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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 27年 10月 1日（木）午前 9時 31分～午前 11時 41分 

場 所 東棟 6階 教育委員会室 

出 席 者 委員：吉井、藤川、天野、朝枝、小出、岩崎、多田、内山、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、生涯学習推進課管理係長、教育連携担当

係長及び社会教育センター社会教育主事、社会教育推進担当係長（社

会教育主事）、施設管理担当係長（科学館長）、管理係主査、管理係

主事 

配付資料 1  第 2回社会教育委員の会議 会議録 

2  杉並区総合計画・杉並区実行計画（委員のみ） 

3  杉並区教育ビジョン 2012推進計画(平成 27～29年度)(委員のみ) 

4  平成 27年度社会教育調査 

5  小学生名寄自然体験交流事業（含、応募者数等実績資料） 

6  杉並区の生涯学習・社会教育の体系 

7  杉並区 区政実態調査（速報版）－抜粋 

8  平成 27年度 杉並区の教育（配付済） 

9  すぎなみ教育報（臨時号、№217、№218） 

10  生涯学習における科学教育事業 

11  「すぎなみ大人塾」実施の背景と概要 

12  すぎなみ大人塾記録集 2014記録集 

13  “夢の配達人”森村 桂 

14  地域社会の担い手を育む学びとは？ 

15  親子で防災ピクニック 

16  大人のミカタ 

17  家庭教育講座（杉小Ｐ協 第 1～7分区） 

18  青少年委員だより 第 65号 

19  東京の地域教育 №120 

会議次第 Ⅰ 報告事項 

 1 「杉並区教育ビジョン 2012推進計画」について 

 2 社会教育調査について 

 3 小学生名寄自然体験交流事業について 

Ⅱ 協議事項 

 1 杉並区の生涯学習・社会教育について 

 (1)科学教育の推進について 

 (2)社会教育の推進について 

 2 次回の日程について 

Ⅲ その他 
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（意見要旨） 

○議 長 第3回目の会議をはじめる。はじめに、部長からご挨拶を。 

(生涯学習スポーツ担当部長挨拶) 

○議 長 ありがとうございました。議事の前に資料確認をお願いいしたい。 

(社会教育推進担当係長（社会教育主事）) 

○議 長 不足があればご指摘いただきたい。では、続いて報告事項を。 

（社会教育推進担当係長（社会教育主事）） 

○議 長 この調査は、文科省が3年毎に行っており、これを見ると社会教育の

全国的な傾向が出ていて、杉並区なりに特徴が見えてくるのではないかと思

われる。それでは、小学生名寄自然体験交流事業についてお願いしたい。 

（社会教育推進担当係長（社会教育主事）、管理係長) 

○議 長 ありがとうございました。参加者は、何かを考慮した抽選なのか。 

○管理係長 宿泊施設の都合もあり25名という定員で、学年別、男女比等ある

程度考慮しなければならない部分もあるが抽選を原則にしている。作文を付

けており、それを満たせば全て対象にしている。 

○生涯学習推進課長 作文が書かれていない場合は外すことにもなるが、105名

の作文でどの方も意欲を感じたので除外するようなことはなかった。 

○議 長 恐らく子どもにとっては別世界だろう。教育的効果も大きく、この

ような体験は大事だと思う。ぜひ、せっかくの交流なので拡充してほしい。 

○委 員 このような取組は他にもあるのか。 

○社会教育推進担当係長（社会教育主事） 名寄へは、児童青少年課所管の交

流事業が夏に、教育委員会では、小笠原やウィロビーへの派遣を、また、次

世代育成基金を使う事業では、東吾妻へと交流都市との間で行っている。 

○委 員 学習成果発表会は、公開されているのか。 

○管理係主事 広報すぎなみや区公式HPで周知している。昨年の模様は「地域

コム 名寄」で検索するとサイトがあり、その模様をご覧いただくことがで

きる。この発表会に加えて事前学習においても、インターネット中継で現地

とのやりとりをする工夫などもさせていただいている。 

○議 長 ありがとうございました。では、次の協議事項に入る。社会教育委

員の会議で本格的な議論を始めるにあたり、区としての取り組み、政策、事

業等々をふまえ議論を深めていければということで、(1)科学教育の推進につ

いて、(2)社会教育の推進について、それぞれご説明をいただく。その前に全

体的なことで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）） 

○議 長 ありがとうございました。今までのご説明で、もし質問があればお

願いしたいが。この杉並区の教育を特徴づけるキーワードとは。 

○教育連携担当係長（社会教育主事） 教育ビジョン2012において、10年後に

目指す姿として「共に学び共に支え共に創る杉並の教育」を掲げている。

「共に」という言葉を3回続けているところに杉並の特徴が出ていると思う。

その達成に向けて3つの視点の中に「「かかわり」と「つながり」の重視」が

あり、「かかわり」と「つながり」を通して立場の違う人々の中に信頼を育

み、その基盤の上で学校教育・社会教育を進めていくものと考えている。 

○委 員 図書館のところで「区民ニーズに対応した」というようにあるが、
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子ども読書活動の推進では、子供たちや保護者、赤ちゃんを育てている人た

ちのニーズの吸い上げやニーズ調査等がどう行われているのか。 

○生涯学習スポーツ担当部長 策定した図書館の基本方針のもとで区民アンケ

ートや図書館利用者のためのアンケートボックスを置くなど、様々な形で講

じていると聞いている。区民ニーズから乖離することのないよう、様々な利

用者の声を聞き、アンケート調査なども含めて進めているところである。 

○議 長 この会議では、ビジョンや計画で定められていることをふまえ、こ

こから逸脱しない方向で本当に区民のためになるには、具体的にどう工夫す

ればいいかなどを見極めていくようにしたい。では、(1)に移りたい。 

(施設管理担当係長) 

○議 長 区の科学教育について、これからはもっとこういうことが大事だと

いうご提案やご意見を遠慮なくお話しいただきたい。 

○委 員 来館型から出前型へといのはとてもいいと思う。小中学生だけでな

く、学校へ行く前の子供たちも科学に目覚める大事な時期はあると思う。虫

を持ち込んだり実験で部屋を汚したりで、せっかくの興味を持った芽を潰し

てしまうような現状が家庭にもあるので、未就学児向けもあればうれしい。 

○社会教育センター所長 未就学児に特化してないが、広報等で周知しプラネ

タリウムやサイエンス・ワークショップに親子で参加していただいている。 

○委 員 未就学児の保護者にすると、その情報が得られるかだが、情報過疎

の年代になってしいがちなので、もう少し何かあるといいと思う。 

○社会教育推進担当係長（社会教育主事） 図書館があかちゃんタイムを用意

し、赤ちゃん連れの皆さんに提供するやり方だったり、絵画の鑑賞も遠巻き

な静観でなく、観賞しながら言い合うような工夫がなされたりしている。科

学においても同じような工夫が加わって、その人たちのためと言わないまで

も来られるような場はつくれるかもしれない。 

○議 長 杉並は、教育理念として横のつながりを重視し、対等な関係性のも

とでの構造になっているが、対等な関係のもとで人と人、あるいは団体と団

体、組織と組織が協力し合うことで、お互いがプラスになり、ともに成長す

ることがあると思うので、ぜひ、そういう運営を実現していただきたいと思

う。法律や条例があり執行する立場から、行政はどうしても上下関係という

論理になりがちで、ビジョンや計画で横のつながりをすると書いてあるの

は、ある意味自己矛盾しているが、もう少し工夫する必要がある。それも含

めてこの会議の課題ではないかなと思う。科学などは典型で、専門性の度合

いが強く、知っている人と知らない人で極端な差が出てしまう。小学校の生

活科が社会と理科を統合したように、科学も生活の中に入り込んでいるので

防災、環境、エコ、地球温暖化も科学的な知見がなければ、生活それ自体も

よくならないところがある。この科学の学びを自分たちの社会教育や生活を

豊かにすることに結びつけていけないかと考えている。 

○委 員 テレビで鳥人間コンテストやロボットコンテストがあって、サイエ

ンスとテクノロジーが合体したところに人間臭い、仲間たちのやり取りがあ

り、見ている者にとってもおもしろいと思わせる部分がある。ロボット展や

ロボット教室の発展に自分たちでつくって参加したり、競って協力したりす

る部分で夢のある杉並区の科学教育になるようにも思えた。 

○委 員 まだ科学教育センターであった時、小中学生ロボット教室があり、

杉並の大会、東京の大会、そして世界大会まで行き、優勝して戻ってきたこ
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とがある。これからの理科教育の中に可能性を広めていってほしい。 

○委 員 この区民意向調査で、参加される方たちの年齢層が50～60代、15歳

未満が学校側の働きかけで基本的に参加するとしたら、真ん中の20～40代あ

たりが一番できていなとなる。この部分にどういう戦略を考えていけばいい

か。親子参加で動きにくい世代が子どものためにというのはありだが。 

○社会教育推進担当係長（社会教育主事） おっしゃるとおり、一番区政との

つながりができにくい世代だと思う。社会教育の学び手もシニア層中心で、

次世代のという切り口で何かしようとしても厳しいところがある。その世代

に対して何ができるかというトライ・アンド・エラーがないと活路を見出せ

ない。社会教育の特徴を活かすならば、従来の拠点方式という限界のあるや

り方でなく、いろいろな場所で実施できるよう工夫し、それぞれの世代にと

ってなるべく身近なところに添わせていく方法、手法を考えていかなくては

ならないと思っている。 

○委 員 子供連れだと行動半径が狭く、催し物に興味があっても子連れとな

ると大変になってしまうので、来ていただくのはありがたいと思う。数年前

に、子供の数学や科学のオリンピック選手を育てる団体との縁があり、2歳～

未就学児向けの事業をやったことがある。開催場所が児童館だったので、継

続の希望もあったが、館長が変わって違って残念だったことがある。いいも

のをやっても「人」に左右され続けられることが難しくなることもあるの

で、やる気のある人たちが取組やすい支援や配慮があればと思っている。 

○生涯学習スポーツ担当部長 児童館長は区職員で児童厚生職も事務職もいる

が、いずれの館長でも区民が使いやすい、使われる施設を目指すことに替わ

りはないと思う。高齢者施設のゆうゆう館では、ＮＰＯ等で運営しているも

のの来館者数や事業内容で評価し、年1回は事例発表等を通じて全館への普及

にも取組んでいる。そういった事例も含め投げかけてみたいと思う。 

○委 員 移動式プラネタリウムを「区民に身近な施設に出向いて」とある

が、学校以外にもやっているのか。 

○生涯学習推進課長 区民センターのお祭りなどに出向き、1回に数回の興行

で、以前の科学館より回数的には増えている。学校の場合は、済美教育セン

ターでドームを保持し指導員も配属しているが、生涯学習分野の場合は、移

動式プラネタリウムを解説付きの事業者に委託している。 

○委 員 小さな子どもたちのことを考えると、一番近いのは小中学校なの

で、移動教室の際に学校の事情で午後もOKならば、午後はその地域の方たち

に開放するようなことが、全部の学校ではないにせよ可能性があると思う。 

○生涯学習推進課長 確かに学校を会場にした観望会や体育館での移動式プラ

ネタリウムに来客された方の層を見ると、親子連れやご近所にお住まいの方

がいらしていたので、場所としての活用は十分考えられように思う。 

○委 員 児童館もそうだが、数的にはゆうゆう館も多い。ただ、施設に関す

る案内物が少なく利用方法も知られていないように思われるので、もう少し

利用案内が見られるチャンスがあったらどうかという気がする。 

○生涯学習スポーツ担当部長 児童館は、子供たちが放課後や夏休みなどに遊

びに行くというのが基本で、学童クラブを含め事業の実施会場というよりも

お預かりをしたり来館して遊んだりする施設であり、活用という観点から開

放することになり、当該地域向けに事業もやることになったためだと思う。 

○委 員 恐らく一般人が入るリスクがあったり、0～18歳までと言いながらも
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小学生ぐらいまでが利用想定だったりで、社会教育であれば、その場を利用

する人をどう育てるか、人をどう入れられるかに考え方が必要だと思う。行

政にお願いするのではなく、みんなで気持ちよく使えるよう学び合い、施設

がありいろいろな使い方もできるならば、どうみんなで利用しようかと考え

ていく学びやつながりが必要ではないかと思っている。 

○委 員 次世代型科学教育の拠点づくりについて、そのイメージは。 

○生涯学習推進課長 現在、専門事業者と調査研究を行っており、今までの劇

場型の拠点から、今後は、出前型の事業を中心に据え、その事業を支えるた

めの拠点という考え方である。どういう形が出前型の事業を支えていく拠点

としていいのかを委託している専門事業者とともに検討している。 

○議 長 長期的に区民全体の学びをサポートしていくのが社会教育の役割り

であり、そこはやはり「共に」だと思う。誰かに指導してもらうだけで意識

は変わらず、一緒に実践する中で自らの意識が育っていくところが大事で、

その機会や仕組み・仕掛けをどう持ち込むかが社会教育行政の仕事だと思

う。長期的にはそうだが、短期的には行政がやるのであるからこそ、丁寧な

広報をできるだけするようなことが大事であろう。 

○委 員 来年度、区ホームページが一新され、各所管課でホームページの更

新できるようになると伺った。子育てサイトでも、教育委員会に関する部分

があれば、そこからリンク先に飛べるしくみで、事業やイベントだけでな

く、子育て世代が必要な情報が端的に届く仕組みにしていただけるようお願

いをしているので、ぜひ、教育委員会の側も同調していただきたいと思う。 

○議 長 ぜひともお願いしたい。時間の関係から次の(2)の説明に移りたい。 

（社会教育推進担当係長（社会教育主事）） 

○議 長 ただいまの説明をもとに、特に社会教育センターを中心とした社会

教育の推進の方策とか提案やご質問があればどうぞ。 

○委 員 修了生をコーディネーターやファシリテーター的役割を持つ人材と

して地域活用していく方策を考え、実践していくことが大事だろうと思う。

以前の車座委員会に替わる取組で「ライフスタイル研究会」として話し合っ

ていることもそうだし、まさに科学もそうだが、専門家の仕事をしていた人

をいろいろなところで活かすようなコーディネートを、その研究会で学びな

がら実践し結果を出していくようなことを考えている。しかし、社会教育行

政は、教育委員会の中にあるので方策として書けることに限度がある。理想

は理想だが、児童館のことを書くことはできない。しかし、つながっている

別な人ならできる話しなので、そのような人につなげていくような人材が必

要だと思う。 

○委 員 杉並で育ったなら杉並愛のようなものもあろうが、20～30代の人た

ちは、特に転入してくる人たちも多いと思うので、どう地域にかかわれる

か。ここを第二の地元にしようと働きかけるだけのエッセンスが社会教育の

中から発信されるといいと思う。 

○議 長 「修了生の活用」は、「活躍してもらう」と言うような表現に変え

る工夫した方が良い。日本には、ヒエラルキー型の組織体制が圧倒的にで、

上の方の意向で自動的に下が動く文化が続いている。ところが、学校、家

庭、地域の連携や地域参加はボランタリーな活動で、本人がやる気にならな

ければはじまらない。いくらコミュニティ・スクールをつくっても、学校支

援ボランティアがやる気にならないとできないということである。 
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○委 員 住んでいるが暮らしの場ではないと言う中で、どう地域に向いても

らうか。遊びという要素が必要ではないか。あるいは、防災や身の回りのこ

とも、自分事として捉えられる切り口の一つかもしれない。自分事として何

かを落とし込まないとできないが、自身で気づく仕掛けや入口が難しい。 

○委 員 自主的につなげているＬＩＮＥの活用はどうか。メールの「ネチケ

ット」で、メールを受けたらすぐ返信というままで苦しむ子どもも多く、つ

ながるだけでは苦しくなるので、克服の新しい約束をつくるなど、乗り越え

る文化をつくれば、我々の発想を超えたアイデアや行動力が期待できそうだ 

○委 員 「ニーズオリエンテッド型」とは何か?少し説明していただきたい。 

○議 長 もともとは経済学用語で、対称する言葉がシーズオリエンテッドで

ある。シーズとは「種」で、鉄鋼会社が鉄を精製し鉄鋼の産業としてものを

つくる。溶鉱炉があるからそのシーズに基づきものをつくっていくのがシー

ズオリエンテッドである。これに対してニーズオリエンテッドは、消費者が

求めているのであれば、そのニーズに合わせて変わっていくべきだという発

想で、レジャー産業やテーマパークの流行というニーズに合わせ、例えば鉄

鋼産業をやめてスペースワールドつくるなど、そのプロダクトの提供が大事

だということである。郷土博物館、科学館、図書館がやることは、行政の役

割分担に基づき発想していくと、区民が何を求めているかがわからなくな

る。むしろ何を求めているかによって図書館も郷土博物館も社会教育センタ

ーもなく、そのあり様を変えていかなければいけない。図書館にカフェを併

設するなど、少しシフトしていかなくてはならない視点から見たほうがいい

という意味でも申し上げた。 

○副議長 区民意向調査で「取り組んでいる活動はない・活動できない」が同

じ項目で聞かれているが、自分の意思でしないのと、家族問題等でできない

のとでは違う。ニーズがより見えるよう分けて問う工夫があればと思った。 

○議 長 なるほど。ありがとうございました。では、時間も若干過ぎたの

で、今後は論点を絞って議論できればということで、次回のことについて。 

○生涯学習推進課長 本日は大変貴重なご意見をいただきありがとうございま

した。先ほどの説明にあった、次世代型科学教育の拠点づくりの調査研究の

まとめを10月末に予定にしており、その報告書ができてくるので、それをご

提示し、ご意見をいただければと考えている。引き続きご議論をお願いした

い。 

  また、ご紹介になるが、この10月より、資料の中にある森村桂の展示を郷

土博物館で行う。森村桂といえばお分かりになる方が多いと思うが、まとま

った展示は、今回が恐らくは初めてになると思われ、関係する資料もまとめ

て寄贈していただいていたりするので、ぜひ、足を運んでいただきたいと思

い、周りの方への宣伝もできるところでお願いできれば幸いである。 

○社会教育推進担当係長（社会教育主事）次回は、12月10日4時半からを予定さ

せていただく。 

○議 長 それでは、時間になったので、第2回社会教育の会議をお開きにした

いと思う。ご協力ありがとうございました。 

 


