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（資料 1） 

会 議 記 録  

会議名称 平成 29年度第 3回社会教育委員の会議 

日 時 平成 29年 11月 28日（火）午後 5時 32分～午後 7時 43分 

場 所 東棟 6階 教育委員会室 

出 席 者 委員/石田、赤池、岩崎、小出、朝枝、天野、内山、笹井 

区側/生涯学習担当部長、生涯学習推進課長、社会教育センター所

長、生涯学習推進課長代理（管理係長）、社会教育推進担当係長（社

会教育主事）、社会教育センター社会教育主事、社会教育センター主

査、管理係主査、管理係主事 

配付資料 ＜配付資料＞ 

1 第 2回社会教委員の会議 会議記録（案） 

2-1 第 47回及び第 49回杉並区区民意向調査「区政に関する意識と

実態」比較－抜粋－ 

2-2 第 49回杉並区区民意向調査「区政に関する意識と実態」報告書

－抜粋－ 

3 高円寺地域の小中一貫教育校の開校時期の変更に伴う検討スケジ

ュールの見直しについて 

4 すぎなみ大人塾・地域コースの開催状況について 

5 「第 3回すぎなみサイエンスフェスタ」準備会まとめ 

6 社会教育センターのブランチ等の検討について 

7 次回社会教育委員の会議について 

＜参考資料＞※配付は委員のみ 

1 サイエンスワークショップ 2017「玉ねぎの皮でハンカチ染色」 

2 杉並区立郷土博物館だより「炉辺閑話」№57 

3 杉並区立郷土博物館分館企画展「8時だョ！全員集合」 

4 区民参加型企画展示「Ｓさんの玩具箱」 

5 杉並区中学校対抗駅伝大会 2017 

6 とうきょうの地域教育№129 

・「おやこみゅ」案内（天野委員配付） 

会議次第 1 開会 

2 報告事項 

 (1)会議録の確認について 

 (2)区民意向調査について 

 (3)社会教育センター事業について 

 (4)郷土博物館事業について 

 (5)杉並区中学校対抗駅伝大会について 

3 協議事項 

 (1)高円寺地域の小中一貫教育校の開校時期の変更に伴う検討スケジ
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ュールの見直しについて 

 (2)「出前型・ネットワーク型」の事業展開について 

 (3)社会教育センターのブランチ等の検討について 

4 その他 

○次回の日程等について 

 (1)今後の会議日程 

 (2)次回の会議について 

5 閉会 

（意見要旨） 

○議 長 それでは、第3回目の社会教育委員の会議を始める。初めに、部長か

らご挨拶を。 

（生涯学習担当部長 挨拶） 

○議 長 続いて、資料の確認を。 

（社会教育推進担当係長（社会教育主事） 説明） 

○議 長 説明について質問はあるか。 

（ なし ） 

○議 長 では、報告事項の郷土博物館事業について。 

○生涯学習推進課長 「炉辺閑話」という博物館の便りは、表紙が11月26日まで

開催していた石井桃子さんの展示の記事で、今回はファンの方が遠くから足を

運んでいただいた。 

次に、郷土博物館分館の事業の「8時だョ！全員集合」について。杉並公会

堂を使って、何回も公開生放送をしていたと思われている方が多かったのだ

が、実際は1回のみだった。舞台美術で賞をとった山田満郎さんが803回「8時

だョ！全員集合」を演出し、舞台美術の図面を全部保存されていた。今回は、

これをお借りし、杉並公会堂の回も展示している。前半部分と後半部分が入れ

替わる時の音楽や「ヒゲダンス」を作曲された方も杉並在住で、その音楽を会

場で流し、楽譜も展示している。 

最後に「Ｓさんの玩具箱」についてだが、12月9日から開催される展示であ

る。資料整理から展示まで、新たな区民参加型の展示の方式を進めている。 

○議 長 説明について、質問はあるか。 

○委 員 石井桃子さんの展示で、遠くから来館があったことはどうしてわかっ

たのか。 

○生涯学習推進課長 アンケートを取っている。今回特殊なのは、図録をまとめ

買いされる方が多かった。来られない方から頼まれたというケースが多い。 

○議 長 この「8時だョ！」は何でアイデアが出てきたのか。 

○生涯学習推進課長 区内にある東放学園という専門学校の卒業生の発表で、山

田満郎さんの資料を使って調布で3日間だけ展示したのが新聞に載った。資料

はあるから、連絡すれば展示になるかもしれないと話をしたら、資料がいろい

ろと出てきて展示にまで至った。 

○議 長 最後に杉並区中学校対抗駅伝大会について。 
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（社会教育推進担当係長（社会教育主事） 説明） 

○議 長 では、３の協議事項に移りたい。協議事項の1番目は高円寺地域小中

一貫教育校の開校時期の変更に伴う検討スケジュールの見直しについて。 

○社会教育推進担当係長（社会教育主事） 前回の会議で、社会教育センターの

ブランチとなる新たな拠点の検討と、次世代型科学教育の新たな拠点の検討を

同時並行で実施するスケジューリングをもとに、科学は専門的な見地も必要と

いう観点から、社会教育委員会議の分科会のような位置づけで懇談会をし、そ

の意見を踏まえ、具体化を図ろうと提案してご理解いただいた。高円寺地域の

小中一貫教育校の開校を前提として考えたところだが、この度、スケジュール

の変更があったため、こちらの検討でも配慮しながら進めていく必要が出てき

た。これを踏まえると、当初は平成31年3月まで杉並第四小学校、杉並第八小

学校、高円寺中学校の学校を運営し、平成31年4月から高円寺地域の小中一貫

教育校「高円寺学園」がオープン。授業が始まるタイミングを見計らって、杉

並第四小学校、杉並第八小学校の跡地活用の具体化を図ることになっていた。

既に校舎の建築など一部工事は着手しており、工期等をにらみながら運営をし

ているが、この時期が32年4月からになる。科学の拠点の懇談会については、

おおよそ1年間ずらした形で設置し、実施していく考えである。社会教育委員

の会議で、第15期の皆様方の任期中に検討するのは少し先になるので、この空

いた時間をうまく使って、先々の検討を前倒ししていきたい。新たな拠点や次

世代型科学教育の拠点づくりの参考になる施設の視察に行くなど、スケジュー

ルを見直している。 

○議 長 説明について、質問はあるか。 

○委 員 議論の時間を長くとるのはプラスの要素である。施設の点検もその間

にできるといい。10月末の高円寺フェスで体育館を使用したが、設備の一部に

トラブルが出たこともあったのだが大丈夫か。 

○生涯学習推進課長 学校の運営に支障のあるものはすぐに直す。新たな施設に

なる場合は不都合のあるところは改修し、よく見極めた上で進めていく。 

○議 長 ほかに質問はあるか。 

○副議長 工事への妨害があったとのことであるが。 

○生涯学習推進課長 工事業者の車両や人が校内に入れないように前に人が立っ

て防ぐような行為などで、工事業者が裁判で訴え、妨害していた人たちにやめ

るようにという命令が下りた。こちらは学校整備課で作った資料だが、本件に

係る周知も念入りにしており、小中一貫校や高円寺地域の学校については、10

年前から地域と話し合いながら進めてきたところであり急に突然やるという話

ではない。しかし、なかなか理解されない部分があって、一部の方が工事妨害

にまで及んでいるようなことから、工期を延ばさざるを得ない状況になった。 

○議 長 教育文化施設であるため、細かい配慮は必要だが、基本的に反対され

るような施設ではない。説明すればわかっていただけるのではないかと思う。 

○委 員 そこを丁寧にやっておかないと、杉四の跡地活用にも大きくかかわっ

てくる。 

○生涯学習推進課長 統合校の運営が円滑に進まないと、跡地に建つ物も地域か

ら理解が得られないことになりかねない。学校整備だけではなく、教育委員会
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全体で地域の方に理解を得ていくことは十分にやらなければならないと考えて

いる。 

○議 長 では、次の協議事項の2番目、出前型・ネットワーク型の事業展開に

ついて。 

○社会教育推進担当係長（社会教育主事） 社会教育は、地域の方々の自主性や

結果として何かの役に立つ、課題解決に繋がるなど営みを豊かにしていくこと

は得意分野であり、どうやって社会教育の充実を図り具体化していくかを試み

重ねながら実施している。大人塾が地域コースという形で地域に入っていくス

タイルを用意したので、情報提供として大人塾の関係の地域コースの状況を報

告したい。 

○社会教育センター社会教育主事 資料4の「すぎなみ大人塾・地域コースの開

催状況について」を見ながら聞いていただきたい。すぎなみ大人塾は平成17年

度以降、まちの中や社会的な課題に向けて活動するなどを根底に持った大きな

テーマとして取り組んできた。平成26年度からは卒塾生たちの問題意識や人の

繋がりを生かし、大人塾プレミアムを企画運営してきた。教育委員会の事業に

関して学識経験者からご意見をいただく機会が毎年あり、市民が学習機会の計

画、企画立案に回ることは大事なことだという評価もいただいた。平成29年度

から地域コースを新設して、社会教育センターの職員だけではなく卒塾生と一

緒につくり運営していくコースを地域に出てやってみようと設定をした。29年

度から31年度の教育ビジョン2012の推進計画でも計画化して取り組んでいる。 

 昨年の今頃、次年度地域コースを立ち上げることを考えているが、やってみた

い方はいませんかと投げかけたところ、高円寺エリア、西荻窪エリアで取り組

みたいという声があり、4月から企画懇談会を各コースで開いて中身を固めて

きた。高円寺に関しては、商店街や地域の教育、学校支援にかかわる方にも企

画懇談会の議論に加わっていただいた。西荻コースでも、ケア24にかかわって

いる方や高円寺で新しくお店を始めた30代の方とも懇談をしてきた。高円寺コ

ースは「高円寺で○○カフェ－まちのなかに対話する場をつくってみよう」と

いうことで、10月から全11回、各週の木曜日の夜の開催でスタートしている。

申し込みは32名あった。西荻コースは「ぷらっと西荻－くらしをサイズアップ

しましょう」で、全6回、毎月第2土曜日の午後開催、申し込み42名でスタート

した。各コースの運営に当たっては、講座をリードする学習支援者が一人。そ

れと、卒塾生や地域協力者に講座を運営、グループ学習ではグループに入り協

力いただく。それ以外に担当職員が2名入る。高円寺コースでは地域のお寺や

銭湯、商店街や学校の協力を得て開催している。前回は銭湯に行って、銭湯の

壁にプロジェクターで映しながら、銭湯の店主が今何を考えているかというの

を話してくれた。お風呂がない人が行くところが銭湯という時代はもう終わっ

ている。コミュニティの場だし、健康をつくる場が銭湯だという話をしていた

だいた。また、銭湯というものを対話の場に今後使っていくとしたらどんなこ

とができるかということも考える機会になった。今度は杉並第四小学校の校長

室を会場に、杉四小の校長先生と地域の教育にかかわる方と商店街の方に、

今、学校という場がどうなっているのかということをお話しいただくこともプ

ログラムの中に盛り込んでやっている。また、西荻コースは地域内にある大学
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の施設・教員・学生の協力を得て開催しており、西荻の東京女子大学で、ある

教員が学生にもっと地域経験を踏んでもらいたいという意向を持っているとこ

とがわかったので、その教員と繋がりながらプログラムをつくってきた。会場

を東京女子大学にし、全6回を通して大学生にも参加してもらい、西荻の未来

を考えようというワールドカフェをやることになっている。大学生を呼び込む

というのは非常に大変だが、大学を使い、そこに学生が待っている形だと地域

の人が入って行ったときに、世代間交流の場はつくりやすいと感じている。 

○議 長 説明について、質問はあるか。 

○委 員 いろんなことに広がっていく感じがした。予算は受講費で賄っている

のか。 

○社会教育センター社会教育主事 大人塾は受講料を取っていない。 

○委 員 その運営費は教育委員会から出ているのか。 

○社会教育センター社会教育主事 そのとおりである。 

○議 長 ほかに意見はあるか。では、サイエンスフェスタ準備会について。 

○社会教育センター主事 2回目が終わってから見えてきた運営の課題や出展企

画の工夫も含め、フェスタで何を目的にやるかを話し合う場が欲しいという声

もあり、7月から9月までの計4回、準備会を開催した。参加団体は、11団体14

名。高校の先生もこういった場が大切だと参加した。サイエンスフェスタは、

科学が身近なものであるということを広く伝えていく場所であり、体験できる

場にしていきたいということで目標を定めている。そして自分でも調べてみよ

う、参加してみようなど行動が変わっていく企画になるよう取り組み、大人に

も満足する仕掛けを用意し、持ち帰ることができる「お土産」といったもの

が、必要なんじゃないかと話し合っている。サイエンスフェスタでは、中学生

や高校生も活躍しており、更に子どもたちが活躍できるような場をつくってい

く。 

○議 長 説明について、質問はあるか。  

（ なし ） 

○議 長 それでは、社会教育センターのブランチ等の検討について。 

○社会教育推進担当係長（社会教育主事） 情報の発信を支えるという意味で

も、多様な人たちを受け入れられるような施設にしていくべきだ、そういった

人たちが情報発信することを支えられるインフラが必要だと指摘があった。先

程のフェスタの担い手の人たちからの話にもあるように、人々の役に立つとい

う目的だけではなく、見にきた人たちと関係をつくることもあり得るのでクロ

ーズした空間にしないことが大事だ。また、体験のための出前型の事業という

ことでは、大人塾の今のやり方のようにネットワークを組むことによって、も

っと広がり方は工夫ができるという指摘だった。仕切りがないフレキシブルな

空間を確保してほしい。仕切るとか物を置くとか、それぞれを支配してしまう

ことに捉われないようにしてほしい。あるいは気軽に立ち寄れるスペース、心

地よい雰囲気をつくる。居場所のない中高校生たちの居場所にもなれるような

場所という指摘があった。 

○議 長 説明について、質問はあるか。 

○委 員 科学というのをいわゆる理科分野とか技術だけではなく、例えば社会
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科学、人文科学だって科学である。サイエンスという切り口でフレキシブルに

大きな枠で捉えたほうが、固定観念に縛られずに、もっとやりやすく、人も集

めやすいのではないかと思う。 

○委 員 学びをどうしていくのか、サイエンスと結びつけて発想を広げると良

い。科学に携わる大人、学びの子どもを支える大人だけだと、範囲が狭まって

しまう。 

○委 員 科学教育を確実に推進していくことを考えれば、かつて科学館に行っ

て実施していた時の機能を学校の中で発揮するのが一番だ。土曜授業では、す

でにプログラムを各学校でやっていて、その中で科学的なこともあり、そうい

うことが下地にある。そうした学校教育を補完するものなのか、あるいは別の

ものなのかで立ち位置が変わってくると思うが、学校教育を補完するものでは

ないだろうと思っている。例えば、夏休みの平日に子どもたちが行けるかとい

うと、共働きが多くなってきて親が連れて行けない。中学生はもっと忙しいか

ら、魅力がないと自分からは行かない。どういう人たちが来ていっぱいにした

いのか、その絵柄を私たちの側で共通に描けていくことが大事だと思う。子ど

もたちなのか、高齢者でいっぱいにしたいのかを考えた時に、どこまでが本当

に可能なのかも踏まえていかないといけないだろう。 

○議 長 杉並らしく、科学に若干シフトした社会教育施設、あるいは学校支援

施設でもいい、もう少しコンセプトの中身を議論できればと思う。では、最後

に事務局から。 

○社会教育推進担当係長（社会教育主事） 1月か2月に、2カ所ほど施設の参考

になるような事例に触れる機会をと考えている。なお、視察に関しては、年が

明けてからの調整となるが、ご協力いただきたい。 

○議 長 最後に課長から一言ご挨拶を。 

（生涯学習推進課長 挨拶） 

○議 長 本日の議論はここまでとしたい。 


