
人数 構成比 人数 構成比 人数 構成比 人数 構成比

布生地 116 20.9% 45 20.4% 71 21.5% 0 0.0%

合皮 408 73.6% 164 74.2% 244 73.7% 0 0.0%

どちらでもいい 14 2.5% 7 3.2% 7 2.1% 0 0.0%

無回答 16 2.9% 5 2.3% 9 2.7% 2 100.0%

合計 554 100.0% 221 100.0% 331 100.0% 2 100.0%

回答者数（合計－無回答） 538 216 322 0

選択項目

人数 構成比 人数 構成比 人数 構成比 人数 構成比

使わせたい 140 25.3% 49 22.2% 91 27.5% 0 0.0%

どちらかといえば使わ
せたい

159 28.7% 58 26.2% 101 30.5% 0 0.0%

どちらとも言えない 164 29.6% 71 32.1% 93 28.1% 0 0.0%

どちらかといえば使わ
せたくない

52 9.4% 23 10.4% 29 8.8% 0 0.0%

使わせたくない 30 5.4% 16 7.2% 14 4.2% 0 0.0%

無回答 9 1.6% 4 1.8% 3 0.9% 2 100.0%

合計 554 100.0% 221 100.0% 331 100.0% 2 100.0%

回答者数（合計－無回答） 545 217 328 0

第2回標準かばんに関するアンケート　選択項目回答

選択項目
総計 いる いない 無回答

総計 いる いない 無回答

「2021年度に小学校に入学されるお子様の有無」と「上蓋は布生地と合皮のどちら
が好ましいか」の関係

「2021年度に小学校に入学されるお子様の有無」と「導入されたらお子様に使わせ
たいと思うか」の関係



番号 試作品についてのご意見
試作品を元に商品化
されたらどうするか

1
肩にあたる部分をもう少し幅を広くしたり柔らかくした方が肩が痛くな
らなくていいと思います。

どちらかといえば使
わせたい

2

前回の物より良くなっていて見た目はだいぶ好みでしたが、布の部分が
どうしても気になってしまって・・
使わせたいと思うほどではなかったです。どちらかというと安いランド
セルを買った方がいいかなと思ってしまいました。

どちらかといえば使
わせたくない

3
色も良く、形もランドセル型なので良かったと思います。耐久性が心配
ですが、無償修理してくれるとのことで安心です。強制にしてもらった
方が本当はありがたいなと思います。

どちらかといえば使
わせたい

4 小さすぎてあまり物が入らない気がします。
どちらかといえば使
わせたくない

5 特になし 使わせたい

6
両サイドにDカン、ナスカンの金具を付けてください。
肩ベルトにもDカン付けてください（防犯ブザー付けれる）

どちらかといえば使
わせたい

7
色味がどちらかと言えば男子よりだと感じた。女子は少し渋すぎるので
は？赤系があると検討材料になりそうです。

どちらかといえば使
わせたい

8 色の選択が一色ではなく何色かあるといい（２～３色）
どちらかといえば使
わせたい

9
前回とくらべてかなり良くなっていた。
選べる色が少ないのが良い。

使わせたい

10 前回よりも良くなったと思います。ありがとうございます。
どちらかといえば使
わせたい

11

ベルトの部分など、もうちょっとしっかりしたものにならないか？
今の物だと6年間使用したらかなり使用感が出てしまいそう。
中の布地もぺらぺらしていたので、ランドセルのように物を出し入れし
やすいしっかりした生地にしたらどうか。子どもは自分の好きな色を選
びたがっていた。

どちらとも言えない

12
見た目も良いし価格もランドセルよりかなり安くて助かる。中学生のよ
うに全員統一してもらえばもっと嬉いのですが・・。

使わせたい

13
本人が希望すれば標準かばんでもランドセルでもどちらでもいいと思っ
ています。使用してみないと良さも悪さもわからないですが、見た目は
前回よりは改善されていていいと思いました。

どちらとも言えない

14
横面をもうちょっとしっかりした生地にした方がいいと思った。中の留
め具は子供には大変であっても留めてくれなさそうな気がします。

どちらかといえば使
わせたい

15

ランドセルに似た形状のため、全員が必ず購入するということでなけれ
ば通常のランドセルを購入する人が多いのではないかと思います。特に
兄弟関係で上の子がランドセルを使っている場合はその確率が高いよう
な気がします。また、強制ではないのであればカラーバリエーションが
もう少しあった方が自分で選んで使うことで愛着が持てるのではないか
と思います。

どちらとも言えない

第２回標準かばんに関するアンケート記述回答



番号 試作品についてのご意見
試作品を元に商品化
されたらどうするか

16
個人的には前回のデザイン（リュック型）の方が良いと思っています
が、費用面を考えれば「標準かばん」を購入したいと考えています。

どちらかといえば使
わせたい

17 軽くて丈夫なものにしてほしい。 使わせたい

18
使いやすさはもちろんですが、子どもたちのランドセルに対するあこが
れの気持ちをくんでいただけたら嬉しいです。

どちらかといえば使
わせたくない

19

前回の試作品よりかなり良くなっていると思います。
兄弟のいる家庭では、上の子がランドセルだと、下の子で標準かばんに
することは兄弟間で差が出てしまい難しいのではないかと思います。導
入するのであればできれば強制にしてもらった方が、周りの子とも差が
出ずにいいのではないかと思いますが・・・
価格的にも魅力がありますし、使用に関しては前向きに考えたいと思い
ます。

どちらとも言えない

20 6年間強度と耐久力が持つかどうか心配になります。
どちらかといえば使
わせたい

21
試作品を見るまでは布生地の方がいいかなと思ったのですが、試作品を
見たら合皮の方が見た目のおしゃれ感としっかりしている感じがいいな
と思いました。

どちらかといえば使
わせたい

22

肩ベルトがもう少ししっかりしていた方が良いです。上の子のランドセ
ルのベルトと比べると薄いような気がします。少し厚みのあるクッショ
ン製の方が良い。使う子、使わない子バラバラになるより、統一された
方が良いと思うのですが

どちらとも言えない

23
重たい教科書を入れて通学するのに、大丈夫なのか心配です。雨に濡れ
た場合、本当に防水が保たれるのか心配です。背中部分のクッションが
薄い気がしました。

どちらとも言えない

24
茶色で統一され、とても素敵な感じになったと思う。最初からこのシン
プルデザインで話が進み、2020年からとなっていれば購入したと思
う。6年間保証付きで1万円以下はありがたいです。

使わせたい

25

標準かばん導入については大賛成ですが、強制でないと意味が無い気が
します。身体の弱い児童やその他に重たいものを背負えない児童のため
に市販で販売されているランドセルより軽く、機能性が高いものにする
か、それが困難であれば特別な事情が無い児童は基本的に標準かばんを
使用。の方が色々な問題が起きる可能性が低くなるかと・・。小学生の
多感な時期、大人でもそうですが、数が正義ということもあると思いま
す。自由に好きなランドセルを背負える児童と、そうでない児童、昔
だったら無かった新しい問題が出てきてしまうのではないかと心配で
す。どの案になっても少なからず多少の問題が出てくると思いますが、
子どもたちが楽しく学校生活を送れるようよろしくお願い致します。

使わせたい

26

合皮の茶色とてもきれいな色でした！女の子ですがとても似合いそうで
す。前回よりとても良いと思います。2つほど①肩ベルトにもう少しクッ
ション性があればなと思います。②吊り下げようの金具が少し小さめか
な？と思いました。

使わせたい

27 色も形も良いと思いました。ぜひ使わせてみたいです。 使わせたい



番号 試作品についてのご意見
試作品を元に商品化
されたらどうするか

28 思ったより重かった。
どちらかといえば使
わせたい

29

前回の試作品より格段に良くなったと思います。試作品を見て本人（女
児）は赤なら使ってもいいかな～と言っていました。姉・兄が市販のラ
ンドセルを使っており、登下校中の小学生を見ては私は〇〇色がいいな
～と言ったりしています。なので実際にランドセルを準備するときは親
も子も悩むんじゃないかな・・と思います。

どちらとも言えない

30 前回の物より見た目が良い。 どちらとも言えない

31

色は男女分けた方が良い。まだ4歳の子ですが、好きなもの、色などハッ
キリとしていて、今回の試作品のままだと男の子だから嫌だなどときっ
と言います。せめて色だけでも女の子は女の子らしく、男の子は男の子
らしいものが良いかと・・。茶色はどちらかというと大人目線ですよ
ね？使うのは子供なので子供らしいほうが良いと思いました。

どちらかといえば使
わせたくない

32
早く導入していただきたかったです。ランドセルを購入してしまいまし
た。2020年入学ですが。

使わせたい

33
軽くて子どもがしょっても楽だとは思うが、雨や雪にさらされた場合布
生地だと水分を吸ってしまうのではないのかと思う。

どちらかといえば使
わせたい

34
使わせたいが姉達や強制ではないと本人はたぶんランドセル（普通の）
がいいと言うと思うので導入するのであれば一斉に全員がそのかばんに
するという形をとって欲しいと思います。

使わせたい

35 前回の試作品よりもとても良い感じのかばんだと思います。
どちらかといえば使
わせたい

36

ブラウンの色味はとても良いと思いました。
自分自身栗ケ丘小学校の時に上蓋が合皮、横生地は布のランドセルでし
たが、大雨の時に横から濡れた気がします。なので上蓋まで布生地なの
は不安です。ただ、軽さや値段の観点から見たら、横は布、上蓋は合皮
の方が良いと思いました。

どちらかといえば使
わせたい

37
導入しても強制はしないとのことですが、そうなると標準かばんを選ぶ
子供は少ないと思うので、やはり強制にして欲しいと思います。「私の
かばんは何でこれなの？」と子供から言われそうです。

使わせたい

38 カラーは2色のみ？
どちらかといえば使
わせたい

39
黒に近い茶色なので太陽の光が当たると色あせた感じに見えて古いかば
んに見えてしまうように思う。中途半端な茶色は止めた方がいいと思
う。

どちらかといえば使
わせたい

40
軽くていい。色が選べる方が良い。女の子は赤が良いと言っている。強
制とまではいかなくても指定にしてもらいたい。

使わせたい

41
通常ランドセルについては6年間保証が付いていますがこのかばんについ
ての保証はどのようになっていますか？！

どちらとも言えない



番号 試作品についてのご意見
試作品を元に商品化
されたらどうするか

42 今までどおり自分たちで買うランドセルがいいです。 使わせたくない

43

標準かばんを作るなら（導入するなら）指定にしてもらわないと差がつ
いてよくないと思う。指定でないと好きな色やデザインの物を欲しがる
子どもが多くなると思います。みんな一緒なら後から問題は起きないか
と思います。

使わせたい

44
色はブラウンだけではなく、赤や黒もあればいいと思います。一色だと
選択肢が限られてしまうので・・。

使わせたい

45 デザインが古っぽく感じる。
どちらかといえば使
わせたくない

46
昨年の試作品からとても素敵に仕上がっていると思いました。もし商品
化されたらぜひ使いたいと思う完成度でした。防水が少し心配でしたが
防水加工で6年間大丈夫であればと思います。

使わせたい

47
正直なところワクワクするかばんではないと思った。栗ケ丘小学校のか
ばんの方が良かったと思う。なぜ茶色？統一にするにもなんだか魅力の
ないかばんで残念でした。前回の感じは復活しないのですか？

どちらかといえば使
わせたくない

48
決定したら栗ケ丘小学校のようにそれぞれの学校の校章が入るといいな
と思います。

どちらかといえば使
わせたい

49
父親は子供に今まで通りのランドセルを使わせたいと思っているようで
す。子どもの意思を中心に考えていきたいと思っています。

どちらかといえば使
わせたくない

50 軽いのと機能性が良いと思いました。 どちらとも言えない

51
今までのランドセルより軽く、子どもが使いやすくなっていれば（コス
ト面も）自分の子どもが小学校に入学した際にぜひ使いたい。
ブラウンの色はとてもいいと思う。

使わせたい

52 いいと思います。ぜひ導入していただきたいです。 使わせたい

53

試作品、形しか見れませんでした。6年間使い続けられますか（忍耐
性）？
子供が背負いやすく、風雨にも耐え、長く使用できるかばんにしてほし
いと思います。

どちらかといえば使
わせたい

54
個人的には前回よりかなりランドセルらしくなり、使わせてもいいなー
と思います。まわりのお母さんたちの反応が気になりますが・・。市販
のランドセルカバーは着用できますか？

どちらかといえば使
わせたい

55

小布施の指定かばんと全く同じデザインでビックリしました。色は落ち
着いた感じで良いと思った。導入しても強制なしとのことですがそうな
ると使わせたくても他の子との差が出るのは考えてしまいます。賛否両
論あると思いますが、統一なら統一してもらった方が楽かなと思いま
す。

どちらかといえば使
わせたい

56

せっかく標準かばんを作っていただくのであれば選択肢の一つとして考
えられるぐらいの品であれば良いと思います。市販のものと比べてあま
りにも違いすぎると考えずらいです。色も好みがあるので１色というの
はさみしいし、せっかくなら子どもに選ばせてあげたいです。

（無回答）

57
標準かばんがあれば値段も抑えられるし、種類も多すぎてどれがいいか
考えなくてよいのでいいと思います。

使わせたい



番号 試作品についてのご意見
試作品を元に商品化
されたらどうするか

58

前回よりデザインなど改善されていて良くなっていると思いますが我が
家はたぶん市販されているランドセルを購入すると思います。また、開
けた時に中央にあるひもボタンはいらないと思います。毎日開けたり閉
めたりは大変です。サイドをもう少し強化すれば良いと思います。

どちらかといえば使
わせたくない

59
使いやすく変更され、子どもに使わせたいと思っていますが、女の子な
ので本人が色に不満があり、できれば指定かばんにしていただけると、
本人も納得できるかなと感じています。

どちらかといえば使
わせたい

60
ブラウンでも良いのですが、赤や黒だけでも色があるとかわいいと思い
ました。

使わせたい

61
肩の部分が、たくさん本を入れて重くなった時に痛くないのかなと思い
ました。ランドセルのように、少しクッション性のあるものが充てられ
るといいかなと思いました。

どちらとも言えない

62
前回よりもすごく改良されていて、こちらのイメージどおりでした。あ
とは本人の意思に任せたいです。

どちらとも言えない

63
肩に係る部分が痛くならないように、もう少しクッション性があった方
がいいと思う。

どちらかといえば使
わせたい

64 もう少しデザインが良いといいなあと思っています。
どちらかといえば使
わせたい

65

布か合皮を選ぶとしたら合皮が良いとは思が、2パターンから選べても良
いと思います。布地の場合、汚れが付いた時、生地に入り込んでしまい
そうな気がしました。
落ち着いたブラウンで男女ともに合い良いともいます。

どちらかといえば使
わせたい

66

前回の試作品よりランドセルに近く使い易そうで良いと思います。た
だ、強制でないのであれば地域柄もあり、ランドセルの子どもの方が多
いのではと思います。
あと、色味が暗めで、茶色が好きな子は良いと思いますが、特に女の子
は入学時では選びにくい色かなと思いました。

どちらとも言えない

67 以前の物よりとても良くなった。
どちらかといえば使
わせたい

68
ブラウンに統一？赤は無いのでしょうか。赤・黒・ブラウンの3色あって
も良いのではないでしょうか。

どちらとも言えない

69

前回のリュック型の方が良かった。今回の方はデザインが地味すぎる。
強制にしないのであれば購入しません。
強制じゃなければ子ども同士の不公平さや貧富の差が出ないか心配。そ
れを考えた上で我が家では標準かばんは購入しません。
今のランドセルは華美で豪華です。「いいなぁ」と子ども同士言い合う
事が目に見える。

使わせたくない



番号 試作品についてのご意見
試作品を元に商品化
されたらどうするか

70

前試作品にょり格段に良くなったと感じました。他の保護所の方も言っ
ていましたが、「強制しない」というところに問題があるかと思いま
す。
今のままでは、せっかく導入しても購入する家庭が少ないのではないか
と思います。購入する人が少なければ、高級なランドセルの子と比べら
れて、いじめに発展するのではないかと不安です。
やるならば皆統一で標準かばんを使わせるべきです。

使わせたい

71

前回に比べて何倍にも良くなっていてビックリしましたし、大変ありが
たく、嬉しく思いました。
1万円程度の予算で、あれほどランドセルに近い立派な物にしてくださっ
て、是非、指定カバンとして投入して頂けたらと思いました。
6年生まで使うことも考えて、ブラウンで統一するのも良いと思います。
2021年4月導入をよろしくお願いします。

使わせたい

72
小布施のように、上蓋の生地を変えればさらに良いと思いました。（そ
の分値段が上がっても良いかと思います）
デザインや機能は良いと思いました。

使わせたい

73
色はブラウン以外に、赤もあるとありがたいです。軽くて子どもにも背
負いやすかったです。できるだけ早めの導入を希望します。

使わせたい

74

１年から6年まで使える良い物になった思います。皆で使えたらいいなと
思いました。
ただ、子どもが選んでくれるかが心配。指定かばんでも良いと思いま
す。

どちらかといえば使
わせたい

75 とちらもとても良いと思います。 使わせたい

76 ダサすぎる。 使わせたくない

77 良いと思った。
どちらかといえば使
わせたい

78 指定かばんにしてほしい。
どちらかといえば使
わせたい

79
前回よりも格段によくなりました。2020年4月に小学校へ入学する子が
いますので、今回の物なら検討する余地はあったかなと思います。

どちらかといえば使
わせたくない

80
開けたとこにあるボタンは何のため？出し入れしにくいと思います。
去年の試作品よりランドセルらしくて良いとは思う。

どちらかといえば使
わせたくない

81

使わせたいと思うが、全員がこの条件でのこのカバンで、と言うなら良
いが、ランドセルとカバンとちらでもいいとなると困ると思う。
子ども同士でランドセルとカバンで自然と差別になってしまう気がす
る。

使わせたい



番号 試作品についてのご意見
試作品を元に商品化
されたらどうするか

82
柔らかそうな背負いベルトなので方への負担が心配。１年生では骨格形
成が未熟なうえ、重い教科書を入れるので、重さに耐えられるか心配で
す。

どちらとも言えない

83
最近のランドセルは大容量系が多いですが、試作品は少し幅が足りない
のではと思いました。

使わせたい

84
導入しても強制しないというなら、別に導入しなくてもいいと思う。
ランドセル専門店の人が、骨格形成に大事な時にちゃんとした物を背負
わないと将来腰が痛くなると言っていました。

どちらかといえば使
わせたくない

85
前回の試作品と比べたら、だいぶ良くなった。ただ、強制でなければ本
人は上の子同様に「ランドセルが良い」と言いそう。標準かばんは使用
しないと思う。

どちらかといえば使
わせたい

86
前回の試作品から大きく変更され、とても良くなった。遠目からはラン
ドセルと変わらないと思いました。

どちらかといえば使
わせたい

87
肩ベルトが立ち上がっていないので負担がありそう。肩ベルトの肩にあ
たる部分や背あてはクッション性があればいい。

どちらかといえば使
わせたい

88

以前の試作品に比べ、今回の方がランドセルに似ている作りであるた
め、いいなと思いました。
女の子が使用するには、売っているランドセルのように派手でなくとも
飾りがあった方が魅力的だと思った。

どちらとも言えない

89
シンプルになっていて良かったと思います。できれば全員強制の方が使
いやすい。

どちらかといえば使
わせたい

90 とても素敵だと思います。来年入学します。おしかったです。 使わせたい

91 茶色以外にも赤や黒があっても良いのではともいます。
どちらかといえば使
わせたい

92
どれくらいの人数が使うのか気になるところだと思います。「使う人が
少なかったらどうしよう」という話を他のお母さんとよくするので。

使わせたい

93
軽さは良いと思いました。市販のランドセルに比べると、どうしても見
劣りしてしまうと思い、子どもが悲しい思いをするかと思うと、使わせ
る気持ちは持てませんでした。

使わせたくない

94
以前の試作品よりもとても良くなった思います。ただ、「強制はしな
い」という点がやはり気になります。

どちらかといえば使
わせたい

95 なるべく軽量化した素材が良い。反射板をつけてほしい。 どちらとも言えない

96
中身の広さが無いので荷物が入らないと思う。標準かばんを強制にしな
いならやめた方が良いと思う。

どちらかといえば使
わせたくない



番号 試作品についてのご意見
試作品を元に商品化
されたらどうするか

97

導入の目的が保護者の負担軽減とありますが、ランドセルの機能自体に
問題があって検討が始まったのではないならば、機能や見た目をもっと
ランドセルに近づけてほしいです。
指定かばんにはしないとのことでしたが、6年間使うのは親ではなく子ど
もです。経済的理由や親の価値観で選択したことが６年間子どもにとっ
て違和感なく使っていけるのかわからないので、導入初年度に使わせた
いとはまだ思えないです。

どちらかといえば使
わせたくない

98

導入について強制はしないとのことですが、子どもの気持ちとして、や
はりランドセルの子を見ると「うらやましい」という気持ちになると思
います。標準かばんにするのなら、全員の方がいろんな面で平等ではな
いかと思います。

どちらとも言えない

99
強制をしないという点がちょっと納得できません。トラブルのもとだと
思います。やるならやる、やらないならやらない。

どちらとも言えない

100 見てないのでよくわかりません。 どちらとも言えない

101
汚れ防止にランドセルカバーをつけたいので、ランドセルとなるべく同
じ大きさにして頂きたい。

使わせたい

102
わざわざ標準かばんを市で導入する必要はあるのか。また安いからと標
準かばんにする人がどの程度いるのか。安さだけなら標準かばん＝貧困
家庭・訳あり家庭というふうにならないか不安。

使わせたくない

103
１年生の時につける黄色のカバーやハンカチ、バッチ（交通安全）が取
り付けできるのか？と思いました。取り付けできれば使わせたいです。

使わせたい

104
ださい。生地のペラペラな感じが安っぽい。6年間の保証はあるけど、6
年間はもたなそう。

使わせたくない

105
以前の物よりはシンプルで親としては良くなったと思う。子どもに聞く
と「ダサイ」「普通のランドセルがよい」と言っていた。

どちらかといえば使
わせたくない

106
色が一色に統一されてしまったのは残念。親としては子どもにランドセ
ルか標準かばんか選ばせたいが、色を選べないとランドセルを選びそ
う。

使わせたい

107 色、デザイン共に前回と比較してとても良いと感じました。 使わせたい

108

前回の試作品に比べてとても良いデザインになったとは思うが、子ども
の意見としては「自分の好きな色ではないので使いたくない」といって
いる。
そもそも今の時代、１万円でもランドセルは買えるのに、なぜこの標準
かばんを導入するのか理解に欠ける。
学校教育課で考えるべき事、やる事はこのカバンよりたくさんあると思
う。誰の意見でこのように話し合われているのか知りたい。

使わせたくない



番号 試作品についてのご意見
試作品を元に商品化
されたらどうするか

109
ランドセルのように使えそうで子どもに使わせたいと思いました。生地
は軽くてとても良いと思いました。色は選択できると嬉しいです。

使わせたい

110
前回に比べて、とてもよくなっていた。可能であれば茶色の他に紺色な
どあると良いと思う。

どちらかといえば使
わせたい

111
小布施のかばんの例がとても良かったです。同等の物が良いかと思いま
す。

使わせたい

112
ブラウン一色ですと子どもの選択肢が減ってしまう気がします。購入の
し易さや機能面は優れていると思いますので、選ぶ楽しみの中の選択肢
の一部として入れて頂くことは良いと思います。

どちらとも言えない

113

標準かばんの人、ランドセルの人といろいろいると、買った後に「やっ
ぱり違う方がいい」と羨ましくなっても困る。みんなランドセルなのに
自分だけ標準かばんだったら皆からどう思われるか不安になりそう。中
学校のように強制した方が良いと思う。

どちらかといえば使
わせたい

114

デザインはやっぱり女の子はこだわりが強いため、標準かばんにしても
「かわいくない」「かっこ悪い」など、前回の試作品を見たとき、他の
お子さんが言っている姿も見られました。
標準かばんは賛成なのですが、「軽さ」「デザイン」等をランドセルに
近い様に工夫して頂ければ、抵抗なく子ども達も気に入ってくれるはず
です。

どちらかといえば使
わせたい

115

購入が自由ならうちは買いません。試作品を見て安っちいなと思まし
た。あれなら自分で選んだリュックで十分かと思います。試作に使うお
金と時間が無駄かと。
ランドセルの金額は色々とあるかもしれませんが、ネットだって安く
売っている時代です。家庭の経済状況に合わせて自分で選択すれば良い
のではないのでしょうか。

使わせたくない

116

昨年の試作品と比べると、とても良くなったと思います。今回の茶色の
標準かばんであれは、導入と同時に指定でも良いと思います。
昨年の意見を取り入れて今回の試作品ができあがった。良くここまで改
良して頂いたと、とても嬉しく思いました。

使わせたい

117
前回の物より良いと思います。使用する分にも問題はあまりないではと
思います。

使わせたい

118
子どもが楽しみになるようなデザイン、機能にしてほしい。子どもの意
見を取り入れてはどうでしょうか。

どちらかといえば使
わせたくない

119
ランドセルを買ってあげられる、選んで好きなランドセルを子どもが買
うのをなくされるのは困ります。標準かばんは好きな人、欲しい人が買
えるようにすればいいと思います。

使わせたくない

120
ランドセルに入れて通学する物が多く、とても重たいので肩ベルトを
もっとクッション性のある負担のかからない丈夫なものにしてほしい。
背中の部分もクッション性のある、厚い物にしてほしいです。

使わせたくない



番号 試作品についてのご意見
試作品を元に商品化
されたらどうするか

121
商品化されても、周りが使用していなかったら浮いてしまったり、から
かわれたりするのが心配なので周りに合わせると思います。
肩ベルトが食い込みそうで痛くならないか心配です。

どちらとも言えない

122 親としては使ったらいいと思うが、本人の意思を尊重したい。 使わせたい

123 肩の部分がもう少しクッション性があるといいなと思う。 どちらとも言えない

124 これで良いと思います。 使わせたい

125
デザインの問題よりも個々の差が出ると問題が出そうなので、このカバ
ンにするのであれば全員統一させてほしい。

どちらかといえば使
わせたい

126
サイドをおしゃれなチェック柄とかにしたら素敵になりそうだと思いま
す。

どちらとも言えない

127 背中があたる部分がもう少しフィットする形があればいいと思います。
どちらかといえば使
わせたい

128 色が落ち着いた色になっていていい。 どちらとも言えない

129
ダサイ。かわいくない。市販で買った方がカワイイ。タダでもほしくな
い。

使わせたくない

130 ダサイ。6年間使用できなさそう。
どちらかといえば使
わせたくない

132

ランドセルをおじいちゃん、おばあちゃんに買ってもらう予定でいます
が、おじいちゃん、おばあちゃんも標準かばんになれば浮いたお金を他
で使いなさいと言っているので大賛成です。
逆に強制の方が差別化がなくていいと思います。

使わせたい

133 カバンを長持ちさせるためのカバーも一緒に作ってほしいと思います。 どちらとも言えない

134
ランドセルのサイドが布生地だと1年生とかは教科書がいれづらい気もし
ました。
しかし、以前と比べてとても良くなったと思いました。

どちらとも言えない

135
校章が入るととても素敵になると思います。
以前と比べるととても良いかばんになっていると思います

使わせたい

136 色は一色ではなく二色ぐらいにはできないでしょうか。 どちらとも言えない

137

前回の赤青のカバンを見たときの衝撃があまりにも凄かったので、今回
のブラウンでランドセル型がとても落ち着いていて良く、6年間使えそう
だなと感じました。
沢山の聴き取りをしっかり反映して頂けて、ありがたく思います。

どちらかといえば使
わせたい



番号 試作品についてのご意見
試作品を元に商品化
されたらどうするか

138

背中があたる部分のクッションが薄い気がしますが、教科書を入れて小
学校までの距離、痛くないですか？
前回の標準かばんの試作品より良くなりました。ありがとうございま
す。

どちらかといえば使
わせたい

139
指定かばんにぜす、強制はしないとなると、せっかくアンケートをとっ
て作っても買う人は少ないと思う。

どちらかといえば使
わせたくない

140
入学すると交通安全のハンカチとワッペンをもらい、かばんに着けるよ
うに学校から指示されますが、このデザインでは付ける所が無い。
また、サイドに金具は給食袋が簡易につけられるものにしてほしい。

どちらとも言えない

141
強制はしないとなっているが、導入するなら全員統一の方が良いと思い
ます。

使わせたい

142

強制はしないとの事ですが、指定かばんにしないと、高価なランドセル
の子との差が出てしまうと思う。なのでいつになっても標準かばんが定
着していかないと思う。
子どもが小学校にあがる時は標準かばんで通わせたいので、是非導入し
て頂きたいと思います。

使わせたい

143 小さい内ポケット、チャック付をつけてほしい。 使わせたい

144
肩ベルトが硬く痛そうなので、内側にクッション材がつくといいなと思
いました。

どちらとも言えない

145

前回と全く違っており、茶色はとてもかわいく、男女どちらも使えそう
な感じがしました。
使う本人は好みがあるので自分で選びたいと言っていましたが、親から
すれば使ってほしいです。

どちらかといえば使
わせたい

146
とにかく、統一にして頂かないと絶対に広まらないと思う。是非、統一
にしてほしいと思います。

どちらかといえば使
わせたい

147

前回よりもかなり良くなっていてビックリしました。ブラウンの色も濃
すぎず落ちつていて形も素敵でした。
合皮の方が見た目がランドセルに近く汚れも付きにくそうだなと思いま
した。

使わせたい

148
丈夫なのかは別として、ランドセルと比べると見た目としては丈夫には
見えない。
前回の試作品よりはとても良いと思います。

どちらとも言えない

149

とても良い思ったが、指定ではないなら、ウチは女の子なので他の子が
ランドセルを買うとなれば標準かばんは必要なくなります。そう考えて
いるウチは多いと思いますので、せっかくたくさんの方の案をまとめて
考えてくれても、もったいないと思う。とても残念です。

どちらかといえば使
わせたい



番号 試作品についてのご意見
試作品を元に商品化
されたらどうするか

150
前回とは全く違うものになっていて驚きました。使い勝手も見た目も、
上の子たちが使っているランドセルとあまり変わりなく、これなら使わ
せても良いかなと思いました。

どちらかといえば使
わせたい

151
色を統一するのではなく、女子は赤で男子は黒色にするのがいいと思い
ました。

どちらかといえば使
わせたい

152
色は男子は黒、女子は赤で昔ながらのランドセルの色が良いと思う。
学校へ通う目的は勉強なので、高いランドセルを買うよりも標準かばん
を利用して勉強のための教材等にお金をかけてあげたいと思う。

どちらかといえば使
わせたい

153
前回と比べて、とても良くなっている。合皮の物で価格がおさえられる
のであれば、抵抗が少なく選びやすいのでは。

使わせたい

154

金銭面であればありがたいと思うが、試作品を見ると正直ランドセルを
背負わせたい。茶色だけだと何とも言えず、どうせならベーシックに黒
や青が良いと思う。
ランドセルと同じような形なので、このデザインなら高くてもランドセ
ルの方が良いと感じた。
統一なら仕方がないが、選べるのであればランドセルにする。

どちらとも言えない

155
前回の試作品と比べると色も落ち着きがあり、デザインもランドセルの
様で違和感もなく、ファスナーなど破損が心配される部分も改良されて
いて良かった。

どちらかといえば使
わせたい

156 前回よりもだいぶ良くなったが、粗雑な感じ、安い感じがする。
どちらかといえば使
わせたくない

157
少しさみしい、落ち着きすぎた感じもする。もう少し明るくても良い様
な気がします。

使わせたい

158

背負いやすさ、肩や体への負担はどうなのか？体への負担が軽減できる
ような機能が多少あると助かる。値段はあがってしまうと思うが、体が
成長しても、しっかり体にフィットし苦痛を感じないものができれば嬉
しい。

使わせたい

159
以前よりもデザインが良くなった。将来子どもに使わせたいと考えられ
るようになった。

どちらかといえば使
わせたい

160 ロッカーに納まる大きさなのか気になる。 どちらとも言えない

161
強制はしないとの事なので、ランドセルと比べて目立ちすぎないよう、
なじみが良いようにデザインしてほしいです。

どちらとも言えない

162
市販品に比べ、入る量が少なめな感じがしますが、学校生活上で問題が
無ければスマートで良いです。

使わせたい

163

上蓋の止め具や肩掛けベルトの金具など耐久性が心配。軽量化で軽いの
はいいが、耐久性が無さそう。もう少ししっかりと型崩れしないように
してほしい。
肩ベルトももう少し太く、クッション性があると良さそう。

どちらかといえば使
わせたい



番号 試作品についてのご意見
試作品を元に商品化
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164

最初の試作品より色が落ち着いていて良いと思いました。
賛否様々な意見があると思いますが、子どもと保護者の意見を考慮し、
一生懸命検討下さり嬉しく感じています。最終的にベストなものとなる
よう期待しております。

使わせたい

165 肩にあたる部分がもう少し厚みがあると疲れにくくなると思います。
どちらかといえば使
わせたい

166 色が良い。背面に体に合わせたクッションがほしい。
どちらかといえば使
わせたい

167

保護者目線の魅力的なデザインに仕上がってきているのではと思いまし
た。
私たちはカバンの負担云々より公園整備や児童クラブで過ごす子ども達
の負担、子ども目線で考えられる社会のフォローを役所の片に考えて頂
きたい。

どちらかといえば使
わせたい

168
前回の試作品と比べとても良くなっていると感じた。欲を言えばもう少
ししっかりとした感じがあるとより良い。肩が痛くならないかと心配。
半分以上の子が標準かばんを使用するなら使いたい。

どちらかといえば使
わせたい

169
前回の物と比べて、サイズ、色などとても良くなったので、これなら使
わせたいと思います。

使わせたい

170
標準かばんの肩掛けの部分が細い気がしました。背負った時に重くて肩
に負担がかかりそうな気がしました。

どちらとも言えない

171

去年の試作品と比べるとかなり市販のランドセルの形に近づき、使って
も良いなと思えるようになりました。
標準かばんを導入するなら、中学校と同様に全員統一としていただく方
が良いと思います。

どちらとも言えない

172
シンプルで子ども達からすると夢が無い気がします。6年間使う物なので
「これをしょって学校に行きたい」と思えるようなデザインや色だった
ら良いと思いました。

どちらかといえば使
わせたくない

173 試作品が見れませんでした。 （無回答）

174

最近の教科書は重たくなっているというニュースを見ました。できるだ
け軽いカバンになるといいなと思います。
導入となった場合、標準かばんの使用率をなにかの機会に教えてほしい
です。

使わせたい

175
購入に迷うので標準かばんがあると助かります。ただ、６年もつか少し
不安です。

どちらかといえば使
わせたい

176 合皮だと6年間もつのか心配です。
どちらかといえば使
わせたくない

177 前回よりもかなり良くなりました。 使わせたい
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178
ブラウン統一、すごく良いと思います。形もデザインもシンプルなので
長く使えそうでとても良かった。

使わせたい

179
6年間使う物なので雨に強い物だといいと思います。
茶色はとてもきれいな色でいいと思いました。

どちらかといえば使
わせたい

180
標準かばんには校章は入れなくても良い。6年間使用するため、壊れにく
い物にしてほしい。

どちらかといえば使
わせたい

181
転勤で他県に引っ越した際も子どもがそのまま使えるようなカバンであ
れば嬉しいなと思いました。また、反射板が真っ白で目立つので、茶色
の反射板だとなじみが良いように思いました。

使わせたい

182
かばんのフタは雨に濡れてしまうので、合皮が良いかと思います。
一般のランドセルより幅が狭い気がしますが、教科書等は沢山入ります
か？

どちらとも言えない

183
市販の物に比べて、ものすごくシンプルだと思いました。もう少し飾り
気があると子どもも喜ぶのではと思いました。

どちらとも言えない

184

現在小１の子が居ますが、教科書・ふで箱、週明けには給食着、（曜日
によっては）弁当箱など入れて行っていますが、幅広大容量ランドセル
を使用していても、パンパンです。試作品は、正直小さくて、入らない
分は手持ちになると思うと、手荷物が増えて大変だと思います。登下校
時はやっぱり、両手が空いている方が確実に安全だし良いです。また、
生地についてですが、軽いのは魅力である反面、雨や雪の日は心配で
す。小学生は傘をさしているとは言え、ランドセルはけっこうぬれてい
るので、布生地だと、中の教科書がぬれる心配はあるなあと思いまし
た。

どちらかといえば使
わせたくない

185 色ブラウンは若さがない。子供には地味すぎる。
どちらかといえば使
わせたい

186

強制にしないと絶対に使われなくなりそのうち誰も使わなくなりま
す！！やるなら、指定にして、皆で統一させないと。祖父母は買ってあ
げたがる、テレビＣＭはやっている。強制でないのにどうやって子ども
を納得させるのですか？自由なのにこれを使ったら「うちはビンボーで
す」と言っているみたいになります。はずかしくて使えません。やるな
ら強制にしてください。

どちらとも言えない

187
色はブラウンなのは良いですが、もっと明るい色がいいです。娘は赤や
ピンクが良いと言っていましたが…。傷などに強い素材がいいかなと思
う。形は、このままで良いと思う。軽いしイイです！

どちらとも言えない

188
小布施小学校みたいなデザインがいいです。色は一色でもいいけど、
赤・紺・茶…のように数色あった方が嬉しいです。

使わせたい



番号 試作品についてのご意見
試作品を元に商品化
されたらどうするか

189

本人が望めば使わせたいが試作品は”ランドセルの方がいい”と言って
いる。・良い点　軽い　・悪い点　狭い、ポケットが少ない　月曜日は
持ち物が多いので入り切らないと思う。ランドセルは運動着がうまくか
からないので、ランドセルよりプラスの工夫があれば良いかも。色もも
う少し目立つ色の方が交通安全の面では安心。

どちらとも言えない

190 軽くてよいと思う。
どちらかといえば使
わせたい

191
標準かばんにすべて統一するならよいのですが、他のものと選べるのは
あまりいみがないと思います。

どちらとも言えない

192

展示ではわからなかったのですが、上の子の小学校では連絡ノート袋
（ジッパー付ファイル袋）を毎日入れてくるのですが、おさがりの（古
い…）ランドセルのせいか、上（縦）がとびでてしまいます。最近のラ
ンドセルは大きいらしいので入っているかと思いますが「標準かばん」
も入れる物は少しゆとりがあって入るといいなと思います。

どちらかといえば使
わせたい

193
ランドセルの色が茶色じゃないほうがいい。反射板？！夜、ライトで光
るやつをつけたほうがいいと思う。

どちらとも言えない

194
一般のランドセルに比べて、容量が小さい気がする。６年間はとてもも
たなそう。

どちらかといえば使
わせたくない

195

やはり導入するなら、統一としてほしいです。子供の立場からする
と、”なぜ自分はランドセルを買ってもらえないの？”と思ってしまう
と思います。せっかく「標準かばん」を導入することになるのでたくさ
んの方に利用して頂きたいです。

どちらかといえば使
わせたい

196
背中や肩にかかる部分痛くないのか通常のランドセルのような厚みなど
あるといいです。

使わせたい

197

前回のタイプより良いと思います。見た目もおしゃれで軽く使い勝手は
良さそう。ただ重い教科書を入れた時の肩・腰への負担（くい込み）は
どうなのかな…と少し気になります。ランドセルほどの丈夫さはないに
しても６年間の補償つきであれば、そんなに問題はないかなと思いま
す。

どちらかといえば使
わせたい

198

昨年よりもデザイン、機能など改善されていて全体的にいい印象をもっ
た。赤いランドセルの方は、白いベルトの部分が汚れそうな気がするの
で色は赤にしたらどうか。男の子用（？）のブラウンはいい色でいいと
思う。他にも濃いグリーンやピンク、黒などいくつか色があると子ども
たちも選ぶ楽しさがあっていいのでは。改善を重ねていけばさらにいい
ものになると思う。

使わせたい

199
・安全性　いざという時クッションになる事も必要。　・丈夫か。６年
間きちんと使えるか？　・ランドセルと見た目が大きく違うと上の兄弟
との差が生まれる。

どちらかといえば使
わせたくない



番号 試作品についてのご意見
試作品を元に商品化
されたらどうするか

200

軽くて具合いがいいと思いますが、ランドセルのサイドがやわらかいの
で、何となくすぐに痛んでしまうのかなと思いました。６年間しっかり
と安心して使えるものがいいと思います。試作品だからかもしれません
が、背負うひものさきが、ほつれてきそうで心配でした。

使わせたい

201
前回のものに比べ、シンプルで、使っても良いかなと思いました。た
だ、肩ベルトの部分も合皮が良く、背中のクッションの部分もしっかり
と作ってもらいたいです。

どちらかといえば使
わせたい

202 ちょっとうすい感じがします。
どちらかといえば使
わせたい

203
栗ケ丘小学校のランドセルはどういうのを使っているのか見てみたい。
（女子と男子の）　　赤色のランドセル、色があまり好きじゃなかっ
た。（白い部分も）

どちらとも言えない

204
シンプルで飽きのこなそうなデザインで長く使えそうだと思います。
（個人的な好みですが）ネイビー色があるといいなと思いました。

どちらかといえば使
わせたい

205
ランドセルは祖父母が孫と一緒に選んで購入するという楽しみがあるの
で、お金を出して買うなら、特に必要性を感じない。無償で配布される
のであれば、他を買うことなく使うと思います。

どちらとも言えない

206
京都のランリックのように700gくらいの軽さにしてほしい。デザイン
が古めかしく思える。色も同じく古めかしい。肩ベルトにクッション性
をもたせたほうがよい。

どちらかといえば使
わせたくない

207

茶色の合皮はいいと思いました。他の２種類は使わせたいとは思いませ
ん。赤はときどき白が使われているのが良くないと思います。赤の色を
もっと深紅っぽくすると男の子も使えていいと思います。お値段は
5,000円くらいだったら今から返品して購入したいです。（中野は
5,000円くらいと伺ったもので…）ご検討よろしくお願いします。

使わせたい

208

上蓋だけが丈夫で、横の布生地がチャチに感じた。標準かばんが強制で
ないなら、今の試作品では使用しないと思います。標準かばんを強制に
しないなら、混乱するだけだと思う。導入するのであれば、中学校の様
に統一、強制にしてほしいです。

どちらかといえば使
わせたくない

209

今、小学生の子がいてランドセルを使っています。最近はＡ４サイズの
ものがあたりまえでランドセルにもＡ４の紙がおらずに入るのが多くあ
ります。また１日に持っていく荷物もかなり多くランドセルの容量はと
ても多くなっています。試作品をみたところランドセルの形にとてもに
てはいるけれど容量が少ないように感じました。またポケットというか
それがいくつかあると荷物の整理がしやすいと思います。あえてランド
セルの形にこだわれなくてもいいかなと感じます。

使わせたくない

210

今回のはかなり良くなっていた。しかし、強制ではないという点がひっ
かかります。お友達どうしで良くランドセルをみています。（上の子が
１年生）その中でいじめにつながったりということもあるかもしれませ
ん。強制にしてしまった方が良い。

どちらかといえば使
わせたい



番号 試作品についてのご意見
試作品を元に商品化
されたらどうするか

211
見た目がランドセルに似ていて、「ランドセルにしたいけど経済的に厳
しい」という場合は良いのかもしれない。特に赤はレトロな感じがして
かわいいと思った。

どちらかといえば使
わせたい

212

かばんの厚みが足りない様に感じた。指定かばんにしてもらえればよろ
こんで購入する（使う）が、そうではないとなると、やはり市販品を選
ぶと思う。１万円以下で済むならその方が良いが、強制ではないと「う
ちの子だけ標準かばんだったら、どうしよう…。」と考えてしまう。な
ぜ指定にしてくれないのかという思いになる。

どちらとも言えない

213

１年生からランドセルに荷物を沢山入れて帰宅する事がありますが、今
回の試作品を見ると、今現在使用しているランドセルより小さいように
感じました。標準かばんを市で導入するなら、指定かばんにするべきだ
と思います。子供ながらに標準かばんの子、市販ランドセルの子、お互
いに気持ちが嫌な気分、わたし・僕だけ違う…等の気の持ちようも出る
気がします。市内小学校もしくは学校指定となれば、これが指定かばん
だからと割り切れます。（親も子も）

どちらかといえば使
わせたくない

214
指定かばんの制度はとてもよいと思います。導入にあたりいろいろと大
変なこともあるかと思いますが頑張ってください。

どちらかといえば使
わせたい

215
色々な意見を聞き、より良い標準かばんにしようとして下さっているの
で、使ってみて不都合が出てくるかもしれませんが、ぜひ使わせてみた
いです。

使わせたい

216

強制はしないということですが、ランドセルの子と標準かばんの子と分
かれてしまうと子供もとまどうのでは…と思います。導入するのであれ
ば、みんな統一して頂いた方が親も子も迷わないでたすかりますが…。
（標準かばんのデザイン等はどんなものでもかまいませんが…。）

（無回答）

217

前回の試作品と比べると、おしゃれだし、機能性も上がったとは思いま
すが…。現在、我が家に小１の子がいます。毎日の様子を見ていると”
幅広大容量ランドセル”を使用していますが、それでも毎日ランドセル
はパンパンです。教科書、ノート、筆箱、れんらく袋、お弁当箱、週明
けには給食着があり、大容量ランドセルにしてよかった―と思っていま
す。毎日の登下校時は、できる限り、両手はフリーになっていた方が安
全安心です。そのことから考えると、試作品のものでは、入りきるのは
難しいし、雨の日はかさをさしてもランドセルなどはけっこうぬれるの
で、布性のところは、しみてしまうと思います。

使わせたくない

218 個性がなくなってしまうので強制にしないというのはありがたいです。 使わせたくない

219
ベルトの部分が細いような…６年間もつのか。布地（布地部分）は雨の
時、しみてしまうのでは？中の部分がやわらかく教科書の出し入れがし
づらいのでは。

どちらかといえば使
わせたくない

220
以前のカラー・デザインに比べ、すごく良いと思う。今年入学なので残
念です。

使わせたい



番号 試作品についてのご意見
試作品を元に商品化
されたらどうするか

221

ランドセル型になったことで、大量の教科書を入れた時、上部が開いて
しまわないか心配。１年生が背おうには大きすぎるような気がする。６
年間使用することで生地がへたり、自立しないのではないか？布製だと
よごれた時の手入れが大変そう。

使わせたくない

222 上蓋に反射板があった方が良いと思います。 どちらとも言えない

223
標準かばんで統一ならいいが、ランドセルとどちらでもいいとなればラ
ンドセルを使わせたい。

使わせたくない

224
背おった時に、カバンの中身（荷物）が多くなると肩や背中に負担があ
りそうな気がしましたが、どうでしょうか？

どちらかといえば使
わせたい

225
軽くて良い。強度に不安がある。上蓋が合皮になった場合、折れ曲がり
やすいのではないか。教科書を入れる部分の再度の型崩れも気になって
いる。

使わせたい

226
もっと濃いブラウンが良い（全体的に）。標準かばんを強制しないとい
うことですが、では何のために導入なのか疑問です。ランドセルの購入
価格の二極化を進めるだけのような気がします。

どちらかといえば使
わせたくない

227
チャック付きの内ポケットの内部にもスペアキーなどを収納するときに
利用できるフックを付けて欲しい

どちらとも言えない

228 ランドセルに比べると形が崩れやすいのではないか
どちらかといえば使
わせたくない

229

低価格で作っていただくので仕方ないのかもしれませんが、6年間使用で
きるものかどうか・・（２～3年で壊れてしまうのでは・・）と感じまし
た。デザインや色はかなり地味だと思います。これから始まる学校生活
で使う子どもたちの思いを考えると、あまりに心躍らないかばんだと思
います。試行錯誤していただいているのに本当に申し訳ないです。

使わせたくない

230 両サイドに付いていたポケットのような個所は何を入れるのか
どちらかといえば使
わせたい

231
昨年拝見させて頂いたリュック型のものより自然で良い印象でした。軽
くて使いやすさの点でも良いと思います。色も統一していただいたよう
で良いと思います。多くの方が使用してくれると良いと思います。

どちらかといえば使
わせたい

232 前回より良くなったと思います。 使わせたい

233

広いところに付いているひもはすぐに取れると思いました。固定しない
と安定しないのであれば不安だと思いました。色も茶色と赤では選びず
らいです。上の子が毎日教科書ノート類を10冊ほど、筆箱など、金・月
曜日はプラス体操着、給食議、コップ、絵本などを入れていて、ランド
セルでもパンパンになっている状態を見ると、どのくらいもつのか不安
でしかないです。雨の日は傘をささなかったり、途中で降って濡れて
帰ってきます。中のものが濡れないか心配になります。

どちらかといえば使
わせたくない



番号 試作品についてのご意見
試作品を元に商品化
されたらどうするか

234
中板の補強をしっかりし、教科書の保護に努めて欲しい。背中にあたる
部分の改善（クッション性、汗対応）。小物ケース部（チャック式）希
望。茶色＋反射板にし安全性の配慮。全体的に脆いように感じる。

使わせたくない

235
今回の試作品ですがとても気に入りました。うちの子にも使わせたかっ
たのですがランドセルを購入しました。（７万円でした。）もう一年早
くお話が進んでいたらぜひ使いたかったです。

使わせたい

236
かばんの中にたくさんの教科書などを毎日入れて登校しているうちにか
ばんの底の部分が伸びてこないのかなあと少し思いましたが、全体的に
は前回の物よりすごく良くなっていて素敵だなあと思いました。

どちらかといえば使
わせたい

237
前回の試作品よりもいいと思います。が、色は赤と茶の2色だけでしょう
か。

（無回答）

238
ランドセル型や色がいいと思いました。サイドに物をひっかける金具が
あるといい。

どちらかといえば使
わせたい

239

合皮の試作品が栗ケ丘小のものと合皮の種類が違っていました。試作品
は安っぽく既に反り返っていました。6年間の使用に耐えられるとは思え
ません。無料で修理できるからといって粗悪品を使わせるのは違うと思
います。なぜ栗ケ丘小と同じ素材で作れないのですか（上蓋が布なのは
論外です。）
値段についても10,000円は高いです。ネットで探せば15,000円ぐら
いのランドセルが買えますし、イオンやニトリでは20,000円で普通の
ランドセルが買えるのに、標準かばんになぜこだわるのか本当にり合い
できません。ランドセル撲滅企画？2019年12月10日時点で一番安い
ものは9,360円でした。布のかばんがそれより高いなんて・・。
子どももあんなかばんは嫌だと言っていました。使う側に受け入れられ
ないものを何度も時間をかけて税金を使って作り直し・・役所のエゴで
はないですか？それよりも入学準備品の補助金を平均家庭まで拡充した
方が助かります。もしくは安いランドセルを販売しているツバメランド
セル（13,000円位）を皆に告知すべきです。
製造メーカーを変えるのも手だと思います。今のメーカーはセンスが無
いです。使う人の身になってデザインしていない。見た目も素材も機能
面も。

使わせたくない

240
肩ひもが安っぽい。リュック型の方がいい。市販のリュックがOKになれ
ばいいのに・・・。※特に高学年

どちらとも言えない

241
ランドセルとほぼ同じ作りで前回の試作品より使い易そうだと思いまし
た。マチがもっとしっかりしていると、教科書の出し入れがもっと楽な
気がします。

どちらかといえば使
わせたい

242
肩のあたる所が痛いと子供が言っていたので改良して欲しい。デザイン
は前回より良くなったと思った。試作品ということなので変わるかもし
れないが、材質は前回の方がしっかりしているように感じた。

どちらかといえば使
わせたい



番号 試作品についてのご意見
試作品を元に商品化
されたらどうするか

243
兄がいるのであまりにもデザインが違いすぎると（見た目）下2人はかわ
いそうかな・・きっと同じようなものを欲しがるだろうな・・と思って
の「どちらかと言えば使わせたくない」です。

どちらかといえば使
わせたくない

244

前回の試作品よりはとてもいいものになったと思う。バックルは子供
（低学年）には難しかったので、今回のはとても簡単にできました。親
としては標準かばんを使わせたいですが、お姉ちゃんがすでに自分好み
のランドセルを選び使用しているので、次女もカラフルなランドセルで
自分で選びたい！！と言っているので、強制でないのであれば使わない
と思います（本人が気に入ったのが一番だと思うので）

どちらとも言えない

245
合皮のかばんの肩ベルトは赤いランドセルのように革製の方が良い。前
回のテスト品よりかなり良いと思うが強制でないとなるとどれだけの人
が使うか疑問に思う。

どちらかといえば使
わせたい

246 合皮の方がランドセルっぽくて良いと思う。 使わせたい

247

実際に教科書を入れた時の重さはどれくらいなのか知りたいです。
背中が硬そうなのでクッションがあると背負いやすいのではと思いま
す。とても軽くなり、良いです。
合皮の方が親の自分は外観的に良いと感じますが、実際導入されるとラ
ンドセルカバー必ずつけて、個性を大切にする文化にのみこまれるだろ
うとも感じます。

どちらかといえば使
わせたい

248
形がランドセル型になった事はいいと思います
標準かばんを強制しないのであれば見た目が一緒（ランドセル）の方が
導入しやすいのではないでしょうか。

どちらかといえば使
わせたくない

249

合皮の方が良かったが、合皮だと２～3年でぼろぼろにならないのか気に
なった。（なる場合これも保証で直せますか？）
肩ひもがあたって痛いと言っていた。ひもを変えるか柔らかいカバーな
どないと、教科書を入れたらかなり大変だと思いました。
デザインはシンプルで良くなったと思った。

どちらかといえば使
わせたい
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反射板が大きすぎてデザイン的に良くない。蓋は金属製金具よりバック
ルの方が良かった。ガチャガチャしていてあまり良くない。
ブラウン色は良いと思った。

どちらとも言えない


