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会 議 記 録  
 

会議名称 第 5回社会教育委員の会議 

日 時 平成 31年 3月 27日（水）午前 10時 00分～午前 11時 28分 

場 所 セシオン杉並 3Ｆ 第 5集会室 

出 席 者 委員／山口、赤池、岩崎、朝枝、天野、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、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）、社会教育センター主

査、庶務課計画担当係長 

配付資料 ＜配付資料＞ 

1 杉並区教育ビジョン 2012推進計画改定（案） 

2 杉並の「90歳ヒアリング」から見えた未来に残したい価値 

3 セシオン杉並大規模改修の概要 

＜参考資料＞ 

1．平成 30年度科学技術館巡回展示「究める！マグネット展」 

2．すぎなみの地域史Ⅱ 高井戸 

3．すぎなみ教育報 №232 

4．なみすく（赤池委員配付） 

会議次第 Ⅰ 報告事項 

 1．会議録の確認について 

 2．杉並区教育ビジョン 2012推進計画改定案について 

 3．講座「スギナミライフ学」について 

Ⅱ 協議事項 

 1．今後の検討課題について 

  「社会教育施設の整備」―社会教育センターの改修 

 2．今後の予定について 

Ⅲ その他 

 ○平成 30年度科学技術館巡回展示「究める！マグネット展」視

察） 
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（意見要旨） 

○議 長 それでは会議を始める。初めに部長からご挨拶をいただきたい。 

（生涯学習推進部長 挨拶） 

○議 長 それでは配付資料の確認をお願いする。 

（社会教育推進担当係長（社会教育主事） 説明） 

○議 長 報告事項の教育ビジョン2012推進計画改定（案）について。 

○庶務課計画担当係長 本日は先週の教育委員会で決定した平成31年度からの

3カ年を計画期間とするビジョン推進計画の改定案を説明する。 

全体像として、目指す教育、目指す人間像を掲げ、六つの目標に向けて事

業をまとめている。 

今回の計画改定の考え方は、32年度から順次全面実施となる学校における

新学習指導要領への対応を含めて、教育ビジョンの目標の実現に向けていく

ものである。なお、本計画期間である31年度から33年度までの3カ年は、10年

間を計画期間とする「教育ビジョン2012」の最終期間であり、総仕上げの期

間として非常に貴重だと考えている。教育委員会ではこれからの時代を「人

間の知」と「人工の知（AI）」が「共生する知の時代」と捉え、まちそのも

のが生涯にわたり学習環境となる「学びのまち・杉並」を目指して、取り組

みを一層推進していきたいと考えているところである。 

（「杉並区教育ビジョン2012推進計画改定（案）」 説明） 

これらの案は、区ホームページに掲載、教育委員会事務局庶務課、区政資

料室、区民事務所、それから中央図書館を除いた各図書館において閲覧をす

ることができる。今後のスケジュールは4月1日から4月30日まで区民からの意

見を募集し、この意見を受けて、計画案を整理した後に、5月末の教育委員会

にて計画決定する予定である。 

○議長 この件については報告ということで、続いて、講座「スギナミライフ

学」の報告を。 

○社会教育センター主査 社会教育センターでは、平成29、30年度に「スギナ

ミライフ学」という杉並の未来の暮らしを考える講座を開催した。 

今回の講座の内容は「90歳ヒアリング」として、2か年で14名の90歳の方々

に戦前の暮らし方についてお話を伺い、将来の、例えば気候変動やエネルギ

ー資源という環境制約の中、どう人々が心豊かに暮らしていけるのか。我慢

や忍耐を教えるのではなくて、戦前の暮らし方にこそ、そのヒントになる価

値といったものが潜んでいるのではないか。いいものを現代に焼き直して未

来につなげていこうと目指したものであった。 

なお、この講座に参加した受講生の中の有志が講師を取り囲んで団体をつ

くってイベントなども実施した。 

○委 員 どなたもが主役になれるイベントで、自分の中でも気づきとおもし

ろさと地域でもできるのではないかと私も参加させていただいている。 

自分たちのヒアリング技術を磨きながら、戦前の不便だと思われていた時

代の中の豊かさを掘り起こして、さらにこの先の未来に絡めるように自分た

ちで再度考え直すというのがこの団体の立ち上げの目的である。 

○社会教育センター主査 31年度講座としては、この90歳ヒアリングではな

く、次のステップ講座を考えているところである。 

○議 長 社会でどのようにみんなが生きて、どのように活動をしてきたのか
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ということを意外と我々はわかっていない。普通の区民がどういう生活を

し、どういう活動をして、どういう生き方をしていたのかということが残る

のはとてもいい。 

○委 員 聞き手と14人の90歳の方が一遍に集まって話している会なのか。 

○社会教育センター主査 一人ひとりじっくりとお話を聞くということが大切

なポイントであり、2人から3人ぐらいのグループに分かれた受講生が、区内

ゆうゆう館などの協力でご紹介いただいた14人のところに出向き、簡単な質

問を投げかけては、思い出しながらお話をしてくださることを2時間ほどかけ

てゆっくりと聞くものである。最初は、お話はできないとおっしゃっていた

方も徐々に思い出されていって、どんどん滑らかにお話をしてくださる。そ

のときに家族の方が一緒であると、「初めて聞きました」という家族の中で

も発見や気づきがあって、90歳の方はこんな話は誰も聞いてくれないから今

までしたことがなかったと言うが、自分が経験してきたことが次の世代に役

立つとか、興味を持ってもらえた、話してよかったとなる。聞き手も最初は

話の引き出し方に難しさはあるけれども、徐々に慣れていく。やり方として

は、本当に少人数でじっくりと聞くということを大事に行ってきたものであ

る。 

○議 長 それでは、報告事項から2番目の協議事項に移る。最初に、今後の

検討課題について説明をお願いする。 

○社会教育推進担当係長（社会教育主事） ここでは、社会教育センターの改

修について説明をする。 

社会教育センターは、高円寺地域区民センター、高円寺区民事務所と一緒

にセシオン杉並に入っている。その施設も建築30年以上経過をしており、大

規模改修を行う計画となった。内容としては、配管・配線・ダクトを含めた

空調・給排水設備、それから舞台、ホール機構・照明・音響といったホール

設備の更新。それと動線の改善と共用スペースの確保、適切な配置の見直し

ということがある。そしてもう一つ、これが重要であるが、セシオン杉並は

震災発災時に救援隊本部の活動場所、二次救援所、帰宅困難者一時滞在施設

となっており、防災機能の強化を図っていく。 

そこで課題として、区民事務所の代替施設の用意。社会教育センターの事

務所移転先とあわせて事業実施場所の確保や、地域活動係事務所の一時移転

場所の確保。それから、敷地外周における歩行者通行幅の確保と安全に配慮

した工事を行うための外回りなどを考えていかなくてはいけない。 

改修後の運営については基本的には今の直営式にこだわらずに、指定管理

者による管理を含めた効率的な施設運営を検討することを考えている。 

スケジュールについては、ちょうど今、この平成31年2月、3月にいろんな

利用団体の説明や意見を聞くことから入り、この夏に改修計画の作成、秋に

は改修設計を開始する。33年の春から全館閉鎖で改修工事が入り、34年度後

半の冬の時期に運営を再開する予定である。 

社会教育センターについては、先ほどの教育ビジョン推進計画の中で、社

会教育活動の充実を図る拠点として、より効果的で効率的な施設とするため

の機能の見直しを図ることを柱に掲げている。前提として、教育ビジョンに

掲げられた教育の方向性を踏まえ、なおかつ、事業の実施については、地域

づくりや地域活性化、人々が学んだ成果を活かすことなどを十二分に配慮し

ながら事業を実施しているところにある。こういったものは施設が閉鎖され
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ている改修期間中も事業としては実施していくことを考えているが、それを

どのようにしていくかということが一つ課題になる。 

もう一つは、改修後、社会教育センターの使命は今と同じものでいいの

か、それとも一部見直しをしながら機能を拡充すべきかといった見直しをし

ながら、機能を考えていくことが必要になっている。 

○議 長 ということで、セシオン杉並、社会教育センターが改修となるの

で、お気づきの点や提案とかあるか。 

○社会教育センター所長 今年、改修計画を作成するに当たり、セシオン杉並

を活動の拠点として区の社会行政の一翼を担っている関係団体に聞くところ

によると、リニューアル後のことよりも、改修期間中に活動の拠点が失われ

るということが大きな関心事であった。改修期間中に社会教育行政が停滞、

後退することがないように、区としてどのようなことを支援できるのかと申

し出があった。そこで、どのようなところで活動できればいいのか伺ってい

るところであり、今後、それらの関係施設等々の調整も含めて、皆さんの活

動が停滞することのないように努めていきたいと考えている。 

おおむね改修後については、現状の社会教育センターのしつらえを維持し

てほしいというような要望が多かった。 

○委 員 場所的なものは維持されるとしても、社会教育は場所だけあればい

いというものではなく、職員も、私たち区民も育っていけるようにしなくて

はいけないので、そういう人を育てる機能というソフト面についてが気にな

る。 

○議 長 それは社会教育主事だけではないが、社会教育に関する専門職を置

いたらよいのではないかということか。 

○委 員 専門職がいてくれたら望ましいが、ここで言いたいのは、区民事務

所に来る一般的な区民の人にとっては、そこが住民票をとりに来たりする場

であるから、職員も区民対応を担当としている。そういう中に、社会教育セ

ンターのような区民と一緒にやることで関わる職員がいてくれたら、自分た

ちと一緒に何かをつくり出せる区民にもなれるわけで、そういう人たちがい

てくれれば、区民も、私たちも一緒になって地域に何かサービスをつくろう

とか、何かできることはないかと考えていく。社会教育センターは、こうし

た人とのやり取りができ、人を大事にする場所であってほしい。 

○議 長 なるほど、わかりました。 

○委 員 今の話はそのとおりだと思う。区民が行って温かい場になるとよい

ということに加え、ハード面で、例えば、乳幼児連れの親子にとっておむつ

替えが使いづらく、小さい子ども用の便座がないので配慮が必要である。 

○委 員 ハード面については、託児室にあるトイレに大人用の便座がついて

いる、介助ベッドがついているトイレなのにベッドを広げると介助する人が

入れないという施設もある。広く知識のある配慮を持つ事業者をきちんと入

れて、検討していただきたい。 

○議 長 社会教育センターは社会教育を統括する拠点機能と同時に、近くの

区民の人のたまり場的な機能もあると思う。確かに、そういうときの利用に

ついての配慮が必要である。 

○委 員 センターと名がついていて、もちろん集まる場所ということも大切

であるが、何も施設利用者数をとにかく上げればいいという考え方だけでは

なく、情報発信の場であるということが非常に重要だと思う。 
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○委 員 区民センターの協議会委員が30人ほどいるが、地域協議会の運営の

代替施設は。 

○社会教育推進担当係長（社会教育主事） 地域区民センターは、順次改修を

しているのだが、基本は施設の近く、例えば中庭や駐車場などに仮施設を建

てて、センター協議会の機能や支えるための執務スペースは、そういうとこ

ろを使ってもらう。ただし、区民の人に集まってもらう講座は難しいので、

他の施設を使うことでできないかと考えている。 

○議 長 これからつくるのであるから、やはりICT、AIというものがどのよ

うに発展していくのか見きわめ、できるだけマッチするような形の施設整備

というのが求められると思う。特に防災機能を持つのであれば、情報流通面

でも考えていかないといけない。 

ほかにいかがか。 

○委 員 社会教育センターが即するような人たちに向けて講座なり、個人の

学びだけを引き受けるのではなく、社会の要請があったときに、それを引き

受けてくれるセンターでもあってほしいと思う。 

○議 長 なるほど。ありがとうございました。ほかにいかがでしょうか。 

（ なし ） 

○議 長 それでは、今後の予定について、事務局のほうから。 

○社会教育推進担当係長（社会教育主事） 今期の社会教育委員の皆様方の任

期は5月いっぱいということでご案内さしあげているところだが、次回はそう

いう意味では最終回になる。恒例であるが、社会教育関係団体補助金のご意

見をいただく時期となるので、今期の皆様にお願いしたい。そのようなこと

を含めて日時を定め、実施したいと思っているのでご協力願いたい。 

○議 長 最後に課長からご挨拶を。 

○生涯学習推進課長 セシオン杉並の大改修、また杉四の跡地活用と、この後

の2年は大きく動く年になってくると思っている。今後ともご協力をお願いい

たします。 

また、本日は、この後、科学技術館の巡回展示の視察を予定している。今

回は中大杉並高校のOBの大学生にご協力いただき、説明を聞きながらご覧い

ただきたいと思う。 

○議 長 これで閉会にします。お疲れさまでした。 

 


