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会 議 記 録  

会議名称 第 11 回社会教育委員の会議 

日 時 平成 27 年 1 月 8 日（木）午後 4時 34 分～午後 6時 38 分 

場 所 セシオン杉並 2 階 視聴覚室 

出 席 者 委員：吉井、木野内、岩崎、藤川、多田、吉田、内山、原、笹井 

区側：生涯学習スポーツ担当部長、生涯学習推進課長、スポーツ振興

課長、社会教育センター所長、社会教育推進担当係長（社会教育主

事）、管理係長、社会教育センター社会教育主事、管理係主査 

配付資料 ＜事前配付資料＞ 

1 第 10 回社会教育委員の会議 会議録（案） 

2 今期のまとめについて－議長・副議長事前協議提案項目(2) 

3 これまでの会議での発言まとめ（ｈ26.12.26 現在） 

＜当日配付資料＞ 

1 平成 26 年度 公民館を中心とした社会教育活性化支援プログラム

（テーマ②）中間発表会【評価所見】 

2 すぎなみ教育報№215 

3 すぎなみ若者応援講座 

4 杉並文学館 

5 すぎなみ科学館ニュース 第 14 号 

6 知っておきたい デートＤＶ＆性暴力の基礎知識 

7 防災・減災連続講座「男性・女性みんなの視点で」 

8 「社会的養護を知る・学ぶ」 

9 とうきょうの地域教育№118 

10 ニュースレター№l6 

会議次第 Ⅰ 報告事項 

 ・「公民館等を中心とした社会教育活性化支援プログラム」につい

て（杉並区：減災・ふれあいウォークラリー） 

 ・「科学教育事業の推進」について 

Ⅱ 協議事項 

 ・今期のまとめについて 

 ・次回の日程について 

Ⅲ その他 

（意見要旨） 

○副議長 では、議長が来られるまで進めさせていただく。本年もどうぞよろしくお

願いいたします。では、早速、部長のからご挨拶をいただきたい。 

（生涯学習スポーツ担当部長挨拶） 
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○副議長 ありがとうございました。議長が見えたのでこの先の進行をお願いする。 

○議 長 すみませんでした。では、配付資料等の確認をお願いしたい。 

（社会教育推進担当係長（社会教育主事）説明） 

○議 長 次に報告事項「公民館等を中心とした社会教育活性化支援プログラム」に

ついて。 

（社会教育推進担当係長（社会教育主事）説明） 

○議 長 以前DVDも見せていただきプロジェクトの概要はご承知かと思うが、ご意見

とかご質問とかがありましたら、ぜひ願いしたい。 

○委 員 資料に記載の和泉地区では、全6回の取組を通じて地域そのものがつながっ

ていくための一助になった。このDVDがあれば、随時可能になると思う 

○委 員 そのDVDを見たり1回目に参加したりした人が杉六小学校周辺地域で取り組

むなど、拡がりの成果はあったと思うが、資料に1年目の経緯などが載っていない。

○副議長 すばらしい取り組みなので、DVDだけでなく簡易編集し動画像をネットに載

せれば、そこから全国的なコミュニケーションもでき、有効活用してはどうか。 

○生涯学習スポーツ担当部長 個人情報のこともあるが文科省や実行委員会とも協議

し、条件もクリアでれば区政資料へのアップを早速検討させていただく。 

○委 員 高円寺地区は、防災面から非常に木造密集地が多く不燃化特区もある。地

域住民のニーズに合わせた活動という部分だが、具体的にどのようなことがあり、

課題に対してどう取り組んだかがもっと見えるようにできれば良い。 

○委 員 高井戸地域や永福和泉地域の動きにもなっているようだが、井の頭沿線

は、なかなか核がなくつながりにくいとの話をよく聞く。6地域の取組を同じテーマ

のもとでつなげるという意味でも大きな意味を持つプロジェクトだと思った。 

○副議長 働きに杉並に来る人や区に住んで他の場所に働きに行く区民も多い。その

人たちへの取組があったらと感じた。 

○議 長 伝統的なコミュニティがない、あるいは昼間人口として在勤者は多いが在

住者が少ないなどのバランスから伝統的コミュニティが弱いところに、価値観も多

様化し興味・関心も多種多様な中で「防災・減災」は、共有できる数少ない重要な

テーマだが、そこに着目し、かつ実践的に楽しめる形で普遍化しているのが良い。 

○委 員 うまく活用できれば学校中心という部分から地域意識を子供たちに持たせ

ることもできよう。地域ぐるみでおもしろく訓練ができる仕組みにまで発展させて

いただければ、保護者が参加するかもしれない。 

○委 員 参加型生涯学習で民主導的な形なのが非常に良い。昼間は商店街にみんな

働きに来ているので訓練をしたいと思うのだが、民が主導しつつも行政の各所管と

も一緒にできるように進めていきたい。要はやり方で民主導より人を巻き込んでい

けば、可能性はどんどん広がるように思う。 

○委 員 学区域では、中学校と複数の小学校に重なりがある。震災は同時に起きる

ので訓練も一緒にと言ってもなかなか難しい。このハウツーやソフトを多くのとこ

ろが共有できると随分違ってくるように思う。 

○議 長 机上の空論ではなく実践的で、実践を促し参加意識を高めていくプロジェ

クトとして大事である。自分が住んでいる地域を知ることが防災・減災の第一歩と

いう意味では、この実践型プロジェクトはすごくいいと思う。そのコンセプトをき

ちんと維持し、より普遍化できれば、どの地域でも定着するのではないかと思う。 

○議 長 「賢人組織と住民組織の階層化」とあるが、「階層化」と言う言葉自体で

分けてしまう感じがする。以前、カナダのエドモントンで郊外の町や村のボランテ

ィア組織を見て回ったが、普通の住民が消防団や自衛消防団をやっていた。日本で

も江戸時代に「組」などの消防団を普通の庶民がグループを組んで担っていた。

「プロボノ」という企業人が専門性を生かしてボランティアをする場合もあるが、

どこまで専門性が成立するのだろうか。 

では、協議事項「今期のまとめ」について事務局より説明をお願いしたい。 

（社会教育推進担当係長（社会教育主事）説明） 
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○議 長 Ⅲの具体的取組・施策は後回しにして、Ⅰ・Ⅱについてうかがいたい。 

○副議長 現状の把握などかなり抽出されてゴールは近いという印象を持った。 

○委 員 第10期の「やりとりの復活」を最近読み直し、6年前と大枠は同じでも、Ｓ

ＮＳの広がりが状況の変化としてあると思った。この時にもコーディネーターが必

要で、地域とつなげる役割があるように記されていた。今、学校支援は実現してい

るが、対地域に対する社会教育、生涯学習のコーディネーションがうまくできてい

ないことを感じる。学校は子供たちの教育だけでなく地域、社会、家庭も含めた場

にしていくには、学校単位的なコーディネーターが必要だと認識している。 

○委 員 私もコーディネーターが必要だとされているのに、なぜそれが解消されな

いかを入れた方がいいと思う。今回、内容が余りにも広過ぎているので焦点化した

り最終的な施策を考えたりしないと問題点の拾い上げて終えてしまうように思う。 

○委 員 課題は、ＳＮＳの活用で上の方はやらず、下の若い子たちは、逆にこれし

かやらない。そこから世代間ギャップが拡がり、家庭の中でも親と子の対話の仕方

が全然違うような状況になっている。ＳＮＳをしっかり理解してもらう場の提供が

必要で、これには、今まで大人が子供を教えていたのと逆に、子供が大人に教える

ような場面でもあると思う。 

○議 長 なるほど。一つの柱として今回の報告では、ＳＮＳの話でメディアを活用

した、あるいはバーチャルなコミュニケーションになると考えてよいか。 

○副議長 人と人とのつながりやコミュニケーションが大きく変わっているというこ

とは、地域のあり方もビジネスも世界が変わっている。シームレスでボーダレスに

なっている中で、どう生きていくのかが問われているのでそれでいいと思う。 

○委 員 ＳＮＳでつながれば隣に住んでいる人が誰だかわからなくても良い。つな

がりという言葉の捉え方が世代によって違っている。また、子どもに端末を使うの

を親が許しているかどうかだけで情報格差ができ、それがいじめにつながったりす

る場合も状況としてある。 

○議 長 一時期、メディアをめぐる問題は、俗悪サイトに接続させないフィルタリ

ングの問題を捉えてきた。最近は、子供たち独自のコミュニティサイトを第三者が

チェックできない状態になってどうするかが問題提起されてきた。そうした時に、

メディアリテラシーという教育的アプローチが必要になる。子供たちの成長、発達

にどういう影響を及ぼすのかが一つで、そういうものを使っている人がたくさんい

ることと地域づくりにどういう関係があるのかという二つの論点がある。 

○委 員 要は情報機器の進歩が本当に目まぐるしく短時間でいろんな情報がとれ、

その機能を使いこなせる人の情報量と、そうでない人との格差がものすごく大きな

ことだろうと思う。すると、個人間の格差がコミュニケーションそのものの、会話

の質までをも変えてしまう怖さを感じる。 

○副議長 情報をたくさん持っている人が本当に優秀で知識人かというと、決してそ

うでなくただ知っているだけ、並べているだけで、ネット上にある「ゴミ」もうの

みにするような例もある。だから教育の問題だと思う。 

○議 長 昨日の新聞に載っていたが、イタリア人と比べると、日本人はごみのよう

な情報を信用し、人と同じでなければという強迫観念に駆られてコミュニケーショ

ンしているが、イタリア人は信用しないそうで、これからは人を信用しない能力が

大事だと書いてあった。人を信用しないから、信用できるようコミュニケーション

を必死にとろうとする。つまりリアルなコミュニケーションをとることでやっと信

用できるようになるという。なるほどと思って読んでいた。 

○副議長 確かにアラブに行くと、だまされるほうが悪い。物を盗られたら「盜られ

るあなたが悪い」と言われる。そういう価値観の全く違う人たちがネット上には同

等に出てくるわけで、それを同じように捉えていたら、ちぐはぐしてしまうケース

が出てくるのだと思う。 

○委 員 信用しない能力は、やはりフェイス・トゥ・フェイスで察する力だと思

う。本当に近い距離で相手の顔色、目の表情を読むという体験の重要さだと思う。 
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○委 員 分極化したこの世代をつなぐ存在として、高校生、大学生が結構新しいつ

ながりをつくっていく中ですごく大きいと思う。高校、大学へ行って働き始め、子

供ができたぐらいでまた地域に来るが、その空白の10年がわからない。だから、高

校生、大学生をうまく取り込んでという部分が本当は欲しい。 

○委 員 この間もたまたま小学校に女子大生に来ていただいてワークショップをや

ったが、子供たちからしてみると、自分の親よりも若くふだん接する機会のない世

代と接する。個別の会話というのはないが、ものづくりと表現の仕方を教わったり

するが、それだけでやりとりできている。大学生のお姉ちゃんはすごいという感じ

があったと思う。イベント的なものでつながりができるのではないかと。 

○副議長 実は、そこで何をやったかというと、その辺にあるものでファッションシ

ョーをやる。子供たちは自分の身につけるものをつくり出す。テーマは自然。動物

や植物に自分がなり切って、地球の一員となる仮装をするというもの。その中でコ

ミュニケーションが生まれ、何かをつくり出していく体験だけでもできれば、フェ

イス・トゥ・フェイスで表情を読むトレーニングにもなるかもしれない。 

○委 員 中学校の海外留学事業が5年ぶりに再開し、かつてのＯＢたちに経験を話し

てもらおうとした。すると、彼らの半分はＬＩＮＥでつながっていて、5年ぶりでも

ＬＩＮＥで集まってくる。だから、活用の仕方次第で、新しい観点から大人たちと

子供たちをつなぐ存在として、フットワークのよさを活用するのもいいと思う。 

○副議長 メディアがどうしても悪みたいな方向に行きがちだが、有効活用もある。 

○議 長 中学生、高校生から見ると、大学生って、本当に話しやすいお兄ちゃん、

お姉ちゃんに見えるので、大人との間に入って活動してもらえるのは大事で、大学

生自身にも潜在的に求めている人がたくさんいると思う。 

○委 員 杉並に6大学の連携組織もありうまくコーディネートできればと思う。私た

ちは、人と人をつなぐコーディネーターが必要だという議論で来ていたが、人と人

だけをつながなくても、組織と組織をつないで、今みたいに一緒にやるというよう

なコーディネートでもオーケーだと思う。 

○副議長 そうすればⅢの具体的な取組や施策は、本当に具体的に書けるので。それ

こそ、モデル的なものがあれば参考事例として出していけばわかりやすい。 

○委 員 小学生の前で格好いい中学生を見せると、中学生は本当に伸びる。同じ構

造が高校生、大学生も多分ある。昨年末に高円寺地域の地域教育推進協議会の音楽

祭として小4校、中2校で一緒にやったが、中学生にやってもらうと小学生は、また

やりたい。中学校になったら私もやっていきたいというのが出てくると思う。その

様子を保護者や地域の方が見る、それだけでつないでいると思う。 

○議長 今日の話の中でメディアあるいはＳＮＳや世代間のギャップの話も出たが、

ほかの課題はいかがか。例えばコーディネーターの必要性が何度も示されながら、

実際には機能あるいは定着していないのは、なぜそうなったのであろうか。 

○委 員 例えばコーディネート機能が必要だ、そういう人材が必要だといった部分

に対しての予算づけは可能か。学校支援本部コーディネーターには、費用が出る仕

組みになっている。地域だったら七つのブロックのところに何人か公募し、地域を

つなぐコーディネーターとして自分たちから問題提起をしていくような形ではなか

ろうか。かといって、そういう人たちを募集するのもなかなか難しいので、行政が

認めたコーディネーターという形までできれば少しはいいと思うが。 

○議 長 学校、家庭、地域、特に学校と地域のコーディネーションは、学校と地域

をコーディネートするが、ほかの場面のコーディネーションで何をするのか。 

○委 員 人と人もそうだが一番難しい。だったら、施設と人、学校と団体さまざま

なパターンはあると思う。それこそ学校支援本部でも地域の部分に関して活用でき

るというふうに認識している。 

○社会教育センター社会教育主事 学校支援本部の場合、学校長の求めに応じて活動

する。学校側からの投げかけを受けとめてコーディネートしていくというのが大前

提になので、これは結構厳しく若干無理があると思う。 
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○委 員 ただ、地域のコーディネートにしても、そういう人たちが中心になるのか

なと思っている。このような、単にやりましょうと言っても難しいので行政の後押

しなり協働での仕組みづくりが必要ではないかと思う。 

○社会教育センター社会教育主事 働きかけとしては、小学校で読み聞かせの保護者

ボランティアが足りないときに、図書館の高齢者の読み聞かせグループをつなげる

事例や、学校の花壇整備に、「花咲かせ隊」というボランティア活動で区内の公園

で花を植えている人たちに協力してもらうという形でつなげている事例もある。外

に目を向けるのを奨励はしているが、組織と組織をつなげて新しい持続的な関係を

つくり出すには、レベルとしてはもう一歩、学校地域コーディネーターの中で力量

を高めていく必要がある。 

○議 長 コーディネーションはみんな共有できる土俵がないとできないと思う。共

通のテーマ、例えば、この商店街を盛り上げようなど、みんなで共有しないと様々

な人がかかわれない。ただ、単に何かやろうというのではなく、それは必要条件だ

と思うがみんなもそれで得する、メリットを感じるテーマを見出し、それを提示

し、みんなでやらないと大変だということを共有し、初めて異質なセクターがかか

わり合える。こうやれば楽しめる、こうできれば課題解決で喜べるというのは、そ

の地域にいる人ではないとできない。杉並がトップランナーでここまで進んできた

のもここ10年の話だと思うが、全体的には理念が先行し、実践はまだまだ後回しと

いうことが多かった。なぜ実践に向かないのかという分析や当事者がわかっていな

かったのだろうが、最近ようやくわかってきたからだろうと思っている。 

○副議長 やはり都会型というところで、目的や具体的に見つけていかないと、漠然

としてしまう。場合によっては、コーディネーターにされて何も言えなくなってし

まうかもしれない。そのようなことも排除し、ある目的、ある責任の範囲をしっか

り決めないと非常に難しいと思う。 

○委 員 コーディネーターも、自発的に手を挙げて、自分がこの部分をやります、

この部分は責任を持ちますという方が理想だが。 

○議 長 このセンターでやっている事業は、リーディングプロジェクトだと思うの

で、ぜひ、この解決のためにも拡充していただければと思う。 

○委 員 学校づくりにとどまっていた部分が、学校選択制が終わることによって、

地域の三つの中学校のコーディネーターが集まって相談できるなど一歩進む部分が

あると思っている。すると、地域の方たちがまた違う組織がかかわるなどダイナミ

ックに展開する可能性を感じている。 

○委 員 一つの地域があれば、学校が何校あろう地域全体の中で地域がどの学校に

もかかわってもいいというのが私の意識だったが、現実は、地域は地域で線引きし

て、閉鎖的とまでは言わないが垣根をつくるのが大人。子供は垣根関係なく飛び越

えていくわけで、そこを融合していくのがコーディネートだと思う。先日の音楽祭

でも、高中と高南中の生徒が運営するのですけども、やっぱりお互いに意識もしな

がら、ただ、いい部分は吸収していく。それができるのは大きなことで拡大してい

けば地域間連携になる。 

○議 長 地域づくりへの参加が限られた人でしかなくたくさんの人が参加するよう

にするのが社会教育の大事な役割だと思う。みんなにちょっと関心を持ってもら

う、あるいは多少関心のある人に実践してもらうようにできるかは、大事なことだ

と思う。関心を持たない人たちが参加するには何かないか。 

○委 員 よく考えるのだが、やはり子ども時代の原体験。空白の10年というがその

前に経験を持っている子、例えばその大学生の人はすごいとか経験がいろんな面で

あったりすると、地域に帰ったときに呼び起こされると思う。多分私たちの世代

は、なかった。経験がない中で、掘り起こしていく難しさを感じる。 

○委 員 地域で上の人から継いで教えてもらう構造が崩壊した。ただ、崩壊しても

実家が商売をしている、地域にもともといられる、もしくは、地域の所属以外スポ

ーツや少年団で先輩が卒業して教えに来て体験できたりしたが、それを地域でやる
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というのは、難しい。 

○委 員「面白さと日常性をアピールした取組み」というコメントがあるが、ここが

キーワードかと。学校現場で土曜授業は授業ではなく地域の皆さんと新しい教育を

つくる場所で、共に育っていくという「共育」をする時間だよということで、基本

的には机に向かっている学びではなく、人と人との学び合いや体験を通しての学び

合いとやっていて、今、杉並はどの小中学校でも掘り起こしが進んでいる。これを

集約してどこかが集めてうまく使えないか。かつての委員さんたちが本当に地域で

核となっている姿を見て、学校支援本部の若いお母さんたちも育ちつつある。た

だ、チャンスとしてもっと場を与えられるようなことができれば、杉並の社会教育

は結構進んで「やっています」と言えるのかと思う。 

○委 員 土曜授業を活用できると思う。子供たちだけではなく地域を巻き込んでい

けば、親も育っていくつながりが広がりつつある取り組みになるかなと思う。 

○委 員 ただ、本当は普通の授業をやりたいところもあって土曜授業を先生方が組

むのが大変なので、学校支援本部なりのコーディネートで見せてはどうかと思う。 

○委 員 先生でなくても、新しいことをやることに対しては戸惑いもあり、もっと

勉強させてあげたい、もっと力をつけた子供たちを育てたいのが基本。でも、子供

たちが変わってきていることを思えば、学校支援本部や地域の皆さんが助けてくだ

さることがあれば、杉並の社会教育も学校教育も変わっていく感じがする。 

○議 長 わかりました。一つ、学校が地域づくりの拠点ということを丁寧に説明す

ることだろと思う。ほかにもし何かあれば。せっかくなので、事務局からも何か。 

○生涯学習スポーツ担当部長 社会教育、生涯学習分野は、多くが教育委員会ではな

く区長部局が比較的多数派になっている中で、子供から、子供から大人までがどう

学びを努めていくか。学校は、教育課程があり、そうではない汽水域が学校支援本

部、土曜授業とかにあたる。お話をうかがい、杉並が教育委員会に置き、かなり広

い守備範囲をとっている中で、皆様のお話がそのまま実証だったと思った。 

○生涯学習推進課長 先ほど減災ウォークラリーは、減災という共通の意識を、まさ

に同じ土台に立てるものを用意し、みんなで歩いて地域をいろいろ見るという一つ

の形をつくった。これが一つのコーディネートのスキルではないか。個人の資質で

人と人をつなぐのではなく、誰でもができる一つの形、仕組みとしてつくったのが

この減災ウォークラリーではないか。誰でもが取り組めるようなコーディネートの

仕組みが、減災以外にも幾つかプログラムをつくっていければ、実用できる個人に

頼らないコーディネートスキルができていくように思って、この取り組みをますま

す進めていければうれしいと思う。それをきっかけ新しい人の輪が広がり、新しい

人が知り合い、そこから新しいものが生まれることができればと期待したい。 

○スポーツ振興課長 今はインターネットで簡単に施設や事業を見出せるが、さらに

突っ込んだところに応じてアドバイスできるコーディネーターを養成し、今までは

健康体でスポーツをやるという人だけが体育館に足を運んでいきがちだが、もっと

もっと障害をお持ちの方、産後の方、マタニティーの方も、何かしらスポーツに親

しんでもらえるよう、そういう幅広い方々に紹介できるコーディネーターに養成に

取り組みたいと考えていきたい。 

○議 長 ありがとうございました。それでは、そろそろ時間なので、きょうの議論

はこの辺にしたいと思う。次回の日程について事務局きまして事務局のほうから。 

○社会教育推進担当係長（社会教育主事） 9日か11日メールで相談させていただく。

○議 長 ぜひ、トップランナーとしての杉並らしい報告書にできればと思う。引き

続きご協力をよろしくお願いしたい。ありがとうございました。 


