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須坂市子育て支援センターのシルキービル 1階への 

移転に係る利用者説明会 

アンケート結果報告 

 

開催日時：2020年９月 16日(水) 11：30～１２：００ 

開催場所：須坂市子育て支援センターホール 

アンケート提出数：15件 

アンケート形式：自由記載 

質問文：“ご質問・ご意見がありましたらご記入をお願いします。” 

集計範囲：2020年 10月 5日までの提出 

  

 利用者の皆様におかれましては子育て支援センターをご愛顧いただき感謝申し上げ

ます。また、職員の対応や雰囲気についても評価いただき、ありがとうございます。 

いただいたアンケートについてはそれぞれ回答をご用意しました。 

引き続きより良い施設ができるよう努めてまいります。 

 

2020年 11月１6日 

須坂市教育委員会子ども課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～多くいただいた質問・ご意見と回答（概要）～ 

Q．利用者や市民の意見を聞く場を設けてほしい。 

A．今後、必要に応じて説明会など開催し、ご意見をお聞きすることも検討してまいります。 

Q．民間委託となった場合、公立保育園等との連携が不安。  

A．今後も市の保健師・家庭児童相談員・保育士・栄養士等との連携や相談事業を継続し、サービ

スの低下にならないよう努めてまいります。 

Q．安心・安全を第一に考えてほしい。特に駅前は交通量など安全面が不安。 

A．利用者様の安心・安全を第一と考え、交通面の安全確保に取り組んでまいります。 

Q．現在の子育て支援センターを残してほしい。 

A．現在の建物は中央児童センターとして残します。子育て支援センターの増設については、将来

的な出生率や施設整備など様々な要因を考慮すると難しいと考えています。  

Q．整備された施設環境より人的環境が大事。現在の人員・環境は継続してほしい。 

A．事業内容や連携体制、希望する職員（保育士）はそのままで継続したいという方針です。 

Q．公の運営では何が良くないのか。市で運営できない理由は何か？ 

A．民間活力の導入は公の運営を否定するものではなく、より良いサービスの提供が期待できる

という考えです。 
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①ご質問・ご意見  

先日は子育て支援センター移転について丁寧に説明して頂き、ありがとうございました。質

疑応答にも時間をかけて下さり、理解が深まりました。そこで。いくつか気になった点を書か

せていただきます。 

●安全面について 

誰もが出入りしやすい施設だからこそ、子どもや女性が安心していられるように防犯や防

災への配慮もしていただきたいと思います。支援センターへの出入りチェックや防犯カメラ

の設置等の検討をお願いしたいです。 

●子育て支援センターについて 

・たくさんの人が利用できるように、土日も開放してほしい。（土日も開けていただけるの

なら、家族連れで来られるように小学生も入れるようにしてほしい） 

・木のボールプールは案外痛いので、子どもは好き嫌いが出る。 

●コミュニティスペース、コワーキングスペースについて 

・須坂にはキッズスペースがあるカフェがほとんどないので、是非キッズスペースのあるコ

ミュニティカフェにしてほしい。 

・駅前ということもあり、高校生や中学生も利用しやすい場所になってほしいと思う。調べ

学習に活用できるように、新書が借りられたり、新聞や雑誌が読めたりできる空間がある

といいと思う。コワーキングスペースで働く人たちにとっても、良い情報収集になると思

う。 

※9/23 11：30頃シルキービル付近（平和町通り）で複数車両が警察に止められていました。

事故か交通違反かわかりませんが、歩行者用の信号があるといいなと思いました。 

①回答 

利用者様の安心・安全が第一と考えておりますので、防災・防犯については今までと同様に配

慮してまいります。また、現在土曜日は開館しておりますが、開館日等につきましては今後検討し

てまいります。コミュニティスペース、コワーキングスペース等の要望については、施設整備の際

に参考とさせていただきます。 

なお、シルキービル南側の歩道付近が一時停止となりました。交通規則の遵守により安全が確

保できるものと考えています。また、9 月 23 日は秋の交通安全運動週間であり、警察で該当の

横断歩道における一時停止についてドライバーに周知を図っていたとのことです。 

 

②ご質問・ご意見  

今回は時間をとっていただき、ありがとうございました。 

率直な感想として話を聞いていて本当に今通っている支援センターがなくなってしまうん

だ、と寂しくなりました。外遊び、プール遊びをさせたくて今の支援センターがいいというこ

とではなく、いつも遊びに行くと温かく迎えてくれる保育士さんがいて、施設の中も昔ながら

の雰囲気があり、そのアットホーム感がすごく気に入っていました。確かに広くきれいな施設

もいいのですが、一番は利用していてホッとできるような安心感のある場所です。これから２

人目が生まれる予定ですが、地元から里帰り後、赤ちゃんを連れて顔見知りの保育士さんがい
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ない支援センターに行くのはとても不安です。 

シルキーに新しく施設ができることは反対ではないのですが、今ある子育て支援センター

を大切に思っている人もいます。 

シルキーとは別に今の場所もそのまま残してくれることを切に願います。 

②回答 

子育て支援センターをご利用いただきありがとうございます。 

施設整備以上に大切なものは、安心できる場所を作っている人財であり、熱心に取り組む職員

（保育士）は宝であると考えております。アットホームな雰囲気も含めて事業内容や希望する職員

はそのままで継続したいという方針で考えています。 

現在の建物は、中央児童センターとして残します。子育て支援センターの増設については、将

来的な出生率や施設整備などの様々な要因を考慮すると難しいと考えています。 

 

③ご質問・ご意見  

具体的にどうなっていくのか、今いちイメージが湧かないですが、またこうした機会（市民

の意見を直接きいて頂ける、市の考えを直接きける）を作ってもらいたいと思います。 

③回答 

今後、必要に応じて説明会など開催し、ご意見をお聞きすることも検討してまいります。併せ

て、その際はイメージの湧く資料を用意することも考えてまいります。 

 

④ご質問・ご意見  

シルキーに移転が決まったような感じで残念です。駐車場の問題、園との連携など、安心し

て安全に通える場所であってほしいと思います。 

大きな施設になると連携や家族的雰囲気がなくならないようお願いしたいです。民間、公立

の支援センターがあれば、と思います。 

④回答 

移転にあたっては利用者様の安心・安全が第一であると考え、事故がないよう引き続き努めて

まいります。 

利用者様の駐車場は、現在のような敷地内に駐車場と建物が併設している環境は確保するこ

とができませんが、利用者様に過度の負担がないよう、長電パーキングやイオン駐車場の他、シ

ルキービル東側でも駐車場を確保してまいります。 

また、保育園等との連携についても不安が生じないよう、引き続き継続してまいります。 

子育て支援センターの増設については、将来的な出生率や施設整備などの様々な要因を考慮す

ると難しいと考えています。民間・公立の違いによって事業内容等が大きく異なるとは考えてい

ません。 

 

⑤ご質問・ご意見  

シルキー１Fをグーライトが取得し、事業を展開していくことで駅中心の活気が戻ることは
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期待されそうだという印象は受けた。しかし気になる点がいくつかあるので下記に示す。 

●須坂警察署より過去５年、２つの交差点で事故はなしという情報があったが、シルキー付近

が賑わい、人通りが多くなれば事故のリスクは上がると思う。万が一子育て中の親子に事故

が発生したら、それこそ移転を決めた市に責任が問われることになると思う。シルキー１F

以外の場所（付近の道路など）でのトラブルはグーライトには責任の所在がなくなると思う

ので、そこは事前に対策して欲しい。イオンに停めた場合、中を通るとお店の誘惑があり、

毎回通るのは控えたい。 

 市長は以前「子育て支援センターに行く日だから今日は買わない、寄らないという教育の場

面としてほしい」と発言していたが、そういう場面を作りたくないから誘惑のない支援セン

ターに行くのである。ツタヤもキッズスペースはあるがそこに毎日いかないのと同じ。催し

がある時は時間も決まっているので、なるべくそういった時間のロスは減らしたいもので

ある（子どもがダダをこねるとスムーズに行かない）。 

となるとイオンの外を通りたいが、歩道がしっかり整備されていないイメージがある。イオ

ンの駐車場から外側を通ってシルキー１Fに行くまでの歩道の整備をしてほしい。 

 また、雪の日はしっかり除雪を行ってほしいので、その仕事を市がやるのかグーライトがや

るのか分からないが、誰かやってくれる人をしっかり決めて安全に利用できるようにして

ほしい。 

●さかた山風の子保育園、給食センターなど民間になったことで「公の運営より良くなってい

る」という文面があったが、公のしてきたことがダメだったのか？という印象を受けた。ど

のような点で運営が良くなったと感じるのか具体的に知りたい。公の人も頑張っていると

思うのですが、公だと限界があるのか、民間になったことで今まで不可能だったことが可能

になったことがあるということなのか、詳しく知りたいと思った。 

●中央児童センターは今のまま残るという点は安心した。しかし今後もその場所だけは民間

にはならず市と繋がっていてほしいと思う。利用する側からすると遊びに行ける場がある

だけで満足だが、やはり中にはサポートが必要な子もいたり、親身になって相談に乗ってく

れる保育士さんの存在が必要な方もいる。そうした親子を市も速やかに把握できるコネク

トを残しておいた方が良いのではないかと思う。度々ニュースで虐待の話題も出るが、やは

り対応の遅れや情報共有ができてないことで起こってしまっている気がする。 

正直、どのように支援センターと市がつながっているかわかりかねる部分はあるが、センタ

ーの先生や保育士さんがそのつながりがなくなることをすごく心配しているので、やはりつ

ながっていることでやりやすかったり、私達が恩恵を受けている事ってあるんじゃないかな

と思うので、先生達もやりやすいシステムをつくることも大事じゃないかと思う。 

●「民間所有の施設は民間で活用することが大原則であり、活用方法について市として支援し

ていく」との文章があったが、具体的に市はどのような形で関わっていくのか詳しく知りた

い。特に子育て支援センターとなると遊び場の提供ならまだしも、こども一人一人の把握は

きっとしないですよね？気になった子どもがいたら市へつなげるとかもしなくなるのでし

ょうか？民間はどの程度まで親子の個人情報を把握するのか、できるのか、その辺りも疑問

です。 
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●もしゆくゆく中央児童センターも民間に、という流れが避けられないのであれば 0～3 才児

検診では市の方がしっかり把握してくれているという印象があるので、その検診の場を充

実したものにしてもらいたい。定期的に保健師による保健指導教室（栄養・歯科・子どもと

の関わり方など）を開催するなど。 

●資料中に「秋のカラダづくり」という催しの案内があったが、須坂もこういった活動があっ

て嬉しい。どんどん開催してほしい。そしてボランティアで参加する人も募ってほしい。学

生時代、泰阜村の NPO 法人グリーンウッドがやっている山賊キャンプにボランティアで参

加したことがある。また、中野市は旧豊田地域の方が発端で「冒険クラブ」という名で小学

生くらいを対象に、流しそうめんをしたり段ボールで基地を作ってそこに 1 泊泊まろうと

いう企画があったり、正月には臼と杵で餅つきをするなど季節に合わせて様々な催しをし

ていたのにボランティアで参加していました。 

子どもの育成のためにこういった自然体験ができることを須坂市もあればいいなと思って

いた。私が無知なだけで既にこういった企画があるのかもしれないが、シルキー１Fに移動

したら、そういう情報も知れるという場になってくれたら良いと思う。 

⑤回答 

利用者様の安心・安全が第一と考えておりますので、交通面での安全確保は大事であると考え

ています。利用者様の駐車場は、長電パーキングやイオン駐車場の他、シルキービル東側でも駐

車場の確保をしてまいります。 

民間委託する理由ですが、多様化する住民ニーズに効果的、効率的に対応するためには、民間

事業者の有するノウハウを活用することが有効であることから、保育園の民間委託を実施しまし

た。例えば、病後児保育は市内で初めてさかた山風の子保育園が実施をしました。給食センター

につきましても、衛生管理に関するマニュアル整備や職員研修体制を、専門分野の企業側から提

案していただくことで、より充実した内容になりました。 

今回の子育て支援センターの移転では、民間事業者に指定管理制度で業務を委託する予定で

すが、現在の業務内容はそのままで移転する方針でいます。よって、現在職員が行っている子育

て支援業務等は継続するものとお考えください。 

中央児童センターにつきましては、公立で残すことも含めて検討していますが、仮に民間委託

したとしても 0～3 才児検診については、これまでどおり市の保健師が関与し、保健センターと

連携しながらサービスの低下にならないよう引き続き努めてまいります。 

「秋のカラダづくり」は、市がスポーツ協会等に活用を紹介し、国立青少年教育振興「子どもゆ

め基金」を活用した事業ですが、自然体験学習は子どもの成長に好影響を与えると考えておりま

す。自然体験だけではなく、子どもの成長にプラスになるような情報を提供してまいります。さら

に親子、家族で自然体験への関心が高まる取り組みをしてまいります。 

 

⑥ご質問・ご意見  

断片的な情報が広がっていましたので今回詳細に説明していただき、まずは母親たちも安

心された方が多かったのではと思います。 

しかし率直に感じたのは、私ども利用者に意見なりを聞く前にここまで詳細な構想ができ
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てしまっていたのかという驚きです。説明いただいた施設は大変都会的・先進的で、全国のモ

デル例となると仰っていたのもわかる内容でした。個人的には魅力も感じます。しかし果たし

て利用者たちがこの須坂の支援センターとして望んでいる内容かどうかはわかりません。こ

こまで具体的な構想となる前に一度、利用者たちにどういう施設を求めているか聞いて欲し

かったというのが率直な思いです。 

私どもは現在のセンターの先生方と保育サービスにとても満足しており、日々安心して施

設を利用しております。今後移転になった場合も、現在の先生方や市の専門職員には気軽に会

い、相談できるような環境は残していただきたいと思います。グーライトさんも地域に密着し

た優良な企業だということは理解しておりますが、保育においては実績がないのがやはり不

安です。スタッフも人材確保が困難な中、悪い言い方ですが寄せ集めにならないか、過度な社

員教育・マニュアル重視にならないか不安です。 

新しい支援センターも楽しみにしている方は大勢いらっしゃると思うので、今後も利用者

に意見を募ったり、説明会を開くなどして、何も知らされないまま決定・完成することのない

ようお願いいたします。 

⑥回答 

子育て支援センターについては、これまで施設が狭隘であることや、駐車場が少ないこと、小

学生が同じ空間で遊んでいるので危ないなど、課題があることから利用者、市議会議員、現場職

員から要望・指摘があり、移転等の検討を続けていました。 

シルキービル１階もいくつかの移転候補地の一つでしたが、所有者が民間不動産業者であるこ

とや多額の整備費用がかかることなどの課題がありました。 

今回、民間事業者（㈱Goolight）から提案があったことなど、整備費用及び運営面での問題解

決とシルキー１階の有効活用が図れることにより、シルキービル１階への移転の方針を決めたも

のです。今後、必要に応じて説明会など開催し、ご意見をお聞きすることも検討してまいります。 

㈱Goolight 様が保育において実績がないことについて、施設整備以上に大切なものは、安

心できる場所を作っている人財であり、熱心に取り組む職員は宝であると考えております。現在

のサービスがスムーズに移行できますよう、希望する職員（保育士）はそのままで継続したいとい

う方針で考えています。 

㈱Goolight 様からの提案内容が具体的であったため驚かれたかと思いますが、㈱

Goolight 様と須坂市が、シルキー１階の課題が発生したことから課題解決のためスピード感を

持って取り組んできたためであります。個々の事業内容は今後、市と㈱Goolight 様で詰めてい

きます。 

 

⑦ご質問・ご意見  

 説明ありがとうございました。今後、施設の中がどのようになっていくのか、進んでいくの

かイメージがつかめて良かったです。ですが、母親代表の 2名の方が議会で陳情しなければ、

きっとこのような機会を設けてもらえなかったんだろうなと思い、利用者をはじめセンター

の先生方にも何も知らせず市議会のみでどんどん話が進んでいってしまったことは、とても

残念で仕方ありません。市民の声、現場の声をもう少し取り入れてほしいです。 
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シルキー内の施設は乳幼児から大人まで利用できそうなもので良いかと思います。ただ中

高生のたまり場になったり、嫌な雰囲気にならないように注意して頂きたいです。（誰が中高

生利用側を管理していくか…） 

今の支援センターは、市の職員の方がいてくれて、保育園のこと、栄養のこと、発達のこと

等の心配事があれば、すぐに市の情報を教えてくれたり、保健師さんや栄養士につなげてもら

い、助かりありがたかったです。 

今後は慣れた先生に残ってもらいたいという質疑応答時だったと思いますが、市の職員じ

ゃなくなり少し離れると先生方も情報は入ってこないと思います。そうすると母親たちにも

正しい情報が伝わらないということが予想されます。なので、今の支援センターは今まで通り

市の職員での運営を強く希望します。 

長野市などは民間のセンターもありますが、公立・私立保育園内にセンターもあり、市とつ

ながりを持てています。どうか須坂市の未就園児も市とつながりやすい場を残してください。

よろしくお願いします。保健センターまで足をのばすのは大変です。遊びに行ける場で、先生

たちに話を聞いてもらって、というのが母親は一番ありがたいのです。 

⑦回答 

今回、産官共創事業の提案については、ある程度の案が出来ないと議論がまとまらない恐れ

があることや、「議会への説明が先」という慣行がございますので、議会での説明後に利用者様

への説明会を行いました。今後、必要に応じて説明会など開催し、ご意見をお聞きすることも検

討してまいります。 

シルキー１階へ移転した場合、現在の提案内容では子育て世代から幅広い世代が集える場とな

ることが期待できます。 

中高生のたまり場になって嫌な雰囲気にならないよう注意をはらう必要はありますが、現在は

市内で中高生が集まる場が少ないことも事実です。今回の移転ではシルキー１階全てを子育て施

設にするのではなく、子育て世代を中心として幅広い世代が利用する場にしたいという想いが

ありますので、決して中高生が集まることを否定するのではなく、皆が気持ちよく利用できる施

設を目指したいと考えております。 

今後も市の保健師・家庭児童相談員・保育士・栄養士等との連携や相談事業を継続しますの

で、正しい情報が伝わらないということはありませんし、サービスの低下にならないよう、努めて

まいります。また、医療福祉、児童虐待防止についても、市役所と民間が緊密な連携をしておりま

すので、シルキー1階へ移転しても継続して取り組んでまいります。 

 

⑧ご質問・ご意見  

・安心・安全を第一に考えてほしい。駐車場からシルキーまでの動線やシルキー内での色んな

スペースが生むトラブルや事故はないか？専門のスタッフ、スタッフの人数の確保。 

・もしグーライトの経営が悪化した時は１Fのスペースの子育て支援スペースはもちろん、ま

さか撤退なんてことはないですよね？ 

・駐車料金・利用料の無料！イベント参加費の高額はダメ。100円くらいが参加しやすい。 

・市の職員（保育士）を配置するなら変わらぬ待遇保障をしてほしい。 
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・説明会、進捗状況をお母さん方に知らせたり、これから出てくる不安や質問、お母さん方の

声を届ける場を設けてほしいです。とても大きなプロジェクトを急に提示されて何を聞い

ていいか、こうしたらいいだろうというアイディアも言えなかったと思うのでよろしくお

願いします。 

⑧回答 

市では利用者の安全・安心を第一に考えています。駐車場からシルキー１階までの経路や施設

内での事故が発生しないよう、検討し必要な策を講じます。 

今回、産官共創事業を提案していただいた㈱Goolight様は地域密着型の事業をしており、堅

実な経営をされていますので、経営悪化による撤退はないものと考えております。 

利用料や駐車料金については現状と同様に、子育て支援センター利用者は無料でご利用いた

だく予定です。 

大切なものは、安心できる場所を作っている人財であり、熱心に取り組む職員は宝であると考

えております。このため、事業内容や希望する職員（保育士）はそのままで継続したいという方針

です。 

今後、必要に応じて説明会など開催し、ご意見をお聞きすることも検討してまいります。 

 

⑨ご質問・ご意見  

・説明をお聞きし、シルキービル１階の今後の展望について概ね理解しました。資料に書かれ

ている通り、須坂市の玄関口としてふさわしい施設となってくれることに期待しています。

現在子育て支援センターを利用させて頂いている者として、センターに対する希望や期待

が反映されることを望んでいます。施設完成までに参加型のあり方検討会、もしくは懇談会

等、利用者の意見を聞いて頂ける場をぜひ設けてほしいです。今回の説明会だけで終わりに

してほしくないです。 

・過去５年、駅前交差点で事故発生なしとのことですが、子育て支援センターが移転し、今ま

でより多くの小さな子連れ親子が歩くことになったらどうなるのか、現在のままで安全が

守られるのか、再度よく検討し安全面での配慮をお願いします。 

・近隣市町村との利用者の差別化について 

現在、小布施町エンゼルランドセンターを利用するにあたり、企画に参加するには町民以外

は企画参加費を徴収され、参加者も町民優先となっています。須坂市民が優先的に利用でき

る施設となって欲しいです。 

・本来ならば子どもが遊ぶ場所は、日の光が差し込んで広い園庭でのびのびと遊べるような、

子どもが子どもでいられるそんな施設がいいと思っています。移転先があのような場所に

決まってしまったことについては残念に思っています。 

⑨回答 

今後、必要に応じて説明会など開催し、ご意見をお聞きすることも検討してまいります。 

市では利用者様の安心・安全が第一と考えており、交通面での安全確保は大事であると考えて

います。シルキービル南側の歩道付近が一時停止となりましたが、警察署等と相談し安全確保に

努力してまいります。また、長電パーキングやイオン駐車場の他、シルキービル東側でも駐車場を
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確保してまいります。 

須坂市民優先利用につきましては、近隣市町村の運営状況等を把握する中で、検討してまいり

ます。 

シルキービル１階の現状は店舗撤退から長期間が経過し、大規模な改修工事が必要ではありま

すが、採光を工夫する、あるいは空調設備を更新するなど明るくて清潔な環境になるよう努めて

まいります。 

 

⑩ご質問・ご意見  

 説明会について、普段 A地域と B地域に分けて利用を制限しているのであれば、説明会も複

数回に分けてやるべきではないかと思いました。 

 駐車場について、現在は子育て支援センターの建物に駐車場が併設されていたので首のす

わらない赤ちゃんを抱っこして上の子と遊びに来ることができました。一番近い長電パーキ

ングの南側を借りることができたとしても同じような状況で道路を渡らねばならず危険だと

思います。また駐車場が離れることで多胎の親子も利用しづらくなると思いますが、どのよう

な対策をお考えでしょうか？ 

 数は少ないかもしれませんが、より子育ての支援が必要な方々だと思うので、そのような

方々が利用しづらくなってはいけないと思います。 

 私は須坂以外の支援センターも利用したことがあるのですが、ホールに先生方が一緒に入

って遊んでくれたり、お母さんに話しかけてくれるのは私が知る限りでは須坂だけでした。た

だ親子の居場所を提供するだけではなく、子育てする人の支援をしてくれていると感じます

し、そういう細かいケアがゆくゆくは子どもの健やかな成長につながると思います。子育て支

援センターは他の市町村に自慢できる財産だと思います。 

⑩回答 

説明会の開催にあたっては情報共有に差が生じないよう、まとめて開催しました。 

利用者様の駐車場ですが、現在のような敷地内に駐車場と建物が併設している環境はシルキ

ービルでは確保することができません。利用者様に過度の負担がないよう、長電パーキングやイ

オン駐車場の他、シルキービル東側でも駐車場を確保してまいります。 

現場の職員（保育士）が工夫して熱意をもって作り上げた子育て支援センターが、多くの方に

利用してもらえる環境になるよう、引き続き努めてまいります。 

 

⑪ご質問・ご意見  

・シルキービル１階に子育て支援センターができるとしたら、最初はとても混むかもしれない

し、人通りも増えると思います。そうなった場合に、コロナ禍で感染症対策についてはどの

ように考えでしょうか。今の支援センターでは人数制限をかけてあり、須坂市の方限定なの

で、安心して子どもを遊ばせていられます。これでコロナは落ち着いてくるかわかりません

し、インフルエンザや新しい感染症も流行するかもしれません。そうなった時にどうしてい

くのかをしっかり検討して頂きたいです。 

・駐車場になるかもしれない長電パーキングはとても広く、混んでしまえばスイミングの方か
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ら歩いてこなければなりません。双子を連れた方や妊婦さん、何人もの兄弟や姉妹がいるお

家の方はそこから歩いていかねばならず、事故の危険もあるのでとても怖く思います。ま

た、シルキー東側からの駐車場スペースの活用とありますが、入り口は何か所作る予定でし

ょうか。あまり多いと防犯的には良くないと思いますが、入り口が少なすぎると歩く距離が

増え、交通事故も増えると思います。しっかり受付を作って欲しいです。 

・民間活力の導入で、公の運営より良くなっているとのことですが、では公でやっている方が

いけなかったのでしょうか。色んな意見があると思いますが、私は今のままで十分だったの

で、公の今の運営を否定されているようでとても悲しく思います。 

⑪回答 

新型コロナウイルス感染症やインフルエンザ等の感染症対策は、県及び市の指針に沿って対応

しているところです。今後も同様に対応してまいります。 

駐車場内での歩行距離が少なくなるよう、長電パーキングの利用については、シルキービル側

に利用者専用駐車区画を新たに設ける方向で検討しています。また、シルキービル東側でも駐車

場を確保してまいります。今までは駐車場が少なく台数が制限されていたことで利用を控えてい

た方も利用することが期待でき、施設面積も増えることから空間密度も広くなります。 

出入口の数につきましては、各駐車場からの動線も含めて配慮したいと考えております。 

民間活力の導入は公の運営を否定するものではなく、より良いサービスの提供が期待できる

という考えでおります。 

 

⑫ご質問・ご意見  

授乳室、絵本の部屋、親子で使えるトイレ、ベビールームについて、設計図を公開してほし

い。更に付け加えるとその設計に関して今現在子育て支援センターを利用している母親達に

見てもらって要望や意見を取り入れてほしい。例えば「授乳室が出来上がってみたらソファを

置いてパーテーションで目隠ししただけだった」「絵本の部屋も本棚が一つあるだけ」「トイ

レは１つ」等になっては困る。 

リノベーションイメージに使われている写真は他の施設を参考にしたイメージ、とあります

が公式 HPの写真を無断で載せていませんか？  

⑫回答 

今後、必要に応じて説明会など開催し、利用者、居場所づくりボランティアなど様々なご意見

をお聞きすることも検討してまいります。 

なお、提案書の写真については確認いたしましたが、無断掲載ではないとのことです。 

 

⑬ご質問・ご意見  

 須坂駅前の活性化と交付金の補助が必要なことは理解できますが、子育て支援が重要視さ

れる今の時代に、子育て支援センターを民間に委託するということは、子育てをしていて感じ

る悩みや不安を軽視されているように思えます。 

0、1、2歳の頃の親子の関わり方が、その後の親子の成長にとって、とても重要な意味を持

ってくると思います。その時期の親に対する支援は須坂市全体で関わってほしいと思います。  
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子育て支援センターの移転に反対ではないのですが、シルキービルの中では色々な事業を

展開する、不特定多数の人が入館してくる、窓のない、換気も十分に出来ない所に、免疫力の

少ない乳幼児に安全・安心な場所と言えるのか疑問です。 

⑬回答 

市では子どもは『宝』として子育て支援に重点を置いています。今回の移転についても、公と民

を問わずより良いサービスを提供することが基本であり、より子育て世代への支援が出来るよ

う、移転を検討しているものです。 

移転にあたり、シルキー１階全体を複合機能施設としてリノベーションすることから、子育て支

援センター機能も含めて㈱Goolight様への運営委託を考えております。移転後も市との連携や

相談事業は継続してまいります。 

シルキービル１階の現状は店舗撤退から長期間が経過し、大規模な改修工事が必要ではありま

すが、空調設備を更新するなど明るくて清潔な環境になるよう努めてまいります。なお、他市で

も商業ビル内部に子育て支援センターがありますが、問題はないと伺っております。 

 

⑭ご質問・ご意見  

・あまりにも急な説明会で正直驚きました。しかも説明時間がたった 30分間と短く、本当に

保護者と向き合うための説明会だったのかと疑問が残ります。またシルキー１階には子育

て支援センターだけかと思っていたので複合施設になるということを知り驚きました。提

案された内容も漠然としたものでイメージが湧きませんでした。今回だけの説明で終わり

にせず途中経過の説明をしっかりしてほしいです。そして利用している方々の意見を反映

させてほしいです。このアンケートだけで意見の聞き取りをしたと終わりにしないでほし

い。また、協定書の情報開示も市民向けに行ってほしいと強く願います。 

・須坂新聞の記事も拝見しました。まず大型遊具の設置はやめてほしい。子育て支援センター

はテーマパークではない。大型遊具が死角となりハラハラドキドキするのは嫌です。子ども

も親も安心して過ごせ、悩みを打ち明けたり落ち着いてゆっくりとリラックスして遊べる

場があり、私は現在のあたたかい雰囲気の子育て支援センターで満足です。シルキー１階移

転とグーライトへの委託には残念な思いと経験実績なしの委託が不安です。 

・ママ向け各種セミナー、ワークショップでメイク、ネイル、ヨガなど自分磨きのできるセミ

ナーとあるが、私は子どもと共にできる遊びがしたくて今の子育て支援センターを利用し

ています。それに若くないですし、人の多く集まる場所や人付き合い、仲間づくりが苦手で

す。気軽に足を運べる雰囲気ではないように感じてしまいます。メイク、ネイルなどに興味

はありません。 

・様々な施設が複合することになると利用する年齢の幅が広がり、県内外多くの人が出入りし

ますし、現在は物騒な世の中で人が多く集まる場所に小さな子連れの親子に危険が生じる

ようなことが起こった場合はどうするのでしょうか。その辺の安全対策、セキュリティ等何

か検討されていますか？今の支援センターはしっかり囲いのある中で、親子だけの来館で

非常に安心して通えています。 

・駐車場については移動に不便さを感じることと、シルキー東側は子どもを連れて歩くには抵
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抗があります。 

・なぜ市で子育て支援センターの運営はできないのですか？教えてください。 

⑭回答 

今後、必要に応じて説明会など開催し、ご意見をお聞きすることも検討してまいります。 

安心して遊ばせることができる環境は大事であり、大型遊具の設置につきましても、現場職員

（保育士）の意見等をお聞きしながら検討してまいります。 

子育て支援センターの機能は現在と同様で、それに加え各種セミナーを開催できるスペースが

設けられれば、というのが現在の構想です。メイクやネイルなどは㈱Goolight 様で現在のとこ

ろ考えている事業でありますので、不要であればご利用いただく必要はありません。 

防犯面は重要な課題であり、今後詳細を詰めていく中でしっかりと検討してまいります。 

駐車場に関しましては、長電パーキングやイオン須坂店、シルキー東側を考えておりますので、

利用のしやすい駐車場のご利用をお願いします。 

市で子育て支援センターが運営できない理由につきましては、子育て支援センターをシルキー

ビル１階へ移転し、シルキービル１階全体を複合機能施設としてリノベーションし、相乗効果を上

げる、という㈱Goolight 様の提案事業を受け、子育て支援センターについては、施設面での課

題が多いこと、子育て支援センター機能だけでなく就労支援等も含めた子育て支援施設とするこ

と、民間のもつノウハウを生かして全体を一体として運営することが一番効果的であると考え

て、子育て支援センター機能も含めて民間業者に委託を考えているものです。 

 

⑮ご質問・ご意見  

支援センターが移転する理由としてシルキービル１F の活用策だということは理解できま

したが、子育て支援センターが利用者にとってより良いものになるためだという事に関して

は理解できない部分もありました。利用者としてはシルキーに移転してしまうならば現状の

支援センターのままが良いです。 

 なぜなら、シルキービルに支援センターが移転したとしても、現在の建物は中央児童センタ

ーとして残るという事でしたが、他の児童センターも民間に託されている現状から、中央児童

センターも市ではなく民間が運営することになると容易に予想できます。 

 そうなると、公立保育園・保健センター等、市との連携の取れている児童センター等の未就

園児親子の遊び場がなくなる事となります。同時に保育園での様々なお子さんや保護者に対

応されている経験豊かな保育士さんとの関わりも持てなくなります。 

 私のように核家族で専業主婦で子育てしている身にとって必要なのは、休日に家族で出掛

けたくなるようなカフェやその他の施設の整った場所でなく、子育ての悩みを話せるプロの

先生方やママたちがいる場や、自分の子供を家族以外の人（先生方や他のお子さん）とお金の

心配なく気軽に関わらせてあげられる場所ではないかと思います。 

 お金に関しては「駐車場代がかかる」「子どもが食べたいとグズるカフェがある」となると

平日毎日は利用しないと思います。働いていない身としては毎日そこまでお金をかけられる

かわかりません。 

 民間の運営する施設で、またシルキービルのような立地でそのような場が作れるか疑問で
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す。なので移転には反対です。 

⑮回答 

中央児童センターについては、現在の建物で残します。また、民間が運営することになったとし

ても、市の保健師・家庭児童相談員・保育士・栄養士等との連携や相談事業は継続します。 

現在の子育て支援センターの建物は施設が狭隘であることや、駐車場が少ないこと、小学生が

同じ空間で遊んでいるので危ないなど、課題があることから移転等の検討を続けていました。 

利用者様の安全確保のためにも施設整備が重要になってきておりますが、ソフト面での事業

内容につきましても、サービスの低下にならないよう継続してまいります。 

なお、利用料や駐車料金についても現状と同様に、子育て支援センター利用者は無料でご利用

いただく予定です。 

 


