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会 議 記 録  

会議名称 第 9回社会教育委員の会議 

日 時 平成 26 年 9 月 18 日（木）午後 4時 01 分～午後 6時 07 分 

場 所 東棟 6階 教育委員会室 

出 席 者 委員：吉井、木野内、岩崎、藤川、多田、吉田、内山、原、笹井 

区側：生涯学習スポーツ担当部長、生涯学習推進課長、社会教育セン

ター所長、生涯学習推進課管理係長、学校開放担当係長、社会教育推

進担当係長（社会教育主事）、学校支援課社会教育主事、管理係主事 

配付資料 ＜事前配付資料＞ 

1 第 8 回社会教育委員の会議 会議録（案） 

2 杉並区総合計画・実行計画の改定（案）について（抜粋） 

3 杉並区公共予約システムさざんかねっと（集会施設） 

4 学校施設使用券の販売について 

5 社会教育委員の会議 グループ討議まとめメモ 

＜当日配付資料＞ 

今期のまとめについて（たたき台） 

＜参考資料＞（委員のみ配付） 

・杉並区の教育 平成 26 年度／平成 26 年度 科学館要覧／平成 25

年度「すぎなみ大人塾」記録集／夏休み子ども向け催し情報カレ

ンダー2014／杉並子どもサイエンス・グランプリ 2014／1964 東京

オリンピックと杉並／この秋の共催 家庭教育講座／大人のミカ

タ 家庭教育講座の記録（平成 25 年度）／青少年委員だより 第

63 号／とうきょうの地域教育 №116／東京文化財ウイーク 通年

公開ガイド／東京文化財ウイーク 特別公開・企画事業ガイド／

社教連会報 №75／第 45 回関東甲信静社会教育研究大会神奈川大

会 開催要項 

会議次第 Ⅰ 報告事項 

 ・杉並区総合計画・実行計画の改定（案）について 

 ・使用料等の見直しについて 

Ⅱ 協議事項 

 ・今期のまとめについて 

 ・平成 27 年度に向けた具体的な取組みについて 

 ・次回の日程について 

Ⅲ その他 
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（意見要旨） 

○議 長 ただいまから第9回目の社会教育委員の会議をはじめたい。まず、担当部長

からご挨拶いただきたい。 

（生涯学習スポーツ担当部長挨拶） 

○議 長 次に、会議記録でグループでワークを議事録の一部にすることについて。 

○社会教育推進担当係長（社会教育主事） ２回ほど会議でワークをした経緯があ

り、その部分についての扱いをご相談したい。扱いが定まれば、前々回の議事録も

まだアップしていないので適切に対処したい。 

○生涯学習推進課長 掲載する場合は「メモにより掲載します」というキャプション

を入れて扱うことになると思うが、その前に皆さんに掲載の有無をお諮りしたい。 

○議 長 会議記録は当然公開だが、メモは公開したほうがよろしいか。 

○副議長 未完成なので中途半端に載せると誤解を生むこともあるので心配がある。 

○委 員 逆に会議でのディスカッション部分は、議論している内容が濃いところで

はないかと思うので、議事録に加えて情報発信したほうがいいと思われる。 

○副議長 確かにそうで、かなりのフリートーキングで用語の吟味も必要だと思う。 

○委 員 載せるのであれば、その場合には出された意見少しまとめるなど、要点を

整理してはどうか。 

○委 員 もっとまとめた形ならばきちんと見ていただくようになると思うので、要

旨をまとめた方が読みやすいように思う。 

○副議長 ローデータで記録にされてしまうとなると議論もできなくなり、何も言わ

なくなることにつながらないよう注意をして言葉も精査した方が良い。 

○議 長 情報公開には、積極的公開とリクエストがあっての公開がある。公的機関

であれば情報公開の観点は当然だが、言葉が誤解を生み、それ基づく意見とか批判

を受けるようでは、かえって区民との信頼関係が崩れることにもなり兼ねないので

気をつけなければならないな。今のお話で、もう少しまとめた記述で載せたらどう

かとの意見が多いように思うので、趣旨は残しつつもすこし整理した形でお願いし

たいがその方向でどうか。 

○生涯学習推進課長 案を作成し、改めてご提示させていただくことにしたい。 

○議 長 ではそのようにお願いしたい。次に、報告事項「杉並区総合計画・実行計

画の改定（案）」についての説明をお願いしたい。 

（生涯学習推進課長説明） 

○議 長 ありがとうございました。この案への意見は、後で出しても良いのか。 

○生涯学習スポーツ担当部長 社会教育部門では、この会議が条例設置でもあるので

ご説明申し上げた内容についてのご意見は、直接でも後でも構わない。 

○副議長 資料に「科学教育の推進」はあるが、地域の歴史教育の推進というのがあ

ってもいいように思うが。 

○生涯学習推進課長 施策については、ここに載っていないものも多く、今後、その

中から区の重点施策になっていくこともあり得る。現時点では科学分野だが次の改

定時には、重点もまた変わってくるかもしれない。 

○生涯学習スポーツ担当部長 科学教育の推進は、科学館の老朽化に伴う事業の移転

に伴う芽出しということだが、郷土博物館などは、経常の業務の中でしっかりと行

っていくので、これ以外のことをやらないということでは決してないことをご理解

いただきたい。 

○議 長 では、このような状況をご理解をいただき、次の使用料等に進みたい。 

（社会教育センター所長説明学校、開放担当係長説明） 

○議 長 ありがとうございました。今の2件の報告への質問とか。 

○委 員 さざんかねっとの仕組みが変わる前に、利用者や登録団体からのヒアリン

グなどがあったか。取り消し期間等大きな動きもあり、子ども向けの活動なでは予

定がしにくくなった感があり、区の施設を使わずに活動した方がいいのではないか
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との話も出たぐらいだが、利用者意見を吸い上げることがあったかどうか。 

○社会教育センター所長 登録団体向けにはしていないと思う。 

○生涯学習推進課長 去年から使用料等の見直しの一環で多く区民の方に対する全体

的な広報やホームページでの掲載をしており、ご意見もそこでいただいている。 

○議 長 学校施設使用券の例は他にもあるか。その根拠はどうなるか。 

○学校開放担当係長 23区内外に事例があった。杉並区では、規則改定による対応を

させていただいた。 

○委 員 学校施設の使用券に関しての運営や管理は、利団協の組織が担うのか。 

○学校開放担当係長 申込書に貼って出すという形で利団協は利用の調整だけで利用

の調整自体は、まだ、当然のことながら残る。 

○生涯学習推進課長 学校開放の仕組み自身を変えずに使用料をいただくことにした

め、利用券の購入と実際の利用時に提出の申請書に貼っていただく形にした。 

○委 員 一部団体の無料というお話もあるが、何か明確な線引きがあるか。 

○生涯学習推進課長 もともと10名以上の区民、在住・在勤・在学の区民で構成され

ている団体が登録団体で、このうち中学生以下の子どもが過半数以上の場合は、少

年団体申請をしていただき、施設利用の際は無料という形にしている。 

○議 長 ＰＴＡの大会で体育館を使う場合はどうか。 

○生涯学習推進課長 ＰＴＡの所管課と協議をして、団体の半分以上が現役ＰＴＡで

あり、それぞれ要綱など決まりを持っており、その中でＰＴＡの活動として定めら

れていることを前提として、ＰＴＡ活動の延長にあるものは学校の取り組みの中に

定めた。また、ＰＴＡ同士の大会等については、後援等の申請を受けて利用してい

ただくような方法になると思う。 

○議 長 その考え方からすればＰＴＡの活動は、子どもの教育にかかわる公共性が

あるから取るべきではないという理論的立証ができる。どういう場合に徴収したり

徴収しなかったりがよくわからないとうので不公平感がないようにしていただきた

い。この券の偽札防止はどうか。 

○生涯学習推進課長 使用券は、防止策を講じ業者でなければできないということ

と、裏にシール加工してあるので偽造防止にしてつくらせていただいた。 

○議 長 わかりました。他にはどうか。 

（ なし ） 

○議 長 ありがとうございました。それでは、一応、報告事項はこの辺までとし

て、次の協議事項に移りたい。 

  社会教育委員の会議の今期まとめづくりのため、皆様方のご協力のもと分科会方

式での議論も重ねた。杉並の大きな計画や方向性のもとで、この地域における生涯

学習や社会教育をどうつくり上げていくのか。この地をどうやって住みやすくて豊

かな地域にしていくのかなど、今期まとめは非常に大事なものになってくると思

う。そこで、今日はこの会議の委員全体で少し突っ込んで議論したいと考えてい

る。まず、これまでの議論の様子を事務局からお話しいただきたい。 

（社会教育推進担当係長（社会教育主事）説明） 

○議 長 ありがとうございました。今の報告内容に関連してご意見を。 

○委 員 つなげることの難しさを改めて考えながら説明を伺った。こちらのまとめ

にある「何かテーマがあり、そこにある磁力に吸い寄せられて集まる」とこで、社

会教育というと難しくなりがちで、やはり「楽しい」や「興味がある」ことが実は

忘れがちだが大切で、社会教育や社会教育コーディネーターから入ってしまうと、

どうしてもそうなりがだが、地域に広く呼びかけるという時に忘れてはいけない大

事なキーワードではないかと感じた。 

○委 員 明確に文章化しなければと意識すると難しいが、出てきたキーワードは

「場」「協働」。「やりとりの復活」の「復活」とは、「場」とか「協働」という

抽象的なものをどう現実的に組み立てるかだろう。目的や目標が存在しないと進ま

ないところが課題で、そのイメージ的なものの構築をコントロールするのがコーデ
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ィネーターという人で、全体像の構築を結論づけなければならないと思う。 

○委 員 「やりとりの復活」というからには、もともとあったものがなくなり、

「個の時代」に地域や学校、あるいは組織やコミュニティをうまくまわしていくと

いう観点から社会教育のコーディネーターのような「つなぐ」ことも必要だという

ことになってきたと思う。地域や学校など社会の中で一人では生きていけないの

で、何かのために準備する。その「いざ」がそれぞれに異なるにせよ、誰かとつな

がりを持っていればこそ乗り越えられる。そういう側面も社会教育としては必要な

のかなと思っている。 

○委 員 やはり震災に立ち返ってしまうが、自分の生命を脅かされてつながらざる

を得ないと思ったり突き動かされたりしないと、どうしても感じられる仕組がなか

なかつくれないから詰まってしまうのであろう。 

○議 長 昔の縁側でのお茶会も目的的ではないが、集まってお茶を飲みながら楽し

んだ居場所のようなものが地域にあり、お互いの信頼関係をつくり、結果的に何か

地震や火事の時に役立つところがあった。はたしてつながりは目的的で良いか。 

○委 員 例えば、近所のおじいさん、おばあさんが面倒を見てくれることがあり、

昔はそれで良かったが、今は、現実的なつながり、目的的つながりを持てないとこ

ろでは、つくっておくことが大事ではないか。 

○委 員 今の若者世代は、ＳＮＳやＬＩＮＥなので、我々上の世代にはやり方もわ

からずに世代間のつながりがなくなっている。そこに若い世代とのつながりを持と

うとしても方法論が違う。逆に、入ってくればと言ってもやり方がわからないとな

る。以前は、ＳＮＳのようなシステムがなく集まって会話する場がそうあったのだ

と思うが、今はその場がなくても会話ができる。それをうまく双方融合できる場

を、まずどうやってつくるかというところではないかと思う。 

○議 長 しかし、価値観が多様化し世代間の価値意識も違った状態で人々がシェア

できるトピックスがごく少ないのでは。 

○委 員 例えば、青少年問題協議会でもＬＩＮＥが問題にされるものの、実際に触

れている方はごく少なかった。一方、中学生の「いじめサミット」に行くと、ＬＩ

ＮＥの問題をすでに自分たちなりに議論している。我々は若い世代に対して「悪」

だと言っているのに、実際やっている側は「どうやってうまく活用しようか」とい

うことを考えている。そこをうまく融合させる「場」も具体例としては必要だと思

う。世代間の隔たりはあるが、そこを誰がどうつくるかというところではないか。 

○委 員 それぞれ地域に神社などのお祭りがあり、ある地方の神事、神社のお祭り

で17歳の子たちが神馬を持って最後の山の上の直角に近いところを駆け上がる。成

功しても成功しなくても、その神事を終えたことで大人社会に入っていくことが認

められる。各地の通過儀礼はほとんど途絶え、学校の文化で通過儀礼に当たるもの

を辛うじてやっている。中学3年生の運動会や合唱コンクールで、彼らが仕切ってや

り遂げた感で一歩成長したことを彼ら自身が自覚する。地域の中では、そのような

場面がなくなって子どもたちを地域社会に引っ張り出そうという働きかけがあって

も、そこでやり遂げた感があるような場がないので、大人から認められ自分でも実

感できるようなものが復活させられると良い。いよいよ学校を卒業したから社会の

一員の中に入るというだけでなく、地域の中の何かを通過したから、当然自分はこ

この一員だというものができるといいと思う。 

○委 員 様々な側面から社会教育の取り組みがある中で、世代も変わり価値観も多

様な中では、ベストではなくても様々な切り口を社会の中に散りばめ、地域にある

ことが大事だろう。昔で言うなら「おせっかい」な人、ここで言うコーディネータ

ーなど切り口が少し変わっても人の発想は変わらず、「場」「人」、それなりのお

もしろ「企画」があればつながれたり新しいものもつくられたりしよう。 

○議 長 人と人とがつながる前提として、社会に居場所的つながりがなければと思

う。今は限られた場面しかないからこそバーチャルなところにつながりを求める。

ＬＩＮＥつながりもいいが、本当の意味での本音で他者とつながる、社会とつなが
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るかが疑問。自分をある種の役割やとかキャストで自分の姿形を変化させながら見

せ変えているような気がしてしかたがない。どうやれば自然な、あるいは本質的な

意味で高齢者の方も子育て中のお母さんも含め若い人も社会参加してもらえるか。

そのための工夫が必要だと思っている。 

○委 員 日本は「個」を大事にし過ぎて責任を意識しなくなったり相手への意識が

すごく弱くなったりしていることを感じる。地域住民としての責任の部分と自主性

の部分との相反する部分もあるかもしれないが、例えばポイント制のような形で半

分縛りの部分もないとなかなか難しいのかなとも思う。 

○議 長 実は、大人も子どもも社会的な役割を自分で見出せていない。役割は、あ

る種の義務で、自分で「やります」と言えばやらねばならない道徳的義務が生じる

のだが、それが自分ではよく見えないのだと思う。だから自分で選び取れるように

すれば子どもたちもきちんと責任を持つように思えてならない。昔のお祭りは、ど

んな職業の人にも役割があって一つにまとまっていったと思うが、社会との接点が

余りないから見えなくなっているのではないか。 

○副議長 あるところで退職し人に「何が欲しい？」と聞いたところ「役割が欲し

い」と答えたと言う。役割を見つけられない人が言うので、やはり「場」と「役

割」をみんなが持てたら、何となくコミュニティができるのではと思っていたが。 

○副議長 学生と接していて、彼女らはネットでつながっているので、物理的な体は

眼の前にいても心は飛んでいってしまう。授業中でもどこでもネットで体と心が遊

離し、心はそこにない。これがサイバー空間で、コンピュータによるネット上での

つながりだと思う。日本でもアメリカでも家族の会食で食べながら皆で会話すれば

いいが、それぞれがスマホで別の人とつながっていて、ただ横で食べているだけ。

これをもう一回合体させようとするなら、この杉並の地に体を置いている人が、離

れていた心を合体させることが必要か。 

○委 員 2人で話していても相手のスマホにメール着信があり、それに対応されてし

まうとこちらは完全に鼻白むことになる。若者はそれでオーケーなのだろうが、こ

の2人の共有の空間を大事にせずに、そうなるのはお互いさまなのか。 

○委 員 他から横槍で会話が入るのはＮＯだが、着信があった時はＯＫだと思う。 

○議 長 公共施設のサロンに小学生が集まっても、ただ集まってスマホでオンライ

ンゲームをやっているだけ。そういう光景が観られる。 

○副議長 だから、体がそばにいるのがうれしいのではないか。私の大学には若い学

生がいるので、来年、授業でこの問題を考える準備をはじめた。どういう解決方法

があるかを探ってみようと思う。 

○委 員 今後、学校教育に端末が入るが、それはプラスになるのかどうかと。 

○副議長 難しいとは思うが、韓国や中国とかの先進的教育に取組エリアでは当たり

前になっている。日本は後進国と言われているようなところで何とも言えない。 

○議 長 リアルにコミュニケーションすることがつまらなくて、それよりもサイバ

ー空間での方が楽しいからか。 

○委 員 直接的なリアクションや顔が見えるところだと個が出てしまうのが怖いの

ではないか。だから、距離があり安全な中で自分を出さないようにしたいのでは。  

端末だとリセットが効くが、「やりとりの復活」はめんどくさい。現実でそんな

場面は出くわしたくないのでは。 

○委 員 それではリアルな社会とつながっていないのに、たぶんつながっている気

になっているのでは。 

○副議長 我々は話をしてわかり合える世代だが、到来する次の世代にまでどうつな

げていけるのであろうか。 

○委 員 中学生の観劇の随行で出かけていた際に3.11の震災に遭い帰れなくなった

のだが、ある中3男子が「もし自分の学校にいたら、今頃震災救援所の立ち上げに自

分が立ち会えた。そのために訓練もしてきたのに悔しい」と言ったことに感動し

た。訓練の中で大人たちとの語りかけの中で、彼のその意欲が高まったに違いな
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く、育てることができるのだと思った。スマホやＩＣＴの素晴らしさや魅力はある

が、文明の利器の登場とともに使いこなす文化を育むのもルールだと思うので、遅

ればせながらもその文化を築いていくことだと思う。 

○副議長 するといきなり子どもの話と高齢者の話とを一緒くたにしようとするのは

無理ではないか。年上の層が文化をつくりつないでいく作業が必要ではないか。 

○委 員 文化というのも難しい。高円寺阿波踊りを例にすれば、いろいろな役割や

プロセスを通して人々が一つになれるが、同じようなものをつくれるかと言えばど

うか。その文化を見つけることしかなく、それにどう参加してもらうかだと思う。 

○議 長 「個の時代」で「個」の自由さやしなやかさを大切にしつつ、自立した人

と人とがつながっていくという基本コンセプトを考えているが、「個」を大切にし

てつながることが、実はバーチャルなメディアの時代においても難しい問題がある

ことが話を聞いてわかった。だから「場」や大きなイベントが「磁力」を持つと言

っても、オンラインゲームから人を引き剥がして来させる「強力な磁石力」がなけ

ればいけないように思った。 

○副議長 若い人には、やはり文化を新たにつくり出すことが大きないいチャレンジ

だと思う。みんなが一体化できるものをつくり出せたらすごいことになると思う。 

○委 員 例えばお祭りという「場」を提供し、その中で地域らしいものをみんなで

つくっていくとか、盆踊りなら一緒に音頭をつくるとかヒップホップを教えると

か、そういうものとうまく融合していけばと思うが。 

○委 員 ＳＮＳの存在を否定せず、あわせてフェース・トゥー・フェースを本当に

楽しめて実感を味わう場があると子どもたちも変わるし、大人も同じだと思う。 

○委 員 バーチャルのつながりもあるがそれしかないので逃げ道がないのでしがみ

つくのではないか。仲間づくりをすると必ず仲間外れが出るが、これまでは地域で

誰かが面倒を見てくれたりした。ネットだけでしかないとそれこそ極端になってい

る。私の知り合いで区内の男性がＰＴＡの会に出たら、「私はＬＩＮＥに入れても

らっていない」と真面目な顔で言っている人がいたということがあったと聞いた。 

○委 員 ＳＮＳ自体の目的は簡単に情報発信ができ収集もできるという部分だが、

少し違った方向になっているように感じる。しかし、そのことによって自分自身を

安心させられる世の中なので、だからこそ、仲間外れにされてしまうと本当に逃げ

道がない。それが怖い状態で、中学生ぐらいになれば「いじめ」問題にもなる。し

かし、それに中学生自身は気づいている。それをどうにかしようと中学生自身が今

考えている。すでに議論しているこれからの世代がいること。それを大人に伝える

ために発信するだけでも、ＳＮＳにかかわる大人たちで考える方がいるかもしれな

い。 

○議 長 現実的に実現可能な社会教育行政や政策を考える際にこのメディアの問題

は外せないことを改めて感じた。今日は、認識を新たにし、いろいろな課題や弊害

もあるものの、基本的コンセプトや認識とかを共有していると思えた。今の状況や

今後の動向も踏まえ個人が自立し――自立というのは自由さと主体性と責任とあわ

せ持った意味だが、それで社会とつながり、社会の中で人と人とのつながりの中で

自分も成長し、社会もより良くなっていくようなイメージなのかと思った。 

  次回は、これまでの議論も踏まえて少し構造化して論点をお示しして、また議論

できればと思うが、その次回にについて、事務局から。 

○社会教育推進担当係長（社会教育主事） 次回については、調整表を送らせていた

だき設定を早めにしたいと思うので、またご返信をよろしくお願いしたい。 

○議長 それでは本日はこの辺で。ありがとうございました。 

 


