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」
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Ｑ１０．中学校給食についての自由意見（一般市民・354 件）
人生のうち、たった 3 年間、同じ仲間と共に勉強し共に遊び、同じ釜の飯を食う。それも人生の
うち。いい思い出になるんじゃないかと思う。先生方も大変と思うが未来の大人たちのために、が
んばってほしいです。楽しみじゃありませんか。いいですね。
弁当だと栄養がかたよるので給食でバランスの良い食事を食べさせたいです。
2.
3.
給食の中学校導入は大変良い事で早急に実施すべき。但し、コストはできるだけ低くする為、セ
ンター方式として（市で建設）民間業者に業務委託すべき。一部にセンター方式を反対とする人が
いるが、コストを重視すべき。何をするにも全ての人の賛成は無理。又、票を気にして反対意見を
いう市会議員を気にすることなく中学校の給食は即実施することが大切。
4.
今、中学生と小学 5 年の孫がいますが親（娘）も早い実施を待ち望んでいます。
5.
Q4 にも記入しているが、給食によって学校に行きたくないとならないようにして欲しいです。
明石での給食ではおいしく頂けたが、センター方式の所で住んでいた頃は給食がいやでした。
私は香川県出身です。中学生の時、給食があり、センター方式で市の給食センターが小中学校に
6.
配っていました。給食があるのが当たり前だと思っていましたので、なぜ、こんなくだらないこと
でもめているのか理解できません。中学生のお弁当は量も質も必要となってきますので、母親にと
ってはかなりの負担になると思います。園児に作るのとは労力が全くちがいます。アレルギー対策
は、香川では栄養士の先生が、個別に毎月こんだんをして食材について話し合っています。ちなみ
に以前住んでいた広島市の中学校は、弁当か民間業者弁当か家庭でえらべていた
給食費等金銭的な問題もからんでくる事でありむずかしいと思いますが希望者のみ（契約制）み
7.
たいなのもひとつとして考えられると思います。弁当が良いのであれば、契約せず持っていけば良
いのであってすべての生徒が給食をしなくても良いのではないでしょうか。不公平感から言えば、
良くないのかもしれませんが。私自身、学校に行けば食べられるだろうという安易な考えでみんな
に迷惑のかかる給食費の未納が許せなく考えられません。中学生は育ち盛りで各人によって食べえ
る量もかなり違う。体格の大きい子・小さい子、男子・女子、運動部・文化部によって倍以上の量
の差があると思う。給食分では足りない子供もでるだろうし。食べただけ食べるとなれば給食費等
が皆同じというのも不公平感がある様に思う。取りあえず、購買など作るのもよいのではないか。
8.
私が中学生だった時家庭環境が厳しく十分な食事が摂れず昼食を欠食することがありました。な
ので、できる限り早期の実現をお願いします。
育ちざかり・思春期の子供をもつ親にとっては中学校の給食は、時間的にも経済的にもそしてな
9.
により子供の食事内容（栄養が優れている）的に大変ありがたいです。私事ですが…。
10. 中学校で給食は反対です。食べる量が、個人によってかなり差があるので、小学生とちがって一
律で調理するのはむずかしいと思います。
11. 必要性を感じない。男女、また、体格、運動量等で食べる量がものすごく違ってくる時期だと思
うので、難しいと感じている。食育は大切な事なので授業内で調理実習を増やしたり、講義を増や
したりした方が良いと思う。子どもが親に「こんなお弁当作って…」と言える。又は自分で作ろう
と思う方法に導く方が良いと思う。
12. 発育の貴重な時期である中学生の食事について、行政が責任を持って実施するのは大変良い事だ
と思う。色々とトライアルを実施し、他の市町村の状況を踏まえて実施して欲しい。
13. 小学校で出来ている事が中学校で出来ないのはおかしい。早期に実施すべき。義務教育なのだか
ら、中学校卒業まで給食があるのは当然。以前鹿児島県に住んでいましたが中学校の給食はほぼ
100％実施されていた。
14. 朝食を食べずに来る子やダイエットの為に食べない子もいるので昼食だけでも食べて欲しい。
15. 子供が多いとお弁当も大変なので給食は大賛成である。
16. 私の中学校時代も給食でした。
（他県です。
）義務教育ならば給食があっていいと思います。
17. 家で作ってやれば良い。
18. 私も小学給食をしていたものとして中学校も早くした方がいいと思います。
19. 今回の給食は当然有料になると理解しているが他市には給食費を払わない家庭が有ると聞いて
1.
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いる。必ず払ってもらう事を前提で進めて欲しい。不公平にならないように滞納者が発生したら給
食制度は即廃止する。
20. 共稼ぎの多い時代なので給食が有れば、弁当を毎日作らなくて良いから、子を持つ親は助かると
思います。しかし無料で食べさせてくれると思っているずるい親もいないとは言えないので私共の
答えより、子を持つ親の意見を聞かれては如何でしょうか。
21. 食べず嫌いなどを無くしていく事。
22. 子供が中学の教師をしています。勤務している中学校ではお弁当持参か給食か選べるようです。
各家庭の事情が違うので一律に実施するより選択肢がある方が良いと思います。
23. 中学校の給食は実施には賛成ですが、経費や検討することが沢山あるので、慎重に考えて進める
と良いと思います。体をしっかりつくる時期に給食でバランスの良いメニューでご飯を食べる事は
大切だと思います。
24. 私達は給食を知らないのですが、私の子供達も６年間小学校で共同食事をされて色々のメリッ
ト・デメリットがわかっておられることですので、もう子供も孫の代としていつも必要なことです
が、代々学校の生活も時代の流れに合わせて下さい。しかし、良い親子関係の為に。
25. 全校生が同じ食事が出来るのは良い事だと思うが当然食べ残しがでるのは問題があると思う。
26. 最近では仕事をされている方が多いので給食になれば負担が減るのでありがたい面もあります
が、
1 人のお弁当も 2 人のお弁当も一緒だと思うので絶対給食が良いと言う訳でもないと思います。
27. おいしい料理というのは、人の人生すら変えてしまいます。私が始めて、ある中華料理店で当時
280 円の天津飯を食べた時、世の中にはこんなにうまい料理があるんや。ある洋食店でドリアを食
べた時、親は決して作ってくれない新しい味を覚えました。大学生の時、あの料理はどうやって作
るんやろと思ってアルバイトで飲食店を転々として勉強しました。今、東京の方で日本で一番おい
しい給食というテーマをかかげ取り組んでいる自治体があると聞きます。はっきり言って素晴らし
い人材が明石からたくさん出てくれれば多少の税金 UP は辛抱します。食を通じ礼儀正しい立派な
大人が育ってくれればと思います。ある牛丼店で私は食事をしましたが、中学生のマナーの悪い事。
店員さんにも偉そうにタメ口やし。作る人のしんどさを分からせるのも教育ですよね。
28. 地元産の食材を多く取り入れて欲しい。手作りの物をお願いします。冷凍食品の使用は控えて欲
しい。
29. 家庭弁当の方が親子の絆が深くなるし大人になって思い出が出来る。
30. 毎日お弁当を作らなくてよくなるので、親としては助かると思いますし、毎日違った料理を食べ
られるので、中学生の成長に良いと思います。ただ、体に入るものですし、食あたりなどもありま
すので、慎重に進めた方が良いと思います。それと最近はアレルギーなども多いので対策していた
だけるとありがたいです。
31. 2 人の子供を育てましたが、社員で勤務していて、中学校のお弁当は毎日作るのが大変でした。
給食だったらとよく思いました。栄養のバランスからも育ちざかりの中学生にはとても良い事だと
思います。
32. 先生の負担はこれ以上増やすべきではないと思います。徴収などは引き落としなどにし、先生方
には書類と向き合う時間より子供達と接する時間を出来る限り多く作って頂きたいと思います。
33. 自然な流れとは考えるが、教育の一貫と位置付け、調理実習等も取り入れたら良いのではない
か？
34. 最近は母親も働いて、朝ご飯を食べさせてもらえない中学生、又、お弁当も作ってもらえずにコ
ンビニで済ませているとの事。大いに中学校で給食を作って頂けたら、そういう子供達にこれから
成長していくのに助かると思います。
35. 中学生にとって栄養バランスの取れた安全・安心な昼食を提供する。それもできるだけ安い値段
で提供する。食事の作法、マナーを身につけさせる。食への関心や知識を教える。食の大切さを教
える。優しさを教える。物の大切さを教える。一番費用の安いセンター方式をとれば良い。
36. 身近に中学生がいない事と中学校給食を経験してない為に実感が薄く、意見を申し上げられない
ですみません。
37. 私は西宮で育ちましたので中学まで給食でした。地産地消・地域の伝統的食文化を学びました。
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是非、子供達に学校給食を導入して欲しい。
38. センター方式であれば、アレルギー食の対応も可能では？！中学校給食、早期に進めて下さい。
宜しくお願いします。
39. 私は中学も給食がある市で育ちました。味も栄養バランスもよく、給食を楽しみに来る子も沢山
いました。個人差が出るお弁当とは違っておいしいご飯を囲って会話もはずみ、楽しい時間だった
ので、あると良いと思います。
40. 給食にお金をかけるより学校の耐震補強にお金をかけるべきでは？
41. 出来るだけ早期に導入して欲しい。衛生管理など不安な面もあるが、保育園の時も小学校でも家
では食べない食材を給食では食べるなど、給食のメリットはとても大きく感謝しています。中学校
でも引き続き家では味わえない食との出会い、家庭では困難な毎日の栄養バランスなどお願いした
いです。ただ、
“おいしい給食”というところが重要だと思うので、センター方式でもかまいませ
んが、味は落として欲しくないです。小学校のように子供達が毎日楽しみな給食を導入して下さい。
42. これからの日本国を背負って行く子供達に、世界に出ても外国の子供達に敗けない様に、成長期
に充分に正しい栄養を付け心豊かにのびのびと育って欲しい。
43. 出来れば自校方式が望ましいと思いますが、経費の面や場所確保も難しいかと思われます。小学
生の時、田舎でありながら又昭和３０年初めにすでに給食をとり入れた私の卒業した小学校時代、
脱脂粉乳の美味しくない牛乳でしたが楽しい思い出として懐かしく思います。沢山食べる子もいれ
ば少食な子もいるでしょう。余りこだわらない方がいいと思います。皆で食べる事に一つの意義が
あると思います。それはそれでトラブルことも出てくると思います。先生がもう少し強くなって欲
しいですネ。威張るのではなく思いやりをもった強さで。無駄なお金は使わないで、でも必要なも
のは使ってもいいのではないですか！必要なものはです。
44. 何校かの小学校が集まっているので、いじめなどが出ないか気になります。
45. 給食によって、健康的な食生活が出来る事を望む。給食当番等、協力する事をしっかり学んで欲
しい。また、残さず食べる事をしっかり覚える事。給食費や施設を整える、金銭的問題は捨て切れ
ない。
46. 新聞等で実施方式について色々言われてるようですが、子供を持つ親としては何よりも早いうち
に実施して欲しいと切に願ってます。方式にこだわる意味が分かりません。安全で食育推進できる
のであれば、方式にこだわるより早期に実施して下さい。特にフルタイムで働いている母親として
は中学給食の有無で時間の使い方が全然違います。我が家の子供はまだ低学年ですが、高学年の子
供を持つ友達は「このままでは自分の子の入学までに間に合わない」と言って困ってます。実際に
これから中学校に進級していく子供を持った親の声を反映させて下さい！！
47. 近年は共働きの親も沢山いるし、給食は良い方法だと思う。是非、実施して下さい。
48. 衣食住について今は、豊かな気持ちで見つめていることが多いと思います。何もかもが満たされ
た給食実施には時間・人の思い・事業経費等の積重ねであるが、今勉学にスポーツに頑張っている
中学生に現実を語り、給食の必要性をしっかりと考え、実施されようとすることの意味を家族と共
に、又教師と話し合うことが大切だと思います。
49. 中学三年間の母親の弁当も大変良い物だと思うし、大人になってから考えさせられる時もありま
す。あまりあせらないで、じっくり考えて下さい。
50. 今までずっと兵庫県は中学校に給食がないのか疑問でした。他県は実施されているところが多い
のに、なぜ兵庫県は実施できないのでしょうか？もっと早くから取り組むべきではなかったのでは
ないでしょうか？
51. お弁当の中味を比較されたり等がなく、ゆったりと食事が出来そうですし、暑い時期は安心して
食事出来そうです。働いているので、親も時間に追われずゆったり朝子供達と過ごせると思います。
52. 気づけば中学校は、お弁当でした。なぜなのかな？と思いましたが、大人になって子供を持つと
給食があればいいのにと思います。子供の食べ物の好き嫌いがこの中学校ぐらいから出ていると思
います。食べず嫌いをしている子供が増えています。少しでもなくすのも食育問題の一つではない
でしょうか？
53. 中学校に給食は必要ないと思います。唯一メリットと感じるのは、働きに出ている親の子供で、
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菓子パンやコンビニ弁当で済まさざるを得ない子供に、バランスのとれた食事をとらせてあげられ
ることだと思いますが、そのような家庭はきわめて少数派です。それよりも、これだけ莫大なコス
トをかけてまでする必要があるのか、疑問を感じます。同じお金を費やすのなら、本当に子供のた
めになることに使って欲しいと思います。
（少人数授業強化のために講師の数を増やす等）
54. 私達の時代というより私の時代の時は弁当で、今みたいにお茶等無かったので牛乳が出ました。
月２回位はパンと牛乳だけの時も有りましたが、それなりに楽しかったです。担任共もおしゃべり
しながらでしたがね。時々、小中高のこの給食について問われますが大変だなと思います。
55. 安全性、衛生面からよく思案され、全員同等に“食”につき感じ、美味しくいただける事、生徒
全員のコミュニケーションも大切だと思います。
（各家庭が複雑な環境になってきている）
56. 始めるといろんな壁に当ります。でも１つ１つみんなでゆっくり進めてゆき解決をしなければな
りません。あきらめずに進めていって欲しいと思います。１歩が難しい、２歩はまだまだ、３歩～
とみんなで模索しながらあきらめないで子供のためと進めて欲しい。
57. 早く給食実施を希望します。明石市が初めて中学給食導入するわけでなく参考例は多々あるはず。
こんなアンケート１つでも相当の予算がかかっているハズ。時間もお金もムダ。早く実施して下さ
い。
58. 共働きや母子家庭、父子家庭が増え、その負担軽減を目的としているなら給食制度などには賛成
しかねます。共働きなのも離婚（配偶者死去の場合もあるが…）するのも親の勝手である…それな
のに、給食制度導入を申し入れるなど得手勝手もはなはだしい。自分が産んだ子供であれば１時間
２時間早起きをして、愛情のこもった弁当を持たせるべきです。それが当然と考えます。自分達の
都合を子供や一般市民に押しつけるのは都合が良すぎると思います。
59. みんなと同じ物を食べているという連帯感が生まれて来るのではないか？と思う。財政（お金）
を沢山使って、実施するのだから慎重に進めていって欲しいです。
60. 待ち望んでいました。食べる時の子供達の笑顔が見えるようです。沢山の御苦労もわかります。
61. 安全・安心と言える自校方式が望ましい。明石産の食品を使用して欲しい。学校の先生方の協力
等がなければ食育教育ができない。協力体制がとれなければ意味が無い。給食費の滞納者が増える
のが目に見えてわかる。児童手当等との相殺をするなど「滞納者ゼロ」を目指して欲しい。納付し
ている者と不公平が生じる。中学校給食に税金を使うより、保育園や小学校の学童、又は中３まで
の医療費等の充実を図って欲しい。←児童、
（小６までの）生徒の育成を手厚くする方が、明石市
に住んで良かったと思ってもらえる！！
62. 中学給食のスタートで滞納問題が発生するのは他を見てもあきらかだ。そこまでしてこの制度が
必要か。行政で責任とれるのか。当局として、その場合どう言い訳するのですか？
63. 育ち盛りの中学生時期に毎日栄養バランスを考えて弁当を作ることは労力のいるものです。また、
この先いろいろと費用がかかってくることもあり、働きにでる母も多いと思います。なので給食を
実施してもらうことは、非常にありがたい。実施にあたって課題がいろいろあると思いますが、必
ず実施して下さい。よろしくお願いします。
64. 給食ではなく、高等学校等で実施されている食堂と弁当との併用で良いのではないか？
65. 信じられないかもしれませんが“食事”を３回食べられていない子供が多数いることに驚いてい
ます。家庭の問題として放置していてはいけないところまで来ている気がします。
「時間がない（＝
忙しい）
」
「もう自分でできるから」
「お金を渡してあるから」ｅｔｃ…ネグレクトに近い父兄もい
ます。
「食」は「安心」につながると思うのです。せめて義務教育の間はどこかで安堵する時間を
全ての子供に与えてあげたいと思うのです。ファストフード（ハンバーガーなど）などを食事と考
えているとめぐりめぐって生活が荒れ、米国などの例にあるように貧困への導火線となる気がしま
す。
66. 小学校の給食費と同じ様に滞納者が出るのではないでしょうか？児童数も少なくなるのでどう
かなと思います。
67. もっと早い時期から中学校給食を見直すべきだったと思う。経費の問題などいろんな課題が多い
が早期に進めて欲しいです。
68. 戦後 65 年たってアメリカの思惑通り自由主義が自分勝手主義になってしまいました。多くは書
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けませんが世の中は金々々、親は子供をかばっているのか、放ったらかしているのかわからない。
自分の都合の良いように物事を判断しています。給食も大変難しいと思いますが、せめて昼食だけ
でもきちんと食べることが出来れば育ち盛りの中学生の年令には一番身体的にも脳にとっても良
いのではないかと思います。
69. 今は簡単にコンビニへ行き、食べる事が出来るので食べ残しが心配。食への感謝を忘れないで欲
しい。
70. 中学校給食など贅沢な話です。私は９年間毎朝お弁当を作りました。子供のために。
71. 私自身は中学校で給食が無かったのが残念でした。小学校の給食がおいしかったので、中学校で
も同じ様に食べられると良かったなと思います。両親が共働きの家庭が多い現代には必要だと思い
ます。
72. 敷地や施設建築に限りがある為、自校方式は難しいと思われます。また成長期の子供のエネルギ
ー量は個人で異なると考えられ、給食でカロリーを補えるのか…とも不安要素はありますが、小学
校のように食事ルールや準備の役割や、関係者への感謝の心を持つ点で、早期実現を望んでいます。
今後の中学生達の為に。
73. 赤字を増やしてまで給食にする必要は無い。税金の増収も見込めない状態で未来の子供達に負担
をかけるのか。そもそも弁当が悪のようなアンケートに理解できない。低所得世帯に弁当費を支給
する方がよほど経費も他の理解も得られると思う。
74. 中学校給食については、反対です。このアンケートも、中学校給食の実施を前提とした一方的な
物で、不快です。
75. 赤字になることよりも明石市は黒字になることを考えて下さい。
76. 中学は弁当でよい。弁当の方が親子の絆が出来る。
77. 中学ともなれば自分の好き嫌いがハッキリしていて給食を残すという事が多くなるかもしれな
い。
78. 中学給食を実施している学校や市町村の現状と問題点が知りたい。
79. 私自身もたしか弁当であった記憶（30 年前）ですが、今ほど個人、世間が多種多様な物を求め
る時代ではなかったと思いますが、現在は昔ほど大らか（何かとうるさく）でないので特に衛生面
には気をつけた方が良いと思います。私自身には子供がいませんが、今は色々とうるさい事が多い
かと思いますが、明石市で特色のある事業として頑張って欲しいと思います。
80. 私自身、中学生時代に給食にして欲しいなと思っていました。寒い冬に冷たい弁当、夏は揚げ物
が多く暑さで食べる気もしなかったのを思い出します。コストが高くつくのは私の想像以上ではあ
ると思いますが、我が子には食の安全と素晴らしさを給食を通じて学んで欲しいと願います。早期
実施をよろしくお願い致します。
81. 導入はとりやめて欲しい。メリットとしてあげていることは、全て同意しかねる。食育とは楽を
することではなく、学ぶもの。食材を育てるところから参加し、自ら作り、食べるのであれば学べ
るが給食化というのは、ただ楽をするという点のみしか感じられない。費用の点もお金を払わない
親もいるだろうし、中学生にもなれば、どういうことか分かると思う。金銭的に苦しい家庭の救済
であれば食堂という形で選択肢を作れば良いと考える。何も現状は解決せず、悪化するだけだろう。
（小学生の時より）足りない分の補充は持参あ
82. 食べ方、量等、個人差（体格等）があると思う。
りでも…。原則として給食は残さずに食べる事！
83. 学校給食にする意味が良く分かりません。この財政難の時にする必要はないと思います。
84. 家庭によって弁当を作る手間が負担になる、ならないに違いがあると思われるので、弁当を注文
出来るようにする程度で良いのでは。
85. 子供 3 人のお弁当を中・高と作ってきました。今も主人のお弁当を作っています。朝の忙しい時
間、お弁当作りは結構大変です。どうしても同じ様な食材になったり、夏場は特に気を使います。
共働きの家庭が多くなった今、中学給食が実施されたら、お母さんには、とても有難いことだと思
います。
86. 市の財政にはかなりの負担になるが未来ある人材を育てる事は必要。地産の物を使い農業の活性
化、高齢者の生きがいになり、しいては少子化に歯止めをつければいいのでは？法的に先に進まな
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い場合、市の条例によりカバーし進める。
87. 給食になればずっと続くものであるので、最初に多額の経費がかかっても食育・安全等考え、最
も良い調理室を作るべきだと思います。
88. 皆が皆、弁当を持って来ているとは考えられない。食事代をもらって他の物を買う子もあると思
う。パンだけの子もあると思う。人間はお腹が満たされていれば元気で悪い事をする子も少なくな
るのでは。
89. 色々な意見を聞き入れた上で、随時、説明、報告（広報誌などで）をして頂き慎重に進めて頂き
たいと思います。
90. 共働き家庭の多い中で給食は主婦にとって嬉しい事かもしれないが、親はせめて弁当ぐらいは愛
情こめて作ってやるべきでは？（中学給食の実施について賛成では有る）
91. 子供を甘やかした料理は出さなくてもいいと思う。
92. 私は中学校の頃、給食がなく小学校の時の給食が美味しかったので給食が食べたいと思っていた
ので中学校給食は是非して欲しいです。
93. やっと明石市も中学校給食に取り組んできたのかというのが正直な気持ちです。色々な事案を考
えれば大変な事業だと思いますが、すでに多くの中学校では実施しています。どうか早期に実施で
きる様に最大の努力をお願いします。
94. 中学校給食がないことに驚いた。
95. 小学校のような給食スタイルにこだわらず例えば民間のあったかい弁当式のような給食でも良
いのではないでしょうか。
96. 80％以上が中学校給食を実施していると聞き明石市でも是非、早期実現をお願いします。
97. 現在、子供が小学生でいつも温かく美味しい給食を頂いております。家ではなかなか使えない、
使わない食材を取り入れて頂いたり、メニューがあるのでとても楽しみにしています。出来れば、
中学でもやっていただけたらと期待します。
98. 温かく美味しい給食を中学生に食べて欲しい。それには行政と民間企業が協力してよりよいシス
テムを作って欲しい。
99. 安くて美味しいのか？アレルギーの生徒の対処。欠席した場合の給食費の計算。例えば月 20 日
登校の場合、1 食 350 円として×20 日分。月 10 日登校の場合、1 食 350 円として 10 日分なのか？
どこで作りますか？配達するのですか？
100. 可能な限り早期に実現して欲しいです。私の子供達はすでに成人していますが、中学給食のある
都市町村がとても羨ましかったです。病気で作ってやれない時など、成長期の中学生が昼食をパン
だけで済ませて部活をして心が痛みました。又、パンも買えずに昼食なしの生徒も多くいたと聞い
ております。今回、やっと！明石も！と言うのが正直な気持ちです。一日も早く実現されることを
願っています。お弁当を持って行けなくて、いじめにあったり、お腹が空いているのにお腹が空い
ていないとお弁当を持って来れない人は淋しい思いをしていたのは事実です。学校給食は絶対に必
要だと思います。働きに行っている母親が安心して子供が学校に行けますように宜しくお願いいた
します。
101. 小学校で給食があり、中学・高校とお弁当を作ることが親の務めとしてきました。（お弁当作り
通算 30 年）親と子に学びの場がまた少なくなるような気がしてなりません。
102. 早期に実施し学校内でも食育強化すべきだと思う。毎日の弁当は大変だと思う。
103. 部活をしている子供の親にとっては有難いです。夏場、暑い時のおかずに困っています。
104. 教師・親・子供・地域をコーディネートする立場が教育委員会です。もっと前面に出られたし。
105. 私達の子供達には梅干作りから始まり、弁当を作る親としての喜びがありました。今の親子さん
の気持ちはどうなのでしょうか？作った物を粗末にしたり、作った人の気持ちを考える事が出来る
のでしょうか？美味しいと感じ人への感謝があれば出来ればいいなと思います。
106. 永年、中学校給食について早く国が進めるべき事が実施される事を待ち望んでいました。
107. お弁当だと、ついつい子供の好物や毎日似たようなおかずになってしまうので、まだまだ成長期
である中学生のお昼ご飯はバランスのとれた、温かい給食を食べて欲しいと願います。給食を通し
て郷土料理や行事食などの食文化も学んでもらいたいです。
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108. プラスやマイナスの面がありますが中学校給食は大切と思う。
109. 民間に任せた場合、利益追求の為、産地の詐称や安い外国産の食材を使い、その結果子供の食育
のためにならなかったり安全性に疑問が出るかもしれないと思う。
110. 食育をすると言うことは、他の教科と同じ様に授業として時間を作るということなのでしょう
か？ただ給食を食べるだけになってしまうと小学校の時と変わらないと思います。という事はする
必要はないと思います。それならば小学生の時に徹底して食育をする方が今後に生きるんではない
でしょうか…。
111. 食育というのなら小学校でしっかり時間をかけてやるべき。中学校で何を今更食育か。親の怠慢、
業者との癒着を招くだけ。断固反対。全く必要なし！大切な血税をムダに使うな！
112. 給食で食育が出来るとは思いません。アレルギーの問題や給食費滞納、後片付けで時間をとられ
る。職員の負担が増える、食べ残しのゴミの問題などたくさんの問題があります。それを全てクリ
アできるなら、しても良いと思いますが無理があると思います。
113. お弁当を作ってあげれない家庭もあり、コンビニ弁当等で済ます、済まさざるを得ないｅｔｃ問
題解決の為にも是非、早期実現に取組んで頂きたい。
114. 共働き家庭にとっては給食はすごく良いと思う反面、生産地が分からない食材を使用されるので
あれば、親の目でしっかり選んだ食材で作るお弁当の方が子供にとって一番安心、安全だと思いま
す。
115. 私の子育はお弁当作りに大変でした。娘の子供は中学で給食のある学校でとても助かったと聞い
ています。やはり明石も早期実施した方が良いと思います。子供手当てなど学校給食に少しでもま
わすと負担が少なくなるのでは？
116. 今、子供が社会人になりましたが中学生の時には学校給食が有れば良いし助かると切に思いまし
た。
117. 基本的には小学校でも行われているので、できない事はないと思う。また他地域では多くが実施
されているとの事なので何が問題なのかわからない。ただ、いざ実施となると相当の費用が掛かる
と思われるので現在なくても弁当等で対応できており、それ以上にもっと必要とされている保育所
の待機児童対策など、優先すべき事があると思う。
118. 今早急に対応して頂きたい問題がたくさんあり別に給食に力を入れる前に水道料金値下げ、税金
も値下げしてから取り上げて欲しい。私達が大人になってからの年金は？
119. 体力作りにバランスの取れた給食を…偏食のない正しい食事を期待します。
120. 小学生が給食を自分達で配膳まで出来るのに、中学生が自分達で配膳できないと情けないと思う。
幾ら思春期で生意気な生徒でも皆と協力しあって何かをする事で、いろいろ学んで欲しいので教育
もしっかりして欲しい。
121. 食育は大切な事であるが、給食としては大変難しいではないでしょうか（例．経費の問題…）
122. 中学生の体力・知力の向上のため、専門家（栄養士等）の力で実施すること。行政は金銭的なこ
とは出来るだけ各負担を少なく各人がそれを受け入れやすい様に。現市長や市議の公約にもあり、
早期に実行されたい。
123. 食材はなるべく素材の良さを生かし、切り刻んだり潰したりしないで、食感があるようにして下
さい。
124. 給食費滞納を防ぐ為に、保護者に一筆書かせたらどうかなと思いました。未納の抑止力に多少な
るかと思います。
125. 中学校ともなると、食べる量にかなりの差があると思うし、他にもすごく課題は沢山あるかとは
思いますが、栄養面や夏の猛夏対策としても、出来れば早く実現して欲しいと思います。こういう
子供達の為に私達の大切な税金を使って下さい！！あまりにもムダが多過ぎます！！
126. 給食出た方が良い。お弁当の中身がほとんど同じのときもあるから。
127. 親の負担や栄養面の事を考えると早期に進めるべき。ただ、給食費の問題（未納）などは必ず出
て来るので、しっかりとしたルールのもとやって欲しい。
128. お弁当だと、どうしても内容が偏りがち。お仕事をしているお母さんやお父さんだとパン販売に
頼りがちになってしまうと思うので、大きく成長するこの年齢では、栄養とボリュームのある物を
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食べさせたい。感謝の気持ちを忘れさせないために自分で作る時間を作っても良い。民間方式を選
んだのは、競争してよりよい物を提供することを忘れないようにしてもらう為。
129. 近隣の中学校が給食を始めているので、明石市も早急に開始して欲しいです。
130. 実施に向けては大変な苦労もあるかと思いますが、子供も親もとても楽しみに待ち望んでいます。
学校給食は大人になっても生涯忘れる事のない思い出になり、食の楽しさを学ぶ場だと思います。
どうか実現していただけるようお願いします。
131. 朝早くからクラブの練習で弁当を入れるのが大変でしたので、給食になれば助かると思います。
弁当だと好きな物を入れてしまい偏りがちになるのと、食中毒が心配していました。給食になれば
必ずとは言えませんが、弁当より安心です。
132. 他市で中学校の給食を実施されている所の現実問題を調査し、メリット＆デメリットの研究をし
てゆくべきでは？明石市民の意見を聞くことも大事ですが、
「他市」の現実把握をしっかりすべき
では！！と思います。決して早急に着手せず色々な方向から見つめてゆくべき！！と思います。
133. 同じ食事を食べる事によって会話も弾むし、笑顔が生まれると思うので、中学校給食は嬉しいニ
ュースです。
134. 滞納対策をしっかりして欲しい。
135. お弁当を作らない親がいるから給食を…というのは安易な気がします。そういう親が感謝するよ
り、反対に給食費滞納という場合も考えられます。給食費徴収の方法を、しっかり確保してからの
実施を望みます。
136. 自分が中学生時代、親が働いていたのでよく菓子パンを購入して昼食にしていた。これでは栄養
面で不安があるので、給食だと安心。月１回、季節に１回等弁当日があってもいいかも。食中毒等
気になるので、実施にあたってしっかり対応して頂きたい。
137. 共働き、家族、母親であっても、自己実現のために仕事を続けている人が多くなってきています。
以前の住居周辺は給食で、こちらへ転居してから驚きました。今の生活スタイルに合わせて、給食
も進めていただければと思います。
138. 必要ではない。お弁当でよいと思う。小学校の給食で学ぶ事が出来ていないのに、中学校でして
も無意味だと思う。家庭で行うべき事。給食が嫌いな子供にとっては苦痛だと思う。
139. 色々な課題はあると思いますが、賛成します。月に１回のお弁当の日などもあってもいいと思い
ます。子供が楽しく食事の出来る環境が出来ればいいと思います。色々な家庭事情もあると思いま
す。私自身は父子家庭で給食無しの大阪だったため、ほぼコンビニばかりで食育とは無縁でしたが、
ちゃんと成長は出来てます。自分の子供には愛情をそそぎ、ちゃんとした物を、地産地消も大切だ
と思います。楽しく安全に食事出来ればいいと思います。
140. 我が子は３人とも中学を卒業しています。確かに毎日、頑張りました。今となっては良い思い出
です。が、作る事が困難な方がおられるのもわかります。
「週に１回でも給食があれば、息も抜け
るかしら？」と思ってみたりもします。とても大切な中学３年間です。良い方向になればと思いま
す。
141. 東京出身ですが、中学で給食があるのが当たり前で育ってきたので、無いことが驚きです。働く
主婦の為にも早期に実施すべきです。家で食べないものの、学校で食べれるようになることもメリ
ットだと思います。
142. 自校方式が望ましいと思うが、土地の問題で困難で又実現にかなりの年数がかかるのであれば、
わざわざ費用のかかる方式にこだわることはないと思うが、できる学校はやれば良いのでは？とに
かく食中毒のことを考えると１ヶ所のセンター方式は問題があると思われる。
［自校＋センターｏ
ｒ民間調理］や［センターや民間でも２，３ヶ所に分ける］等にして、教育委員会もそこは考え直
す必要があるのではないか？でないと益々実施時期が遅くなって市民や子供達の不利益になる感
じがする。ネットで会議の議事録を拝見したが、学校長は全国の情況をしっかり見つめて、自分達
の面倒が増えることに文句を言って反対するだけでなく、良識を持って発言し、中学給食の実現に
尽力して頂きたい。大津のいじめ事件でも思ったが、学校長は世の中の情況がよく理解できていな
いのかと思いました。
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143. 周囲の意見が聞けるアンケート、アンケートを書く側からも、地域や生まれ育った土地や学校の
事を考えるきっかけとなったので、中学校給食の実施をした際には、時々、子・親共にアンケート
を書いてもらい参考にするのが大事だと思いました。
144. 私の小学校時代の給食は脱脂粉乳のミルクが苦手なのと、大きなコッペパンを少々持て余し気味
でしたが、おかずは家とはまた違った味付けでおいしくいただきました。皆と同じ物を食べるのも
楽しかったです。ですから中学校に上がった時、なぜ中学には給食が無いのだろうと思いました。
今でもあの給食をもう一度食べてみたいなと懐かしく思います。学校給食の良いところは何と言っ
ても育ち盛りの子供の栄養バランスが充分考慮されていることだと思います。課題は色々あるよう
ですが、なんとかクリアして中学校給食を実施していただければと思います。
145. 母から子への愛情弁当をさぼって欲しくない…とは言え難しい時代ではあるが、給食にすると給
食費滞納者も多く出てくると思います。億の経費を費やして赤字にしてまで実施すべきかどうか疑
問である。食育の前に今の時代の親の教育をして欲しい。
146. 地産地消を促進し、地元の農漁業振興を図ること。食材や食に関係する人々に対する理解を深め
ること。食品廃棄物の再利活用の方策も併せて検討し、ごみ問題についての理解を深めること。物
事の後先を考える人になって欲しいと思います。核廃棄物の処理方法がないまま、原発をつくるよ
うな人にはなって欲しくはありませんから…。食物連鎖についての学習を実施し、人間が多くの生
き物のおかげで生存していることを理解できるようにすること。他都市にはない明石らしい給食で、
明石のアピールを！
147. 食は人間にとって大切なことです。まず私が思うことは、子供達の食事のことです。娘は部活を
頑張ってしてますが、お友達の中にはお弁当じゃなくて菓子パン１コとか、おにぎり、なかには食
べない子がいるそうです。
（ダイエット）などして給食になると１口でも食べたりすると思います
か…
148. 小学校と同じ様に、早く実施すべきである。
149. 子供の好み、体調、アレルギー等考えるのも親の仕事ですが毎日の献立は本当に大変で冷凍食品
に頼ります。添加物が多く体に良くないと思いつつ仕方ないと使用する事が多くなると思います。
民間に頼って本当に大丈夫かどうか疑問も残ります。成長の一番大事な時です。どうか一番良い方
法を子供達の為に考えてあげてください。
150. 今年中にして欲しい
151. 働いている親の朝は慌しいものだと思います。子供に親が作ったお弁当を持たせる事も大切です
が、この頃は冷食など、あまり親の手が加わっていないお弁当の内容にもなっていると思います。
ならば、添加物の少ない手作りの温かい昼食が子供の口に入ることは有難い事です。家庭の事情で
お昼ごはんが用意出来ない家もあるのでしょうか？子供達が皆で同じ物を食べる。友達の好き嫌い
も分かり友達との関係にも変化が出てきたり、苦手な食材も食べられるようになる機会にもなるの
では？と期待しています。私の中学時代が給食だったので、給食導入は大賛成です。
152. 学校給食は必要ないと思います。親は楽になるでしょうが、今回のオリンピックを見ても、親の
出来る事は食事面での支え、スイミングの入江選手にしても親の支えがあったからこそ、学校給食
は親の育児放棄にも繋がるような気がします。子供に食事をさせない親の事は別に考えて行く事と
思っています。
153. センター方式は食中毒や異物混入の際、被害児童が多くなってしまうような気がします。自校も
しくは親子方式が良いです。しかし予算がありませんよねぇ。
154. 自分自身が給食だったので弁当だと言うことにビックリした。成長期なので栄養のバランスがと
れる給食が良いと思う。
155. 食べる事は生きている間ずっとすることで、小・中学校時代の食育はとても大切と思う。時代を
考えると働く母親も多いため、慎重かつ早期に進めて欲しい。小学校で現行している方式を基本に
していけば時短になると思う。一番は「子供達のため」の給食ということを基本にし、教育の中で
も最重要な課題として真剣に取組んで欲しい。頑張ってください。
156. 保護者の負担が減るので中学校給食が実現すれば嬉しいです。
157. 給食方式は現在の世の中において親が外に出て仕事している事もあり助かるとは思いますが、親
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に感謝する気持ちなどが、薄れてきそうな気がします。昔は忙しい中でも親は子の為に弁当を作っ
たものです。
158. 近くに中学生がいないので深く考えたこともないので良く分かりません。
159. 協力・協調・食への理解など成長過程の道徳は、この事により教育は出来ていくようなやり方が
必要な反面、親の教育・理解が不可欠で親が協力をする体制が必要と思う。昔は中学給食はなかっ
たが、キャンプなどで飯を作ったもので、これらが協力の教育になった。
160. 女性も働いている方が殆どであると思うので給食は有難いことだと思います。また成長期である
ので、しっかり食事をとることが大事だと思います。偏食をなくすためにも、とてもいいと思いま
す。
161. 量の問題。男女で違うだろうし中１と中３でも違うと思う。足りない人は追加で家から持ってき
ても良い…とか対応策がいると思います。
（でも、そうすると好き嫌いで食べない子も出てくるか
もしれないですね）子供いないけど給食導入賛成です。
162. 明石市独自の食材を使った献立を作って頂き、それをＨＰで発信することで、中学校の生徒だけ
でなく明石市民が給食に関心を持てると思います。また、生徒が考えたメニューがあってもいいと
思います。給食費の滞納問題は避けられないと思いますので、各家庭から徴収する以外の方法で生
徒が悲しい思いをすることのないよう対策をお願いします。是非、生徒の思い出に残るような楽し
い給食にして下さい。
163. 義務教育であるから小学校と同じ様に給食も…ということなのでしょうか？小学校での給食費
の滞納は巨額なものになっていますし、担当する教師の負担は煩雑であろうと予想します。給食実
施ならば、保護者から学校側が徴収ではなく、別の形で（現場の教師の手を煩わせることのない行
政の分野で）給食費を集める方法も検討されることを望みます。
164. 弁当でよい。給食は必要ない。
165. 献立を考えるのが大変で、ついつい冷凍食品に頼ってしまい、毎日、変わり映えがしません。そ
の点、給食なら色々な物が食べられるので、子供も給食の方が楽しいと言います。夏の衛生面を考
えても給食の方が安全に思われます。下の子が現在、小学５年生なので、この子が小学校を卒業す
るまでには実現してほしいなーと考えています。
166. 出来るだけ早期に実施して下さいね。私共の孫が中学生になる頃までにね。今、小５です！
167. アンケート調査項目？実施する側の問題？
168. 子供達が中学校でも給食があって良かったと思うような実施方法を考えて下さい。美味しく、楽
しく食べられる給食として下さい。
169. 共働き世帯が多い中、給食の実施は嬉しい事だと思う。
170. 身体の成長が著しい時期なので安心安全な食材を使用することが第一で栄養バランスのとれた
美味しい学校給食が早期に実現されることを期待しています。ただ、給食費を滞納するようなモラ
ルの無い方には給食を提供しないなどの、きちんとした対応をして頂きたいです。
171. 中学校給食が始まれば、地元食材の消費拡大にもプラスになると思うし、郷土愛も生まれるので
はないでしょうか。給食になれば、時間がたてばそれが当たり前になると思う。
172. 共働きの中、栄養が偏りがちの世の中栄養士さんが考えた献立で、育成上で必要だと思う。しか
し、その中にはリスクも多い。親の考え方にも問題があると思うし、原発や安全面、アレルギーな
ど色々な食の問題もある。
「家の生活が楽になる」などの考え方で給食が良いというのは反対です。
あくまで成人する必要栄養が考えられ、皆で楽しく食事をするなど色々と得られるものがあるので、
どちらが良いか対象の子供がいないので分からないのが現状です。
173. 弁当ではどうしても同じ物ばかりになってしまう。共働きの多い中給食実施は安心・安全かつ早
期に進めてほしい。子供も温かいものを食べれる方が嬉しいと言っていた。
174. 正直、お弁当のほうが安心できる気がする。食堂を作るとか、選択できる様にする事は無理なの
でしょうか。８０％が実施済みとのこと。予想しなかった問題点が上がってきているというのはな
いのでしょうか。不安を感じています。
175. これは直ぐに決められる事ではないですよね。「給食」を実行されるという事は良いと思います
が、いろんな問題が出てくる事がこの中学校給食の大変な所ですね。考え方としては、子供達の成
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長の為には良いと思います。アレルギーの方の事もあるのも問題ですね。
176. 学習だけでなく、食育もとっても大切な事だと思います。是非、中学校給食を実施するようお願
いします。
177. 中学生から身長が伸びたりクラブも始まり、新しい仲間と環境も大きく変わり、成長に必要なバ
ランスや栄養を考えた食事は（給食）一般家庭ではなかなか意識しても出来ないと思うので、給食
は良いと思います。２４時間いつどこでも今、物がそろって便利な時代になりましたが、逆に肥満
や簡単に外食する事で、食事本当の作り方や素材や形も知らない事もあると思います。肥満になら
ない様にも考えた、太りにくい体質作りや、頭を使うときに必要なエネルギー食材とか、アイデア
を取り入れて頂けたら良いと思いました。
178. 私自身は自分で弁当を作っていました。（中高と６年間）親が仕事していた為、クラブをしてい
たので必ずご飯の弁当を作り持って行ってました。朝早く起きて作るのが大変でした。又、野菜と
か入れる為、夏の暑い時とか腐らない様に色々と考えるのがとても大変だったので、給食になれば
良いと思います。
179. 給食費は子供手当てから差し引けば良いと思う。
180. 現状での市の財政を考慮すると、トータルコストの最も低いセンター方式がベストだと思うが、
「食」を扱う以上、やはり安全・衛生管理について徹底した議論が必要だと思う。また既給食実施
地域では必ずと言っていい程、給食費の滞納が大きな問題になっているので、いかに学校や教員へ
の負担を減らせるか検討して頂きたい。
181. 生徒にとって理想的なのは自校方式だと思います。しかし提供する側の課題はたくさんあり、簡
単ではない事は容易に想像がつきます。ですから、早期に取り組むべきと考えます。そして、地元
の食材を使う事によって地方への経済効果も期待できます。
182. 月に１回位又は半年に１回位は、お弁当持参の日を設ける良いと思う。自分が中学生の時の修学
旅行の時に、先生と親のサプライズで、お弁当に親からの手紙が入れてあった事があって、クラス
全員照れたり喜んだり、泣いたりしていてとても良かった。地産地消・食文化を学ぶ事はとてもい
い事だと思う。
（地域の経済を助けるためにも！）作る人とのコミュニケーションというより、食
べ物への感謝の気持ちなどを学ぶ事が大切だと思う。
（自炊の大切さを学ぶ事）給食費の問題があ
るかも知れないが、本当に払えない人は支援してでも子供の食事を守るべき。払えるのに払えない
人には強制的にとる制度を作るべき。
183. 給食を食べる場所は教室でしょう。教室の教育環境はどの様にお考えですか。猛暑の中網戸もな
く病害虫の出入りという危険を犯しても窓を開けないと暑くて学習できないと子供が申していま
す。給食よりも先に、空調機器の早期設置を求めます。そうする事で学力向上にも繋がるはずです。
学校では学習する所と言う基本線に立ち返って頂きたいです。
184. 震災前、西宮市に住んでおり、被災を期に当市に移ってきました。西宮市では小中特別支援に関
わらず、自校方式で（米飯は外部？）給食を行っており、移ってくる直前の事しか判りませんが、
調理員は正規・委託含めて全員市職員でした。本市に移って来て、中学校では給食が行われておら
ず、そう言う学校の生徒はとても可哀想です。自校式で行う場合、施設の事など問題がありますが
早期の実施をお願いしたい。あと調理員の市の職員については、公務員であり立場もありきちんと
仕事の出来る事が期待できます。市の人件費は掛かると思いますが。あと、勤務地の近くの中学校
は全く暖房が入っておらず、冬などは生徒がジャンパーを着て授業を受けているそうです。学事給
食とは関係ないかも知れませんがあまりにも可哀想です。
185. 授業料等の滞納等もあるので給食費により全額が上がると滞納者が増えるのでは…？給食を提
供する事により、センター等の建設等逆に負担にならないか。説明の上検討して欲しいです。
186. 回答者は皆中学時代を経験していると存じます。自分は、学校教師をやっていた過去の事から考
えズバリ申し上げますと、中学給食は余り賛成できません。給食が各家庭で出しにくい者は１割も
あたりません。費用の件でも僅かな事で、各家の戸々の家風というか躾を失う事を心配致します。
187. 私は小学校の時食が細かったので給食が苦痛でした。食べ終わるまで席を立てなくて、おいしい
と思った事はほとんどなかったと思います。中学校で給食がなくなって本当にうれしかったです。
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随分と昔の話ですが、こういう子供の事も考えて実施して欲しいと思います。
188. 中学校にでもなればお金もかかるので給食の方が親の負担が減り、その分働きに出れると思う。
朝からお弁当を作る労力がなくなれば楽ですよ。
189. 「実施しない」という選択肢のないアンケートは無意味。
190. 働く親にとっては、早期に実現してほしいと願うところだが、費用の面になると明石市の財政事
情の中で優先順位をつけるとなど、慎重に進めるべきと考える。
191. いろいろと問題はあると思うが、給食を望んでいる家庭が多いはず。早期に進めるべき。我が家
は今中学生はいないが、中学生の親にきっちりアンケートをとり、滞納させない様に全体の何％か
滞納すると給食をやめるとか…。
192. 中学生になったのですから、自分の家の事情なり経済的事情なりを知る事も良いと思う。親が忙
しいのなら自分でお弁当作りをしたら良いし、経済的に厳しいのであれば、それなりのお昼になる
のですから、本人が良くわかってくると思うので給食は必要ないと思う。
193. 自分が中学生だった時にも給食がほしかったです。
194. もう子育てが終わった私には、中学校給食は贅沢だと思う。もう、中学生なんだから自分でも作
ろうと思えば作れるし、パンでもなんでもコンビニに買いに行ける。多額な経費を税金で使うなん
て、市民の負担が増すばかりだと思う。どこかで線引きをしなければいけないのだろうけど、今ま
で一生懸命子育て、お弁当作りしてきた親としては不平等だと思う。
195. 出来るだけ早く実施してほしい。
196. 母や妻が毎日弁当を作るのを見て大変と感じていました。又、家庭の事情でコンビニ弁当の子も
いたようです。子供に対する食育も大事ですが、家庭への負担が減るのは重要な事だと感じます。
しかしながら、給食費の滞納者にははっきりとしたペナルティを与えるべきとも考えます。ただ、
短い休み時間なので準備や食事時間で遊ぶ時間がなくならない様、配慮も必要かと思います。
197. 自校方式で学校の敷地に給食室を建設となっていますが、各中学校にもよりますが生徒の人数が
少なくなり、空教室があればリフォーム等で調理室はできないか。小学校でも給食室を持っている
ので、長い期間かかっても建設しても良いと思う。センター方式ではおいしい給食にならないと思
う。孫が小学 1 年生になりましたが、毎日給食が楽しみでおいしいと言っています。せっかく中学
でも給食にするのなら、楽しみの食事にしないとただ食べるだけでは意味がない。
198. 実現する為には大きな開きが出来、大変だと思います。
199. 小学校ではおいしい給食を食べさせていただき、私達親も子供も大変ありがたいと思っています
し、喜んでいます。中学でもぜひ給食になればと思っていますが…。問題は山積みなのでしょうが、
私のまわりの保護者は給食になってくれる事を心待ちにしている人ばかりです。
200. 食については大事な事だと思う。実施するまでの問題は多いと思うので、解決しないまま、実施
は止めて欲しい。実施してから気付く事もあるだろうが、他県などの例もあると思うので、リサー
チをしっかりやって頂きたい。
201. 弁当持参が親子の絆作りとして望ましい。給食推進派の人は中学校現場の事、様子がわかってい
ないと思います。
202. 調理を工夫する事で好き嫌いがなくなり、何でも食べられる人になってほしいです。
203. 自分もそうなのですが、好き嫌いが激しく偏食なので、出来るだけ好きな物ばかり口にするので
はなく、全体的にバランス良く食べて頂きたいので、中学校給食賛成です。
204. 実現を希望していますが、大規模センター方式の発表が余りにも唐突で驚きました。小学校で自
校方式が出来ているのに、なぜ経費がかさむと言う事だけでセンターになるのか疑問です。これか
らの明石を担う世代にお金をかける事がそんなにいけない事なのか。それなら駅前開発にかけるお
金を回せばできるのではと思ってしまいます。各中学校に給食設備があれば災害時に避難所になる
であろう所で食事が提供できると思います。赤ちゃんのミルク用のお湯など切実な問題も少し改善
できると思います。
205. Q８ですが、センター方式と民間調理場方式をうまく一つにする事が出来そうではないかと感じ
ました。やはり、温かい食事は必要だと思いますし、結局おかずは冷凍食品でいくつか対応せざる
を得ないので、給食には賛成します。実施するかしないかは分かりませんが、結論は早期に出して
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もらいたいですね。最後に、旧明石市バスの車庫跡が給食センターになるという話を聞いたのです
が、実際のところはどうなのですか。それなら、センター方式で話がついているのでしょうか。
206. 義務教育中の生徒達が安心して学ぶ為に、学校生活に於いて学校給食という平等な昼食は必要性
が高いと思う。
207. 家庭においては共働きである為、中学校でも弁当持参ではなく給食を実施して頂けると、負担も
減り大変助かります。育ち盛りの中学生にとっても栄養バランス・バラエティーに富んだ食事をと
れる事にとてもメリットがあると思います。早期の実現に期待しています。
208. 皆で同じ物を食べる事により絆が深まるのではと思う。
209. 中学生になると親のほとんどは働きに行っています。親の負担が軽くなるのは望ましいです。そ
の分（弁当を作る時間）
、朝食をしっかり作れると思います。弁当は夏場が心配なのも給食にして
欲しい理由です。衛生面・安全性は給食になれば徹底して確保して欲しい事です。コスト面では長
く続く事なので、長い目で一番コストのかからない方式が良いかと思います。
210. 成長期という大事な時期に家庭の事情でちゃんと食事が出来ていない子供を見ていると心配に
なります。以前子供の通っていた中学校で注文方式の弁当販売がありましたが、量の面等で注文す
る人があまり居なかった様に思いますし、子供が注文した弁当を取りに行くと食べる時間が減って
しまい…という状況だったように思います…。やはり、全員がちゃんとした食事を昼食の時だけで
もとれるという事はとても大切な事だと思いますので、是非なるべく早く実施になればと期待して
います！！給食費の件も食育という面を大きく打ち出し、中学生への家庭科の調理実習や食物学・
栄養学の一部と考え、授業料・教材費の中に何パーセントかでも組み込んではだめなのでしょう
か？
211. 全員が同じ食事をする事が良いと思います。家庭で親が作っても（私の場合）知らない所（学校）
で捨てた事があったと後で聞いた事がありました。その点給食だと完食してくれると期待します。
孫の時代に中学校の給食制度を望みます。
（今は小学生です）
212. 税金の無駄遣いにならない方法を考えるべき。滞納を許さない方法で実施しないならするべきで
はない。
213. 働いている両親に負担がかかるお弁当作りですが、食育に最適の時期なのでしっかり意味のある
給食にしてほしい。思い出に残るような楽しい食事があれば仲間を労わる心もできるかも？
214. 中学校では担任の先生はとても忙しい様なのにこれ以上時間を取る様では、授業や生徒指導に時
間をとれないと思います。アレルギーについて、小学生時代より中学生の方が深刻に発生する事が
良くあります。アレルギー対応食を用意する場合、大変手間がかかる事になり、生徒によってはお
弁当持参になる可能性も充分あります。これは偏見。いじめの原因になると思います。もう一つ、
我家では３人の子供に中・高・幼＋大学と 10 年位お弁当を作りました。反抗期でも母と子を繋ぐ
お弁当は貴重な存在でした。以上の事もあり、私は中学校の給食については反対です。
215. Ｑ８：自校方式が安全で良いと思うのですが、コスト面を考えて、民間調理場方式を選びました。
親としては、やはり安全が一番重要だと思います。子供と親が安心して食せる給食を期待します。
216. お弁当では不足しがちな野菜をたくさん使った食事を提供して欲しいと思います。
217. なぜ今まで進まなかったのか分からない。親への負担が減り、雇用が生まれ良い事ずくめ。栄養
が確保できる。
218. 中学給食については、小学生とは違い個々の成長等で色々と相違い及び自我も目覚めるので、何
種類かメニューを用意して各自が選べるようにしたら良いかと思います。又、生徒数も減少、空き
教室なども出来ているので、食事室を作り生徒で出来る事を運営させてはどうでしょうか。
219. みんなで同じ物を食べる事はいいと思います。いつも食べられない野菜でも、お友達と一緒なら
食べられるかもしれないし、栄養士さんが健康を考えてくれたモノを食べられるので食生活のバラ
ンスが良くなるのではと期待します。でも、中学生は育ち盛りな時期なので、特に運動部の男の子
などは女の子と同じ給食で足りるのかなと思います。最近はアレルギーをもった子も多いので、ア
レルギーの対応もできるのかなと思います。
220. 給食費滞納のないように、保護者に説明を要する必要があると思います。
221. 私は中学時代、愛知県在住で給食がありました。グループごとに机をまとめて会話しながら食べ、
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とても楽しかったです。中には給食のメニューを毎日楽しみにしている子や、おかわりを狙う子も
いました。センター方式だったと思います。センター方式は交流（調理員との）が難しいと書いて
ありましたが、勤労感謝の日などにペンダントやカードを作って返却時に一緒に届けてもらうなど
して、記念日の意味を知りながら感謝の心も育めるのではないでしょうか。私は明石に来てまだ日
が浅いので、給食が中学校にないと知って驚きました。担任と子供達と一緒の部屋で食べる事で、
和もできます。今、いじめ問題もあるので、和を作る事に関しても、給食は大切なのでは…！？私
もここに引越すまでは、幼稚園で働いており、滞納なども経験しました。そういう問題もあると思
いますが、今の学校事情からして、今後が心配です。
（子供の成長などｅｔｃ．
）
222. 基本的には本当は家の手作りを持たすのが一番いいのですが…。手作りといっても、冷凍食品も
利用したりして慣れれば時間もかからないのですがね。難しい家庭事情が色々あるのですね。良い
方向にいく様に検討して下さい。
223. 何事も一つの事を始めるにあたり、何かと問題も生じる事ですが、少しでも地元産の食材を取り
入れる事で生産者も励みにもなると思いますし、雇用も増える？のでは。
224. いいと思います。
225. 小学校の様に、もっとはやくから進めてほしい。
226. 小学校と違って、中学生になると男女共食欲とか好き嫌いが強くなるので、献立とか量がどのく
らいか良く考える必要がある。調理場の方式も各中学校は敷地が狭いので、センター方式か、民間
調理場方式等をと考えます。各生徒が楽しく学校生活を送れる様希望します。
227. 時間・予算・校区の事情等、悩ましい問題をはらんだ事業であると思われるが、要は地元子供達、
又父兄への貴委員会の強い“意志”を試されていると思う。将来他市他県の教委から羨まれる程の
給食導入であって欲しいと思う。当たり前の事だが首長の方への気遣い等、一切無用である。頑張
って頂きたい。尚、8 月 3 日付、日経夕刊の記事を同封しておく。これも食育の例の一つかと思っ
て…。
228. 中学校は 12～15 才という成長期にあたるので、食事の量の個人差があるので一律の給食に不安
がある。早弁、部活等の間食などを考慮しにくい。
229. 関係者のご苦労をお察しします。他府県では、相当以前より実施された処がある様ですが、デメ
リットらしい事もある様ですが、やはり実施が望まれます。私等は戦中の給食を受けましたが、今
では懐かしく現在との違いに驚いています。
230. 偏食や家庭の事情やらで、やはり給食の受け入れは難しい所も有ると思います。逆に母にとって
弁当の手間がなく、皆が平等というのも良い点では有ります。様々な事情も有るので、半年単位な
どの選択制というのも有りなのではないかなと思ったりもしました。
231. 私の育った岡山県は小学校・中学校と給食だったので、明石は中学校が給食でないのが不思議で
した。早く給食を中学生にもしてあげて欲しいです。
232. 各家庭によって生活状況は異なるので、選択できるようになれば良いのに…と思います。希望す
る家庭は１年又は各月で申し込み、家庭から振り込むなどの手続きを行い、希望しない家庭は従来
通り家庭の弁当を持参する。学校側の事務手続きは出来るだけ簡素化されるのが望ましい。
233. 家庭の弁当だと嗜好が偏るので、バランスも悪く給食はよいと思います。
234. 私も小・中給食でしたので、中学が給食でないのが不思議に思っていました。娘も中学は弁当で
大変でしたし。費用はかかると思いますが、食べる事は大事な事ですし教育する事も大切だと思う
ので、早く決断して実行して欲しいです。
235. 経済状況や生活環境により、バランスの取れた食事の摂取が困難な生徒が少しでもいるのなら、
やはり中学校給食は必要だと思います。このような状況でない生徒の場合でも、家庭では弁当作り
の手間の軽減や、生徒自身にとっても好き嫌いが減ったりと何らかのメリットはあるように思いま
す。
236. 働いている母親の朝の家事が少しでも楽になるので、とても良いと思う。
237. 今日からでも実施してほしい。小学校で長年実施してるのに出来ない理由はない。要は初期費用
の問題だけやと思う。小６、小３の子を持つ私としては、市長はじめ市会議員、市職員を減給して
でも早期に実施して頂きたい。
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238. 自校方式で実施出来たら良いと思いますが、経費がかかりすぎます。明石市の財政難にあえいで
いる時期にあえて実施するべきでない。親がお弁当を持たせるのが食育の勉強（親の苦労も知り）
の一つになると思う。
239. 無作為に抽出されたアンケートみたいですが、子供のいる家庭で抽出されたらどうでしょうか？
明石の給食が今どのようになっているのか分かりませんので、答えようがないと言うのが本当の気
持ちです。
240. 衛生管理など安全・安心な食材や、調理・保管を確保して早期に進めてほしい。
241. どうもすみません。年寄りには分かりません。
242. 中学生の子供はいませんが、やはり母親の情のこもった弁当を持参させて欲しいと思います。何
も贅沢な材料をしなくてもよいと思います。
243. 色々問題は出てくるが、一番大事な事は衛生面である。食中毒が一度でも発生したら、給食の継
続が難しくなる。
244. 朝来市の場合、社会福祉協議会が一人暮らしの方に弁当を有料で宅配していますが、明石市にも
この様な制度があれば、活用すればコストがかからないと思います。
245. 朝霧中→あかね大学校内にある給食用の調理場は使用できないものか。使用していない教室・施
設を活用できないものでしょうか。共働きが多いし、病人を抱えているご家庭もあるでしょうし、
早期が望ましいとは思うのですが。経済的な負担も増える事だし、最終的には給食に賛成ですが、
慎重に出来る所から少しずつがいいのではないでしょうか。
246. 小学校同様に中学も給食にしたらよいと思う。
247. 食育としての教育を充実し、世界での自給を考える機会にもしたい。
248. 私の通っていた中学校では給食でした。とてもおいしく献立を１ヶ月分配られれば、楽しみでも
ありました。親はかなり助かったと思います。夏のお弁当は衛生的にも不安なので、解消されるん
ではないでしょうか…。
249. 官から民へと言われているが、これも民間に任せた方が一番良いのではないかと思います。
250. 中学生になればいままで通りお弁当持参でよいと思う。一人一人の体調に合わせた献立で作れる
し、パン持参でもよいと思う。施設設備や運営の為に多額の費用が必要とされるので明石市の財政
でやっていけるのか、心配です。
251. 共働きの家庭が増えている中、お弁当作りは大変である事と思いますので、給食導入には賛成で
す。しかし、コストがかかるのですべて市税を投入するのではなく利用する子供の家庭にも少しづ
つでもコスト負担してもらうべきではないでしょうか？子供のいない独身家庭にとって、高額な税
負担、何の免除もなく、はっきり言って家計は苦しいです。子供を大切にする社会であってほしい
ですが子供のいる家庭はすべてと言いませんが十分に守られてます。片よった税金の使い方には慎
重にお願いいします。良い方法で導入できる事を願っております。
252. 忙しい合い間をぬって母親又は父親がお弁当を作ってくれることで親子のきずなが生まれる。そ
の姿をみて「大変だな」と思ったら中学生自身が、作り方を学びながら自分で作るようになる。昔
はそうだった。税金を使ってそこまで子供をあまやかし、親を楽にさせる必要があるのか、と思う。
本当に困っている家庭に配りょしてほしい。
253. 中学生がおりませんのであまり実感がありません
254. 今の経済状態では、両親が共働きの家庭が多いと思われるので、家族の負担を少なくするといっ
た意味でも中学校でも給食の方が良いと思う。
255. 1.実施方法については、新たに設備を作る事はコストの面で、絶対に親子方式を採用するほうが
良いと思われる。 2.輸送コストを考えても、地産地消は不可欠です
256. 中学生になると、それぞれ成長も個人差が表れ、一人一人満足できる給食はむずかしいかもしれ
ない。なので、臨機応変に、アレルギーの子や、給食だけじゃ足りないという子などは、別にお弁
当をもってきても OK というのはどうだろうか。家庭の事情でお弁当をつくられないところの子ど
もも、おいしい給食を食べられるし、栄養のバランスも考えた給食というのは、基本的に賛成です。
給食費の滞納は子ども手当てから、さしひけばいいと思います。
257. いろんなことを考えてちょっと早めに進めていくことに賛成です。
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258. 働いている親が多いと思うので給食になれば楽になっていいし、栄養面も気にしなくて済むので、
早く実施してほしいと思います。
259. いずれの方式でも経費がかかりすぎる。先生の負担が増える。生徒の昼休みが短かいのに、給食
を実施できるとは思わない。(昼休みを長くするとは思えない。)
260. 給食費の滞納がないようにしてほしい。
261. 精神的に不安定な時なので皆で同じものを食べ昼に栄養を気にしていれば夜は気にしなくてよ
いので発育上よいのではと思う
262. 弁当だけでは栄養が充分に行きとどかない状態だと思います。冷食に頼ったり、ついつい作る時
間の短縮に走りがちです。その点で育ちざかりの子供には栄養の管理をしてくれて、おいしい物を
食べれるのなら給食も良いと思います。
263. 体づくりの大切な時なので栄養バランスの良い昼食が捕れるといいなと思います。
264. センター方式でも;西部;東部を設置した方がよりおいしい状態の食事を届ける事が出来るので
はないかと思う。
265. 設問で「量の調整に個人差がある」とありますが、確かに体の大きな男子と小量な女子では、必
要量がちがうと思います。でも小学校でも同じようなこともあるでは。足りなく感じる子供には、
パンを別で持たせるとか、個人で対応してもらえたらいいと思う。
266. 給食費滞納問題をワイドショーニュースなどで耳にしますが、子ども手当や授業料無償などが施
工される以前に、給食費を国が補助してくれるほうが、生徒の栄養失調を防げて良いのでは？と思
います。お弁当が、他の人と比べると手抜きだったり、おかずが少なかったりするとはずかしいと
思ってコソコソたべる生徒もいると思いますが、そういったことがなくなりお昼ごはんの時間が楽
しくなると思われる。給食だと、バランスの良い食事が出来るので、成長期の中学生にはとても重
要だと思います。
267. 他市の学校で始めているところをもっと見て、早期に考えるべき。
268. 今、莫大な設備投資をして中学校給食を実施するメリットはほとんど感じられません。中学校の
担任がどれほど給食指導に関わることができるのか。年々忙しくなる学校現場でおそらく生徒まか
せになることでしょう。食育やメリットに掲げてある内容はいかにもすばらしいことではあります
が、現実は全く違うと思います。落ち着いた学校現場の中で、かろうじて実践できるか？と思われ
るようなものでかえって生徒指導上の問題を増やす事になるのではないでしょうか。
269. 中学校は小学校と違い各学校、学年ごとに行事などが大きく違うため実施が困難であると思われ
る。各クラブでの試合 修学旅行 スキー旅行 遠足 文化祭 天候(警報などが出た場合大量の
食品がムダになる) 学級閉さなど、各校、各クラス、個人個人で違うのにどのように対応するの
か？お弁当は思春期の子どもと親との重要なコミュニケーションの 1 つである 会話がなくても
お弁当箱 1 つで多くのことを感じ取られるこの大切な手段をなくすのは大変もったいない。授業時
間の確保がむずかしい中、給食の準備、片づけなどにかなりの時間がとられる！教師の負担もかな
り増える。
270. 親が思うほど子どもは給食を望んでいない 経費のムダ使いにもなるため考え直したほうが良
い。
271. 共働きの家庭の弁当作りの手間の軽減が、中学校給食実施のいちばん大きな理由だと思っていま
す。家庭が、ひとつ学校（子供）とのかかわりを失うことだとも言えると思います。その分、給食
を通じて家庭と学校とのかかわりを補う方法も必要ではないでしょうか？
272. デメリットの方が多すぎる。施設設備の為に借入金は、結局は市民の税金にはね返って来る。子
供の数が減っているのに市民税が上がる↑↑ダメです。中学生と親のつながりが薄くなり、親への
感謝がなくなる。
273. 全国でみても給食ではないのは少数であり、早期に実施される事を期待している。食べる事＝生
きる事で、食育を通じて、健全な体をつくってほしい。何より地元の食材を使っての給食は地域発
展にもつながる。
274. 私は島根県松江市出身です。幼稚園から（今は幼稚園給食はないと思います）中学卒まで給食を
食べてきました。センター方式で。26 年前明石に来て、中学で給食ないのにビックリしました。
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今でも田舎に帰省して話したら、不思議がられます。大観小でも建てかえる前だったら、給食室作
るコスト、省けたのに･････
275. 安全な方法で早期に実施して欲しい。先生に負担をかけない方法を考えるべき。税金と一緒に徴
収して減免するには返金すべき。
276. いい事だと思う。早めに実施できればいいと思う。
277. とても良いことだと思います
278. 給食を実施しても給食費を持って来ない子供が多数いる様にききますがいかが 市民の税金で
しょう
279. 早期に進めるのではなく慎重の上にも慎重にして下さい 広く意見を聞きこれから先ずっとや
って行けるものにして下さい
280. 共働き家庭が増える中、母親の負担を少しでも減らし、栄養あふれる給食を食べれる事はすばら
しいと思います。お弁当では限りがあるし、量を持たすのは大変だと聞きます。給食で安心して学
校生活が送れるしつになればいいなと思います
281. 近年は共働きの家庭が多くお弁当を作る事に負担を感じている親も多くおられるようです。中学
校の給食を望んでいる方も多いようですし、実施できれば良いと思いますがコスト面やそれぞれ学
校の事情も違うようなので地域ごとや学校で方法を検討は出来ないのでしょうか？他の実施され
ている県や市などを見学されて良い面をとり入れられてはと思います。
282. 不況とデフレの中、市民の雇用を増やすために、民間調理場を採用した方がよい。
283. 家庭主婦の社会参加は 50％を超えた報道があった。今日的経済社会の状況から主婦労働の必要
性は益々高まる。そのような中で、学校給食の必要性は益々高まり、学校･父兄が一体で制度の充
実をはからねばならない。
284. 今の世の中お金さえ払えば何でも買って食べれるようになって、小さい頃から母親の手作りの食
べ物を食べる機会が少なくなっていると思うので、弁当作りぐらい母親がするべきだと思うので中
学校の給食はどちらかといえば反対です。
285. 中学校の給食については、以前から早く始まればいいと思っていましたが、経費の事やアレルギ
ーを持っている人の事を考えると、早く進めるのは難しいと思いました。
286. 私の子どもは、中学を卒業していますが、中学生の時いつもお弁当を全部きれいに食べていたの
にある日突然残すようになりました。何かのサインだと気付き、注意しながら接していくと、やは
り友達間のことでトラブルをかかえていることがわかり、学校と相談し解決できました。親が愛情
を込めて作るお弁当は親子の絆を深くするものです。早急に学校給食実施をすべきではないです。
もっと議会で話し合うべきです。市長のワンマンが目立ちます。
287. 卸売り市場にパートで勤めています。市場とも連携して給食をもりあげてもらえたらと思います。
市場が特に野菜、果実(魚は分かりません)が売れていませんので･･･。
288. 明石市が中学校給食を考えられた事はとても良かったと思います。真剣に読めば読むほどむずか
しく何を選んで良いのか解からなくなります。でも、P.2～5 迄の項目を読むと、ほとんどが中学
生の年頃にとって必要な事だと思いました。余談かもしれませんが、センター方式では、調理員と
生徒との交流が難しくなる、と書かれていますが、唯、普通であればあえて「交流」にこだわる必
要はないでしょう。食事の前に作って下さった方達に感謝していただけば良いのでは？
289. 実際に食する子供達の意見を良く聞く必要があると思う。
290. 子どもによって、またクラブ活動によって食べる量が大きく違ってくるので、給食だけでは無理
だと思う。
291. 中学生の時期は伸びざかりの時です。食事はとても大事な事で共かせぎの家が多いので、実行し
てもらえたら！と思う。非行に走る子供が少し減ると思う。
292. 今、自分の子供は小学生で給食でいろんなメニューが出て、嫌いな物も食べれる様になり、バラ
ンスのとれた献立で親としてはとてもありがたく思っています。中学生にもなると身体も大きく成
長する中でバランスのとれた献立だといいなと思います。
293. 中学校給食については賛成ですが、実施に向けては慎重に進めて頂きたいと思います。市民の声
も大切ですが、実際の現場の中学校や栄養士さんの意見や考えも大切にして欲しいと思います。特
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に中学校においては生徒指導が大変な学校もあります。給食指導においても指導が不十分であれば
食育どころか諸々の問題点も出てくると思います。小学校でも給食指導がいい加減になると好き嫌
いし放題、片づけは滅茶苦茶になって大変なことになっています。(私は小学校教師を 30 年しまし
た)是非中学校現場の声も聴いて、導入に際しては慎重に検討して進めて下さい。
294. 子ども達に、明石の良さをもっと知ってもらいたい。そして、子どもの頃の思いを大人になって
も持ち続けてほしい。給食は私達にとってなつかしく、成長課程で、思い出としても切り離す事の
できない物。これから大人になっていく子ども達に、感謝の気持ちや、友達、先生、たくさんの人
達とのふれあいでいつまでも優しく、あたたかい気持ちをもって育っていってほしい。そのひとつ
に“給食”という物があればいいと思いました。
295. しつこいようですが、滞納世帯の子供には食べさせてない覚悟をもってスタートして下さい。い
かなる関係者の説得にも耳を貸さない親は必ず発生すると思います。中学給食はおそらく任意で市
が始められることで、スタートに当たり、受益者負担を徹底し、他の都市や小学校がいかなる状況
であれ、始めから事態を「想定」し、規範を守る覚悟をもってやって下さい。(私立学校との公平
性もお考え下さい) その際、家庭の経済状況、子供の健康チェックなど、フォローをしてあげて
欲しいです。基本的に良い取組と思いますので、正常な運営が長く続くよう、当初が肝心と思いま
す。健闘をお祈りします。
296. 滞納者が急増し、経費が高くなる。希望者のみ弁当方式とする。持参弁当と併用する。
297. 実施方式についても、むずかしいですね。自校方式が望ましいと思うのですが、建設費や調理人
等、いろいろ費用もかかります。民間調理方式もコスト面においては良いかなと思いますが･･･？
実施にあたっては、各家庭からいろんな意見が出ると思いますので慎重にして、早めに実施出来れ
ばと思います。私共は、子供は成長して学生とかはいませんが、いろいろ教育問題もむずかしいで
しょうが、がんばって立派な子供達を育てて下さい。
298. 中学校の給食をしないことがいけないように他市との比較をしたり、市長の公約がといっていな
いで、子どもたちがよろこぶものにならないと結局お金のムダ使いだと思う、学校現場が混乱しな
いよう、じっくり検討しある程度納得がいくような方向をさぐってほしい。 弁当がわりの給食な
らしなくて良い。最低小学校並みの給食・食育・アレルギー対応ができないと、迷惑なだけである。
299. 私には子供がおりませんが私の時代にも給食があればよかったなと思えます。私自身自分でお弁
当を作っていたので大変だった事そして今思えばクラスに何人かお弁当を作ってもらえていない
人がいた事が要因です。今の家庭事情からみて詳しくはわかりませんが皆と同じものを皆で食べる
という思春期の時期だから、なおさら楽しい思い出となれたら。食育を大切に思うゆえよろしくお
願いしたいです。
300. このアンケートは給食実施を前提に作成されているが･･･ 中学までも給食を多額の税金を使っ
てやるべきではないと考える。食育や人間関係のコミュニケーション、伝統の食文化、地産地消等々、
それぞれの家庭で毎日の生活の中で親が教えていくべき業務であり、何んでもかんでも税金を使い
行政等がやるべきではないと考えている。それはおかしい、親である事の放棄である 責任を持っ
て親業をやるべき、私達はそれで育って来た。高度成長で税金がジャブジャブある時代なら箱物を
いっぱい作ってもよい？がこれだけ日本経済がきびしい中、家庭で荷なうべきものは荷なうべき。
301. 費用の問題や安全性など色々問題はあるかと思いますが･･･。家庭環境や背景に関係なく子ども
達が同じ物を気を使わずに一緒に食べれる楽しい雰囲気の学校給食を願います。
302. 共働きの家庭が多い中、早期に進めるべきだと思います。私の子供達も小学校の給食がおいしか
ったので、中学校も給食だったらよかったのにと言っていました。
303. 子供が中学生だった頃お弁当作りは負担でしたが、今になり考えると、親と子のコミュニケーシ
ョンの 1 つになっていたり、忙しい中お弁当を作っている姿を見て、子供も感謝の念を持っていた
り、良い面もたくさんありました。親と子の絆が気薄な時代だからこそ“お弁当”を残して欲しか
ったです。
304. 社会情勢の変化はありますが基本的には家庭の手作り弁当がこども達にとって食を通じたコミ
ュニケーションになると思っています。
305. 我子の成長期に弁当作りも大変 一番成長期に好き嫌いがなく、栄養面もしっかりと考えて作っ
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てくれることならば今は共働きなどで大変だと思う。
306. 現在でも給食費滞納の問題が起って、教職員に多大の負担をかけている様に思える。小学校で起
っている問題も解決出来ないまま中学校の給食を進めると云うのはどうでしょうかね。又親の作る
お弁当で親子の絆も無視できないと思いますが･･･。又給食を通じて中学生の食育が出来るとも考
えられませんが･･･。
307. 小学校の給食の時間はとても楽しい時間として心に残っています。そんな給食の時間を中学校で
も作れたらいいなと思います。
308. 今でもお弁当を食べる時間が短く、忙いで食べている状態らしいので、給食となるとその辺りの
時間配分がどうなるのかな･･･と思って、少し心配です。
309. 経費がかなりかかるというデメリットを解決出来るのであれば、日々の各家庭の負担が軽減され
るので実施しても良いと思います。現状のお弁当持参の形式にも、
「食育」の意味では充分得られ
る事が有るとは思うので、現状のままでもよいのでは･･･と思います。
310. 食中毒などはお弁当の方がいたみやすくて心配ですし、お弁当だとどうしても毎日似たようなメ
ニューになってしまうので成長期の中学生には給食の方がいいと思う。
311. 中学時代の自分を考えると、弁当を 2 食分自分で作って持っていき、売店でパン等を買って午後
に食べるという毎日でした。クラブ、クラブの日々をすごしている者にとって学校での食事は？
312. 中学校給食には賛成ですが費用の問題など(方式など)難しいとは思いますがすすめて欲しいと
思います。
313. 全国で 80％給食が実施されている中、早期の実現を求めますが、市の状況を考えると、一斉に
実施でなくてもよいと思います。但し、自校方式以外の方法では将来に禍根を残すことになります。
義務教育は無償であるならば、給食費も無償にすべきです。親の経済を心配せず学べる事が、今程
重要な時はないのではないでしょうか。中学校の先生方が給食実施に不安を持っておられると聞き
ますが、小学校 6 年間給食があたり前、習慣にもなっており、子ども達を信じて頂きたいと思いま
す。給食で同じ物を食し、心も身体も充実すると考えます。
314. 母親でおつとめする人が多いと思います。なるべく早く給食が出来ればよいと思います。
315. ただ食べ物を与える、というのでは意味がない。小学校の延長の気持ちで、給食を食べたい、と
いう気持ちにすることが大事だと思うので、給食するならぜひ自校式でやってほしい。
316. 食事を作ることを楽しく考える人間に育てて欲しい。電子レンジを使った料理とかスーパーのお
かずに工夫をするとかごはんがない時はおかずだけを入れてきてパンを食べる方法もあると思い
ます。災害にあった時に生きていける人間でないとだれも人の分を作れなかったらどうしますか。
317. 年令と共に、食事量が増加しているので、給食の量が足りる量になるのかが心配 少なければ結
局は家で追加分を作らないといけなくなるので。
318. 中学校給食実施はよいと思うが、現実問題としてクリアできるのかとても心配です。まずコスト
面。市は、責任をもってやりきれるのか･･･。市長がかわって、
「継続不可能」というような事態が
起きないのでしょうか。もし、そうなら、単なる無駄遣いです。給食費の徴集方法や栄養職員の配
置、中学校の校時表見直しなど、現場の混乱も予想できます。思いつきでは、できない大きな事な
ので、十分検討し失敗のないように、わたしたちの税金の有効利用をくれぐれもお願いします。(中
学生にとって本当にプラスになるために)
319. かつて、某自治体が失業対策事業の一環として給食事業を推進したところ、パートの職員化の要
求、人件費の増大等で財政圧迫し改革に困難を極めたと側聞する。他山の石とされると共に費用対
効果等を十分検討されたい。市財政ひっ迫の今日、巨額の新規事業より社会的問題化している。生
活保護支給の徹底見直し、倒産寸前の各事業の資金投入(市民病院 etc)を検討して歳出削減が優先
されるべきではないか。※弁当に格差があって当然、格差がバイタリーを生み、国家を発展させる
原動力の一因と思う。
320. 私共は、現在は該当する年代の子供がおりませんので、今の保護者の方々がどの様に思われてい
るのかわかりません。ただ、仕事を持っているお母さんが多いと思いますのでお弁当を作るのは結
構負担だと思います。又、給食にする場合、給食費は引落しにする等、払わないでも済んでしまう
ようなやり方には絶対反対です。
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321. お弁当を作って持って行かせる事は苦ではないが、夏場などお弁当の管理が心配なので(腐って
しまうなど)、学校給食だとそういう心配が減るのではないかと思う。給食だといろいろな食材を
使ってバランス良い食事が出来るので、とても良いと思うので、早く実施できるようにしてほしい。
322. 予算のことなどを考えると大変かもしれませんが、やはり自校方式ができたての給食を食べられ
るし、よいと思います。また、調理中のにおいが学校に広がって、給食を楽しみに待つことも食育
の 1 つだと思います。
323. 今どき中学給食がない事はおかしいと思っていて、早期実施をお願いしたいです。
324. Q4 に掲げられていた課題とされるものについては、ほとんどデメリットでも課題でもないと思
います。部活の時間などはいくらでも調整可能ですし、給食費の問題についても別途方策はいくら
でもあります。先生方は負担が増えることを嫌って反対されてるようですが、(新聞報道によると)
全国で 80％も実施されていることが明石でできない特別な理由は見あたりません。弁当でなけれ
ば親の愛情を伝えられないようなことを言うのも、情けない話です。(たぶん男性の意見だと思い
ますが)母親は様々な形で愛情を伝えており、1 週間 21 食中の 5 食が給食になることに何の問題が
あるのでしょうか？一刻も早い実現をおねがいいたします。
325. 我が家は共働きのため中学での給食実施は助かります。市長選挙で泉市長のマニフェストに共感
し投票させて頂きました。今回、アンケートで実施方式の大変さに気付きましたが、安全、安心は
大切だと思いました。多少コストが高くなってもしょうがないと思います。
326. 中学給食について、バランスのよい食事を取ることができるので賛成ですが、安全性や給食費の
滞納問題などいろんな考えがあるので慎重に進めるべきであると考える。
327. 給食は小学校まででも良いと思う。ただ食についての勉強は本当に必要だと思う。
328. 自校方式はたしかにコストは高いですが・・・コストよりまず今の子供達に何が一番大切かと考
えると弁当を作ってくれない家庭が増え、それにより登校をしぶったり家族皆なで食事することが
減ってきている現在、皆と同じ物を同じ時間に同じ場所で食べれるということが現代社会にすごく
重要になってきていると思う。又作ってくれる人への感謝とコミュニケーションも自校方式ならで
はと思えるのですが。
329. この話が出てから、何年になるか、やっとアンケートですか？アンケートだけでなく、明石でも
進み具合を、知らせて下さい
330. ①勉強は教室で、食事は食堂ではっきり区分せよ。②民間調達は学校周辺のファミレス、弁当屋
を数社指定して数量(数十個～百個)と単価を入札せよ。
331. ○食育は家庭科で行える。○デメリット、特に費用面と安全面の大きいことを考えると、やめる
べきだ。安全面で失敗すれば、市が多大な補償を求められることにもなろう。○メリットは抽象的
で、デメリットは具体的だ。食育がどれあけ給食により実現するか疑問だ。○私は小～高迄、私立
に通い、給食の質も公立に比べると、よかったらしいが、小、中と続いた給食が苦痛だった。高校
になって解放されてからは、幸せな昼休となった。食事のマナーがよくなるどころか、母によると、
急かされて、自分にとっては、多すぎる給食をつめこむために、かまずに食べる習慣ができ、いま
だに直らない。メニューの組み合わせも、おかしなものだったが、9 年の間に慣れてしまい、食事
に緑茶を飲む習慣も失った。○先日の朝日新聞によると、働いている母親の殆どが、手作りの食事
を与えているとのことだ。又、１人で食べさせてもいない。家庭の食事が、乱れているというのは、
本当だろうか。その調査をきちんと行って後に、給食のことを考えるべきだ。○唯、貧困家庭の子
供についてのみは、給食が解決してくれる。但、給食以外の方法でも解決できるだろう。
332. 親自身が不規則な食生活の家庭も多いかと思います。(私もつい手を抜いてしまいますが･･･。)
バランスよく食べる、親子で楽しく食卓を囲む、等々あたり前のことが出来ない子どもにとっては、
給食は良い食育の機会になるかと思います。コストもとてもかかりますが、ぜひ中学生も給食を実
施してもらいたいと思います。
333. 今の時代、中学校給食でない市は全国で珍しいのに何故明石市が中学給食を実施しないのか理解
できません。何年も前から、中学給食になるとウワサばかり･･･本当早くとりかかってほしいです。
いつまで先のばしにするのですか？全力で取りくんで下さい。本当にお願いします。他の市ででき
て何故明石市ができないの？不思議です
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334. 今、昼食がなくて困っているという話を聞いたことがなく、保護者が楽だから、という理由で給
食を進めるにはあまりにも現状の学校では実施しにくいと考えられると思います。地産地消や食育
についても学校ではなくて市のイベントや祭の中で取り組みをして、保護者が家庭でできる食育を
情報提供していけば良いと思う。今まで通り弁当が良いと思います。子が親に感謝して親が子を思
う 弁当を作ることによって親子のつながりは必ずできると思います。買い弁当や弁当の中身から
も、生徒の家庭のようすがわかったりするのではないでしょうか？市長の考えがわかりません 体
育館や校舎がボロボロで改修を待っている学校がたくさんあるにもかかわらず、学校給食に予算を
つかい、今、学校に通っている児童生徒を見ていません。選挙の道具ではなく子供たちの本当の教
育のために予算をつかって下さい。
335. 中途に食べ物を粗末にしそう ・食わず嫌いで強制に食べさせて親が怒り食べずに破棄等 ・ア
レルギー等による事故等
336. お弁当だとメニューも限られてますし、子供の好きな物ばかりになったり、冷凍食品に頼ったり、
夏場は衛生面も心配です。給食だと温かい物を食べれますし、少々嫌いな物でも皆と一緒に食べる
ことで、食べられるようになるなど、メリットは大きいと感じます。親子の絆はお弁当以外でも十
分深めることができると思います。働く母にとって、中学校の給食導入はありがたいです。
337. 個人の部分を教育の場で良い方向へ推進していくべきだと思うが、考え方は多様だと思うので時
間をかけてほしい。
338. 地域を巻きこむ形での中学校給食のあり方を考えるのもひとつだと思う。地域のお年寄りが一緒
に食べることもできればよいと思います。生徒の中にはアレルギーの人もいるので、学期ごとでも
よいので注文式にし、余った分を近隣の人へ提供するというのはどうでしょうか？生徒自身･親自
身当事者がこの機会によく話し合い議論を進めてほしいと思います。
339. アレルギー対策や、食事の量など課題が多いと思いますが、給食方式になる事は良いと思います。
340. 東日本大震災の原発事故で、汚染された食材(牛乳も)を給食で提供しているのを見ているとすご
く不安。汚染された「可能性」があるのであれば、絶対に使ってほしくないし、数値を含めた説明
がほしい。こういった事故があった時、すみやかに対応ができ、給食を拒否できることも可能、と
いうような体制であれば給食の実施を望む。
341. 給食費滞納･異物混入･アレルギー対応などさまざまな問題が出てくると思います。慎重に進めて
欲しいです。
342. カルシウムが不足するとイライラする･･･など食事は体づくりにも大事だが性格形成にも影響し
ていると思う。栄養バランスのとれた、あたたかい食事をすることで、難しい中学のこの時期の助
けになれば良いと思う。中学生は小学生と違い、食べる量も献立にも見た目にも気を配らないとい
けないと思う。また、地産地消することにより、生産者の方も活気づくのではないか･･･。
343. 給食費滞納の問題がある中で、更に中学校にまで拡大させる意味が分かりません。払えるのに払
わない家庭が多い中で、真面目に払っている方があほらしくなります。給食費滞納者を 0 にできる
なら、実施すればいいと思いますが、できないのならやめるべきだと思います。
344. なぜ今まで出来なかったのかという点。 ・給食費滞納の問題が発生するが、どうしても払えな
い人の為に救済措置はあるのか。先生が徴収するのはおかしいので口座引落としにするべきです。
(口座入金の無い人もあるが) むつかしい問題ですね。
345. 皆で同じ物を食べることで、はずかしくて、弁当をかくして食事する子供もなくなるのではと考
えます。アメリカのような、食事をしながらおしゃべりもすることで、コミュニケーション力を向
上させてほしいと思います。食事はたくさんで食べるからおいしいということを、体験するべきで
す。(1 人で食べてもおいしくないです)
346. 他の都道府県や県内他市でも、完全実施がされているにもかかわらず、なぜここではできていな
いのか。理由は何ですか。
「市民サービス」としての中学校給食はなぜ明石で行えないのか理由は
特にないのでは？遅れている市民サービスはできるだけ早期に実現してほしい。
「食育」を取り入
れるよりも、
「栄養、カロリー補給」と位置づけて進めてほしいです。
「手作り」で親子の絆を深め
るというのは夏休みの部活用弁当づくりでも補えると思います。(部活をしていない生徒はわずか
ですから)
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347. 両親が共働きのため中学校での給食実施は大変ありがたいです。
348. 両親共働きや片親の子どもも多く、毎日かかさずお弁当を用意するのは,大変です。食べざかり
の中学生にわけへだてなく食事が準備される事は子どもたちの精神面にとってもとても大切な事
だと思います。
349. 給食に関しては、正直どちらでもよいと思います。ただ、今の中学を見ていると、私たちの頃と
比べると問題だなと思うのは、昼に業者がパンや牛乳を売りに来たりしていてよい、朝注文したら
昼お弁当が届くというシステムもいつのまにかなくなっている、ということです。これからがきち
んとあれば、特に給食は必要ないとも思います。ただ、県内で給食をとりいれている中学は多いの
で、それらを参考にすれば充分可能とも思います。
350. お弁当に入れられる物は限られており、夏場は特に保管場所や方法も心配があります。部活の朝
練などで早く登校する場合は作るのも大変です。近隣地域も実施されている所が多いので、明石市
も早く実現する事を期待します。西区の中学校では弁当箱タイプの給食を希望者だけ注文できると
聞きましたが、その方法でもあると助かります。購買部もパンの販売も通学路にコンビニなどもな
いので･･･。
351. 明石は中学校時代だけが弁当で過ごせる時なので高校に行けば食堂とかがあります。出来るだけ
家で作った弁当でと思っています(子供は手抜きの物でもそれなりの思い出になると思います。)
私宅では中・高・大の 10 年間弁当でした。
352. おおげさな大義名分をかかげないでほしい。実施するならば肩から力をぬいて子供が元気に成長
することのみを願ってしてほしい。学校が何もかも引き受けることもないし、教師が感謝して、お
いしく食事をし(残さないで)ている姿こそが食育です。教師達がイキイキ、生徒の前に立てるよう
にすることが教育委員会の全ての仕事に優先することです。明治、大正時代の教師達に深く学んで
ほしい。
353. 自校方式が良いことはわかっているが、運動場などを削ってまでするものではない。センター方
式で十分対応できる。
354. 小学校の給食では、給食を作ってくださる方は、子ども達においしいものを食べてほしいという
思いで作っていると聞いた。センター式になると、思いは伝わるのであろうか。安全面も心配であ
る。中学生や小学生達はどう思っているのか、慎重に取り組んでほしい。
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Ｑ１０．中学校給食についての自由意見（保護者・471 件）
数々の課題を抱えながらの中学校給食実施への取り組み、一日でも早い実施を期待しております。
全国から見れば中学校で給食が無いのは珍しい時代になりつつあります。色々な問題は当然あり
ますが働く親としては早く実現して欲しいと思います。
市長が選挙の際、マニフェストで掲げていましたが、結局当時小学校だった我が子が中学を卒業
3.
してしまう頃に王子の車庫バスの跡地に出来ると聞いていますが卒業してからなので遅すぎるし、
正直関心を持ちたくても実施が遅く、我が子に関係なくなると思うと興味が沸かないし期待もして
いません。なぜこんなに遅くなるのか・・・
4.
家庭で作るお弁当では、バリエーションに限界があり、どうしても偏りがちになる。給食にして
もらえると栄養バランスの面からも大変ありがたい。又、冬場に冷たい弁当では子供がかわいそう。
全国的にもほとんどの自治体で実施されているところからも実施するのが妥当だと思います。
5.
バランスの取れた食事、温かいものが食べられる等メリットは多いと思います。が、昼食の時間
が長くなれば部活動の時間が無くなる等のデメリットもあります。食事量も個人差があります。そ
れらを総合してもう少し慎重に決定して頂きたいと思います。
中学給食はもう実施している地域もあるので早急に実施して欲しいと思います。親も共働きの人
6.
が多いので菓子パンばかりの生徒とかもいるかと思うので栄養バランスも給食の方が良いと思い
ます。生徒同士も「この食材が良い」とか「また家でも作ってみよう」とかコミュニケーションも
はかれるし、食べたことない献立とかもあるのも良いと思います。
私自身が中学まで給食だったので、中学給食に何の違和感もありません。親の負担軽減はもちろ
7.
んの事、親に弁当を作ってもらえないとパンを持っていく子供もいるみたいなので、そういう環境
も無くした方が良いと思う。
保護者は弁当を作らずに済むので賛成するという人もいるようですが、給食を実施するにあたり、
8.
たくさんの難題があるはずです。もし実施されるのであれば急がず、しっかりと検討して欲しいで
す。個人的には３年間、子供との絆を深めるものが弁当だと思っているので、給食は必要と感じて
いません。弁当が持って来られないというなら中学生になれば自分の力で調理する事も覚えていっ
ても良いと考えます。昨今、調理能力の低下した人達が目立ちます。
9.
弁当だと夏や梅雨時にいたんでしまうので早く給食にて欲しいです。加古川市の方が後で給食に
取り組みしているけど、行動が加古川の方が早い様な気がします。
10. 子供が食物アレルギーなのでアレルギー対応も考慮して欲しい。
11. 弁当はどうしても嫌いな物は入れなくなるので栄養のバランスが悪くなるので、小学校の様に栄
養のバランスを考えた給食の方が良いと思います。小学校の給食では嫌いな物でも食べていたよう
です。
12. 中学生ともなると身体の成長が著しくなるため、弁当でカロリーがとれるか心配なので給食にし
てくれると安心できる。夏場はお弁当も傷みやすいので衛生的にも安心できる。
13. 温かいものを温かいうちに食べられるのがすごくいいですね。早く実現するといいなと思います。
14. 上の子供が中学生です。入学当初は手造りを心がけてバランスのとれた弁当作りを意識していま
したが、慣れや、働いている忙しさもあり、冷凍食品に頼る弁当になってしまっています。実際、
菓子パンを持参してそれで済ましているお子さんもいるそうです。中学生は、まだまだ、成長する
時期です。早期に進めていただきたいと思っています。
15. "給食になれば、皆、同じ条件で食べられて、栄養面でのバランスも良く、親も子も大変助かり
ます。ですが、現状では、実施方式についての問題点が解決できず本当に実現するのでしょうか？
今、中学校では購買がありません。学校近くに、コンビニもなく、何があってもお弁当を持たせな
くてはなりません。我が子の為なので頑張ってはいますが、毎日となると、お弁当の中身もかたよ
りがちになります。ですから給食を実施して下さると、栄養面の心配は｢解消するのですが。もし、
無理なら、購買の復活や、地元のパン屋さん、お弁当屋さんなどが昼休みに販売出来る様にするな
ど、もしもの時に対応出来る様にして下さい。成長期の子ども達が昼食を食べられる様にして下さ
い。中学校も給食になるのが一番良いのですが、あまりに経費も大きく、大変な事です。メリット、
1.
2.
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デメリット両方ありますが、実現する事を期待したいです。
16. 明石市内、衣川中学校の区域は、大久保区域とちがい、年配者が多く、子育て世帯が少ないです。
空地もなく、この衣川中学校で給食をするとなると、中学校がなくなるころに、給食センターがで
きたという図式も考えられます。しかし、ありがたいことには、ここの区は、中学校集囲にたくさ
んのお弁当屋さんが店をかまえているという事実です。衣川中学校は生徒数も少なく、そのせいで
クラブも、どんどんなくされているのです。お弁当屋さんの店長の方々と、明石市教育委員会事務
局学事給食課の方々と、学校長、教頭先生、ＰＴＡの方々と多くの関係者で、お弁当屋さん活用法
というのも一計と考えていただければ、幸いです。私個人としては、私自身、中学校、高校とお弁
当でしたので、現時点では、絶対給食ありと考えておりません。ちなみに私の出身地は大阪府守口
市です。
17. 成長期の子供に栄養化が高く、バランスのとれた食事をさせる事は、お弁当だと限界があります。
早期に学校給食の実施を願います。この近辺でも、30 年も前から給食を実施しているところがい
くらでもあります。明石は、何事にも行動をおこすことが遅いと思う。
18. 早急に実施すべき。
19. ある議員は PTA 総会で中学校給食について賛否を問い、賛成の人を肯定し、否定者を無視するよ
うな言動をした。あのような態度は中学校の給食について真面目に考える気持ちを萎えさせる。デ
メリットについて正直に発表し、かつ解決策を示してから実施すべきである。
20. 家庭でお弁当を作ると、どうしても好きなものばかりを入れてしまい、栄養にかたよりがあるよ
うに思う。なるべく早期実施できるようにしてほしい
21. 他の市で実施している学校に通われている方に聞くと、男の子には量が少なく足りないという話
でした。育ち盛り食べ盛りの年頃なので食べる量の個人差、それに対して給食費は同一だと不満も
でてこないとは限らないので、慎重にすすめた方がいい気がします。
22. お弁当から給食に変わると、親の負担も少しは減り、楽になるかなと思いますが、アンケートを
拝見させて頂き、まだまだ色々な問題がある様に感じられます。安心、安全で生徒達が内容、量も
満足出来る給食が実施される事を望んでいます。
23. 中学生活 3 年間お弁当作り大変ですが給食にすると、各自の負担が大きくなると思います。家で
作ったおかずを楽しみにしているので給食は必要ないという家庭もあると思い選択出来るように
して欲しいです。
24. 給食の実施方法については様々な手法がありますが、民間調理場方法や、自校方式では、現場に
より、衛生管理等に差が出てきたり、民間の場合、なかなか衛生指導が難しかったりすると思いま
す。同等のコストを考えれば、センター方式が理想的であると考えます。自校方式の場合、学校数
だけ施設のランニングコスト、人件費等が多くかかってくると思われます。年に何回かは弁当を利
用する（自宅で作る）などすれば、家庭のつながりや、子供にとっても新鮮な経験となり良いと思
います。個人的に共働きの家庭である為、学校給食はなるべく早く実現化していただきたいです。
25. お弁当だとバランスは考えるがワンパターンになりがち。給食は、毎日、様々なものが食べられ
て、バランスもよく考えられているので子どもの体づくりにとっても良いと思います。
26. 少しでも早く民間調理方式ですすめ、その間に自校方式の準備をすすめるという考え方はできな
いものでしょうか。
27. 早期に進めるべきだ。今の親世代は忙しく、子どもに持たせる弁当に冷凍食品が、数品入る状況
である。弁当には入れられる食材も決まってくる。冬も冷たい弁当をたべなくてはならない。
（凍
ったご飯を食べた思い出がある。
）ひとまず、センター方式で実施し、段階的に自校方式に持って
いくなどして進めていくべきだ。公共事業は、慎重になりすぎて、遅々として進まないことが多す
ぎる。少子化が進み、経済を支える力を補うのは、女性の社会進出が、重要だと言われる。弁当を
作るのは母親であることが多い。弁当作りが負担になっている親も多いと思う。なるべく早く実施
して、欲しい。
28. 給食がでるようになれば親の負担が少なくなり、子供も栄養バランスの良い昼食が食べられるの
でできるだけ早く実現してほしい
29. 毎朝、お弁当を作って送り出すことにとても苦労されているご家庭もあるかと思いますが、月に
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何回かでも〝お弁当の日〟を残してもいいのでは…と思います。毎日だと、ありきたりなお弁当に
なってしまいますが、たまにだと、とても愛情が込められるので、親子の絆も深まると思います。
30. 少子化で教室があまっている学校が多いと思います。グランドに新しく築てるのではなく、使っ
ていない教室やすみの方に位置する教室を給食室にあててリフォームすれば十分だと思います。給
食費の未払など対応を考えておかないと、子供達がキズ付く事になったり、死ぬようなことがあっ
たりしてはいけないので、新しい事を始めるのは本当に大変だと思いますが、毎年（せいやく書）
申込書に支払う約束をしてもらって、我子の為と理解してもらい食べてもらうようにするなど、対
策を取って、大阪や岡山に問題や良い点を見に行って早期に給食を始めてもらえるようよろしくお
願いします。
31. 弁当は親にとっては、結構大変なので、学校に売店のような所があれば親の都合で作れない時に
購入できるので助かります。売店がない東中では給食になればとてもうれしいのですが、子供は弁
当を楽しみにしているので、複雑です。
32. 我が子は、
「中学になったら、オレもママの手作り弁当が食べられる！」と楽しみにしてくれて
います。そのキモチがうれしいし、私も今、長男の弁当を毎日作りながらどう節約するか、考える
のも楽しみの 1 つです。中学生になると、個人個人食べる量も違うし、義務教育とは言え、何かし
らお金がかかっている中で、あえて、負担を増やさなくても良いと思うし、
「給食の時間」という
時間（当番が配布する等）がもったいない。アレルギー等で食べられない子に対しての「いじめ」
も不安である。
33. 現在中 2 の息子には給食は間に合わないので、慎重にと思ってしまう。現在、高校、中学の 2 人
の息子の弁当を作っていて、大変だけど楽しく、いろいろ考えて作っています。作るのが当然と思
っているので。でも、全国で 80％も給食が始まっていることや、温かい・協力・同じもの…いい
ことはたくさんあるので賛成です。しかし、先生の負担、子供の部活時間に影響（？）費用高い問
題を考えるといそいで進めなくても、問題解決法ができてからすすめればいいと思います。アレル
ギーや個人差の問題はどうなるのでしょう。小学生より個性もでてきているので、慎重に考えてい
くべきと思います。
34. 中学校給食実施になると、喜ぶ親も多いと思いますが、経費の事を考えると、3 年間のお弁当作
りは、苦になりません!！金銭面でも明石市は大丈夫なのでしょうか？心配してしまいます。
35. 早期に実現して欲しいです。
36. 仕事をもつ母親が増えています。早期に進めてほしいと思います。
37. 安全な給食を早期に実施してほしいです。よろしくお願いします。
38. 今ごろになってやっと取り組みとは遅い。が、やらないよりマシ。昼食である給食でゴタゴタ言
う前に家庭で朝食・夕食をどうしているのかが大問題だと思うが？
39. 小学校ではあたり前で、同じ義務教育なのにどうして中学校は給食ではないのかと、ずっと思っ
ていました。毎日作るのは大変です(お弁当を) 高校、社会人になればいずれ作るのだから、中学
校までは給食でしてほしかったです。
40. お弁当の方が経済的負担になると思いますし、同じようなおかずばかりになってしまうので、栄
養面においても給食のほうがいいです。親子の絆が薄れるということはないと思います。働いてい
る親にとって、給食は助かります。早期実施をお願いいたします。
41. 働いていらっしゃるお母様も多く昼食を菓子パンなのを毎日買って食べている子どももいらっ
しゃると聞きます。中学校では部活動もありますので、毎日パンばかりなどでは体力も持たないん
じゃないかなと思います。給食であれば生徒全員がしっかり昼食も取れるので良いと思います。
42. 賛成です。早期に進めていただきたいです。
43. 中学校給食の実施は他府県ではあたりまえです。早急に明石市でも、子供たちのために一番いい
方式で中学校給食を実施してください。コスト面だけを考えた民間委託等はぜったいにやめてほし
い。親子方式は実施がきわめて困難というが、今年度から大阪府高槻市で実施予定であり、コスト
パフォーマンスもすぐれていると聞きました。検討することなしに、最初から無理という姿勢は納
得できません。自校方式か親子方式、コストより子どものことを考えてほしい。
44. 実施すれば確かに親は楽できますが、うちのような低所得世帯には給食費は家計を圧迫します。
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お弁当の方が安上がりです。何億もお金をかけて実施するものではないと思います。
45. 実施されれば大変ありがたい事と思っています。実施方法について、成長期につき量がとても決
めにくいと思います。主食(ご飯でも何でも)は家庭で用意して持参し、おかず等を用意していただ
くのはどうでしょうか。
46. 全ての保護者が中学校給食を望んでいるのかわからない。もし望まない人たちが 2 割 3 割といる
のならものすごい経費をかけて実施するのはどうかと思う。
47. 確かに働いてる人や、それぞれ家庭環境によって助かることもあると思います。個人の感想では、
小学校 6 年間給食だったので中学校は親の手作り弁当を食べさせてあげたいなと思います。一生の
うち親の弁当を食べるときは一瞬だと思うので。
48. 本当は自校式が望ましいですが、現実的にはセンター方式かなと思います。各校に冷蔵庫や衛生
的な部屋を確保してほしいと思います。
49. 私は小野市出身なので、中学でも給食でした。子供が給食がないということに前々から疑問があ
り、なぜ実施しないのか不思議でした。早期に導入してほしいと思います。
50. 昨今の家庭における食事の状況は家庭及び経済状況によって”格差”が生じていると思われる。
お弁当を作ることが可能な世帯とやむを得ず作れない世帯、作る能力がない世帯と様々である。中
学校給食を行うことによってすべての児童の健全な成長に寄与するだけでなく、
”給食”という話
題で親子の会話のきっかけにもなるので、早期の導入を期待したい。
51. 年に一度、親子での給食試食会を開いてほしい。
52. できれば早めに給食を開始してほしいです。
53. 天候などにより学校給食がなくなった場合、食材が廃却されることがもったいない。個人の体格
差がありすぎて、たりない、多すぎる等もりつけが難しい。アレルギー対策でコストがかかりすぎ
る。
54. まずは、始める方向で考えてほしいと思います。
55. お弁当ですと、どうしても子供が食べられるものばかりを入れてしまいがちです。給食になれば、
いろんな食材が少しずつ入っている様な形に期待していますので、栄養バランスも良くなると思い
ます。又、特に中学生は成長期でもありますのでバランスの取れた給食にして頂けたらありがたい
と思っております。
56. 貧富の差なく、皆(生徒・教諭)同じ食事が出来る事で、食事中の会話も共有することも出来、皆
で調理員の方々に感謝の気持ちも伝えることが出来、良いと思います。給食を食べるのは子供達で
す。1 番に子供達全員へのアンケートも必要であり、重要であるとも思います。子供達に食の事や
食物アレルギーの方の事も考えることが出来ると思います。
57. 給食は栄養のバランスが良く、変化があるのでぜひ実施してほしいが、課題をクリアしてスター
トしていただきたいです。特に、安全衛生管理の徹底をお願いします。
58. 高 1、中 1、小 5、小 2、保育園と 5 人の子供を持つ母親です。子供の心と体の成長に毎日の食事
は重要だと思っており、極力手作りのものを食べさせていますが、中学校が給食になったら、家事
が軽減されて、母親としてはありがたい限りです。
59. 中学生の子どもがいる母です。毎朝早く起きて、母がお弁当を作っていることに子どもは少なか
らず感謝してくれているとは思いますが、部活の朝練に参加すると調理してから食べるまでに 6
時間以上もたってしまいます。気温の高い時は保冷バックに入れて持たせますが、全体が冷たくな
っておいしさも半減してしまっていると思います。食中毒の心配もします。私は仕事を持っており、
出張等で早朝に出勤しなければならない時はやむを得ずパンを持たせます。給食が実施されれば食
中毒の不安も少なくなるでしょうし、栄養バランスの取れた昼食が食べられるので、成長期の子ど
ものために良いと思います。
60. お弁当を作ると、いつも同じようなものしか入らないし、夏場はお弁当を持たせるのが不安なの
で、給食にしてほしいです。
61. 中学生になって毎日のお弁当のことを考えると大変だとは思いますが、現在小学校で実施されて
いるような給食（あたたかい、おいしい）が期待できず、形だけの給食であれば必要ありません。
給食の実施と聞くと誰もが小学生の給食と同じようなものを考えます。実施することだけを最優先
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するのではなく、本当に求められている給食のあり方を慎重に判断し、現場で働く方たちの意見も
しっかり把握した上で、実施に向けて施行されるべきものだと考えます。
（特にセンター方式を導
入されるとなると最悪です。子どもがかわいそうです。
）毎日大変でも子どもに合わせた、手作り
のお弁当の方が喜ぶと思います。食育というなら、センター方式は反対です。
62. 仕事をしている母親の場合、お弁当は負担になる。おざなりな弁当、お金を渡してのパンでは絆
の話ではない。友人とのお弁当の優劣も出てくる。好き嫌いがあろうと、目の前に出てくる、家で
は作らないものが出てくる、友人と同じものを食べその話を家で話してくれる。上の子は小学校の
給食で好き嫌いが減った。とてもありがたいと思います。
63. ぜひ早めに対応して頂きたいです。給食があるということで色んなものを食べているという安心
感があります。
64. 副食はみな同じでも良いが、主食はそれぞれ食べられる量に調整できるようにする方が良いと思
う。
65. 我が家は共働き家庭です。早朝から出勤するフルタイム勤務の為、お弁当を作る負担が重いと思
っています。又、夏場には朝に作ったお弁当がお昼までおいておかれる状況に衛生面で大変不安に
思っています。早期に中学校給食を開始してもらいたいと思っています。
66. 下の子供が中２なので関係なくなるかな？とも思っている。
67. 出来れば早期開始を希望します。働く母親も増えているし、父子家庭の方など毎日の弁当は負担
に感じる方も多いはず。弁当だと好きな食材ばかりになりがちですが、給食にする事により、嫌い
な物も食べるようになるのでは？
68. 小学校の給食のように自校方式が一番望ましいのは分っていますが、より早期に給食を実施でき
るならセンター方式で構いません。今子供が６年なので中３には給食スタートと楽しみにしていた
のですが…無理ですかねえ･･･。
69. 給食がスタートするまでの間、パンやおにぎりなどの販売をしてくれると助かります。
70. 新しい事をはじめるには、色々大変だと思いますが、給食はぜひ実施して頂きたいです。よろし
くお願いします。
71. お弁当だと栄養がかたよってしまい親の負担がすごく大きい。私自身中学校で給食でした。とて
もおいしく楽しい思い出が残っています。是非子供達にも実現させてあげたいと思っています。
72. 毎朝、弁当を作っている立場なので、給食になれば助かるのは事実ですが、うちの子はかなり小
食で、隣の男子は３倍は軽く食べているらしいです。給食費の滞納などの問題や先生方の徴収の手
間など、課題がたくさんありそうで、我が家に限って言うと、夫や私の分も弁当を作っているつい
でなので、１つ減っても生活が変わるわけではなく、お弁当のおかずの残りが朝食にもなるので、
早起きはきついですが現状のままでも何とかやっていけそうです。
73. 私自身は中学校が給食だったので、給食じゃない事が不思議でした。お弁当作りはかなり辛い。
（経済的にも）朝作ったものが昼にくさらないか不安だったりもします。いますぐ実施されても我
が子の中学生活には間に合わないので、残念です。
74. 共働きの家庭が増えているので、給食の導入は歓迎しますが、食欲の個人差が最もある年代でも
あるので、なるべく食べ残しの出ない方式を採用してほしいと思います。
75. 私の育った岡山県では中学校給食でした。好き嫌いが多い子供でしたが、中学の頃には何でも食
べられるように変わっていました。家庭では食べたことのないものが食べられるのも楽しみのひと
つだと思います。今の給食のメニューは珍しいものも多く良いと思いますし、伝統的なものもあり、
考えて作っていただいているとありがたく思っています。
（小学校で）中学校でもあればいいなと
思います。昔と違って夏の気温が高く、お弁当が傷まないように工夫するのが大変です。傷みにく
いもの＝加熱十分＝油で揚げたものが中心となり、夏場に、食欲が落ちるのにお弁当のメニューは
変化のない揚げ物ばかりで食べたがらず結局パンを購入していました。
（姉二人） 体も大きくな
るのに、変化の乏しいお弁当よりは、いろいろバリエーションがある温かい給食が子供には成長し
ている時期だからこそ必要だと思います。
76. 高校生の兄弟がいるので毎日２つ弁当を作っていますが不便を感じていません。充分な検討をし
た上での導入をお願いします。給食がない日にクラブの為にお弁当を作る日ができるより、何も考
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えずに弁当が必要だと思っている方が楽だと思います。
77. 通学路に昼食を買えるような店が無いため、子どもにお弁当を持たせる事が困難な時にはとても
困った事があったので、給食があるととても助かります。実施にあたって今まで無かった物を一か
ら準備する事はとても大変だと思いますが、小学校の頃のように皆で同じ物を一緒に食べられる経
験はとてもいい思い出になると思います。
78. 親としては、お弁当を作る負担が減って助かるが、小学校より給食費が高いと思うと経済的な負
担も気になる。食堂みたいな感じで必要な日だけお金を払って食べられるとかがいい。
79. 中学校給食は決まっているのでしょうか？私は反対です。働いている母親が多いからなのでしょ
うか？私も仕事を持っていますがお弁当を作る事に対して、当たり前の様に思っていたので、あま
り…。学食の様な取り組みは出来ないのでしょうか？メニューはたくさんの種類はなしで、少しの
種類で高校の様なシステムの方がお金の問題なども発生しないのではないでしょうか？
80. 検討委員会の議事録を読ませてもらったが、教師側の発言は非常に腹立たしく感じている。自分
達の都合優先、コストは度外視。それでも教育者と言えるのか。他の自治体関係者があきれている
ことを御存知か。子供達は１日も早い給食の実現を希望している。センター方式でも十分温かい食
事の提供は可能。アレルギー対応もしかり。他の自治体に出来て、明石市が出来ないと言うのは自
分達が無能だと言っているのと同じ。事務局の意見は合理的である。教師に押されることなく、が
んばって欲しい。費用対効果を考えるのは事務局として当然。コスト度外視の教員の意見は公務員
として絶対間違っている。税金はただではない！！
81. ６年間中学生のお弁当を作ってきましたが、給食になれば楽だしあたたかいものが食べられてい
いなとは思いますが、体格や食べる量の個人差があるので難しいのではないかなと思います。個人
的には、お弁当を子供につくってあげることは楽しかったです。
82. 食べ残しなど見学させるべき。作ってくれた方に感謝したい。教員の方も前向きに検討してほし
い。しばらくは配布順番手伝いなど親も協力するなど。中学までアレルギー管理は親の弁当でよい
のでは？または、希望者は親の弁当でよいのでは？民間にした理由は、子供の人数の変化に対応で
きるから。
83. 給食だと栄養のバランスがとれて、安心できます。お弁当だと同じおかずになってしまい、栄養
もかたよった形になりますので、給食だと安心できます。
84. 子供達の希望は母親の作るお弁当の様です。きっとそれが理想的なのでしょうが（本来はそうあ
るべきかと…）働く親が多くなっている今、毎日の弁当作りはかなり負担になるかと思われます。
余裕がない為、冷凍食品や、バランスの悪いお弁当を持たされる成長期の子どもの事を考えると給
食の方が安心で良いのかなと思います。
85. 私（児童の母）は中学校３年間、学校給食（自校方式）でした。今、思えば成長期に栄養士の方
がメニューを考えておいしい給食を食べて育ったおかげで元気に過ごせているのだと思います。お
弁当だとなかなか栄養面まで管理できないと思います。自分の子供にも給食を食べていい思い出を
作ってほしいと思います。
86. どれだけ働いても子供には弁当を作っていきます。必要ないと思う。莫大な費用がかかるわりに
はメリットはない。今まで弁当で育ってきたので。子は親が育てるもので弁当はいつまでも思い出
とあるため。
87. 早期に実施してほしいです。クラスの子供はよくコンビニの弁当やパンを買ってくる人が多いみ
たいで同じものを食べる事は大切だなと思います。
88. 家庭の都合でパンが多い子もいるみたいなので、同じ物が食べられるので給食の方がいいと思い
ます。
89. 神戸市の小学校でセンター方式で給食を食べている学校があるのですが、子供達の口に入る時に
は“冷めていておいしくない”と聞いた事があります。小学校の給食は“いつもおいしい”と子供
は言っています。私の希望は自校方式ですが、費用・場所等＋長い年月がかかると言うことで、自
校方式は難しい・・・？
90. 今まで、していなかった事が不思議なくらいです。他県で聞くと結構前から中学校給食はあった
らしいから、早く進めて欲しいです。
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91.
92.
93.

小学校での給食は大変ありがたかったので、ぜひとも中学校でも引き続き給食実施を望みます。
他府県に比べ、中学校給食が遅れているため、早急に進めてほしい。
子供が減ってきているのにセンターまで建てる必要があるのか？税金をもっと考えて使ってほ
しい！自分の子供だからお弁当を作るのはあたりまえだと思うし、小学校でも給食代の未納がある
のに中学校になったからといって未納が続いたら意味がないと思う。
94. 市長、市議とも中学給食実施に反対者はいなかったのに国会みたいにもめて進まないように思う。
早急に実施する事。
95. 私は中学のとき給食でした。なのでなぜこんなアンケートをするのか分かりません。
96. 手抜き親の尻拭いを、なぜ税金で補わなければいけないのでしょうか。公立なら、たかが３年で
す。怠慢としか言えないです。
97. 働いている親にとっては、とても助かるので是非早期実現を！
98. 早期に始めて欲しいです。早期に始められるならセンター方式で良いと思います。あと、おかず
の量は、男子と女子と違うと思うので事前に大小を選択出来て、給食費を大小で分けてもらえたら
…と思います。あと、白いごはんは各自で持っていったらいいと思いますが…。ご飯の量は調節出
来ますし…。おかずだけを作って頂けたら助かります。
99. 他県の中学校では給食があるので、早急にすべきではと思う。
100. 給食を実施するなら、なるべく早めにして頂きたい。
101. 人間にとって食事は大切なことです。みんなで同じ物を食べ、準備や片付けも小学校同様必要だ
と思います。設備等、費用はかかりますが、反面、雇用も生まれ良いと思います。
102. 基本的には、中学校給食に反対です。自分の子の弁当ぐらい、親が作って持たせてやるべきです。
103. 給食があれば、弁当を作る（又はパンなど購入）手間が無く、さらに弁当より栄養のあるご飯を
毎日子供が食べられる。子供は学校への荷物がひとつ減る。親は朝の弁当作り、夜の片付けの負担
が減る。実施する為に色々と問題があるせいか、明石市は中学給食をまだしていないけれど、全国
的にメリットが多いからか、ほぼ実施している訳だから、ぜひ早期に、出来れば娘が中学に入るま
でに実現して頂きたい。
104. 栄養のバランスを考えたり、温かいものが食べられる上で給食は早く実施してもらいたい。
105. 副食（おかず）や汁物は学校で用意し、主食（ごはん、パン）などは各自持参でも良いのでは…。
106. 給食は希望者だけにしたらアレルギーの人も良いのでは。費用滞納者には、給食をストップする
ことも出来るのでは？費用が高すぎれば弁当にすることも出来るので。
107. 「弁当を作ることで親子の絆が・・」等言われますが、仕方なく作っている親が多いのでは。加
工品や冷凍食品を使う事も多く、弁当で愛情を示すつもりはない気がします。
（上に中学生の子が
います）またせっかく作っても「食べる時間が５分しかなくて残した」なんて事も時々あり、愛情
や味わって食べるなど感じる暇なく、かき込んでいるのが現状なのでは。給食となれば、それなり
の食事時間も確保され、味わったり友人と喋ったりしながら食べられる等、ゆとりがでるのでは。
108. 私達が子供の頃、小・中学校は給食があり友達と協力して配膳して食べることが楽しく、栄養面
でも良く考えて作られていたため給食はとても良かった。明石市も早く中学校給食を実施して頂き
たいと思います。現在は共働きの家庭も増えており、朝の忙しい時間に栄養を考えた毎日違う食材
のお弁当を作ることは難しいと思います。給食があれば経済的に恵まれないお子さんも同じ物を食
べる事になり、給食時間の仲間はずれもなくなり、配膳等を協力することを学ぶことは、良いので
はないでしょうか。ぜひ早期の給食を実施して下さい。
109. すでにセンター方式で行うこと、３年後には実施がほぼ決定事項のように思っていました。この
アンケートの結果をどう行政に生かそうとしているのかが、非常に疑問に思うところがあります。
アンケートはとるだけとって、
“市民の意見を聞きました”とアピールするのが目的でしょうか？
何が何年か後の中学生達にとって一番良いかを本当に考えていますか？今現在も弁当の時間は実
質１０～１５分位しかありません。その中で給食をすることになれば授業時間の変更等もありうる
のか？
110. 給食費を支払わない家の子には、お弁当を持って来てもらう。
111. 中学校給食が実現すれば弁当作りの負担が軽減されます。又、小学校給食での給食費滞納者問題
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のように類似問題が発生します。それをどのように対策を取れるかが重要だと思います。
112. 見切り発車でなく、整った環境で始めてもらいたいです。現況、お弁当でもなんとかなります。
113. 中学校給食を実施するには経費がとてもかかることは良く分かりますが、雇用促進にもつながり
ますし、何より、充分なお弁当を持たせる時間のないご家庭の子供にはありがたいと思います。親
がお弁当を作らなくなると親子の絆が薄れるとは思えません。家庭での食事で十分コミュニケーシ
ョンを図れるのではないでしょうか。
114. 成長期ですので、しっかりバランスのとれた物をたっぷり食事させてあげて欲しいです。
115. 聞く所によると生徒達が給食を楽しみに待っているそうです。
116. 毎日弁当を作るのは、親には負担です。メニューも冷凍食品ばかり使用してしまう気がします。
週に１度くらいなら弁当も良いです。
117. 正直、お弁当作りの負担がなくなるのは楽の一言ですが、子供の友人にアレルギーの子がいて食
器など外で使えないくらい酷い子がいるので、対応の難しさを考えます。アレルギー対応専門の方
を数人勤務体制にいれると良いと思います。また、給食費を学校での必要経費ととらずに滞納する
方もいるとニュースでよく聞きます。入学時より給食費も教育費用であること、支払い義務がある
ことや未払いについてはよほどの事がない限り滞納させない等の対応を少しずつ根付くように努
力がいると思います。
118. 共働きの家庭も多く、毎日のお弁当作りは負担に思っている人も多いはず。栄養の偏りのない給
食は良いと思う。
（実施していない市が以外と少ないことにびっくりしました）
119. 早期実施をお願いしたいです。衛生面を心配される方もいらっしゃるでしょうが夏に向けての時
期、クラブの朝練などある場合それ以前に弁当を作らないといけないのでそっちの方が危ないと思
います。私自身、中学給食で育ってきたので、特に心配はありません。
120. 他の市町村でうまく取り入れている所から、学んでスムーズに導入して欲しい。
121. 給食を払えるのに払わない親の子は必ず子供も自分の子の時に払わないでしょう。現在、うなぎ
昇りに払わない家庭が増えているモラルのなさを考えても、あえて給食にする必要性を感じ得ない。
122. 中学校給食導入の必要性を感じていない為、明石市内の中学生の昼食について、どれ程の問題が
あって、またはどれ程の要望があって実施検討に至ったのか知りたいと思います。
（市内全体の状
況を知らずに給食は必要ないと思いますとは言えません。
）給食のメリットを考えると反対はしま
せんが、明石市の財政を考えると実施すべきか分かりません。
123. 給食だと、温かく食する事ができる。お弁当もすべて手作りできず、どうしても冷凍食品が中心
になりがちである為、手作りの給食はありがたいと思う。
124. 出来るだけ早く実施して欲しいと思います。
125. 全国的水準に近づくようにしてほしい。成長期である子供らにとって、経済的負担もあり、共働
きの家庭にとってはメリットはかなりあるはずです。このようなアンケートがどう影響されるかわ
かりかねますが、市長の公約実現のためにも頑張って頂きたい。
126. 仕事をしている母親にとって給食は本当に必要です。
127. 給食は特に仕事をしている親からすると、とても有難いものですが、施設やコスト面等様々な問
題があり、進めていくのは大変な事だと思います。なので、子供達が安心・安全に成長できる様に
体制が整えられる様考慮頂き、前向きに進めて頂ければよいのではないかと思います。
128. 食べ残しは各学校にてコンポストなどを設置し、自分たちで肥料に変え、花壇などにまく、とい
う経験をさせると良いと思います。給食の献立は基本栄養士さんたちに任せますが、たまには保護
者の意見を聞いていただく機会があれば良いと思います。中学校給食を早期に望まれる保護者の方
は多いと思いますが、あいまいな要素を残したままのスタートすることはないように希望します
（特に、給食費滞納や安全衛生面）
。
129. 給食になると喜んではみたものの、我が子が給食を食べることなく卒業することになります。親
の負担軽減では決してないというのが、市の方針だと思いますが、やはり一番はそこになるのでは
ないでしょうか。ただ弁当よりは、温かい汁物や、食塩の摂取が抑えられるのが良いと思います。
130. 全国８０％が実施している中学校給食の実施方式の中から、明石市と同様か限りなく近い方式を
採用している他府県より、その内容について検討委員会で精査し、アンケートの内容を一般市民で
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も解りやすく、回答できる様な具体的な項目として欲しかった。
131. これから子供の数がどんどん減っていくと思われます。余計なお金をかけないで、急がなくても
いいので慎重に進めていただきたい。小学校の娘もいるから給食のありがたさはすごく感じますが、
上の子が中学になってお弁当作るのも大変楽しいです。お弁当では栄養のバランスが中々難しいで
すけどね。
132. 明石市は遅れている！！
133. 給食は親としてはとてもありがたいと思っています。ただ、「親子の絆」がお弁当だったという
話も聞いていますので、週３日給食、２日弁当というやり方もあるのでは…と思います。コストが
とてもかかる事業だと思いますので、慎重に進めていただきたいと思います。
134. 行事等でお弁当を食べる機会もあるので給食で地元ならではの食材を食べさせて欲しい。季節の
料理（おせち・節分・彼岸・クリスマス・お盆など）を家でしない所もあるので食べさせて欲しい。
カロリー・栄養に配慮されているので（お弁当では難しい）給食を希望します。
135. 価格を安価にしているため、充分な量の食事が出来ないと聞きます。結局パンやおにぎりを持た
す事になるなら、個人の量が調整できるので、今まで通り弁当持参の方がいいと思います。価格が
高くても、お腹いっぱい食べられる量を確保してほしい。
136. 中学校給食は８０％の実施率と報道で聞き驚きました。近隣の市町村でも徐々に始まっていると
も聞いています。何故、明石市は遅れているのでしょうか？最近の報道によると２７年度実施も危
ぶまれているとか…もっと前向きになれないのですか？議員さんなどが年配の方だから？私は他
県から３年程前に転入してきましたが、これほどまでに（給食の事だけではありませんが）何事に
おいても封建的というか保守的な所だとは思っていませんでした。はっきり言って時代遅れな行政
です。もっと改革していかなければ他の地方から置いていかれますよ。まずは中学校給食を早期に
実現できることを願っています（２７年度は確実に！）
。給食実施の予算を削るというのだけでは
なく、ムダな小中関連のイベント等の予算など、コスト面に関してはもっと削減できる所があると
思います。モタモタしていては、今の保護者達は自分の事ではないからと関心が薄れていきますし、
次の世代に繋げていく為にも今が頑張り時だと思います。夏場は、食中毒などの心配もあり、どう
しても冷凍食品に頼らざるをえない状況です・一度食べてみて下さい。５時間程室温に置いた弁当
は作った私でも食べるのに勇気がいります。早く給食の実施をお願いします。
137. 国内で大部分が中学校給食を実施しているのに、明石市が実施していないことに疑問を感じてい
ました。早期に進めるべきだと思います。
138. 家庭の事情により、いつもパンの子がいたりおかずがほとんど入っていない弁当の子がいると聞
いています。お昼ごはんはみんなで楽しく食べて欲しいので、給食にした方がいいと思います。
139. 栄養のバランスも考慮して頂いてます。なかなか家庭ではこのような献立を考える事は難しいと
思います。是非お願いしたいと思っています。私が通った中学校（西宮・豊岡）では早々に実施さ
れており、母親も助けられたと言っておりました。
140. 私も小中学校でセンター方式の給食を食べておりました。当時は毎日おいしく頂いていましたが、
今我が子が自校方式の給食を食べているのを見ると、温かい料理が作りたてで食べられるのは本当
にありがたいと感じています。一方、上の子が中学生で毎日弁当を作っていますが、本人は給食よ
りも弁当の方が好きだと言っています。小６の妹も中学校が給食になるのは残念なようです。
141. 全国的に導入している所が多いと聞いています。
142. 長期的に見て、子供たちにベストだと思える方法で学校給食を実施してほしいと思います。
143. 栄養バランスに優れ、献立に変化のある給食は親としても望ましく、また弁当作りの負担が軽減
されるのでありがたいのですが、子供達はマンネリの内容であっても弁当が好きです。下の子は現
在小学生ですが、中学校にお弁当を持って通うのを楽しみにしており、給食になるというと「えー」
と嫌な顔をします。給食制度は親と子の意見が分かれるところです。
144. かなり前から他の地域では実施されている所もあり、早く実施してほしいと思っていました。今
回このアンケートで色々な課題がある事が分かり、大変だなとも思いますが、仕事をしている私と
しては早く実施して頂けると大変助かります。
145. 小野市出身ですが、給食が楽しみで学校へ行っていた記憶があるぐらい給食は子供にとって大切
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だと考えます。バランスの面でも保護者は安心です。是非、子供が「給食があるから学校へ行こう」
と思えるような給食を早期にお願いします。
146. お弁当を作らない家も出てくると思うので、給食があればその辺は平等でいいのではないでしょ
うか。考えないといけない点などは多いと思いますが…。
147. Ｑ４で家庭弁当に比べて親子の絆が薄れるとあるが、自分も中学時代給食でしたが親子の絆が薄
れたとは思わなかったし、温かい食事が食べられて良かった。家で給食おいしかった、キライな物
が出たなど会話もあった。今の時代アレルギーの子供が多いため、対応は大変かもしれませんが。
148. 中学生の保護者は働いている人が多いので、お弁当も充分な栄養があるとは思えません。小学校
のような給食を食べさせてあげられるのなら、親としてはとても助かります。
149. 弁当作りの負担の軽減を考えると早期に進めてほしいですが、課題山積みのままの実施は大きな
不具合が出てくると 思うので、慎重に進めてほしい。実施にあたって費用がかかるのは当然。途
中で倒産とか息切れない様今後ずっと続いていく方式を採用してほしい。
150. 必要な食事量は個人によって違うので、足りない子はおにぎり（主食）を持参するようにすれば
いいと思います（私が行っていた中学は、主食だけ各自で持っていっていました）
。夏場はお弁当
が腐ったりする可能性もあるので、給食をぜひ早期に取り入れてほしいです。
151. 市長がマニフェストにしていたとか。私は中学校の給食の必要性はないと思っている。親が子の
為に弁当を作り、それに感謝しながら食べる。その感謝の心を学校でも教える。それが良いと思う。
「弁当がいらない日が少し減る。
」くらいのやり方では、推進しても親の
152. Ｑ４でも書きましたが、
負担は変わらない。給食をもし実施されるのなら、テスト中も実施するなど学校へ行く日数と変わ
らない日数で行わないと、親は子の“昼食のスケジュール管理”という面倒が生じる。弁当だと普
段の家事・食事に作業として組み込んでいるのでその面倒（学校予定表を見て「いるのか、いらな
いのか」チェックすること）は起こらないのが良い。
153. 給食よりもお弁当が良いと思っています。江井島中は小学校からみんなが持ち上がりで、変化が
あまりありません。中学生になるとお弁当になる！！と喜んでいる生徒もいます。お弁当になるこ
とによって中学生だと思う生徒もいます。現在、弁当も食べる時間が短い中、給食になると時間的
にはどうなるのかと思います。
154. 自校方式が良いと思います。誰が食べるのかが分かっている方が、衛生面での気のゆるみも少な
いと思う。
155. 弁当では、冷凍食品に頼ってしまう為、栄養面を考えると給食が望ましいと思います。
156. 今回のアンケート対象の子の姉が中学生で、現在毎日お弁当を作っています。作ること自体は慣
れましたが、実際にお弁当を持たせる立場として、特に夏場は猛暑が続く中、早朝に持たせたお弁
当を昼すぎまで暑い教室に置いていることに、とても不安を感じています。８０％の中学生が全国
的に給食を食べている中、一日でも早く明石でも中学校給食を実施してほしいです。前回の市長選、
市議選でも、中学校給食に賛成の人を選ばせていただきました。すぐにでも実施してほしかったの
ですが、上の子は給食を食べずに卒業です。今以上に開始予定時期が遅れることには反対です。早
期の実現をよろしくお願いいたします。
157. 小学校給食で様々な内容の献立を食べさせてもらい親子ともに感謝しております。弁当がないと
愛情不足という意見もあるようですが、共働き家庭としては本当に給食導入を心待ちにしています。
あわてて作った冷凍食品ばかりの弁当より余程給食の方が季節感温かみなどを感じるのではない
でしょうか。行事や土・日の部活動で弁当を持たせる程度でも、子どもたちはメリハリがあって弁
当を楽しむことができると思います。予算の面などで大変なこととは思いますが、実施を切に願い
ます。
158. 部活動などで、小学校時以上にカロリー消費がはげしいので、食べられる量も十分に考えてほし
い。
159. 小学校の給食では、献立に変化があり、子供は毎日楽しみにしています。弁当では、材料に変化
をもたせても、調理方法はかたよってしまうので（汁ものなどは入れられない）ぜひ早期給食実施
で、平日の昼食を豊かなものにしてやって下さい。
160. お弁当づくりは負担だが、そのためにグランドが減るようならやめた方がいい。センター方式は
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絶対反対。食中毒はもちろんトータル（つくる手間、配ぜんの手間）を考えると、簡単なお弁当を
もたせた方がいいと思う。民間委託も信用しづらく、実施が現実のものと考えにくい。
161. 子どもの成長期に弁当という内容が限られた昼食に疑問を感じます。今の時代冷凍食品のみで作
られた弁当が多いと子どもから聞いています。又、毎日パンのみの子もいるという話も聞きます。
高校には学食があり、また添加物の少ない食事もとれますが、冷凍食品やパン食のみでは体が作ら
れません。早期に中学校の給食を望みます。
（小学校の量が多いというだけでいいので）
162. 大変画期的な事で、早期の実現を期待していましたが、今回のアンケートに回答しているうちに、
問題が山積みであるのを感じました。
（費用・アレルギー・食中毒など）
。弁当を作っている立場と
しては、中身がワンパターンになりがちで、成長期の子供には栄養バランスのとれた給食に魅力を
感じるのは確かです。実施は３年後と聞いていますが、それにとらわれず確実に問題をクリアにし
てから実施するのが良いと思います。
163. 給食費滞納問題をクリアにできれば、中学校給食の実施はとても良いことだと思います。滞納費
を借金にして、きっちり払ってもらえば良いと思います。
164. 仕事を持っている主婦からすればお弁当を作る事は、かなり大変なので栄養管理ができている給
食の方がありがたいです。
165. 週に２，３日の給食でもいいと思います。
166. 一日も早く、給食をはじめてほしいです。栄養のある物を子どもに食べて、元気に中学生活を送
ってほしい。
167. 家庭での負担を軽くする為、出来るだけ早期に立上げてほしい。
（２年後目標）
168. 私達個人としては、お弁当作りの手間がなくなるというものすごく大きなメリットがあります。
それ以外は、特には望むつもりはありません。小学校と同様な給食が中学校でも頂ければありがた
いという思いです。費用・衛生管理・食育など、色々な問題があるのだろうとは思いますが、慎重
に考えた結果が、実施であればうれしく思います。
169. センター方式が良さそうであるが、これから用地取得→図面→施工となると最短でもＨ２５年４
月～９月頃となるのでは。給食費の徴収方法は毎月の授業料と同じ銀行引落しとし、年末に差額精
算とすれば良いのでは（小学校と同じ）
。
170. お弁当だと差がでて、そこからいじめに発展することも考えられるから、給食の方がいいと思う。
171. 親の負担が減り良いのかもしれないが、例え冷凍食品ばかりでも親がお弁当箱に入れるという作
業は、関わることで親子の関係も大切に守られると思う。親は今まで自分の親にも作ってもらい当
たり前だったのだから、順番に中学になったら子どもにお弁当を作るということは必要だと思う。
お金で関係は買えないと思う。大変だけど当然だと思っているので毎日作り、それを食べてくれる
子どもがいる。
172. 中学校給食は理想的（岡山の人にお弁当大変ねと言われた。倉敷の人は中学校給食）お弁当作り
から解放される。栄養バランスも安心して任せられる。
173. 自分の中学時代はお弁当持参だったので今、ほとんどの中学校で給食実施というのが少し不思議
な感じがします。しかし時代は変化し、共働きの家庭が増えたり、子どもの食育に対する価値観も
変化し、中学校給食も必要な時代なのかという思いもします。実施については賛成ですが、給食費
滞納という問題にはかなり不公平感があるので、その点をどう改善していくか、議論していく必要
があると思います。
174. 給食がある事で、温かくバランスのとれた食事をすることができるので、早期に進めてほしいで
す。弁当だと栄養がかたより、夏場の弁当はくさりそうです。ちなみに働いているので、時間がか
かり給食にしてほしいです。
175. 家庭の事情は様々ですがインスタントでない安全な食でどんな子供達にも平等に昼食を与える
事も大切だと思います。一番あれた不安定な思春期を食育を通して全ての子供達を守って頂きたい
です。明石市は特に子供達を守る制度が整った市であると認識しております。世知辛い世の中です
が、子供達を守る事が大人の努めです。納税はがんばりますので早期実現を希望します。
176. どんな方式でも良いので、とにかく早期の中学校給食を望みます。毎日の弁当は気持ちも予算も、
全てにおいて親の負担が大きいです！！
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177. 自分自身お汁がご飯についていたり冷たくなったお弁当が嫌いでした。また、食中毒も心配です。
また、お弁当だとどうしても好きな物になりがちです。給食だと、温かい物は温かく冷たい物は冷
たく食べることが出来、学校から出されるものは多少嫌いなものでも食べるので良いと思います。
一部の中学校の先生が、給食の指導に手がかかるので給食を反対していると聞きましたが、小学校
６年間やってまた子ども達が給食の配膳等が出来ないとは思えません。他府県で出来ているのに明
石の子だけが出来ないとも思えません。
178. 一日でも早く給食を始めて欲しい。
179. 全国の中学校給食実施率から見ても、明石市は遅れ過ぎています。少しでも早く実施してほしい
です。我が家も共働きで弁当持参についてはとても負担で、充分なものを持たせられるか不安もあ
ります。小学校給食の様に栄養バランスの考えられた安全な給食が中学校でも食べられる様に早く
実現して下さい。宜しくお願いします。
180. 転勤で明石に来てまず驚いたのは、中学に給食がないこと。私共夫婦（九州、四国）は中学でも
給食を食べていたので、あるのは当然という感覚だった。お弁当の良さもある。その子その子に応
じたお弁当の量、アレルギー、親だけが適材適量を心得ていることだろう。けれども反面、最近は
共働きの親も多いせいか、冷凍食品中心で野菜不足、もしくは子どもの好みのみに偏ったお弁当も
多いのは確か。更に、冬の寒い日のご飯の冷たさ、夏の暑さに対する衛生管理の大変さ。色々なこ
とを考えると、皆に栄養のある、あたたかいものを同じように食べさせたいと強く願っている。
181. 以前、親がお弁当を作ってくれず、みんながお弁当を食べる時間になると早退をして、学校の敷
地から出て公園や家に帰ってしまうと聞いた事があります。色々な家庭環境がありますが、中学に
給食があれば、その子は道をはずれずにすむのかと思いますが、逆に給食が苦痛だと感じる子もい
るので、とても難しい問題だなと感じました。
182. 大変助かります。早期に始めて欲しいです。
183. 中学生は、学年・性別・個人によって食べる量がかなり違ってくると思います。量・料金等どの
ようなルールになるのか慎重に決めていくべきだと思います。
184. 購買が充実していないので、弁当を持たせられない場合、給食にしていると助かる。
185. 子供も給食を望んでおります。小学校の給食体制が良かったのではないかと思います。親として
も助かりますし（作る手間・経済的）自分も子供の頃、中学も給食でしたのでよい思い出でありま
す。
186. もともと同じ義務教育なのに、小学校は給食、中学はお弁当という事に疑問を感じていました。
正直、自校式で早期実現を望んでいますが、先立つものがなければ難しいだろうと感じています。
市が借金をしてまで、しないといけない事業なのか？と考えるとわからなくなります。バブル期に
していてくれていたら…と思いますが、実現できなかった理由でもあるのでしょうか…。
187. どの子も平等に食事が出来ると言う意味では有意義だと思います。ただ、現状では滞納の問題を
どう解決していくかですが…。
188. 親も助かるし、栄養面もきちんとなるので子供にもプラスになる
189. 早く実施される事を楽しみにしています。
190. とにかく早期に実現して頂きたいです。給食費等は強制的に徴収して良いと思います。
191. 中学校給食は親の立場からすれば、お弁当の事を考えなくてよくなるので、とっても助かります
が、子供達はどう思っているのでしょうか？食べるのは子供なので、子供の意見も良く聞いて欲し
いと思います。
192. いろいろ問題はあると思いますが、早急に実施して頂きたいです。
193. 中学校給食は良いと思います。毎日でなくてもいいです。母である私は体が弱く、弁当を作れな
い事もあります。子供は朝からお昼ご飯の心配をしなくてはいけなくなります。学校給食だと親も
子もお昼ご飯の心配をしなくてよいので、朝から勉学に部活に励む事が出来ると思います。
194. 週に一回程度は自分達でメニューを考案して、調理実習を兼ねた給食作りというのもいいのでは
ないでしょうか？
195. 給食においては、小学校でも気になる事があります。給食費の滞納・給食係の際、エプロンを洗
ってこないなど、先生方も大変だと思いますが、細やかな配慮をお願いします。
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196. 小学校６年間給食を経験してきているので、子ども自身は実際の学校生活においてはほとんど混
乱などは起きないように思う。
（アレルギー対応や個人に合わせた量などの面で）行政側があれこ
れ問題視して二の足を踏んでいる印象。給食の内容を見てきて、やはり栄養面や「色々な食材を、
色々な調理法で食べる」という経験の面で、優れていると感じています、実施して頂きたいです。
197. 早期にスタートできる様お願いします。仕事をしている為…。
198. 扶養控除がなくなり住民税の負担が増えた分で、早期に実施してほしい。小学校と違い、調理員
との交流にこだわる必要はない。
199. 夏のお弁当作りは、食中毒の事を考えるととても神経を使います。その点、学校給食にすると、
そういう心配は少し軽くなるかなと思います。
200. お弁当は毎回献立が同じになり、工夫をするのに大変です。中学校給食があるとお弁当を作る時
間を、朝食に費やせるのでとてもうれしいです。衛生面でも、梅雨時に過剰に心配する事もなく、
安心できます。大賛成です。
201. 理想は自校方式ですが、その大変さを考えるとセンター方式になるのではと思われます。センタ
ーから遠い近いで、給食の美味しさや安全性に差が出ないような取り組みが重要だと考えます。給
食費納入問題など、進める上で課題は少なくないと思いますが、何よりも子供達が美味しく満足で
きる給食を摂る事ができる様な方法が最も大切だと思います。
202. やはり著しい成長期に栄養について素人の親よりは、プロの方が栄養を考えて献立していただく
方が安心である。
203. 小６の保護者です。子供が中学校在学中の給食実施を強く希望します。クラス全員で同じメニュ
ーの給食を食べる方が、個々に持参したお弁当を食べるよりコミュニケーションが取れるのではな
いかと思います。早期実施をお願いします。
204. 煮汁が出るものが、お弁当では入れられず、おかずがかたよる。バランスよく食べさせたい。働
いているとお弁当に１時間早く起きるのが、もう少し寝る事ができるので、体を休められてありが
たい。中２なので実施の頃は卒業していると思うけど、是非これからの方の為にも早期に進めてあ
げて下さい。ありがとうございます。
205. お弁当の内容がどうしても同じ物になりやすくなり、いつも大きな悩みです。バランスのとれた
給食は本当にありがたいです。
206. 中学校の給食は早期に実施するべきだと思います。教職員の負担増や、親子の絆が薄れるなどの
意見があるようですが、全国での実施率８０％という数字から見て、中学校の給食が悪い事だとは
思えません。８０％の学校がどの様に課題を克服したのか、また改善できたのかを参考にすればよ
いと思います。親子の絆は弁当だけで深まるものではないと思います。
207. 給食費を支払わない者、希望しない者は食べなくて良い。弁当と給食を２択にすれば良い。給食
の献立は小学校と同じで良い。近くの小学校から希望者のみ配送してもらえば、今後の設備費は少
なくて済む。
208. 育ち盛りの子供の食事なので、質より量を考えていただきたい。
209. 個人的には、給食は有難いです。皆で食べると楽しいですし、色々と食材を使った物で、バラン
ス良くなると思います。唯一、コストの面だけではないでしょうか。
（経費を）どれだけ使う事が
出来るかで決まるのでは…。
210. 生徒達に、美味しくて安全な給食を食べて欲しいと思います。そのためには、費用がたくさんか
かっても自校方式が望ましいと考えます。長い目で見てみると、やはり設備にはお金をかけてほし
いと思います。
211. 中学生になると、食べる量も男女・体格・運動量により差が出てきて、全員が同量というのは難
しいと思います。
212. 小学校が給食なので特に中学校での給食に違和感はありません。お弁当だと食材や量に限りがあ
るので、給食の実施を望みます。
213. もっと早く中学校給食を実施するべき
214. 明石市は遅れている。早期に進めて欲しい。
215. 家庭の事情でお弁当（手作り）が用意できない子供が多いと聞きます。皆が美味しい昼食を一緒
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にいただく事で、学校生活も安定してくるのではないでしょうか。
216. 反対派の意見として「親子の絆」が薄れるとよく聞きますが、手作りのおかずがほとんどの、お
かずが手作りのお弁当なら別ですが、冷凍食品いっぱいのお弁当なら給食の方がずっと栄養バラン
スがとれてよいと思います。県下でも給食でない方が少なく、明石は遅れていると思います。私は
西宮出身ですが給食でしたし、だからといって親子の絆がなかったとも思いませんでした。
「地産
地消」と「偏食の矯正」の意義が大きいと思います。上の子が中学生の時にＰＴＡ（広報部）で保
護者に給食についてのアンケートをとった事がありましたが、８割くらいの方が給食に賛成でした。
217. 私（母親）自身、中学校３年間給食でした。両親も共働きでしたし、実際お弁当では量も足りず
バランスも良くないし、部活を毎日一生懸命している子供達にとってはなにもかも不足していると
思います。しかし、給食実施にあたり、施設整備費用や給食費滞納など心配もあります。他県など
の対策も参考にしていただき、早期に（できれば…）進めていただきたいです。私も仕事をしてい
る為。
218. なぜ明石で中学校給食がないのかわからない。働く母親は大変ではないか？時代に合っていない
…売店もないとか考えられない。
219. 中学校給食実施について、市政だよりなどで知り、色々と問題点もありますが、早く実施されれ
ばいいなと思っています。幼稚園児と中学生の子がいると、お弁当作りで、てんてこまいになりそ
うなので…。再来年くらいに実施できるようになってくれたら…と思います。
220. 問題はいろいろとあると思いますが、将来的には子供の成長に対して良いと思うので実施して欲
しいです。
221. 朝霧中学校は購買部がなく、松が丘小校区の生徒はパンなどを購入するお店がありません。コン
ビニやパン屋がありません。親はお弁当を作れないときはとても困ります。朝霧中を早期給食実施
校にして欲しいです。できないのなら、購買部だけでも作って下さい。
222. 新たな取り組みの準備、御苦労様です。コンビニで中学生の子が朝買っている所を見かけます。
子供はコンビニで買い物が出来てうれしいと思いますし、親も便利で良いですが、中学生のうちか
らコンビニで弁当を買わす習慣はあまり良くないと思うので、その様な現状よりは、学校給食を早
期に進めて頂けたらなぁ…と思います。
223. 自校方式が理想的ですが、現実的に困難だと思います。
224. 中学校になると持って行く物が増え、長い道のりをフーフー言いながら通っています。その為、
お弁当箱がどんどん小さくなっていますが、部活をしていたら全く足りてない感じです。作る方も
段々と同じ様なメニューになってきます。他の市では実施されているのに、明石市は遅れています。
少しでも早く実施して頂きたいです。
225. 経費をそこまでかけて、実施しなければならないという必要性を感じない。学校によって生徒数
がかなり違うので、少数校では実施が可能ですが、多い所では難しいと思います。同じお金を使う
なら、子供達が勉強しやすい環境を作る方が先だと思います。
226. お弁当を作る側としては、給食は助かりますが、子供は小学校で給食を食べていたので、毎日同
じ様なお弁当でもいつも「おいしかった」と言ってくれるので、子供にとっては給食かお弁当かど
ちらがいいのかわかりません。主食の量など子供により違うと思うので、主食は自分たちで持って
くるなど方法があるかと思います。
227. 昔に比べて共働きが多いので、大変ですので早急にお願いします。弁当だと、卵焼き・ハンバー
グ等どうしても同じ内容になり、コストもかかるので是非お願いしたい。
228. 子供は中学生になったらお弁当が毎日食べられると喜んでいたので、給食になると聞きショック
を受けていました。多分、大半の子供がそう思ってるんじゃないでしょうか。でも給食にする事の
メリットもあると思うので、実施するなら量や質をちゃんと考えて、子供達がガッカリしないよう
にしてほしいです。前ページにも書きましたが、給食費の問題があるので、子供手当てから引いた
り、全員が平等になるように制度を考えるべきだと思います。そもそも児童手当は３才までが多額
ですが、そこが間違っていると思います。お金がかかるのは小・中以降です。小・中学生から増額
して、そこから学校費全般を差し引くべきです。明石市を筆頭に何か変わってほしいと願います。
229. 皆で同じものを食べられて、栄養バランスも良く、早急に実施して頂ければうれしく思います。

76

母親のいない家庭の子供にとって、お弁当を持っていくのは難しいと思います。皆が平等に過ごせ
るのが一番です。
230. 小学校とは違い、中学校ともなれば部活動もあり、学校生活時間も長くなる為、給食もそれなり
に量とも必要になると思いますので、宜しくお願いします。
231. 毎日、フルで働いている為、中学校で給食があると有難いです。毎日の献立も大変です。育ち盛
りの子供には栄養のバランスが取れた給食がいいです！！
232. 給食の栄養はバランスよく考えて頂けているし、お弁当はすごく負担なので早く給食にして欲し
いです。
233. 関東に比べ、かなり遅れているので早期に実施願いたい。お弁当で親子の絆が生まれるという考
えは全くない。中学校給食は当たり前だと思います。
234. 保護者の立場としては、夏場でも傷みにくい食材で給食が出されるのは安全面でも栄養面でも有
難いと思います。中学生でも小学生時代のような給食当番制が継続出来れば問題はないだろう。し
かし、生徒指導困難校でも小学生のような給食指導が出来るのか。中学校現場は一般の方々が思っ
ているより、生徒指導に困惑している。現場の教職員の負担が増大するばかりになるのであれば給
食導入は難しい。
235. 個々に量の調整は必要。バランス良い食事や好き嫌いをなくす事に期待が出来る。
236. 働くお母さんが多い中、中学校給食は栄養面から考えてもとても良いと思う。ぜひ早く実施して
頂きたい。
237. 給食があってもパンの注文は出来る様にしていた方が良いと思います。
238. 中学生が最低限摂取すべき栄養・カロリーを給食で提供し、余分に家から持って行くことも許可
して欲しい。食べる量の個人差が極端であると思うため。
239. 小学校で出来ているのに中学校になると実施しにくいとは理解しがたい。
240. お弁当は親子の絆が深まるという意見もあるが、仕事を持っている親も多く、時間を作りお弁当
を作るより、その時間をコミュニケーションの時間にあてた方が良いと思う。私自身も仕事をして
おり、今までの方は皆さんされてきたことではあるが、毎日のお弁当作りには不安があり、栄養面
も偏ると考えるので、早く中学給食を始めて欲しいです。
241. 給食の時間がどれくらい取れるのか、なるべくなら楽しくゆっくり食べさせてあげたいです。
242. 前から小学校は給食があるのに中学校も給食になったらなぁと思っておりました。仕事をしてい
て朝も早く出ないといけないので、給食にしてくれたら毎日同じような物ばかりでなく、いろんな
食材を食べられ助かります。ただ食べ盛りの時期なので量など他にも問題はあると思いますが早期
実施をお願いします。
243. 良いことは出来るだけ早期に実施して頂きたいです。衛生管理面等では自校方式が良いですが、
長い年月とコストがかかるためセンター方式が良いと思います。センター方式で安全衛生、地産地
消の徹底管理を一括で行う形がベストだと思います。
244. 市長は、中学校給食をマニフェストに掲げて当選されたようなものだと思います。そのマニフェ
ストを守るためにも早期実現をお願いします。
245. 今更実施することもないと思いますし、子供達も今の弁当、買い弁でも満足しています。新しい
事をするのは、お金も時間も動力もいります。大変なのでは…。
246. 結婚して明石に在住するようになりました。以前は東京２３区に。小・中学と給食が当たり前だ
ったので驚きました。給食ということで、特に問題があった記憶はありません。楽しかった思い出
が沢山あります。
247. センター方式で一斉に市の中学生が給食を開始出来るよう早期に進めて欲しい。栄養面からいう
と中学生にとって給食は一番好ましいと思う。同じ食をとることで協調性、一体感があって家庭の
格差を子供達が感じないよう給食が憩いの場になるのではと思います。私（母親）は中学時代、給
食を経験しています。思春期を迎える難しい時期の子供達が同じ給食を食べる事は、とても良い事
だと思います。自分がその頃、楽しく給食を食べていたのを思い出します。
248. 給食の方が働く親にとっては、とても有難いと思います。給食なら栄養バランスも取れているし、
朝食が取れていなくても、昼食でしっかり食べる事が出来て良いと思います。早く給食にするよう
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にお願いします。
249. 親の負担軽減としては給食の実施は早期に実現して欲しいが市の財政を考えると、そうも言えな
い。給食にこだわらずパン・弁当の当日受注が出来る方式は取れないのでしょうか？実状がお弁当
を持って来られない子が多いのか、栄養不足な子が多いのか、それによって実施の実行性が問われ
ます。
「食育」として考えるならばコストが少々かかってもセンター方式・自校式で考えるべきだ
と思います。そのためには、教育委員会や市会議員の給料カット等、財政上行うべき事もあると思
います。
250. 自校式はコスト面や年月がかかり大変と思うが食堂があり近所の人も利用出来れば、とても良い
と思う。
（夢のようなお話ですが）子供達もホッと出来そう。早く実現するためセンター方式が良
いと思うが搬送により物によっては美味しくないものを食べさせ続けるのは食育という面からは
不本意です。小学校でも「ごはんに牛乳」など組み合わせとして栄養面しか考えられてない様なメ
ニューもあり、将来食事を考える子供達に良いモデルとなる様なメニュー作りを行って欲しい。
251. 共働きが多い中、お弁当作りの献立はありきたりになり子供達からも「飽きた」の声、小学校給
食が懐かしい、また温かい物は温かいうちに、冷たい物は冷たく食べさせてあげたい。毎日給食で
なくても月・水・金は給食、火・木は手作り弁当もありかも…。冬に冷たくなった弁当を寒い教室
で食べるのは親としても可哀想なので工夫していますが限界があります。また弁当を作らない親の
子には差別化が減るのでは…。
252. 助かります。
253. 少子化している中で、大掛かりな設備や投資が本当に必要でしょうか？購買部や商店の出入りを
決め、お弁当を持てない子が買えることが出来る方が良いと思う。今後、給食センターが活用され
将来性が出るとは思えない。福祉施設との共同運営などを含めて検討するなら将来性があると思い
ます。
254. 自校方式が望ましいと思いますが、別紙を読んで民間調理場方式にしました。お弁当は献立が偏
りやすく、どうしても子供が好きな物ばかりになってしましますが、給食は食材も豊富で育ち盛り
の中学生には是非導入をして頂きたいです。
255. キムチ等の辛い物は食べさせたくない。
256. ほとんどの市町村が実施しているのに明石は遅い。子供に対する補助（助成）が少ない。近隣で
は医療費も充実しているのに給食もまだって…。
257. 給食費の徴収等は学費と同様、引き落としにすれば良いのではないでしょうか？働いているので、
給食や弁当を学校が用意してくれるのならば大変助かります。
258. とにかく早く実施して頂きたいです。始めは親子方式ですぐに開始し、同時に自校方式になるよ
うに工事を進めたらいいと思います。冷凍食品に頼った弁当が多いので成長期にしっかり栄養をと
らせたい。自分で作った弁当では不安です。
（食中毒も）
259. 現在、子供が５年生なので中学校在学中に給食を食べさせてあげたいです。早期の実施を希望し
ます。
260. 早期に進めて欲しい。弁当を作ることで親子の絆…等と言っているが絆は弁当以外でもいくらで
も出来る。弁当にこだわる事はないと思います。他の地域では、ほとんど給食なのに明石はなぜ給
食にしないのか？と以前から思っていました。
261. 自身が小学・中学とセンター方式での給食でした。（４つの学校へ配達の加古川市）何回か見学
にも行きました。当たり前の事かも知れませんが安全・衛生面では問題になった様な覚えもありま
せん。なので、センター方式の給食に問題があるとは思えません。センター方式の方が食材の無駄
は減ると思います。市内で何ヶ所センターを作るというのはどうでしょうか。給食費・アレルギー
の問題がありますが、入学時に誓約書みたいなのがあっても良いと思います。全国的にも未納問題
もありますし…。
262. コスト面ばかりを追及するあまり、安心安全が置き去りになっているように感じます。運営費用
も明細が無いため、具体的に比較する事が不可能です。実際、これだけ費用が必要なのかどうかも
申し訳ありませんが不確かです。不透明な部分が多いように感じます。そういう意味では民間の企
業の方がオープンで良いかもしれませんね？開かれた学校である事を希望します。守るべき存在が

78

誰で、どこにあるのか、もう一度考える時がきていると思います。食育を推進する意義を親も先生
方も考える時がきたのだと考えています。
263. 毎日お弁当を作るのは大変。部活などで早朝からになると作るのがもっと大変。給食だとバラン
スよく食事が出来ると思う。
264. 給食になれば朝、お弁当を作らなくて良いので時間に余裕が出来るので助かります。実施までに
時間がかかっても自校方式が良いかと思います。なぜなら小学校給食と同等の安全衛生管理の期待
が出来るので安心してお任せする事が出来るからです。
265. 栄養面や衛生面はお弁当に比べて安心出来るとは思いますが、給食費を払わない親が増えていく
（今よりも）のではないかと思います。毎日給食にするのでなく週３日とかにするのも子供達の楽
しみにもなる様な気がします。
（毎日よりも給食費は安くなるはず）子供によっては「又、嫌いな
もん食べなあかんやん」と食事を強制される様に思う子もいると思います。
266. 働く親にとって、とても有難いです。是非、早期に実現して下さるようお願い致します。中学校
のお弁当は毎日同じようなおかずになりがちなので、内容がバラエティに富んだ給食は栄養的にも
期待が出来ます。ただ、食べ盛りの中学生ですので、量も必要だと思います。出来れば主食となる
パン・ごはんの量は多めに設定して欲しいです。周りの保護者達ともよく話しますが、給食の早期
実現は皆さん願っておられます。どうぞよろしくお願いします。
267. やはりお弁当は手抜きで冷凍食品を使ってしまうので、それを思えば給食の方がよりよい食事が
とれる。
268. 冬の寒い時など、大人でも弁当はやめ職場の食堂を利用します。弁当だと限られた物にどうして
もなってしまい、成長期の子供にとって不足したり偏ったりの食事になってしまいます。汁物など
（具だくさんの）もメニューとして出して頂けたら助かります。我が家の二人の子供は給食が大好
きで長男は小学校時代、足らなければ担任の先生と共に他クラスの余った分を頂に行っていたほど
です。高校生になった今でも「給食は美味しかった」といつも思い出し言っています。物の大切さ
も給食で教えて頂きました。
269. 小学校で給食費未払いの方々が多いので同じ様にならない様にその点は未払いが出ない様よく
考えるべきだと思います。
270. １日も早く給食にして欲しいです。年々、夏はとても暑く、お弁当だと腐りやすいし、せめて食
堂だけでも欲しいです。
271. 中学生の給食実施について大賛成です。中学生はとてもよく食べるし、成長期で一番栄養バラン
スの良い食事が必要な年齢なので、給食は最適だと思います。家庭で作るお弁当はどうしてもマン
ネリ化してしまうし、夏期などは腐敗も心配なので、その点でも給食は好ましいと思います。早い
実施を望みます。
272. 共働きも増えている中、そして朝練など時間も早い為、１日も早く給食にしてもらえると有難い
です。
273. 他県では、ずいぶん前から行われていたので、もっと早く実現して欲しかったと思います。
274. 子供は、お弁当の方が嫌いな物が入っていないから良いと言っていますが、食も偏りますし、嫌
いな物でも皆と一緒に食べたら食べられた、調理方法を変えたら美味しかったという事もありまし
たので、是非とも中学校給食を進めて頂きたいです。
275. お弁当を持ってきていない生徒もいると聞きます。皆が昼食をとれるよう、給食が実施されるの
は良い事だと思います。給食費滞納や教職員に負担がかかるとＱ４にありますが、給食費分として
集金されるのですか？小学校では毎月引き落としされますが同じ方法ではないのですか？残高不
足の場合の心配はないのでしょうか…。実施に向けて方式や経費の事は色々議論されているようで
すが、徴収方法や給食費がだいたいいくらになるのか、私はそちらの方も気になります。
276. 家庭の弁当は内容が偏り、栄養面まで考えていないため、栄養のバランスのとれた給食に期待し
ます。
277. 栄養バランスの良い給食に大賛成です！中学生になると朝練（部活）があり、お弁当だと早い時
間に作る事になる。衛生面が心配（真夏）です。共働きをしているので、中学校給食になると時間
的に助かります。
（今も朝食、夕食は手作りしています。
）
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278. 現在、中学生を持つ親として、夏場の弁当管理、また弁当を忘れたり、作れなかったりした時に
パンを買ったり出来る環境ではないことに不安・不満があります。早期実現を望みます。
279. 子供はもう１年で卒業してしまうので給食が開始になっても我が家には直接関係ないことにな
ってしまいます。はっきり言うとあまり関心のない事と思っています。何十年も前から中学校給食
を検討すべきとの声が上がっていても、なかなか前へ進んでもらえなかった事は残念でした。
280. 数年前より希望し、市長選のマニフェストにも掲げられてきた件なので、早期実現に期待します。
281. 神戸市民が利用する野々池の維持管理を明石の水道料金で賄うのはおかしいが、明石の子供達の
為に使うお金はいずれ明石の為になる！早期実現をお願いします。
282. 全国８０％の中学で給食が提供されている事に驚いています。（長い間、弁当作りを続けている
ので）なぜ、もっと早い時期に計画・実行されてこなかったのか不思議です。ぜひ、安心して食べ
られる給食を早期に実施して頂きたいです。
283. 共働きや母子・父子家庭が増えるなど、子育てする家庭環境も時代と共に変化してきている。全
ての子供が毎日愛情のこもったおいしいお弁当を持ってこれる訳ではない。食事（昼食）の時間は
子供達にとって楽しみな時間であり、お弁当を持ってこれない子供達がそれだけでひけ目を感じた
り、お昼の時間が嫌いになったりする様な思いをさせてはいけないと思う。だからこそ、給食にす
る事によって、誰もが楽しく栄養のバランスのとれた食事を取る事が出来るようにして欲しいと思
う。
284. 中学生の時期は思春期に良くある「親に反抗的な態度をとる」
「親子の会話が少なくなる」など、
特に親子の関わりが難しくなる時だと思います。そんな中、お弁当は親が子供にしてあげる大切な
愛情表現の一つだと思っています。食事の量にもかなりバラつきがあると思うので、給食の形にし
てみんなが平等に食事をとるのは難しいのではないでしょうか。
285. お弁当は手作りで安心だと思いますが、子供の通っている中学はパン購買などもなく、親の負担
が他の学校に比べ大きく思う。お弁当日・給食日等混合の実施も良いと思う。給食はバランスもよ
く好き嫌いがある子供も残さず食べる事ができ、メリットが多いと思う。
286. 私のまわりの小中学生の子を持つ親は、早く実施してほしいといつも言っています。そして、い
よいよ実現されそうだと喜んでいたのに、なかなか市議会などで話が進まないので、もっと親の意
見を聞いてほしいと思います。ラクをしたいからではなく、これだけ暑くなるとお弁当を持たせる
度、心配だと言っています。
287. お弁当では毎日の事で同じメニューになりがちで、手抜き弁当になりがちです。給食になれば好
き嫌い関係なく出されるので、色々口にする事ができるので良いと思います。
288. 娘は私立なので、現在お弁当を持参しております。毎日弁当づくりの事が頭から離れず、正直負
担です。給食だったらどんなに楽だろうといつも思います。でも、お弁当だからこそわかる事があ
ります。娘の体調・心の様子。学校での様子が空っぽになったお弁当箱で母親はすぐにわかります。
働くお母様が多い世の中こそ、こうした手間は必要なのかな…とも思っています。又、昨今いじめ
の問題が取り上げられています。亡くなったお子様がもし、給食のある学校だったら、どういう仕
打ちをされていたのか。考えるだけで恐ろしくなります。正直な所、市・教育委員会・学校に対す
る信頼は失われております。そういう状況で大切な食をお任せする事に抵抗があります。又、
「食
育」というきれいな言葉で全て進めてしまうのはどうかと思います。思いやりさえあれば食育なん
て自然に身についているものなのです。
289. 成長期の子供達だけに、お弁当よりも給食は栄養のバランスを確保してくれているので良いと思
います。お弁当が冷凍食品に頼られている今の時代、毎日の昼食なので是非給食にして欲しいです。
宜しくお願い致します。
290. 希望者への昼食販売で充分なのではないかと考えます。今のままで、親子とも問題を感じません。
291. センター方式を東と西の２ヶ所に建てる事はできないのでしょうか？西は魚住～大久保間の田
んぼの広がっている所を使うと便がとても良い様に思いますが…。今の予定地はよく渋滞している
所だと思いますので、時間通りに学校に到着するのか不安です。私は他の自治体の中学校で給食の
仕事をしていますが、渋滞で遅くなったり、料理が出来上がるのが遅くギリギリに到着したりしま
す。車で２０分程の配送距離でこの状態なので、明石の常に渋滞している所から西の端まで配送は
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厳しいと思います。色々大変だと思いますが、給食を楽しみにしています。中学校給食はカロリー
（質）で献立が作られていますが、学生は量が大事だと思います。カロリーは高いけど「よくお腹
すいたから、何か残っていませんか」と学生が来ます。給食だけでは足りないので家からパンを持
参する生徒もいます。小学生と違ってがっつり食べたい様なので、食缶も大きい方が良いと思いま
す。
292. 共働きや母子家庭が増える中、給食になるとかなりの親が助かると思います。弁当だから愛情が
あって、作らないからないとは限らないので、親子共給食は早期にお願いしたいです。
293. 私自身「食育」の指導や講師として、色んなお話をさせて頂いたり勉強をさせてもらっています。
豊かになり過ぎた今の食生活の中で、
「ごはん」の大切さや食事への感謝・食卓での家族の絆等、
便利さと一緒に薄れていっているのではないでしょうか…。お弁当にはお弁当の良さ、給食には給
食の良さがあると思うので、どちらが良いとは言えませんが…中学生は大人の第１歩の時期で、そ
の心と体を支える大きな役割の１食ですので、施設の設備や運営費用だけでなく、この機に親にも
子にも「食」の大切さを伝える取り組みに、学校や市の皆様が前向き姿勢になって下さると嬉しい
です。
294. 明石（兵庫）の食材を取り入れて、食に関しても明石（兵庫）の事にも興味を持ってもらいたい
です。
295. 給食では栄養とかも考えて作られているので、給食になるとものすごく助かります。
296. 給食費滞納者には食べさせない。自分で何とかする様にする。
297. 小学校同様に中学校給食導入は嬉しく思います。現在お弁当ですが、メニューも偏り、栄養バラ
ンスを考えたお弁当を毎日作るのはすごく大変なので、中学校給食に早く切り替えて頂きたいです。
298. 各家庭の事情によりお弁当がなかったり、忘れたりする事もあると思いますので、平等になると
思うのでなるべく早く実施して欲しいです。義務教育の時期の中学３年間も市からの援助があると
助かる家庭も多くあると思います。※アレルギーの子供の対応等の配慮もよろしくお願い致します。
299. 自分が中学生の頃は給食だったので、中学は給食が当たり前だと思っていました。お弁当だと、
ついつい好きな物や冷凍食品を入れる事になってしまうので、栄養面でどうかなと考えます。給食
になれば、中学生で必要なエネルギーなど計算して出して頂けるので安心です。色々、衛生面など
心配な事もありますが、ぜひ早期に実施して頂きたいです。
300. 様々な問題があると思いますが、私は早期に実施できるように頑張っていただきたいです。
301. 設備に対する費用、食中毒に対する対応など、色々な問題はあるとは思いますが、出来る限り早
期に設置して欲しいと思っています。
302. 小学校も給食なので同様にすれば何も問題はないかと思います。
303. 私自身、保育所～中学校まで給食にお世話になり育ちました。私の母親は中学校の弁当作りは助
かったと言ってました。私自身、給食は温かいものは温かく冷たいものは冷たく食べれたので良か
ったです。ただ部活をする男子では、実際給食だけで足りるのかな？とも思います。弁当はその子
にあった量を準備して持って行く事ができますが。食べ盛りの中学生も十分なのかとも思いますが、
私自身は給食！賛成です。
304. 栄養が取れる事が一番嬉しいし、お弁当の子もいれば毎日コンビニで買ってくる子もいると聞く
ので、成長期に大切な食事はしっかりとってもらいたい。
305. 出来るだけ早く給食を導入して欲しい。弁当でバランスのとれた食事は難しいと思う。
306. お弁当だと同じメニューになりがちで子供も飽きてくるし、夏場の弁当作りは腐らない物を…と
考えながら作るが限界がある。冬場は冷たいお弁当を食べなくてはいけないし、昼食を楽しむとい
うより腹を満たすと言う感じに思える。
（食育というにはほど遠い感じがします。給食だと、メニ
ューの事など会話も増えて楽しく昼食がとれるのではないかと思う。早期に給食を実施して欲しい
です。
）
307. 栄養が偏らず良いと思う。明石市も頑張って中学給食をして欲しい。
308. 市長公約でもある「中学校での給食」を早急に進めて下さい。明石市は遅い！！
309. 小学校に通わせている時期は、早期に給食実施と切に願っておりましたが、中学生になると一気
に手が離れ、そして多感な時期。
「お弁当」というのは、親子関係において重要なツールになって
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いると感じております。その反面、毎日の昼食の栄養バランス・夏のお弁当の衛生維持は大変難し
いです。となると、中学校給食もしかり…。慎重に進めて下さい。
310. 中学給食は大賛成です。早期を希望いたします。
311. 現在中学生の子供達にも試験期間としてでもいいので、少しでも給食(民間にお願いして）を楽
しむ事が出来たらなぁと思います。子達は給食を楽しみにしていると思いますよ。
312. 明石市（兵庫県）は対応が遅いと思います。給食にする案が出てから年数がたっており、自分の
子供の頃に間に合うかどうかです。
313. 給食がある事は弁当を作る親にとっては負担が減るので楽にはなると思いますが、子供は自分で
作る事を楽しみにしているので、全て給食になるのは少し残念な気がします。弁当や給食を選ぶ事
が出来る選択制があれば良いと思いました。
314. 給食の準備・片づけで、大切な学習時間や部活の時間が減る可能性があると聞きましたが、保護
者の何割が現場の声を聞いているのか？アンケートも全員にするべきかなと思います。
315. 中学校給食が可能になれば親の負担が減り有難いですが、たくさんの課題があると思います。実
施方式にしてもセンターや民間方式だと衛生面にも不安があります。中学生になると男子女子で食
べる量にかなりの差が出てくると思います。沢山食べる男子に比べて体型を気にしだす女子も多く
なり、同じ給食費？とも思います。あと小学校の給食費の不払い問題も解決されていない今、又中
学校でも必ず出てくるはずです。子供手当の現金支給も好きな物・必要な物を購入出来嬉しいです
が、授業料・給食費などは、その分を現物支給にするなどを検討して頂きたいです。詳細がきちん
と決まっていないのに、実施するのはやめて欲しいです。
316. 現段階の小学校給食でも給食費を払っていない保護者がいるのに、中学校給食を実施した所で、
給食費負担はどこから回収を行い、全ての児童・生徒に平等に行えるか慎重に進めて欲しい。また、
水分補給での充分な補給が全生徒に行き渡る様に検討して頂きたい。
317. 中学校が給食になる事を希望しています。全員が同じ物を食べるのが理想です。弁当を持って来
れない人とか忘れた時とか、おかずが少ない人とか、おいしそうな人とか色々とあると思います。
是非給食が出来る事を願っています。
318. 色々と問題はあると思います。給食費を払わない家庭もあると聞きました。しかし、子供にとっ
て一番良い方法は何かを考えて選択して頂きたいと思います。手作りのお弁当を持って来れない子
供や朝食をとらずに登校する子供もいるかと思います。そういう子供さんのために「給食があって
良かった」となる様にして頂きたいと思います。私もお弁当は献立が偏ってしまいがちです。給食
になれば助かります。
319. 義務教育である中学校だけ給食がないのはおかしいと思います。費用の問題はあると思いますが、
給食で得られるメリットの事を考えれば、是非早期実現をお願いします。
320. ほとんどの人がお弁当に冷凍食品を使う事が多いので、そんなにこだわりはないと思います。早
く給食にしてもらえる方が助かるし、子供達のためだと思います。
321. 私自身、中学生の頃は給食でしたので明石に来て中学校が弁当というのは驚きました。
322. お弁当だとどうしても同じおかずになってしまう事が多く、栄養面の方でも給食の方がいいなと
思います。
323. 50 分授業の 6 時間の 1 日の中で、給食の準備等で時間がかかるため、放課後にズレ込んでくる
のが心配。人数も小学校より多いので経費がかかるのは仕方がないと思うが、するなら妥協せず、
衛生面はしっかりとして欲しい。偏食する子・残す子は絶対いる。ゴミの事ももっと考えて始める
べきだと思う。
324. 中学校給食になると助かります。栄養バランスがとれるので。
325. 小学校の給食では 4,000 円以下だったけど、中学生の給食だと給食費が上がると思う。授業料も
かかるし部費もかかる。給食費が月 6,000～5,000 円までに抑えられるかどうか。給食費の滞納者
も出てくると思うし、私はお弁当を作るのは苦にならない。
（民間でも OK）給食より弁当（パン）注文ができ
326. 高校みたいに食堂を備えてみてもいいかも…。
るほうが良い。弁当持参でも OK。
327. 他の市ではすでに実施されている所もある様なので、明石市でも早く実施されるとありがたいで
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す。栄養のバランス等を考えるとお弁当では偏ってしまうため、給食の方が好ましいと思います。
冷たくなったお弁当より温かい給食の方が良いし、夏などはお弁当だと食中毒の心配等もあります
し、学校に行ってからの保管方法も親には分かりませんので心配です。
328. 将来、少子化が進む事も考えて、今ここで中学校給食の実施を進めて大丈夫なのか？という不安
はあります。主婦としてはお弁当作りから解放される事はありがたいのですが、慎重に進めるべき
では…と考えています。
329. 働いているご家庭も多いので、お弁当作りの負担が減るのは確かですし、様々な家庭環境の中に
あっても平等に給食を食べる事が出来るのはとても良い事だとは思いますが、設備等経費がかかる
事を考えると、給食実施には賛成とは言えません。進めるにあたっては慎重にお願いしたいと思い
ます。
330. 弁当作りの負担が軽減され、栄養バランスのとれた食事がとれるので、早期に実施して欲しいと
思います。
331. 食の安全という点からいい事と思います。
（夏の学校はとてつもなく暑く、弁当が傷まないか心
配なため）しかし、そのためには設備費（市の税金で賄うのか）や場所（グランドなど狭くなりか
えって学校活動に支障が出るか）など多くの課題があると思うので慎重に進めるべきと考えます。
332. 自校方式に丸をしましたが、上の方式の中ではそうなりますが、給食にはあまり賛成ではありま
せん。前の日にお弁当の注文をしたら良いと思いますが、給食はもう決まった事ですよね。他の兄
弟の分とか、お弁当をつくる家庭では給食はあまり意味がありません。だから注文式が良いのです
が…。
333. 隣接の市町村で、どんどん実現されていく中、あまりに否定的でもどかしくありました。２～３
年後といわず早急の実施を切に願います。小学校給食で給食のメリットもデメリットも十分に理解
されていると思います。毎日、コンビニ弁当のお友達もいると聞きます。部活で朝錬があるとお弁
当は５時に用意します。保冷剤をたくさん入れますが、食中毒の心配は否めません。昔とは地球環
境も変化しているのに、人間も柔軟に考えを変えるべきだと思います。中学校給食に接している委
員の方の中で積極的でない方は１年間お弁当作りをしてみて下さい。メリット・デメリットがすぐ
分かると思います。早急な実施、宜しくお願い致します。
334. もくせい教室にも給食を提供して欲しい。
335. 食の好き嫌いがはっきりし、嫌いなメニューを例えばクラスで大人しい・いじめられている生徒
に無理矢理食べさせたりとそういう問題が起きそう。会社等にある仕出弁当の様にすれば量の少・
多の問題もなく均一だと思う。
336. 億単位の経費がかかってくると、税金が上がるか心配。
337. 市バス跡地が候補になっていると聞いています。明石のほぼ中央に位置していると思います。早
急に進めてほしいと思います。
338. 実施されるのであれば自校方式が一番ありがたいですが、経費や給食費（滞納など…）の事など
を考えますと実施される事が本当に良いのか？と考えてしまいます。色々と問題点があると思いま
すが、市が検討して下さっているだけでもありがたいと思うのですが、母親の弁当作りがなくなる
と料理をしない人（母親）が増えて来るのでは？と心配もしてしまいます（便利な世の中なので…）
。
究極的な考えですが子供の人数が少なくなってきている小学校などが、将来的に統合するような事
があれば使わなくなった小学校を中学校として使い、給食室もあるのでそんなに経費を使わなく実
現できるのでは？と思ったりします（市内一斉には無理ですが…）
。どうでしょうか…。
339. 全国の中学校給食実施率が８０％を超えているのには驚きました。明石市でも、早期に実施して
くれる事を望みます。共働きの方にとっても、お弁当作りの負担が減るのはありがたい事だと思い
ます。
340. 本当に賛成です。今は特に夏場なのでお弁当が傷むのが気になるし、子供が学校に行く楽しみの
１つになるかと思います（なって良いと思う）
。お弁当のおかずには限度があるので。それと正直、
母の朝バタバタがなくなり嬉しいです…すみませんこんな意見で。
341. 30 年前になる自分達の中学時代でも、学校給食で育ってきましたので。明石市に給食がないの
は驚きました。食べ盛りの子供なので、お弁当だとメニューもマンネリ化になり、栄養も偏るのに
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比べて、給食だったら野菜もしっかりとれて、量的にも多く食べられるのではないでしょうか。そ
れに夏場のお弁当作りには気を使って大変です。
342. 一番良いのは、公立高校にもある大食堂。お昼や部活終わりにも食べられたら一番良いと思いま
すが。地元の農家や漁師の方より仕入れた物を提供してくれると、地産地消にも繋がるしいいので
すが。
343. とても良い事だと思います。子供が栄養バランスの良い食事を、一日一回でもきちんと食べてい
ると思うと安心できます。
344. 実施する事は簡単だけど、現段階でも給食費滞納があるのに中学で実施して滞納は解消されるの
でしょうか？
345. 個人的には自校方式を望みます、が経費等の点から見るとセンター方式になるのかなと思います。
中学生の子がいますが、
「小学校の時の給食がおいしかった。また食べたい！」とよく言います。
温かい、お弁当ではないメニューを食べられるという点からも給食は良いかと思います。成長期に
栄養バランスのとれた昼食を食べられる事はとても大事だと思います。私は毎日お弁当を作ってい
ます。冷凍食品は一切作っていません。夏場はメニューにとても困ります。実施までには色々大変
だと思いますが、是非給食をと思います。
346. 出来るだけ早くしてほしい。
347. Ｑ８でセンター方式を選ばせて頂きましたが、一ヶ所の調理場から市内全域に配送するのではな
く、何ヶ所かの調理場を作り配送時間を短縮し、安全においしいものを子供達に届けられたらいい
なと思います。
348. 保護者としては、毎朝のお弁当作りから解放されるので、早期に給食が実施されれば楽になり、
忙しい朝の時間に余裕ができて助かります。ただ、うちの子供に限って言えば、給食があまり好き
でないようで…。
「６年間の給食がようやく終わる！！」と中学校からのお弁当を楽しみにしてい
たので…。
「あと３年間給食になるよ！」と言うとかなりショックなようです。
349. 親の負担は少し軽くなるような気もしますが、たった一つのお弁当でできる親子の会話ができな
くなるのはとても寂しい。面倒だと思いながらも、子供の事を考えながらお弁当をつくる親が多い
のでは？？ただ、今の子供が通う中学ではお弁当を作れない時の代案（お弁当注文・パン販売等）
がないので困るだけ。全員給食にこだわる必要はないと思います。
350. 現代、働く親が多い為、中学校給食は働く親にとってはとてもありがたいものです。しかし、施
設費用・給食費滞納の問題も難しいと思います。そして中学校給食になる事により、働き口が増え
るというメリットもあるのではないかと思っています。
「ごちそうさまでした」と
351. 中学生になるとお弁当になり、子供は毎回空のお弁当箱を出す時に、
言ってくれる事にありがたいと思っています。しかし、親の体調不良だったり、都合だったりでお
弁当が作れない時もあります。お家の都合で毎日の様にコンビニ弁当だったり、パンと言う事も聞
きます。子供達の食育や平等な事も考慮して、出来れば早く給食を開始して頂きたいと思います。
352. 必ず教職員がクラス内で一緒に食事を取ってもらいたい。いじめなどで給食時に辛い思いをする
子が出ない様にして頂きたいと思います。
353. 今中学生を持つ人の話を聞くには、お弁当を食べる時間を充分に与えてもらえず、日々小さなお
弁当になっていると聞きます。先生方もお弁当ではなく給食になれば、食事をする時間の大切さも
理解してもらえ、中学生がお昼に取る時間と栄養のある食事が出来ると思います。授業が終わり部
活で帰りも遅くなるので、お昼は充分な栄養と食事の時間を与えてやって欲しいです。今仕事をし
ている母親も多く、朝お弁当を作らなくて良くなると朝食を子供と一緒に食べ、コミュニケーショ
ンも出来ると思います。
354. アレルギー体質の応対や、給食費の徴収の課題が深刻になってくると思います。勤めている保護
者はありがたく思うかも知れませんが、モラルとマナーは徹底してほしいです。
355. 自分が中学生時代、センター方式の給食だったが何のデメリットも感じなかった。家庭の負担を
考えると、ぜひ給食を導入してほしい。
356. 他の市に比べて遅れている
357. 食事の量の個人差を解消するために、米飯（含むパン）の各自持参でも良いのではないでしょう
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か！
358. 私は中学生の時給食でしたので、明石はお弁当だと知り初めは驚きました。お弁当は好きなもの
を入れられるから、それはそれで子供もうれしいと言ってくれます。給食は当番とかあり大変です
が、片付けなどもみんなで出来て、給食を作って下さっている方へ感謝の言葉も自然に子供達から
出てきて良かった様に思います。食べるのが遅くなっている子を待ってあげたり、残す人が多けれ
ば残飯を出さずと並んでおかわりしたり、楽しかったと思います。
359. 中学生にもなると１人１人の食事の量にも大きな差が出てくる様に思うので、その辺をどうする
か…。
（食べたい男子はお腹いっぱいになるのか…）
360. 早朝クラブ練習などが多く、弁当作りが朝５時台になると聞きます。夏場前後などは、弁当が昼
まで持つかどうかなど衛生面で心配あります。親の負担が少しでも減ればと考えます。
361. 給食は反対です。食の大切さ、有難さは給食にする事で確実に得にくくなります。楽する、手軽
に得られる事は決していい事ではないと思います。人生の一時期大変な思いをしながらも、心こめ
たものを頂くという事を大事にしたいと思っております。財政が苦しいこの時期に、どうしても実
施しなければいけない理由が見つからないです。
362. 家庭環境によりお弁当が出来ない場合があります。またお弁当の内容も様々なので、中学校生活
においては皆が同様の給食を食べる事を望みます。
363. 早期に実施してほしいですが、そのために色々な事を論議せず進めてもらっても困ります。長い
目で見た検討が必要ですし、費用ばかり気にしていては最善策はとれないと思います。ほとんどの
学校で運動場などの場所にあてなければならないとありますが、本当でしょうか？１５～３０年前
からある学校では生徒が減っている学校も多いのではないかと思うのですが。他にも市の財政に問
題はないのでしょうか。
364. １日も早い実施を希望します。男の子・女の子・又運動部等で給食だけで足りない事もあると思
うので、その時は弁当（おにぎり・パン等）の持ち込みもＯＫしてもらえるとありがたいです。
365. 私は毎日大変ですが、子供（上の子）のためにお弁当を作る事がやりがいとなっています。毎日
感想を言ってくれて、親子のコミュニケーションを図れていますので、もし給食になったらちょっ
とさみしい気がします。
366. 親としては早急に給食制にして頂ければ、助かります。しかし、コストの面など色々な問題があ
るのも分かります。市民としては、あまり市民の負担金額にならなければいいなぁと思います。身
勝手ですけれども…。
367. 今は自分の弁当だった中学校時代を感謝しています。でも小学校の給食が楽しくておいしくて、
とても良かったなと思うのです。
368. 共働き家庭、母子（父子）家庭も多く、朝の忙しい時間のお弁当作りは大変です。早期給食を望
みますが、年に何回かお弁当の日もあっては良いのでは？と思います。
369. 明石市の中学校学校給食は、他市に比べて大きく遅れていると感じます。私の育った岐阜県岐阜
市では、昭和 29 年から実施されています。明石市では中学生の食育を軽んじ、他の事業に税金を
使用してきた為、ずっと後回しにされているのだと思います。お弁当作りはたいてい母親の役目で、
ほとんどの父親は作らないから教育委員会のおえらい方々（主に男性）には関心外だったのかも知
れません。父親もたまには我が子の為にお弁当を作ってみたらどうでしょうか（朝練のある部活の
子供にお弁当を作るのは、かなり早く起きなければなりません）
。何十年も遅れを取っているので、
今更慌てる必要はないと思います。じっくり慎重に考えてほしいです。これから先ずっと続く事な
のですから。経費について重く考えないでほしいです。小学校では毎年経費がかかっているのです
から。それとも中学校の学校給食はムダなのでしょうか？学校により実施時期に大きな開きが出て
も良いと思います。それぞれの学校により生徒数も違いますし、学校の敷地面積も違うのですから。
それを平等に考えようとする事には無理があると思います。今年度はどこの中学とどこの中学とい
う風に早期にとりかかれる所から調理室を作っていったらどうでしょうか？
370. 共働き世帯や母子・父子家庭の増加などを考えれば、負担を減らすというメリットも大きいと思
います。ですが…弁当を作ってもらう事で、親に対して感謝してきた自分にとって考えさせられま
す。
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371. 子供達の成長に合わせて、おかずのみの提供（給食）でご飯は各家庭で持っていけば、コストの
面でも家庭での負担も減るのではないでしょうか。
（西宮市立中）
。当たり前だと思っていましたが、明
372. 私は中学生の時は給食でした（約 30 年前）
石がお弁当なのには本当に驚きました。全国的に給食が取り入れられている中、明石でできないは
ずはありません。早急に給食を取り入れて欲しいです。土・日などクラブ活動等で弁当を作る事は
必ずありますので、給食・弁当に両方馴染む事になると思います。
373. 共働きでかつ遠距離通勤のため、お弁当づくりが大変です。メニューも偏り、便秘になってしま
った兄弟がいます。給食になれば食育に対して子供達も興味を持ち、より健康づくりに期待が持て
ます。よろしくお願いします。
374. 費用がかかるとは思うが早く実施して頂きたい。但し、安全性に関しては充分に配慮が必要だと
思います。
「主食（ご飯）は持参、おかずは給食で。
」という形で、半給食の形から始めるというの
でも良いのでは…。主食の量が子供さんによって調節もできるし、お弁当作りの負担が軽減されま
す。
375. 中学校で給食がない事にまず驚きました。なぜ給食がないのか疑問です。中学校の給食は小学校
の給食の延長だと思います。課題にするなら、小学校の給食を元にすれば良いと思います。ただコ
スト面が問題でしょうから、給食費は小学校より高額でも構いません（月 6～8 千円くらい）
。
376. 成長期ですので、栄養士の方が立てた献立でバランスの良い食事が取れる給食を望みます。
377. 小学校給食の実績をもっと活用すべき。小中学校ともに給食費の徴収等は各先生達ではなく、一
括に新機関を作るべきではないですか。
378. 入学の時に「お弁当作りは親から子への愛情のあかし」の様に言われ、時代錯誤に驚きました。
他の地域で中学校に給食があると聞いた時も（知らなかったので）
、子供を社会で育てようとして
いるんだとうらやましく思いました。では、中学校給食を実施している地域の親御さんは、お弁当
を作っている親より子供を愛していないんですね？変なすりかえはやめて子供の事を考えて下さ
い。
379. 中学校給食開始は、保護者にとってとてもありがたいです！よろしくお願い致します。
380. 思春期にある中学生だからこそ、お昼は同じものをお腹いっぱい食べる事ができればいいと思い
ます。コンビニのパンのみ…なんて子もいるようなので、周りからの目も気にする年頃なので、是
非早期実現を期待します。
381. 義務教育期間の小学校から中学校へ進学するのに、なぜ明石市は中学給食がないのだろうとずっ
と思っていました。小学校給食とメリット・デメリットはほとんど変わらないので、できるだけ早
期の実施を望みます。
382. 親子方式が望ましいと思います。「給食室の増設や設備備品の増強が必要」とありますが、中学
校に新設する事を思えばローコストではないか。
「原則設置できない」のなら、できるように制度
を変えたり、中学校給食のため特別措置は取れないのか。
383. 個人的には働いていないため、弁当を作る事は大して負担なく、また子供は弁当を楽しみにして
いる。幼稚園の時、今日のお弁当おいしかったとか、嫌いな～をがんばって食べたなどのコミュニ
ケーションがあった。中学になると親子のコミュニケーションが少なくなるので、弁当がなくなる
のは少しさみしい。ただ、今の社会情勢からすると、給食の必要性も感じる。給食・弁当の選択性、
もしくは週１回弁当にするなども考えてみてほしい。
（以前、ＮＨＫ教育テレビの番組で親に感謝
する事で、毎日お弁当を作ってくれるという声が多くあった）
384. 小学校の給食メニューを見ると、家では出していないような材料や、韓国風メニューがあったり
して、更に海藻や野菜がしっかりとれるように考えられていて、
「給食で少なくとも必要な栄養の
１／３はとれているかも」と安心です。また、自校方式で温かく、おいしいメニューを食べられる
ので子供も喜んでいます。中学生になり、学校や家庭外での活動の時間も増えるし、体の成長面か
らいっても、朝慌てて冷凍食品を詰め込んで作ってしまうお弁当より、今の明石市の小学校のよう
な素晴らしい給食を出してもらえたら、安心だしうれしいと思います。
385. センター方式にするにしても市内に１つのセンターではなく、東に１つ西に１つ…というように
複数あれば、少しでも温かい給食を運べるし良いのではないかと思う。
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386. 仕事をされる母親が多い中で、給食にして頂ける事は本当にありがたい事だと思います。反面、
弁当がなくなり残念な気がしますが、週に月水金は給食、火木は弁当などは出来ないのかな…と思
います。家族形態の変化、簡略な食べ物が身近に手に入る現在、幼い母親が子供を育てていくので
食のみでなく、様々なしつけの欠如が目につき、難しい時代だと（自分も含めて…）思いますが、
必ず賛成・反対あると思いますので、ゆっくりと決めて頂けたら 10 年後の子供達に良い環境を作
ってあげられるのではないでしょうか。よろしくお願い致します。
387. 栄養バランスが考えられた給食になるのは賛成です。お弁当ではどうしても偏りが出来てしまう
ので。
388. 冬に温かい献立だと嬉しい給食ですが、やはり子供のためにお弁当を詰めてあげたい気持ちがあ
るので…。
“お弁当”も日本の大切な文化だと思います。給食ｏｒお弁当、選択できるようにはで
きませんか？
389. 明石の市長が公約に掲げたのだから、給食は必ず実施して欲しい。他県も給食のある中学校は沢
山あります。コストがかかっても、一番いい方法で中学生のために実現していただきたいと思いま
す。何かを始める時には投資は必要不可欠なのではないでしょうか？
390. 早期に進めて頂きたい。家庭での負担が楽になる。でも自校方式がいい。
391. 全国で 80％が中学校給食を実施している中、明石市は遅れていると思う。早期に実施される事
を願います。
392. 毎日、冷凍食品などのお弁当よりも温かい給食を食べた方が良い。冬場はご飯も冷たくなるし、
夏場は食材が傷みやすくなったりするから、給食が安心ですネ。
393. 早期実現が最重要なこととならないように、コストもかかることなので安全衛生管理、食材、献
立等よく検討すべき。早期実現のみにこだわらず、慎重に進めるべきではないかと思う。弁当を作
る側としては、早期に実現すれば助かる面も大いにあるが、とにかく少しでも早く中学校給食を実
現しようという流れには同意できない。ついでに言わせていただくが、東大入学者を明石から増や
そうという広報紙での市長の考えにも同意できない。明石の教育に不安を感じた。
394. 私自身が給食で中学校生活を過ごしてきたので、自分の子供にも給食を食べて欲しい。お弁当よ
りも給食の方が絶対おいしいし、栄養も高いと思う。学校生活のいい思い出作りのためにも、給食
はあるべき！
395. 学校によっては校舎の建てかえなどされている所もあると思います。施設も同時に整備できるの
であれば、早期に実施方式（自校方式になるのであれば…）を決め、取り組むことの方がよりデメ
リット（費用・利用地などの）が少なくなるのではと感じます。
396. 給食制に賛成します。保護者の負担も軽くなり、夏場のお弁当の中身にはとても気を使うことも
あるので、給食にしてもらえると助かります。食事量には個人差もあると思うが、そこは軽食（パ
ンｅｔｃ）を持たせるとか、購買ｅｔｃで購入するように各自すればよいと思う。方式としては自
校方式がよいと思うが、難しいと思うので、センター式ならば食の質は少し落ちるだろうが、運べ
る範囲で運んでもらえばいいと思う。運んだ先の中学校にもそれを保管するところが必要だと思う
が、それを作るならば、いっそうのこと自校式にしてもよいのではないかと考える。又、給食を実
施するにあたって、雇用も増加すると思う。早急に検討して実施してもらいたい。
397. 全国的に 80％の中学で給食が実施されている現状からみれば、明石市でも中学給食化は可能だ
と思います。中学になると働く母親も増え、お弁当作りは負担がかかっています。なるべく早い給
食をお願いします。
398. 給食の実施方式についてや、実施時期については、慎重に進めてもらえればよいと思います。ど
の方式を取るにしても、相当額の費用がかかります。安全な給食の提供のためにも、早期に進める
ことばかりを考えずに、色々な面においてなるべくリスクの少ない、子供にとって安全を優先に進
めていって欲しいと思います。
399. センター方式のトータルコストが異常に低く見積もられているのではないか？市バス跡地の利
用にしても、売却により見込める利益があれば、マイナスすべきではないか？他市での実施状況を
調査の上、比較するための資料として提供、公開すべき！
400. 働いてるので毎日弁当作りは負担が大きい。早期に実施して欲しい。
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401. 兵庫県外からこちらに来て、中学校が弁当だと聞き驚いた。（義務教育中は給食が当然だと思っ
ていたので…）色々な周辺の話を聞くと、毎日コンビニで何かを買って持参していたり、おにぎり
のみの子供もいたりするらしいので、給食が導入されるとそういうこともなくなるので、親として
も安心する。あと嫌いで家では食べない食材であっても、給食なら食べるというメリットもあると
思う。中学生ともなると味覚も変わってきて、嫌いだったものが給食で食べておいしかったので…
となることもあると思う。
）
402. 個々の食事の量の違いにはどうするのか？毎日の牛乳（購買で、個人で、買ったりするとか…。
はやめて欲しい。毎日が給食でなくても良いと思う。弁当が週２回とかの組み合わせでも良いので
は？
403. とにかく早期に始めて欲しい。子供も楽しみにしています。仕事が増える等で、教員達（特に校
長）の“めんどくさい”という空気が感じられ、不快である。
（多くの他の地域では、かなり以前
から給食は実施されているのに）
404. 播磨町などはもう実行されています。明石市も早く始めて欲しいです。他の中学校などを下見し
て、良い部分は取り入れて下さい。現小学５年生や６年生の親は、すぐにでも開始して欲しいとよ
く耳にします。私は明石市の給食がもうすでに開始されているものだと思っていました。せっかく
神戸市から明石市に引越して来たのに…。頑張って始めて下さい。よろしくお願いします。
405. 親の負担に対してのメリットがどれだけあるのか比べようがないので、進めて欲しいとも思うが
よく分からない。未だに給食費が払えるのに未納の人達がいることについて、払うのが当たり前だ
と思う側としては中学校給食にしてどの程度負担になるのか。
（払ってる側が）払わない人達をそ
のまま卒業させてしまうこと、その後の請求が無いと聞き、驚きでいっぱい。例えば小学校時に未
納者は、中学校給食を申し込めない等対策があったら、支払う人達も増えるのではないか？
406. 私自身がセンター方式でしたが（小中学校）、食べ残すことへの罪悪感や、調理員さんへの感謝
がありませんでした。小学校の様な調理員さんとの関係、誰が自分達の食べ物を作ってくれている
のか認識することはとても重要で、同じ物でも更においしく感じるのではないかと思っています。
407. 給食と同じ様に栄養バランスの良い弁当を作るのは、毎日となると難しく、成長期である中学生
に給食があれば有りがたいと思います。資金がかかり大変だと思いますが、子供達の事を一番に考
えて頂きたいです。
408. 毎日お弁当を作る事はかなり負担なので、子供の為だけでなく親にとっても早期に進めてもらい
たい。
409. 私の子供は中学校給食にならないと思いますが（現在中１なので）、バランスのとれた給食が食
べれるのはいいと思います。
410. ①出来るだけ早期に実施して欲しい。まずは自校方式で出来る学校（スペース的）からスタート
して、問題点などをその都度改善する方がいいと思う。②民間調理場方式は、明石市立保育所の例
のように、問題も多数発生しているのでやめて欲しいです。③コストのことばかり目を向けないで、
将来を担う子供達のために安全第一優先でお願いします！（当初のスタートは３年後位からと噂で
聞いたけど、それでは遅すぎると思います。
）
411. 今の中学校の構造上、難しいとは聞いていますが、できるだけ給食が実施になる様に宜しくお願
いします。
412. お弁当でも家庭のコミュニケーションがとれてとても良いが、中学生は成長する大切な年令でも
あるので、しっかり多くの中学生が栄養をとって欲しいと思う。家庭の弁当ではどうしても栄養バ
ランスがとりにくいので、栄養バランスがしっかり管理された給食は、現在の発育途中でもある中
学生にはとても意味がある昼食になると思います。
（家族が心を込めて作る）お弁当も必要かなと思うので、週 2～3 回の
413. 自校方式が理想ですが…。
給食が理想です。
414. 中学給食は、なるべく早く始まって欲しいです。
415. 「Ｈ27 年度実施に向けて」では遅すぎます！！もっと早期に実施していただけないのでしょう
か！！現在、小学 6 年生の子供を持つ親は、みんなそう思っていると思います。小学校では給食を
食べているのに卒業して中学へ入学すると、お弁当作りが始まる親の負担は、本当に大変です。ス
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ーパーで冷凍食品を大量に買い込み、朝詰め込むだけのお弁当が、本当に家庭の手作り弁当＝母親
の味と言えるのでしょうか？市長の下のお子さんは、まだ５才だと言っていました。自分のお子さ
んは中学校給食に余裕で間に合うとお考えでしょうか？明石市は、今すぐに全ての課題を中学校給
食実施に向けて議論し、取り組んで下さい。1 ヶ月でも 1 日でも早く実施して下さい。中学校は弁
当か給食かのボーダーラインの子供を持つ全ての親を代表して意見します！！何卒よろしくお願
いします。
416. 働くお母さんが増えているので、早期に実施していただきたいと思います。朝早いことも多い仕
事なので、子供にコンビニ弁当を持たせないといけない、と今から心配しています。
417. 私は小学校時代しか給食の思い出はありませんが、給食は楽しみでしたし、今もまた食べたいと
思います。娘は保育園での給食、小学校での給食の話を良くします。共有できる（同級生、先輩、
後輩）話題として、給食は学校生活の中で大切なことと思います。
418. お弁当だとどうしても同じメニューになったり、思春期になると量を極端に減らしたりするお子
さんも多いと聞きます。家庭では作らないメニューもあり、給食になればありがたいと思っていま
す。
419. 現在、共働きの家庭が増えている中、弁当作りは母親にとって大変負担になります。我が家のよ
うに夜勤だと更に大変です。老人にばかり目を向けず、子育て世代をもっと助けて欲しいです。た
かが中学校給食と思われるかも知れませんが、働く母親にとったら大きな問題です。一刻も早く実
施して下さい。
420. 明石市は遅れていると思います。
421. 少子化が進む中で、それぞれ自校の給食室を持つことは、経費がむだになる。
422. 現在中学生の子供がいるので、毎日のお弁当作りは、かなり大変です。ですから給食実施はとて
も嬉しいですが、個々の食欲にあわせた量の支給も難しいでしょうし、安心安全に支給していく方
法もよく考えないといけないし、早急に実施して欲しいが、内容はよく考えて欲しいと相対的な思
いがあります。
423. 学校給食法、食育基本法に基づいた教育としての給食は自校方式でのみ実施出来ます。西宮市や
宝塚市の自校方式の中学校給食を参考にして欲しいと思います。
424. 全国で 80％の実施率があるので、課題等のデータは存分にあると思います。上手にデータを生
かして明石市にあう方法で早期実現を希望致します。
425. 子供が保育所の時に民間委託で給食の調理が始まりました。最初は民間反対で先生と保護者で団
結しましたが、いざ始まるとサービスがとても良く、アイデアも良くてメリットばかりでした。私
はフルタイムで仕事をしているので、朝忙しい時に家事と育児をしながら朝早く出勤するので、毎
朝のお弁当はかなり負担です。このような母親は多いと思います。お弁当を作るのが母の愛情と思
われがちですがそれはきれいごとで、実際は働いている母親にとっては給食で温かくておいしいも
のを食べて欲しいと思う人も多いと思います。また夏場の暑いときに食中毒など気にしながら作る
には、おかずも限られてくるし、毎日似たようなおかずの弁当を食べるより、色々な献立でお腹い
っぱい給食を楽しんで欲しいです。また男子などはお弁当だけでは物足りないと思うので、ぜひ早
期実現して欲しいです。このようなアンケートで自分の意見を書けて良かったです。よろしくお願
いします！
426. お弁当になると、ある程度入れられる物が決まってしまい、栄養のバランスをとるのはなかなか
難しいです。夏はお弁当が悪くなったりしないか心配もあります。給食になると栄養のバランスも
とれるし、熱いものは熱いまま食べられるし、牛乳も毎日飲める事になります。私自身も他県出身
ですが、中学校は給食で、とても楽しく昼ご飯を食べた記憶があります。
427. ①実施困難とあるが、素人的に余力がある小学校給食施設との連携である親子方式が最も現実味
があると思うが、工場関連の法律に阻まれていることが理解出来ない。現実に実施できている中学
校と何が違っているのか。②センター方式で、食中毒や、施設の維持管理、安全面等から市内全域
の分を一つのセンターで賄うのは問題があると思う。横に長い明石市なので、東部と西部に２ヶ所
（特に西部の方が子供の数が多いはずなので）必要と思う。③（何度も書きますが）中学校給食導
入で、これ以上教員の負担を増やすのに反対である。人的予算を組んでいただきたい。"
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428. 給食の方が栄養バランスは良い。お弁当は子供が好きな物をよく入れてしまうので給食を進めた
い。
429. 自分は中学校給食でした。何故この学校が弁当なのか理解出来ません。親子の絆がどうこう言わ
れる方は是非小学校にも弁当持参して下さい。何を揉める必要があるんですか？早期に実施して下
さい！
430. 色々と課題などがあって大変かと思いますが、早期実現を希望します。弁当だと夏は気候的に傷
みやすく、冬は温かい食事をさせてあげたいと思うので。
431. 私は中学生の時、給食でした。みんなで一緒の給食を食べて、ワイワイ楽しかったのを覚えてい
ます。家庭の手作り弁当だとメニューにも限
432. 部活などの場合は弁当を持たせる様にして、普段は皆と同じ物が食べられる食育をして欲しいで
す。
433. Q４で記入してしまいました。すみません。
・日本の気候も変化してきており、気温の高い時期が
多い中、お弁当を朝持たせることに強い不安を感じます。
・仕事を持つ母親も増え、日々の家庭で
の料理が簡単なメニューや手のかからないものになりがちで、又、ワンパターンとなってしまい、
子どもへ料理を教えたり色んな調理法を覚えさせたりすることも難しくなっています。給食制度に
することで、家庭では食べた事のない料理も知ることができ、メリットも多いと思います。
434. 栄養面では、小学生でも給食を食べている昼食で安心している面があります。中学生は食べざか
りなので給食があれば良いなと思います。問題点としては、給食費滞納すれば次の月は子どもに提
供しない位の形を取って欲しいと思います。
（母子家庭や、低収入の方は市から支援があると思う
ので、今の世の中給食費が払えない方は居ない気がします。
）
435. 大変だとは思いますが楽しみにしています。やはりお弁当よりも給食の方が栄養も量もしっかり
取れて良いと思います。まさか中学校で給食が導入されるなんて夢のようです。
436. 中学生になったのを機に、パートに行きはじめました。朝は忙しく、ついお弁当は冷凍食品に頼
ってしまいます。朝練もあり、ゆっくりと朝食をとることもできないので、栄養バランスが崩れが
ちです。早期に実施していただけると助かります。
437. 今、お弁当を持たせていますが、おかずがワンパターンになり、栄養も偏り気味です。給食の実
施でバラエティにとんだ献立で食材も色々取れて栄養面でも偏りが無くなると思います。
438. 私は関東地方・滋賀と学生時代に過ごしましたが、こちらに来て中学校に給食がないと知り、ビ
ックリしました。義務教育である中学校に給食がないのはおかしいと思います。早期に開始して頂
きたいです。
439. 中学生は成長期なのでお弁当には特に気を使います。しかし、手持ちの弁当で十分なボリューム、
栄養を供えたものを準備するのはなかなか大変です。ですから、是非、給食実施を推進して下さい。
440. 給食になるのは嬉しいが無理強いせず、関係者の負担にならない程度に慎重に進めていただきた
いです。特に食中毒など衛生面に注意して欲しい。中学生はよく食べる子供もいると思うので十分
な量を食べられるようにしてもらいたい。
441. 親子方式は良いと思いました。親子方式が困難ならば、民間にお願いするのがいいのかなと思い
ました。
442. お弁当持参については、各家庭でかなり差が出る為、義務教育期間中は給食が望ましいとずっと
思っていました。問題等については、費用が最も大きなものだと思いますが、実施している自治体
も多いのですから、出来ない事は無いと考えます。
443. 校長会の方では反対していると聞きましたが、現場の声はとても重要だと思うので、慎重に進め
て行くべきだと思う。先生方の協力なしではセンター式で作って各学校に配っても食育として機能
しなくては意味がないと思う。
444. 自校方式が理想ですが、コストが高い、運動場が狭くなる等バランスを考えるとセンター方式な
のかなと思いました。
445. 夏場は特にお弁当を持たすのに気をつかいます。栄養バランスも考えて下さると思うので早期に
給食実施して欲しいです。
446. 給食が実施されれば、毎朝の弁当作りの大変さが軽減され、子供の偏食による栄養バランスの矯

90

正にもなり、大変ありがたい事です。実施するとなれば課題も色々とあるでしょうが、全国で 80％
の公立中学で実施されているのであれば、解決の参考事例はあると思いますので課題はクリアされ
ることと思います。
447. 自校で対応が出来れば、安心も得られるんだと思いますが、部活をする場所が少なくなるのも問
題だとは思います。お弁当を持たせても夏場は大丈夫なのかなと思う所はあるので、安全であるな
ら早く実施はして欲しいです。
448. 財政の問題は理解できるが、現在の小学校高学年の生徒は給食の恩恵を受けることが出来ないの
なら、その子達が受けるべき利益は守って欲しい。恩恵を受ける子供達からツケは返してもらって
欲しい。中１の長女はバレホにホームステイに行くのを楽しみにしていました。しかし、中学給食
導入のために市長が無くした事を知り、市への不信感、理不尽さを感じています。
449. 親の負担を減らすため、早期の学校給食開始を希望します。
450. 給食にしていただければ親の負担はかなり減ると思います。でも、毎日子供の事を思い浮かべな
がら弁当でコミュニケーションをはかることも大事かも知れません。思春期に入り会話が少ない中、
数少ないコミュニケーションとなるのかもしれないなとも考えます。個人的には安全が守れ、市政
を圧迫しない低コストで実現できるのであればお願いしたいという思いです。
451. 仕事をしている為、時間に余裕もなく栄養のバランスを考えたお弁当がつくれていないので、給
食になるととても有り難いです。
452. 弁当作りの負担をなくしたいのが給食実施の一番の理由ですが、田舎とは違い広い明石市、配送
も大変だし、敷地の確保も容易ではないのがわかりました。でも、どのみち高校からはお弁当です。
中学校までは、冷めたお弁当ではなくて、温かく栄養があり、メニュー豊富な給食を望みます。い
ろいろな問題があるのは分かっているので、絶対給食!!とはあまり強く言えませんが、話合いが良
い方向へいくことを願っています。
453. 私は自分が中学生の時、給食を食べていました。温かい物は温かく、冷たい物は冷たくいただく
事ができ良かったと思います。きらいな献立もありましたが、やはり今考えれば栄養面では優れて
いたと思いますし、家庭への負担も軽減され母は助かっていたと思います。自分が経験した事をふ
まえると、やはり早期に実施してほしいと思います。今は昔とちがい、夫婦共働きや、母子、父子
家庭など、生活スタイルなども多様化している為、私は給食に賛成します。
454. 全国の中学校で給食を 80％も実施しているのに驚きました。暑い時期は衛生面が特に気になる
ので、早期に進めてほしいと思います。
455. とにかく早く実施してほしい。好き嫌いが増々ひどくなってきたのでいろんな食材に挑戦してほ
しい。
456. 現在中 1 の子がいます。早期に進めて頂いて、我が子が中学の間に給食にしてほしいです。
457. 今、実施が 2 年先になっているがもっと早くして欲しい!!
458. 一人ひとりに必要な量があたるのかなと思います。食べ残しの量が気になります。
459. 私は中学校の給食は必要ないと考える。思春期の頃である上に、親子のかけはしとなる弁当は必
要不可欠である。又、給食のはじまりの理由は、戦後食料が乏しかった時の児童救済するためだっ
たと思います。今や食料が不足していることもなく、経済的理由で弁当が作れないというのは、時
代錯誤な意見だと思う。中学生のころは、男女の食べる量は格差があると思う。食べ残しのために
廃棄物が多くなるのではないかという心配もある。
460. 給食だと栄養管理がしっかりできているし、成長期にバランスのとれた献立を食べれて親の不担
もなく、まかせられて安心なので早く進めてほしいです。
461. 今回のアンケートでも自身でよくわかった事は、デメリットよりメリットの方が大きいというこ
と。早期に進めてほしいが、事業経費はおさえていくべき。
462. 弁当だと、子どもの好きなおかずしかたべないので(偏食ぎみ) 片寄った食生活になるので、で
きれば給食にしてほしい。給食だったらキライな食品も全部たべることができますので。
463. 特にありませんが、給食にする必要ってあるのでしょうか？
464. 安全面、衛生面、コスト面等いろいろと問題があるとは思いますが、私達、子を持つ母としてた
くさんの方が中学校給食を楽しみに、そして期待しています。
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465. 育ちざかりの中学生、うちの子は一番下が女の子ですが上の男の子の弁当はかなりの量です。十
分満足できる量の給食かどうかが不安です。
466. 中学校給食が食育を推進するとは思えない。小学校給食を通じてできなかったことが中学校にお
いてできるとも思えないし、
「食育のための給食」なら必要ない。給食の実施により、給食費の滞
納など新たな問題も出てくることが心配。来年度より中学生の子もいるが、上の子らにしてきたよ
うに、毎朝お弁当を作り持たせてやりたい。給食実施には反対。
467. 子どもは未来の主導者であるので、公平に栄養が備わった食事を取る権利があると思います。市
民全体で育てていく大事な存在だと思う。特に育ちざかりなので、〝食″は大変重要だと思うので、
多少負担が増えても賛成です。
468. 給食にもお弁当にもそれぞれ長所、短所がありどちらが絶対いいとは言いきれません。ずっとお
弁当を（長女、次女に）土、日の部活動の時も含め作ってきましたが、それは母と子の無言の絆で
あり、とてもいい関係をつくるのに役立ってきました。でも正直、自分の体調のすぐれないときや
忙しいときなどは給食だったら楽だなと思うこともしばしばありました。欲をいえば週３回くらい
民間でつくった給食がいただければうれしいかぎりです。
469. 毎日、弁当を作ることの親の時間等の事をかんがえると給食にすべきだと思う
470. 働いている親にとっては、作る手間がなく、とても有難いです。ただ、中学生と言えば昔と違っ
てもうしっかりしていて、大人みたいなので…、給食食べるなといわれたり、いじめられている生
徒が平等に食べられなかったり、イヤな思いをしないか心配です。
471. P5 にも記してしまいましたが、親目線からみればお弁当作りの手間が省ける。というメリット
があっても、お子様方からみればどうでしょうか？「給食が好き！」と言っているお子様はあまり
みかけません。各家庭で「明日はお弁当、お肉入れて」
「お魚いれて」とか少しの会話でも愛情の
深まりがあると思います。私は、親子の絆を考え、子供のことを考えると給食よりお弁当派です。
個人的意見を記させて頂きました。ありがとうございました。
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Ｑ１３．中学校給食についての自由意見（小学生・174 件）
早く実施して欲しいです。
デザートを入れて欲しいです。
夏は冷たい物を入れてほしい。
献立の種類を増やしてほしい。
夏場など、暑いので弁当がいたみやすい。
どんな物でもいいので給食にしてほしい。
早く給食にしてほしい。
仲良くなれるのでいいのではないか？と思う。
自分の食べれる量だけ自分でよそって食べれると嬉しいです。
ぜひ中学校も給食にしてください。
どんなおかずがあるか楽しみです。
給食でないと、食べないとかいじめとか（食の問題で）なんかつながりそうで怖いです。同じ食
事でよいのでは。
13. 中学校でも給食が食べたい。
14. 小学校みたいに、１学期ごとに２回ぐらいリザーブ給食があると楽しみだし、子どもが嬉しがる
ご飯を作ってもらえると嬉しいです。
15. お弁当でもいいと思う。
16. ハンバーグだけは食べたい。
17. 楽しみです。
18. 給食が始まるとお母さんが楽だと思います。どんなメニューがでるか楽しみです。
19. 小学校の給食も毎日楽しみにしてるので、中学に行っても食べたいです。
20. 弁当がいい。それならわざわざ給食を作る人を雇わなくていいと思うから。それに個人的に弁当
がいい。
21. 私は弁当の方が好きです。
22. どっちかといえば、弁当の方がいいです。
23. 弁当がいいです。理由は、お母さんのつくった栄養がととのった好きな物が入っているから。
24. お弁当のほうが自分が食べたい物をえらべるしおいしいのでお弁当がよかったです。
25. おいしい給食がたべたい
26. パンは小さめがいい。
27. できるだけ、生産地がはっきりして、安全な物。
28. 小学校の給食とどう違いますか？
29. 中学で給食を食べたいです。
30. 給食より弁当がいいです。
31. デザートをつけてほしい。主食がごはんの時は牛乳でなくお茶にしてほしい。
32. 給食が楽しみてす。
33. バイキング形式もとり入れてほしい。
34. 給食で人それぞれにがてなものや好きなものがあると思うから、給食を減らすことができたり、
増やすことができる仕組みをつくってほしい。
35. 週３回、弁当日にしてほしい。
36. お弁当の方がいい。
37. 給食以外に食べ物をもっていってもいいか？（おにぎり、サンドイッチ）
38. 絶対給食にして欲しい。
39. 小学校と同じようにバランス良く食べたいので、中学校でも給食にして欲しい。
40. 27 年 4 月から始めて欲しい。楽しみにしています。
41. 分かりません。
42. どんなおかずが出るか気になる。

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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43.
44.
45.
46.
47.
48.

私は米飯の方がパンより好きなので米飯の日を多くして欲しいです。
オムライス、ハンバーグ、キムチヤキソバ、ラーメンがあったら良いです。
小学校と同じ給食が良い（量は多め）
。
弁当の日と給食を分けて下さい。
果物が欲しい。
月に一回デザート（フルーツ、ヨーグルト等）を出して欲しい。出来るだけ、まだ冷めていない
ままのごはんを食べたい。
49. 当ったら好き嫌いをなくせる、だから中学校給食はいると思う。
50. 再来年には中学校給食を始めて欲しい。
51. 小学校と違う給食が出てくるか、楽しみ。
52. 弁当を持っていかなくて、あったかいものも食べられるし、お母さんに作ってもらわなくても良
い。
53. バランスが良いし、小学校の給食は美味しいから中学校でも食べたいです。
54. なるべく、来年の中学校に入った時には、給食が始まって欲しい。
55. 楽しみ。
56. 別に給食にしなくてもいいと思う。
57. 給食にして欲しい。温かくて色んな物を食べたいから。
58. 早く食べたい。
59. 良いと思う。
60. 小学校の給食はとても美味しいので中学校でも美味しい給食を食べたいです！！
61. １学期はお弁当で２学期にアンケートをとって給食かお弁当どっちかを、皆に選んでもらったら
いいと思う。
62. 中学校で安全で美味しい給食を食べたいです。
63. 果物が大好きなので果物がある日を多くして欲しいです。
64. 出来たら私が中学一年生の時に給食が始まるようにして欲しいです。
65. 栄養満点な食事が出来たらいいです。
66. 楽しみ。
67. 小学校の時の様に美味しい給食が食べたいです。
68. 私は昔からお弁当を学校で食べるのに憧れでした。漫画で見るような屋上で食べてみたいと思っ
ていたので残念です。
69. 私は給食がいいです。理由は温かく作りたての方が良いからです。
70. 給食のある日とない日を作れば良いと思います。
71. 出来るだけ日常生活で食べない物を給食で出して欲しい。
72. 少し嫌。理由、お弁当は好きな物が食べれるから。
73. ぼくは、いっぱい食べるからおなかいっぱいになるぐらい食べたい。
74. 温たかい給食を食べたいです。
75. 小学校の米飯が温かくないことが多かったので、中学校では温かいごはんが食べたいです。
76. 本当は、中学校は、おべんとうがよかったけど、中学校給食がおいしいなら、たのしみにしてお
きたいです。
77. 弁当が好きだから、給食と、弁当の選たくせいにしてほしい。
78. 明石市の給食は、とてもおいしいので、中学校でも、ぜひ、給食にしてほしいと思います。
79. メニューはアンケートで決めてほしい
80. 牛乳はパックにしてください。給食を多くつくってください。給食の時間がおそいのでもう少し
はやくしてください。
81. 給食を楽しみにしています。
82. ないと思います。
83. 弁当は荷物になるので、給食にしてほしい。
84. お母さんの手づくり弁当もたべたい。
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85.
86.
87.
88.
89.

小学校みたいに温かいおいしい色々な物を食べたいです。
もっと早く始めたらどうですか？早く食べてみたいです。
朝はいそがしいから、弁当を作るのも大変だから、ぜひ実行してほしいです。
給食でもいいけど、どちらかと言えば、弁当がいい。
中学校では、おべんとうをずっと楽しみにしてきましたがもし給食になるのなら、自分で食べら
れる量を決められるようにしてほしいです。あと、姉から聞いた事で給食になる事で昼休みが短く
なったり、帰りがおそくなるのもこまります。
90. できたてを食べたい。
91. 全国のご当地料理を食べたいです。
（ＢＱグルメなど）
92. 来年には給食を実施してください。
93. 何で、給食に変える必要があるか、イマイチわからない
94. 小学校のはおいしかったから、中学校もおいしかったらいいです。
95. よろしくお願いします。
96. はやく給食がでてほしい
97. 給食で毎日いろんな物を食べ、食育についてみんなが関心を持つのは良いことだと思う。また、
人がどんどん成長する時期である中学校では、栄養のある食事が必要だと思う。
98. デザートとか、なにか＋αになるものが付いていたら嬉しいです。
99. あんまり賛成じゃないです。
100. もともと小学校のきゅう食が大っきらいだから、弁当がいいです。
101. 中学校給食は小学校給食に負けないくらい、おいしく作って下さい。
102. おいしい給食がいいです。
103. おいしいやつで。
（たまに）
104. デザートをつけてほしい。
105. 主にサラダを毎日出してほしい。
106. 肉がたくさんでてほしい。
107. 栄養バランスがちゃんととれるからいいと思う。
108. 給食は、栄養のバランスがとれて、とてもおいしいので、中学校でも、給食がたべたいので早く、
中学校でも、給食が出るように、してください。小学校でとてもおいしくいただいています。中学
校の給食ができたら、毎日楽しいと思います（おいしいから）
109. 中学校給食でも、かなり前の情報で、給食ひを、はらわない、けちくさいのがもっとふえるので
はと思った。
110. お母さんが働いているから毎日いそがしいので、給食がいい。朝食、夕食はお母さんが手作りで
作ってくれるから充分だ。
111. 楽しみにしています！給食はメニュ～の種類が多くてお弁当よりイイと思います。
112. 和食を中心としたメニューを期待しています。牛乳とお茶の両方を飲めるようにしてほしい。
113. いそがしいお母さんはお弁当を毎日つくらなくてすむからいいと思うけどＱ12 のようにちょっ
と不安です。
114. 小学校給食の様に、リザーブデザートなど、自分でいくつかの中から、好きな物をえらべるよう
なことを付けてほしい。
115. 中学校の給食を、バイキングみたいにするか、食堂形式で、一人一人が、おぼんを持って、食堂
のおばちゃんに、分量を、伝えて、入れてもらう。
（その日のこん立は決まっている）
116. 中学校でもえいようたっぷりの給食が食べたいです。
117. 中学校では、弁当を持っていく方がいい。
118. 小学校で、たとえば、みかんが出たら、月に何回も出ていたので、月に 1 回のこんだてにしてほ
しい。
119. 給食は、あたたかいほうがいい。
120. ぜったいに給食がいいです。おいしいし、べんとうだと好きな物をいれすぎて食事がかたむいて、
しまうし給食だときらいなものも食べれる。
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121. 中学校でもおいしい給食を食べたいです。果物やデザートもつけてください。
122. みんなでたのしく給食を食べたい。
123. 中学校給食を楽しみにしています。母もべん当を作るのがめんどくさいと言っているし、毎日ち
がう給食が出るのが楽しみだからです。
124. お母さんも働いている家が多いので助かると思います。
125. 母の負担を減らしたいので速く中学校給食を導入してください。
126. 中学校の給食も小学校の給食とだいたい変わらないほうがいいと思う。
127. 肉を使った料理を多くしてほしい。
128. 楽しみだけど、ときどきおべん当も食べたいです。
129. 給食が好きなので、早く始めてほしい。
130. たまに、菓子パンやコーヒー牛乳が出てきてほしい。
131. 6 年間給食だったので中学は弁当が良い。
132. 量を多くしてほしい。
133. 給食が出されることになれば、冷たいものは冷たく、温かいものは温かくたべることができるし
バランスのとれた食事を食べることができる。
134. あんまり、すきではない。
135. 中学校給食を、始めてほしいです。
136. いまのままおいしい給食を食べたいです。地元産のものをもっと食べたいです。
137. おべんとうは、朝早くに起きて、作らなければいけないので、中学校給食は、いいと思います。
138. 小学校のような給食がたべたい。
139. 早く給食になってほしい。
140. 弁当でいいと思う
141. アイスやシャーベットのお楽しみメニューがほしい。
142. 質問で、給食のパンはどんな形をしていますか？
143. 六年生なので中学 2 年生ぐらいには給食になってほしいです。
144. コーヒー牛乳をいれて欲しい。
145. 牛乳は、毎日でてほしくない。
146. 給食を早く始めてください。
147. してほしくないです。量をへらせるようにしといてほしいです。
148. パンより御飯が好き。やっぱりお弁当がいい。
149. 楽しみです。
150. 今はお弁当なので、お母さんはたすかると思う。
151. おべんとうよりいろんなものが食べ物が食べれるから楽しみです。
152. お母さんがいそがしいので（仕事）で給食でお願いします。
153. はやく給食になってほしい。
154. あまり賛成ではありません。温かい食事がでてくるという点はいいのですが、給食は味つけ等が
家庭とちがうため、少しいやです。自分でおかずが選べるバイキング方式とかではだめなのでしょ
うか。
（給食は自分で量をうまくちょうせいできない）
155. バランスのいい食じができていいと思います。
156. 中学校給食はない方がいい。
157. 中学校も給食がいいです。Ｙｅｓ
158. 私のお父さん、お母さんは、朝早くから働いています。周りの友達も私と同じように、お父さん
お母さんが朝早くから働いている、という人が多いです。なので中学校給食を早めにじっこうして
下さい。お願いします。
159. フルーツをいっぱいだして!!
160. 良いと思う。
161. 残飯がもったいない。
162. 毎日お弁当がいいけど給食になるなら口に合わないといやです。
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163. 中学校の給食も小学校と同じメニューなのか。リザーブ給食はあってほしいです。
164. にこみハンバーグの日をふやしてほしい。クジラの肉が給食にでてほしい。週に 1 回おべんとう
の日がほしい。
165. おべんとうなら冷えてしまうけどきゅう食ならあたたかいからおいしい。
166. 米類のバリエーションを増やしてほしい！（小学校でも…）
167. 牛乳があるかどうか。牛乳を是非つけてほしい。できたら週に一度はジュースとかにしてほしい
です。
168. 小学校でも、中学校でも給食が食べられるので、うれしいです。小学校の給食で食べたメニュー
以外のものも、食べてみたいです。
169. 給食よりもお母さんの、お弁当がいいです。
170. こんだてを 1 つふやしてほしい。できれば小おがす 2 つか 3 つずっといれてほしい。
171. お母さんの弁当の方がいい。
172. 給食は冬でも温かいご飯が食べられるし、栄養のバランスがとれているのでいいと思います。
173. 週に 1 回くらいは、お弁当がいいです。
174. できるだけ和食中心のご飯がいい。
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Ｑ１３．中学校給食についての自由意見（中学生・128 件）
食べたい。
した方がいいと思います。
コッペパンだけでは、口がすすまないことがあった。だから、ジャムやマーガリンをつけてほし
い。
4.
いいと思います。それは、ほかほかな食べ物が食べれるからです。
来年にでも開始してほしい。
5.
6.
給食はおいしかったらいいと思う。
7.
早くしてほしい。
8.
弁当だったら家の事情で作れないときがあって、パンとか市販の物を買うと栄養がかたよってし
まうので中学校給食は良いと思う。
9.
友達同士で交換したり、お弁当についての話をしたりすることが、出来なくなると思うと少し寂
しいです。
10. 私は、給食でもお弁当でもどっちもおいしいから別にいいけれど、お母さんは早く給食にしてほ
しいとおっしゃっています。
11. いろんなパンが食べたい。
12. 汁物が飲めるから良いと思うし、毎日パンの人などにはとても良い！昼にバランスが取れる！
13. 何年度から始まりますか？
14. 食べたい。
15. みんなにアンケートを１ヶ月ごとに書いてもらって参考にする
16. 毎日お母さんにお弁当を作ってもらっているので、給食がはじまったら、手間がはぶけるのでお
母さんが、うれしいと思います。
17. 明石でとれた物を給食でたくさん使ってもらいたいです。
18. 自分みたいに、食べられない子は困る。弁当だったら好きな物を作ってもらい持っていけるので、
給食は嫌です。
19. だから中学校給食自体がイヤ！
20. どちらでも良い。
21. お弁当は大体同じようなおかずなので、色んな種類の食事が出来る給食が良いです。
22. 他の都道府県の有名な料理なども出して欲しいです（食べてみたい）
。
23. 楽しみ。
24. 自分は弁当の方が好き。
25. 色々なものが食べられるので給食の方が良い。量を減らしたり、おかわりしたり、調整出来るの
で給食の方が良い。
26. 早く中学校給食が始まって欲しい。
27. やはりたくさん食べる時期ですので、たっぷり食べれるボリュームあるメニューをお願いします。
28. 温かいご飯が食べれるのが嬉しい。お味噌汁とかも食べれるのが良い。
29. 給食には反対です！！
30. 給食費を払わない人が出てくると思う。チケット制にすれば良い。
31. 中学校給食はいいと思います。理由は家庭でお弁当がたまに作れない時に給食があれば助かると
思います。
32. 毎日パンにして欲しい。
33. 給食はバランス良く食べられてとても良いと思います。
34. 給食は嫌いな物もあり、少し精神的に気持ち悪くなるのでやはり嫌だ。
35. ご飯は持って行ったらいいと思います。
36. いいと思います。
37. 私も給食を食べたかったです。
38. 絶対やるべき！！早くして！！早く始めて下さい！
1.
2.
3.
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39.
40.
41.

別にどちらでも良い。家で弁当を持ってくる人も自由にすれば良いのでは？
美味しいのを作ってほしい。
温かいご飯が食べれて、傷まなくて良い。お弁当忘れがなくて済む。給食にフルーツ等を多く出
して欲しい。
42. おすすめはしません。
43. 小学校くらいの内容で安く美味しく、おかわり自由がいい。
44. 健康的で良いと思います。
45. いろいろなものがたべられるから、とてもうれしい。
46. もっと早く俺等の代にしてほしかった。中学校生活で給食は、みんなと同じものが食べれていい
と思います。
47. 僕が卒業するまでに、中学校給食が始まって欲しい。
48. たとえばパンの中にりんごとか果実が入っていると正直いやです。
49. 中学校の給食が始まると、お母さんが疲れないからいいと思いました。
50. 早く実現してほしいです。
51. 中学校は弁当でいいと思う。
52. 米飯は家でいつも食べるので給食はパンの方がいい。
53. わたしは中学校給食を始めることに反対です。まず中学校給食を始めることによりお金がとても
かかってしまい赤字になってしまうかもしれないからです。親にとっては毎朝お弁当を作らなくて
もいいし、給食だと栄養のバランスもとれるから良いと思うけど私達中学生にとっては給食を始め
るより教室の環境をもっと良くしてほしいです。夏は暑い中で冬は寒い中で勉強していると、どう
しても勉強に集中できなくなります。大蔵中では最近、扇風機が設置されましたが特定の人にしか
当たらず、あまり効果はないと思います。
54. 僕達が中学生のうちに、早く給食にしてほしいです。給食の方がレパートリーが多くなるからで
す。
（丼物や汁物など、冬は食べたくなります。
）
55. 私は中学 1 年生です。中学校給食に早くしてほしいと思います。私たちのだいから中学校給食に
してほしいです。お母さんたちが毎朝お弁当を作るのは、しんどいし、かわいそうだと思います。
仕事をしているお母さんたちだっているのに、さらにしんどい事をつみかさねるのはちょっとかわ
いそうだと思います。
56. 早く実施してほしい。
57. いいと思う。
58. 弁当をもっていくのがめんどうなので、給食をなるべく速くしてほしいです。
59. 給食が始まる頃には、卒業してしまっていて、食べる事が出来ないので、残念です。せめて、今
小 6 の弟が入学する時には、間に合わせて下さい。
60. いやだ。
61. 中学校と言えば、お弁当だと思う。
62. その季節にあったメニューを出していけば季節を感じることができて楽しいと思う。
63. あまり、いいとは思わない。
64. 明石市は他の市に比べて、給食実施が遅い。
65. 地元でとれた食材を使った料理を出してほしい。
（できれば）
66. 米はこしひかりにしてほしい。
67. みんなといっしょに同じ物を食べるのは良いと思う。
68. 牛乳はいらないと思う。
69. 家では食べた事のないおかずが出てくるので楽しみがある。
70. 給食になるとバランスよく昼食がとれて好き嫌いなく食べれるとおもいます。
71. 中学校給食はどこで作るんですか？学校の時間割など給食の準備によって変わるんですか？
72. 中学校は給食じゃなくて、弁当がいい。
73. 久しぶりに給食が食べたいです
74. 私は、三年間親のつくってくれた弁当を食べていたので、親にはすごく負担をかけたと思います。
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けれど、毎日「今日の弁当はどんなんやろ」とか思って、楽しみにしていたので、給食にしてしま
うとその楽しみが無くなってしまうから、私は、弁当の方が良いと思います。
75. 弁当箱の中身が、カバンでかたよってしまうから、給食の方が、うれしい。親も楽になっていい
と思う。
76. 食べれれば何でもいい。
77. 温かいごはんを食べれたらうれしいと思う
78. 給食は賛成（親の負担が減る・小学校給食も好きだった）
。しかし、準備片付けに時間がかかる
＝面倒 イヤダ。あと、給食って量が少ないですよね？
79. 来年早々には開始してほしいです。
80. 弁当だと毎日具材が 4/5 一緒で正直あきてくるんで給食だと毎日違うものが食べられてあきず
にたべられると思うので給食の方がいいと思う。
81. 肉・魚中心にごうかなものがいい。バイキングとか。
82. 和食も、洋食も食べたい。デザートなどもあればうれしい。
83. おいしい料理を作ってください。
84. 始まってほしいです。
85. 給食はいらない。
86. 給食よりぼくは、お弁当の方がいいと思います。お弁当の方が早く食べれるからです。
87. お弁当はいつもさめているけど給食ならあついのが食べれるのでうれしい。ただ小学校で 6 年間
も給食でまた 3 年間…となると、あきる。
88. 家で作ってもらえるようなおいしい給食がいいです。
89. 中学校給食がもし始まったとしても、絶対にどこかから送られてくるのではなくて、中学校で作
ってほしいです。さめて固まってしまうと思うからです。
90. メニューのバラエティーさ。
91. 給食は調理士によって変わってくるから、おいしければよい。
92. 自校方式に賛成。デメリットはあるが、安全だと思う。
93. 給食になったら、親が弁当を作らなくて良くなるので楽になって良いと思います。
94. いろいろと変えたりして大変だと思う。
95. デザートを増やしてほしい。
96. たくさん量がいる。
97. 給食費をはらわない人が出てくると思う。
98. また、おいしい給食を食べたいです！！
99. 健康のバランスを考えているからいいと思う。
100. おいしい給食がいいです。
101. 早く給食を食べたい。
102. 費用がつくが、給食は、健康に良いと思います。いろんな人と話し合って決めて頂いたいと思い
ます。
103. 栄養がとれて、とてもいいと思う。でも、ゴハンが残ったり、いろいろダメなところが多いと思
う。
104. 味をこくした方がいいと思う。
105. できれば給食はやめてほしい。
106. 弁当は冷たいので温かい給食が食べれるのはうれしいです。
107. 私は、中学校給食じゃなくても、いいと思います。理由は、家で作ったおべんとうで十分やと私
は思うからです。
108. あったら楽ですよね。負担へりますよね。
109. あたたかい食事が食べられるし、汁物やいろんなメニューの食事が出来るので、給食に賛成です。
110. もっと早くすすめてほしかった。給食の方が便利にきまっている。
111. 今すぐ、中学校給食が、始まる訳でもないのに、中 3 とか中 2 とかに取る必要はあるんですか。
112. 良いことだと思います。私が中学生の時にあればもっと良かったです。
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113. 部活動でお腹がすくので、それを考えた量の給食を出してほしいです。
114. 品数と量を多くしてくれたら助かる。
115. 早めに実施してほしい
116. 卵アレルギーの人が多いと思うので、卵はあまりださない方がいいと思います。
117. できればないほうがいい。
118. 別にもう高校生やから、そんなに興味ない。
119. 小学校と同じように出してほしい。
120. 弁当のほうがいいと思う。
121. お弁当がいいです。
122. 親が弁当をつくらなくて済むのでいいと思う。
123. 特にありませんが、生徒からするとお弁当の方がいいんじゃないでしょうか?あくまで私の意見
ですが…。
124. お弁当を忘れたりしたら、困る事があるので、給食にしてほしい！
125. 親が弁当をつくらなくてよくなるので良いと思う
126. 弁当がいい。
127. うどんがたべたい。うめがたべたい。
128. いらないと思う。
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