～10000 1 10001～30000 30001～50000 50001以上

370 33 6 8 3 1

その他【意見】

回答者数

101

185

21

44

59

410

その他【意見】

　町内児童生徒保護者の皆様、ご協力ありがとうございました。

いただいたご意見を参考に今後の給食センター運営につなげると

ともに、「おいしい給食」づくりに努めます。

1 　学校　　　　　　人数

続けてほしい

やめてほしい

合計

どちらでもよい

子育て支援

食育の推進

町長の公約

その他

合計

習い事や部活動費

文房具や学用品等

貯蓄

その他

負担軽減

４　無償化の理由　※複数回答あり　　　　

合計

（食費等、生活費）・給食費分

・金額は細かくわからないが子供に関する費用に回っている。・遠征費・特に何かにまわしたということはない

・浮いたお金を何に使っているかわかりません。生活費の中に消えていると思います。・１食分も安いが、無償化は本当に助かっています。・体育服、靴下等購入

・寄附や募金・上の子たちの学費に回せられる（島から旅立ちした大学生、専門学生へ）

・一人しかいないので軽減された。と、までは感じない。

３　お金の使い道　※複数回答あり

・子供は、知らない。・特に説明していません。・特に伝えていない。・税金の無駄遣い。バラマキ、子供の世代につけを回さないでほしい。

・伊仙町の町長さんは元お医者さんで健康は食事が大切で伊仙町の子供達が健康で、お勉強にがんばれる様考えて伊仙町の議員さん達も賛成してお金払わなくてもよくなった

よ、その分でもっと本を読んだり勉強用具買ったり出来るから良いことだね。と話しました。

・特に説明していないが、今年から町が負担して払わなくてよくなったとだけ伝えた。

・まだ小さい子のため、説明しておりません。

（続けてほしい）・家計に大変助かります。・経済的にとても助かります。・無償で提供してくれるから。・子供たちが「給食おいしい」と言っていた。

・無償化になってくれた事大変嬉しいです。感謝につきます。・経済的なゆとり・色々な物の値上げがあり、給食の無償化は助かります。

・子供のいる家庭は嬉しいから。・習い事や本の購入に回すことができる為。

・子供が多いため、給食費の負担が大きかったので、無償化は本当にありがたいです。・子育て世帯には、とてもありがたいです。

・一回無償化にしてから財源が無くなりまた払うとなったら負担に感じる。・天城町など無償化の自治体もあるので、無償化が継続されると嬉しい。

・少しでも生活費に使える。・ただし無償化にすることで質や量が落ちるのならやめてほしい。→献立の質や量が落ちないよう、材料費を町税で補助します。

・もっと早くしてほしかった。・負担軽減の他、電子マネーの利用が多い為に現金を用意する手間が無くなるから

・栄養バランスのとれた給食を無償化にしていただき大変ありがたい。

・物価高騰の影響を感じているため。・食品の単価高騰や車の燃料が月３万円以上、電気代の値上げなどある事を思うと、ギリギリの生活費になるため。

・毎月の支払いがなくて財布にも余裕が出来ると、心に余裕が生まれた気がする。ありがたい。・教育費は給食費も含め、大学まで無償であってほしい。

・何にいくら助かっていると言えないですが、月７０００円払っていたので、ありがたいです。

（やめてほしい）・ありがたいと思いますが、財政が気になります。本当に困っている人が助けられる政策に活用してほしいです。

・財源を他の子育て支援に回してほしい。食に対してはしっかり費用を払うところを子供にも見せたい。

・どうせタダだからと残したり、食べなくていいという考えに親子で思っていきそうだから。・違うことにお金を使ってほしいから。

・現金集金の不安（指定金融機関からの引き落としなら安心）・自分の子どもの昼食代くらい親が払うべき。

・一人一人にばらまくのでなく、学校施設や教材などみんなで使う教育に必要な物にまわしてほしい。・質の向上、自分の食べる物くらいはある程度払うべき。

・量が少ない。・保育料の負担が大きいので、そちらの補助に回していただきたい。・食べる量に個人差がある

（どちらでもよい）・ありがたいが、税金をそこまで使用してよいのだろうか。

・給食が美味しくないとの事。（食材の彩り、味付け、組み合わせ方）

・なんでこの質問をするのか理解できない。→このようなご意見をいただくため、あえてこの質問をしました。

食費等、生活費



194

101

31

326

その他【意見】

６　給食停止の経済的負担について

回答者数

146

178

1

324

回答者数

120

102

93

25

5

345

その理由

わからない

【意見】大きくまではないが負担はあった。

やや満足

大変だった

大変と感じなかった

合計

・少し大変でしたが、楽しみでもありました。・仕方がない・大変でしたが、とても楽しかったです。子供と向き合えたようで。

・コロナ禍大変だなーと思いました。・給食のありがたみを感じた（感じさせられた）・あまり覚えていない

・判断が遅く、材料購入準備が整わなかったので困った。・人数と期間によっては負担になると思います。・子供たちが休んでいたため分からない。

・給食の有難みがわかるので（特に夏休み）。中学校一食２９０円なんて安いくらいです。

・たまに作る分にはいいけど、毎日作るとなると大変だと思った。・大変だがやむを得ない理由だったから、しょうがないと思った。

・計画的な停止でない場合、特に急な台風などフェリーの欠航などは大変なことが多いです。

・停止の時、避難食出るらしいが、量が少ない、あたためられていない。おいしくない。

・「キャラ弁作ってほしいな。」と言われて、子供の希望にそえる腕がなくてこまってしまいました。介護で夜中に何回も起こされる中１時間早く起きての弁当作りはきつ

かったです。給食のありがたさを改めて感謝致しました。・幼稚園生もいて毎日作っていたから。

・特に大変ではなかったが、停止になるのが前もって知らせてほしい。（１カ月前など）→今回の停止は、「給食センターにおけるコロナ感染発生時対応」に基づいた措置で

す。保護者の皆様に大変ご迷惑をおかけしました。

・大変ではあったが、弁当を作る機会が全くなかったので、良かった。

・仕方がないと思うが、今後も考えられると思うのであれば、災害用・レトルトなど代替品も検討する必要があると思います。病院、施設では停止は考えられない。

・最初は大変と思ったが、子供が自分で作ると言ってほとんどやってくれたのでいい機会だった。

・１カ月停止とかでなく、一時的なものだったからできたと思う。人数の多い家庭は大変そう。

・お弁当を喜ぶ姿を感じることは、親として単純に嬉しく思った。たまにだからでありますが・・　・コロナ禍なので、仕方がない事だと思う。

・「給食」という制度がとてもありがたい制度だと再認識できるいい機会だったと思います。

・子供は給食だけでは量が足りないので、たくさん食べさせてあげれて母としては嬉しかったです。

・幼稚園では毎日お弁当があります。小学校の（給食停止）数日間、お弁当は大変ではありませんが、幼稚園の毎日お弁当はとても大変です。

・朝の出勤が早いので少し大変でしたが、給食のありがたさを感じました。

・大変だったが、子供の安全のため仕方がない。・毎日となると大変と思う。・普段、弁当持参している家庭の大変さがわかった。

その他

負担が大きかった

特に負担なし

合計

７　学校給食について

大変満足

５　給食停止について　　　回答者数

ふつう

やや不満

不満である

合計

（満足）・地元の料理や食材をふんだんに使用しているので。・満足です。いつもありがとうございます。

・常におかわりをしているようです。いつも美味しい給食ありがとうございます。・昨年度よりメニューが豊富になったと子供が言っています。

・栄養にもよく味もとてもいいから。・栄養面をしっかりと考えてくれていることとメニューが豊富。学年ごとに必要な量を用意してくれる事が良いと思います。

・出来れば量を増やしてほしい。量が多いことでやや満足している。・しっかり味がついている為美味しい。

・１学期の初めは質も量もとても悪かったとよく言っていました。急に良くなって今は満足しているようです。

・たまにとてもおいしいメニューが出るから・アニメ、マンガに出てくる料理を再現してくれるのが、ユニークでありがたいです。

・パンが手作りパンに戻ってよかった。パンがおいしいので手作りパンつづけてほしい。

（不満）・献立の組み合わせが？なことがある。・おいしくない。・（食べる）時間が足りない。・パンがおいしくない。

・防災カレーの日は子供が量が少なかったと言っていた。給食として出しているのであれば栄養面や量も満足できるもとだとありがたい。

・４月はヘルシーメニューが多かったので、苦戦した。・前と違い食材の組み合わせ方、彩り等、まったく美味しくないとのこと。

・変わったメニューが出る、美味しくないなどと言っている。・去年までのメニュー味付けが美味しかったようです。

・給食の提供は大変ありがたく感じていますが、子供たちが給食の内容や味について不満を言う事が増えました。・苦手なメニューが増えたように思います。

・船が止まったり断水したりすると給食や牛乳が止まったりするのでそこを改善してほしい。→離島における永年の課題なので、行政として一つ一つ改善を図ります。

・ごはんが硬くて冷たい。味付けがうすい。野菜が臭い（土のにおい）少なめごはんというメニューの意味がわからない。中学生にとっては不足すぎる。

・他メニューを増やしてほしい。牛乳パックにストローや紙パックなどつけてほしい。

・時々おいしくなかったと話す日があります。味が変わったと子供が言っている。

・経費削減のためか、味付けや見た目が苦手なものが多々あるようです。（無償化にはとても感謝していますが）あまりにも経費削減されると、美味しく食べれず逆に食品ロ

スになるのでは・・→今年度からの給食費無償化による経費削減はありません。近頃の物価高騰の影響は多少受けていますが、メニューの質や量が落ちないよう、やりくりし

ています。一方で近年問題になっている食品ロスですが、給食の残食が多いのも事実ですので、残食を少しでも減らすメニュー作りに努めます。

・魚類が少なすぎる。（うす味、こい味など）味付けがバラバラ・カレーがまずい

・メニューに対しては満足していますが、量が少ない。おかわりが出来ない。・ときどき、好みの味付けでないと聞くことがあるから。

・子供があまりおいしくないと言うことが増えた。親としては食べさせてもらうだけですごくありがたい。・口に合わない

・マーガリンや添加物が多く入ったデザート等が当たり前に出ている。わが家は添加物、小麦製品、牛乳等はほとんど摂らない方針だが、給食では今はまだ仕方ないとあきら

めている部分がある。（その前に意識改革から）・量が少ない。足りない。・特に高学年で成長期なので中学生と同じ量欲しいです。

・「おいしくないから残した」と聞くと、ちゃんと栄養面で摂れているのか心配。・おいしいときもあれば、ちょっと・・ってときもあるから。

・内容については満足していますが、子供の迷惑はお詫びいたしますが、時間内に終われなかったと食器を持ち帰りました事と、残したので食材を持ち帰ったことがあったの

ですが、コロナ禍で給食センターに持って行った事と食材をもし子供が食べていたらと心配になったことがありました。そういった決まりごとはいかがなものかと思いまし

た。→給食の持ち帰りは厳禁としています。学校側へ再度協議し、再発防止に努めます。



回答者数

280

85

67

7

10

11

460

その他【意見】

回答者数

68

80

82 多くしたい 23 少なくしたい 17

39

269

その他【意見】

合計

８　給食メニュー　※複数回答あり

その他

栄養バランス取れている

食材の安全・安心

衛生面の安全・安心

栄養バランス取れていない

安全・安心と思わない

・もう少しあたたかい状態で食べたい。・現状のままOKです！新しい機会、企画あって新鮮です。・豆を少なくしてほしい。

・子供が喜ぶメニューを増やしてほしい。・チャーハンやぎょうざもあったらうれしい。・苦手な物が食べやすいように調理してもらいたい。

・カレーの時にとんかつかチキンカツの組み合わせだと嬉しいと言っていました。・おにぎりの時ののりが固く、あまりおいしくないようです。

・やや味付けが濃いと言う時があります。・老人の宅配のように保温容器はどうか。熱いバケツは危ない。

・喜んで食べているようなので、特に要望はありません。・パンのメニューを増やしてほしい。

・めん類と米やパンを一緒に給食に出さないでほしい。量が多すぎるため。（めん類の日に白米じゃないほうが・・）

・麺が汁を吸いすぎて、麺メニューの時は何だこれ？となっているそうです。改善をお願いします。

・満足しているようです。コロナで難しいですが、学校で給食の試食をしてみたいです。（交流をかねて）→各学校で試食会が組まれています。

・ご飯を温かい状態で食べたいです。・果物が増えると嬉しい。・キムタクごはんさいこー。・からあげは好きなメニューなので、後１コ増やしてほしいです。

・おいしいのが食べたい。・昼食が楽しみになるような給食を作ってほしい。・救急カレーを廃止してほしい。

・子供へのアンケートを実施し、要望を取り入れていくとさらにいい給食になっていくかと思います。→来年度webでのアンケートを検討しているので、親と子を分けて質問

出来たらと考えています。　・郷土料理等も食べたい　・味付けを子供向けにしてほしい。

・減らしている子がいるので食べれる子に回ってきて量が多いそうです。　・食べやすい美味しい味付けにして頂きたい。　・パンよりごはんがいい。

・食器をプラスチックに変更してほしい。→一部は、プラスチックに変更しています。・今のままで充分いいと思います。

・残食を減らす為にも選択制は良いと思う。→今後の残食対策として、将来的に選択制を導入出来るよう検討していきます。・もっとごうかにしてほしい。

・ちょうどいい量です。・子供が好きそうなメニューを（種類）増やす。・人気のおかずは増量・キムチを使ったメニューが苦手

・今のままでも良いと思います。・自分も（親も）食べたいくらいです。・学校の実態に応じて、給食の配膳の量（食缶の量）を変えられるとよい。

・子育て世代への温かい取り組みをして下さい。感謝します。・おかずが少ない、もしくはないと話を子供がすることがあったため、おかずの充実はお願いしたい。

・おいしくいただいている様子で、栄養もしっかり取れているなら、特に要望はないです。・彩りをよくしてほしい。・味は美味しいといつも言っています。

・大豆ミートは必要でしょうか？・食事がどういう感じなのか、よく親にはわかりません。・味付けが微妙とのこと。・野菜が多すぎる。

・毎回デザートが食べたい。・「美味しい」と子供たちは話しています。いつもありがとうございます。

・子供はおいしく完食しているようなので、特に要望はありません。

・フードロスが多く出ているのが当たり前になっていると聞いている。学年、学級ごとに残量を見て供給量を調整できないのかな？と思っています。→今後の検討課題とさせ

ていただきます。

その他

合計

（バランスが取れている）・メニューが豊富（ワンパターンでないのでたのしいです）

・子供たちが給食を楽しめるような工夫やいろいろなメニュー提供くださってありがたいです。

（食材の安心・安全）・島にはない外国のメニュー名など見るとワクワクします。子供たちも楽しんで料理の勉強になれてると思います。

（バランスが取れていない）・料理、味のバランスが？・島の食材などをもっと活用し、郷土メニューを増やしてほしい。→地産地消の取り組みで地元産野菜等を地元業者か

ら買うようにしています。郷土メニューは、年１回児童生徒を対象に地元産食材を取り入れた「給食レシピコンテスト」を開催し、新たな郷土メニュー開発に役立てていま

す。

（安全・安心と思わない）・給食センターの老朽化が進んでますよね？→現在地での建替えを軸に、話を進めています。

・牛乳、卵を安心安全なものに変えてほしい。加工品をなくしてほしい。化学調味料を使わない。

・混入物があった→平素よりこのような事態を生まないよう、職員一同注意しているところですが、混入物があった場合、学校給食危機管理マニュアルに沿って対応して、学

校、教育委員会に報告しています。

（その他）もっとメニューを増やしてほしい。・少し味付けが濃い。・栄養バランス以外にも味付け等工夫してほしい。

・本やアニメのメニューを取り入れてくれて、子供たちは楽しみにしてよかったと思う。

・内容（栄養、食材、衛生面）についてはよくわからない。もっとアピールしてほしい。→栄養、食材については、児童生徒を通じて毎月の献立表で示していますが、もっと

アピールできる紙面にしていきます。・味をととのえてほしい。栄養面はわかるがあまりにうすすぎる。

・よく分からないと。親も給食を見る機会がないからよく分からない。→学校ごとに給食試食会を開催していますが、無い学校に関しては開催を推奨してまいります。

・メニューが何かあまり見ていない。

・品数が少ない。残食が多いと聞いた。栄養バランスも大事だが「食べてくれない」と意味がないので、食べたいと思うメニューにしてほしい。

・家では作らない物もあるので助かっています。・今秋のブックメニューなど、子供たちが食や本に興味を持てるので良いと思う。

・内容については栄養バランスも取れていて子供達が苦手であろう食材も使っていただいて子供も「おいしかったー」「食べれんかったー」とかよく話を聞かせてくれてて、

食べれないという食材を少しずつ家庭でも食べさせるようにしたりできるので助かっています。

①クラスの残食量に応じて食缶に入ってくる食事の量を減らしてほしい。毎日たくさんの給食（食べられるもの）を捨てることになり心が痛む。以前は、家の人の働いたお金

を大事にする感じだったが、今は家のお金でもないので、町のお金が捨てられることはあまり実感として子供はもちにくいようである。②今の時代給食の大切さや身体のこと

を考えてつくられることを指導しても食べることに無理強いはできない。③子供の好き嫌い等、食生活習慣は本来、家庭で身につけるべきものであり、３食のうち１食で好き

嫌いなく完食させるのは難しい。そのため減量→給食では、一人あたりに必要なエネルギー量分を提供しているため、食事の量を減らすことは出来かねます。献立検討を重ね

給食指導を徹底し、学校側と協力して残食対策を行ってまいります。

9　給食への要望

温かいメニュー

地元産のメニュー

食事の量を選択



１０【自由意見】

・無償化になり、とても助かっています。アニメレシピを子供たちとても喜んでいます。こまったさんのレシピが出たことを聞き、私もうれしかったです。いつも子供達のた

めにありがとうございます。・量を少なめにしてほしいです。・これからもおいしい給食の提供をお願いします。

・いつもおいしい給食をありがとうございます。共働きでこれから農繁期に入る中で１日１食、給食では必ず栄養バランスもよいメニューを食べていることに大変感謝で

す。・（給食費無償化）今後ともどうぞよろしくお願いします。・来年も給食費無償化でお願いします。

・いつも温かくおいしい給食を提供していただきありがたいです。給食づくり気を遣われることも多いかと思いますが、これからもよろしくお願いいたします。

・給食費の回収の事務作業等がなくなるというのであれば、無償化でもいいが自主財源がわずかな中でやる事業ではない。もっと他の必要な所に使ってほしい。

・年間どのくらい給食費の未払いがあってどのくらい税収で補填されているのか公表するとよい。→R4.11月末現在、1,699，810円の未払いがあります。材料代として今年度予

算は53，920千円です。

・食べ盛りの成長に合わせ、食が進む給食を作ってほしいです。無償化になってから帰宅後も美味しくなかったと聞きます。

・無償化で経済的に助かっているが、たまに量が少ない（台風時など）おいしくないと聞くと、無償化が原因なのかと考えてしまう。→台風時も質や量が落ちない給食づくり

に努めますが、停電や物資が来ないなどの事態があった場合、やむをえず防災食を出すこともあります。ご了承ください。

・魚、肉料理を増やしてほしい。・組み合わせが悪いと思う。フルーツ系を多くしてほしい。・給食のレシピを教えてほしい。

・献立表に書かれているメニューの名前ではどんなものかわからない時があるので変わったメニューの時は写真等も載せてほしい。→今後、カラー印刷を含めて、見やすい紙

面づくりに努めます。

・いつもおいしい給食をありがとうございます。物価高騰の中、無償化は本当に助かっています。・給食センターに見学に行ったり、体験したりしたいです。

・台風時に進路が事前にある程度分かるので、給食を料理するのは大変と思いますが、作ってください。

・学校給食の定義はあるのかもしれないが、育ち盛りの子供にとっては楽しみの一つ。給食がおいしければ学校にいく楽しみの一つにもなると思う。給食無償化はありがたい

が、それによって食材などの不足が出るなら払ったほうがよいと思う。・もっと子育て支援のため、早くにしてほしかった。

・伊仙町は子育てしやすい町であるという方針のもと、支援を継続してほしいです。

・無償化前と後でメニューに支障が出ていないのか気になる。島は船の関係で弁当になることがあるけど、そういったことも島での学校給食の一つとして、いい意見だと思

う。→メニューに支障が出ないよう、材料費を町税で補助しています。船の抜港により食材が来なかった時などは弁当を作っていただきますが、食材を確保出来ても停電時

は、保管や調理が出来ないので、今後センターを建替える際は、発電設備と保管スペースを充分に備えたものを造り、給食を提供していきたいです。

・栄養を重視しすぎて味がおいしくない時がある（子供の意見）。親は感謝しかないです。

・給食は本当にありがたく思っています。これからも子供たちの為に頑張って下さい。

・おむすびころりんの海苔が硬くて嚙みきれない。・給食がご飯の時は牛乳でなく、お茶にしてほしい。

・無償化になったがそのお金はどこから来ているのか。現在物価が上がっているが、もともとの予算が決まっていると思う。その中で今から急に「質素」な給食にならないか

心配。→近頃の物価上昇をふまえて、材料費もともとの予算に加え、今からのメニューが質素にならないよう補正予算を組んで対応します。

・親の所得によって教育格差があってならないと思います。そして食べることは人間にとって身体的・精神的・社会的にも必要なことであると思うので今後も無償で保障して

ほしいです。・今現在まで異物混入などの情報や現状を聞いたことがなく安心しているところです。ありがとうございます。もし、そのような事があった場合にはどのような

対応をし、保護者への説明（文書等）が行われるのか気になっていました。→もし、異物混入があった場合、学校給食危機管理マニュアルに沿って対応して、学校、教育委員

会に報告しますが、必要に応じて各マスコミへの対応や保護者への説明もさせていただきます。

・給食費無償化はとてもありがたいです。教育費や部活動等の遠征費もかかりますし、食料品の値上げも止まらず、生活費にも大きな影響があります。そんな中での無償化は

本当に助かります。・毎日のメニューを考えるのも大変だと思いますが、いつも子供たちのために心をこめて作ってくださってありがとうございます。

・いつも子供たちのためにおいしい給食をありがとうございます。献立づくり、調理、配送どれもたいへんだと思いますが、がんばってください。

・学校生活の中で楽しみにしている子供達もいるのでもっと食べやすいメニューも増やしてほしい。

・子育て、経済的に大変助かるため、今後も続けてほしい。

・コロナの関係で大変かと思いますが、給食試食会をまたして頂きたい。→今年度は各学校で開催されているようです。

・子供たちの健康等を気遣って献立を考えて、作ってくださりありがとうございます。

Bookメニュー子供大変喜んでいました。また、いつもパンがおいしいと言っています。

・地産地消に自給自足であれば、給食停止の機会も減ると思う。→そのように努力しているところです。

・肉、魚料理を増やしてほしい。

・給食でのメニューがおいしくて家でも作ってほしいと子供から言われることがあります。作り方が知りたいです。

・物価高騰で家庭での食事栄養バランスはかなり偏っている状況ですので、給食のおかげで助けていただいていると、しみじみ感じています。大変、有難く感じています。

・食＝命につながる事なので、無償化はとてもありがたいですし、全ての子供達が平等にして頂いていると思います。給食おいしいと子供達と喜んでいます。ありがたいで

す。

・いつもおいしい給食をありがとうございます。作っていただいている方々に会える機会があればお礼を言いたい。そういう機会があるのもいいと思います。

・（小学校）高学年は量を増やしてほしい。・牛乳の量も増やしてほしい。

・地元（伊仙町）で作られた食材を使ったメニューを増やしてほしい。地元の食材となれば子供たちの給食に対する気持ち（興味）も今以上に出ると思います。

他の町はセンター建て替えが決まっている。同じ頃立てていると思うので、ぜひ伊仙町もリフォームでもいいが、センターの環境が良ければ、働く人も働きやすく、安心、安

全の食づくりができ、アレルギー対応も十分に行えると思う。→町のセンターも老朽化が進んでいますので、建て替えを検討しています。新しい施設は当然働きやすく、衛生

環境に配慮した安心、安全な施設になるよう、設計段階から盛り込んで、今後も問題となるアレルギー対応の調理スペースも入れることにしています。

・子ども達はいつも給食おいしかったと話してます。栄養のある給食をありがとうございます。無償化本当にありがとうございます。続けてほしいです。

・台風などで船が来なかった時の栄養面が心配。牛乳→オレンジジュースの代替はどうなのか。（→スキムミルクにするとか）

・人員の欠員理由での中止はやめてほしい。→欠員の場合、代替調理士を充てますが、それでも足りない時、経験者にお願いする事もありますが、原則、給食関係者は月２回

検便を受け、業務にあたっていますので、経験者でも検便を受け衛生面の安全が確保されない限り、業務を行えません。やむを得ず業務中止になる場合もございますので、ご

理解下さい。

・小中学校に複数の子供がいる家庭では大変助かると思います。・大変ありがたく思います。今後も続けていただきたいです。

・栄養面ではメニューに変化もあって子供さんの成長にいいと思います。バランスも取れていると思います。

・給食のおかげで家庭では使わないような食材を子供が食べられるし、栄養バランスも考えられていて、家では残すものでも給食となれば完食しているようなので、非常にあ

りがたいです。

・町内では不要な外出はやめましょうと言う中、伊仙町の子供達の食事を扱っている給食センターに「食器を持ってきて下さい」は学校側でも配慮が必要ではなかったかと思

います。飲食店においても残った食材の持ち帰りが出来なかった時期に食材を子供に持ち帰らせる決まりもコロナがなくなるまでは止めた方が良いと思います。少々熱がある

だけでも子供達は休んでいる中、なぜこの様な事が出来ているのか疑問です。止めるべきだと思います。→給食の持ち帰りは厳禁としています。学校側と再度協議し、再発防

止に努めます。

・今度の給食費無償化でびっくりしたのと、ありがたいのと感謝を思いました。毎日の栄養バランスやくだものデザートなど、家で用意するのはむずかしく、弁当の時は、子

供だけでもと思い、そろえてもずーとはむずかしくなると思いました。たくさんいる家庭はたいへんだろうなと思っていました。町の財げんもたいへんだと思うのですが、経

済や政治が落ち着くまでは、給料もあがらずそれがすべてにつながると思います。もうしばらく宜しくお願い致します。

・食べることは生きること。子供たちの食を考えることは未来を明るくすると思います。様々な病気、社会問題、非行や引きこもり、これらは食で変えられる部分も多いと思

います。給食がよりよい安心安全なものになることで命や地球を守られるそれくらいの可能性を秘めていると思いますので、どうぞよろしくお願いします。※１０/２０に「全

国オーガニック給食フォーラム」があります。「弁当の日応援プロジェクト」も知ってほしいです。

・親子ともにいつもおいしくいただいておりセンターには感謝しております。

・いつも美味しく給食を有難うございます。好き嫌いのある子なので、給食でいろいろなメニューを知る、食べることで、もっと興味を持ってくれると嬉しいです。除去の必

要な子は給食の代替に弁当を持参しているとのことで、保護者の負担軽減が早くできると良いと、１学期の給食停止を受けて感じました。→今年度よりこのような事情を考慮

して、「食物アレルギー対応補助金要綱」を制定し、保護者の負担軽減に努めています。

・苦手な給食の日は、自分たちで頑張って完食できるよう、量の調整ができるようにしてほしい。昼休み時間や５校時までの時間をかけて、完食させる必要はあるのか？疑問

に感じます。→給食では、一人あたりに必要なエネルギー量分を提供しているため、食事の量を減らすことは出来かねます。献立検討を重ね給食指導を徹底し、学校側と協力

して残食対策を行ってまいります。


