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１ 意見募集結果の概要 

(1) 募集期間 

平成 30 年（2018 年）10 月９日（火）から 11 月８日（木）【30 日間】 

(2) 意見提出方法 

郵送、持参、ＦＡＸ、Ｅメール、ホームページ上の意見入力フォーム 

(3) 資料の配布場所 

教育委員会生涯学習部生涯学習推進課、市役所本庁舎（２階市政刊行物コーナー）、各区役所

（市民部総務企画課広聴係）、札幌市青少年科学館、生涯学習センター（ちえりあ）、中央図書

館、えほん図書館、各区図書館、博物館活動センター、下水道科学館、豊平川さけ科学館

２ 意見の内訳 

(1) 意見提出者数・意見件数 

33 人・56 件 

(2) 年代別内訳   

年代 19歳以下 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70 歳以上 不明 合計 

人数（人） 12 3 6 3 3 1 2 3 33

件数（件） 12 3 15 6 11 1 3 5 56

(3) 提出方法別内訳 

提出方法 郵送 持参 ＦＡＸ Ｅメール ＨＰ 合計 

提出者数 17 0 0 6 10 33

構成比 51.5％ 0％ 0％ 18.2％ 30.3％ 100％

(4) 意見内訳 

意見区分 件 数 構成比 

全体を通して 4 7.1％

第１章 札幌市青少年科学館活用基本構想策定の趣旨 0 0％

第２章 青少年科学館の現状と課題 4 7.1％

第３章 青少年科学館の活用の方針～今後の在り方について～ 1 1.8％

第４章 事業別の施策の方向性～更新等に当たっての基本的な考え方～ 14 25.0％

１ 展示事業 (6) (10.7)※

２ 科学普及啓発事業 (3) (5.4)※

３ 天文普及事業 (2) (3.6)※

４ 学校教育連携事業 (3) (5.4)※

第５章 施設概要とこれまでの取組 0 0％

巻末資料 2 3.6％

その他の意見 31 55.4％

合   計 56

※第４章の構成比の内訳については、小数点以下第２位で四捨五入したため、第４章の合計と一致しない。
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３ 意見に基づく当初案からの変更点 

市民の皆さまからいただいたご意見をもとに、当初案から１項目を変更しました。 

No. 箇所 意見概要 構想の変更内容 

1 Ｐ８ 

３章 

１社会状況

等の変化を

踏まえた展

示物や施設

設備の機能

の充実 

⑴社会状況

を踏まえた

取組の充実

第４章の１「展示事業」では、科学や科

学技術に関する知識の基礎となる科学

原理や法則を展示するとの記載にとど

まっており、第３章の１-⑴「社会状況

を踏まえた取組の充実」の記述と整合

性がとれていないのでは。 

第３章の１-⑴「社会状況を踏まえた取

組の充実」の記述に関しては、第４章の

１「展示事業」と第４章の２「科学普及

啓発事業」を通じて実現を目指すことを

想定しておりましたが、当初案では、「展

示構成や展示手法により」と限定的な記

述となっておりました。 

そのため、第４章の２「科学普及啓発

事業」との関連を踏まえ、「展示構成や展

示手法だけでなく、科学普及啓発事業の

拡充により」と文言を追記いたしまし

た。 
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４ 意見の概要とそれに対する札幌市教育委員会の考え方 

いただいたご意見については、一部要約、分割して掲載しています。 

○全体を通して 

No. 意見概要 札幌市の考え方 

2 本書全体の印象として「宇宙」の捉え方がイ

コール天文学・惑星科学となっている印象を

受ける。

宇宙については、様々な学問分野の研究がされてお

りますが、科学館における「宇宙」の捉え方につい

ては、現在の展示構成で人気がある天文学・惑星科

学を中心とさせていただいております。なお、今後

の整備に当たっては、科学館の展示スペースを考慮

しながら、宇宙に関する様々な情報を可能な限り発

信していけるよう努めてまいります。

3 社会状況等の変化を踏まえるための調査は

行ったのか。

本構想を作成する中で、社会状況を踏まえるための

有識者会議等は実施しましたが、具体的な整備内容

を決定する際には、昨今の科学や科学技術に関する

更なる情報収集に努めるとともに、専門家からの意

見聴取等も検討してまいります。

4 将来の「宇宙」・「北方圏」の在り方について

のビジョンが文章から見えてこない。

本構想は、「宇宙」や「北方圏」などの特定の分野

についての具体的なビジョンを示すものではない

ため、現段階においては整理しておりませんが、今

後の展示物の更新の際には、「宇宙」・「北方圏」の

在り方についても検討してまいります。

5 科学館に対する期待を取捨選択もなく詰め

込みすぎでは。もう少し「重点項目」や「順

序」の設定など、札幌市としての目指すべき

科学館の形を明確にすべきではないか。

本構想は、科学館の今後の在り方を明らかにすると

ともに、展示物や施設設備の更新等に当たっての基

本的な考え方を整理することを目的としておりま

す。そのため、「重点項目」や「順序」については、

今後の展示物や施設設備の更新等の際に、明確にな

るよう整理をしてまいります。

○第１章 札幌市青少年科学館活用基本構想策定の趣旨 

     特になし

○第２章 青少年科学館の現状と課題

No. 意見概要 札幌市の考え方 

6 展示物の老朽化が来館者の関心を薄れさ

せる原因である。もちろん、展示物の更

新・改修は必要であるが、工夫により改

善できるものもあるのではないか。

御意見のとおり、展示物の老朽化は科学館の大き

な課題の一つです。展示物の更新や修繕等と併せ

て展示手法を工夫するなど、様々な手法を用いて

改善を図ってまいります。

7 親子で一緒に経験しながら楽しめる工夫

がもっとあると良い。

親子で学びを深めることができる手法等につい

ても検討し、子どもだけではなく、大人も一緒に

楽しめる施設づくりを目指してまいります。
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No. 意見概要 札幌市の考え方 

8 繰り返し訪れたくなる～とあるが、展示内

容だけでなく、駐車場の拡大、授乳室の各

階整備、キッズスペースの補強など、子ど

もを連れてくる「保護者」が気兼ねなく来

館できる環境がほしい。

第３章の２「市民の誰もが学べる環境づくり」の

中で保護者が利用しやすい施設という視点とし

て記載させていただきましたが、今後の整備の際

に、保護者が気兼ねなく来館できる環境について

検討を進めてまいります。

9 大人だけでも科学館に来館したくなるよ

うな施設づくりも目指してほしい。

生涯学習の場として、子どもだけではなく、大人

も楽しめる施設づくりを目指してまいります。

○第３章 青少年科学館の活用の方針～科学館の今後の在り方について～ 

     意見に基づく当初案からの変更点の１箇所のみ 

○第４章 事業別の施策の方向性～更新等に当たっての基本的な考え方 

１ 展示事業 

No. 意見概要 札幌市の考え方 

10 自然科学の面白さの一つにフィールドワ

ークによる調査があるので、そのような調

査の擬似体験ができるようなところがあ

ると良い。

体験性のある展示については、どのような展示内

容や展示手法がふさわしいか、今後検討してまい

ります。

11 科学館の価値は、家では体験することがで

きない大がかりな装置で科学に触れられ

ることにあるので、普遍的な原理・法則に

ついて体感（体験）を通して学べる施設に

期待する。

展示物の整備については、普段は体験できない学

びの手法を取り入れることも検討いたします。

12 展示物の解説について、説明をしっかりと

読む子どもは多くないので、一目でわかる

使い方のパネルがあると良いのでは。ま

た、時間帯での解説員がいるともっと良

い。お金をかけなくてもできることはある

ので、検討してほしい。

展示物の解説は、御意見の内容を含め展示物に興

味・関心をもってもらい、その原理や法則につい

て、考えるきっかけを提供できるような手法を検

討してまいります。

13 展示テーマを、来館者の大半を占める小学

生がもっと身近に感じる分野にわけては

どうか。

（「屋内、屋外」「街、自然」など）

具体的な整備内容が決定した際には、展示テーマ

が分かりやすくなるよう分野の名称も見直して

まいります。

14 ＳＤＲのような体験型展示物や最新の科

学技術を踏まえた再整備してほしい。

今後、展示物の整備を具体化していく際に、体験

型展示や最新科学技術を活用した展示内容につ

いて検討してまいります。
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No. 意見概要 札幌市の考え方 

15 自然災害や環境問題に対する学びを充実

してほしい。

※個別具体的な事例案（原爆・電磁波関連

など）を５つ提供いただいている。

具体的な整備を検討する際には、自然災害や環境

問題に関する展示内容についても検討してまい

ります。

２ 科学普及啓発事業 

No. 意見概要 札幌市の考え方 

16 古生物学（恐竜）は子どもたちの関心が

高く、札幌市は全国的にも著名な研究者

がいるので、連携できないか。

科学館は、科学博物館として位置付けられてお

り、古生物学の常設展示は想定しておりません

が、本市博物館活動センターや企業・大学等との

連携を図る中で、古生物学の情報発信についても

検討してまいります。

17 資金を投入しなくてもできるソフト事業

の拡充（工夫）にもっと取り組むべき。

また、国内外の科学館や、各種理科教育支

援団体との連携を図る手段はないのか。

今後、展示物や施設設備の整備を具体化していく

のに併せ、各種団体等との連携を含めたソフト事

業の具体的な内容についても検討してまいりま

す。

18 企業のもっている科学的な知識をわかり

やすく教えてくほしい。

今後、展示物や施設設備の具体的な整備に併せ

て、企業・大学との連携についても検討してまい

ります。

３ 天文普及事業 

No. 意見概要 札幌市の考え方 

19 天文の展示コーナーとプラネタリウムや

天文台を連携させてみてはどうか。

天文・地球科学コーナーとプラネタリウムや天文

台（移動天文車）との連携した事業は、天文知識

を普及するうえで有効な手法のひとつと考えて

おりますので、今後の展示内容の整備と連動して

検討してまいります。

20 プラネタリウムの今後について、星座や神

話の世界をもっと投影してほしい。

一般向けのプラネタリウムでは、星座の投影や神

話の解説といった天文に関係の深い内容の充実

に、引き続き努めてまいります。

４ 学校教育連携事業 

No. 意見概要 札幌市の考え方 

21 学校教育との連携の必要性を高めるため

の、プログラミングに関する展示（事業）

の拡充してほしい。

プログラミングを含めた様々な単元に関する展

示や事業については、教職員等の意見も取り入

れ、どのような内容がふさわしいか検討してまい

ります。

22 図書やＩＣＴ環境の充実はどれくらいの

規模を想定しているか。

具体的な整備内容については、今後検討してまい

ります。
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No. 意見概要 札幌市の考え方 

23 展示などに、理科のどの学習の内容と関係

があるのかが分かる工夫をしてほしい。ま

た、科学館の物品の貸し出しや教員向けの

実験講座や学習プログラムもほしい。

現在、学校教育の教育課程を踏まえた科学館の展

示物の活用方法をまとめた「理科授業プログラ

ム」を作成しているところです。また、物品の貸

し出しの拡充や教員向けの実験講座、学習プログ

ラムの実施についても、今後の必要性を鑑み検討

してまいります。

○第５章 巻末資料 

No. 意見概要 札幌市の考え方 

24 【国の動向】として学習指導要領関連の部分

抜粋のみ行われているが視野が狭くないか。

本構想においては、科学館の活用方針の１つとし

て、学校教育との連携に重点をおいていることか

ら、学習指導要領関連の部分的な記載とさせていた

だいております。

25 国や北海道の施策との関連性や、近隣自治体

の視野も取り入れた調査と考察が必要では

ないか。

現在のところ、国や他自治体の動向について詳細な

調査などを行う予定はございませんが、科学館の運

営に影響を与えるような国の施策や他自治体の動

向については注視してまいります。

○その他の意見

No. 意見概要 札幌市の考え方 

26 科学館の管理運営や展示の具体的なご意見

について（全３１件）

具体的な科学館の管理運営や展示に関するご意見

は、引き続き、より良い運営とするための参考にさ

せていただきます。

また、今後、展示物の整備を具体化していく際には、

いただいたご意見を踏まえながら、整備内容を検討

させていただきます。


