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会 議 記 録  

 

会議名称 平成 30年度第 1回社会教育委員の会議 

日 時 平成 30年 4月 17日（火）午後 4時 01分～午後 6時 08分 

場 所 東棟 6階 教育委員会室 

出 席 者 委員／山口、赤池、岩崎、小出、朝枝、天野、内山、笹井 

区側／生涯学習担当部長、生涯学習推進課長、中央図書館次長、社会

教育センター所長、生涯学習推進課長代理（管理係長）、社会教育推

進担当係長（社会教育主事）、教育連携担当係長兼社会教育センター

社会教育主事、学校開放担当係長、計画担当係長、管理係主査、社会

教育センター主査、管理係主事 

配付資料 ＜配付資料＞ 

1 第 3回社会教委員の会議 会議記録（案） 

2 社会教育関係団体に対する補助金交付について 

3 平成 29年度「小学生名寄自然体験交流事業」派遣の中止に伴う対

応について 

4 第 3回すぎなみサイエンスフェスタ実施報告について 

5 すぎなみ大人塾・地域コースの開催結果報告について 

6 「学校跡地による複合施設と次世代型科学教育の新たな拠点とし

ての機能を含む生涯学習環境の充実」事例検討のための関係施設の

視察について（報告） 

7 平成 30年度における教育委員会事務局の主要課題について 

＜参考資料＞※委員のみ配布 

・社会教育関係団体への補助金交付に関する根拠法令 

・杉並区立小学校ＰＴＡ連合協議会 平成 29年度定期総会議案書 

・杉並区立中学校ＰＴＡ協議会 平成 29年度定期総会議案集 

・第 35回杉並区立学校開放連合協議会定期総会議案書 

・第 56回杉並区文化団体連合会 総会資料 

・平成 30年度すぎなみ大人塾 

・炉辺閑話№58 

・杉並区青少年委員だより第 70号 

・平成 29年度青少年委員実践記録集 

・すぎなみ教育報№228 

・「Sugi Cam.」第 4号（杉並 6大学情報誌） 

・東京都生涯学習審議会『「地域と学校の協働」を推進する方策につ

いて－中間のまとめ－』 

・中央教育審議会諮問「人口減少時代の新しい地域づくりに向けた社

会教育の振興方策について」 

・社教連会報№82号 
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・社会教育のイノベーション～2020年の社会教育実践に向けて～ 

（笹井議長執筆：社会教育 4月号より） 

・第 3回すぎなみサイエンスフェスタ ブックリスト 

会議次第 1 開会 

2 協議事項 

○社会教育関係団体への補助金交付に対する意見について 

3 報告事項 

 1. 平成 29年度「小学生名寄自然体験交流事業」派遣の中止に伴う

対応について 

 2. 第 3回すぎなみサイエンスフェスタ実施報告について 

 3. すぎなみ大人塾・地域コースの開催結果報告について 

 4. 「学校跡地活用による複合施設と次世代型科学教育の新たな拠

点としての機能を含む生涯学習環境の充実」事例検討のための

関係施設の視察について（報告） 

 5. 平成 30年度における教育委員会事務局の主要課題について 

4 その他 

○次回日程について 

5 閉会 

（意見要旨） 

○議 長 こんにちは。事務局で異動があったので、生涯学習担当部長からご

挨拶をいただく。 

（生涯学習担当部長 挨拶） 

○議 長 続きまして、各社会教育委員のみなさんからご挨拶をいただく。 

（各社会教育委員 挨拶） 

○議 長 それでは、資料確認を事務局からお願いする。 

（社会教育推進担当係長（社会教育主事） 説明） 

○議 長 早速ですが、社会教育関係団体への補助金交付に対する意見につい

て説明を。 

○社会教育推進担当係長（社会教育主事） 社会教育法13条より補助金交付時

にあらかじめ社会教育委員の会議、またはそれに類似する審議会等からの意

見を聞くこととされている。その必要性を踏まえつつ、区ではこれまで各該

当団体が総会全てを終了した５月末から６月上旬に実施してきたところだ

が、団体の自主性を損なうことなく効率的に行えることを念頭に置き、手続

を見直すことなどにより、昨年度より時機を前倒にしてご意見をうかがうよ

うに実施する改善に取組んでおり、社会教育委員の皆様にもご協力をいただ

いている。 

今年度の補助金交付は、杉並区立小学校ＰＴＡ連合協議会、中学校ＰＴＡ

協議会、学校開放連合協議会、文化団体連合会の４団体が対象団体である。 

○議 長 四つの社会教育関係団体に対して、トータルで184万円をどういう

割合で分けているのかという基準はあるのか。 
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○社会教育推進担当係長（社会教育主事） 割合からではなく、各団体が行っ

ている業務のうち、補助金の対象を積み上げて、その額に応じて団体毎に算

出し実施している。 

○議 長 わかりました。ほかの委員の方は、いかがか。 

○委 員 小Ｐ協と中Ｐ協があって、学校数、予算規模も小Ｐ協のほうが多い

が、補助金の額は中Ｐ協が多いというのはどういう理由があるのか。 

○教育連携担当係長 広報活動とか研修活動というところで、どうしてもその

回数が充実している中Ｐ協の方が手厚くなっているような面がある。 

○委 員 ありがとうございます。 

○議 長 そのほかにいかがでしょうか。 

○委 員 文化団体連合会が文化・交流課ではなくて教育委員会が補助金を出

している意味は。文化団体連合会や学校開放連合協議会にも、杉小Ｐ協や杉

中Ｐ協のように生涯学習としての理念や、教育委員会として一緒にやってい

くようなことが見えてくると、すっきりと補助金の対象になるのかなと思

う。 

○生涯学習推進課長 担当課として総会などに出席し、意見交換などをしてお

り、そういう点ではＰ協と同じであると考えている。 

○議 長 もともと文化行政の所管は、教育委員会。それが、文化とスポーツ

は例外的に移していいとなり、徐々に市区長部局に移った経緯がある。杉並

区の場合は、その中で昔の枠組みでまだ残しているということだと思う。 

文化は、鑑賞活動と表現活動と大きく２種類の活動があり、鑑賞するのが

文化的な営みで、表現行為、表現活動というのは生涯学習の活動と捉えられ

ることから、社会教育と密接な関係もある。おそらくこの文化団体連合会

は、鑑賞団体というよりは自分で表現する団体だからだと思う。その辺はよ

くご理解いただいているとは思うが、改めて生涯学習の論理とか文脈という

ものを理解、徹底してできればいいと思う。 

○委 員 学校開放連合協議会の活動内容は、どちらかというとスポーツ、購

入物もスポーツ用品、石灰等の購入と生涯学習の部分が見えづらいが、どん

な活動をされているのか。 

○学校開放担当係長 体育館や校庭でスポーツをしている団体が大方だが、中

には教室で俳句を詠んだり短歌を勉強したりという団体もあり、全く文化的

な活動がないわけではない。ただ、記載は購入物のうち主に金額の大きいも

のを載せているので、こういった形になっている。 

○委 員 わかりました。ありがとうございます。 

○議 長 ほかにご意見がなければ、原案どおりで差し支えありません、とい

う答えを出そうと思うが、いかがか。 

（ 了承 ） 

○議 長 続いては、平成29年度「小学生名寄自然体験交流事業」派遣の中止

に伴う対応について、課長から報告を。 

○生涯学習推進課長 11、12月と事前学習会を開き、12月26日に、羽田から名

寄に向けて条件つきで飛行機が飛び立ったのだが、爆弾低気圧が北海道にあ

り、45分間ほど上空を旋回して、残念ながら再び羽田へ帰ってくることとな

った。 

子どもたちが非常に期待を持って参加してきたこともあるので、成果発表

会に替えて交流会を催した。内容は、名寄名物のジンギスカン鍋の食事会、



平成 30年度第 1回社会教育委員の会議 

 

4/6 

名寄で見られたであろう星の移動式プラネタリウムでの鑑賞、旭川動物園の

ＤＶＤの上映などを行った。残念なことだったが、自然というのが自分たち

の自由にならないという点では、こういうことをも含んで自然体験交流だと

いうことを子供たちには説明した。 

なお、この事業は次世代育成基金を使っていて当該児童が一度当選してい

ると、次世代育成基金を使った他の事業には参加できないという制約を受け

てしまうが、今回は現地に行ってないので以後の申し込みもできることとし

た。 

○議 長 お疲れ様でした。どこで引き返すかは、とても大事な判断で、無理

をしないというのもとても大事なことであり、そういう経験をさせられたと

いうのはすごく良いと思う。 

次に、第3回すぎなみサイエンスフェスタ実施報告について。 

○社会教育センター主査 ３月４日（日）に、セシオン杉並全館を使用し、午

後の３時間、ホールで行うステージと、出展団体26団体がそれぞれブースを

出す体験学習、パネル展示を行った。近隣での他イベントと重なってしまっ

たことの影響かと思われるが、前年度比では74人減の2,212名が来場した。 

ステージでは、杉並子どもサイエンス・グランプリの受賞者表彰式、そし

て区内業者を招聘してのサイエンスショーを開催し、子どもたちにも大人に

も好評だった。ブース出展では、新たに空撮企業のドローンによる「なみす

けを探せ」なども加わり、子どもたちが喜んで探していた。 

また、出展団体26団体のうち、杉並教育研究会小学校理科部の有志の先生

方、科学だけれども科学とは言わず工作教室を展開している方、中学生有志

など６団体の新規出展団体があった。 

今回は、実行委員会の立ち上げ前に準備会として、これまでの出展団体の

方々と話し合う場を設けた。その中の意見を基に、生涯学習につながる仕掛

けとしてのブックリストを300部程度配布することにした。アンケートにも

高い評価の声が届いており、これは今後も継続していきたいと思う。 

また、中学生や高校生が頑張っている姿をそれよりも年下の子どもたちに

見せる、大人たちに見せるといったこと、終わってからも次につながる学習

機会といったことで、今回は情報提供を意識的にしていくような試みを行っ

た。当日は、中学生による会場案内や、中高学生の出展ブースでの説明の丁

寧さや接客の良さといった点から、小さな子どもを連れたお母さん方から、

「子どもにもこんなふうに育ってほしい」といったコメントが寄せられた。 

○議 長 今の実施報告につきまして、質問等々いかがか。 

○委 員 とても温かい雰囲気で、今年は、整理券をやめたためか殺気立った

感じが昨年より少なく、皆さんが結構分散して参加されていたように感じ

た。 

参加されたお子様の年齢層の割合みたいなものがもしあれば知りたい。 

○社会教育センター主査 割合はないが、出展団体からも、今年度は１回目、

２回目にも増して乳幼児を連れたお母さん方が多かったのではないかという

声がある。 

○委 員 私も、乳幼児を連れているファミリーが多かったような印象がある

が、このフェスタの目的がどの辺にあるのか。もっと小学生に来てほしいと

いう意図があるのかもしれないし、そこら辺を少し分析していくと見えてく

るものがあるのかなと思う。 
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○生涯学習推進課長 体験的にできるブースは比較的多いと思うが、子どもか

ら大人まで楽しめるようなイベントにしてほしいという要望もある。やはり

バランスが一番難しい。 

○社会教育センター主査 最初、出展団体は主に小中学生を対象としたが、も

っと小さな子どもたちが来場した。２回目はそれを想定したが、今度は大人

も楽しめるような企画をやってほしいという声もいっぱいあった。そこで、

今回は大人も楽しめるような企画、子どもを対象であっても、大人がたまた

まその子どもに付き添ってきたときに、「あっ」という気づきがあるような

仕掛けをというのをやろうということで取り組んだ。小さな子どもが、自分

はできないけれども、お兄ちゃん、お姉ちゃん、大人が楽しそうにやってい

る姿を見て、それをにこにこ喜んで見ている姿というのも何か興味につなが

っていくのかなと思っている。 

○委 員 子どもができるけど、実はその奥の深さの中では大人が、「そうい

うことか」と科学的視点を持てるようなイベントになると、みんなが楽しめ

るようになるのかなと思う。 

○委 員 私は、このサイエンス・グランプリの入賞者の研究発表はすごく価

値があると思っている。問題解決したその自由研究の過程を、人にわかりや

すいようにアウトプットしていく。その発表を聞いて、お互いに研究発表す

る人同士で質問し合い、それに答えていくという姿を、大きく広報して、大

人数でその会が催せるようになると、杉並区全体の理数教育というものの価

値が伝わっていくのではないかと強く思う。 

○議 長 ほかにどうでしょう。 

○委 員 今回、特に生物分野がものすごく多く、科学、そして天体が入って

いるので地学も入っていると思った。なので、物理の分野がどこか入ってく

るとパーフェクトだと思う 

○議 長 どうもありがとうございました。 

それでは、議事を続けすぎなみ大人塾・地域コースの開催結果報告につい

て。 

○社会教育センター社会教育主事 これまでの大人塾の卒業生、卒塾生の方た

ちと一緒に地域に出ていって講座を展開しようと、29年度から地域コースと

いうものを始めた。 

高円寺コースと西荻コースを開催して、高円寺コースに関しては、対話を

する場をつくるということで開催し、この5月に早速、大人塾まつりに出展

しようという流れにつながっている。また、西荻コースは、すぎなみ地域大

学と大人塾で共同開催する「学びと参加のシンポジウム」、このテーマの企

画運営を地域課から受託をして行うというようなことにも広がっている。 

来年度や今年度についても、引き続き高円寺地域と西荻地域で開催予定。

また、昨年度同様、大人塾の卒塾生や地域の関係者と企画懇談会を開いてコ

ースの中身を固めていきたいというふうに考えている。 

○議長 次は「学校跡地活用による複合施設と次世代型科学教育の新たな拠点

としての機能を含む生涯学習環境の充実」事例検討のための関係施設の視察

について、報告を。 

○社会教育推進担当係長（社会教育主事） 委員の活動として２月に２カ所視

察した。一つ目の施設では、複合化という点で、それぞれがお互いを生かし

合う、認め合う関係をつくるにはどうしたらいいか考えさせられた。二つ目
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は、ささやかだけども、人々が寄り合ってつき合っていく、あるいはつくり

出していく、そういったものを大事にするという観点からすると、これから

つくる拠点づくりという意味では大変参考になる部分があった。 

○委 員 両施設を通して思ったのは、子供だけというよりも、幅広い年齢の

方に使ってもらえるにはどうすればいいかというのが、とても重要だと思

う。 

○議 長 それでは、報告事項の最後、平成30年度における教育委員会事務局

の主要課題について。 

○生涯学習推進課長 本日は生涯学習推進課と中央図書館について説明する。 

生涯学習推進課の今年度の主要課題は三つ。一点目が次世代型科学教育の

新たな拠点づくりの検討の実施。二点目が愛新覚羅浩に係る特別展示の実

施。三点目は荻外荘復原に向けた調査の実施。以上です。 

○中央図書館次長 引き続き中央図書館の主要課題は、一つ目が中央図書館の

改修。二つ目が地域図書館の永福図書館の移転。さらに、高円寺図書館の老

朽化に伴う移転、改築。三つ目は、こういった改修・改築などを一つの契機

にして、図書館の現在の運営の方法というものを改めて検討すること、の以

上三点です。 

○委 員 中央図書館の休館期間と、団体貸し出しはどのように行っていくの

か。 

○中央図書館次長 事務上の都合なども考えて、今のところ31年の４月から休

館と考えており、工事は32年の夏までで、１年半弱ぐらいになる。 

その改修期間中の団体貸し出しについては、学校当局などとも相談をして

進めたいが、実際にどこかに保存したものを都度出し入れするというのは、

コスト的にも見合わないかと思っており、これから詰めるという段階です。 

○委 員 ありがとうございました。 

○議 長 特段なければ、最後、次回の日程について。 

○社会教育推進担当係長（社会教育主事） 次回の日程は議会があり、6月末

から7月の初旬あたりにしたいが、追ってメールでご相談したい。 

○議 長 承知いたしました。最後に、課長からご挨拶を。 

（生涯学習推進課長 挨拶） 

○議 長 ありがとうございました。本年度の会議の方もよろしくお願い申し

上げます。ご協力ありがとうございました。 

 


