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会 議 記 録  

会議名称 平成 29年度第 1回社会教育委員の会議 

日 時 平成 29年 7月 7日（金）午後 4時 32分～午後 6時 28分 

場 所 東棟 6階 教育委員会室 

出 席 者 委員/山口、石田、赤池、岩崎、小出、朝枝、天野、内山、笹井 

区側/教育長、生涯学習担当部長、生涯学習推進課長、中央図書館次

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）、教育連携担当係長（社会教育センター社会教育主事） 

配付資料 ＜配付資料＞ 

1 第 15期杉並区社会教育委員名簿 

2 杉並区社会教育委員の設置に関する条例・同条例施行規則 

3 教育委員会委員・管理職等一覧／教育委員会係長級職員一覧 

4 平成 29年度 杉並区の教育－抜粋－ 

5 杉並区教育ビジョン 2012推進計画（平成 29～31年度） 

6 平成 29年度における教育委員会事務局の主要課題について 

7 杉並区実行計画（平成 29～31年度）－抜粋－ 

8 杉並区区立施設再編整備計画（第一期）第一次実施プラン（平成 

  29・30年度）－抜粋－ 

9 杉並区立図書館協議会委員名簿 

10 第 14期（平成 27・28年度）杉並区社会教育委員の会議まとめ 

11 杉並区青少年問題協議会委員の推薦について（依頼） 

12 当面の検討課題について（案） 

会議次第 1 開会 

・教育長挨拶 

2 委員等紹介 

・委員自己紹介 

・事務局紹介 

3 議長・副議長の選出 

4 報告事項 

・教育委員会の組織及び施策の概要について 

・平成 29年度における教育委員会事務局の主要課題について 

・杉並区立図書館協議会委員の推薦について 

・第 14期杉並区社会教育委員の会議まとめについて 

5 協議事項 

・杉並区青少年問題協議会委員の推薦について 

・当面の検討課題について（案） 

6 会議日程 

・次回の日程 

7 閉会 
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（意見要旨） 

○生涯学習推進課長 定刻なので、社会教育委員の会議を始めたい。15期の社

教育委員をお受けいただきましてありがとうございます。笹井委員は遅れる

ということなので、先に進めてきたい。本来は、議事進行を議長、副議長に

お願いするところですが、この後に選出されるまで、事務局の方で務めさせ

ていただく。それでは、最初に教育長からご挨拶をさせていただく。 

○教育長 日頃より杉並の教育振興のために、お力添えいただいておりますこ

とを改めて感謝し、今後も引き続きお願いしたい。 

先般、第14期の大変内容の濃い、先見性に富んだ課題意識を踏まえた報告

をいただいたが、私は、社会教育委員の会議の報告をずっと注目し、興味を

持って読んでいる。杉並の教育の大綱である杉並区教育ビジョン2012を作成

する際には、大いに参考にさせていただいた経緯がある。少し前になるが、

第10期の会議の報告であった「「やりとりの復活」が紡ぎ出す新しい公共空

間」の考え方が、その根底にある。人と人とが交わることを通して、新たな

コミュニティができ上がる。いい街というのは、そこで生きている人たちの

かかわり方が必ず子供の成長に反映し、いい成果を生み出すことができるの

だと思っている。 

  また、子供を育て教育するという、かかわりの中で生まれた新しい社会関

係資本が街をつくっていく力として戻ってくる。地域づくりに繋がる学びの

機会としては、区民がさまざまな形で社会との繋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設定が望ましい。 

日常の生きていくという営みこそが私たちの学びであり、学ぶことを通し

て豊かな人生や社会を生み出していくことに繋がると改めて思う。 

  今年度は、「社会教育センターのブランチとなる新たな拠点機能につい

て」と、「「出前型・ネットワーク型」の展開と新しい拠点づくりについ

て」の二つ。この検討課題が大きな柱になろうかと思うが、これからの杉並

区、教育、生涯学習のありように、ぜひ、踏み込んだ報告をまとめていただ

きたい。 

○生涯学習推進課長 ありがとうございました。では、委員の自己紹介をお願

いしたい。 

（各委員自己紹介） 

○生涯学習推進課長 ありがとうございました。ここで教育長が所用のため、

退席させていただく。 

○教育長 よろしくお願いいたします。 

（ 教育長、公務のため退席 ） 

○生涯学習推進課長 続いて、事務局の自己紹介をさせていただく。 

（各関係者自己紹介） 

○生涯学習推進課長 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）説明） 

○生涯学習推進課長 では、笹井委員が見えたので、議長等の選出に入ること

にする。 

「社会教育委員の設置に関する条例施行規則」では、委員の互選となって
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おりますが、どなたか立候補、あるいはご推薦はないか。 

○委 員 引き続き、笹井委員にお願いしたい。 

○生涯学習推進課長 笹井委員にとの推薦だがいかがか。 

（ 拍手 ） 

○生涯学習推進課長 それでは、笹井委員、よろしくお願いいたします。次に

副議長の選出について。こちらはいかがか？ 

○委 員 内山委員にお願いしたい。 

○生涯学習推進課長 内山委員にお願いしたいとのことだがいかがか。 

（ 拍手 ） 

○生涯学習推進課長 では、よろしくお願いいたします。議長、副議長が選出

されたので、それぞれご就任のご挨拶をいただきたい。 

○議 長 すみません。遅れた上でご指名をいただき本当にびっくりしてい

る。前期もやらせていただいて、余り貢献できなかったという反省もあった

が、図らずもこうしていただいた以上は、僭越ですが一生懸命勉強しますの

で、よろしくお願いいたしたい。 

○副議長 私も、特にこの社会教育の専門家ではないので、ご迷惑をおかけす

ることも多々あるかとは思うが、どうぞよろしくお願いいたしたい。 

○生涯学習推進課長 では、この後の議事進行は、議長にお願いしたい。 

○議 長 では、はじめに報告事項の説明を事務局からのお願いしたい。 

（生涯学習推進課長 説明） 

○議 長 ありがとうございました。疑問の点などはあるか。 

（ なし ） 

○議 長 続いて、杉並区立図書館協議会委員の推薦について。 

（社会教育推進担当係長（社会教育主事） 説明） 

○議 長 ここまでで、質問や詳しく聞きたいことはあるか。 

（ なし ） 

○議 長 では、続いて協議事項に入りたい。杉並区青少年問題協議会委員の

推薦について。 

○社会教育推進担当係長（社会教育主事） 青少年健全育成全般についての問

題提起を受け、参加する組織の各代表の方が出席され、年に2回程度会議が開

かれ、課題についての対応を議論し、具体的な行動のための参考にしてい

る。社会教育委員からも、学校以外の学びの場での取り組みを踏まえ、若者

や子供たちをめぐる社会的な問題を、地域のさまざまな角度から見える目線

から提起をし、意見をいただくことに同席いただきたいとのことである。 

○議 長 どなたかお受けいただけないか。もしいないようなら事務局の方は

いかがか。 

○社会教育推進担当係長（社会教育主事） 青少年の活動や実態がある程度わ

かり、活動の特色を踏まえると「いずみっこまち倶楽部活動」をしている○

○委員が適任ではないかと思っているがどうか。 

○議 長 ○○委員は、いかがか？ 

○委 員 年２回程度であれば大丈夫だと思われるので、お受けすることはで

きる。 

○議 長 では、○○委員にお願いすることでいかがか？ 

（ 拍手 ） 

○議長 それでは、よろしくお願いいたします。次に、当面の検討課題につい
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て（案）、事務局から説明をお願いしたい。 

○生涯学習推進課長 14期の会議で、27年度は次世代型科学教育の事業展開に

ついてご議論をいただいた。これまでは科学館に集まり科学教育を学ぶとい

う形だったが、そこから出前型・ネットワーク型という、各地域に出向いて

事業展開する形で進めてきた。28年度の会議では、こうした科学教育の分野

だけではなく、生涯学習全般についても、出前型・ネットワーク型という展

開ができないか。今後の生涯学習にかかわる事業の展開に向け、身近な地域

で、さまざまな団体・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等について、ご意見をまとめていただいた。 

  施設再編整備計画の第一次実施プランでは、高円寺地域の学校を統廃合

し、杉四小の跡地については、学校としての利用が終わった後の活用につい

て幾つかの視点でまとめている。具体的にはこれからだが、築後24年で既存

の建物や敷地も有効活用できるので、今入っている子供園の拡充や認可保育

所の整備、次世代型科学教育の新たな拠点を含む生涯学習環境の充実、更に

高円寺地域における集客力のあるイベント実施など、にぎわい創出や多世代

交流につながるような多目的な地域活動の場としての活用を視野に検討を進

めることとしている。 

  次世代型科学教育の新たな拠点として、これまでも杉四小の跡地活用の検

討などにふれたことはあるが、30年度には活用を具体的に詰めていくことと

していることから、以下のような課題についてご議論いただきたいと思って

いる。 

  一つは、平成元年にできた社会教育センターが、30年近く経ち改修しなけ

ればいけない時期に来ていることもあり、社教センターの新たな拠点機能を

用意することが必要ではないかとまとめられているので、いわゆるブランチ

の機能に必要な諸室とどのようなゾーニングをしたらいいかについて具体的

に話していないので、ご議論ただきたい。 

  もう一つが、出前型・ネットワーク型の展開と新たな拠点の運営体制につ

いて、次世代型科学教育と生涯学習全般との展開では、必ずしも同じように

括れない部分もあることを14期のまとめの中でご指摘いただいている。生涯

学習全般に関わる新たな拠点にした場合の職員の体制や団体等の協働は、ど

ういうあり方が望ましいのかということについても、ご議論いただきたいと

思う。 

  当面の検討課題は、この2点でということだが、今後の検討スケジュール

としては、表に記載したように考えている。9月には、ある程度事務局で考え

ていることをご説明し、社会教育委員の皆様にご意見をいただきたいと考え

ている。 

○議 長 ありがとうございました。今期の検討課題についてご意見などはあ

るか。 

○委 員 ブランチの期間というのはどのくらいを見込んでいるのか。社会教

育センターの今の改築の間だけということか。 

○生涯学習推進課長 一時的に改修のときに移すことができるのであれば、そ

の時だけということではなく、現在の社教センターの貸し出し機能など施設

として持っていなくてはならないところは残しつつ、本体部分を杉四小跡地

活用の中に移すことなどがブランチの考え方である。 

○議 長 ほかにいかがか。 
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○委 員 本体機能が移った後のセシオン杉並はどうなる。 

○生涯学習推進課長 改修後の運営体制のこともあると思うが、貸し館中心に

なるのであれば、その部分を指定管理者制にする方法なども考えられる。 

○議 長 行政の立場からすると、土地の規模、建物の築年数、あるいは予算

のことなど、所要条件のもとでどうしても考えがち。我々としては、区民の

立場で、社会教育や学校教育、文化活動をどうやったら活性化していけるの

か、所要の条件なしで考え、そのコンセプトをすり合わせる中でどういうも

のがベストなのかを考えていくのが良いことなのかと思う。 

○委 員 「にぎわいの創出」が、キーポイントになっているが、何か意図が

あって出てきたことなのか。 

○生涯学習推進課長 交通至便なところであり、高円寺はお祭りやイベントも

多く、そういうことにも活用できないかという視点からである。ただし、具

体的なことは決まっていない。 

○委 員 既存の阿波おどりや高円寺フェスでも、この場所を利用しつつ実施

できるようにして、そこを起点に様々な取組がより良くなっていくことを支

援するようなイメージか。 

○生涯学習推進課長 阿波おどりについては、非常に盛り上がっているのだ

が、だからといって練習場を用意するとなると、やはりそれなりの設備を整

えなければならなくなる。 

○副議長 まず震災救護機能を維持するということが前提とあるが次回、しっ

かりと教えていただき、その上で議論しないといけない。 

○議 長 ありがとうございました。今日は、１回目ということから、具体的

なことがまだ出されていないので、次回以降は、提供される資料をもとに、

より前向きな検討ができるようにしたいと思う。 

  では、今日の協議はこの程度にして、最後に部長からご挨拶をいただきた

い。 

○生涯学習担当部長 今日はお集まりいただき、ありがとうございました。9

月にはもう少し事務局で資料の工夫をし、また活発なご議論いただけるよう

に開催したい。 

○議 長 どうもありがとうございました。これで閉会とする。 


