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平成 29年 5月 24日 杉並区社会教育委員の会議  

 

 

今後の生涯学習にかかる事業の展開に向けて 

－第 14期杉並区社会教育委員の会議まとめ－ 
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○はじめに 

 

生涯学習・社会教育とは、子どもから大人まで生涯にわったって自ら学ぶことであり、

こうした学びを通じて地域づくりの担い手が育ち拡がっていくことは、個人にとっても

社会にとっても大きな意味がある。 

これまでに類のない少子高齢化を迎える地域社会にあって、福祉、環境、防災、まちづ

くりなど区民生活につながるあらゆる分野の課題解決に、世代を超えたより多くの区民

の参加や協働が必要となっている。スマホの普及や SNS によるバーチャルな世界が拡張

する中で、これからの地域のありようを考えるとき、こうした子どもから高齢者まで幅

広い区民一人ひとりが主体的に地域づくりに参画・協働することが欠かせない。それぞ

れの気づきからはじまる主体的な行動変容が持続可能な地域づくりの実現につながるの

であり、私たちは、そこに学びの重要な役割があると考える。 

このような認識から第 14期杉並区社会教育委員の会議では、「支えあい共につくる 安

全で活力あるみどりの住宅都市 杉並」を目指す杉並区の生涯学習・社会教育における

課題に対し、率直かつ建設的な意見を交換した。 

いわゆる「持続可能な社会」が生まれる取組の重要性が認識されつつある中で、これか

らの区民による地域づくりに資する生涯学習・社会教育の推進には、身近な地域で様々

な団体・企業と連携・協働して学びの場を創出する「出前型・ネットワーク型」の事業展

開が鍵になるものとして議論を進めた。そして、この度、２年間における検討を基に、社

会教育委員の会議の意見としてまとめた内容をここに報告するに至ったものである。 

今後の「社会教育活動の拠点」への期待として、このまとめが生涯学習にかかる施策全

般において、多様な区民が学びを通じて地域づくりに参画・協働し、「共に学び 共に支え 

共に創る 杉並の教育」が実現することに寄与することを願ってやまない。 

 

平成 29年５月 

 

第 14期杉並区社会教育委員の会議 議長 笹井 宏益 
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Ⅰ．「出前型・ネットワーク型」の検討経過 

 

杉並区は、平成 24年３月に策定した基本構想〔10年ビジョン〕の実現に向け杉並区総

合計画〔10 年プラン〕（以下「総合計画」という。）・実行計画〔３年プログラム〕（以下

「実行計画」という。）のもと、質の高い住宅都市を目指し、区民生活の向上に繋がる様々

な施策を展開している。 

平成 26年度の総合計画・実行計画改定時には、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（平成 26～30年度）」（以下「第一次実施プラン」

という。）が策定され、更新時期を迎える区立施設の再編整備への取組も進められている。

この中では、築 45 年以上が経過し、施設・設備の老朽化が著しい杉並区立科学館(以下

「科学館」という。)の廃止が計画され、あわせて、その機能の移転とともに科学教育の

「出前型・ネットワーク型」による新たな事業展開や「次世代型科学教育の新たな拠点」

の検討等が進められることとされた。 

これを受け、平成 27年度の社会教育委員の会議では、学校教育部門、生涯学習部門が

それぞれ実施している科学教育の「出前型・ネットワーク型」の事業展開について、科学

教育の当面の拠点である杉並区立社会教育センター(以下、「社教センター」という。)に

よる事業運営の実態や成果等の報告を適宜受けながら検討するとともに、今後の新たな

科学教育の拠点づくりの検討・具体化に資することを目的とした「科学教育事業のあり

方」や、それを踏まえた「新たな科学教育の拠点のあり方」についての調査・研究業務の

報告も踏まえ、次世代型科学教育の展開についての検証を進めた。 

また、平成 28年度には、次世代型科学教育事業の実施状況等をもとに、こうした「出

前型・ネットワーク型」への方向性が、高齢化の一層の進展や地域団体等の活動が活発化

する中で、生涯学習事業全般において有効であるかどうかという観点から、実行計画や

第一次実施プランの改定も踏まえつつ検証を進めた。 

※検討の概要については、巻末の表１を参照。 
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Ⅱ．意見のまとめ 

 

１． 社会教育活動の拠点の変遷 

社会の変化や人々の意識が変容する中で、区では、地域の社会教育の推進をこれまで

どのように図ってきたのであろうか。区の歩みを基にしながら、社会教育の展開に大き

な影響を与えてきている出来事や「社会教育活動の拠点」の変遷を中心に捉えてみたい。 

【第１期】「民主主義社会を構築する上で不可欠な課題の学習」（昭和 20(1945)年 ～） 

戦後の東京都区部においていち早く実現された杉並区立公民館(以下「杉並公民館」

という。)は、昭和 28 年 11月に設置され、平成元年３月に閉館した。区部で３館目

となる杉並公民館では、当時の「実際生活に即する」学びの場として、それまで学校

を会場に取組まれていた読書会等の経験を生かし、初代館長である安井郁により「教

養講座」等が実施された。 

昭和 42年には、区内初の青年館が設置され、当時、都内に流入する勤労青年に対

する社会教育事業が活発に行われるようになった。 

 

【第２期】「公共的・社会的な課題の解決を目指す学習」（昭和 45(1970)年 ～） 

杉並公民館では、学んだ区民たちの手により、昭和 54年度より秋川での親子合宿

や、杉並公民館のある地域だけではなく高井戸青年館、和田堀会館、下井草出張所、

東邦信用金庫等を会場にした「出張講座」等が行われた。区民の参画により企画・運

営する事業が、杉並公民館を拠点にこのように区内各所で展開されていった。 

井草、高井戸、高円寺と順次整備された青年館では、主として青年層の余暇活動と

して青年教室等の実施、サークル活動の場の提供、青年館利用者の交流会等をそれぞ

れが実施し、その事業が昭和 63年度まで続いた。 

昭和 44 年には、理科教育振興法に基づき杉並区立科学教育センターが設立され、

児童・生徒を対象とする移動教室等の実施とともに、常設のプラネタリウムや実験室

等を使った区民対象の事業等が実施された。 

昭和から平成へと元号が改まった生涯学習社会における新たな「社会教育活動の拠

点」として、平成元年に社教センターが設立された。高円寺地域区民センターとの複

合施設として、ホール・展示室等を備える大規模施設が実現した。閉館した杉並公民

館の事業だけではなく、教育委員会事務局が実施していた社会教育事業の移行や社会

教育主事等の専門職の配置換えもあり、ハード・ソフト両面から充実した拠点として

スタートを切った。 

また、社教センター設立とともに青年館から名称を変更した３つの社会教育会館

(以下「社教会館」という。)が分館として位置付けられ、青年から一般区民に対象を

ひろげて社会教育事業の実施を継続するなど、社会教育事業の実施体制の充実が図ら

れたのであった。 

 

【第３期】「コミュニティの創出にかかる学習」（平成 ７(1995)年 ～） 

    区では、区内７地域毎の地域区民センター運営協議会(現在の地域区民センター 

協議会)による自主事業が多様に行われるようになり、あわせて区民集会場等の整
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備も進んだ。これにより社教会館は、順次閉館しその役割と機能が社教センターに

集約された。なお、閉館後の社教会館事業は、社教センターの実施事業に一本化し

つつも、地域に根ざした社会教育の事業展開を図るため、引き続き「区民企画講座」

を地域施設等で実施することとした。 

 

  こうして築き上げられてきた「数々の業績」を継承・発展させることについては、

「社会教育活動の拠点」である社教センターが引き継ぐこととされたのであった。 

一方、杉並区立科学教育センターは、平成 12年度に名称を杉並区立科学館に改め、

小柴昌俊博士を名誉館長に迎え「小柴昌俊博士とニュートリノ天文学」の常設展示な

ども行われるようになった。区民の科学教育を積極的に展開した科学館であったが、

平成 28年３月末に閉館することを受け、平成 27年度から学校教育分野については済

美教育センターを、生涯学習分野については社教センターを、それぞれ事業を継承・

発展させる当面の拠点とした。 

これにより社教センターは、従来の社会教育事業に加え、平成 27 年度より科学教

育も含む事業を展開する「社会教育活動の拠点」となった。 

(表２参照) 

 

表２【社会教育活動の拠点の歩み】概略図 

 

 

 

 

  

施設名

公民館 ・平成元年３月閉館

社会教育センター
・平成元年６月開館

社会教育会館
(旧青年館)

　　　　高井戸 昭和４７年開館 　・平成１５年３月閉館

　　　　井　草

　　　　高円寺 　昭和４５年開館

科学館
(旧科学教育セン

ター)
・昭和４４年４月開館

地域区民センター

昭和 平成

　・平成１４年３月閉館

　　・平成１８年３月閉館昭和４２年開館

昭和２８年開館

・平成１４年４月
科学館改名

平成28年
３月閉館

平
成
元
年
４
月

社
会
教
育
会
館
に
改
名

方
向
性
や
目
標
に
つ
い
て
、
既
存
の
計
画
の
見
直
し
時
に
合
わ
せ
た
変
更
・
反
映

高円寺

井 草

高井戸
西 荻

荻 窪

阿佐谷

永福和泉

S54.3
S58.4

S59.12

S60.6
H元.6

H３.８
H５.８
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２． 社会教育事業の実施概況 

現在、杉並区における社会教育活動の拠点である社教センターは、区民の生涯にわた

る学習の機会と場を提供し、教育・文化活動の充実を図ることを目的として、様々な社

会教育事業を実施している。(杉並区立社会教育センター条例第１条) 

平成元年の設立以降、方向性や目標については、これまで幾度となく既存計画の見直

し等に合わせた変更・反映が重ねられ現在に至っているが、今期社会教育委員の会議が

発足した平成 27年度時点での事業は、次のとおりであった。 

○成人学習支援 

成人が日頃から考えている地域や社会の課題について、一人だけで考えるのでなく、

自らの経験や知識・知恵を仲間と共有しながら考えることで、より多様な課題の分析

と、どのように学ぶのかも検討し、それが仲間づくりとともに地域づくりにつながる

よう、事業に取り組む。 

(例)すぎなみ大人塾、区民企画講座 

○社会参加支援 

自立的に日常生活を送るうえで支障をきたさないための力や、地域の中で他者との

関係性を築くために必要な力を育めるよう、それぞれの段階に合わせた学習支援を行

う。実施にあたっては、その分野の専門的知識や技術を有する団体や個人と協働し、

学習内容を深める。 

(例)済美日曜教室、にほんご教室 

○社会教育団体協働事業 

関係団体等と共催で各種事業を実施することにより、区民の生涯学習や文化・芸術

活動の参加の機会を充実させるとともに、関係団体等の活動の活性化を図る。 

 （例）杉並区総合文化祭、杉並区内大学公開講座、ユネスコ活動 

主な事業は巻末の資料１のとおりであり、社教センターの事業には、セシオン杉並で

行っているものと、区内の他施設等で行っているものがある。拠点の役割を大別すれば、

事業の実施と施設管理になるが、社教センターは、これらを車の両輪にして区民の学び

を推進しており、特に、セシオン杉並に来館する区民への機会提供において、ホール、展

示室等の施設が大きな役割を果たしている。 

こうした中で、区民による地域の社会教育の振興を図るうえからは、今後の展開に人

材育成・確保の必要性が指摘され、特に、「幅広い知見と実践力」、「総合的な力量」、「指

導者やボランティアとしての活動だけでなく、クラブ運営の支援や地域づくりへつなげ

ていくコーディネート力」等の育成プログラムを求められたことがあった。（第８期社会

教育委員の会議答申「自分たちで自分のまちをつくる社会教育」）この意向に応え、「自

分をふりかえり、社会とのつながりを見つける大人の放課後」をキャッチフレーズに地

域の教育力向上に寄与するものとして、すぎなみ大人塾(以下「大人塾」という。)が構

想され、平成 17 年度の昼コース、夜コース、計２コースの試行実施を経て、平成 18 年

度から本格実施されている。 

大人塾は、自由で、新しい発想を育む学習の場として、学習支援者のアドバイスを交

えた受講者相互の学習や討論を基本に、魅力的なゲスト講師の講義を通じて、課題解決

に必要なネットワークの構築と実践を深めていく長期プログラムである。実施にあたっ
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ては、テーマの違う２コースを開設し、「地域課題は自分たちの課題」を合言葉に、新し

い地域づくりを目指す内容となっている。また、卒業生の自発的な実践活動の発表の場

とネットワーク作りを目指した修了後の活動が持続、発展するよう支援している。塾の

企画運営は、アドバイザー・学習支援者（補助者）の協力を得て行っている。 

開始５年目の節目となる平成 23 年度からは、大人塾での学びを活かし、卒業生らが

日々取り組んでいる活動や社会的課題を広く区民に発信するため「すぎなみ大人塾まつ

り」を開始した。まつりの準備過程を通して卒業生相互のつながりを育むとともに、大

人も子どもも楽しめるプログラムにおいて、多種多様なやりとりの中から新たな絆を生

み出すことを目指した。 

さらに平成 25年度からは、名称を「はじめの一歩まつり」に変更し、すぎなみ地域大

学やボランティアセンターなどと連携し、学習成果の発表や団体活動、自分の特技を活

かして日々取り組む活動など紹介することで、社会的課題を広く区民に発信している。 

大人塾の参加者からは、「自己啓発の場・情報収集の場・思考の場」、「杉並への理解と、

地域活動を考える入り口」、「ほかの価値観に触れ、視野が広がる」、「地域に目を向ける

スタートポイント」、「地域貢献への足がかり」、「快適に生活できるまちづくりを考える

ようになれる」、「自分の夢を形にする第一歩」等、好評を得ている。 

こうした取組のほか、社教センターでは、地域とのつながりが薄い区民の地域参加を

促したり、地域づくりを目的とした区民自身の手による活動を支援したりするための

様々な講座・ワークショップ等の事業を行い、地域づくりの担い手を発掘、育成する役割

を果たしている。 

社教センターは、このような区民の生涯にわたる学習の機会と場を提供し、区民との

協働により教育・文化活動の充実を図る社会教育活動の拠点としての活動が評価され、

平成 27年に第 67回（平成 26年度）文部科学省「優良公民館表彰」を受賞している。 
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３． 新たな科学教育事業の展開 

平成 27年度に科学館から社教センターに移管された科学教育事業は、身近な学校や地

域施設等で、子どもから大人まで世代を超えて科学に親しみ、学ぶことができるよう、科

学関連団体や企業等と協働する「次世代型の科学教育事業」を推進している。具体的に

は、身近な地域施設等で科学教育関係団体・企業等と連携しながら最先端の科学を提供

する「出前型・ネットワーク型」として広域的な展開を図っている。(図１)                        

 

図１【「出前型・ネットワーク型」の科学教育のイメージ図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、区では「出前型・ネットワーク型」の更なる事業展開に向けて、新たな科学教

育の拠点となる「次世代型科学教育の拠点づくり」に向けた検討を進めており、平成２

７年度に「次世代型科学教育の拠点づくりに関する調査・研究業務報告書」を取りまと

めた。 

なお、平成 27年度の生涯学習分野での「出前型・ネットワーク型」による科学教育事

業の展開は、表４のとおりである。 

 

表４：平成 27年度の主な科学教育事業 

 平成 27年度 参考：平成 26年度科学館事業 

展
示 

○科学博覧会［計28日］ 

科学館の常設展示に加えて、新たに

参加・体験型展示として科学博覧会

(「いきものから学ぶロボット展」、「ス

ポーツを科学する展」)を開催し、子ど

もから大人まで最新の科学に直接触れ

る機会を提供。 

(会場) 

セシオン杉

並 

○常設展示 

「小柴昌俊博士とニュー

トリノ天文学」のほか、フー

コーの振り子、動植物の標本

等の常設展示。固定展示であ

り、また長期間リニューアル

されていない。 

 （平成 27 年度も科学館にお

いて実施） 

 

A施設 

社会教育

センター 

B施設 

C施設 D施設 

済美教育

センター 

 

科学館 

区民 

企業・団体等との連携・協働 

生涯学習分野 学校教育分野 

現在及び将来 

 

従 来 

連携 
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 平成 27年度 参考：平成 26年度科学館事業 

プ
ラ
ネ
タ
リ
ウ
ム
投
影 

○移動式プラネタリウム投映［87回］ 

デジタル式の移動式プラネタリウム

により、区民に身近な様々な施設に出

向いて投映を実施。 

デジタル式の移動式プラネタリウム

により、地球の外から星の位置関係を

見る、星の軌跡を残すなど多様な投映

を実施。 

(会場) 

阿佐ヶ谷・荻

窪・永福泉地

域区民セン

ター、セシオ

ン杉並、中央

図書館、桃三

小、等 

○プラネタリウム投映［66回］ 

科学館に設置している光学式

プラネタリウムにより、区

民等を対象にしたプラネ

タリウム投映を実施。 

天
体
観
測 

○観望会［9回］ 

名寄市立天文台「きたすばる」から

移動式天文台車を招くほか、可動式天

体望遠鏡を活用して、学校や図書館な

ど地域の施設に出向いて星空の様子を

観察。 

(会場) 

中央図書館、

桃三小、荻窪

小、桃五小、

桃井原っぱ

公園等 

○天文の夕べ（観望会）［14回］ 

科学館に設置している天体望

遠鏡を利用して、星空の様

子を観察。 

講
座
・
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
等 

○ワークショップ［5回］ 

ロボットのプログラミング、スマー

トフォンを利用したミクロの世界を観

察するワークショップ等を実施。 

○中学生フューチャーサイエンスクラブ 

［計20回］ 

企業とタイアップし、宇宙やロボッ

ト工学の学習など最先端の科学を体験

できるプログラムを実施。 

○すぎなみサイエンス･フェスタ[1日] 

新たに実施する科学教育の一大イベ

ント。子どもから大人までを対象に、

科学教育団体や企業、学校等が実験や

工作等を体験できるブースを多数出

展。区内外の様々な団体等が参加しネ

ットワークを構築。 

○科学講演会［2回］ 

杉並･名寄中継講演会［2回］ 

企業や専門家と連携し、宇宙開発等

に関する講演会を実施。 

(会場) 

セシオン杉

並 

 

 

高円寺中、

座・高円寺 

 

 

セシオン杉

並 

 

 

 

セシオン杉

並 

 

○区民科学教室［15回］ 

区民を対象にした実験・観

察・園芸実技等の講座。 

○区民科学講座［4回］ 

区民を対象にした実験・観

察・園芸実技等の連続講座。 

○さいえんすタイム［16回］ 

幼児等を対象にした短時

間でできる実験ものづくり

を学習。 

○サイエンス・ウィーク［12日］ 

春休み・夏休み・冬休み期

間に科学教室、科学ビデオの

上映等を実施。 

 

社会教育委員の会議では、区の事業成果等の報告を受け、視察を通して次のようなこ

とを共有した。 

○科学教育については、移動式プラネタリウムの各施設への出前や区内各所での天文

学習会(観望会)等を実施している。 

○科学館での「小柴昌俊博士とニュートリノ天文学」の常設展示は、内容の更新がさ

れていなかったが、これまでの展示物を改修し、身近な地域施設等で実施する科学
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教育事業でも活用するほか、区役所ロビーや地域施設等で展示している。更に、最

先端の科学を体験しながら学ぶことのできる「スポーツを科学する」等、科学技術

館の巡回展示等も実施している。 

○科学教室は、フューチャーサイエンスクラブ（ＦＳＣ）と名称を改め、身近な施設

で参加希望の小学５・６年生及び中学生が学び、平成 27 年度には、セシオン杉並

で開催された「すぎなみサイエンスフェスタ」において、その学習成果を発表した。 

○「すぎなみサイエンスフェスタ」は、区と科学教育関係団体や企業、学校が協力し、

25を超えるブースが出展し実施された。科学教育の新たな取組として、「杉並子ど

もサイエンスグランプリ」入賞者の表彰や研究発表も同時に行い、2,000名を超え

る来場者があり、来場者の中からは、セシオン杉並だけではなく他の施設でもでき

ないかとの要望も寄せられた。 

 

科学教育事業では、直接触れたり体験したりすることが必要なことから、こうした資

源がない地域への出前は必須であり、「出前型・ネットワーク型」の事業展開を必要とす

る理由の一つがここにある。更に、社教センターを当面の拠点として区民に身近な地域

施設で行う新たな「出前型・ネットワーク型」の展開は、科学館への来館が困難だった、

特に未就学の子ども連れなどの体験が可能となった。そのため、区民からの好評を得て、

より充実を求める声などがあった。 

さらには「すぎなみサイエンスフェスタ」をきっかけとして、出展団体等によるイベ

ントが地域で開催されることにつながり、理科の授業と連携したワークショップが学校

の土曜授業で実施されたりすることにもつながっている。 

次世代型科学教育事業の「出前型・ネットワーク型」による事業展開の成果として、

出前元の団体や出前先の学習者が「担い手」となって地域に主体的・自発的な学びや行

動が生まれるなど、区民による社会教育活性化へのつながりをうかがい知ることとなっ

た。 

  



 11 

４．生涯学習推進のための課題-「参加の時代」の潮流‐ 

生涯学習・社会教育の事業は、杉並区教育ビジョン２０１２推進計画に基づき、「誰も

が学び続け、その成果を活かせる地域づくりを進めます」を目的に、（区内全域を対象に）

実施している。これは、総合計画施策２９「学びとスポーツで世代をつなぐ豊かな地域づ

くり」の最終目標でいう、区民一人ひとりが、学びあい交流しながら地域の課題解決に取

り組む区民主体の地域活動の活発化につながるものである。 

一人ひとりが生き生きと自己実現を図りつつ、より良い地域づくりをしていくには、

区民生活につながるあらゆる分野において、多くの区民の参加や団体との協働が望まれ

ている。しかし、暮らしをめぐる課題の多様化・複合化とともに、区民の興味や関心の個

別化と相まって、変化の激しい社会の中で学びの起点となる課題やテーマの共有が図り

にくくなっている。 

こうした状況にあって、地域づくりにつながる学びの機会としては、区民が様々な形

で社会とのつながりを持ち続けられ、身近なところで主体者となり、世代を超えて人と

の交流・コミュニケーションを活発に行い、地域の営みや生活の充実が図られるような

設定が望ましい。これを生涯学習全般で、特に高齢者や障がい者を含む幅広い区民のた

めに事業展開していくには、今後の高齢化の進展とともに社会参加したくてもできにく

い高齢者を含む区民が活動に参加しやすくするなど、そのあり方を見直さなければなら

ない。特に、はじめての人でも身近なところで気軽に参加できるようにするなど、これま

で以上の配慮が求められよう。 

先に触れた科学教育では、広く子どもから大人まで、世代を超えて常に最先端の科学

を提供する観点から、移動式プラネタリウムや展示物等の必要な素材を用意し、様々な

場所で実施する出前型の事業展開により学校施設、地域区民センター、児童館等多地域

展開を可能にしている。しかし、内容をブラッシュアップしたり魅力ある学びの場を持

続させたりするには、内実を豊かにしていくために必要な機能の拡充とそれに伴う拠点

の整備が課題である。また、こうした身近なところに学びの場をつくり出す営みは、科学

教育に限られたことではない。 

生涯学習・社会教育事業は、科学教育事業と同じようにパッケージ化することは難し

いものの、区民を主体として身近な地域施設等を有効活用し、「出前型・ネットワーク型」

による事業展開への期待を示唆する事例がある。先に紹介した大人塾では、学習者から

の区民相互の交流・コミュニケーションを促進する「だがしや楽校」をセシオン杉並以外

の地域区民センターで開催し、また、新たに区立小学校、特別養護老人ホームへの出張講

座を行うことによって、学習者の自発性を活かしつつ区民が参加しやすい学びの場が設

定されている。 

地域での人と人とのリアルな関係づくりを進めることで、その場で学習者相互の気づ

きが促され、学びを通して得られた知見をもとに新たな行動を起こすことが期待できる。 

セシオン杉並から離れたところでも、より身近な場で実施することによって、気軽な

「参加」につながり、その場の相互交流・コミュニケーションに効果をもたらしている。 

こうした「出前型・ネットワーク型」を充実させていくことにより、科学教育事業のみ

ならず生涯学習・社会教育事業の活性化が期待できるが、そうした展開を図るため課題

として次のようなことが挙げられる。 
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一つは、「出前型・ネットワーク型」を支える諸機能の整備・拡充である。 

セシオン杉並は、高円寺地域区民センターとの複合施設であり、社教センター部分は、

ホール・展示室・視聴覚室・集会室の一部に限られている。これらの諸室は、事業展開上

使用しなければならず、また、他の集会室等地域区民センター部分の利用実績も高く、区

民利用の観点から更なる施設の転用が困難である。こうした施設事情から、「出前型・ネ

ットワーク型」を支える諸機能の拡充を図るための整備に、セシオン杉並内の施設を充

てることは難しい。 

もう一つは、「出前型・ネットワーク型」を進めるためのコーディネーション力の向上

である。 

高齢化の一層の進展による地域社会の変化や地域団体等による活動の活発化に応じ、

これまで以上に区民による生涯学習・社会教育の活性化を図るには、身近なところで気

づきを促し、地域に潜在する力を生かして学びを豊かにしていくことが肝要である。 

しかし、社教センターでは、生涯学習・社会教育事業を実施するだけでなく、施設の貸

出を含む維持管理業務も併せて行っている。 

「出前型・ネットワーク型」の事業は、必要な諸条件が確保されるところであれば場所

に捉われることのない展開を可能にするが、学びの機会の設定にあたり、地域とのかか

わりや出会いが得られるようにするなど、場の意味合いを高めるコーディネートを必要

とする。社教センター施設での維持管理業務に捉われることなく、専門職の社会教育主

事だけでなく、職員が本来の力を地域で発揮できるようにしなければならない。 
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５．今後の展開に向けて 

区の第一次実施プランでは、次世代型科学教育の新たな拠点をはじめとする生涯学習

事業の拠点機能や、新たな「出前型・ネットワーク型」事業の支援機能の充実に向け、施

設再編によって生み出される杉並第四小学校の跡地の活用について、広く区民の意見を

聞きながら平成 30 年度に整備方針を決定することとしている。 

このような中で、社教センターの現行部分を維持しつつも、「出前型・ネットワーク型」

を支える諸機能の整備・拡充を実現し、「出前型・ネットワーク型」による事業との連動

により、地域において区行政の取組と区民主体による地域活動とを結実した活動が積極

的に展開され、幅広い区民の生涯学習・社会教育の充実と地域づくりにつながることを

期待したい。 

また、平成 29年４月には、社会教育法等の改正により、「地域学校協働活動」に関する

連携協力体制の整備や「地域学校協働活動推進員」に関する規定等が整備された。学校教

育のためだけでなく、区民の生涯学習・社会教育においても、学びを通じた校区の地域づ

くりの推進が期待されている。このような動向を踏まえ、これからの「出前型・ネットワ

ーク型」を進めるコーディネーションの具体例を示すならば、中小規模のエリアによる実

態把握・機会の設定、区立図書館等との連携による地域毎の展開、区立施設のみではない

場の活用による区民団体等地域との協働や地域活動の機会の提供、あるいは学校支援本

部との連携など、地域でリアルな人間関係を構築する社会教育としての可能性を多様な

ところに見出すことができる。 

こうした身近なところで暮らしや地域を豊かにすることや区民のからの「共に」とい

う意欲に応えていくことは、「杉並区教育ビジョン 2012」に掲げる「かかわり」と「つな

がり」を重視し、「協働の拡大と地域コミュニティの形成による教育の展開」という考え

方と軌を一にし、目標である「共に学び共に支え共に創る杉並の教育」の実現に整合する

ものである。 

社会教育委員の会議としては、科学教育だけではなく生涯学習・社会教育の振興を図

るための検討が、多くの区民の参画によって拡充し、それぞれの地域にあった社会教育

の具体的な展開につながることを望む。 
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(表１) 

 

  

回数 開催年月日 項　　　　　　　　　　　　　目

H27年度 ・議長・副議長の選出及び会議の運営について

第１回 27.６.25 ・杉並区立図書館協議会委員の選任について

・第13期の会議報告について

・社会教育関係団体への補助金交付に対する意見について

第２回 27.７.16 ・今後の会議予定について

・「杉並区教育ビジョン2012推進計画(平成27～29年度)案」について

第３回 27.10.１ ・杉並区の生涯学習・社会教育について

・科学教育の推進について

・科学教育の推進について

第４回 27.12.10 ・次世代型科学教育の拠点づくりに関する調査・研究について

・新たな科学教育の推進状況について

第５回 28.２.28 ・第１回すぎなみサイエンスフェスタ(視察)

・第１回すぎなみサイエンスフェスタ(視察)をふまえて

第６回 28.３.29 ・新たな科学教育の推進状況について

・社会教育の推進について

H28年度 ・平成28年度の取組について

第１回 28.５.19 ・教育委員会事務局の主要課題について

・今後pの検討課題について

・社会教育関係団体に対する補助金の交付について

第２回 28.６.21 ・社会教育センターが果たすべき役割・機能

・身近な地域施設等における生涯学習事業展開例

・次世代型科学教育事業の評価

第３回 28.７.22 ・身近な地域施設等における生涯学習事業展開の可能性

・今後の生涯学習事業の展開に向けた主な意見の論点整理

・杉並第四小学校の活用について

第４回 28.10.27 ・今後の生涯学習事業の展開に向けて

・第14期杉並区社会教育委員の会議意見まとめ（案）について

・社会教育調査(中間のまとめ)について

第５回 29.１.19 ・第14期杉並区社会教育委員の会議意見まとめ（案）について

第６回 29.３.５ ・第２回すぎなみサイエンスフェスタ(視察)

・杉並教育ビジョン2012推進計画改定について

第７回 29.３.29 ・第２回すぎなみサイエンスフェスタについて

・第14期杉並区社会教育委員の会議意見まとめ（案）について

第14期社会教育委員の会議検討経過の概要
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(資料１)社会教育センター事業概要 
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