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会 議 記 録  
 

会議名称 平成 30年度第 2回社会教育委員の会議 

日 時 平成 30年 7月 30日（月）午前 10時 02分～午前 11時 45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、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）、管理係主査、社会教育センター主

査、管理係主事 

配付資料 ＜配付資料＞ 

1 第 1回社会教育委員の会議 会議記録（案） 

2 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 

3 杉並区区立施設再編整備計画（第一期）第二次実施プランの策定 

について 

＜参考資料＞※委員のみ配布 

1． 杉並区の教育 平成 30年度 

2． すぎなみ教育報№229 

3． 第 3回すぎなみサイエンスフェスタ 平成 29年度 事業報告書 

4． 夏休み子ども向け催し情報カレンダー2018 

5． すぎなみ大人塾 2018西荻コース 

6． すぎなみ大人塾高円寺コース 2018 

7． サイエンスワークショップ ロボット教室 

8． 平成 30年度科学技術館巡回展示「ラ・ビレット展」 

9． 昆虫展ｉｎすぎなみ 2018 

10．平成 30年度 夏休み！子ども博物館教室 

11．杉並区青少年委員だより第 71号 

12．永福体育館リニューアルオープン 

13．コミュかる 2018年 7月号 

14．バタ・アート・エクシビジョン 

15．とうきょうの地域教育№132 

会議次第 ・開会 

Ⅰ 報告事項 

 1．会議録の確認について 

 2．配布資料について 

Ⅱ 協議事項 

 1．杉並区区立施設再編整備計画（第一期）・第二次実施プランの
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策定について 

 2．今後の予定について 

Ⅲ その他 

 ○次回日程等について 

 1．次回の会議について 

・閉会 

（意見要旨） 

○副議長 議長が遅れるようなので、先にはじめたい。まず、部長よりご挨拶

をいただく。 

（生涯学習担当部長 挨拶） 

○副議長 議長がお見えになったので、この先の進行をお願いする。  

（議長 挨拶） 

○議 長 すみませんでした。それでは、配付資料の確認をお願いする。 

（社会教育推進担当係長（社会教育主事） 説明） 

○議 長 では、報告事項から説明を。 

○社会教育推進担当係長（社会教育主事） 配布資料のうち説明を加えるもの

を順次取り上げる。まず、夏休み子ども向け催し情報カレンダー2018である

が、これは、夏休み期間にまちの中にどのような学びの機会があるかという

ことを、あくまで社会教育関係のもので線引きをして一つにまとめて作成し

たものである。紙面の都合で全てを網羅できるわけではないことをお含みお

きいただきながらご覧いただきたいが、日程順に並んでいて、縦覧する利用

としてはこのカレンダーが一番わかりやすいと思う。 

○議 長 何か質問はあるか。 

○委 員 紙ベースであればよいのだが、これからもっと情報が増えるようで

あれば、ネットに掲載して、クリックすると施設のことやそこに載っている

独自の情報も把握できるようにするとか、児童館への行き方がわかるという

ようにしてはいかがか。たぶん、皆スマホで見るので、そういうひとまとめ

にしたホームページがあれば便利ではないかと思う。 

○議 長 確かにまとまった情報、例えば「すぎなみ大人塾」をWebで引く

と、もちろん区役所ホームページも出てくるし、大人塾関係の独自ホームペ

ージなどもひっかかる。情報は点在しているのに、それをまとめたような情

報がないので、そういうところから関連するホームページに飛べるとすごく

読みやすくなると思う。ぜひ、検討を願いたい。他にはあるか。 

○委 員 このカレンダーは、どの範囲に配付しているのか。 

○生涯学習推進課長 杉並区立小学校の全児童である。中学校には配布してい

ないが、図書館、児童館、体育館、地域区民センターや区民事務所などでも

入手できるようにしている。 

○委 員 小学生にとっては魅力的だし、保護者にも役立つと思うが、もう少

し早く作成してもらえるとありがたいのだが。 

○生涯学習推進課長 １学期の終業式に間に合うように配るのが今のタイミン
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グなのだが、学校の方ではもう少し早めた方がいいということか。 

○委 員 手に取るタイミングが早まれば、興味のある保護者や教職員が事前

に目を通して、自分の子ども、担当している子どもに関係あるところを紹介

することができるし、校長や副校長が話題にすることでチャンスにもつなが

ると思う。 

○生涯学習推進課長 今後は、学校ごとで終業式の時期が今年以上にばらつい

てくる可能性もあるかと思うので、そのことも踏まえて検討していきたいと

思う。 

○議 長 では、続きをお願いしたい。 

○社会教育推進担当係長（社会教育主事） 次に、すぎなみ大人塾2018西荻コ

ースと高円寺コース、それぞれのチラシを配布している。委員の中に現場を

支えてくださっているメンバーの方がいらっしゃるので、今日はぜひコメン

トをいただきたい。 

○委 員 主に高円寺コースに関わっている。前回の高円寺コースは対話をす

る場ということだったが、地域の方から、高円寺は住む方はいるのだけれど

も活動する方が少ないのではないかという話があった。 

もっと、高円寺といったら住むだけじゃなくて「まちに深くコミットメン

トする人」ということで、「高円“人”」と、あえて“人”という言葉をつ

けて、「たまり場（サードプレイス）」をキーワードにして学び合い、若い

人をターゲットに進化させた内容設定にしている。 

○社会教育推進担当係長（社会教育主事） 今、社会教育センターでは、科学

教育だけでなくこういった機会をさまざまなところに見出し、つくり出して

いくという活動を始めている。 

それ以外に、科学教育事業として、サイエンスワークショップのロボット

教室、ラ・ビレット展などの取組などがある。 

○生涯学習推進課長 ラ・ビレット展は、科学技術館の巡回展示として年2回

行っているうちの1つで、実際に体験して学ぶもの、コンピューターの原理に

関するもの20点、数学のおもしろさをコンセプトにしたもの27点を展示して

いる。 

なお、郷土博物館では、昆虫展が始まっているので、連携した取り組みと

するため、スタンプラリーを昨年に引き続き行っている。というのも、ラ・

ビレット展の社教センター、昆虫展の博物館の両方は、自転車ならば荒玉水

道を直進することで10～15分程度で行ける距離にあり、その全体地図もスタ

ンプラリー用のペーパーに載せて案内している。 

○議 長 すごく良いと思う。郷土博物館で昆虫展と言うのも、一瞬、

「え？」と思ったが、面白い。 

○生涯学習推進課長 郷土博物館では、開設して数年間は夏休みに昆虫展や自

然史系の展示を行っていたが、ここ20年ぐらいは昆虫展のようなものは全く

やっていなかった。夏休みはやっぱり子供が楽しめる展示をということで、

昨年、久々に昆虫展を開いたところ、夏休みに一つの入館者数の山ができ

た。やはり望まれているのだろうということで、今年も昆虫展を行ってい

る。中身は昨年よりグレードアップした展示にしており、初日は台風の影響

で55人。翌日、天気が回復してからは210～220人。これまでの昆虫展のレコ

ードが一日あたり133人なので、それを超えたいと思っている。 

○議 長 スタンプラリーにすると、結構相乗効果があるのではないかと思
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う。両方とも非日常的な、つまり昆虫にしても科学的な体験学習にしても普

段できないことなので、夏休みにぴったりですごくいいアイデアだと思う。 

○生涯学習推進課長 図書館とも展示を連携して行うことがあるが、これから

も連携できるところがあればやるべきことだと考えている。 

○議 長 子どもはスタンプラリーを好む。集めるのが好きなようなので、い

いやり方だと思う。他に、何か質問はないか。 

（ なし ） 

○議 長 それでは、協議事項に進みたい。杉並区区立施設再編整備計画につ

いての説明を願う。 

○社会教育推進担当係長（社会教育主事） 老朽化を迎える施設が多い中で、

施設再編整備計画がつくられ、現在進められている。 

具体的には、杉八小とともに高円寺学園に統合となる杉四小の建物が築後

24年でまだ活用できるので、統合後、教育財産としてどのようなことに活用

が可能なのかを検討し、今年度に方針決定をするとしている。そのことが資

料2に記載されている。そこには、杉四小の中に何を入れるかが記載されてい

るが、実際にどのような施設が入るかは具体的になっていなかった。第二次

実施プランでは、杉四小に何が整備されるのかを具体化し、スケジュールを

具体化することになる。今後は、それらが明らかになった段階でご意見をい

ただくことになると思う。 

現在は、次世代型科学教育の新たな拠点機能を含む生涯学習環境の充実と

する活用プランになっている。ただ、高円寺駅から至近なところにある施設

のため人の動線が取りやすく、地域的にも阿波おどり、高円寺フェス、びっ

くり大道芸など、まち全体を一つの場としたいろいろな取組もなされて若者

もたくさん集まるところでもあり、そういうまちの現状も踏まえて、場の整

理を図っていくことなどもあり得る。これを次のプランにのせて具体化を図

るのが課題となっており、それが資料3にあるところである。 

今後の方向性としては、8月に計画たたき台を作成し、区議会にもお諮り

し、さらに関係地域での説明会、パブリックコメントなども行い、11月に計

画の決定をしていく流れである。 

○議 長 この場で、コンセプトを議論するということになるのか。 

○生涯学習推進課長 もちろんコンセプトもだが、この資料3にあるように建

設経費の抑制や歳入の確保の観点から、民間の資金やノウハウ等の活用の可

能性も積極的に検討するということも入っている。それは、その施設をどの

ような民間の手法を使って整備・運営していくかということも含んでいる。

そのためにはその施設がどういう施設になるべきかというコンセプトが必要

になり、その前段階のようなものが第二次実施プランに示されるので、その

後、詳細なコンセプトを検討するということになる。 

○議 長 第一次実施プランに、認可保育所の整備と書いてあるが、ここに認

可保育所を入れるというのは確定か。 

○生涯学習推進課長 第一次実施プランでは、杉四小跡地の中に認可保育所も

整備するという考え方であったが、この中に整備することが可能かどうかも

含めて、第二次実施プランの案の中では明らかにされるものと考えている。 

○議 長 わかりました。他に質問や意見があればお願いする。 

○委 員 資料3の3の(2)に「長寿命化の推進」と書いてある。「杉並区の教

育」の中にも杉一小を長寿命化との記載もあるが、どのようにイメージした
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ら良いのか。 

○生涯学習推進課長 鉄筋コンクリートの建物だと、おおよそ50年が寿命だと

する説があり、例えば50年を超えて持たせられる建物にするにはどうする

か。耐震ももちろんだが、なるべく長期間使えるようにしていくにはどうし

たらいいかということを、計画の中に含めて考えていくことになる。 

○委 員 それは、時代の変化に応じて必要とされるのもが変わっていくこと

に対応できるという内容面も含めてのことか。 

○議 長 一度つくったら当分壊すことがないよう、長持ちするようなコンセ

プトを考えてということだと、私は理解したが。 

○委 員 これからつくるものの長寿命化というのも考えるのだろうが、同時

に既存のものもということではなかろうか。 

○生涯学習推進課長 今回は施設再編なので、基本的には今使っているものを

より長く使えるようにするにはどうしたらいいかということである。旧科学

館は耐震上の問題や現状以上のバリアフリーもできず、老朽化のために壊し

たが、使えるものはできるだけ使い、なおかつできるものは長寿命化して使

うということ。今までもそのようにしてきているが、今後は、その考え方を

さらに進めていくということである。 

○議 長 その施設の整備をして、長寿命化をとのことだが、文化・スポー

ツ・教育施設の場合には、施設需要が満たされているのかどうかとの関係も

ある。その地域にスポーツ施設が全然なければ、そこにはスポーツ施設をつ

くらなければならないという話になるわけだが、文化施設も同じであろう。

この高円寺ではどうなのだろうか。 

○生涯学習推進課長 次世代型科学教育の拠点は、あちこちにつくる施設では

なく、まず、整備は絶対にしないといけない施設である。今、当面の拠点を

社教センターにしているものの、そこは十分な機能は持ち得ていないので、

そのことからも必ず整備はしなければいけないと考えている。 

○議 長 なるほど。 

○生涯学習推進課長 それ以外にということでは、この高円寺という地域特性

を考え、どういう施設を入れるべきか。例えば若者を引きつける魅力的な場

所なので、演劇も盛んで、ライブハウスもいろいろあり、若者が集うような

整備が必要ではないかと感じている。もちろん、現在杉四小に入っている施

設で引き継ぐ部分を納めなければならないこともあり、何が入るかというこ

とでは施設全体を考えていかなければいけないと思う。 

○議 長 旧科学館がなくなり、やはり科学教育の拠点性を持たせなければな

らないと思う。ただ、科学には、いろいろ幅広い領域があるので、どのよう

に整理をして、どのようにプレゼンテーションしていく施設にするのかとい

うのは考えていかなければばらならないとは思う。 

○副議長 前提条件として、震災救護所の機能を維持しつつ、オープンスペー

スをしっかりと残す。そして、うまく築24年の建物を活用しましょうと。そ

このところは、相当大変なのではなかろうかという予想ができる。 

○生涯学習推進課長 必ず置かなければいけないものの一つに震災救援所機能

もある。生涯学習分野で言えば、次世代型科学教育の新たな拠点は、はじめ

からこの施設の中に位置づけてきたので、ぜひともここで確保したい。 

○議 長 施設の拠点性を考えると、個性化するのか、一般化するのかという

ことがまずある。公共施設は、80年代以降、どんどん個性化することで、情
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報発信力プラス集客力を得てきた。ただ、個性化するとそのコンセプトでし

か使えないことになるわけで、だから、社会教育で言えば公民館などがある

種の一般的な施設、何にでも使えるというようにしたのは、そのようなこと

があったからであると思う。 

だから、個性化施設としては、科学教育部分で、その他の部分は、そんな

に個性化せずにオープンスペース的にとか、ごく緩やかなコンセプトにした

方がいいのかなと思う。 

○委 員 高円寺は、ひとり暮らしの若者の人たちがたくさん暮らしていると

いう印象がある。どうしても寝に帰るだけで、地域とのつながりがない人た

ちがたくさんいる。それこそ震災時に孤立するということもあるし、高齢者

を手助けできる力を持っているであろう人たちもかかわり方がわからずに、

マンパワーとしてはあってもノウハウがない人たちがたくさんいるのではな

いかと思わされる。山のようにあるお祭りとかを経て、小さなつながりでも

つながれたという気づきも含めてあれば、地域に根づいていくことにもつな

がっていくと感じる。「集客力のあるイベントの実施など」とあるが、そこ

が若者を意識することであるならば、なおさらよりいいつながりの種になる

のかなと感じた。 

○議 長 ありがとうございました。この辺で今日の議論はおしまいにして、

次回以降、引き続きこういった議論ができればと思う。では、次回の日程に

ついて。 

○社会教育推進担当係長（社会教育主事） 策定スケジュールに沿い、計画案

をお示しできる段階に続けての議論と思うので、9月に入ってから次回を設定

させていただきたい。 

○議 長 最後に課長から一言を。 

○生涯学習推進課長 本日は、お忙しいところ貴重なご意見をいただきありが

とうございます。これから杉四小の跡地活用も本格化してまいりますが、今

後ともご意見いただけますよう、よろしくお願いいたします。 

 


