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会 議 記 録  

会議名称 第 12回社会教育委員の会議 

日 時 平成 27年 3月 9日（月）午後 4時 32分～午後 6時 38分 

場 所 西棟 6階 第 6会議室 

出 席 者 委員：吉井、木野内、岩崎、藤川、多田、吉田、原、笹井 

区側：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）、社会教育センター社会教育主事、管理係主事 

配付資料 ＜事前配付資料＞ 

1 第 13期社会教育委員の会議意見まとめ（案） 

2 Ⅲ．具体的取組・施策について 

＜当日配付資料＞ 

1 第 11回社会教育委員の会議 会議録（案） 

2 平成 27年度区政経営計画書‐抜粋 

3 杉並区総合計画 杉並区実行計画 

4 第 67回優良公民館表彰について 

5 平成 26年度「公民館等を中心とした社会教育活性化支援プログラ

ム」事業報告概要シート 

6 杉並区生涯学習指導者傷害保険 

7 大人の部活フェス 2015 

8 社会教育セミナー 

9 すぎなみ大人塾 PREMIUM 

10 第一次近衛文暦内閣と日中戦争 

11 青少年委員だより 第 64号 

12 だがしや楽校的かかわり大図鑑 

13 とうきょうの地域教育№ll9 

14 すぎなみ教育報№216 

15 学校支援本部ってなんだろう新聞 第 9号 

・内山副議長からのメッセージ（メール本文を印刷したもの） 

会議次第 Ⅰ 報告事項 

 ・第 67回優良公民館表彰について 

 ・杉並区総合計画・杉並区実行計画について 

Ⅱ 協議事項 

 ・今期のまとめについて 

 ・次回の日程について 

Ⅲ その他 
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（意見要旨） 

○議長 議会の関係もあるようなので、先に配付資料の確認等々を進めたい。 

（社会教育推進担当係長（社会教育主事）説明） 

○議長 では、次に移り、まず報告事項の第67回優良公民館表彰について。 

（社会教育推進担当係長（社会教育主事）説明） 

（社会教育センター所長報告） 

○議長 ありがとうございました。公民館同等施設にも広げたところで社会教

育センターが選ばれたのは、非常に高く評価されたと認識していいと思う。 

〇委員 他の受賞施設等との違いはあったか。 

○社会教育センター所長 人口の少ない地域で、地域の人と協働しながらさま

ざまな取り組みを行うところが評価されていた。 

○社会教育センター社会教育主事 広島の玖波公民館の発表では、公民館の講

座に触発された中学生が自発的に「地域ジン」と名乗り部活的に始めたり、

講座がきっかけとなって波紋が広がっていったところを捉えて報告されてい

た。杉並のような都市環境での実践が稀有な例となりやすいので、玖波公民

館の取り組みの可能性というのが全国にも波及できる大きな意義のある取り

組みだと感じた。 

○委員 この目的に「地元商店街の活性化を目的に」とあるが、東京は逆で、

地域の活性化を商店街が担っていくようになるので違いがあると感じた。い

ずれにせよ5館に入ったわけなのでそれは誇るべきだと思う。 

○議長 社会教育センターを評価されてとてもうれしく思う。これからも事業

を拡大していただければと思う。では、次の報告事項をお願いしたい。 

（社会教育推進担当係長（社会教育主事）） 

○議長 これについてのご質問とかご意見はどうか。 

○委員 科学館に行くのではなく、科学館のハウツーを各学校に持ち込む。科

学館に学びに行くと、大体2時間の学習時間で学校によっては4時間かけても

学びは2時間というところもある。また、バス代の費用もかかっていたので、

そこをもっと改善できるとなれば、また動きが変わるとメリットはたくさん

ある。 

  紹介されているこの移動式プラネタリウムには、皆さんにもぜひ入っても

らうといいが、本当に全空間に包まれたような状況になり、それが終わる

と、また別世界から戻ってきたような体験ができる。学校教育や社会教育の

中で新しい取り組みをしていくことで杉並の理科教育の推進ができるという

ことを非常に期待して、どんなふうにできるかなというのを楽しみにしてい

る。 

○委員 理科教育には、目で見る、手に触れるという部分も大事だと思う。自

分の目で見てさわれるという施設の活用も視野に入れていただきたいと思う

ので、今後進めていくに当たって、検証していただきたいと思う。 

○議長 ありがとうございました。それでは他の報告事項を。 

○社会教育センター社会教育主事 社会教育をきっかけに取り組みが広がって

いるものを見せていこうということで、「だがしや楽校的」という冊子があ

る。自分の持ち味とか特技をお店形式で見せ合うという、新しいまちづくり

と人づくりのやり方で、すぎなみ大人塾でここ数年やってきたところだが、

杉並だけではなく、昨年度には、セシオン杉並に他地域の人たちに来ていた
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だき「全国だがしや交流」ということもやった。そこで、この冊子をつくる

経費を含め、区内で助成金を出す財団をつくられた方にご協力いただき、地

域を超えてつながった人たちと一緒に楽しみながらつくったものである。ぜ

ひ、お読みいただければ思う。 

○議長 すごくいいと思うが、だがしや楽校は商標登録されたりしているか。 

○社会教育センター社会教育主事 特に登録されてないので、どんどん使って

広がっていければと思う。来年度、杉七小と協力してやる予定もある。 

○議長 学校支援ボランティアは、自分が得意なものを持ち寄って子供のため

にやるのが基本なので、まさにだがしや楽校的であろうと思う。他になけれ

ば、続いて協議事項に移りたいと思う。今期のまとめということで、「意見

のまとめ（案）」となっているが最新で、これを最終的な報告にしたいと思

っている。もしできれば、これを全部読み上げてほしいが可能か。 

（ 区側職員４名で交代に資料朗読 ） 

○議長 ありがとうございました。内容的なところで加筆修正があれば。 

○委員 後にふり返ることができていいが、長過ぎるので読まないで終えてし

まうという危機感がある。細かくてもいいものの、申し越し何か欲しい。 

○議長 それはサマリーとでなく、問題提起みたいなことか。 

○委員 私が今まで議論をした中で感じとったのは、ＳＮＳに参加している個

人が、自信という部分を勘違いしているのではないか。本当に周りの人たち

に認められて初めて自信につながっていくものだと思うが、どうも自己満足

的になっている。ＳＮＳで自分は自信だと思ってもフェース・トゥ・フェー

スで議論や情報が入ってきて学んでいくものだと思うが、その解説が文章全

て織り込まれていると思うので、最初に要約とかがあればいいと思う。 

○委員 報告書としてはおもしろいが、粗筋のようなもう少しわかりやすいも

のがないと、多くの人には発信が難しかろう。全体としてはどこを一番重点

的にしてどこを一番言おうとしているのかがわからない。今の課題とか問題

点ばかりをやり過ぎて、どうしたらそれが改善されるのかが少ない。そこに

結びつけるために、事前の現状の把握のところにさっき言われたように自信

を勘違いしているとか、そういう部分を入れたほうがいい。 

○議長 時間の関係もあるので、もし、こういう改善点が必要だということが

あれば、ぜひご意見をいただきたいと思う。 

○委員 私は自分なりに納得したところがあり、若者たちが大人たちに認めら

れる通過儀礼が今欠けている部分で、自尊感情や自己肯定感に結びつく部分

であると思った。言ってみれば職住分離でお祭りはお祭りのためにしか集ま

っていない。その弱くなった部分を今後の社会の中で、何で埋めていくの

か。ふだんのつき合いがない中でもって集まったときに、何を魅力にして仲

間意識ができるのか。かつてのプラスの部分、つまり現在欠ける部分を何で

埋めていくか。私は学校の立場で言うと、学校教育の一つのものを活用すれ

ば達成感を持てる。しかし、それは学校の中だけで完結し、かつては大人社

会に入っていくうえで多くの大人から認めてもらった活躍部分を、今は、学

校の中だけでおしまいになっている部分がもったいないと思った。認められ

ることで彼らが充実感を持ち、社会参加意欲を持てる仕組みをつくっていき

たいと思った。 

○議長 なるほど。社会的役割が結構重要で、それを一種全うすることが、自

己肯定感の育成とかイニシエーション、そういう儀礼通過になるかとも思
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う。そういう役割を与えるイベントや活動が大事だと思う。 

○委員 地域では活動が幾つかが重なって、同じようなことがバラバラにやら

れるものがあってもったいない。新しいものをつくるよりは、我々がやって

いるいろんなことにある価値をどう集約していくかという段階だと思った。 

○委員 地域行事は、いろんな方たちが先頭になっているが、その人たちの中

でも自己肯定だけで終わっている部分もあると思い、それは非常にもったい

ないと思う。それをいかにまとめていくかということだと思うが、この報告

としては、明らかに地域の課題というのは抽出できているので、それに対し

て、どういうふうに持っていくかがか読み取れるような流れも欲しい。社会

全体をどういうふうな学びの場としていくかということを話してきたので、

そこにつながるような文面にしてはどうかと思う。 

○委員 まさに今おっしゃったことが、中学校のレスキュー隊で大人に認めら

れるチャンスだと思う。そういう場面で声をかけられた中学生たちが、3月11

日の震災のときに、「今ごろ自分が地域にいたら活躍できたのに」というよ

うな言葉を発していたことにつながっているに違いないと思う。 

○委員 自信を持って大人に話しかけられる子供たちになっている。だから、

本来は、大人でも、若い人間が自信を持って年配者に話しかけられるような

人を育てたいし、そういう場をつくりたいと思っているはずだが、どうして

も否定をしがちな社会があるので、そこを結びつけられるように持っていき

たい。 

○委員 自己肯定感とか自信を持つという話は、本当にここの会議に来て、そ

うだと思ったキーワードで、ここで聞いたことを子供に話すと、そんな人た

ちがいることを知ることにつながる。だから、例えば学校とかその世代の人

だけで完結してしまう。かかわる人たちだけで完結してしまうということを

地域の人で共有できるだけでも、かなり違ってくるだろうなと実感している

ので、家庭で大人が意識して知ったことを話すということは大事なことだと

思うし、実は親の子供へのかかわりもすごいキーワードになるような感じを

持った。つないでいく意識を、通過儀礼ということがなくなった今の一つの

埋め合わせ方として、大人がその気持ちを持つことが大事だと思う。杉並

は、7地域で分かれていてそれぞれのというのも、もう少し使いようがあると

思っていて、地域の色が出ると、地域をもっとおもしろがれるかと思ったり

もしたので、何かそこがつなげられると新しい提案ができていくように感じ

た。 

○議長 仕事でベトナムとかへ行くことが多いが、中堅都市より人口が少ない

ところは、暑いので門がなく、玄関や窓も開けっ放しで、各家々で夕飯を食

べていると、地域の人や子供が勝手に入ってくる。1階は大体食堂で2階が寝

室とかだが、勝手に入った人がソファーに座って、食べ終わるのを待ってい

る。その家の人たちが食べ終わったら、皆でソファーに移動してお茶をした

りする。家庭が半分パブリックな広場になっている状態で、まさに昔の縁側

になっていると思った。他方、全国の家庭の子育て支援の調査をしたとき

に、家族に対する意識アンケートを行ったことがあり、その結果を世代ごと

に比較してみると、今の20代、30代の子育て世代というのは、自分の家族の

一員、旦那とかパートナーとか、あるいは子供とかにすごく意識が行ってい

る反面、家族の外には意識が行っていないという結果になった。親戚づき合

いやひな祭り、お正月や節分などの社会的なお祝い事は、意外と消極的で、
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そのかわりに、うちの長男のお誕生日のお祝いとかは盛大にやる。昔の世代

と比べると視線が内向きになっているという傾向がどうしても出てきてい

て、まさに地域のことや自分の家庭の外には関心を余り持っていないという

親御さんが多いという結果になっている。なので、この地域の人の話とか、

お父さん、お母さんが地域で出会った人の話とか、地域であった出来事とか

人のことが話題になるということがとても大事で、そういう意味では、大人

の意識をよりよくしてもらうためにどうすればいいかということまでやっぱ

り書き込んだほうがいいと思う。 

○委員 この書かれている小見出しに結構くすぐる表現があって、ちょっと読

んでみたいわという気分になるようなものも幾つかあるので、結構小見出し

で読ませる部分がある。それと写真を入れたりして、子どもたちの様子を大

人にやっぱり伝えるような、ちょっと見やすいようなものも欲しいし、大人

たちに問いかけるような簡単なタイトルであれば、写真とともに中を読んで

もらえるのではないかと思うので、そのような工夫もできればほしい。 

○副議長 世代間ギャップというのはここで大分大きく取り上げてあるが、Ｓ

ＮＳを使う人と使えない人で違いがあり、あたかもそれが全てのように読め

る。別の切り口から言えば、社会的に支えている若者層と支えられている年

寄り層との感情的なギャップというのもあると思う。年寄りの側から言え

ば、支えられているという気持ちをもっと若い層にも示さないといけない

し、示されたほうも、やがて我々も支えられるという理解が必要なのではな

いかと思っているので、そういう触れ方がないかなと思う。 

○委員 最初にもあるが、「総合計画とか実行計画のもと」と書いているが、

結びつきは特に気にはしないか。 

○社会教育推進担当係長（社会教育主事） どちらかというと、地域とか暮ら

し自体は行政計画ではない部分があり、社会教育は、共助的な部分も含めて

問うような性格を持っているので、公的な部分でやらねばならないことも当

然あるが、むしろその私的なあるいは共助的な部分というものを絡め、まち

の暮らしをよくするとか人の暮らしがよくなるとか、人間関係がよくなると

かということを考えようとする部分に光を当てている。 

○委員 最後の、車座検討委員会の資料とかの説明はなくてよいか。 

○社会教育推進担当係長（社会教育主事） 参考資料として「Ⅲ．具体的取

組・施策について キーワード「参加、対話、協働」」があるが、まだ接着

ができていないパーツである。これを出したのは、読んだ人や理解してもら

う人の力で地域をよくするとか活動をつくってもらうことを示すためにも、

一つの手がかりとなるようなものを提起する必要があるだろうと思ったとこ

ろだが、まだ書き出しているに過ぎない内容である。 

  区の事業といえども、単に出前事業をやるだけではなく、まさにその地域

性や対象がもう少しきちっと見えるようする必要が出てくるので、もっと違

った形の綿密な準備が必要になることを考え、また、実現するためにもプロ

セスや取り組みが必要になるので、54万都市を一つの地域と見てやるという

やり方だと、なかなかうまくマッチングしないことを感じた。もっと近いと

ころで、身近なところに持っていくならば、その基準や単位にはいろいろな

意見もあるが、少なくとも学校を中心として子供の様子や保護者の状況をデ

ータとして共有し、そのまちの中でそれを受けとめつつ、どうしていくかと

いうことを学校だけに頼るのではなく、自分たちでできることを示さなけれ



第 12回社会教育委員の会議 

 

6/6 

 

ばならないと思った。そのためにはいろんなネットワークが既にあるので、

それをさらにつなげるネットワークのネットワークが必要だったり、ついで

に言えば、そこは自発的にやっていく場所で行政の計画とはまた別に、自発

的な営みの総体だからこそ、自分たちの地域の年次計画のようなこともでき

たりする世の中かもしれないと思い、このようなキーワードが入れられるの

ではないかと提起した。 

  また、若者の社会参加については、ここでお話に出たとおりで、資料の

「大人の部活フェス」というのを社会教育センターで実施したのだが、内容

はフェイスブックでつながった仲間が、まちの中で部活動をするというキー

ワードで、今までの社会教育にはない仕組みだが、そういうことが始まって

いるので、その経験に学ぶところもあった。最終的には地域の人間関係が変

わるということだと思われるが、単にプロセスが違う取組ということだと思

われ、このような若者向けの考え方で事業を組み立てはできないかと思って

いる。 

  最後に、「27年度～車座検討会（区民版シンクタンク）事業のイメージ

図」というのをつけているが、車座委員会という社教センターの事業の見直

しがあり、これまで車座委員だった方々と話し合う中でまとめた概念図であ

る。言いたかったことは、社会教育センターで事業を絡めながら展開してい

くと、いろいろな取組があり、それを串刺しにする人の学びで力をつけてい

ったことを表している。社会教育センターという拠点で見据えた学びのサイ

クルで「車座サイクル」と名付けている。場所を変え、例えば荻窪地域で同

じような館が方で事業を串刺しにしようとすれば、ここに記載の事業は変わ

るはずで、今のこの図に描けてないものがたくさんあると思われるが、７地

域それぞれの地域の中で人が育つとか学ぶとかということがもっとわかりや

すく見えるようにするための例示で、身近なところで考案していかないと

「見える化」が難しいことを説明するためにつけたものである。こういう例

示を入れ、Ⅲにできるとすれば、Ⅰ、Ⅱの内容も随分そこに触発されて変え

ていかなきゃいけないと考えている。 

○議長 ありがとうございました。今日は、部課長がいらっしゃらなかったの

だが、そろそろ終わりの時間なので、次回の日程についてお願いしたい。 

○社会教育推進担当係長（社会教育主事） 今日は、部課長不在で委員協議と

なってしまい申しわけありませんでした。皆さんの任期自体は5月末までで、

年度をまたいでおります。大変恐縮ですが、5月末までおつき合いいただきま

すのでよろしくお願いしたい。4月、5月でそれぞれ日程を調整させていただ

きたいが、5月の設定に関しましては、教育長の都合もあわせて調整させてい

ただくのでお預かりをしたい。詳細については改めて連絡させていただく。 

○議長 ありがそれでは、本日の社会教育委員の会議はおしまいにさせていた

だく。ご協力ありがとうございました。 

 


