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会 議 記 録  

会議名称 平成 29年度第 2回社会教育委員の会議 

日 時 平成 29年 9月 8日（金）午後 5時 35分～午後 7時 35分 

場 所 東棟 6階 教育委員会室 

出 席 者 委員/山口、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）、社会教育センター主事、管理係主査、管理係主事 

配付資料 ＜配付資料＞ 

1 第 1回社会教委員の会議 会議録（案） 

2 小学生名寄自然体験交流 

3 社会教育委員の会議における社会教育センターのブランチ等の検

討について 

4 生涯学習分野での「出前型・ネットワーク型」による事業展開に

ついて 

＜参考資料＞※配付は委員のみ 

1 平成 29年度杉並区の教育 

2 杉並区教育ビジョン 2012推進計画 

3 平成 29年度杉並区立図書館要覧（平成 28年度実績） 

4 「第 2回すぎなみサイエンスフェスタ」事業報告書 

5 すぎなみアイデア爆発ミーティング 

6 価値観カフェ～こんな人連れてきちゃいました～ 

7 年中行事だより 

8 杉並区青少年委員だより第 69号 

9 とうきょうの地域教育№128 

10 社教連会報№81 

会議次第 1 開会 

2 報告事項 

・会議録の確認について 

・小学生名寄自然体験交流事業について 

3 協議事項 

・当面の検討課題について  

（1）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 

 (2)「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 

・主な意見の整理 

4 会議日程 

・次回の日程 

5 閉会 
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（意見要旨） 

○議 長 それでは第2回社会教育委員の会議を始める。部長からご挨拶を。 

（生涯学習担当部長 挨拶） 

○議 長 では、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） 

○議 長 説明について質問はあるか。 

（ なし ） 

○議 長 続いて、報告事項に移りたい。 

○社会教育推進担当係長（社会教育主事） 第1回目会議録の案の内容につい

てご指摘があれば、事務局にご一報いただきたい。 

○議 長 続きまして、小学生名寄自然体験交流事業について。 

○社会教育推進担当係長（社会教育主事） 年末に友好都市の名寄市へ小学校

5・6年生の区民の子供たち25名と引率14名で体験交流事業を実施している。

「小学生名寄自然体験交流で学びたいこと」を作文で提出してもらい、抽選

をするが、毎回25名を上回る約3倍の申し込みがある。事前学習会を3回行

い、12月26日から2泊3日で名寄へ行く。年明けに2月上旬に予定している学習

成果発表会の内容相談を経て、発表をしてもらっている。気温が下がる地域

での活動や名寄の子供たちとの交流も予定しており、普段は感じ得ない体験

をして帰ってきてほしいと思っている。 

○生涯学習推進課長 昨年は担当部長が随行し、一昨年は○○委員にも今とは

ことなる立場だが参加いただいた。例年マイナス10、11度位が一番低かった

が、昨年は初めてマイナス20度を超えた。名寄の自然や歴史を学びたい熱心

な子供たちが成果発表会まで学びあい、学校の友達にも伝えてもらう。成果

発表会も大学生になったＯＢ・ＯＧが協力してくれ、充実してきた。 

○委 員 26、27年度の2回、副校長会からの1人という枠で参加した。子供た

ちがいろいろな学校から集まり、事前学習会等で初めはぎこちないが、グル

ープを作りゲームをして輪ができる。2泊3日の充実した時間を過ごし、帰っ

てくる頃はチームになり成長を感じる。 

○議 長 名寄の子供たちも杉並に来て、こんな暑い世界を見てもらうとおも

しろいと思う。 

では協議事項に移りたい。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、前回どういう形なのか詳しく聞きたいという意見が多かっ

た。改めてご説明いただきたい。 

○社会教育推進担当係長（社会教育主事） 資料3の「社会教育委員の会議に

おける社会教育センターのブランチ等の検討について」をもとに進めさせて

いただく。科学館の老朽化等を理由に平成27年度末で閉館し、来館型の科学

教育事業の拠点としては幕を閉じた。現在、地域施設などの身近なところ

で、専門事業者や地域団体の方々と連携・協働し「出前型・ネットワーク

型」というキーワードのもと、科学教育分野の事業を展開している。モバイ

ルプラネタリウムを人々が集まる場所に持ち込む等によることが一例である

が、こうした取組に併せ、27年度に次世代型科学教育の拠点づくりに関する

調査・研究業務報告を取りまとめている。こうした取り組みをより充実を図

るには、後ろ盾となるバックヤード的な機能が必要となるとの指摘があっ

た。28年度は、より幅広い年齢層の方々が身近に科学を親しめるよう、社会
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教育センターが中心となって事業展開をしている。同時に、27年度の業務委

託報告をもとに、杉並区内で活動している科学教育関係の団体と意見交換を

行ってきた。この会議でも、今後の生涯学習にかかる事業の展開に向けて、

新たな拠点整備を初めとする次世代型科学教育の推進をし、社会教育全般で

生かす期待を込め、方向性をまとめてきた経緯がある。 

  そこで、29年度は、区として多くの施設が老朽化を迎え、相当規模の施設

改修時期を迎える課題があり、どのように再編・統合し、区民サービスの向

上を低下させずに工夫するかを計画にし、先に検討をしている次世代型科学

教育の新たな拠点を含む生涯学習全般を充実させる機能について、高円寺学

園が開園した後の杉四小跡地の活用策についての再編整備計画を改定する際

に反映するため、第15期社会教育委員の会議では、14期のまとめを踏まえた

次の2点についてのご検討をお願いしたいと思う。 

一つ目は、社会教育センターのブランチとなる新たな拠点の機能につい

て。杉四小跡地の活用を視野に、身近な地域施設等を活用した生涯学習事業

の展開を支える新たな機能に必要な諸室とゾーニングイメージをいただきた

い。 

二つ目に、「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。生涯学習全般で「出前型・ネットワーク型」をキーワードとして事

業展開を図る上で、拠点の中のことについてと、「出前型・ネットワーク

型」事業は、科学教育の展開とは異なり、例えば社会教育の事業で地域に展

開する時とは違う部分もあり役割も違うが、それを踏まえどのような運営を

していくべきかについて、ご意見をいただきたい。 

あわせて、社会教育センターのブランチの拠点機能と次世代型科学教育の

拠点機能の両者を同時に検討しながら全体的なまとめをしていくことを考え

ているが、科学教育分野の専門性にかかる部分については、社会教育委員の

会議とは別にご意見をいただく必要があると考え、このための懇談会の設置

を検討していきたいと思っている。具体化の際には、社会教育委員の方にも

ご協力いただき、ぜひお力添えを願いたいが、資料にある「（仮称）次世代

型科学教育推進懇談会」としての記載は、あくまでたたき台であるものの候

補となる対象を具体的に例示しており、科学教育ジャンルの学識経験者、業

務委託報告を作る際にご助言をいただいている研究者、サイエンスフェスタ

実行委員会にご協力をいただいている方々学識経験者、学校教育と連動し放

課後の活動で子供の学びを豊かにする意味で学校教育の関係者、サイエンス

フェスタなど科学教育の普及に貢献いただいている団体の方、並びに区内に

事業所を有する民間企業の研究機関の方や科学学習に関係する都立学校等な

ど、こうした中から人選等を含めて検討していきたいと考えている。 

○議 長 ありがとうございました。今の説明について質問があるか。 

○副議長 跡地の利用に関して、震災救護機能を持たせるという条件があった

がそれ以外にも維持するものがあれば、先に教えていただい。漠然とした議

論になるより絞り込める。 

○生涯学習推進課長 学校施設の中に子供園が入っているので、これを維持し

ていくとともに、これ以上の保育需要に応えるようなことや、施設再編整備

計画にあるように杉四小が高円寺駅に至近の場所にあり、賑わいの機能も含

んでいくという考え方もある。 

○副議長 24時間使える施設になりそうか。 
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○生涯学習推進課長 24時間は難しいと思う。基本的には、社教センターとほ

ぼ同じで、9時－9時。使用者希望があれば9時45分まで使用できる。 

○副議長 これはもう変わらないのか。 

○生涯学習推進課長 基本がそうだが、例えば、朝や夜の枠で実施する事業も

盛り込んだ方がという話になると、運営の仕方にも踏み込まないといけない

と思う。 

○委 員 プールや体育館もそのまま残すのか。 

○生涯学習推進課長 体育館はそのまま活用できるが、プールの活用は定めて

いないものの難しい。 

○議 長 ほかに何か質問等はあるか。 

（ なし ） 

○議 長 それでは、この件に関して、アイデアやコンセプトなどいかがか。 

○副議長 重要なポイントは都市には空間がないことが共通認識だと思う。貴

重な空間をいかに有効活用するか、フレキシブルに活用ができるシンプルな

空間にすることが重要だが、いろんな分野の人が使えたらいいという話が出

てくると思う。あとは、科学教育の場で火を使った実験をする場がなかなか

今はない。体育館など広い空間の中で五感に訴えていく実験を体験できる場

が都会にあったらいいだろう。だから物を置かない。柱で区切らない。細か

く区切って使うときは、パーテーションを使う。 

○委 員 その学校によく行っているが教室に壁がある。 

○社会教育推進担当係長（社会教育主事） 構造的には外せる壁と外せない壁

がある。例えば、女子美には、天井から仕切りがぶら下がっていて自由自在

に仕切れる仕組みの部屋があった。もし、杉四小の学校跡地活用で進められ

るのであれば、廊下と教室の仕切る壁が稼働式で、学校活動では使いづらい

部分はあるとのことだが、両方の場所で複数の活動ができる仕組みでオープ

ン型施設であるのが特徴なので、ぜひ同じような場にしつらえることができ

よう。 

○委 員 科学教室等に申し込んだ人だけが使用して、申し込んでいないとで

きないと分けられる印象がある。そうではなくオープンにできると良い。 

○委 員 ふらっと来て、議論や会話が始まるスペースが大事だが、不審者が

侵入するという危機管理が大切なので、施設内に子供園や保育園があるとど

う融合させることができるのかがキーになる。 

○議 長 他に意見はあるか。 

○委 員 利用者層は、未就園の子供と親、日中の昼間ならお年寄りも対象に

なるが、科学に特化したことを平日の昼間に開催して人が来るのだろうか。

地域区民センターの催しと差別化を図るのもポイントだ。 

○副議長 中高生の家以外の居場所はあまりなく、居場所を求めようとすると

空間を確保するためにお金を払わなければならなくなる。だけど、そこでお

金を払わなくても自分の居場所を作れることもできるようにしたい。 

○委 員 ゆう杉並は、中高生の居場所として賑わっている。荻窪の南側にし

かなく別の場所にもあればとも思うが、日中の利用をどうするかが課題だ。 

○委 員 ゆうゆう館を使って15年間パソコン教室等を定期的にやっている方

から、参加者が固定しこれで地域活動になるのかと疑問から相談を受けた。

より人が集えるように変えたいということから、サロンの要素を教室内に取

り入れた。スペースを間仕切りし、狭い方でサロンを開き、河北病院の先生
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に健康情報の話をしていただくようなこともした。今は、一つの部屋でサロ

ンとパソコン教室をやっている。最終的には間仕切りが取れるようにするの

だが、途中で静かにしてほしいという苦情があったものの、それは無視し

た。社会というのはそういうものだから、静かにしなくても慣れてもらえば

いいと。そのうち当たり前になりつつあり、今はいい雰囲気になってきてい

る。今度はパソコンとサロンの間に、ものづくりをする人に入ってもらっ

て、折り紙や縫い物をやっていいスペースもつくろうかと考えている。次第

に混在するようにしていくことが構想だ。 

○議 長 ありがとうございました。では、続いて次の資料説明を。 

○社会教育推進担当係長（社会教育主事） 資料4のすぎなみ大人塾は、既に

10年以上続いている事業で、昨年度までは2コースの設定でテーマや曜日を変

えて試みてきたのだが、出前型ネットワーク型の検証事例となり得るという

ことで紹介する。29年度の大人塾は、一つのコースをセシオン杉並ではない

ほかの地域で展開している。職員が全部お膳立てする従来の講座ではなく、

学び手の人たちが支え、その人たちが知っているネットワークをつなげなが

らつくり出している。今年度試みは、高円寺地域と、西荻地域での実施だ

が、今後こういう形で一つの地名等をキーワードにしながら工夫した展開を

したいと思っている。高円寺では、高円寺の地域の公共施設を使うのではな

くて、公共的な空間を使いながら事業を実施し、大人塾の卒塾生の力を借り

ながら、地元のネットワークを入れ込んで企画をしている。西荻では、場所

は公共施設で地域の課題解決のために学び、つながる手がかりを集めて内容

を作り、つながった人たちが西荻を変えていく原動力になればとの内容で企

画している。セシオンに集めてやる事業とは違ったかかわり方、コーディネ

ーションが重要になってきている。新たな拠点、ブランチと言うなら、機能

を増幅し充実させ、地元性がどんどん発信できることが期待される。 

○議 長 質問や意見はどうか。 

○委 員 高円寺の方では、対話や人とコミュニケーションが実感できればと

のことで、場を実際につくっている高円寺の人たちをゲストに高円寺の持つ

イメージを主張していきたいということで、カフェという、若い人にも届く

ような形にしてはどうかと考え、企画が進んでいる。西荻は、まちの課題に

対して参加する人を多くできようになればと願い、西荻在住の大人塾の人た

ちを中心に新しい風を起こすことをコンセプトにしている。 

○議 長 対象者や講座の期間をどうするのかなど、フレキシブルでいろいろ

なやり方があっていいと思う。例えば、女子美で大人塾の冠をかぶせて大学

生が中心になって、ものづくりやアートを展開してもいいのではないか。直

接区が行うのも大事だが、情報は共有しつつ、ネットワークにしても面白

い。学校であり市民グループであり、一緒にやることが大事だと思う。 

○委 員 杉四小の体育館を使って高円寺フェスでは、女子美の学生たちに出

展していただき、ものづくりやアニメーションを教えてもらっているので、

今後も継続しつつ、ぜひ、ネットワークを拡げていければ良い。 

○副議長 そういういろんなものを持っているところが、一つの拠点を通じて

フレキシブルに関係をつくり、いろいろな場につながれば良いと思う。 

○議 長 時間なので、議論はここまでにして本日は終わりにしたい。ありが

とうございました。 


