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会 議 記 録  

会議名称 第 2回社会教育委員の会議 

日 時 平成 25年 7月 9日（火）午後 4時 09分～午後 6時 22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、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、スポーツ振興課

長、社会教育センター所長、中央図書館次長、学校開放担当係長、 

学校支援課（社会教育主事）、杉並区スポーツ振興財団事業係長、 

管理係長、社会教育推進担当係長（社会教育主事）、管理係主査 

団体側：杉並区立小学校ＰＴＡ連合協議会、杉並区立中学校ＰＴＡ協議

会、学校開放連合協議会、杉並区文化団体連合会、杉並区体育協会 

配付資料 ＜事前配付資料＞ 

1 杉並区社会教育関係団体に対する補助金交付について 

2 杉並区社会教育関係団体への補助金交付概況 

3 平成 23・24年度第 12期杉並区社会教育委員の会議意見まとめ（案） 

4 杉並区スポーツ推進計画「健康スポーツライフ杉並プラン（案）」 

＜当日配付資料＞ 

1 団体紹介メモ 

2 杉並区の教育 平成 25年度 

3 ＰＴＡハンドブック 2013 

＜参考資料＞（委員のみ配付） 

1 すぎなみ教育報№209 

2 夏休み子ども向け催し情報 2013 

3 杉並で国体を盛り上げよう！ 

4 次代を担う子どもたちの夢を応援してください。 

5 「やりとりの復活」が紡ぎだす新しい公共空間 

－第 10 期杉並区社会教育委員の会議 報告書－ 

会議次第 Ⅰ 社会教育関係団体に対する補助金の交付について 

 (1)杉並区立小学校ＰＴＡ連合協議会 

 (2)杉並区立中学校ＰＴＡ協議会 

 (3)杉並区学校開放連合協議会 

 (4)杉並区文化団体連合会 

 (5)杉並区体育協会 

Ⅱ 今期の課題について 

Ⅲ その他 

  



第 2回社会教育委員の会議 

 

2/9 

（意見要旨） 

○議長 お集まりいただきありがとうございます。本日は、社会教育関係五団

体への補助金交付にあたり、社会教育委員の会議として皆さんのお話をお聞

かせいただき、率直に意見交換ができればと思うのでよろしくお願したい。 

○小Ｐ協 杉小Ｐ協は、活動方針を「育てようこころ豊かな子どもたちのため

に」とし、すべての杉並区立小学校ＰＴＡ代表者を中心に現役保護者の立場

で、杉並区の子どもたちのためによりよい学習環境や生活環境を目指してい

る。教育予算要望への取り組み、定例会の開催、教育懇談会の実施、ピーポ

君110番の推進、杉小Ｐ協便りの発行、それ以外に各専門委員会の活動もあ

る。活動を通じて感じる地域の課題として、学校支援本部が全校配置となり

地域との繋がりが深まったと感じ、学校・地域・保護者とのより良い連携や

一層の相乗効果を上げるために、更なる情報共有が必要だと感じている。家

庭教育講座など、保護者向け講演会や勉強会をより積極的に単Ｐでも展開し

ていけるよう、本年度は各分区ごとでの講演会を開催する予定がある。ま

た、現役の保護者だからこそ子どもたちに関する問題や課題を身近に感じ、

周囲に働きかけることを今後も心がけていきたい。今後は、小中一貫の流れ

を中Ｐとの情報交換もしたいと考えている。 

○議 長 ありがとうございました。それぞれ担当係長も同席しているので、

調書の内容もあわせて、何かお気づきの点があればご発言いただきたい。 

○委 員 私も小Ｐで役に就いたことがあるが、分区の活動費を個別精算の方

式にしていたことがあると思うが、今はどうしているか。 

○学校支援課社会教育主事 分区・委員会とも渡し金として処理している。 

○委 員 区からの補助金のサポートが中Ｐに多いのは何か理由があるのか。 

○学校支援課社会教育主事 会員数より活動している中身に対しての額であ

り、あわせて中Ｐ協に関しては、これまで大規模な研修を行ってきたため多

目となっていたので、この差にあらわれている。 

○委 員 分区研修を充実するとなると経費もかさむが補助金上の扱いは。 

○学校支援課社会教育主事 先ほどの保護者向けの分区ごとの講演会は、教育

委員会の主催事業として費用を教育委員会が別な形で負担する形である。 

○委 員 各分区ごとの講演会は、どういった内容か。 

○小Ｐ協 検討中の分区も多いが、主に講演会を中心として、各家庭の抱える

問題の中からそれぞれテーマを決めて講演会等を企画している。 

○委 員 交通費関係の手当される範囲に限度があると思うが、この社会教育

関係団体補助金は、まさにそのための経費だと思うので、その部分をもう少

し予算も厚くしてもいいように思う。会員数も増えているので、ぜひ検討し

ていただきたいと思っている。 

○小Ｐ協 拡大委員会までは交通費が出る扱いにしているが、ほとんどが自転

車利用なのでゼロに近いので、今の額で妥当な感じがしている。ご指摘は持

ち帰り、Ｐ協の方でもう一度確認させていただきたい。 

○委 員 保険事務の手数料の割戻金と、預金の利息が雑収入になっている

が、杉小Ｐでは何をしているのか。 

○学校支援課社会教育主事 中学校ＰＴＡは東京都単位のＰＴＡ協議会に加盟

し保険の適用を受けているが、小学校は都の組織から脱退しているため、杉

小Ｐ協が単独でＰＴＡ保険を取りまとめているため、代理店から手数料の割

戻金を受けている。 
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○議 長 ＰＴＡは中学もあるので、とりあえず杉小Ｐ協については、一区切

りさせていただき、続いて中学校ＰＴＡ協議会にお願いしたい。 

○中Ｐ協 杉並区立中学校ＰＴＡ協議会は、区立中学校校長とＰＴＡ会長が実

行委員会をつくり協議を進めている。区の教育ビジョンを踏まえ、大人とし

て、親として、次世代を担う子どもたちにどのようにかかわっていくかとい

うことを研修したり、学んだことを実践したりしており、今年度は「共に考

え、悩み、学び、そして共に支えよう」をテーマにしている。区内の中学校

を４分区に分け、分区ごとの活動とＰ協全体の活動を行っている。分区ごと

では、それぞれ教育懇談会や親善スポーツ大会等を実施し、また、全体のこ

とも分区ごとに担当分けをして、特別研修担当、合同研修・教育予算要望担

当、Ｐ協広報紙担当等としてそれぞれが分担している。また、東京都公立中

学校ＰＴＡ協議会に加盟し本会の活動に生かしている。他に杉並区等から依

頼される生徒の健全育成事業に委員を派遣するなどの活動も推進している。 

  活動を通して感じる地域の課題として、子どもが中学生になると働きに出

る家庭も増え、また、親の介護等でＰＴＡ活動への参加が難しくなってくる

問題がある。役員を担うのも難しく、くじ引きで役員を決めざるを得ない状

況もある。さらには、未就学児を連れてＰＴＡ活動に参加される方も多く、

ＰＴＡ活動推進上の問題も少なくない。一昨年度に和田中が脱会し、単Ｐ、

中Ｐ、都中Ｐの活動と負担が大きいというところが課題となっている。 

  かつて、菅平スキー教室として中学生が宿泊する施設の見学を含めた宿泊

研修を行っていたが、最近では一日特別研修という形で実施している。中1ギ

ャップ対応のフレンドシップスクールを行っている施設を見学するなど、杉

並の教育への取組に対する理解を深める研修などを企画していきたいと思っ

ている。学校教育も年々変化しつつあるので、いろいろな機関の皆様と情報

交換などを行い、子どもたちの育成に生かしていきたいと思っている。 

○議 長 ありがとうございます。ご説明と調書の両方あわせて何かあれば。 

○委 員 24年度は区長との懇談を行ったか。 

○中Ｐ協 24年度は行っていない。今の区長が教育長に一任というお考えであ

ることからこれを改め、教育委員の皆さんと懇談をする計画を立てている。 

○委 員 小・中とも、ぜひ要望していただきたいと思う。小学校から小中一

貫の件が出たが、中Ｐとしてはどうか。 

○中Ｐ協 高円寺地区や和泉地区とかで小中一貫がすすんでいるので、普段の

運営委員会の中で情報を共有するようにしている。 

○委 員 小中一貫に関わる問題も出てきているように思うので、ぜひ、小・

中が一緒になって話し合える場をつくっていただきたいと思う。 

○委 員 単Ｐ・杉中Ｐ・都中Ｐと負担が大きいというお話しがあった。負担

があるのかとは思うが、その内容を教えていただきたい。 

○中Ｐ協 都中Ｐでは、前会長が顧問あるいは副会長として残ってくださって

いることがあり。現会長としては、月1回ぐらいの理事会があり、それ以外に

都内のブロック会がある。日Ｐには、都中Ｐの副会長が大会に参加されてお

り、現役の杉中Ｐ協会長が行くことはない。 

○委 員 杉並区の７地域協議会との連携に何か定めのようなものがあるか。 

○学校支援課社会教育主事 以前はあったが、最近は、行事でお手伝いをする

というように変わってきている。子どもに直接関わらないところには派遣を

見合わせており、現役で入っているのは井草中で、小Ｐは入っていない。 
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○議 長 ありがとうございました。では学校開放連合協議会に移りたい。 

○学校開放 学校開放連合協議会は、昭和58年に発足し今年で30周年になり、

来年1月に記念式典、ブロック対抗綱引き大会、記念誌の発行等を予定してい

る。区立小・中学校利用者団体登録数は、約740団体1万9,000人になり、毎月

それぞれの学校で利用調整会議を開催し利用の割振り等調整を行っている。   

安全な地域づくりが求められる中、スポーツや文化活動を通じてコミュニ

ティをさらに強化し、良好なまちづくりに寄与するため、実際には8ブロック

に分かれて活動している。地域に開かれた学校づくりの推進から始まった学

校開放が、学校運営協議会、地域運営学校、学校支援本部など、地域とのつ

ながりが非常に求められてきている中で、整理がまだきちんとしていないと

ころもあり、連携が難しい学校もある。また、中学校が部活動を非常に活性

化し土日もなかなか施設を利用できないこと、校舎改築や大規模修繕等で、

学校施設の開放回数は減っていること、そして各利団協の協議会役員の後継

者が不足していることなどの問題がある。 

  私個人としては、話し合いによる調整会議をこれからも大切にしていき、

各学校で行っている自主事業を通して学校、ＰＴＡ、地域の町会と話し合い

ながら地域のコミュニティの活性化を図りたいと思っている。例えば震災救

援所が各小中学校にあるが、実際に若い人たちが非常に足りないので、学校

開放連合協議会に関わる若い人たちや子どもたちを巻き込んだ形の運営をし

ていけたらいいかと思っている。また、地域教育連絡協議会(地教連)という

中学校単位での協議会との連携や、区立体育館の利用が満杯な状況下にあっ

て、もう少し小中学校体育館の利用を考える余地ができればと考えている。 

○議 長 ありがとうございました。調書とお話しをあわせて質問等は。 

○副議長 震災救援所への参加や地教連の協力等大変新しい提案で感心して聞

かせていただいた。もし何か区のほうであればと思うが、いかがか。 

○スポーツ振興課長 かつて防災課長だったことがあるが、当時、利用者団体

協議会に震災救援所運営連絡会の訓練等への参加を働きかけたことがある。

その後、先に進んでいなかったというのが実態だと思われるが、防災関係も

含めて少しでも先に進められればと思う。 

○委 員 地教連での連絡協議は、年2回程度の開催だが情報交換できる場にな

ると思う。利団協登録団体は、必ずしもその中学校に関わっている方ではな

いので学校の方で協力を得るには、利団協の方からも積極的に入っていただ

きたいと思う。学校支援本部が全校設置になり、中学校では必ず支援本部と

何らかの調整が必要になってくると思うのだが、今のところは接点がない。 

○委 員 誰が調整していけばいいかは課題だが、できれば利団協の方も、今

後は学校にも関われるような形にしていただければありがたい。ところで利

団協運営委託金502万円、利用調整費（事務費）と活動費、おのおの240万

円、262万円とあるが、これは具体的にどういうものか。 

○学校開放担当係長 25の利用者団体協議会があり、毎月1回集まって話し合い

で利用調整を行っていただくので、それにかかる人件費や事務費が利用調整

費として、また、自主事業としてスポーツ大会や交流の場を設けたりしてい

る活動費を実績や人数、団体数などに応じて四半期に1回ずつ分配している。 

○委 員 調整費が中学校は全校だが小学校は2校。他の小学校では全部副校長

が調整している。これは区のシステムかもしれないが、副校長の負担が大き

過ぎるのではないかと思い、せっかく学校支援本部もできているので、一緒
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にシステムをつくるようなことを、ぜひ、区からも促していただきたい。 

○委 員 「“学校運営協議会”“地域運営学校”“学校支援本部”との役割

分担や目的の整理がされていないため」とあるが、どうであろうか。この三

つの組織について、区の方から説明していただければありがたいが。 

○学校支援課社会教育主事 学校運営協議会と地域運営学校というのは、基本

は同じもの。地域運営学校に指定された学校は、学校運営協議会が設置さ

れ、この二つに関しては、学校経営に地域の住民の方が参画する仕組みにな

っている。現在、公立小中学校の中の約3分の1に設置している。学校支援本

部に関しては、子どもたちの豊かな教育を展開するために地域の方々に教育

の場に参加してもらうため、学校の教育を支援したり子供たちの学びを豊か

にしていくためにサポートしていただく組織である。これまでは主に現役保

護者で構成するＰＴＡが担ってきているが、保護者ＯＢや地域の方あるいは

同窓会の方が関われるようにするため、全公立学校に設置している。 

○議 長 学校開放とのかかわりがなく連携できないというのが今後の課題

で、どのようにすれば良いかを考えていかなければならないと思う。学校支

援地域本部と普通は言うが、学校支援ボランティアの集まりなわけで、杉並

は全校に設置したのだから、地域の人たちが集まっている。そこと学校開放

との、防災も含めて情報共有ができるとすごくいいと思った。 

○委 員 役割分担や目的の整理がされていないというより、連携だけができ

ていないのだと思う。連携が難しいというだけでもったいないことにするの

は非常に残念だと思うので、利団協だけに限らず、他の各団体と学校中心に

した話し合いの場を充実していただきたいと思う。 

○議 長 ありがとうございました。では、杉並区文化団体連合会に。 

○文団連 昭和25年に私どもの文化団体連合会が産声を上げ、63周年目にな

る。杉並区内の文化団体相互の親睦を図り、文化団体の資質向上と区の文化

発展に貢献することを目的として活動している。杉並区、杉並区教育委員

会、杉並区区文化団体連合会三者の共催による「杉並区総合文化祭」には、

加盟の文化団体は必ず参加し、杉並区の文化の創造や区民が芸術に親しむ機

会の提供に貢献していると思う。平成24年4月1日現在、加盟団体は31団体、

会員数は、4,973名。大会部門に19団体、展示部門が7団体、美術部門5団体に

なっており、これが、現在の構成団体である。 

  地域とのつながりを中心に申し上げれば、区民の皆様に芸術・文化に親し

んでいただくため、文化の日の11月3日を、区民文化の日にしようと舞台部

門、展示部門を開催し、広く区民の皆様の参加を募り多くの区民の参加を結

果として得ている。また、文化団体連合会傘下の文化団体がそれぞれの活動

の特徴を生かし、杉並区、杉並区教育委員会、公立学校、文化・交流協会等

からの協力の要請があった場合には進んで支援活動をさせていただいてもい

る。毎年「ジャパン・デイ」には、区内在住の外国人との交流を深めるた

め、舞踊連盟、華道連盟、茶道連盟が参加したり、杉並区80周年まつりに奇

術連盟が出演したりした。 

  文化団体連合会の会計は、文化団体連合会運営会計と総合文化祭会計とか

ら成っており、それらを合わせた会計が文化団体連合会会計として総括され

ているのでご検討願いたい。24年度決算で総合文化祭会計不足分を運営費会

計より繰り出しているが、この会計処理は、23年度社会教育委員の会議のご

指摘に従った処理である。また、歳出決算では、文化祭での集客アップ、ま
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た、事務の効率化を目指したパソコン、Ａ3判の印刷物にも対応するカラープ

リンターなどの購入にあてている。 

  最後になるが、総合文化祭では、文化団体連合会の既得権になりがちな傾

向を抑制し、広く区民の文化祭となるよう区内の学校にも出演を呼びかけ、

また、区民からの舞台出演、展示作品を公募しており、昨年度は区の中学生

に出演していただいた。新たな区民のさらなる参加を求め、幼稚園、保育園

や小中学校などの連携など、従来とは異なる新しい手法で、区民による区民

のための文化祭を現在開催すべく、企画、検討している。 

○議 長 ありがとうございました。ご質問等どうぞ。 

○委 員 日頃は、小中学校にもいろいろと寄与していただき感謝している。

先ほどの備品・消耗品の購入だが、この予算の立て方だと当初立てた事業計

画と違ったものになったとも思えるがどうしてか。 

○文団連 ポスターなどの外注費用の方が高いこともあり、印刷物作成用の備

品類を自前で用意した方が先々の経費削減につながるという意見からそのよ

うな形にした。 

○委 員 単年予算で実現するのであれば、例えばリースで賄うようなことも

考えられると思うので、そのような検討もしていただいた方がよい。 

○委 員 出前出張講座のような取組は、すごくいいと思う。学校からいろい

ろな案内を得ても場所が遠くて通わせられない。地域の身近な団体がいろん

な活動をされていることも不勉強でなかなか把握できていない部分もあるの

で、子どもたちがお稽古みたいな形で触れられるようなものがあって、最後

に総合文化祭で成果発表会するということがあれば、親としても参加させた

いと思うので、ぜひ、そういったこともお考えいただきたい。 

○文団連 私たちは、日本の伝統のマナーとか行儀というのを次の世代に伝え

たいと思っているので、要請があれば、ぜひ区民である子どもたちに伝えた

いと思っている。伝統としてのマナーの基本を子育て世代の方もご存じない

方が大部分なので、日本の作法に、ぜひ触れてほしいと願っている。今、日

本人の行儀ということが外国ではすごく好評で、日本に先祖から受け継いだ

マナーを日本人の特性として子どもたちに伝えていきたい。それがこれから

の学校教育の中で我々が果たせる仕事ではないかと常日頃思っているので、

ご指摘に感謝したい。 

○議 長 ぜひ、機会を設けていただきそうしていただきたいと思う。それで

は、時間の関係もあるので杉並区体育協会に移りたい。 

○体 協 杉並区体育協会は、加盟団体の各団体の連携と強化、また発展を図

りながら、杉並のスポーツ推進団体の主体として区民の健康・体力の向上に

寄与していきたいと思っている。杉並区スポーツの指導・普及を図るととも

に、区のスポーツ振興計画に基づく協力体制やスポーツレクリエーション協

会との連携も加わり、従来路線の修正等も必要になってきている部分もあ

る。課題としては、例えば体育施設の充実を図っていただきたいことがあ

り、指定管理者は管理者が何年かに一度かわるので、別の業者にスイッチし

た時、非常になじむのに時間がかかるということもある。また、地域の特性

だが、外部上層団体の大会の強化対策も図りたいが、区民の構成がサラリー

マンが多く転勤等も頻繁で、非常に強化対策のやりにくいところにある。 

  ご存じのとおり、2020年のオリンピックの招致と、2013年スポーツ祭東京

が開催され、この成功に向けて努力していきたいと思っている。現在、第66
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回区民体育祭が開催され、このような年でもあるため例年以上に盛り上がり

を見せていただきたいと思っている。なお、残念なことではあるが、体育施

設の使用場所の確保について、非常に過大利用する利用者がいて、少しずつ

でも改善していかなければいけない問題だと思っている。 

  最後に、今後は、区スポーツ推進計画による各種目ごとの指導者の育成、

また技術の向上、それに伴って民間体育業者の協力も得て指導者等の資質の

向上、団体の資質の向上につなげたいと思っている。また、例年の行事以外

で、区民の皆様のなるべく身近な行事、講演会とかお祭りなどを通して理解

を深めていただきたいと思っている。今年は、すぎなみフェスタ等、大きな

イベントが控えており、他の団体と共同作業を積極的に進めながらいろいろ

な繋がりをつくって、次世代の指導者の育成や選手の育成となど全区的な発

展に寄与できるような事業を発掘していきたいと思っているが、我々だけで

はなく他の機関と連携していかなければならないので、時代に即した体育協

会の体制を模索しながら、組織の運営を図っていきたいと思っている。 

○議 長 ありがとうございました。それでは、ご質問等あればどうぞ。 

○委 員 予算規模が大きいが交付金がほとんどだと思う。運営費がこれだけ

かかっているのだが、費用弁償が前年に比べて少し減っているのは、参加さ

れる方や回数が減っているということか。 

○スポーツ振興財団事業係長 回数そのものは減っていないが、評議員会や理

事会に参加される方が若干減っている傾向がある。 

○委 員 先ほどの体育施設の過大利用とは、具体的にどういうことか。 

○体 協 残念なことだが、聞く話によると、団体でカードを数枚持って申し

込み、空き枠をたくさん取るというようなことだと思う。具体的に体協とし

て何かすることはできないが、利用者や団体の自覚を高めていただくのも解

決していく方法の一つだと思う。 

○委 員 そうした管理について行政側としての改善策はどうか。 

○スポーツ振興課長 「さざんかねっと」システムでとる形になっているので

基本的に登録しないと使えないが、ご指摘のように1団体の中で複数の団体登

録をしてカードを持っているような状況があると職員からも問題点を聞いて

いる。今後、お示ししたスポーツ推進計画案の中の項目にも盛り込み、新し

いシステムを構築しなければならないので準備段階で開く検討会等でシステ

ム開発業者と研究していく中で改善が図れると思っている。 

○委 員 ぜひ、体協加盟各団体に周知していただければと思う。 

○議 長 ほかにいかがか。５団体にお話をしていただき、また質疑をさせて

いただいたがよろしいか。では、皆様ありがとうございました。 

（ 団体関係者退室 ） 

○議 長 それでは、社会教育委員の会議の補助金交付について、課長から、

もし何かあればお話しいただきたい。 

○生涯学習推進課長 25年度の金額等補助金の概要は、「杉並区社会教育関係

団体への補助金交付概況」の通りで、本日は、補助金が適正に執行されてい

るかの確認だけでなく、その団体の実際の活動をお聞きいただき、何かご意

見があればお伝えする機会として実施させていただいた。質疑応答の中でご

指摘については、担当係長も同席したので、具体的な改善を図りつつ執行で

きるのではないかと思う。他にご指摘があればいただきたいが、いかがか。 

○議 長 この場の意見交換を通して個別のリクエストは伝えているので、昨
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年のように適正な執行に努めてほしいということは会議の相違として伝えた

いと思う。あわせて、関係機関や関係団体など関係者との意思疎通を図って

活動を充実させてほしいということを意見として申し添えてはどうかと思っ

たが、皆さんのご意見があればうかがいたい。 

○委 員 補助金の意味をどれだけ理解されているのか。地域の課題で「地域

に開かれた学校づくりの推進」というのは、本当は連携をすすめていくこと

なのだが、少し閉鎖的になっている部分を感じた。このままではもったいな

いと正直感じている部分があった。 

○議 長 わかりました。念のためだが適正な執行に努めていただくととも

に、関係者、各課と意思疎通をより密にして活動の充実を図っていただきた

いというような意見を添えるようなことではいかがか。 

○生涯学習推進課長 いくつかのご意見の中でも出されていたので、決して自

分の団体の中だけではなく、他団体と意見交換、交流を進めていただきたい

というようなことになるかと思う。 

○議 長 では、文案は私に一任していただき、今年度の社会教育関係団体へ

の補助金支出についての意見に対応をさせていただく。 

  次に、前期の意見を踏まえ、より政策提言になるようにしていきたいと思

うが、12期の社会教育委員の会議では意見のまとめということで整理をさせ

ていただいた経緯がある。これを踏まえ、より膨らませて杉並区の社会教育

行政の具体的な政策や事業についての提言に今期は持っていきたいと思って

いる。新しく委員になられた方もおられるので、今日は話題提供をいただ

き、それをもとに今後のフリートーキングができればと思う 

○生涯学習推進課長 本日は、時間もなく「平成23・24年度 第12期杉並区社

会教育委員の会議 意見まとめ（案）」をお読みいただき、何かご指摘事項

があれば別途をいただくようし、次回の会議につなげたいと思う。今日は、

今の各課の課題などを簡単にお伝して、今後の検討に活用していただくよう

に進めさせていただきたいと思う。 

○スポーツ振興課長 「健康スポーツライフ杉並プラン（案）」をご案内させ

ていただいた。広報すぎなみ6月21日で公表し区民意見をいただいている期間

中だが、ぜひ、多くのご意見をいただきたいと思っている。23年8月にスポー

ツ基本法が定められ地方の実態に即した計画を策定するため、区として去年

の7月から策定委員会のもとで議論を重ねた。単に競技スポーツを勧めるので

はなく、スポーツ・運動を通して健康になろうという考え方をとっている。

健康な方はすでに運動している実態もあるので、全く無関心層である方をで

きるだけ「継続期」につなげていく行動変容というステージ理論でまとめて

いる。これも杉並の特徴の一つだが、杉並には3本の川があるのでウォーキン

グだとかジョギングなどを切り口に、健康や地域のつながりに発展させよう

という計画になっている。オリンピック招致や国体もあり、その機運を逃し

てはならないと思うので、ぜひご意見を賜れればありがたい。 

○中央図書館次長 中央図書館から改めて説明させていただく。区内に13図書

館があり、蔵書数は230万冊を超え23区で最大量となっている。13館中、区が

直接運営しているのは3館、事業の委託・窓口業務委託をしているのが中央図

書館を含めた4館。残りの６館が指定管理者運営にしている。 

  日々のサービスの充実も継続的にすすめつつ、図書館の主な課題を四つほ

ど挙げている。一つ目が、老朽化施設への対応を含めた施設の再編、二つ目
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に電子化。いわゆるＩＣＴ化、タグをつけたりして貸し出しを自動化した

り、電子図書も見据えながら充実を図るというようなところ。三つ目が、子

ども読書活動推進計画をしっかりやっていくこと。あわせて、全学校に配置

された司書と連携しながら学校での読書活動を推進していく。それが将来的

に子どもたちの心を大きく広げていくところに図書館としては取り組んでい

きたいと考えている。 

○生涯学習推進課長 生涯学習推進課では、社会教育センター、科学館、郷土

博物館が、それぞれ専門性を持っているので、その施設間の連携と、図書館

やスポーツ施設との連携をも進め、事業の充実を図っていくことが大きな課

題となっている。お配りした「夏休み子ども向け催し情報カレンダー2013」

は、3課が協力して情報を一緒に届ける取り組みの一つとして実施したものだ

が、こうした連携を進めることを大きな目標としている。 

○議 長 ありがとうございました。担当課長からそれぞれの課題、あるいは

全部総合した今後の杉並の生涯学習の方向性のようなものをお話いただいた

が、別の機会に細かい議論をしたいと思う。専門施設としての専門性をどう

維持、発展させていくかという問題もあるが、連携協力や協働をどう進めて

いくのか、それに伴うコーディネーションの問題等が出てきたので、様々な

セクターが一緒に協力して、教育や学習や地域の活動を活性化していくとい

うような、協働の具体的な方向性が示せればいいと思っている。細かい議論

は次回以降にしたいと思うが、次回にそれぞれの委員のお考えをうかがうよ

うなことにしたいと思う。スポーツ推進計画についてはどうしたらよいか。 

○スポーツ振興課長 7月20日が意見の締め切りなので、新たな切り口もあった

方がいいなどのご意見をいただければホームページでもアップして電子掲示

板に意見を書き込むこともできるが、直接いただいても構わない。 

○副議長 10期の提言は拝見したが、11期のもあるのか。 

○社会教育推進担当係長（社会教育主事）11期のまとめについては、ちょうど

東日本大震災があり、任期最終の詰めの段階と震災の対応が重なったため、

会議がずっと開けずにそのまま委嘱期限が切れてしまい、残念ながらまとめ

に至れなかった経緯がある。 

○委 員 ホームページだと、11期から先に何も掲載がないので、せめて内容

的なものだけでも記していただければと思うが。 

○社会教育推進担当係長（社会教育主事）ホームページの更新が遅れているの

でご意見はお預かりしたい。 

○議 長 10期の「やりとりの復活」レポートがあるので、今度はこれ以上の

ものをつくらないといけないと思っている。 

○副議長 というよりも、こういう提言があるのに何をしていたのかというこ

とではないかと思う。私はそういう感じで拝見した。 

○議 長 ぜひ、現実的に有効でかつ斬新なものにしたいので、よろしくお願

いしたい。では、事務局から。 

○社会教育推進担当係長（社会教育主事）前回ご欠席された委員のご都合が加

味されなかったが、９月は12日しか都合が合わなかったので、そこにお願い

したい。また、10月には科学館の催し物があるので、その次の会をその場で

設定したいと思うので、それぞれご検討願いたい。 

 ○議 長 これで会議を終わらせていただく。ありがとうございました。 

 


