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給食費見直しについて（意見募集結果） 

    

賛成意見 

 

（意見内容） 

 物価高騰は家でも感じているので、給食費が上がるのも当然だと思います。納得のいく改

定だと思います。子供たちは給食が大好きなのでこれからもよろしくお願いします。 

 

（意見内容） 

 給食費の値上げは致し方ないことだと理解しています。  

 要望として、牛乳を毎日出すのはどうなのか、お茶にするとかとかできないか、給食の添

加物等の使用に気を付けて欲しいなどのご意見をいただきました。 

 

（意見内容） 

朝霞第八小学校で子供達がお世話になっております。 

給食費の見直しは仕方のないことだと思います。できましたら、日頃の献立のメニューに

炭水化物の割合、組合せが多いような気がしますので、もう少しお肉やお魚等の動物性たん

ぱく質も増やしていただけたらと思います。よろしくご検討下さい。  

 

（意見内容） 

 給食費の見直しについて賛成します。子どもたちには、国産の安全な食材の提供を願いま

す。今回の給食費の見直しにより、今後、変わりご飯や季節の果物・デザートの提供が充実

するのであれば多いに賛成です。 

食材の価格上昇に対し、合わせて給食費の上がる事はいた仕方ないと思います。これから

も美味しい給食の提供をどうぞ宜しくお願い致します。 

...私も給食を楽しみにしていた生徒の一人でしたので。 

   

 

（意見内容） 

 近隣の市と同等予算でよろしいと思います。（ＵＰしてよいかと） 

食品添加物を減らすメニューが望ましいです。 

 

（意見内容） 

 いつも子ども達のためにご尽力いただき、ありがとうございます。先日、給食費の値上

げのお知らせを拝見しました。個人的な話で恐縮ですが、我が家の家計的には値上げは痛い

です。でも、娘に聞いたらやはりコーヒー牛乳やケーキは全然ないとかお知らせにあった内

容のことを言っていました。値上げは妥当と感じます。子ども達の栄養と楽しみのために、

ぜひ今度ともよろしくお願いいたします！  
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（意見内容） 

 お手紙拝見いたしました。今回の給食の見直し、非常に共感いたしました。昨年度、朝霞 

市の給食の写真を他府県の給食と見比べてみて、少しわびしさを感じておりました。 

子供は日々の給食をとても楽しみにしております。食育の観点からも、バラエティーにと 

んだ給食をご提供いただき、食の楽しみを与えていただく事は、保護者にとっても切なる 

願いであります。見直しいただく事を強く望みます。 

 

（意見内容） 

いつもお世話になっております。値上げに関して我が家は反対いたしませんが、値上げす

ることによって不払いの家庭が増えないかが気になります。  

また、不払いも財政難の一因ならばしっかり徴収していただきたいです。食事は生きてい

くために不可欠であり、義務教育で全てまかなわれるという考えは甘えすぎだと思います。 

息子は 1年生で、牛乳は好きですがコーヒー牛乳は嫌いで飲めず残念がっています。今時の

子供は小さいうちからコーヒーをのむのでしょうか？コーヒー牛乳は高学年からでもよい

のではと思います。よろしくお願いします。   

 

（意見内容） 

給食費の見直しについて、値上げに「賛成」です。 

子供たちにとって給食は、学校生活の楽しみであり、体を作る基本となるものでもあるの

で、色々な食材やメニューがあるのが理想だと思います。給食費の値上げにより、さらに給

食の内容が充実したものになるのであれば賛成いたします。 

 

（意見内容） 

 給食費の値上げについてお手紙を拝見しました。近隣の３市と比べて朝霞は安い金額で給

食を提供していただいていたことを初めて知りました。今回の値上げの案は近隣の市と比較

してもちょうどいい金額だと思います。 

ですが値上げの前に、現状の残飯量はどうなんでしょうか？一年生の息子は、体が小さい

のもありますが、最近やっと時間内で初めに提供された分を食べきれるようになったようで

す。給食試食会にも参加しましたが、大人でも時間内で配膳された分を食べ終わって片づけ

をするので、おかわりまでの余裕はありませんでした。そして片付けのときもかなりの残飯

がありました。メニューのバリエーションを豊富にしても適正な分量で提供されていなけれ

ばお金を無駄にしているのと同じだと思います。バリエーションが豊富になるのは見た目も

華やかで、子どもたちに食への興味をわかせて、いろいろな食材を食べさせる経験ができる

のでいいことだと思いますが、肉や魚や野菜などの食材と給食を作ってくれた人に感謝して

残さずに食べるという教育もあわせてお願いしたいと思います。 

 

（意見内容） 

 今までが安すぎたのだと思います。子供たちはデザートが増えてほしいと喜んでいます。

わかめご飯、茶飯も好物です。 
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（意見内容） 

 給食費見直しについて 

 学校給食費値上げにつきまして、賛成します。 

 いつも安心安全、子供の体を考えた給食をご提供下さり、ありがとうございます。 

 毎朝、給食献立表を子供の前で読み上げるのが習慣になっている我が家です。 

 ほぼ毎日思うのが、とても体に良さそうな、子供の食事にしては少々渋めな内容だなと言 

うことです。これは批判ではなく、むしろ、とても好意的に受け止めています。 

 （娘にとりましては、必ずしも嬉しい内容ではないようなのですが…） 

 五小では、毎月各地の郷土料理を献立に入れて下さり、私も知らないようなお料理もあり

ます。私は食べることが出来ないので、娘にどんなお味だったか、感想を聞かせてねとお願

いすることも度々あります。 

 以前、試食会に参加した時、栄養士の先生から、塩分を控えるため出汁をとっていること、

しかも和食用の出汁だけではないことを伺い、とても感心しました。限られた予算の中で、

精一杯のことをして下さっていることに、大変感謝をしています。 

 このように受け止めている我が家なのですが、夏休みに新座市の小学校に通っているお子

さんのお母さま達と会い、夏休み前最後の給食献立の話になりました。 

私が小学生の頃（今から 30 年以上も前の話ですが…）夏休み前の献立にはアイスクリー

ムが出ました。何と言うこともないバニラアイスクリームなのですが、学校で、みんなで、

しかも給食時間に食べるアイスクリームは、それはそれは楽しみだったのを覚えています。

が、五小では、夏休み前だからと言って、特別な献立ではありませんでした。新座では、コ

ーヒー牛乳、豆乳アイス、サイダーゼリー（はっきり覚えていませんが、確かにこのような

ものだったと思います）食事ではナポリタンなど、子供がとても喜びそうなものが出ると言

うことを聞きました。隣の市なのに、ずいぶん違うものだなと思いましたが、栄養士の先生

のお考え、方針などによる違いなのだろうと理解し、以前と同様に好意的に受け止めてきま

した。 

 今回、給食費の見直しのお便りをいただき、必ずしも方針によるものではなかったのだと

言うことを知りました。限られた予算の中で、大変なご苦労もおありとお察しします。あり

がとうございます。 

 月額数百円の値上げで、今まで通り国産品を基本として材料を調達出来ること、そして、

デザートや旬のフルーツ、味付けのご飯やパンなどが提供いただけるようになるとのこと

で、大いに賛成いたします。今の（少し渋めな）献立はとてもいいと思っており、基本的な

献立の立て方は変わらずに続けていただきたく思います。そこに子供が大喜びするような内

容が加えられるようになると思うと、私もとても嬉しくなります。 

 大変長くなりました。どうか、給食費値上げが実現され、より充実した内容になりますこ

とを期待しております。よろしくお願いいたします。 

 

（意見内容） 

 今回の給食費見直しについては、賛成です。給食の内容を充実させていただくとのこと

で、子供達も喜んでいます。来年から、中学校に上がりますが、どうぞよろしくお願いいた

します。 
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（意見内容） 

 いつも美味しい給食をありがとうございます。消費税がＵＰして早、１年半が経ちまし

た。最近は食品の高騰も実感しております。今までの献立のご苦労に感謝致しますと共に、

給食費ＵＰに賛同致します。これからも美味しい給食をお願いいたします。 

 

（意見内容） 

食材の値上がりなどの事情もありますし、現在よりメニューや食材が増えるなら、値上が

りについては賛成です。  

 

（意見内容） 

先日の値上げの件でご意見させていただきます。今回の値上げの件は賛成です。理由とし

ては  

・具体的にどこの部分が良くなるか記載されている  

・学校で一番楽しみにしている給食がさらに良くなることで子供のモチベーションがあが  

る  

・近辺の市町村と比較しても大差無い 

・月額数百円のＵＰなら家計にたいして影響がない。以上のことなどから賛成です。  

担当は別の部署になるかと思いますが、給食費の滞納については引き続き厳しく管理して

いただければと思います。  

新しいメニューに期待しています。 

追記 関連は無いかもしれませんが給食の民間委託は反対です。  

 

（意見内容） 

いつもおいしい給食を作っていただきありがとうございます。 

値上げ賛成です。子ども達がわくわくするような給食を期待いたします。  

 

意見内容） 

いつもおいしい給食をありがとうございます！栄養面やバランス、価格を考えての毎日の

給食作りはとても大変だと思います。今回の給食費の見直しに関して、賛成します。私も娘

と同じ学校でしたので、25 年くらい前になりますがその頃に比べると特別感のあるデザー

トや、メニューが減ってしまったなぁと思っていました。いまだに七夕に出た三色ゼリーが

おいしかったのを覚えています。やっぱり給食で食べるものは家で食べるのとは違った楽し

みや喜びがあると思います。子供たちも今日はコーヒー牛乳だ！！とそれを楽しみに学校に

行く日もあります。また、価格も上がるなかで、給食費を上げずに献立を考えるのにも限界

があると思います。時代に合わせて値上がりは必要だと思いますし、寂しい給食になってし

まうのも悲しく思います。なので今回の見直しは、私はとても嬉しいです。 

これからもおいしい給食をよろしくお願いします。   
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（意見内容） 

 先日、学校給食費の見直しのお手紙を拝見し、ご意見を下さいとの事でしたので、郵送さ

せていただきました。 

 いつも栄養満点の給食を提供していただき本当に親子共々、ありがたく思っています。 

 給食の値上がりについては賛成というか、仕方ないと思います。むしろ、他市が値上げす

るなか、今まで値上げせずに頑張ってこられた事に感謝します。見直しすることで効果の一

例もみましたが、とても期待できそうで何よりです。 

 ただ少し、改善というか、この機会に見直してもらい点があるので一緒に書かせて頂きま

した。 

 ・自校給食の学校とセンター給食の学校のメニューの違い 

  （自校学校での混ぜご飯などの回数が多い、など） 

 ・クラスによって、おかわりのさせ方の違い 

 ・クラスによって、時間内にデザートが食べられず、一口も食べられない日がある。など

保護者の中で話が出ています。同じ給食費を払っているので、学校ごとやクラスごとで

の偏りがなくなるよう検討をお願いいたします。 

 これからも子供達のためによろしくお願いいたします。 

 

（意見内容） 

昨今のスーパーでの食料品の値上げを鑑みると、給食費の値上げはいた仕方ないよう思

います。友達と食べる給食は特別なもので、家族で食べるより、より美味しく感じるようで

す。人気メニューの復活を切に望みます。 

  

（意見内容） 

いつもお世話になっております。 

日頃から、この物価高騰、消費税増税のなか、よく頑張って頂いていると思っております。 

14 年間も据え置きになっていたことのほうが、驚きです。 これは、しようがないことだ

と思いますし、来年で給食最後になりますので、是非人気メニューを、提供して頂きたいと

思います。今後も、安全でおいしい給食を、よろしくお願いいたします。 

 

（意見内容） 

 子供達の為においしい給食をありがとうございます。今でも充分満足して給食を食べて

来る子供ですが、上の子の小学校の頃と比べて、行事のデザート等が減っているなとは感じ

ました。値上げにより、そういった物も復活するとのことですので、これからの給食を楽し

みにしています。 

 

（意見内容） 

 バランスが良くおいしい給食を作っていただき、ありがとうございます。家ではなかな

か作れない郷土食を作ってくれたり、旬の食材を学べたり、とてもありがたいです。給食費

の改正は、食材の物価上昇や消費税も 8％に上がるなど、食材の量や質をかえても難しいと

思いますので、必要と思います。 
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（意見内容） 

 いつもおいしい給食を提供していただき、ありがとうございます。今回の値上げという

事ですが、致し方のない事だと思います。この物価上昇の中、１４年間も据え置きだった事

に、大変な努力を感じました。今後、見直しによる効果を、子供たちはかなり期待しており

ますので、今後ともよろしくお願い致します。 

 

（意見内容） 

 いつも美味しい給食を提供して下さり感謝しています。安全・安心の為の増額ですし良

いと思います。物価が上がる中、今まで色々試行錯誤して頂いた事でしょうし、味や質を落

さないよう努力してきて下さったのでしょうから、今回の増額は仕方ない事でしょうし、む

しろ協力させて頂きたいです。これからも子供たちに美味しく、安全・安心の給食をよろし

くお願いいたします。今後のメニューも楽しみにしています。 

 

（意見内容） 

 保護者の女性から 

 今まで値上げをしないで、よく頑張っていただきました。今回の値上げについては、子供

たちの為には、致し方ないことだと思います。子供が学校から持ってきた書類を見て、その

必要性がよくわかりました。 

反対の意見が多いのではないかと思い、あえて賛成の電話をさせていただきました。今後も

頑張って美味しい給食をお願いいたします。 

 

（意見内容） 

給食費の値上げについて 

消費税アップや食材の高騰もあり、給食費の値上げはやむを得ないと思います。 

今まで通り、安全で栄養バランスのよい給食の提供をお願いします。一方、給食費の未払い

の方については、徹底した回収をお願いします。給食の差し止め等の制裁も必要なのではな

いでしょうか。給食費の支払いは、親として、当然の義務だと思います。  

 

（意見内容） 

  給食費の値上がりは正直厳しいところですが、やむを得ないと思います。 

育ち盛りの子供達の給食が少なくなってしまうのでは困りますが、ただ値上がりするだけで

なく、更に内容が充実するのであれば文句は言えません。ただでさえ少ない材料費でやりく

りして頂いてるですから子供が喜ぶメニューが増えるのはうちの子のように野菜嫌いで給

食が苦手な子供達にもとっかかりが出来るのではないかと希望が持てます！ 以前給食の

試食会に参加しましたが、私の子供の頃に比べて少ない印象を受けました。給食は子供達に

とっても親にとっても無くてはならないものだと思っています。夜分遅くに申し訳ありませ

んが少しでも参考になれば幸いです。 
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反対意見 

（意見内容） 

平成２７年１０月４日（日） 

 給食費の値上げは、仕方ないと思いますが。工夫の余地はあると思います。牛乳をなくす

と、いくら違いますか？飲み物は、各自持参でもいいと思います。冬、冷たい牛乳は、辛い

です。フルーツやデザートも、なくてもいいと思います。意見を募れば、アイデアはたくさ

ん集まると思います。  

 

平成２７年１０月８日（木） 

文章にあった、提供できますメニューの、コーヒー牛乳、デザート等、わかめご飯、いか

飯などの味付けご飯は、必要ないと思う。白米とおかずで食べることが当たり前だと思うか

ら。茶飯も、麦ご飯も、家庭でできるし、レシピを紹介すれば、作ったことがない家庭でも

できると思う。季節のフルーツも、給食に出るものは、それほどおいしいものとは思えない。

家庭でおいしいフルーツを楽しめばよい。牛乳のかわりに、お茶が出る地域をテレビで知っ

た。デザートも、なくてもよいと思います。朝は、簡単にパンの家庭も多いと思うし、パン

や麺なしで、ご飯だけでもいいと思う。予算は、高いか安いかは知りませんが。提案の内容

では、健康増進、食育の推進を図るの言葉に、違和感を感じます。ちなみに、娘は、給食の

カレーは、野菜もカレーの味がする。家のカレーは、ちゃんと野菜の味がすると言ってまし

た。10年ぐらい前、学校勤務で食べていた頃、冷凍食品も結構ありました。今は、どうでし

ょうか？栄養状態が悪い環境の時代ではなく、何回かお弁当持参にしては？という小学生の

親とは違う世代の方の意見もありました。値上げによる提供できますメニューには、魅力も

感じず、むしろそれで値上げ？の疑問を感じます。ずいぶん昔の話になりますが。私が通っ

ていた保育園は、主食持参の給食でした。おにぎりやパン、何でも可の主食持参の日があっ

てもいいと思います。娘は少食です。あまり食べられない子は、クラスの食べ残しを減らす

ため、たくさん食べることが苦痛です。主食だけでも、自分が無理なく食べられる(たくさ

ん食べたい人は、たくさん)量を持参すれば、負担がなくなります。白米は残る、味付けな

ら残らない、と安易に味付けご飯にすることには、反対です。日本人ですから、味覚を大事

にしたいです。 

 

平成２７年１０月９日（金） 

うちは、一人っ子ですが。きょうだいがいる家庭、小学生中学生のいる家庭では、値上げ

により、支出が増えます。給料が上がらない時代に、家庭でも、支出を抑える工夫はされて

いると思います。パン、麺、牛乳が値上げなら、ご飯はどうなのか？現状だと、味噌汁の具

がさらに少なくなったり、具なしになるとか。例えば、給食□回分の不足で、年間□日お弁

当が必要なのか。ご飯が足りないから、おにぎり持参の日が年間△日、牛乳が足りないから、

飲み物持参の日が何日必要など、もっと具体的な提示がないと、わかりにくいです。給食の

デザートの意義もわかりません。小さなカップのゼリーやプリンは、冷凍ですよね。主婦の

感覚だと、何で冷凍・と思います。輸送の関係・安さ？市販の安いデザートを出すことで、

子どもの気持ちを引き付けているのか。おかずの美味しさで勝負した方が、かっこいいと思
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います。クリスマス会は、家庭、お稽古の会など、一回だけではない家庭も増えていると思

います。給食でケーキが出なくても、全く問題ないでしょう。 

 

平成２７年１０月９日（金） 

娘は、一年生の頃、給食を残さず食べたら、シールをもらえたので、朝ご飯をかなり減ら

して、登校していました。今でも、給食を残さず食べるには、朝ご飯をあまり食べずに登校

しています。嫌いな物を、一口は食べようね、という嫌いな物を克服する機会になる部分は

あると思いますが。食べる量は、それぞれ。午後の勉強を考えると、昼食は、それほどたく

さんは必要ないと思います。我が家では、パンや麺をあまり食べないので、値上がりの感覚

がなかったです。お店でも、何かが値上がりしたら、大きさや量を減らして、値段据え置き

の工夫があったり。支出を抑えることは、生活の中で、結構大切なことだと思います。 

 

（意見内容） 

 除去食を希望なのですが、毎日、肉類の除去が出来ないとの事で、自宅から持たせてお

り、麺類の日は食べません。保育園、幼稚園は代替で対応してくれましたが、小学校は出来

ないとの事で、これで毎日持っていく手間も大変で、食べられないのに値上りは反対です。

何とか他の食材で対応して頂ける様に、こちらからお願い申し上げます。対応して頂ける様

なら、値上がりで考えさせてもらいたいです。 

 

（意見内容） 

 市内で統一されていない食物アレルギー対応を一律にそろえてほしい。近年、増加して

いる乳・卵・小麦等の７大アレルゲン対応メニューを基本とすべきでは。上記のご検討お願

いいたします。デザートや人気メニュー、特別加工パンは、各家庭で日々、口にしているも

のです。給食に取り入れる必要性が見あたらない。全ての児童が同じメニューを口にできる

よう、ご配慮頂きたくお願いいたします。 

 

（意見内容） 

 季節の献立も大事だと思うが、子供が苦手だと思うものでも、栄養価の高いものをメニ

ューに取り入れて残食率を減らす、教育の場でも給食はあると思います。昆布やかつお節の

出汁の美味しさを感じ、薄味でも食材の味がわかるものを食べてもらいたい。ケーキ・デザ

ート等は家でも食べられるので、頻度を減らしても良いのでは。 

 

（意見内容） 

 給食費を何故値上げするのですか？現状維持でお願いします。ただでさえ、これから大

変になるのに、安い物で上手く作るのが一番だと思いませんか？贅沢な食材は必要ないと思

うし、小・中学生がいる家庭は、キツイです?? 
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（意見内容） 

 学校給食費の見直しの件で 

 メニューや材料が増えたり出来るのでしょうが、母子家庭で給食費控除が受けられていな

い場合の、兄弟の給食費支払は、今でも困難な為、増額では困難です。増額反対です。 

 

（意見内容） 

 増税、食材の高騰等の理由、了解しました。子供たちの給食が、よくなる（又は維持で

きる）為には、増額もあり得ると思います。が、１４年間据え置いたものが、一気に値上が

りする感は否めません。ちらしの③をなにもかもの改善ではなく、一部は現行で良しとして

200～300 の増額で賄うものでも良いのでは？ちなみに、前にいた自治体では、幼・小・中

の給食費が５年前よりタダになっています。  

 


