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会 議 記 録  

会議名称 第 5回社会教育委員の会議 

日 時 平成 25年 12月 16日（月）午後 5時 23分～午後 7時 34分 

場 所 セシオン杉並 3階 第 6・第 7集会室 

出 席 者 委員：吉井、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、社会教育セン

ター所長、中央図書館次長、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 

配付資料 ＜事前配付資料＞ 

1 第 4回社会教育委員の会議 会議録（案） 

2 杉並区社会教育委員の設置に関する条例の改正について 

3 「減災・ふれあいウォークラリー」について 

4 社会教育センター要覧（平成 24年度） 

5 井戸端談義アンケートまとめ 

6 平成 25年度教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評

価（平成 24年度分）報告書－抜粋－ 

7 社会教育委員アンケートとりまとめ(3) 

＜席上配付資料＞ 

8 あなたの地域の教育力を高める 8つのヒント 

9 すぎなみ教育シンポジウム 

  「私たちがすること－いじめをなくすために－」 

10 学校支援本部ってなんだろう新聞 第 5号 

11 家庭教育講座「つくる」 

12 家庭教育講座「思春期－子どもの心理と親の心構え」 

13 杉並区青少年委員だより 第 62号 

14 すぎなみＮＰＯガイドブック 2013 

15 なみすく 2013 winter 

16 みんなの生涯学習№ll3 

17 ニュースレター№14 

18 杉並区の教育の社会教育に関して（抜粋） 

19 純情商店街の写真 

＜参考資料＞ 

・杉並区区立施設再編整備計画（第一期）第一次実施プラン概要版 

・広報すぎなみ 特別号 

・杉並区区立施設再編整備計画第一期の第一次プラン（素案） 

・施設使用料等の見直し（素案） 概要版 

・使用料等の見直しについて疑問・質問にお答えします 

・使用料等の見直し（素案） 
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＜寄贈本＞ 

・すぎなみ社会教育の会編『つながる杉並の社会教育・市民活動』 

会議次第 Ⅰ 報告事項 

 ・杉並区社会教育委員の設置に関する条例の改正について 

 ・「減災・ふれあいウォークラリー」について 

Ⅱ 協議事項 

 ・社会教育事業の現状把握(3)－社会教育センター－ 

 ・今後の社会教育委員の検討課題について(3) 

Ⅲ その他 

（意見要旨） 

○議 長 それでは、はじめにご挨拶いただきくことにしたい。 

（生涯学習スポーツ担当部長あいさつ） 

○議 長 ありがとうございました。次に資料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）確認） 

○議 長 会議録に何かあればお知らせいただき、次に条例改正について。 

（社会教育推進担当係長（社会教育主事）説明） 

○議 長 何かご質問があればどうぞ。 

○委 員 「家庭教育の向上に資する活動を行う者 1人」とは、必ず1人を入

れなければならないという理解でよろしいか。 

○生涯学習推進課長 参酌すべき省令に挙げられ、すでにその枠で委員も委嘱

しているので、必ず1人はお願いするということである。 

○議 長 社会教育法の規定が改正され、家庭教育関係者を入れる見直しがあ

った。今回は、中身は変わらずそのまま条例にするという趣旨だと思う。ほ

かに質問がなければ、次の「減災・ふれあいウォークラリー」の説明を。 

（社会教育推進担当係長（社会教育主事）説明） 

○議 長 実行委員会に関わっている委員から何か補足があれば。 

○委 員 町会の方々をはじめ実際に携わっていただくための会議がこの間行

われ、今後は細かな作業に入っていくところだと思う。 

○議 長 これは高円寺地区の人しか参加できないのか。 

○委 員 一つのモデル的な展開なので、誰でも参加できるものである。 

○委 員 どのような形で告知されるか。近隣学校にお知らせがあれば周知力

も期待している。それと、杉十小学校の位置づけはどのようになるか。 

○委 員 高円寺地域の「新しい学校づくり」再編計画では、杉十小を含め6校

で括っているので、同じ考え方で枠を保っていただきたいと思う。 

○議 長 このような取り組みを通じて地元や自分が住む地域を知ることが大

事だという趣旨で動きになればいいと思う。では、次の区の計画について。 

（生涯学習推進課長、中央図書館次長説明） 

○議 長 今のご説明についてのご質問とかがあれば。 

○委 員 図書館では、過去と今で高円寺地域の線引きが変わっているか。 

○中央図書館次長 地域区民センター協議会のエリアと同じで、7地域という地
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域区民センター単位で仕切った地域を基本的にしている。 

○委 員 学校施設利用料にあわせ、利団協の運営に関しても考えていくの

か。学校支援本部もかかわると思うので、あわせてご検討いただきたい。 

○生涯学習推進課長 今回は使用料等の見直しのみだが、今後、利団協の中か

ら意見が出るかもしれない。また、公共予約システムでの調整要望もあり、

そうなら利団協のあり方に影響し検討する可能性は高いと思う。 

○議 長 施設再編計画は、専門的あるいは個性的な施設を同じ土俵や基準で

見直している。本来は、機能して初めて施設なわけなのでサービスの低下に

つながる再編整備であってはならないと思う。生涯学習・社会教育に関する

ことは複合化でも構わないが、サービスはより充実することが重要だと思う

のでよろしくお願いしたい。では、次に社会教育センター事業の説明を。 

（社会教育センター所長説明） 

○議 長 ありがとうございました。区の社会教育行政や社会教育事業のあり

方を構想する上で社会教育センターはコアの一つとして大事だと思う。 

○委 員 ユネスコ活動とは、どういうきっかけで杉並区の社会教育としてか

かわるようになったのか、改めて知りたい。 

○社会教育センター社会教育主事 地域単位のユネスコ協会は少なく、杉並ユ

ネスコ協会は、昭和20年代に全国に先駆けてできた協会である。国連がユネ

スコ憲章を定め、人々の心の中に平和の砦を築くには、市民の間で意識を培

っていくことが大事だということに共鳴した方々が、戦後間もなくに杉並で

協会を立ち上げられた。ユネスコ活動に関する法律もあり、区では共催事業

も展開しているが、杉並は、青年部が青少年プログラムをサポートしている

ところが特徴的になっている。 

○議 長 ユネスコが目指す人権の尊重や平和の実現は、戦後社会教育の理念

に合致する。市民活動として普遍的価値を追求するには運動が大事だという

点でも社会教育とユネスコの価値は一致する。だから、杉並の社会教育と杉

並ユネスコ協会とは、切っても切れない関係で来たと思う。 

○副議長 社会教育センターと公民館との差はあるのか。 

○社会教育センター社会教育主事 杉並では、昭和63年度まであったが、平成

元年に社会教育センターとして公民館的な機能を持った都市型施設になって

いる。地方では、公民館が約1万5,000館、自治公民館等10万館近くあると言

われ、寄り合いながら自分たちの地域の課題を話し合って取り組む拠点にな

っているところもある。公民館はこちらが一般的で、社会教育センターは中

央公民館に近いと言われている。 

○議 長 社会教育は、制度よりもどのように機能しているかが大事であり、

社会教育の機能を体現する社会教育センターは、その中心的な機能を持った

施設だという理解で合っていると思う。 

○委 員 公民館だと全般的で社会教育センターだと社会教育に特化されて狭

まったイメージがある。今の説明で理解できるが、区民全員にわかりづら

く、さらに「教育」がつくから足を運びにくいことがあると思う。 

○副議長 杉並の公民館は、安井郁氏や水爆禁止署名運動発祥地というイメー

ジしかなかった。だいぶ変わってきたことはわかるが、ハコなしに拠点と言

えなければ地域的なものもあると考えてよろしいか。 

○社会教育推進担当係長（社会教育主事）公民館の時代に青年館が３施設あ

り、これを社会教育センターのブランチとした。社会教育会館に改名したが
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イメージが定着せず、利用者を増やすことが難しく「会館」施設がすでに存

在したことから順次廃館し、事業だけをセンターで実施するようになった。 

○生涯学習スポーツ担当部長 以前の児童、青年、敬老等対象別の館が、時代

とともに区分も流動的になり、今の施設再編につながってきたように思う。 

○委 員 社会教育センターのような拠点がなく機能も地域分散しているのが

本来だと思う。図書館や科学館にしても機能でどうサービスしていくかを考

えていく必要がある。科学館の代わりにどこかに専門図書を置くなどにより

科学を勉強できるようすることもある。利用率より利用者が少ない原因を追

及し、その視点から機能を変えていかないと同じことが起こると思う。 

○委 員 シンボルとしてのセンターの意味は大きいが、距離的な問題も参加

のモチベーションに関わってくるので、新たな工夫が必要になると思う。 

○議 長 社会教育センターを中心にした社会教育事業をどのような方向で進

めればいいのか、意見交換をしたいと思う。 

○社会教育推進担当係長（社会教育主事）教育ビジョン推進計画では、社会教

育センターを核とした成人学習支援を計画的に進めていくために位置づけて

いる。参加した人たちに関心を移すならば自発的な活動を支える方が大事だ

が、それを認識したり理解できたりするプロセスが必要となるので、情報提

供として「井戸端談義－地域を創る、大人の学びの新しいカタチ－」の実践

の紹介と、地教行法に基づく教育事務評価から意見を紹介したい。 

○社会教育センター社会教育主事 協働推進課すぎなみ地域大学担当と一緒に

行った「地域を創る、大人の学びの新しいカタチ」では、他の自治体にもご

協力いただき、これからの地域を創る大人の学びやプログラムがどうあった

らいいかを中心に話し合った。これからの社会教育、地域人材育成プログラ

ムのポイントが出ているように思うので、配布資料をもとに報告したい。 

  まず、自分を自覚し当事者として出会う仲間が増え、どういう展開になる

のがいいかを見ると「もっともっといろいろな人の話が聴いてみたくなる」

「何かやりたくなる、役に立ちたくなる」ということがあるように思った。 

  それと「当事者仲間が増え」ると「地域をもっとしりたくなる。コミュニ

ケーションしたくなる」展開もあり、「点と点を結んでみたくなる」コーデ

ィネーターの役割を自覚することにもつながると思う。どういう展開で大人

の学びが深まり、最終的に地域や社会を変えていく力になるのかを見ていた

だき、いくつかをピックアップしながら活用していただきたいと思う。 

  地域人材育成というと具体的に地域の課題解決に当たる人材を育てること

に思い当たるが、どんな人材が必要かを見ると具体的な課題解決に向けて動

く人はあまりなく、むしろ今必要だと思っているのは、「行動したい人とア

クションをつなぐ人」「気持ちに寄り合える人」「どんな地域にしたいかと

思う人材」、ビジョンを持てたり自由な発想があったり多様性を認められる

人材だったりで、地域人材育成をした結果として増えてほしいと願っている

人材イメージになっていることがわかる。これからの社会教育を考えていく

時に手がかりになるキーワードが並んでいるように思う。 

  先ほど、施設より機能が各地域の中に点在するように、突き詰めれば人だ

が、そのような人たちが地域に点在していく学びの場をどうつくれるかがこ

れからの社会教育センターに求められている部分だと感じている。 

○社会教育推進担当係長（社会教育主事）教育事務の点検・評価は、毎年実施

しているものだが、今回は「社会教育センターを核にした成人学習の支援」
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の部分を報告させていただく。社会教育推進事業推進委員会、区民企画講

座、すぎなみ大人塾を取り上げ、事業推進の結果、さまざまな世代の人たち

が地域でのつながりやかかわりを持ち社会、地域をつくる主体になることと

捉え、今後は教育委員会以外の部署との連携もさらに深め社会教育を進めて

いくことが重要だと考えて実施してきている。これに対して学識経験者のコ

メントは、指標のとり方自体や仕組みの問題が指摘され、評価指標に対して

ももっと違う形で表さなければならないという辛口批評となった。 

今後の改定時に変更し、対応を図ることとしたが、社会教育事業の評価を

具体的に表すにはどういう行為をして正当性があると言えるのかなど、かな

り深い議論も横たわるところがあり、考えていかなければと思っている。 

○議 長 いろんな考えを示していただければと思うが、いかがか。 

○委 員 地域大学とすぎなみ大人塾を区別するよりは、融合していく方向

が、実際に社会とのつながりに入っていくものになり、地域に溶け込みやす

くなる可能性があるように感じている。例えば高齢者対策の「わがまち一番

体操」があり、地域大学を受講すると資格がもらえ、卒業後にゆうゆう館に

つながる。誰もが入れるフリースペースの中で地域に広がり、そこでまた知

り合いを通じて広がりを持つ。すると、運営側の人数も増やしていく必要が

出てくるので地域大学、大人塾への案内がしやすくなると思う。 

○委 員 今の話に賛成で、新しい仕掛けの立ち上げ時はターゲットを絞り、

ある程度独自の活動が根づいた先はかかわりやつながりの中ですすめていく

ことだと思う。社会教育・生涯学習と学校教育も緩やかにつながり、両方が

考えを持ちメリットがある形を模索していくのがベストなので、もっと融合

しお互いにとっていい場面を探し、増やしていきたいと思っている。 

○委 員 先ほど追加配布の資料画像で、商店街アーチの改修画像がある。集

客やまちの活性化のため、今回は「なみすけ」を載せて工夫し目に見える形

にした。また、リニューアル記念として小学校が地域学習で絵にした「かる

た」を描いたフラッグを街路灯に下げた。地域のサポーターが子どもたちに

教えたことを、子どもたちが描く。学習してきたものを「見える化」して成

果物で関心を引くことは大きいと考えている。また、高円寺地区の地域教育

推進協議会の活動の中で、高円寺の小学校6校、中学校3校の児童生徒にアン

ケートをとった。高円寺と言えば共通して「阿波おどり」。しかし、施設に

関して北地区は「座・高円寺」、南地区が「セシオン杉並」と違う。このよ

うな地域性の違いを見える形で伝えたいと考えている。びっくりしたのは、

「高円寺で魅力的な大人はいますか？」との質問の回答が「いません」とい

う衝撃的なものだった。まさにそのことを発信して、考えて、何かしようと

いう意識が生涯学習のスタートではないかと思う。 

○委 員 大人の学びの成果とは何か。直接的ではないが、地域に誰も知り合

いがいなかったが活動するようになったことなどをデータベース化して知能

集積していくことが成果の見える化につながるように思う。 

○副議長 そのときの成果は、７地域があるので、一つずつ成果を上げていく

ような形にしなければ中央に偏ってしまう。センターだけが動いているよう

な印象を持つのだがどうか。 

○生涯学習推進課長 まさに今の考え方もあり、大人塾を後期は永福地域区民

センターやその周辺の施設を借りて講座をやることにトライしている。 

○議 長 生涯学習・社会教育事業では、参加した人が意識を変え、行動を変
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え、自分も地域で活動をしてみようと実際の行動につながるのが理想。しか

し、意識の変化をはかることはできないので講座終了後、実際にグループを

つくって活動したかどうかが一つの指標になるものの、事業内にとどまらず

いろいろな形やかかわりの中から自律的に出てくることもあると思う。自分

で何かに取り組む人になっていくのが望ましい目的ではないかと思う。 

○委 員 かかわりたいと思ってもその機会がなく、社会教育センターや地域

区民センターにまずかかわることで人のつながりができる。自信や新たなつ

ながりを得られることで、またそれが連鎖的にひろがっていく。評価は難し

いが、かかわりとつながりを上手にコーディネートしながら育った人たちを

もうまくコーディネートしていくこと、ここで踏ん張る人を増やすのが社会

教育にとって大事だと思って聞いた。同時に、学校を使って人も物も外に活

用していただけるようなことを積極的にやっていくために現場は何をするか

という視点を与えられた感じがした。 

○議 長 社会教育センターの事業は、地域にかかわりたい人をプッシュする

ようで非常にいいと思う。市民活動は、やれる人がやるのだが、やれるかや

れないかわからず孤立し孤独感を抱いたり自信がなかったりする方もいる。

その人を後押しして地域デビューにつなげることが求められていると思う。 

○委 員 永福で行っている大人塾の「だがしや楽校」では、駅の屋上庭園で

「自分見せ」を行っている。ある方は小さな庭園でできる遊びをお店にして

ていたが、別の方は「つぶあんか、こしあんか、おはぎか」というアンケー

トをとっていた。すると応えている方が自分の物語を語るようになり、そこ

に人が集うようになっていた。非常に新鮮さを感じた。 

○副議長 先ほどの井戸端談義のところでまとめようとされていたが、社会教

育センターのミッションはここにあるように聞いた。社会教育や博物館の成

果は、目に見えないミッションを見ながら達成したかどうかを評価するしか

ない。集客のようなもので評価されがちだが、そうではないことを証明する

には、ミッションをはっきりさせ、それが達成しているかどうかで評価を

堂々と主張していくのが我々の仕事ではないかと思う。 

○議 長 杉並の社会教育全般について議論できるところだと思うので、ぜ

ひ、これまでの議論も含め深めたいと思う。その他にはいかがか。 

○社会教育センター社会教育主事 「地域の教育力を高める八つのヒント」と

いう冊子を配布している。人が人を誘い、人が人に影響を及ぼしていかない

と社会教育は進まないので、ぜひ、ご参照にしていただきたい。また、教育

シンポジウムのチラシもお配りしたが、中学生の中から出てくるいじめを解

決していこうとするエネルギーを受けとめ、大人も一緒になって考えていく

取り組みを進めている。中学生を真ん中に、いじめの問題の一番近くにいる

子どもたちの目線を大切にしながら、同時に、大人は大人としてやることを

考える。保護者が自分の子どもがいじめの傍観者でいてくれたら安心という

気持ちを持てば、その子どもも傍観者となる。親や大人がどういう立ち位置

の問題にかかわる内容なので、ご参加いただけたらありがたいと思う。 

○社会教育推進担当係長（社会教育主事）次回は、1月23日、2月6日を候補日と

させていただき調整をとりたいのでよろしくお願いしたい。 

○議 長 社会教育の本質的な部分に迫る話であったと思う。それでは、今回

はおしまいにする。ご協力ありがとうございました。 

 


