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会 議 記 録  
 

会議名称 第 3回社会教育委員の会議 

日 時 平成 25年 9月 12日（木）午後 4時 47分～午後 6時 52分 

場 所 郷土博物館 2階 視聴覚室 

出 席 者 委員：吉井、木野内、岩崎、藤川、多田、吉田、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、郷土博物館

長、中央図書館次長、社会教育推進担当係長（社会教育主事）、 

社会教育センター社会教育主事、郷土博物館企画担当係長、管理係長、 

協働推進係長 

配付資料 ＜事前配付資料＞ 

1 文部科学省「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 

2 小学生名寄自然体験交流 

3 「すぎなみ協働推進ガイドライン」 

4 杉並区立郷土博物館のリニューアルについて（提案） 

5 平成 23・24第 12期杉並区社会教育委員の会議意見まとめ（案） 

＜当日配付資料＞ 

6 第 2回社会教育委員の会議 会議録（案） 

7 第 13期杉並区社会教育委員の会議アンケートまとめ 

8 共助社会づくりの推進に向けて（共助社会づくり懇談会） 

9 すぎなみ地域大学（10～12月開講講座） 

10 すぎなみ大人塾 2012記録集 

11 大人のミカタ 家庭教育支援事業の記録（平成 24年度） 

12 みんなの生涯学習№112（委員のみ） 

＜参考資料＞ 

・社教連会報 

・平成 24年度杉並区内におけるＮＰＯ等の活動と支援に関する調査 

・杉並区立郷土博物館案内図 

・「Action!地域活動スタートブック2013」 

・「地域大学修了生 30人が語る活動実践集 2012」 

・東京文化財ウィーク 2013 特別事業・公開事業 企画事業編 

・東京文化財ウィーク 通年公開編 

・杉並区立郷土博物館 常設展示図録 

・「まちの子どもの一日」杉並区立西田小学校郷土資料展示室の 

ご案内 

・松ノ木遺跡と下高井戸塚山遺跡の復元住居の見学のしおり 

・杉並区立郷土博物館 平成 23年度版年報 
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・「炉辺閑話」№48 号 

・「古民家で楽しむ 十三夜のお月見ナイト」 

・「～時代がみえてくる！～オキュパイド・ジャパンのおもちゃた

ち」 

・「みんなの地域博物館 市民も支える地域博物館とその活動」 

・「十五夜講演会」 

・「すぎなみキャリア塾」 

・杉並区総合文化祭の案内 

会議次第 Ⅰ 報告事項 

 ・文部科学省「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 

 ・小学生名寄自然体験交流事業 

 ・「すぎなみ協働推進ガイドライン」について（協働推進課） 

Ⅱ 協議事項 

 ・社会教育事業の現状把握(1)－郷土資料館－ 

 ・今後の社会教育委員の検討課題について(1) 

Ⅲ その他 

（意見要旨） 

○議 長 ただいまから第3回目社会教育委員の会議をはじめる。まず、1番目

の「公民館等を中心とした社会教育活性化プログラム」についての説明を。 

（社会教育推進担当係長説明） 

○議 長 ここ数年公民館数や利用者が減っているが、3.11の大震災以降公民

館をキーワードにしたプロジェクトとして、公民館や類似する施設を含めて

元気にするきっかけにしてほしいというのが趣旨ある。この「チーム「減

災」すぎなみプロジェクト」は、杉並にある既存の事業も何かリンクさせな

がらやっている点でおもしろいと思うので、ぜひ期待したい。 

○委 員 杉並の中で言えば「公民館等」というのは、社会教育センターもそ

うだと思うが、他にどんな施設を想定できるか。 

○社会教育センター社会教育主事 地域区民センターなどがそうだと思う。 

○委 員 他に採択されたところはどのくらいか、やはり公民館が多いのか。 

○社会教育センター社会教育主事 全体の状況はわからないが、来年2月に全国

レベルの発表会を開催予定なので、そこでどのように公民館や類似施設が他

の資源とつながり活性化につなげたのか、一緒に学びたいと思う。 

○議 長 公民館は公共的な役割を果たしたという議論もある中で、公民館の

独自性や固有性、意義を現代バージョンに合わせて再確認し、創り上げてい

こうというプロジェクトだと思うので、杉並も参加してもらえてよかったと

思う。それでは、次の小学生名寄自然体験交流事業について。 

（生涯学習推進課長説明） 

○議 長 ありがとうございました。前回大盛況だったが今回も抽せんか。 

○生涯学習推進課長 今年度もランダムな抽せんを考えている。 
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○議 長 人数がもっと増やせればいいとは思うが可能か。 

○生涯学習推進課長 利用する宿泊場所が定員いっぱいなので、別の宿泊場所

が確保できたりすれば可能だが、今現在は25人で抽せんさせていただく。 

○議 長 では、3番目の「すぎなみ協働推進ガイドライン」について。 

（協働推進係長説明） 

○議 長 新しい「すぎなみ協働推進ガイドライン」に対してご質問等は。 

○委 員 協働とは何かという定義が変わって、1対1の関係から移ってきたと

いうのは、この2013年度版から変えたということか。 

○協働推進係長 「多様な主体」という言い方で今までもなされてきたところ

だが、国も「新しい公共」から「共助」という言葉に変えており、利害関係

者がマルチで話し合うという流れがトレンドだと思う。今まで委託との違い

が理解し切れず行政の下請を協働と銘打ってやらされているような感があ

り、逆に職員からすれば行政の仕事にNPO等から踏み込まれた感も、またあっ

た。そうではなく多様な担い手がそれぞれ主体的に考えようという体制にシ

フトできるかが今回の肝だと思っている。 

○委 員 私も「新しい公共」事業に携わったが、対象が「ＮＰＯ等の」とな

っている。東京都も「ＮＰＯ等」に任意団体も含めるとのことだが、「区民

団体」としてもいいように思う。「ＮＰＯ等」には、必ずＮＰＯが入ってく

るので、企画等はスムーズでも少し偏るようなイメージがある。一番ノウハ

ウを知っているのが「ＮＰＯ等」なのだろうが、もう少し柔軟性がほしい。

もう一つ、この「協働による事業の進め方」として、最初に必要なのが課題

の抽出ではないかと思う。 

○協働推進係長 ＮＰＯが脚光を浴び10年以上になるが、まだ脆弱な部分が非

常に大きい。区内330団体ぐらいのＮＰＯ法人の全てが担い手として非常に力

があるわけではなく、ＮＰＯの活動として弱い部分もある。また、他国に見

られるような若手の大卒後の就労にＮＰＯ勤めがキャリアになるようなライ

ンも確立していないこともあるので、地域活動団体という大括りにはできず

にいることは否めないところだと思う。また、課題共有は大事だが、得てし

て地域活動団体が自分の得意分野だけでやりがちになり、住んでいる人にと

ってどうなのかが考えられない場合があると思う。住んでいる人が暮らしや

すくなる事業かどうかだが、そのためにも課題が何かを多様な主体で共有す

ることが大事だと思う。 

○委 員 まさに社会教育の課題でも議論してきたことだが、行政と市民団

体・ＮＰＯとの協働もあるので「中間支援ネットワーク会議の設定」の役割

分担をうまくやってほしいと思う。留意点の「協働相手を理解する姿勢」や

「地域を「つなぐ」意識」は、まさに社会教育のコーディネーターや社会教

育の課題だと思う。このガイドラインが行政あるいは職員向けなので、市民

向けの発信も必要で、協働の相手を理解する姿勢として行政の立場を理解す

ることも必要だと思う。課題の抽出というところで今年のトライアルな協働

提案は、区から提案された四つの分野で進められているが、来年以降に課題

の抽出、意見交換等をワークショップなどで行い、役割分担もできるように

して協働できればいいと思う。 

○議 長 協働推進の立場から社会教育・生涯学習行政に期待することは。 

○協働推進係長 協働というと協働事業に結果を求めがちだが、とにかくみん

ながテーブルに着き、ただ話し合うだけでも大事だと思う。一番いけないの
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は何もしないことだが、社会教育・生涯学習には、初めの一歩という意味

で、最初から地域の課題の解決をしていかなくとも、自分の趣味などから生

涯学習という観点で話し合い、初めの一歩からステップアップしていく中で

地域の課題解決にも入り込んでいけるように思う。生涯学習・社会教育と地

域の課題解決・協働には、線引きよりタイアップが必要だという気がしてお

り、協働提案制度に一番向いているのは、チャレンジしていく姿勢の事業だ

と思っている。まだやったことがないものや新しい興味、発想、創造性を発

揮し、その行き着く先に協働提案制度で社会実験的にチャレンジする。アイ

デアを出し合って発想をブラッシュアップしていくには、生涯学習も大事で

はないかと思っている。 

○委 員 生涯学習推進に変わり、自ら学ぶという方向に向けている部分があ

る。協働推進も生涯学習という観点で、自ら参加するような方式に持ってい

くことを広げる非常にいいチャンスだと思うので、うまく絡めていけるなら

生涯学習という部分でいろんな方への参加を促せるのではないか。 

○委 員 ＰＩＳＡの国際学力テストがあり、今度は科学的リテラシーをはか

るのに「協働的問題解決能力」という言葉を使っている。ぜひ、子供たちの

モデルになるような活動が大人の中で進めばと学校関係者として思う。 

○委 員 協働事業という中で戸惑っていることに、各地域区民センター協議

会が講座を開いたりする時に、協働事業かどうかの判断基準に相当迷ってい

ることがある。協議会によってもかなりの格差があるが、共通して困ってい

るのが、趣味的なものは協働ではないという考えの中で何もできずに行き詰

まっている感じを受ける。もう少し具体的な事例を出し、そこに地域の特性

をプラスしていくようにすれば活性化になっていくことを感じている。 

○協働推進係長 確かに趣味的なものだと、協働が地域の課題解決のために何

かをするという定義なので、趣味で集まっているだけというのとは違ってく

るように思っているが、まず、その地域に住んでいる方、学校関係者や町

会、商店街の方に集まって話すだけでも協働ですという言い方をした。 

 天沼中学校区で各団体が情報を集めて「天沼スマイルカレンダー」を作成し

た例もあるが、行事予定を持ち寄って重ならないように話し合うだけでも協

働事業だと思っている。先ほど課題の抽出が大事だというご指摘ともつなが

るが、行政が何かを例示すよりは各地域区民センターの事例を実績として積

み上げ、他の協議会とのやりとりでそれぞれの強み、弱みを見て、また自分

のところに生かしていくようなことが必要であるように思っている。 

○議 長 博物館の常設展の中に「代参講」の紹介があった。榛名講であれば

榛名山の神社に村を代表して誰かがお参りに行き、お札か何かがあれば持ち

帰ってくるというものだが、これがまさに「新しい公共」だと思った。杉並

の地に村の中間支援団体・ガバナンス機能を果たしている団体が文化的・宗

教的な役割・活動を担っていたわけだが、公共の範囲が広がっているので、

みんなでワイワイやるだけでも全然違うと思われる。それをクリエイティブ

にしていくのが、むしろ社会教育や生涯学習の仕事ではないかと思った。 

  では、報告については以上とし、協議事項に移り、社会教育事業の現状把

握ということで郷土博物館のことについて現状を把握させていただきたい。 

（郷土博物館長説明） 

○議 長 続いて、運営協議会原会長からも、ぜひご発言をお願いしたい。 

○副議長 館長の話にあったリニューアルに関しては、三つのことがあった。 
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  まず、ハードとしては、25年間たった常設展を今の時代に合ったような役

割を果たせる展示に変えられないかということである。協議会委員である専

門家の先生方に約1年かけてまとめていただいたが、大変膨大で非常に理想的

なものなので、すべてではなくともできることが参酌されることを期待して

いる。2番目としては、使命の確認で、博物館は現場の毎日の仕事で動いてい

るので、使命をきちんと果たせているのか、博物館の市民サービスに反映で

きているかどうかなど、ミッションをもう一度見直すことを申し上げた。3番

目は、ソフト部分のリニューアルで、区民参加や区民との交流、区役所庁内

各部門との交流、それから杉並区内の中にある大学などとの交流など、コミ

ュニケーションのためにもっと外へ出ていくべきということであった。 

博物館を一言ではなかなか説明しにくいのでハコとモノ、ヒトとコトで整

理してみた。この図全体がハコの中に入っていて建物。モノは持っている資

料、どうしても持っていて研究していかなくてはならない資料。よくある例

だが、亡くなったご家族の大切なもので捨てられないものだから、あるい

は、自分が宝だと思い込んでいるものを博物館に預けに来られることがあ

る。収蔵庫は博物館の地下にあり、それ以外に学校の空き教室をお借りして

入れることなども行っている。 

  ヒトとは、職員の中に専門職として学芸員がいて、モノを中心に研究する

仕事をし、展示に反映している。コトは、展覧会や学校への出張授業、ある

いは、生涯学習関係の事業で、古文書講座、映画会、講演会などである。ま

た、お話のあった地域との連携事業としてお餅つき、お囃子を見る会などの

季節の行事もやっている。 

ヒト、コトと、ハコ、モノ。この四つが有機的に活動してこそ博物館の成

果が上がっていくのだろうと思っている。先ほど協働ガイドラインの話もあ

ったが、博物館でも、区民とのつながりとして、一つはＮＰＯと協働してい

る部分があり、分館の自主展示会、古民家の保存を兼ねた仕事などがある。 

  以前は、この博物館もＮＰＯと1対1のような関係で協働をすすめる動きが

あり、博物館のＮＰＯへの委託という極端な動きもあった。今もその流れが

ないわけではないが、新しい考え方での協働がまさに必要で、そのため3番目

のリニューアルのテーマをお願いした次第である。 

○郷土博物館長 補足だが、地域区民センター協議会やいろいろな形のウォー

キングの企画相談に乗ったり、お話に行ったりすることがある。その際、意

識的におもしろく楽しむ文化財、あるいは区の歴史を楽しむという視点でご

紹介させていただいたりしている。また、代参講について、杉並では既にな

くなっていると我々も思っていたが、最近形を変えて残っているところがあ

り、都市化したところであってもベースとして残っており、それが町会とか

を支えていたりすることが調査してわかってきた。常設展の最後も水爆禁止

署名運であるのも杉並の特性が出ているからだが、博物館あるいは文化財の

活動が新しい協働の下支え部分にもう少し気づくようにしたいと思う。 

○議 長 ありがとうございました。お二人のお話に何かご質問とかは。 

○委 員 博物館だと昭和の香りのするものとか遊び道具を持っていると思う

が、認知症の予防という部分においてもツールにもなるし、地域の人とのつ

ながりにもなると思う。博物館を中心に７地域区民センターがあるので、学

校なども含めて持ち回りの協働事業などができればと感じた。いろいろなと

ころが発信するようになっていいし、それが強制的ではなく一つのサンプル
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で伝えられないかなと思う。 

○委 員 郷土博物館は、小学校3年生を中心に学習で利用しており、本当に大

変助かっている。今の小学生にとって昭和の後半から平成元年前後ぐらいの

ものが貴重なので少し工夫していただけるといいと思う。また、餅つきや文

化行事など地域の方が集えることを定例で行っているのもすばらしいと思

う。これを続けていただくと同時に、立地条件等を勘案し巡回展示や移動展

示をして、より広めていただけるプログラムを考えてほしい。 

○委 員 せっかくある区の施設を知らせるような方法として、スタンプラリ

ーにして全部の館を1年間で回って応募すれば何か得られるようなちょっとし

た仕組みをつくるなどを考えてはどうか。 

○副議長 この施設が都立公園の中にあるので環境は申し分ないが、逆に環境

がいいのは不便につながるのでどうしたらいいか悩んでいる。永福町～高円

寺駅のバスルートを新しくできた運動場にも行けるようにすれば、わりと博

物館のそばに停まるようなことが実現するので、そういう迂回ルートができ

ないか。相手があるので進まないが、何か方法がないのかと考えている。 

○議 長 ありがとうございました。郷土博物館についてご質問とかご意見も

いただが、事務局の方からコメントがあれば。 

○郷土博物館長 22年に定めた運営方針に少し細かく課題等が出ている。整備

に関しては、「魅力的な博物館環境の整備」の2番目にある収蔵庫の整備で、

開館当時から館内には収蔵し切れず学校の空き教室などを使ってきたが、借

りることがだんだん難しくなっている。それから「関連施設の連携」につい

ては、生涯学習推進課という一課内の連携は別とすれば、他地域の博物館と

の連携などである。さらには、博物館のエンジン部分であるが、各専門の分

野をカバーする学芸員が安定的な形で供給されない部分があり、ネックにな

ってくる部分がある。 

○議 長 ありがとうございました。博物館や美術館には、実物・リアルなも

のがあるところに最大の意義があると個人的に思っている。特に子供たちが

ここに住んでいた人が100年前あるいは500年前にどう生活をしているのかを

リアルに感じることが大事だと思っており、そのためにも博物館は極めて重

要な施設になってくると思う。教育や学習として、実際に郷土博物館を今後

にどう生かしていくかについては、今後引き続き検討していきたいと思う。 

実はもう一つ議題もあるのだが、これについて事務局より。 

○社会教育推進担当係長（社会教育主事） 前期のまとめを検証しながら進め

ていくのが今期の提案だが、そのためにも今の区政における協働というキー

ワードを話題にさせていただいた。もう一つは、生涯学習推進課の所管の施

設が行う事業の実態の把握をさせていただくため、今回は博物館を使わせて

いただいた。この実態に即し、改めて検討の方向性を検証していただくのが

次の議題であった。時間もなくなったので次回にさせていただき、11日の夕

方を予定し、科学館を会場にさせていただきたいと思う。 

○議 長 次回までにご意見等があれば出していただき、まとめた資料をもと

に議論していくことにしたい。最後に部長からご挨拶をいただきたい。 

（生涯学習スポーツ担当部長あいさつ） 

○議 長 では、会議を終わらせていただく。ありがとうございました。 

 


