第１回小学校通学用「標準かばん」アンケート集計結果
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クロス集計表
「2020年4月に小学校へ入学するお子様の有無」と「標準かばんの導入賛否」の関係
選択項目
賛同
反対
どちらとも言えない
無回答
合計
回答者数（合計－無回答）

総計
いる
いない
無回答
人数 構成比 人数 構成比 人数 構成比 人数 構成比
368
62.2%
137
58.8%
223
64.8%
8
53.3%
35
5.9%
18
7.7%
16
4.7%
1
6.7%
182
30.7%
77
33.1%
100
29.1%
5
33.3%
7
1.2%
1
0.4%
5
1.4%
1
6.7%
592 100.0%
233 100.0%
344 100.0%
15 100.0%
585
232
339
14

「2020年4月に小学校へ入学するお子様の有無」と「お子様に使わせたいか」の関係
選択項目
使わせたい
どちらかといえば使わせたい

どちらとも言えない
どちらかといえば使わせたくない

使わせたくない
無回答
合計
回答者数（合計－無回答）

総計
いる
いない
無回答
人数 構成比 人数 構成比 人数 構成比 人数 構成比
203
34.3%
70
30.0%
128
37.2%
5
33.3%
144
24.3%
58
24.9%
85
24.7%
1
6.7%
145
24.5%
55
23.6%
84
24.4%
6
40.0%
53
9.0%
26
11.2%
26
7.6%
1
6.7%
39
6.6%
22
9.4%
15
4.4%
2
13.3%
8
1.4%
2
0.9%
6
1.7%
0
0.0%
592 100.0%
233 100.0%
344 100.0%
15 100.0%
584
231
338
15

「2020年4月に小学校へ入学するお子様の有無」と「試作品の形状・大きさはどう感じたか」の関係

選択項目
問題無い
問題ある
見ていない
無回答
合計
回答者数（合計－無回答）

総計
いる
いない
無回答
人数 構成比 人数 構成比 人数 構成比 人数 構成比
347
58.6%
115
49.3%
221
64.3%
11
73.3%
169
28.5%
86
36.9%
82
23.8%
1
6.7%
19
3.2%
9
3.9%
9
2.6%
1
6.7%
57
9.6%
23
9.9%
32
9.3%
2
13.3%
592 100.0%
233 100.0%
344 100.0%
15 100.0%
535
210
312
13

「2020年4月に小学校へ入学するお子様の有無」と「試作品のデザイン・機能はどう感じたか」の関係

選択項目
問題無い
問題ある
見ていない
無回答
合計
回答者数（合計－無回答）

総計
いる
いない
無回答
人数 構成比 人数 構成比 人数 構成比 人数 構成比
228
38.5%
59
25.3%
160
46.5%
9
60.0%
297
50.2%
149
64.0%
145
42.2%
3
20.0%
12
2.0%
5
2.1%
6
1.7%
1
6.7%
55
9.3%
20
8.6%
33
9.6%
2
13.3%
592 100.0%
233 100.0%
344 100.0%
15 100.0%
537
213
311
13

記述回答
１．問題あると感じた具体的な点（形状等）
1 ふつうのランドセルの形がいいと思う。
2 問題はないが、重さは軽い方がいいと思う。
まず色合いがはっきりした色のコントラストにびっくり。子供が気
に入らなそう。ただとても軽いのは有難いかも。もう少し落ち着い
3 た色が好みです。入学式の服にも違和感がありそう。
一般的なランドセルよりやや大きいように感じた。A4サイズのおた
より等が、キレイに収まるようA４が横に入る横型でも使いやすいの
4 ではないかと思った。
大きさはいいのではないかと思いますが、形状がもう少しランドセ
ルっぽくなるといいなと思います。開閉する時の金具部分が２個あ
りますが、大変そうかなと…ランドセルみたいにカチャッと片手で
5 も開閉できるタイプのもののほうがいいかなと。
6 重い。1kgないランドセルもあるので、軽くしてもらいたい。
7 A4プリントが折れ曲がってしまう気がします。
8 少し小さいと感じた。
9 大きなリュックといった感じにみえた。
10 どうしてもランドセルと比べてしまう。
ランドセルというより、遠足用のリュックに見えてしまい、なんと
11 なくつまらない型と色合いで残念な感じ。
12 ちょうどいいと思った。
ポケット部分？が少なく感じた。もう少し収納できる内ポケットや
ちょっとした物（ティッシュとかタオルとか）入れられるスペース
13 がほしい。
ファスナーが付いて安全だとは思うが、あまり入らなくなってしま
14 うと思う
ポケットを増やして欲しいです。ランドセルの様なデザイン、合皮
15 使用にしてほしいです。
・軽量化とも聞いていたので、もう少し軽いと思っていました。
・生地がボロボロにならないか心配です。子供は投げたり、落とし
たり、雑に使ってしまうことが多いので、特にふちが気になりまし
た。
・上蓋が下までありませんでしたが、一年生の時につける黄色いカ
16 バーはどうなるのか気になりました。
ランドセルよりも大きく感じ、まるで登山用のリュックの様に感じ
17 た。
一年生の時につける交通安全の黄色のカバーや市販のランドセルカ
バーがつけられないのでは…？と思いました。市販のランドセルカ
バーがつけられる大きさ等がいいです。開閉部分の場所を下にして
18 ほしい。
大きさはいいと思います。形状は袋に入っておりきちんと見れずわ
19 かりにくかったです。
20 少し大きいきがする。
チャックがぐるっと開けるようになっているので、教科書に引っか
21 からないか心配。子供があけやすい形状がよいかなと思った。
ポケットの数、外側のフックの数（給食着やお弁当をかけるもの）
チャック（本体）が教科書やファイルなど入れずらそう。（すぐ壊
22 れそう）
実際に子どもに背負わせてみて、フィット感をみてみたかったで
23 す。カバン本体と肩ベルトをつなぐ部分が気になる。
もう少し大きい方が良いと思う。持ち帰る物が多い時には少し足り
24 ないような感じに見えた。
25 大きすぎる。形があまり良くない。
26 見るの忘れました

（賛同、使わせたい、いない）
（賛同、使わせたい、いない）
（賛同、使わせたい、いない）

（賛同、使わせたい、いる）

（賛同、どちらかといえば使わせたい、いる）

（賛同、どちらかといえば使わせたい、いる）
（賛同、どちらかといえば使わせたい、いない）

（どちらとも言えない、使わせたい、いる）
（どちらとも言えない、使わせたい、いる）
（どちらとも言えない、どちらかといえば使わせたくない、いない）

（どちらとも言えない、どちらとも言えない、いる）
（どちらとも言えない、どちらとも言えない、いない）

（賛同、どちらかといえば使わせたい、いない）

（賛同、どちらとも言えない、いない）

（反対、使わせたくない、いない）

（どちらとも言えない、どちらとも言えない、いる）

（賛同、どちらかといえば使わせたくない、いる）

（賛同、使わせたい、いない）

（どちらとも言えない、どちらとも言えない、いる）
（反対、どちらかといえば使わせたくない、いない）

（賛同、どちらとも言えない、いない）

（賛同、どちらかといえば使わせたい、いない）

（賛同、使わせたい、いる）
（賛同、使わせたい、いない）
（どちらとも言えない、どちらとも言えない、いる）

（反対、無回答、いる）

6年間使用するのに生地の耐久性が心配（バックルも）。いざという
時に身を守るものとして使用できるだけの耐久性はあるのか（ラン
ドセルと比べて）。地震の時に頭を守る、水害の時に浮く、事故に
あった時のクッションの役割。今のランドセルと比べてデザインは
見劣りする。親が自分で使うとしたら嫌だと思う。可愛くない。
かっこよくない。

（どちらとも言えない、どちらかといえば使わせたくない、いない）

27
フックよりランドセルのように-+で止まる方が子どもは開けやすい
28 ように感じました。
少し派手だと思う。大きさは6年間考えるとちょうど良い。形状もラ
29 ンドセルと同じ箱型なので子どもが使い易そう。
フラップ型のフタは不要と思った。市販の四角いリュックならアネ
ロとかカンケンバッグとかノースフェイスのような形状で口が大き
く開くものが良いと思う。浸水防止のためのフタをつけるのではな
く。ファスナー部分も防水性の高いものにしてほしい。フタは金具
部分が壊れそうだし、机や壁等にかけた状態で物を出し入れする時
30 に邪魔。
31 大きすぎる気がしました。背負いづらそう。
32 肩ベルトが貧弱に感じた。耐久性にも不安を感じる。
見れなかったので、もう何日か展示して頂けるか、写真を載せて配
33 布して欲しい。
34 ランドセルとかけ離れすぎ。
35 見れる時間が少なくてよく分らなかった。
留め具が子どもに扱えなかった。チャックと留め具は大変。大きさ
36 は妥当。
バックルでの開け閉めは面倒だし指を挟む危険がある。肩ベルトを
もっと丈夫にしないと中身が重たくなった時に肩への負担が大きく
37 なりそう。
かばんのフタの部分が短すぎ。ランドセル用に下まであったほうが
38 いい。
39 少し大きく、重いと感じた。
40 フタの部分が下まであるといい。
フタにフックが２つとチャックがあると開け閉めが大変（毎日何度
41 も開け閉めするため）
42 肩ベルトが背負いづらそう。
43 教科書を入れるには、あの形状しかないのか。
44 6年間使うには大きさが小さいように思う。
上蓋が耐久性が無いように感じる。クッション性はあるのか。転
45 倒、事故を想定した検証をしてほしい。大きさや収納は十分。
46 ファスナーが出し入れしづらい。
布地は汚れが染みやすそう。教科書をたくさん入れると、形状が崩
47 れてしまいそう。耐久性がなさそう。
48 6年間使用するのに本当に6年間もつのか。耐久性が心配・
49 本体もポケットも広くて物を入れたりし易いと思いました。
50 上蓋は雨や雪を考えると合皮の方がよいのでは。
51 もっとランドセルぽいデザインを希望。
52 サイドにもポケットがあるといい。中身の工夫がないと思った。
素材や色、デザイン。同じ値段を出すなら他のカバンを自分で買
53 う。色は一色でシンプルに落ち着きのあるものが良い。
重さはいいと思うが、少し小さめに感じた。かばんに入れたいもの
が多いので手持ちを減らせるように、ロッカーに入る範囲でも少し
54 大きい方がいい。
ランドセルというよりリュックにしか見えない。子ども達も「何こ
55 れ」って言っていた。
どんな色が選べるのか知りたい。止め具が2か所なのは、子どもが面
56 倒くさいなかなと感じた。
横幅が大きいと感じた。かばんの議論とは異なるが、学校で使うも
のは学校に置いておき、できるだけ持ち帰らないようにした方が良
57 い。だからできるだけ小さいかばんでいいと思う。

（賛同、使わせたい、いる）
（賛同、使わせたい、いる）

（賛同、使わせたい、いない）

（反対、使わせたくない、いない）
（賛同、どちらかといえば使わせたい、いる）
（どちらとも言えない、どちらとも言えない、いない）

（賛同、使わせたくない、いる）
（どちらとも言えない、どちらとも言えない、いない）

（反対、どちらとも言えない、いる）

（どちらとも言えない、どちらとも言えない、いる）

（反対、どちらとも言えない、いる）
（賛同、どちらかといえば使わせたい、いる）
（どちらとも言えない、どちらとも言えない、いる）
（どちらとも言えない、どちらとも言えない、いない）

（賛同、どちらとも言えない、いない）
（賛同、どちらかといえば使わせたい、いない）

（賛同、どちらとも言えない、いる）
（反対、どちらかといえば使わせたくない、いる）
（どちらとも言えない、どちらとも言えない、いる）
（どちらとも言えない、どちらかといえば使わせたくない、いない）

（反対、使わせたくない、いない）

（賛同、使わせたい、いる）
（賛同、使わせたい、いる）
（賛同、どちらとも言えない、いる）

（賛同、使わせたい、いない）
（どちらとも言えない、どちらかといえば使わせたくない、いない）

（どちらとも言えない、どちらとも言えない、いない）

（どちらとも言えない、どちらとも言えない、いる）

（賛同、どちらかといえば使わせたい、いる）

（賛同、使わせたい、いる）

中身の出し入れが不便そう（チャックの部分）
58 （高学年になれば大丈夫そうだけど・・）
実際の教科書や弁当箱を入れてなかったので、大きいのか小さいの
59 かわからない。
形状、ランドセルの様に教科書を入れづらいです。わざわざチャッ
クがある。その日の日程表を（ランドセルには予定表が入る）見な
がら教科書を入れていくのが理想です。プラの留め具も金具でなく
やりづらい。壊れると思う。生地も中身もしっかりしたつくりでは
全然ないので、すぐにぺしゃんこになりそう。横にもランドセルに
は物を掛けられる所があり荷物が多い時はそこに多少なりともかけ
られます。それもなし。ランドセルについてもっと勉強して欲しい
です。あるいは実際使用している児童のいる家庭等に調査して欲し
60 い。急ピッチの導入反対！
リュックサック感が強く、1万円で買うのであれば子供にランドセル
61 を選ばせてあげたいと思ってしまった。
見た目がランドセルと違いすぎる
62 強度も無さそうで、6年間使うには難しいと感じる。
これなら普通に売っているリュックとあまり変わらないように感じ
63 る
総合的には良いと思います。無償修理があるとはいえ耐久性がどの
程度あるのか知りたいです。ほぼ毎日使うことを考えると傷みやす
64 い部分などがあると思うので。
A４サイズの書類が入る封筒は入るのか？幼稚園の通園リュックのよ
うな色、形で、ハッキリ言って小学生が使うというものに感じな
かった。家族にも写真を見せたが、とにかくダサいの一言。ファス
ナーがあることで、教科書等出し入れがしにくいと感じた。ランド
セルの様にロックを外したらすぐ中身が出し入れできるものが良
い。底もマチ部分にしっかりした板があるわけでなく、教科書等傷
がつきそうだし、1年使っただけで型崩れすると思う作りで、これが
導入されるのは大反対です。ロックも２つある上にファスナーまで
あり、大変だと感じました。軽さだけ価格だけ重視しすぎだと思い
65 ます。
防犯ブザーを付ける箇所やわきのフックなどがあるか確認できませ
66 んでした。
世間にもっと認知させるべきです。ランドセル＝小学生なので、通
学の時にもっと目立つ色にするべき。1年生が付ける蛍光色のカバー
67 は装着可能なのでしょうか？
イメージとしては中学校で使うような形状を想像していました。強
68 度ももう少し考える必要があると思う。
ランドセルと比較していないのでよくわかりませんが、小さいと感
じてしまいました。パッと見た感じです。あとリュックのように
チャックにしてしまうと荷物が(長いものもある)入るのかなあと感
69 じてしまいました。
70 形状までは詳しく見ませんでした。
71 横型じゃない理由は？重いのでもっと小さく（布が良い）
72 軽くて良いと思う
73 軽くて良いと思う
74 ランドセルと同じような形状の方が良いのかなと感じた
75 小さい
76 雨の時大丈夫かな？と感じました（中濡れないかな？と）
全体的に想像以上のしっかりとした造りになっていますが、背中部
分は通気性のある素材が良いかと思いました。（強度が弱くなって
77 しまうかも）
デザインになるのかわかりませんが、ふた（？）のパッチンがもっ
と下の方がいいのかな？と感じました。下から持ってくるヒモが長
78 くて子供にはやりづらいのではないかと思いました。
79 サイズは良いのですが、材質は布より皮の方がよい
留め具が2か所あるのが嫌（子どもより）
80 教科書、ノートを入れるところがチャックのため入れにくそう

（賛同、使わせたい、いる）
（どちらとも言えない、どちらとも言えない、いる）

（反対、使わせたくない、いる）

（賛同、どちらかといえば使わせたい、いる）

（反対、使わせたくない、いる）
（どちらとも言えない、どちらかといえば使わせたくない、いる）

（賛同、使わせたい、いない）

（反対、使わせたくない、いる）

（どちらとも言えない、どちらとも言えない、いない）

（反対、使わせたくない、いない）

（賛同、使わせたい、いない）

（無回答、どちらかといえば使わせたい、いない）

（賛同、どちらとも言えない、いる）
（どちらとも言えない、使わせたくない、いる）

（賛同、使わせたい、いない）
（賛同、使わせたい、いない）
（どちらとも言えない、どちらかといえば使わせたくない、いる）

（反対、使わせたくない、いる）

（賛同、使わせたい、いない）

（賛同、使わせたい、いる）

（どちらとも言えない、どちらとも言えない、いる）

（賛同、使わせたい、いる）
（賛同、どちらかといえば使わせたくない、いる）

81 カラーは一色がいい
もう少し落ち着いた色のトーンだと良いのではと思いましたが、目
82 立って安全なのかな、という感じもしました。ほぼ良いのでは。
83 もう少し丈夫に作った方が6年間もって良いのではないでしょうか
柔らかく感じたので、紙とか曲がってしまいそうな感じがした。丈
84 夫そうに見えない。
重さはランドセルに比べるとどうなんでしょうか？
85 持った感じは意外と思いように感じたのですが・・。
大きさは良いと思う。形はランドセルの様にふたが下までかぶさる
形が良いと思う。ふたの素材も合皮に。雨の日は傘をさしていても
かばんが濡れるので、布だと染み込む心配もある。小学生なので特
86 に
留め具について２カ所あるが、小さい子供の指をはさんでしまわな
87 いか心配です。６年間耐えられるものですか？
ランドセルにも大きさの違いはあります。上の子と下の子のランド
セルの大きさが違うのですが、小さい方を使っている方はあまり入
らず、使いにくそうです。（小さい方と同じくらいの大きさに感じ
88 ました）
89 少し大きいように感じました。
90 上蓋、下までにして外ポケット見せる必要無し。
もうちょっと肩のところを厚くしてほしい。ずり落ちないための
91 ちょっといいリュックに付いているような。
92 大きく感じました。
93 重い荷物に耐えられるのか心配。すぐに擦り切れてきそう。
94 通常の販売されているかばんと明らかに差が出る
95 横長ではダメなのか（ロッカーとの関係？）小さい気がする。
上部チャック部分が入りにくそうに感じた。チャック部分に教科書
96 のはじがあたり、教科書の開く部分が傷みそう。
97 大きさはよさそうです。
98 大きさはちょうどいいと思うし、軽いのはいい。
ランドセルのような形状で、中のファスナーでふたになるのならば
横広にしないと出し入れができにくい。小さい子の手では、ガバっ
99 と広げて教科書入れるのは難しいと思う。
背中にあたる部分が固い。作りが安っぽい。６年間無償修理される
とのことだが、修理が無い方がいい。現在の形状では１年ももつの
100 か不安。
101 小さく感じた。弁当箱やコップ、給食着が入らないと感じる。
防水。
もう少し奥行きが欲しい（弁当箱、給食エプロン、歯ブラシを入れ
102 られる広さが欲しい）
大きさはこの位（試作品）で良いと感じたが、形状が魅力的ではな
103 い。
大きさはちょうどいいと思うが、中のチャックの部分がどうなの
104 か。すぐに壊れてしまう可能性がある。
通常のランドセルより生地的に取扱いが楽そうでいい。機能も良さ
105 そうだったが思ったよりは重かった。
106 安っぽい。リュックといった感じ。デザインも悪い。
ランドセルと同じくらいの大きさならいいのだと思いますが、小さ
107 く感じました。
無駄な大きさ
横に掛けるフック無いが、袋で掛けてくるものは中に入れようとし
108 ている？そのために大きいのか？
109 素材が安っぽかった
チャックがあっていいが、プリントやノートがしまいにくかった
110 り、曲がったりしそう。はさまったりして壊れてしまいそう。
かばん全体が柔らかい気がします。私が小学生のころ後ろから自転
車にひかれたことがあります。ランドセルに守られたので、もう少
ししっかりした素材にしてもいいのでは？全体的に小さい気もしま
111 す。気のせいかな？

（どちらとも言えない、どちらかといえば使わせたい、いる）

（賛同、使わせたい、いない）
（賛同、使わせたい、いない）
（どちらとも言えない、どちらとも言えない、いない）

（賛同、使わせたい、いる）

（賛同、使わせたい、いない）

（賛同、どちらとも言えない、いない）

（どちらとも言えない、どちらかといえば使わせたい、いない）

（賛同、使わせたい、いる）
（賛同、使わせたい、いる）

（反対、無回答、いない）
（どちらとも言えない、使わせたくない、いる）
（どちらとも言えない、どちらかといえば使わせたくない、いない）

（どちらとも言えない、どちらかといえば使わせたくない、いる）

（賛同、使わせたい、いない）
（賛同、どちらかといえば使わせたい、いる）
（どちらとも言えない、どちらかといえば使わせたい、いない）

（賛同、どちらかといえば使わせたくない、いる）

（賛同、使わせたい、いない）

（賛同、どちらかといえば使わせたい、いない）

（どちらとも言えない、どちらとも言えない、いる）

（賛同、使わせたい、いる）
（賛同、どちらかといえば使わせたい、いない）

（賛同、使わせたい、いない）
（賛同、どちらかといえば使わせたい、いる）

（賛同、使わせたい、いる）
（賛同、どちらかといえば使わせたい、いる）

（賛同、無回答、いない）
（賛同、どちらかといえば使わせたい、いない）
（どちらとも言えない、どちらとも言えない、いない）

（賛同、どちらかといえば使わせたい、いる）

112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122

123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137

A4ファイルが入るサイズには書いてあるが、ファスナーが全面に
なっていて、教科書等カバンパンパンに物を入れた場合、子どもが
使うにつけてファスナーはちゃんと閉められるのか？と感じまし
た。ダブルファスナーとか、ファスナーにしない、などもう少し改
善できないか？と思った
チャックだと大きい物入れた時に閉まらないと思います。開け閉め
大変だと思います。壊れやすいチャックはやめた方が。
チャックに抵抗を感じました。２つチャック、男の子、急いでいる
子、閉めるかなあ・・と。修理してくれるとありましたが、６年間
耐えられるのかなと思いました。
ランドセルと同じ程の大きさと感じたので問題無いと思いました。
重さも大きさも問題無いと思います
少し大きいように感じた。教科書の大きさや量を考えると、あのく
らいが必要なのかもしれないが、低学年には重いのかなと思いまし
た。
思っていたよりもすぐ壊れてしまいそうな感じでした。大きさは良
いと思います。
サイズ的に小さく感じた
もう少し縦に長くても良い気がします。
もう少しランドセルに近いように縦長でも良いと思う。
少し大きいかなと感じました。材質が、リュック感が強く、もう少
しランドセルっぽさが必要だと思った。小布施の栗ケ丘小のように
してみてはどうだろうか？
・留め具が２つあって開け閉めが面倒だと思う。・横のサイドポ
ケットはファスナーがないと何か入れた時に落ちてしまうと思
う。・外ポケットの中にも内ポケットがあると便利だと思う。・教
科書の他にもお弁当箱、水筒、コップはぶらしなど持ち物が多いの
で全部入るか？？
上ぶたは、下まであった方が良い。左右にもフックがあれば便利。
留具は１ヶ所の方が楽ではないでしょうか？ランドセルより、やや
小さい様に感じました。月曜、金曜は荷物が多くなるので、もう少
しゆとりある物でも良いのでは？
色と大きさは良いと思いました。はめる所が２ヶ所だったので１ヶ
所にしてもらって、横もコップとか引っかけるフックがほしいで
す。
今の小学生がランドセルに入れている物が全て入らないと思った。
チャックだとすぐに壊れてしまう気がする。安いのはいいけど、６
年間と考えるともう少ししっかりしている方が良い。
ださい・壊れやすそう。止め金とチャック３ヶ所も開け閉めする所
があってめんどくさそう。意外と重い。背あてが暑くてむれそう。
形が変。A4ファイルが折れそう。
布生地だから？すっごく安っぽく感じました。大きさももう少し小
さい方がいいかな？と思います。縦長？に見えなかったです。
チャック、バックルを開け閉めする回数も多くこわれる頻度が高そ
う。サイズは良いと思います。
欲を言えばもう少し小さくてもと思います。逆を言えば、これ以上
大きくならないほうがいいです。（なぜA4サイズが主流になったの
でしょうか。勉強不足ですみません…）
大きなチャック部分。もう少し大きく開かないと低学年の子には物
の出し入れが難しそうに感じた。
色合いがいまいちでした。
小学校低学年から使うには大きすぎるのでは。
かぶせが半分なのはなぜか？兄姉はランドセルのかぶせに図書袋等
はさんで両手が空く状態での登校が楽で、安全な気がする。外ポ
ケットのファスナー部分が出ているとゴミ等つまり易い気がする。
収納面（少ない）と感じた。
一般的なランドセルと収納量が同じであれば問題は無いのではない
かと思います。

（賛同、どちらかといえば使わせたい、いる）

（どちらとも言えない、どちらかといえば使わせたい、いる）

（どちらとも言えない、どちらとも言えない、いる）

（反対、どちらかといえば使わせたくない、いる）
（どちらとも言えない、どちらとも言えない、いない）

（賛同、使わせたい、いない）
（賛同、どちらかといえば使わせたい、いる）

（賛同、使わせたい、いる）
（どちらとも言えない、どちらかといえば使わせたい、いない）

（賛同、どちらとも言えない、いない）
（賛同、どちらかといえば使わせたい、いない）

（どちらとも言えない、使わせたくない、いない）

（賛同、使わせたい、いない）
（賛同、どちらとも言えない、いる）

（賛同、使わせたい、いる）

（賛同、どちらかといえば使わせたい、いない）

（賛同、使わせたい、いない）
（賛同、どちらかといえば使わせたい、いない）

（賛同、どちらかといえば使わせたい、いない）

（賛同、どちらかといえば使わせたい、いる）

（賛同、どちらとも言えない、いない）
（どちらとも言えない、どちらとも言えない、いない）

（賛同、使わせたい、いない）
（賛同、どちらとも言えない、いる）
（賛同、どちらかといえば使わせたい、いる）

（賛同、使わせたい、いる）
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上蓋のとめ具もう少し簡単にとめられるものにはなりませんか？少
し硬くてやりずらさを感じました。外ポケットの部分まちがあると
入れやすいと思います。本体布生地部分ペンなどつきぬけてしまう
などはないですか？耐久性心配です。
実物をみていない。写真でみたので、なんともいえない。体への
フィット感がない。重い物を入れた時の肩への負担が大きそう。
小学校からA4サイズ以上の封筒など持たされることがあるが、折ら
ないで入るか？内ポケット、サイドポケットがピッタリすぎて実用
性ない？入口がギャザーで底はマチがあればいいと思う。
小さいポケットは必要なのか？
皮のイメージが強かったので丈夫かどうか気になりました。
現在使っているランドセルと形状が違いすぎる感じがして、少し、
抵抗感があります。
横に大きい印象。もう少しスリムに見せられないか。
ファスナーは子ども、特に低学年の子は扱いづらい。上部のマチ部
分は教科書やファイルにひっかかりやすく出しにくい。最近はやり
のガバッと開く金口タイプの方が良いと思う。
ファスナーを開けるとガバッと開けないのは、ものを取りずらいし
入れずらい。入れても、引っかかって本やプリント、ファイルを傷
めてしまうのでその辺を金口などにかえるとかした方が良いので
は？
大人でも重く感じる程の本を入れ１時間近く歩く子どももいること
を考えると登山用リュックとまではいかなくてもチェストベルト位
は付けて欲しい。毎回バックル２つをとめ外しするのは手間。低学
年でも使いやすくしてほしい。
横幅がランドセルよりも大きすぎて教科書を入れても走ったりした
ときに中で横に教科書がガタガタゆれて大変そう。（とくに低学年
のとき）底の所をもっとかためにした方がいい。重たいものを入れ
るとへこんでいくと思う。（教科書をたくさん入れるとかなり重た
いので。）
バックルが２つあり、着脱が子どもには面倒。かばんの下側に留め
具が無いのが気になる。いたずらで開けられてしまう。ランドセル
にはカバーがかけられますが、これはかけられるのか？
リュックみたいで通学かばんというイメージとは違っていた。縫い
目が少し荒かったのは試作品だからですか？
縦長というよりは正方形に近く、大きすぎるように感じる
思ったより重いと感じた
大きすぎる。現在小学２年生の子が背負っても「大きい」と言って
いた。
サイズが小さい。横長の方が良い。
片ベルトの緩衝材の角の部分の摩擦と劣化が早そう
肩ひもの幅が狭く感じた。
ランドセルより大きく感じた。重さは軽くて良い。
大きすぎると感じます。小学生の子どもにも背負わせたが、大きい
と本人が言っていました。厚みもあるが、中に仕切りが無く、教科
書が片寄る。重心のバランスが取れずに転倒するのではないか。園
児の子どもは空の状態で背負い、後ろに転びました。肩掛け部分も
調整できるようになっているが、小さくしたときにひもが余り、長
すぎて危険。まとめる工夫が欲しい。
形がごつい感じがした。もう少しランドセルに近い形か横長の物で
も良いのではないか。
バックルが多く、１年生には難しそうに感じた。
横幅が大きい
物を入れるスペースが１つとポケットだったので、もう一つ仕切り
が付いたスペースがあると良いと思いました。一つのスペースに教
科書、ノート類、コップ、弁当、エプロン、水筒（２～３キロ程の
物が入っている状態でかばんが閉まるように。首にかけると首が痛
む。手荷物と危険なので入れている）がぐちゃぐちゃに。また１年
生には入れづらそう。

（賛同、どちらとも言えない、いない）

（どちらとも言えない、どちらかといえば使わせたくない、いる）

（賛同、どちらかといえば使わせたい、いる）

（賛同、どちらとも言えない、いない）
（どちらとも言えない、どちらとも言えない、いない）

（賛同、どちらとも言えない、いない）
（反対、どちらかといえば使わせたくない、いない）

（賛同、無回答、いない）

（どちらとも言えない、どちらとも言えない、いない）

（賛同、どちらかといえば使わせたい、いる）

（どちらとも言えない、どちらとも言えない、いない）

（反対、使わせたくない、いる）

（賛同、どちらかといえば使わせたい、いる）

（反対、どちらとも言えない、いる）
（賛同、どちらかといえば使わせたい、いる）

（反対、使わせたくない、いる）

（賛同、使わせたい、いない）
（賛同、どちらかといえば使わせたい、いない）
（どちらとも言えない、どちらとも言えない、いない）

（賛同、使わせたい、いる）

（反対、使わせたくない、いる）

（どちらとも言えない、どちらかといえば使わせたくない、いない）

（どちらとも言えない、どちらかといえば使わせたい、いない）

（賛同、使わせたい、いる）

（賛同、どちらかといえば使わせたくない、いない）

163 ６年間使うと考えると、強度の少々心配があります。
164 大きさは良いが形状がダサイ
形状、かばんの中が６年間使用には耐えられないと感じた。大きさ
165 も×
166 布であるので防水機能、カバーがあると尚いいと思いました。
167 大きさはいいと思いますが、生地は安っぽすぎる。
168 少し小さい様に感じます。
169 6年生になった時にかばんがとても小さそう
開閉するところのホック（パッチン）が1年生にはやりづらそう。指
170 をはさみそう。チャックも無しで大丈夫な硬さがあると良い。
市販のランドセルより横長に感じて、低学年のうちは体からはみ出
してしまう気がした。ぶつかったり挟まったりするリスクが増えそ
171 う。
172 リュックみたい
少し小さく感じた。軽いことは良いと思う。カバン上のチャックは
173 いらないと思う。荷物があまり入らない。
想像していたものより安っぽく感じました。布の素材が柔らかいの
で、たくさん教科書を入れたりしたらどうなのかなと思いました。
174 A4のファイルを入れても曲がらないですかね？
175 フタの部分が少なく、雨が心配
176 見た目も好みでない
177 少し男子っぽいイメージでした。
大きさはたくさん入るので良いと思います。また軽くて良いと思い
ます。留め具が２か所あり面倒です。リュックの様でランドセルに
見えないので、ランドセルのように留め具は下にあって簡単に閉ま
178 る方が使いやすいです。小学生の姉も言っています。
179 小学校１年生が背負うには大きい感じがした。
かばんの上カバーはランドセルのような感じが良い。フックが２つ
あると面倒だし、子供に向いていない気がする。フタが途中までし
かないと内ポケットが濡れる。
大事なものを入れる可能性があるので、かばんの上のカバーはラン
180 ドセル式で、かばんを覆うタイプがいいと思う。
A4フラットファイルが入る大きさは良いが、形状が既存のランドセ
ルと違いすぎて、学校で使用する商品だと思えない。
181 帰宅せずそのまま遊びに行ってしまいそう。
ランドセルの形のまま素材を安くした感じで、このデザインであれ
182 ばランドセルを購入したいと思います。
183 大きさは良いと思います。
184 チャックが無い方が開閉しやすいのではないか
交通安全の黄色いランドセルカバーができないのでは？
185 一年生だとわかるあのカバーは必要だと思いますが。
上蓋をクリップ２個でとめてあるが、付け外しに手間がかかる（１
年生には無理、固くて）
186 取り外した時のベルトも長くて邪魔
187 どちらが男の子用なのか、女の子用なのか
ランドセルに入れるたくさんの教科書などを入れた時に、肩の負担
188 が大丈夫か心配（背負うベルト部分が）
189 雨天時に水がしみそう
６年間使えるのかなーと感じました。無償修理がどこまでなの
190 か・・
191 少し安いような感じ
かぶせる部分が短く、留める部分（留め具）の下の部分が長すぎ
192 る。留めづらい。背中のあたる部分のふちが固い。
大きさはたくさん入りそうでいいなと思ったのですが、家が遠いお
子さんもいらっしゃるので、たくさん物を入れて長時間背負っても
193 疲れにくい形状になっているのかなあと気になりました。

（どちらとも言えない、どちらとも言えない、いない）

（どちらとも言えない、どちらとも言えない、いる）
（どちらとも言えない、どちらとも言えない、いる）

（賛同、使わせたい、いない）
（どちらとも言えない、使わせたくない、いる）
（どちらとも言えない、どちらかといえば使わせたくない、いる）

（賛同、使わせたい、いる）
（どちらとも言えない、どちらかといえば使わせたくない、いる）

（賛同、どちらとも言えない、いる）

（反対、使わせたくない、いる）
（どちらとも言えない、どちらとも言えない、いる）

（賛同、どちらかといえば使わせたい、いない）

（どちらとも言えない、どちらかといえば使わせたくない、いない）

（どちらとも言えない、使わせたくない、いない）

（どちらとも言えない、使わせたくない、いる）

（どちらとも言えない、どちらかといえば使わせたくない、いる）

（どちらとも言えない、どちらかといえば使わせたくない、いる）

（賛同、使わせたい、いる）

（賛同、どちらとも言えない、いる）

（賛同、どちらかといえば使わせたい、いる）
（賛同、どちらかといえば使わせたい、いない）
（どちらとも言えない、どちらとも言えない、いる）

（どちらとも言えない、使わせたくない、いる）

（賛同、使わせたい、いない）
（どちらとも言えない、どちらとも言えない、いる）
（どちらとも言えない、どちらとも言えない、いない）

（どちらとも言えない、どちらかといえば使わせたい、いない）

（どちらとも言えない、どちらとも言えない、いない）

（どちらとも言えない、どちらとも言えない、いない）

（どちらとも言えない、どちらかといえば使わせたくない、いる）

（賛同、どちらかといえば使わせたい、いる）

２．問題あると感じた具体的な点（デザイン等）
1 デザインはびみょうな気がします。
かばんのフタのとじ具は１ヶ所で良いのでは？１年生になれば、簡
2 単に自分で開け閉めできるようなとじ具なのか不安を感じました。
一色のシンプルなタイプがいいのでは？？という声を耳にした。小
布施の小学生が使っている様な落ち着いた色味でワントーンがいい
3 です。
4 なんだがランドセルっぽくないなと思った。
高学年になると好みも変わってくるので、６年間使いやすい色あい
5 にしてほしい。（紺、茶、深緑、チェックなどの組合せなど）
6 色が子供っぽいと感じた。シックな色だと良いなと思った。
見本品の色の組みあわせはあまり良くなかった。配色は個人ごとに
希望も可能なのか、統一になるのか、ある程度選べるような形であ
7 るといい。
蓋を閉じるためのバックルは、子供にとっては指を挟んでしまうの
ではないかと考えます。はずしっぱなしになる子が多くなりそうで
す。値段はしますが、マグネットバックルにした方がいいと思いま
8 す。
ランドセルの横部分に手さげや給食袋をかけられるフック等があっ
たら良いと思った。もう少し市販のランドセルと似たデザインだと
よい気もします。（色、形とも）見本の色の組み合わせがいまいち
9 だった。色が選べるのはとても良いです。
どんな色があるのですか？個々に選択できるのですか？展示品の色
10 の組合せはあんまりです。（ひどい）
ランドセルをイメージしていたので、だいぶ違っていて違和感が
11 あった。色の変更をお願いしたいです。
12 もっとシンプルな色あいにしてほしい。単色でいい（茶色とか）
上ふたにふちどりがあった方がじょうぶなのでは？見ためがリュッ
クにしかみえない…。色は汚れの目立たないものがいい。（布が材
13 質なら濃紺とか）
昨年、小学生に見せてくれた標準かばんの方がおしゃれに見えた。
色は変えられるようなので、どのくらいの色のバリエーションがあ
14 るのかにもよる。
サイドにフックなどをつけていただけるとありがたい。給食着等の
袋をかけたり、キーホルダーをつけたり。皆全て同じカバンだと自
分のものが判別しにくいので。格子柄等もう少しオシャレだとうれ
15 しいです。
16 色がもっとシンプルに一色でいいと思った。
かばんのカバーをあける所が、子供がはずしやすいかわからない。
色は、個々に指定できるのか、いくつがあるうちからえらぶように
17 なるのか？
18 デザイン的にもう少しオシャレなかんじで。
19 もう少しランドセルに似せた感じがよい。
６年間使うことを考えると、生地がやわらかくなり、つぶれてしま
20 いそう。水がしみないか心配。
色がださい。一色でいいのでは？紺色であれば男女関係なく使える
21 と思います。
色はどんな種類の色があるのか。ベルト（カチャンとはめる部分）
22 入学までに自分で出来るのか。壊れないか。
現在のランドセルより、チャック＋さらにふたをしめると開閉の手
23 間はふえる。軽量でよい。
24 おしゃれな感じで作って欲しい。
25 市販のカバンい近い感じがいい。デザインがかわいくない。
色もだし、いい所がよくわからない。子供もこんなのヤダと言って
26 いる。
デザインは正直好みではないです。右のようなのが良かったです。
画像のようなのにすれば万人受けするので色の組み合わせ自由にし
27 なくても良いような気がする。

（賛同、使わせたい、いない）
（賛同、使わせたい、いない）
（賛同、使わせたい、いない）
（賛同、使わせたい、いない）
（賛同、使わせたい、いない）
（賛同、使わせたい、いない）

（賛同、使わせたい、いる）

（賛同、どちらかといえば使わせたい、いない）

（賛同、どちらかといえば使わせたい、いる）

（賛同、どちらかといえば使わせたい、いない）

（賛同、どちらとも言えない、いる）
（賛同、どちらかといえば使わせたい、いる）

（賛同、どちらかといえば使わせたい、いる）

（賛同、どちらかといえば使わせたい、いる）

（賛同、どちらかといえば使わせたい、いない）

（どちらとも言えない、使わせたい、いる）

（どちらとも言えない、使わせたい、いる）

（どちらとも言えない、どちらかといえば使わせたい、いる）
（どちらとも言えない、どちらかといえば使わせたくない、いない）

（どちらとも言えない、どちらかといえば使わせたくない、いない）

（どちらとも言えない、どちらとも言えない、いる）

（どちらとも言えない、どちらとも言えない、いる）

（どちらとも言えない、どちらとも言えない、いない）

（どちらとも言えない、どちらとも言えない、いない）
（どちらとも言えない、どちらとも言えない、いない）

（どちらとも言えない、使わせたくない、いる）

（賛同、使わせたい、いない）

子どもがあまり好まなそうだと思った。肩ベルト部分に防犯ブザー
28 を付けられるようなものがほしい。
色が変。ランドセルもシックな色が人気になってきたので茶と紺な
29 どの組み合わせなどが良い。耐久性に少し不安がある。
ランドセルと同様な機能、もしくはそれ以上のものでなくてはダメ
30 だと思う
31 赤色は使いたくないです。
もう少しランドセルに近いデザインが良いと思う。試作品のデザイ
ンなら、市販のリュックサックで良いのではと感じます。子ども
が、ランドセルにあこがれる気持ちも少しくみとっていただきたい
32 です。
できれば黒・赤で統一した色で合皮使用してほしい。しめるプラス
33 チックの部品が子どもの手をはさみそう。
背中側とはいえ、外側に名札は必要でしょうか？個人情報などの問
題もあると思います。今のランドセルは内側です。内側にも名札が
あれば、どちらか保護者が判断すればいいと思います。
色は青と赤だけですか？黒やグレー、茶色、など他の色もあれば見
34 たかったです。
色を変えられるとの事であるが、魅力を感じずどうせならシンプル
な紺色などの方が良いのではないか？６年間耐えられる素材か不安
35 がある。安っぽく見え、これで１万円というのは納得いかない。
青の色が明るすぎる。青と赤を変更しても正直かっこ悪いと思っ
36 た。
防水機能がどれくらいなのでしょうか？色の組み合わせは変更でき
37 るとなっているが、２色ではなく１色もあるのか？
第一印象微妙だなと思ったのが正直なところです。機能ははっきり
とわかりませんが、ランドセルを背負う子がいるならランドセルを
背負わしたいと思いました。配色が微妙だったのかもしれません。
38 単色でも見て見たかったです。
39 色の組み合わせなどのバリエーションは必要ないと思った。
40 男子が６年間利用した実績がほしい。その結果次第。
色は黒やグレーなど落ち着いた色の方がよいかなと思う。フタは縦
形まら下までカバーできて、金具（取付）部分は一ヶ所が開け閉め
41 しやすそう。
背負いづらそう。背中の部分がムレそう。肩からずれてしまい、歩
きづらくなりそう。市販のリュックなどについている。胸元での
42 ロックが必要だと思う。
色の組み合わせの変更はできるとはいえ展示品があの色だとぱっと
見の印象でびみょうでした。
ポケットのチャック部分がもう少し大きい方がやりやすそう（開け
やすそう）
43 バックル２ヶ所より、１ヶ所の方が良いと思う。
色の組み合わせは、どんなパターンがあるのか、何色があるのかが
44 知りたい。
とめる部分、１年では手をはさんでしまったり、うまくとれず、先
45 生に迷惑をかけそうです。
素材がもっと丈夫な物をイメージしていた。男の子は扱いが乱暴な
46 ので破れたりするのでは…と感じた。
材質は布ではなく、値段は少し高くなってもいいので合皮がいいと
47 思いました。
デザインや機能性に不安を感じた。雨、雪の事にも対応できている
のかな？とも思います。子供の体にも配慮されたデザインになって
48 いるかギモン。
49 色が悪すぎる。デザインも全体的に良くない。
デザインの可愛らしさがもっと改善されると良いと思います。今、
年少の娘はランドセルに憧れがあるようなので、この試作品のデザ
50 インに決定したらどう思うかな？と思いました。

（賛同、どちらかといえば使わせたい、いない）

（賛同、使わせたい、いる）
（賛同、どちらとも言えない、いない）

（賛同、使わせたい、いない）
（反対、使わせたくない、いない）

（賛同、どちらかといえば使わせたい、いない）

（どちらとも言えない、どちらとも言えない、いる）

（賛同、どちらかといえば使わせたくない、いる）

（賛同、どちらかといえば使わせたい、いる）

（賛同、使わせたい、いない）

（どちらとも言えない、どちらとも言えない、いる）

（賛同、使わせたい、いない）
（反対、どちらかといえば使わせたくない、いない）

（賛同、どちらとも言えない、いない）

（賛同、どちらかといえば使わせたい、いない）

（賛同、どちらかといえば使わせたい、いる）

（賛同、使わせたい、いる）
（賛同、使わせたい、いる）
（賛同、使わせたい、いない）
（賛同、どちらかといえば使わせたい、いる）

（賛同、どちらかといえば使わせたい、いる）

（どちらとも言えない、どちらとも言えない、いる）

（反対、どちらかといえば使わせたくない、いない）
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デザイン、色が格好悪すぎる。とにかくダサい。試作品を作るにあ
たり、赤と青の物ではそれだけでダサいので良くない。どんな色が
あるのかもわからない。
低学年には扱いやすいと思う。ふたの留め具（バックル？）が悪目
立ちしているように感じた。通学かばんというより登山用リュック
のようだった。６年生になっても愛着をもって扱えるような、落ち
着いたシンプルなデザインにして欲しい。
布地だと６年間使えるのか？雨は大丈夫なのか？心配なことがたく
さんあります。
学校へ行くのが楽しくなるようなデザインにしてほしいです。女の
子なら、もっとかわいさがほしいです。
色が子供の好きな色じゃない。留め具が気に入らない。
普通のランドセルは、ふたがワンタッチで閉まるので簡単ですが、
この試作品はバックルが２つもあり、子供も面倒ではないかと…。
毎日のことなので、一手間かかってしまうのは問題点かなと思いま
す。デザインは女の子向きではない。
横の方にも反射するものがあると良いです。
色の組み合わせによって、だいぶ印象が変わってくるので実物でい
ろいろな組み合わせをみたいと思った。もし、買うとすると自分の
色の組み合わせを見てからでないと買えない。
なんとなくリュック的な感じで安っぽい。ポケットが少なく見える
中学で使用している知人に使ってみてどうか聞いたが、「小学生が6
年間使うには耐久性が無いのでは」と言われた。無償修理も故意の
破損は対象にならないので、乱暴な扱いをする小学生では、どこま
で無償にしてもらえるのか（何をもって故意とするか）難しいので
はないかのことだった。すべて無償修理なら良いが、その都度修理
代がかかるのではランドセルの方が安いのではないか。
色は何パターンか選べるようにすると尚良いかと思います。ブラウ
ンなど一色のランドセルもあると良い。とても軽くてシンプルなの
で良かった。
色の組み合わせがイマイチ。男の子、女の子で色をかえてもいいと
思う。
折りたたみ傘やリコーダーを入れるポケットがあればいい。
ランドセルというよりはリュックのようで6年間使うには向いていな
いと感じました。
色がもう少し落ち着いた色がいいと思いました。紺色など。
キレイな色のデザインを出してほしいです。
原色じゃない方が良い。背中は汗をかくためメッシュにしてはどう
か。
せめて一色にしてほしい。茶色とか。
教科書等を長年入れて持ち歩くと、形がよれそうです。修理を前提
に提供しないでほしい。
パッと見は派手だなと思いました。物を入れる所も何か所かありそ
うだし、軽いということなのでいいと思います。
ランドセル感が全くない。ワンタッチクリップが難しい子もいると
思う。
見た人の感想を聞くと、中学かばんのようで、これならば、おさが
りのランドセルを使った方が子どもは喜びそうと言ってました。
見た目がイヤ。
他にどんな色がある知りたい。給食着などかけられるフックがサイ
ド部分にほしい。
ダサい。紺色だけの方がまし。中の背中に何か入れられそうなとこ
ろがあったが、きつすぎて何も入れられないと思う。
リュックのようなので貧弱さを感じる。修理保証が付いているが、
バックルとファスナーの故障がかなり多くなりそう。
防犯ブザーなどをつける所が少ない。持ち手がすぐに壊れそう。背
中の通気性が悪そう。

（賛同、どちらかといえば使わせたい、いる）

（賛同、どちらとも言えない、いる）

（どちらとも言えない、どちらとも言えない、いる）

（どちらとも言えない、どちらかといえば使わせたい、いる）

（反対、使わせたくない、いる）

（どちらとも言えない、どちらかといえば使わせたくない、いない）

（賛同、使わせたい、いない）
（賛同、どちらとも言えない、いる）
（どちらとも言えない、どちらかといえば使わせたくない、いない）

（どちらとも言えない、どちらかといえば使わせたくない、いない）

（賛同、使わせたい、いる）
（どちらとも言えない、どちらとも言えない、いる）

（賛同、使わせたい、いる）
（賛同、どちらかといえば使わせたい、いる）

（賛同、使わせたい、いない）
（賛同、どちらかといえば使わせたい、いない）

（賛同、使わせたい、いない）
（反対、使わせたくない、いる）
（反対、使わせたくない、いない）

（賛同、使わせたい、いる）
（賛同、どちらかといえば使わせたい、いる）

（どちらとも言えない、どちらとも言えない、いない）

（賛同、使わせたくない、いる）

（賛同、使わせたい、いない）
（反対、どちらとも言えない、いる）
（どちらとも言えない、どちらとも言えない、いる）

（反対、どちらとも言えない、いる）
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外フタの金具の部分は低学年の子どもには大変そう。マジックテー
プの方が良いのでは。肩の部分にも留め具があると重たいものを入
れても落ちないと思う。
止め具はやるにくそう。肩ベルトが肩から落ちそう。時間割表を入
れる所が無い。色の組み合わせをしりたい。
見た目の防水性が大丈夫か心配。カラーは男女統一してもいいのか
なと思った。
色の組み合わせも様々なら、わざわざ「標準かばん」にしなくても
いいと思う。現状でも安いランドセルはある。
登山リュックみたいでダサく思える。背中がムレそう。もう少しス
タイリッシュなデザインでもいいと思う。色だけではなく、柄も選
べれば楽しめると思う。
背中はメッシュでも良さそう。雨の日、カバンの中身は大丈夫なの
か。
色の組み合わせがダサい。一色でいいと思う。無理に２色にしない
方が良いと思う。
導入するのであれば、デザインをもう少し考えてほしい。無償修理
が付いているが耐久性は本当に大丈夫か。
子どもが「こんなの嫌だ。ランドセルの方がいい」と言っていた。
安っぽいイメージ。ランドセルの形状で作ってほしい。
内ポケットや仕切りがほしい。
デザインがダサい。布地は汚れが目立つと思う。せめて合皮にして
ほしい。
色の配色がよくない。ポケットなどは充実していてよい。現行の須
坂市の推奨かばんの方がカッコ良い。
女の子には可愛い物を使わせたい。
展示カバンの色の組み合わせは良くなかった。反射テープが目立っ
ていて良いとなと思いました。
止め具がプラスチックなので壊れやすいのでは。
カラーバリエーション、パーツの組み換えができれば子どもは喜び
そう。
カラーが女子向きではない。ランドセルのような多彩なカラーバリ
エーションがあっても良いのでは。
上ふたが布過ぎて教科書が濡れそう。防犯ブザーの金具の位置が下
すぎる。
私は第一印象は良いと思いましたが、夫は「ダサい」と言ってい
た。せっかく標準になるのだからもう少しデザインにこだわった方
が良い。
デザインや機能をもっと考えるべき。子ども達が喜ぶものにしてほ
しい。
色がイマイチ。ファスナーや止め具が２つあるのが面倒。ファス
ナーだと物をギュウギュウにかばんに詰めた際に閉められないので
は。
6年間使うには布がボロボロになりそう。
可愛くない。布地だと雨が降ったら染みるし、乾きにくい。
今までランドセルを見ているので、見た目には6年間使えるとは思え
ない。子どもはかばんに物を詰め込むので、あのような素材だと詰
め込めば縫い目がすぐに避けてしまいそう。男の子は雑に扱うから
もう少し考えてほしい。横にフックが無い。
反射材の位置はもう少し下か、外カバーの縁の方が良いのでは。内
ファスナーは厚さが中央ではなく外側よりによせた方が出し入れし
やすいのでは。
6年生まで使えるデザイン、色であってほしい。色のサンプルを見せ
てほしいが原色だけでなく落ち着いた色合いもあって良いのでは。
色は1色で良いと思う（例えば赤だけ、黒だけ）
もう少しランドセルに似たデザインがいいと思いました。
チャックが面倒。横に物をかけるフックが無い。2か所留めが面倒、
色がポップすぎてダサい、軟弱ですぐに壊れそう。
色はもう少しちがう色がいいかな

（賛同、どちらかといえば使わせたい、いる）

（どちらとも言えない、どちらとも言えない、いる）

（どちらとも言えない、どちらかといえば使わせたくない、いる）

（どちらとも言えない、どちらとも言えない、いない）

（賛同、どちらかといえば使わせたい、いない）

（賛同、どちらかといえば使わせたい、いない）

（賛同、どちらとも言えない、いる）
（賛同、どちらかといえば使わせたくない、いる）

（反対、どちらかといえば使わせたくない、いる）
（どちらとも言えない、どちらとも言えない、いる）
（どちらとも言えない、どちらかといえば使わせたくない、いる）

（どちらとも言えない、どちらかといえば使わせたくない、いない）

（反対、使わせたくない、いない）
（賛同、どちらかといえば使わせたい、いない）

（賛同、使わせたい、いる）
（賛同、使わせたい、いる）
（賛同、どちらかといえば使わせたい、いる）

（賛同、どちらとも言えない、いる）

（賛同、使わせたい、いない）
（どちらとも言えない、どちらかといえば使わせたくない、いない）

（どちらとも言えない、どちらとも言えない、いない）

（どちらとも言えない、どちらとも言えない、いない）

（反対、使わせたくない、いない）

（どちらとも言えない、どちらとも言えない、いる）

（賛同、どちらかといえば使わせたい、いる）

（賛同、使わせたい、いる）
（どちらとも言えない、どちらかといえば使わせたくない、いる）

（反対、使わせたくない、いる）

（賛同、使わせたい、いる）
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耐久性に疑問。試作品を引っ張ったり水をかけたりして耐久性や防
水性を試してみたい。
１個だけでなく他の色の組み合わせも見てみたかった。
留め具は特に手袋をした冬場に扱いにくい気がします。
色の組み合わせはカラーバリエがあるととらえていいのでしょう
か？
一目見て残念としか言いようのない。配色もそうですし、組み合わ
せ？まさか赤と青が逆転ですか？一般公募らしいですけど、どなた
の観点で選んだんですかね。あれを子どもたちに背負わせる？冗談
じゃありません。機能性も何もただのリュック。リュックに１万
円？逆に高い。市販の方が１万円ならよほど良い品物買えますよ。6
年保証とありますがすぐ壊れると思います。まずプラの留め具。な
ぜ金具でないのか。軽さ1キロ。布生地で？今ランドセルでももっと
軽いものありますよ。中学生のかばんを想像してましたがリュック
でびっくりしました。お粗末すぎて誠に残念です。
色はシンプルに1色にした方が良いと感じた（中学生のかばんのよう
に）
チャックが不便だと思う。今は軽くて丈夫なランドセルがある。ラ
ンドセルの様に出し入れが楽な方が良い。
デザイン、機能性共に１万円もかかるとは思えない
これに1万円かけるなら自分たちで好きなリュックを買った方が良い
と思う
他の色のイメージがわかない。あんまりかわいくない。
デザインが微妙で、女子からは絶対やだーとの声が。チャックの部
分は壊れやすいし、1年生には開け閉めが大変かなと・・。軽さはい
いと思いました。雨、雪が降った時にもう少し防水加工してある拭
きやすい生地？加工にしてほしい。でもやっぱり色のデザイン、形
が他の子たちや親の意見で多数「リュックサックみたいでヤダ」
「かわいくない」と出ているので、それは確かにと思います。いろ
んな意見を聞いてから、そんなに焦らなくても。１万円で買えるラ
ンドセルはピンからきりなので、１万円出して買うならもう少しデ
ザインに機能にと考え直してほしいと思います。私は安いにこした
ことは無いと思うのですが、子どもが嫌がっている以上かわいそう
な気もして・・。１万円なら1万円のデザインにしてほしい。お金が
必要なら1万と決めずに進めてほしいですね。
市販のものに比べると簡素なデザインと安っぽい感じ
必要最低限で十分だと思います。ただ、色はデザイン性を求めるの
であれば、落ち着いた色味も良いのでは？と思います。ネイビーや
ブラウンなど。今回の試作品は目立つ、わかり易さ重視という意味
では良かったです。
雨の日は特に心配な素材に感じた。軽さ、価格を重視しすぎてい
て、デザイン。機能性がひどいと思った。色の組み合わせが変更で
きるとはどういう意味なのかもよくわからない。青と赤を逆にでき
るという意味なのか、その他の色を購入者がそれぞれ好きに選べる
という事なのか？中学の通学かばんの様なイメージをしていたが、
こんな感じなら導入しなくても良いと思う。ランドセルの方がしっ
かりしていて、本人が「これにする！」と決めることで勉強頑張ろ
うという気持ちにもなるし、本人が試作品を見て「ヤダ！」「こん
なの使いたくない！」と言った。
合皮の方が良いと思う。市販ランドセルにもっと似せても良いので
はと思いました。
色はもう少し、どのような色があるのか知りたいです。
色は単色で良いと思います、あまりカラフルなものは高学年になる
と抵抗あると思う。
色の組み合わせが気に入りませんでした（赤と青は変かなと）
色は人それぞれ好みがあると思うので、黒なら黒、赤なら赤で統一
した方が良いと思う。

（どちらとも言えない、どちらとも言えない、いる）

（賛同、どちらかといえば使わせたい、いる）

（反対、使わせたくない、いる）

（賛同、どちらかといえば使わせたい、いる）

（反対、使わせたくない、いる）
（どちらとも言えない、どちらかといえば使わせたくない、いる）

（どちらとも言えない、どちらとも言えない、いる）

（どちらとも言えない、使わせたくない、いない）

（賛同、使わせたい、いない）

（反対、使わせたくない、いる）

（賛同、使わせたい、いない）
（賛同、使わせたい、いない）
（賛同、どちらかといえば使わせたい、いない）

（賛同、どちらかといえば使わせたい、いる）
（どちらとも言えない、どちらかといえば使わせたい、いない）
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123
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132

133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
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149

カラーが奇抜で、市販のランドセルで既に長女が登校しているの
で、本人が嫌がるのでは・・と心配しています。どんな組み合わせ
があるのか知りたかったです！
雨の日に低学年は特に傘を使えていません。防水性はランドセルに
比べどうなのでしょう？地味です。反射するものをもっと面積増や
してほしいです。毎日水筒入れているので、入るようにスペース
作って欲しい。リコーダー入れも。
ポケットの数はいいと思うが、メインで使用する教科書を入れる部
分のファスナーはいらないと思う。
シンプルに紺とかがいいと思いました。
校章(各学校の)を付けるのもいいなと思いました
安っぽいデザインがダサい。プラスチックの留め具が子どもには少
し難しい感じがした（１年生とか）。すぐに壊れそうなので、金具
の方が良いと思った。
カチンと留める留め具が２つあったのを、一つにすればどうだろう
と思追いました。（２つやるのは面倒かなと思ったので）
色味は少しシンプルで地味かと。デザインもリュック？登山用の？
みたいな感じがした。
ショルダー式でも良いのでは？
メッシュの外見がダサイ
全員が標準かばんになるのなら問題無いと思います。
色は全て1色の方が年が離れた兄妹に使いやすい
ランドセルみたいに形が崩れることがないようですが、物が少ない
時はコンパクトにしまえた方が使いやすいし、場所をとらなそう。
デザインとしてどうしてもランドセルと比べてしまうと小学生の持
つかばんではなく、中学生の持つかばんのような印象がありまし
た。娘はランドセルにあるようなキラキラとした飾り・模様が無く
残念だったようです。他にどんな色の組み合わせがあるのか知りた
かったです。
中のチャックは絶対に不便だと思う。雨が降ったら中も全部濡れる
と思う。色も良くない。フックが無い。
ランドセルのふた（？）の部分をとめる所が金具でなくプラスチッ
クの留め具だったため、すぐに壊れてしまわないか、耐久性の部分
が心配になりました。
防水機能はあるようですが、ランドセルに比べて雨などがしみこま
ないか不安を感じました。
もっと落ち着いた色になりませんか？肩ひもにある防犯ブザーの
フックが下過ぎるかな？と思います。
色は、女の子は赤、男の子は黒。リュックサックみたいなので、昔
からのランドセルにしてほしい（現在小学生と同じようなランドセ
ル）
デザインが悪い、気に入らない（色の組み合わせで黒に統一して
も）
ダサイ、カッチャン（とめる所）が２つある。一つでも良いので
は？
サイドにドリンクホルダー欲しい。
レインカバーが附属されている仕様が良い
全体の色、もっとシンプルに1色とかで良いと思います。男女も共通
のデザインにして欲しいです。
パチンととめる所で指をはさみそう
色はどのように変更できるか知りたいです。
布生地なので安っぽく見える。リュックサックのようです。
シンプルで良いと思う
やっぱり普通のランドセル（店で売っている物）の方が良いし、丈
夫そうだし、デザインも良い、と思ってしまいました。見慣れれば
良いのかもしれませんが・・。
横かけフックが無く、少々不備に感じた。
ランドセルのようにかばんの右側か左側、もしくは両側に、袋のひ
もをかけるフックが付いていると便利だと思います。

（どちらとも言えない、どちらとも言えない、いない）

（反対、使わせたくない、いない）

（賛同、使わせたい、いない）
（無回答、どちらかといえば使わせたい、いない）

（どちらとも言えない、どちらとも言えない、いない）

（賛同、使わせたい、いない）
（賛同、どちらとも言えない、いる）
（どちらとも言えない、使わせたくない、いる）

（賛同、使わせたい、いない）
（賛同、どちらかといえば使わせたい、いない）

（賛同、使わせたい、無回答）

（どちらとも言えない、どちらかといえば使わせたくない、いる）

（反対、使わせたくない、いる）

（賛同、使わせたい、いない）

（賛同、使わせたい、いる）
（どちらとも言えない、どちらとも言えない、いる）

（賛同、使わせたい、いる）
（賛同、どちらかといえば使わせたくない、いる）

（賛同、どちらとも言えない、いる）
（どちらとも言えない、どちらかといえば使わせたい、いる）

（賛同、使わせたい、いる）
（賛同、どちらとも言えない、いる）

（賛同、使わせたい、いない）

（賛同、使わせたい、いる）
（賛同、使わせたい、いない）
（賛同、どちらかといえば使わせたい、いない）

（どちらとも言えない、どちらとも言えない、いない）

（賛同、使わせたい、いる）
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４種類の色の組み合わせがある様ですが、２種類みただけなので、
他の２種類がどんな色があるか分かりませんが、もう少し女の子ら
しい色があると良いと感じました。できれば、選ぶ色は２種類か１
種類にしていただけると選びやすいと思いました。
デザインというより、色と材質。１万円以下でも小布施、中野、飯
山の小学校はもう少しランドセルっぽさがあり、色も男女それぞれ
があります。今回の物は、材質、色供に親も子も使いたい、使わせ
たいと思える部分がほぼなかったです。
色が女の子にとってあまり好ましくない。子供がいやだと言った。
茶色とかの方がよろこばれそう。
・２色の配色はあまり良くなかった。 ・２色にするなら同系色の
方が良いと思う ・紺色やえんじ色など無難な色で１色でも良いと
思う。
底板が、もう一枚あった方が丈夫で良い。赤や青色がはっきりしす
ぎていて見た目がいまいち。一色でも良い。
材質が布生地であり、ランドセルというよりリュックっぽく感じ
た。
カラーは４色あるとうかがいましたが、展示は２色のみでした。他
の色はわかりませんが、もう少し色味が違う物があっても良いか
な、と。サイドのポケットは何に使うのでしょうか？マチもない
し、フックの方がまだ使い道ありそう。
色がかわいくない。
色の組み合わせがもう少し違う色合いだといいなあと感じました。
現在店頭に並んでいるランドセルと比較してしまうとデザインがシ
ンプルすぎる。
あまり良いデザインとは言えない。カラフルよりシンプルな方が良
い。
留金具＋フルチャックは大変そうに感じました。教材もあまり入ら
なそうでした。サイドにも物を吊るせる金具が欲しいと思います。
ださい・色がよくない。中学のかばんのようなものの方がいいと思
う。カラーバリエーションがあっても選べる色がわからないし、選
べる色もいい色がなさそう。これならランドセルの方がいい。
リュックサックみたい。このカバンに１万はない。
もう少しランドセルに近い形・デザインだと良いと思います。今上
の子のモノとくらべると機能的にもおとってると思います。次に買
うかって言われたら今のままだとないと思いました。
内側（教科書などを入れる方）の入り口がせまく、しっかり開かな
いため、教科書が曲がったり、よれたりしそう。見本の色のせいな
のかもしれないですが、登山に持っていくリュックのように感じ
た。
背中のクッション？厚みが均等でないというかボコボコした感じで
背負うのでは…？デザインは感じ方は人それぞれ…ちょっとイマイ
チ…
もう少しシンプルな色が良い…使うなら
６年間使うには、バックルや生地が壊れてしまいそうに思えまし
た。雨の日に水が染みてしまわないか不安です。
つまみでの開閉部分が、６年持つのか心配になりました。
一番上を閉める留め具（２ヶ所）は簡単ではないと感じた。中学校
の様にマジックテープでは難しいのでしょうか？
汚れが取りずらそう。全体的に合皮ではダメなのか？山登りするよ
うな遠足リュックみたいに見える。肩ベルトの形が体に負担が掛か
りそう。
黒と赤のデザインはカッコいい！赤と青は変更できるとは言え昭和
チック。バックルは小学１年生が全て開け閉めできるとは思えな
い。黒とか茶色基本でポケットがオレンジ・緑…とかあまり男女意
識がない色がいいかなあ。
色の選択肢を増やしてほしい。
雨、雪にぬれても大丈夫なのか疑問に感じた。色の組み合わせがあ
るのは、必要ないとも思った。

（賛同、使わせたい、いない）

（賛同、どちらかといえば使わせたい、いない）

（どちらとも言えない、どちらとも言えない、いない）

（どちらとも言えない、使わせたくない、いない）

（賛同、使わせたい、いない）
（賛同、どちらかといえば使わせたい、いない）

（賛同、どちらとも言えない、いる）

（賛同、使わせたい、いる）
（賛同、使わせたい、いる）
（賛同、使わせたい、いない）
（賛同、どちらかといえば使わせたい、いない）

（賛同、どちらかといえば使わせたい、いない）

（賛同、使わせたい、いない）

（賛同、どちらかといえば使わせたい、いない）

（賛同、どちらかといえば使わせたい、いない）

（賛同、どちらとも言えない、いない）

（賛同、使わせたい、いない）
（どちらとも言えない、どちらとも言えない、いない）

（どちらとも言えない、どちらとも言えない、いない）

（賛同、使わせたい、いる）
（賛同、使わせたい、いない）

（賛同、どちらとも言えない、いる）

（賛同、どちらかといえば使わせたい、いる）
（どちらとも言えない、どちらかといえば使わせたい、いる）

色のバリエーションを増やしてほしいです。キャメルor茶色希望で
174 す。
175 カラーバリエーションを増やして欲しい。
防水と書いてありましたが、布生地の所も多くありぬれないです
か？カバーは必要ないですか？カラーバリエーション他にも見てみ
176 たいです。
177 イメージがかわだったので、なんかちがうなと思ってしまった。
色の組み合わせがもう少し女の子が好きそうな色があるといい。ピ
178 ンクとか。
色々な色などを選べる時代なので、子供達が欲しいと思う感じでは
179 ないのかなあと。
防水性機能が心配。チャック（出し入れ、ケガ、故障）のデザイン
180 が嫌。バックルがすぐ壊れる。
水筒がサイドポケットに入るといいなと思います。１年生がつけて
いる黄色いランドセルカバーがつけられるといいと思う。１年生と
181 わかると、車もより気をつけるし、黄色はみやすい。
182 色の組み合わせができるという点。開閉が２ヶ所という点。
色の組み合わせが出来たとしてもあまり選べそうにない。パステル
183 カラーなどあればかわいらしくて良いのかも。
高学年は良いと思いますが、低学年の子供達にとっては、地味でつ
まらない感じがします。少し子供らしさや、遊び心があるといいな
184 あと思います。
背中のクッションが下だけだと使いづらそう。防水ですか？防水カ
185 バーがあるといい。茶色、紺、チェックなど。
明らかに子どもが欲しいと思うようなデザインではなかった。子ど
もはランドセルに憧れを持っているので、ランドセルと同等なデザ
186 インが良い。背中にもクッションが入っていた方が良いのでは？
止め金具が冬だったせいか、外しづらい。一年入学時に子供達がつ
187 かいやすい物を考えてほしい。
熊鈴をつけられない。外ぶたの黒い留め具は、１年生にはずせるか
188 心配。
熊スズがつけられない。止め具がかたくて低学年の子供が開けられ
ないのでは？横にも反射テープをつけてほしい。リコーダー入れを
189 もう少し深くしてほしい。
須坂の子供がびんぼうくさくなってしまう。とても安っぽくみえ
190 る。
191 女の子が使いたがるデザインではなさそうだった。
192 側面にフック付けた方がいい。
193 あける時の金具は１つのほうがいいのでは？
もう少し女の子がよろこびそうな色があると良いと思います。（赤
194 を多くするとか）
195 内側にポケットがあると嬉しいです。
色の組み合わせが、どちらもしっくりこない感じ。中学生のかばん
196 と同じ紺の方がポケットの色の赤や青とマッチする。
もう少しランドセルに似せたデザインであると購入しやすいと思い
ます。あまりにもリュックすぎて今のままでは購入することに抵抗
197 があるかも・・
小学校高学年になっても持てるようなデザインがいい（少し子供っ
198 ぽいと感じた）上蓋の留め具が面倒そうに感じた。
雨に濡れた時など、中まで濡れてしまわないか気になります。（防
水でも限度がある）。正直ダサいです。色が組み合わせられるのは
良いですが、真っ青、真っ赤とかでなく、青でももう少し暗めとか
199 あると思います。
雨の時など中身が濡れてしまうような気がします。なので上蓋を下
200 までにしてほしい。
201 反射テープがとても良いと思った
202 フタをとめるプラスチックのところが開閉しにくい感じがした。
203 ランドセルと比べるとかっこ悪いと思いました。

（賛同、使わせたい、いる）
（賛同、使わせたい、いる）
（賛同、どちらとも言えない、いない）
（どちらとも言えない、どちらとも言えない、いない）

（どちらとも言えない、どちらかといえば使わせたくない、いる）

（無回答、どちらとも言えない、いる）
（どちらとも言えない、どちらかといえば使わせたくない、いる）

（賛同、どちらかといえば使わせたい、いる）

（賛同、どちらとも言えない、いない）
（どちらとも言えない、どちらとも言えない、いない）

（賛同、どちらとも言えない、いない）

（賛同、使わせたい、いる）
（反対、どちらかといえば使わせたくない、いない）

（どちらとも言えない、どちらとも言えない、いる）

（賛同、無回答、いない）
（どちらとも言えない、どちらとも言えない、いない）

（無回答、どちらとも言えない、無回答）
（賛同、どちらかといえば使わせたい、いる）
（どちらとも言えない、どちらとも言えない、いない）

（どちらとも言えない、無回答、いる）

（賛同、使わせたい、いる）
（賛同、どちらとも言えない、いる）

（賛同、使わせたい、いない）
（賛同、どちらかといえば使わせたい、いない）

（どちらとも言えない、どちらとも言えない、いない）

（どちらとも言えない、どちらかといえば使わせたい、いない）

（賛同、使わせたい、いる）

（反対、無回答、いない）
（賛同、どちらとも言えない、いない）
（どちらとも言えない、使わせたくない、いる）

204
205
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207
208
209

210

211

212
213
214
215
216

217

218
219
220
221
222

223

色の組み合わせが変更できるなら問題無いような・・
個人的にはキツイ原色よりソフトなパステルカラーが好みですが、
子どものもつ物は目立つ色の方が良いのかな？
ポケットを増やした方が良い。ランドセルと比べてしまうと格好良
いとは言えない。あこがれない。
もう少しシックな感じが良い。ハデすぎる気がする。
色が良くない。１色で良い（子供っぽすぎる）
例：聖学園小学校、立命館小学校みたいもの
防水となっていたが、水が入りそう。やや、上の子が使っているも
のに比べ小さいように感じ、教科書類が入りきるのか心配
大きさはよさそうです。
安価なため、仕方ない部分もあるかとは思いますが、生地なのか色
なのか少し安っぽい感じを受けました。色の組み合わせは個々で決
められるという事でしょうか？それに関しては全員同じ色で良いと
思いました。
防犯ブザーを付ける場所を明確にするべき。須坂はランドセルの歴
史が長いため、見た目をランドセルに近づけた方が皆さんの受け入
れはしやすいのではないか。
ランドセルと言うよりリュックのような見た目だと思う。ふたを開
けるとまたチャックがあり、使い勝手が悪そう。
見た目が救護バックの様で、子どもから見ても使うのはイヤと言っ
ている。中が２つのファスナーで作られているが、教科書やその他
のものが出し入れしにくいと思う。デザインも、色の組み合わせの
変更できるものでなく、統一した方が良いと思う。肩掛けのところ
は防犯ブザーをかけるフックが無いので、付けた方が良いと思う
（下すぎて使えない）。６年間使うことを考えると親としても使わ
せない。
プラスチックの留め具が固く、１年生では取り外しにくい。デザイ
ンも安っぽい。あのデザイン、機能で１万円は高すぎると感じる。
かぶせの留め具が低学年には固すぎ、形状も留めにくいように思い
ました。
上蓋は雨がしみこむと思うので素材を考えて方が良い。
上蓋を止めるバックルが固い。子どもができなかった（６歳児）
ランドセルのように底面で止めるタイプが使いやすい
サイドに給食エプロンや歯ブラシをひっかけるホックが欲しい。
留め具が一年生でもすぐに取り外しできるか心配
雨や雪が降った時の防水性（防水機能あるとのことですが６年効く
のか不安）
水がしみこむ可能性があれば、カバーがあった方がノート等濡れず
に済むと思いました。
デザインが魅力的ではないと感じた。ランドセルと比べても同じよ
うな機能が付いていてよいと思うが、試作品をいざ見ると、デザイ
ン的にランドセルにしようかなという気持ちになった。もう少し高
級感が欲しい。
もう少しランドセル感を出してほしい
問題と言うほどではないが、中学生みたいなのでもう少しかわいら
しくなると嬉しいですが、色の組み合わせでイメージは変わるかも
しれません（２パターンしか見れなかったので）
安っぽい。リュックといった感じ。デザインも悪い。
黄色のカバーが付けられないと見ていた方が言っていました。わか
らないのですが、付けられる方がいいです。かばんの横にキーホル
ダーなど付けられる所があるといいかと思います。
もう少し肩にかかる部分のクッションが柔らかい感じが良いと思
う。背中が付く場所の周りを囲っている素材（テカテカしている
物）が安っぽく見える。布製でしっかりしている物が良いと思う。
また縫い物が大きいためもう少し細く縫ってもらえると丈夫なのか
な

（賛同、使わせたい、いない）
（どちらとも言えない、どちらかといえば使わせたくない、いない）

（どちらとも言えない、どちらかといえば使わせたくない、いる）

（賛同、使わせたい、いない）
（賛同、どちらかといえば使わせたい、いる）
（どちらとも言えない、どちらかといえば使わせたい、いない）

（賛同、使わせたい、いる）

（賛同、どちらかといえば使わせたくない、いる）

（賛同、使わせたい、いない）

（賛同、どちらかといえば使わせたい、いない）

（賛同、どちらかといえば使わせたい、いない）

（どちらとも言えない、どちらとも言えない、いる）

（賛同、使わせたい、いる）

（賛同、使わせたい、いない）

（賛同、どちらかといえば使わせたい、いない）

（賛同、使わせたい、いない）
（賛同、どちらかといえば使わせたい、いる）

（賛同、使わせたい、いる）
（賛同、どちらかといえば使わせたい、いる）

（賛同、使わせたい、いない）

224
225
226
227
228

229
230
231
232
233

234
235
236
237
238
239
240

241
242

243
244
245

素材。泥汚れなど吸い込みそう。そして汚れが落ちなそう。
６年間ほつれもせずに使えるとは思えない縫い方
カチッとはめる部分も、壁などにあたりやすい場所にあるし、素材
も割れやすそう。
デザインも、もう少しランドセル寄りだと良いのでは
女の子はあまり好まない配色と感じました（展示品については）
登山リュックみたいな色だった
もっとシックなデザインが良い
赤と青の組み合わせがいまいちだった。色を何パターンか用意して
欲しいです。もう少し高学年になっても使える色にしてもらいた
い。
ランドセルに見えなくて、リュックに見えてなんか嫌です
防犯ブザーホルダーの位置が少し下過ぎるように思いました。背
負った時に胸の位置ぐらいにあった方が良いのでは？と思いまし
た。あと色の配色が対象色すぎて正直あまりかわいくないと思いま
した。コストもあるかと思いますが、赤・青をフタで選べるように
して本体部分にはもう一色、赤にも青にも合う色を使うなどして欲
しいと感じました(グレー等で）
６年間使うことを考えると、色はシックな方がいいかなと思いまし
た。紺とか茶とか。
３色（黒・赤・青）は多いと思います。相森中学校のように紺一色
＋αの方が良い。もしくは男子：黒（or青）、女子：赤のようにし
ては。
カラーバリエーションがどういったものか気になる。子どもが気に
入って大事に使ってくれるものであれば良い。
女の子の親だからでしょうか、可愛さが無いです。上の子が気に
入ったランドセルを購入していて、下の子が指定だとちょっとかわ
いそう。
留める箇所が２か所ありますが・・大丈夫かもしれませんが面倒く
さくないですか？子供にはかなりの手間のような・・フックはあり
ましたっけ？デザインは正直ランドセルを想像していましたが
リュックサックですね。１万円以内ならしょうがないかもしれませ
んが。
・色が魅力的ではありません。
・機能は軽いので良いかもしれないが、いくら保証があったとして
も丈夫な鞄には見えない。
もう少しスタイリッシュなものがいいなあと感じました
背中以外は布素材なので、６年間使用する時の耐久性が不安
デザインがイメージと違った。もうちょっとおしゃれな感じだった
らいいかも。色しだいでおしゃれになるかもしれないが。
もっとはっきりとした違いがあると良い。赤×黒と青×黒が個人的
には良いと思う。（言い出したらキリの無い問題だと思いますが）
プラスチックのバックルでは割れやすいと感じます。
上蓋は必ず合皮の方が良いと思います（防水面で）
側面がつぶれる（柔らかい）作りになっていると、中身が崩れてし
まうことがあるので、ロッカーに入るサイズを維持しながら、しっ
かりと形のある作りにしてもらいたいです。
色は女の子が使えるように赤メインの黒（黒色の逆）などあったら
いいなと思う。
防水は？濡れたらどうなるのか？
正直時代遅れなデザインと思いました。特に女の子には受け入れに
くいです。安っぽいナイロン素材で塾カバンのようです。これに１
万円近くも出したくないですし、ランドセルの方はずっとデザイン
豊富です。合成でも皮製品の方が良いのではないでしょうか。
色がバリエーション無し。デザインが安っぽい、ダサイ、蓋の裏側
に時間割表が入れられる小ポケットがあると良い。
色の組み合わせは選べなくても良いと思う。統一してほしい。６年
間のうちに「あの色に替えたい」とか買い替えたりすることになり
そう。

（賛同、無回答、いない）

（どちらとも言えない、どちらかといえば使わせたくない、いる）

（賛同、どちらかといえば使わせたい、いない）

（賛同、使わせたい、いない）
（反対、どちらかといえば使わせたくない、いない）

（賛同、どちらかといえば使わせたい、いる）

（どちらとも言えない、どちらとも言えない、いる）

（賛同、どちらかといえば使わせたい、いる）

（賛同、どちらかといえば使わせたい、いない）

（反対、使わせたくない、いない）

（反対、どちらかといえば使わせたくない、いない）

（反対、どちらかといえば使わせたくない、いる）

（どちらとも言えない、どちらとも言えない、いない）

（賛同、使わせたい、いない）
（どちらとも言えない、どちらとも言えない、いない）

（賛同、どちらかといえば使わせたい、いない）
（反対、どちらかといえば使わせたくない、いない）

（賛同、どちらかといえば使わせたくない、いない）

（賛同、どちらかといえば使わせたい、いない）

（どちらとも言えない、どちらかといえば使わせたい、いない）

（どちらとも言えない、どちらかといえば使わせたくない、いない）

（賛同、使わせたい、いない）

246
247
248

249
250

251
252
253
254
255
256
257
258

259
260
261
262
263

264
265
266

色が２パターン見たけど、とにかくダサイ。デザインがダサイ。蓋
の部分２か所に黒い留め具があるが、絶対子供には使いづらい。留
めなくなると思う。
形を見て、６年間使えるのか、リュックのように見えるが丈夫なの
か、ちょっと気になった。
ふたの部分は下まであったほうがいい。中の教科書を入れる大きな
ところがチャックなのはやりづらそう。
一言目に子ども（女子）が「ほしくない！！」と言いました。とに
かく布製（とくに背ふたの部分）がいやです。相森中のを使ってい
ましたが、中に入れるものによっては外からみるとぼこぼこになり
とてもかっこ悪いです。雨による退色も心配です。ランドセルをや
めさせたいのかわかりませんが、ランドセルはきちんと耐久性があ
ります。うちは布製かばんは買いません。１万円前後であれば「ク
ラリーノ」製でなければいけないと思います。
選べる色が少ない。（ツートンではなく１色で全体の色選べた方が
合わせやすいと思います。）赤、青（紺）、黒、ピンク、黄、茶
肩ベルトがずり落ちそうだったので、左右のベルトをつなぐベルト
があったほうがいい。教科書が入れにくそうなので、チャックが横
開きじゃない方がいい。肩ベルトが固い感じがしたけど、使ってい
るうちになじむのでしょうか？
デザインがダサすぎる。色のチョイスがおかしい。布地が厚いため
ポケットやチャックがあると無駄に重くなる。救命バッグや避難
バッグみたいに見える。校章を入れるポケットは無いのか？
今のランドセルよりはフタが開けにくい感じ。プラスチックのとこ
ろがすぐにこわれそう。
見た目のデザインが可愛くない。と子ども達が言っていた。私もそ
う思った。子どもは使いたがらないと思う。
ピンク、うすむらさき、水色、等の明るい色（パステルカラー）を
選べるといいなと思いました。
まずデザインがひどすぎる（色、形全て）子どもは「絶対イヤ」と
言っていた。機能もランドセルと比べて特に良いところは無い。
フタを開けた時の内側（チャック部分）はチャックになっている分
物が入れづらそうに感じた。フタの留める部分が子どもには外しづ
らそうな感じがします。
ランドセルのように自分の好きな色で、所々カスタムできればいい
が、試作品の色は変だった。布生地より合皮の方がかわいい。
黒と赤のデザインが安っぽく感じる。おけいこの教材のバッグに見
える。市内の中学校の指定かばんの様な色、形で良いと思う。色は
紺が良い。あの作りで１万円するなら高すぎる。５千円以下の見た
目だと思う。
女の子が好むようなデザインではないので、親が子に勧めにくいで
す。
耐久性、デザイン共によくない
かばんの下のかどの辺りが少し心配です。教科書など、育ち盛りの
男子だとすぐに穴があきそうで。
子ども自身が見て「かわいくない！やだ！」と言っている。青と黒
で男の子っぽい。ピンクがいい！と言っています。
ランドセルにある防犯ブザーを付ける金具が付いてはいるが、位置
が低すぎる。低学年の子が使った場合、腰のあたりになっていて、
いざという時に手が届きずらいと思います。バックルが固いため子
どもの力では開けられなかった。かといってマジックテープは服に
引っかかって困るので、マジックテープへの変更はあり得ないで
す。ポケットだけ赤にした理由はありますか？黒一色、青一色な
ど、単色があればいいと思います。
１トーンカラーで良いと思います。色が派手目だと思います。色バ
リエーションはどれくらい選べるのか見てみたいです。ふたの周囲
も傷みやすいので強化が必要だと思います。
素材が安そう。防水加工されているか心配。水がしみてきそう。６
年間使ってもつのか心配（ボロボロになってしまいそう）

（賛同、どちらとも言えない、いない）

（賛同、どちらかといえば使わせたい、いない）

（どちらとも言えない、どちらかといえば使わせたくない、いる）

（反対、使わせたくない、いる）

（賛同、どちらかといえば使わせたい、いる）

（賛同、使わせたい、いる）

（反対、どちらとも言えない、いる）

（賛同、どちらとも言えない、いない）

（どちらとも言えない、どちらかといえば使わせたくない、いない）

（賛同、どちらかといえば使わせたい、いない）

（反対、使わせたくない、いる）

（賛同、使わせたい、いる）
（どちらとも言えない、どちらとも言えない、いる）

（賛同、使わせたい、いない）

（どちらとも言えない、どちらかといえば使わせたくない、いない）

（どちらとも言えない、使わせたくない、無回答）

（賛同、使わせたい、いる）
（賛同、使わせたい、いる）

（反対、使わせたくない、いる）

（賛同、どちらかといえば使わせたい、いる）

（どちらとも言えない、使わせたくない、いる）

267
268
269

270
271
272
273
274

275

276
277
278
279
280

281

282
283
284

285
286

デザインがもっとかっこいいといいのにと思った。あとはカラーは
どのくらい選べるのか。それによっては選択肢に入るのかなと思っ
た。
デザインがもう少し。材質も布生地より全体合皮の方が良いので
は。色合いももう少しメリハリのある飽きのないデザインで。
ランドセルというよりはリュックサックというように感じた
女の子向けの色が赤しかないように感じた
雨の日は中まで濡れてしまうのではないか心配
背中と密着する部分が合皮のような素材で、かばんのフタのような
部分がナイロンのメッシュ地でしたが、素材は逆の方が良いと思い
ます。（背中に密着する部分は汗などをかいて通気性が良い方がい
いし、表面のふたの部分は雨などで中まで濡れないように合皮で撥
水できる方がいいため）
雨や雪で濡れた時にメッシュ布だと中の物が濡れてしまったり、か
ばんも乾きにくくて、デザインが子供っぽい気がします。
６年ももつのかが不安
デザインですが子どもが背負って登校したいような感じはしない。
特に女の子は。
色は組み合わせができるという事だが、紺や茶など落ち着いた色で
全員統一した方が良いと思う。
ランドセル並みの防水機能を期待する。
もう少しデザインを考えていただけたらと思います。２色使いでは
なく、赤、青、黒、茶などの単色でシンプルにかっこよく・・ロゴ
などさりげなく入れてみては（SUZAKAとか）と思いますが・・。６
年間飽きることなく大切に使いたくなるようなもの（デザイン）だ
と嬉しいなと思います。
中学校のかばんのようにシンプルな色の方が良いと思う。（黒、
青、赤の組み合わせが微妙）
「プラスチックバックルを２か所開ける→ファスナーを開ける→教
科書などを入れる」この動作は低学年にとっては多いと思う。（入
れにくい。）（ランドセルのように動作の少ない方が教科書などが
ぐしゃぐしゃにならないと思います。）
機能は良いと思うがデザインがダサイ。色の組み合わせもおかし
い。
センスが無いです。
色の検討お願いします
色の組み合わせが良くない。一色にするか特に青と赤の色合いが良
くない。撥水加工はされているのでしょうか。
色自体が良い印象では無かったです。組み合わせるにしても。
他のランドセルのようにサイドにフック的なものがあるとよさそう
です。
背中にあたる部分の蒸れ防止というか風通しが良いといい気がしま
した。
デザイン、大きさ、色、子どもが好むものではない様に思いまし
た。
機能も大切ですが、愛着もてるデザインが子どもには大切だと思い
ます。
ランドセルではなくてリュックのように感じてしまい、デザイン性
の無さにがっかりしました。
チャックが壊れやすいのでは？低学年のうちはつめ込みやすく、小
物の袋など、チャックに引っかかりやすいのではないか。
ランドセルは傘から出てしまい、濡れてしまう事が多いです。布生
地だと濡れてしまうのでは？私が幼少の頃、後ろから自転車に惹か
れましたがランドセルに守られました。フラフラ歩いてうしろから
の物に気づかないことはよくあること。その点での安全面に配慮し
て作れたりしますか？
素材が柔らかいので本来のランドセルと違い教科書の重さが加わっ
た時など通学で歩く際に肩など疲れないか・・気になります（30分
以上歩きます）

（どちらとも言えない、どちらかといえば使わせたくない、いない）

（賛同、使わせたい、いる）
（無回答、使わせたくない、いない）

（賛同、使わせたい、いない）

（賛同、使わせたい、いる）
（賛同、どちらかといえば使わせたくない、いない）
（どちらとも言えない、どちらとも言えない、いない）

（賛同、どちらかといえば使わせたい、いない）

（どちらとも言えない、どちらとも言えない、いない）

（賛同、どちらかといえば使わせたい、いる）

（どちらとも言えない、どちらとも言えない、いる）
（どちらとも言えない、どちらとも言えない、いる）

（賛同、使わせたい、いない）
（賛同、どちらかといえば使わせたい、いる）

（賛同、どちらかといえば使わせたい、いない）

（賛同、使わせたい、いない）

（どちらとも言えない、使わせたくない、いる）

（どちらとも言えない、どちらかといえば使わせたくない、いる）

（賛同、使わせたい、いる）

（どちらとも言えない、どちらかといえば使わせたくない、いる）

リュックサックのように感じた、ランドセルには程遠い別物だと
287 思った。
背中面はクッション性も良く見た目も良いと思うが、表面の上蓋が
全面にかかっておらず、何のために付いているのかわからない。フ
タのかかっていない所は、雨天時やクッション性（中の教科書を守
288 る）において弱いのでは？
デザイン的にセンスが無い。ファスナーと留め具が2つともついてい
289 るので小学生にはめんどくさそう。
ランドセルと言う感じではない。リュックみたい。自分の子に使わ
290 せたくない。
色の組み合わせがダサイ、ブラウンとかシックな色合いのが良い。
291 蓋は下まであった方が格好良い（よりランドセルっぽいのでは？）
防水性能は嬉しいが色あせはしないのか。1年生で交通安全のカバー
292 はしないのかな？色の組み合わせが選べるのは嬉しいと思った。
もう少し布の素材を固めにしてもらった方が使いやすそう。6年間い
293 くら無償で直してくれるとはいえ、子供には使わせたくない。
どちらかというと男の子を意識しているような色使いに思えた。色
が選べて・・となることで「もっと他の色を！」という声が多くな
294 りそうな気もする。
295 色は他の色も選べるのですか？あの色は無いと思いました。
296 ランドセルの方がかわいい。
297 バックルが1年生には使いづらいのでは・・。
色がダサイ。色を組み合わせるのではなく、単色やふちだけ色が違
うもので良い。
298 フタが今のランドセルのようにもっと長くあっても良いと思う。
299 開閉ししづらい。大人でも開けるのがスムーズではなかった。
デザインが非常に残念です。もう少し暗い色で2色にしない方が良い
と思います。
バックルで手をはさみそうで危ないと思いました。１年生には難し
300 いのでは？
止め具のところが子供だと指を挟んでしまうのではないかと・・
あと１年生で黄色いカバーを付けると、今の留め具の位置では開き
301 づらいと思います。
かばんのフタの留め具が１年生には固い。
302 指をはさみそう。
303 色のバリエーションがもっとほしい。
今はかわいいランドセルが多いので、女の子用にもっとかわいくし
ないと子供も親も安くても買いたくありません。中のチャックと留
め具２か所は使いにくく、チャックにプリント類がからまる危険も
あると思います。ランドセルの横のフックも欲しいです。１万円で
304 も高いと思ってしまうデザインです。
あまりランドセルといった感じがしなかった。どちらかといえば遠
足リュックに近い感じがする。軽さは軽くていいとは思った。中身
が落ちないといった点ではいいかもしれないが、結合部分がバック
305 ル、少し大変そう。
肩ベルトの防犯ブザーホルダーは下の方ではなく胸の高さが良い。
金具もひっかけられるフックタイプが良い。
外ポケットには鍵（家の）を入れる子供が多いので、内ポケット＆
306 キーホルダーもかけられる金具があると良い。
２か所の留め具が使いにくそう。壊れやすい様にも感じる。外ポ
ケット、防犯ブザーフォルダー、かばん上部の持ち手は良いと思
う。外ポケット内に鍵を付けられるようなホルダー（Dカンなど）が
307 あると尚良い。
色は好き嫌いがあるもの
標準かばんにするのであれば色は単色にすべき
308 今回の試作品の色合いであるなら使わせたくないです
もう少しかわいい感じのかばんになると子どもが喜ぶと思います
309 （紫やパステルカラーの生地、ひもの色）

（賛同、どちらかといえば使わせたい、いる）

（賛同、どちらとも言えない、いる）

（どちらとも言えない、使わせたくない、いる）

（反対、使わせたくない、いる）

（賛同、使わせたい、いる）
（どちらとも言えない、どちらとも言えない、いる）

（賛同、どちらかといえば使わせたい、いない）

（賛同、使わせたい、いない）
（どちらとも言えない、どちらとも言えない、いない）

（どちらとも言えない、使わせたくない、いる）
（どちらとも言えない、どちらとも言えない、いない）

（どちらとも言えない、どちらかといえば使わせたくない、いない）

（どちらとも言えない、使わせたくない、いない）

（反対、使わせたくない、いない）

（賛同、どちらかといえば使わせたい、いない）

（賛同、使わせたい、いない）
（どちらとも言えない、使わせたくない、いる）

（どちらとも言えない、どちらかといえば使わせたくない、いる）

（どちらとも言えない、どちらかといえば使わせたくない、いる）

（賛同、使わせたい、いる）

（賛同、どちらとも言えない、いる）

（賛同、どちらかといえば使わせたい、いる）

（賛同、使わせたい、いない）

女の子でも喜びそうな、かわいい色合いやデザインだと良いと思
（賛同、どちらかといえば使わせたくない、いる）
310 う。
背中が蒸れるのではないかと気になりました。背中にあたる面が平
たんではなく立体的になっているとよいのか？（金額的に厳しい
（賛同、無回答、いない）
か？）
311 反射材が側面にもあれば良いと感じた。
ランドセルの形に合わせると安っぽく見えてしまう。
子どもや大人があこがれるようなデザインを考えてくれたら良いの （賛同、どちらかといえば使わせたい、いない）
312 では。
（どちらとも言えない、どちらとも言えない、いる）
313 あえてランドセルに似せなくてよい
（どちらとも言えない、どちらかといえば使わせたくない、いない）
314 背負った時に肩、背中が痛くなりそう
センスが悪い。色に品が無い。かぶせが２か所留めにファスナー。
（どちらとも言えない、使わせたくない、いる）
開け閉めが大変そう。かぶせの留めがプラスチックなので割れそ
315 う。
上蓋が布だと雨で濡れる。合皮の方が良いのでは。
中蓋がファスナーだが、６年間もつのか心配。中も見づらく、忘れ
物が増えそう、出し入れも口が閉じ気味になってしまう為、不便を （賛同、使わせたい、いない）
感じそう。
316 ファスナーではなく開口にはならないのか（中蓋）
（どちらとも言えない、どちらかといえば使わせたい、いない）
317 色がださい
軽いのはいいと思います。色はもっと色々選択できればと思いま
（どちらとも言えない、どちらとも言えない、いない）
318 す。
かわいくない。何色があるのかわからない。ランドセルのように時
間割を入れる所が無い。かばんの横にぶらさげられるようになって （どちらとも言えない、どちらかといえば使わせたくない、いる）
いない（Dカン、ナスカン）。背中にあたる部分がメッシュ等でない
319 と、夏はべたつき、あせもができてしまいそう。
試作品の色はわりと男の子向けなのかなあと思いました。女の子の
親としては、もう少し優しい色合い（パステルカラーのような）ピ
ンクや水色や茶色、薄い紫色などの色味があるといいなと思いま
（賛同、どちらかといえば使わせたい、いる）
す。（女の子向けの商品はわりとそういう色が多いので）須坂市の
HPに載っている茶色のかばんのデザインもシンプルでいいなと思い
320 ました。

３．その他お気づきの点
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試作品についてではありませんが、標準かばん大賛成です。使いた
いけど周りが使っていないから使いづらいという方が多く見られる
気がします。強制、というわけではないけれど”ほとんどの人が使
うもの”として確立されるとありがたいです。２０２０年ちょうど
２人めの子が入学です。その頃にはその流れができていたら…とっ
ても嬉しいなと思います。
中までよく見れなかったのが残念でしたが、軽くて背負いやすそう
な点は良いと思いました。
価格、デザイン等、気に入りました。同じランドセルによってお友
達ともライバル意識もなく、とてもありがたいです。機能、性能も
良く出来ていると思います。
新一年生といったらピカピカなランドセルのイメージなので見た目
に違和感ありましたが、実際使いやすそうな感じはしました。それ
がいちばんだと思います。ランドセルにお金がかからなくなった
分、別なことでお祝いしたいです。
1/15の展示を見るのを忘れていました。すみません。
冬はくらくなるのが早いので、車からみてもわかるように前とうし
ろにｎ反射板がしっかりと大きくついているとうれしいです。あと
雨にぬれても大丈夫な感じにもう少しなっているとうれしいと思い
ます。
とても機能的で、カラフルなものでいいと思います。側面にもコッ
プ等かけられる所があるといいと感じました。
ランドセルも市販のものはだいぶ値だんの高いものも多いので、標
準かばんというものがあるのは良いことだと思います。ただやは
り、小学生になったらランドセル！というあこがれみたいなものも
あり、親子共についそちらより、ランドセルをとなってしまうとい
うのもあると思います。ランドセルで標準かばんがあったらうれし
いです。（小布施町のように？）
安く買えればいいなと思う反面、シンプルなランドセルなら20,000
円くらいでも買えるものがあるのでそれでもいいなとも思う。
10,000円～20,000円くらいでランドセルからかけ離れていないもの
が指定であれば、買いやすい。値段もいろいろデザインもいろいろ
でランドセル選びが大変だけど、ランドセルがいいなって気持ちも
ある。
ランドセルの重さが問題視されてきている中で、ランドセルや標準
かばんが必要なのか疑問を感じています。リュック通学OKにしてく
れれば標準かばんも必要なくなるのではと思います。
小学校は”ランドセル”というのが頭からはなれなく、他のお母さ
んもそうですが、正直、まだしっくりときません。入学時に、ラン
ドセルの子、標準かばんの子と、どの位の割り合いでわかれるのか
…。やっぱりこっちがよかったとか、子供にいやな思いをさせたく
はないです。このかばんならぜひ！というかばんを作ってほしいで
す。
ランドセルの安いバージョンは作れないのか？
ゆっくり見られる期間が、欲しいです。
上の子がランドセルを使用しているため、１年生になったらランド
セルを買ってもらうのを楽しみにしている。色やデザインなど上の
子の時に一緒に見ているため、どんなのを使いたいとか今から楽し
みに待っている。親の負担軽減にはつながるかもしれないが、子ど
もの楽しみにしているものがなくなるのは悲しいと思う。上の子と
差が出てしまうこともあり反対です。
標準かばんが導入されても、使用する予定はない。標準かばん導入
賛同は保護者全体の多数派なのか疑問です。仮に、ランドセル使用
が少数派でも、標準かばんは使わないつもりです。

（賛同、使わせたい、いる）

（賛同、使わせたい、いない）

（賛同、使わせたい、いる）

（賛同、使わせたい、いる）
（賛同、使わせたい、いない）

（賛同、使わせたい、いる）

（賛同、どちらかといえば使わせたい、いない）

（賛同、どちらとも言えない、いない）

（賛同、どちらかといえば使わせたい、いる）

（賛同、どちらかといえば使わせたい、いる）

（どちらとも言えない、使わせたい、いる）

（どちらとも言えない、どちらかといえば使わせたくない、いない）

（どちらとも言えない、どちらとも言えない、いない）

（反対、使わせたくない、無回答）

（反対、使わせたくない、いない）

16
17
18

19
20
21
22

23

24

25
26

27
28
29
30
31

導入するなら、強制使用にしてください。自由使用にすればデザイ
ン性の良いランドセルを選択する人が多くなり、結果ランドセルを
使用することになると思います。
・デザイン的に安っぽいのでピンクマーカー部分を上記画像のよう
に皮（合皮可）素材にしてほしい。それかその部分も色の変更可に
してほしい。
・色変更可にするなら、黒・グレー・茶・ベージュ・キャメル系は
豊富にしてほしい。
軽さはとてもいいと思った。ただ生地の表面が防水性がなさそうだ
し、汚れがめだちそうだと思った。
５月頃にはラン活が始まり、夏には購入する家庭が多いので３月中
には決定してもらいたい。決まっていれば標準かばんで統一し、任
意で決定時期も遅ければランドセルを購入する。
今年卒園する娘がいます。上の子にはランドセルを購入し通学させ
ていますが、もう少し早く標準かばんを統一するように市で決定し
ていただければ助かりました。ランドセルの価格帯も数万で購入で
きるものから上は２０万円までです。ランドセルの価格は全額では
ないですが、上の子になるといくらで購入したかなと聞いてくるよ
うになりましたので、価格の話はあまりしたくないので、統一する
方向が、子どもの為にもいいような気もします…。
最近は荷物が多く、かなり重いと聞きますので、肩や腰などへの負
担が軽くなるよう配慮していただけるとありがたいです。
価格はうれしいが、どうしてもランドセルと比べてしまう。学校指
定としなければ、現状では今までと変わらずランドセルが多数だと
思う。
交通安全の黄色いカバーは付けられるか知りたいです。
標準かばんは、利用したい人が利用する形をとって欲しいです。そ
こで差別が生まれると考えるなら、その差別はいけないことだと、
みんなそれぞれの価値観があって色んな状況の人がいて良いという
ことを、親、家庭、学校で教えていくことの方が大切と思います。
（きれい事かも知れませんが。）
ランドセルの購入は、GW頃に始まります。その頃には完成している
のでしょうか。子供たちが６年間使うものです。しっかりと検討し
て完成させてほしいと思います。せっかく購入しても、毎年変更さ
れていくようでは困るので、よろしくお願いします。
正直な所、展示されている所で聞こえる声はイマイチな反応で、２
０２０年４月入学の子が果たしてその程度標準かばんを使用するの
か、それとも強制で皆使用するのか初年度の動向が気になります。
今の時点だとランドセル購入に気持ちが寄っています。購入者が全
体の何％か知りたいです。（春頃までに）
６年間の無償修理となっているが試作品が六年間耐えられるのか不
安だ。布生地？！ビニール材質がつなぎめからやぶれてしまいそう
な気がする。
ランドセルを背負う姿を見て見たいという親心もあり、今回の標準
かばんだと正直どうしようかなというところです。値段、無償修理
はとても魅力的に思います。もう少しランドセル寄りのデザインな
のかなと思っていました。何パターンかの配色で触れられるように
してあるともっとわかりやすかったです。
ランドセルに比べて丈夫さを感じない。
標準かばんかランドセルか自由に選べるよりも、標準かばん指定に
してもらった方が、子供間での違いにとまどいがないのではないか
と思う。
全体的に購入したい！！という気持ちになれないと思いました。も
う少し中学校などのかばんを基準にして、小学生に必要な物をつけ
て、頂いてもいいのかな？と思いました。
色の見本は別にあった方が良いと思う。

（賛同、使わせたい、いない）

（賛同、どちらかといえば使わせたい、いない）

（賛同、使わせたい、いる）

（賛同、使わせたい、いない）

（賛同、どちらかといえば使わせたい、いない）

（賛同、どちらとも言えない、いない）

（賛同、使わせたい、いない）

（反対、使わせたくない、いない）

（どちらとも言えない、どちらとも言えない、いる）

（賛同、どちらかといえば使わせたくない、いる）

（賛同、どちらかといえば使わせたい、いる）

（どちらとも言えない、どちらとも言えない、いる）

（反対、どちらかといえば使わせたくない、いない）

（賛同、どちらとも言えない、いない）

（賛同、どちらかといえば使わせたい、いない）

（賛同、どちらかといえば使わせたい、いる）
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33
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46
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実際に「標準かばん」を使う人がどの位いるのか気になります。あ
まりにも少数でしたら、我が家では賛同しているものの、躊躇する
と思います。展示が１日しかなかったため、展示された日は他の家
族に送迎してもらったため、良く確認できず残念でした。
色が変更できると書いてありますが、何色があるかなどの情報が無
さすぎてイメージなどわかりません。初年度ということもあります
が、こっちのカバーも可だと使いたくても周りが皆ランドセルだと
使ってる子どもがつらくならないかなども悩みます。その点も含め
て教えて欲しいです。
全体的に魅力を感じにくい。もう少しデザイン、機能性を増やして
ほしい。価格重視なのか？「使う」ということをもっと考えてほし
いです。
この試作品が標準かばんとして導入されたら絶対に買わない。
今後、いつごろまでに最後決定するのか。２０２０年度からほんと
うに導入できるのか。ある程度はっきりしてもらわないと困る。
「指定かばん」として強制的に導入するのなら良いと思いますが、
希望者のみの標準かばんだとするとランドセル使用の子との差が気
になってしまいます。「周りがキラキラした立派なランドセルを
持った友達ばかりで、自分だけが標準かばん」という状況にはなり
たくないし、子供自身がそれで良いと思えないと思う。
全員が標準かばんを使うようなら、導入には賛成ですが、今の試作
品ではまだまだ改良が必要だと思います。
値段は安くすむため、いいなあと感じる一方で、実際に使う子ども
が、ランドセルを見てしまっていて、色も「この色にする」と言っ
ています。ランドセルのように、自分の好きな色を選べるようには
できないのでしょうか？
この試作品でこの値段は高い。材質が弱い。
標準かばんを導入することに関しては良いと思うが、ランドセルと
どちらでも可となると、とても悩む。周りがランドセルが多そうだ
とランドセルを買うし、最初の年からは難しいと思うが、標準かば
んにするならすると統一してもらいたい。
角々していて軽くていいだろうが、なんとなくピンとこない。
思っていた以上にリュックっぽくて、かっこよいと思いました。大
きさもしっかりありました。
色の組み合わせは何色にできるのか、写真でいいのでみたい。
姉の学校で使っている子がいるが使わせたくありません。子ども全
員にランドセルを使わせたいと思っています。値段がどんなに高く
てもうちはランドセルを使わせたいので、全員統一でっていうのは
やめてほしいです。使いたい方はこのカバンを使っていただくとい
う形にしてください。もしも統一っていう形になっても絶対に使い
まえん。
6年間無償修理がつくのは良いなと思った。値段はもう少し高くなっ
てもいいいので質の高いものであれば是非使いたい。導入目指して
頑張ってください。今後も最終決定までに複数回、意見を取り入れ
る機会を設けてほしい。
ランドセルと標準かばんどちらでも良いようにしてほしいです。
転校してきた子どもがランドセルを使用していた場合、他の子はど
う感じるのか（いじめにならないか心配）標準かばんかランドセル
かどちらにするかは家庭で決めては良いのではないか。他市では
半々で利用しているが、須坂市ではなぜそうならないのか。
ちょうど保育園を休んでいたので試作品を見れなかったので、もう
一度見てみたいです。
背中の部分は熱いです。
標準かばんが導入された場合、全員が標準かばんになるのか、ラン
ドセルも可能なのか。
ランドセルか標準かばんを選択できるようにしてほしい。
全体的に改良が必要だと思うので2020年からの導入はやめてほし
い。もう少し価格が上がっても、多くの人が納得できるまで時間を
かけてより良いかばんにしてほしい。

（賛同、使わせたい、いる）

（賛同、使わせたい、いる）

（賛同、どちらかといえば使わせたい、いる）

（どちらとも言えない、どちらとも言えない、いる）

（賛同、どちらかといえば使わせたい、いる）

（賛同、どちらとも言えない、いる）

（どちらとも言えない、どちらとも言えない、いる）

（どちらとも言えない、どちらかといえば使わせたい、いる）

（反対、使わせたくない、いる）

（賛同、どちらとも言えない、いる）

（どちらとも言えない、どちらかといえば使わせたくない、いない）

（どちらとも言えない、どちらとも言えない、いない）

（賛同、使わせたい、いる）

（反対、使わせたくない、いる）

（賛同、使わせたい、いない）
（反対、使わせたくない、いる）

（反対、使わせたくない、いない）

（賛同、使わせたい、いる）
（賛同、どちらとも言えない、いる）

（賛同、使わせたい、いない）
（反対、どちらとも言えない、いる）
（どちらとも言えない、どちらとも言えない、いる）

カラーバリエーションはどれくらいなのか。防水性はどれくらいな
54 のか。まだまだ改良が必要。
55 子供が使いたい、大切にしたいと思う色があると良い。
持ち手が弱そう。同志社小学校というところの物がデザインもかわ
56 いい。
57 ランドセルの感じがしない。水泳かばんみたい。
ランドセルと比べると汚れ、傷が付きやすそう。雨の日に濡れない
58 カバーがあると良いなと思う。
新品の内は良いが6年間つかうと型崩れなどが心配。全員このかばん
を使うなら賛成ですが、貧富の差や母子家庭など何かしらのイジメ
59 になる可能性があるなら反対。
ランドセルに近い形のリュックの方がランドセルを使用している子
60 達との差があまりなく格差が出ないと思います。
61 ちょっとダサい。全員が同じかばんなら良いが。
教科書が当たる部分がすぐに破けそう。修理中は代替のかばんは借
62 りられるのか。防犯ブザーの位置が低すぎる。
指定のカバンがある事には、とても賛成です。皆さんの意見を大切
63 により良い物にしてください。
64 小布施で使っているカバンがいいなと思う。参考にしてほしい。
ランドセルは5月に購入するので、導入するのであれば、早めに通知
65 をしてほしい。
66 色のバリエーションを増やしてほしい。
67 色の見本を見せてほしかった。
6年間の耐久性は大丈夫か。安いとランドセル以下の性能になってし
まうのではないか。無償修理があっても頻繁に壊れるようであれば
親の負担も増える。修理中は代替のかばんは使えるのか。不安がた
68 くさんある。
69 子どもの意見も聞いてほしい。
これで１万円なら市販のリュックの方がマシ。子どもに、このかば
70 んを6年間使わせるのは可哀相。
小布施のカバンが可愛いいし、扱い易そうに見えた。今ある須坂市
71 の推奨かばんもカッコいいので紹介した方が良いのでは。
雨風にあたっても大丈夫な物でなければ安心できない。途中で壊れ
72 たり、買い直しになると結局ランドセルの方が良かったとなる。
73 導入するっ場合は「どっちでも」ではなく統一してほしい。
値段や無償修理はありがたい。教科書の重さを考慮して肩ベルトの
74 クッション性を向上してほしい。
選べる色は何種類あるのか。もう少し布がしっかりしたタイプにな
75 ると良いと思う。
ファスナーを全開にしても教科書の出し入れが、やりにくそうだと
76 感じた。
デザインがリュック過ぎる。小布施の様なものが良かった。布の部
77 分が多くすぐに破けそう。
他の市の人達が見ても羨ましがられるようなデザインにしてほし
78 い。須坂市のイメージにもつながるので。
色が良くない。6年間使うもの。ランドセルを買ってあげたいと思っ
79 てしまう試作品でした。
1年生になる子ども達が、このカバンでウキウキできるようなデザイ
ン・形であってほしいと思います。子どもがウキウキできないと親
80 として淋しいです。
81 小学生はやっぱりランドセルの方がいい。
想像していたものと違い過ぎてガッカリ。試作品のものでは絶対に
使わせたくないと思った。見た目にも１万円するとは思えない。１
82 万円のリュックを買ってあげた方がﾏｼ。軽いだけ。
もしこの先、標準かばんを導入するのであれば、ランドセルやカバ
ンのどちらでも良いってのは「どうなのかな」と思った。やるなら
83 全員統一して欲しい。

（反対、どちらとも言えない、いる）
（賛同、どちらかといえば使わせたい、いる）
（どちらとも言えない、どちらとも言えない、いる）
（どちらとも言えない、どちらとも言えない、いない）

（賛同、使わせたい、いない）
（どちらとも言えない、どちらとも言えない、いない）

（賛同、どちらかといえば使わせたい、いない）
（どちらとも言えない、どちらかといえば使わせたい、いない）

（賛同、どちらかといえば使わせたい、いない）

（賛同、使わせたい、いる）
（賛同、どちらとも言えない、いる）
（賛同、どちらかといえば使わせたくない、いる）
（反対、どちらかといえば使わせたくない、いる）
（どちらとも言えない、どちらとも言えない、いる）

（どちらとも言えない、どちらかといえば使わせたくない、いない）

（賛同、使わせたい、いない）
（どちらとも言えない、どちらかといえば使わせたくない、いる）

（どちらとも言えない、どちらかといえば使わせたくない、いない）

（反対、使わせたくない、いない）
（どちらとも言えない、どちらとも言えない、いない）

（賛同、使わせたい、いる）
（賛同、使わせたい、いる）
（賛同、どちらかといえば使わせたい、いる）

（賛同、どちらとも言えない、いる）

（賛同、使わせたい、いない）
（どちらとも言えない、どちらかといえば使わせたくない、いない）

（どちらとも言えない、どちらとも言えない、いない）

（反対、使わせたくない、いない）
（どちらとも言えない、どちらとも言えない、いる）

（賛同、どちらかといえば使わせたい、いる）
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88
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91

92

93

布地の目が粗いのですが、強度は大丈夫ですか。尖ったもので穴が
開きそう。軽くて良いのですが、中身がつぶれたり、壊れたりしそ
う。布だけで心配。
試作品の展示期間が短いです。最低1週間は設けてもらわないと、普
段祖父母に送迎してもらったり体調を崩してお休みしていたりする
と見ることができません。
値段が安くてありがたいと思っていたが、試作品を見たらお値段な
りの作りだった。6年間使うものなので、少しお金がかかってもちゃ
んとランドセルを背負わせてあげたいとどの親も思っていると思
う。標準かばんが導入されたとしても強制ではなく、ランドセルか
かばんを選べるようにしてほしい。デザインがダサくて上級生から
いじめられそう・・
必ず全員統一で標準かばんにしてほしい（ランドセルでもどちらで
も良いとしてしまうと困る）購入後、子どもが、あっちが良かっ
た、こっちが良かったと迷ってしまう。
そもそも従来のランドセルの購入が負担だという保護者がどの程度
いて、標準かばん導入という流れになったのか？（少なくとも私の
まわりにはランドセルの購入を楽しみにしていた保護者の方が多
い）
値段を10000円程度としているが、従来のランドセルも10000円程度
で購入が可能である。
説明不足でわからないことだらけ。
標準かばんが導入された場合、全員統一で標準かばんを使用するこ
とになるのか？それとも希望者だけなのか？
「ナップランド」という北海道のかばんがあります。そのかばんの
ような留め具が使い勝手が良い気がします（長野も雪国ですから）
導入には賛成ですが、特に2020年4月に入学する子がいますので「自
由」だとさぐりさぐりなので購入に踏み切るのに不安もあります。
いっそ「完全指定」の方がいいのでは・・
試作品も何も、今回の標準かばんが須坂市全体で使用されることや
今後決定されたら全世帯が使用することをもっときちんと説明すべ
きです。保育園でもお母さん方はランドセルか標準かばんかに選べ
ると思っていました。賛同意見も8割と書いていますけど意見も返信
が2割だか3割ほどですよね。その8割で良く動きましたね。信じられ
ません。子どもはもう自分で選んでいる色もあるし、ランドセルに
あこがれもあり、とても楽しみにしています。祖母、親子含め大反
対です。標準かばんかランドセルのどちらかを選べるなら良いで
す。何でもかんでも全て一緒。それに固執する必要は無いと思いま
す。これだけテレビ等でランドセルのCMが流れていて、昨日、デザ
イン共に使いやすい商品、目を引く商品、子どももそれを見ていま
す。価格もピンきりで選べます。時代に退行しています。もっと違
うことに力を入れてください。若い世帯は市外へ行ってます。財源
が難しいとは思いますが、このままではますます子供が減少しま
す。子育て支援、違う形で頑張ってほしいです。
6年間補償付きでも、修理にかかる時間、直している間の代替につい
て知りたい（チャック修理だと何日ぐらいかかるのか）
2020年4月入学の子どもから全員標準かばんに統一するのか、希望者
だけにするのか早めに判断して欲しい。8月のお盆過ぎには購入する
予定でいます（ランドセルの場合）
そもそも標準かばんを導入する目的が金銭的な負担を減らすだけな
ら、もっと他にも考えることがあるはず（エアコンなど）
2020年4月から導入予定ならば、ランドセルを買い始める時期が早い
方はお盆頃なので、早めに方針を出してほしい。
実物は見ることができず、写真のみ見ましたが、子どもに使わせた
いとは思いません。
県外のおじいちゃんおばあちゃんがランドセルを買ってあげたいと
言っているので、普通のを買いたいと言うと思います（標準かばん
を見たら値段やデザイン的にも「こんなの？！」と言われてしまい
そうです。）

（賛同、どちらかといえば使わせたい、いる）

（賛同、使わせたい、いる）

（反対、使わせたくない、いる）

（賛同、使わせたい、いる）

（どちらとも言えない、どちらとも言えない、いる）

（賛同、どちらかといえば使わせたい、いる）

（反対、使わせたくない、いる）

（賛同、どちらかといえば使わせたい、いる）

（どちらとも言えない、どちらかといえば使わせたくない、いる）

（どちらとも言えない、使わせたくない、いない）
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何のために誰のために誰がこの話を進めているのか意図が良くわか
らない。ランドセルが高く保護者の負担を減らすためというが、最
近は手ごろな価格のランドセルもあり、インターネットで探せば1万
円以下のランドセルもあり、導入する意味が無いと思う。導入して
も強制ではないと言うなら導入しなくてよいと思う。上に兄弟がい
るため、本人も早くからランドセルを背負って小学校に行くのを楽
しみにしているし、祖父母の楽しみも無くなり、本当に誰のための
導入なのかはっきりして欲しい。こんなことよりももっと大事なこ
とに時間を使ってほしい。エアコンの導入の方が先だと思う。標準
かばん導入について市報等もっと多くの人の人の意見を聞いてから
決めるべきだと思う。在園時の保護者だけでなく、まだ入園してい
ない家庭にも聞くべきだと思う。例えば保健センターでの乳幼児健
診などでも試作品を見てもらい、意見をもらうなどすべきだと思
う。30人程度の賛成意見で結論を出さないで！
カラーバリエーションがどのくらいから選べるのかも気になりま
す。
メンテナンスが6年間あることはありがたいです。
雨で濡れたり、砂、土で汚れたときのお手入れは可能か気になりま
した（防水性はどうか）。
試作品の展示は円の送迎が祖母なので見れませんでした。他のお母
さんからスマホで写真に撮ってもらったものを見せてもらいまし
た。子どもの父母で話し合えるよう試作品の写真をプリントアウト
したものを配ってほしかったです。
色は単色で良いと思います、あまりカラフルなものは高学年になる
と抵抗あると思う。
色使いがもっとシックな色で良いと思う。
標準かばんの製造業者を1択にするのはどうなのでしょうか？昨年8
割が賛同とありましたが、アンケート回収率が低すぎます。市内の
妊婦さん母親学級等でもアンケートを取ってください。1400人の8割
ではないですよね。標準かばんにした場合に都会の様に黄色い帽子
をかぶるなど通学時にもっと目立つような措置をしてほしいです。
市内の中学生かばん夜道で見つけづらいです。在校生の保護者の意
見も欲しいです。
6年間使用すると考えると、機能性や使いやすさにもっと重点を置く
べき。またこういた点を満たすために販売価格に無理があるなら2万
円程度まで引き上げてもいいのではないか。
標準かばんを導入する場合は、希望者のみでなく全員にしてほしい
と思います。
開け閉めが一か所ですむと使いやすそうだと思いました。
値が１万円という安さなのに、軽くて大きくて背中の面はしっかり
と作られていてとても良かったです。反射も前後にしっかり付けて
もらってあって、安心しました。希望者のみということではなく、
全員標準かばん統一でぜひ導入していただきたいです！
背中にあたる部分がしっかりしていていいと思いました。また反射
する部分が前後にしっかりついていていいと思いました。6年間使っ
ているうちに、かばんがぺちゃんこになってしまうのか（実際に
使ってみないとわからないのですが）少し不安です。
全員が一斉に標準かばんを使用というならばわかりますが、強制で
きないのならきっと選ばないのではないかと思います。もう自分の
意志で決める歳なので。女の子なら尚更かと・・。
もっと安く
標準かばん導入するなら、○○年入学時より強制として欲しい。任
意は問題があると思う。任意とするなら標準かばんは購入したくな
い。
全員が標準かばんになるのなら問題無いと思います。
キーホルダーが付けられる所が欲しい。
6年間使い続けると型崩れしやすそうだが、6年間の無償修理はどの
程度までが範囲内でしょうか？又、修理できる回数は決まっていま
すか？

（反対、使わせたくない、いる）

（賛同、使わせたい、いない）
（賛同、使わせたい、いない）

（賛同、どちらかといえば使わせたい、いない）

（賛同、どちらかといえば使わせたい、いない）

（賛同、使わせたい、いない）

（反対、使わせたくない、いない）

（賛同、使わせたい、いない）
（無回答、どちらかといえば使わせたい、いない）

（賛同、使わせたい、いない）
（賛同、使わせたい、いない）

（賛同、どちらかといえば使わせたい、いない）

（賛同、どちらとも言えない、いる）
（どちらとも言えない、使わせたくない、いる）

（どちらとも言えない、どちらかといえば使わせたくない、いる）

（賛同、どちらかといえば使わせたい、いない）

（賛同、どちらとも言えない、いない）
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小学生イコールランドセルというイメージが強く、標準かばんの材
質を見てしまうと物足りなさを感じてしまいました。見た目がラン
ドセルと形状・材質がほとんど同じようであれば、使用の検討もで
きるのかなと思いました。全く違う標準かばんを使用した時に、他
の学年の子ども達などにどう思われるのか、何か言われてしまうの
ではないかと心配になりました。
１万円以内だとしても買いたいと思わない。子どもはランドセルが
欲しいといているし、みんな同じじゃなくていいと思う。ランドセ
ルは小学校の時しか使えない。
ランドセルの背中部分は堅い板でしたが、ふたとなる部分は柔らか
い素材だったため、形が崩れないか、耐久性はどうか気になりまし
た。
色の組み合わせが変更できるの良いですね。子どもの送迎時ゆっく
り見れなかったので、参観日の時などまた見れたらいいです。
試作品とは違いますが（意見になってしまいますが）
上の子がランドセルを使っていますので、同じランドセルが良いと
言っています。どちらか選べるとなると私もランドセルの方が安心
かな？と感じてしまいました。下の子から「このかばん使ってね」
とは言えませんと言う感じです・・
軽いのはとても良いと思います。
標準かばんを導入するなら強制にした方が良い。デザインがダサか
ろうが機能がいまいちだろうが、皆がそれを使っていればあきらめ
がつくが、入学したら同じクラスにかわいいランドセルと、だっさ
いかばんと両方あるのが問題だと思う。
素材はコーデュラナイロンとか丈夫な生地が良い（撥水性のある生
地）
形状、大きさはちょうど良いと思います。色をもう少し増やしてい
ただければ選ぶ方も楽しいかと思います。
須坂市の小学生は強制的にこの「標準かばん」です、と決めてもら
いたい。女の子は特にランドセルへの憧れが強いので。
保証付と言うのが良い
給食着をかけられるフックのようなものをサイドに付けた方が良い
と思います
中学生みたいなかばんだと思いました。
もっと値段を上げても良いので（２万円位）もっと丈夫でデザイン
も良くしてほしいです。本音は使わせたくないと思ってしまいまし
た。
みんな同じランドセルで、間違えて背負って帰らないでしょうか？
心配です。
導入するのであれば、ランドセルとどちらでも良いではなく、でき
れば市内全体でそろえた方がいいが、せめて学校全体でそろえる方
が子どもから見た時いいと思う（このかばんにした子どもが、ラン
ドセルが良かったなーとならないように）
色を選べるとのことですが、どんな種類があるのでしょうか。試作
品のような組み合わせにするのなら、1色に統一した方が良いと思い
ました。今回の場合は黒がいいと思いましたが、今後、また改良さ
れたら感じが変わるかもしれません。
出来上がった物、決定した物を、家庭により選択するようになると
思うのですが、親的には、値段などもふくめ、使わせたかったとし
ても、子どもが、使いたいと思えるようなデザインや、周囲の子の
使う人数により、イヤがられてしまえば、元もこもないです。どの
ように市の方は考えているのかも知りたいです。作ってOKではな
く、作った物をより使ってもらうようにどのように考えていますで
しょうか？

（どちらとも言えない、どちらかといえば使わせたくない、いる）

（反対、使わせたくない、いる）

（賛同、使わせたい、いない）
（賛同、使わせたい、いない）

（どちらとも言えない、どちらとも言えない、いる）

（賛同、どちらかといえば使わせたくない、いる）

（賛同、どちらとも言えない、いる）

（どちらとも言えない、どちらかといえば使わせたい、いる）

（賛同、どちらかといえば使わせたい、いない）

（賛同、使わせたい、いる）
（賛同、使わせたい、いない）
（賛同、使わせたい、いない）
（どちらとも言えない、どちらとも言えない、いない）

（賛同、どちらかといえば使わせたい、いない）

（どちらとも言えない、どちらとも言えない、いない）

（賛同、使わせたい、いる）

（賛同、どちらかといえば使わせたい、いない）
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前回のアンケートで、１４００人中４０数人のうち８割が賛成だか
らと言って、「標準かばん」を進めるのは無理があると思います。
大多数の方が、関心がない＝今まで通り市販の物を買うという子事
だと思います。わざわざ須坂市オリジナルを作らなくても、数年前
から希望者には「通学かばん」も販売していたので、それで良いと
思います。今回もアンケート結果がきちんと半数以上出た上で進め
てほしいです。
展示されていたカラー（配色）ではそれほど魅力を感じませんでし
た。他のお色やパーツでの変更パターンに期待します。
本体が布生地だったので、ちょっと見なれない。中野市は、全体合
皮で市販のランドセルとあまり変わりなく１万円内と聞いたので、
参考に見てみたい。
内側は防水？ぽいですが、やはり雨・雪用カバーも欲しいです。そ
ちらも少しカラーバリエーションがあるとうれしい。中学生のカバ
ンと材質は似ていますが、本当に６年間ももつのでしょうか？無償
修理有との事ですが、その間の代替カバンとかあるのですか？本品
とは関係ありませんが、皆がこのカバンを使うのかな？と。
導入が決まり、全員指定となれば、安価で使いやすさもあり、よい
と思います。６年間使用するものだが、無償修理付きでよいです。
少し値段が高くなってしまっても６年間しっかり使えるシンプルな
ランドセルで統一した方が良いのかなと思います。昔のように男の
子は黒・女の子は赤みたいな感じで。
重さ、形状等工夫していただいていますが、小学生の負担にならな
い様、できるだけ軽く作ってください。よろしくお願いします。
ランドセルの原型を残すことはできないでしょうか。素材が布であ
るならいっそのこと中学生かばんの様に地味でもいいのかと。ラン
ドセルの様にカバーを下まで伸ばしてほしい。それか、普通のラン
ドセルを赤と黒で統一して最低限の機能を残し価格を一万ちょっと
くらいにすることはできないのでしょうか。負担軽減を考え、標準
かばんを作ってもらえるのはとてもありがたいと思います。申し訳
ありませんが今回の試作品はちょっと…と思うところが多かったで
す。
値段が安いのはありがたいと思いますが、もう少しあげてもっと良
いものができるのならそうしてもらいたいです。反射テープは必要
だけど、違和感がすごい。
子どもに見せると「えー…。」という反応。ランドセルと比べると
馴染みもないせいか、ワクワクはしないようでした。せっかく導入
の機会ですので、「あのかばんを背負って学校に行きたい！」と憧
れるかばんを作ってください。楽しみにしています。
市販品が個性を推しているところもありますが（刺繍できると
か）、私自身はランドセルに個性やデザイン性を求めていないとこ
ろがあるので、それよりは、長距離を歩く子どももいることを考
え、体に負担になりにくい形状や重量に重視していただきたいで
す。
大いに賛成です！！色も、後で気持ちが変わらない様、１種類もし
くは、男女別でも良いと思います。
かばんについてではないのですが、うちの下の子の話です。上の子
たちのランドセルに憧れて、同じランドセルを買ってもらうとずっ
と言っています。兄弟姉妹で違うかばんとなると納得できない子ど
もがいると思うので慎重に事を進めて頂きたく思います。
色はシンプルが良いと思う。展示の色だと６年間持つのは微妙。標
準ではなく、中学みたいに指定にしたほうが良い。
導入するとなれば、やはり学校全体で決定してほしい。どちらでも
可となれば、迷いにつながり、ランドセルを購入した子と標準かば
んを購入した子の差がうまれ、問題の原因となる。
２点見せて頂きましたが、青・黒・赤色が使われていましたが、も
う少し女の子向けの色もあるのでしょうか？今のところランドセル
はうすいむらさきor水色などを希望してます（子どもが…）

（どちらとも言えない、使わせたくない、いない）

（賛同、どちらとも言えない、いない）

（賛同、使わせたい、いない）

（賛同、どちらとも言えない、いる）

（賛同、使わせたい、いない）
（賛同、どちらかといえば使わせたい、いない）

（どちらとも言えない、どちらとも言えない、いない）

（賛同、どちらかといえば使わせたい、いない）

（賛同、どちらかといえば使わせたい、いない）

（賛同、どちらかといえば使わせたい、いない）

（賛同、どちらかといえば使わせたい、いる）

（賛同、使わせたい、いない）

（どちらとも言えない、どちらとも言えない、いない）

（無回答、どちらとも言えない、いない）

（賛同、使わせたい、いる）

（どちらとも言えない、どちらとも言えない、いる）
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背中にあたる部分、肩にかける部分がとてもしっかりしていて、そ
れでいて格安で、６年間保証とゆうのがとても気に入りました。保
育園で見させて頂いたデザインの色だと男の子っぽさが強いように
感じましたが、女の子用の色は何色なのでしょうか？
基本は１色でカバー（取り外し可能・現ランドセルカバーのよう
な）が替えられるパターンも良さそう。防水性が６年間耐えられる
のかなあ…と感じます。正直、同時期に兄姉がランドセルなので入
学予定の末っ子もランドセルを選ぶ気がします。第１子ならこちら
にするかも。
カラーを増やしてもらえると個々の好みも入れながら標準かばんと
して皆え使っていけると思います。
プラスティックの部品交換は、無料修理に含まれますか？必ず劣化
すると思うので、お願いしたい。校章は入るのですか？使用する方
向で考えていきたいと思っていますが、兄は市販のランドセルを
使っていますし、クラスメイトがどのくらいの割り合いで、標準か
ばんを使うのか…少数派になったりからかいの対象にならないか不
安です。（決して標準かばんのクオリティが低いとかは思っていま
せん。）
家庭の負担軽減にとても良い事だと思います。何年か後に全員が同
じ「標準かばん」になれると、大変良いと思います。市全体で「何
年～」から標準かばんに、中学生のかばんのように統一して欲し
い。
かばんを開けるこの部分（ペラッとまくれる）の裏側に、時間割が
入れられる透明なポケットがあるといいなあと思います。（今も時
間割ってありますよね…？昔だけでしょうか）その他はとても良さ
そうでした！！
「標準かばん」の導入にあたっては、自由選択ではなく、指定にし
てほしいです。選択だと結局ランドセルを使用する方が多く、今と
変わらなくなってしまう気がしますので。
2019年4月入学児童から使えると心待ちにしていたので、残念。
金額や修理補償は良いと思ったのですが（試作品は合皮ではなく布
生地だったのですが）少し想像とは違いました。合皮を使うとすれ
ばどのようになるのかも見てみたかったです。
かばんを導入するなら、指定かばんと学校側で決めていただきたい
です。
お値段的には安くて良いが…どうしても見た目が気になった。でも
使っていれば慣れるのかな？
アンケートをとるのであれば、もう少し試作品を見れる期間が、せ
めて１週間はとるべき。私も見れませんでしたが、見れなかったの
にアンケート下記ずらい。見れる期間が短すぎて、みれなかった人
もいる。導入予定なら、試作品よく見てもらえるよう、配慮すべ
き。
無償修理はありがたいが、その間、かばんはどうなるのか。
実物を見られる期間（保育園に展示される）が短く、実物を見られ
なかったので、また実物を見る機会を設けてほしいです。
使うか使わないかはデザインや使いやすさによると思う。試作品は
２ヶ所も開閉しなければならず、しかも１年生にはやりずらそうに
感じた。
今とは全然違うランドセルに少しビックリ。値段安く補償もあり、
その点はありがたいと思いました。
あまりしっかり見ていないので、感じることを記入させていただき
ました。
あといくつかのデザイン、形状、大きさのサンプルが写真でもいい
ので見たかった。
今実際の小学生１年生～６年生までのお子さんにこのカバンを使用
してもらい、子供の意見も取り入れたらいかがでしょうか？大人に
はわからない機能性やデザインの価値観があると思います。

（賛同、使わせたい、いる）

（賛同、どちらとも言えない、いる）

（賛同、どちらかといえば使わせたい、いる）

（賛同、どちらかといえば使わせたい、いる）

（賛同、使わせたい、いない）

（賛同、使わせたい、いない）

（賛同、使わせたい、いない）
（賛同、使わせたい、いない）

（賛同、使わせたい、いる）
（賛同、どちらとも言えない、いない）
（どちらとも言えない、どちらとも言えない、いない）

（どちらとも言えない、どちらかといえば使わせたくない、いる）

（どちらとも言えない、どちらかといえば使わせたくない、いる）

（賛同、使わせたい、いる）
（賛同、どちらとも言えない、いない）

（賛同、どちらとも言えない、いない）
（賛同、どちらとも言えない、いない）

（賛同、使わせたい、いる）
（賛同、使わせたい、いない）
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標準かばんを導入するのに、どれだけの税金がかかっているのか。
どれだけの賛同が得られれば導入するのか等情報が不足しているよ
うに思う。導入したが、ほとんど使われなかったという結果になら
ないようにしてほしい。ネットでは１万円以下のランドセルも販売
されているので、標準かばんの意味があるのか分からない。1400人
に聞いて十数人からしか返答がなかったのに進めるのは、調査の仕
方に問題があるのではないか？
ランドセルを楽しみにしている子供もいるから反対でもあるし、ど
ちらかといえば使わせたくない。試作品の展示が１日は短い。仕事
で見れない人がいるので、１週間は展示しないと。標準かばんにす
ると同時に無償化を須坂市を担う子供達に。
色の変更できるようですが、何色がありますか？防汚処置はしてあ
りますか？（色によっては汚れが目立つため）
色。黄色い１年生ランドセルカバーつけられない。
荷物が多いときは中に入りきらず、給食袋やくつ袋などを引っかけ
ている姿をよく見る。防犯ブザー用だけではなく様々な用途に使え
るしっかりしたフックがあると良い。試作品を見た段階では、正直
欲しいと思わなかった。６年間使うことを考えると、現状では市販
のランドセルを買うと思う。機能、デザインが変わればまた検討し
たい。
小学校入学＝ピカピカのランドセル。子どもにとってとてもウキウ
キワクワクする楽しみの一つでもあるので魅力的さを感じられる物
にして欲しい。ランドセルを購入する場合、３万～かかるので、１
万円を超えても良いと思います。
通常のリュックに似すぎていると、通学なのか休日なのか分からな
くなって、防犯上も危ないような気がします(学校関係者だけでな
く、地域みんなが認識できる方が良いと思います）
中野小学校のようなランドセル型のかばんにはならなかったのです
か？
今の小学生に実物を見て触ってもらい、感想を聞くと良いと思いま
す。実施に使用している人たちが一番よくわかると思います。
雨にあたっても水をはじくようにしたら良いと思います。
色を変えられるとありますが、他の色は何色があるのか？
実際教科書を入れて背負っていないのでわからないが、６年間使う
ので軽く感じられる物にして欲しい。腰で支えられるベルトとかつ
いていたらいいなーと思います。
標準かばんが導入された場合、使わせたいのですが、ランドセルで
もどちらでもOKの場合、自分の家の子だけ標準かばんになって何か
言われたりするのはかわいそうだと思う。みんないっせいに標準か
ばんにしていただければそういうことは無くなると考えています。
色は一色など統一しないとダサく見えると思いました。
姉兄がランドセルを使っているので「僕だけ・・」となりそうで
す。４歳（男の子）も一緒に試作品見ましたが「ヤダ」と言ってい
ました。
６年保証と書いてありましたが、直す時期、代替品があるのか？又
はどこに連絡するのか、手続きは面倒かなど気になりました。標準
かばん導入についてはとても賛同しています。ありがとうございま
す。
小布施町のものを見たことが無いのですが、参考にして作っている
のでしょうか。
問題があるという程ではないが、ビニール製で軽いので、従来のラ
ンドセルよりも華奢で壊れやすそうなイメージ。６年間の無料保証
でその辺がカバーできるのであれば、導入に賛成です。
シンプルで良いと思う。基本的に教科書、筆箱、その他少々のもの
が入れば良いかと思うので。価格を考えると（６年保証付の）こん
なものかなあと思う。
強制と言われれば買うが、そうでなければ買わないと思う。

（反対、どちらかといえば使わせたくない、いない）

（どちらとも言えない、どちらとも言えない、いる）

（賛同、無回答、いない）
（どちらとも言えない、どちらとも言えない、いない）

（賛同、どちらかといえば使わせたい、いる）

（賛同、使わせたい、いない）

（賛同、どちらかといえば使わせたい、いない）

（賛同、どちらとも言えない、いない）
（どちらとも言えない、どちらかといえば使わせたい、いない）

（賛同、使わせたい、いる）
（賛同、使わせたい、いる）

（反対、無回答、いない）

（賛同、使わせたい、いる）
（どちらとも言えない、使わせたくない、いる）

（どちらとも言えない、どちらかといえば使わせたくない、いない）

（賛同、どちらかといえば使わせたい、いる）

（賛同、どちらかといえば使わせたい、いない）

（賛同、どちらかといえば使わせたい、いない）

（賛同、どちらかといえば使わせたくない、いる）
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材質、見た目、機能を再検討していただきたい（小布施町の様なら
ば使用したいと思います）もっと子供や親の意見を聞き、市場価値
のある商品を製作して欲しい。でないと導入する意味が無い。
標準かばんの導入については賛同しているが、今回のかばんが導入
されるのであれば賛同できない。近隣市町村の標準かばんを参考に
されたのでしょうか？
見本品展示期間が１日だけでは短い
本気でお勧めと言う思いが伝わらない
もう少し価格がアップしても良いので、実用性のあるものを考えて
もらいたい。
軽さは良かった
一年生がもらうフクロウのベルを手に届くところに付けられる金具
があるといいと思います。
標準かばんかランドセルどちらでも良いですとなると迷ってしまう
ため、学校単位でも良いので決まっていた方が有り難い。
男の子と女の子で色は分けてもいいのでは
金銭的負担を減らす為にして頂けるという面では助かりますし、基
本的には導入に賛同しています。その中で、切り替えにあたるタイ
ミングの子がいると選ばせてあげたい（選ぶ楽しみ、買う楽しみ
等）という親心も無きにしも非ずです。今はランドセルでも安いの
もありますから・・６年間使うものなので選ぶ楽しみがあるはずで
す。
☆上記もふまえて、導入するのであれば任意ではなく「全員が利用
する（強制）」と決めなければ、そこでまたランドセルを買った方
がいいのか？本当はこれにしたいけどうちだけランドセルでないと
可哀そうetc。選択肢により悩むだけなので、導入するのであれば強
制、でなければせっかく導入するのに浸透していかないと思いま
す。
もっとランドセル感があった方が良いと思う。安っぽい。
色はいろいろ選べるようにすると子どもも喜ぶかも。
導入になった場合、選択でなく全ての子どもが使う形にして欲し
い。（なぜ自分はランドセルでないのかと思うため）
標準かばんは賛同していますが、試作品については反対です。機能
面でも素材面でもデザイン面も。
標準かばん導入においては全員強制にしなければ普及しないと思い
ます。何割の人が利用すると見込んでいるのか？小数であれば税金
の無駄と思います。
兄のランドセルを見ていて、すでに自分で欲しいランドセルを決め
ていたので、兄弟がいたりすると差がついてしまうように思いま
す。
価格が魅力的なので推進して欲しいです
どんな色に出来るのか知りたい（見本は青と赤で少し奇抜な感じが
しました）
６年間も使うものなので、もう少し色味をシックにしてほしいです
女の子にしょわせるには可愛くなくて、できれば使わせたくないで
す。
メッシュ素材のようですが、雨や雪の際、中の教科書等が濡れてし
まわないかと言う点が気になりました。またサイドにフックがある
と給食袋などかけるのに便利だと思います。家のカギ用フックも。
６年間の補償はあっても、６年間壊れない物をお願いします。
かばんの中央に校章などが入れられたらお願いしたいです。
標準かばんが導入されている他市の話ですと「安いが壊れやすい」
と聞いています。無償で直してもらえたとしても、直すのにかばん
を出す手間はしたくありません、選択は自由にしてもらいたい。
チャックが直ぐに壊れそうな気がします。蓋のように生地をかぶせ
ているだけでよいのでは。

（賛同、使わせたい、いない）

（賛同、どちらかといえば使わせたい、いない）

（どちらとも言えない、どちらとも言えない、いる）

（賛同、使わせたい、いる）
（賛同、どちらかといえば使わせたい、いない）

（賛同、使わせたい、いない）

（賛同、どちらかといえば使わせたい、いる）

（賛同、使わせたい、いる）
（賛同、どちらかといえば使わせたい、いる）

（賛同、使わせたい、いない）

（賛同、無回答、いない）

（どちらとも言えない、どちらかといえば使わせたくない、いる）

（賛同、どちらかといえば使わせたい、いない）
（賛同、どちらかといえば使わせたい、いない）

（賛同、使わせたい、いない）
（反対、どちらかといえば使わせたくない、いない）

（賛同、使わせたい、いない）
（どちらとも言えない、どちらかといえば使わせたい、いる）

（賛同、使わせたい、いる）
（どちらとも言えない、どちらかといえば使わせたくない、いる）

（賛同、どちらかといえば使わせたい、いる）
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素材が中学生のかばんみたいで、補償があっても３年くらいでボロ
になりそうな感じがしました（自分が３年くらいでボロになった）
色は変更できるとあるが、何色があるのかしっかり開示してくださ
い。一番大事だと思います。
思っていたよりダサくて驚きました。すみません。小学生＝ランド
セルのイメージがあり、こちらのかばんを買うくらいなら安くても
ランドセルを買ってあげたいです。標準かばん又はそれ以外が圧倒
的に多く使用されていた場合、子どもは劣等感など感じませんか？
いじめにつながりませんか？初めて見させていただいて不安の方が
増しました。
試作品をゆっくり手に取って見ることができなかったので、何とも
意見の申しようがありません。せめて数日間展示していただきた
かったです。
色々な案を考えてくださり感謝致します。標準かばん、試作品につ
いて、無記名、無回答、意見無しも含めての約８割が賛同（以前の
プリント）でしょうか。ぜひ、今後須坂市の子育ての親世代の生の
声を聞いて頂きたい。私たちも協力したいです。
特にありません
６年間修理補償と書いてありましたが、何回まで補償していただけ
ますか？
須坂市のホームページにも試作品の写真をのせてほしい。
何年かしてこれが定着したら自分の子にも使わせるかもしれない
が、今の段階では普通のランドセルにしたい。５～６年生でこのか
ばんは「やだ」と言われそう。
カスタマイズできる生地の色はどんな感じなのか知りたい。実際に
生地で見れると良い。
みんながこれを使うとなれば、多少、個人的な好みの差があっても
使うと思う。（中学のかばんは強制されているように）
この価格であれば今回のサンプルかばんでも良いのでは。
少し乱暴に扱っても６年間使えると良いと思う。
色の組み合わせは変更できますとありますが、個人で色を選んで注
文できるのでしょうか。
デザイン（色）を選べるようにしていただくと子どもも喜ぶと思い
ます。１万円で購入でき、子どもも喜ぶデザインなら皆嬉しいで
す。
デザインは本当に・・・でした。６年も使うので本当にこだわって
ほしいです。具体例なら立命館小学校や南山大学付属小学校等のデ
ザイン、軽さ、使いやすさをぜひ参考いただきたいです。デザイン
画等も様々パターン用意して、アンケートとっては？これのデザイ
ン、材質から離れないのであれば、個々でランドセル用意してあげ
たいと思いました。
色の組み合わせを選べるようにしても、３パターンぐらいモデルカ
ラーを作って欲しい。
実際に背負ってみたが、肩ベルトが痛かった。１年生に背負わせる
には教科書等の重さがダイレクトに伝わり、重たく、体に負担だと
思う。
このアンケートにカラー写真を載せてくれれば親切だと思う（タイ
ミング悪く見れなかったお家もあると思う）
入学時に一般のかばんと斡旋かばんを選択できる方法が良い。主に
保護者の負担軽減だけでなく、贈り物として姉の時祖父母からいた
だきました。贈り主の思いもあり、また、クラスに転入生がいた
り、転出者がいたので、その子だけ目立つ（統一になってしまう場
合）ことの心配の無いように配慮していただきたい。強制は嫌で
す。
色の組み合わせが変更できるとありますが、何色（何パターン）あ
るのか知りたい。また、いつまでに注文すれば間に合うかなど早め
に教えてくださるとランドセル（市販）との比較もできるのでお願
いします。

（反対、使わせたくない、いない）

（反対、どちらかといえば使わせたくない、いない）

（どちらとも言えない、どちらとも言えない、無回答）

（反対、どちらかといえば使わせたくない、いる）

（どちらとも言えない、どちらとも言えない、いない）

（賛同、使わせたい、いない）
（賛同、使わせたい、いない）
（どちらとも言えない、どちらとも言えない、いない）

（賛同、どちらかといえば使わせたい、いる）

（賛同、どちらかといえば使わせたい、いない）

（反対、どちらかといえば使わせたくない、いない）

（賛同、どちらかといえば使わせたくない、いない）

（どちらとも言えない、どちらかといえば使わせたい、いない）

（賛同、使わせたい、いない）

（賛同、どちらとも言えない、いない）

（賛同、使わせたくない、いない）

（賛同、使わせたい、いない）
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221
222
223
224

225
226

227
228
229
230
231
232
233
234

色変更できるというが、何色に変更できるかわからなかった。水色
やラベンダーミントのようなパステルカラーがあれば買うかもしれ
ませんが、４月からランドセル選びをしたいのでもう間に合いませ
ん。値段が安ければ何でも良いという家庭もあるだろうし、選択肢
としてはあっても良いと思いますが、全員に買わせるのは断固反対
します。それからアンケートが来ないことは「無視されている、関
心を持たれていない」と受け止めてください。１５００件中３０件
しか回答が来なかったのに、「大半が賛同された」というのはひど
い嘘です。嘘はやめてください。
うちの子は「ミッキーみたいな色だね」「これでいい」という感じ
だったけれど、デザインは正直可愛くないと思った。まわりのお母
さんたち（特に女の子のお母さんたち）もランドセルにするか迷っ
ている人もいるようで、中途半端に標準かばんを導入されて、うち
の子だけ「標準かばん」みたいにならないかと不安になった。どち
らも残すならかばんは大きさだけ指定して自由に購入でもいいので
はないかと思いました。おしゃれな人はそういったものを探すで
しょうし、うちの子は標準かばんでも、いろいろな子がいれば納得
すると思います。「ランドセルじゃなくなる」と言い聞かせている
ので「ランドセルの子の方が多いじゃん」という状態になるのが一
番不安です。
色を組替えて、バリエーションを持たせられる点がとても良いと思
うのですが、何色があるのか、色見本が見たかったです。
指定かばんの考え方が古い。かばんは自由化にした方が良いのでは
ないかと思う。
現在年少の息子が実物を見て気に入っていたので、導入していただ
けると嬉しいです。
金額が１万円以内、６年間無償補償はとてもいいと思うけど、見本
のランドセルでは買いたいとは思いません。デザインが変です。あ
の大きなバックルは子どもは使えません。固すぎます。高学年には
いいかもしれませんが、低学年には無理だと思います。色も、もう
少し違う感じのがいいのでは？
ランドセルよりも軽くて、子どもの登下校時の負担が軽くなりそう
で良いと思いました。
あの試作品では６年間はもたない。６年間の補償があっても何度も
修理に出すのかと思うと面倒。布生地のベルトがすぐボロボロにな
る。上蓋のベルトを開けられない（上の子がリュックなどに付いて
いる同じ形のものを開けられるようになったのは少し大きくなって
からだった、一年生ではできない子もいる）防犯ベルの付ける位置
がおかしい。６年生になっても使わなくてはいけないのかと思うと
嫌だと現在６年生の子に言われた。とにかく子供受けは最悪（大人
も）上の子がランドセルを買う時に「次は自分も好きな色、デザイ
ンの物を買うんだ」と嬉しそうにしていた息子のことを思うと、あ
のバックではあまりにも可哀そう。全員強制にしないで欲しい。も
う少し良く考えて決めていただきたい。
今までのランドセルっぽい作りでもいいのではないかと思いまし
た。
できるだけランドセルに近いデザインがいい。大きさも少し大きく
感じたが・・
軽くて良いと思いますが、型崩れしやすそうな気がしました。
他の導入市町村のものを参考にするべき（デザイン等）。中学校の
ようなデザインなら良いが、今の試作のものなら使わない。
デザインうんぬんよりも、てっきり須坂中の小学校で指定かばんを
作るのかと思っていましたが、あくまで選択のひとつになると聞い
て少々がっかりしました
安くていいと思いますが、もう５０００～８０００円出して高級感
があってもいいと思います。
母子家庭なのでとても助かります。

（反対、使わせたくない、いる）

（賛同、どちらかといえば使わせたい、いる）

（賛同、使わせたい、いる）
（反対、どちらとも言えない、いる）
（賛同、どちらかといえば使わせたい、いない）

（どちらとも言えない、どちらかといえば使わせたくない、いない）

（賛同、どちらかといえば使わせたい、いない）

（反対、使わせたくない、いる）

（賛同、使わせたい、いる）
（どちらとも言えない、どちらとも言えない、いる）

（賛同、無回答、いない）
（賛同、使わせたい、いない）
（賛同、どちらかといえば使わせたい、いない）

（賛同、どちらかといえば使わせたい、いない）

（賛同、使わせたい、いる）

235

236
237

238
239
240
241
242
243
244
245

246
247

248
249
250
251

かばんを導入するなら全員にしてほしい。ランドセルでもOKにする
とランドセルを買う女子が多くなり、導入かばんを選んだ子が「私
はランドセルを買ってもらえなかった」と悲しくなったり、いじめ
られそう。中村かばんのランドセルの注文が３月２０日からなの
で、全員導入なら早く決定通知してほしいです。
標準かばんの導入に約８割の方が賛同とありますが、自分の周囲で
は８割以上の方が反対しているように感じます。上の子との兼ね合
いもあり、ランドセルを購入したいです。今試作品を作っていて、
完成するのはいつなのでしょうか。夏休み前にはランドセルを予約
したいのですが、完成品と比較することはできるのでしょうか。急
いで適当なものを導入するよりも、使用する者が納得いくものを仕
上げた方が良いと思います。
普通のランドセルの方が生地もしっかりしていて、６年間使わせる
なら安心です。
もう少しランドセル感があるものの方がいいと思います。幼稚園の
通学かばんのような男女どちらも同じデザインのようでおしゃれな
方がいいと思う。子どもが使うので子ども達が喜んで使いたくなる
ようなものがいいんじゃないかと思います。
長期間使用するものなので、形状維持できるのか。
肩への負担が気になりました。
フタの部分は合皮で全員同じ色（黒や茶）にして、本体の部分を色
が選べるようにした方が統一感が出ていいのではないかと思いまし
た。
小布施町のランドセルのように、もう少しランドセル感を出してほ
しい。これで１万円は少し高いと感じてしまった。
６年保証（無償修理）のどこまで保証（修理）してもらえるのか
はっきりしてほしいです。
標準かばんを導入するなら、新入生全員に購入を義務化して欲し
い。
ランドセルは新一年生にとってのあこがれであり、心がウキウキす
る特別なものであると思います。標準かばんもぜひ新入生が背負い
たくなるようなものであってほしいと思います。
シンプルなデザインでいいと思います。できるだけ堅牢で長持ちす
るものにしていただければと思います。
６年間の無償修理とあるがどこまでが無償なのか。かばんの中の部
分（特に上の方）は劣化しないのか？劣化してきたら修理できるの
か？など不安が沢山です。
子ども達に聞くと「持ちたくない」との声が多い
標準かばんの導入は賛成ですが、試作品のかばんであれば賛同でき
ません。もっとシンプルに子ども達も入れやすい、使いやすい（入
れる動作がシンプルなもの）を希望します（中学生のような色で、r
ン度セルのように入れる動作が少ないもの）
標準かばん、賛同したいんですが・・
今のままでは子どもに使わせたくないです。
使いやすさ考えて作っていただいている点、価格の低さ、とてもあ
りがたいです。デザインの面でランドセルと比べてしまうと少し残
念な感じもします。中学と同様、皆統一で同じかばんを使用すると
いうことはできないものでしょうか？ランドセルを使用している児
童もいるとなると色々と問題でてくるように感じます。
色の組み合わせは変更できるとのことですが、使える色は難色ぐら
いなのか。素材的に擦れてしまいそうですが、６年間使えるので
しょうか。
双葉・附属のような感じの色味や柄が品があって好きです。
今、ランドセルはとてもおしゃれになっていて、子供もお店に並ん
でいると早くランドセルを背負いたいと言っています。でもこのラ
ンドセルは嫌だと言っています。おしゃれな感じになりませんか。

（賛同、使わせたい、いる）

（反対、使わせたくない、いる）

（どちらとも言えない、使わせたくない、いる）

（無回答、使わせたくない、いない）

（どちらとも言えない、どちらとも言えない、いない）

（賛同、使わせたい、いない）

（賛同、使わせたい、いる）
（賛同、どちらかといえば使わせたくない、いない）

（賛同、どちらかといえば使わせたい、いない）

（どちらとも言えない、どちらとも言えない、いない）

（賛同、使わせたい、いない）

（賛同、どちらかといえば使わせたい、いる）

（どちらとも言えない、どちらとも言えない、いる）

（賛同、使わせたい、いない）

（賛同、使わせたい、いない）
（賛同、使わせたい、いない）
（どちらとも言えない、使わせたくない、いる）
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253
254

255

256
257
258
259
260
261

262
263
264
265
266

267
268
269

270

正直、子供に使いたいか聞いたところ、使いたくない！かっこ悪い
とのことでした。標準かばんを導入することは悪いことではないけ
れど、小さいうちはランドセルにあこがれもあるので、材質、デザ
インなど、子ども達に喜ばれるのがいいと思います。値段はお手頃
です。もう少し高くてもいいものをと思います。
カラーバリエーションがあって、ランドセルのように選択できるよ
うな形態であったらいいなあと思います。
基本的に問題無いように感じましたが、横にもポケットがあると良
いような気がします。また、どの色にできるのか、色見本のような
ものがあるともっとわかりやすかったです。
「標準かばん」と言うことは、「基本みんなこのかばんで」という
ことですよね？子どもはどうしてもテレビのCMでやっているものを
欲しがります。特に上の子が使っているとそうだと思います。なの
で、幼稚園等のように統一的に標準かばんにしてほしいです。
全児童がこのリュックサックを使う用意なれば違和感はないかもし
れないが、ランドセル（今までのように家庭で用意した）と今回の
物が混在するのだとすると、正直ランドセルを購入してあげた方が
良いと思った。「標準かばん」導入には大賛成ですが、今回のもの
には驚きました。近隣市町村が導入していて・・と以前ありました
が、何故近隣市町村に倣わなかったのか不思議です。正直、そのよ
うなものを想像していました。
材質はやはり合皮の方が急な雨天時などに強く、教科書やプリント
を入れるものとしては適していると思う。
大きくていっぱい入るのはいいと思います。丈夫そう。
雨の日、中まで濡れてしまわないか。
フックが横にもあるとより便利なのではないか。
給食袋などかけられて、両手が空くので。
リュックサックのように胸のところにずり落ち防止の留めるところ
があればいいと思いました。
子どものランドセル選びを楽しみにしているため（親、祖父母）標
準かばん導入に反対です。
導入した場合、希望者のみ使用にして欲しい。
軽量で良いと思う。
無償で修理してくれるのも良いが、丈夫なものであってほしいで
す。
ぜひ市内統一でかばんが導入されればなと思います。希望者だけだ
と子どもが嫌がるので、強制ならみな同じなので統一にしてほしい
です。（親はぜひ導入して欲しいと思っています）
導入するなら早めに決めてほしい。6年間使用できる耐久性があるか
不安です。
値段もこれで1万円かと思いました。
素材・・気になります。
雨などに強いのか気になりました。
かばん自体の重さは軽減されているのか？
導入はとても良いことだと思うが、導入した後のことも考え、また
検討して欲しい。例えば転入生への対応やかばんリサイクルの仕組
み、補償も有償でも良いので兄妹で使えるようにするよう考えてい
るのか・・など、他市町村、特に中学校ではそのように取り組んで
いると思うので、良い点を加えつつ、より良いものにしてくださ
い。よろしくお願いします。
素材はなぜあれにしたんでしょうか？あれはかばんというよりただ
のリュックにしか思えません。はじめは賛同していましたがあのか
ばんは使わせたくないです。
ランドセルのような形（開閉）が良い。指をはさみそうで、閉める
時もやりづらい。
北海道小樽市にナップランドというものがあるようで、デザイン的
に良いと思いました。
試作品を見るまでは経済的にも助かるし使わせても良いかと思って
いましたが、こんな感じでは使わせたくありません。

（どちらとも言えない、どちらかといえば使わせたくない、いる）

（どちらとも言えない、どちらかといえば使わせたい、いる）

（賛同、どちらかといえば使わせたい、いる）

（賛同、使わせたい、いる）

（賛同、どちらかといえば使わせたい、いる）

（賛同、どちらとも言えない、いる）
（賛同、どちらかといえば使わせたい、いない）

（賛同、使わせたい、いない）
（賛同、どちらとも言えない、いない）

（反対、使わせたくない、いる）

（賛同、使わせたい、いる）

（どちらとも言えない、どちらとも言えない、いる）

（賛同、どちらかといえば使わせたい、いない）

（賛同、使わせたい、いない）
（賛同、どちらかといえば使わせたい、いる）

（賛同、使わせたい、いない）

（どちらとも言えない、どちらとも言えない、いない）

（どちらとも言えない、使わせたくない、いない）

（反対、使わせたくない、いない）

271 防犯ブザー等付けるところがわかりませんでした。
安っぽく感じる。１万円だからしかたないのかもしれないが、上の
子のランドセルを見ている子はあまり気に入らないかもしれないと
272 思った。ナップサックみたい。
小布施小は合皮でランドセルと同じ形状と聞きました。そのように
してくれたらいいと思います。かわいらしい小学生が簡単に使うも
273 のと考えてデザインして欲しいです。
保護者の負担軽減にはなると思いますが、祖父母からのプレゼン
ト・・となると、子供が自由に選べる選択肢の広いこれまでのラン
274 ドセルの方が需要があるのではと感じています。
標準かばんかランドセルどちらでもいいと言われたら、ランドセル
を選ぶと思います。防水機能なども気になる。しみてくるイメージ
275 がある。色あせなどかなりしそう。
標準かばん購入を考えています。今回のアンケートは小学生の子ど
もに教科書を入れさせて実際にしょわせてみた感想を書いてみまし
た。軽くてA4サイズはとてもいいと思いました。
小学生は荷物が多く、ランドセルの横フック＆前の胸フックに荷物
をかけて帰宅します。試作品のフックの位置だと歩きにくいのだそ
うです。ひっかけられないのはかなり不便だと言っていました。
安価で大変かとは思いますが、小学生になる子ども達が快適に毎日
を過ごせるように・・どうぞよろしくお願いいたします。２０２０
276 年４月に無事に子どもが背負って学校へ行けますように・・。
標準かばんの導入自体は賛成。しかし①ランドセルとの違いが大き
すぎる②この商品で１万円以内は高額だと感じる。（特別な素材を
使用しているのか？）ため、現時点では購入しないと思う。
小布施の小学校のような標準ランドセルを導入して見てはどうです
か？
子どもも「あのカバンはかっこいいけど、小学校はランドセルが良
277 い」と言っています。
軽くて扱いやすい感じがしました。
底の部分が擦り切れたりしないのか気になりました。
278 汚れが目立たない色だと良いと思いました。
カバンの厚みを変えられるよう、サイドに調節用ベルトを付けてほ
279 しいです。（物が少ない時、中のものがごそごそしないよう）
試作品がどれだけ素晴らしくても、子供がほしいと思わないと使わ
280 ないと思います。
標準かばんの導入は良いことだと思いますが、うちの娘は上の兄が
すでにランドセルで通学していて、ランドセルに強い憧れがあり、
お店に行けばかわいいランドセルがたくさん並んでいるので、標準
かばんを強制すればひどく落胆すると思います。標準かばんの使用
281 はできれば選択制にして欲しいです。
時間割をはさめるところがあってもいいかも？と思いました。試作
品とは関係ないですが、転入者へのかばん購入についてのしくみは
282 どうなっていますか、と思いました。
283 色のバリエーションがもう少しあったら良いと思いました。
デザイン、カラーバリエーション、パーツごとの色変えができると
ありますが、一人一人対応していて納期が間に合うのか？また、間
に合わない場合、業者側が手抜き縫製をしたりと心配です。
その場合市役所側の責任になるのでは。
事故の時などは、体を守れるのか（ランドセルのようなクッション
284 性）
センスが悪すぎてびっくりしました。期待はしていませんでした
が、もう少しましなものができると思っていました。子どもは普通
285 のランドセルがいいと言っています。

（賛同、どちらかといえば使わせたい、いない）

（賛同、使わせたい、いない）

（どちらとも言えない、どちらかといえば使わせたくない、いる）

（どちらとも言えない、どちらかといえば使わせたくない、いる）

（どちらとも言えない、どちらかといえば使わせたくない、いる）

（賛同、使わせたい、いる）

（賛同、どちらとも言えない、いる）

（賛同、使わせたい、いない）
（賛同、使わせたい、いない）
（どちらとも言えない、使わせたくない、いない）

（賛同、どちらかといえば使わせたくない、いる）

（賛同、どちらかといえば使わせたい、いない）

（賛同、どちらかといえば使わせたい、いない）

（賛同、どちらかといえば使わせたい、いない）

（どちらとも言えない、使わせたくない、いる）

286
287
288
289
290
291
292

293

294

295

かばんの横にも下げフックがあるとよい
１万円以内と表記されてはいるが、正直、子供用の他メーカーの市
販されているリュックの方が手頃で、ポケットもたくさんあるし使
いやすそう。と思ってしまった。
リュックではなく、ランドセルとして作るならもう少し丈夫そうに
して欲しいと感じました。
３年前に市の進めていたかばんの方がしっかりしていてポケットも
多く、使いやすそうに見えました。そちらを見ていたので、今回の
試作品があまりにも簡素だったので残念です。標準かばんには賛同
ですが、この試作品なら子供に持たせたくないなと感じました。
６年間使うなら、もう少し丈夫でしっかりしていたらいいと思いま
す。
女の子には色が少し地味なような気もします。
水や泥に強いのか
標準かばんを導入するなら、中学のように全員標準かばんにしてほ
しい。
防水カバーがほしい
色の組み合わせによるかな？と思いました。
展示が土日も含めてだったので短く、仕事で祖父母送迎のため見る
ことができませんでした。
ランドセルを選ぶ楽しさ、子どもの「自分のもの」「自分で選ん
だ」という気持ちもあるかなと思います。安価なものなので家計に
は優しいので各家庭の負担は少ないのかなと思います。今の現状は
どちらとも選べませんが、須坂市全体で決定し、全員必ずという事
であれば納得します。「どちらでもいい」というのは差が出てしま
うのでなしでお願いします。
６年保証（無償補償）となっているが、とても６年持つようには思
えない。上部の持ち手も丈夫さが足りないように思う。身体の小さ
い（１年生？）子どもは、肩ベルトがずり落ちてしまう（胸ベルト
が無い）。肩ベルトにしか反射テープが無い。北海道で使用されて
いるナップランドは可愛いと思う。良いと思う。
家のカギを学校へ持っていく子も多いようなので、小さいファス
ナーの内側に鍵をひっかけておけるフックのようなものが付いてい
るといいなと思います。
ランドセルに比べると雨でかばんが濡れてしまった時、中の教科書
やノートが濡れやすそうだなと思いました。

（賛同、使わせたい、いない）

（賛同、使わせたい、いない）
（どちらとも言えない、どちらとも言えない、いる）
（どちらとも言えない、どちらとも言えない、いない）

（どちらとも言えない、どちらかといえば使わせたい、いない）

（どちらとも言えない、どちらとも言えない、いない）

（賛同、どちらかといえば使わせたい、いない）

（どちらとも言えない、どちらとも言えない、いない）

（どちらとも言えない、どちらかといえば使わせたくない、いる）

（賛同、どちらかといえば使わせたい、いる）

