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１．概要 

 1-1．企画名称 

  栃木の自然と先端技術に学ぶ「サイエンスらいおんプロジェクト」 

 

 1-2．提案機関 

  帝京大学 

 

 1-3．運営機関 

  帝京大学 

 

 1-4．企画担当者 

  提案機関業務主担当者：渡辺 博芳 

  提案機関業務副担当者：乾 泰典 

  運営機関業務担当者（コーディネーター）：井口 義夫 

 

 1-5．企画の実施期間 

  平成 24 年 7月 1日～平成 27年 3月 31日 

 

 1-6．企画概要 

  自然豊かな農業県であると同時に先端技術を有する企業が多いという栃木県の地域特性を活かし、栃

木県内の大学、公設試験場や科学館、多数多様な民間企業のほか、県内メディアも巻き込んだ科学技術

コミュニケーションネットワークを構築する。本ネットワークにおいて、科学技術イベントの開催、情

報の共有・活用、効果的広報に取り組むことで、県民が科学技術に触れる場の拡大を図り、県民自らが

地域コミュニティなどを対象とした科学技術イベントの企画・開催を可能とする。 

 

1-7．企画の背景・経緯 

  ①帝京大学理工学部は、昨今の「理科離れ」への対策として、一般市民に向けた科学技術イベント「エ

ンジョイ!カガク!!」を 2006年から継続的に開催してきた。「エンジョイ!カガク!!」ではものづくりや

研究に携わる企業や、帝京大学教員による体験型プログラムを多数実施し、参加者は多い年で 1880 名

にのぼる。また、とちぎテレビなどと連携して理工系企業や高校生の科学クラブ活動を紹介する T-BERRY

プロジェクトをサポートしてきた。 

 ②栃木県の特色として、先端技術工業と豊かな自然・農業の 2つの強みがある。まず県内に航空宇宙

産業、自動車産業、ロボット産業，医療機器産業などの分野において先端的技術を有する企業が多数存

在し、「エンジョイ!カガク!!」ではこうした企業の協力を得ている。また農業県でもあることから、植

物を中心とする生物、食品の研究も盛んである。このような企業や研究機関は一般市民への科学技術リ

テラシー向上のためのリソースとして有用である。 

 ③現状で栃木県内の科学技術に関するイベントは散在しており、県内の組織が連携する仕組みの必要

性が高まっている。 

 



 2 

1-8．期待される効果（企画提案時） 

①多数の企業が参加する科学技術コミュニケーションネットワークのモデルの確立 

 大局的な視点に立つと、本プロジェクトの最も大きい意義は、多数の企業参加による地域型科学技術

コミュニケーションネットワークのモデルを示すことができる点にある。本公募で過去に採択された取

り組みや支援が終了した取り組みを見ても、多数の企業が参加している例はなく、新しいタイプの取り

組みである。科学技術立国「日本」において企業の関与は強力な推進力になることが期待される。 

 

②サイエンスコミュニケータの育成と科学技術イベントへの県民の主体的参加 

 サイエンスコミュニケータ育成は本支援により新たに可能になる活動である。本プロジェクトで育成

するサイエンスコミュニケータとしてのレポータとプロデューサは単なる科学技術理解の増進を目的

としたものではなく、主体的な取材や主体的なイベント企画を行う人材の育成である。こうした人材育

成により、一般的な県民の主体的参加を促進し、主体的に参加する県民が増えることで、科学技術に関

する関心の裾野も広がることが期待される。 

 

③ネットワーク参加機関の情報共有と連携の促進 

 確実に効果が期待できるのは参加機関の間での情報共有と連携である。申請者らも、本プロジェクト

へ参加予定機関のこれまでの取り組み内容は、本申請のためのネットワークづくりの準備の中で知った

ほどであり、他の機関の取り組みをお互いによく知っていないのが現状である。情報共有により参加機

関間の連携促進が期待される。 

 

1-9．目標 

1-9-1．長期目標 

①栃木県域における地域メディアを巻き込んだ科学技術コミュニケーションネットワークの構築 

 県内の理工系大学、公設試験場・研究機関、科学館、民間企業が参加した科学技術コミュニケーショ

ンネットワークを形成し、連携をとれる体制を構築する。特に多数の民間企業の参加とテレビ・ラジオ・

新聞などの県内メディアの協力に特色がある。このような特色を活かし、県民の科学技術に対する理

解・興味の促進、科学技術リテラシー向上のための活動のスキームを確立する。 

 

②ネットワーク参加組織の連携による科学技術イベントの継続的開催 

 大規模イベントとして、年に 1度、科学の祭典「エンジョイカガク」を、小規模イベントとして分野

別にサイエンスキャンプ、科学技術フォーラム、サイエンスカフェなど実施する。また、イベント開催

を通じて科学技術体験プログラムの開発と蓄積ができるようにする。 

 

③科学技術を知り、伝え、普及できるサイエンスコミュニケータの育成 

 分野を横断して、取材(学習)して伝えられる(教えられる)人材、科学技術イベントを企画できる人材

を育成し、子どもたちが科学技術に触れる場を広げ、栃木県の科学技術産業への興味を育む。 

 

1-9-2．年度目標 

（１）平成 24年度年度目標 

①参加機関候補を中心した本プロジェクトの実施体制の整備 
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②科学の祭典「エンジョイカガク」および連携イベントの実施 

③本プロジェクトのポータルサイトの構築 

④県内メディアとの連携の試行 

⑤本プロジェクトの県民への周知 

 

（２）平成 25年度年度目標 

①本ネットワークへの参加機関の拡大 

②科学の祭典「エンジョイカガク」および連携イベントの実施 

③本プロジェクトのポータルサイトの運用 

④県内メディアとの連携の実践 

⑤サイエンスコミュニケータ研修の実施 

 

（３）平成 26年度年度目標 

 ①本ネットワークへの参加機関の拡大 

 ②科学の祭典「エンジョイカガク」および連携イベントの実施 

 ③本プロジェクトのポータルサイトの運用 

 ④県内メディアとの連携の実践 

 ⑤サイエンスコミュニケータ研修の実施 

 ⑥サイエンスコミュニケータによる企画の実践 

 ⑦期間終了後のネットワーク体制の検討 

 

1-10．実施体制 

本企画は、提案・運営機関である帝京大学を中心に、連携自治体である栃木県総合教育センターをは

じめとした参加機関の他、地域メディアの協力を得て運営した。本企画全体の実施体制を図 1-1に示す。

提案・運営機関の帝京大学は運営の総括、ポータルサイト管理、連携イベント等のコーディネート、コ

ミュニケータ育成事業の実施を主な役割とした。連携自治体の栃木県総合教育センターは学校・生涯学

習コミュニティへの広報、ネットワーク運営やイベント等への教育的視点からの助言を主な役割とした。

参加機関は科学技術イベントの実施、科学技術プログラムの提供、講師派遣・出展、サイエンスコミュ

ニケータ育成における取材受け入れ等が主な役割である。提案・運営機関の帝京大学、連携自治体の栃

木県総合教育センターも参加機関的な役割があるので、図 1-1では参加機関の中にも記載している。 

 このような体制において、運営委員会で活動計画を検討、参加機関連絡会議で共有し、運営機関を中

心に実作業を進めた。毎年、運営機関・連携自治体会議を 4回、運営委員会を 4回、参加機関連絡会議

を 2回開催することを基本とした。また、運営委員会・参加機関連絡会議のメーリングリストを作成し、

通常はメーリングリストで情報共有を行った。 

また、サイエンスコミュニケータ育成事業において地域メディアと連携した。平成 25 年より当初の

計画に付加するかたちで下野新聞における連載企画について各参加機関の担当者を取りまとめ、地域メ

ディアとの連携を強化する編集委員を設けた。 

さらに、年度末に外部評価委員会を開催し、年度毎に活動を省察しながら、活動を続けてきた。 
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図 1-1 とちぎサイエンスらいおんプロジェクト体制図 

 

 

図 1-2 運営機関内の体制 

 

帝京大学 (提案・運営機関）

主担当・副担当・コーディネータ
会計担当2名
連携イベント統括担当教員 2名
コミュニケータ育成担当教員 1名

サイエンスらいおん事務局
コーディネータ補助 2名

事務パート 1名

連携自治体（栃木県）

栃木県総合教育センター
担当職員 2名

運営機関・連携
自治体会議

運営委員会
14名

(教育機関8名，企業2名
栃木県の機関 4名)

参加機関連絡会議

各参加機関から1名以上

地元メディア

下野新聞社 とちぎテレビ
下野新聞連載
記事編集委員会

(5名)

サイエンス
コミュニケータ
育成連携

外部評価委員会

役割：
運営統括，ポータル管理，
連携イベントのコーディネート，
コミュニケータ育成事業実施

役割：
学校・生涯学習コミュニティへの広報，
イベントにおける教育的視点からの助言

参加機関

教育機関
帝京大学
宇都宮大学工学部
小山工業高等専門学校
足利工業大学
公設機関
栃木県総合教育センター
栃木県農業試験場
栃木県産業技術センター
栃木県立博物館
栃木県子ども総合科学館
宇都宮市立東図書館
宇都宮市環境学習センター
企業
東日本電信電話株式会社栃木支店
日産自動車株式会社栃木工場
富士重工業株式会社
カゴメ株式会社
株式会社東京めいらく
株式会社バンテック
川田工業株式会社
株式会社バイオグリーン
株式会社ナカニシ
団体
日本アマチュア無線連盟栃木県支部
日本宇宙少年団宇都宮緑が丘分団
個人
サイエンスらいおんサポータ

役割：
イベント実施，プログラム提供，
講師派遣・出展，取材・見学受け入れ

全体統括責任者：理工学部長 波江野勉（運営委員会総括）

学長 冲永佳史（業務責任者）

全体運営責任者：理工学部ヒューマン情報システム学科教授 渡辺博芳（業務主担当）

全体運営副担当者：宇都宮キャンパス総務グループ庶務チームリーダー 乾泰典（業務副担当）

連携コーディネート／企画広報／連絡担当者：理工学部バイオサイエンス学科教授 井口義夫（コーディネーター）

経理担当責任者：宇都宮キャンパス総務グループリーダー 金子義夫（業務参加者）
経理担当者：宇都宮キャンパス総務グループ会計チームリーダー 田原晴乙（業務参加者）

知的財産権管理／産学連携担当：
宇都宮キャンパス総務グループ庶務チームリーダー 乾泰典（兼務）（業務参加者）

コーディネータ補助
Webサイト運営および計画実施推進補助担当
宇都宮キャンパス総務グループJSTプロジェクト担当 藤平昌寿，齋藤真樹，伊藤洵子（業務参加者）
新聞掲載記事編集、コミュニケータ育成
経済学部地域経済学科講師 溝口佳宏，宇都宮キャンパス総合基礎科目担当助教 田中瑠美（業務参加者）

庶務・メディア連携担当者：宇都宮キャンパス総務グループ庶務チームリーダー 乾泰典（兼務）（業務参加者）
地域連携担当者：宇都宮キャンパス高大連携・産学連携担当 吉田宰（業務参加者）

庶務・経理統括者：宇都宮キャンパス事務長 川本清（業務参加者）

連携イベント・コミュニケータ育成事業／実施担当
連携イベント統括
理工学部航空宇宙工学科教授 橋本敬三，バイオサイエンス学科教授 山根久和（業務参加者）
コミュニケータ育成
宇都宮キャンパス総合基礎科目担当教授 横山明子（業務参加者）
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 図 1-2 は運営機関内の体制である。運営機関では、全体運営責任者のもと、月 1回の定例会議を実施

した。平成 25 年度からは Web サイト運営および計画実施推進補助担当を 2 名から 3 名に増員し、実施

体制の強化を図った。 

 

 

２．企画の達成状況 

2.1 長期目標の達成状況 

 本企画の長期目標において、①栃木県域における地域メディアを巻き込んだ科学技術コミュニケーシ

ョンネットワークの構築は、当初の計画と異なるものの、ほぼ達成できた。また、②ネットワーク参加

組織の連携による科学技術イベントの継続的開催と③科学技術を知り、伝え、普及できるサイエンスコ

ミュニケータの育成については十分に達成できた。以下に具体的な達成状況を示す。 

 

①栃木県域における地域メディアを巻き込んだ科学技術コミュニケーションネットワークの構築 

 現状で実施体制に示したようなネットワークが構築されている。当初の目標では、多数の民間企業の

参加と県内メディアの協力に特色があるネットワークを目指していたが、民間企業の参加機関は 9機関

に留まっており、多数の民間企業が参加しているとは言えない。しかし、これは本企画を進める中で、

支援期間終了後の活動を見据えて、参加機関数を増やす方向よりも、既に参加している機関の連携を強

化する方向に計画を変更したためである。この計画変更により、参加機関の連携が大いに進んだ。また、

多数とは言えないまでも、民間企業が 9機関参加したネットワークが構築できている。 

 一方、県内メディアであるとちぎテレビ・下野新聞社と連携して科学技術コミュニケーション活動を

行うことができた。具体的には、これら 2 社と連携してサイエンスらいおん実践講座レポータコースの

映像制作クラス・記事作成クラスのカリキュラム開発及び講座運営を行った。さらに、下野新聞社と連

携し、「とちぎサイエンス通信」の連載を行った。支援期間終了後には、これらの活動自体は継続しな

い予定であるが、県内メディアとの関係が強化でき、必要なときには連携ができる体制を構築すること

ができた。 

 

②ネットワーク参加組織の連携による科学技術イベントの継続的開催 

 支援期間を通して継続的に科学技術イベントを開催すると共に、年度が進む毎に参加機関の連携が深

まり、イベントが活性化している。さらに、支援期間終了後も、継続的に開催できる見通しを得ている。 

 各参加機関が従来から実施してきた大規模イベントであるエンジョイ！カガク！！(帝京大学)、農業

試験場公開デー(栃木県農業試験場)、学びの杜(栃木県総合教育センター)、おもしろ出前授業(小山高

専)などは、数百名から 2,000 名の参加者を動員するイベントで、本企画の核となる大規模イベントに

なりつつある。本企画でネットワークが構築されたことで、これらのイベントにおいて相互にブースを

出展し合うなどの連携が進んだ。 

 また、本企画で「公開シンポジウム」や「サイエンスらいおんカフェ」など新たな科学技術イベント

も開始した。これらのイベントにおいても、シンポジウムのパネラーやカフェの話題提供者を中心とし

て、参加機関が連携している。さらに、平成 25 年 12 月に実施した栃木県内初の「ARISS スクールコン

タクト in とちぎ」は企画段階から参加 4 機関が密に連携して実現に至ったものであり、本企画がなけ

れば実現できなかった。 
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③科学技術を知り、伝え、普及できるサイエンスコミュニケータの育成 

 支援期間を通じて、分野を横断して「科学を知り、伝え、普及できるサイエンスコミュニケータ」の

育成を目指し、「サイエンスらいおん実践講座」を開講した。また、その波及効果も大きい。 

 「サイエンスらいおん実践講座」には、レポータコースとプロデューサコースがある。レポータコー

スは、栃木県内の研究者・技術者またはサイエンスイベントを取材し、新聞、テレビ、ウェブサイト等

を通じてその魅力を発信することができる人の育成を、プロデューサコースはサイエンスカフェ、研究

者・技術者によるミニ講演会、体験イベント（簡単な実験のデモ、体験など）など、サイエンスの魅力

を伝えるイベントを企画・運営できる人の育成を目指した講座である。レポータコースは平成 24 年度

から 3期、プロデューサコースを平成 25年度から 2期実施し、3年間で延べ 57名の修了者を輩出した。 

 レポータコースでは県内メディアとの連携し、受講者の作品の新聞掲載やテレビ放映を行ったことか

ら、波及効果が大きかった。実際に、新聞に掲載した作品に対して読者から問い合わせがあったり、制

作した動画を取材先の広報として使いたいといった要望があったりした。また、ボランティアでサイエ

ンスイベント紹介ビデオを制作し、本プロジェクトに提供する修了生や、SNS で本企画のイベント情報

を広めたりしている修了生もあり、活発な活動が見られる。プロデューサコースでは、成果として受講

生が各自企画したイベントを実施し、県民が県民に科学を伝える場を新たに設けることができた。プロ

デューサコースでは、実践講座で企画したイベントを実施する際に、自身の企画したイベントの当日ス

タッフとして、受講者が自主的に仲間を巻き込む動きも見られた。さらに、3 名の受講生及び修了生が

実践講座とは別に、イベントを企画実施した。まだ実践講座以外で企画を実施していない修了生も実施

に意欲的である。 

 支援期間終了後は、サイエンスらいおん実践講座自体は実施できないが、ミニ講座やコンテストなど、

別の形でのサイエンスコミュニケータ育成を検討する下地ができた。また、一部の実践講座修了生たち

の活動の様子から、サイエンスコミュニケータのコミュニティが草の根的に広がるような種をまくこと

ができたと言える。 

 

2.2 年度目標の達成状況 

（１）平成 24年度年度目標 

①参加機関候補を中心した本プロジェクトの実施体制の整備 

 運営機関では本企画の推進体制を整え、業務主担当者の下、平成 24 年 7 月から月例会議を行った。

また、本企画に運営委員会、参加機関連絡会議、とちぎサイエンス通信編集委員会を設け、1-10 で述

べた実施体制を構築した。 

②科学の祭典「エンジョイカガク」及び連携イベントの実施 

 科学の祭典「エンジョイカガク」には当時 15の参加機関中、8機関が出展した。イベント全体では、

23テーマ(29回)実施し、延べ 4,489 人の参加者数を達成した。 

③本プロジェクトのポータルサイトの構築 

 平成 24年 7 月に事業告知を目的とした簡易 Webサイトを立ち上げ、9 月にはコンテンツ管理システ

ムを使ったポータルサイトを構築し、情報発信のプラットフォームとして活用できた。 

④県内メディアとの連携の試行 

 当初の計画を前倒しして、平成 24 年 12 月からサイエンスコミュニケータ育成のためのサイエンス

らいおん実践講座を実施した。ここで、県内メディアのとちぎテレビ・下野新聞社との連携を開始し
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た。また、平成 25年 1月から、参加機関により科学技術情報を発信する「とちぎサイエンス通信」の

下野新聞掲載も開始した。 

⑤本プロジェクトの県民への周知 

 本企画の県民への周知のために、とちぎサイエンスらいおん発足記念公開シンポジウムを実施した。

また、サイエンスらいおん実践講座の受講生の作品の新聞掲載とテレビ放映を含めて、新聞掲載・テ

レビ放映により 17回、本企画の情報が掲載された。 

 

（２）平成 25年度年度目標 

①本ネットワークへの参加機関の拡大 

 平成 24年度参加機関 15機関に対して、平成 25年度は 22機関となった。当初の目標数 25機関には

届かなかったが、一定の成果があった。 

②科学の祭典「エンジョイカガク」及び連携イベントの実施 

 科学の祭典「エンジョイカガク」には 8機関が出展した。イベント全体では、59回実施し、延べ 11,626

人の参加者数を達成し、平成 24 年度の 2倍以上となった。 

③本プロジェクトのポータルサイトの運用 

 平成 24年度に構築したポータルサイトを情報発信のプラットフォームとして運用した。ポータルサ

イトではイベントの告知、写真を含めた活動報告、サイエンスらいおん実践講座レポータコースの受

講生の作品、下野新聞掲載「とちぎサイエンス通信」のバックナンバーなど、コンテンツも豊富にな

った。また、Facebook、Twitter を活用した情報発信も行った。 

④県内メディアとの連携の実践 

 サイエンスコミュニケータ育成のためのサイエンスらいおん実践講座レポータコースにおいて、県

内メディアのとちぎテレビ・下野新聞社と連携した。また、参加機関により科学技術情報を発信する

「とちぎサイエンス通信」の下野新聞掲載は 24回行った。 

⑤サイエンスコミュニケータ研修の実施 

 サイエンスらいおん実践講座レポータコースとプロデューサコースを実施した。修了生は、レポータ

コース 11名、プロデューサコース 3名と若干少なかった。 

 

（３）平成 26年度年度目標 

 ①本ネットワークへの参加機関の拡大 

 平成 26 年度末で参加機関は 22 機関であり、参加機関の量的な拡大はできなかった。一方で、運営委

員会や参加機関連絡会議の後にグループ討議や情報交換会を実施することで、参加機関の関係を強化す

ることができた。これは支援期間終了後の活動を見据えた計画変更であり、量的な拡大ではなく、質的

な拡大ができたとも言える。 

 ②科学の祭典「エンジョイカガク」及び連携イベントの実施  

 科学の祭典「エンジョイカガク」には 10 機関が出展した。参加機関の出展数が増えており、ネット

ワークの連携が深まったことがわかる。イベント全体では、57 回実施し、延べ 13,889 人の参加者数を

達成した。 

 ③本プロジェクトのポータルサイトの運用 

 前年度に引き続き、ポータルサイトを情報発信のプラットフォームとして運用し、Facebook、Twitter

を活用した情報発信を行った。 
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 ④県内メディアとの連携の実践 

 前年度に引き続き、サイエンスコミュニケータ育成のためのサイエンスらいおん実践講座レポータコ

ースにおいて、とちぎテレビ・下野新聞社と連携した。また、参加機関により科学技術情報を発信する

「とちぎサイエンス通信」の下野新聞掲載は 24回行った(平成 27年 3月 31日現在)。 

 ⑤サイエンスコミュニケータ研修の実施 

 サイエンスらいおん実践講座も前年度同様にレポータコースとプロデューサコースを実施した。平

成 26 年度の修了生は、レポータコース 21名、プロデューサコース 3名と比較的多かった。 

 ⑥サイエンスコミュニケータによる企画の実践 

 サイエンスらいおん実践講座プロデューサコースを平成 25 年度に修了した 1 名、平成 26 年度に修了

した 2 名が、実践講座外で独自の企画を実践し、目標を達成できた。実践講座外ではまだ企画を実施し

ていない修了生も意欲的である。 

 ⑦期間終了後のネットワーク体制の検討 

 支援期間終了後の体制について検討を進め、終了後も活動を継続する見通しを得た。 

 

 

３．活動実績 

3-1．科学技術イベントの実施 

（１）エンジョイ!カガク!! 

 地域住民を対象にした、理工系体験イベント。理科教育や理工系分野への興味を深め、“理科の楽し

さ”、“ものづくりへの興味”を深めることを目的としており、企業や大学等が各々の特色を活かした企

画を出展する。主に小・中学生程度を対象として企画するが、子供から大人までの一般県民を対象層と

している。 

 

平成 24年度 

実施日 平成 24年 9月 9日（日） 

参加者数 1650 名 

出展した本プロジェクト参

加機関 

東日本電信電話（株）栃木支店、三菱電機（株）栃木支店、カゴメ（株）、

（株）バンテック、富士重工業（株）、日産自動車（株）栃木工場、（株）

東京めいらく、（株）川田工業 

 

 
-196℃の世界 

 

 
デルタツイスターの原理と製作 
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金属の強度を調べる引張試験機 

 
消化酵素のはたらき実験 

 

平成 25年度 

実施日 平成 25年 9月 8日（日） 

参加者数 1630 名 

出展した本プロジェクト参

加機関 

東日本電信電話（株）栃木支店、三菱電機（株）栃木支店、カゴメ（株）、

（株）東京めいらく、日産自動車（株）栃木工場、日本アマチュア無線

連盟栃木県支部、（株）バンテック、富士重工業（株） 

 

 
ビタミン Cの測定実験 

 
ヘリコプターのデモフライト 

 
野菜についての講義 

 
手づくりスピーカー製作 

 
風力発電機をつくろう 

 
光の世界を体験しよう 
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平成 26年度 

実施日 平成 26年 9月 7日（日） 

参加者数 1988 名 

出展した本プロジェクト参

加機関 

宇都宮大学工学部、足利工業大学、栃木県総合教育センター、東日本電

信電話（株）栃木支店、カゴメ（株）、（株）東京めいらく、日本アマチ

ュア無線連盟栃木県支部、富士重工業（株）、日本宇宙少年団宇都宮緑が

丘分団 

 

 
モデルロケットを飛ばそう 

 
参加して実験してみよう「熱の伝わり方」 

 
ソーラークッカーでゆでたまご 

 
ばね巻を体験しよう 

 
光の万華鏡[レインボースコープ] 

 
CAD と 3D プリンタ 

 

 

（２）公開シンポジウム 

 一般県民を対象とした公開シンポジウム。平成 24、25 年度は、基調招待講演および本プロジェクト

参加機関の代表者に講演者を加えたパネルディスカッションの 2本立てで実施した。最終年度となる平

成 26年度は、3年間の活動を総括し、プロジェクトで形成されたネットワークを利用して活動を継続す

るためにはどのようにすれば良いかを、これまでの活動を振り返りかえりながら参加者と共に考える場
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にすべく、「科学技術コミュニケーション―豊かな地域社会をつくるために―」をテーマに、基調招待

講演、県内におけるサイエンスコミュニケーション活動の事例紹介（口頭およびポスター発表）、パネ

ルディスカッションを行った。第 1回の様子は下野新聞・とちぎテレビで、第 3回の様子はとちぎテレ

ビで報道された。 

 

平成 24年度 

実施日 平成 24年 11 月 23 日（金・祝） 

参加者数 99名 

基調招待講演 「粘菌に学ぶネットワークと情報処理」 

  公立はこだて未来大学 システム情報科学部 教授 中垣 俊之 氏 

パネルディスカッ

ションテーマ 

「市民参加型の科学技術イベントとコミュニケーションネットワークの構築」 

パネリスト 

 公立はこだて未来大学 システム情報科学部 教授 中垣 俊之 氏 

 下野新聞社 くらし文化部 デスク 早川 茂樹 氏 

 栃木県総合教育センター 研究調査部 主幹 大森 亮一 氏 

 株式会社バンテック 専務取締役 鈴木 大介 氏 

 宇都宮大学 工学部 教授 横田 和隆 氏 

 帝京大学 理工学部 准教授 渡辺 博芳 

モデレーター 

 帝京大学 理工学部 教授 井口 義夫 

 

 

 
はこだて未来大学 中垣 俊之教授の講演 

 

 
パネルディスカッションの様子 

 
会場の様子 

 
意見交換会の様子 
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平成 25年度 

実施日 平成 25 年 11月 30日（土） 

参加者数 70名 

テーマ 食のサイエンス 

基調招待講演 「遺伝子組換え食品と私たちの生活」 

  大阪府立大学大学院 教授 小泉 望 氏 

「食品への放射線利用について」 

  独立行政法人日本原子力研究開発機構 研究主席 小林 泰彦 氏  

パネルディスカッション

テーマ 

「食卓の上の技術革新と向き合う」 

パネリスト 

 大阪府立大学大学院  教授 小泉 望 氏 

 独立行政法人日本原子力研究開発機構 研究主席 小林 泰彦 氏 

 栃木県農業試験場 研究総括監 中山 喜一 氏 

 宇都宮文星短期大学 准教授  藤生 恵子 氏 

モデレーター 

帝京大学理工学部 教授 井口 義夫 

 

 

 
大阪府立大学大学院 小泉望教授の講演 

 
日本原子力研究開発機構 小林泰彦氏の講演 

 
パネルディスカッションの様子 

 
意見交換会の様子 
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平成 26年度 

実施日 平成 27 年 2月 8日（日） 

参加者数 69名 

テーマ 科学技術コミュニケーション―豊かな地域社会をつくるために― 

基調招待講演 「地域におけるサイエンスコミュニケーション ―知産知承を目指して

―」 

  国立科学博物館 事業推進部学習企画・調整課長 小川 義和 氏 

サイエンスコミュニケー

ション活動における話題

提供 

参加機関 宇都宮大学工学部 教授 横田 和隆 氏 

参加機関 栃木県総合教育センター 部長補佐 近藤 正 氏 

参加機関 日本宇宙少年団宇都宮緑が丘分団  

宇宙教育リーダー 佐藤 洋 氏 

株式会社 下野新聞社 部長 部長 岩村 由紀乃 氏 

日立栃木理科クラブ 事務局長 籠谷 徳一 氏 

パネルディスカッション

テーマ 

「科学技術コミュニケーションが地域社会に根付くために」 

パネリスト 

 国立科学博物館 事業推進部学習企画・調整課長 小川 義和 氏 

 宇都宮大学工学部 教授 横田 和隆 氏 

 栃木県総合教育センター 主幹 大川 直邦 氏 

 株式会社下野新聞社 部長 岩村 由紀乃 氏 

 日立栃木理科クラブ 理事長 田川 孝夫 氏 

 帝京大学 理工学部 教授 渡辺 博芳 

モデレーター 

 帝京大学理工学部 教授 井口 義夫 

 

 

 
国立科学博物館 小川義和 氏の講演 

 
会場の様子 

 
パネルディスカッションの様子 

 
ポスター展示の様子 
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（３）スクールコンタクト 

 アマチュア無線を使用して国際宇宙ステーション（ISS）に滞在している宇宙飛行士と子供たちが交

信する、栃木県内初の「スクールコンタクト」を本プロジェクトの連携イベントとして実施した。日本

アマチュア無線連盟栃木県支部と宇宙少年団宇都宮緑が丘分団の提案により、栃木県総合教育センター

と帝京大学の 4機関が密に連携して実施されたもので、本プロジェクトがなければ実施できなかったと

言っても過言ではない。交信する子供たちの募集、選考された子供と保護者向けの説明会、事前リハー

サルを経て、交信当日は観覧者・スタッフを含むおよそ 280名が、若田光一宇宙飛行士との交信に参加

した。本イベントによって貴重な体験を県民に提供できたことに加えて、メディアでも多数報道され、

本プロジェクトの活動を多くの県民に周知することに寄与したと考えられる。 

 

 事前説明会 交信リハーサル 交信当日 

実施日 平成 25年 11月 30日（土） 平成 25年 12月 8日（日） 平成 25年 12月 14日（土） 

参加者数 22名 30名 269名 

 

 
スクールコンタクト in とちぎ 交信に参加した子どもたち 

 
スクールコンタクト in とちぎ 会場の様子 

 

（４）サイエンスらいおんカフェ 

 栃木県内でなかなかお話を聞く機会のないおもしろい研究者や、栃木に縁のある科学者のほか、県内

の企業・大学・研究機関等からお招きしたゲストを囲んで行うサイエンスカフェ。平成 25 年 1 月から

平成 27 年 3月まで、毎月 1回開催した。企画をサポートさせた平成 24年度は運営機関である帝京大学

を会場としていたが、平成 25 年度からは主に宇都宮市内のカフェや参加機関の一室でも行うようにな

った。それにより、施設見学が内容に盛り込まれるなど、会場（対話が行われる環境）と内容に多様性

が生まれた。平成 26 年度からは、参加機関である宇都宮市立東図書館が、テーマに関連した書籍のカ

フェ会場における出張貸し出しをスタートさせた。サイエンスらいおんカフェは、参加機関同士の連携

を深める機会を提供し、また、その連携により発展した。 

 

平成 24年度 

実施日 テーマ ゲスト 参加者数 

平成 25 年 

1月 14日（月・祝） 

イグノーベル賞までの道のり・・・人を笑

わせ、そして考えさせる 

栗原 一貴 氏 

産業技術総合研究所 

研究員 

10名 

平成 25 年 

2月 16日（土） 

ゲノムは人体の地図、小説は人生の地

図・・・医学・遺伝学・文学のよもやまば

なし 

 

瀬川 深 氏 

医師／小説家 

16名 
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平成 25 年 

3月 16日（土） 

サイエンスを、正しく、楽しく・・・科学

する CGが創り出す未来 

瀬尾 拡史 氏 

医師／株式会社サイア

メント代表 

25名 

 

 

 
第 1回 スピーチジャマーの栗原一貴さん 

 
第 2回 医師で小説家の瀬川深さん 

 
第 3回 サイエンス CG クリエーターの瀬尾拡史さん 

 

 

 

 

 

平成 25年度 

実施日 テーマ ゲスト 参加者数 

平成 25 年 

4月 28日（日） 

「第 4 回ニコニコ学会βシンポジウム」2

日目全編のパブリックビューイング 

なし 10名 

平成 25 年 

5月 31日（金） 

体内時計、魚の性格・・・分子生物学が切

り拓く本能的脳機能研究の最前線 

飯郷 雅之 氏 

宇都宮大学  農学部 

教授 

10名 

平成 25 年 

6月 28日（金） 

福祉機器と障害者（100円グッズから IT機

器までを紹介） 

村山 慎二郎 氏 

NPO 法人視覚障害者パ

ソコンアシストネット

ワーク 副理事長 

8名 

平成 25 年 

7月 15日（月・祝） 

栃木の里山林の放射性物質による汚染のい

ま 

大久保 達弘 氏 

宇都宮大学  農学部 

教授・附属里山科学セ

ンター センター長 

10名 

平成 25 年 

8月 4日（日） 

メートル原器が重要文化財に指定された理

由…単位系統一の重要性と歴史 

平井 亜紀子 氏 

産業技術総合研究所 

計測標準研究部門 長

さ計測科 長さ標準研

究室 主任研究員 

22名 
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平成 25 年 

9月 21日（土） 

栃木から世界へ羽ばたく歯科タービン技術

って何？ 

堀口 祐司 氏 

株式会社ナカニシ 品

質保証部 品質保証課

／栃木県立衛生福祉大

学校 非常勤講師 

12名 

平成 25 年 

10月 18 日（金） 

土づくりから始まる自然環境農法と共生 大橋 伸一 氏 

株式会社バイオグリー

ン 会長 

10名 

平成 25 年 

11月 28 日（木） 

戦う植物たちのよもやま話 古賀 仁一郎 氏 

帝京大学 理工学部バ

イオサイエンス学科 

准教授 

5名 

平成 25 年 

12月 21 日（土） 

サイエンス忘年会＆ニコニコ学会βパブリ

ックビューイング 

なし 7名 

平成 26 年 

1月 24日（金） 

スカイベリー物語～とちぎのイチゴ開発の

歴史とともに～ 

植木 正明 氏 

栃木県農業試験場 い

ちご研究所 研究開発 

室 室長 

10名 

平成 26 年 

2月 16日（日） 

ケガを予防するスポーツ医学のおはなし 庄司 智則 氏 

帝京大学 医療技術部 

柔道整復学科 講師 

7名 

平成 26 年 

3月 20日（木） 

ヒトとロボットが共存する社会 関根 久 氏 

帝京大学 理工学部 ヒ

ューマン情報システム

学科 教授 

4名 

 

 

 
第 7回 宇都宮大学 大久保達弘さん 

市内のカフェにて 

 
第 8回 産総研 平井亜紀子さん 

図書館併設のカフェにて 

 
第 10回 バイオグリーン 大橋伸一さん 

カフェの個室を利用 

 
第 14回 帝京大学 庄司智則さん 

古民家カフェにて 
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平成 26年度 

実施日 テーマ ゲスト 参加者数 

平成 26 年 

4月 19日（土） 

光る化学が医療に役立つ日が来るまで 大庭 亨 氏 

宇都宮大学大学院 物

質環境化学専攻 准教

授 

10名 

平成 26 年 

5月 17日（土） 

とちぎの酒をカガクする～美味しい酒造り

を支えるために 

岡本 竹己 氏 

栃木県産業技術センタ

ー 食品技術部 部長 

9名 

平成 26 年 

6月 21日（土） 

栃木の大地に眠る化石たち〜昔を知るカガ

クの話 

柏村 勇二 氏 

栃木県立博物館 普及

資料課 課長 

10名 

平成 26 年 

7月 21日（月・祝） 

ごみを考える～栃木県最大のごみ焼却施設

とリサイクルプラザの見学を交えて～ 

三宅 徹治 氏 

宇都宮市環境学習セン

ター  センター長／ 

NPO 法人うつのみや環

境行動フォーラム 理

事長 

8名 

平成 26 年 

8月 23日（土） 

Fruits Meetings under The Tree～樹の下

で、フルーツについて語り合いましょう～ 

大谷 義夫 氏 

栃木県農業試験場 果

樹研究室 室長 

14名 

平成 26 年 

9月 20日（土） 

建物の健康診断!?～ロボットでたてもの探

検 

仁田 佳宏 氏 

足利工業大学 工学部 

創生工学科 准教授 

9名 

平成 26 年 

10月 18 日（土） 

逃げる植物!?～生き残るためのしくみ～ 

 

※サイエンスらいおん実践講座プロデュー

サコース受講生の実践イベントとして実施 

児玉 豊 氏 

宇都宮大学 バイオサ

イエンス教育研究セン

ター 准教授 

14名 

平成 26 年 

11月 15 日（土） 

こだわりの開発～野菜チップス「ベジップ

ス」を大ヒットさせた研究者～ 

柚木 英明 氏 

カルビー株式会社 研

究開発本部 ベジップ

ス課 課長 

18名 

平成 26 年 

12月 20 日（土） 

バーチャル宇宙探検／宇宙ミッションを考

えてみよう！ 

 

※栃木県総合教育センター主催「学びの杜」

内子ども・親子向け特別編として実施 

河村 政昭 氏 

帝京大学 理工学部 航

空宇宙工学科 講師 

50名 

平成 27 年 

1月 24日（土） 

さえずりカフェ 

 

※サイエンスらいおん実践講座 プロデュ

ーサコース修了生の実践イベント 

鈴木 研太 氏 

宇都宮大学 オプティ

クス教育研究センター 

特任研究員 

15名 

平成 27 年 

2月 15日(日) 

サイエンスカフェをやってみよう 蓑田 裕美 氏 

国立科学博物館認定 

サイエンスコミュニケ

ータ 

14名 

平成 27 年 

3月 1日(日) 

ワークショップをカガクする 広石 拓司 氏 

株式会社エンパブリッ

ク 代表取締役 

10名 
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第 18回 栃木県立博物 柏村勇二さん 

下野新聞 NewsCafeにて 

 
第 20回 栃木県農業試験場 大谷義夫さん 

らいおんカフェ初の屋外開催 

 

 
第 24回 帝京大学 河村政昭さん 

「学びの杜」にて、子ども・親子向け特別編として 

 

 

（５）その他の連携イベント 

 連携イベントは、参加機関が主催で実施する科学技術イベントで、本プロジェクトポータルサイトで

の一括広報、実施報告の対象としているイベントである。 

 

■宇都宮大学ものづくり創成工学センター 子ども向け体験講座 

実施日 平成 24年 8月 10日（金）、17日（金）、20日（金）、21日（火）、24日（金） 

平成 25 年 8 月 8 日（木）、9 日（金）、20 日（火）、21 日（水）、22日（木）、23 日（金）、

27日（火）、28日（水） 

平成 26年 8月 8日（金）、19日（火）、20日（水）、21日（木）、26日（火）、27日（水） 

主催 宇都宮大学 

内容 地域の小学生を対象にした、手作りキットカーの制作・走行体験。平成 26 年度からは、手

作りキットカーに加えてプラネタリウム作り体験もプログラムに加わった。 

対象 小学生 

実施回数 25回（平成 24年度：7回、平成 25年度：10回、平成 26年度：8回） 

人数 671名（平成 24年度：208名、平成 25年度：254 名、平成 26 年度：209名） 

 

■栃木県農業試験場公開デー 

実施日 平成 24年 8月 25日（土）、平成 25年 8月 24日（土）、平成 26年 8月 23日（土） 

主催 栃木県農業試験場 

内容 農業関係者・一般を対象にした、現物・パネル展示、試験研究成果発表、体験イベントなど。 

対象 一般 

実施回数 3回（平成 24年度：1 回、平成 25年度：1回、平成 26年度：1回） 

人数 5600名（平成 24年度：1600名、平成 25年度：2000名、平成 26年度：2000名） 
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■自然系コレクション特別公開 

実施日 平成 24年 11月 3日（土） 

主催 栃木県立博物館 

内容 通常非公開の収蔵庫に入り、動植物・地学関係の収蔵資料について自然課職員が解説する。 

対象 一般 

実施回数 1回 

人数 10名 

 

■足尾銅山見学会 

実施日 平成 24年 11月 10日（土） 

主催 栃木県立博物館 

内容 足尾銅山周辺各地を見学。ルートは、足尾歴史館集合→足尾ダム→製錬所・竜蔵寺→本山→

古河橋→間藤水力発電所→銀山平→小滝→中才沈殿池→足尾歴史館見学 

対象 一般 

実施回数 1回 

人数 9名 

 

■火山灰は宝石箱 

実施日 平成 24年 11月 23日（金・祝） 

平成 25年 11月 16日（土） 

平成 26年 11月 15日（土） 

主催 栃木県立博物館 

内容 火山灰に含まれている鉱物を取りだして顕微鏡で観察する。 

対象 一般 

実施回数 3回（平成 24年度：1 回、平成 25年度：1回、平成 26年度：1回） 

人数 46名（平成 24年度：13名、平成 25年度：21名、平成 26年度：12名） 

 

■微化石講座 

実施日 I珪藻：平成 24年 12 月 2日（土） 

II有孔虫：平成 25年 1月 20日（日） 

主催 栃木県立博物館 

内容 I珪藻 

珪藻とはどういうものなのかを映像資料を用いて説明し、中央公園内の池から採取した現世

の珪藻の観察を行った。塩原湖成層の珪藻質泥岩を試料として、珪藻化石の濃縮・封入・検

鏡を参加者に行ってもらった。 

II有孔虫 

写真や実物を用いて有孔虫についての説明をした後、実際に顕微鏡での観察と、有孔虫の拾

い出しを行った。 

対象 一般 

実施回数 2回 

人数 5名（I珪藻：1名、II 有孔虫：4名） 

 

■おもしろものづくり出前授業 

実施日 平成 24年 12月 9日（日） 

平成 25年 12月 22日（日） 

平成 26年 12月 21日（日） 

主催 小山工業高等専門学校 
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内容 小山高等専門学校の教員と学生による工作・実験などの出張授業。 

対象 小学生〜一般 

実施回数 3回（平成 24年度：1 回、平成 25年度：1回、平成 26年度：1回） 

人数 1130名（平成 24年度：300名、平成 25年度：380名、平成 26年度：450名） 

 

■テクニカルフェスティバル おもしろ出前授業 

実施日 平成 25年 9月 8日（日） 

平成 26年 9月 7日（日） 

主催 小山工業高等専門学校 

内容 子ども総合科学館で行う小山高専の出前イベント。小学生向けの工作教室・実験・展示など。 

対象 小学生〜一般 

実施回数 2回（平成 25年度：1 回、平成 26年度：1回） 

人数 2641名（平成 25年度：1500名、平成 26年度：1141名） 

 

■カエルの越冬場所調査 

実施日 平成 24年 12月 16日（日） 

主催 栃木県立博物館 

内容 冬の里山でカエルの越冬場所を探す。 

対象 一般 

実施回数 1回 

人数 51名 

 

■レプリカ講座 

実施日 平成 25年 2月 17日（日） 

主催 栃木県立博物館 

内容 化石レプリカ作りの方法の紹介と実践。 

対象 一般 

実施回数 1回 

人数 14名 

 

■学びの杜の公開講座 

実施日 平成 25年 2月 23日（土） 

平成 25年 7月 27日（土）、平成 26年 2月 8日（土） 

平成 26年 7月 26日（土）、平成 27年 2月 7日（土） 

主催 栃木県総合教育センター 

内容 ワークショップ形式の公開講座。「親子で対決！風に向かって走るウインドカーをつくろう」

「自然放射線の観察」「速く走るためのコツをつかむ」「小さな縄文土器をつくろう」「作っ

てみよう立体パズル」など、毎年 6講座程度。 

対象 小学生〜一般 

実施回数 5回（平成 24年度：1 回、平成 25年度：2回、平成 26年度：2回） 

人数 名（平成 24年度：113 名、平成 25年度：143名、平成 26年度：137名） 

 

■あつまれ！自然好き 

実施日 平成 25年 2月 24日（日） 

平成 26年 2月 23日（日） 

主催 栃木県立博物館 

内容 栃木県内で自然観察や調査を行っている団体が集まり、成果を発表する。小学校の総合学習、

中学校の科学部の部活動、NPO 法人による小学生の環境学習、市民団体による自然環境保
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全活動や地域の自然調査など、多様な団体による 10 件の発表が行なわれた。 

対象 一般 

実施回数 2回（平成 24年度：1 回、平成 25年度：1回） 

人数 521名（平成 24年度：267名、平成 25年度：254 名） 

 

■特別サイエンスショー 

実施日 平成 25年 5月 5日（日） 

主催 （財）とちぎ未来づくり財団 

内容 空気砲から煙の輪が撃ち出されたり、風船で作った大きな輪やひょうたんが下のホースから

吹き出す空気によって空中でクルクル回ったり、ストロボ効果によって自分の手が千手観音

のように見えるなど、30 分のショーが 4 公演行われた。 

対象 小学生〜一般 

実施回数 1回 

人数 709名 

 

■モーターサイクルミーティング in 足利 

実施日 平成 25年 5月 19日（日） 

平成 26年 5月 25日（日） 

主催 足利工業大学 

内容 足工大の教職員が中心となり、機械好きの市民が集まって組織した実行委員会が主催したイ

ベント。1940 年代の博物館級のものから現代のものまで、国内外の珍しいバイクが一堂に

展示されたほか、大学の展示コーナー、講演会も。 

対象 一般 

実施回数 2回（平成 25年度：1 回、平成 26年度：1回） 

人数 4000名（平成 25年度：1500名、平成 26年度：2500名） 

 

■土と肥料の微妙な関係〜実験田の作物生育状況を観察しよう〜 

実施日 平成 25年 9月 7日（土） 

平成 26年 9月 6日（土） 

主催 栃木県立博物館 

内容 宇都宮大学農学部附属農場の実験田で、土作りと農作物の生育の様子を観察し、食について

学ぶイベント。 

対象 一般 

実施回数 2回（平成 25年度：1 回、平成 26年度：1回） 

人数 20名（平成 25年度：6名、平成 26年度：14名） 

 

■キノコの観察会 in 中央公園 

実施日 平成 25年 10月 12日（土） 

主催 栃木県立博物館 

内容 身近なキノコを観察するとともにキノコの発生する環境、キノコのはたらきについて話を聞

く。 

対象 一般 

実施回数 1回 

人数 16名 

 

■高原山に黒曜石を求めて 

実施日 平成 25年 10月 19日（土） 

主催 栃木県立博物館 
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内容 高原山で黒曜石を探索するとともに、火山地質を観察する。 

対象 一般 

実施回数 1回 

人数 10名 

 

■栃木県農業試験場いちご研究所公開デー 

実実施日 平成 26年 2月 11日（火・祝） 

主催 栃木県農業試験場 

内容 平成 20年 10月 1日に設置された全国初の「いちご研究所」を初めて公開した。 

対象 一般 

実施回数 1回 

人数 1500名 

 

■TeikyoSat-3打上げパブリックビューイング 

実実施日 平成 26年 2月 28日（金） 

主催 帝京大学 

内容 帝京大学宇都宮キャンパスの工学系クラブ宇宙システム研究会が開発した TeikyoSat-3 を

搭載した H-IIAロケット 23号機の打ち上げ映像のパブリックビューイングを行った。 

対象 一般 

実施回数 1回 

人数 105名 

 

■こども科学実験教室＠さくらフェスタ 

実施日 平成 26年 4月 5日（土） 

主催 宇都宮大学 

内容 桜の名所である宇都宮大学陽東キャンパス（工学部）で、満開の時期に合わせて実施される

市民との交流イベント。内容は、ロボットや電気自動車など、工学部の研究成果の実演や展

示、ジャンボシャボン玉、ラジコンカー、オーナメント「ヒンメリ」を作れるブースなど。 

対象 小学生〜一般 

実施回数 1回 

人数 40名 

 

■社会・産業インフラをサイバー攻撃から守る 

実施日 平成 26年 6月 13日（金） 

主催 帝京大学 

内容 社会・産業インフラの制御システムに対するサイバー攻撃対策やセキュリティ確保に対する

取り組みについて、情報セキュリティのエキスパート、株式会社三菱総合研究所情報通信政

策研究本部副本部長 村瀬一郎主席研究員にご講演いただく。 

対象 一般 

実施回数 1回 

人数 47名 

 

■電子顕微鏡〜ミクロの世界探検〜 

実施日 平成 26 年 7 月 20 日（日）、8 月 17 日（日）、9 月 21 日（日）、10 月 19 日（日）、12 月 21

日（日） 

平成 27年 1月 18日（日）、2月 15日（日）、3月 15日（日） 

主催 栃木県立博物館 

内容 博物館に新しく導入された走査型電子顕微鏡はコンパクトかつ持ち運びが可能であり、一般
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の方にその画像を見てもらうことが可能になった為に企画されたもの。その走査型電子顕微

鏡を使い、身近なもの、動植物、微化石などを３万倍まで拡大し、微細な構造を観察する。 

対象 一般 

実施回数 8回 

人数 505 名 

 

■科学フェスティバル 

実施日 平成 26年月 11月 29日（土）、30日（日） 

主催 栃木県子ども総合科学館 

内容 科学館スタッフのほか、県内の 3 大学（宇都宮大学、白鴎大学、帝京大学）の学生たちによ

る子ども向けの企画ブースが多数楽しめるフェスティバルを 2 日間にわたって開催した。 

対象 小学生〜一般 

実施回数 1回 

人数 2824名 

 

■私たちの身の回りの鉱物 

実施日 平成 26年 12月 6日（土） 

主催 栃木県立博物館 

内容 参加者ひとりひとりに、複数種類の鉱物が渡され、それを実際に手にとって観察しながら鉱

物の解説を聞くことができる講座。鉄、銅、アルミニウム、ダイヤモンドなど身近な鉱物や

金属が紹介された。 

対象 一般 

実施回数 1回 

人数 15名 

 

■学びの杜〜ふれる・つくる・考える〜 

実施日 平成 25年 12月 21日（土） 

平成 26年 12月 20日（土） 

主催 栃木県総合教育センター 

内容 ふれる、つくる、考えると題して、30 以上のプログラムを用意。親子で楽しめる様々なワ

ークショップを開催。 

対象 小学生〜一般 

実施回数 2回（平成 25年度：1 回、平成 26年度：1回） 

人数 1621名（平成 25年度：844名、平成 26年度：777名） 

 

■環境シンポジウム 

実施日 平成 26年 1月 24日（土） 

主催 小山工業高等専門学校 

内容 再生エネルギーの獲得・環境エネルギーの研究について、有識者および大学コンソーシアム

とちぎ所属の学術研究機関の研究者による講演行うとともに、議論を行った。 

対象 一般 

実施回数 1回 

人数 128名 
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宇都宮大学ものづくり創成工学センター 

子供向け体験教室 

 

 
農業試験場 公開デー 

 
栃木県立博物館 火山灰は宝石箱 

 
栃木県立博物館 カエルの越冬場所調査 

 

 
栃木県子ども総合科学館 科学フェスティバル 

 
足利工業大学  

モーターサイクルミーティング in 足利 

 

 
小山工業高等専門学校 おもしろ出前授業 

 

 
栃木県立博物館 集まれ！自然好き 
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帝京大学  

TeikyoSat-3打上げパブリックビューイング 

 
栃木県総合教育センター 

学びの杜の公開講座 

 

 

3-2．プログラムライブラリの提供と実施 

 提供型のイベント実施ではなく、デマンドに応じてイベントを実施することを目的として、平成 25

年 1月に開設、運用を開始した。参加機関が提供できる出前講座や実験教室、施設見学などのプログラ

ムをメニューとして公開しておき、地域コミュニティなどから申し込みがあった場合に、サイエンスら

いおん事務局がプログラム担当者とのコーディネートを行い、都合が合えば実施するというもの。3 年

間で 7件（内 1件は実施予定）の依頼・実施があった。 

 

■ウィークエンド青少年セミナー 

実施日 平成 25年 7月 6日（土）  

内容 「とちぎ県民カレッジ」講座の 1 つ。本セミナーは、次世代をになう青少年たちのリーダー

役を育てようとするもので、栃木県総合教育センターと宇都宮大学地域連携教育センターと

が共催する企画。受講者は栃木県内に住む大学生・高校生。今回、その中の「体験型講座」

の一つとして、「光をあてると色が変わる光合成ペンダントを作ろう」（担当：帝京大学理工

学部・梶谷先生）と題したプログラムを提供した。 

対象 高校生・大学生 

実施回数 1回 

人数 26名 

 

■上三川町中央公民館「公民館カレッジ」 

実施日 平成 25年 7月 26日（金）、31日（水）、 8月 7日（水） 

内容 ３回連続講座、「公民館カレッジ」”宇宙へのロマンの翼を広げ”を実施。帝京大学航空宇宙

工学科・久保田弘敏先生に宇宙についてのお話をしていただいた。 

対象 一般 

実施回数 1回 

人数 53名 

 

■とちぎ産業創造プラザ プラザの集い 

実施日 平成 25年 8月 31日（土） 

平成 26年 8月 9日（土） 

内容 記念講演、次世代自動車の展示・試乗や産業技術センターの見学会、ロボコン出場機の実演・

展示など。 

対象 一般 

実施回数 2回（平成 25年度：1 回、平成 26年度：1回） 
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人数 85名（平成 25年度：50名、平成 26年度：35名） 

 

■目指そうリケジョ！目指せリケダン！！ 

実施日 平成 26年 3月 26日（水） 

内容 宇都宮市東図書館より講師派遣依頼を受け、人工イクラをつくる科学実験教室を実施した。 

対象 小中学生 

実施回数 1回 

人数 32名 

 

■JST青少年のための科学の祭典 2014全国大会 

実施日 平成 26年 7月 26日（土）、27日（日） 

内容 「回すと色が変わって見える「CD独楽」を作ろう!」という工作ブースを出展した。 

対象 小学生〜一般 

実施回数 1回 

人数 13600名（イベント全体） 

 

■ぶんぶんうなる「ブンブンゴマ」を作ろう 

実施日 平成 26年 11月 29日（土） 

内容 「科学フェスティバル」に、帝京大学 生物研究部の有志の学生たちが「ぶんぶんうなる『ブ

ンブンゴマ』を作ろう」という工作教室を出展。紙製のオリジナルぶんぶんゴマを作りなが

らそのしくみを学んだ。 

対象 小学生 

実施回数 2回 

人数 100名 

 

■ロボットを動かしてみよう 

実施日 平成 27年 3月 25日（水） 

内容 宇都宮こども劇場から講師派遣依頼を受けて実施。参加した親子がロボットの操作体験を 

楽しんだ。 

対象 未就学児〜一般 

実施回数 1回 

人数 40名 

 

 

 

 
ウィークエンド青少年セミナー 

 
上三川町中央公民館「公民館カレッジ」 
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目指そうリケジョ！目指せリケダン！！ 

 
ぶんぶんうなる「ブンブンゴマ」を作ろう 

 

 

3-3．科学技術に関する情報発信 

 

（１）ポータルサイトの運用と SNS活用 

 ポータルサイト（http://www.tochigi-lion.net/）を構築し、平成 24 年 9 月より公開、運用を開始した。

イベントの告知および開催報告をはじめとした本プロジェクトに関する情報を掲載し、県民への周知を

行う重要なツールとして活用した。 

 ポータルサイトでは、これまでに 145 件のエントリーを作成・公開した。運営機関主催イベント・連

携イベントについて、事前の告知および写真を含めた活動報告に加え、後述するサイエンスらいおん実

践講座の受講生の作品、下野新聞とちぎサイエンス通信記事のバックナンバーも掲載しており、コンテ

ンツも豊富になってきた。コンテンツには動画もあり、動画配信には YouTube を利用している。 

 開催予定のイベントの告知について、平成 24 年度は運営機関主催のイベントもしくは連携イベント

の情報のみを掲載していたが、平成 25 年度からは、参加機関が独自に行うイベントの情報を収集し、

本プロジェクトの連携イベントに該当しないサイエンスイベントについても告知を行うようにした。そ

れにより、県内で開催されるサイエンスイベントのポータルとしての機能が強化されたと考えている。 

 Twitter（@TochigiLion）、Facebook（http://www.facebook.com/tochigilion）といったソーシャル・

ネットワーキングサービスのアカウントも開設し、ポータルサイトと連携させながら情報の拡散を継続

的に行っている。 

 ポータルサイトのページビュー数は、67,474PV、同時期に開設した Twitter のフォロワー数は 911

人、Facebook ページの「いいね！」数は 523 となった（平成 27 年 3 月 31 日現在）。ポータルサイト、

Twitter、Facebook による情報発信は、支援期間終了後も継続して行い、県民が科学技術に触れられる

ような情報を広く届けていきたいと考えている。 
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図 3-1 ポータルサイトの画面例（活動報告のリスト） 

 

（２）下野新聞へのとちぎサイエンス通信の掲載 

 下野新聞社と連携して科学技術に関する連載記事「とちぎサイエンス通信」を企画した。平成 25 年

１月 20 日に第１回を掲載し、毎月第 1、第 3日曜日に掲載した。 

 とちぎサイエンス通信は、サイエンスらいおんプロジェクト参加機関に所属する研究者、技術者、教

育者などが、現在取り組んでいる研究、所属機関で扱っている技術、科学の世界に入る契機となったエ

ピソードなどを紹介し、県民の科学技術に対する関心を高めることを目的としている。栃木県内で 32

万部発行されている下野新聞によって、栃木県内のサイエンスの話題を広く県民に届けるとともに、科

学技術イベントの告知をすることができ、大きな波及効果をもたらしたといえる。 
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 なお、専門家の文章は一般に難解であるため、サイエンスらいおんプロジェクト内に編集委員会を設

置し、以下のように非専門家による閲読のプロセスを設けて、記事を作成することとした。これによっ

て、平易な内容の記事になるとともに、専門家に一般向けに説明する際の気づきを与える効果がある。 

 

 

図 3-2 サイエンス通信記事作成の流れ 

 

3-4．サイエンスコミュニケータ育成（サイエンスらいおん実践講座） 

 サイエンスコミュニケータ育成として「サイエンスらいおん実践講座」を開講した。平成 24年度は、

栃木県内の研究者・技術者またはサイエンスイベントを取材し、新聞、テレビ、ウェブサイト等を通じ

てその魅力を発信することができる人「レポータ」の育成を目指して「レポータコース」を開講した。 

 レポータコースは映像制作クラスと記事作成クラスを開講し、それぞれとちぎテレビおよび下野新聞

社と連携してカリキュラム開発および講座運営を行った。メディア各社には基礎講座への講師派遣の他、

社内施設の使用、見学についても協力を得た。 

 平成 25 年度からは、レポータコースに加えて新たに、サイエンスカフェや体験イベントなど、サイ

エンスとその魅力を伝えるイベントを企画、運営できる人材の育成を目指す「プロデューサコース」を

開講した。 

 

平成 24年度 

◆参加人数 

レポータコース 記事作成クラス 7名 ※全員が修了 

レポータコース 映像制作クラス 12名（4チーム） ※全員が修了 

 

◆レポータコース記事作成クラス 活動内容詳細 

活動名称 活動日 活動内容 

基礎講座（1） 平成 24 年 12月 15日（土） 本プロジェクトの概要やサイエンスコミュニ

ケーションを行う意義を説明し、映像・記事等

を作成するときに必要となる考え方や著作権

等の知識、イベントの企画等について講義を行

った。映像制作・記事作成・プロデューサクラ

スに分かれて、外部講師によるレクチャー、受

講者の取材先・実施先について検討を行った。 
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基礎講座（2） 平成 24 年 12月 22日（土） 受講生が作成してきた取材計画について、下野

新聞社の講師からアドバイスをもらったり、受

講生同士でのディスカッションを行ったりす

る取材計画講座。 

取材 受講生ごとに調整 取材先を訪問し、インタビューを行う。 

作品制作講座 平成 25 年 2月 9日（土） 受講生から提出された原稿について簡単の講

評があり、4つの作品を選定した。下野新聞社

の編集の方から、見出しの付け方やレイアウ

ト、記事の構成についてアドバイスをしていた

だき、選定された 4つの作品について実際に組

版を行った。 

リフレクションカフェ 平成 25 年 3月 20日（水・祝） 詳細は別記 

 

◆レポータコース映像制作クラス 活動内容詳細 

活動名称 活動日 活動内容 

基礎講座（1） 平成 24 年 12月 15日（土） 本プロジェクトの概要やサイエンスコミュニ

ケーションを行う意義を説明し、映像・記事等

を作成するときに必要となる考え方や著作権

等の知識、イベントの企画等について講義を行

った。映像制作・記事作成・プロデューサクラ

スに分かれて、外部講師によるレクチャー、受

講者の取材先・実施先について検討を行った。 

基礎講座（2） 平成 24 年 12月 22日（土） とちぎテレビの映像素材を用いて編集ソフト

の使い方を練習。各チームが同じ素材を元に、

ナレーションに合わせて映像を編集して作品

を作るワークを行った。 

取材先事前打ち合わせ 受講生ごとに調整 取材先を訪問し、撮影可能な素材や流れについ

てヒアリングを行う。 

取材 受講生ごとに調整 取材先を訪問し、インタビュー・撮影を行う。 

作品制作講座 平成 25 年 2月 3日（日） 映像制作クラス受講生が作成した作品を持ち

寄り、中間レビューを行う。とちぎテレビの講

師からアドバイスをいただいた。 

作品の仕上げ・音声収録 平成 25 年 2月 9日（土） 最初に、とちぎテレビのスタジオや編集室を見

学。その後、作成してきた原稿を確認し、添削、

チームごとに収録した。 

リフレクションカフェ 平成 25 年 3月 20日（水・祝） 詳細は別記 

 

 
記事作成クラス 基礎講座② 

 
記事作成クラス 作品制作講座 
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映像制作クラス 作品制作講座 

 
映像制作クラス 作品の仕上げ・音声収録 

 

◆リフレクションカフェ 

実施日 平成 25年 3月 20日（水・祝） 

内容 実践講座の概要紹介、各コース・クラス受講者の作品紹介と活動の振り返り、講師からの

講評、修了証の授与および優秀作品の表彰。会場からもコメントをいただいた。 

対象 一般 

人数 40名 

 

 
修了証の授与 

 
会場の様子 

 

 

平成 25年度 

◆参加人数 

レポータコース 記事作成クラス 4名 ※全員が修了 

レポータコース 映像制作クラス 8名（3チーム） ※修了したのは 2チーム 

プロデューサコース 4名 ※修了したのは 3名 

 

◆レポータコース記事作成クラス 活動内容詳細 

活動名称 活動日 活動内容 

基礎講座（1） 平成 25 年 7月 14日（日） 本プロジェクトの概要やサイエンスコミュニ

ケーションを行う意義を説明し、映像・記事等

を作成するときに必要となる考え方や著作権

等の知識、イベントの企画等について講義を行

った。映像制作・記事作成・プロデューサクラ

スに分かれて、外部講師によるレクチャー、受

講者の取材先・実施先について検討を行った。 

基礎講座（2） 平成 25 年 7月 28日（日） 受講生が作成してきた取材計画について、下野

新聞社の講師からアドバイスをもらったり、受
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講生同士でのディスカッションを行ったりす

る取材計画講座。 

取材 受講生ごとに調整 取材先を訪問し、インタビューを行う。 

作品制作講座 平成 25 年 8月 25日（日） 受講生それぞれが執筆して来た記事を受講生

同士で読み合いコメントをし合うとともに、下

野新聞社の講師からアドバイスを受けた。 

作品の仕上げ・組版作業 平成 25 年 10月 21日（月） 下野新聞にて、記事の編集作業や組版のポイン

トについて学び、受講者が作成した記事を実際

に組版する過程を見学した。 

リフレクションカフェ 平成 26 年 2月 9日（日） 詳細は別記 

 

◆レポータクラス映像制作クラス 活動内容詳細 

活動名称 活動日 活動内容 

基礎講座（1） 平成 25 年 7月 14日（日） 本プロジェクトの概要やサイエンスコミュニ

ケーションを行う意義を説明し、映像・記事等

を作成するときに必要となる考え方や著作権

等の知識、イベントの企画等について講義を行

った。映像制作・記事作成・プロデューサクラ

スに分かれて、外部講師によるレクチャー、受

講者の取材先・実施先について検討を行った。 

基礎講座（2） 平成 25 年 7月 28日（日） 帝京大学理工学部航空宇宙工学科の紹介を題

材として、とちぎテレビの講師のレクチャーを

受けながら、与えられた原稿に合う映像を撮

影。動画編集ソフトで編集して映像を制作し、

ナレーションと合わせるまでの作業を行った。 

取材先事前打ち合わせ 受講生ごとに調整 取材先を訪問し、撮影可能な素材や流れについ

てヒアリングを行う。 

取材 受講生ごとに調整 取材先を訪問し、インタビュー・撮影を行う。 

作品の仕上げ・音声収録 平成 25 年 12月 14日（土） 最初に、とちぎテレビのスタジオや編集室を見

学。その後、作成してきた原稿を確認し、添削、

チームごとに収録した。 

リフレクションカフェ 平成 26 年 2月 9日（日） 詳細は別記 

 

◆プロデューサコース 活動内容詳細 

活動名称 活動日 活動内容 

基礎講座 平成 25 年 7月 14日（日） 本プロジェクトの概要やサイエンスコミュニ

ケーションを行う意義を説明し、科学技術イベ

ントを企画・実施する際に意識すべきポイント

についてのレクチャーの後、企画案についての

ディスカッションを行った。 

企画相談 平成 25 年 8月 25日（日） プロデューサクラスの受講生で希望者に対し、

メンターとの個別相談を実施。 

中間ディスカッション 平成 25 年 9月 22日（日） プロデューサクラス受講生が、実際に実施した

いイベントの企画案を持ち寄り、メンターや受

講生らと共にレビューしあう。 

イベント実施 受講生ごとに調整 詳細は別記 

リフレクションカフェ 平成 26 年 2月 9日（日） 詳細は別記 
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◆リフレクションカフェ 

実施日 平成 26年 2月 9日（日） 

内容 実践講座の概要紹介、各コース・クラス受講者の作品紹介と活動の振り返り、講師からの

講評、修了証の授与および優秀作品の表彰。その後、サイエンスコミュニケーション活動

をいかに継続、拡大していくかについて参加者によるワークショップを行った。 

対象 一般 

人数 22名 

 

◆プロデューサコース受講生によるイベント 

■世にも奇妙な実験道具 

実施日 平成 25年 12月 21日（土） 

内容 化学用ガラス器具製作で世界的にも有名な桐山製作所の珍しいガラス器具を展示。そのお

もしろさから化学に興味を持ってもらうことが狙い。 

対象 一般 

実施回数 1回 

人数 50名 

 

■連結紙リングの不思議 

実施日 平成 25年 12月 22日（日） 

内容 紙リングをつなげてから、中央で切り離すと…リングが 1つになったり、2つになったり。

法則性を見つけてみよう、と呼びかける企画。同日・同会場で開催している小山高専出前

授業の中の１ブースとして出展した。 

対象 一般 

実施回数 1回 

人数 50名 

 

■数学コンテスト 

実施日 平成 25年 12月 22日（日） 

内容 予選は真面目に問題を解くが、本選は解答を一般の方々の前で発表していただき、面白い

発表と判断された方が上位に進めるという、ちょっと変わったコンテスト。同日・同会場

で開催している小山高専出前授業の中の１ブースとして出展した。 

対象 一般 

実施回数 1回 

人数 17名 

 

 
世にも奇妙な実験道具 

 
連結紙リングの不思議 
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数学コンテスト 

 

 

 

平成 26年度 

◆参加人数 

レポータコース 記事作成クラス 5名 ※全員が修了 

レポータコース 映像制作クラス 16名（5チーム） ※全員が修了 

プロデューサコース 3名 ※全員が修了 

 

◆レポータコース記事作成クラス 活動内容詳細 

活動名称 活動日 活動内容 

基礎講座（1） 平成 26 年 7月 13日（日） 本プロジェクトの概要やサイエンスコミュ

ニケーションを行う意義を説明し、映像・記

事等を作成するときに必要となる考え方や

著作権等の知識、イベントの企画等について

講義を行った。映像制作・記事作成・プロデ

ューサクラスに分かれて、外部講師によるレ

クチャー、受講者の取材先・実施先について

検討を行った。 

基礎講座（2） 平成 26 年 7月 27日（日） 受講生が作成してきた取材計画について、下

野新聞社の講師からアドバイスをもらった

り、受講生同士でのディスカッションを行っ

たりする取材計画講座。 

取材 受講生ごとに調整 取材先を訪問し、インタビューを行う。 

作品制作講座 平成 26 年 8月 31日（日） 受講生それぞれが執筆して来た記事を受講

生同士で読み合いコメントをし合うととも

に、下野新聞社の講師からアドバイスを受け

た。執筆した記事で、主題をどこにおくかを

ディスカッションし、記事の構成の仕方など

を検討した。 

作品の仕上げ・組版作業 平成 26 年 10月 22日（水） 下野新聞にて、記事の編集作業について学

び、受講者が作成した記事を実際に組版する

過程を見学した。下野新聞社の編集担当の方

から、組版の作業においてポイントとなる見

出しの付け方やレイアウトについて説明い

ただいた。 

リフレクションカフェ 平成 26 年 12月 23日（火・祝） 詳細は別記 
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◆レポータクラス映像制作クラス 活動内容詳細 

活動名称 活動日 活動内容 

基礎講座（1） 平成 26 年 7月 13日（日） 本プロジェクトの概要やサイエンスコミュ

ニケーションを行う意義を説明し、映像・記

事等を作成するときに必要となる考え方や

著作権等の知識、イベントの企画等について

講義を行った。映像制作・記事作成・プロデ

ューサクラスに分かれて、外部講師によるレ

クチャー、受講者の取材先・実施先について

検討を行った。 

基礎講座（2） 平成 26 年 7月 27日（日） とちぎテレビの講師のレクチャーを受けな

がら、帝京大学理工学部航空宇宙工学科の格

納庫のジェット機や人工衛星の模型を中心

に映像を撮影し、与えられた原稿にあわせて

動画編集ソフトで映像を制作し、ナレーショ

ンと合わせるまでの作業を実施した。最後

に、各チームの作品を上映し、講師からアド

バイスをいただいた。 

取材先事前打ち合わせ 受講生ごとに調整 取材先を訪問し、撮影可能な素材や流れにつ

いてヒアリングを行う。 

取材 受講生ごとに調整 取材先を訪問し、インタビュー・撮影を行う。 

作品制作講座 平成 26 年 8月 31日（日） 映像制作クラス受講生が作成した作品を持

ち寄り、中間レビューを行う。とちぎテレビ

の講師からアドバイスをいただいた。 

作品の仕上げ・音声収録 平成 26 年 10月 26日（日） 最初に、とちぎテレビのスタジオや編集室を

見学。その後、作成してきた原稿を確認し、

添削、チームごとに収録した。 

リフレクションカフェ 平成 26 年 12月 23日（火・祝） 詳細は別記 

 

◆プロデューサコース 活動内容詳細 

活動名称 活動日 活動内容 

基礎講座 平成 26 年 7月 13日（日） 本プロジェクトの概要やサイエンスコミュ

ニケーションを行う意義を説明し、科学技術

イベントを企画・実施する際に意識すべきポ

イントについてのレクチャーの後、企画案に

ついてのディスカッションを行った。 

企画相談 受講生ごとに調整 プロデューサクラスの受講生で希望者に対

し、メンターとの個別相談を実施。 

中間ディスカッション 平成 26 年 8月 31日（日） 昼の時間帯に、レポータコースの方々にも参

加していただき、公開プレゼンを行った。続

いて、プロデューサコース受講者だけで集ま

り、各企画について、企画の詰めを相互レビ

ュー的に話し合った。 

イベント実施 受講生ごとに調整 詳細は別記 

リフレクションカフェ 平成 26 年 12月 23日（火・祝） 詳細は別記 
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◆リフレクションカフェ 

実施日 平成 26年 12月 23日（火・祝） 

内容 実践講座の概要紹介、各コース・クラス受講者の作品紹介と活動の振り返り、講師からの

講評、修了証の授与および優秀作品の表彰、「市民が行うサイエンスコミュニケーション

活動」をテーマとしたグループディスカッション。 

対象 一般 

人数 35名 

 

◆プロデューサコース受講生によるイベント 

■サイエンスらいおんカフェ 

実施時期 平成 26年 10月 18日（土） 

内容 宇都宮大学農学部バイオサイエンス教育研究センター准教授の児玉豊氏を講師としてお

迎えし、自ら動けないと思われている植物、特に内部の葉緑体が光などによって「逃げる」

ような振舞いをする、という不思議なお話をしていただいた。会場が大学ということで実

験室ツアーも行い、苔がずらりと並ぶ培養室や高価な顕微鏡も見せていただいた。 

対象 一般 

実施回数 1回 

人数 14名 

 

■こども科学実験ブース 

実施時期 平成 26年 11月 30日（日） 

内容 「科学フェスティバル」に出展。内容は、話題の”はやぶさ”の帰還を、磁石と鉄球で模

倣した「おかえり HAYABUSA スイングバイ」、「ネバッベッタッ スライムをつくろう」、静

電気を利用してビニールテープで作ったクラゲを舞い上がらせる「舞い上がれ 電気クラ

ゲ」の 3つ。 

対象 一般 

実施回数 1回 

人数 259名 

 

■いろいろな音を楽しもう！ 

実施時期 平成 26年 12月 20日（土） 

内容 ブース内にある様々なものを使って音を出してもらい、それぞれの違いを楽しんでもら

う。 

対象 一般 

実施回数 1回 

人数 50名 

 

 
サイエンスらいおんカフェ 

 

 
こども科学実験ブース 
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いろいろな音を楽しもう！ 

 

 

 

3-5．その他委員会活動等 

（１）運営機関定例会議 

平成 24年度 

活動名称 実施日 参加者数 

第 1 回 運営機関定例会議 平成 24 年 7 月 24 日（火） 9 名 

第 2 回 運営機関定例会議 平成 24 年 8 月 27 日（月） 7 名 

第 3 回 運営機関定例会議 平成 24 年 9 月 11 日（火） 7 名 

第 4 回 運営機関定例会議 平成 24 年 10 月 30 日（月） 6 名 

第 5 回 運営機関定例会議 平成 24 年 12 月 3 日（月） 7 名 

第 6 回 運営機関定例会議 平成 24 年 12 月 26 日（水） 6 名 

第 7 回 運営機関定例会議 平成 25 年 1 月 25 日（金） 6 名 

第 8 回 運営機関定例会議 平成 25 年 2 月 27 日（水） 7 名 

第 9 回 運営機関定例会議 平成 25 年 3 月 27 日（水） 5 名 

平成 25年度 

活動名称 実施日 参加者数 

第 1 回 運営機関定例会議 平成 25 年 4 月 18 日（木） 11 名 

第 2 回 運営機関定例会議 平成 25 年 5 月 28 日（火） 9 名 

第 3 回 運営機関定例会議 平成 25 年 6 月 26 日（水） 7 名 

第 4 回 運営機関定例会議 平成 25 年 7 月 23 日（火） 8 名 

第 5 回 運営機関定例会議 平成 25 年 8 月 30 日（金） 8 名 

第 6 回 運営機関定例会議 平成 25 年 9 月 27 日（金） 8 名 

第 7 回 運営機関定例会議 平成 25 年 10 月 25 日（金） 8 名 

第 8 回 運営機関定例会議 平成 25 年 12 月 26 日（木） 8 名 

第 9 回 運営機関定例会議 平成 26 年 1 月 22 日（水） 8 名 

第 10 回 運営機関定例会議 平成 26 年 2 月 27 日（木） 8 名 

第 11 回 運営機関定例会議 平成 26 年 3 月 24 日（月） 9 名 

平成 26年度 

活動名称 実施日 参加者数 

第 1 回 運営機関定例会議 平成 26 年 4 月 22 日（火） 9 名 

第 2 回 運営機関定例会議 平成 26 年 5 月 27 日（火） 8 名 

第 3 回 運営機関定例会議 平成 26 年 7 月 2 日（水） 9 名 

第 4 回 運営機関定例会議 平成 26 年 8 月 5 日（火） 9 名 

第 5 回 運営機関定例会議 平成 26 年 9 月 9 日（火） 8 名 

第 6 回 運営機関定例会議 平成 26 年 10 月 9 日（木） 10 名 

第 7 回 運営機関定例会議 平成 26 年 11 月 6 日（木） 9 名 

第 8 回 運営機関定例会議 平成 26 年 12 月 5 日（金） 9 名 
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第 9 回 運営機関定例会議 平成 27 年 1 月 7 日（水） 10 名 

第 10 回 運営機関定例会議 平成 27 年 2 月 6 日（金） 10 名 

第 11 回 運営機関定例会議 

 兼 自己評価委員会 

平成 27 年 3 月 10 日（火） 11 名 

 

（２）運営機関・連携自治体会議 

平成 24年度 

活動名称 実施日 参加者数 

第 1 回 運営機関・連携自治体会議 平成 24 年 9 月 4 日（火） 5 名 

第 2 回 運営機関・連携自治体会議 平成 24 年 10 月 26 日（金） 5 名 

第 3 回 運営機関・連携自治体会議 平成 25 年 1 月 31 日（木） 5 名 

 

平成 25年度 

活動名称 実施日 参加者数 

第 1 回 運営機関・連携自治体会議 平成 25 年 4 月 19 日（金） 6 名 

第 2 回 運営機関・連携自治体会議 平成 25 年 8 月 8 日（木） 6 名 

第 3 回 運営機関・連携自治体会議 平成 26 年 2 月 4 日（火） 6 名 

 

平成 26年度 

活動名称 実施日 参加者数 

第 1 回 運営機関・連携自治体会議 平成 26 年 5 月 15 日（木） 6 名 

第 2 回 運営機関・連携自治体会議 平成 26 年 8 月 8 日（金） 6 名 

第 3 回 運営機関・連携自治体会議 平成 26 年 10 月 28 日（火） 6 名 

第 4 回 運営機関・連携自治体会議 平成 27 年 1 月 28 日（水） 6 名 

 

（３）運営委員会 

平成 24年度 

活動名称 第 1 回 運営委員会 

実施日 平成 24 年 7 月 31 日（火） 

参加者数 16 名 

参加機関 帝京大学、宇都宮大学、小山工業高等専門学校、栃木県総合教育センター、栃木県産業技

術センター、栃木県農業試験場、栃木県立博物館、東日本電信電話（株）栃木支店、三菱

電機（株）栃木支店 

 

活動名称 第 2 回 運営委員会 

実施日 平成 24 年 10 月 30 日（火） 

参加者数 18 名 

参加機関 帝京大学、宇都宮大学、小山工業高等専門学校、栃木県総合教育センター、栃木県産業技

術センター、栃木県農業試験場、栃木県立博物館、東日本電信電話（株）栃木支店、三菱

電機（株）栃木支店 

 

活動名称 第 3 回 運営委員会 

実施日 平成 25 年 2 月 7 日（木） 

参加者数 18 名 

参加機関 帝京大学、宇都宮大学、小山工業高等専門学校、栃木県総合教育センター、栃木県産業技

術センター、栃木県農業試験場、栃木県立博物館、東日本電信電話（株）栃木支店、三菱

電機（株）栃木支店 
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平成 25年度 

活動名称 第 1 回 運営委員会 

実施日 平成 25 年 5 月 17 日（金） 

参加者数 14 名 

参加機関 帝京大学、宇都宮大学、小山工業高等専門学校、栃木県総合教育センター、栃木県産業技

術センター、栃木県農業試験場、栃木県立博物館、東日本電信電話（株）栃木支店、三菱

電機（株）栃木支店 

 

活動名称 第 2 回 運営委員会 

実施日 平成 25 年 8 月 27 日（火） 

参加者数 16 名 

参加機関 帝京大学、宇都宮大学、小山工業高等専門学校、栃木県総合教育センター、栃木県産業技

術センター、栃木県農業試験場、栃木県立博物館、東日本電信電話（株）栃木支店、三菱

電機（株）栃木支店 

 

活動名称 第 3 回 運営委員会 

実施日 平成 25 年 11 月 30 日（土） 

参加者数 19 名 

参加機関 帝京大学、宇都宮大学、小山工業高等専門学校、栃木県総合教育センター、栃木県産業技

術センター、栃木県農業試験場、栃木県立博物館、東日本電信電話（株）栃木支店、三菱

電機（株）栃木支店 

 

活動名称 第 4 回 運営委員会 

実施日 平成 26 年 2 月 17 日（月） 

参加者数 18 名 

参加機関 帝京大学、宇都宮大学、小山工業高等専門学校、栃木県総合教育センター、栃木県産業技

術センター、栃木県農業試験場、栃木県立博物館、東日本電信電話（株）栃木支店、三菱

電機（株）栃木支店 

 

平成 26年度 

活動名称 第 1 回 運営委員会 

実施日 平成 26 年 5 月 30 日（金） 

参加者数 17 名 

参加機関 帝京大学、宇都宮大学、小山工業高等専門学校、栃木県総合教育センター、栃木県産業技

術センター、栃木県農業試験場、栃木県立博物館、東日本電信電話（株）栃木支店、（株）

ナカニシ 

 

活動名称 第 2 回 運営委員会 

実施日 平成 26 年 8 月 21 日（木） 

参加者数 18 名 

参加機関 帝京大学、宇都宮大学、小山工業高等専門学校、栃木県総合教育センター、栃木県産業技

術センター、栃木県農業試験場、栃木県立博物館、東日本電信電話（株）栃木支店、（株）

ナカニシ 

 

活動名称 第 3 回 運営委員会 

実施日 平成 26 年 11 月 14 日（金） 

参加者数 21 名 
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参加機関 帝京大学、宇都宮大学、小山工業高等専門学校、栃木県総合教育センター、栃木県産業技

術センター、栃木県農業試験場、栃木県立博物館、東日本電信電話（株）栃木支店、（株）

ナカニシ 

 

活動名称 第 4 回 運営委員会 

実施日 平成 27 年 2 月 8 日（日） 

参加者数 21 名 

参加機関 帝京大学、宇都宮大学、小山工業高等専門学校、栃木県総合教育センター、栃木県産業技

術センター、栃木県農業試験場、栃木県立博物館、東日本電信電話（株）栃木支店、（株） 

 

（４）参加機関連絡会議 

平成 24年度 

活動名称 第 1 回 参加機関連絡会議 

実施日 平成 24 年 9 月 9 日（日） 

参加者数 15 名 

参加機関 帝京大学、宇都宮大学、小山工業高等専門学校、栃木県総合教育センター、栃木県産業技

術センター、栃木県農業試験場、栃木県立博物館、（財）とちぎ未来づくり財団、東日本

電信電話（株）栃木支店、三菱電機（株）栃木支店、カゴメ（株）、（株）バンテック、富

士重工業（株）、日産自動車（株）栃木工場、（株）東京めいらく、川田工業（株） 

 

平成 25年度 

活動名称 第 1 回 参加機関連絡会議 

実施日 平成 25 年 5 月 17 日（金） 

参加者数 17 名 

参加機関 帝京大学、宇都宮大学、小山工業高等専門学校、栃木県総合教育センター、栃木県産業技

術センター、栃木県農業試験場、栃木県立博物館、（財）とちぎ未来づくり財団、東日本

電信電話（株）栃木支店、三菱電機（株）栃木支店、カゴメ（株）、（株）バンテック、富

士重工業（株）、日産自動車（株）栃木工場、（株）東京めいらく、川田工業（株）、足利

工業大学 

 

活動名称 第 2 回 参加機関連絡会議 

実施日 平成 25 年 11 月 30 日（土） 

参加者数 23 名 

参加機関 帝京大学、宇都宮大学、小山工業高等専門学校、栃木県総合教育センター、栃木県産業技

術センター、栃木県農業試験場、栃木県立博物館、（財）とちぎ未来づくり財団、東日本

電信電話（株）栃木支店、三菱電機（株）栃木支店、カゴメ（株）、（株）バンテック、富

士重工業（株）、日産自動車（株）栃木工場、（株）東京めいらく、川田工業（株）、足利

工業大学、日本アマチュア無線連盟栃木県支部、日本宇宙少年団宇都宮緑が丘分団、（株）

バイオグリーン 

 

平成 26年度 

活動名称 第 1 回 参加機関連絡会議 

実施日 平成 26 年 5 月 30 日（金） 

参加者数 24 名 

参加機関 帝京大学、宇都宮大学、小山工業高等専門学校、栃木県総合教育センター、栃木県産業技

術センター、栃木県農業試験場、栃木県立博物館、（財）とちぎ未来づくり財団、東日本

電信電話（株）栃木支店、カゴメ（株）、（株）バンテック、富士重工業（株）、日産自動

車（株）栃木工場、（株）東京めいらく、川田工業（株）、足利工業大学、日本アマチュア

無線連盟栃木県支部、日本宇宙少年団宇都宮緑が丘分団、（株）バイオグリーン、（株）ナ
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カニシ、宇都宮市立東図書館、宇都宮市環境学習センター 

 

活動名称 第 2 回 参加機関連絡会議 

実施日 平成 26 年 11 月 15 日（土） 

参加者数 24 名 

参加機関 帝京大学、宇都宮大学、小山工業高等専門学校、栃木県総合教育センター、栃木県産業技

術センター、栃木県農業試験場、栃木県立博物館、（財）とちぎ未来づくり財団、東日本

電信電話（株）栃木支店、カゴメ（株）、（株）バンテック、富士重工業（株）、日産自動

車（株）栃木工場、（株）東京めいらく、川田工業（株）、足利工業大学、日本アマチュア

無線連盟栃木県支部、日本宇宙少年団宇都宮緑が丘分団、（株）バイオグリーン、（株）ナ

カニシ、宇都宮市立東図書館、宇都宮市環境学習センター 

 

（５）外部評価委員会 

活動名称 実施日 参加者数 

平成 24 年度 外部評価委員会 平成 25 年 3 月 12 日（火） 11 名 

平成 25 年度 外部評価委員会 平成 26 年 3 月 5 日（水） 11 名 

平成 26 年度 外部評価委員会 平成 27 年 3 月 10 日（火） 11 名 

 

 

４．地域ネットワーク構築の達成状況   

 これまでの活動を通して、官学の連携が強く、企業・地域メディアとも連携がとれる形での継続的な

地域ネットワークの構築ができた。当初の目標では、多数の民間企業の参加と地域メディアを巻き込む

ことを特色としたネットワークの構築を目指していたが、支援期間終了後の体制を検討した結果、持続

可能な地域ネットワークの構築に重点をおき、参加機関の数の拡大は必ずしも目指さない方針に計画を

変更した。一方で、既存の参加機関の関係を強化することを心がけた。また、県民個人が参加できるよ

うなサイエンスらいおんサポータの仕組みも整えた。 

当初、栃木県には最先端技術を有する企業も多いことから、多数の企業を巻き込んだネットワークを

構築したいと考えていたが、民間企業に向けた参加機関の拡大の活動を行う中で、困難を感じた。特に

栃木県外に本社を置く大手企業では本社との調整が難しいといったことから参画に至らないケースも

あった。一方で、栃木県内に拠点を置く中小企業の場合には、経営者や担当者が科学技術コミュニケー

ションに意義を感じたり、興味を持っていたりすると、積極的に参画していただけるケースがあった。

現状では、大手民間企業は科学技術イベントでのブース出展を中心に参画しており、地域ネットワーク

運営の中心は大学・公共機関と中小企業担当者の一部が深く携わる形になっている。逆に言うと、民間

企業とは科学技術イベントでのブース出展を中心とした協力関係は構築できており、今後も、そうした

形での協力体制を維持していきたい。 

また、当初の目標としていた地域ネットワークの 2点目の特色は、地域メディアを巻き込むことであ

った。これに関しては、3.活動実績においても述べたとおり、サイエンスらいおん実践講座において、

地域メディアのとちぎテレビと下野新聞社と密に連携した活動を行ってきた。さらに、下野新聞社とは

月 2回の連載記事「とちぎサイエンス通信」の掲載において連携を行ってきた。また、シンポジウムの

パネルディスカッションにおいて、地域メディアの立場からパネラーとして登壇していただくこともあ

った。このような連携を通して、関係を強化することができた。支援期間終了後は、サイエンスらいお

ん実践講座ととちぎサイエンス通信は継続しない予定であるが、これまでに構築した関係により、必要
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なときには連携ができる体制にある。 

地域ネットワークの構築という意味では、参加機関のサイエンスコミュニケーション活動に関する関

係強化が行えた。これは、各参加機関が実施する科学技術イベントへの相互出展、サイエンスらいおん

実践講座レポータコースの取材受け入れ、同講座プロデューサコースでのイベント実施のためのブース

枠提供、サイエンスらいおんカフェの話題提供者や会場の提供、スクールコンタクトのような密な連携

によるイベント実施など、様々な連携を行う中で培われたものである。また、運営委員会等で、単に審

議事項について議論を行うだけでなく、委員会後に「科学コミュニケーション活動を促進するにはどう

したらよいか」といったテーマでグループ討議を行ったり、情報交換会を実施したことも大きいと思わ

れる。 

さらに、当初の計画にはなかったが、個人会員の組織化のために「サイエンスらいおんサポータ」と

呼ぶコミュニティを構築した。Facebook上に同じ名称の非公開のグループを作成し、そのグループへの

登録を持って会員登録とし、グループ内で情報交換を行っている。登録者は、本プロジェクトのスタッ

フに加えて、サイエンスらいおん実践講座の修了生、イベントに何度も参加している方、Web サイトを

見て応募した方などである。県民が主体的に科学技術コミュニケーション活動に参加するための仕組み

として今後とも運用を続けたいと考えている。 

 

 

５．成果及び波及効果 

 まず、本企画の成果及び波効果を、企画提案時に想定した期待される効果に照らして検証し、企画提

案時に想定していなかった成果についても述べる。 

 

①多数の企業が参加する科学技術コミュニケーションネットワークのモデルの確立 

 栃木県域において有用な科学技術コミュニケーションのための地域ネットワークを構築できたこと

が本企画の大きな成果である。企画提案時の多数の企業が参加するという意味では、4.地域ネットワー

ク構築状況で述べたとおりの困難があり、多数と言えるほどの企業の参加は得られなかった。しかし、

栃木県域で有用なネットワークが構築できたと考えており、本企画の経験から、科学技術コミュニケー

ション地域ネットワーク構築においては以下が有用であるという知見を得ることができた。 

 ・官学の連携を強化してネットワーク運営の核を形成すること 

 ・必要に応じて企業や地域メディアの協力を得られる体制を構築すること 

 ・県民が個人として主体的に参加できる仕組みを整えること 

 このようなモデルで、必要なときに協力を得られる企業が多数あることが望ましい。本企画で構築し

たネットワークは上記のような形をとりつつある。このモデルが真に有効であるかどうかは、今後の活

動により検証していく必要があるが、この知見は様々な地域での取り組みに参考になる可能性があり、

波及効果があると言える。 

 

②サイエンスコミュニケータの育成と科学技術イベントへの県民の主体的参加 

 サイエンスらいおん実践講座によりサイエンスコミュニケータ育成の一つの形を提示することがで

き、支援期間中に 57 名の修了生を輩出できたこと、及び県民が主体的に参加するための仕組みの基礎

を形成できたことが本企画における成果である。さらに、サイエンスらいおん実践講座では実践的な活
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動を行ったことから、波及効果も大きかったと考えている。 

 本企画におけるサイエンスコミュニケータ育成は、本格的なレベルではく、一般的な県民レベル、つ

まり初級レベルを対象とした。その上で、情報発信を促進することを目的としたレポータコースと科学

技術イベントの活性化を目的としたプロデューサコースを開講した。このことは、平成 17 年度からの

科学技術振興調整費による委託事業では本格的なサイエンスコミュニケータ育成であること、ネットワ

ーク形成事業地域型の人材育成ではある特定の科学分野を対象としたり、スタッフの研修をすることが

多いことなどと比較して、特色がある。サイエンスらいおん実践講座レポータコースでは受講生の作品

によって栃木県域を中心とした科学技術に関する情報を Webサイト掲載、新聞掲載、テレビ放映によっ

て発信することができた。地域メディアとの連携により、多くの方々に情報を届けることができたと言

う意味で波及効果が大きかった。一方、プロデューサコースにおいても受講生は何らかの科学技術イベ

ントを実施したため、そのイベントに参加した方々への波及効果があった。さらに、サイエンスらいお

ん実践講座のまとめのリフレクションカフェは公開のイベントとして実施し、科学技術コミュニケーシ

ョンについて活発な討議を行ってきたことは、講座の外への波及効果につながったと考えている。 

 本企画により、参加機関が連携して科学技術イベントを行い、科学技術イベントの情報を一括して発

信することは県民の主体的参加の促進に寄与しているようである。たとえば、スクールコンタクトに参

加した親子が学びの杜にも参加しており、複数のイベントに参加するようになったといった声が聞かれ

た。さらにサイエンスらいおん個人会員の組織化のために「サイエンスらいおんサポータ」と呼ぶコミ

ュニティを構築した。Facebook上に同じ名称の非公開のグループを作成し、そのグループへの登録を持

って会員登録とし、グループ内で情報交換を行っている。このコミュニティに登録した方々は、本企画

の様々なイベントに参加したり、イベントの情報を口コミで広めたりしており、プロデューサコースの

修了生のコミュニティ登録者によるイベントの企画・実施の事例もある。今後、こうしたサイエンスら

いおんサポータの活動が活発化することが県民の主体的参加へ波及すると考えられる。本企画では、そ

の種をまくことができたので、今後、育ててゆきたい。 

 

③ネットワーク参加機関の情報共有と連携の促進 

 本企画によってネットワーク参加機関の情報共有と連携が大いに促進した点で成果があがったと言

える。以前は、科学技術イベントに関する情報も散在しており、各機関がどのようなことに取り組んで、

どのような効果をあげているかがわからなかった。本企画でネットワークが構築されたことで、科学技

術イベントの情報共有と連携が促進できた。科学技術イベント実施においても、各参加機関が実施する

科学技術イベントへの相互に出展し合うなどの連携が多くなり、スクールコンタクトのような参加機関

が密に連携しなければ実現できなかったイベントを実施することもできた。参加機関担当者が、運営委

員会やリフレクションカフェなどでのグループ討議・情報交換会でコミュニケーションをとることで、

関係強化を図ることができた。 

 以上のように、ネットワーク参加機関の情報共有と連携の促進については企画提案時に想定した通り

の成果をあげることができた。それによって、今後とも継続可能な地域ネットワークを構築することが

できた。 

 

 さらに企画提案時に想定していなかった成果として、下野新聞における「とちぎサイエンス通信」の

連載がある。サイエンスらいおん実践講座での連携が契機となり、平成 25 年 1 月 20日から毎月第 1・

第 3日曜日の下野新聞に「とちぎサイエンス通信」の連載を開始した。参加機関に所属する研究者、技
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術者、教育者、学芸員等がリレー形式で、科学技術について解説したり、科学の道に進んだエピソード

を紹介するもので、連載記事の最後の部分では、近日行われる科学技術イベントの告知も行った。県内

全域に 32 万部の発行部数を持つ下野新聞から 2 年以上に渡って月 2 回ペースで情報発信が行えたこと

は、栃木県域での本企画の知名度向上に大きく寄与した。実際に、参加機関が行う科学技術イベントに

は、「新聞を見てきました」という参加者もおり、「とちぎサイエンス通信」の波及効果が大きかったと

言える。 

 

 

６．自己評価 

 自己評価委員会において、運営機関による自己評価として、企画提案時の長期目標に沿ってこれまで

の活動を総括すると共に、参加機関アンケートによる評価を行った。 

 

 6-1 運営機関による自己評価 

①栃木県域における地域メディアを巻き込んだ科学技術コミュニケーションネットワークの構築 

 本企画では、栃木県域において多種多様な組織と連携する科学技術コミュニケーションネットワーク

構築を目指した。支援期間内の活動については、企業との連携については課題が残るものの、目標は概

ね達成できた。最大の成果は、これまで連携がとられていなかった県内の各種機関とのネットワークを、

本事業によって初めて構築し、支援期間終了後も活動を継続できる体制を整えることができた点である。

支援期間終了にあたり、「サイエンスらいおん実践講座」と新聞連載企画「とちぎサイエンス通信」が

終了することで、地域メディアとの連携した具体的な活動が、一旦終了してしまうが、本企画によって

地域メディアとの関係が強化され、今後も連携ができる関係性を構築することができた。 

 

②ネットワーク参加組織の連携による科学技術イベントの継続的開催 

 各参加機関が従来から実施してきたものに加え、本企画で新たに開始した「公開シンポジウム」「サ

イエンスらいおんカフェ」などの科学技術イベントを継続的に開催することができた。支援期間を通し

て、全部で 145回のイベントを開催し、約 3万人の参加者があった。特に数百名から 2,000名の参加者

を動員する、本企画の核となるような大規模イベントにおいて、参加機関が相互に出展し合うなどの連

携が進んだ。このような参加機関同士の連携は年を追う毎に深まり、本企画によって県内の科学技術イ

ベントを活性化することができた。このことから、ネットワーク参加機関の連携による科学技術イベン

トの継続的開催は十分に達成できたと言える。 

 

③科学技術を知り、伝え、普及できるサイエンスコミュニケータの育成 

 サイエンスコミュニケータ育成として「サイエンスらいおん実践講座」を実施した。栃木県内の研究

者、技術者またはサイエンスイベントの魅力を発信できる人材を育成する「レポータコース」と、サイ

エンスの魅力を伝えるイベントを企画・運営できる人材を育成する「プロデューサコース」を開講し、

3年間で延べ 57名の修了者を輩出することができた。レポータコース受講生がつくった作品が公開され

たり、プロデューサコース受講生がイベントを企画・実施したりしたことによって、「県民が県民に科

学を伝える」機会を創出することができたことは本企画の大きな成果であると考えている。また、修了

生の中には、「サイエンスらいおんサポータ」として、科学技術イベントの企画・運営を自主的に行う
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者も出てきている。これらのことから、科学技術を知り、伝え、普及できるサイエンスコミュニケータ

の育成は、支援期間内の活動としては十分に達成できたと言える。一方で、支援期間終了にあたり、「サ

イエンスらいおん実践講座」自体は終了するため、今後の活動において新たな工夫が必要である。 

 

6-2 参加機関による自己評価 

 自己評価を実施するにあたり、平成 27 年 2 月時点での参加機関（個人会員を除く）から本事業への

フィードバックを得る目的でアンケートを実施した。本アンケート結果を用いて、参加機関にこの 3年

間の活動を振り返っていただき、本事業の成果について再確認するとともに、支援期間終了後の活動方

針をさらに検討するための材料にしたいと考えている。 

 アンケートの項目は大きく 2 点である。1 点目は「本事業が、県民および県内で科学技術コミュニケ

ーション活動に関わる県内組織にどのような益をもたらし、どのような成果を上げたか」、2点目は「ど

のような取り組みが本事業の成果を上げるのに有益だったか」である。また、本事業に参加しての感想

や意見について記述いただいた。以下が設問である。 

設問 1 本事業において有益だったこと、本事業の成果として挙げられることは何ですか。（複数

回答可） 

設問 2 本事業の成果を上げるのに有効だったと考えられる取り組みはどれですか。（複数回答可） 

設問 3 本事業に参加しての感想やご意見などを自由にお書きください。 

 

 

図 7-1  本事業において有益だったこと、本事業の成果として挙げられること(複数回答可)についての

回答結果 
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図 7-2  本事業の成果を上げるのに有効だったと考えられる取り組み(複数回答可)についての回答結果 

 

（１）アンケート結果 

 回答用紙をメールにて送付し、21機関のうち 17機関からの回答を得た。図 7-1 に設問 1 に対する回

答結果、図 7-2に設問 2に対する回答結果を示す。 また、以下に設問 3への回答の抜粋を示す。 

• 今まで各機関が独自に行なっていたイベントについて、お互いの参加機関で情報を共有でき、幅広

い活動が可能となった。 

• 活動を通して、異業種間の方々との人的交流ができ、今後の活動に活かすことができるようになっ

た。 

• 県内の自然科学及びその教育に携わる機関の職員・関係者が情報を交換し、それぞれの活動を深

化・改善する良い契機になったと思います。 

• 下野新聞に連載されたとちぎサイエンス通信に登壇をさせていただき、多くの反響があり、当セン

ターの活動を広く県民に発信できたことは有用だったと思います。 

• 各機関の科学的事業を知ることができ、互いに、イベントを交流させることができたことが良かっ

た。 

• 各機関の強みを知ることができ、今後の科学的活動を主管する際に相談できる窓口が広がった。 

• 本事業の今後の維持・充実に向けて参加機関の意識の共有が図れるとよい。 

• 他機関との連携がとりやすく，大変よいネットワークが構築できたと感じています。 

• 県内の関係機関とのコンタクトが増えたこと、相互に支援しあえるネットワークが構築できたこと

が我々にとって大変ありがたかったです。 

• サイエンスカフェなど、小中学生が気軽に専門分野について話を聞けることは、科学に興味を持た

せるきっかけとなったと思う。 

 

（２）アンケート結果の考察 

 以下に、本企画の長期目標に沿って、アンケート結果を考察する。 

①栃木県域における地域メディアを巻き込んだ科学技術コミュニケーションネットワークの構築 

 本事業に応募した背景の 1つとして、栃木県内の科学技術に関するイベントが散在していること、県

内の組織が連携する仕組み（＝地域におけるサイエンスコミュニケーションネットワーク）の必要性が
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高まっていることを挙げていた。今回のアンケートにより、多くの参加機関が、運営機関と同様に県内

組織のネットワーク構築を求めていたことがわかった。そして、本事業において実際にネットワークが

構築されたことを高く評価していることがうかがえる。運営機関による評価と一致していることから、

本事業の目的は正しく設定されており、また、3年間でそれを概ね達成できたものと評価できる。 

 また、設問 2において、下野新聞と連携して実施した「とちぎサイエンス通信の連載」が最も多くの

支持を集めていた。このことから、参加機関は、地域メディアと連携した取り組みが本事業の成果に大

きく貢献したと捉えていると推察される。地域メディアとは、今後も連携ができる関係性を構築できて

いるため、連載を継続できるよう調整していきたいと考えている。 

 

②ネットワーク参加組織の連携による科学技術イベントの継続的開催 

 これまでは、運営機関である帝京大学が主催し複数の機関が参加するイベント「エンジョイ！カガ

ク！！」をはじめ、参加機関が科学技術イベントを各々実施してきた。本事業に採択されてから、公開

シンポジウムやサイエンスらいおんカフェなどの企画を新たに実施してきたが、参加機関は、これらの

新規企画が本事業において有効であったと評価していることが、アンケート結果によって示された。こ

れらは運営機関の評価と一致している。複数の参加機関と連携して県内の科学技術に触れる機会をつく

り、県民に提供する機会となったとともに、県内ではあまり行われてこなかったサイエンスカフェとい

う科学技術コミュニケーションプログラムを確立し、ノウハウを蓄積できたと考えている。公開シンポ

ジウムおよびサイエンスらいおんカフェは支援期間終了後も継続する予定であるので、これを様々な機

関と連携するよい機会としても活用し、県内の科学技術を発信していきたい。 

 

③科学技術を知り、伝え、普及できるサイエンスコミュニケータの育成 

 分野を横断して「科学を知り、伝え、普及できるサイエンスコミュニケータ」の育成を目指し、「サ

イエンスらいおん実践講座」を開講した。前述の通り、レポータコースは平成 24 年度から 3 期、プロ

デューサコースを平成 25 年度から 2 期実施し、3 年間で延べ 57 人の修了者を輩出した。しかし、参加

機関からの評価としては、他の取り組みよりも票数が少なく、参加機関には、コミュニケータ育成につ

いてのメリットを感じてもらうことができなかったようである。今回、サイエンスコミュニケータ育成

への参加機関の関わり方には、①レポータコース受講生の取材先（研究者や実施イベントの紹介）の提

供、②プロデューサコース受講生の実践の場の提供（参加機関が実施するイベントにおけるブース出展

の形をとった）、③プロデューサコース受講生のイベントへのゲスト参加、④実践講座の活動を振り返

り、受講生の活動を報告するリフレクションカフェへの参加の 4種類があったが、いずれも関与した機

関数が少なかったこと、アンケート回答者が直接関与していなかったことが、アンケートにおいて票数

が少なかった原因であると考えられる。運営機関としては、前節で述べたとおり、一定の成果を上げら

れたと考えているが、多くの参加機関が関与する形でのコミュニケータ育成を行う必要があると思われ

る。今後のサイエンスコミュニケータ育成において参考にしたい。 

 

 

７．外部評価 

 平成 27年 3月 10 日に外部評価委員会を開催した。3 年間の活動概要について説明に対する質疑応答

を通じ、以下のような意見や提案が出された。 
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（1）サイエンスコミュニケータ育成について 

• サイエンスコミュニケーションの理想のかたちとはどういったものだろうか。 

• 都内では、ボランティアやイベントの運営側を養成しながら実施する科学イベントがある。市民

参加型のものとして人気がある。 

• 盛岡でも過去に一般向けのサイエンスコミュニケータ募集をしたことがあるが、応募がなかった。

現在は高校生がメインになっている。大人のコミュニケータ育成は難しい。 

• 栃木県は小学校の理科教育に熱心なので、そのようなルートを活用して参加者を集めることもで

きるのではないか。 

 

（2）全体について 

• なるべく多くの県民に親しんでもらうにあたっての指標として、イベント回数や参加者数などに

ついて数値目標を設定したほうがよかったのではないか。今後、活動を続けるのであれば、せひ

設定してほしい。 

• 参加企業のメリットは何か。盛岡では、中小企業のクラブ集団があり、次世代の育成が課題とな

っている。栃木でも、そのようなところとのマッチングなどは考えられるのではないか。 

• 学校や校長などと連携して、小学校・中学校といったところにターゲットを絞った活動（コンテ

スト応募）などは考えられないか。 

• 学内で、自発的に外部へのアプローチをする先生がいるとよい。また、学生を巻き込むようなし

かけができないか。 

• 新聞などメディア連携がなくなるのは影響が大きい。今後も連携できるとよい。 

• イベント当たりの参加者数は年を追う毎に増加している。 

• 全体的に、これだけの内容を遂行してきたことは評価に値する。 

 

 

８．今後の展望 

  支援期間終了後は、「サイエンスらいおんプロジェクト」から「とちぎサイエンスらいおん」と名称

を変え、活動を継続する。継続する活動内容としては、①シンポジウムなどの科学技術イベントの開催、

②サイエンスらいおんカフェの企画・運営、③ポータルサイト・SNS による科学技術イベント等の情報

発信、④参加機関による委員会と意見交換の実施、⑤サイエンスコミュニケータ育成などを予定してい

る。 

 まず、支援期間終了後も、参加機関が連携して実施するイベントを継続する。また、ポータルサイト

には、今後も県内の科学技術イベント等の情報を掲載していく。こういった本事業で構築したツールも

活用しながら、今後も県内の科学技術イベントを盛り上げていきたい。また、県民参加型の科学技術コ

ミュニケーション活動を継続して行うには、企業・大学・公的機関などの他にも、サイエンスコミュニ

ケータの活動が欠かせない。そのため、サイエンスらいおん実践講座自体は終了するが、支援期間終了

後は「サイエンスらいおんサポータ」コミュニティの運営の中でサイエンスコミュニケータ育成を行う

予定である。それに加えて、新たにミニ講座やコンテストを開催することも検討していきたい。 

 こうした活動を継続するために、事務局は提案機関・運営機関である帝京大学に設置する。連携自治
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体である栃木県総合教育センターと帝京大学とで新たに連携合意書を交わし、支援終了後引き続き連携

していく。 

 3 年間の支援期間中に見えてきた課題として、参加機関はそれぞれ独自に科学技術に関するイベント

等を実施しているが、そのノウハウ、課題やその解決方法が十分には共有されていなかったことがある。

支援終了後に実施する委員会を、参加機関同士の情報交換を促進する場として活用し、県内の科学コミ

ュニケーション活動がより活発に、より円滑に行われるようにするための土台としたい。 

 

 




