
別紙 各設問の「その他記載」・「自由意見」

問３-Ⅱ　　問３-Ⅰで「③どちらとも言えない」、「④あまり美味しくない」を選んだ理由をお聞かせください。
小学校 河南センター 本人の好き嫌いによる
小学校 河北センター ゆですぎの食材が多い
小学校 石巻西センター 好きなものが出た時はおいしいそうです
小学校 石巻西センター 米が黄色くかたいところがある。こげたものが出るときがある。
小学校 石巻西センター アレルギーがあり給食を食べていないのにこの設問はおかしい。
小学校 石巻西センター 何も言わない
小学校 河北センター 皆と同じものが食べられないから
小学校 住吉センター 食物アレルギーなので給食は食べず、毎日弁当を持って行っている。
小学校 河南センター 食べられるものが少なく、「おいしかった」など伝えられない
小学校 河南センター 産地・放射能問題
小学校 石巻西センター ご飯がやわらかすぎる
小学校 石巻西センター 弁当持参のため給食を食べていません
小学校 住吉センター 給食を食べたことが無いので不明
小学校 河北センター アレルギーのため給食は食べていません。
小学校 河北センター アレルギーがあり、お弁当持参のため給食は食べていない。
中学校 河北センター 特には話さない。
中学校 河南センター 震災前よりも質素になったから
中学校 河北センター 食べていない
中学校 石巻西センター 小学校の時のメニューが良かった。
中学校 石巻西センター 弁当持参のため
中学校 住吉センター 食材がもやし多し
中学校 住吉センター アレルギーのため食べない
中学校 住吉センター 量が足りない

中学校 河南センター
冷めるのは人数も量も多いので仕方ないと思っています。お弁当の事を考えると、よっぽど良いと思うので、少しくらい冷
めても良いと思う。

中学校 河南センター ことばにして言うことがないから

問４　　学校における給食時間の指導について、どのように行うべきだと思いますか。
小学校 河北センター ⑤以外すべて
小学校 河北センター 食事のマナーは家庭で学ばせると思っているので楽しく給食を食べるのが1番と考えてます。
小学校 住吉センター 正しい箸の持ち方等、食べられる喜び等
小学校 河南センター 食事の必要性、栄養のバランス

小学校 河南センター
給食の時間があまりなくて、ちょっとしか食べる事ができない日が時々あるようです。（友達と保健室を連れて行ったり、何
か用事があった時）

小学校 河南センター 調理や後片付けをしてくれる人のことも考えさせる
小学校 住吉センター 栄養バランスと健康について考える。
小学校 石巻西センター 食事をゆっくり摂取できるように時間を配慮してほしい

小学校 住吉センター
食べる時間が少なく、急いで食べるように指導されているようなので、もっと時間にゆとりがもてるとよい（よく噛んで食べさ
せたい）

中学校 河北センター 食べ物を粗末にしない
中学校 住吉センター 食事のとり方が健康に大きく関わる事、将来の生活習慣病の事など。

中学校 住吉センター
バランスがとれた3度の食事が大切だという事と、その日のメニューの１つをあげて、体のどの部分に必要などんな栄養か
など教えてほしい。

中学校 住吉センター 必要な栄養素、バランス

中学校 河南センター
給食時間の指導は、小学生低学年は手洗いマナーで良いが、高学年や中学生は、例えば旬の食材の話や震災時にこう
やって食べたよ等の指導の方が役立つとおもいます。

中学校 石巻西センター ①～⑥は小学校で教えるべきこと中学生それも３年生になってから学ぶべきことなのかな。当たり前のことですよね。

問５　　ご家庭に配布している給食献立表をご覧になってどう思いますか。
小学校 石巻西センター その日によってスープなどの量が違うみたいです
小学校 河南センター 私も食べたいと思うことが度々ある
小学校 石巻西センター 昔の給食に比べ量、1食あたりの品数が少ない物足りない感じがする
小学校 石巻西センター 多少メニューの紙が大きすぎる気がします。見にくいし貼りにくいです。
小学校 石巻西センター 給食止めの日の標記は何のためにあるのでしょうか。各家庭には特に必要ないけど
小学校 石巻西センター お任せしているので特にありません。現状に満足しています。ありがとうございます。
小学校 石巻西センター カロリーが高い様に感じる
小学校 石巻西センター 地産地消にも取り組んでいる
小学校 石巻西センター 宮城県の他の給食センターのメニューをまねしてほしい。（月２回）

小学校 河南センター
昔はイベントにちなんだスペシャルメニューが出ました。例えばクリスマス→鶏もも骨付き肉とか、中学三年生に卒業前にリ
クエストをさせるとか…そういった配慮が良かったと思います

小学校 住吉センター ①の反面、毎月繰り返しでリピ率が多い
小学校 住吉センター 野菜が少ないと思う
小学校 住吉センター ワンパターンだと思うこともしばしば
小学校 住吉センター 一度食べてみたいと思っています
小学校 河南センター 学校で出たメニューは家でも食べるので時々レシピがあるとうれしい

小学校 河南センター
最近の子供は日常的にスナック菓子やファーストフードを食べているのでエネルギー過剰になっている子も多いかと思う
ので、何か工夫あるとよいのでは・・・と思う（難しいとは思うが）

小学校 河南センター 輸入物はどうか？
小学校 河南センター お腹いっぱいになるのか不安に思う時がある。

小学校 河南センター
私達が小学生のときに食べたものとはかなり違い、今どきのメニューになっていると思いました。（昔はおでんや鯨肉や冷
凍みかんなど）

小学校 住吉センター パターン化していると思う
小学校 住吉センター デザートが少ない気がする
小学校 住吉センター 昔よりさみしいような
小学校 石巻西センター 見てないです
小学校 石巻西センター 特になし
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小学校 石巻西センター 献立表の紙が大きくて貼ってるんですが少々じゃまです。以前の大きさに戻してほしいです。
小学校 河北センター メニューが多くて、子供たちも毎日楽しみにしていると思います。家庭でもとても助かります。
小学校 河北センター 調理例など写真を掲載するなど見てみたいと思います。
小学校 河北センター メニューがパターン化している。季節感や栄養面のバランスに疑問をもっている。
小学校 河北センター 揚げ物、油を使った料理が多い。野菜が少ない。
小学校 河北センター 献立表に興味を持って見ていない。内容が乏しい。
小学校 河北センター 種類が少ないかなと感じることがある。
小学校 河南センター デザートがない。果物、ゼリー、ヨーグルト和え、プリンなど
小学校 河南センター デザートがない。デザートは子供の楽しみだから！
小学校 河南センター もっと沢山のメニューがほしい
小学校 河南センター 質素、実際食べたがレトルトっぽい、量が足りてない、品数が少ない、バランスが悪いメニューの時がある。
小学校 石巻西センター カタカナのメニューが多いなあと思ったことがあります。
小学校 石巻西センター 自然と目の行く献立にしてほしい。ランキング作り方など
小学校 住吉センター 自分の時とは違うことに気づくことが多い。（副食が少ない、魚介類が少ないなど）
小学校 住吉センター 魚がもっとあっても良いと思います。

小学校 住吉センター
もう少し総カロリーを高くしても大丈夫なのでは？毎日同じくらいなのでは？（日によって700Ｋｃａｌだったり500Ｋｃａｌだった
りするため）

小学校 河北センター 子供のことを考えた献立だと思う。

小学校 河北センター 家ではあまり魚を食べようとしないが、学校では少しでも食べるように努力しているようなので、魚料理があってとても助
かっている。

小学校 河北センター 野菜がたくさん使われていて家であまり食べないものでも給食に出ると食べているようです
小学校 牡鹿センター 自分の小学校時代に比べ、品数が少なく、もの足りなさを感じる
小学校 河北センター メニュー数が少ない

中学校 河南センター
昔ほど、学校給食が美味しくなさそう。メニューがつまらない。
・子供達が喜ぶ様な、楽しみにする様な献立を作ってほしい。

中学校 河北センター 家庭ではできない料理で助かってます。
中学校 河北センター 見ていない。
中学校 河北センター 特になし
中学校 住吉センター 果物の缶詰は必要ないと思います。
中学校 石巻西センター どのようなものを食しているか分かりやすい。
中学校 石巻西センター なし
中学校 住吉センター 煮物や魚料理など今の子供があまり食べないメニューや郷土食などたくさん作ってほしい。
中学校 河北センター あまり見ない。見る暇がない。
中学校 河北センター 地元の食材等を利用し、とても良いと思う。

中学校 河南センター
細かすぎる数値や字は読まないです。もっと単純に見えやすいメニューのプリントの方がいいです。本当に食育を進める
なら、プリントにもこだわりを入れて、小学生と中学生を同じプリントにしない方が良いのでは？

中学校 石巻西センター 同じ食材や同じようなメニューが続くことがある。
中学校 河北センター 量が足りないような気がする（きちんと計算されているのでしょうか）
中学校 石巻西センター 難しい名前の料理があって？が多い。材料でなんとなくはわかりますがそれが今どきの給食なんでしょうけど

問６　　給食の献立を作るときに優先して欲しいことは何ですか。
小学校 石巻西センター 子どもの好ききらいに関わらずいろんな料理をだしていたら、残食ばかり増えますね。食材食費のムダでしょ。
小学校 石巻西センター 新メニューなどは興味を持つし、食わず嫌い克服につながるかなと思います。
小学校 石巻西センター 魚ばかりでなく、ちがうもの（魚でもサバ赤魚が多い）も提供してほしい
小学校 河南センター 体の大きい子にとっては、量が足りないような気がします。
小学校 河南センター 子供が苦手そうな食材を好きになれるようなアレンジがあればいいと思う
小学校 河南センター 子供たちが大人になった時、「給食の○○おいしかったよね」と思い出に残る献立があるといいですね
小学校 住吉センター 好き嫌いの多い子供でも食べられる様に工夫してほしい。（小さく切ったり原形が分からない様にするなど）
小学校 石巻西センター 食べやすいもの（給食時間が少ないので、魚の骨などあると取り除くのに時間がかかる）
小学校 河北センター 残量が多いと聞いたことがある。その点、改善できないものか。
小学校 河南センター 科学調味料は使わないでほしい。手作りでお願いします。
小学校 石巻西センター 不足しがちな栄養を優先してほしい
小学校 住吉センター 材料の産地について、福島県産や栃木など線量の高めの地域の野菜は控えてほしい。
小学校 住吉センター １つでもよいのでみんなが好むようなおかずにしてほしい
中学校 河北センター 特になし
中学校 石巻西センター 小・中とのメニューにあまり替えずに出して欲しい
中学校 河南センター 量が多すぎないように、むしろ少ないくらいで各教室へ渡してもらった方が良いと思います。

問７　　食育について、家庭で力を入れていることは何ですか。

小学校 住吉センター 食べ物を育てて収穫することを体験させるようにしている。命をいただくこと、育ててくれた人への感謝の心を育てるように
している。

小学校 河南センター 自ら収穫した野菜をたくさん食べさせるようにしている。
小学校 河南センター ながら食べはしない
小学校 河北センター 野菜をなるべく食べるように工夫している
小学校 河北センター 肉・野菜・魚・海苔などおかずの種類がかたよらないように気を配るようにしている
小学校 河北センター 家族がなるべくみんな揃って食べれるようにする
小学校 河北センター 家族そろって楽しく食べる
小学校 河南センター 旬の食材を教えている
小学校 河南センター 好ききらいをなくすよう工夫
小学校 河南センター 朝ごはんは必ず食べる
小学校 河南センター 朝ごはんは必ず食べる
小学校 河南センター 食べ物を育てるなど、どのようにして食べ物が出来ているか体験する。
小学校 河南センター 一緒に畑作業をする（時々）
小学校 河南センター 家族で朝食と夕食をとるようにしている
小学校 河南センター お菓子やデザートもできるだけ手作りしたい。お弁当にも冷凍食品などはほとんど使っていない。
小学校 河南センター 苦手な食材も家族一緒に（少量でも）出す
小学校 河南センター 茶碗、お椀は必ず持つことを教える
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小学校 住吉センター 季節を感じる食事を心がけている。
小学校 住吉センター 楽しむ
小学校 石巻西センター 料理をしてくれる人の事を考えさせる。
小学校 住吉センター 家族の団欒の場にする
小学校 河北センター 料理とは三位一体である。つくる方の心です。
小学校 河南センター 家庭菜園や祖父母宅に行き畑で野菜の収穫をさせる。
小学校 石巻西センター 野菜を多めにとりいれる
小学校 石巻西センター 出された食事は残さず食べる。感謝の気持ち
小学校 石巻西センター 季節や地場のものを選んで食卓に並べている
小学校 石巻西センター 家庭菜園
小学校 石巻西センター 素材の味を活かした味付けや調理を心がけている
小学校 住吉センター ダラダラ食いをしないように。実際は難しいです。
小学校 住吉センター 地元産のものを取り入れ、地元の味を考えている。
小学校 住吉センター 魅力ある食事
小学校 住吉センター バランスを考えて出すようにしている
小学校 住吉センター 嫌いな食べ物は無理せず１口から始め、だんだん量を増やしていく
小学校 河北センター なんでも食べる。少しでもいいので、苦手なものも必ず食べる。
小学校 河北センター 好ききらいをなくすように。
小学校 河北センター 苦手な物も一口食べる

中学校 河南センター
食べることを楽しみ、食事する時間を楽しむこと
・旬のものを食べること

中学校 河北センター 味付けや見た目などに工夫をする。
中学校 河北センター 好き嫌いせず有難くいただく
中学校 石巻西センター 食事の時間は楽しく過ごす
中学校 住吉センター 楽しく食べる
中学校 石巻西センター 行儀の面
中学校 住吉センター 手作りであること
中学校 住吉センター 野菜を食べるように心掛けている
中学校 住吉センター 食物を育て収穫の喜びを体験したり作る人育てる人への感謝の気持ちが育つようにしている。

中学校 住吉センター
家族で食べるときは必ず会話をしながら食べる。最近学校給食時も黙って食べなさいと指導しているようだが、個人的に
は真逆を考えている

中学校 河南センター 震災時の経験や不自由さを忘れさせないように、時々、当時の食事のことを話す。

問８　　学校給食を通した食育で、力を入れて欲しいことは何ですか。
小学校 住吉センター 実際に収穫、育てる体験などをさせてほしい。
小学校 石巻西センター 1～6は学校でも教えることは大事だが、家庭で学ぶべきものだと思う。
小学校 石巻西センター うす味を心がけてほしい。
小学校 石巻西センター 季節や行事を感じさせる献立
中学校 河北センター 特になし
中学校 河北センター 給食を残さない、粗末にしない、きちんと食事をすることが健全な肉体及び精神をつくるということ
中学校 住吉センター アレルギーで食べられないという子供の目線で考えると食育とは何か悩みます。
中学校 住吉センター 安さばかりを求めて作らないで
中学校 住吉センター 感謝するためにはどうして食物が出来るのかを体験したり学ぶ機会を与えて欲しい

問９　　ご家庭でのお子さんは、食事の大切さの理解や食事マナーが身についていると感じますか。
小学校 河南センター 箸の持ち方がなかなかなおりません
小学校 住吉センター 給食だから友達の目もあり食べていると思うが、本人は食に対して興味がないと思う。
小学校 住吉センター 頭でわかっていても食べる事でいっぱいでマナーまで気が行かない感じ。
小学校 河北センター 食べる姿勢などなかなかできていない。

問１０　　ご家庭での食事で、日頃から実践している項目はありますか。
小学校 石巻西センター 何でも一度は食べてみること食わず嫌いをさせない。
小学校 住吉センター 食事の手伝いを通して作り方などを教えるようにしている。
小学校 河南センター 手作り（なるべく）一緒に作る
小学校 河南センター 食事の時にテレビを見ない
小学校 石巻西センター 食事の準備片づけ
小学校 石巻西センター 名称や産地などの話題にふれる
小学校 河南センター できるところの料理分担を休日や夕食に行ったりしている
小学校 河南センター 偏食をなくす。
小学校 住吉センター 産地に気をつける

小学校 住吉センター
食物アレルギーがあるため、　食べれられる食材が限られているので、メニューの工夫をすることや給食時間に持って行っ
た弁当でさみしい思いをしないように気をつけています。

小学校 住吉センター 食物アレルギーがあるため、　食べれられる食材が限られているので、メニューの工夫をしています。
小学校 河南センター 国産品を使う
小学校 河南センター 盛り付けや見た目も美味しそうに見えるように工夫している
小学校 住吉センター 卵・小麦・ピーナッツなどの除去食を給食へもお弁当として持たせている
小学校 石巻西センター 体調と相談した食事摂取。スポーツ前後の補食のとり方。
小学校 石巻西センター 素材の味を大事にし、うす味で調理している。
小学校 河北センター テレビは消す。

小学校 河北センター
子どもとの調理する時間を大切にし、健康な体をつくる。食べ方、素材の大切さ、手づくりを心がけている。食の安全、バラ
ンスのとれた食事メニューを伝えている。

小学校 河北センター 1日30品目摂取を意識している。
小学校 河南センター 苦手な物も一口は食べさせるようにしている。
小学校 石巻西センター なるべく旬のものを取り入れるようにしている
小学校 石巻西センター 一緒に調理する
小学校 石巻西センター 食材を大きめに切りかむ回数を増やしている
小学校 住吉センター 「いただきます」と皆で声を合わせて言うようにしています。
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別紙 各設問の「その他記載」・「自由意見」

小学校 住吉センター よく噛んで食べる。手洗い・うがいの徹底と消毒
小学校 住吉センター 食べる前食べた後の用意片づけのお手伝い
小学校 河北センター 用意してもらったおかずは苦手でも少しは食べてもらう
中学校 河北センター 準備、片付け（調理以外）はみんなで行う。
中学校 住吉センター 準備や配膳片付けまでが食事と教えている
中学校 住吉センター 一口目は野菜から

問１３　　問１２で「①はい」と答えた方にお伺いいたします。現在、お子さんは学校給食でどのような対応をしています
か？

小学校 住吉センター あまり給食にでない食物にアレルギー反応があるので、特に気を付けていない。
小学校 河北センター 代わりのおかずを持たせている。
小学校 石巻西センター メロンキウイなので食べない
小学校 石巻西センター 担任の先生と話をしながら行動してる
小学校 河南センター 生の卵白なので、給食では出ない。
小学校 住吉センター 先生に報告はしています
小学校 河北センター 血液検査で少し反応はあるが、医師からは食事について特になにも言われていない
小学校 河南センター アレルギーはあるが、反応が低いため（少量）対応しなくても良い
小学校 河南センター 生たまごを食べないようにしている
小学校 河南センター いくらなので学校給食には出ないと聞いています。本人もわかっているので特に対応していません。
小学校 住吉センター 先生に伝えている
小学校 住吉センター 給食でほとんど出ないので本人と先生に伝えています。
小学校 住吉センター 食べられないメニューに代替食を持参
小学校 住吉センター 生たまご出ない
小学校 河南センター 食べられない物がある時は家庭からその代品を持って行ってる。
小学校 石巻西センター 一品持参している
小学校 石巻西センター 食事制限なし
小学校 住吉センター 体調が悪い時（風邪ぎみなど）は食べないようにしている。
小学校 住吉センター 食べてはいけないものが給食に入る物ではないため何もしていない。（生の魚卵）
小学校 住吉センター 似たようなおかずをアレルギー食品をのぞいたのを持たす
中学校 住吉センター 魚卵（イクラ・すじこのアレルギーで、給食では出ないため、給食は普通に食べることが出来ます。
中学校 住吉センター 現在は、ピーナッツ系だけなので、特に除去しなくても大丈夫です。
中学校 住吉センター 弟は毎日お弁当持参
中学校 石巻西センター ヨモギアレルギー、ヨモギは食べさせないようにしています。
中学校 住吉センター 生の長いも、柿のアレルギーがあるので、給食には出ていないので今のところは普通どおりです
中学校 河南センター 体調を見ながら除いて食べたりしている
中学校 河北センター 自分で気を付けている

問１４　　問１３を回答された全ての方にお伺いいたします。学校給食で、普通食と異なる献立となるアレルギー対応食
を実施できるようになった場合、お子さんに希望しますか？

小学校 石巻西センター ニュースで取り上げられた件があるので希望したいと思うが、不安がある。

小学校 河北センター

同じ学校給食なのに自治体・教育委員会によって対応してもらえたりもらえなかったりするのはおかしいと思います。石巻
にもアレルギー対応給食を強く希望します。学校、教育委員会に相談しても取り合ってもらえない。次はどこに相談すれ
ば？市ですか？県ですか？マスコミですか？本当に困っています。民間委託の前に今現在給食を食べさせたくても食べ
られない子供がいることを知ってください。アレルギー品目チェックは親まかせ。学校には再三いってあるのに、他の子供
がおみやげで持ってきたクッキーを食べさせられました。子供は卵アレルギーです。卵入りでした。もっと知識を持ってく
ださい。知識を高めて下さい。

小学校 住吉センター これまでのところ、除去すべき食材が入った給食が出ていないので必要としない
小学校 河北センター アレルギー食が実施できるようになった時、状況をよく聞いてから判断したいと思います。

中学校 石巻西センター
幼少の頃から我慢ばかりをさせる事に親として抵抗がありましたが、高学年になれば社会勉強の一つとして考えるようにな
りました。その時々に対応していただけたらとてもうれしいです。

中学校 住吉センター 病院からは普通に食べさせてよいといわれているので家で考えながら食べさせています。
中学校 住吉センター これまでと同様のメニューでしたら普通食でいいです

問１５　　学校給食の民間委託について、どのようなイメージをお持ちですか。

小学校 河南センター
今まで通り市で行うのと民間業者に委託した場合と味・質・経費・給食費がどのように変わるか、検討がつかないので、こ
の質問には答えられない。

小学校 河南センター 考えたことがない
小学校 河北センター わからない
小学校 河北センター その会社の信頼度により大きく変わるように感じます。工場に向くものに期待したい。
小学校 河北センター 給食費が高くなる
小学校 石巻西センター 学校給食というものをきちんと理解した業者や人材を選んでほしいです。
小学校 石巻西センター ①の項目だと市職員は相当高い給料をらっているというイメージでとらえてしまいます
小学校 石巻西センター 民間委託はまだ先でいいと思う。他の学校での給食費未納の件を先に解決すべし。
小学校 住吉センター おいしいのかどうか？
小学校 住吉センター 安全であれば問題はないと思います。
小学校 河南センター 問題がおきた時のにげ道!!
小学校 河南センター 給食費よりも給食の質を考えていただきたい。高くなっても良い物を希望します。
小学校 河南センター 公的な立場にある学校給食であることで安心しているので、民間委託は大変不安です。
小学校 住吉センター 倒産したら、その後どうするのか。
小学校 石巻西センター 市や県の管理体制が維持できるのか。
小学校 河北センター 給食関係者の雇用の減少につながるのでは？
小学校 河北センター 時代の流れではなると思いますが、「給食のおじさんやおばさん」という方の存在がなくなることは淋しい気がします。

小学校 河南センター

依頼する民間業者によると思います。ただ、行財政改革の一環、合理化と経費削減に努めるというのであれば、給食の質
は落ちると思います。アレルギーを含め、育ちざかりの子供にとって、食事は一番大切だということを考えてほしいと思いま
す。

小学校 石巻西センター 給食費は上がるのでは？と思いましたが。
小学校 石巻西センター 徹底管理をして頂ければ問題ないと思います。
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小学校 石巻西センター メリット・デメリットは？
小学校 石巻西センター メニューが今までより少なくなりそう
小学校 住吉センター 利益の追求は考えないのであれば良いと思う。
小学校 河北センター よく分からない。
小学校 河北センター 給食費が上がるのではないか。
小学校 河北センター 給食費が高くなるのではないか。
中学校 河南センター サービス向上に期待する
中学校 河北センター 不安がありそうです
中学校 河北センター わからない
中学校 石巻西センター 子供達が楽しみな給食が委託となると、事務的な味というか、思い出に残る味がなくなると思う。
中学校 石巻西センター 新たな雇用につながる。
中学校 住吉センター 特にはありませんが、民間よりも現状の給食センターの給食が一番望ましいと思います。
中学校 住吉センター よく分かりません
中学校 住吉センター メニューが子供の好きなものにかたよりそう
中学校 住吉センター 競争することによって質や衛生など向上が期待できる。
中学校 河南センター 民間業者の独占にならない様に、数社を定期的に委託するようにした方が色々な面で偏りがなくて良いと思います。
中学校 河北センター 質が落ちる可能性がある（入札時の叩き合いで）

問１６　今後、学校給食センターの民間委託を検討していく際、あなたはどのようなことに特に留意すべきだと思います
か。

小学校 石巻西センター 民間委託には反対
小学校 河南センター 見学や試食会を行って欲しい
小学校 河南センター 教育委員会など必ず1人はつける
小学校 河南センター 量や質を今よりも落とさない。
小学校 石巻西センター 不定期に立入調査するなど管理をきちんとしてほしい。
小学校 河北センター スムーズな移行

小学校 河北センター

給食センターの職員も公務員なので、人件費を削減するならパート・嘱託扱いに切り替える努力をしてみたら。また、学校
給食は、未来ある子供達に食事を作っているという責任と利益追求だけではない愛情という想いもふくまれていると思いま
す。洗浄業務は誰でもできるので、民間でも良いと思う。民間委託する場合は、公務員規約にのっとった職務行動を順守
させるなど誓約が必要だと思われる。

小学校 河北センター 子ども達の笑顔を大切にする食事作りをして頂けるのか。
小学校 河南センター 委託する業者がどういうところか念入りに充分に把握するべき
小学校 河北センター 説明会を開くまではいかないが、文書で知らせてほしい。

問１７　　学校給食における調理、洗浄業務の民間委託について、あなたのお考えを次の中から選んでください。
小学校 住吉センター 衛生管理がきちんとできるのか。
小学校 住吉センター 子供の栄養バランス味等子供たちが美味しく楽しく食べられればどちらでもよいです。
小学校 河南センター 民間にすると経費節減になるのですか？
小学校 河南センター 安全安心ならば民間委託でもよい

小学校 河北センター
民間委託すると何が目に見えて変わるのかわからない。たとえば給食費が安くなる…とか１品増えてもカロリーそのまま…
とか。メリット・デメリットの表記がないので。

小学校 河北センター 子どもにとってよりよいものになれば
小学校 河北センター 衛生管理などがしっかりと行われるのであればどちらでもよい

小学校 石巻西センター
市教委のみなさんがよく考えて検討した上で出した答えなら民間委託も悪くないと思います。ただ、問い15でもかきました
が、良品な業者・人材を選んでほしいです。

小学校 河北センター 市直営と民間のちがいがわからないので答えようがないです
小学校 河北センター 衛生管理をしっかりしてくれればどちらでもよい
小学校 河南センター 説明を聞かないと何とも言えない
小学校 河南センター 安全性が確認出きるのであればどちらでも良い
小学校 河南センター 民間委託が給食費の増となるのではないか。
小学校 住吉センター 学校内で給食を作ってほしい
小学校 住吉センター どちらにしても内情、現状を公表すべきだと思う

小学校 住吉センター
どちらでも良いが、給食センターの衛生管理に信頼があり、民間委託になった時、衛生面などに問題が生じないか少し不
安がある。

小学校 住吉センター 安心・安全を一番に考えてもらえれば、どちらでもよい。
小学校 住吉センター どちらでもよいが、とにかく衛生管理は万全にしていただきたい。
小学校 河南センター どうでもいい

小学校 河南センター
民営化する事でこれまでのものが無くなる訳では無いと思うが、詳しく知りたい（これまでの経験は活かすべきだが民間の
ノウハウも活かすべき）

小学校 河南センター 市の経費はどうでもいいです。それよりも子供たちにとって質の良いものを提供してくれる方にしてもらいたいです。
小学校 住吉センター 市直営だろうが民間だろうが子供達が安心して食せるように努められるのであれば良い（どちらでも）

小学校 住吉センター
メリットとデメリットを考慮し、それでも民間委託が良いというのなら委託しても良いと思うが、はしとスプーンも自宅で洗わな
くて済むようにしてほしい。

小学校 住吉センター 業務責任を明確にすべき。
小学校 住吉センター 市直営か民間経費節減よりも子供たちに安全な給食を提供できる方法が望ましいと思います。
小学校 河北センター 民間に委託しても不都合があれば市直営に戻れる様にしてほしい。

小学校 河北センター
調理については、検討を要すると思います。洗浄に関しては、民間委託とし、衛生管理を徹底するのは良いことだと思い
ます。

小学校 河南センター 経費削減のためにするのであれば民間委託はしない方がいい。
小学校 石巻西センター 経費削減などの為に必要であれば進めるのも良いと思うが、衛生管理等きちんと目が行き届くのか心配。
小学校 石巻西センター 資料等がないため比較検討出来ないので回答できない。
小学校 石巻西センター 質を確保できれば、民間でも可。
小学校 石巻西センター 調理員雇用を考えると、民間委託しながら引き続き地元調理員雇用がよいのでは
小学校 石巻西センター 安価で安心それでおいしければよい給食はありがたい。
小学校 石巻西センター 民間委託のメリットデメリットの資料がないので判断しかねる
小学校 石巻西センター メリット・デメリットをよく検討して進めてほしい
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小学校 住吉センター 民間の選択にもよると思う。食育に力を入れているところなら安心して任せられる。
小学校 住吉センター どのくらい経費節減できてどの面が安全性も確保できるのか詳しく情報公開してほしい

小学校 住吉センター
市直営と民間の違い（方法など）がわからないので、なんとも言えないが、安全管理をしっかり行うのであればどちらでもよ
い。安くても質が悪ければ反対

小学校 住吉センター メリット・デメリットなど詳細がわからないので判断できない
小学校 河北センター 2と思いますが、少ない利益で引き受ける業者が見つかるのかどうかとも思います
小学校 河北センター 安全性を重視してもらえればどちらでも良い。
小学校 河北センター きちんと比較検討した上で、どちらが良いか判断すべき。このアンケートだけでは比較出来ない。
小学校 河北センター 2と思いますが、少ない利益で引き受ける業者が見つかるのかどうかとも思います
小学校 河北センター 子どもたちの食べる食材が安全ならどちらでもよい。
小学校 牡鹿センター 衛生管理をきちんとし、安全な給食を子供達に作ってもらえればどちらでもよい。
小学校 河北センター 子供にとって楽しく食育を考えながら教室で食事が出来る給食であれば削減できる方でいいと思う

中学校 住吉センター
経費節減のために優先されないよう、その上で、安全管理やアレルギー等多様なニーズに応えられる体制を作るにはど
ちらが良いのかを比較検討してほしい。

中学校 住吉センター 全てを委託する事には不安を感じますが、時々、市の担当者が検査などしてもらえれば、少々不安は減るかと思います。

中学校 河北センター
私は以前給食センターで働いていました。洗浄業務をしていたのでよくわかりますが、とても衛生面に気をつけていまし
た。

中学校 住吉センター どちらにしても外の意見や情報を常に取り入れ風通しのよい体制であればよいです
中学校 住吉センター 安全面や衛生管理の点をクリアできれば民間委託を進めてもよいと思う。
中学校 住吉センター 資料がないため比較できないので回答できない
中学校 石巻西センター 市でも民間でもメリット・デメリットは必ずあると思うので、しっかり検討した結果に任せたい。
中学校 石巻西センター 洗浄業務は良いが、調理はメリット・デメリットを考えなくてはならないと思う。
中学校 石巻西センター 安全なら民間でもいと思う
小学校 河南センター 給食費、経費が節減でき、安心して美味しい食事ができるなら、民間に委託してもいいと思う。

問１８　　今後の学校給食に関して、あなたが期待することは何ですか。
小学校 住吉センター 前の給食センターの方が味付けが良かったのですがとても頑張っていると思います。ありがとうございます。
小学校 河南センター 子供が笑顔になる給食
小学校 河南センター 給食で美味しかったという思い出を育てて欲しい
小学校 住吉センター 施設の見学
小学校 河南センター 伝統ある郷土料理等を食べさせたい。
小学校 石巻西センター 給食費未納者への毅然とした対応
中学校 河南センター 栄養の説明
中学校 住吉センター 量を増やしてほしい。
中学校 石巻西センター 食事の量、ボリュームがほぼ毎日均一に感じられるよう調整してほしい。
中学校 河南センター せっかく震災体験をしたので、節約の仕方や工夫、震災時の食のあり方など、忘れさせないで欲しいです。

問１９　自由意見
小学校 住吉センター 子供たちが安心して楽しい給食ができるように心がけてほしいです。
小学校 住吉センター 給食の味や質などよりも、やはり衛生管理・安全安心な給食が第一だと思います。
小学校 住吉センター 全てにおいて、安心して食べることが出来るのであれば、市直営でも民間委託でもよいと思います。
小学校 住吉センター もう少し多くしてほしい。（副食）

小学校 住吉センター
とにかく安全な物をとりいれて欲しい。教室で食べるのではなく、全校が一緒に集まる食堂があると、子供たちも楽しいと
思う。

小学校 住吉センター
現在の環境上、安心・安全な食材の提供を望みます。子供が給食楽しみでいてくれるようにお願いしたい。（現在はとても
楽しみなようです）

小学校 住吉センター
物価が上昇しているので、給食の質が落ちるよりは給食費の値上げも仕方ないと思います。（多少のですが・・・）子供達
が美味しく、あまり残さないように食べれる献立をお願いします。

小学校 住吉センター
栄養のバランスが良ければ子供が楽しみになる。メニューを少し増やしてほしい。昔からですが女子には規定の量のご飯
が多い様な気がします。個人差もありますが…

小学校 住吉センター いつもバランスのとれた給食でとてもよいと思います。ありがとうございます！！
小学校 住吉センター みんなと同じような給食を食べれることで、楽しさ・嬉しさがあると思います。

小学校 住吉センター
栄養のバランスを考えた給食を提供していただきありがたいと思っています。これからも安全性や質が落ちるようなことが
なければよいと思います。よろしくお願いします。

小学校 石巻西センター
子供が「今日も残さないで食べてきたよ！！」と言われるととても嬉しく思います。家では食べない食材でも、給食ではしっ
かり食べてきてくれます。これからも子供達がおいしく楽しく食べられる様な給食を作っていただきたいと思います。

小学校 石巻西センター
家ではなかなか野菜を食べず困っているのですが、学校ではいつも”ぺロリ賞”をもらってくるそうです。回るの雰囲気もあ
るでしょうが、工夫され美味しい給食なのだろうなと安心しております。

小学校 石巻西センター 安全な食事を食べられることに感謝し楽しく食べる

小学校 石巻西センター

水道水を使って調理をするのはやめて欲しい。辛いもの等刺激が強い料理は腎臓に負担がかかるので味の濃い物や辛
い物は給食に出さないで欲しい。日本水道協会の基準は低いので、世界基準のレベルで調理する等可能であればお願
いしたいです。

小学校 石巻西センター どのような給食を食べているのか見学もしくは試食する機会をとってもらえたらいいです。

小学校 石巻西センター
子供達が待ち遠しくなるような目玉メニューを月１回位考えてくれると食べることへの楽しみや興味が湧いてくるのではな
いかと思います。

小学校 石巻西センター
給食でアレルギー対応食が出していただけるようになると親としてはありがたいです。食材は安全なものを使用していただ
きたいです。

小学校 石巻西センター
一つ一つの食物に抵抗なく食べられるようなメニューが多いといいと思います。食育は家庭でも必要なのでメニューを紹
介してほしい。

小学校 石巻西センター
給食でみんなと食べることによって、好き嫌いが減ってきたように思います。これからも安全でおいしい給食をよろしくお願
いします。

小学校 石巻西センター 地元産の食材をもっと増やしてもよいのではと思います

小学校 住吉センター
いつも子供達のためにおいしい給食を調理していただきありがとうございます。好き嫌いがあるのは残念なのですが、
様々なメニューを今後も考えて提供していただくと助かります。よろしくお願いします。
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小学校 住吉センター
「おふくろの味」とか「伝統食」などが家庭でなくなりつつある（できないから…）ので地元の食材を生かした献立などを入れ
ながら保護者にもその情報提供をお願いしたいです。

小学校 住吉センター

昔学校にあった給食室は子供たちの五感を刺激し作り手が見えることや美味しそうなにおいが漂ってくることは子供たち
の食欲を刺激してよかったなあと思うことがあります。民間に委託し市の税金の削減になるのか分からないので具体的に
示してほしいです。

小学校 住吉センター

他市他県の給食と比較するともっとバラエティー豊かな献立を期待します。時代の変化とともに新しいメニューを増やして
ほしいと望みます。給食は子供にとって１日をハッピーにするものです。親の期待も大きいので一生懸命給食費を納入し
ています。給食の材料はとてもいい物と聞きます。最大限のおいしさにつながることを切望します。量の増量も必要かと感
じます。満足はしていません。

小学校 住吉センター いつもおいしい給食をありがとうございます。できれば民間委託はしないでいままでどおりの給食を望みます。

小学校 住吉センター

・給食に出るメニューを家庭でも作ってほしいと言われ作るものの味が違うといわれることがあり作り方などの公開をしてほ
しい。（今もあると思うがもう少し品目を多くして！）・高学年になると家庭科の授業も始まりますが、出張授業のような形で
子供たちの目の前で一緒に給食のメニューを作っているところなどを体験させてほしい。（昔は自校方式だと近くで給食
の調理現場を感じられた身近なものだった。）

小学校 河南センター
パンの日は残すことが多く理由を聞くと、パンと合う副食がなかったり、あまりパン自体好んでいない様子なので、できれば
米飯がうれしい様です。

小学校 河南センター 天気の日は外で食べたり給食の時間の工夫がほしい

小学校 河南センター

焼き魚や肉などシンプルな給食があっても良いと思う。香辛料を使った料理が多々あるようで苦手な子もいるので慣れて
きた頃に出すなど考えていただけると嬉しいです。保育所よりも量も多く苦戦している子もいると思いますのでよろしくお願
いします。

小学校 河南センター おこたることなく食材の安全に気を付けて欲しい。放射性物質についてきちんと調べて欲しい。

小学校 河南センター
「給食が楽しみで学校に行く！」と言ってくれるような夢のある給食を出し続けていきたいと思います。安心安全な食材・衛
生面もあわせてお願いしたいですね。

小学校 河南センター
衛生管理の不備は今まで聞いたことがないので今まで通り維持してほしいです。普段から十分楽しみにしていますが、と
ても珍しい様な献立があったらいいと思います

小学校 河南センター
給食は何よりも子ども達が楽しく食べれることが大切だと思います。食品や添加物等々で気になることはありますが、「今
日も給食が楽しみだな」と思ってもらえる食事の提供をお願いします。

小学校 河南センター
献立を家庭の食卓のヒントにさせてもらってます。あとは、給食と食卓が重なって同じメニューにならないようになどです
が。ただ時々パンとうどんやスパゲティー、やきそばなど炭水化物がメニューに多い時があるのが気になります。

小学校 河南センター 一番望むことは本当に安全な食材を使用してほしいということです。

小学校 河南センター
野菜嫌いなうちの子は、給食は残さず食べるので、給食に感謝です。アレルギーが少しあるので、対応食を出してほしい
です。

小学校 河南センター なるべく早期にアレルギー食への対応ができる給食を作ってくれるようになってくれればいいと思います。
小学校 河南センター 安全安心のできる学校給食をこれからも引き続きよろしくお願いいたします。

小学校 河南センター
子どもたちが普段食べている給食ですが、親はほとんど目にした事も口にした事もないので、試食会やメニュー表だけで
なく、写真を貼り出したり又は人気メニューレシピを公開したりと親にもわかるようにしてもらいたいです。

小学校 河北センター
給食を通して野菜が苦手だった子が食べるようになりました。友達の前だから同じものを食べようという気持ちになってい
るようです。ありがとうございます。

小学校 河北センター 子どもが美味しく食べれていて　アレルギーの子にも対応できる給食をお願いしたいです。

小学校 河北センター
たまにこんだて表を見るときがあるのですが、繰り返しのおかずがやや多い気がしました。たまたま見ると先月や先々月と
同じ？と感じることがありました。もっとおかずの種類が増えるといいなあ～と思います。

小学校 河北センター 何時も給食を美味しく作っていただき感謝しています。今後も子供達のために美味しい給食をよろしくお願いいたします。

小学校 河北センター 給食が楽しみの一つとして学校生活の中にあり、食べる楽しみや食材への興味を持つきっかけとなればと思います。
小学校 河北センター 栄養バランスを考えたこんだてを今後も続けてほしいです。
小学校 河北センター 震災前のように箸を給食センターの方で毎日だしてほしいです。

小学校 河北センター

昨年給食参観があり、何十年ぶりに給食を食べたのですが、量の少なさと野菜が少なく感じました。（ドックパン・ウイン
ナー１本、やきそば、ヨーグルト、牛乳）献立を見てもデザートの少なさにビックリです。何十年前と比べるのもどうかと思い
ますが、私が食べていた頃は冷凍みかん、パイン、フルーツポンチ、フルーツヨーグルト、クレープ（アイス）。パンもきなこ
揚げパンなどもっとバラエティーにとんでいました。高学年になったら足りるのでしょうか？

小学校 河北センター 地産地消地元（宮城）の食について（特産）等子供達がもっと感心が持てる様アピールできればと思います。
小学校 河北センター 成長期の子供たちに十分な量の給食を提供してほしい。
小学校 河北センター いつも感謝しています。これからもよろしくお願いします。

小学校 石巻西センター

学校給食センターの民間委託は賛成できません。民間業者に委託すると利益を追求しすぎて質が落ちたりアレルギー対
応食を作ったとしてもどこかでミスがありそう。実際にアレルギーの子どもに「アレルギー対応食」として、アレルギー物質が
入っている食材を提供している業者も石巻にはあります。（後で交換に来ますが）もしそれが小学校中学校の給食でお
こったらとてもこわいです。今までどおりの運営を希望します。

小学校 石巻西センター
学校給食は子どもたちにとって学校生活の中の楽しみの一つでもあります。また、家では残す食材であっても給食では食
べることもあるようです。これからも安全でおいしい給食の提供をお願いいたします。

小学校 石巻西センター いままで通りでいいと思います
小学校 石巻西センター 家庭では作れないようなバラエティーなメニューも期待します。その中で残食もできるだけ少ないようにお願いしたいです

小学校 石巻西センター

献立表はみるものの、実際にはそれがどんな形でどれくらいの量なのか味ももちろんわからないので答えにくい項目が多
かったです。現状がわかっていないのだから民間委託についてとわれてもわからず。保育所にも幼稚園にも給食参観が
あり年１回でしたが、行ってみるとイメージががらりと変わりました。小学校にも同じ様なものがあればいいなと思いました。
保護者の給食へ対する意識も高まるでのではないでしょうか。

小学校 石巻西センター メニューを見ると毎回同じ様なものばかり。メニューをもう少しふやしてはどうでしょう。
小学校 石巻西センター 「昔の給食を味わってみる」ような企画があってもよいのかなと思います。

小学校 石巻西センター
衛生管理だけは徹底して行ってほしいです。私が学生のころとにかく汚れた食器があるのが気になっていたので。給食の
食器が嫌いでした。自分の子供に同じ思い出を残してほしくないので、いつもキレイな食器お願い致します。

小学校 石巻西センター メニューがいつも同じようなものが多いのでは。
小学校 石巻西センター 地元の食材を使用して給食を提供してほしいです。

小学校 石巻西センター
果物をもう少し出してほしい　多賀城の学校ではラーメンが出て美味しかったそうです　麺は袋に入っていて自分でつゆ
に入れるそうです。

小学校 石巻西センター 安全な給食を望みますが、選択肢がもっと広がればアレルギーを持つ子は安心なのではないかと思います。
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小学校 石巻西センター

試食会で親も食事をした時ちょっと見た目的にものたりなさを感じました。昔と違って材料費も高くなってるので仕方ないと
は思いますが、見た目だけでもテンションが上がるような料理だったり量だと子供達もうれしいのではないかな？と思いま
した。

小学校 石巻西センター 子どもからの意見も必要だと思うが、保護者の意見も取り入れて欲しいです。

小学校 石巻西センター

子供がご飯がべちゃべちゃしてまずいと言っています。１人分ずつアルミ缶みたいのにご飯を入れて食べさせてあげてく
ださい。献立メニューが毎回同じパターンなので月に１度リクエストメニューっていうのをつくる。（例：ハンバーグ、から揚
げ）

小学校 石巻西センター

とにかく安心安全が一番だと思う！献立をもっと充実したものにしてほしい！ワンパターンすぎるしギョーザシューマイ１個
はないと思う！肉魚のｇ数が少ない！弁当の日があるのはなぜ！年間を通して給食にしてほしいです。この意見はどちら
に言えばいいのでしょうか？栄養バランスは考えられていると思うが、給食が楽しみになるような献立作りをしてほしいと思
う！※回答はもらえるんですよね！

小学校 石巻西センター
セシウム・鳥インフル・空気汚染など次々問題が出ています。常に食の安全安心を第一に、給食を提供していただきます
ようお願いいたします。

小学校 石巻西センター 放射能汚染の問題があるので、内部被爆が未知なのでとても心配。安全な食材を厳選して提供してほしいです。
小学校 石巻西センター できるだけ、できたてのものを食べさせて欲しい。

小学校 河北センター
震災後に比べると大分もどってきたというのはわかりますが、質・量ともに皆が満足しているものではないと思います。価格
の問題等もあるかもしれませんが、子供たちが食べたくなる満足できるバランス良い食事をお願いいたします。

小学校 河北センター 食中毒
小学校 牡鹿センター 量が多い
小学校 牡鹿センター 量が多い
小学校 河南センター 食材については特に安全性を重視してほしい

小学校 河南センター
アレルギー食への対応は必要不可欠だと思います。また、衛生面では万全を期していただき、楽しい学校給食となる様、
お願いいたします。

小学校 河南センター 前のように、はし、スプーンを給食センターの方で準備していただければと思います。
小学校 河南センター 美味しく、安全な給食でしたら、何も言うことはありません。
小学校 河南センター いつもおいしい給食をありがとうございます。

小学校 河南センター
家庭でのメニューはどうしても片寄ってしまうので、給食のメニューの多様化を希望します（予算等々大変でしょうが…）嫌
いなものでも学校だと頑張って食べるようなので。

小学校 河南センター

我が家は子供達へ今日の給食を聞いて食事の準備をしたり、朝に昼食のことを聞くことにしています。家庭では味わえな
い集団でのお昼ごはん。一食ずつ感謝と残さず食べて欲しいという願いは私の親も一緒だったと思います。これからも美
味しい給食をどんどん作って下さい。

小学校 河南センター 子供達が笑顔の絶えない給食。安心・安全な給食を常に提供できるよう願います。
小学校 河南センター はしとスプーンはいつまで持って行くのでしょうか？3人いるので、毎日洗うのが面倒です。

小学校 河南センター
今、子どもたちが好きなメニュー（カレーなど）は、必ずお弁当の日など食べられない日になっていることが多いので、どの
学校・幼稚園の子どもも食べられる日にしてほしい。やっぱり好きなメニューは食べたいですよね。

小学校 河南センター
家庭では、栄養面で毎日バランス良く作れているかと考えると、なかなな上手くできないと思います。子供達が毎日、バラ
ンスの良い昼食を食べていると思うと大変助かり、安心できます。これからも、おいしい給食をよろしくお願いします。

小学校 河南センター
経費（お金）よりも、子どもがおいしく、楽しく、安心して食べられる給食を望みます。子供の体づくりはお金ではありませ
ん。

小学校 河南センター

家での食事で栄養のバランスが良いのか少し不安があるので、お昼の給食は大変助かります。給食試食会などで何度か
試食していますが、身体の大きい子は、これではちょっと少ないかなと思うことがありました。（年齢的に計算した栄養だと
思いますが）

小学校 河南センター これからも、食材の放射能濃度を測り、子ども達により安全な物を食べさせられるようにして頂きたいです。
小学校 住吉センター 果物・デザートの充実
小学校 住吉センター これからも子供たちのために美味しい給食の提供をよろしくお願いします。

小学校 住吉センター
安心、安全はもちろんの事、育ちざかりの子供達にとって大切な学校給食です。子供達が笑顔でおいしく食べられるよう
充実させてほしいと思います。

小学校 住吉センター 安全安心と思っているので、期待にそむく事のない様にしていただければと思います。

小学校 住吉センター

栄養価や野菜など多くつかったメニューなど、日本人の子供に対応したメニューが充実していると思います。なるべく欧米
化したものは学校給食ではふさわしくないので今まで通り子供達のために作ってほしいと思っています。いつもありがとう
ございます。

小学校 住吉センター
今の時代、食育はとても大事な事だと思います。子供の口に合わせるのではなく、食材の本来の美味しさや食に対しての
大切さを、もっと教えるべきだと思っております。今後とも美味しく安全な給食をよろしくお願いします。

小学校 住吉センター 特になし

小学校 住吉センター いつもおいしい給食をありがとうございます。これからも子供達が楽しい給食を宜しくお願いします。

小学校 住吉センター
いつもバランス良く、おいしい給食を提供して頂き、感謝しています。病院等の給食も民営化がどんどん進み、学校給食
も民営化になるのか…と少し寂しく思う部分もありますが、これまで通りのおいしい給食を提供お願いします。

小学校 住吉センター これからも安全で安心な学校給食であってほしい。

小学校 住吉センター

給食を喜んで食べています。毎日「おいしかったよ」と言っています。給食の話は、けっこうしています。子供達は、どのメ
ニューもおいしいと言っているので、満足していると思います。栄養も沢山とれていて感謝です。ありがたいです。給食セ
ンター見学できるといいですが、衛生的にだめですよね？すみません。

小学校 住吉センター
少ない経費で、安心でバラエティに富んだ美味しい給食を食べられる事はとてもありがたい事だと思います。子供たちば
かりではなく、私たち保護者も感謝しなければならないと思います。

小学校 住吉センター

給食が食べられるだけ幸せなことだということをわかってもらいたい。味とか献立の多様化だとかあまり興味がない。それは
家庭ですればよいと思う。皆で楽しく食べられること、たまに給食でしか食べられない思い出食のような物があればよいと
思う。子供はそんなにお腹をすかせてはいない。３食のうち１食なので、きばらずにやってもらいたい。

小学校 住吉センター これからも安全で安心な学校給食であってほしい
小学校 住吉センター メニューをもう少し増やした方がよいのでは。少しバリエーションが少ないと思います。

小学校 住吉センター
可能であれば地産地消、もしくはセシウム等の汚染のない地域の食材を使用してほしいです。また、センターだけでなく
給食費の集金も民間委託すれば、未納が減るのではないかと考えます。

小学校 住吉センター
産地もできれば安全な地域から仕入れて欲しいです。あと、給食費の集金も民間に委託すれば未納が減るのではと思い
ます。未納の多い地域らしいですので。
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別紙 各設問の「その他記載」・「自由意見」

小学校 住吉センター

私の小学校の時は、学校に給食室があり、学校で給食を作ってもらっていました。お昼近くになると、作っているにおいが
して給食が楽しみでした。作っているおばさん達にも感謝の気持ちも持つ事ができました。同時に、家で作ってくれる母に
も感謝の気持ちを持つことができました。民間にというのはどうなんですかね？

小学校 住吉センター

アレルギーの子どもを持つ親からすると、学校でアレルギー対応の給食を提供してもらえると、とても助かります。しかし、
食材も良いものを選ばないといけないと思うので、専門医の指導を受けた上で、検討して欲しいと思います。多賀城市の
かくたこども＆アレルギークリニックの角田和彦Dr.は全国的にも有名な先生です。

小学校 住吉センター アレルギー対応の給食があれば実施して欲しいです。

小学校 住吉センター
必要に応じて栄養表を頂けるのはありがたいです。これからも栄養表の作成は続けてほしいです。いつもありがとうござい
ます。

小学校 住吉センター
「今日の給食おいしかった」と毎日言われます。これからも子ども達がよろこぶ給食を提供していただけるとありがたいで
す。

小学校 住吉センター
安い給食費でいろいろなメニューがでることは、とてもありがたいことだと思います。もっと食育の授業などを取り入れて、
給食のありがたさを教えると残食も減るのではないでしょうか。

小学校 河北センター
毎日、子供達は楽しみにしています。帰ってくると「今日は残した」「今日は全部食べれたよ」などと教えてくれます。これか
らもよろしくお願いします。

小学校 河北センター 美味しい給食を子供達にお願いします。

小学校 河北センター

好き嫌いはありますが、少しずつ食べる努力をしているみたいです。みんなと一緒に食べる楽しみもあるらしく、帰ってくる
と「今日は一つ残した」「今日は全部食べれたよ。おいしかった」など聞かせてくれてます。これからもよろしくお願いしま
す。

小学校 河南センター 子供たちはとてもおいしいと言っています。時々レシピもあると家で作ってみたいと思う
小学校 河南センター 地元産の食材をもっと使ってほしい。
小学校 河南センター 学校でなのですが、おしぼりがないようなので紙のおしぼりや家庭でおしぼりを持たせるようにしてほしいです。

小学校 河南センター
給食費を安く抑えるために仕方ないかもしれませんが、地元産の食材を使っている事がすくないと思います。もっと使って
ほしいと思います。

小学校 河南センター 安全安心な食事提供に万全を尽くし給食の楽しさを伝えてほしい
小学校 河南センター はし持参はいつまで続きますか？
小学校 河南センター できるだけ毎日給食があるように予備日の日にも給食があるようにしてもらいたいです。
小学校 河南センター 一番の望みは、子供達が笑顔で過ごせる給食になることです。
小学校 河南センター 原材料は、極力国産の物で賄ってほしいと思う。
小学校 河南センター うちの子供達は給食をおいしく頂いている様です。家ではあまり使わない食材もおいしいと言ってます。
小学校 河南センター アレルギーとは言うものの、対応は本当にできるのか？何年先までかかるのか？流通方法は？
小学校 河南センター 特になし

小学校 河南センター
牛乳を毎日摂らなくても良いと思います。牛乳でＣａが補われるより、アレルギーになる可能性が増えると思います。牛乳
は、あえて飲まずに育てていますが、パックのお茶や野菜ジュースなどに替えてもいいのではないでしょうか。

小学校 河南センター
お疲れ様です。毎月の献立を見ると本当にありがたく感謝しています。ただ一つ要望があるとすれば、ご飯は一人一人容
器に入っていた方が衛生的だなぁっと感じるので、以前のように一人一人個別の容器になって欲しい点です。

小学校 河南センター
地元の食材、郷土料理もどんどん食する機会を作って、どうして食べられるようになったのか説明もあると良い（例・はっと
汁など料理が作られるようになった過程）

小学校 河南センター
子供が登校する楽しみの中に給食があります。なので子供達が何が好きで何が食べたいのか直接聞いて頂いたほうが良
いと思います。安心安全はあたりまえの事です。友達と笑顔で給食を食べる事を希望します。

小学校 河南センター いつも美味しい給食をありがとうございます。

小学校 河南センター

運営が合理的なのであれば民営化する事は県や市の管理下で営まれて問題と思われる事は無いと思います。保護者の
意見としては子供達の前に並ぶ給食が安心安全で栄養のバランスがとれている物であれば多少の給食費の上下は（上）
問題とは思いません。食育に関しては家族でも随分と教育しているつもりですが最低限のマナーが身に付いていれば楽
しく給食の時間を過ごして欲しいと思っています。お行儀よく、心から感謝し、世界の事を広く考えながら…とまではいか
なくとも心の片隅に有難みを感じて食事できる様な食に対しての教えを促して欲しいです。私たち大人の意識が一番大
切である事を前提に。

小学校 河南センター 箸の持ち帰りがなくなってほしいです。給食止めの日も少なくしてほしいです。

小学校 河南センター
給食は現状としては良くないと思います。仙台市のように自分の学校に給食室を用意するべきではないでしょうか。親とし
ては金よりも質をよくすべきだと考えていますし、市に対しての希望でもあります。

小学校 河南センター
子供は給食の話をよくしてくれます。昔私が食べてきた給食と今は違って、家庭とほとんど同じような内容でした。今の献
立をみると、いろいろな名前の料理があるのだとかえって勉強になります。

小学校 河南センター
飽食の時代、、、食物が溢れ返り、反対に心は腐る。食の大切、料理の貴さが子供たちに伝わりにくい。どうあるべきかを
しっかりプロットを組み立てて我々母親に示して欲しい。

小学校 河南センター アレルギー対応食実施を強く希望します。
小学校 河南センター 給食は一緒にたべる楽しさが思い出になっているので子供たちにも楽しい時間であってほしいと思っています

小学校 河南センター
いつもバランスの良いメニューありがとうございます。自宅ではこう毎日バランスが良くが難しいので、学校給食は大変あり
がたいです。もう少し給食に宮城の食材を取り入れたくさん食べてほしいと思います。

小学校 河南センター

作ってもらったものをいただく、みんなで一緒におなじものを食べながら共感することがたのしい、学校給食。親としては安
全な食材を提供していただくことが大きな安心です。「合理化」「経費削減」で子供たちの安心安全性の確立まで犯さない
でほしい。味や質の向上までは望みません。今でも十分おいしいと子供たちは言っています。それよりも給食費の未払い
者への対応をもっと徹底することはできないでしょうか

小学校 住吉センター
アレルギーに関してはいろいろ考えます。アトピーなどもある子どもも食事から改善を進めていくこともできると思うので、そ
ういった多様なニーズにこたえられる学校給食を期待したいです。

小学校 住吉センター 衛生面での管理、安心安全な食材提供を求めます。

小学校 住吉センター
もっと地元の食材を生かした献立があればいい。貝類など海のものや、心配な人も多いと思うがせっかく海の街に住んで
いるので、安全を考慮したうえで何かしらあるといい！

小学校 住吉センター 好き嫌いがはげしく家のメニューでは偏りがちなので学校給食では郷土料理など様々なメニューを出してほしいです。

小学校 住吉センター
現在アレルギー等々の影響でメニュー自体昔とは若干違いがあるようだが、自宅に帰ってきた時の話題にもなると思うの
で、過去（親の世代が食してたであろう）のメニューを子供たちにも経験させる（提案）

小学校 住吉センター
アレルギー食の対応が出来た場合、その子供によって何が食べさせられないのかが違うのでそれぞれの代替食を用意す
ることができるのかまたそれを把握できるのか心配です。

小学校 住吉センター
給食を毎日楽しみにしています。家庭での食経験の乏しい時代で、季節伝統料理をせめて学校で経験できる体制は
ずっと続いて欲しいです。子供達の伸びゆく体のためにも安全でおいしい給食に期待します。

小学校 住吉センター 帰ってくると「給食の量が少ないからお腹がすいた」と言う時が結構ある。もう少し量を増やせないものか…。
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小学校 河北センター

学校給食は、安価で安全な物を出していただいているので、とてもありがたいです。しかし、アレルギーを持っている子供
が多いため、おかずの主になる物が、たまごの厚焼きなどアレルギー食材がメインだと、子供は副菜と汁物だけで給食を
食べて来ます。お腹をすかせて帰って来るので、多少、アレルギーの子供の事を考えていただけたら、ありがたいと考え
ています。

小学校 河北センター これからも、子供達が安心して食べれる食事を提供してください。よろしくお願いします。

小学校 河北センター
家では食べない食材でも、学校では食べられたと教えてくれます。これからも様々な食材を利用し、子ども達が楽しんで
食べられれば良いと思います。毎月の献立表、わかりやすいです。

小学校 河北センター

現在お弁当の日がとても多く感じられます。給食は年間180日であり、残りはお弁当である、と学校側から説明をうけてい
ます。しかしながら、学校の行事がある時に弁当となると、子供達の荷物もふえ、自転車通学の子供達にとっては大変で
す。コストの事を考えると、余計に給食費を支払ってもかまわないので、ぜひ給食の日数をふやしてほしいと強く願いま
す。

小学校 河北センター 第一に安全安心な給食を提供していただくことを願います。子供達の為に・・・

小学校 河北センター
問17に関連して、業務は市直営でも民間でもどちらでもかまわないが、給食を食べる子供達の事を一番に考えて欲しい。
子供達が安心安全そして楽しく給食が食べ続けられる様にお願いしたいと思います。

小学校 牡鹿センター

以前と比べるとアレルギーの子供に対する対応は改善されてきているとは思います。ニュースでやっているようないろんな
事故があるので、先生方も大変だとは思いますが、一品でも二品でも他の子と同じ見た目のものが食べれるのは本人も家
族もうれしいと思います。

小学校 住吉センター

日頃より子供たちへの給食づくりにご尽力いただきありがとうございます。又このようなアンケートを実施していただき感謝
申し上げます。給食に親で有る私が一番望むことは安全安心できることです。震災以降だいぶ落ち着いてきましたが、食
材の汚染はまだつづいております。魚やきのこ、主食であるパン（小麦）米や牛乳など心配しております。ひき続き放射能
検査をお願いいたします。

小学校 住吉センター

学校給食については、アレルギーの子をもつ親としては何一つメリットはありません。学校給食は廃止すればいいとさえ
思っています。現在望むのは、ご飯を提供してほしいということです。（今まで２回ほどお願いしましたが、無理と言われて
しまいました。）

小学校 住吉センター 世界の料理を出してほしい。食べるのがもっと楽しくなると思う。
小学校 住吉センター あまりメニューを今風にもせずとも子供の成長の助けになるよう、今までどおりで十分と思います。
小学校 住吉センター 体格がいいので、おかわりをたくさんしたいそうです。
小学校 住吉センター なかなか難しいとは思いますが、もう少し温かい給食を提供していただければと思います。
小学校 住吉センター 民間委託になれば、石巻市の財政も少しは解消すると思うので、民間委託を進めるべきである。

小学校 住吉センター
子どもたちが楽しみにできるような給食を今後も維持し、さらにメニューも多様化すれば良いと思う。はしやスプーンを自宅
に持ち帰って洗う必要がないようにしてほしい。

小学校 住吉センター
給食センターの見学を実施してほしい。子どもたちが実際に給食が作られるところを見れば給食に対する意識も向上する
のではないか。

小学校 住吉センター
献立表には毎日の献立や使われた食材・栄養価等細かく記入してあり、給食センターさんのご苦労がよくわかります。献
立表を見る限り、充実しているように感じますが、実際の給食を見学・試食できないのは残念です。

小学校 住吉センター

成長期の子どもに家で毎日考えて献立をたてるのは難しいものです。学校給食では、栄養面などを考えて色々な美味し
い給食を食べさせていただけることに常に感謝しております。3食のうち1食でもそういった給食を食べているということに安
心しております。

小学校 住吉センター
子どもたちのリクエストを聞いてほしい。（食べたい物、食べてみたい物を聞いて、3ヶ月に1度くらいのペースで給食に出し
て欲しい。

小学校 住吉センター 今のままでいい。
小学校 石巻西センター 給食費が高くても安全な食材の使用をお願いしたい。

小学校 石巻西センター
予算の都合かもしれませんが、年々給食の質が落ちているような気がします。子どもたちがみんな給食大好きと言ってく
れるようなメニューに今後期待します。

小学校 石巻西センター これから暑くなってきますので（今以上に）衛生管理をきっちりとお願いいたします。
小学校 石巻西センター 子どもの摂取状況等を給食だよりに載せ、保護者に情報提供してほしい。（給食の残量、偏食等の実態）

小学校 石巻西センター
毎日の給食を楽しみにしている小2男子です。現在の給食の量がどれ位なのか常に気になっていました。家での食事の
量と比較する為にも、HP等での公開があると分かりやすいのかなと思います。

小学校 石巻西センター いつもおいしい給食ありがとうございます。今まで通り、子供たちの食育を大切にし、安全安心な食事をお願いします。

小学校 石巻西センター

現在6年生の男子です。卵・乳・ピーナツのアレルギーがあります。乳幼児の頃は完全除去食をしていました。小学校入
学時は給食をどうしようか、乳児の頃から悩みました。幸い、抵抗力もつき、症状が出ることなく（アナフィラキシー起す程
にもならず）多量に摂取しなければ大丈夫な程になりましたので、皆と同じ給食を食べてます。今から入学するアレルギー
児の事を考えると、弁当持参はとても子・親共に心身が大変ですのでアレルギー対応給食が石巻市でも早期に導入され
ることを願います。又、牛乳が必ず毎日出るというのは疑問です。牛乳でなければいけないのか。

小学校 石巻西センター

はしを毎日持って行くのを忘れると前日に使ったはしを使用している様です。（うちの子だけじゃありません）いくら給食セ
ンターで衛生管理をしていても、これでは意味がありません。気をつけてはいるのですが、毎日の事なので忘れる事も。な
ので、できれば、はしも出して頂けるとありがたいです。

小学校 石巻西センター
学校給食に不満はないが、保育所の給食には不満と怒りを覚える。保育所にも「ご飯を持たせる」など理解不明な対応を
止めさせるように。

小学校 石巻西センター 地元の食材を使って、生産者の方の話を聞いたりする機会があると良いと思います。
小学校 石巻西センター 給食費を払っていない家庭は弁当を持たせるなど、払っている子どもたちに不平がないようにして欲しい。
小学校 石巻西センター 民間委託には賛成です。現在の学校給食のままでは質の向上はないと思うから。
小学校 住吉センター 安全性の確認がされていない食材は使って欲しくない。極力国内産の食材を使ってほしい

小学校 住吉センター
ＴＶで今どきの給食とか地産を取り入れた給食特集を見るときがありますが、石巻市の給食って昔からごくごく普通な給食
ですよね。もっと石巻市の地産の物を取り入れ、おいしい給食（すっごーいっと思うような）になればと思います。

小学校 住吉センター これからもおいしい給食を子供たちに食べさせてください

小学校 住吉センター
民間委託することによってのメリット、デメリットがまだよくわかりません。民間といってもどこの業者が請け負うのかによって
は回答が変わってくるかぁと思います。ただ経費節減によって質が落ちてほしくないです。

小学校 住吉センター ごはんがすすむおかずを作ってほしい。メニューを増やしてほしい。

小学校 住吉センター

外食とは違い、給食は毎日のことです。民間となれば、利益が優先され過剰な節約も出てくるのではないでしょうか。何ご
ともそうですが、何かあってからでは遅いです。特に給食は子供達が食べるものです。民間委託は慎重に考えてほしいで
す。

小学校 住吉センター 子供は毎日とてもおいしいと言ってお代わりをしているようです。温かい給食であればどちらでもよいと思います。
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小学校 河北センター

石巻といえど放射能検査は必ず行っていただきたいと思います。経費削減のしわよせが「食の安全」にこないか心配で
す。牛乳もしっかりと検査をして（できれば北海道のものがいいですが・・・）、安全安心な食事を子ども達に食べさせてほ
しいです。

小学校 河北センター
これからの時期、食中毒などがとても不安です。衛生管理をきちんとして、子ども達においしい給食を作ってほしいと思い
ます。

小学校 河北センター
個人的な意見ではありますが、給食の後の甘いデザートは無くても良いのではと思います。今現在のこんだてメニューが
豊富なので、少しそう思いました。

小学校 河北センター
外食やファーストフードの味に親しんでいる子ども達が多く、昔ながらの料理や野菜料理など、本来家庭での調理すべき
役割も補って、食育にもこれまで以上に期待します。

小学校 河北センター アレルギーを持つ子供達の学校給食の対応、向上に期待したいです。

小学校 河北センター

現在は、食の欧米化、多様化が進み、昔からの日本人の体にあった和食の良さが薄れていると思う。一汁一菜、手づく
り、家庭料理の良さを感じられるメニューがのぞましいと思う。予算の都合もあると思うが、安心・安全な食材の使用をのぞ
む。正直、アレルギー対応など要望はあるが、実現や対応は難しいことも理解できる。万が一、事故発生時、責任問題な
ど、様々な面から子どもを守るためには、自助努力、弁当持参のほか方法はないと諦めている。子供には可哀想だが仕
方ない。

小学校 河北センター 他県の給食も食べてみたい。（他市も）毎年、保護者向けの試食会はあっても良いと思う。

小学校 河北センター

県、仙台市、登米においては、アレルギー対応化が進んでいると聞いた。石巻では、対応以前に、理解・認識度が低すぎ
ると思う。学校給食ではないが、保育所入所時に相談した際に、痛切に感じた。立場上の責任のがれと思われる職員の
発言に落胆。自分たちで守るしかないと思った。市や教育委員会の指導、方針に疑問、不安を感じた。我が子にも給食を
食べさせたい親心はあるものの、アレルギーを持つ子は諦めるしかないと思う。これが現状であり、今後も変わるとは期待
できない。悲しい・・・

小学校 河北センター これからもがんばって給食づくりにはげんでください。

小学校 河北センター

子供達は、給食でおいしいものが出たとき、必ず家で話題にあがります。今日は全部たべた！野菜もたべたよ！今日の
おかずはおいしかったんだよ！！などなど。あれがもっと食べたかった！などなど。子供達は給食時間をとても楽しみにし
ています。おいしい学校給食を作りつづけてください。

小学校 河北センター
「石巻の日」的な、地産地消で地域に根づいた郷土料理を提供する日があっても良いかと思います。学校生活に於いて、
給食は大切な思い出にもなります。家庭料理では出せないような物も楽しみの１つになると思います。

小学校 河南センター なし

小学校 河南センター
石巻市の厳しい財政状況はよくわかりますが、子供達の給食を経費削減の対象にしないで下さい。東松島市では、二度
も異物混入という事故が起きています。

小学校 河南センター １学年だけ合宿などで給食不要な時にお弁当にされると困る。学年だけ止めて欲しい。
小学校 河南センター 学校給食で経費節減はいらないと思う。もっと他に節減すべきものが沢山ある。

小学校 河南センター
現在進められているアレルギー対応提供の検討には、専門医師の意見や家族の意見を聞く機会を作って欲しい。今後
需要はかなり高まると考え、はじめからクオリティーの高い対応施設にして欲しい。

小学校 河南センター 箸とスプーンは、いつまで各家で洗うんでしょうか？民間委託で質は落ちないのでしょうか？

小学校 河南センター

あの大震災を経験し、学校給食が完全復活した時の、子供達の喜びを忘れることができません。震災を通し、学校給食の
大切さを改めて感じました。今後、より安心安全な給食を提供していただくためには、やはり民間の専門的な技術やノウハ
ウを活用することにより、子供達にとってよりよい学校給食の提供が実現できるものと思います。

小学校 石巻西センター

朝食の大切さは身にしみて分かりますが、中々忙しく軽くパンですませたりする事も多々。食育だよりに「忙しい朝でも時
短でできる朝食」や簡単にできるバランス食などほんのちょっとの知恵を書いてもらえると、親子ともどもうれしいかな。地産
地消はとても大事だと思うので取り入れてほしい。給食がどのように作られているかを知っていれば、もっと「食」に興味が
わくのでは？

小学校 石巻西センター 安全安心な国産の食材を使用し、今後も中国・韓国産はできる限り使用しないでほしいです。

小学校 石巻西センター
給食をとてもおいしく食べてくるようです。作る人への感謝、素材について多くを感じ取れるような声がけを家庭＋学校で
連動して行えればいいと思います。

小学校 石巻西センター
味は今のままで良いと思いますが、作業工程を清潔に行えるか、使用する食材は安全で安心なものかなど、万全にしても
らえたらと思います。子供の口に入るものですので大丈夫だとは思っていますが、やはり心配です。

小学校 石巻西センター アレルギーの子供がみんなと一緒に給食を食べる楽しみを味わえると良いと思います。
小学校 石巻西センター 義務教育の給食は無料化にするのが望ましいと思います。

小学校 石巻西センター

私自身も給食によって食べられなかったものの克服や、家で出ないものとの出会いなど、良い思い出が多いので、これか
らも子どもたちにとって楽しくおいしい給食づくりに頑張ってほしいです。カタカナ多いなと思ったというのは、昔はなかっ
たメニューがあるんだなあという思いと、和食増やして欲しいなと個人的な思いです。娘は「給食と体育と運動会が大好き」
だそうです。いつもありがとうございます。

小学校 石巻西センター 安全管理の徹底をお願いします。
小学校 石巻西センター 安全な食材で衛生的に子供がおいしく食べられる給食。
小学校 石巻西センター いつもおいしい給食を作っていただき、ありがとうございます。
小学校 石巻西センター 同じ地区内の小中学校は同じ献立にしてほしい。

小学校 石巻西センター
震災後、学校給食のありがたさを強く感じています。一番は安心安全だと思います。アレルギーに関しては、難しい問題
ですが、アレルギー対応食は無理があるような気がして、我が家では除去で対応していくと思います。

小学校 石巻西センター
民間委託は大賛成です。給食が無くなる事は困りますが、給食センターを市で管理運営する必要は全く無いと思います。
反対もあるでしょうが、ガンバってください。

小学校 石巻西センター

これまで以上に、給食費を安くすることは、安全な食材の提供が不可能になることにつながり、全く望んでいない。むしろ、
高くなっても良いと思う。米の仕入れについて不祥事があったことが記憶に新しく、信頼できない部分がある。米・牛乳等
の仕入れについて、もっと明確に開示した方がよいのではと思う。

小学校 石巻西センター
どうしてアレルギーの子供が給食を食べさせてもらえないのか。対応の給食がないのはおかしい。平等にできていないの
なら給食やめるべきだと思います。

小学校 石巻西センター
弁当の日が少ないほうがいい。（給食回数の上限を増やしてほしい。）民間委託をした場合、抽出して保護者からアン
ケートをとるなどしてほしい。学校現場の給食事務軽減

小学校 石巻西センター 給食の時間をもう少し長くとってほしい。お弁当の日を廃止してほしい。

小学校 石巻西センター
入学当初娘は毎日泣きながら学校に行ってましたが、給食当番をやってから、毎日笑顔で学校に行くようになりました。学
校のことを聞くと答えは給食の話ばかりです。

小学校 石巻西センター
いつもおいしく子供がいただいています。家では食べない料理も給食だとチャレンジして食べているようです。少しずつ家
でも食べれるように工夫していきたいです。給食に感謝しています。

小学校 石巻西センター
学校給食は大人になっても思い出の味だったり、又食べたくなる献立だったので、そのスタンスを崩さないのなら市でも民
間でもいいと思う。給食の時間がとても楽しかったと思えるようにしてほしい
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小学校 石巻西センター
県内でもアレルギー食を提供する学校があるが、石巻は対応が遅れていると思う。仙台に次ぐ先進地となるよう取組をす
すめてほしい

小学校 石巻西センター
学校給食は子供はとてもおいしいと言っている。民間にしても不満はないが、味が落ちるのは困る。だからと言って、お子
様ランチ的なものでも困る。

小学校 石巻西センター

給食費未納の問題があると思いますが、このことによって給食へのコストが低下してしまうことが心配です。子供たちの食
べるものですので安いほうを考えすぎて質が低下することは避けたいです。給食費を児童手当から天引きするなど経費を
削減しなくてもよい方法を検討してみることも考えてみてほしいです。

小学校 石巻西センター ご飯が出る給食が多いですが、湯気のせいか水気があって、ごはんが食べにくい時があっておいしくないらしいです。

小学校 石巻西センター

私が子供のころもう何十年も経つのにあまりメニューがかわっていない。時にはこのおかずでご飯を食べれるのと思う時が
あります。給食費未納問題がありますがその為にこんなに悪いの？と思う時があります。多少金額が高くなっても全員が給
食費をきちんと払い（児童手当から強制差し引くなどで不公平にならないように）子供たちが美味しく栄養のあるものを食
べさせてもらえば良いと思います。

小学校 石巻西センター 栄養面だけでなく全体の彩りも調理の一つではないかと思います。
小学校 石巻西センター アレルギー対応の給食の実現を強く要望します。
小学校 住吉センター これからも安全で安心な給食を提供していただきたいです。
小学校 住吉センター 民間委託にして利益追求が優先され、安心安全が忘れられたらと心配はあります。

小学校 住吉センター

自分の子はアレルギーはありませんが、やはりアレルギーで苦しんでいる子供達にも少しでも他の子と同じように給食を食
べさせてあげたいと感じています。全食が無理でも、週に1度でもそれが実現されたら子供もその親もとってもうれしいと思
います。毎日お弁当を作るお母さんの負担も少しなくなればいいと思います。アレルギー対応食での事故などもあったり
難しい問題だと思いますが、みんなが同じ給食を食べられる日が来ると良いと思います。

小学校 住吉センター

うちの子供の場合、生の魚卵が絶対に食べられません。（アレルギーの為）もし、この先、郷土料理が給食に出るように
なったとして、イクラののったハラコ飯等出た場合、親も先生も気づかずに子供が口にしてしまったらと思うととても不安で
す。今のようなあいまいなアレルギー対応ではなく、絶対的なやり方、方法が必要だと思います。

小学校 住吉センター
いつも子供達が話すのですが、給食の量が少なすぎて学校から帰る頃にはお腹がへると言っています。食べ物を粗末に
しないようにと考えて量も決めて出していると思うのですが、もう少し考えてほしいと思っています。

小学校 住吉センター
家での料理よりも種類豊富な現状の給食というものを守り、食べられる事への感謝、食べる楽しみを子供たちに実感させ
られるお手伝いをして頂けたらと思います。よろしくお願い致します。

小学校 住吉センター
「うちの学校給食はここが自慢」というものがない。石巻という食の豊かな土地を活かしたメニューなどを取り入れてほしい。
インパクト、子どもの心に残る給食づくり。

小学校 住吉センター
安い給食費でこんなにバランスのとれた給食を提供していただき、日頃から感謝しております。これからも子供達のために
美味しい、安心・安全な給食をお願いします。

小学校 住吉センター 子供の栄養を考えたメニューを続けてほしいと思います。

小学校 住吉センター

是非ともアレルギー対応食提供してほしいです。我が子は乳のアレルギーで給食とお弁当を併用しています。皆と一緒に
食べられるものは温かいうちに美味しく食べてほしい思い給食弁当を併用していますが、食費はおそらく給食の２倍以上
になっていると思います。（我が家できめたことなのでしょうがないのですが）１品の中のごくわずかなアレルギー物質のた
め弁当持参はとても大変です

小学校 住吉センター
魚の献立では骨付きで出した方が食べ方を学ぶと思います。アレルギーの子に限らず、月に数回でもアレルギー対応食
の給食を食べさせてほしい。アレルギーの子をばかにする子もいるので同じものを食べさせて理解してほしい

小学校 住吉センター 食べることの大切さやきちんどしたマナーの下に食事をすることを学ぶ機会があればいいと思います。

小学校 住吉センター

石巻市の保育所などでは１０年以上前からアレルギー対応食を実施しているのに、同じ市の小中学校で対応されていな
いということが不自然である。アレルギーは現代病とも言われ、年々増加する傾向にあり、食物アレルギーのお子さんもこ
こ数年でかなり増えている。食物アレルギー治を持つ親になり始めていろいろな面での（メンタル・金銭面も含め）大変さ
がわかるので１日でも早いアレルギー対応食をお願いしたい。宜しくお願い致します。

小学校 住吉センター
高学年になるにつれ食べる量も増えるので、量が予算の関係で増やせないのであれば工夫してほしい。給食の量が足り
ない意見も聞きます。

小学校 住吉センター ごはんが震災前のように缶にはいっていると残りがあまりないのではないかと思います。
小学校 住吉センター とにかく衛生面を気をつけてほしい。食器が汚い時が多いとのこと。

小学校 住吉センター
食材生産から調理までを子供に見学させるなど食育を実施してほしい。好き嫌いをなくすために子供・親ともに参加でき
る料理教室等給食の人気レシピの指導等があると良いなと思います。

小学校 住吉センター

市直営であっても民間委託であっても安心安全を徹底していだだきたいと思います。現状はわかりませんが、未納者がい
ることで成り立たない一因になっているとしたら、明確にした上で解決していただいて、移行を検討していただきたいで
す。

小学校 住吉センター

仕事を持つため、家庭での食事内容が偏ったり変化をつけにくい。また、和食や昔ながらの家庭料理を出す機会も少な
い上、子供も進んで食べてくれないので学校では子供の好むメニューよりも家庭であまり食べないいろいろなおかずを出
して友達と一緒に楽しんで食べてほしい。なにより食事は「食べる喜び、ありがたみ」を感じることが一番だと思う。

小学校 住吉センター

一ヵ月の給食費が高い。何人も子供がいると毎月万単位で負担が大きい。合理化はよいか経費削減はうれしいが、それ
に伴って衛生管理が詳細まで行き届くか心配。毎月の献立メニューが同じパターンで子供たちの楽しみが減ってしまう。
もう少し摂取カロリーを高くしても大丈夫なのでは。

小学校 住吉センター アレルギー食の給食も作ってほしい
小学校 牡鹿センター はし、スプーンなど給食にあったものをつけてほしい（洗浄してほしい）
小学校 牡鹿センター はし、スプーンなど給食にあったものをつけてほしい（洗浄してほしい）

小学校 河北センター
アレルギーの為、お弁当持参していますが、最近子供から「お給食食べてみたい」と言われます。話をし、がまんさせてい
ます。ですので、できればアレルギー対応のお給食も提供してほしいです。

小学校 河北センター

アレルギーに関しては様々なニュースなどを聞きますが、私は基本的に給食センターや学校任せにするべきでないと思
います。食材や症状に応じてフローシートなどを利用して、ふるい分けし、お弁当にするほうがお互いのためかと。全ての
子が同じ内容又は近いものを食べる事だけが食育ではなく、お互いを理解することになると考えます。

小学校 河北センター
子供達が笑顔で「おいしいね」と言いながら給食を食べて、元気に過ごせる為に、これまで同様、安全に気を配っていっ
てほしいと思います。

小学校 河北センター 味をいろいろと工夫してくれるのはありがたいが、変わり過ぎるものもどうかと思う。例として、イワシの梅煮？
小学校 河北センター 民間業者を検討とのことで、子供達の食に関する事なので、信頼の出来る業者であれば良い。
小学校 河北センター いつもおいしい給食をありがとうございます。

小学校 河北センター

現在、アレルギーでお弁当持参ですが、あたたかいごはんだけ出してもらうことはできないのかなと思うことがあります。せ
めて、ごはんだけでもあたたかいのを食べさせてあげれられたらと思う。給食の時間が短時間で、いそいで食べることのな
いようにしていただけたらと思います。
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小学校 河北センター
いつも子供たちの事を考えて下さり、ありがとうございます。子供たちの作った野菜などを給食に入れたりすると、食育にも
つながると思います。私の子供は、もともとは湊第二小でした。再建を楽しみにしています。

小学校 河北センター 下の子が食物アレルギーがありますので、アレルギーの人の給食をもっと積極的に取り組んでいってほしいと思います。

小学校 河北センター
今の給食で子供は満足しています。”家では食べることがでいなくても学校では食べることが出来る”と給食に頼っている
こともあるのでこれからもいろいろなメニューでよろしくお願いします

小学校 河北センター

食事のマナーなどは家庭で教えるべきことと思います。学校での給食が楽しいと感じられるよう、これからも安心で美味し
い給食をお願いします。以前わが子も食物アレルギーでした。体調の悪い時など食べられないものもありました。幸い今
は治り食べられるようになりましたが、アレルギーのお子さんも一緒に食べられる対応食の実施は早くできるといいと思い
ます。

小学校 牡鹿センター
給食の献立をみて、品数の少なさにビックリでした。自分が給食を食べていた頃は、もっと品数も多く、クリスマス・ひな祭り
等のイベント時の給食も今でも思い出に残っています。今の子供達にも、思い出に残る様な給食を提供して欲しいです。

小学校 河北センター 自校方式が良い

小学校 河北センター
私の小学校の給食と言ったら学校生活の中で１位２位をとっていたものです。先生方はあまりしつけのことを考えず楽しい
給食の時間を一緒に過ごしてほしいと思います。

小学校 河北センター 食中毒に気をつけてほしい

小学校 河北センター

現在高校生の子供に小学校の給食はどう？と質問したところ、全部茶色と返答あり。味も正直美味しいとはいえないとのこ
と栄養面だけではなく、見た目で食欲と楽しい食事と思える。工夫が必要ではないかと思います。今もあまり工夫されてい
ないのでは？

小学校 河北センター
メニュー数が少なくあきてしまう。ご飯を昔のように１人ずつにしてほしい。牛乳は本当に大切なのか・・・。時々野菜ジュー
スがいいのでは？

中学校 河南センター

いつも栄養面や様々な角度から、いろいろ工夫しておいしい給食を作って頂きましてありがとうございます。日々の忙しい
生活において、とても助かってます。家庭では作ってあげたことのないおかずもあるようで、とても楽しみにしています。こ
れからも大変だと思いますが、これまで通りおいしい給食をお願いします。

中学校 河南センター いつも有り難うございます。
中学校 河南センター 給食を楽しみに学校に行っている様です。いつも夕食時は「給食おいしくておかわりした」と楽しそうに話してくれます。
中学校 河南センター 栄養のバランス等も大切とは思いますが、給食が楽しみと思わせる様なメニューが良いと思います。
中学校 河南センター おかずの品数を増やすのはむずかしいと思いますが、量を増やしてほしいです。親子で給食を食べた時に感じました！
中学校 河南センター アレルギー対応食の実施を強く希望します。
中学校 牡鹿センター 給食の量が少なく、たりないそうです。

中学校 河北センター
上の子どもが高校生になり、お弁当持参の毎日。小・中学校の給食のありがたみを感じております。欲を言えば、子供た
ちの口に入るものは安全なものをと願っておりますので、よろしくご配慮ください。

中学校 河北センター
アレルギーの児童生徒への対応をもっと丁寧にしてほしい。（卵アレルギーの児童生徒の場合、卵不使用のベーコンまた
は豚肉に替えれば食べられるメニューはもっと多くなります。）

中学校 河北センター 安心して子供の成長につながれば良いと思う。
中学校 河北センター 食材を生かした味付けや調理をしていただきたい。
中学校 河北センター 原発の問題等があるので、食材の安全性や衛生管理を万全にしてほしいと思います。

中学校 河北センター

旧河北町から石巻市に変わった時、大分給食の質、量ともに落ちました。その時の中学生は、給食が食べられなく、自宅
からおにぎりを持ってくる子もいました。急な変化からだったのか、体調が悪くなり吐いたりしたそうです。その様な事が無
い様に、学校・保護者・民間業者間での説明会等をきちんと行う事。民間業者は慣れてくると手を抜くので、定期的に視
察や話し合いの場を設ける事。

中学校 河北センター いつまで箸を持って行くのですか？

中学校 河北センター
正直、市町村合併する前は、私たちの頃は給食のおかずの量、質は良かった。小学校の試食会で食べたとき、ちょっと
びっくりしました。しっかりと管理がなされていると思いますが、もう少し量を・・・!?など思いました。

中学校 河南センター いつまで箸を持参しないといけないのか？
中学校 河南センター いつもおいしく給食を頂いている様です。これからも安全でおいしい給食を宜しくお願いします。
中学校 河南センター 震災後「マイはし」になりました。以前のようなスタイルにはならないのでしょうか。

中学校 河北センター
家では親の好みによって使用する食材を決めてしまっている事が多いので、給食では色々な物が食べられて良いと思う。
これからも様々な献立を提供していいただきたいです。

中学校 河北センター 朝食を食べないで登校する子供のためにも栄養バランスを充実してください。
中学校 河北センター 時代にあった献立にしてほしい。

中学校 河北センター

大変な苦労をして育てた食材、子ども達のことを考えながら調理していただいた方々、世界の貧困で飢餓で今日の食べ
る物もないという子ども達の事を思い、食品を廃棄するという恥ずかしさをもっと強く教えてほしい。捨てない工夫をして欲
しい（させて欲しい）。経費削減より、未徴収を削減して、市でも民間でも雇用の場は減らさないでほしい。質が良くなるな
ら、多少の値上げでも仕方ないと思います。毎日、有り難うございます。

中学校 住吉センター はしも学校給食から出してください。その方が衛生面でいいと思います。はしを洗わないで使っている人もいるかも？

中学校 住吉センター
東京のどこかの区の給食をテレビで見て、とても手が込んでいておいしそうで、給食の残飯がとても減ったそうです。おい
しい給食をお願いします。

中学校 住吉センター いつも美味しい給食をありがとうございます。これからもよろしくお願いします。

中学校 住吉センター
苦手なものでも給食であれば我慢して食べているようです。家庭では偏ってしまいがちな栄養バランスを補ってくれる大
事な食事だと思っています。これからも美味しい給食をお願いします。

中学校 住吉センター
いつも、おいしい給食を作っていただきありがとうございます。好き嫌いせず、残さず食べるよう、家庭でも指導していきた
いと思います。

中学校 石巻西センター
最近の子どもの傾向として、やせと肥満の二極化が心配されています。また、食と学力との関係性も問われているところだ
と思うので、食は本当に重要な教育項目の1つだと思います。残食も大変気になるところです。

中学校 石巻西センター 子供達の学校生活の上で楽しみの１つでもあるので、今後も子供達が楽しめるワクワクするような献立を続けてほしい。

中学校 石巻西センター
合理化が進むのは必要なことだと思うが、子どもたちが楽しく考え、自ら選択できるような給食からは遠ざかる。給食を通し
てバランスの大切さや、食の楽しさを学べるような学校給食であってほしい。

中学校 石巻西センター
安全な食材はもちろんですが、地元の食材をたくさん使って、子ども達にとってもっと身近に感じられる給食であるとうれし
いです。（見学に行くとか、参加するとか）いつも子どもの健康の為に、いろいろと考えてくださり感謝しています。

中学校 石巻西センター 地元業者の活用。地元産の食材の活用（すべてにおいて）。地元雇用

中学校 河北センター

毎日、安全安心なおいしい給食を作っていただきありがとうございます。娘は毎日おいしいと完食している様です。ただ、
ナポリタンが短くカットされてあり食べにくいとの事ですが。安全性を配慮してのことなのでしょうか？これからも、安全安心
でおいしい給食を作ってください。

中学校 河北センター
子供達が安全でおいしい給食を食べることが一番だと思います。それがきちんと出来ていれば問題ないと思う。子供達が
感謝し、食べれる給食をお願いします。
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中学校 河北センター 子供が今の給食で十分満足している様なので、これからも安全に注意し、同じ給食を提供して頂きたい。

中学校 河北センター

民間委託でコスト削減できるのですか？だれが作っても材料、人件費等はかかりますよね？競争入札で業者を決めるの
ですか？それで子供の食を管理できるのですね、石巻市教育委員会として。食は人としての基本ですよね。子供達に大
人のしわ寄せがこないことを祈ります。

中学校 河北センター 昔よりだいぶ量が少ない感じがする。

中学校 河北センター

みんなで同じ給食を食べるのではなく、高校の学食のような施設があるといいと思います。今までのとおり給食を食べる
子、お弁当を持ってくる子など、選択できる形を取れたらと思います。そのメニューの中にアレルギー対応もあったらうれし
い。

中学校 住吉センター いつもバランスのとれた給食をありがとうございます。
中学校 住吉センター 民間委託となった場合、保護者向け試食会を設け、保護者に納得の上、決定が望ましいと思われます。
中学校 住吉センター 日によって量が少なかったりする時があるらしく、空腹で帰宅することがあるので、同じ量を提供して欲しい。
中学校 住吉センター 品質の安心・安全

中学校 住吉センター

アレルギー対応給食は、石巻ではあきらめていただけに、ぜひ、対応をお願いできればと思います。弟（小学生）のことで
は、卵と小麦がだめなので、牛乳だけ給食費を払って給食として出して頂き、毎日お弁当持参しています。ごはんも食べ
られるのですが、ごはんを出して頂きたく再度お願いしましたが、受け入れては頂けなくて残念に思います。

中学校 住吉センター 味はもう少しおいしくしてほしい。

中学校 住吉センター
民間＝利益となり、今まで捨てていた部分を使用したり、洗浄も手薄になってしまうイメージがあります。市直営であれば
利益を考えず、安全・安心が優先されると思うので、これまで通りでお願いしたいです。

中学校 石巻西センター 家庭で偏食します。好きな品だけ食べて平気で残すので、作った人への感謝の気持ちを教えて欲しいです。

中学校 石巻西センター
献立の多様化でアレルギーがあっても、給食は楽しいと話してくれました。地産地消や郷土料理を食べることで、郷土愛
にもつながると思います。

中学校 住吉センター

私たちが小さい頃は食の細い子供でも必ず残さず食べなさいという指導で午後の授業時間に入ってまで食べさせられる
子供がいました。それが決して良い結果になっていなかったと思います。食事は楽しいことと感じられるような学校給食を
希望します。親として低価格で毎日栄養を考えたこんだてを提供していただいていることに感謝しています。

中学校 住吉センター

今給食は食育という意味合いが強いと思います。なので地元の郷土料理や食材を使った料理を増やしてほしいです。子
供が好きな物は時々のお楽しみでよいのではないかと…でも無理に食べさせるのはなくひとくちでもよいと思います。私
は給食があって本当に助かります。さまざまなメニューを考えてくれて野菜もたくさん使っていてありがたいです。

中学校 住吉センター
食事などそれぞれの家庭で（親）色々関心の違いがあると思います。昼食（給食）くらいは同じもの（アレルギー以外）バラ
ンスのとれた食事があってもいいのではと思います。

中学校 住吉センター
いつも美味しい給食をありがとうございます。限られた予算の中でのやりくりは大変だと思いますが、子供たちの体を作る
給食なので、安心安全での調理をお願いいたします。

中学校 住吉センター

給食は子供達の学校生活の中で楽しみなことの一つだと思います。小中学校９年間いただくものです。マンネリ化が目立
ち、変化がほとんどない様に思います。献立を考える栄養士さんは一度雇用されると石巻のセンターをまわるようなのでマ
ンネリ化するのでは？他市・他県の献立を参考に改善を望みます。給食費を払うことで親も協力していくとともに期待して
います。アンケートを取ったからには目に見える結果につながることを願います。現状＝不満です！

中学校 住吉センター
個人的には民間委託をされても何も問題はないと考えている。全てにおいて子供達のことを考えてくれればそれでいい。
信頼している。

中学校 住吉センター 同じ学区内の小中学校は同じ献立にしてほしい

中学校 住吉センター
栄養面などいつも考えていつも提供していただきとても感謝しております。これからも子供達のために安心で美味しい給
食をよろしくお願いいたします。

中学校 河北センター
今の状態で充分満足しています。以前、給食センターを訪問し栄養士さんと話す機会がありましたが、献立の決め方など
色々な面で安心して任せられると感じました。

中学校 住吉センター 給食の時間をきちっととって欲しい
中学校 住吉センター ネグレクト等に対応するため、給食の役割がより大きくなってくる可能性が高い。
中学校 住吉センター 楽しい給食の時間を設けて欲しい。時間がないからと言って早く給食を済ませるようなことはしないで欲しい。

中学校 住吉センター
給食は子どもが学校生活をおくる中で楽しみな時間でもあります。これからも子ども達が喜ぶ美味しい給食をよろしくお願
いします。

中学校 住吉センター

(安全な食材を使う。衛生管理の徹底。)震災後は空いている店なども少しずつあったのに給食は少ないままだった。東松
島市は民間を利用したりしており柔軟な対応をしていた。子どもたちはいつも「足りない」、「お腹がすいた」と言っていた。
おにぎりの持ち込み等も禁止されたり、意味がわからなかった。市の対応が遅く、とても不満だった。

中学校 住吉センター 出来る限り手作りのものを提供してほしい

中学校 河南センター

給食センターと親の交流がもっと簡単にできれば良いと思います。小学生が給食を食べて「おいしかったから、ママ作っ
て！」と言われてレシピの取寄せがすぐできて、作ってあげられたら良いと感じます。中学生は忙しいので難しいけど、分
かりやすいレシピがあれば、もしかしたら自分で作るきっかけになるかもしれません。お弁当作りのレシピなどもあるとすご
く助かるのですが。

中学校 河南センター 最近の若者は偏食が多いので、ぜひ食事の大切さを理解させて頂きたいです。
中学校 河南センター 何でもおいしく食べれば良いと思います。
中学校 河南センター 子どもたちへの安全安全な食事を届けるために施設内の安全や衛生管理など、スタッフの教育も大切だと思います。
中学校 石巻西センター 震災をきっかけに、やはり、食材の安全性というのは気になる所です。そこの安全は守られてほしいと思います。
中学校 石巻西センター 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。生徒の健康維持のため、これからも学校給食に期待しま
中学校 石巻西センター 子どもたちの安全が第一。その上で、地産地消や献立の多様化、郷土料理など食文化の教育も必要。
中学校 石巻西センター 子どもたちが安心して、楽しく給食の時間を過ごせるようにして欲しい。

中学校 河北センター
民間委託した場合、一食当たりの給食費から、材料、人件費、運送費及びその他経費が含まれるので、品質が落ちるの
ではないか。

中学校 石巻西センター
家ではあまり好んで食べないものでも学校でおなかをすかせて学級で楽しく友達と・・・という状況だと食べているように思
います。それがきっかけで家で作ってと言われたこともありました。充実した給食のためによろしくお願いします。

中学校 石巻西センター
こういうアンケートを給食を食べる子供にもしたらよいのではないでしょうか？親としては安心安全な給食を楽しく美味しく
食べてくれれば十分です。

幼稚園 河北センター
給食があるおかげで、とても助かっています。市でも民間でも今まで通り安全・安心が守られればどちらでもかまいませ
ん。

幼稚園 河北センター 子供が毎日楽しみに、野菜もおいしく食べられると話しています。これからもバランスの良い給食をよろしくお願いします。

幼稚園 河南センター
震災以降、給食時に使用するはしやスプーンを各自宅で準備していますが、今後も続くのか？できれば、給食センター
で衛生的に管理されている「はしやスプーン」を使用できるよう期待したいです。

幼稚園 河南センター
給食センターは公設民営が望ましいと思います。センターの数が多いので、施設を統合して減らしてください。給食費の
支払いを口座引き落としにしてほしい。
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