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１．まちづくり協議会の詳細
日時
平成27年8月2日
平成27年8月20日
平成27年10月1日
平成27年11月10日

会議名
施設見学、勉強会
『科学館・図書館２施設を見て、合築について学ぼう』
ワークショップ 1 回目
『科学館・図書館の良いところ・伸ばしたい機能を考えよう』
ワークショップ 2 回目
『私たちが行きたくなる科学館・図書館とは』
ワークショップのまとめ報告会
ワークショップのまとめ、コーディネーターからの提言

１−１．第１回ワークショップ詳細
テーマ：科学館・図書館の良いところ・伸ばしたい機能を考えよう』
施設見学、勉強会を経て実施した、第１回ワークショップは、多世代のグループとして８班
に分かれ、ＫＪ法により意見出しを行いました。
図１−１

意見出しの例
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【第１回ワークショップ】
（１班の意見）
場所

項目

（２班の意見）
イチ
オシ
1

「企業」や「工大」との
連携、「室蘭らしさ」を

科学館

大人も子どもも「体験」
できる

1

幼児だけでなく、「中高
生」・「大人」も楽しめる
「SL」を活用したい

ネット環境の整った「自
習スペース」が必要

図書館

図書館の「スタッフ」を
もっと良く

「学校教育」との連携を
充実

1
1
1

（広報とかに掲載している人）
・体験型の施設展示機能
（大人も体験できるもの）
（バーチャルで体験できるもの）
・子どもたちが楽しんでいた。さらに
充実を
・他館等とネットワーク化
（他の科学館、白鳥大橋との連携）
・製作所をオープンにすれば興味あ
る人が集まる
・科学館のバックヤードをオープン化
・幼児〜小学生だけでなく大人も学
べるように
・SLをもっと目立つところに、鉄道ファ
ンが集まる
（呼び込みの一つの目玉）
（坪川監督PR効果を期待）
・勉強スペースを拡大すれば学生も
集まる
・イベント、ワーキング等に使えるス
ペースを貸す
（静かな場所とか目的別にゾーニン
グ）

「直している所」が見え
るように
「SL」を活用したい

「子ども」にももっと配
慮して

「閲覧コーナー」を拡充

その他
「学校教育」との連携を
充実
共通

（映像的な連携）

共通
「科学館と図書館の連
携」を促進

1

ネット環境の整った「自
習スペース」が必要

・民間委託で無く市立で
（例えば岡山県立）
・係の人が少ない
（専門的が必要、スタッフの教育）
（科学館）
・学校教育との連携
（小学校と科学館をオンラインでつな
（図書館）
・学校教育との連携

古くて「スペース」が足
りない

「科学館と図書館の連
携」を促進

各区分の説明
【イチオシ】：班のメンバーが、個々に「１押し」としたもの

2

意見
・日本一の室蘭に来ないと体験でき
ないものを
・市内の魅力ある技術が体験できる
場（中小企業の技術を学ぶ）
・海を学べる展示やスペース
（室蘭の海について）
・天文学関係のスペースを充実
（屋上を使えるようにして天体観測）
（宇宙や天文学に希望が持てる展
示・イベント）
・プラネタリウムでジャズが聞きたい
・ものづくり教育に子どもたちがふれ
る
・小学校で習った「 なぜ」を体験して
科学大好き人間へ
（気象台と連携した小学生向けの天
気・地震など身近な 事が分かるイベ
ント）
・実験が出来るスペースは残して
・かもけんの先生は残して

その他

・なんでも貸す

古くて「スペース」が足
りない

1

こんな「イベント」があ
ればよい

（デジタル化して検索）

（科学館）
・収納庫の工夫
（図書館）
・夏季期間の冷房
（図書館）
・バリアフリーの完備
（エレベーター）
（図書館）
・本棚を自動収納式に
（本が並んでいることが大事）
（図書館）
・ボランティアグループの活動拠点

大人も子どもも「体験」
できる

対面で教えてくれる
「かもけん」

・郷土資料室の活用、特に「添田衆
文書」
・室蘭を本のまちにしたい

・喫茶図書館を作れば市民も集まる

イチ
オシ

「プラネタリウム」、「天
文スペース」の拡充

・ふくろう文庫の常設展示

「飲食スペース」や「カ
フェ」がほしい

項目

「企業」や「工大」との
連携、「室蘭らしさ」を

図書館

「ふくろう文庫」を活用
しよう
「今ある機能」・「室蘭
らしい機能」をもっと活
用しよう
「検索・予約」をもっと
便利に
「視聴覚コーナー」が
ほしい

・大企業だけでなく中小企業も
・室蘭を全面的に（工場・天候・医
療）
・科学の粋を集めたような建物を

科学館

「直している所」が見え
るように

場所

意見

3

・短期の科学クラブをやってほしい
（２〜３回くらい、多いと行きにくい）
・実験ステージがほしい
（高度な実験の実演）
（子どもたちが囲めるショーステージ）
（展示物の修理や改修など職員が
やっていることがみえる）
・SLは旧室蘭駅に移しては
・出前科学館の出来る機能、サイエ
ンスカーなど
・もっと便利な場所にしては
・個室や個人スペース
・学習スペース
・自分の本を選んでいる間に子どもと
遊んでくれる人
（読み聞かせ）
・堅苦しくなくゆっくり本を楽しめる空
間
（子どもの空間と分ける）
・ゆっくり読書できるスペース
・読書スペースにソファを
・寝ながら漫画が読みたい
（畳やカーペットのスペース）
（雑誌もあると良い）
（科学館）
・理科教育を支える機能
（学校として利用可能）
（学校への器具の貸し出し）
（科学館）
・バックヤードの充実
（図書館）
・バックヤードの充実
（本の修理が見える）
・科学館の「？」を調べて発見する
（科学館で体験したことを学べる図
書を紹介）
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【第１回ワークショップ】
（３班の意見）
場所

項目

（４班の意見）
イチ
オシ

「企業」や「工大」との
連携、「室蘭らしさ」を

「プラネタリウム 」、「天
文スペース」の拡充

1

大人も子どもも「体験」
できる
科学館

幼児だけでなく、「中高
生」・「大人」も楽しめる

その他
ネット環境の整った「自
習スペース」が必要

「子ども」にももっと配
慮して

「ふくろう文庫」を活用
しよう
「閲覧コーナー」を拡充

3

「開館時間」の延長

「自然」を生かした図書
館

「科学館と図書館の連
携」を促進

「企業」や「工大」との
連携、「室蘭らしさ」を

「プラネタリウム」、「天
文スペース」の拡充

・最新プラネタリウムを売りに
1

対面で教えてくれる
「かもけん」

幼児だけでなく、「中高
生」・「大人」も楽しめる

1

「温室」をもっと良くした
い

「SL」を活用したい
その他

ネット環境の整った「自
習スペース」が必要

「ふくろう文庫」を活用
しよう

1

「視聴覚コーナー」が
ほしい
「分類」をもっと分かり
やすく
その他
「学校教育」との連携を
充実
1

「飲食スペース」や「カ
フェ」がほしい

古くて「スペース」が足
りない

「科学館と図書館の連
携」を促進

3

意見
・自然と工業という室蘭の技術をPR
する学びの場
・工大とのコラボ、中小企業の展示
・工大と連携した研究・研修施設
（公開講座との連携も）
・工大生が小学生と交流
（単位認定し、工大生がもっと来るよ
うに）
・設計の段階からできないか
・大手企業は黙っててもPRしたい。
中小企業も
・低炭素社会

共通

共通

古くて「スペース 」が足
りない

1

・かもけんの活動は今後も
・実験を一緒にやってくれるボラン
ティアがよい。ここを充実
・かもけんの先生を生かしつつ手作
り感を残したものに
・長期休み時のワークショップを充実
（自由研究でも使える）
・昔の科学クラブが今なければ開催
を
・高学年向けの設備は？
（フロア分け、１F子ども・２F高齢者）
・大人が来ても楽しめ、勉強できる科
学館
・子どもはもちろん大人も市内外の
人が利用できる
・水族館と複合
・50年後の姿
（魅力ある施設に）
・勉強できるスペース、読書スペー
スが大きくなれば
（勉強しに行きたい）
・年齢に合わせた読み聞かせの充
実
・子どもから大人まで利用できる（子
どもがたくさん利用できる）
・室蘭図書館のビジョンは。対象・特
徴・子どものスペース
・全国に誇ることができるふくろう文
庫を中心に
・閲覧コーナーの拡大
（本館3階しかない）
（靴を脱いで読める輪西分室はいい
感じ）
・インターネットで新書の紹介（画像
付き）
・サービスを行う側が心地よく通え、
働きやすい場所
（人が大切、良い人材集め）
・輪西分室で行っているボランティア
の拡充、開館時間延長
（20:00まで、本館や他の分室も）
・明るい環境
（暗くて狭い）
・中庭を拡大して木の下で本を読み
たい
・自然を生かした「緑の図書館」日差
しが和らげば本の劣化も防げる
・利用しやすさから中島の複合公共
施設へ
・50年後の姿
（魅力ある施設に）
・カフェを作ることで利用者が増える
（気軽に立ち寄れる）（スタバ）
（図書館）
（フラットフロアー、ノンステップなど当
り前）
・図書館とのコラボﾞは
（気になったことを図書館で調べた
い）（科学に関する図書）

図書館

図書館

「検索・予約」をもっと
便利に

「飲食スペース」や「カ
フェ」がほしい

イチ
オシ
1

科学館

こんな「イベント」があ
ればよい

その他

・食品検査、水質検査などが出来る
と良い
（室蘭は自然豊か、野鳥の通り道）
・室蘭のものづくりに関することを一
つにまとめて 展示
（新日鉄、日石、最近の取組をPR）
・プラネタリウムの充実
（リニューアル）
（子どもも大人も楽しめる）

項目

・体験コーナーを多く

対面で教えてくれる
「かもけん」

図書館の「 スタッフ」を
もっと良く

場所

意見

・対面で教えてくれる所が良い
・手作りの実験装置をそのまま残し
て
・1回の雰囲気を少しでも残して
・青いエプロンの人が子どもと一緒に
しているのが良い
（手の届くところにいろいろあるよう
に、危険なものは注意）
（整理され過ぎるとダメ）
・幼児から高齢者まで
・学びとしての科学と歴史としての科
学
（大人も見て学べるレベルのも）
・ホタルを呼ぶ。ビオトープ
・温室、植物園の開放
（太陽エネルギーの活用も）
（昔のバナナができるような温室）
（苫小牧は一緒）
・温室でなく四季を感じるもの。生き
物も
・野草園を残したら自然のブラインド
で日光を和らげる
・D51はぽっぽらん公園に移動
（とりあえず残したい）
・入江公園
・交通機関の充実
（今はちょっと歩かないといけない）
・勉強等個人スペース
・ネット環境の整った広い自習室
・フリーWi‑Fi
（学生の学びの場を）
（机といすがあればそこが勉強ス
ペース）
・ふくろう文庫は市民の心あるお金
による室蘭の宝
（年数回の展示スペース）
・DVDやCDの貸し出し
・ビデオ（DVDコーナー）
（貸し出しと視聴）
・分類表の見直し、室蘭独自のもの
に
（法律があるのは分かるけど）
・日鋼のレンガを残したい
（図書館）
・小中学校通信の展示
・飲食スペースがほしい
（共有でも狭いのでは）
（昔は科学館にあった）
・食事スペースの運営はNPOや福祉
団体。もしくは売り上げを施設の運営
に役立てる仕組み
・飲食などで外に出たくない
・双方共通のカフェスペース
・科学館祭りでパン屋が来るときは
便利
（科学館）作業スペースの確保
（科学館）企画展示可能なフリース
ペース
（図書館）書架スペースの確保
（図書館）企画展示可能なフリース
ペース
（図書館）おはなし会の場所
（図書館）夏涼しく、冬暖かく
・司書と青いエプロンの人が井戸端
会議できるように
（ちなみに両施設の行き来はどうな
るのか）
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【第１回ワークショップ】
（５班の意見）
場所

項目

（６班の意見）
イチ
オシ

「企業」や「工大」との
連携、「室蘭らしさ」を

「プラネタリウム」、「天
文スペース」の拡充

1

対面で教えてくれる
「かもけん」
「温室」をもっと良くした
い
「SL」を活用したい
その他

ネット環境の整った「自
習スペース」が必要

「子ども」にももっと配
慮して

2

図書館
「今ある機能」・「室蘭
らしい機能」をもっと活
用しよう
図書館の「スタッフ」を
もっと良く

共通

「自然」を生かした図書
館
「学校教育」との連携を
充実
「飲食スペース」や「カ
フェ」がほしい
古くて「スペース」が足
りない

項目

イチ
オシ

「企業」や「工大」との
連携、「室蘭らしさ」を

1

「プラネタリウム」、「天
文スペース」の拡充

1

対面で教えてくれる
「かもけん」

1

こんな「イベント」があ
ればよい

「直している所」が見え
るように

幼児だけでなく、「中高
生」・「大人」も楽しめる
「温室」をもっと良くした
い

ネット環境の整った「自
習スペース」が必要

1

「子ども」にももっと配
慮して
「ふくろう文庫」を活用
しよう
「今ある機能」・「室蘭
らしい機能」をもっと活

「検索・予約」をもっと
便利に

「視聴覚コーナー」が
ほしい

（外で読めればよい）
（科学館）修学旅行や見学旅行の受
入

「分類」をもっと分かり
やすく

（食事スペースも）
（科学館）吹抜けから実験やイベント
が見える（大人も見てて楽しい）
（図書館）図書の保存場所をもっと明
るく
・雨天の日に1日過ごせるぐらい学び
や体験を

その他

1

・科学に興味がわくような施設に
・使いやすいことが大事
・インターネットの充実。フリーWi‑Fi
・フリーWi‑Fi
・自由に使用できるパソコンのある
自習室
・ゆったりした自習スペース
・電源があり、PCが持ち込める自習
スペース
・子ども用の床マット、個室スペース
も
・ふくろう文庫の充実利用
・ふくろうの会の作品収集は素晴らし
い
・戦争時代からある新聞が良い
・移動図書館の充実
・自宅でも検索でき、配送も行ってく
れると良い
・パソコンでキーワードだけで検索で
きるように
・インターネットによる予約
・貸出図書のリクエストを出来るよう
に
・DVDの視聴スペース
・分かりやすく展示して
・分類コーナーが探しにくい
・新刊告知ボードをもっと見やすくし
て
・本のリサイクルを充実
・本屋機能があれば

「飲食スペース」や「カ
フェ」がほしい

・カフェ、レストランの設置

古くて「スペース」が足
りない

（図書館）せめて弱冷房
（図書館）通路は2人通れるぐらいに
（図書館）車椅子のために工夫を

「科学館と図書館の連
携」を促進
「環境」に配慮した施
設に

4

意見
・ボルタの制作を月１〜2回ほど
・関連団体とのコラボ、たたらの会・
工大など
・「鉄のまち」
・鋳物でキーホルダーなど学校でで
きない体験を
・企業提供の情報を展示
・市民の支援が必要
・中小企業にも光を当てた展示を
・プラネタリウムを使っていない時間
を有効に活用
・自作プログラムを残したい
・ライブもできるプラネタリウム室
・今のプラネタリウムの座席は配置
が良くない
・指導者が大切
（図書館にもこういうスタッフがいた
らよい）
・電子機器の製作体験を簡単なもの
から高度なものまで
・展示を良くするためにも広い作業場
が必要
・only oneの展示を充実。そのため
にも広いバックヤード
・手作りの実験道具が良い
・バックヤード、作業スペースの不足
・中高生の利用が少ない
（自分の年齢が上がっても行きた
い）
・ミニミニビオトープ

その他

共通

「科学館と図書館の連
携」を促進

1

・室蘭の鉄の勉強が出来る
（工作に活用）
・中学生向けを企業や工大と協力し
て充実
・プラネタリウムの解説などもっと詳し
く
・宇宙スペースをもう少し充実して欲
しい
（大人用と子ども用で分けるのも良
い）
（昼の観光客用に夜景やイルカの上
映）
（観光につなげる）
・地震体験が出来る
（体験で身近になる）
・実際にやってみることが出来る。実
験などもっと増やして
・かもけんの先生に教えてもらった
事を覚えている
（直接教えてくれると楽しく覚えられ
る）
・中庭を探検できたり休憩スペース
を
・SLに触ったり乗りたい。場所が分
かりにくい
・入口のカンちゃんが子どもに人気
（大人も）
（年間パス）
・自習室のスペースを個別に
・自習スペースがほしい
（テーブルがたがた）
（せまい、集中したい）
・今のキッズスペースは小さい、子ど
もが自由に本を選んで読めるスペー
ス
（ダメダメ言うと行きたがらない）
・児童図書をゆっくり見るスペースの
拡充
・子どもが足を伸ばして絵本を読める
スペース。楽しい家具など
（テーブルじゃなくてたたみ、クッショ
ン）
・読み聞かせの場所をもう少し広く
（狭くて入れない子も）
（空調を快適に）
・外を眺められる閲覧スペース
（中庭を見ることが出来る）
・三市での利用は便利
（三市以外も広がればよい）
・古い新聞が読めるのが良い
・DVD上映会やミニコンサートなどの
イベントが良い
・受付は本探しなどで気軽に相談で
きるのでよい
（1人→2人へ）

図書館

「閲覧コーナー」を拡充

場所

科学館

科学館

大人も子どもも「体験」
できる

1

意見

・ものづくり支援図書コーナー
・雨水の利用
・雪を使った冷房

（仮称）室蘭市環境科学館・市立室蘭図書館基本計画

参考資料編

【第１回ワークショップ】
（７班の意見）
場所

項目
「企業」や「工大」との
連携、「室蘭らしさ」を

（８班の意見）
イチ
オシ
1

1

1

こんな「イベント」があ
ればよい
「直している所」が見え
るように
幼児だけでなく、「中高
生」・「大人」も楽しめる
「温室」をもっと良くした
い

「子ども」にももっと配
慮して
図書館

「ふくろう文庫」を活用
しよう
「閲覧コーナー」を拡充

その他
「飲食スペース」や「カ
フェ」がほしい
共通

古くて「スペース」が足
りない
「科学館と図書館の連
携」を促進

イチ
オシ

大人も子どもも「体験」
できる

・触り放題で直しが聞く展示
・かもけんの精神をつづける
・スタッフが作ったり直したりしている
空間へ入っていけるのは良い
・科学の原理原則に誠実にアクティ
ブに行動しているのは良い
・理科の実験のような実験を増やし
て
・工作、実験教室の場所を確保して
・木工作やPCなど専用の部屋があ
ると良い
・中学生も楽しめることを
（ロケットに乗る体験）
・花卉・植物の育成を兼ねた庭園と
ビオトープ
・中高生の利用を促進する学習室
・中高生の学習室
・図書館で勉強する人が増えている
ので水などの飲み物を
・児童図書の座って読むスペースを
子ども用に
・読み聞かせの専用スペースを
・大人と子どものスペースが同じ階だ
と行き来しやすい
・ふくろう文庫の常設展示室、閲覧
室
・ゆっくり読書できるスペース
・明るく静かな閲覧室
・閉架や古文書に光を当ててみては
・古文書を保管から閲覧に
・古文書、郷土資料などの保管庫
・DVDなど視聴覚設備が完備したス
ペース
・貸出期間をもう少し長く
・保管場所よりも市民が便利なよう
に
・利用者が飲食できるガラス張りの
開放的なラウンジ
（図書館）外から見るとコンパクトで
も中はゆったり（車椅子OKに）
（図書館）出来るだけ閉架せずゆっ
たりした開架スペース
・科学館と図書館の併合の効果を伸
ばす

対面で教えてくれる
「かもけん」
こんな「イベント」があ
ればよい

2

「直している所」が見え
るように
「温室」をもっと良くした
い
ネット環境の整った「自
習スペース」が必要
「子ども」にももっと配
慮して
「閲覧コーナー」を拡充
「検索・予約」をもっと
便利に
「自然」を生かした図書
館
その他

共通

「今ある機能」・「室蘭
らしい機能」をもっと活
用しよう
「視聴覚コーナー」が
ほしい
「開館時間」の延長

2

項目
「プラネタリウム」、「天
文スペース」の拡充

図書館

ネット環境の整った「自
習スペース」が必要

・３Fの企業展示もあった方が良い

科学館

科学館

対面で教えてくれる
「かもけん」

場所

・天体、宇宙に特化したジャンルの
充実（プラネタリウム含む）
（天体、宇宙ジャンルを残そう）

「プラネタリウム」、「天
文スペース」の拡充
大人も子どもも「体験」
できる

意見

古くて「スペース」が足
りない

「科学館と図書館の連
携」を促進

5

1

1

意見
・北海道で一番南のプラネタリウム
は続けて、ドームは講演などでも利
用できるように
（映画の上映などもできるように）
・実際に体験しながら学べる実験や
工作を増やして
・体験、ソフト開発をさらに伸ばす
・下の階の遊ぶ道具を残して
・対面型という説明が理解しやすい
特徴を残して
・科学クラブのような講座を続けてほ
しい
・工大で実施しているものづくり教室
を月1回やれば
・工作スペースは複数で、道具がそ
ろったものに
（工作している所がみられるとよい）
・現在の中庭のような緑は残してほ
しい。
・勉強のための明るめな照明
（大きい学習用の机が必要）
・小さい子が本を読むスペースをもう
少し広げて
・苫小牧のようにゆったり読書できる
スペース
・返却待ちの本がいつ帰ってくるの
か分かるように
・緑をみながら読書の息抜きが出来
ればよい
・若い人が図書館を利用するのに何
が必要か
（科学館）収納スペースが複数ある
とよい
（科学館）みんなが作った作品を展
示できる場所
（科学館）お勧めの場所とか道案内
を設置して欲しい
（共通）共用のイベントスペース
・子どもたちが自由に行き来できれ
ばよい

（仮称）室蘭市環境科学館・市立室蘭図書館基本計画

参考資料編

１−２．第２回ワークショップ詳細
テーマ：私たちが行きたくなる科学館・図書館とは
第２回ワークショップは、世代別のグループに分かれて、特に「体験型の充実」
「企業や工大
との連携」の２点について意見出しを行いました。

図１

科
学
館

世代による意見出しの特徴

プラネタリウム

防災
省エネ

学校との連携
共
通

親子で学べる

施設へのアクセス

図
書
館

貴重な図書等の活用
10代

40代

6

70代

（仮称）室蘭市環境科学館・市立室蘭図書館基本計画

参考資料編

【第２回ワークショップ】
（１班の意見）
場所

項目

グループ

（２班の意見）
イチ
ニオシ
オシ

3

1

体験

科学館

２押し

1

3Dシミュレーターに小さい頃良く乗ってい
てすごい楽しかったので科学館を新しくす
る時も置いて欲しい
（１０人〜２０人が一緒に入って体験）
実際のスポーツ選手（ボルト）とかの足の
速さをを再現したものがあると楽しい
（動物や新幹線など様々なスピード、実際
に模型が動いて
見ることが出来る。映像でも面白い）
学校の授業から分からないことを体験
生物の生態（アリの巣のでき方）が視覚
的に分かる設備
（模型の横に文章がありボタンを押すと映
像）

2

フライングなどのワイヤーを使ったものが
やりたい（重力を体験月・地球・木星の違
いなど）（月にいるような感じそこで写真を
撮る）（新日鉄のワイヤーを使う）

1

ボルタ人形を最初からつくりたい
（いつ行っても出来るように）
（デザインを自分で考えたり）

項目

グループ

イチ
ニオシ
オシ

プラネタリ
ウム

学校との
１押し
連携

2

２押し

1

1

科学
館

体験
1

共通

工場の仕組みや工程を知れる。工場見学
はちょっと大げさ。簡単な仕組み・話を聞
きたい
（科学館に来ればいつでもその工場のこ
とが分かり、もっと地域のことを学べる）

企業

アクセス

1

意見

プラネタリウムの制作講座
（実際に上映するナレーションも中学生
で）
いつでも勉強を教えてくれる職員（テスト
対策等）
中学校の理科授業のおさらいが出来る体
験
（教科書だけでは分からない。実験で教
えてくれる！）
（いつでもふらっと行ってOK⇒専門の職
員を）
月１回授業を科学館で行う（補講に近い）
お母様向け料理と理科教育。レパートリー
増
（料理教室と科学のマッチング）
作ったものをその場かフリースペースで食
べられる仕組み
その他電子機器
（電気・はんだを使ったものづくり）
小中学生が無料で利用できるバスを土・
日・長期休み機関に走らせてほしい。
（月1回長期休暇専用バス。バス停＝学
校）

地震・製鐵の仕組み
中庭とかに室蘭にいる魚など海の生物の
タッチプールがあれば小さい子も大人も楽
しめると思う
（地域の生き物に触れて学べる）
子どもの教育（ビデオ・本）可能なものが
あれば
（プラネタリウムの空き時間に幼稚園・保
育園に行ってない子達が集まる子育て支
援があれば）

中庭

プラネタリ
ウム

イベント

1

工大生・市民のビブリオバトル開催。友達
が参加していたら行ってみる
（おもしろい本があったらすぐに借りられる
のがいい。月に１回ぐらい定期的に）

図書館

テスト勉強などみんなが話し合ったり考え
たりできるスペース。少ししゃべっても大
丈夫
（組み合わせによって大きく使えたり小さ
いグループに出来たりする机があればス
ペースが自在に変えられてお得）
スペース １押し

共通

場所

意見

その他

3

座って本が読めたり勉強ができたりする
テーブルがいくつかあるといいと思う。今
の図書館のテーブルは少し狭いと感じる
テスト前とかに集中できる勉強場所が欲
しい（小さい子とか見る本が置いてある部
屋から少し離れているといい）
友達とふらっといって楽しめる

各区分の説明
【グループ】：班ごとに、意見に対して班の「１押し」「２押し」としたもの
【イチオシ】：班のメンバーが、個々に「１押し」としたもの
【ニ オ シ】：班のメンバーが、個々に「２押し」としたもの

7

（仮称）室蘭市環境科学館・市立室蘭図書館基本計画

参考資料編

【第２回ワークショップ】
（３班の意見）
場所

項目

プラネタリ
ウム

科学
館
体験

企業
その他
スペース

図書
館

図書
イベント
サービス
向上
その他

カフェ

共通

スペース

グループ

（４班の意見）
イチ
ニオシ
オシ

場所

意見

プラネタリウムは映像のクオリティを？げ
るただ星を投影するのではなく、宇宙のい
ろいろなことを動画を加えて紹介していく
プラネタリウムは大人用、子ども用に分け
て解説があると良いと思います。
プラネタリウムでコンサート
料理を科学の視点から見て実験する講座
普段はあまりコストのかからない小中学
生向け実験月に１〜２回材料費をとっても
いいから、ガラス細工等
工具を自由に使えるスペースを作り、自
由に作業が出来る
風力発電・火力発電どういう仕組みなの
か違いが分かるような展示
室蘭は風が強めで風速●●mを体験でき
たりする展示
体験型というのはかもけんの最大の特
徴、体験したことを理論のつながりを実感
するような展示があるといいと思います
ボルタ作成
話すロボット。ペッパー、アシモ。
学生向け自習室は仕切り付きの机を設
置、社会人向けに使える学習室などもあ
るといいと思います。
大人が利用できる図書館としてビジネス
に役立つ図書コーナー
（セミナーもある、Wi‑fi使える）
図書館 手作りワークショップなどの催し
障がい者向けサービスとして録音図書の
貸し出し・展示通訳・対面朗読サービスな
どもやってみる価値があると思います
外を見て図書閲覧。森林 いやし
カフェのある自習室があると良いと思いま
す（個別ブース形式で）
図書館はワンフロアーを大きくして開放感
のあるものとし、階で科学館と図書館を分
ける。共通スペースとしてカフェ
カフェ
カフェスペース。携帯電話スペース。
科学館へはICカードで入れ、カフェに行く
時も自動ゲートで気軽に行き来できる
カフェでキッザニアのように職業体験
児童→YA→ブラウジング→一般という流
れを持ったワンフロアだと小さい子どもを
連れて行っても利用しやすいです
階段は足の痛い方とかとても辛いです
真ん中から放射線状に展開していく
フリースペースの確保

項目

グループ

イチ
ニオシ
オシ

2

1

１押し

2

2

２押し

2

1

企業

大人も

科学
館

イベント

防災

プラネタリ
ウム

1

スペース
図書
館

司書

2

イベント

1

スペース

8

共通 気軽に行
ける

1

アクセス
開館時間

3

意見

水素について良く分かる（MIRAIに乗れ
る）（水素の作り方具体的に！！）
室蘭の産業（企業）で実際どんなものを
作っているか紹介し、体験できる
鋳物の体験。平日：授業で、休日：家族で
親子で実験や物作り体験
大人向け（主婦向け）の勉強会（科学大
学みたいなもの？）
大人も楽しめるサイエンススクールもう一
度科学に興味が出る内容
２〜３回ぐらいの科学クラブを行ってほしい
（長期間だと行きにくい）
星や月を観察するイベント（流れ星など）
大人も子どもも一緒
気象庁などと連携して
1日テントで寝る体験
サバイバル体験24時間
屋上に天体スペース
プラネタリウムの空き時間に室蘭の夜景
や景色、イルカウォッチングの様子を上映
し、実際に体験できるようつなげる
プラネタリウムで上映したテーマの本を図
書館で紹介する（連携）
静かに本を読むスペースと雑談や飲食が
出来るスペース
司書さんがコンシェルジュ。気軽に相談、
本を持ってきてくれる。
親子で本を読み絵をかいたり感想を伝え
る。感想文の書き方を学べる場があった
り、好きな本を紹介する
1日を過ごせる場所行き来が自由食事も
できる雨天でも遊べるフリースペースで子
どもたちが自由に本が読める
昼休みふらっと気軽に立ち寄れる施設
一人でも行ける施設（人）さびしくない
（中庭で本が読める、夜酒を飲みながら
読める）
送迎バス（循環）（子ども・大人）
会社終わってからも行ける時間まで

（仮称）室蘭市環境科学館・市立室蘭図書館基本計画

参考資料編

【第２回ワークショップ】
（５班の意見）
場所

項目

省エネ

グループ

１押し

（６班の意見）
イチ
ニオシ
オシ

1

2

スタッフ

体験

２押し

1

1

科学
館

防災

1

学校教育
との連携

1

室工大

体験

1

両施設の
連携

1

共通

意見

場所

自然エネルギー、水素・波力・雷・光・風
力・地熱。お金も取り戻せる
省エネについて考える場
原子炉のモデル
子どもと指導者と1対1で不思議を探る造
る・遊ぶ
大昔から現代を歩いて体験できる
無重力体験型。ロケットに乗って宇宙へ、
プラネタリウムに
（宇宙に飛び出す体験）
（宇宙食）
（その時々の宇宙トピックを学べる）
国際救助隊
ひまわり衛星の画像を見たい
水難・地震発生のメカニズム
ハザードマップの展示
PM２．５について
原子力調査委員会の審査内容
学校教材施設、年5回程度授業として利
用する。学校との連携
工大生が参加しやすい仕組み
ロボット
ボルタのような物（木でも）オリジナルもの
づくり。メダル
ペープサート作り長く読みつがれてきたも
の
絵本作り（テーマを決めて）（名前の由来
絵本）親の心が名前

項目

グループ

体験

2

科学
館
スタッフ

１押し

古文書

図書
館

図書館と科学館の相互効果・相互利用

イチ
ニオシ
オシ

2

体験

１押し

2

科学
館
1
企業

1

イベント
ふくろう文
２押し
庫
図書
館

1

2

古文書

2

スペース

1

その他
スタッフ
共通

カフェ

1

1

ＳＬ

（７班の意見）
グループ

3

中庭

共通

項目

1
1

省エネ

ふくろう文
庫

スペース ２押し

場所

イチ
ニオシ
オシ

意見

工作カフェのように最新の工作機を操作
し、ものづくりを支援してくれる場所
（３Dプリンターやレーザーカッターでもの
づくり）
電子レンジで鉄づくり
鋳物でキーホルダー作り
クラッド鋼枝の切れ端で箸置きづくり
プラスチックの金型づくり
溶接体験
調理室が欲しい
（発酵食品作りなど）
市内の企業や工大の機械の貸し出しを受
けては
イベントをする。例えばミニシアター・ミニ
講演会・研究発表etc。科学館のプラネタ
リウム、図書館のスペース利用
ふくろう文庫の常設や閲覧しやすい環境
づくり
（館内での自由な貸し出し）
歴史の基礎となる文書が目に入る（古文
書）
学習スペースの充実
他の図書館の紹介ができる
陶壁を大事に展示して欲しい（図書館）
教えてくれる先生がいると良い
くつろげるカフェスペース
（軽食や室蘭名物があるとよい）
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両施設の
連携

1

2

意見

鉄を使った小物づくり、キーホルダー・ペン
ダントなど鉄の街〜むろらん〜
天体・宇宙に特化したブース。（ロケット操
縦体験）プラネタリウムでの宇宙体験等も
バーチャルでOK（操縦できる）
テーマが固定化しないこと。自由な発想
のテーマ
中庭での実験（ロケットなど）
ドラム缶大気圧実験。熱気球。ロケット噴
射
新しいものを常に考える。そのためのス
ペースを。
空気（外）を感じる（自然）
精通（各所に）した人材の登用
（スタッフが固定化すると同じテーマに）
環境を考えた建物を工大中心でぜひ考え
てほしい
光熱水費とかかからない仕組み
庭園ビオトープ。ニュートンのリンゴの木
の活用
SLは残してほしい遺産だが所有はJRと聞
いている。残す場合にJRとの調整は必要
か？難しいのだろうか？
添田家文書について。古文書の解読には
その場ですぐには無理。コピー・写真撮影
などが出来る体制にしていただきたい。室
蘭の歴史には古文書の解読は必要だ
美術館的機能でふくろう文庫を展示・閲
覧
明るく静かな閲覧室。一部デスク式など
読書や調べものがゆったりできるスペー
ス
図書スペースの周りを森林っぽく
子どもの部屋。お話しできる、絨毯
（子ども）科学図書室インターネットを設置
し、いろいろな科学情報の収集や学習・
調査が楽しく自由にできる。

（仮称）室蘭市環境科学館・市立室蘭図書館基本計画

１−３．ワークショップのまとめ報告会
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（仮称）室蘭市環境科学館・市立室蘭図書館基本計画

参考資料編

２．整備検討委員会の詳細
①委員会構成
区分

氏名

座長

清水

委員

長里 千香子

所属
室蘭工業大学
大学院工学研究科教授
北海道大学北方生物圏
フィールド科学センター 准教授
北海道博物館
博物館基盤グループ 学芸主幹

一道

委員

堀

繁久

委員

三浦

治彦

委員

伊藤

信彦

委員

横井

有紀

北海道室蘭栄高等学校

教頭

北海道立図書館
利用サービス部長
室蘭工業大学 図書・学術情報事務室
ユニットマネジャー

分野
ものづくり
自然科学
博物館学
科学教育
図書館
図書館

②会議経過
日時
平成27年9月29日
平成27年11月17日
平成27年12月25日
平成28年2月18日

第１回
第２回
第３回
第４回

会議の主な内容
現状把握、今後の検討課題の確認、現地見学
施設の基本的な方向性、施設計画
各部門の諸室規模及び機能の素案、施設及び外構配置
基本計画案の精査、今後の検討課題の精査

２−１．第１回整備検討委員会
①審議内容
・科学館・図書館整備計画の概要について
既存科学館及び図書館の現状、合築施設を整備するに至る経過、整備の全体スケジュール、
今年度の基本計画策定手続きなどについて説明
・市民意見の概要について
基本計画策定に併せて実施している「まちづくり協議会」・
「市民アンケート」といった市民
意見の概要について説明
・既存施設の現況と課題について
既存科学館及び図書館について、施設の設置目的や課題、現在の利用状況などについて説明
・現地視察
既存科学館及び図書館の現地視察
②主な意見・質疑
・北海道内で他に例がない施設として整備するべき
・既存利用者ではなく、未利用者について新たに取り込む方策を検討するべき（主に図書館）
・図書館については、中島地区への複合公共施設との機能的な整理を
・
「環境」という広い意味のテーマを、どのように整理するかが課題となる
・合築の利点を活かした共通テーマによる連携事業の検討
・バックヤードの十分な確保が事業展開には不可欠である
・館を魅力あるものにするのは、設備ではなく人材。活動を続ける中で変化に対応したあり方を
・図書館においても、読書だけではなく「人が集える場」としての視点を要する
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（仮称）室蘭市環境科学館・市立室蘭図書館基本計画
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２−２．第２回整備検討委員会
①審議内容
・科学館・図書館の方向性について
環境をテーマにした科学館・図書館として、多世代に利用される施設の性格
・施設計画について
平屋〜多階層施設のメリット／デメリットを整理し議論
②主な意見・質疑
・室蘭で自然についての取組
・環境や自然など、テーマとしては広い。様々な切り口ができるが、柱建てで示すことが必要
・子どもたち向けにはこれまでも取り組みがなされているが、大人の世代を対象としたプログラ
ムも必要とされるところ
・図書館との事業連携では、たとえば海洋生物をテーマにした講演会などに併せ、関連書籍の特
集など考えられる
・事業展開においては、情報発信が重要。HP の整備充実なども考慮すべき課題となる
・既存科学館の体験型の取組をベースとしつつ、施設としては広い多目的のスペースを確保して、
そこで多様な取り組みが実施可能なように整備するべき
・多様な活動においては、建物内だけではなく、野外観察などの外部環境も十分に視野に入れ活
用を進めるべき
・新たな館をつくる際には、既存の取捨選択も重要。この点で SL については整理が必要。残す
なら現状のままではなく活用方法を含め検討するべき。
・屋上や屋外環境の整備も活用含め検討するべき
・活動状況の区分には、ワンフロア型ではなく階層型も利点がある
・図書館を 1 階に配置する計画だが、重量物搬入を考えると科学館 1 階配置も望ましい
・多目的スペースについては、館の直営事業ではなく、市民団体などの関連する取組も行えるよ
う整備を。多様な活動や多世代に利用される施設になることにつながる

２−３．第３回整備検討委員会
①審議内容
・科学館・図書館の諸室規模について
諸室の面積規模や、フロア構成（ワンフロア型／並列型）について検討
・施設配置・外構整備について
敷地内での施設の配置、外構の整備について、想定される駐車場面積を含め検討
・基本計画の構成について
基本計画書の全体構成案について、これまでの審議経過との対応を踏まえ説明
②主な意見・質疑
・資料の搬出入など、エレベーターや搬出入口、導線の在り方には十分な検討を要する
・搬出入スペース付近には、荷解き・作業スペースなども要する。整備にあたっては増設ができ
ない部分であり十分な考慮を
・ワンフロア型の構成にする場合には、上下の構成について検討を
・合築の効果を事業連携という形でだすには、諸室配置に十分な検討を
12

（仮称）室蘭市環境科学館・市立室蘭図書館基本計画

参考資料編

・SL については、館の設置目的からすると撤去を含め整理検討するべき。将来的な腐朽・撤去
という事態も十分想定しうる
・科学館に入館料を徴収するなら、有料ゾーンの区分や往来管理の在り方の検討を要する
・多目的展示スペースについては、固定的な設備を設けず多様な活用ができるよう整備を
・施設配置については、日射状況などが利用者・書籍の保存環境に大きく影響する。窓の配置や
大きさ、直射を遮る設備など入念な検討を要する
・将来的なことを考えると、ハードではなくソフトの充実がなにより課題となる
・多世代に利用される施設であることを念頭にすると、事業展開についても子ども向けだけでは
なく、それぞれの世代に合せた取り組みを要する

２−４．第４回整備検討委員会
①審議内容
・基本計画の策定について
市議会総務常任委員会での基本計画（素案）に係る質疑、関係団体との意見交換やパブリッ
クコメントの概要を説明
・今後の検討課題について
展示計画や管理運営体制、利用環境など、今後検討するべき課題について審議
②主な意見・質疑
・入館料の徴収については、無料化も含め十分な検討を
・騒音や振動への対処だが、諸室の配置など設計でも考慮を
・事業企画について、企業等との連携含め総合的に進める組織をやはり要するであろう
・両館とも、専門性の高いスタッフが活動の核として必要で、人材の確保ないし育成が大きな課
題となるし、指定管理者制度の導入についても十分考慮されるべき事項だ
・図書館についてはレファレンス活動の充実がやはり課題。管理コストの問題もあるが、より質
の高い図書館サービスを実現できるよう十分な検討を
・図書館サービスという点では、単に本館での活動だけではなく、学校連携なども含め広域的な
取り組みを要する
・今後の設計や整備等の過程についても、随時情報を公開発信して進めてもらいたい
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（仮称）室蘭市環境科学館・市立室蘭図書館基本計画

３
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パブリックコメント

（１）実施概要
①募集期間
平成２８年１月２６日（火）から２月１５日（月）の２１日間
②公表場所
市ホームページ、生涯学習課（本庁舎３階）、証明書交付コーナー（本庁舎１階）、広域ビルセンタ
ー１階、蘭東支所（愛称：えきがるセンター）
、母恋会館、中島会館、本輪西会館、白鳥台会館、市
民会館、青少年科学館、図書館（本館）、体育館
③応募方法
公表場所に設置している意見箱への投函及び生涯学習課への持参・郵送・ファクス・電子メールに
よる提出のほか、市ホームページからの電子申請
（２）募集結果
意見提出者：７名

意見件数

２３件

（３）意見等の概要と室蘭市の考え方
区分欄の番号の説明
①：今回計画を策定する際に、ご意見の趣旨を反映させていただいたもの

２件

②：ご意見の趣旨が既に計画に盛り込まれているもの

９件

③：今後、事業を検討・実施する際に参考にさせていただくもの
④：検討した結果、ご意見の趣旨を反映できなかったもの又は計画では対応できないもの
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１２件
０件

（仮称）室蘭市環境科学館・市立室蘭図書館基本計画

提出者

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

№

１

ご意見等の概要

区分

現在の図書館の床では椅子を引く音
など好ましくない音が響きやすく、居
心地の悪さを感じます。このような騒
音を防止するため、新しい図書館には
タイルカーペットを敷き詰めること
を提案します。このことは、「（3）図
書館部門の整備方針 ②すべての市
民にとって利用しやすい施設（ゆった
りとした居心地の良い施設）」の実現
に役立つと考えます。
共用部の休憩スペースにレストラン
や障がい者の授産品の販売スペース
を置くべきだと思います。

２

３

４

５

Ｅ
６

７

③

③

ワークショップ意見が反映されてい
てとても良いと思います。ワークショ
ップに参加し意見することができて
よかったです。
現在の図書館の自習コーナーは、隣席
との仕切りがないため、利用者が多く
なると、隣の利用者が気になって落ち
着いて自習できなくなる。利用者が落
ち着いて自習できるように、自習室に
おける隣席との仕切りの設置と、ある
程度の自習室の広さの確保をしてほ
しい。
バリアフリー設計を前提とした上で
のエレベーターやスロープの設置､非
常 階段 に留まら ず､非常 用のス ロー
プ､階段を使えない方を対象とした非
常用具も必要と思う｡ 館内他の設備
に関しても､多方面にバリアフリー化
を望みます｡
オストメイト利用者対象トイレも多
目的トイレにまとめず(男女共用トイ
レを嫌う方もいれば､何れかの事件の
未然防止の為にも)､ 男女各トイレ
をバリアフリー化し､着替えやオムツ
交換が可能な形式となると良い｡

貴館は養護学校の研修先でもある為､
駐車場はバスも停車可能な形をとる
のも望ましいと思います｡
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③

②

②

①

②

参考資料編

室蘭市の考え方
基本計画（素案：13 ページ）では、「ゆっ
たりとした居心地の良い施設」を整備方針
に位置づけております。椅子可動時に生ず
る音については、ご意見のとおり、対応策
を検討する必要があり、今後の設計におい
て、検討を進めてまいります。

公共施設内における、レストラン等の事業
展開は民間事業者の収益確保が難しい場
合があります。
一方で、現在の科学館では、週 2 回程度、
事業者の協力により授産品の販売を行っ
ております。
新施設においては、市民の利便性向上に資
する休憩スペースの充実に向け、検討を進
めてまいります。
市としても、ワークショップをはじめとす
る市民意見を尊重し、市民に喜ばれる施設
づくりを進めてまいります。

現在の図書館の課題として閲覧スペース
の狭隘さがあります。
基本計画（素案：18 ページ）では、個人ブ
ース形式による 30 ㎡の自習スペースの確
保を計画しており、今後の設計において、
仕様の検討を進めてまいります。

基本計画（素案：13 ページ）では、「ユニ
バーサルデザインの視点に立ち、多くの人
が安心して利用できる施設」を整備方針に
掲げており、この方針に基づき設備等のバ
リアフリー対応などを検討してまいりま
す。
基本計画（素案：14 ページ）では、「ユニ
バーサルデザインの視点に立ち、多くの人
が安心して利用できる施設」を整備方針に
掲げており、オストメイト対応を含む多目
的トイレの詳細については今後の設計に
おいて検討してまいります。
なお、多目的トイレの機能を明確化するた
め、「オストメイト対応に関する趣旨」を
基本計画に反映致します。
基本計画（素案：27 ページ）では、大型バ
ス駐車場の設置を計画しており、利用者の
利便性を考慮した配置を検討してまいり
ます。

（仮称）室蘭市環境科学館・市立室蘭図書館基本計画
提出者

№

８

９

10

Ｆ

11

12

13

ご意見等の概要

区分

地球温暖化に伴う､火力発電や家庭で
の電力利用からの､二酸化炭素排出率
/温暖化率をパネル閲覧可能とするこ
とや 電力は太陽光又は風力発電で
賄うなど､ 環境にも考慮した設備に
すべきと思う(蓄電システムを設置す
ると､停電時にも開館可能です)｡
「五感」
「更新性」
「リピーター」が昨
今の科学館新設時に声高に強調され
ているかと思います。室蘭市の科学館
が現在実現しているかもけんによる
コミュニケーションしながら科学に
触れる体験は、全国の科学館が叶えた
くてもなかなか叶えられない機能を
実現している数少ない価値あるもの
だと思います。何度もチャレンジして
ようやく成功する科学体験、かもけん
の人たちと技術を身につけたり磨け
たりする科学工作・実験体験、稚魚の
無料配布などは、常設展示物の更新よ
りも、リピートを促進させる重要な力
をもっています。このことを重視して
ほしい。

かもけんが現在創出している数々の
アイテムは、常設展示化すると経費
面・安全面の問題で現状の 1/5・1/10
になると思う。室蘭の科学館の宝であ
るかもけんワールドの継続を切望す
るとともに、スペースの確保、運営資
金の確保、人材育成も重視してほし
い。
産業の展示・自然・環境展示について
は、テーマとしては大変重要と思うが
両者とも映像やインタラクティブ装
置、パネル等の情報展示の域をでるこ
とが難しいテーマである。このことを
考慮して展示のバランス、ボリューム
を考慮してほしい。
日立市の理科クラブでは、日立 OB が
小学校へ出向き理科の実験をサポー
トする「理科おじさん」を実施してい
る。産業 OB が豊富にいる室蘭の参考
にしてみては。

恒久的な施設で陳腐化してしまうの
が、最新の映像機器・インタラクティ
ブ装置である。オンリーワン・道内初
等といったコトバに惑わされず、実直
な装置選択に努めていただきたい。
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参考資料編

室蘭市の考え方
基本計画（素案：13 ページ）では、「低炭
素社会実現のためのモデル施設」を整備方
針に掲げており、エネルギー利用の「見え
る化」や再生可能エネルギーを活用した設
備導入など基本計画に基づく環境配慮に
ついて、今後の設計で検討してまいりま
す。
基本計画（素案：21 ページ）では、体験型・
参加型を事業展開のコンセプトとしてい
るほか、体験スペースでは、現在の科学館
が実践してきた取り組みを継承・拡充して
いくこととしております。今後も、基本計
画素案に盛り込んでいる趣旨を尊重し、事
業を進めてまいります。

③

③

③

③

③

現在の科学館は、公募の指定管理者による
管理運営となっております。今後とも、関
係団体などのご意見も伺いながら、魅力的
な管理運営のあり方について、検討を進め
てまいります。

基本計画（素案：21 ページ）では、体験型・
参加型を事業展開のコンセプトに位置づ
けており、今後の設計において、魅力的な
展示となるよう、バランス・ボリュームに
も配慮しながら、検討を進めてまいりま
す。

まちづくり協議会やアンケートなどの市
民意見においても、市内企業との連携につ
いて多くの意見が出されており、基本計画
（素案：2 ページ）においても、企業等と
の連携をコンセプトに掲げております。今
後、ご意見も参考としながら、魅力的な管
理運営のあり方について、検討を進めてま
いります。

市としても、将来的な維持管理や更新など
を見据えた機器選択が重要であると考え
ており、今後も関係団体などのご意見も伺
いながら、魅力的な展示整備について、検
討を進めてまいります。

（仮称）室蘭市環境科学館・市立室蘭図書館基本計画
提出者

№

ご意見等の概要

区分

中高生・あらゆる世代が交流できる機
能としてはファブラボ的なものもい
いかもしれない。産業 OB という財産
も活用すべきでは。

14

15

16

③

各スペースの住み分けをしっかりし
てほしい。

ワンフロアなだけに、自習スペースは
集中できるようにしてほしい。

②

②

開架・閲覧スペースは動線を考慮した
配置を要望。
17

②

レファレンス部門の充実を要望。
18

②
床材は特に気を使って足音が極力響
かないようにしてほしい。

19

①

Ｇ

常設展示においてもできるだけ体で
感じとれるものを選択してほしい。
20

21

22

23

②

休憩スペース等は自販機中心になる
かと思いますが、可能な場所で実験キ
ットや工作キットの販売が行えると
良い。
敷地を職員駐車場まで広げたのはと
ても良いと思う。現在の両施設の遺構
となるようなものを検討・選択して歴
史をどこかに残しておくようなてい
ねいな作り方をしてほしい。
今後の基本設計や内部構成、展示の方
向性などについても細やかな情報発
信してほしい。
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③

③

③

参考資料編

室蘭市の考え方
基本計画（素案：21 ページ）では、体験型・
参加型を事業展開のコンセプトに位置づ
けており、実験スペースなどを活用し様々
な事業実施に対応できるよう計画してお
ります。科学館の主な利用対象者は子ども
となりますが、ファブラボの概念も参考と
しながら、幅広い世代の利用を促す事業展
開についても、今後の管理運営において検
討を進めてまいります。
※ファブラボ：デジタル・ファブリケーシ
ョン（パソコン制御のデジタル工作機
械）を揃え、市民が発明を起こすことを
目的とした地域工房の名称。
（引用：総務省平成 25 年版情報通信白書
より）
基本計画（素案：24 ページ）では、ゾーニ
ング・フロア構成において、各スペースの
配置関係を記載しており、今後の設計にお
いて、詳細を検討してまいります。
基本計画（素案：18 ページ）では、自習ス
ペースの静寂性の配慮を記載しており、今
後の設計において、仕様の検討を進めてま
いります。
基本計画（素案：24 ページ）では、ゾーニ
ング・フロア構成において、各スペースの
配置関係を記載しており、今後の設計にお
いて、利用者動線にも配慮しながら、検討
を進めてまいります。
基本計画（素案：22 ページ）では、レファ
レンスの充実を掲げており、今後、ご意見
も参考としながら、魅力的な管理運営のあ
り方について、検討を進めてまいります。
基本計画（素案：24 ページ）では、ゾーニ
ング・フロア構成において、各スペースの
配置関係を記載しており、施設の特性を踏
まえ、階層毎の音の対応について配慮して
まいります。
なお、音への対応を明確化するため、「上
下階の音に関する配慮の趣旨」を基本計画
に反映致します。
基本計画（素案：15 ページ）では、五感で
科学を体感できるような展示スペースを
計画しており、今後の設計において、体験
型・参加型のコンセプトに基づく展示整備
について、検討を進めてまいります。
現在の科学館においては、指定管理者の自
主事業により科学関連の販売を行ってお
り、新施設においても、販売状況や利用者
ニーズ等を踏まえ、必要に応じて指定管理
者と協議してまいります。
両施設の歴史性を示すものについては、新
施設に必要か、あるいは既存施設から移設
が技術的に可能かなどを、総合的に判断し
検討してまいります。
市としても、今後の事業推進の進捗状況に
併せ、市民の皆様に情報発信を進めなが
ら、新施設の理解促進や周知に取り組んで
まいります。

（仮称）室蘭市環境科学館・市立室蘭図書館基本計画

４．市民アンケート
４−１．科学館利用者アンケート
①実施概要
項目

内容

対象

室蘭市青少年科学館利用者

実施方法

科学館にアンケート用紙及び回収ボックスを設置

実施期間

平成 27 年 6 月 26 日から平成 27 年 7 月 22 日

回収結果

65 名

②アンケート結果
設問 A：館の利用の仕方について
ⅰ）利用頻度

（N=65）
年１回程度

半年〜数か月に１回程度
月１〜２回程度
毎週かそれ以上
回答なし
0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0
%

ⅱ）利用目的

（N=117、複数回答可）

各種の科学展示
体験学習
プラネタリウム
温室や野草園
地元企業の展示
SL（蒸気機関車）
その他
0.0%

20.0%

40.0%

ⅲ）「こうなればもっと良い」という自由意見
自動で屋根を開閉
星のコーナーを増やして
各種科学展示の所に職員を

60.0%

80.0% 100.0%

（N=34）

エレベーター
wi‑fi
祝日も開館

プラネタリウムを広くして

体験学習をもっとたくさん

実験の説明をもっとうまく

プラネ料金は入館料に含めて

休憩場所をつくって

幼児もシャボン玉ができるよう小さい容器を

新しい展示物を

入館料が高い 幼児の付き添いの大人を無料に

体験学習をおもしろく

最先端の科学を取り入れてほしい

広いスペース、展示品のリニューアル

温室の設備を改良して

小さい子も遊びながら学べるように

一服できる広いエリアを中間に

20年前と比べると十分良い

目的ごとに種別されわかりやすく

体験をもっとたくさん

温室の充実

利用料金を安く

古いものは処分

2・3階のような展示ばかりだとつまらない体験ができる展示を増やして

展示会をもっと続けて

幼児でもできる実験を

ハウスの換気を良くして

保育士付子供広場

30年以上前のほうがおもしろかった

新刊もすぐ貸し出しして

年間パスポート希望
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（仮称）室蘭市環境科学館・市立室蘭図書館基本計画

ⅳ）合築で期待すること、又は心配なことに関する自由意見

（N=26）

期待すること

心配すること

パソコンが増える

エスカレーター、エレベーターが必要

本を増やしてほしい
本を借りやすい、すぐ調べられる

うるさいのでは
図書館の本を捨てるのか

近い方が助かる

科学館はうるさい 図書館は静か

子供が科学館にいる間親が図書館にいても安心な場所になると嬉しい 同じ空間にしてほしくない

今のまま楽しく、体験もぜひ継続を

子供が遊べるスペースが無くなるのでは

年間パスポート
連絡通路

ムッピークラブ、さつき展を続けてほしい

子供たちが従来通り遊べる施設を

出たり入ったりしたら再入場になるのか

新しい物を増やして
科学館での疑問を図書館で調べる
一連の流れが可能な動線のつながり

建物は別々で

今迄同様に利用できるように

別々の方が良い

手作りのおもちゃは残してほしい

手作り感をなくさないで

体験学習をなくさないで
互いの環境を維持できるのか

設問 B：回答者属性
ⅰ）回答者の住居地域

（N=65）

室蘭市
登別市・伊達市
洞爺湖町・壮瞥町・豊浦町
それ以外
回答なし
0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0
%

ⅱ）回答者の性別

（N=65）

男
女
回答なし
0.0%

ⅲ）回答者の年代

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

（N=65）

中学生以下
高校生〜１０代
２０代
３０〜４０代
５０代
６０代
７０代以上
回答なし
0.0%

20.0%

40.0%

60.0%
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80.0%

100.0%
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（仮称）室蘭市環境科学館・市立室蘭図書館基本計画

（参考）科学館に関するアンケート票

■科学館・図書館の合築アンケートについて（お願い）
室蘭市では、室蘭市青少年科学館と市立室蘭図書館（本館）を現地改修し、
「（仮称）環境科学館・図書館」として、一つの建物に整備することを検討しています。
このことについて、両館を利用する皆様に、アンケートをお願いします。
以下の設問に、あてはまるものに○を付けていただくか、ご意見をお書きください。

A

まずは、館の利用の仕方についてうがいます

○科学館を、どのぐらい利用されていますか
・年1回程度 ・半年〜数か月に1回程度

（あてはまるものに○を）

・月1〜２回程度

・毎週かそれ以上

○どのような目的（楽しみ）で、利用されていますか？
・各種の科学展示

・体験学習

・地元企業の展示

・プラネタリウム

・SL（蒸気機関車）

（複数回答可）
・温室や野草園

・その他（

）

○「こうなればもっとよい」というご意見があればぜひ教えてください
（自由記述）

○科学館と図書館をあわせる上で、期待、または心配なことがあれば教えてください
（自由記述）

B

次に、あなたご自身についてうかがいます

○どちらにお住まいですか？
・室蘭

・登別〜伊達

○年齢を教えてください
・ 〜中学生

・洞爺湖〜壮瞥〜豊浦

・60代

○性別を教えてください

・それ以外

（あてはまるものに○を）

・高校生〜10代

・50代

・男性

（あてはまるものに○を）

・20代

・30−40代

・70代以上
（あてはまるものに○を）

・女性

ご協力、ありがとうございます。うかがいたいことは以上です。
いただいたご意見・内容は、両施設の整備目的以外には利用しません。
室蘭市教育委員会

生涯学習課／図書館

（電話０１４３−22−5094）
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（仮称）室蘭市環境科学館・市立室蘭図書館基本計画

４−２．図書館利用者アンケート
①実施概要
項目

内容

対象

市立室蘭図書館利用者

実施方法

図書館にアンケート用紙及び回収ボックスを設置

実施期間

平成 27 年 6 月 26 日から平成 27 年 7 月 22 日

回収結果

32 名

②アンケート結果
設問 A：館の利用の仕方について
ⅰ）利用頻度

（N=32）
年1回程度

半年〜数カ月に1回程度
月１〜２回程度
毎週かそれ以上
回答なし
0.0%

ⅱ）利用目的

20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

（N=41、複数回答可）

各種の科学展示
体験学習
プラネタリウム
温室や野草園
地元企業の展示
SL（蒸気機関車）
その他
0.0%

20.0%

40.0%

ⅲ）「こうなればもっと良い」という自由意見

60.0%

80.0% 100.0%

（N=41、複数回答可）

エレベーターがほしい

作者名など見出しをもう少し詳しく

子供向けのイベントをしてほしい

喫茶店がほしい

幼児用スペースを広くして

デスク式一人スペースの確保

図書館は１階にしてほしい

年中無休で8時〜20時まで開館

ネット環境や視聴覚設備の充実

ふくろう文庫常設

経年劣化して日焼けした本を並べないで

CDやビデオの貸し出し

開館時間を延長して
長く読まれていない本やずっと掛けてある絵は
処分したらどうか
大人の本は１階、子供は上の階でいいのでは
ゆったりした椅子がたくさんあってくつろげる空
間がほしい
映画のDVD、漫画を置いてほしい

視聴覚室の設置
新書がなかなか戻ってこない
開館前に待っていられるロビーがほしい
ふくろう文庫を支援してほしい
お茶等が飲めるスペースがほしい
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（仮称）室蘭市環境科学館・市立室蘭図書館基本計画

ⅳ）合築で期待すること、又は心配なことに関する自由意見
期待すること

（N=26）

心配すること

科学館で催される企画に関連した書籍を目立つ
所に展示等、「体験する」科学館と「調べる」図書
館により
少子化で来館者が減った時の図書館への影響
「知る」行為に両面から迫ることのできる取組を期
待する
室蘭（特に工業）の今を知ることができる施設で
ふくろう文庫は残してほしい
あってほしい、鉄育の場になってほしい
効率的な運営で開館時間延長につながれば
今まで通りの料金設定にして
開放的な緑の空間

かもけんの方が残ってくれるか心配

相乗効果が期待できる

うるさくなるかも

子供の本離れ、科学離れが多少解消されるのでは 音がうるさくなるのでは

プラネタリウムをなくさないで
機能が違うので完全独立型で入・出口も別々がいい

共通するものが無いように思う
高齢なので設計が心配、エレベーター等がほしい

設問 B：回答者属性
ⅰ）回答者の住居地域

（N=32）
室蘭市

登別市・伊達市
洞爺湖町・壮瞥町・豊浦町
それ以外
回答なし
0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0
%

ⅱ）回答者の性別

（N=32）

男
女
回答なし
0.0%

ⅱ）回答者の年代

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

（N=32）

中学生以下
高校生〜 10代
20代
30代〜40代
50代
60代
70代以上
回答なし
0.0%

20.0%

40.0%
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60.0%

80.0%

100.0%
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（仮称）室蘭市環境科学館・市立室蘭図書館基本計画

参考資料編

（参考）図書館に関するアンケート票

■科学館・図書館の合築アンケートについて（お願い）
室蘭市では、室蘭市青少年科学館と市立室蘭図書館（本館）を現地改修し、
「（仮称）環境科学館・図書館」として、一つの建物に整備することを検討しています。
このことについて、両館を利用する皆様に、アンケートをお願いします。
以下の設問に、あてはまるものに○を付けていただくか、ご意見をお書きください。

A

まずは、館の利用の仕方についてうがいます

○図書館を、どのぐらい利用されていますか
・年1回程度 ・半年〜数か月に1回程度

（あてはまるものに○を）

・月1〜２回程度

・毎週かそれ以上

○どのような目的（楽しみ）で、利用されていますか？
・本を借りる

・本や新聞を読む（調べる）

（複数回答可）

・読み聞かせなど事業

・その他（

）

○「こうなればもっとよい」というご意見があればぜひ教えてください
（自由記述）

○科学館と図書館をあわせる上で、期待、または心配なことがあれば教えてください
（自由記述）

B

次に、あなたご自身についてうかがいます

○どちらにお住まいですか？
・室蘭

・登別〜伊達

○年齢を教えてください
・ 〜中学生

・洞爺湖〜壮瞥〜豊浦

・60代

○性別を教えてください

・それ以外

（あてはまるものに○を）

・高校生〜10代

・50代

・男性

（あてはまるものに○を）

・20代

・30−40代

・70代以上
（あてはまるものに○を）

・女性

ご協力、ありがとうございます。うかがいたいことは以上です。
いただいたご意見・内容は、両施設の整備目的以外には利用しません。
室蘭市教育委員会

生涯学習課／図書館
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４−３．小学生アンケート（科学館）
①実施概要
項目

内容
市内小学生４〜６年生

対象

（各学年に複数学級がある場合は 1 学級に限る）

実施方法

市内小学校にアンケート用紙を送付

実施期間

平成 27 年 6 月末から平成 27 年 7 月末にかけて配付及び回収

回収結果

1,197 名

②アンケート結果
設問①：科学館の利用の有無

（N=1,197）

行ったことがある
行ったことがない
わからない
回答なし
0.0%

20.0%

設問②：科学館の好きなところ

40.0%

60.0%

80.0% 100.0%

（N=5,965、複数回答可）

※設問①で「行ったことがある」と回答した人のみ
動かして学べる
見て学べる
パズルで遊べる
いろいろな植物がある
生き物がいる
動く乗り物がある
本物の蒸気機関車
実験したり、作ったり
星や空について知る
0.0%

設問③：行かない理由

20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

（N=25）

※設問①で「行ったことがない」と回答した人のみ
どこにあるかわからない
家から遠い（かよえない）
行きたいと思わない
わからない（とくにない）
その他
0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0
%
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（仮称）室蘭市環境科学館・市立室蘭図書館基本計画

設問④：新しい科学館に「こんなもの（コーナー）があったら良いなと思うもの
（N=2,613、複数回答可）
実験 や 体験 が でき る
本や 図 鑑で原 理や 機 会の 仕 組み を 学ぶ
地球 や 自然 、 太陽 光 など を 学ぶ
鉄や石 油な ど 室蘭 の 技術 を 学ぶ
その 他

0.0%

※その他（自由意見）

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

（N=187）

動く乗り物（17）、ロボット製作等（15）、重力・無重力体験（10）
生き物（虫など）を学ぶ（10）、星を学ぶ（8）、迷路（5）、工作（5）
宇宙について学ぶ（5）、3D 体験（5）、その他（107）

設問⑤：回答者の学年及び性別
（学年）
4年生
5年生
6年生
回答なし
0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

（性別）
男
女
回答なし
0.0%
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（仮称）室蘭市環境科学館・市立室蘭図書館基本計画

（参考）小学生アンケート票

青少年科学館について（アンケートのお願い）
むろらんし

せいしょうねんかがくかん

かんが

室蘭市では、青少年科学館を、あたらしくすることを考えています。
かがくかん

しょうがくせい

みな

おも

そこで、科学館について、小学生の皆さんがどう思っているのか、
す

おし

どこが好きなのかなど、教えてください。

①科学館へ行ったことはありますか？ （あてはまるもの１つに〇をつけてください）
１

行ったことがある

（→②の質問へ進んでください）

２

行ったことがない

（→③の質問へ進んでください）

３

わからない

（→④の質問へ進んでください）

②「行ったことがある」人に聞きます。
科 学館の好きなところはどこですか？ （好きなものすべてに ✔をつけてください）

□ 動かして 学べる

□ 見て 学べる

□ パズル で 遊べる

□ いろいろな 植物 がある

□ 生き 物 がいる

□ 動くのりもの がある

めだ かの 水 槽

温室 ・野 草 園

じょうき

きかんしゃ

□ 本物の蒸気機関車

□ 実験 したり、作ったり

□ 星や空 について 知る

プラネタ リウム

⇒④の質問へ進んでください
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（仮称）室蘭市環境科学館・市立室蘭図書館基本計画

参考資料編

③「行ったことがない」人に聞きます。
行かない理由があればおしえてください。
（あてはまるものすべてに○をつけてください）

１

どこにあるか知らない

２

家から遠い（かよえない）

３

行きたいと思わない

４

わからない（とくにない）

５ ほかに理由があれば、教えてください
（

）
⇒④の質問へ進んでください

④全員に聞きます。
新しい科学館に「こんなもの（コーナー）があったらいいな」と思うものを教
えてください。
（あてはまるものすべてに○をつけてください）
じっけん

１

たいけん

かがく

じっけん

かいぼう

実験や体験（科学実験やイカの解剖、ロボットサッカーなど）ができるところ
ほん

ずかん

げんり

きかい

しく

２

本や図鑑で、原理や機械の仕組みなどを、もっとしらべたりできるコーナー

３

地球や自然、太陽光や風力発電などについて学べるコーナー

４

鉄や石油作りなど、室蘭にある工場の仕事や技術を学ぶコーナー

ち きゅう

しぜん

たいよ うこう

ふうりょくはつでん

５ ほかに「いいな」と思うものがあれば、教えてください
（
）
⇒⑤の質問へ進んでください

⑤最後に、あなたについて教えてください
（それぞれ、あてはまるものに１つに〇をつけてください）

学年

４年生

性別

男子

・

５年生
・

・

６年生

女子

ありがとうございます。皆さんの意見を、新しい科学館づくりに生かしていきます。
室蘭市教育委員会

生涯学習課

（電話０１４３−22−5094）
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平成２８年３月策定
室蘭市教育委員会教育部生涯学習課・図書館
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