
  
 

平成２７年１１月１０日（火） 室蘭市教育委員会生涯学習課 

平成２７年度 室蘭市まちづくり協議会 

環境科学館・図書館検討ワークショップ 
 

まとめ報告会 

※この事業は公益財団法人市町村振興協会の助成を受けて実施しています。 



勉強会のおさらい これまでのおさらい（事務局） 
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環境科学館・図書館検討ワークショップ 

まとめ報告（コーディネーター） 

質疑応答 

■本日の内容 
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環境科学館・図書館検討ワークショップ 

８/２０ 第１回WS  
 「科学館・図書館の良いところ 
         ・伸ばしたい機能を考えよう」 

１０/１ 第２回WS  
 「私たちが行きたくなる科学館・図書館とは」 

８/２ 「施設見学・勉強会」 
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環境科学館・図書館検討ワークショップ 

8/20 
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第１回WSでいただいた主なご意見やアイデア 

科学館 図書館 

共通 

・体験型の充実 
・企業や工大との連携 
・プラネタリウムの充実 
・スタッフ（かもけん）の良さ 

・閲覧コーナーの拡充 
・自習スペースの設置 
・子どもも使いやすく 
・ふくろう文庫の活用 

・バリアフリーの対応や冷暖房完備 
・収納保存スペースの確保 
・科学館と図書館が連携する仕掛けづくり 

第1回テーマ「科学館・図書館の良いところ 
          ・伸ばしたい機能を考えよう」 
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環境科学館・図書館検討ワークショップ 

10/1 
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第２回WSでいただいた主なご意見やアイデア 

体験型の充実 企業や工大との連携 

・鉄を使った小物作り 
・実際のスポーツ選手の速さを 
 再現 
・風速○○ｍを体験 
・溶接体験 
・はんだを使った電子機器製作 

・工場の仕組みや工程 
・市内や工大の機械を借り受け 
 られないか 
・気象台と連携（地震・水難） 
・ボルタの作成 

第２回テーマ「私たちが行きたくなる 
             科学館・図書館とは」 

■世代別のグループに分かれ、 
    特に次の2点について意見をお伺いしました。 



7 

第２回WSでいただいた主なご意見やアイデア 

■世代による特徴は 

プラネタリウム 防災 

学校との連携 
親子で学べる 

施設へのアクセス 

省エネ 

貴重な図書等の活用 

１０代            ４０代           ７０代 

科
学
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第２回WSでいただいた主なご意見やアイデア 

■10～30代ぐらいの方のご意見・アイデア 

プラネタリウム 学校との連携 

施設へのアクセス 

・プログラムの製作。ナレー 
 ションも中学生で 
・大人用と子ども用でプログラ 
 ムを分けて。 

・テスト対策で勉強を教えてく 
 れる職員の配置。 
・実験しながら理科の授業のお 
 さらいをしてくれる。 

・無料の循環バスがあれば。 
・会社が終わってからもいける 
 時間まで開館して。 
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第２回WSでいただいた主なご意見やアイデア 

■40～50代ぐらいの方のご意見・アイデア 

親子で学べる 

防災について学ぶ 

・親子で実験やものづくり体験。 
・親子で本を読み、絵を描いたり感想を伝える。 
・大人も楽しめるサイエンススクールで、もう一度科学に興 
 味を持てる内容のもの。 
・大人向けの科学大学みたいのもの。 

・地震や水難発生のメカニズムが分かるもの。 
・ハザードマップの展示。 
・２４時間サバイバルで避難生活を体験。 
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第２回WSでいただいた主なご意見やアイデア 

■60～70代ぐらいの方のご意見・アイデア 

貴重な図書等の展示 

省エネ施設で省エネを学ぶ 

・ふくろう文庫の常設や閲覧しやすい環境づくり。 
・歴史の基礎となる文書（古文書）が目に入るように。 

・自然エネルギー（波力、雷、光、風力、地熱）の活用。 
・光熱水費がかからない仕組み。 
・環境を考えた建物を工大中心で考えてほしい。 
・省エネについて考える場としたい。 
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第２回WSでいただいた主なご意見やアイデア 

■その他にも… 

中庭の活用 カフェ機能の導入 

スペースの有効活用 両施設の連携 

■様々なご意見・アイデアをいただきました。 

・組み合わせによって大きく使 
 えたりできる机があれば 
・フリースペースの確保 

・科学図書室として科学情報の 
 収集や学習・調査が楽しく自  
 由にできる 

・庭園ビオトープの整備 
・地域の生き物に触れて学べる 

・くつろげるカフェスペースの 
 設置 
・軽食や室蘭名物があるとよい 
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環境科学館・図書館検討ワークショップ 



13 

検討体制 

まちづくり 

協議会 
整備検討委員会 アンケート 

関係団体等との
意見交換 

基本計画の 

完成！ 

市民参加のワークショップ 専門家による検討会議 小学生や施設利用者を対象 施設に関係する団体や地域など 

■まちづくり協議会以外にも様々な方法で検討しています。 
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環境科学館・図書館検討ワークショップ 
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整備検討委員会 

委員 

座長 室蘭工業大学 大学院工学研究科教授 清水 一道 氏 

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 

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 

■第１回目を9月29日に開催 
「図書館や科学館の共通スペースによる事業展開やこれらを実
現できる柔軟的なスペースの確保が必要」とのご意見 
 
■第2回目は11月17日に開催予定 
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環境科学館・図書館検討ワークショップ 
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その他の機能による検討状況 
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図１．科学館の好きなところは（複数回答） 

１．市内小学生 
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図２．今後期待するものは（複数回答） 

実際に体を動かして体験できるものが求められている。 
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その他の機能による検討状況 
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図３．科学館の利用目的は何か（複数回答） 

２．科学館利用者 

・展示の充実 
・体験学習の拡大 
・休憩スペースの設置 

・科学館の疑問を図書館ですぐ 
 解決など動線的なつながりを 
 期待 
・科学館の手作り感、図書館の 
 静かさなど現状の維持が心配 

こうなればもっとよい 

合築の際の期待や心配 

手作り感のある展示が好まれている。 
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その他の機能による検討状況 
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図４．図書館の利用目的は何か（複数回答） 

３．図書館利用者 

・デスク式一人スペースの確保 
・ゆったりとした椅子があって 
 くつろげる空間がほしい。 

・「体験する」科学館と「調べ 
 る」図書館により、「知る」 
 行為に両面から迫ることがで 
 きる。 
・子どもの本離れ、科学離れが 
 多少解消されるのでは。 

こうなればもっとよい 

合築時の期待や心配 

図書館の中でゆったりと本が読めるとよい。 
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環境科学館・図書館検討ワークショップ 
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今後の予定 

年月 内容 

平成２７年１１月１０日 まちづくり協議会まとめ報告会 

整備検討委員会、団体との意見交換 

平成２７年１２月 基本計画（骨子案）の公表 

パブリック・コメントの実施 

平成２８年３月 基本計画の公表 

木基本計画がある程度形になった
段階で一度ご案内いたします。 


