
令和４年度第１回 伊勢原市立子ども科学館運営協議会 会議録 

 

［事 務 局］ 教育委員会教育部図書館・子ども科学館 

 

［開催日時］ 令和４年１１月１日（火） 午後３時～午後４時１５分 

 

［開催場所］ 子ども科学館 ２階 会議室３ 

 

［出 席 者］ 

 （委 員） 櫻井綾子、古住有美、庄司暢道、藤木隆、榎並幸与、藤尾克彦、

三國登美江 

 （事務局） 山口教育長、大山教育部長、杉山図書館・子ども科学館長 

ほか２名 

 

［公開可否］ 公開 

 

［傍 聴 人］ ０人 

 

［審議の経過］ 

【委嘱式】 

  １ 委嘱状の交付 

   教育長から、櫻井委員へ委嘱状を交付 

 

 ２ 教育長あいさつ 

 ・開館以来、子どもを対象に科学の楽しさや不思議さ、びっくりするよう

な体験を実際にできる場として運営しており、市内外問わず多くの子ど

もたちがここへ学習に来ている。 

・教育指導課の「移動教室」事業とタイアップし、学校ではできないプラ

ネタリウムの投影、実験や工作などを行うほか、夏休みは自由研究の相

談室も設け学校教育の補完施設としての面も持っている。 



・学校の教師が研修指導主事として館の職員となっているが、ここでいろ

いろな知識を学び、それを学校へ戻ったときに広めていくことができて

いる。その為か伊勢原の小中学生の理科に対しての学力は高い。 

・一方で開館以来機材や建物は変わっていない。プラネタリウムを投影す

る機械は停止することがあり、建物では雨漏りがするところがある。 

・億単位の費用が必要となるプラネタリウムの更新は現実的ではない。し

かし悲観的な話と捉えるより、科学館のあり方を見直し、次のステップ

へ向かう良い機会と捉えている。 

・個人的にはプラネタリウムを諦めることも選択肢の一つと考える。科学

以外にも自然、文化、歴史といった市の魅力を集約し、ここを子どもだ

けでなく、大人も楽しめる施設にすべきという意見もある。市民ニーズ

を踏まえ、新しい教育施設・文化施設としての方向を示すべきと思う。 

・今日は皆様方と対面でお話しできる機会なので、ぜひ率直なご意見をい

ただきながら今後の館のよりよいあり方についてご指導いただきたい。 

 

  ３ 各委員及び事務局の自己紹介 

  

【運営協議会】 

  （１）開会（杉山館長） 

  

 （２）役員の選出について 

     子ども科学館条例施行規則第１１条の規定に基づき、正副会長を選

出した。 

       会長…櫻井綾子  副会長…古住有美 

 

  （３）会長あいさつ 

 

 

 

 

 



  ４ 議題 

    子ども科学館条例施行規則第１２条の規定に基づき、会長が議長とな

った。 

 

  （１）令和３年度子ども科学館事業報告について 

    事務局から、資料１に基づき、昨年度の事業を報告した。 

（委員） 質問がある。令和２年度は開館日数が少なかったりコロナの影響で

来館者が少なかったりしているが、令和３年度になると日数や来館者

が増えてきている。これはコロナ前の状況と比べるとどうか。どの程

度利用者は回復してきたのか。 

（事務局） コロナ前の令和元年度の入館者数は約６万人いた。当時と比べる

と３年度の来館者が約１万９千人なので、実績としてはコロナ前の

３分の１にも満たない状況にある。 

（議長） 今の回答でよろしいか。他に意見のある方はいるか。 

（委員） 自分は現在、青少年課で放課後子ども教室に携わっている。そちら

でも科学館には出張してもらっており、３年度は以前と比べると回数

は減ったものの何回か出張の依頼をした。こういった形で小学校も科

学館に協力をしてもらっていたので、付け加えさせていただく。 

（事務局） ただいま委員よりお話しいただいた放課後子ども教室の実績につ

いては、４ページ目の「（２）出張科学館」の令和３年度の実績中

「その他団体」というところに含まれるものである。 

（議長） 他になにかご意見はあるか。なければ議題２へ続けさせていただ

く。 

 

  （２）令和４年度子ども科学館の事業について 

    事務局から、資料２に基づき、次年度の計画を報告した。 

（委員） 質問がある。「５ 企業との連携の充実」に書かれている、日産自

動車とはテクニカルセンターか。 

（事務局） テクニカルセンターである。デザイン部門ということでかなり特

殊な技術やノウハウをもっているため、多くの講師にいらしていた



だき、子どもが自らデザインしたものを基に、粘土で車を作り上げ

ていく、好評の教室である。 

（委員） 実際に日産の社員が使用しているクレイを削る体験はさせてもらっ

ているのか。 

（事務局） この教室ではやっていない。見学に行かれた時は体験させてもら

うこともあるのではないかと思う。 

（委員） 日産財団というものがある。教育長や部長は詳しいと思うが、理科

教育助成をやっており、今年度は成瀬中学校が応募しているはずであ

る。テーマを決めて活動を行い、採択されると、その活動に対し褒賞

がもらえるものである。大学だと産学連携という形で、外部から経済

的な面で援助してもらうこともあるかと思うが、科学館でそういった

活動は可能か。たとえば助成金で予算がついたら、普段できないよう

な事業も行えて、それが最終的に何かの制度にノミネートされたら賞

をもらえることもあるのではないか。そういった活動をしたことがな

ければ、行ってみるのも新しい視点で面白いかと思う。あるいは、違

う市での事例だが東海大学の「ライトパワープロジェクト」という人

力飛行機やソーラーカーでレースに出たりしているプロジェクトがあ

る。ソーラーカーなどは展示されているので、こちらに持ってきて走

らせることが可能であればイベントとして良いのではないか。大学に

保管されている資源を使って、子どもの科学への探究心や脳を刺激で

きるものはたくさんあると思う。館の中だけで行う企画以外にも、そ

ういった大学との連携など、新しいものを始めることは難しいだろう

か。 

（議長） 提案をふまえたご意見をいただいた。事務局から回答をお願いす

る。 

（事務局） これからのヒントをいただけたので、研究させていただく。 

（議長） ご提案いただいたことについて、つけ足しや他の意見はないか。 

（委員） 大学で飛行機の羽の気流の流れなどを研究している方に、こちらで

専門的な話をしてもらうという話が一時期あった。まったく同じ企画

ができるか分からないが、以前そういった話もあったので、今後そう

いった大学と協力した教室などをできないか考えてほしい。 



（議長） 他に何かご意見、ご質問はあるか。なければ議題３へ続けさせてい

ただく。 

 

  (３) 子ども科学館のあり方について 

    事務局から、資料３に基づき、今後のあり方について説明した。 

（委員） 資料３はこれだけだろうか。資料に今後のあり方について書かれて

いない。 

（館長） 申し訳ないが、ただいま口頭で説明した内容だけである。現在、市

ではワークショップや地区別の意見交換会で、文化会館や児童館など

を含めた市の公共施設全体のあり方について協議をしている。図書

館・子ども科学館もその中に位置づけられているが、市民の皆様の広

い意見をうかがう場が開催されたばかりで、館のあり方については協

議され確定したものがお示しできない状況である。委員の皆様のご意

見を重視し、今後の教育施設としてのあり方を課題として探っていく

状況になっている。 

（委員） 分かりました。 

（議長） 資料３について、ご質問・意見がなければ、今後のあり方について

意見をいただきたい。 

（委員） プラネタリウムは小学校でも毎年子どもがお世話になっているが、

機械が古いと途中で止まってしまうこともあると聞いている。買い替

えると億単位の金がかかるということだが、プラネタリウムではなく

ても同じような効果が得られる安価なもの、たとえばプロジェクショ

ンマッピングのような、パソコンとプロジェクターがあればできるよ

うな代替品はないのか。 

（事務局） 現在、プラネタリウムではドームの中央に電球で星を映し出す光

学式プラネタリウムという機械と、コンソールの後ろに１台のデジ

タル投影機の機械が入っている。光学式の機械が古くなっており、

本体と呼ばれる部分の交換になると億単位の費用がかかってくる。

ドームは直径１８メートルあるが、その広さに投影できるような機

械を入れ直すとなると、市販のもので代替することは厳しいと思

う。やはり専門業者からの機材が必要である。今使用しているデジ



タル投影機はドーム全体の３分の２から４分の３程度をカバーでき

るものなので、デジタル機材をあと1台購入し、複数台にすれば天

井全対を網羅できるようになると思う。中央のプラネタリウム本体

が星空を投影しているが、デジタル投影機にその機能を任せること

も可能である。本体の機器ほどきれいな星空ではなくなるが、費用

を減額させる点で効果はある。ただしデジタル機器であっても最終

的に必要なものをそろえたら億近くなってしまうのではと予想され

るため、そういったことも含めて、現在検討しているところであ

る。 

（議長） いかがだろうか。 

（委員） やはり費用の問題が大きいですね。 

（議長） プラネタリウムをできるだけ継続を、というご意見だった。他にな

いか。事務局から、ぜひこの場で意見を、ということなので、何かお

考え、ご意見あればあげていただければと思う。 

（教育長） 自分は委員ではないが、発言していいか。 

（議長） お願いします。 

（教育長） 先ほど申し上げたとおり、図書館・子ども科学館の建物全体で雨

漏り等、様々な問題が生じている。まずこれらを予算を取って修繕

していくことが第一である。それが済んでからプラネタリウムある

いは展示物の老朽化を改善していくので、かなり高額な費用がかか

ってくる。必ずしも今までどおりのものを追求するのは難しいとい

う現状である。もう一つ、人的な部分だが、開館当初の職員数と比

べるとかなり少なくなっており、いろいろな事業をやるには人が不

足している。今日委員として出席されている方の中に同好会活動を

している方がいらっしゃるが、このような活動グループ、そして館

のサポーターという位置づけで支援会員もいらっしゃるが、そうい

う方々のお力をお借りし、人的な部分への支援をいただけるのかど

うかご意見を伺いたい。 

（議長） 改めて教育長から意見をとのことですが、人的な配置のことでご意

見ある方はいないか。 



（委員） 大山天文同好会は、コロナ前は月一回「クーデの日」の手伝いをさ

せていただいたが、コロナ禍以降は来られていない。声がかかれば支

援したいと思っている。 

（議長） ありがたい意見だった。他に如何か。 

（委員） コロナになる前から、支援会員がどういう手伝いができるかについ

て意見を出していたが、支援会員が何人いて、どの人が何が得意なの

か全然分からない状況のため、一度科学館の職員から声をかけてもら

って支援会員の顔合わせをしたいと話していた。コロナの前でもやは

り人手の問題からなかなかできなかった。もう１点、サイエンスクラ

ブという理科好きが集まって行う教室をコロナ前には行っていたと思

うが、何人かお手伝いしたがっている人がいるので、そういう人たち

を集められないものか。５月の科学館フェスティバルのときに支援会

員と話す機会を設けるとか、交流の場を設けて若い力を出せないかと

いうことを提案したことはある。自分としては市内にいる理科好きな

人たちが集まっていろんな意見が出せるのではないかと考える。 

（議長） 他にいかがか。 

（委員） 集まるというと、以前は次の月の予定表をいただき、自分の予定と

照らし合わせてお手伝いに来たりしていた。郵送すると切手代は大変

だが、通知をいただければ予定を確認できる。コロナ前にはいただい

ていたので、そういった通知をいただければ会員同士でも声をかけら

れるかもしれない。 

（議長） ありがとうございました。教育長、今いくつか意見をいただいたが

いかがか。 

（教育長） 大変前向きなお話で、すごくありがたい。お手紙でも、と話があ

ったが、今職員数が正規が３人、それに館長と任期付き職員が１人

で運営しており日々の業務を行うだけで汲々としている状況であ

る。いろいろなボランティアの方に声をかけていきたいのは山々だ

が、新たに企画して組み立てていく余力が少ない状況である。しか

し前向きなお言葉をいただけたので、そういう力をいかにして活用

できるのか、方策を考えさせていただき、その中で改めて解決して

いきたく思う。皆様におかれてはぜひお元気でいていただきたい。 



（議長） 今の人的配置の件について、他に意見はあるか。 

（委員） 一番難しいのは音頭を誰がとるかということ。気持ちがあってもな

かなか脚が向かない人も、それが決まると動きやすいかと思う。 

(委員) 大学生の、教職課程を取っている学生や学芸員課程を取っている学

生もいて、機会を与えれば何かできるかと思うが、誰が集めるかが難

しい。学校に呼ばれてサイエンスショーをやっているようなサークル

もあるので、うまく連携を取れると良いかなと思う。 

（議長） ありがとうございました。では人的配置の件でご意見いただいたと

ころですが、このこと以外で今後の子ども科学館の運営についてご意

見ありますか。 

（部長） 行政の現実問題として、建物の維持管理には費用がかかる。特に科

学館はプラネタリウムや展示物があるため更に費用が必要になる。そ

の中で科学館は、冒頭に教育長が話したような役割を担ってきた。で

はこの役割を今後市がどのように担うのかというのは、非常に悩まし

い問題である。プラネタリウムの更新には億単位の費用が必要である

という話をしているが、それを市としてどう考えていくのか。本市に

限った話ではなく、文化施設はどこも同じような問題を抱えている。

伊勢原は財政的に厳しいこともあり、科学館以外の、市全体の公共施

設を今後どうしていくのか、あり方を考えなければならない。そうい

う時に科学館の運営協議会という場でそれぞれの分野からお集まりい

ただいている皆様から今後のいろいろな機会を通じて科学館のあり方

についての意見を伺うこともあろうかと思うので、その点についてお

願いしたい。しかし今年度いっぱいで科学館を廃止するということで

はなく、今後館の運営にあたり人的な支援、また先ほど話に出たよう

に民間企業や大学などのいろいろなノウハウを含めて活用させていた

だきながら、あまり費用をかけずに館を運営していきたいと思ってい

る。その際はお知恵を拝借したり人的な支援をお願いしたりしたい。

公共施設を動かすにあたり、今回行った市民ワークショップのほか、

議会から様々な意見を伺わなければならない。今後科学館がどういう

なっていくのか、岐路に立っていることだけは事実なので、また皆様



からご意見伺うことになろうかと思うので、ぜひお力を貸していただ

きたい。 

（議長） ありがとうございました。議題３について、事務局の方から様々な

意見が出たが、何かあるか。それでは全体をとおして事務局の本日の

説明に対して何かあるか。よろしければ本日各委員からいただいたご

意見は後日事務局で議事録の形でまとめたいと思う。 

 

  ５ 閉会（副会長） 

 


