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会 議 記 録  
 

会議名称 第 6回社会教育委員の会議 

日 時 令和元年 5月 8日（水）午後 5時 04分～午後 6時 54分 

場 所 西棟 6階 第 6会議室 

出 席 者 委員/山口、石田、赤池、岩崎、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、中央図書館次長、社会教

育センター所長、生涯学習推進課課長代理（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）、学校開放担当係長、学校支援係長、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 5回社会教委員の会議 会議記録（案） 

2 社会教育関係団体に対する補助金交付について 

3 第 15期杉並区社会教育委員の会議検討経過 

※第 4回社会教委員の会議 会議記録（案） 

＜参考資料＞※委員のみ配付 

○社会教育関係団体への補助金交付に関する根拠法令 

○杉並区立小学校ＰＴＡ連合協議会 平成 30年度定期総会議案書(抜

粋) 

○杉並区立中学校ＰＴＡ協議会 平成 30年度定期総会議案書(抜粋) 

○平成 30年度杉並区立学校開放連合協議会定期総会議案書(抜粋) 

○平成 31年度杉並区文化団体連合会 総会資料(抜粋) 

○平成 31年度すぎなみ大人塾 

○杉十小ＣＳかがやき通信№2 

○蚕糸の森研究所 

 ・1年生：しぜんあそび研究室 

 ・2年生：花だん研究室 

 ・3年生：カイコ研究室 

 ・4年生：ウメ・クワ研究室 

 ・5年生：防災研究室 

 ・6年生：蚕糸試験場研究室 

○「Ｓｕｇｉ Ｃａｍ．」第 5号（杉並 6大学情報誌） 

○杉並区青少年委員だより第 70号※ 

○平成 30年度青少年委員実績記録集※ 

○東京都生涯学習審議会『「地域と学校の協働」を推進する方策につ

いて－建議－』※ 
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会議次第 Ⅰ 報告事項 

 1．平成 31 年度すぎなみ大人塾について 

 2．情報提供 

Ⅱ 協議事項 

 1．社会教育関係団体への補助金交付に対する意見について 

 2．今期をふりかえって 

Ⅲ その他 

（意見要旨） 

○副議長 議長は遅れるとのことなので、進めていきたい。それでは、事務

局より報告事項を。 

○社会教育推進担当係長（社会教育主事） 本日は、今期最後の会議です

が、お集まりいただきありがとうございます。生涯学習担当部長が人事異

動となったので、挨拶をさせていただく。 

（生涯学習担当部長 挨拶） 

○副議長 続いて、資料の確認を事務局にお願いする。 

（社会教育推進担当係長（社会教育主事） 説明） 

○副議長 ありがとうございました。この先は議長に進行をお願いする。 

○議 長 遅れて申しわけございません。それでは、協議事項に移り、社会

教育関係団体の補助金交付について事務局から説明を。 

○社会教育推進担当係長（社会教育主事） 社会教育法13条により社会教育

委員会議に意見を聞くという規定があるので、ここで説明をする。社会教

育関係団体に対する補助金交付の目的としては、関係団体の自主性を高め

て活動の活性化に資することによって、杉並区の社会教育活動の振興をは

かることである。 

杉並区では、全区的な活動領域をもつ連合体組織の団体のみを補助金の対

象として、小学校、中学校のＰＴＡ連合体、学校開放連合協議会、文化団

体連合会の4団体がその対象である。交付の範囲は団体の運営経費が原則で

あり、補助金の額は毎年度予算に定める額の範囲とし、それぞれに対して

は補助金交付要綱等を根拠として執行している。今年度の補助金の額につ

いては資料にあるとおりである。 

○議 長 参考までに、小中のＰ協は、区内のＰＴＡ全体の何％ぐらいが加

盟しているのか伺いたい。 

○教育連携担当係長 小Ｐ協については、区内41の全小学校と区立養護学校

のＰＴＡ、計42のＰＴＡで構成されている。中Ｐ協については、和田中以

外の22中学校のＰＴＡが加盟している。 

現在は、学校支援課を所管としてＰＴＡ支援の窓口を担っているが、以前

は社会教育センターが、それ以前は社会教育課が支援窓口を担っており、

杉並の社会教育の根幹をなす重要なベースとなる位置づけである。 

○委 員 Ｐ協に入らないことでどうなっているのか。 
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○委 員 和田中に関してはＰ協から抜けたのでＰＴＡがなくなったという

ような話がひとり歩きしていることもあるが、一般的な学級委員会や校外

委員会、広報というものは全てあり、「保護者の会」という名称でいわゆ

るＰＴＡ活動は存在している。 

○委 員 学校の中では、保護者の会と管理職も含めた教員はともに活動し

ていて、保護者の会が独立しているわけではないということでよいのか。 

○委 員 その通りである。Ｐ協に入っていないデメリットがあるとするな

らば、例えば、隣の中学校ではあんなＰＴＡ活動をしてこんな成果が上が

ったという情報が入ってこないとＰＴＡ役員がよく言っていた。しかし、

ＰＴＡ活動そのものは、そこに通っている子どもたちのために支援をして

いくものであるから、本質論から言えば困ったことはない。 

○委 員 Ｐ協に入らないと、補助金はもらえないのか。 

○委 員 補助金をもらっているのはＰ協であって、中学校単体に補助金が

来るわけではない。 

○議 長 杉並のＰＴＡのあり方やＰＴＡ補助金はしっかりと執行されてい

ると思っている。小Ｐ、中Ｐの予算、補助金交付も問題ないと思うが、学

校開放協議会、文化団体連合会についてもご質問、ご意見はいかがか。 

（ なし ） 

○議 長 この4団体に対する令和元年度の予算、補助金の支出については

差し支えないということで教育委員会に回答したいと思うがよいか。 

（ 了承 ） 

○議 長 それでは議長名にて回答する。 

では、順を戻して、報告事項について事務局にお願いする。 

○社会教育センター社会教育主事 今年度のすぎなみ大人塾は、開始にあた

り、すぎなみ地域大学と共同で魚住りえさんの講演会を開催する。それと

同時に「大人塾まつり2019 すぎなみはじめの一歩まつり」として、これ

までの大人塾卒業生たちの現在の活動をお店形式で紹介し、講演会に来た

方々にも地域活動に触れ、大人塾に関心を持っていただきたいとしてい

る。 

次に、今年度開催プログラムについてである。春から始まる総合コース

は、「プラネット・ラボ」として次世代型科学教育のプログラム開発や地

域の科学にかかわる人材の掘り起こしのようなことを開催する。2年前から

スタートした地域コースは、7月以降の広報すぎなみで具体的なお知らせす

るが、高円寺コース、西荻コースとして参加者を募る予定である。この地

域コースは、より地域活動との関連を考え、また、大人塾のこれまでの卒

塾生の力も企画段階から得ながら開催をしているというものである。 

○委 員 今回の大人塾まつりは、地域大学や社会福祉協議会、協働プラザ

からも紹介を得て、大人塾だけの集まりではない、いろんな地域で活動さ

れている団体が出展するので、ぜひお越しいただきたい。 

○議 長 それでは、次に情報提供として杉十小の取り組みについて。 

○委 員 平成29年度に杉十小はＣＳ（コミュニティスクール）になった。

そこで、どんなことをやるか、よりよい学校にするためにはどうしたらい

いかということを、ＣＳ委員だけではなく、教職員や保護者、何よりも子

供と対話していこうというコンセプトで始めた。 

もう一つは、「蚕糸の森研究所」についてである。ＣＳの考え方とよく似
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ているが、杉十小と言えば蚕糸の森公園の中にあるというのが大きな特色

である。その特色を学校の教育の中に大きなものとして据えて、教員だけ

でなく、地域の方や、もちろん保護者やＣＳの方々と一緒につくり上げて

いくと、持続可能なよい学びができるのではないかと始めたものである。 

それらの資料としてリーフレットを配布しているのでご覧いただきたい。 

○委 員 これはＣＳになったからできるようになったということなのか。 

○委 員 なったからというよりも、ＣＳになるのだから、こういうことを

やってみたらどうかと考えたということである。 

○委 員 とても素晴らしい取り組みであるが、それぞれの学校が、このよ

うな独自の何か個性を生かした取り組みをしているということなのか。 

○委 員 それぞれの学校も、特色ある教育を推進することになっている。 

○委 員 パンフレットのように一覧で見られるようなものもあるのか。 

○委 員 たいていは学校ホームページには載せるので、各小学校を調べれ

ばわかる。ただ、一覧では見られない。 

○委 員 もったいない。私学は積極的な発信があり、みんながそれに乗っ

かって選びやすい。なのに、公立はせっかくいいことをしていても発信力

がない。もったいないと思う。 

○議 長 次に、中学生小笠原自然体験交流事業についての情報提供を。 

○委 員 次世代育成基金活用事業で、杉並区在住の中学生29人の引率で小

笠原に行ってきた。 

目的意識を持って小笠原に行くのだということがあり、それぞれがテーマ

を持っている。多くは小笠原諸島の自然、独自の進化を遂げていった世界

遺産をいかに残していくか。参加した子どもたちは、それらを自分ごとと

して捉えている。知識として持っているのではなく、どう考えて、どう行

動できたらいいのだろうかという答えのないものに挑戦している姿があ

る。この成果報告会は7月6日に泉南中で行うのでお越しください。 

○議 長 ありがとうございました。その小笠原までの交通手段は。 

○委 員 飛行機は飛んでいないので、船で24時間。 

○議 長 杉並では経験できないこと、非日常の生活空間とか生活時間は、

すごくいいことだと思う。 

○委 員 いろんなことを思い、経験した子どもたちの中には、大学生にな

って杉並の行事で活躍している子たちがいるという話を聞いている。次世

代育成基金は、将来の投資をしているのだとつくづく思った。 

○議 長 それでは、協議事項として今期をふりかえっていきたい。日ごろ

からお考えのこと、あるいは今度の新しく整理する施設の話を含めて、ご

提案やご意見があればいただきたい。 

○委 員 先日の会議で、立場間のネットワークと人間としてつながってい

るネットワークの必要性についての話があったが、委員という立場がなく

なっても常に興味を持ち続けて、気づきがあったらフィードバック、そし

て委員もそれを俎上に上げながら、きちんと話し合っていくことができた

らいいと思う、 

○委 員 社会教育委員を6年間やってきたが、今期は外部の施設見学があ

って施設とのつながりもできた。また外部の先生の講演を聞くなど、非常

に印象的に残ったものがあった。 

○委 員 次世代型科学教育の拠点については、私にとっても区民の皆様に
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とってもすごく大きな関心事だと思うが、どう進捗していて、その中で社

会教育委員の会議が、何をどう発言することができるのかわかりやすくな

ることが今後に向けての希望である。 

○委 員 この会議でいろいろと学んできて、人とのつながりは非常に大き

いと感じている。ただ、出会っても、それは私とその方の出会いだった

り、何とか委員とその方の出会いだったりというようなところで止まって

しまうのはとてももったいない。そういうものを何か集約できるような、

そこに行ったら人を紹介してくださって、つながって、新たな何か発想の

科学的な物の見方、学びができるようなものができる、それができそうな

のにできないのが非常にもったいないと思っている。それがうまく形にな

ることが次の希望と思っている。 

○委 員 杉並区は行政的な施策がたくさんあり、区民サービスがとっても

充実していると思う。でも、もっと有機的に、機能的に生涯学習につなげ

ていくみたいなところが大事なのかなと思う。 

○副議長 杉並区にもかなり海外の方が住んでいらっしゃる。そういう本当

の意味のグローバル、人生があって、生活があって、子供の教育をしなく

てはいけないという部分がいっぱいあるが、まだまだ分断した状態だと思

う。しかも、多様化した時代がそばまで来ているというときに、そこに距

離があるのではなくて、人と人とのコミュニケーションというのを、今

後、社会教育というところでもしっかり考えていくということが、次の議

論でないかと感じている。 

○委 員 異国籍の方たちの妊娠、出産、それからその後というところは、

とても問題になっていて、日本の制度がどうも行き渡らないというような

こともある。おっしゃったように、1対1の人間同士がつながっていくよう

な機会がそれぞれにできたらいいと思う。 

○委 員 大人塾の西荻地域コースでお付き合いのあるネパール人学校の方

たちとのつながりで、今度、科学遊び、サイエンスをネパールの子どもた

ちと一緒にやろうと取り組みを始めたが、そんな視点が広がってくるとい

いと思う。 

○委 員 今年、イスラム圏の新入生を迎えるにあたっての給食対応があっ

た。教育委員会のマニュアルからすると、宗教の理由については対応しな

いというのがルールだが、ルールだからといってもそうはいかない。だか

ら、相手を理解してできることはやる、できないことは、これはこのよう

にしてやるといって了解をもらう。 

○委 員 そのようなやりとりをすることは、社会教育の根幹といった話

で、ある意味、市民の学びにつながっていく。今回のイスラム圏の方とや

りとりをしたものが、教育委員会としてもまたそれが一つのモデルケース

になる。 

○副議長 そのキャパシティーを増やしていくしかない。 

○委 員 そして、文化交流。交流協会などで外国籍の方のお母さんたちの

集いというようなものを開催しているかと思うのだが、案外そういうもの

があるということ自体を知らない。やはり、社会教育の視点からのそうい

う情報発信が必要になってくると思う。 

○議長 異文化を持っている人をどう受け入れるかというのは杉並に限らず

とても重い問題で、特にそこでは社会教育の力が試されるものだと思う。 
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私自身は、科学と生活レベルの社会教育は違うのではないかと思っていた

が、実はそうではなくて、結構裏でくっついていることがよくわかってい

て、勉強になりました。 

それでは、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 定刻になりましたので、これで閉会します。皆様ご協力ありがと

うございました。 

 

 

 


