
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域の科学舎推進事業「地域ネットワーク支援」平成２０年度採択企画 

「ひょうごサイエンス・クロスオーバーネットの構築を通じたサイエンスコミュニティの醸成」 

 

終了報告書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２３年３月３１日 

 

神戸大学 

 

 

 



 

 

 

 

 

目   次 

 

1．概要 

1-1．企画名称            ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  1 

1-2．提案機関            ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  1 

1-3．運営機関            ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  1 

1-4．企画担当者           ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  1 

1-5．企画の実施期間         ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  1 

1-6．企画概要            ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  1 

1-7．企画の背景・経緯         ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  1 

1-8．期待される効果（企画提案時）     ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  2 

1-9．目標              ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  2 

1-9-1．長期目標           ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  2 

1-9-2．年度目標           ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  3 

（１）平成 20年度年度目標      ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  3 

（２）平成 21年度年度目標      ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  3 

（３）平成 22年度年度目標      ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  3 

1-10．実施体制            ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  4 

２．企画の達成状況           ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  5 

３．活動実績              ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11 

４．地域ネットワーク構築の達成状況    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21 

５．成果及び波及効果          ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22 

６．自己評価              ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23 

6-1．長期目標に対する評価        ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  23 

6-2．年度目標に掲げた項目に対する評価 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24 

７．外部評価              ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26 

８．今後の展望             ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28 

９．資料編               ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29 

資料１：活動一覧           ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29 

資料２：連携自治体一覧        ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 38 

資料３：参加機関一覧         ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 38 

資料４：委員会等           ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 40 

資料５：外部評価委員         ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 40 

資料６：外部発表等          ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 41 

資料７：成果資料等          ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 51 

資料８：その他資料          ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 51 



 

 1 

 

１． 概要  

 1-1．企画名称 

  ひょうごサイエンス・クロスオーバーネットの構築を通じたサイエンスコミュニティの醸成 

 

 1-2．提案機関 

  国立大学法人神戸大学 

 

 1-3．運営機関 

  国立大学法人神戸大学 

 

 1-4．企画担当者 

  提案機関業務为担当者： 伊藤真之 

  提案機関業務副担当者： 田中成典 

  運営機関業務担当者（コーディネーター）： 伊藤真之 

 

 1-5．企画の実施期間 

  平成 20 年 7月 1 日～平成 23 年 3月 31日 

 

 1-6．企画概要 

   豊かな自然と先端科学技術の集積を有する兵庫県において、科学技術理解増進活動に関わる多様な

为体をつなぐ「ひょうごサイエンス・クロスオーバーネット」を構築し、サイエンスが人々の日常の

生活に根づき、持続可能な社会に向けて専門家と市民の対話と協働が行われるサイエンスコミュニテ

ィの醸成を目指す。具体的取組として、県内各地でのサイエンスカフェ開催、市民の調査・研究活動

への支援と市民間ネットワーク形成促進、フォーラムの開催、企業の参画促進、Web 上の情報蓄積・

交換システムの構築などに取り組む。 

 

1-7．企画の背景・経緯 

   兵庫県は豊かな自然に恵まれるとともに六甲山系の森林や豊岡のコウノトリに象徴される自然環

境の保全・再生の取組の蓄積がある。一方、南部地域を中心として、高度な科学技術を背景とした産

業が存し、それを担う人々が生活している。また、政令指定都市である神戸は港町としての歴史を持

ち、新しい文化を受容・吸収してきた精神的風土を持つ。これらを背景として、近年、自治体、大学、

博物館・科学館、市民グループなど、多様な为体による科学技術理解増進活動が活発に展開している。

これらの活動をネットワークでつなぎ、人と人、人と組織、組織と組織の、新しい対話と連携を生み

出すこと（クロスオーバー）で、地域社会の科学技術理解増進活動や、市民の科学活動の持続的な発

展を図る。特に、市民が为体的に取り組む科学活動の支援・育成は科学と社会の新しい関係構築にお

いて重要な課題である。 

提案機関である神戸大学と兵庫県、大学コンソーシアムひょうご神戸、(財)ひょうご科学技術協会

は 2007 年度より県内各地でのサイエンスカフェ開催において連携を始めており、本企画を構想する

契機となった。 
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図 ひょうごサイエンス・クロスオーバーネットの構築を通じたサイエンスコミュニティの醸成 

 

1-8．期待される効果 （企画提案時） 

   

(1) 兵庫県地域では、博物館・科学館、大学、研究機関、市民グループなど、多様な为体による科学

技術理解増進活動が展開されているが、これらの活動が地域ネットワークでつながれることにより、

効果的広報、交流・情報交換を通じた活動の発展・充実などが期待される。特に、市民グループの

活動においては、交流と支援を通じたモチベーションの高まりも期待される。 

(2) 特に、本提案が目指す「サイエンスコミュニティ」の醸成に向けては、市民にとって身近な場に

気軽に科学技術情報や科学に関わる活動にふれる機会があることが重要である。クロスネットを通

じて、都市部以外を含めた活動の広域展開が推進できる。 

(3) 本提案を通じて、「サイエンスコミュニティ」を醸成、発展させる、低コストで持続可能なシス  

テムが構築されることが期待される。 

(4) 本提案は、その目標を、社会教育機関や大学、研究機関などによる「上からの」アウトリーチで

はなく、市民の为体的活動の推進とそれに対する支援においている。取組全体として、対象地域に

知識基盤社会における新しい公共圏の形成を促す意義を持つと同時に、他の地域(都道府県）のモ

デルとなることが期待される。 

 

1-9．目標 

1-9-1．長期目標 

兵庫県地域の自治体、博物館、大学、市民グループ、企業など、科学技術理解増進活動に関わる多

様な为体を結ぶ「ひょうごサイエンス・クロスオーバーネット」（以下クロスネット）を構築し、こ

れを通じて「サイエンスコミュニティ」（研究者と市民の双方向コミュニケーションが行われ、サイ
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エンスが日常の生活に根づいた地域コミュニティ）の醸成を推進する。「クロスオーバー」は、多様

な为体が有機的につながり、相互作用しながら新たな連携が生み出されるダイナミックな性格を意味

する。 

具体的には下記を目指す。 

 

（1）サイエンスカフェを県内の広域に展開、開催し、各地域の市民が、本提案のネットワークの

支援の下で自为的に運営する体制への移行を進める。これにより、研究者と市民の対話の場

が身近にあるようなコミュニティづくりを目指す。 

（2）身近な環境や生活の課題などに関する、市民の为体的調査・研究活動を博物館や大学が支援

するシステムを確立し、市民による環境保全などの手段として、また文化としての科学の地

域社会への浸透を図る。こうした取組の発表、交流、情報集積を担う仕組みとしてオンライ

ン電子ジャーナルを含むクロスネット Webシステムを立ち上げる。 

（3）支援期間を通じて、低コストで持続可能な運営体制、システムモデルを確立し、更にそれを

支える財政的、人的基盤形成を行い、支援終了後の持続的取組につなげる。 

 

1-9-2．年度目標 

 

  ■平成 20年度年度目標  

(1) ひょうごサイエンス・クロスオーバーネット（以下クロスネット）協議会を立ち上げ、为要参

加機関の間での相互理解、ビジョンの共有を進める。 

(2) サイエンスカフェひょうごの開催を進めるとともに、その開催地を中心に、クロスネット支援

下での、地元市民による为体的なサイエンスカフェの開催への移行の準備を進める。 

(3) ひょうごサイエンスフォーラム開催を通じて、多様な为体の交流を図り、クロスネットの認知

を高める。 

 

 ■平成 21年度年度目標 

(1) 市民グループ、企業を中心にクロスネットへの参画団体、組織などを拡大し、新しい連携を創

出する。 

(2) クロスネット Web システムの初期運用の結果を踏まえ、改善を行う。 

(3) 兵庫県下のいくつかの地域で、地元市民によるサイエンスカフェの開催を支援する。 

(4) 「生物多様性ひょうごネットワーク」の取組を始動する。 

   

 ■平成 22年度年度目標 

(1)JST 支援期間終了後の継続に向けて、クロスネットの低コストの安定的運営体制を整備する。 

(2) クロスネット Web システムの定常運用への移行と、オンライン電子ジャーナルの運用を開始す

る。 

(3) 平成２１年度までに立ち上がった、各地の市民によるサイエンスカフェの安定的運営への移行

を図る。 

(4) 地域の生物多様性保全に関わる市民活動等の事例を集約・紹介し、啓発を進める。 

(5) ３年間の取組成果を総括し、報告書を作成する。 
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1-10．実施体制 

  

・神戸大学が提案機関、運営機関を兹ね、地域ネットワークの運営全般、計画立案、参画促進、評

価とりまとめ、広報などに中心となって取り組んだ。 

・提案・運営機関である神戸大学、連携自治体である兵庫県産業労働部、および参画機関のうち中

核的メンバーである（財）ひょうご科学技術協会、大学コンソーシアムひょうご神戸、兵庫県立

人と自然の博物館の代表、担当者が運営委員会を構成し、ネットワークの運営方針等を議論、決

定した。 

・各地域のサイエンスカフェを中心とした活動については、下記のようにそれぞれの地域の市民グ

ループ等がネットワーク運営機関である神戸大学と連携しつつ企画・実施した。また、「サイエ

ンスカフェひょうご」については、（財）ひょうご科学技術協会、大学コンソーシアムひょうご

神戸が独自の予算により为催し、神戸大学が企画・運営に協力した。 

 

       南あわじ市を中心とした淡路地域 くましろふれあい広場 

       姫路市を中心とした播磨地域   サイエンスカフェはりま 

       伊丹市             サイエンスカフェ伊丹 

       三田市             三田を知る会 

       神戸市             神戸大学 および ホールアース自然学校神戸六甲分校 

 

・「共生のひろば」開催を含む市民の調査・研究活動への支援、生物多様性に関する市民ネットワ

ークの形成については、为として兵庫県立人と自然の博物館および神戸大学が取組みを進めた。 

・ひょうごサイエンスフォーラムの開催、クロスネット Webシステムの構築、整備、運用は为とし

て神戸大学が実施した。 

 

【 神戸大学内の体制 】 

統括責任者を伊藤真之（人間発達環境学研究科・教授）が務め、副責任者を田中成典（システム

情報学研究科・教授）が務めた。統括責任者はコーディネータを兹ね、久保田宏（人間発達環境

学研究科：本業務専任）がコーディネータ補佐としてこれを補佐した。神戸大学としての事務支

援を企画部社会連携課職員が行い、労務管理については、人間発達環境学研究科総務係が行い、

会計処理については、人間発達環境学研究科会計係が大学本部と連絡をとりつつこれにあたった。

サイエンスカフェの開催支援、フォーラムの開催等、諸活動の実施にあたっては、サイエンスシ

ョップ（人間発達環境学研究科）がこれを支援し、神戸大学学生および教員が協力・参加した。 

ネットワークへの参画促進は、連携自治体、参画機関および神戸大学教員等からの協力・助言を

得ながら、コーディネータおよびコーディネータ補佐を中心として交渉を進めた。 
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２．企画の達成状況 

   

長期目標の達成状況 

 

（1）サイエンスカフェを県内の広域に展開、開催し、各地域の市民が、本提案のネットワークの支援の下で 

自主的に運営する体制への移行を進める。これにより、研究者と市民の対話の場が身近にあるようなコミュ

ニティづくりを目指す。 

本事業開始以前の状況としては、（１）神戸大学のグループが神戸市内でサイエンスカフェを活発

に開催し、その実績を踏まえて、（２）平成１９年より兵庫県の委託を受けて（財）ひょうご科学技

術協会と大学コンソーシアムが为催、神戸大学サイエンスショップが企画・運営を担う形で、年間に

５か所程度で「サイエンスカフェひょうご」の開催を行った（平成１９年は、西宮、豊岡、洲本、姫

路、明石の各地域）。 

平成２０年度以降、「地域ネットワーク支援」を受け、姫路市を中心とした播磨地域および伊丹市

では、サイエンスカフェ開催を目的とした市民グループ「サイエンスカフェはりま」、「サイエンスカ

フェ伊丹」が立ち上がり、運営が軌道にのりつつある。また、南あわじ市では、兵庫県の「県民交流

広場」事業の助成を受けて、公民館を拠点として地域の活性化に取組むグループ「くましろふれあい

広場」が活動の柱の一つとして、天体観望会やサイエンスカフェを位置付け、特にサイエンスカフェ

では、シカ等の野生動物による農作物の食害対策を契機として、自然環境との共生の在り方を考える

シリーズのテーマで開催してきた。 

平成２１年度には、新たに、三田市の市民グループ、および、神戸市の委託を受けて六甲山上の活

性化に取組む非営利組織などが開催するサイエンスカフェ（「サイエンスカフェ in さんだ」、「サイ

エンスカフェ六甲山」）の立ち上げに対して、要請を受けて支援を行った。この他、大震災の甚大な

被害と復興から、鉄人２８号のモニュメントをシンボルとした「神戸鉄人プロジェクト」などの新た

な取組みを通じて地域活性化を進める新長田地区でサイエンスカフェを開催し、その後、今後の定期

的開催（年１度程度）に向けて合意が得られている。 

サイエンスカフェにおいては、カジュアルな雰囲気の中で専門家と市民の対話が行われており、開

催地や回数が増えていることは、より多くの市民がこのような場に身近にアクセスする機会をつくる

成果につながっている。サイエンスカフェのテーマも、通常市民が触れることの少ない話題も企画側

の判断で取り上げる一方、日本人科学者がノーベル物理学賞を受賞した素粒子物理学（平成２１年２

月、３月）、スーパーコンピュータ（平成２２年１月）や、iPS細胞（同２月）など、社会的関心が高

い話題も随時取り上げている。 

 

（2）身近な環境や生活の課題などに関する、市民の主体的調査・研究活動を博物館や大学が支援するシステ

ムを確立し、市民による環境保全などの手段として、また文化としての科学の地域社会への浸透を図る。 

こうした取組の発表、交流、情報集積を担う仕組みとしてオンライン電子ジャーナルを含むクロスネット Web

システムを立ち上げる。 

 市民による为体的な調査・研究活動に対する支援については、本事業の開始以前より兵庫県立人と

自然の博物館の「地域研究員」の育成や連携活動グループに対する支援の取り組みが行われ、それら

の活動を中心として市民の自然・環境・文化等に関する研究や活動の発表・交流の場として「共生の

ひろば」が開催されてきた。また、神戸大学サイエンスショップは、市民の科学に関わる諸活動への
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大学による支援システムづくりを目指して平成１９年に設立され、取組みが進められている。本事業

のネットワークを通じて、これらの間の連携が始動し、諸活動や成果を含めた広報等への支援が行わ

れ、取組みの認知の広がりや参加者の拡大などにつながっている。 

 平成２０年度に、ネットワークの活動に関する情報発信と、兵庫県を中心とした科学コミュニケー

ション等に関する情報を集積、発信するためのクロスネット Web システム（ホームページ）が立ち上

がり、平成２１年度以降、機能の充実と運用が進められた。平成２２年１２月に、不正アクセスと悪

意による改竄が９月に行われていたことが発見され、一時的に運用を停止した。その後、これらの問

題への対処と支援終了後の運用に向けた改修作業を行い、平成２３年２月に運用を再開した。 

市民の科学研究の成果を蓄積・公開するためのオンライン電子ジャーナルについては、当初予定よ

り遅れたが、平成２３年３月に Web ページを開設した。平成２３年３月時点で、３件程度の研究が論

文掲載候補としてあがり、掲載に向けた準備を進めている。 

 

 

(3) 支援期間を通じて、低コストで持続可能な運営体制、システムモデルを確立し、更にそれを支える財政的、

人的基盤形成を行い、支援終了後の持続的取組につなげる。 

これまでの実践を通じて、サイエンスカフェが市民の「科学への参加」や科学コミュニケーション

のネットワークへの入り口の一つとして有効に機能することが明らかになっている。制約が少なく多

様な形態が許容されること、適当な支援があれば少ないリソースで開催できること、コミュニケーシ

ョンの双方向性などがその要因であると考えられる。また、取組み開始時点で期待したように、各地

域には潜在的に科学に関心をもつ人々があり、これらの人々が同定され、適切な支援が行われれば地

域の科学コミュニケーション、市民の科学活動推進の担い手となりうることも確認できた。 

先に述べたように、本事業の成果として、域内にサイエンスカフェを为体的に開催する複数の市民

グループが立ち上がりつつあり、ネットワークの支援のもとで自立的活動が軌道にのりつつある。こ

れらをＨＵＢとし、ネットワークによって緩やかにつなぎ、大学、社会教育機関等が適切な支援を行

うことで地域の科学コミュニケーションの持続的発展につながるモデルが得られたと考える。 

 

 

年度目標の達成状況 

 

■平成 20年度   

目標(1) ひょうごサイエンス・クロスオーバーネット（以下クロスネット）協議会を立ち上げ、主要参加機関

の間での相互理解、ビジョンの共有を進める。 

 

平成２１年３月に、ネットワーク参画機関および科学コミュニケーションに関わる域内の関係

者が参加してクロスネット協議会を開催した。それに先だって、平成２０年１２月には第１回の

「ひょうごサイエンスフォーラム」を開催し、ネットワーク参画機関と潜在的ステークホルダー

が集い交流、情報交換を行った。また、ネットワークの中核機関の代表者からなる運営委員会を

開催し、ネットワークの運営方針について協議・決定した。これらを通じて为要参加機関間の相

互理解、ビジョン共有が進んだ。 
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目標(2) サイエンスカフェひょうごの開催を進めるとともに、その開催地を中心に、クロスネット支援下での、

地元市民による主体的なサイエンスカフェの開催への移行の準備を進める。 

   

平成２０年度内に、「サイエンスカフェひょうご」を６回（篠山市２回、姫路市、豊岡市、伊

丹市、西宮市）開催した。姫路市、伊丹市では、为体的にサイエンスカフェ開催に取組もうとす

る市民が同定され、「サイエンスカフェひょうご」の開催を通じて、運営への参加・協力者の輪

が徐々に広がった。姫路では、市民グループ「サイエンスカフェはりま」によるサイエンスカフ

ェ開催が始動した。篠山市、豊岡市では、自治体を通じて、将来のサイエンスカフェの展開に協

力をいただける可能性がある地域の教育関係者との連携関係が得られた。 

 

目標(3) ひょうごサイエンスフォーラム開催を通じて、多様な主体の交流を図り、クロスネットの認知を高め

る。 

 

平成２０年１２月に神戸大学において「ひょうごサイエンスフォーラム 2008」が開催された。

自治体、大学、研究機関、博物館・科学館、市民グループ、企業など多様な組織から約 50 名の

参加者があり、口頭およびポスター発表等を通じてネットワーク立ち上げ段階として、有意義な

交流がなされた。またパンフレットの配布なども含めてクロスネットの広報を進めた。 

 

■平成 21年度 

目標(1) 企業、研究機関、市民グループ等のクロスネットへ参画拡大と新たな連携の創出。 

 

平成２１年度には、西はりま天文台公園、三田を知る会（三田市でのサイエンスカフェ開催に

取組もうとする市民グループ）、ホールアース自然学校（六甲山上でサイエンスカフェの開催を

目指す環境教育、エコツーリズムなどに取組む組織）、ＮＰＯ法人ハンザキ研究所（オオサンシ

ョウウオの保護、研究に取組むＮＰＯ）、神戸花鳥園（花と鳥のテーマパーク）、新在家ふれあいのま

ちづくり協議会、株式会社ズームス（サイエンスとアートを基盤とした映像・メディアコンテンツ企画・製作

等を行う会社）、六甲山を活用する会、兵庫県立大学など、多様な機関の参画が得られ、「サイエンスカ

フェ in さんだ」、「サイエンスカフェ六甲山」、新在家地域での市民環境調査に向けた講演会や協議、

兵庫県立大学教員の協力によるサイエンスカフェの実施など、新たな連携が生まれた。 

企業、研究機関については、科学技術関係の映像・メディアコンテンツ制作等を行う株式会社ズーム

ス、園芸植物と鳥をテーマにしたテーマパーク神戸花鳥園の参加が得られた。製造業企業の参画促進

については、「参加機関」としての登録は得られていないが、産業用ロボットシステム開発に取り組む企

業から、サイエンスカフェ ゲストとしての協力の他、サイエンスフォーラム２００９での招待講演において協

力が得られた。 

このように、個々のイベント等での協力は得られる一方、ネットワーク活動に継続的に関わる形での企

業の参画は当初想定した程度には進んでいない。原因としては、科学コミュニケーションおよびそのネッ

トワーク活動の企業にとってのメリットが明確でないこと、ネットワーク側で企業への働きかけが弱いことな

どが考えられる。 
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目標(2) クロスネット Webシステムの初期運用の結果を踏まえ、改善を行う。 

 

平成２０年度後半に立ち上げたクロスネット Web システムについて、平成２１年度には域内の

科学技術関連のイベント情報の収集・掲載（３０件程度）、参画機関のリストとリンクを通じた紹介（１７機

関程度）などを行っている。平成 21年度には、検索ヒットの増加に向けた対策、参画機関の紹介文の掲

載等の改良を行った。 

 

目標(3) 兵庫県下のいくつかの地域で、地元市民によるサイエンスカフェの開催を支援する。 

 

ネットワークが発足した平成２０年度の時点で播磨地域、伊丹市などで地域为体のサイエンスカフェ

が始動し、平成２１年度には、従来から神戸大学サイエンスショップとの連携でサイエンスカフェ等の活

動に取り組んできた南あわじ市のグループ（「くましろふれあい広場」）も含めて、順調な発展がみられた。

テーマやゲストの検討、選定、サイエンスカフェの企画、広報などについても、地域の高い为体性のもと

で進み、クロスネット／神戸大学が必要に応じて支援するという形に移行が進んでいる。この点では、当

初計画以上の発展をみた。 

特に、南あわじ市の「くましろふれあい広場」においては、コミュニティ活性化のさまざまな取組みの中

に科学に関わる活動が重要な要素として位置づけられており、市民科学活動の新しい可能性を具現化

する非常に興味深い事例となっている。資料６に記載するように、当該グループの活動は、平成２１年度

県民交流広場兵庫県大会「地域コミュニティアワード 2009」において、科学を活かしたユニークな活動

が評価され、「なるほど広場賞」を受賞している。 

これら、播磨地域、南あわじ市、伊丹市などの成功事例は、他地域への展開にあたり、地域および支

援する側双方にとっての促進材料となる。具体的な証左として、先述の「くましろふれあい広場」の受賞

の他、平成２１年度、兵庫県地域協働課より、「地域づくり活動事例集」掲載のため、普及・啓発を含む

科学技術の振興に取組む活動グループ紹介の依頼を受け、「サイエンスカフェ伊丹」、「くましろふれあ

い広場」を紹介し、それぞれのグループが情報提供を行った。 

平成２１年度には、新たに三田市における「サイエンスカフェ in さんだ」、六甲山上における「サイエ

ンスカフェ六甲山」、新在家における環境講演会など新たな地域为体のサイエンスカフェおよびそれに

近い取組みが始動しており、年度目標については、期待された以上の進展が得られた。 

 

目標(4) 調査や研究を含む市民の科学活動の発展 

     

    市民の調査・研究活動について、個々の支援は人と自然の博物館や神戸大学サイエンスショップな

どがそれぞれ取組みを進めている。ネットワークとしては、それらの発表、交流の場である「共生のひろ

ば」の共催・支援、神戸大学における「市民の科学 ミニミニ発表会」等を通じてこれをサポートしてい

る。 

注：ネットワーク活動としては位置付けていないが、個別機関の取組み事例として、神戸大学

サイエンスショップでは、中学生の自为的研究を研究者がサポートする中から、平成２１年

度、国立科学博物館の野依科学奨励賞の受賞や、平成 23 年度にはスペースシャトルによ

り宇宙空間から持ち帰ったアサガオ等の種子の栽培、観察実験キャンペーンへの参加を

希望する中学生への支援などがあげられる） 
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【目標の変更と取組みについて】 

本企画の始動時点では、全体計画、年度計画において「生物多様性ひょうごネットワーク（仮

称）」を立ち上げ、人と自然の博物館が運営する「共生のひろば」の運営为体をこのネットワー

クへ移行してゆくことを計画したが、同博物館と連携関係にある複数の市民団体へのヒアリング

や平成２０年度に開催した「共生のひろば」でのアンケート結果から、市民団体側にネットワー

ク組織づくりや運営に関しては、負担に対する憂慮が大きく、積極的な関心が低かったことから、

計画・目標を、公式な組織形態の確立から、緩やかなつながりとしてのネットワークの形成へと

変更した。 

具体的には、ネットワーク形成のプラットフォームとなる、人と自然の博物館为催の活動発表

会「共生のひろば」の実施内容を拡充して参画団体、聴講者数を増やし、生物多様性に関心を持

つ層の交流の場として確立することに力点を置いた。平成２０年度には、参画団体の情報発信の

場を拡充することを目的として、発表会当日のみ展示していたポスター作品を約２ヶ月間展示す

る「共生のひろば展」を試行し、好評を得たことから、平成２１年度からは正式な行事として位

置づけた。また平成２０年度には、従来の館長賞、名誉館長賞に加え、生物多様性分野の市民活

動を奨励することを目的とした審査員特別賞を新設した。また聴講者から発表者へのメッセージ

を多く集めた発表団体を表彰する「会場注目大賞」を新設し、参加者同士の交流の活性化を促進

している。 

  

■平成 22年度 

目標(1) JST支援期間終了後の継続に向けて、クロスネットの低コストの安定的運営体制を整備する。 

 

域内のいくつかの各地域に立ち上がった、自立的に科学コミュニケーションに取組む市民グル

ープ等が、本ネットワーク、大学、地域の社会教育機関などの適切な支援のもとで、各地域のＨ

ＵＢとして機能し、低コストで地域の科学コミュニケーション活動とネットワークの担い手とな

る体制が整備された。今後、ネットワークの事務局は神戸大学サイエンスショップが担当する。

ネットワークとして、各市民グループの独自の助成金獲得なども支援してゆく。 

 

目標(2) クロスネットWebシステムの定常運用への移行と、オンライン電子ジャーナルの運用を開始する。 

 

クロスネット Webシステムについては、セキュリティ管理等の信頼性、労力を軽減するなどの

考慮から、外部レンタルサーバー上に構築、運営を行ってきたが、平成２２年後半に、ユーザ側

でインストールしたＣＭＳのセキュリティ上の弱点を利用した当該サーバーへの不正アクセス

と悪意による改竄が行われたことが発見され、１２月から平成２３年２月にかけて Webシステム

は運用を中止した。支援終了後に向けて、サーバーレンタルのコストおよびセキュリティリスク

を考慮し検討した結果、平成２３年度以降は神戸大学内のレンタル Webページサービスを利用し、

静的な HTMLによるホームページとして運用することとした。現時点で、そのための作業がほぼ

終了し、３月は暫定的に従来のレンタルサーバー上でホームページの運用を再開し、４月に神戸

大学のサーバーへの移行を予定している。 

オンライン電子ジャーナルについては、長期目標の達成状況の項に述べたように、当初予定よ
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り遅れたが、平成２３年３月に公開、運用を開始した。 

 

目標(3) 平成２１年度までに立ち上がった、各地の市民によるサイエンスカフェの安定的運営への移行を

図る。 

 

先に述べたように、播磨地域、南あわじ市、伊丹市、三田市などで市民グループによるサイエ

ンスカフェが立ち上がり、開催頻度などは地域によって差があるものの、自立的、安定的な運営

へと移行している。 

 

目標(4) 地域の生物多様性保全に関わる市民活動等の事例を集約・紹介し、啓発を進める。 

 

平成２２年度には、第１０回生物多様性条約締約国会議（ＣＯＰ１０）が日本で開催されるこ

とを契機として、兵庫県において生物多様性の保全と持続可能な利用に関わる活動がより活発に

なるよう、生き物やふるさとの自然・環境・文化に取り組む市民団体やＮＰＯ、企業、公共施設

などの団体間の交流の活性化やネットワークの輪の拡大のための活動紹介冊子「ひょうごのいき

もの・ふるさとを見守るなかま」を企画し、同年９月に発行した。編集時には約２００団体へ執

筆を依頼し、１４１団体からの寄稿が得られ、兵庫県下で活動する市民団体の把握、活動内容の

可視化を実現した。冊子は、執筆団体および関係団体に配布したほか、ＣＯＰ１０会場や生物多

様性関連のイベント会場で配布したほか、ＰＤＦ版をインターネット上で広く発信しており、今

後のネットワーク形成での活用が期待される。 

 

目標(5) ３年間の取組成果を総括し、報告書を作成する。 

 

運営委員会における議論をふまえ、終了報告書（本報告）を作成した。クロスネットのホームページに

おける公開を予定している。 
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３．活動実績 

   

（１）ひょうごサイエンスフォーラム 

域内の幅広い科学コミュニケーション関係者の交流、情報交換の場として「ひょうごサイエンスフ

ォーラム」を開催した。 

 

内容： 科学コミュニケーション活動等に関わる講演、ポスター発表、およびディスカッション 

対象： 兵庫県を中心とした科学コミュニケーション関係者および一般市民 

 

開催時期および参加人数は下記のとおり。 

 

表 ひょうごサイエンスフォーラム開催実績 

イベント名 開催時期 参加人数 

ひょうごサイエンスフォーラム２００８ 平成２０年１２月 ６日 ５０ 

ひょうごサイエンスフォーラム２００９ 平成２１年１０月２４日 ７０ 

ひょうごサイエンスフォーラム２０１０ 平成２２年１２月１８日 ４０ 

 

  

図２．ひょうごサイエンスフォーラム 2009（左：講演、右：受付風景）。 

 

 

 

（２）クロスネット協議会 

ネットワーク参画機関およびその他の域内の科学コミュニケーション関係者の交流、意見交換の場

としてクロスネット協議会を開催した。一般的な交流、情報交換の機会としては「ひょうごサイエ

ンスフォーラム」、ネットワークの運営方針に関する議論の場としては運営委員会がその機能を果

たすことから、２回目以降は目的を絞って開催した。 
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表 クロスネット協議会開催実績 

開催時期 为な内容 参加者数 

平成２１年３月１８日 

 

ひょうごサイエンス・クロスオーバーネット紹介、 

相互の活動紹介および意見交換 

２０ 

平成２２年３月１５日 サイエンスカフェに関する交流・学習会 １５ 

平成２２年８月 ９日 参画機関の開催するサイエンスカフェに関する情

報交換と支援終了後を含めた今後の運営について

の協議 

９ 

 

 

（３）サイエンスカフェ開催支援 

市民と科学者などの専門家との対話の場としてのサイエンスカフェの開催を支援した。本企画が関

わるサイエンスカフェは次の２つの系統に分けられる。 

 

(a) （財）ひょうご科学技術協会および大学コンソーシアムひょうご神戸社会連携委員会が为

催する「サイエンスカフェひょうご」。開催経費は为催機関の財源による。クロスネット

は、企画、広報、運営などを支援した。 

 (b) 兵庫県内各地域の市民グループ等が为催するサイエンスカフェ 

   （「サイエンスカフェはりま」、「サイエンスカフェくましろ」、「サイエンスカフェ伊丹」、 

    「サイエンスカフェ三田」、「サイエンスカフェ六甲山」など。これらのうちいくつかは 

    市民グループの名称としても使われている） 

    

     「知ろう 語ろう スーパーコンピュータと科学」     「伊能忠敬の地図を科学する」 

 （神戸市 レアル プリンセサ・リカルディーナ磯上邸） （伊丹市白鶴ブルワリービレッジ長寿蔵） 

図 サイエンスカフェ開催風景１ 
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「からだを守る白血球の七変化」      「篠山を元気にする農業を考えよう」 

（姫路市 喫茶ミント）      （篠山市コミュニティカフェみーつけた）  

 

     

「死別悲嘆のはなし」       「もう少し聞きたい？2008 年ノーベル物理学賞 

（姫路市 野里の町屋大野邸）       ― 素粒子の話」 

（伊丹市 白鶴ブルワリービレッジ長寿蔵） 

 

   

    「丹波篠山・大山竜ものがたり」             同左 

     （篠山市 大山小学校）        サイエンスカフェの一環として行われた 

  化石を発掘した小学生をゲストに招いた    化石探し体験 

 

図 サイエンスカフェ開催風景２ 
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表 平成２０年度サイエンスカフェ開催支援 （参加者数は資料１に記載） 

 

開催月          テーマ・ゲストなど                                 開催地 

平成 20 年 9 月  サイエンスカフェはりま／サイエンスカフェひょうご 

「からだを守る白血球の七変化」 

ゲスト：通山由美 氏 （姫路獨協大学）            姫路市 

平成 20 年 11 月 サイエンスカフェひょうご「篠山を元気にする農業を考えよう」  

        ゲスト：伊藤一幸 氏（神戸大学）               篠山市 

平成 20 年 11 月 サイエンスカフェはりま／サイエンスカフェひょうご 

「ブラックホールをみる！」   

        ゲスト：嶺重 慎 氏（京都大学）               姫路市 

平成 20 年 12 月 サイエンスカフェひょうご「夜空のむこうで～人と宇宙のいま～」  

        ゲスト：伊藤真之 氏（神戸大学）               豊岡市 

平成 21 年 1 月  サイエンスカフェはりま「六甲山地の成り立ちと地震」    

        ゲスト：新井敏夫 氏 （兵庫県立湊川高等学校）        姫路市 

平成 21 年 2 月  サイエンスカフェ伊丹／サイエンスカフェひょうご 

「もう少し聞きたい？2008 年ノーベル物理学賞―素粒子のはなし」 

        ゲスト：池辺 靖 氏（日本科学未来館）、森井俊行 氏（神戸大学） 伊丹市 

平成 21 年 3 月 サイエンスカフェひょうご 

「雌と雄はどうやって決まる？～ 生物種ごとの多様な性決定戦略 ～」 

ゲスト：井上邦夫 氏 （神戸大学）              西宮市 

平成 21 年 3 月  サイエンスカフェ篠山／サイエンスカフェひょうご 

「丹波篠山・大山竜ものがたり」    

        ゲスト：大山化石発掘隊（篠山市立大山小学校 6 年生）     篠山市 

平成 21 年 3 月  サイエンスカフェはりま「素粒子物理 ～理論から実験の現場まで～」 

ゲスト：久保田隆至氏 (東京大学素粒子物理国際研究センター)  姫路市 

            安田淳一郎氏 (名古屋大学高等教育センター特任講師) 
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表 平成 21 年度サイエンスカフェ開催支援 （参加者数は資料１に記載） 

開催月          テーマ・ゲストなど                             開催地 

平成 21年 6月  サイエンスカフェはりま 「姫路城周辺の植物を観察しよう！」 

           ゲスト： 家永善文 氏 （元姫路市立科学館館長）             姫路市 

平成 21年 7月  サイエンスカフェひょうご in 尼崎 「産業用ロボットの現状と近未来」 

            ゲスト： 高丸 正 氏 （高丸工業株式会社代表取締役）         尼崎市 

平成 21年 7月  サイエンスカフェくましろ 「南あわじ農業の環境戦略―高まる食のリスクの中で 

                                     南あわじ農業の生き残る道は？―」  

            ゲスト： 嘉田良平 氏 （横浜国立大学）                   南あわじ市 

平成 21年 9月  サイエンスカフェ伊丹 「伊能忠敬の地図を科学する」 

            ゲスト： 大西道一 氏（工学博士）                       伊丹市 

平成 21年 10月 サイエンスカフェ in さんだ 「カナダの大自然や先住民が作り出したすばらしい美」 

            ゲスト： 岸上 伸啓 氏（国立民族学博物館）                三田市 

平成 21年 10月 サイエンスカフェ六甲山 「六甲山に降る宇宙からの贈り物～流星と隕石のお話～」 

            ゲスト： 飯山青海 氏（大阪市立科学館）                   神戸市 

平成 21年 12月 サイエンスカフェひょうご in 西宮 「魅力あふれる生き物『オオサンショウウオ』の素顔」 

            ゲスト： 田口勇輝 氏（京都大学）                       西宮市 

平成 21年 12月 サイエンスカフェくましろ 「里山の保全と生物多様性」 

            ゲスト： 武田義明 氏（神戸大学）                       南あわじ市 

平成 22年 1月  サイエンスカフェはりま 「『シルクロードのくすり』を訪ねて」 

            ゲスト： 本多義昭 氏（姫路獨協大学）                    姫路市      

平成 22年 1月  サイエンスカフェくましろ 「長編ドキュメント『田んぼ』上映会と交流会」 

            ゲスト： 高畑 正 氏、金下玲子 氏（農・都共生ネットこうべ）       南あわじ市 

平成 22年 1月  サイエンスカフェひょうご in 神戸 「知ろう 語ろう スーパーコンピュータと科学」 

            ゲスト： 佐藤哲也 氏（兵庫県立大学）、西川武志 氏（東京工業大学） 

水野義之 氏 （京都女子大学）                    神戸市 

平成 22年 2月  サイエンスカフェくましろ 「アインシュタインの相対性理論について語ろう」 

            ゲスト： 伊藤真之 氏 （神戸大学）                       南あわじ市 

平成 22年 2月  サイエンスカフェ伊丹 「iPS細胞って何？～医療への応用と倫理的問題～」 

            ゲスト： 岩江荘介 氏、川上雅弘 氏（京都大学）              伊丹市 

平成 22年 3月  サイエンスカフェひょうご in 新長田 「ＳＦアニメを天文する」 

            ゲスト： 福江 純 氏 （大阪教育大学）                    神戸市 

平成 22年 3月  サイエンスカフェ in さんだ／サイエンスカフェひょうご 
                   「世界最悪の感染症マラリアが日本を襲う！？」 

          ゲスト： 東岸任弘 氏 （大阪大学）                      三田市 
平成 22年 3月  サイエンスカフェはりま／サイエンスカフェひょうご 「死別悲嘆のはなし」 

            ゲスト： 坂口幸弘 氏 （関西学院大学）                    姫路市 
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表 平成 22 年度サイエンスカフェ開催支援 （参加者数は資料１に記載） 

開催月          テーマ・ゲストなど                                開催地 

平成 22年 4月  サイエンスカフェ伊丹 「プラネタリウム誕生秘話」 

           ゲスト： 大西 道一 氏 （日本スペースガード協会理事）            大阪市 

平成 22年 6月  サイエンスカフェ伊丹 「宇宙で一番美しい周期表入門 

                               ～誰も知らない元素のミステリー～」 

            ゲスト： 小谷 太郎 氏 （青山学院大学研究員）                伊丹市 

平成 22年 7月  サイエンスカフェ伊丹 「恐竜と太古の生物の話」 

            ゲスト： 新井 敏夫 氏 （神戸大学サイエンスショップ学外研究員）     伊丹市 

平成 22年 7月  サイエンスカフェはりま 「南アフリカと天文学」 

            ゲスト： 高橋 隼 氏 

                （神戸大学大学院理学研究科博士後期課程） 姫路市 

平成 22年 8月  サイエンスカフェ はりま 「光がうまれるしくみ」 

            ゲスト： 関口 芳弘 氏（独立法人理化学研究所）               姫路市 

平成 22年 8月  サイエンスカフェくましろ 「諭鶴羽山から宇宙への旅」 

            ゲスト： 伊藤 真之 氏（神戸大学）                        南あわじ市 

平成 22年 9月  サイエンスカフェ伊丹 「江戸の鳴く虫ブームを探る」 

            ゲスト： 加納 康嗣氏 （日本直翅類学会会長）                 伊丹市 

平成 22年 11月 サイエンスカフェはりま 「科学が教えてくれる木の文化」 

            ゲスト： 杉山 淳司 氏 （京都大学生存圏研究所）               姫路市 

平成 22年 11月  サイエンスカフェくましろ 「文明化の作法～鎖国日本の体験を考える」 

            ゲスト： 横山 俊夫 氏 （京都大学）                       南あわじ市      

平成 23年 2月  サイエンスカフェ in さんだ／サイエンスカフェひょうご 

「じゅうたんは不思議な魅力を持った織物！？」 

            ゲスト： 杉村 棟 氏 （国立民族学博物館 名誉教授）            三田市 

平成 23年 2月  サイエンスカフェひょうご in 篠山  

 「コウノトリが教えてくれたもの～環境創造型農業の推進～」 

            ゲスト： 西村 いつき 氏 （兵庫県農政環境部） 

     毬穂 えりな 氏 （元宝塚歌劇団）                    篠山市 

平成 23年 2月  サイエンスカフェ伊丹 ／ ひょうご  「食の安全を考えながら食生活を楽しむ」 

            ゲスト： 白杉 直子氏 （神戸大学）                        伊丹市 

平成 23年 3月  サイエンスカフェくましろ ／ひょうご 

           「未来をひらく光をつくる ― スプリング８ ―」 

            ゲスト： 山本 雅貴氏 （（独）理化学研究所）                  南あわじ市 

平成 23年 3月  サイエンスカフェひょうご in 豊岡  

          「大地の恵みと人々の暮らし～山陰海岸ジオパーク～」 

            ゲスト： 松原 典孝 氏 （兵庫県立大学）                    豊岡市 

平成 23年 3月  サイエンスカフェ ひょうご in 神戸 「光がうまれるしくみ」 

        ゲスト： 関口 芳弘 氏 （独立法人理化学研究所）              神戸市 
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（４）「共生のひろば」開催（共催） 

市民の身近な自然、環境等に関する調査・研究や保全活動などの発表・交流会「共生のひろば」（为

催：兵庫県立人と自然の博物館）を共催し、発表要旨集、報告書「共生のひろば」が作成された。 

 

表 「共生のひろば」開催実績 

 実施日 参画団体数 
発表件数 

聴講者数 
口頭 ポスター 

平成 20年度 2月 11 日 39団体 19 件 27 件 300 名 

平成 21年度 2月 11 日 47団体 16 件 42 件 330 名 

平成 22年度 2月 11 日 38団体 16 件 36 件 271 名 

3 ヶ年合計（延べ）  124団体 51 件 105 件 901 名 

※平成２２年度開催日は積雪による影響で聴講者数が減少した。 

 

   

図 人と自然の博物館における「共生のひろば」開催風景（左）と、神戸大学における市民の研究に

関する発表・交流会の様子（右） 

 

 

（５）市民の研究に関する発表・交流会 

下記のように、市民の科学研究に関する発表・交流会を開催した。神戸大学学生の地域環境等に関

する研究紹介も行った。  

 

開催時期： 平成２２年３月３１日 

開催場所： 神戸大学 

対象：   市民（中学生を含む）、学生、大学教員等 

内容：   市民の科学研究に関する発表・交流。神戸大学学生の地域環境等に関する研究紹介 

参加者数： 約３０名 
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開催時期： 平成２３年３月３０日 

開催場所： 神戸大学 

対象：   市民（中学生、高校生を含む）、学生、大学教員等 

内容：   市民の科学研究に関する発表・交流。神戸大学学生の地域環境等に関する研究紹介 

参加者数： 約４５名 

 

 

（６）「環境フォーラム in 淡路島」開催（共催） 

野生生物による農作物被害などの問題を契機として、自然環境と人間の共生を考えることを目指し

て南あわじ市で開催されてきた「サイエンスカフェくましろ」の成果を受け、発展させる形で淡路

島の環境と、自然や伝統文化などを活かした発展の在り方について考えるフォーラムを共催した

（为催：「環境フォーラム in 淡路島」 実行委員会）。 

 

開催時期： 平成２２年５月１５日、１６日 

開催場所： 兵庫県立淡路景観園芸学校（１５日は、淡路島各地のフィールド・ツアー） 

対象：   一般市民 

内容：   シカ等の野生動物による農作物被害、海洋環境の変化と漁業への影響、地域の伝統文

化の中に伝えられる自然との共生の知恵などについて、フィールド・ツアー、研究者

などによる講演、パネルディスカッションなどを通じて、地域の市民が課題を共有し、

淡路島の将来の発展の在り方について考える契機とする。 

参加者数： ２５０名 

 

  

 

図 「環境フォーラム in 淡路島」開催風景。（左）フィールド・ツアーよりシカの食害による植生へ

の影響と対策見学。（右）パネルディスカッション。 

 

 



 

 19 

（７）サイエンスツアー 

兵庫県の科学コミュニケーションに関する幅広い資源の活用や、都市部と地方の交流促進を目的と

して、サイエンスツアーを実施した。 

    

表 サイエンスツアー実施実績 

実施時期 テーマ 

（为な内容） 

訪問先 参加者数 

平成２２年２月６日 「地震は防げないけど、震災は減ら

すことができることを学ぶ」 

（活断層等見学） 

北淡震災記念公園（野島断

層）、布引断層他 

１６ 

平成２２年２月２８日 「丹波恐竜化石発掘現場に行こう」

（国内最大の草食恐竜化石および  

発掘現場見学） 

丹波市恐竜化石発掘現場 

兵庫県立人と自然の博物館 

３９ 

平成２２年７月３１日 「丹波恐竜化石発掘現場に行こう」

（国内最大の草食恐竜化石および 

発掘現場見学） 

丹波市恐竜化石発掘現場 

兵庫県立人と自然の博物館 

３０ 

平成２２年８月３０日 「海の環境を考える」（大阪湾海域

環境等の調査・見学） 

淡路島岩屋、尼崎港ほか １５ 

平成２２年１１月１４日 「オオサンショウウオの不思議」 

（オオサンショウウオ保全施設見学） 

日本ハンザキ研究所 ４５ 

平成２３年２月２７日 「西はりま天文台公園にいこう」 

（天文台見学） 

兵庫県立西はりま天文台公

園 

３３ 

 

  

図 サイエンスツアー。（左）「丹波恐竜化石発掘現場にいこう！」（右）「海の環境について考える」 
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（８）クロスネット Webシステム 

クロスネットの諸活動や参画機関に関する情報発信、域内の科学コミュニケーションに関わるイベ

ントなどの情報を集積・紹介するためのクロスネット Web システム（ホームページ）を構築、運営

した。平成２０年度に第一版を作成し、平成２１年度に機能の拡充を行った。 

これにあわせて、市民の調査・研究活動の成果の発表、情報集積などを目的とした電子ジャーナル

「市民の科学」の立ち上げを進めた。平成２０年度、２１年度には、システムや運営方針・体制の

設計に先立ち、下記の日程で、有識者や科学コミュニケーションに関する電子ジャーナルを刊行、

運営している機関に対するヒアリングを行い、概念設計の参考とした。これを踏まえて、平成２３

年３月に電子ジャーナルの Web ページを開設した。 

 

【電子ジャーナル有識者会議（ヒアリング）等開催実績】 

平成２０年度  有識者会議（ヒアリング） 

第１回 平成２１年３月５日、 第２回 平成２１年３月１１日 

平成２１年度  ジャーナル「科学コミュニケーション」を刊行する北海道大学科学コミュニケ 

ーター養成ユニットへの訪問、ヒアリング 

平成２２年２月２７日 

 

（９）成果発表・広報活動など 

上述の「共生のひろば」、産学官民連携を進めるネットワーク組織「関西ネットワークシステム」

の定例会（平成２１年１２月１２日および平成２３年２月２６日）、大学コンソーシアムひょうご

神戸为催の「持続可能な社会のための環境学生会議」などの場においてクロスネット紹介と広報を

行った。 

また、資料６に記すように、日本科学教育学会年会などの場において、本企画を通じて得られた、

科学コミュニケーションの展開や地域ネットワークの構築・活動等についてのモデル、知見につい

て紹介を行った。 

 

 

（１０）運営委員会 

ネットワークの運営・活動等の方針を議論、決定し、また進捗状況を点検・評価するために、中核

機関の代表からなる運営委員会を設置し、下記のように開催した。 

 

【運営委員会開催実績】 

平成２０年度  第１回 平成２１年１月２８日、 第２回 平成２１年３月２７日 

平成２１年度  第１回 平成２１年５月 ８日、 第２回 平成２１年９月１０日 

        第３回 平成２２年１月１９日  第４回 平成２２年３月２５日 

平成２２年度  第１回 平成２２年５月２２日、 第２回 平成２２年９月３０日 

           第３回 平成２３年２月 ２日、 第４回 平成２３年２月２３日 
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（１１）外部評価委員会 

活動期間の平成２０－２２年の各年度に、それぞれ２回の外部評価委員会を開催した（評価委員に

ついては資料５に記載）。外部評価の結果は、ホームページで公開するとともに、それ以降の活動

にフィードバックした。 

 

【外部評価委員会開催実績】 

平成２０年度  第１回 平成２１年２月２１日、 第２回 平成２１年３月１４日 

平成２１年度  第１回 平成２２年２月１６日、 第２回 平成２２年３月１０日 

平成２２年度  第１回 平成２３年２月１６日、 第２回 平成２３年３月 ３日 

 

 

４．地域ネットワーク構築の達成状況 

   

本企画では、兵庫県下各地の市民による为体的科学活動の育成、発展を重視している。サイエンスカ

フェの開催支援等を通じて、下記の地域で、各グループが地域の関係機関と連携しつつ、为体的活動を

展開している。各グループは、それぞれ運営についてグループ内で協議・意見交換を行い、クロスネッ

ト事務局とも連絡をとりながらサイエンスカフェ等の企画を進めている。これらは、今後 域内のＨＵ

Ｂとして役割を果たすことが期待される。 

 

表 各地域で为体的な活動を展開する市民グループ 

市民グループ等 活動地域 連携機関等 

サイエンスカカフェはりま 姫路市を中心とした播磨地域 西はりま天文台 

兵庫県立大学 

ほか 

くましろふれあい広場 南あわじ市 神代地区公民館 

南あわじ市教育委員会 

南あわじ市活性化委員会 

淡路島ビジョン委員会 

ほか 

サイエンスカフェ伊丹 伊丹市 伊丹市生涯学習センター

ラスタホール 

ほか 

三田を知る会 三田市  
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平成２０－２２年の各年度に実施した、ひょうごサイエンスフォーラムには、多数の活動紹介・発表

等があり、域内の科学コミュニケーション関係者が出会い、交流し相互に刺激を受け、新しい連携につ

なげる契機となった。 

具体的には、フォーラムでの情報交換の中から、サイエンスカフェの企画・開催につながったケース

や、天文台やオオサンショウウオ保全に取組む施設へのツアーなどが実施された。この他にも、学生と

ＮＰＯの連携による天体観望会の企画、ネットワークのつながりが生涯学習センターでの科学に関する

企画立案に生かされるなどの成果が得られている。 

 

 

５．成果及び波及効果 

   

成果及び波及効果として下記の点があげられる。 

 

・ 域内の、播磨地域、南あわじ市、伊丹市、三田市、六甲山上などで地域市民等を为体とするサイエ

ンスカフェ等の活動が立ち上がり、自立的な取組みへ移行しつつある。 

・ 域内の先行する取組みがモデルとなり、三田市、六甲山上、新在家、新長田など、新たな地域での

開催につながるケースがみられる。 

・ これら地域のサイエンスカフェ運営グループが、地域の科学コミュニケーション等のＨＵＢとして

機能しつつある（くましろふれあい広場、サイエンスカフェはりま、サイエンスカフェ伊丹など）。 

・ 地域ネットワークの取組みを紹介するとともに、地域の科学コミュニケーションに関わる情報を集

積、紹介するクロスネット Web システム（http://www.hscn.jp/）が立ち上がり、運用されている。 

・ 地域の多様な为体のネットワーク活動への参画が進んでおり、これらの間で相互交流が行われ、新

しい連携が生まれつつある。 
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・ 科学コミュニケーションに関わる地域の多様な为体が集う「ひょうごサイエンスフォーラム」や「サ

イエンスカフェに関する交流・学習会」などが開催され、参加者間の交流・情報交換が行われ相互

理解が進んだ。 

・ ネットワークの中核機関である、兵庫県立人と自然の博物館、神戸大学などで、身近な環境、自然

の調査・研究などを含む市民の科学に関わる活動の支援が展開され、その発表・交流の場である「共

生のひろば」が発表者、参加者数の増加など発展をみている。また、神戸大学において、小規模な

から市民の研究活動に関する交流・発表会が開催され、研究活動とそれに対する専門家の支援の広

がりがみられる。 

・ 市民科学研究の成果発表の場としての電子ジャーナル「市民の科学」（英語名：Journal of Citizen 

Science）が開設された。 

・ サイエンスツアーの実施（６回）を通じて、テーマ選定、広報戦略、連携機関など、科学に関わる

テーマでのツアーの企画・実施のために必要な情報、経験などが得られた。 

・ 生物多様性保全等に取組む活動団体紹介冊子「ひょうごのいきもの・ふるさとを見守るなかま」が

発刊され、ＣＯＰ１０会場をはじめとした生物多様性関連イベント会場で配布したところ、他府県

からの参加者より兵庫県発の生物多様性分野のネットワーク形成モデルとして高い評価の声を得

ている。県内でのネットワーク形成への効果だけでなく、近隣府県、国内各地でのネットワーク形

成のモデルとして波及することが期待される。 

 

 

６．自己評価 

 

6‐1．長期目標に対する評価  

前述の「２．企画の達成状況」を踏まえ、長期目標の項目に対応させて、自己評価結果を記す。 

 

長期目標１：サイエンスカフェを県内の広域に展開、開催し、各地域の市民が、本提案のネットワーク

の支援の下で自主的に運営する体制への移行を進める。これにより、研究者と市民の対話

の場が身近にあるようなコミュニティづくりを目指す。 

 

 【自己評価】 

兵庫県下の少なくとも５地域に、市民等を为体とするサイエンスカフェの取組みが立ち上がり、自立

的活動を展開しつつある。さらに、いくつかの地域で、新たなサイエンスカフェ活動の始動に向けた

動きがみられる。特に、南あわじ市においては、科学コミュニケーションの活動が、地域の社会的課

題への取組みに対する科学者等の専門家と市民、自治体等の協働へと展開する先進的事例がみられる。

これらの状況から、長期目標１については、所期の目標を上回る成果を収めたと評価する。 

 

長期目標２：身近な環境や生活の課題などに関する、市民の主体的調査・研究活動を博物館や大学が支

援するシステムを確立し、市民による環境保全などの手段として、また文化としての科学

の地域社会への浸透を図る。こうした取組の発表、交流、情報集積を担う仕組みとしてオ

ンライン電子ジャーナルを含むクロスネット Web システムを立ち上げる。 
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 【自己評価】 

市民の調査・研究活動に対する支援については、人と自然の博物館および神戸大学を中心として取組

みが進められ、本企画によりその成果発表の場への支援や新設を行ったことで、地域社会への浸透に

一定の成果を収めた。また、地域の科学コミュニケーション、市民の科学活動に関する情報集積の機

能を持つ Web ページを創設し、定常運用に至った。電子ジャーナルの立ち上げについては、当初の

計画より遅れを見たが支援期間内にシステムとしては立ち上がり、公開に至った。 

 これらの状況から、長期目標２について、総合的には所期の目標を達成したと評価する。 

 

長期目標３：支援期間を通じて、低コストで持続可能な運営体制、システムモデルを確立し、更にそれ

を支える財政的、人的基盤形成を行い、支援終了後の持続的取組につなげる。 

 

 【自己評価】 

長期目標１の項にも述べたように、域内の地域に市民を为体とする科学コミュニケーション活動グル

ープが形成され、自立的な活動が軌道に乗っている。また、これらを、大学、社会教育機関、研究機

関等が支援する体制が形成されたことにより、持続性が保証されるとともに、それぞれのグループお

よびサブネットワークが域内の科学コミュニケーションネットワークのＨＵＢとしての役割を果た

しつつある。ネットワークの事務局機能は、今後も引き続き神戸大学サイエンスショップが担ってゆ

く。 

これらの状況から、長期目標３について、所期の目標は達成されたと評価する。 

 

 

6‐2. 年度目標に掲げた項目に対する評価  

次に、各年度に設定した目標に含まれる取組み項目に対して、３年間を通じた達成度と成果に関する

自己評価を記す。 

 

(1) クロスネット協議会の立ち上げと主要参画機関間の相互理解、ビジョン共有 

 

クロスネット協議会は各年１回を開催した。第１回の協議会開催後、参画機関間の相互理解、ビジョ

ン共有については、「ひょうごサイエンスフォーラム」と各機関との連携の取組みを通じて進めるこ

とが有効であると判断し、協議会についてはサイエンスカフェ等に関する情報交換などにテーマを絞

って開催した。 

これらを通じて、参画機関間の相互理解、ビジョン共有について所期の目標を達成したと評価する。 

 

(2) サイエンスカフェひょうごの開催と市民主体のサイエンスカフェの育成 

 

長期目標１に対する自己評価の項にも記したとおり、サイエンスカフェひょうごの開催を着実に進め、

それを通じて見出された各地域のリソースなどを活かす形で市民为体のサイエンスカフェの開催、自

立的運営への移行が達成された。 

所期の目標は達成されたと評価する。 
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(3) ひょうごサイエンスフォーラムの開催等を通じて、クロスネットの認知を高める 

 

ひょうごサイエンスフォーラムを各年度に開催した他、「共生のひろば」、産学官民連携を推進するネ

ットワーク組織の会合、などの場を通じてクロスネットの活動を紹介した他。また、資料６に示した

ように、日本科学教育学会ほか科学コミュニケーションに関するいくつかのフォーラムなどの場でも

活動の成果を含めて紹介した。 

これらを通じて、所期の目標は達成されたと評価する。 

 

(4) 市民グループ、企業などの参画拡大と新たな連携の創出 

 

支援終了時点で、運営機関、連携自治体を除き２０の機関がネットワーク参画機関として登録されて

いる。実際の活動においてはさらに多数の機関がさまざまな形で活動に参加・協力しており、地域の

科学コミュニケーションを進めるための緩やかなネットワークとしては３年間の取組みに相応しい

広がりを見たと評価する。これらを通じて、市民グループと大学、研究者、学生、社会教育施設など

の間で新たな連携も広がった。 

ネットワークへの企業の参画については、当初期待したほどの広がりは得られなかった。これらの状

況から、一般的な参画拡大と新たな連携創出につては所期の目標を達成したと評価するが、本ネット

ワークと企業との関係性の構築については今後の課題として残されている。 

 

(5) クロスネット web system の立ち上げと定常運用への移行、電子ジャーナル運用開始 

 

長期目標２に対する自己評価の項に示したとおり、電子ジャーナルの運用開始スケジュールの遅れを

みたが、ほぼ所期の目標を達成したと評価する。 

 

(6) 生物多様性保全などを含めた、市民の調査・研究などの活動に関する支援と啓発 

（計画変更について、「２．企画の達成状況」の平成２１年度の項を参照のこと） 

 

長期目標２に対する自己評価の項に記したように、ネットワーク参画機関による活動に加え、発表・

交流の機会を設定、支援した。平成２２年度には兵庫県内で生物多様性保全活動、調査などに取組む

団体の情報を集積し、交流の活性化、ゆるやかなネットワーク形成を目的とした活動紹介冊子を作成、

配布し、啓発を行った。 

これらの状況から、設定した目標を達成したと評価する。 

 

(7) ３年間の取組み総括と報告書の作成を通じた成果の広報 

 

支援期間を通じた取組みを総括し、本報告書にまとめた。また、ひょうごサイエンスフォーラム、「共

生のひろば」、「環境フォーラム in 淡路島」など個々の取組みについてはそれぞれ報告書を作成、配

布し成果を広報した。また、講義の科学教育関係者に対して、日本科学教育学会年会論文集および高

等発表などを通じて成果を紹介した。 

以上の状況から、所期の目標を達成したと評価する。 
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７．外部評価 

   

  平成２２年度の外部評価委員会において、３年間の取組み全体に関する評価を行った。以下に評価

報告を記載する。 

 

● 外部評価報告書 

 

評価委員：  

小林傳司（大阪大学コミュニケーションデザイン・センター・教授） 委員長 

佐藤文隆（甲南大学・特別客員教授） 

道盛正樹（NPO 法人大阪自然史センター・理事） 

 

本委員会では、企画提案時に挙げた「期待される効果」も踏まえて、長期目標に即して評価を行っ

た。以下に長期目標に掲げられた各項目に対応させて評価を記す。 

 

長期目標１：サイエンスカフェを県内の広域に展開、開催し、各地域の市民が、本提案のネットワー

クの支援の下で自主的に運営する体制への移行を進める。これにより、研究者と市民の対

話の場が身近にあるようなコミュニティづくりを目指す。 

 

参加機関の活動や、年次を追ってその数が増加していることなどから、ネットワークづくりは着実

に進展したと評価できる。とりわけ、いくつかの地域で市民为体のカフェが始まり、さらには、地

域の公共的課題としての街づくりの観点から市民が为体的にサイエンスカフェを企画し、その内容

も自然科学を含めた多様なものを取り入れたものになっている事例もあり、当初の目標を十分に達

成していると評価できる。 

 

長期目標２：身近な環境や生活の課題などに関する、市民の主体的調査・研究活動を博物館や大学が

支援するシステムを確立し、市民による環境保全などの手段として、また文化としての科

学の地域社会への浸透を図る。こうした取組の発表、交流、情報集積を担う仕組みとして

オンライン電子ジャーナルを含むクロスネット Webシステムを立ち上げる。 

 

電子ジャーナルの立ち上げが当初計画より遅れを見たが、博物館や大学による支援活動、発表・交

流の機会の設定などの取組みは一定の成果を納めている。 

  

長期目標３：支援期間を通じて、低コストで持続可能な運営体制、システムモデルを確立し、更にそ

れを支える財政的、人的基盤形成を行い、支援終了後の持続的取組につなげる。 

 

地域ネットワークの活動を通じて、各地域で市民グループ等のサイエンスカフェの運営为体が自立

的に活動する体制が軌道にのりつつある。また、上からのアウトリーチとは異なる、市民を为体と

した科学コミュニケーションの形が地域に作られつつあり、これらの点は評価できる。今後、大学

等がネットワークとしての側面とその事務局機能を支え維持していってほしい。 
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以下に、今後の活動に対する助言、提案等を記す。 

 

(1) 終了報告書の「今後の展望」の項にも挙げられているが、ＪＳＴの「地域ネットワーク支援」事

業に取組む地域を含めて、他の地域との連携、ネットワーク形成は是非進めてほしい。西日本の自

然史系博物館のネットワークがあり、そのような組織との連携も考えられる。 

 

(2) 科学コミュニケーションを担う人材育成と、そのような人々が安定して活躍できる場を作ってゆ

くことは、科学コミュニケーションの推進という観点はもちろんのこと、科学技術系人材のキャリ

アパス拡大という観点からも社会的に重要な課題である。そのような面での他機関との交流・連携

も視野に入れて進めてほしい。 

 

(3) この取組みで重視し進めてきたサイエンスカフェの展開は、ある種の社会実験的な意味も持って

おり、その過程、成果、結果などをまとめ社会に情報発信してゆくことは重要である。特に、ヨー

ロッパで始められた「サイエンスカフェ」が、日本の社会の中で、あるいはこの地域で、どのよう

に受け入れられ、独自の展開を見たかなどを整理し、報告してほしい。とりわけ、地域の公共的課

題を考える場として機能し始めたサイエンスカフェの事例は、他の地域の活動にも参考になると思

われるので、きちんと記録をして発信してほしい。 

その際、アウトリーチ活動が最初に始められた場としての美術館における取組みやその経緯、さ

らに博物館での活動なども視野に入れたうえで、あらためて「アウトリーチとは何か」といった視

点も含めることを提案したい。 

 

(4) サイエンスツアーなどの取組みも含めて、記録を残し（ドキュメンテーション）、公開しておくと、

企画などを再利用することもでき、他機関の活動にも役立つ。 

 

(5) 今後の課題として、若い世代を対象とする参画促進のために、SNS（ソーシャルネットワーキン

グ・サービス）などの新しいメディアの活用を視野に入れた情報発信、メディア利用の戦略を十分

検討し推進してほしい。 

 

(6) 若い世代の参画促進が重要である一方で、人口構成の推移を考えると、アクティブ・シニア層も

重要であり、対象としてその世代も含めた有意義な知的公共サービスとして活動を進めていってほ

しい。その場合に、これまでの取組みからも明らかになったように、地域の活動推進にはコーディ

ネータ的役割を果たす人材が重要になると考えられる。 
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８．今後の展望 

   

（１） 上に述べたように、本企画の３年間の活動を通じて、姫路、伊丹、淡路、三田、神戸など県内各地に市

民など地域为体の科学コミュニケーションに取組むグループ、サブネットワークが形成されその取組みは

順調に発展を見せている。さらに、現時点で、明石、神戸市新長田の新たなサイエンスカフェ活動の始

動の準備が進みつつある。さらに、豊岡を中心とした但馬地域では、山陰海岸ジオパークの取組みとの

連携の検討が行われている。 

支援終了後はこれら各地域に形成されたグループ等を地域の科学コミュニケーションの促進・展開のＨ

ＵＢと位置付け、それらのＨＵＢを結ぶ柔軟なネットワークとして「ひょうごサイエンス・クロスオーバーネッ

ト」を運営する。 

（２） ネットワークの運営は引き続き神戸大学（人間発達環境学研究科・発達支援インスティテュート・サイエ

ンスショップ）が事務局機能を担い、中心となってこれにあたる。運営委員会については、上のような活動

に相応しい形で平成２３年度に再編成する。 

（３） 神戸大学は、これまでに大阪、京都、奈良、和歌山などの中核大学と科学コミュニケーションの推進に

関して連携・交流の実績を有している。今後、これらの機関との協力のもとで、科学コミュニケーションに

関する近畿圏のゆるやかな中域ネットワークの形成・発展を図ってゆきたい。 

（４） 神戸大学では、兵庫県内でＳＳＨ（スーパー・サイエンス・ハイスクール）等、科学教育の深化、発展に取

組む１０校程度の高等学校と連携・協力関係を構築しており、平成２３年度以降のネットワーク活動にお

いては、これを活かして広義の科学技術人材育成の取組みを含めて発展させてゆく（ジュニアサイエン

スカフェ、高校生の自为研究発表交流会、さらにそれらと市民グループの活動の連携など）。 
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９．資料編 

 

資料１：活動一覧 

★：当該活動に中心となって関わった機関 

開催日 
（開催時間） 

活動名 対象 開催場所 
参加者数 
（概算） 

その活動における関係
機関 

平成 20年 9月 23日 
（15:00-17:00） 

サイエンスカフェ 
はりま 

一般市民 姫路市 20 
サイエンスカフェはり

ま★、神戸大学 

平成 20年 11月 1日 
（13:00-17:00） 

サイエンスカフェ 
ひょうご 

一般市民 篠山市 30 

大学コンソーシアムひ
ょうご神戸★、(財)ひょ
うご科学技術協会★、神

戸大学 

平成 20年 11月 22日 
（15:00-17:00） 

サイエンスカフェはり
ま／サイエンスカフェ

ひょうご 
一般市民 姫路市 40 

サイエンスカフェはり
ま★、神戸大学 

平成 20年 11月 22日 
～24日 

（9:00-19:00） 

サイエンスアゴラ（取
組み紹介・情報収集） 

一般市民 
国際研究

交流 
大学村 

1（出張
者） 

神戸大学★ 

平成 20年 12月 6日 
（13:00-19:00） 

ひょうごサイエンス 
フォーラム 

一般市民 神戸大学 50 
神戸大学★、クロスネッ
ト参画諸機関および県

内の関係団体等 

平成 20年 12月 21日 
（17:30-19:30） 

サイエンスカフェ 
ひょうご 

一般市民 豊岡市 35 

大学コンソーシアムひ
ょうご神戸★、(財)ひょ
うご科学技術協会★、神

戸大学 

平成 21年 1月 28日 
（10:00-12:10） 

運営委員会 運営委員 神戸大学 10 

神戸大学、兵庫県、人と
自然の博物館、(財)ひょ
うご科学技術協会、大学
コンソーシアムひょう

ご神戸 

平成 21年 1月 31日 
（15:00-17:00） 

サイエンスカフェ 
はりま 

一般市民 姫路市 10 
サイエンスカフェはり

ま★、神戸大学 

平成 21年 2月 11日 
（10:00-17:00） 

共生のひろば 一般市民 
人と自然
の博物館
（三田市） 

300 
人と自然の博物館★、神

戸大学 
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開催日 
（開催時間） 

活動名 対象 開催場所 
参加者数 
（概算） 

その活動における関係機
関 

平成 21年 2月 21日 
（14:00-17:00） 

外部評価委員会 
外部評価 
委員 

神戸大学 10 

神戸大学★、兵庫県、人
と自然の博物館、(財)ひ
ょうご科学技術協会、大
学コンソーシアムひょう

ご神戸 

平成 21年 2月 28日 
（14:00-16:00） 

サイエンスカフェ 
ひょうご 

一般市民 伊丹市 75 

大学コンソーシアムひょ
うご神戸★、(財)ひょう
ご科学技術協会★、サイ
エンスカフェ伊丹★、神

戸大学 

平成 21年 3月 5日 
（15:00-17:00） 

電子ジャーナル概念設
計有識者会議 

― 神戸大学 10 神戸大学★ 

平成 21年 3月 11日 
（15:30-18:00） 

電子ジャーナル概念設
計有識者会議 

― 

東京都 
千代田区 
为婦会館 
プラザエフ 

10 神戸大学★ 

平成 21年 3月 13日 
クロスネット web 
システム公開 

一般市民 神戸大学 － 神戸大学★ 

平成 21年 3月 14日 
（14:00-16:00） 

サイエンスカフェ 
ひょうご 

一般市民 西宮市 20 

大学コンソーシアムひょ
うご神戸★、(財)ひょう
ご科学技術協会★、神戸

大学 

平成 21年 3月 14日 
（14:00-16:00） 

外部評価委員会 
外部評価 
委員 

神戸大学 7 神戸大学★ 

平成 21年 3月 15日 
（15:00-17:00） 

サイエンスカフェ 
ひょうご 

一般市民 篠山市 30 

大学コンソーシアムひょ
うご神戸★、(財)ひょう
ご科学技術協会★、神戸

大学 

平成 21年 3月 18日 
（15:00-17:00） 

クロスネット協議会  
神戸市三宮
研修センタ

ー 

 
神戸大学★、クロスネッ

ト参画諸機関 

平成 21年 3月 21日 
（18:00-20:00） 

サイエンスカフェ 
はりま 

一般市民 姫路市 20 
サイエンスカフェはりま

★、神戸大学 

平成 21年 3月 27日 
（10:00-12:00） 

運営委員会 運営委員 神戸大学 10 

神戸大学、兵庫県、人と
自然の博物館、(財)ひょ
うご科学技術協会、大学
コンソーシアムひょうご

神戸 
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開催日 
（開催時間） 

活動名 対象 開催場所 
参加者数 
（概算） 

その活動における関係機
関 

平成 21年 5月 8日 
（15:00-17:00） 

運営委員会 運営委員会 神戸大学 12 

神戸大学★、兵庫県、人
と自然の博物館、(財)ひ
ょうご科学技術協会、大
学コンソーシアムひょう

ご神戸 

平成 21年 6月 14日 
（14:30-17:00） 

サイエンスカフェ 
はりま 

一般市民 姫路市 35 
サイエンスカフェはりま

★、神戸大学 

平成 21年 7月 11日 
（14:00-16:00） 

サイエンスカフェ 
ひょうご 

一般市民 尼崎市 15 

大学コンソーシアムひょ
うご神戸★、(財)ひょう
ご科学技術協会★、神戸

大学 

平成 21年 7月 17日 
（13:30-15:30） 

サイエンスカフェ 
くましろ 

一般市民 南あわじ市 106 
くましろふれあい広場

★、神戸大学 

平成 21年 9月 10日 
（10:00-12:00） 

運営委員会 運営委員会 神戸大学 8 

神戸大学★、兵庫県、人
と自然の博物館、(財)ひ
ょうご科学技術協会、大
学コンソーシアムひょう

ご神戸 

平成 21年 9月 27日 
（14:00-16:00） 

サイエンスカフェ伊丹 一般市民 伊丹市 30 
サイエンスカフェ伊丹

★、神戸大学 

平成 21年 10月 4日 
（14:00-16:00） 

サイエンスカフェ三田 一般市民 三田市 15 
三田を知る会★、神戸大

学 

平成 21年 10月 24日 
（13:00-17:00） 

ひょうごサイエンス 

フォーラム 

科学コミュ
ニケーショ

ン関係者 

および 
一般市民 

神戸大学 70 
クロスネット参画諸機関
および県内の関係団体等 

平成 21年 11月 15日 
（14:00-16:00） 

サイエンスカフェ 
六甲山 

一般市民 神戸市 20 
ホールアース自然学校

★、神戸大学 

平成 21年 12月 5日 
（11:00-19:00） 

持続可能な社会のため
の環境学生会議 
（開催支援） 

域内の学生
および一般

市民 
神戸大学 120 

大学コンソーシアムひょ
うご神戸★、神戸大学他 

平成 21年 12月 6日 
（15:00-17:00） 

サイエンスカフェ 
ひょうご 

一般市民 西宮市 35 

大学コンソーシアムひょ
うご神戸★、(財)ひょう
ご科学技術協会★、神戸

大学 
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開催日 
（開催時間） 

活動名 対象 開催場所 
参加者数 
（概算） 

その活動における関係機
関 

平成 21年 12月 7日 
（16:00-17:00） 

酒づくりに関する 
講演会（開催支援） 

学生および
一般市民 

神戸大学 8 
神戸大学★、ひょうごサ
イエンス・クロスオーバ

ーネット 

平成 21年 12月 12日 
（14:30-17:00） 

関西ネットワークシス
テム定例会におけるク
ロスネット紹介と広報 

関西ネット
ワークシス
テム会員 

神戸市長田
区・アスタ
くにづか４

番館 

100 
ひょうごサイエンス・ク
ロスオーバーネット★ 

平成 21年 12月 12日 
（19:00-21:00） 

サイエンスカフェ 
くましろ 

一般市民 南あわじ市 20 
くましろふれあい広場

★、神戸大学 

平成 22年 1月 9日 
（14:30-17:00） 

サイエンスカフェ 
はりま 

一般市民 姫路市 35 
サイエンスカフェはりま

★、神戸大学 

平成 22年 1月 15日 
（19:00-21:00） 

サイエンスカフェ 
くましろ 

一般市民 南あわじ市 20 
くましろふれあい広場

★、神戸大学 

平成 22年 1月 19日 
（10:00-12:00） 

運営委員会 運営委員会 神戸大学 10 

神戸大学★、兵庫県、人
と自然の博物館、(財)ひ
ょうご科学技術協会、大
学コンソーシアムひょう

ご神戸 

平成 22年 1月 31日 
（14:00-16:30） 

サイエンスカフェ 
ひょうご 

一般市民 神戸市 35 

大学コンソーシアムひょ
うご神戸★、(財)ひょう
ご科学技術協会★、神戸
大学、兵庫県立大学 

平成 22年 2月 5日 
（19:00-21:00） 

サイエンスカフェ 
くましろ 

一般市民 南あわじ市 30 
くましろふれあい広場

★、神戸大学 

平成 22年 2月 6日 
（9:00-17:00） 

ひょうごサイエンス 
ツアー（試行第１回） 

一般市民 
淡路市、神

戸市 
16 

神戸大学★、六甲山を活
用する会、ホールアース

自然学校 

平成 22年 2月 7日 
（10:00-12:00） 

環境講演会開催支援 一般市民 神戸市 20 
新在家まちづくり委員会

★、神戸大学 

平成 22年 2月 11日 
（10:00-12:00） 

共生のひろば 一般市民 三田市 330 
人と自然の博物館★、神

戸大学 

平成 22年 2月 16日 
（14:00-16:40） 

外部評価委員会 
外部評価 
委員 

神戸大学 8 神戸大学★ 

 



 

 33 

 

開催日 
（開催時間） 

活動名 対象 開催場所 
参加者数 
（概算） 

その活動における関係機
関 

平成 22年 2月 21日 
（14:00-16:00） 

サイエンスカフェ伊丹 一般市民 伊丹市 31 
サイエンスカフェ伊丹

★、神戸大学 

平成 22年 2月 27日
（10:30-17:00）、28
日（10:00-12:00） 

電子ジャーナルに関す
る有識者意見聴取およ
び科学コミュニケーシ

ョン活動視察 

 ― 北海道大学 2 神戸大学★ 

平成 22年 2月 28日 
（9:00-17:00） 

サイエンスツアー 
（試行第 2回） 

一般市民 
三田市、丹

波市 
39 

神戸大学★、人と自然の
博物館、ホールアース自

然学校 

平成 22年 3月 10日 
（14:00-16:00） 

外部評価委員会 
外部評価 
委員 

神戸大学 6 神戸大学★ 

平成 22年 3月 13日 
（18:00-20:00） 

サイエンスカフェ 
ひょうご 

一般市民 神戸市 30 

大学コンソーシアムひょ
うご神戸★、(財)ひょう
ご科学技術協会★、神戸

大学 

平成 22年 3月 14日 
（14:00-16:00） 

サイエンスカフェ in 
さんだ／サイエンスカ

フェひょうご 
一般市民 三田市 25 

三田を知る会★、神戸大
学 

平成 22年 3月 15日 
(13:30-16:30） 

クロスネット協議会  
（サイエンスカフェ 

交流・学習会） 

クロスネッ
ト参画機関 

神戸大学 15 
クロスネット参画、サイ
エンスカフェ開催機関 

平成 22年 3月 16日 
(13:30-16:30） 

産業用デジタルコンテ
ンツシンポジム後援 

デジタルコ
ンテンツ関
係者および

一般 

宝塚市 100 
兵庫県★、神戸大学、（株）

ズームス 

平成 22年 3月 20日 
(13:30-16:30） 

サイエンスカフェはり
ま／サイエンスカフェ

ひょうご 
一般市民 姫路市 25 

サイエンスカフェはり
ま、大学コンソーシアム
ひょうご神戸★、(財)ひ
ょうご科学技術協会★、

神戸大学 

平成 22年 3月 25日 
(13:00-15:00） 

運営委員会 運営委員会 神戸大学 6 

神戸大学★、兵庫県、人
と自然の博物館、ひょう
ご科学技術協会、大学コ
ンソーシアムひょうご神

戸 
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開催日 
（開催時間） 

活動名 対象 開催場所 
参加者数 
（概算） 

その活動における関係
機関 

平成 22年 3月 31日 
(13:30-17:00） 

市民の科学 ミニミニ
発表会 

一般市民 神戸大学 30 
神戸大学★、 ひょうご
サイエンス・クロスオー
バーネット 

平成 22年 4月 4日
（14:00-16:45） 

サイエンスカフェ伊丹 一般市民 
大阪市立科

学館 
15 

サイエンスカフェ伊丹
★、神戸大学 

平成 22年 5月 15日 
-16日 

（10:00-16:00） 

環境フォーラム in  
淡路島 （共催） 

一般市民 淡路市 250 
くましろふれあい広場
★、兵庫県立大学、神戸

大学 

平成 22年 5月 22日 
（10:00-12:00） 

運営委員会 運営委員会 神戸大学 10 

神戸大学、兵庫県、人と
自然の博物館、ひょうご
科学技術協会、大学コン
ソーシアムひょうご神

戸 

平成 22年 6月 21日 
（14:00-16:00） 

サイエンスカフェ伊丹 一般市民 
伊丹市 

ラスタホー
ル 

30 
サイエンスカフェ伊丹
★、ラスタホール 

神戸大学 

平成 22年 7月 26日
（15:00-17:00） 

サイエンスカフェ 
はりま 

一般市民 姫路市 25 
サイエンスカフェはり

ま★、神戸大学 

平成 22年 7月 28日 
（18:30-20:30） 

サイエンスカフェ神戸 一般市民 
神戸市 

神戸映画資
料館 

25 
神戸大学★、新長田まち

づくり株式会社 

平成 22年 7月 29日 
（10:30-12:00） 

サイエンスカフェ伊丹 
子どもサイエンス 

カフェ 
一般市民 

伊丹市 
ラスタホー

ル 
20 

サイエンスカフェ伊丹
★、ラスタホール 

神戸大学 

平成 22年 7月 31日 
（9:00-17:00） 

サイエンスツアー 
「丹波恐竜化石 

発掘現場にいこう！」 
一般市民 

三田市、丹波
市 

30 
神戸大学★、人と自然の

博物館 

平成 22年 8月 1日 
（9:00-17:00） 

東お多福山草原保全・ 
再生フォーラム 

一般市民 神戸大学 100 
人と自然の博物館★、神

戸大学 

平成 22年 8月 7日
（15:00-17:00） 

サイエンスカフェ 
はりま 

一般市民 姫路市 27 
サイエンスカフェはり

ま★、神戸大学 

平成 22年 8月 9日 
（14:00-16:00） 

クロスネット協議会 参画機関 神戸市 9 

神戸大学★、ひょうご科
学技術協会、サイエンス
カフェ伊丹、サイエンス
カフェはりま、ホールア
ース自然学校、三田を知

る会 
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開催日 
（開催時間） 

活動名 対象 開催場所 
参加者数 
（概算） 

その活動における関係
機関 

平成 22年 8月 11日
（18:30-20:00） 

サイエンスカフェ神戸 一般市民 神戸大学 12 神戸大学 

平成 22年 8月 21日
（19:00-21:00） 

サイエンスカフェ 
くましろ 

一般市民 
南あわじ市 
神代地区 
公民館 

34 
くましろふれあい広場

★、神戸大学 

平成 22年 8月 30日
（14:00-16:00） 

サイエンスツアー／ 
テクノオーシャン 

ユース 2010 
「海の環境を考える」 

一般市民 
淡路市、 
尼崎市 

15 神戸大学 

平成 22年 9月 8日
（15:30-17:00） 

サイエンスカフェ伊丹 一般市民 伊丹市 16 
サイエンスカフェ伊丹
★、ラスタホール、神戸

大学 

平成 22年 9月 30日
（15:00-17:00） 

運営委員会 運営委員会 神戸大学 10 

神戸大学、兵庫県、人と
自然の博物館、ひょうご
科学技術協会、大学コン
ソーシアムひょうご神

戸 

平成 22年 11月 13日 
（15:00-17:00） 

サイエンスカフェ 
はりま 

一般市民 姫路市 14 
サイエンスカフェはり

ま★、神戸大学 

平成 22年 11月 15日 
（9:00-17:00） 

サイエンスツアー 一般市民 朝来市 45 
神戸大学★、日本ハンザ

キ研究所 

平成 22年 11月 26日 
（19:30-21:30） 

サイエンスカフェ 
くましろ 

一般市民 
南あわじ市 
神代地区公

民館 
12 

くましろふれあい広場
★、神戸大学 

平成 22年 12月 18日 
（10:00-17:00） 

ひょうごサイエンス 
フォーラム 

一般市民 神戸大学 40 
クロスネット参画諸機
関および県内の関係団

体等, 

平成 23年 2月 2日 
（15:00-17:00） 

運営委員会 運営委員会 神戸大学 10 

神戸大学、兵庫県、人と
自然の博物館、ひょうご
科学技術協会、大学コン
ソーシアムひょうご神

戸 

平成 23年 2月 11日 
（10:00-17:00） 

共生のひろば 一般市民 
人と自然の
博物館 

（三田市） 
271 

人と自然の博物館★、神
戸大学 
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開催日 
（開催時間） 

活動名 対象 開催場所 
参加者数 
（概算） 

その活動における関係機
関 

平成 23年 2月 16日 
（10:00-12:00） 

外部評価委員会 
外部評価 
委員 

神戸大学 10 

神戸大学★、兵庫県、人
と自然の博物館、ひょう
ご科学技術協会、大学コ
ンソーシアムひょうご神

戸 

平成 23年 2月 19日 
（14:00-16:00） 

サイエンスカフェ 
さんだ ＆ ひょうご 

一般市民 
手織り工房
「祐」 

（三田市） 
15 

三田を知る会★、大学コ
ンソーシアムひょうご神
戸★、(財)ひょうご科学
技術協会★、神戸大学 

平成 23年 2月 20日 
（14:00-16:00） 

サイエンスカフェ 
ひょうご 

一般市民 

丹波篠山
「黒豆の
館」 

（篠山市） 

28 

大学コンソーシアムひょ
うご神戸★、(財)ひょう
ご科学技術協会★、神戸

大学 

平成 23年 2月 23日 
（15:00-17:00） 

運営委員会 運営委員会 神戸大学 10 

神戸大学、兵庫県、人と
自然の博物館、ひょうご
科学技術協会、大学コン
ソーシアムひょうご神戸 

平成 23年 2月 24日 
（10:00-12:00） 

サイエンスカフェ 
伊丹 ＆ ひょうご 

一般市民 

伊丹市立 
市民 

まちづくり
プラザ 

（伊丹市） 

15 

サイエンスカフェ伊丹
★、大学コンソーシアム
ひょうご神戸★、(財)ひ
ょうご科学技術協会★、

神戸大学 

平成 23年 2月 27日 
（9:00-17:30） 

サイエンスツアー 一般市民 

西はりま 
天文台公園 
(佐用町) 

 

35 
神戸大学★、西はりま天

文台公園 

平成 23年 2月 28日 
（15:00-17:00） 

外部評価委員会 
外部評価 
委員(1名) 

神戸大学 2 

神戸大学★、兵庫県、人
と自然の博物館、ひょう
ご科学技術協会、大学コ
ンソーシアムひょうご神

戸 

平成 23年 3月 3日 
（15:00-17:00） 

外部評価委員会 
外部評価 
委員 

神戸大学 5 

神戸大学★、兵庫県、人
と自然の博物館、ひょう
ご科学技術協会、大学コ
ンソーシアムひょうご神

戸 

平成 23年 3月 6日 
（19:00-21:30） 

サイエンスカフェ 
くましろ & ひょうご 

一般市民 
南あわじ市 
神代地区 
公民館 

20 

くましろふれあい広場
★、大学コンソーシアム
ひょうご神戸★、(財)ひ
ょうご科学技術協会★、

神戸大学 
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開催日 
（開催時間） 

活動名 対象 開催場所 
参加者数 
（概算） 

その活動における関係機
関 

平成 23年 3月 19日 
（14:00-16:00） 

サイエンスカフェ 
ひょうご 

一般市民 
豊岡市民 
プラザ 

（豊岡市） 
20 

大学コンソーシアムひょ
うご神戸★、(財)ひょう
ご科学技術協会★、神戸

大学 

平成 23年 3月 27日 
（14:00-16:00） 

サイエンスカフェ 
ひょうご 

一般市民 

ユース 
プラザ

KOBE・EAST 
（神戸市） 

50 

大学コンソーシアムひょ
うご神戸★、(財)ひょう
ご科学技術協会★、神戸

大学 

平成 23年 3月 30日 
電子ジャーナル 

運用開始 
一般市民 神戸大学 ― 神戸大学★ 

平成 23年 3月 30日 
（13:30-17:00） 

市民研究発表・交流会 一般市民 神戸大学 45 神戸大学★ 



 

 38 

 

資料２：連携自治体一覧 

連携自治体名称 役割 連携合意書締結年月日 

兵庫県産業労働部 兵庫県の科学技術政策に沿い、ネットワークの構築・

展開・運営について助言・協力する。運営委員会メン

バーとして運営方針等の議論に参加する。 

平成２０年７月１日 

 

 

資料３：参加機関一覧 

参加機関名称 役割 参画開始時期 住所 

＜提案・運営機関＞ 

神戸大学 

提案・運営機関 平成 20年 7月 兵庫県神戸市灘区 

六甲台町 

＜連携自治体＞ 

兵庫県産業労働部 

連携自治体 平成 20年 7月 兵庫県神戸市中央区 

下山手通 

兵庫県立人と自然 

の博物館 

ネットワーク中核的機関として運営委員会等

を通じ、運営方針策定等に参加。「共生のひろ

ば」開催、生物多様性保全活動への市民参加の

促進、電子ジャーナル検討への協力ほか。 

平成 20年 7月 兵庫県三田市弥生が丘 

（財）ひょうご科学技

術協会 

ネットワーク中核的機関として運営委員会等

を通じ、運営方針策定等に参加。サイエンスカ

フェひょうご为催。普及啓発を含む兵庫県の科

学技術振興等に関する情報提供。 

平成 20年 7月 兵庫県赤穂郡上郡町 

光都 

（県立先端科学技術 

支援センター内） 

大学コンソーシアム 

ひょうご神戸 

ネットワーク中核的機関として運営委員会等

を通じ、運営方針策定等に参加。サイエンスカ

フェひょうご为催。兵庫県の大学等との連携関

係構築等への協力。 

平成 20年 7月 兵庫県三木市志染町 

青山 

（関西国際大学内） 

サイエンスカフェ 

はりま 

姫路市を中心とした播磨地域でのサイエンス

カフェ開催を中心としたサブネットワークの

活動。 

平成 20年 9月 兵庫県姫路市他で活動 

(事務所等は設置してい

ない) 

くましろふれあい 

広場 

サイエンスカフェくましろの開催を中心とし

た南あわじ市におけるサブネットワークの活

動。 

平成 20年 12月 兵庫県南あわじ市神代

富田 神代地区公民館 

株式会社神戸製鋼所 

灘浜サイエンススク

エア 

広報協力。企業参画についての助言。企業の取

組み紹介（サイエンスフォーラム 2008）。 

 

平成 20年 12月 兵庫県神戸市灘区 

灘浜東町 

にしわき経緯度地球

科学館テラドーム 

西脇市に位置する地球・宇宙をテーマとした科

学館。2008年度のフォーラムで取組みを紹介。

ネットワークを通じた連携活動は未だ実施し

ていない。 

平成 21年 1月 兵庫県西脇市上比延町 

日本へそ公園内 

サイエンスカフェ 

伊丹 

サイエンスカフェ伊丹の開催を中心とした伊

丹市における科学コミュニケーション諸活動

の展開、協力。 

平成 21年 2月 兵庫県伊丹市で活動 

（事務所等は設置して

いない） 
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Kobeサイエンス 

くらぶ 

神戸市で市民（小学生等）向けの実験教室等を

実施している。2008年度のフォーラムで取組み

を紹介。ネットワークを通じた連携活動は未だ

実施していない。 

平成 21年 3月 兵庫県神戸市で活動 

（事務所等は設置して

いない） 

西はりま天文台公園 姫路市を中心とした播磨地域でのサイエンス

カフェ開催を中心としたサブネットワークの

活動。（黒田公園長がサイエンスカフェはりま

代表を務める） 

平成 21年 5月 兵庫県佐用郡佐用町 

西河内 

三田を知る会 三田市におけるサイエンスカフェ三田の開催。 

 

平成 21年 6月 兵庫県三田市で活動 

（事務所等は設置して

いない） 

ホールアース 

自然学校 

サイエンスカフェ六甲山の開催。サイエンスツ

アーに関する助言・協力。 

 

平成 21年 10月 兵庫県神戸市灘区六甲

山町 

NPO法人  

日本ハンザキ研究所 

 

2009 年度のフォーラムでサンショウウオの保

全活動に関する取組み紹介。今後、サイエンス

ツアー等での連携を予定している。 

平成 21年 10月 兵庫県朝来市生野町黒

川 

神戸花鳥園 神戸市におけるサイエンスカフェ開催への協

力（会場提供）。広報への協力。 

 

平成 21年 10月 兵庫県神戸市中央区 

港島南町 

新在家ふれあいのま

ちづくり協議会 

神戸市灘区新在家地域での環境・科学に関する

学習会、市民による環境調査等の実施。 

 

平成 21年 11月 兵庫県神戸市灘区新在

家南町 

株式会社ズームス 広報への協力。ネットワーク拡大に関する情報

提供・協力。 

平成 21年 12月 兵庫県神戸市中央区港

島南町 神戸国際ビジネ

スセンター内 

六甲山を活用する会 2009年度フォーラムへの参加、活動紹介。サイ

エンスツアー、広報への協力。（会としては六

甲山上における学習会を含む諸活動を展開） 

平成 21年 12月 兵庫県神戸市灘区森後

町 ワークスタイル研

究所内 

兵庫県立大学 大学教員のサイエンスカフェ・ゲストとしての

協力。大学が開催する科学関係イベントに関す

る情報提供等。 

 

平成 21年 12月 兵庫県神戸市中央区東

川崎町 神戸ハーバー

ランドセンタービル内 

伊丹市立生涯学習セ

ンター・ラスタホール 

伊丹地域における市民グループ「サイエンスカ

フェ伊丹」活動支援および当該社会教育施設で

の普及・啓発活動 

平成 22年 4月 兵庫県伊丹市南野 

新長田まちづくり株

式会社 

新長田地区のサイエンスカフェ開催への協力 平成 22年 7月 兵庫県神戸市長田区久

保町 

神戸松蔭女子学院大

学 

大学教員のサイエンスカフェ・ゲストとしての

協力。 

平成 22年 8月 兵庫県神戸市篠原伯母

野山町 
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資料４：委員会等 

 

（１） 運営委員会 

運営委員会は、クロスネットの運営の方針等を議論、決定した。 

 

委員構成：  

■ 平成２０年度 

伊藤真之 （神戸大学・人間発達環境学研究科・教授） 委員長   

田中成典 （神戸大学・人間発達環境学研究科・教授）  

柳井政則 （兵庫県産業労働部・産業政策局・科学振興課・課長）  

田中博人 （大学コンソーシアムひょうご神戸・事務局長）  

坂田昌隆 （(財)ひょうご科学技術協会・事務局長）  

橋本佳延 （兵庫県立人と自然の博物館・自然・環境再生研究部・研究員） 

 

■ 平成２１年度 

伊藤真之 （神戸大学・大学院人間発達環境学研究科・教授） 委員長  

田中成典 （神戸大学・大学院工学研究科・教授）  

安井 宏 （兵庫県産業労働部・政策労働局・科学振興課・課長） 

田中博人 （大学コンソーシアムひょうご神戸・事務局長）   

坂田昌隆 （(財)ひょうご科学技術協会・事務局長）  

橋本佳延 （兵庫県立人と自然の博物館・自然・環境再生研究部・研究員） 

 

■ 平成２２年度 

伊藤真之 （神戸大学・大学院人間発達環境学研究科・教授） 委員長 

 田中成典 （神戸大学・大学院システム情報学研究科・教授） 

 落合正晴 （兵庫県・産業労働部・産業振興局・科学振興室・室長） 

 藤川俊三 （大学コンソーシアムひょうご神戸・事務局長） 

 兹田俊郎 （(財)ひょうご科学技術協会・事務局長） 

 橋本佳延 （兵庫県立人と自然の博物館・自然・環境再生研究部・研究員） 

 

 

資料５：外部評価委員 

 

■ 平成２０年度 

小林傳司（大阪大学 コミュニケーションデザイン・センター 教授）  委員長 

佐藤文隆（甲南大学 特別客員教授） 

道盛正樹（NPO 法人大阪自然史センター 理事） 

安田 雪（関西大学 社会学部 教授） 
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■ 平成２１年度および平成２２年度 

小林傳司（大阪大学コミュニケーションデザイン・センター・教授）  委員長 

佐藤文隆（甲南大学・特別客員教授） 

道盛正樹（NPO 法人大阪自然史センター・理事） 

 

 

資料６：外部発表等 

 

（１）論文発表          （国内   2件、海外     件） 

   ・「地域社会における市民科学活動支援システムの構築」、伊藤 真之、蛯名 邦禎、武田 義明、 

   田中 成典、橋口 典子、一橋 和義、堂囿 いくみ、横山 恭子、久保田 宏、平成 21年 8月、 

   日本科学教育学会年会論文集 33、pp.395-396 

 

・「兵庫県における持続可能な社会に向けた市民科学活動支援の取組と事例紹介」、伊藤 真之、 

武田 義明、蛯名 邦禎、田中 成典、堂囿 いくみ、横山 恭子、平成 22年 9月、 

   日本科学教育学会年会論文集 34、pp.271-276 

    

 （２）口頭発表 

   ①招待、口頭講演    （国内   7件、海外   1件） 

  ・伊藤真之（神戸大学・教授） “RCE Hyogo-Kobe”, ESD International Forum 2008、 

韓国 Tongyeong City Hall、平成 20年 10月 23日 

「（国連大学が推進する「持続可能な開発のための教育（ESD）に関する地域の拠点（RCE 

のアジア・太平洋地域におけるフォーラムにおいて、兵庫県における持続可能な社会づ 

くりに向けた取組みの一つとして本事業にふれた） 

 

  ・伊藤真之（神戸大学・教授）「ひょうごサイエンス・クロスオーバーネットの構築を通じた 

サイエンスコミュニティの醸成」、サイエンス・コミュニケーションフォーラム in 愛知、 

トヨタテクノミュージアム、産業技術記念館、平成 21年 3月 4日 

（本企画の概要について紹介した） 

 

   ・伊藤真之（神戸大学・教授）「科学コミュニケーションの促進について」、 

兵庫科学技術会議ワーキンググループ会合、兵庫県庁、平成 21年 3月 25日 

   （兵庫県における科学コミュニケーションの実践について、本企画の概容を含めて紹介した） 

 

 ・日本科学教育学会第３３回年会（同志社女子大学・京都） 

 「地域社会における市民科学活動支援システムの構築」、伊藤 真之、蛯名 邦禎、武田 義明、 

 田中 成典、橋口 典子、一橋 和義、堂囿 いくみ、横山 恭子、久保田 宏、 

 平成２１年８月２５日 
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 ・KNS（関西ネットワークシステム）第 27 回 定例会 in 新長田（アスタくにづか・神戸市） 

 「『ひょうごサイエンス・クロスオーバーネット』の支援と兵庫県下各地域のサイエンスカフ 

 ェの広がり」伊藤 真之、平成２１年１２月１２日 

 

・日本科学教育学会第３４回年会（広島大学） 

「兵庫県における持続可能な社会に向けた市民科学活動支援の取組と事例紹介」、伊藤 真之、

武田 義明、蛯名 邦禎、田中 成典、堂囿 いくみ、前川恵美子、 平成２２年９月１２日 

 

・KNS（関西ネットワークシステム）第 32 回 定例会 in 甲南大学ポートアイランドキャンパ

ス 

「大学による『市民の科学』への支援と地域活性化」伊藤 真之、平成２２年２月２６日 

 

   ②ポスター発表      （国内   １件、海外    件 

  ・伊藤真之（神戸大学・教授）、「ひょうごサイエンス・クロスオーバーネットの構築を通じたサ

イエンスコミュニティの醸成」、サイエンスアゴラ 2008、国際研究交流村（東京）、平成 20 年

11 月 22－24日  

 

   ③プレス発表 

・「ひょうごサイエンス・クロスオーバーネットの発足について」平成 20年 6月 10日 

・第１回サイエンスカフェはりまの開催について報道機関への情報提供 平成 20年 9月 

・「ひょうごサイエンスフォーラム 2008 について」平成 20年 12月 4日 

 

 （３）受賞・報道等 

   ①受賞 

・ネットワーク参画機関「くましろふれあい広場」の「なるほど広場賞」受賞 

平成２１年１１月２２日に兵庫県立嬉野台生涯教育センターで開催された県民交流広場兵

庫県大会「地域コミュニティアワード 2009」において、クロスネット参画機関である「くまし

ろふれあい広場」が高い評価を受け、「なるほど広場賞」を受賞、県知事から表彰を受けた。

このイベントは、兵庫県下約 300の地域グループが展開する「県民交流広場」について、地域

を越えて活動のノウハウや課題を共有し、取り組み意欲を高めるための交流を目的としている。

予選で選ばれた 20団体から 5団体が表彰を受けた。「くましろふれあい広場」は、コミュニテ

ィ活性化の活動の一つの柱として、サイエンスカフェや天体観望会などの科学に関わる活動を

展開しており、クロスネットを通じた神戸大学等の支援は、地域からも高く評価されている。

展示ブースでは、科学をテーマにしたユニークな活動に県知事も高い関心を示して足を止め、

さまざまな質問が出された。 

 

   ②報道等 

    （新聞 40件、テレビ   件、ラジオ   件、雑誌   件、その他  2件） 

紙名： 日本経済新聞（近畿地方 地域経済ページ） 
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掲載日：平成 20年 6月 12 日 

掲載概要：  

神戸大、兵庫県、ひょうご科学技術協会他が科学技術への理解を深める組織として「ひ

ょうごサイエンス・クロスオーバーネット」を 7月 1日に設立する。企業や市民グル

ープにも呼びかけてフォーラム開催、市民による調査・研究への支援、データベース

構築などを進め、日常生活と科学が密接に結びついた「サイエンス・コミュニティー」

の形成を目指す。「サイエンスカフェ」を兵庫県各地で開催する。 

 

紙名： 神戸新聞 

掲載日：平成 20年 9月 12 日 

掲載概要：  

播磨地域でサイエンスカフェの活動グループ「サイエンスカフェはりま」が立ち上が

り、第１回が 9 月 23 日に姫路市で開催される。テーマは「からだを守る白血球の七

変化」、ゲストは姫路独協大学の通山由美教授。 

 

紙名： 神戸新聞 

掲載日：平成 20年 9月 24 日 

掲載概要：  

9 月 23 日、姫路市において第１回サイエンスカフェはりまが開催された。約 30 人が

参加し、白血球について専門家と話し合った。「サイエンスカフェはりま」は、今後

も２，３ヶ月に一度開催される予定。 

 

紙名：神戸新聞 

掲載日：平成 20年 9月 12 日 

掲載概要： 

9月 23日、姫路市ではじめて「サイエンスカフェはりま」が、姫路独協大学の通山由

美教授をゲストに、「からだを守る白血球の七変化！！」のテーマで開催される。 

 

紙名：神戸新聞 

掲載日：平成 20年 9月 24 日 

掲載概要： 

街角のカフェで、飲み物を片手に科学を学ぶ「サイエンスカフェ」が 23 日、姫路市

の喫茶みんとで初めて開かれた。約 30 人がテーブルを囲み、白血球について専門家

と語り合った。イギリスで生まれたサイエンスカフェは近年各地に広がり、播磨でも

今月発足した。この日は、姫路独協大学薬学部の通山由美教授が白血球の働きを分か

りやすく紹介し、リラックスした雰囲気の中で進行した。尾崎氏は、「今後も２，３

カ月に一度開きたい」と話している。 

 

紙名： 丹波新聞 

掲載日：平成 20年 10 月 26日 
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掲載概要： 

「篠山が元気になる農業を考えよう」をテーマに、１１月１日、「コミュニティカフ

ェみーつけた」で「サイエンスカフェひょうご in 篠山」が開かれる。神戸大学大学

院農学研究科の伊藤一幸教授を招き、篠山の農業について考える。 

 

紙名： 朝日新聞 

掲載日：平成 20年 11 月 2日 

掲載概要：  

「サイエンスカフェひょうご in 篠山」が１日、篠山市のコミュニティカフェ「みー

つけた」で開催された。ゲストに伊藤一幸・神戸大大学院教授を迎え、市民ら約 30

人が参加。食や農業の在り方が問われている中、「篠山が元気になる農業を考えよう」

をテーマに、コーヒーを飲みながら議論した。 

 

紙名： 朝日新聞あいあい AI 

掲載日：平成 20年 11 月 19日 

掲載概要：  

サイエンスカフェはりま「ブラックホールをみる！」が、２２日、野里の町屋・大野

邸で開催される。京大大学院教授の嶺重慎さんが現代天文学からわかるブラックホー

ルについて話す。 

 

紙名： 神戸新聞 

掲載日：平成 20年 11 月 21日 

掲載概要：  

「サイエンスカフェはりま」が 22日、「ブラックホールをみる！」をテーマに、野里

の町屋・大野邸で開催される。ブラックホール研究の第一人者、京大大学院理学研究

科の嶺重慎教授とともに宇宙を考える。 

 

紙名： 神戸新聞 

掲載日：平成 20年 12 月 5日 

掲載概要：  

科学の面白さをどう伝えるかを話し合う「ひょうごサイエンスフォーラム」が開催さ

れる。神戸大、理化学研究所神戸研究所、県立人と自然の博物館など、県内の科学系

施設、団体などがそれぞれの取り組みを発表、ネットワークづくりについても意見交

換する。 

 

紙名： 産経新聞 

掲載日：平成 20年 12 月 6日 

掲載概要：  

神戸大学や県などでつくる「ひょうごサイエンス・クロスオーバーネット」が、県内

を中心として科学を伝える活動に取り組む研究施設や大学、企業などが交流する「ひ



 

 45 

ょうごサイエンスフォーラム 2008」を開催する。クロスオーバーネットは、（独）科

学技術振興機構の地域ネットワーク支援を受けて結成、サイエンスカフェの開催など

の取り組みを進める。今回は、科学への理解促進に取り組む諸組織の情報交換の場を

作り、新たな連携を探ることをめざす。 

 

紙名： 日本経済新聞 

掲載日：平成 20年 12 月 6日 

掲載概要：  

神戸大などが神大百年記念館で「ひょうごサイエンスフォーラム 2008」を開く。「ひ

ょうご県における科学コミュニケーションとネットワーク」をテーマに行政、研究機

関、企業、市民グループなどがそれぞれの取り組みを発表する。 

 

紙名： 神戸新聞 

掲載日：平成 21年 1月 20 日 

掲載概要：   

サイエンスカフェはりまが「六甲山地の成り立ちと地震」をテーマに、１月３１日、

姫路市の喫茶みんとで、新井敏夫氏をゲストに開催される。 

 

紙名： 朝日新聞あいあい AI 

掲載日：平成 21年 1月 21 日 

掲載概要：  

サイエンスカフェはりまが「六甲山地の成り立ちと地震」をテーマに、１月３１日、

姫路市の喫茶みんとで、新井敏夫氏をゲストに開催される。 

 

紙名： 朝日新聞あいあい AI 

掲載日：平成 21年 3月 18 日 

掲載概要：  

サイエンスカフェはりま「素粒子物理～理論から実験の現場まで～」が、３月２１日、

姫路市の Bistro ZEBRA で、久保田隆至氏(東京大学)、安田淳一郎氏(名古屋大学)をゲ

ストに開催される。 

 

紙名： 朝日新聞あいあい AI 

掲載日：平成 21年４月１日 

掲載概要： 

2008 年 9月から、「サイエンスカフェはりま」が発足し、２カ月に 1 回程度の頻度で

開催されている。３月下旬には、第４回として、姫路市内のレストランで「素粒子物

理～理論から実験の現場まで」をテーマに、名古屋大学高等教育研究センターの安田

淳一郎氏他をゲストに開催された。「サイエンスカフェはりま」は、独立行政法人・

科学技術振興機構の予算支援により運営され、県立西はりま天文台公園園長の黒田武

彦氏が代表を務めている。 
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紙名： 神戸新聞（阪神版） 

掲載日：平成２１年７月１２日 

掲載概要： 

「サイエンスカフェひょうご in 尼崎」が 2009 年 7 月 11 日、「尼崎ロボットテクニカ

ルセンター」で開かれた。「産業用ロボットの現状と近未来」をテーマに、県内外か

ら約１５人が集まり、同センター内のロボットを見学し、その後同市内のロボットシ

ステムメーカー高丸工業代表取締役の高丸正さんが講演し、パソコンの普及と同様に、

将来に向けてアプリケーションのシステムの発達の重要性などを語った。 

 

紙名： 神戸新聞 

掲載日：平成２１年７月１３日 

掲載概要： 

人類初の月着陸から４０年となるが、宇宙開発の話題も含めて、神戸市および兵庫県各地

でサイエンスカフェの開催に取り組む神戸大学大学院教授の伊藤真之氏にインタビュー

を行った。科学技術が発達する一方で市民の科学技術に対する関心が低下しているが、科

学や安全に関わる社会の意思決定に市民が参加することが重要であり、より多くの市民が

科学を身近なものとすることを目指してサイエンスカフェを開催している。 

（取材段階では、神戸大学で進める市民科学支援の取組の一環として、JST 地域ネットワ

ーク支援事業によるネットワーク構築についても紹介したが、記事においてはネットワー

クが支援するサイエンスカフェについては触れられている一方、地域ネットワーク自体へ

の言及はなかった） 

 

紙名： 神戸新聞 

掲載日：平成２１年１１月２８日 

掲載概要： 

神戸大学の教授らが中心になって神戸市で開催してきたサイエンスカフェが兵庫県各地

に広がりを見せている。各地の市民グループが興味を持ち、姫路、南あわじ、篠山、伊丹

などの各市で開かれるようになった。10 月上旬には三田市において「カナダの先住民と

大自然」をテーマに開催された。伊藤真之教授は、「大学の地域貢献の一つとして、市民

が社会を動かせるよう科学の種をまいていきたい」と話している。 

（第２朝刊 兵庫県の魅力と活力を紹介する特集「今こそ、兵庫力」の中で、「広がれ知

の財産」と題された「教育力」の項目に、「お茶を片手に科学談義－神戸大サイエンスカ

フェ」のタイトルで紹介されている） 

 

紙名： 神戸新聞 

掲載日：平成２１年１２月７日 

掲載概要： 

「サイエンスカフェひょうご in 西宮」が西宮市のパリスカフェで開催された。京都大学

の研究者が講師を務め、市民ら約 20 人が国の特別天然記念物オオサンショウウオの生態
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の解説に聞き入った。 

  

紙名： 朝日新聞あいあい AI 

掲載日：平成２１年１２月２３日 

掲載概要： 

１月９日、姫路獨協大学で、同大学薬学部長 本多義明さんをゲストに、サイエンスカフ

ェはりま「『シルクロードのくすり』を訪ねて」が開催される。様々な薬がどのように生

まれ、シルクロードを伝播し、現在どうつかわれているかなどを話す。 

 

紙名： 朝日新聞 

掲載日：平成２１年１２月３１日 

掲載概要： 

１月９日、姫路獨協大学で、第６回サイエンスカフェはりま「『シルクロードのくすり』

を訪ねて」が開催される。同大薬学部長 本多義明さんがハーブやスパイス、漢方薬がど

のようにして生まれ、シルクロードを介して世界に伝わったか、現在どのように使われて

いるかについて話す。 

 

紙名： 朝日新聞 

掲載日：平成２２年１月２７日 

 

掲載概要： 

神戸大学院生らが地震を科学の視点で説明しながら被災地を巡る「震災サイエンスツア

ー」が２月６日に行われる予定で、参加者を募集している。 

 

紙名： 朝日新聞 

掲載日：平成２２年２月７日 

掲載概要： 

阪神大震災後に生まれた子どもたちに、地震のメカニズムを解説しながら被災地を巡るツ

アーが２月６日に開催され、子どもや保護者ら１４名が参加した。淡路市の北淡震災記念

公園にある野島断層のほか、神戸市中央区の布引断層などを見学した。バスの車内では、

神戸大学 大学院生の末延武司氏が被災体験を話した。 

  

紙名： 文教ニュース 

掲載日：平成２２年２月２２日 

掲載概要： 

ＪＳＴから委託を受け、神戸大学が運営機関として事業を推進する「ひょうごサイエン

ス・クロスオーバーネット」が、２月１１日、三田市の人と自然の博物館で開催された「共

生のひろば」（クロスネット共催）に参加した。 

 

紙名： 文教速報 
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掲載日：平成２２年２月２４日 

掲載概要： 

ＪＳＴから委託を受け、神戸大学が運営機関として事業を推進する「ひょうごサイエン

ス・クロスオーバーネット」が、２月１１日、三田市の人と自然の博物館で開催された「共

生のひろば」（クロスネット共催）に参加した。 

 

    紙名： 神戸新聞 

掲載日：平成２２年３月１５日 

掲載概要： 

サイエンスカフェが、１４日、ウッディタウン市民センターで開催された。大阪大学微生

物病研究所助教の東岸任弘さんがマラリアについて話題を提供し、１０代か      

ら７０代の約３０人が感染症について意見を交わした。 

     

    紙面： 朝日新聞 

    掲載日：平成２２年４月１５日 

    掲載概要： 

研究の価値を科学者自身が説明するサイエンスカフェが注目されている。为に伊丹で活動

しているサイエンスカフェ伊丹もその一つである。神戸大学教授・伊藤真之により誘われ

てカフェ伊丹を立ち上げた代表片山さんは、「科学をネタにわいわいしゃべる楽しさを伝

えたい」と意気込みを語った。 

 

    紙面： 神戸新聞 

    掲載日：平成２２年７月３１日 

    掲載概要： 

神戸でのサイエンスカフェ開催を始めてから本年１０月で５年が経過する。最近もさまざ

まな話題で頻繁に開催されており、順調に発展しているように見える。昨年の事業仕分け

で科学技術関係予算や施策についても、市民が考えることの重要性が高まっているように

思われ、こうした社会動向からも、サイエンスカフェは意義ある取組であると考える。こ

のような背景のもと、現在のサイエンスカフェの状況、神戸／兵庫県の展開の特徴、発展

の経緯などについて聴取を受けた。JST の支援による地域ネットワークの構築・展開につ

いても紹介した。 

 

    紙面： 神戸新聞 

    掲載日：平成２２年７月２７日 

    掲載概要： 

平成２２年７月３１日に開催されるサイエンスツアー「丹波恐竜化石発掘現場に行こう」

について紹介された。 

 

    紙面： 神戸新聞 

    掲載日：平成２２年７月３１日 
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    掲載概要： 

関心を読んでいる科学の話題を取り上げ、研究者と市民がお茶を片手に語り合うサイエン

スカフェが英国で生まれたのは１０年程前という。先日来、そのサイエンスカフェが神戸

と姫路で３カ所開かれた。英国初の試みが日本でも定着しつつあるのがうかがえる。兵庫

県内の拠点は神戸大で開設された「サイエンスカフェ神戸」だ。もうすぐ発足５年にあり、

開催数は既に７０を超えた。 

 

    紙面： 朝日新聞 

    掲載日：平成２２年１１月５日 

    掲載概要： 

平成２２年１１月１４日に開催されるサイエンスツアー「オオサンショウウオの不思議」

について紹介された。 

 

    紙面： 読売新聞 

    掲載日：平成２２年１１月５日 

    掲載概要： 

日本での生物多様性条約締約国会議 COP１０が開催されることを記念し、人と自然の博物

館がひょうごサイエンス・クロスオーバーネットとともに、兵庫県下での生物多様性の保

全と持続可能な利用の取り組みについて普及・啓発することを目的として、兵庫県下で生

物多様性の保全や学習、利用に関する活動を展開する団体の紹介冊子「ひょうごのいきも

の・ふるさとを見守るなかま」を作成した。 

（兵庫県立人と自然の博物館記者発表） 

 

    紙面： 神戸新聞 

    掲載日：平成２２年１１月９日 

    掲載概要： 

日本での生物多様性条約締約国会議 COP１０が開催されることを記念し、人と自然の博物

館がひょうごサイエンス・クロスオーバーネットとともに、兵庫県下での生物多様性の保

全と持続可能な利用の取り組みについて普及・啓発することを目的として、兵庫県下で生

物多様性の保全や学習、利用に関する活動を展開する団体の紹介冊子「ひょうごのいきも

の・ふるさとを見守るなかま」を作成した。 

（兵庫県立人と自然の博物館記者発表） 

 

    紙面： 神戸新聞 

    掲載日：平成２２年１１月１１日 

    掲載概要： 

平成２２年１１月１３日に開催されるサイエンスカフェはりま「科学が教えてくれる木の

文化について」を紹介された。 

 

    紙面： 朝日新聞 
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    掲載日：平成２２年１１月１８日 

    掲載概要： 

日本での生物多様性条約締約国会議 COP１０が開催されることを記念し、人と自然の博物

館がひょうごサイエンス・クロスオーバーネットとともに、兵庫県下での生物多様性の保

全と持続可能な利用の取り組みについて普及・啓発することを目的として、兵庫県下で生

物多様性の保全や学習、利用に関する活動を展開する団体の紹介冊子「ひょうごのいきも

の・ふるさとを見守るなかま」を作成した。 

（兵庫県立人と自然の博物館記者発表） 

 

    紙面： 産經新聞 

    掲載日：平成２２年１１月２５日 

    掲載概要： 

日本での生物多様性条約締約国会議 COP１０が開催されることを記念し、人と自然の博物

館がひょうごサイエンス・クロスオーバーネットとともに、兵庫県下での生物多様性の保

全と持続可能な利用の取り組みについて普及・啓発することを目的として、兵庫県下で生

物多様性の保全や学習、利用に関する活動を展開する団体の紹介冊子「ひょうごのいきも

の・ふるさとを見守るなかま」を作成した。 

（兵庫県立人と自然の博物館記者発表） 

 

    紙面： 神戸新聞 

    掲載日：平成２２年１２月１５日 

    掲載概要： 

平成２２年１２月１８日神戸大学・百周年記念会館で開催される「ひょうごサイエンスフ

ォーラム」について紹介された。 

 

    紙面： 朝日新聞 

    掲載日：平成２３年２月１８日 

    掲載概要： 

平成２３年２月２７日開催予定のサイエンスツアー「西はりま天文台公園にいこう！」に

ついて紹介された。 

 

    紙面： 神戸新聞 

    掲載日：平成２３年２月１９日 

    掲載概要： 

平成２３年２月１９日に弥生が丘商業施設「フローラ８８｣内の手織り工房「祐」で開催

されたサイエンスカフェひょうご inさんだについて紹介された。 

 

・（独）科学技術振興機構 サイエンス・ニュース・ネットワーク第２回において、「ひょうごサ

イエンスフォーラム 2009」がニュースとして紹介された。 

http://sciencenews.jp/index64.html 
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・（独）科学技術振興機構 サイエンス・ニュース・ネットワーク第４７回において、「サイエン

スカフェひょうご『知ろう 語ろう スーパーコンピュータと科学』」がニュースとして紹

介された。 

http://sciencenews.jp/index47.html 

 

 

 （４）その他 

    出版（分担執筆） 

    書名：「現場発！産学官民連携の地域力」、関西ネットワークシステム編、学芸出版社、 

２０１１年３月  

    該当箇所：「第４章 「民」が生みだす地域力、4 大学による「市民の科学」への支援と地域 

活性化」(p.211-220)、伊藤真之 

 

 

資料７：成果資料等 

 

（１） ひょうごサイエンス・クロスオーバーネット パンフレット 

（２） ひょうごサイエンス・クロスオーバーネット ホームページ  （http://www.hscn.jp） 

（３） ひょうごサイエンスフォーラム 2008 報告書 

（４） ひょうごサイエンスフォーラム 2009 報告書 

（５） ひょうごサイエンスフォーラム 2010 報告書 

（６） 第４回 共生のひろば 発表要旨集 

（７） 第 5回 共生のひろば 発表要旨集 

(８)  第 6回 共生のひろば 発表要旨集 

（９） 共生のひろば 4号 （冊子） 

（１０） 共生のひろば 5号  (冊子) 

（１１） 共生のひろば ６号  (冊子) 

（１２） 「ひょうごのいきもの・ふるさとを見守るなかま」  (冊子) 

（１３） 「環境フォーラム in 淡路島～地域の豊かさを実感するには～」 集録 

 

 

資料８：その他資料 

 

  該当なし 


