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会 議 記 録  

会議名称 第 13回社会教育委員の会議 

日 時 平成 27年 4月 30日（木）午後 4時 04分～午後 6時 05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、スポーツ推進

課長、中央図書館次長、庶務課計画担当係長、教育連携担当係長（社

会教育主事）、管理係長、施設担当係長、社会教育推進担当係長（社

会教育主事）、社会教育センター主査、管理係主査、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（未定稿） 

＜当日配付資料＞（※＝委員配付のみ） 

1 第 12回社会教育委員の会議 会議録（案） 

2 すぎなみ教育報 臨時号 

3 すぎなみ大人塾まつり 2015 「すぎなみ はじめの一歩まつり」 

4 すぎなみ地域大学＆すぎなみ大人塾共同開催 

5 社会教育事業推進委員会（車座委員会）記録集※ 

6 近代歴史講演会 近衛文麿と日独伊三国同盟から日米戦争へ 

7 郷土博物館 5月の年中行事 端午の節供 

8 郷土博物館分館企画展 杉並にあった映画館 

9 平成 26年度青少年委員実践集録※ 

10 すぎなみ地域大学 27年度募集案内※ 

11 チャレンジ・アスリート報告書 

12 すぎなみスポーツアカデミー 

13 ［平成 27年度］東京学芸大学公開講座 

＜その他資料＞ 

・教育委員会委員・管理職等一覧及び教育委員会係長級職員一覧（学

校関連ポスト）（平成 27年 4月 1日現在） 

・天沼のカレンダー 

・杉並区教育ビジョン 2012推進計画 

・なみすく 2015年 春号 

・大人のミカタ 家庭教育講座の記録（平成 26年度） 

会議次第 Ⅰ 報告事項 

 ・人事異動等について 

 ・すぎなみ教育報 臨時号について 

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 定刻になったが4月に区の事異動があったのでご挨拶をお願いしたい。 

(生涯学習スポーツ担当部長等出席部課長挨拶) 

○議長 ありがとうございました。事務局等での異動等については。 

(事務局係長級出席者挨拶) 

○議長 よろしくお願い申し上げます。では、資料の確認をお願いしたい。 

(社会教育推進担当係長（社会教育主事）配布資料説明) 

○議長 足りない資料があればご指摘を。続いて報告事項について。 

(社会教育推進担当係長（社会教育主事）議事録の取扱扱い説明) 

〇社会教育推進担当係長（社会教育主事）続けて杉並区教育ビジョン2012推進

計画の案について、急で恐縮ですが、報告事項として加えさせていただく。 

(庶務課計画担当係長 資料説明) 

○議長 ありがとうございました。ここまでで、何かご質問とかはどうか。な

ければ協議事項に移りたい。会議の報告ということで議論してきたが、内容

を改め配布され文案を読んでいただきご意見をいただくことにしたい。 

（ 区側職員4名で交代に資料朗読 ） 

○議長 いままでの部分に問題の所在が書かれているがいかがか。個人的に

は、「生涯学習と社会教育との違い」の指摘について、その後の文章でリア

ルコミュニケーションや交流の欠如につながっているところだが、基本的な

イメージとして社会教育には、インタラクション(かかわり合い)があると思

うので、その指摘をもう少し入れたい。 

○委員 私も同様で、生涯学習と社会教育との違いが、はじめに出てくるが、

もう少しかみ砕いた説明が必要で、「「個」の時代の最大の課題」(ツボ)」

という表現で課題や問題やギャップの部分を表現されているが、もう少しわ

かりやすくしていただきたい。 

○委員 「ツボ」と表現するところに問題があり、そこを刺激することによっ

て変わっていくというイメージを捉えたが文脈でわかりづらい部分がある。 

○議長 「落とし穴」などに表現を変えて整理してはどうか。 

○副議長 5ページ上から2番目のところをもう少しご説明をいただきたい。 

○社会教育推進担当係長（社会教育主事） これまでの会議録の引用で後段の

部分は、世代を超えたところだけが不活発なのではなく、もともと同じ世代

同士でもコミュニケーションが不活発でいいという感覚でいるという指摘

で、前段の部分は、外側の世代がいろいろやっているが若者とのつながりが

一方通行になっているという指摘をもとにしている。まとめた状態になって

しまいわかりづらさがあると思う。 

○議長 ほかにいかがか。では、恐縮だが続きをまた読んでいただき、再度全

体を通していろいろ議論できればと思うのでお願いしたい。 

（ 引き続き、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。何かすごくおしゃれな文章で、かたい言葉

に直せないと思ってはいるが、いかがか。 

○委員 一番最後の「すぎなみレインボー作戦」とは何か。 

○社会教育推進担当係長（社会教育主事） 前回の会議で杉並を地域に分けて

施策を講じていく考え方が、大いに活用できそうなご指摘だったので、それ

ぞれ地域にあったやり方をと書き込むための単純な発想だった。 
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○委員 ＳＮＳの便利さがあってもフェース・トゥー・フェースが一番だとい

う教育の信念を持っているので、情報交換はＳＮＳでも最後の詰めは、本当

に顔を合わせることであると思うので、その辺をもっと強調していきたい。 

○委員 同じところに「ある会合でＬＩＮＥが問題に」とあるが、これは「大

人の会合」だということを明記したい。また、「人を引き剥がして足を向け

させるような「強力な磁石力」」とあるが「オンラインゲームに釘付け」さ

れているのが「悪」だととられかねないので変えたい。 

○議長 個人的には、地域アイデンティティーづくりが大事で、そのアイデン

ティティーが地域に対する愛着になると思うが、自分が住んでいるところの

人、歴史、自然を好きになるということが個人にとっても地域にとっても大

事で、それがなければ生活も地域づくりの営みも長続きしないと思うので、

愛着や共感という言葉を強調したほうが良いと思う。それと「結合」という

言葉が使われているが、これは「かかわり合い」「関係性」など、ある種の

プロセスというニュアンスを含む言葉にしたい。プロセスがあるから人間が

成長する、あるいは地域への貢献にもつながるが、「結合」だと単に結果だ

けで動いていないイメージが強いので別のいい言葉があればと思っている。 

○委員 「教育を受けるというより自分たちが」という項目で「行政機関の担

当者がそれぞれの業務を通じてその分野での地域とのつなぎ役を担ってき

た」とあるが、どちらかと言えば行政に任せて文句を言ってきたというのが

今までの課題ではないか。だから「今は行政でも地域でもない「中間」で人

が育つ時代が到来し」、いわゆる市民が自分たちで考えていく時代が変わっ

てきたという認識でいるので、そのニュアンスにしてみたい。 

○議長 たしかその「中間」について「しゃべりーな」とか「つながりーな」

というワードも出されていたが、そのあたりは次に検討してみたいと思う。 

○副議長 たしかにいいワードもあったが、大きく時代が変わっていく過渡期

にあって、この先を、この後をどうしていこうかが重要なのだろうと思う。 

○社会教育推進担当係長（社会教育主事） 言葉については、文章のセンテン

ス上で鍵括弧をつけているものもあるが、後でもう少し展開を図っていかな

くてはとポイントを打つ意味合いで使ってしまっている。その意味では、ご

指摘いただいた言葉そのものの置きかえなど工夫が必要でありながらも作業

途上という状態で申しわけないと思っている。 

○議長 杉並らしさやレポートの斬新さを出すためワーディングは大事で、も

う少し今の時代に合った魅力的な言葉があれば、ぜひ、それに変えたいと思

うので、引き続き検討していきたいと考えている。 

○委員 最初に生涯学習という言葉が使われているが、「ＳＮＳを通じて現場

に飛び込んで」とあるように、これこそ学ぶわけで、自ら学んでいく部分が

生涯学習で、それ自体がまちづくりだということを思っている。 

〇委員 副題に「いい人間関係がいい公共空間をつくる」とあるが「いい公共

空間」とは何か。例えば1人の個人が公共空間にいても生涯学習しかやってい

ないから周りのつながりがない。そこをどうするかがあればいいと思う。 

○議長 「いい公共空間」は、物理的な空間ではなくコミュニケーションが起

こり生産的なコミュニケーション、価値をつくるようなことが起こってくる

ことが「いい公共空間」でそれこそまちづくりではないか。 

○副議長 最後の「杉並に住む人のうち、2～3年しか居住しない人が3分の1程

度いると言われています」とあるが、これは社会教育の現場共通の悩みなの
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か、それとも杉並が特に悪いということか。 

○委員 杉並は高くて家を持てないことをよく聞く。だから、定着できないの

で、根差した地域活動をできる人が少なく流動的だということだろう。 

○委員 例えば高円寺は、結構若者が多く、逆に新しい公共空間だからこそ最

初から期限付きででしか住まないとわかってはいても、地域の活動へ参加す

るような空間ができればいいと思う。流動性があるのは魅力があるからで、

結果としてそこがいいと思うようになれば活性化にもつながる。 

○委員 魅力があって住みたくともそうできない。でも、ずっとここの魅力に

かかわりたいと思う人たちをどうやって取り込んでいくか。このＳＮＳの即

時性・広範性を使って常に情報が入って「自分のふるさと」というものを培

っていく。そういったＳＮＳのメリットを強調してもいいかなと思う。 

○議長 日本には農村社会だったから定住に対するこだわりや先入観がある。

かつての国が進める第四全総の段階では、交流ネットワーク構想として定住

にこだわらず地域を活性化のため交流人口を増やすことが大事だという方向

性を示していたことがある。質の高いかかわり合いがあれば地域も活性化す

るという考え方であった。大学で4年間住んでも、また地元に戻っても4年間

でいい人間関係ができれば、地域も自分も向上することがあると思う。 

〇副議長 そのとおりで、先程のＳＮＳのメリットを使い、杉並がふるさとで

そのふるさととしての杉並の魅力がまたＳＮＳで活性化され、自分のふるさ

とだという誇りを持てるのはすごくいいことだと思う。 

○委員 最近のニュースで保育所が迷惑施設で建てられずにいるとの報道もあ

るが、無縁社会で孤独死するなど、世代をまたぐ家族もいなくて生活の中か

ら「死」の排斥があり、それが「生きる力」そのものを薄れさせている。保

育所問題の構造も根っこは同じで、自分のエゴ、個という部分で世界がすご

く縮小化され、手当がないと解決しないだろうと思う。 

○議長 生活感、リアルな生活感がないと、ライブな生に対しての感覚がな

く、それぞれの個人が持つ世界が閉鎖的で小さくなっているということか。 

○委員 ある民生委員から、気がついたらある老人が亡くなっていたという話

を聞いたことがある。ひとりで生きていけると思っている人でも、結局人に

迷惑をかけていく。お年寄りは迷惑をかけて当たり前なのに、世話になりた

くないのか、それとも一人で本当にいいと思っているのだろうか。 

○議長 人を助けた経験がないと、人から助けられることを拒否したり、人を

助けようとしないのは、関係性が実感としてわからないのではないか。 

○委員 子供たちが褒められたり認められたり役に立てる経験によって、褒め

る文化や自己肯定感をふやして人とかかわろうという気持ちになっていくよ

うなかかわりを、大人が自らつくっていくことが大事だと感じた。 

○議長 横浜のミニヨコハマプロジェクトや間企業がエンターテインメント性

を入れてやっている例もあるが、その場でしたい役割を自分で選択し、その

役を与えられた子供たちはきちんとこなしている。社会参加は、結局、自分

で選択し、それを引き受けることによってこそ責任も生まれやろうという気

持ちも生まれる。自由に選択する形がなければ、社会参加できない、したが

らない子供たちはやらなかったり逃げたりすることもあると思う。 

○委員 ＳＮＳ等の変化もあるいまの社会の中で、もっと場所も変え、例えば

社会教育センター主体ではなくまちに出て展開しても良い。そういう具体的

な部分をこのまとめの中に反映させ、よりオープンな形にして、まちのど真
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中でも、広場でも繰り広げられるようにつなげていただきたい。また、区民

センターごとの、杉並区を七つの地域に分けても、一つの地域が幅広過ぎて

しまい、高円寺も拠点となるとセシオンなので、そこに集約されてしまう。

もう少し分散するようにして目に見える形で場をつくっていただきたい。 

○副議長 ＳＮＳのことが相当書かれているが、シニアの側はどうするか。お

金もかかるし、持たなくても生きていられることはあると思うが、その活用

がほとんど考えてなく、分断されて終わっているようなところがある。お年

寄りで一人暮らしになっている方々を、どうネットワークの中に入ってもら

えるのか。 

○議長 ある地方の公民館でテレビ電話機能を使って顔を見ながら話しかける

ボランティアがある。ひとり暮らしの高齢者の人に、調子が悪いと思うと実

際にその人のところに行き、実際に話をすることに使っている例はある。 

○副議長 イタリアでは、インターネットにつながる場所があり、パソコンの

ようなハードも置いてある。持っていない人がそこに行き、電話をかけるよ

うにしてネットとつながれることが提供されていた。 

○議長 その意味では、ＩＣＴ化が遅れているヨーロッパだが、手づくりの国

なのでリアルな交流の場とか出会いの場というのはたくさんある。会議中の

コーヒーブレイクでもみんなで喫茶店まで行って飲んで、また帰ってきて議

論するぐらいの「たまり場」の文化がある。 

○副議長 もし杉並に誰でも無料でインターネットにさわったことのない人が

さわれる場があったらどうなるか。コンピューターもネットでつながる回線

もない方々が、そこでは自由にインターネットができるようにすれば、お一

人でお住まいの方でわざわざ引き込もうとか使おうとかしない方にとって

は、情報を拾える環境づくりができるのではないか。 

○委員 いや、情報を拾いに行くだけでもいいと思うんですよ、そういう場に

行って 今までは、ほら、掲示板じゃないですか、まちの掲示板なんですけ

ども、掲示板も今どんどん少なくなってきている。なぜかというと、発信す

るものがもう、全部そういったデジタルなんですよ。で、それが早いんです

よね、回転が。逆にそういうものがあれば、場があれば、これはしょうがな

い。拾いに行くしかないんですけども。そういったことで、やっぱりそうい

う場としての活用はできるかもしれないですよね。 

○生涯学習推進課長 かつて区政相談課の窓口に扱える端末が置いてあったこ

ともあるが、今はスマホを持っていればインターネットに接続できるので特

定の方しか来られないので外している。代わりにWi-Fiスポットを設置し、無

料でインターネットに接続できる環境をつくってある。いろいろな理由で使

えない方にスマホやパソコンの使い方を教えてもなかなか覚えられないとい

うことでツールを増やし紙媒体もやめないようにする。震災時に壁新聞のよ

うなものが役立った状況もあったので、紙媒体も電子媒体も両方使えるよう

な形にしてツールを増やすことをやってきた。昔の社会教育であれば、パソ

コン教室、スマホ教室を開いたと思うが、今はそういう方向にないと思う。 

○議長 よく子育てで悩んでいるお母さん方は、なかなか講座には出てこない

が保健所や学校とはかかわりを持つので、そのたまり場に置く手もある。何

かそういう高齢者の方のたまり場になるようなところに。 

○委員 高齢者同士で「こんなところでお花が咲いていた」というやりとりが

あるわけで、別にケータイを持てと話す場ではなく、すぐにではなくともで
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きるということを話せる場自体が今ないということだと思う。 

○議長 他区で介護サービスや入浴サービスの施設を複合施設にして図書室・

交流ルームをつくり、入浴サービスで来た人たちをサロンのようなところで

交流し、雑誌や新聞も置いて情報収集もしてもらおうという事例がある。そ

の雑誌や新聞のかわりにiPadがあっても面白いとは思ったが。 

○委員 阿佐谷北のゆうゆう館では、65歳以上の方へのiPadレクチャーを特徴

にしているところもある。 

○生涯学習スポーツ担当部長 以前の敬老会館がゆうゆう館として区内32館あ

り、ＮＰＯ等に運営を担っていただいている。その中では、パソコンやiPad

の使い方などを団体のいくつかやっていることを聞いている。年賀状やカレ

ンダーをつくってみるような取り組みは行われている。 

○副議長 そういう高齢の世代を若者のコミュニティにどう参加してもらえる

ようにするのか。高齢の方々が使いにくい、わかりにくいところに若者が積

極的に入って教えながらコミュニケーションができれば、必然的にデジタル

デバイドの問題もなくなり、物理的な交流ができると思う。 

○議長 京都に修学旅行へ行くと、今は各班ごとで神社仏閣を回るため、四、

五人ずつに何グループかに分かれ、タクシーで回ってくる。京都のタクシー

会社の人から聞いたが、タクシーの運転手がはじめは嫌がっていたが、繰り

返しているうちに、生徒がタクシーの運転手の説明はよく聞いてくれて、先

生の話は聞かない、ふだん問題行動を起こしているような生徒が、タクシー

の運転手の言うことを聞いてくれると言う。一日じゅうずっと同じタクシー

の中にいると、すごく断絶のあった人たちが打ち解けたり、結構仲良くなっ

て相互理解が進んだりする話があるので、いろいろやりようはあると思う。 

○副議長 次の提案を考えていく時に、今のような解決方法、意外と今まで盲

点だったものを挙げお話ししていけばもっと良くなるように思う。 

○議長 今日はもう時間がないが、政策的なところが充実しないといけないの

で、この政策的なところをもっと増やしていかないといけないと思う。ぜ

ひ、委員の皆さんも思いついたアイデアがあればどんどん出していただき、

最終的にはきちんとした文章にして出したいと思っている。今回の社会教育

委員の報告は、政策のところにまで至るようなことを書ければと思ってい

る。ぜひ、そのアイデアをいただきたいと思う。今日は、このあたりにした

いと思うが、次回のこと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） 次回は5月で最大公約数のような形

で設定させていただかざるを得ないと思う。任期が5月いっぱいということで

は、最終回で全てがまとまる状態ではないかもしれないとは思っているの

で、形を問わず御意見をお寄せいただければと思う。 

○議長 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。 


