
 4月～5月　賛成意見

4月24日

保護者 ４０歳

4月25日

保護者 ４０歳

4月25日

保護者 ３１歳

4月26日

保護者 ２７歳

4月26日

保護者 ４０歳

4月26日

保護者 不明

　早期に決定してもらえると嬉しいです。
　個人的ではありますが、２０２０年度に入学を控えた子供がいます。
現在、ランドセル準備は早い時期にスタートしていますので、その頃までには、どのようになるのか方向が
決まっていると助かります。

　標準かばんの導入、とても良いと思います。
　導入するのであれば希望者ではなく１００％指定導入にしてほしいです。
（現在、低学年に子どもがおりますが希望者だったため、ほとんど持っているお子さんがおらず、結局ランド
セルをかいました。子どもに聞くと「可愛いのでランドセルがいい」といいますし・・・。

　ランドセルの機能性が悪い様に感じています。
　中学生の使用しているようなカバンの導入を希望いたします。選択だとどうしても　ランドセル　→　カバン
の移行が遅くなると思いますので、一律で決めて頂けると助かります。

　価格が安価であること、６年間無料修理があるのはとてもありがたいです。
　ただ、従来のように女の子は赤色、男の子は黒色という性差による色分けは時代に沿わないと思います。
全員統一に揃えるなら皮の色は茶色など抵抗のないカラーになるといいな～と思います。
　親からするとA4サイズが入り、軽めの素材だと安心できると思いました。
　ご検討宜しくお願い致します。

　お世話になっております。
　裏面に記載のとおり、現在ランドセルは多種多様に存在し、少子化の時代において大勢の父母、祖父母を
悩ませております。「標準かばん」の導入により、多くの悩みを解決できると思いますし、、須坂市の子育て
環境においてもプラスに働くこと間違いなしです。
　是非とも、早急の導入を宜しくお願い致します。

　標準かばん導入に賛成です。
　県内導入済みの市で強制している前例はないとのことですが、個人意見としては導入するのであれば、皆
んな統一した方が良いと思います。



 4月～5月　賛成意見

4月26日

保護者 ３３歳

4月27日

保護者 不明

5月1日

保護者 不明

5月1日

保護者 ３６歳

5月1日

保護者 ３４歳

5月7日

保護者 不明

　導入について賛否両論あると思いますが、私は良い案だと思います。
　使う使わないは個人の自由ですが、選択の幅が広がることでランドセルの価格が年々上がっているので
家計としては助かります。
　本人が気に入る、周りの子が使っていないなど、初めの内はあると思いますが、長い目で見たらいいと思
います。

　「標準かばん」の導入について賛成です。
　現在、２年生の兄がランドセルを使用していますが、お弁当箱とコップを入れると、いっぱいになってしまし
ます。あまり入らない割に重たくて、荷物が多い時など大変そうです。
　値段も「標準かばん」はランドセルよりもかなり安くて魅力的です。
　２０２０年に４歳の子が入学するので、その年には間に合わないでしょうか？

　標準かばん導入について賛成です。
　値段が安いのもありがたいですが、自分の子どもが友達のカバンと自分のを比べたり、うらやましがったり
されてもランドセルは変えられないし、みんな同じならそうゆうこともないと思うのでいと思います。

　標準かばんを見かけた事があり、これで良いんじゃないかと思う反面、やっぱり一人二人が背おっていると
いう中では子どもに「標準の方で」というのは難しいと思うので、お金がたくさんかかる事、安くなるにこしたこ
とが良いと思うので、是非、標準になって頂ければ助かります。

　「標準かばん」について導入に賛成です。
　デザインや素材などは子供や親の意見を取り入れ、みんなが「使いたい！」と思える物にして頂きたいで
す。
　須坂市のＨＰにある「通学かばん」のデザインはあまり魅力のある物とは思えません。ぜひ魅力のあるか
ばんにしてもらえるようお願い致します。
　　　　　　　　　　　　　　　２０２１年度入学予定の保護者より。

　子ども達は、ランドセルを乱暴に扱ってしまう事もあるので、６年間の保証は是非お願いしたいです。
　教科書を何冊も入れ、他の物を入れると重たくなるので、かばん自体が軽くて頑丈な物が良いです。（収
納ポケットやファイルも入る物）
　周囲のお友達が標準かばんを使うなら、自分の子どもに勧めますが、そうでないとランドセルを選んでしま
うので導入の仕方をしっかり検討してほしいです。
　ランドセルは、早い人で夏休みには買ってしまうと思います。初めの学校説明会で情報公開して頂けると
嬉しいです。



 4月～5月　賛成意見

5月7日

保護者 ３８歳

5月8日

保護者 ３８歳

5月9日

保護者 ４４歳

5月9日

保護者 ３０歳

5月14日

保護者 ４５歳

5月15日

保護者 ３０歳

5月18日

　カバンの価格が高いので負担を少なくしたい。できれば早めに標準カバンを導入していただきたいです。
　できれば、自宅にＦＡＸがなかったり須坂市のホームページ等を見ていない方、知らない方もいると思うの
で、ＦＡＸ送信票ではなく保育園に提出してもらえると楽で助かりますので、そういった所も改善していただき
たいです。

　自分自身も標準かばんを使用していました。それによる不都合は全く感じることはなく購入に負担がない
ため、是非導入して頂きたいです。
　孫のためにランドセル購入を楽しみにしている祖父母さんもいらっしゃるかと思いますので、全児童にとは
いかないと思いますが、私は導入に大賛成です。
　早期導入を願います。

　安値でみんな一緒なら、その方がとっても良いと思います。

　標準かばんの導入に賛成です。
　現在の自由なものを選べること自体は個性を表す一つの方法であると思いますが、見た目ではなく言葉
や行動で自分の考えを表現し、個性を出していく事の方が重要だと考えます。
　上記の事から、現在の自由にランドセルを選ぶことの必要性は感じませんし、家庭での費用負担を考える
とやはり標準かばんを導入して頂きたいです。

　須坂市でも標準かばんの導入を検討されてるということで是非とも早急に進めていただきたいです。
　以前から、小布施町の話しを聞いていたので良いなと思っておりました。子育てにはお金がかかりますし、
費用も抑えられ、6年間無償で修理していただけるというのは大変有り難く思います。

　ぜひ導入してほしいです。
　ランドセルを選ぶ手間、金額などの負担が減るのはとてもありがたいです。個人的ですが、１人目の息子
が２０２０年４月から１年生になるので、ぜひその時には導入していただきたいです。

　値段が安く、しかも無償で修理していただけるのはとてもありがたいです。
　そうはいっても度々修理が必要では困りますが、６年間しっかりと使用できることが確定できるのならぜひ
導入していただきたいです。
　デザイン、仕様はシンプルで良いかと思います。



 4月～5月　賛成意見

保護者 ４２歳

5月21日

保護者 ３７歳

5月23日

保護者 ３８歳

5月23日

保護者 不明

5月23日

保護者 ３７歳

5月24日

保護者 ３８歳

5月28日

　標準かばんの導入ですが、いいと思います。
　子どもが年長なのですが、もっと早めの検討がよかったなぁ・・・と正直思いました

　今年3歳になる子供の母親です。
　標準かばんの導入に賛成です！周りの友人の子供が小学生になる時、ランドセル選びが大変たっだたと
よく聞きます。
　１年も前から予約をしたり、作っている工場を見に行って注文したりしていると聞き、働いていながらそこま
でするのは大変だなと思いました。色の種類も昔と違って増えすぎており、6年も飽きずに使えるのか心配で
した。価格が安くなるのはうれしい事です。ぜひ前向きに検討していただきたいと思います。

　導入に賛成ですが、小布施町のようにほとんどの子供が購入するのであれば子供達もそれで良いとなる
のかもしれませんが、今は自由で突然どちらでも良いという形になると、選べるなら子供の欲しいと思う物を
買ってあげたいと思う家が多いかと思います。
　おじいちゃん、おばあちゃんが買ってあげる家も多いと思いますし、ランドセルはかなりの負担ではありま
すね。

　ランドセルは軽量化しているのに教科書が種類や重量が増えていること。1日、５㎏～６㎏を背おって登校
は大変体に負担がかかり子どもの腰痛や足痛が発症すると聞きました。年々、宿題も多くドリルやノートを
持ち帰るだけでも大変だと思います。
　小山小に通うようになりますが、帰宅はほぼ上り坂です。色は黒や茶など男女で使用できるものに共通し
て、汚れやキズのできにくい素材で丈夫かつ軽量なものが良いと思います。
　須坂市内ではランドセルを購入するお店も少ないので、標準かばんになることは、とてもいいことだと感じ
ました。子どもにとって良いカバンができることを願います。

　標準かばん賛成です！
　上の子が現在、小６男子です。軽さを重視して購入しましたが、教科書など入れる物が多く、全体量として
かなりの重さで低学年の頃は非常にかわいそうでした。
　安価で標準かばんはランドセルより軽く、６年間の無償修理が付いているのであれば、とても良いと思いま
す。

　賛成です。
　最近のランドセルは金額や見た目も様々で、各家庭の経済状況によってはとても差が出ると思います。基
本的にはどちらを選ぶかは任意でいいとは思いますが、比較的安価で市が設定した標準かばんがあれば、
親としてはそれを選びやすく、万が一修理ができない汚損等があっても金額的にも買い換えやすいです。
ぜひ早めに導入いただけるよう要望します。



 4月～5月　賛成意見

保護者 ４１歳

5月28日

保護者 不明

5月29日

保護者 ４０歳

5月29日

保護者 不明

5月30日

保護者 ２６歳

5月31日
　子どもにとっても軽量でお友達と一緒というのも安心できると思いますし、親にとっても安く買える。6年間
飽きてしまうのではなかと不安を抱いてカラー豊富な中から今欲しい色を選択するのに今ちょうど悩んでい
る所でした。是非是非、標準かばんを導入してほしいと思います。
　3人目を出産したいと思っていまして、子どもの数が増えると標準かばんの導入は本当に助かります。6年
間使用した後も標準かばんの方がしまい易そう。使い方によっては下にも回せるのではと思います。

　標準かばん導入に賛成します。
　３人子供がいまして、一番下の子が平成32年度に入学予定です。2番目の子に買ったブランドと同じ物を
検討していました。5万円ほどで購入しましたが、現在は10万円以上になっている事を知りとても驚きました。
　6年間使用するとは言ってもあまりに高価なので、どうしようかと思っていたところ、標準かばんの導入が検
討されていることを知り、是非導入して頂きたいと思います。
　軽く、丈夫で体の小さい子にも負担がないもの、メンテナンスもやっていただけたらありがたいです。色も男
女それぞれ2色ずつくらいからえらべて、デザインはシンプルなものの方がいいと思います。

　「標準かばんの導入に大賛成です」
　以前に中野市では標準かばんがあるという話を知人から聞いて、とても良いなぁと思っていました。現在の
ランドセルは小さな１年生が背負うには大きく、教科書入れるととても重く身体の負担になると感じていまし
た。かばんは軽いものが良いと思います。６年保証で修理してもらえるのも良いと思います。
　ただ、色や形など色々なものがあるランドセル。親は子供がランドセルでイジメられないかという悩みや心
配もなくなると思います。是非、早く導入されますように応援しています。

　2020年春から是非取り入れて欲しいです。
　最近のランドセルは色柄も様々で種類も多く値段もピンキリです。私の育った頃は少しくらい形は違っても
男子は黒、女子は赤…と言う感じで統一されてました。しかし現在の小学生を見れば色々な色のランドセル
を背負っており統一感もなくあまり良い感じはしません。
　しかも来年度入学する子は今から気に入ったランドセルを見に行って注文しておかなければ入学の時に
好きなランドセルをゲット出来ないとか…⁉︎
ランドセル１つで競争にもなりますし、万一の場合はいじめの対象にもなり兼ねません。時代の流れとはい
えあまり良い傾向では無いと思います。　でも「標準かばん」を導入して頂ければ保護者としても凄く安心で
す。しかも値段も安く６年間無償で修理もして下さるとの事ですし…。
　私の子供もちょうど2020年春に入学になります。是非是非宜しくお願い致します。

　保護者側として、賛同いたします。
　カバンは個別性が出るものであり、家庭の経済力もでるものだと思います。友達からいたずらされたり、子
供が扱うものであるため壊れる事も視野に入れると無料修理や安いため再購入もしやすいと思います。
　ただし子供達のランドセルの重さによる腰痛も出てきていることから、他の市の使い勝手など参考にしなが
ら重さや大きさ、機能性は十分に検討する必要があると思います



 4月～5月　賛成意見

保護者 ３７歳

5月31日

保護者 ３６歳

5月31日

保護者 40代

　子どもにとっても軽量でお友達と一緒というのも安心できると思いますし、親にとっても安く買える。6年間
飽きてしまうのではなかと不安を抱いてカラー豊富な中から今欲しい色を選択するのに今ちょうど悩んでい
る所でした。是非是非、標準かばんを導入してほしいと思います。
　3人目を出産したいと思っていまして、子どもの数が増えると標準かばんの導入は本当に助かります。6年
間使用した後も標準かばんの方がしまい易そう。使い方によっては下にも回せるのではと思います。

　大賛成です！！
　我が家は子供が3人いるため家計の節約にもなり、非常に助かります。最近のランドセルは我々親世代が
小学生の時に比べ、派手になってきているのが気にかかっていました。
　安価でもシンプルで丈夫なものを希望します。ぜひ、平成32年度の新一年生から標準かばんを使えるよ
う、よろしくお願いします。

　とても良い。
　２０２０年ではなく今年度からやってもらいたいと思いました。



 4月～5月　反対意見

5月1日

保護者 不明

5月7日

保護者 不明

5月22日

お子様 10歳

　絶対に反対です！
　我が家は２０２０年入学予定ですが、やはり「自分で自分のランドセルは色、デザインｅｔｃ決めたい！」とい
う意思も出てくるし、まだまだ小学生です。小学生で指定にするのは早すぎるし、子どもの選択肢が奪われ
てしますと思います！
　親・祖父母への負担は大切ですが、それならではの喜びもあると思います！
　絶対に導入してほしくはありません。各家庭のランドセルの好みもあるし、導入したとしても買いたくない
し・・・
　個々で使えば良いと思います。

　標準かばんは金額的にはランドセルより手頃で、どの家庭でも購入し易くなるのは良いと思います。でも今
はランドセルも1万円代〜と比較的安いものもあります。6年間保証もほとんどのランドセルについています。

　ランドセル選びが負担と書かれていますが、親にとっては子供の成長を感じる機会です。親はもちろんで
すが、祖父母が孫のランドセル選びを楽しみにしている場合もあり、そういう楽しみがなくなることは寂しいよ
うな気もします。子供にとっても親や祖父母とランドセルを選んだというのは良い思い出になるのではないで
しょうか。
子供自身もテレビCMや店頭で目にするランドセルを見て、小学生になったら自分もあんなのが欲しいと思っ
ていたりします。

　強制はなくランドセルが良いと本当は思っていても、友達が標準かばんを使っていれば自ずと標準かばん
を購入するようになってしまうと思います。

　また全国的にはランドセルが主流であるのならば、もし転校した場合に1人だけ標準かばんとなる確率が
上がるのではないかと思います。
実際個人の経験ですが、標準かばん採用の地域から小2で転校してきた友達が約5年間1人だけ標準かば
んを使っていて、素材によるのかもしれませんがランドセルより劣化も目立ち可哀想に思ったことがありま
す。それだけがきっかけではありませんが、いじめの対象となってしまっていたのも事実です。

　これらのことを踏まえて考えると標準かばんを導入する必要はないのではないかと私は思います。

　それから疑問なのが標準かばんを導入して例え使用する子供が市内で数人の場合もそのような安価で
メーカーに提供していただけるのでしょうか？
　今回いただいたお便りは標準かばんのメリットばかり書かれていましたが、デメリットはないのでしょうか？
同様にランドセルのメリット、デメリットは？
　このお便りでは標準かばんのメリットばかりに目が行きがちになりますが、保護者が的確に判断、選択で
きるように正式決定する前にもう少し様々な目線の情報をいただきたいです。

　高学年になるとランドセルの色などは気にしませんが、一年生の時は「○○ちゃんのランドセル可愛いね」
などそれだけの会話で友達になれたり、高学年になると一年生のランドセルなどを見て「あの子のランドセ
ル可愛いね」などとも話題になります。それに低学年の子たちがランドセルの話をしている時の顔はとっても
キラキラしています。
　２０２０年の小学生になる子にもそのドキドキワクワクを知ってもらいたいのでランドセルを自由に選べるよ
うにしてください。



 4月～5月　反対意見

5月22日

保護者 ４１歳

5月22日

保護者 ３９歳

5月23日

保護者 ３５歳

　年中（長女）の娘は小学生の登下校中のランドセルを見て、今からどの色のランドセルにしようか楽しみに
しています。中学校は指定のカバンのようなので小学生はランドセルで良いと思います。
　値段に差があるようですが、小学生の後ろ姿から高い安いはわかりませんので負担になるのならば安い
ものでもうちは良いと思っています。
　カバンの事よりもジャージ以外の登校用の洋服の方が意外とお金がかかるのではないか（特に女の子は）
とそちらの方が気になります。

　現在、小学校に通う娘と保育園年中組に通う母です。5年前に娘のランドセルを選ぶ子どもの楽しさ、祖父
母の嬉しい時間は忘れられません。ブランドのランドセル！！と思ったことは一切ありませんし、他の親同士
「○○さんのランドセルはブランドだ」と話したことは１回もありませが・・・。
　5年前の時代も「何色にしようか」と子も親も小学校に期待を抱く時間は昔も今も変えて頂きたくありませ
ん。勿論、生活保護を受けてらっしゃるご家族を第一にすることは必要です。しかし、ランドセル購入を負担
とかんじられているご家庭は何件でしょうか？ゲームや外食はできてもランドセルの購入を渋るご家族を含
め、再度ご検討をして頂けたら・・・と願っています。

　須坂市で数年前から１万３千円くらいで売り出したランドセルをＨＰでみましたが、合皮でなくリュックサック
みたいな感じで6年もつのかなぁという感じでした。それより安いものってランドセルではなくリュックサックな
のかなと思ってしまいます。
　親やおじいちゃん、おばあちゃんもランドセルを買ってあげるのを楽しみにしていて、女の子は色とか選ぶ
のも楽しみにしているので、特に市が安い物を用意しなくていいと思います。
　６年間使うので安い3万円くらいの物を買っても十分もとがとれるし、それほど高くないと思います。体に
ピッタリして背おい易く丈夫な物が本当にそんなに安くつくれるなら素晴らしいですが、私は市が斡旋する必
要はないと思います。



 4月～5月　中間意見

4月24日

保護者 ４０代

5月9日

保護者 不明

5月31日

保護者 ３３歳

　標準かばんが欲しいという意見があるのでしたら、導入することに反対はしませんが、強制はしないでいた
だきたいです。
　上の子が小学校に入学するとき、親子でランドセルを選びました。お気に入りのランドセルを購入し、入学
に夢を膨らませました。それは楽しい時でした。かけがえのない大切な時となりました。 それぞれの家庭で、
自分たちに合った予算とデザインでランドセルを購入していることと思います。
　私が通った小学校は、標準かばんというものがありました。それは、私が小学校へ通うずっと以前からそ
の地域に根づいていたものです。小学生になったらあのかばんで学校へ行くのだと、誰もが自然に思ってい
ました。 多分、現在、標準かばんが導入されている地域は、以前からそのかばんが地域に根づいているの
ではないでしょうか。
 我が家の年中の子は、上の子にランドセルを購入したとき、とても羨ましがりました。「小学校へ行く時に
買ってあげるからね。」と約束すると、自分はこんなランドセルが欲しいと夢を膨らませています。多様なデ
ザインのランドセルを見ている子どもたちに、市が作る標準かばんを受け入れるのは難しいと思います。設
定している販売価格で、市販されているものに見劣りしないものを作るのは難しいと考えます。
 市民から、導入して欲しいという切実な声が無いなら、作ること自体が無駄ではないでしょうか。

　親としては負担軽減となり助かります。しかし現在、いろんな色のランドセルが出ており子供たちは今から
どの色が良いかと、楽しみにしています。標準カバンに変わってしまえば、選ぶ楽しみがなくなりかなりがっ
かりすると思います。
　また、標準カバンのイメージは地味で子供たちには魅力がない気がします。子供たちが楽しんで選べる色
のバリエーションがあれば標準カバンでも喜ぶかもしれません。

　私の出身小学校は全校指定のランドセルでした。母に聞いたところ、入学時の準備金（用品代）の中に
入っていたそうです。特に不便に思ったこともないし親的にも子連れ（田舎だったため）出掛けなくても良かっ
たので、楽だったそうです。
　反面、途中で転校したときは転校先の小学校でランドセルのデザインがあまりにも違っていたため、親戚
のお下がりをもらい通っていました。


