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会 議 記 録  
 

会議名称 第 6回社会教育委員の会議 

日 時 平成 26 年 2 月 10 日（月）午後 4時 02 分～午後 6時 10 分 

場 所 中央図書館 地下 1階 視聴覚ホール 

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：生涯学習推進課長、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、管理係主査 

配付資料 ＜事前配付資料＞ 

1  第 5 回社会教育委員の会議 会議録（案） 

2  杉並区区立施設再編整備計画（第一期）（平成 26～33 年度） 

第一次実施プラン（案）及び概要版並びに広報すぎなみ特別号 

3  小学生名寄自然体験交流事業の現地交流報告及び学習成果発表会

の実施について 

4  減災・ふれあいウォークラリーについて 

5  平成 25 年度杉並区立図書館運営状況報告書（対象 平成 24 年度

事業）全文及び概要版 

6  社会教育委員アンケートとりまとめ(4) 

＜当日配付資料＞ 

7  ぼうさい イザ時てちょう 

8  青少年委員制度発足 60 周年記念誌 

  未来につなげよう 輝く青少年～みんなの力で～ 

9  杉並区学校開放連合協議会 創立 30 周年記念誌 

10 学校の今を知り、家庭教育支援のこれからを知る 

11 家庭教育講座「誕生学」 

12 家庭教育講座「青少年を健やかに育てる父性と母性のバランス」 

13 家庭教育講座「子どもを犯罪の被害者・加害者にしない子育て」 

14 ゆう杉並 思春期講座「ケータイ・ネットを駆使する子ども、不

安な大人」～肥大化するインターネット。コミュニケーション装

置としての功罪～ 

15 みんなの生涯学習№114 

＜参考資料＞ 

・杉並の地下はこうなっていた－武蔵野台地とローム層を解剖する－ 

・こだわりの杉並情報誌「熟年フロンティア№2」 

会議次第 Ⅰ 報告事項 

 ・杉並区立施設再編整備計画（第 1期）第一次実施プラン（案）に

ついて 
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 ・「小学生名寄自然体験交流事業」の実施について 

 ・「減災・ふれあいウォークラリー」の実施について 

Ⅱ 協議事項 

 ・社会教育事業の現状把握(5)－中央図書館－ 

 ・今後の社会教育委員の検討課題について(5) 

Ⅲ その他 

（意見要旨） 

○副議長 定刻だが議長が遅れるとのことで代行で進めさせていただく。 

(生涯学習推進課長あいさつ) 

○副議長 では、次に本日の資料の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）資料確認) 

○副議長 ありがとうございました。続いて杉並区区立施設再編整備計画を。 

(生涯学習推進課長説明) 

○副議長 ありがとうございました。議長がいらしたので交代したいと思う。 

○議 長 申しわけありませんでした。では、報告事項の1番目にご質問は。 

○委 員 今のプラネタリウムは、もう26年度から運用しないということか。 

○生涯学習推進課長 運用する予定はあるが、プラネタリウムも昭和61年にマ

シンを入れ替えてから27年が立ち維持管理が難しい状態である。 

○議 長 学校の授業で子どもたちはプラネタリウムを観られなくなるのか。 

○生涯学習推進課長 バスで出かける授業の際に、他の場所にある適切な公共

プラネタリウムを一緒に見学してくるのが一つ。それと学校への出張プラネ

タリウムを実施することも考えている。ドームを組み立てることで、学校授

業や区民向け等多様な活用ができるものもあるので工夫を考えている。 

○委 員 施設整備・再編は、人口構成も変わって見直しのチャンスでもある

が、どうもハードありきに感じる。ソフト、ハードの連携が理想だが、ソフ

ト面が後追いになると後に難しいことが必ず出てくるのではと思うが。 

○生涯学習推進課長 科学館については、これまで年数回行く程度であった

が、これからは身近な学校の理科室が子供たちの理科・科学を楽しむ場とな

るべきで、施設ありきの計画とは時代が違うということからである。 

○委 員 今の部分は学校教育で、生涯学習の部分では考えがずれてしまう。

同じ教育の中で横断的な連携をとらなくてはならないが、それは市民がやる

のか、行政の方で考えていくのか。教育なのか、学習なのかが少しぼやけて

しまっている気がしている。 

○議 長 施設の持つ拠点性が2種類ある。一つはサービス拠点で福祉や保育等

の公共サービスを行うところがそれにあたる。もう一つは区民の人たちが自

由に使える利用拠点、あるいは集いの拠点で、実際には機能が入り交じるが

その持つ公共性の中身は、学習者が自由に利用しても地域にとって公共の意

味があることだと思う。財政の論理だと見えなくされてしまいがちだが、杉

並区の将来にとって意味があることを区民利用施設もアピールしていかなく

てはならず、社会教育施設の再編整備時に大事な問題関心であると思ってい
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る。福祉施設が足りないとなるとそちらに引っ張られるが、社会教育・生涯

学習にとってそのような場があること自体が大事であることを、常に意識し

て発信できればと思っている。 

○委 員 学校が地域に開かれた公共空間で他施設の多機能化、複合化を進め

る方向性が示されたが、保護者目線から学校は、ほかの公共施設と違った印

象がある。安全な、守られた場所で、子供たちにとっては教育の場所である

ことが一義的。もちろん合理的で多機能化・複合化は理に叶うと思う反面、

その安全がどこまで保たれるか、正直、不安を感じる。もう一方で、学校が

地域の基地化するところで学校現場の負担も保護者として心配している。そ

の現場の部分と理想的な部分とをすり合わせながら進めるならば、余り理想

的なところを追わずに進むように思う。 

○生涯学習推進課長 すでに学校施設に学童クラブや高齢者福祉、障害者施設

があるところも存在し、地域説明会では学童クラブの話が多かった。もちろ

ん保護者が心配することに対策を図り、学童クラブの出入口を別にするなど

の対応を考えるように説明されている。複合化・多機能化には保護者や地域

の方の声をお伺いし、地域特性に応じて進めていくことを考え、できるとこ

ろから少しずつ進めていくものだと考えている。 

○議 長 では、ここで区切り、次の小学生名寄自然体験交流事業について。 

(事務局、生涯学習推進課長報告) 

○副議長 参加者はどう選ばれるのか。 

○生涯学習推進課長 昨年度は往復はがきでの申し込みとして320名の応募があ

った。今年度は、400字程度の作文を付加したが、同じように応募者100名の

うち25名を抽選した。次世代育成基金を活用し実施している。 

○副議長 交流というところでは、向こうからも来るのか。 

○生涯学習推進課長 この事業ではないが、児童青少年課の夏の交流事業で

は、相互の交流を行っている。 

○議 長 他自治体の人に話すと全員無料で、代表する学級委員とかではなく

抽選している点が非常に高く評価されるので、ぜひ拡充を。 

○生涯学習推進課長 小学生名寄自然体験交流事業では、宿泊場所の状況から

25名がいっぱいな状況にある。 

○委 員 できれば、一部自己負担があっても拡充を考えていただきたい。 

○委 員 作品展が本庁と阿佐谷地域区民センターで予定されているが、でき

れば各地域でも行うなど、区民の方に触れることができるようにと思う。 

○生涯学習推進課長 今後もそういう声があれば、ぜひ検討させていただく。 

○議 長 自然の豊かなところに行くのは、空間感覚や時間感覚が東京と違う

ところだからこそ。プラネタリウムもそうだが、星空を見ていると自分の存

在が小さく見えたり光っている星との距離感が自分ではわからず、人間が小

さなものだという時間感覚に気付いたりすることがあり、広い宇宙空間の中

に自分が生きていること、日本や地球という一つの星ではない時間感覚や空

間感覚が広がるということが大事だと思う。世界全体としてこれからの自分

の生き方や社会のあり方を考えるには、視点を大きくいろいろな感覚で物事

を見ていくことではないかと思うので、この体験学習は大切だと思ってい

る。ぜひ、工夫で拡充してほしい。では、次の「減災・ふれあいウォークラ

リー」の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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○委 員 この実行委員会は、どういう方たちで組織されたのか。 

○社会教育推進担当係長（社会教育主事） 中心は車座委員会委員だが、それ

以外に高円寺地域区民センター協議会や有志の方々が集まって組織された。 

○委 員 民の力は本当にすごいと思う。既存のものを絡め、大きなしくみで

もスムーズにできるという一つの例ではないかと思う。 

○社会教育推進担当係長（社会教育主事）この取り組みは、防災訓練や避難訓

練が非日常の行事に位置づいたままで、自分の日常の暮らしの中に根づかな

いという問題があって、身近なところで体験し、結果として防災や減災につ

ながる入口を提供できればと言うことであった。 

○委 員 参加した方の感想を聞いたが、非常にリアルで偶然居合わせたメン

バーでチームになったり、おもしろい試みであったとのことだった。 

○生涯学習推進課長 乳母車や抱っこして、あるいは手をつないで参加してい

る親子が参加して実際に地域を歩くなど、訓練に余り参加していない方も避

難が本当に難しいことなど実感できたのではと思っている。 

○委 員 次年度の計画や実施地区はあるのか。 

○社会教育推進担当係長（社会教育主事） 高円寺地域で次年度以降の展開を

考えたり、もう一つ違う試みを他地域で重ねたいという意向がある。 

○委 員 アンケートで、それぞれのチームに説明できるリーダーが欲しいと

の意見もあった。リーダー役がいない非常事態の場面想定だったが、次にど

うつなげるかが大事だ。 

○委 員 震災以降母親の危機意識が高まり、自分たち以外にベビーカーや子

どものことで気づいてもらえるのはいいと思う。ぜひ、地域で広めていただ

くとお母さんたちもかなり関心が高まるように思う。 

○委 員 基本的に震災救援所の活動の活性化が大事なのだが、相互にタイア

ップし震災救援所の活動を進展していくことも意識されているか。 

○社会教育推進担当係長（社会教育主事） 町会の方も参加されたので、救援

所の運営と防災訓練、そして今回の経験がつながる部分を持てたと思う。 

○議 長 すごく刺激的な報告だったが、ぜひ、可能な範囲で引き続き取り組

んでほしい。では、続いて協議事項に移りたい。 

○社会教育推進担当係長（社会教育主事） 本日、図書館次長が出席できない

ため、事務局より説明させていただく。その後、図書館協議会委員の議長よ

り補足説明をお願いできればありがたいと思う。 

（次長メモ説明） 

○議 長 これからの図書館像の検討に反映させていきたいので少し議論させ

ていただく。杉並区の図書館サービスが他自治体と比べて充実しているもの

の、利用者満足度調査結果で職員の声かけや館内表示など館内状態が評価さ

れているが、図書と新聞・雑誌が不満の割合が多いのが気になっている。図

書館の場合は法律やサービス基準も定まっており、一定の方向性が示されて

いるが、社会教育施設としてのあり方を少し検討していいかと思っている。

特に、個人学習に資する原理原則がある中で、交流拠点としての役割がある

のは大事で、交流機能をどう活発にできるか、ご指摘があればいただいてお

きたいと思うので、皆さん方のご意見なりを伺いたい。 

○委 員 「図書サービス」となるとどうしても区民が税金を払い、それぞれ

の受ける権利というイメージになりがちだが、被災地に入るために移動図書

館を立ち上げた例もあり、本を通して人を結ぶきっかけを提供しているのだ
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と思う。図書館が持つ新たな機能、目に見えない機能を見出す工夫が必要だ

が、そのためにも評価基準をつくりながら取り組めればいいように思う。 

○副議長 報告書を拝見し13館ある図書館の分析で協働・ボランティア事業の

実施率に差があるが、どういうことか。 

○議 長 基本的には図書館や地域の方の対応の違いではないか。ボランティ

アには、読み聞かせのボランティアや修本ボランティアが主流である。 

○事務局 かつての図書館経験から言えば、一番多いのは読み聞かせボランテ

ィアで、定期的なおはなし会の一部や、子供会、工作会などの遊び関係、ま

た、科学系の実験や科学遊びにもボランティアの方が入っていると思う。杉

並区は司書専門職採用でなく、知識も力量もある個人の司書がいても組織化

されていないので、そういった方々の活躍で補っている部分がある。 

○委 員 貸出登録者数が23年から24年に7万人減っているがなぜか。 

○議 長 「平成24年10月に図書館システムの更新に伴い、利用登録データの

精査をした影響による」と書いてあるので、この影響ではないか。 

○委 員 アンケート集計の中で「不満足」を掘り下げるなどの精査をされて

いるのだろうか。いまインターネット予約ができるため、図書館内では自分

の欲しい本を見ながらも、なければ他の類似したものをという方向でありな

がら、結局一本釣りでの検索だとそこで止まってしまい、不満足ということ

につながるのではないか。本来は、自分で探すものだと思うが、システムに

変わって親も子供も自由研究で調べる時も、今はインターネットで検索する

ので、自分で調べるために行く図書館の意義が薄れているのではないかと思

う。そこはもう少し掘り下げて考えるところではないかと思う。 

○議 長 なるほど蔵書数が増えれば開架は物理的なスペースをとるのでネッ

ト上での話になるが、探すプロセスが特定されるので工夫が必要だと思う。 

○委 員 直営と指定管理、業務委託に分かれているが、今後はどうか。 

○生涯学習推進課長 大きくこのバランスを変える計画はないと思う。 

○委 員 サービスということで図書館が区民に提供する視点は当然ながらあ

ったとしても、逆に、区民を利用するようなことがあっていいのでは。例え

ば、ネットショップで口コミを参考にするように、返却時にお勧めの本があ

ったら一言書いてもらったり、館内でそれが共有されるコーナーがあるだけ

も利用者の視野が広がると思う。ボランティアとはまた違う、区民から区民

への「知の共有」だと思うので、積極的に仕掛けてもいいように思う。 

○委 員 欲しい本はネットで、気軽に買うならリサイクル書店となる。本の

貸し借りだけではない、新しい魅力の発信をする努力が必要だと思う。 

○副議長 図書館のホームページで知らせることはどうか。以前なら新刊書案

内が印刷して置いてあったりしたが今はないようなので。 

○事務局 今は、新着図書をホームページ上から見られる形にはなっているが

その程度だと思う。 

○委 員 ホームページは難しいが、返却時に職員がどうだったかを聞き取り

集計する程度でもいいと思う。 

○委 員 その地域の人物を取り上げ、その人が所有する古いフィルムを投影

し、昔の近所の様子を拝見できればと思う。お店を閉めてしまう方に始めた

頃の懐かしい話をうかがった経験がある。話せる場所があれば持参した古い

写真を投影し、話をできる人もいるように思う。 

○生涯学習推進課長 科学館で杉並区在住天文学者の講演会の際に、中央図書
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館でその方の紹介コーナーをコラボでつくった例がある。 

○議 長 なるほど。図書というバーチャルとリアルの同居で世界が広がると

思った。 

○副議長 今、世界潮流で電子書籍ビジネスが動いている。そうなると図書館

の持つ意味は何なのかを考えている。紙で印刷され、手でさわり、この触覚

感のある物質としての知の蔵書の存在意義は非常に重要である。一方、若者

はタブレット端末でサウンドやアニメーションもついた電子状態で読むのが

あたり前になり、大きくパラダイムが変わっていると思う。昨年、渡米した

際にまちに本屋はなくネットで購入するとのことであったが、この流れは日

本にも来ることを実感した。図書館のあり方を考えるならば、物理的に存在

する触覚感のある場で人と人とのコミュニケーションの場として、みんなで

お茶を飲みながら本について語るなど、人と人とのインタラクションのある

場に変わらなければ、次世代になった時に図書館は意味のない場所になり、

必要な時に収蔵庫から探し出すだけになるというのが私の印象で、それを見

据えて人を集める場と考え、整備をしてはどうかと思う。 

○議長 実はエストニアの本屋にはラウンジがあり、特定のスペースにコーヒ

ーショップもある。本を買わなくても、そこで座り読むことができる仕組み

になっていた。イギリスのピカデリーサーカスという本屋には、1階が雑誌、

2階が専門書、3階にソファが置いてあるラウンジになっていて、本を読みな

がら語っている状況を見た。日本の図書館は、これまでの図書館像を脱皮し

て新しい図書館にして、区民の生涯学習としてもいいものにしていかなけれ

ばと思った。社会教育委員の会議として、科学館等も含めて社会教育施設と

してのあり方を示していく必要があるので、今後の報告書にも反映させてい

きたいと思う。 

○副議長 図書館運営協議会ではどうか。ある一定のグランドデザインのもと

へ近づけるという議論がされているならば、この会議との関係はどうか。 

○議 長 図書館運営の方向性を経営評価の基準に基づきながら図書館側の話

を聞いて議論している。もちろん個別具体的なミクロな話もできるが、施設

全体での大きな話もないといけない。組織的にどちらが上位かではなく、ど

うしたら杉並の社会教育をより良くできるかという観点で議論できればと思

う。それぞれ違った立場から意見を引き続き出していきたいと思う。今日は

このあたりにするが、これで社会教育施設全体を見渡すことにはなったか。 

○社会教育推進担当係長（社会教育主事）博物館分館など、残された施設もあ

るが、これでジャンルとしては一巡したことになる。 

○議 長 では、これまでいろんな施設で議論していただいたことを踏まえ、

かつ、前回の社会教育委員の会議のまとめも踏まえて整理しながら報告書に

ついての議論をしていこうと思う。これまで現状や実態の把握が中心であっ

たが、もしアイデアや今日の話をふまえて望ましいことがあれば、ご提案を

いただきたいと思う。今日は非常にいい議論ができたと思うので、次回、第7

回目になるが会議の日程調整を事務局にお願いして終えたいと思う。どうも

ありがとうございました。 

 

 


