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会 議 記 録  
 

会議名称 第 4回社会教育委員の会議 

日 時 平成 25年 10月 11日（金）午後 5時 59分～午後 7時 54分 

場 所 科学館 2階 第 3展示室 

出 席 者 委員 

吉井、岩崎、藤川、多田、吉田、内山、原、笹井 

区側 

生涯学習推進課長、科学館長、社会教育推進担当係長（社会教育主事）、

管理係長 

配付資料 ＜事前配付資料＞ 

1 科学館要覧 

2 杉並区区立施設再編整備計画（第一期）（素案）（平成 26～33年

度）第一次実施プラン（中間のまとめ）（平成 26年～30年度） 

3 使用料等の見直し（素案） 

4 第 3回社会教育委員の会議 会議録（案） 

5 社会教育委員アンケートとりまとめ(1) 

6 社会教育委員アンケートとりまとめ(2) 

＜席上配付資料＞ 

7 すぎなみ大人塾 後期 

8 記念キップにみる昭和の歴史と杉並区の鉄道キップ 

9 すぎキャン vol.1 

10 健康スポーツライフ杉並プランの概要 

11 2013年 小・中ＰＴＡ活動のあゆみ 

12 家庭教育講座（杉小Ｐ協 各分区） 

13 家庭教育講座のお知らせ(全 2回) 「『レ・ミゼラブル』の世界」 

14 ゆう杉並 思春期講座 

15 できることからはじめよう 早ね早おき朝ごはん 

16 まなびピア 2013 全国生涯学習ネットワークフォーラム 

会議次第 Ⅰ 報告事項 

 ・社会教育委員アンケート報告 

Ⅱ 協議事項 

 ・社会教育事業の現状把握(2)－科学館－ 

 ・今後の社会教育委員の検討課題について(2) 

Ⅲ その他 
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（意見要旨） 

○議 長  それでは、議事に入る前に資料の確認をお願いしたい。 

(社会教育推進担当係長説明） 

○議 長 次に、報告事項の社会教育委員アンケート報告をお願いしたい。 

(社会教育推進担当係長説明) 

○議 長 今の内容で、特に強調して提案したいというようなご意見、ご意向が

あればお願いしたい。 

○副議長 毎回、こういうタスクをいただいたほうがいいように思う。 

○委 員 まだ、最終的にどうしたいかが漠然としているので委員の中で定めて

いかなくてはならないが、個人的には生涯学習・社会教育を区民に伝えていの

であれば、提案型や呼びかけのような形にしていきたいと思う。 

○生涯学習推進課長 新たな委員がいらしたり生涯学習推進課体制になったりし

たことから以前はバラバラの施設が一つの組織になったことを契機に、改めて

施設を見つつ生涯学習や社会教育全体にご意見をいただければと考えている。 

○議 長 生涯学習・社会教育は抽象的で漠然としているので、どういう切り口

で物事を見ていくのかが大事だと思う。前期の議論が少し抽象的だったのでも

う少し具体的な活動、施設、あるいは具体的な活動や地域のイベントなどが具

体的にどうやられているかなど、現場に立脚して物事を見ていきたいと思う。

今期の取組でその経験をした上で、どういう論点でどういう切り口を見ていく

かということを定め、ぜひ、提案する形にしていきたいと思っている。 

○委 員 今回の施設再編整備計画を見ると、学校の理科施設が充実しているか

ら科学館の必要性が薄れてきているとしているが、はたして区民はどうなの

か。区民と一緒に施設を考えるのではなく、出てきた計画に対して区民が考え

るという流れになっているので、生涯学習のきっかけになるよう区民に呼びか

けていきたいと思っている。 

○議 長 ぜひ、そういう形になるよう更なるご指摘やご提案をいただきたい。

では、次の社会教育事業の現状把握として科学館のご説明をお願いしたい。 

(科学館長、生涯学習推進課長説明) 

○議 長 ありがとうございました。どうぞ、ご質問とか何でも。 

○委 員 学校教育が7割、社会教育が3割ということだが、学校の理科教室設備

の充実などで科学館職員が出張して行く新たなプログラミングを考えていくの

か。他の施設に出張し大人のための講座のようなものは開催されているか。 

○生涯学習推進課長 科学館としての実施ではなく、科学館指導員が、例えば学

校支援本部や地域区民センターでの事業に講師等で招かれることはある。 

○議 長 学校では、レプリカやコピーを使って理科や社会の勉強をするが、実

験実習や実際の事物に直接接した方がいいので、できる施設が大事になる。学

校教育と連携して活動するには、学校のカリキュラムに沿ってのことだが、社

会教育では、市民が科学に関心を持てるトピックスを取り上げることが大事

で、今の時代だと異常気象やエコの問題、あるいは放射能問題を自分の生活と

結びつけて科学の問題を捉えていくことだと思うので、区民が科学的に知りた

いテーマを事業化するといいと思っている。 

○副議長 14年にセンターから科学館に変わったときに、ハコはともかく中に置

くモノやコト、ヒトはどのように変わったのか、あるいは変えていこうとした

のか。その際に協議会のようなものはあるのか。 
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○生涯学習推進課長 学校教育の一環であることから理科の先生による協議会が

ありご協力いただいているが、区民の方にご参加いただく協議会はない。 

○副議長 教育施設の歴史を持っていると思うが、それが平成14年に方向転換を

され、それが今の問題にもつながったのだと思う。 

○生涯学習推進課長 平成14年時に大きくヒトを増やしたりモノをプラスしたり

ということではなかった。月～金曜日までは学校の授業での来館で、それ以外

で土曜日・夏休み・冬休み等に生涯学習としての区民向け事業をできる範囲で

拡充してきたが、そこに特別な予算付けもなかったと推測している。 

○副議長 施設的には古いので予算がつかないと感じた。他の施設にも同じよう

なことがあるので、科学館だけに特別な予算が一度に認められるとは思えな

い。また、科学の世界の変化も激しく、以前は油絵を手で書いていた世界が、

今ではコンピューターで学生が絵をつくるような時代になっている。そういう

工夫ができる予算があれば非常にセンスのいい展示場になると感じたが、区の

予算だけでは大変なことになってしまうので、うまく民間と組んでできる形で

見た目や展示方法に新しいテクノロジーで見せていく方法にして、それに現物

を連動させて見せるようにするなど、若い方から年配の方までがいろいろな形

でこの施設をうまく利用できる活用の仕方があると感じた。 

○議 長 科学には様々な分野がある。物理や化学、地球科学や生物などで、区

民がおもしろそうだとか、ここに来ると凄いことができてよく分かるなどの意

味づけが明確にできるコンテンツを打ち出していかなくてはならないと思う。 

○委員 今、民間企業が社会貢献もしているのでうまく連携協働しながらすすめ

ていくことを考えてはどうか。なくすのは大きなマイナスで、子どもたちだけ

でなく人が育っていくには大事な環境、施設だと思う。 

○委員 プラネタリウムの稼働率がもう少し高くなったらどうか。大勢の人が集

客できる仕組みができたり区民の発表の場としたりするなど活用の方法はある

ように思っている。 

○生涯学習推進課長 ホールとしてセシオン杉並や西荻地域区民センター、座・

高円寺に次ぐ大きさではないかと思うが、余り知られていないか不便なのか余

り利用されていない状況にある。昭和44年に建て、今の建築基準法上ではこの

規模の建物をここには建てられない地域になってしまい、建て直してもプラネ

タリウムはできないようになっている。耐震上は補強をして問題ないが、プラ

ネタリウム設備の耐用年数を過ぎており、入れ替えには莫大な費用がかかるこ

とになる。先ほどバリアフリーではないとのお話もあったが、エレベーターや

エスカレーターも構造的に難しい状況の建物になってしまっている。 

○副議長 エレベーターとかは何とかすることはできないのか。 

○科学館長 一般の方から要望もあり、一応検討したものの構造上できないとい

うことだった。車椅子の方は、職員が運んだりして対応している。 

○議長 プラネタリウムは、都心でなかなか星空が見られないところでは貴重な

場で、宇宙や夜空を見ながら自分が小さな存在に感じてくる経験ができ、空間

感覚の広がりを感じることが大事で教育的意義もとてもあると思う。 

○生涯学習推進課長 天文の夕べでプラネタリウムに加えて望遠鏡を並べて観望

会を行っているが、プラネタリウムよりも実物を見る方が人気である。 

○副議長 一つの考え方だが、アメリカやヨーロッパでは、個人の寄附を受け、

そのことがボードに記録され人々のファンドへの謝意が表されていることがあ

る。同じようなことが区の施設では無理であろうか。例えば杉並の住民である
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科学者などの中には、次世代のサイエンスに対してもっとアクティブに興味を

持ってほしいと思って寄附したいと思うこともある。この館に対してファンド

を出したい人に対するシステムをつくり、さらにはその人が区に住んで自分の

名誉になるような仕組みづくりが市民参加型でつくられるならば、恐らくは施

設の一部だけでも変えることができる。インタラクションがある展示、お金を

かけなくともサイエンスを学ぶ学生にコンテンツの一部をつくろうという働き

かけや協働を呼びかけることなどによって、ここ自体が生涯学習の参加の場と

して、みんなでつくっていく場にしていければモデルになるように思う。 

○委員 この科学館の7割を占める移動教室の経費の大部分がバス代で、その代

わりに各学校を巡回することになると、それだけで自動的に1万9,000人の児

童・生徒が来なくなり、本当に穴があく。今お話があった参加型で自分たちの

企画のような取り組みを募っていくのは、教えてもらう教育ではなく自分たち

が参加して学んでいく場面になり得ると思う。大変だが夢がある感じがする。 

○副議長 これからの時代は、クリエイティブな社会なので、大量生産、大量消

費の時代は去り、日本は世界に類を見ないような高齢化社会を進んでいるの

で、そういうモデルとして地域の中で世代を超えて一緒に参加し一緒につくる

ようなことが各分野でできたら、とてもいい地域になるような気がする。 

○議長 よく会社を退職した人が地域のボランティア活動をやりたいという相談

を受ける。会社の技術担当だったり物理や化学、薬をつくっていたりした知識

を生かして子どもたちに何かを教えたりボランティアをしたい人は結構いる。

そういうボランタリー精神や活動を取り入れることができればと思う。 

○委員 そういう引き込みのための情報発信やみんなでつくろうという呼びかけ

のためは、この地域の人にもっと参加してもらわないといけない。貴重な財産

を活かすために助けてほしいと声をかけていくことが必要だ。 

○委員 プラネタリウムに人が来ない原因の一つにプログラムの問題はないか。 

○生涯学習推進課長 大体の施設はデジタルでプログラムは市販され更新もかか

るが、科学館のものはアナログでプログラムも市販されてなく、科学館で予算

を組んで自前で制作しているが、なかなかご希望に応じられない状況である。 

○副議長 ドーム型のスクリーンは魅力的で、学生とかの作品が投映できるだけ

でも素敵だと思って拝見した。プラネタリウムを投映する際にプロジェクター

を横につけて上に投映し、曲面補正をかけられるようにプログラムをすればコ

ンテンツを上乗せすることができる。先程のプラネタリウムで神話の一つの話

が紹介されていたが、今の子どもたちが神話を知らなかったり大人もそうだっ

たりするので、その物語をデジタルで入れたストーリーを見えた後で、また普

通の星空に戻って見せるなど、星を見せる中身の工夫で、何かおもしろいプロ

グラムがあるという工夫だけでも変わってくると思う。それを区の予算やスタ

ッフだけで考えるのではなく参加型にして、アイデアは勝手だが実現するため

のスポンサーを呼んでくるところまでやっていけば活性化できると思う。 

○委 員 3Ｄ印刷で形のものができたりスマホで覗くとあるものが形に見えた

りするなど、最新の楽しみ方が部分的でも体験できるだけで違うと思う。 

○議 長 世田谷区の美術館なども遠い場所ながら集客を実現しているので、コ

ンテンツを魅力的にすることでいいものができるように思う。いろいろなご意

見をありがとうございました。では、次の協議事項にすすめたい。 

(生涯学習推進課長説明) 

○議 長 ありがとうございました。ご質問やご意見なりをいただければ。 
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○委 員 ゆうゆう館を例にすれば、夜間使用になじんでいなかったり、場所も

分かり難かったりしているが、若者が使えるようにできれば合理的だと思う。 

○ 委員 夜間の利用がない施設の話も出たが、高円寺体育館で地域スポーツク

ラブという組織をつくり夜間の9時から11時までを週4日間、利用させていただ

いている。さまざまな団体利用やプログラムがあることから空いている時間を

指定管理である財団から再委託を受ける形で我々が運営しフットサルをやって

いるが、毎回満員になる。行政ができない時間帯に行政も運営できないところ

を営利ではなく地域スポーツクラブ組織をつくって取り組んでいる。そのよう

な中身を精査しないで利用のない夜間をやめるとか費用を上げるというのは、

片方しか見えていないように思う。運営が中身や責任をしっかり見た中で検討

していかないといいものがなくなってしまうように思う。 

○委 員 科学館と環境情報館など、環境や環境問題を考えるところを統合して

何かをやればいいと思う。単に老朽化したから複合化するのではなく、機能的

に複合化していくような考え方ですすめてはどうか。もともと施設の老朽化は

最初からわかっているはずなので、もっと早くから考えられなかったのか。コ

ンテンツや中身、何に使うかから全て考え直した方がいいと思う。 

○副議長 今大きく時代が変わりつつあるので、時代に合った形での施設の創出

が求められていると思う。客観的に見れば、年齢別の対象施設になっていたり

するが、生活している時間帯が年齢によって違うので、全部まとめていいので

はないかと思う。ある時間帯がお年寄りで中間的なところに学童利用を入れ、

夜間は若者が使うような24時間対応型施設は、この都会だからこそできると思

う。住宅がひしめき合っているところでは施設が大事だが、体育館の利用など

でも11時以降も使いたい若者などが出てきたりすることも十分考えられるので

はないか。今の時代に合った形での創出をどうするかをいろいろな立場から進

めていくことが必要ではないかと感じた。 

○副議長 今のお話を伺い、やはり現場と乖離していないかというニュアンスで

受け取る部分を感じた。角を矯めて牛を殺してはしかたないので、現場と話し

合いこれからの運用を考えていく姿勢が欲しいと思う。これまでは、団体登録

による減額をして大いに使って活動していただこうという時代であったが、今

後は違うということだとは思うものの、消極的な使い方になってしまう懸念も

ないわけではない。総論ではなく各論になる種々の問題があるように感じた。 

○生涯学習推進課長 説明に言葉が足りないところもあったので、いろいろご意

見をいただきこの素案の修正を図っていくのが今後の取り組みになっていくと

思う。無作為抽出にはなると思うが、区民アンケートや区民懇談会、そして地

域に出向いての説明会なども実施する予定を立てている。生涯学習推進課に関

連するのが科学館と学校開放の使用料だが、学校開放施設については、もう少

し柔軟な料金設定などを考えてほしいというようなご意見をいただき、科学館

については、学校教育としては済美教育センターだが、生涯学習としての科学

館については、今後、本当に課題になって考えていかなくてはならないので、

ぜひ、ご意見があればいただきたいと思う。 

○委 員 利用者団体協議会との話し合いや意見集約するようなことはしている

か。利用に関しては利団協が調整しているので、いわば運営委託しているよう

なものなので、単なる利用料の単価だけではなく、それも精査した中で適正に

利用されているかに着眼していただきたいと思う。 

○委 員 似たようなことだが、特に小学校の場合は、利団協とか運営協議団体
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がほとんどのところにない。今回のこの改正を機に、特に夜の体育館等施設は

空いているので各施設に利用者団体登録制度をつくり、社会教育やスポーツの

増進を自分たちでコントロールするような組織を立ち上げる一つの機運にして

はどうか。利用者団体協議会がある程度きちっとして、ある程度のラインまで

でき上がった後は、地域の中の運営で臨機応変にできるような提言を私たちの

方からもすればいいと思う。それと対応してほしと思っているのは、無料なの

で使いやすいこともあってか、実際に利用している人が登録上のメンバーでは

なく遠方から来ているようなこともあるのだが、既得権利を絶対手放さないよ

うになっている。税金が有効に活用されていかなくては勿体ないので、それに

も対応していけるようにしたいと思っている。 

○委 員 利団協のことだけではなく、そういったものに対する罰則規定とかも

含めて利用料に反映させてもらいたいと思う。確かに、施設再編は絶対必要だ

と思うが、小学校の適正配置があるのと同じように、高齢者も増えているのだ

から適正な配置が必要で、もっと区民全体にかみ砕いて説明していただきたい

と思う。もう少し区民とディスカッションする場面をつくるなど、ワンクッシ

ョン欲しかったというのが正直なところである。 

○生涯学習推進課長 スポーツ施設については、公共施設予約システムの入れか

えの際に何らかのシステムでチェックを図るような施策等を機能として拡充を

図りたいと考えているので、ぜひ、そのようなご意見もいただければと思う。 

○議 長 予算の割り振りもそうだが、恐らく公園をつくるのと病院をつくるの

と学校をつくるのと、どっちがではなくみんな大事なわけなので、プライオリ

ティーか優先順位がどうで予算が幾らだというのは、一見形式的で何か論理が

あるようなことを言っているが、実質的にはかなり主観的に決めているところ

があると思う。なので、世の中に対する必要性の説明が一番大事で、この施設

はなぜ大事なのか、なぜそれが必要なのかということをわかりやすい理屈にし

ていくことを我々が考えていかなければと思う。 

  副議長からクリエイティブな切り口で施設のありようを考えるべきだという

お話をいただいたが、私個人としては、地域の人たちの参加する場。それは、

一見すると科学館や博物館も展示をしたりサービスをしたりしているとは思う

が、それだけにとどまらず、地域の人たちに活動に参加してもらうような場と

して捉え直す、あるいは行政と、あるいは学校と施設の、あるいは区民との協

働の場のような捉え直しをすることが、必要性の説明についての理屈につなが

るように思うので、格段に説得力のある理屈を我々は考えていかないといけな

いのではなかろうかと思っている。 

○委 員 これを題材にして関心を持たせることはできると思う。ただ単に文句

だけ言うのではなくて、どうやって活用していくかを織り込んで考えることが

生涯学習にもつながると思うので、いいチャンスであると思う。 

○議 長 では、時間なので、次回のことを確認して解散したい。 

○社会教育推進担当係長 次回は、１２月１６日（月）の午後４時３０分頃をス

タートにしてセシオン杉並を会場にして予定したい。前半で施設案内を、後半

では社会教育センターにおける事業のことを取り上げたい。 

○議 長 みなさまよろしくお願いいたします。ありがとうございました。 

 

 


