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会 議 記 録  
 

会議名称 平成 30年度第 3回社会教育委員の会議 

日 時 平成 30年 10月 25日（木）午前 10時 02分～午後 0時 05分 

場 所 中棟 4階 第 1委員会室 

出 席 者 委員／山口、石田、赤池、岩崎、小出、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、社会教育推進担当係長（社会教育主事）、中央図書館施設整備担

当係長、管理係主査、社会教育センター主査 

配付資料 ＜配付資料＞ 

1 第 2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（第一次）第二次実施プラン（平成

31～33年度）計画案 

3 生涯学習に関する世論調査 説明資料（平成 30年 8月） 

＜参考資料＞※は委員のみ配布 

1．第 7回小学生名寄自然体験交流事業 参加児童募集 

2．第 68回杉並区総合文化祭・区民文化の日プログラム 

3．第 34回郷土芸能大会 

4．ポラリス 2号観望会 

5．魅せる！生かせる！引き寄せる！落語に学ぶ話し方 

6．すぎなみ大自然発見 秋編 

7．街のニホンミツバチ 

8．平成 30年度愛新覚羅浩展 

9．流転の子最後の皇女・愛新覚羅嫮生 

10．石山太伯 武蔵野の原景画人と杉並 

11．古文書講座 

12．すぎなみソーシャルデザインゼミ 全 3回講座 

13．すぎなみ教育報 №230 

14．杉並区の図書館～図書館要覧～※ 

15．杉並区次世代育成基金活用事業実施報告書 

16．社教連会報 №83※ 

・なみすく（赤池委員配付） 

・チラシ：すぎなみパパの学び場（赤池委員配付） 

・チラシ：サイエンスワールドｉｎ高円寺フェス（赤池委員配付） 

・チラシ：パパ力を磨いて賢い子どもを育もう！（天野委員配付） 

会議次第 Ⅰ 報告事項 

 1．会議録の確認について 

 2．各事業の実施状況について 
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 3．生涯学習調査について 

Ⅱ 協議事項 

 1．杉並区区立施設再編整備計画（第一次）第二次実施プラン計画   

について 

 2．今後の予定について 

Ⅲ その他 

 ○次回の会議について 

（意見要旨） 

○議 長 会議を始める。初めに課長よりご挨拶をいただく。 

（生涯学習推進課長 挨拶） 

○議 長 ありがとうございました。それでは、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 報告事項をお願いする。 

○社会教育推進担当係長（社会教育主事） 小学生名寄自然体験交流事業につ

いてである。今年は91名の応募があり、抽せんにより25名の参加児童が決定

した。11月5日から事前学習会を始め、12月26日から名寄へ飛び立つ予定であ

る。 

○生涯学習推進課長 先日の地震による全道停電では、名寄でも物流への影響

や電気製品が使えないということがあったようだ。ただ、揺れはほとんどな

かったとのことで、先週の実踏でも大きな影響はなかった。本番は、安全無

事に行ってきたい。 

○社会教育推進担当係長（社会教育主事） 次に郷土博物館では、平成30年度

の特別展として愛新覚羅浩展を行う。こちらについて、生涯学習推進課長か

ら説明する。 

○生涯学習推進課長 平成2年にも同じ「愛新覚羅浩展」という名称で展示を

行った。なぜに杉並で展示かというと、郷土博物館のある場所は浩さんの祖

父の嵯峨公勝侯爵邸が建っていた場所であり、そして、昭和12年4月3日、浩

さんが満州のラストエンペラーの実弟である溥傑さんとの結婚式を挙げるた

めに、結婚式場である九段会館に向かう出発の地となった場所でもある。そ

の際には、小学生を含む区民が国旗を振って見送ったということで、浩さん

はその光景が生涯自分の励ましだったと自伝にも書かれている。 

ちょうど1年ほど前に、この結婚に至るまでの複雑な心境を吐露した浩さん

の手紙が入札会にかかるという情報を得、区は入手することができた。その

後1年をかけて、書簡だけではなく、出立のときに着ていた婚礼装束や平成2

年の展示以降に発見された資料、前回は展示できなかった部分もあった慧生

さんや嫮生さんという2人のお子さんについて関係する資料も展示することに

なっている。 

また、ご主人である溥傑さんも杉並に留学して天沼に住んでいたことがあ
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ったのだが、なかなかその事実というのはわからなかった。それが、天沼に

住んでいた時の写真など、新しい資料も出てきており、かなり見応えのある

展示になっていると確信している。 

○議 長 ありがとうございました。今までの報告で質問等あるか。 

（ なし ） 

○議 長 3番目の報告事項、生涯学習調査について。 
（社会教育推進担当係長（社会教育主事） 説明） 

○議 長 何か質問はあるか。 

（ なし ） 

○議 長 次に、協議事項の杉並区区立施設再編整備計画（第一次）第二次実

施プラン計画案について説明を。 

○社会教育推進担当係長（社会教育主事） 今日は、まとまった計画案の概要

説明を中心に行う。 

文化・教育施設という枠組みで計画された中の一つ目の図書館について

は、7地域14館の構想に基づいて整備をしてきているところだが、古い施設が

多く、今後どのように改修あるいは改築するかということが一つの柱になっ

ている。 

二つ目に社会教育センターと高円寺地域区民センターとの複合施設である

セシオン杉並だが、こちらも施設自体の老朽化が著しいので、具体的には平

成31年度、32年度中に設計、33年度以降大改修に入るスケジュールとしてい

る。 

次に個人の方が来て勉強できる「ゆうゆうハウス」については、学校の余

裕教室を有効活用するために整備し、個人学習スペースにしてきた経緯か

ら、地域偏在していて2カ所しかなかったのが現状である。今後は、地域コミ

ュニティ施設や図書館を整備して機能継承する。西田小内にあるゆうゆうハ

ウスについても今後のあり方を検討していくことになっている。 

それから、学校施設という枠組みで、次世代型科学教育の新たな拠点につ

いては、統合後跡地となる杉並第四小の既存の建物及び敷地を有効活用す

る。その跡地活用に当たっては、民間活力の導入を視野に、子どもから高齢

者まで多世代が集い交流し、地域活動やにぎわい創出につながる場として整

備し、地域に根差した運営を目指すことにする。 

具体策として、震災救援所機能を維持することを前提とし、高円寺地区小

中一貫教育校の部活動などが行われる際に補完というような役割、既存の高

円寺北子供園は改修をして3年保育に拡充し充実を図る。それ以外について

は、高円寺駅に至近な立地条件や地域特性などを踏まえて、次世代型科学教

育の新たな拠点を整備するほか、地域のイベントやコミュニティ活動、若者

のさまざまな活動など、多目的に利用できる場として整備するという方向が

定められた。 

○生涯学習推進課長 8月から9月に行われた7地域での計画説明会では、次世

代型科学教育については、科学の拠点となる場所ができることを非常に期待

しているという意見が、ゆうゆうハウスについては、機能継承させて全区的

に展開していくことになるのだが、やはり近隣の方の利用が非常に多いの

で、近所で使えていてよかったのに遠くに行かなければならないのは困ると

いう意見があった。 

○議 長 資料にある今後目指すべき図書館像の「学びの場」、「知の共同
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体」、「楽しい交流空間」とあるが、この「知の共同体」とはなにか。 

○中央図書館施設整備担当係長 従来の図書館は、「学びの場」を軸とし、書

架が多く閲覧席が少ないため、話し合いをしながら本を使って活動をする場

が少なかった。ところがアンケートなどでは、本を活用してグループで話し

たり相談したりすることができる場を求める声が非常に多かった。 

そこで、地域や家庭の課題や自主グループの研鑽等を複数人で話し合いな

がら、図書館の本やレファレンスといったサービスを活用できる場所として

整備していこうというのが「知の共同体」である。 

○議 長 「交流空間」と「知の共同体」というのは大学図書館のようなラー

ニングコモンズを指向しているのか。 

○中央図書館施設整備担当係長 地域に密着した公立図書館なので、本を地域

に役立てていける手法として考えており、ラーニングコモンズまでは想定し

ていない。個人や家庭だけではなく、地域の方たちがグループや集まり等で

気軽に利用する。本を使って集まっていただけるようにということをイメー

ジしている。 

○議 長 ありがとうございました。ほかに質問はあるか。 

○委 員 セシオン杉並の改修計画についてだが、たくさんの方がご利用され

ている中で1年以上にわたって改修するのか。改修をしてから再度の利用がで

きるのは平成34年度からなのか。 

○社会教育推進担当係長（社会教育主事） セシオン杉並はホールを持ってい

るという特徴もあるので、かなり前に改修の案内をしなくてはならない。時

期としては、33年度から始まり34年度中に改修を終えると見込まれている。 

一方で、公立施設でホールを持っているところは少ないという事情があ

り、ホール施設が同時に改修工事に入ることはできない。先にホールを持っ

ている西荻地域区民センターの改修工事が行われ、その後計画的に進めばと

いうことが前提になる。 

○議 長 ほかにいかがか。 

○委 員 セシオンの中の区民事務所はどうなるのか。 

○社会教育推進担当係長（社会教育主事） 今のところは、セシオンの改修に

合わせて仮の執務室を設けて、区民事務所の最低限の機能はそこで確保でき

るようしたいという考え方である。 

○委 員 杉四小跡地の施設利用は、それぞれの担当部署があると思うのだ

が、どこの範囲まで僕たちは考えればいいのかという前提条件がはっきりわ

からない。どこかで整理して教えてもらえると、何を考えたらいいのかはっ

きりするのではないかというのが感想だ。 

○生涯学習推進課長 子供園を存続させるということ、ビオトープを残すとい

うこと、震災救援所機能を維持するというような基本的なことは決まってい

る。その中をどのようにレイアウトしていくのか、どういう設備を整えた方

がいいのかという具体化については、社会教育委員の会議を含め、話を聞い

て、意見を反映させていくことにしている。ただ、第一次実施プランのとき

の意見として、施設をつくり込み過ぎてほかに使えないような施設は望まし

くないということを伺っている。若者の活動支援をとのこともあったが、絶

対これにしか使えないというような施設のつくりは避けるように進めていき

たいと考えている。 

○議 長 ありがとうございます。では、次、どうぞ。 
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○委 員 ものすごく広範囲に及ぶ整備計画なので、全体像を捉えるのがとっ

ても難しいと思っている。利用する区民の方々にとっても、さまざまな立場

によって、意見もものすごく多様であることが本当によくわかる。今後、具

体的に何かが決定したというときに、どのような方法で区民の方々に周知・

説明をしていくのか伺いたい。 

それからもう一つ。今後の会議でどのようなスケジュールで次世代型科学

教育の拠点について話し合われていくのか伺いたい。 

○生涯学習推進課長 まず、施設をどのように整備していくかという計画は、

パブコメを経て、案が計画となった際には、その内容を周知する。周知方法

については、施設再編の担当部署がどのように説明をしていけば理解いただ

けるかということを考えて、報告書や計画書だけではなく、いろんな広報媒

体で正式な説明をしていくと思う。 

個別の次世代型科学教育をどのように、どんな設備を設けていったらいい

かというのは、この会議でお諮りすることもあると思うが、整備の方法には

いろいろな手法がある。例えば、民間活力の導入であるサウンディング手法

は、こういう敷地でどんなことができるのかということを、一般の事業者に

問う方法である。 

段階に応じて、具体的に説明していくという段取りを踏んでいくように十

分留意して進めていく。 

○議 長 この次世代型科学教育の施設については、どこをどう議論すればい

いのかという意見が社教委員からも多い。 

区民参加、区民との対話で、大きな計画をつくるということはいいことだ

し、必要なことだと思う。ぜひ、社会教育分野の件である種の専門家の意見

を必要とするような場面であれば、できるだけ建設的な意見を述べたいと考

えている。 

○副議長 図書館の機能とかいろいろなものが、今の時代に沿って変わってい

くことなのだと思う。 

杉並区は先駆的なことをやっている区だと思うが、住む人たちが本当に心

豊かに住んでいける場所ということで、こういう議論が次の時代につなが

る。施設のあり方とか一つ一つ丁寧にやって、お子さんから年をとった方ま

でが豊かに暮らせるってどういうことなのかということを話し合いができた

らよいと思う。 

○議 長 ほかにあるか。 

（ なし ） 

○議 長 それでは、今後の予定について。 

○社会教育推進担当係長（社会教育主事） 年度内は、12月上、中旬ごろと2

月あたりを予定している。 

○議 長 それでは、最後に部長から閉会の挨拶を。 

（生涯学習推進課長 挨拶） 

○議 長 ありがとうございました。これでお開きにします。 


