


目　次

第１部　概要…………………………………………………………………………………………………… ２

第２部　事例報告
　科学の“プロセス”を社会的価値へ変換する試み
　　　～知的好奇心がもたらす心豊かな社会の創造にむけて～………………………………………… ８

特定非営利活動法人…natural…science　大草　芳江

　地域におけるネットワーク構築を目指した取り組み…………………………………………………… 20
静岡科学館る・く・る　長澤　友香　代島　慶一

　あいちサイエンス・コミュニケーション・ネットワーク……………………………………………… 25
名古屋大学　学術研究・産学官連携推進本部　成　　玖美

副総長／学術研究・産学官連携推進本部長　財満　鎭明

　長州科楽維新プロジェクト………………………………………………………………………………… 28
山口大学国際総合科学部　教授　崎山　智司

　学術－メディア連携を軸とした東日本大震災に関する教訓の他地域・次世代への継承…………… 30
東北大学災害科学国際研究所　教授　小野　裕一

特任助教　中鉢奈津子

　公立大学防災センター連携による地区防災教室ネットワークの構築………………………………… 33
大阪市立大学都市防災教育研究センター（CERD）　所長　森　　一彦

　ふくしまサイエンスぷらっとフォーム（spff）…………………………………………………………… 38
福島大学総合教育研究センター　教授　岡田　　努

　科学の方法を多様な人たちと共有する活動……………………………………………………………… 41
岡山大学薬学部／大学院医歯薬学総合研究科　教授　狩野　光伸

第３部　東日本大震災に関連する対話・協働事例一覧
　学都「仙台・宮城」サイエンス・デイ2016
　国立研究開発法人科学技術振興機構　科学コミュニケーションセンター共催企画
　対話フォーラム並びにブース出展　実施報告…………………………………………………………… 46

特定非営利活動法人…natural…science　理事　大草　芳江





第１部

概　要



2

はじめに

　本報告書は、「科学と社会」にまつわる各地
域・社会の課題に、「対話・協働」を通じて取り
組む機関の活動が相互に協力することで、自立、
持続、かつ発展する方策を模索するため、有志で
懇談会を立ち上げ検討した成果をまとめたもので
ある。懇談会には、これまで各地で科学コミュニ
ケーション活動に取り組んできた、NPO法人、
科学館、大学等、様々な組織が参加した。それぞ
れの立場で、どのような問題意識で活動してきた
のかを振り返り、今後持つべき視点や、互いの活
動を知ることで生まれる新しい活動の価値を知る

機会となった。相互に協力するネットワークがあ
ることで、新しい関係と信頼が生まれ、広い視野
に立った行動が生まれる。それぞれ独立の活動で
あっても、国全体として見れば、着実につながっ
ていて、未来社会を築くために相補しあっている
関係性が見えてきた。
　この報告書のタイトル「未来を紡ぐ」は、日本
ならではの糸紡ぎをイメージしている。「科学と
社会」にまつわる様々な課題に私たちひとりひと
りが向き合い、未来の社会を創っていく過程は、
一足飛びではない。私たちが取り組む対話・協働
は、細くバラバラな短い繊維をより合わせて、意
味のある形に調和させていく過程だろう。

表１：検討に参加した活動主体とその拠点

東北大学災害科学国際研究所 宮城県
特定非営利活動法人natural…science 宮城県
ふくしまサイエンスぷらっとフォーム（Spff）（福島大学） 福島県
静岡科学館る・く・る 静岡県
あいちサイエンス・コミュニケーション・ネットワーク（名古屋大学） 愛知県
大阪市立大学都市防災教育研究センター 大阪府
岡山大学 岡山県
長州科楽維新プロジェクト（山口大学） 山口県

科学コミュニケーションの多様性

　「科学コミュニケーション」という言葉が国の
科学技術基本計画に登場して15年になる。「科学
コミュニケーション」は文字通り、科学と社会の
コミュニケーションを意味する。この概念が生ま
れた背景には、教育、次世代育成、公的研究費を
受けた研究者が国民に果たすべき説明責任、時々
の社会的課題に対する科学的助言の必要性、ま
た、社会に強い影響を与えるようになった研究開
発の方向性について科学者のみの判断に任せるわ
けにいかないという考え方など、多様な社会的要
請がある。実際、全国各地で実施されている科学
コミュニケーション活動は個々、各々の動機で発
生し、そのミッションもまた多様である。現代社
会の細分化・複雑化に伴って、多様な組織・人
が、相互にコミュニケーションを図ろうとする動

きがますます重要となっているが、それは科学や
技術に関しても同じであり、様々な組織が社会的
要請に応えようと尽力し、着実に形になりつつあ
る。
　例えば、宮城の特定非営利活動法人…natural…
scienceは、私たちがともすれば、「科学」や
「技術」は、完成形の、教科書的な存在として、
疑問を呈することなく受け入れている日常に、警
鐘を鳴らす。何らかの大きな社会変革が起き、科
学や技術との付き合い方を一から考え直さねばな
らなくなったとき、私たちは自分の意思で、求め
るくらしのかたちを選択することができるだろ
うか、という危惧である。それには、そもそも
科学や技術に触れる場がなければ始まらない。
natural…scienceが開催してきたサイエンスフェス
ティバル「学都『仙台・宮城』サイエンス・デ
イ」が志す、科学の「プロセス」を五感で感じる



概　要

3

場づくりの根底にはこうした現状を一歩一歩打開
するというミッションがある。同じように、静岡
科学館る・く・るは「サイエンスピクニック」
を、愛知では名古屋大学が中心となって「あいち
サイエンスフェスティバル」を、また山口では
「長州科楽維新プロジェクト」として大学、自治
体、NPO、科学館と一体になって市民が科学に
触れるための様々な場をつくろうとしている。ま
た、福島大学の岡田努教授らは、科学や技術が社

会のあらゆるところに深く結びついている現代
を、科学に関心のなかった人たちも大局的に理解
するための活動として「ふくしまサイエンスぷ
らっとフォーム」を企業・団体、研究機関、科学
館・博物館、社会教育施設等とともに行ってき
た。東日本大震災の被災地となった今、このプ
ラットフォームを礎に、福島の現状や課題を提示
し、その未来像についてともに考えるための情報
発信を続けている。

図１「場」の果たす役割ー地域のサイエンスフェスティバル
日本には、一般市民が科学技術や科学者との直接のふれあいを可能にする場として、サイエンスフェスティバルが定
着してきている。多いところでは年間約１万人規模の人々が集まる。

　社会の中で科学や技術についての情報が流れる
構造を変革しようという動きもある。
　東北大学災害科学国際研究所（IRIDeS）は、
東日本大震災の際、科学的な知見を社会と共有す
ることが遅れ、また、不足・矛盾する形で伝わっ
た結果、被害を拡大させた面があると、学術界の
立場で自戒する。彼らは、その教訓を次に活かす
ため、社会への媒介者であるメディアとの「腹を
割った議論」を積み重ねるところから再始動して
いる。

　一方、溢れるように流れてくる情報を、私たち
は適切に捉え、判断できるのだろうか。大阪市立
大学都市防災教育研究センター（CERD）は、市
民が緊急時に公的な指示を待たずしても、自らの
判断で互いに助け合える、「自助共助」の防災教
育を普及させる取り組みを強化している。
　岡山大学の狩野光伸教授は、とくに次世代を担
う若者には、科学技術、国際問題、政治、経済な
ど多角的な視点を持ち、複雑な前例のない課題で
あっても解決策を模索しようとする姿勢が求めら
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れるとし、根拠に基づき冷静に他者と議論するた
めの素養を身に付けるための教育活動を行ってい
る。同じ観点で、科学者の代表機関である日本学
術会議は、従来の理系と文系という二分法の限界
を指摘する。平成28年２月に公表した「これから
の高校理科教育のあり方」の提言の中で、「日進
月歩の科学・技術の成果を現代社会に取り込むこ
とのメリットとリスクの検討は、けっして各分野
の専門家だけの判断に任せられる状況ではない」
とし、そのためには従来の枠を越えて、物理・化
学・生物・地学４領域すべてを融合させた科学的
な考え方を身につける機会を全生徒に提供するべ
きだとしている。

「科学と社会」をつなぐ個々の活動から
未来共創へ

　本検討に参加した多様な組織は、それぞれが各
地域で、その地域での最適な形を目指し活動を
行ってきた。これらが互いの活動を知り合ったこ
とで、どのような新しい気づきが生まれたのか。
　例えば防災・減災に関して、特定非営利活動
法人natural…science、東北大学災害科学国際研究

所、多賀城高等学校災害科学科、大阪市立大学へ
と、関係性が広がり、サイエンスフェスティバル
の場などを活用した共同企画を通じて互いの理解
を深め、それぞれの活動や考えの幅が広がったと
いう。引き続き、平成29年11月に行われる世界防
災フォーラム開催に向けて、国内に新しい連携が
生まれている。
　一方、「科学と社会」をつなぐことが、順風満
帆に進んでいるというわけではない。科学コミュ
ニケーション活動を長く行ってきた組織・人の悩
みは深い。依然としてそのような活動を負担と捉
える科学者は少なくなく、活動によって社会が
変わったという効果も実感しにくい。慢性的な資
金不足は、そのひとつの顕れかもしれない。この
ような新しい連携によって、前進する部分もある
だろうが、事は容易ではない。しかし、本検討に
参加した多様な組織の活動を構造的に捉え、国全
体として見ると、これらの活動は個々独立ではな
く、互いに相補しあっていることは実感される。

　今回検討に加わった組織の活動事例や、JSTが
調査した東日本大震災後の様々な事例を概観する
と、科学と社会をつなぐ様々な活動は、大きく以

図２　科学と社会をつなぐ活動　３類型間の関係
※JST委託調査「全国・海外における対話・協働活動の事例俯瞰調査－「東日本大震災後」関連の活動事例より－ 」

（㈱日本総合研究所、 平成29年２月）
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下の３分類で捉えることができ、また、それらが
相補的に成り立つ関係性が見えてくる※。

✓　科学の面白さを伝え次世代を育成しようとす
る活動（理解増進型）

✓　研究開発の方向性を定める活動（ガバナンス
模索型）

✓　有事等において科学技術に関わる判断を行う
ような活動（意思決定支援型）

　日ごろ科学の話題に慣れ親しむことで、その
今後のあり方を考える過程やくらしを左右する
何らかの判断をする過程に、より主体的に参加
する人が生れる。そのような人々のコミュニケー
ションの蓄積がまた、次世代が科学に触れ続ける
ことの重要性・必要性を認識させる。この一連に
よって、それぞれの継続的な活動に寄与すること
になる。例えば、東日本大震災のような有事にお
いて、それまでなんら交流を持っていない科学者
と市民が難しい意思決定の場で助け合えるだろう
か。科学と社会の今後を考え、未来社会を創るた
めに、多様な活動が相補的に繋がっていると言え
る。

図３　これからは物の豊かさか、まだ心の豊かさか（平成26年度国民生活に関する世論調査（内閣府））
物の豊かさ：まだまだ物質的な面で生活を豊かにすることに重きをおきたい
心の豊かさ：物質的にある程度豊かになったので、これからは心の豊かさやゆとりのある生活をすることに重きをお
きたい

科学コミュニケーションのポテンシャル

　「科学」、そして「コミュニケーション」の前
提に立ち返りたい。
　2016年、JST特別顧問で元東大総長の吉川弘之
氏は、８人の学会牽引者との対談を通じ、「科学
者の役割としての」科学コミュニケ―ションの
あり方を追求した。この中で、吉川氏は聴き手あ
りきのコミュニケーションの重要性を指摘する。
根源的な問い立てとその解明により真理を追究す
る科学者の「熱」に人は耳を傾けるのだとし、ま
た、「聴き手にとっての問い立て」を科学者が認
識することなくしてコミュニケーションは成り立
たないという。
　そもそも科学は人間の「真理を知りたい、導き
出したい」という知的好奇心を駆動力にした営
みである。文系・理系関係なく、自らが発見した
ことや導き出したものを他の人に知ってもらった
り、使ってもらいたいという自然な欲求が満たさ
れる時、人は喜びを感じるだろう。反対に、義務
感が先行したコミュニケーションでは疲労感を覚
える。それは聴き手にとっても同様だ。
　コミュニケーションの根源に立ち返れば、それ
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11名の大学院生と都市工学や芸術工学、文化人類学の研究者、政策関係者等によるワークショップ「語ろう！科学へ
の期待」（サイエンスアゴラ2016にて）
若者に共通したキーワードは「幸せ」の追求

は人間が心豊かに暮らしていくために他人とやり
取りする手段であり、その総和で社会は成り立っ
ている。コミュニケーションも科学技術も人が豊
かに生きるためにある。一方、成長社会から成熟
社会へと移っている日本では、社会的な要請も、
「物質的な豊かさ」から「心の豊かさ」を求める
方向へ変遷しつつあり（図３、写真）、多様化し

ている。科学と社会がこれからどう進んでいくの
か、スピードや便利さ、経済価値と必ずしも相関
しない、「心の」豊かさを実現する科学技術とは
いったいどのようなものなのかを見出す必要があ
る。「科学と社会のこれから」について、今まさ
に社会的な議論が必要な時期なのだろうし、それ
ができる土壌をつくり続けなくてはならない。
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科学の“プロセス”を社会的価値へ変換する試み
～知的好奇心がもたらす心豊かな社会の創造にむけて～

特定非営利活動法人…natural…science
大　草　芳　江

本活動の概要

　natural…scienceは、科学の“結果”だけでなく“プ
ロセス”を社会的価値として共有化できる場づく
りを通じて、知的好奇心がもたらす心豊かな社会
の創造に資することを目指すNPO法人である。
　「子どもから大人まで科学のプロセスを五感で
体験できる日」をコンセプトにした年１日限り
の大型科学イベント『学都「仙台・宮城」サイエ
ンス・デイ』（以下サイエンスデイ）の企画・運
営、並びに、中長期スパンで科学的な基礎力と創
造力を育成する科学・技術教育プログラム『科
学・技術講座』の開発・実施（対象は小学生から
大学生、毎週火～土曜日に開講中）が、その活動
の中心である。
　平成25年度にそれまでの活動をベースに、宮城
県と共同で『学都「仙台・宮城」サイエンスコ
ミュニティ』を設立。「科学・技術の地産地消」
と銘打ち、学都「仙台・宮城」から知的資源が教
育的価値として地域に還元される循環づくりを目
指している。

１．活動の背景
　　～私たちの時代認識と問題意識～

⑴　知的好奇心がもたらす心豊かな社会の創造に
むけて

　近年、我が国の科学技術研究および産業競争力
の強化を実現する「科学技術創造立国」の基盤を
揺るがす深刻な問題として、子どもたちの「科学
離れ」が叫ばれている。「科学離れ」は単に「個
人的に科学が苦手・嫌い」といった問題ではな
く、理科を学ぶ過程で本来養われるはずの「知的
好奇心」や「論理的思考力」などの低下を意味し
ている。その結果として、文理問わず高等教育を

理解できない学生が増大し、大学教育の質の維持
が著しく困難に陥っているというかたちで問題は
顕在化しており、もはや「科学離れ」問題は、国
民全体による知の問題、すなわち社会的リスクで
あると捉えられている。
　これらの社会的背景に、社会の細分化・複雑化
に伴い、個々は専門家に任せ、表面だけを利用す
るブラックボックス化が進んだことがある。その
結果、わたしたちは効率性と引き換えに、本来そ
こにあるはずの自己と対象との関係性を実感する
ことが困難な状況に陥っている。しかしながら本
来、自己と対象との関係性の集積が、すなわち社
会である。この自己と対象との関係性が見えない
危機こそが、個人・地域社会・国レベルでの問題
の本質的な原因とnatural… science…は捉え、そこ
から解決策を見出していく。
　自己と対象との関係性を実感しやすい範囲とし
て、natural… scienceは社会の中でも特に“地域”に
着目する。自分が社会に与えている影響と自分が

図１　学都「仙台・宮城」サイエンスコミュティの
　　　ビジュアルアイデンティ
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特定非営利活動法人 natural science

社会から受けている影響を実感できることで、人
は自らの社会的存在意義を自覚し、主体的に活動
することができる。このようなひとり一人の内発
的動機付けによる主体的なアクティビティが、地
域をつくり、そして社会全体をつくる駆動力とな
る。つまり“地域”こそが、社会をつくる基盤であ
ると同時に、社会全体をつくる原動力として、大
きな可能性を秘めている。
　そもそも「科学」の本質は観察から始まる。対
象に直接触れ自分の目で見て、自己と対象との関
係性を五感で感じることなしに、知的好奇心・論
理的思考力が養われることはない。「科学」と言
うと「科学は専門家だけが知っていればいい」と
自己と科学との関係性を認識しようとしない風潮
や、または成果ばかりが注目されがちだが、そこ
に至るまでのプロセスにこそ、知的好奇心や論理
的思考力を始めとする、科学的なものの見方・考
え方、すなわち自己と対象との関係性を構築する
姿勢が隠されている。
　natural…scienceでは、知的好奇心がもたらす心
豊かな社会の創造にむけて、「科学」を切り口
に、自己と対象との関係性の可視化・再構築の場
として機能することを「科学で地域づくり」と位
置づけ、科学の結果だけでなく“プロセス”を五感
で感じられる場づくりを通じて、子どもから大人
まで、各人各様の感じ方から自己と対象との関係
性を可視化・再構築する場として機能することを
目指す。

⑵　natural science設立へ　～教科書的世界
観に閉じ込められた学生の挑戦～

　natural…scienceは、著者が東北大学大学院在学
中（平成17年、修士１年次）に学生や若手研究者
たちと一緒に立ち上げたベンチャー企業（有限会
社FIELD…AND…NETWORK）の一部門を、平成
19年に…NPO…法人化したものである。東北大学大
学院（理学部）在学中に本活動を始めた動機は、
まさに科学離れの典型が著者自身であったためで
ある。
　「科学はすでにできあがった体系であり、美し
く完璧である。教科書に掲載された事実に疑う余

地などない。よって、自分の付け入る隙などある
はずがない」。知らぬ間にそう思い込んでいたと
いう事実に大学入学後初めて気付き、大変驚いた
記憶がある。これまでの教育では、完璧に見え過
ぎる教科書的世界観にただ触れただけで、そもそ
も「科学」という概念に触れる機会は全くなかっ
たのではなかろうか。「最近、部分最適化思考の
強い、受け身の学生が年々増加しており、従来の
大学教育カリキュラムでは太刀打ちができない」
という大学関係者の悩みをよく相談されるが、自
分が受けてきた教育を振り返り、また最近の学生
を指導している立場から見ると、「科学とは、そ
もそも何か」を共有していない状態では、大学教
育とのミスマッチが生じるのは当然のことのよう
に思える。
　今振り返れば著者自身もその一人であったが、
今日の多くの児童・生徒・学生らにとって、自
分が五感で感じたり疑問に思ったりする現実の世
界と、“勉強”と称されるすでに完成された教科書
的世界は、もはや全くの別物になっていると感じ
る。これは理科に限らず五教科すべてに共通の現
象で、例えば「速さ・時間・距離」のような文章
問題と自身の実体験が結びつかない中学生を学部
時代に学習塾で教えたことが何度もある。その状
態になると、たとえ自分が何かに対して疑問に
思い、それを明らかにしたり形にしたいと願って
も、これまで長年学んできた“勉強”の知識を現実
の世界で応用できないという現象がしばしば起こ
る。このような乖離現象の背景には、「なぜだろ
う」と疑問に思う前に、絶対的に思える教科書的
事実を「そういうものだから」と鵜呑みにせざる
を得ない状況が続く現状があるように思う。
　まず前提として、子どもたちは絶えず「それを
学ぶ意味や必要性は何なのか」という疑問と戦っ
ている。しかし、それらの疑問に対する手応えを
実感できぬまま、目の前の試験や入試に最適化せ
ざるを得ないのが現状だ。例えば高校物理では、
微分・積分などの高校数学を用いて公式を導出し
てはならず、無数の公式を暗記せねばならない。
一方で高校数学では、微分・積分の解き方を学ぶ
だけで、その意味や必要性を知る機会はない。大
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学に入ってから、身のまわりの自然現象を理解す
るための“道具”として微分・積分を初めて使い目
から鱗が落ちた。“宙ぶらりん”状態だった高校数
学が、自然現象を記述する言語として、初めて
しっくりときたのである。仮に文系学部へ進んで
いれば、高校数学を学ぶ必要性に一生気づかな
かったということになる（当然その反対もあるだ
ろう）。教科書的事実を「そういうものだから」
と鵜呑みにする習慣から抜けきれぬ大人は、子ど
もの「なぜだろう」という疑問に、「そういうも
のだから」と答えるほかない。すると子どもの方
も「なぜだろう」と思うことに次第と価値を見出
せなくなり、目の前の現象を「そういうものだか
ら」と鵜呑みにするようになる。昨今の科学離れ
は、至極当然のことであろう。
　ものごとを「そういうものだから」と鵜呑みに
する受け身の状況が続くと、不思議なくらい実感
できなくなるのが、それをつくった生身の人間が
存在すること、その結果に至るまでの“プロセス”
が存在することである。すでにつくられた結果
を学ぶことと、その結果をつくった人間が当時考
えたプロセスは全く違うものであることを、想像
すらできなくなるのだ。特に、客観的で普遍的な
印象の強い科学は、生身の人間の主観とは切り離
されたものだという非人間的なイメージが先行す
ることが、それに拍車をかけているように思う。
しかしながら、これまで100人以上の研究者たち
に「科学とはそもそも何か」をテーマにインタ
ビュー取材する中で、科学離れ典型例の著者が最
も驚いたことは、科学が意外なほど個人の主観的
な疑問から始まり、その疑問を客観的・論理的な
ものに仕立て上げる試行錯誤の“プロセス”を経て
生まれることであった。むしろ科学とは極めて人
間味溢れる営みであることに感銘を受けたのであ
る。
　ただ、科学における客観性・普遍性の側面が強
調されるためか、研究者個人としての内発的動機
付けを知る機会は、敢えて聞かない限り少なかっ
たように記憶している。一方、学生時代に最も影
響を受けたのは、客観的な知識体系以上に、研究
者個人の自然現象に向かう姿勢やものの見方や考

え方、そして意外なほど素朴に疑問を明らかにし
ようと試行錯誤する姿であった。つまり、研究者
の人間味溢れる姿勢にこそ、「科学とはそもそも
何か」を伝える力があったのではなかろうか。
　かつては、その役割を研究室が担っていたそう
である。しかしながら受け身の姿勢のまま大学で
教養課程を学び、すでに細分化された専門領域の
中から、実質的には与えられた研究テーマを“選
択”せざるを得ない今日の学生たちにとって、科
学的知識の客観性や普遍性が確立されてきた根底
に個人の主観が寄与したことは、ますます想像し
難い事実となっている。そのため大学入学後も依
然として科学は教科書的世界観に閉じ込められた
ままで、実際に自分が見たり感じたりする現実の
世界と研究内容は、残念ながら乖離したままの状
態に思えた。
　これまで自分が受けた教育を振り返り、その必
要性を強く感じるのは、外から与えられた目的に
最適化する思考を鍛えることではなく、人間が正
直に自然を、あるいは社会を見て、そこで疑問に
思ったことを対象化し、それを自らの頭で考え自
らの手で形にしていくプロセス、すなわち、科学
の原点を実感できる場である。それは今日の学生
や研究者にとっては、自分の感覚に根ざした現実
の世界と研究内容のつながりをつくり、自身の研
究を改めて学術的・社会的に位置付ける場となる
のではなかろうか。同時に、学生や研究者が科学
する“プロセス”を社会に提供することは、教科書
的世界観から抜けきれぬ教育界や社会全体に対し
て社会的意義が高い取組みとなるのではなかろう
か。そこで、個人の知的好奇心を原動力に、科学
の結果だけでなく“プロセス”を共有化し社会的価
値へと変換することを目指し、natural… scienceを
設立するに至った。

2.活動成果

⑴　学都「仙台・宮城」サイエンスコミュニティ
ができるまで
■　個人の素朴な疑問に根差した活動
　そもそも自然科学とは、自然を探求する学問で
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ある。natural…scienceは、専門領域や組織の枠に
とらわれず、知的好奇心を原動力に個人の感覚と
結びついたところから自然現象に切り込みたいと
いう研究者や学生の潜在的なニーズを、教育活動
と結びつけることにより、社会との接点を模索す
る試みから始めた。
　我々が最初に取り組んだのが、自然の中で行う
科学教室「体験型自然科学の教室」である（写真
１、２）。幼児から小学生の親子を対象に、海・
川・山など宮城の豊かな自然の中で季節ごとに開
催したもので、科学教室だが、知識を与えること
が目的の主ではない。研究者も子どもも、自然を
自らの五感で感じる、すなわち自らの感性を研ぎ
澄まし、自然観を豊かにすることに重点を置く。
研究者は、自然現象に対して自らの知的好奇心と
感覚によって切り込み、疑問を対象化し、仮説を
立て、検証のための実験を自然の中で行う。子ど
もは自然の中で遊んでいてもよいし、研究者が行
う実験を一緒に行ってもよい。時には「なんで魚
はまっすぐにすすむの？」「ちがう種類の魚で
も、むれをつくっているよ！」「カニのはさみが

ふしぎ」など、子どもの素朴な疑問や発見が研究
テーマ設定のきっかけとなることもあった。約２
時間の教室でできることは限られるため、継続実
験を行い、その様子や成果報告はWebサイトで
随時公開する形態をとった。教室には毎回、若手
研究者が約３～４人、学生が10人ほど参加し、こ
れまで計13回の教室に、のべ300組1,000名程度の
親子が参加した。

■　科学のプロセスを疑似体験できるサイエンス
カフェ

　体験型自然科学の教室での取組みを足がかり
に、natural… science…は活動の場を広げていっ
た。週末に異分野の研究者や学生らが集まって行
う共同研究「週末研究」は、普段の研究活動へも
反映され、なかには学術的成果として論文や学会
発表へつながったものもあった。そして、子ども
と研究者が抱いた「魚はどうして前に進むの？」
という素朴な疑問（この疑問に科学的に答えるの
は、実は簡単ではない）をきっかけに始めたの
が、平成19年実施の『ナチュラルサイエンスカ

写真１　「体験型自然科学の教室」（山の教室）
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フェ～魚はどうしてまっすぐ前に進むの？～』で
ある（写真３）。「科学って、そもそもなんだろ
う？」をテーマに、科学をすでにできあがった成
果としてではなく、現在進行中の研究プロセス
として、その動機や科学的なアプローチ方法を
来場者が研究者と一緒に疑似体験できるよう、
natural…scienceのオフィス（仙台市）を会場に実
施した。これが今年度で10回目を迎えた『学都
「仙台・宮城」サイエンス・デイ』の第一回目に
あたるイベントで、natural…science１団体からの
始まりだった。

■　科学のプロセスの多様性を可視化
　平成20年度からは、科学のプロセスの“多様性”
を場として体現しようと、大学・研究機関、企
業、行政など、セクターの枠を超えた多様な主体
に呼びかけ、会場を東北大学片平さくらホールに
移し、『ナチュラルサイエンスシンポジウム』を
実施した。平成21年度からは現在の『学都「仙
台・宮城」サイエンス・デイ』に名称を変更（図
２、写真４）した。毎年の継続開催により、出展
者数や来場者数は年々増加傾向にある（図３）。
　特に、平成22年度から仙台市教育委員会による
理解と協力のもと、仙台市立学校に通う全小・中

写真３　ナチュラルサイエンスカフェ

写真２　「体験型自然科学の教室」（海の教室）

図２　学都「仙台・宮城」サイエンス・デイのロゴ
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学生（約11万人）にチラシ配布による周知を開始
できたことで、来場者数が飛躍的に増加した（平
成22年度の来場者数は約5,600人）。そして、来
場者数の増加に伴い、同年から会場を東北大学川
内北キャンパスへと移した。さらに平成23年度か
ら、東北大学並びに産業技術総合研究所東北セン
ターからの理解を得て、共催として運営に協力頂
いている。このような地域の協力体制により、サ
イエンスデイ運営に必要不可欠な基盤を構築でき
たことが大きかった。

■　多様な価値を複眼的に評価する試み
　さらに平成23年度から
は、サイエンスデイへの
出展プログラムを対象
に、お互いに表彰し合う
新しい試み『サイエンス
デイAWARD』を開始し
た（図４）。一般的な科
学・技術の評価制度は、
その成果を評価するが、
サイエンスデイAWARD
はその成果に至るまでのプロセスが「知的好奇心
がもたらす心豊かな社会の創造に資する」という
観点、つまり科学や技術の成果だけでなく、科学
的なものの見方や考え方、科学に対する姿勢とい
う観点から、賞創設者それぞれの視点で評価を行
うものである。そもそもよい科学や技術とは何
か。そこには様々な視点がある。そのため、サイ
エンスデイAWARDでは、複眼的な視点から評
価できるよう、個人・団体を問わず、誰でも賞を
新設できることを最大の特徴とし、審査会場をサ
イエンスデイとして一般公開するなど、開かれた
審査を行うこととした。

写真４　学都「仙台・宮城」サイエンス・デイ
　　　　出展プログラムのようす

図３　学都「仙台・宮城」サイエンス￥デイの来場者数・出展者数、並びにサイエンスデイAWARD賞創設者数の推移

図４　サイエンスデイ
　　　AWARDのロゴ
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　初年度から想定以上の合計30賞が創設され、賞
創設者も、学術機関や民間企業などの専門家のみ
ならず小中高生に至るまで多岐にわたり、その後
も賞創設者数が増加している（図３。平成28年度
は合計65賞が創設された）。そして表彰の結果や
理由は、サイエンスデイAWARD表彰式・交流
パーティーによって共有化され、多様な主体間の
相互理解を促進する場としても機能している（写
真５）。

■　東日本大震災とサイエンスデイ
　平成23年度は開催準備中に東日本大震災が発生
した。しかし「こんな時だからこそ仙台・宮城
から元気を発信しよう」と団結し、震災発生わず
か１ヶ月後、都市機能が麻痺する中でサイエンス
デイの開催準備を再開し、津波の被害などが甚大
だった団体を除いて、予定通り７月にサイエンス
デイ及びサイエンスデイAWARDを実施した。
この震災に関連して印象深いエピソードがある。
震災直後に以前のサイエンスデイの来場者から、
「震災発生時、小学生の娘がテレビを見て、『サ
イエンスデイで見た津波と同じだ！』と驚きなが
ら話していた」とメールが届いたのだ。
　実は、平成21年度から東北大学の複数のチーム
が津波や地震などの発生メカニズムを一般向けに
解説するため、サイエンスデイに毎年出展してい
た。特に「過去の津波を知るために：仙台平野の

津波堆積物」では、約千年前に発生した貞観津波
の堆積物の実物（剥ぎ取り標本）を見せながら、
将来起こりうる津波に備えるために、これまでに
起こった津波の規模、発生時期を調べ、そのメカ
ニズムを明らかにする研究を毎年発表していた
（写真６）。他にも防災・減災をミッションに掲
げた技術士たちのグループが、液状化現象などの
災害メカニズムを震災前から毎年展示している。
各団体が最も大切だと思う科学のプロセスを自由
に表現することが、ひいては科学や社会の多様性
を体現することにつながるというのがサイエンス
デイの狙いであるが、それが結果的に、将来起こ
りうる現象を事前に理解することにもつながるこ
とを体感する機会となった。

⑵　学都「仙台・宮城」サイエンスコミュニティ
の設立

　そもそも科学とは、人の知的好奇心と論理的思
考の積重ねから生まれる人の営みである。した
がって、科学は人の社会と切り離され独立に存在
するものではなく、人の所属する社会が、知的好
奇心で心豊かなコミュニティであることなしに、
新しい科学が継続的に生まれることはない。まし
てや、科学技術創造立国日本を実現する科学・技
術イノベーションは起こり得ない。
　一方で科学は、大きくは人類によって積み重ね
られた【叡知】であると同時に、小さくは身近な
社会をより良くする【知恵】の集合である。現代

写真５　サイエンスデイAWARD表彰式。写真は、民間
企業（日本無線）の出展プログラムに対して、
小学５年生の児童が創設した賞を授与するよう
す。なお、この児童は現在、中学生となり、サ
イエンスデイに来場する側から出展する側へと
成長している。

写真６　東日本大震災前にサイエンスデイに出展されて
いた、東北大学による津波や地震に関する出展
「過去の津波を知るために：仙台平野の津波堆
積物」
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社会において、前者については科学の成果として
認識されやすく経済的利益とも直結するため、官
民問わず注力されるところである。しかし反対に
後者についてはその成果が実感しづらいために、
多くの研究者・技術者がその重要性に共感はする
ものの、具体的な実践の道筋まで社会に構築され
てないのが現状だ。
　とはいえ人は誰しも【知恵】をもち、それを活
かしたいと願う存在である。そして、それが目の
前の人に伝わり役立つことができれば、それは大
きな喜びだ。そこで我々は、知的好奇心を駆動力
に、この地において【叡知】を目指して生まれた
知的資源が、同時に【知恵】として地域に還元さ
れることを実感できる循環型システムを「科学・
技術の地産地消」と名付け、その実現に向けて、
これまでの活動をベースに平成25年度、『学都
「仙台・宮城」サイエンスコミュニティ』（提
案機関：宮城県、運営機関：NPO法人natural…
science）をJSTによる支援のもと設立した（図
５）。

■　「科学・技術の地産地消」の「土壌づくり」
と「レストラン」

　本コミュニティの活動は、科学・技術の地産地
消の「土壌づくり」と「レストラン」の両輪から
なる。科学・技術の地産地消の土壌づくりでは、
サイエンスデイを核に、地域の知的資源を可視化
し、各主体間の相互理解を促すとともに、各主体
と市民をつなぐネットワークを形成しながら既存
活動の効果最大化を図ることで、市民が科学に親
しむ文化の醸成を目指す。もうひとつの柱である
科学・技術の地産地消のレストランでは、科学へ
の興味喚起にとどまらず、科学・技術の体系的な
理解と科学的思考力の育成を目的とした科学・技
術教育プログラム（約300コマ）を、地域資源を
活用しながら開発・実施し、科学・技術講座の自
立的運営を行う。本コミュニティには現在、大
学・研究機関、民間企業や教育機関、行政機関、
NPOなど約200団体が参画し、約１万人の市民が
会員登録している（平成29年２月現在）。

図５　学都「仙台・宮城」サイエンスコミュニティの概念図
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■　科学コミュニケーション活動の現実的課題を
サポートする仕組みづくり

　本コミュニティの活動の中でも特に多くの参加
機関から好評を得ている取り組みが、科学イベン
トの募集告知から事前申込、受付処理までの煩雑
な業務を自動化するWebエントリーシステムで
ある。
　本システムは、これまで大学や学会などから非
常に多く相談が寄せられていた「せっかく科学イ
ベントを企画しても、集客に困っている」という
ニーズに応えて開発したもので、年間を通じて開
催される科学イベント情報などを、イベント主催
者が本コミュニティに会員登録した市民（約１万

人／平成29年２月現在）に対して情報発信し、市
民はワンクリックで参加申込できるというもので
ある（図６）。
　サイエンスデイを核に本システムを周知するこ
とで、会員並びにイベント登録数は継続的に増加
しており、地域の科学イベント情報が「自然と」
一元化される仕組みとして機能している（平成28
年度は一年間で約300件の科学イベント情報が登
録された）。この結果、我々の活動も含めて、地
域における科学コミュニケーション活動の効果
的・効率的な広報を実現するとともに、各主体の
イベント集客・申込などに伴う情報管理業務の負
担軽減に大きく貢献している。

図６　情報発信・会員情報管理Webシステム開発・運用による、イベント告知･申込･受付の自動化

■　ネットワーク力を生かした既存活動の可視化
　さらに、科学を切り口に地域資源を可視化し地
域と共有化するための活動として、先述のサイ
エンスデイAWARDのほか、科学コミュニケー
ション活動を取材し記事をWeb公開するという
取り組みや、調査結果を『学都「仙台・宮城」サ
イエンスマップ』（科学イベント編、光編）と
してまとめ、サイエンスデイなどを通じて市民に
広く配布する活動を行っている（図７、８）。
また、本コミュニティのネットワークを生かし
て、外部機関からの要望に応じた連携のコーディ
ネート業務や、科学コミュニケーション活動など

図７　『学都「仙台・宮城」サイエンスマップ』の「科学イ
ベント編」では、年間を通じて開催される科学イベン
ト情報を、サイエンスデイのチラシ裏面を利用して一
元的にまとめ、約23万部を学校配布している。
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■　「科学と社会」をテーマに、ざっくばらんに
議論し合う場づくり

　また、「科学と社会」をテーマに、各界から毎
回多彩なゲスト（科学者、実業家、行政関係者、
作家など）を迎え、宮城の日本酒（未成年はソフ
トドリンク）を交えながら、ざっくばらんに議論
するニュータイプのサイエンスカフェ『「科学と
社会」意見交換・交流会』を平成21年から合計９
回開催している（写真７）。

■　地域ネットワークの拡大
　さらに本コミュニティでは、「科学で地域が見
える」をコンセプトに、宮城県と連携してサイエ
ンスデイを全県で実施するなど（図９）、活動の
輪は年々広まりつつある。その波及効果として、
本コミュニティ参加機関であるソニー株式会社が
中心となり、平成28年度から多賀城市で「サイエ
ンスデイ…in…多賀城」（主催：多賀城市中央公民
館、共催：多賀城工場地帯連絡協議会、監修：
特定非営利活動法人natural…science）が毎年開催
されることとなった（写真８）。natural… science
は、「科学・技術の地産地消モデル」が自律的に
広がるよう今後も後方支援を続けていく。

の企画立案なども行っている。このほか、詳細
については、『学都「仙台・宮城」サイエンス
コミュニティ』のWebサイト（https://science-

図８　『学都「仙台・宮城」サイエンスマップ』の「光編」では、地域における研究や開発などの取り組みを光の波
長を切り口に紹介するマップを作成し、サイエンスデイで来場者に配布した。

写真７　「科学と社会」意見交換・交流会の様子。写真
は、物理オリンピック日本委員会理事長の北原
和夫氏による講演。

図９　地域ネットワークの全県への拡大

community.jp）にて随時、情報発信を行ってい
る。

　「科学と社会」についての捉え方は、立場に
よって異なる。議題は、ゲストが「科学と社会」
をどのように捉えているかからスタートし、その
切り口からゲストと参加者で活発な議論を行う。
多様な立場の方が参加することで、「科学と社
会」の現状を浮き彫りにし、互いの認識や方法論
などを共有化できる場づくりを今後も目指してい
く。
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　今年度はサイエンスデイも10回目を迎え、運
営面では現在の規模になって初の100％自立運営
という節目の年であった。何とか資金的にも開催
に必要な目標額を達成できた背景には、継続開催
により地域恒例イベントとして本活動が定着し、
「地域全体でサイエンスデイを担っていこう」と
いう機運が醸成され、様々な紹介などによる協力
者の新規開拓が進んだことが大きかった。

⑶　次世代を担う科学・技術人材の育成
　　～圧倒的な基礎力と創造力をその手に～
　土壌づくりとの両輪で、科学・技術の地産地消
のレストランでは、科学・技術教育プログラム
『科学・技術講座』の開発・実施を進めてきた
（写真９）。本活動は、平成20年度から意欲高い
学生たちがこれまで学んだ知識を生かし主体的に
講座を開発・実施してきたもので、ものづくりを
通して科学的思考力と創造力を養うことを目指す
ものである。現在も東北大学の工学部や理学部な
どの学部生・院生らが中心となって約…400コマの
講座を開発し、小中高生の受講生たち（約50人）
を対象に受益者負担で提供中である（毎週火～土
曜日に開講中。月４回２時間授業）。科学・技術
教育プログラムの開発・実施を通して、学生らは
これまで学んだ科学や技術の体系を実践的に定着
させることができているようだ。
　また、講座開発・実施を通じて身につけた知識
や技術を活用し、学生個人のアイディアを形にす
る試みも、人材育成の一環として積極的に行って
きた。その結果は、平成27年のMEMS（微小電
気機械システム）を用いたアプリケーションの国
際コンテスト「国際ナノ・マイクロアプリケー
ションコンテスト2015世界大会」での世界１位入
賞をはじめとする、各種大会での受賞やメディア
報道、学会や論文での発表、書籍出版や特許取得
などの社会的成果につながっている（写真10）。

３．残された課題
　　～依然として受け身な意識がそこに～

　これまで述べてきた通り、もともとnatural…
science…は、ブラックボックス化に伴う弊害に対
して、“個人”の内発的動機付けから社会との接点
をつくり、社会的な価値として提供したいとい
う、“個人”の必然性の総和で成り立っており、
それがnatural… science…という場の大前提であっ
た。だからこそ我々natural…science設立メンバー
は、これまでの10年間その目的のために、一日も
欠かさず議論を交わし、“個人”がやりたいことを
“個人”の責任で主体的にゼロから形にしてきた。
それが我々にとって自然な営みであり、あくまで
その結果として、前述の実績として形になったと

写真８　平成28年度に実施された「サイエンスデイ in 
多賀城」のようす。多賀城市中央公民館が主催
し、共催の多賀城工場地帯連絡協議会に所属す
る５企業が、「科学のプロセスを子どもから
大人まで体験できる」プログラムを出展し、
natural scienceは監修として携わった。

写真10　「国際ナノ・マイクロアプリケーション国際コ
ンテスト世界大会」世界１位入賞
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認識している。
　ところが、目に見える成果が積み重なるほど、
反対に、「natural… science…にいれば、自分は変
われるかもしれない」と受け身で運営に関わる学
生が増えつつあり、その意識改革に全エネルギー
を費やさざるを得ないのが現状である。そもそも
のnatural…scienceの大前提が崩れている現状をど
のように認識し、どのような方向で今後進むかが
今まさに問われている。

４．未来への期待
　　～今後の取り組み方のあり方～

　一方で我々が最近の学生に対して感じたよう
な、受け身の意識に対する問題意識は、どの組織
においても深い悩みとなっていることが対話を通
じてわかってきた。さらに、その問題の根を探る
と、その組織に所属する以前の【教育】の問題に
行き当たるため、【教育】から何とか変えなけれ
ば本質的には問題が解決しないという“個人”の問
題意識が、我々の問題意識と共鳴し、それが連携

の主体的動機付けとなっている実態がわかってき
た。
　【教育】は、誰もが必ず一度は受けた側であ
り、かつ現在の立場でも、後進育成の観点から必
須であるからこそ、すべての人にとって他人事で
はなく自分の問題である。我々自身も、前述のよ
うな【教育】に対する問題意識が活動の原点と
なっているが、実は、その問題意識を多くの人と
共有できること自体が、ブラックボックス化の弊
害に立ち向かう上で大きなポテンシャルになるの
ではないかという手応えを感じている。それを科
学という領域で行う時の意思疎通のツールは、ま
さに「科学コミュニケーション」であり、我々は
この認識のもと、これからも「科学・技術の地産
地消」を推進していく。

写真９　「科学・技術講座」実施のようす
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地域におけるネットワーク構築を目指した取り組み
静岡科学館る・く・る
長　澤　友　香
代　島　慶　一

概要

　全国各地で大規模なサイエンスフェスティバル
が独自に運営されている。我々「静岡科学館る・
く・る」では、平成22年度よりブース出展型のイ
ベント「サイエンスピクニック」を開催してい
る。このイベントを通して市民に広く科学への興
味・関心をもってもらうだけでなく、出展者相互
のネットワークの構築を目指している。平成22年
度には出展者数が24ブースであったものが、本平
成28年度２月に開催のサイエンスピクニックでは
44ブースとなり、参加団体相互のネットワークも
徐々に形成されている。
　しかし、こうしたノウハウや経験、成果を共有
し、今後の科学技術コミュニケーション活動の幅
を広げる機会は必ずしも多くない。そこで、「サ
イエンスアゴラ2016」（JST主催の化学フォーラ
ム）において対話集会を企画した。国内外におけ
るサイエンスフェスティバルの８事例を紹介し、
「地域における持続的な活動の広がり・つながる
仕組み」をテーマに意見交換を行った。

　以下、発表された国内サイエンスフェスティバ
ルの概要

■　はこだて国際科学祭
　平成21年度から実施され、本年度で８回目とな
る科学祭である。毎年８月最終日曜日までの９
日間をメインとし、プレ期間を含み１か月ほど実
施。期間中の入場者数はのべ約13,000人となって
いる。「環境」「食」「健康」の３テーマを毎年
年替わりで設定しており、身近にある科学の楽し
さを市民に紹介している。主催組織である「サイ
エンスサポート函館」は、行政・大学等高等教育
機関の連携組織であり、その呼びかけで様々な出
展者が参画し、その数は93団体となっている。
「科学をまちに出す」「みんなで話をする」「函
館から世界を変える」の３つの活動指針を掲げて
科学祭を展開している。

（はこだて未来大学　金森　晶作）

■　学都『仙台宮城』サイエンス・デイ
　「科学の“プロセス”を子どもからおとなまで五
感で体験できる日」をコンセプトに毎年７月に１
日開催されている。100を超える大学・研究機関
や企業・教育機関等が、対話型・体験型のプログ
ラムを東北大学を会場に一斉に実施している。平
成19年より開催され、年々来場者数は増えてお
り、10周年となった本年度は約１万人の市民が参
加した。「科学のプロセスを五感で感じる・科学
で地域が見える」をアプローチとし、以下６つの
フェーズで活動を捉えて段階的な効果を期待して
いる。
フェーズ①　「科学の“プロセス”を体験」
フェーズ②　「研究者や技術者等現場の人との対話」
フェーズ③　年間を通じた科学イベントへの参加
フェーズ④　生活の中で関連事項の遭遇

サイエンスピクニック2017
しずおか科学コミュニケーター倶楽部
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フェーズ⑤　お互いに応援しあうコミュニティに
フェーズ⑥　「科学・技術の地産地消」の土壌づくり
　サイエンスデイを核に科学と市民をつなぐ１万
人規模のサイエンスコミュニティが形成された。
これからも知的好奇心がもたらす心豊かな社会の
創造にむけて活動をしていきたい。
（NPO法人natural…science　理事　大草　芳江）

■　千葉市科学フェスタ
　「科学都市ちば」の実現に向けて、日常生活の
中で科学技術を身近に感じることができる総合
的な科学・技術の祭典である。今年度で６回目を
迎えた。参加者数は年々増加しており、今年度は
39団体による56イベントが出展され、２日間で
20,918人の来場者数があった。「千葉市科学フェ
スタ」の特色としてあげられるのは組織の構造で
ある。千葉市教育委員会の運営、千葉市経済農
政局産業支援課、千葉市科学館の職員で事務局を
構成し、有識者による実行委員会を持っている。
持続発展的なものとするために、実行委員および
事務局員がそれぞれ産業部会・教育部会・ＳＣ部

会を分担し協働している。また出展者の意識向上
のためにグランプリを選出し表彰している。今後
「科学が文化になる＝科学都市ちば」を目指すた
めに科学を町に出す活動にも積極的に取り組んで
いく。　　　　　（千葉市科学館　森井映美子）

■　東京国際科学フェスティバル
　東京・三鷹で平成21年度に始まった科学フェス
ティバルであり、今年で８回目の開催となる。今
年度は28団体より52企画が出展され、のべ約１万
人の来場者があった。国立天文台科学形成ユニッ
トと三鷹市の連携事業として始まったが、今年度
から完全な市民主体の実行委員会形式に体制を刷
新した。首都圏一円で開催される大小の科学イベ
ント同士で地域の枠を超えてつながり、応援し合
う文化の創生を目指している。首都圏各地の地域
住民を主な対象とした小さなイベントと交通の便
の良い地区にある中規模～大規模のイベント、そ
れぞれ多様な企画に同じ看板を掲げることで、企
画主催者同士がつながり、地域間および人的、知
的、方法論的な交流の促進を図っている。

サイエンスピクニック2017　森林インストラクターしずおか
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　　　（東京国際科学フェスティバル
実行委員長　横山　雅俊）

■　サイエンスピクニック
　科学を楽しみ、科学普及に取り組む市民グルー
プ・科学コミュニケーターの存在やその活動を一
般市民に広く紹介し、互いの交流を深めることを
目的に、JST先進的科学館連携推進事業の一環と
して平成22年度に始まり、本年度は平成29年２月
４～５日に開催を予定している。参加者は年々増
加しており、昨年度は２日間でのべ6,867人の来
場者があった。特色としては出展者同士のネット
ワーク構築を目的に出展者交流内覧会を設定して
いること、次世代を担う中学生・高校生・大学生
の出展が増えていること、行政（静岡市）と連携
して「静岡市生物多様性シンポジウム」と共同開
催していることがあげられる。今後も地域におい
て持続的に継続し、地域の交流の場、課題解決に
向けて考える場として発展させていきたい。

（静岡科学館る・く・る　代島　慶一）

■　あいちサイエンスフェスティバル
　この地域にサイエンスやものづくりを気軽に楽
しむ文化を育むため、人々の交流と対話の場を
つくりだすことを目的に、JST科学技術コミュニ
ケーション推進事業「ネットワーク形成地域型」
の支援を受け平成23年度から始まり６回目を迎え
た。特に平成27年度より主に子ども向けの「夏休
みあいちサイエンスフェスティバル」開始により
参加者数が急増し、平成27年秋には261,878人と
なった。主催である「あいちサイエンス・コミュ
ニケーション・ネットワーク」には、大学・科学
館・博物館・研究機関等26機関が参加し、イベン
ト企画運営・広報・全体運営等にあたっている。
現在は名古屋大学予算でネットワークを運営、名
古屋大学学術研究・産学官連携推進本部に事務局
を置き活動している。
（名古屋大学　学術研究・産学官連携推進本部

　成　玖美）
■　長州科楽維新プロジェクト
　「山口県内で科学を楽しむ新しい仕組みづく

り」を目指して、山口県内の産学官民が連携して
科学教育ネットワークを形成し、次世代の理系人
材の育成を行う目的のもとに開催されている。平
成16年頃、山口県産学公イノベーション推進会議
で、理系離れを食い止め人材確保が必要である
という話題が出たことがきっかけで、平成19年
度よりスタートした。主要な事業は「科楽騎兵隊
事業」「科楽少年隊事業」「合同イベント事業」
「教材開発事業」「情報発信事業」「ネットワー
ク構築事業」からなる。産学公民142機関からな
る「科楽ネットワーク」を構築、８年間で857イ
ベントを実施、63万３千人が参加した。
（山口大学国際総合科学部　教授　崎山　智司）

１．活動の背景
　　～私たちの時代認識と問題意識～

　1990年代前半、若者の「科学技術離れ」が深刻
な社会問題として取り上げられた。この対策の
一助として全国各地で次々に「青少年のための科
学の祭典」が開催されるようになり、「サイエン
スフェスティバル」の地域開催の機運が高まって
いった。こうした地域の動きを受けて、第２期
科学技術基本計画において「科学技術コミュニ
ケーション」の必要性が謳われ、科学技術コミュ
ニケーター（サイエンスコミュニケーター）の育
成のための講座等も、大学や博物館等において始
まった。
　当館においても「科学コミュニケーター育成講
座」を立ち上げ、人材育成に取り組み始めた。し
かしながら、育成された人材一人一人で開拓でき
る活動の場は限られており、社会において幅広く
活動するためには、地域で活動する科学コミュニ
ケーターの実践発表の場・情報交換の場が必要で
あった。このような背景の中で、科学普及に取り
組む科学コミュニケーターの活動を一般市民に広
く紹介する「サイエンスピクニック」が実施され
ることになった。
　第１回のサイエンスピクニック実施前日に発生
した東日本大震災は、我々の役割を改めて実感さ
せた。社会における科学技術の信頼性が大きく揺
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らぐ中、国民の理解と信頼を回復し、サイエンス
コミュニケーションに係る支持を得るには、様々
なリスクも含めた科学技術にまつわる地域・社会
の課題について、実効的な解決策や新たな視点の
創出につながる活動を行うことが急務であった。
そのためにより多様な分野・セクターのコミュニ
ケーションとネットワークづくりが必要だった。
そこで、「サイエンスピクニック」の方向性を検
討する中、より多様なステークホルダーとの関係
を維持していきたいと考え、静岡市と「生物多様
性シンポジウム」を共同開催、また国立科学博物
館と「教員のための博物館の日in静岡」を共同開
催する等、出展者の多様化に努めている。
　全国各地の活動の主体がつながり、科学技術が
文化として醸成される社会形成を目指して取り組
みを広げていきたいと考えている。

２．現状分析
　　～活動成果と残された課題～

■　地域主体の強固な活動体制づくりに向けて
　全国各地域のサイエンスフェスティバルの運営
形態は多様ではあるが、それぞれの地域の実情に
合わせた体制は整いつつある。数年間続けること
で蓄積された運営ノウハウ、リーダーシップをと
り組織を動かす人的資産がそれぞれの地域に根付
きつつある。一方で、今後持続的な活動の広がり
を全国に創出するためには、以下のような課題を
抱えている。

⑴　ステークホルダーの拡大
　企業・行政・メデｨア・NPO・学校教育団体・
学協会・研究機関・博物館等、多様な活動の主体
と、より強固なネットワークを形成する必要が
ある。地域により個々特色ある連携を構築してい
るが、社会的に機能していくためには偏りがある
ことが多い。特に持続的な科学技術コミュニケー
ション活動を展開するためには、資金面の確保も
含めた企業との連携は必須である。最先端の科学
技術研究を有する企業との連携により、活動に深
まりを期待することもできる。

⑵　人材育成
　地域において先導的なリーダーシップをとる人
材のみならず、理念に共感し、科学技術コミュニ
ケーション活動を企画運営する側に立って協力し
合える複数の人材を育成する必要がある。そのた
めには各地において、科学技術コミュニケーター
として機能する人材の育成を計画的かつ積極的
に図る必要がある。現在、科学技術コミュニケー
ター育成講座として地域に根差した人材育成に取
り組んでいる大学・博物館・科学館等を抱える地
域には偏りがあり、より全国的な展開としての人
材育成の取り組みが必要である。

⑶　多様な広報手段の活用
　科学技術に興味を持つ世代には偏りがあり、ま
だまだ若者の科学離れも解決には至っていない。
持続的な活動を目指すためにも、若い世代を巻き
込んだSNS等の多様な広報手段の活用が必要であ
る。

３．未来への期待
　　～今後の取り組み方のあり方～

　各地域におけるサイエンスフェスティバルの活
動を持続的かつ広範囲にわたって全国的に展開す
るためには、以下のような展望を持つことが必要
である。

⑴　活動者の確保
　各地域において活動を支える人材の確保のため
に、あらゆる機会を捉えて科学技術を伝える人材
の育成を目指す。特に高校生や大学生など将来的
な担い手となりうる世代に科学技術への興味・関
心を持ち活動に参画してもらえるように促すこと
が必要である。そのためには、学校教育や大学な
どのセクターとの連携を強固なものにしていきた
い。

⑵　資金の確保
　活動を継続するための資金の確保は非常に重要
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な要素である。企業との連携を一層強固なものに
しつつ、クラウドファンディング等の積極的な方
策も新たに開拓することで、活動の広がりを創出
し、新たな社会的可能性を模索していく。一方で
行政との連携により、地方自治体レベルで安定か
つ継続的な予算を確保し、その地域での活動の定
着を目指す努力も必要である。他に依存しない自
立的な必要最低限の予算の確保は必須である。

⑶　社会的な課題解決に向けた市民の意識の向上
　地域において取り組みを活性化させていくため
には、解決したい課題を常に明確にしつつ、そ
の課題解決に向けた取り組みとしていく必要があ
る。科学技術コミュニケーションに携わる市民が
地域社会の課題と常に向き合い、その課題の解決
のために行動する生活習慣を醸成することによ
り、科学技術コミュニケーションが地域に根差し
たものとなり、持続的な活動の広がりを創出する
ことが可能になる。

⑷　ネットワークの維持
　各地域における取り組みをこうしたネットワー
ク組織を活用し情報交換することで、互いの成果
を共有・活用し合うことができる。人材の交流や
互いの活動の交流を通して、構築したネットワー
クを未来に向けて維持していこうとする努力が
必要になる。以上のような展望を持ち、本年度実
施した「サイエンスフェスティバルの担い手たち
をつなぐ対話集会」のような、各地のサイエンス
フェスティバルのノウハウを共有できる取り組み
を今後も継続していくことで、構築したネット
ワークを、より強固なものとして全国に定着させ
ていきたい。
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名古屋大学　学術研究・産学官連携推進本部

あいちサイエンス・コミュニケーション・ネットワーク
名古屋大学　学術研究・産学官連携推進本部　成　　　玖　美

副総長／学術研究・産学官連携推進本部長　財　満　鎭　明

概要

　平成23年度より、愛知県を中心に、科学コミュ
ニケーションを行う大学や社会教育施設等が連
携するネットワークを構築。名古屋大学に事務局
を置き、サイエンスイベント情報を集約・発信す
るウェブサイトを運営し、地域科学祭「あいちサ
イエンスフェスティバル」を開催している。平成
28年12月現在、ネットワーク参加は26機関にのぼ
る。
　あいちサイエンスフェスティバルは、この地域
にサイエンスやものづくりを気軽に楽しむ文化
を育むため、人々の交流と対話の場をつくりだす
ことを目的としている。平成23年度から秋の「あ

いちサイエンスフェスティバル」を開催し、平成
27年度からは「夏休みあいちサイエンスフェス
ティバル」の開催も始めた。期間はそれぞれ数週
間で、ネットワーク機関の主催イベント等（登録
制）と、名古屋大学事務局主催イベントから構成
される。

１．活動の背景
　　～私たちの時代認識と問題意識～

育施設や大学等への呼びかけで発足した。それよ
り２年前の平成21年、名古屋大学は外部資金を得
て「サイエンス・コミュニケーター育成事業（以
下、育成事業）」を開始している。育成事業は３

あいちサイエンスフェスティバル2016オープニングイベント
ICT研究開発者と福祉現場職員等とのギャップを認識し、課題を共有するシンポジウムと展示交流をおこなった。
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年間の助成期間をもって終了したが、あいちサイ
エンス・コミュニケーション・ネットワークはこ
の育成事業から発展的に生み出されたと言ってよ
い。
　育成事業には、３つの背景があった。第１は、
いわゆる「ポスドク問題」であり、育成事業は
ポスドクの新たな就職ルート開拓としての狙いを
持っていた。第２に、平成22年に政府から発表さ
れた「「国民との科学・技術対話」の推進につい
て」（公的研究費を受けた研究者が「国民との科
学・技術対話」を行うよう、組織的な取組を求め
るもの）への対応を、大学として予め準備してお
く狙いがあった。第３に、平成17年からの５年
間、旧科学技術振興調整費によって複数の大学が
科学コミュニケーターを養成しており、それらを
先行事例とした事業計画が立てやすい状況であっ
た。
　このように、大学を取り巻く厳しい環境への対
応として考案された育成事業であったが、十数
名の科学コミュニケーターを育てると同時に、コ
ミュニケーターの研修先として協力いただいた地
域の科学館等との縁が深まるという副産物を得
た。この後者の縁をさらに強化し、地域の科学コ
ミュニケーションの輪を広げることを目的とし
て、あいちサイエンス・コミュニケーション・
ネットワークが誕生したのである。

2．現状分析
　　～活動成果と残された課題～

　あいちサイエンス・コミュニケーション・ネッ
トワークでは、「あいちサイエンスフェスティバ
ル」という枠組みの中に、地域のサイエンスイベ
ント情報を集約し、一括して広報することで、よ
り市民が科学にアクセスしやすい仕掛けをつくっ
ている。平成28年の「夏休みあいちサイエンス
フェスティバル」及び「あいちサイエンスフェス
ティバル」の開催概要と結果は、表１の通りで
ある。どちらも、講演会やサイエンスカフェ、
実験・工作教室、企画展など、多彩な手法のイベ
ントが、愛知県全域および岐阜・三重県の一部で
連日開催された（写真１）。「あいちサイエンス
フェスティバル2016」の参加者数が落ち込んだの
は、昨年と比べ、長期開催の企画展の登録が少な
かったためである。

恒例企画の「ASF（あいちサイエンスフェスティバル）
サイエンストーク」

まちなかのカフェ等を会場に、ゲストと市民の対話型サ
イエンスイベントを、平日の夜に開催している。

夏休みあいちサイエンスフェスティバル2016 あいちサイエンスフェスティバル2016
日程 平成28年７月23日㈯～８月31日㈬ 平成28年９月24日㈯～11月３日(祝)
対象 主に子ども 子ども～一般

特集
①宇宙と星に触れる、夏休み！
②化石大好き！古代の生物をみにいこう！

①未来を拓くモノづくり2016
②やっぱり大好き！宇宙の謎を探る！

イベント数 69 94
企画団体数 20 26
参加者数 249,060人（2015年度：183,525人） 84,964人（2015年度：261,878人）

表１　平成28年度開催概要と結果
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　科学やものづくりのおもしろさを伝え、最先端
研究を知ってもらう、という面では、あいちサ
イエンスフェスティバルは一定の成果を挙げてい
る。しかし、科学コミュニケーションの目的が、
社会的課題の解決に向けた「共創」へと拡大して
いる中で、その時流に乗れているとは言えない。
特に社会教育施設（科学館、博物館、動植物園、
図書館等）にとっては、機関としての主なミッ
ションが科学の普及や人材育成にあり、「共創」
の場づくりという課題設定はハードルが高いよ
うである。大学も、研究内容を市民に理解しても
らう場としての活用が多く、参加する科学好きの
市民のニーズもそこにある。総花的なサイエンス
イベントの集合体というフェスティバルの現状を
超えることができるかは、今後の大きな課題であ
る。

３．未来への期待
　　～今後の取り組み方のあり方～

　あいちサイエンス・コミュニケーション・ネッ
トワークは、育成事業の「萌芽期」、JSTから支
援を受けた「制度化期」（2011~2013）、独自予
算で運営を始めた「安定期」（2014~2016）を経
て、参加機関や参加者数の拡大を実現してきた。
しかし、大学を取り巻く環境はますます厳しく、
大学経営にとっての事業の意義が問われ、科学コ
ミュニケーションの社会的役割も変容する中、あ
いちサイエンス・コミュニケーション・ネット
ワークの在り方も問われる段階にきている。それ
故、これからの数年間は、あいちサイエンス・コ
ミュニケーション・ネットワークにとって「変革
期」を迎えるかもしれない。その際、重要な視
点として現在検討しているのは、以下の２点であ
る。
　第１に、ものづくり産業の集積地である愛知県
の特色を、より鮮明に打ち出すという方向性であ
る。ものづくり企業との連携を強めて資金面で協
力関係を築き、運営体制を補強すると同時に、コ
ンテンツ力も強化して、ものづくりの基礎となる
科学研究も含めた、愛知県ならではのサイエンス

フェスティバルを企画したい。
　第２に、科学／ものづくりと、まちづくりとを
コラボレーションさせるような枠組みを考えた
い。自治体はもちろんのこと、まちづくり関連の
活動を展開しているアート系の組織やサービス業
者等との連携を模索し、科学好き以外の市民にも
アピール力のあるイベントへと発展させたい。
　こうした新たな方向性を、あいちサイエンス・
コミュニケーション・ネットワーク参加機関の
皆さんとの合意を得ながら拓いていくことが、名
古屋大学、ひいてはこの地域の科学コミュニケー
ション文化の発展を導くのではないかと考える。
大きな課題ではあるが、日本そして海外のサイエ
ンスフェスティバルの様々な事例を参考としなが
ら、進んでいきたい。
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長州科楽維新プロジェクト
山口大学国際総合科学部

教授　崎　山　智　司

概要

　「長州科楽維新プロジェクト」は、県内の小中
学生に科学技術の楽しみを伝え、明日の科学技
術立国日本を担う人材を育成することを目的とし
ている。その特長は、産学公民が連携してネット
ワークを構築し（「長州科楽ネットワーク」）、
科学技術に関してこれまでにない新しい教育
（「科楽教育」）を協働して実施するところにあ
る。具体的には、下記の６事業によりそれを実現
している。
・科楽奇兵隊による出前実験事業

・参加機関が協働する大規模合同イベント事業
・楽しく学べる教材開発事業
・科楽塾長・師範養成講座事業
・能力を伸ばす科楽少年隊事業
・関連機関の連携を推進する長州科楽ネットワー

ク事業

１．活動の背景
　　～私たちの時代認識と問題意識～

　山口県は、意外かもしれないが、一人当たりの
工業出荷高がほぼ毎年全国一位の工業立県であ

ものづくりの楽しさを知ってもらうために、子供たちと一緒にペットボトルで創る世界一高い彫刻に挑戦。
見事記録達成（記録11.4m）。
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り、また、産学官の連携が強い地域でもある。す
でに平成14年には山口県産学公イノベーション推
進委員会という産学公の代表者が集まる会議が開
催され、山口県の活性化に向けた議論がなされ
ていた。その中で産業界から「小中学生の理系
離れ・少子化が進み優秀な理系人材確保が難しく
なることが心配である」という工業立県ならでは
の意見が出され、高等教育機関による対応が期待
された。筆者もこの会議のメンバーであり、工学
部附属ものづくり創成センターの併任をきっかけ
に、この産業界会から与えられた課題に対処すべ
く、小中学生を対象とした次世代理系人材育成プ
ロジェクト「長州科楽維新プロジェクト」を関係
者と立ち上げた。
　このような経緯からプロジェクトの目標は明確
であり、我々は以下の２点を掲げた。どんな子ど
もに育ってほしいかと、そのために大人はどうし
なければならないかである。
　①幅広い知識とその活用能力を備え、感性豊か

な「かしこい」人材の育成
　②それを持続発展可能とさせる環境の構築
　①については、TVゲームやPCで育った世代
は、応用力が乏しくマニュアル的な行動をとりが
ちだというのが企業のもつ意見で、グローバル化
する競争社会で生き残っていくためには、何事に
も興味を持ち自分で考えて動ける「かしこい」
人材を質・量共に確保したいとの要望から来てい
る。また②については、教育とは継続してはじめ
て成果がでる事業であり、継続できなければそれ
は一時的なお遊びでしかないとの認識から来てい
る。特に我々は、世間から理系人材育成の強い要
請があるにもかかわらず、継続教育のための環境
が整備されていないことが喫緊の課題であり、こ
の環境整備が本プロジェクトの最大の使命と考え
ている。
　以上のような目標に対して、我々は産学公民連
携が有力な解決手段と考え、産学公民間の人的・
経済的ネットワークの組織的な形成に取り組むと
同時に、産学公民の多様な考え方やスキルを持っ
た人々が協働して取り組む、これまでの学校教育
とは異なる新しい視点からの「科楽教育」を目指

した。

２．現状分析
　　～活動成果と残された課題～

　立ち上げから今年で10年を迎え、参加機関
142、年間イベント数約150、年間観客動員数約15
万人の長州科楽ネットワークを形成することがで
きた。また、企業からの支援を主体とし、子供た
ちから参加費を徴収することなく事業を持続発展
してゆける経済的基盤も整備することができ、と
りあえず最低限ではあるがひとつの産学公民連携
型科楽教育の持続可能モデルを確立できたと思っ
ている。今後の課題は、「かしこい」人材を如何
に持続的に育成し、地元に就職してもらうかで
ある。
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概要

　東北大学災害科学国際研究所（IRIDeS）社会
連携オフィス・広報室は、平成28年度、「研究者
とジャーナリストが相互理解を深めつつ、連携し
て東日本大震災の教訓を他地域・次世代への継承
を目指すプロジェクト」を開始した。
　学術は専門性、メディアは発信力とそれぞれの
特色があり、一方で、互いに継続性、影響力、
教育・啓発力という共通項もある。両者の特性を
生かして連携すれば、学術が担っている防災・減
災に関する研究知見は、メディアを通して学術界
の壁を越え、社会へ伝わりやすくなる可能性があ
る。しかし現状では、学術とメディアは「近くて
遠い隣人」といった存在である。しばしば学術側
には、意図しない報道をされるのではという警戒
感があり、メディア側は、研究者は発信に不熱心
であり、専門用語も難解だと捉えがちである。両
者の連携に先立ち、まずは相互理解を深めるた
め、「メディア懇話会」「みやぎ防災・減災円卓
会議　学術―メディア連携分科会」という、２本
立ての活動を始めた。学術側のメディアへの認識
が深まり、学術―メディア間のネットワークが形
成されるなど、一定の成果が見られている。

１．活動の背景
　　～私たちの時代認識と問題意識～

　東日本大震災は、学術界を揺るがした災害で
あった。科学知見の社会発信の遅れ・不足・矛盾
が、市民の研究者への信頼感を低下させ、また、
すでに判明していた災害知見の社会との共有が不
十分であったことが、被害を拡大させた可能性が
あると指摘されている。災害に関する研究知見
は、市民の生命・財産に直結するため、特に社会
と円滑に共有される必要がある。しかし、研究者
の多くは市民とのコミュニケーションの専門家で
はなく、効果的な社会発信は学術界単体では難し
い。その問題意識のもと、情報発信を専門とする
メディアと学術の連携を追求し、効果的な防災知
見の社会発信を目指すこととした。

みやぎ防災・減災円卓会議の活動
（研究者による新聞社見学会）

メディア懇話会

学術－メディア連携を軸とした
東日本大震災に関する教訓の他地域・次世代への継承

東北大学災害科学国際研究所
教授　小　野　裕　一

特任助教　中　鉢　奈津子
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東北大学災害科学国際研究所

２．現状分析
　　～活動成果と残された課題～

　「メディア懇話会」として、東北大学に毎回異
なるメディアからゲストを招いて少人数で密な意
見交換を行い、研究者の情報発信にあたっての意
識改革につなげている。また、産・官・学・民が
連携して防災に取り組む場として、平成27年度に
「みやぎ防災・減災円卓会議」が発足したが、平
成28年度より、この「円卓会議」の中で「学術―
メディア連携分科会」を立ち上げた。研究者によ
る新聞見学会（同年７月）や、被災地・気仙沼に
おける「学術―メディア連携合宿」（同年10月）
など、互いの理解を深めるための活動を実施して
いる。
　海外との連携では、ハワイ大学で平成28年９月
に開催された「世界津波の日」プレイベントにお
いて、学術－メディア連携に関するセッションを
行い、東北・ハワイの学術・メディア関係者が、
防災にあたっての連携について議論し、問題を共
有することができた。

　これら活動により、研究者側のメディア理解が
進み、「メディア」と一括りにした曖昧なイメー
ジから、各媒体の特性について認識が深まり、円
滑な連携へとつながっている。また、メディアと
協働した活動は、メディアによって積極的に記事
化・テレビ番組化され、プロジェクト自体の社会
発信も進んでいる。
　このように学術とメディアが連携する糸口が見
いだせた一方、今後さらに、学術とメディアの相
互理解を深めつつ、両者がともに被災地東北の現
状の課題に向き合うことで、その解決に向けて協
働する必要がある。特に、東日本大震災発生から
５年を超え、急速に震災記憶の風化が進む現在、
学術とメディアで共に「災害記憶の継承」という
難しい問題に取り組みたいと考えている。

３．未来への期待

　東北大学災害科学国際研究所は、東日本大震災
の教訓を他地域・次世代へ継承することを目指し
ているが、教訓を伝える「他地域」・「次世代」

学術―メディア連携セッション
（ハワイ「世界津波の日」プレイベント）
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学術―メディア連携　気仙沼合宿
（被災地巡検）

について、以下のとおり、ターゲットをより明
確にした活動を進めたいと考えている。

⑴　震災の教訓を伝える「他地域」について
　特に「高知」・「海外」との連携を強めた
い。高知は、近い将来、南海トラフ地震により
大きな津波被害を受ける可能性があると指摘さ
れていることから、高知の学術・メディアと連
携し、東日本大震災の教訓を伝え、高知の取り
組みからも学ぶ、双方向のコミュニケーショ
ンを図りたい。また、平成29年11月に国際会
議「世界防災フォーラム／防災ダボス会議＠仙
台」が開催予定である。そこでも、国内メディ
アと連携し、東日本大震災の経験を海外に発信
していきたい。

⑵　震災の教訓を伝える「次世代」について
　「若手研究者・ジャーナリスト」をターゲッ
トに、第2回学術―メディア被災地合宿を開催す
る。平成28年度に被災地・気仙沼で開催した第1
回合宿では、メディア側から地方紙・地方TVの
若手ジャーナリストを中心とした参加があり、

合宿後、各紙面上において、多くの記事や論説
が掲載された。また、参加した記者自身が被災
地や今後の防災について真剣に考える場になっ
たと、多くの好意的な感想が寄せられた。被災
地でこのような合宿を開催することで、学術―
メディア連携を深めつつ災害記憶を若い世代に
つなぐことができた。このような手段の価値が
示されたことから、今後、学術―メディア連携
被災地合宿の恒例行事化も検討している。
　次に、「若年層」、特に小学生を対象にした
いと考えている。防災の鍵は次世代である。今
後、子どもを主たる読者とする学生新聞等と連
携する企画を検討している。

⑶　「災害記憶の継承」の先にできること
　今後、「災害記憶の継承」だけでなく、「有
事の際、自分で判断し、主体的に行動できる市
民を育成するには」など、学術―メディア連携
でこそ取り組むことが必要な具体的なテーマで
協働していく予定である。東北被災地の地元メ
ディアとの連携は一層強化していく。
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大阪市立大学都市防災教育研究センター（CERD）

本活動の概要

　大阪市立大学都市防災教育研究センター
（CERD）が中心となって、地域に密着した他の
公立大学防災センターと連携し、地域の自助共助
の防災教育の仕組みとなる地区防災教室ネット
ワークを構築する活動を展開している。具体的に
は、災害時の避難遅れ、避難路選択ミスなどの解
消につながるアクティブラーニング型防災教育の
社会実験を展開し、その普及のための体制整備を
進める。この活動は、災害リスクの異なる地区ご
とにコミュニティ防災協議会を組織し、小中学校
の空き教室を活用した地区防災教室を拠点に、子
ども、障がい者、高齢者などの災害弱者を含む住
民と、防災リーダー、消防士、医師、福祉士、教
師、学生が協働して、生活現場で能動的に取り組
む防災対応訓練プログラムの社会実験を実施する
ことに特徴がある。

１．活動の背景
　　～私たちの時代認識と問題意識～

　東日本大震災は、被災地域から離れた関西にお
いても、改めて防災体制の見直しの必要性を認識
させた。その一例が、自助共助を前提とする地区
防災計画ガイドラインの制定である（平成26年内
閣府策定）。広域複合災害時の情報遅延や混乱、
避難遅れ、避難経路選択ミス、弱者被災など、地
区防災上の様々な課題の解消には、住民が自ら、
互いに助け合う確かな防災力の向上コミュニティ
防災の仕組みが必要とされる。しかし、従来の防
災は行政主導の画一的なガイドラインに基づき、
防災教育も地区の特性に基づいたきめ細やかなも
のではなく、実際の教育や訓練の場も、緊張感の
ないものとなっていた。結果的に参加者の主体性
は失われ、自分自身や身のまわりの問題の気づき
や改善に全くつながらないものであった。

図１　地区防災教室ネットワーク　概念図

公立大学防災センター連携による
地区防災教室ネットワークの構築

大阪市立大学都市防災教育研究センター（CERD）
所長　森　　　一　彦
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　そこで、地区の災害リスクを科学的に評価し、
その災害リスク特性を踏まえて住民自らが能動的
な防災訓練を行い、その結果を評価・改善するこ
とで、確かな防災力を養う一連のプロセスを構築
するため、防災についての学術的知見を持ち、か
つ地域に密着する公立大学防災センターが寄与す
る必要があると考えた。

⑴　アクティブラーニング型の災害対応訓練
　地区ごとの災害リスクを住民自身で点検する、ア
クティブラーニング型の災害対応訓練「すごい災
害訓練DECO（Disaster…Evacuation…Coaching）※」
は、その一例である。その特徴を挙げる。

※すごい災害訓練DECO：地域の想定される震災の規

模・内容を知る、サバイバルスキルを学ぶ、基礎的な

ファーストエイドや医療サポーターとしてのスキルを

学ぶ、地域コミュニティを知る、災害時のリーダー

シップやチーム構築について学ぶ、ICTスキルを高める

取組。構成団体は、平成29年２月現在、一般社団法人

フューチャー・ラボ、一般社団法人日本登山医学会、

公益社団法人日本山岳ガイド協会･登山教室Timtam、

東京大学新領域創成科学研究科柴崎研究室、特定非営

利団体法人 伊能社中、世界防災減災ハッカソン Race 

for Resilience すごい避難訓練･すごろくチーム、マッ

プコンシェルジュ株式会社、Code for Japan、リスク

ウォッチ、amadana、大阪市立大学都市防災教育研究

センター[CERD]、特定非営利活動法人クライシスマッ

パーズ・ジャパン（申請中）。

①　火災、浸水、道路や橋梁の閉鎖など、各地域
の災害リスク特性を組み込んだ災害対応訓練
を実施し、その成果を地域コミュニティを含
めた参加機関で共有する。

②　地域コミュニティのつながりを回復させるた
め、小・中・高・大学生、高齢者や障がい者
などでチームを構成し、地域の防災に関する
課題を解決するプログラムを実施する。

③　災害対応力を育成するため、避難訓練中、地
域の災害リスク特性に基づいた情報を配信し
たり、怪我などを装った人を配置して、適切

な手段をチーム内で議論する状況をつくる。
④　避難訓練後は、訓練中に記録した動画やGPS

ログを活用し、訓練者の災害対応の適切さを
専門家が評価する。また、コミュニティから
の参加者を交えたアイディアソンにより課題
や解決方法などを検討し、次の訓練に取り込
む。

⑤　本企画を通じて作成した授業コンテンツや訓
練成果をまとめ、大阪市立大学の都市防災教
育研究センターで運営するeラーニングサイ
トに集約し、地域や一般に向け公開する。

⑵　地域間で相互交流・評価改善するネットワー
クの構築

　また、従来の行政主導のトップダウン型の防災
体制から、ボトムアップ型のコミュニティ防災
へ転換するため、従来の防災機関でなく、地域の
活動を連携できる公立大学が地区防災教室を提供
し、地域間で相互交流・評価改善するネットワー
クを構築する必要があると考えた。
…

　そこで、地域の防災課題に専門的知見を持つ全
国の公立大学で構成する「公立大学防災センター
連携」と、住民と防災リーダー、消防士、医師、
福祉士、教師、学生が協働する仕組みとして「コ
ミュニティ防災協議」を組織し、この二つのネッ
トワークをつなげることで、「地区防災教室ネッ
トワーク」をつくる。特に、地区防災学会と連携
して防災力の評価基準を確立するとともに、全国
86の公立大学にむけて地区防災教室の認証制度の
仕組みを構築することを目指している。

表１　地区防災教室ネットワーク　組織図
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大阪市立大学都市防災教育研究センター（CERD）

2．現状分析
　　～活動成果と残された課題～

⑴　地区防災教室ネットワークが目指すもの
　本活動は、以下の３つの仕組みを実現すること
を目指している。
①　地区の災害リスク（社会的脆弱性、地理的脆

弱性）を正確に理解する仕組み
②　人の防災力（リスク学習力、即時対応力、環

境改善力）を向上させる仕組み
③　コミュニティの防災力（連携力、拠点力）を

向上させる仕組み

　本センターでは平成23年度から東日本大震災に
関する研究調査・支援活動を行い、都市大阪にお
ける災害リスク、災害対応などの調査研究を行っ
ている。加えて、地域防災力向上には地域におけ
る防災リーダー人材の育成が不可欠との認識か
ら、平成26年度からコミュニティ防災教室を開講
している。これらの活動をベースに、平成27年度
から災害リスク特性の異なる地区で地区防災教室
の活動を試行し、教育プログラムを確立させると
ともに、地区の防災教育拠点となる地区防災教室
の整備手法やガイドラインを整理している。

⑵　目標達成に向けた実施状況
　平成27年度から平成28年度の２年間で、大阪市
住吉区、大阪市平野区、大阪市東住吉区、堺市南
区を対象に計４回の地区防災教室を実施した。各

活動の内容と実施状況は、以下の通りである。

■　小中学校の空き教室を活用した地区防災教室
の開設

①地区の災害リスクを評価し、その内容を公開講
座などで周知しながら、災害リスクの特徴的な
地区を選定。

②地区の収容避難所に指定されている小中学校の
空き教室を活用して地区防災教室を開設。

③防災教室を中心に防災教育を展開。
④最後に防災教育の成果を評価・認証。加えて、

防災教室をサイエンス…カフェとして利用し、
日常的にも立ち寄りやすい場所とし、コミュニ
ティのつながり拠点となるようにした

■　地区防災教室の教育プログラム確立へむけて
　防災教育のプログラムは、事前学習の「リスク
学習」、「対応訓練」、事後学習の「環境改善」
の３つからなる。アクティブラーニング型災害対
応訓練を導入し、少人数のワークショップや市民
対話などの形式で実施した（表２）。訓練に中学
生や高校生、大学が参加することで、地域の住民
や専門職の参加意識が高まり、より実質的な防災
教育・訓練になることがわかってきた。

■　評価と認証の方法について
　地区防災教室参加者を対象に、災害意識や災
害・防災に関する知識・技能を測定し、本プログ
ラム実施前後で結果を比較することで、本プログ
ラムの効果を評価している。さらに評価内容は
「地域防災フォーラム」やeラーニングなどを通
じて地域住民にフィードバックしている。地域防

図２　地区防災教室の具体的目標。ひとつの小学校区
１万人のコミュニティに対して地区防災教室を一か所整
備し、コミュニティ防災教育を展開する。その中からサ
ポーター1,000名、防災教育者（リーダー）100名を育
て、地区防災教室が地区内で継続的に発展することを念
頭に仕組みづくりを進める。

表２　地区防災教室の教育プログラム
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災フォーラムは、地区防災教室の参加者、実施団
体、第三者が一堂に会して年間の活動を発表し意
見交換を行うもので、同教室の実施団体をコミュ
ニティ防災協議会が「いのちラボ」という防災拠
点として認証する。同フォーラムでの評価・認証
は、地域の行政や自治会などの承認を得ることに
もつながっている。

⑶　外部機関との連携
　平成27年度から平成28年度の２年間で、以下の
外部機関との連携を進めている。

■　「サイエンスアゴラ」の場の活用
　サイエンスアゴラは、国立研究開発法人科学技
術振興機構が実施している大型イベントで、科学
と社会を繋ぐため、多様な立場の人々が集まる場
である。平成28年11月６日開催のサイエンスアゴ
ラでは、各地の防災・減災に関する研究や教育活
動から得られた成果や課題の共有を図った。
　具体的には、「震災から５年～いのちを守るコ
ミュニティ～」と題して、森一彦（大阪市立大
学都市防災教育研究センター…所長）がモデレー
ターとなり、大震災から学び伝えるとして、
・「阪神・淡路大震災からの教訓-想定外をコ

ミュニティ力で乗り越える」
　室崎益輝（兵庫県立大学防災教育センターセン

ター長）
・「東日本大震災の教訓を踏まえた学術―メディ

ア連携による防災への取り組み」
　中鉢…奈津子（東北大学災害科学国際研究所…特

任助教）
・「都市防災におけるシチズンサイエンス-防

災・減災×ICT-」
　吉田…大介（大阪市立大学都市防災教育研究セ

ンター…研究員、創造都市研究科…准教授）
・「熊本地震の応急対応・復旧・復興における大

学の地域貢献」
　藤見…俊夫（熊本大学大学院…先端科学研究部…准

教授）
コミュニティがいのちを守るとして、
・コミュニティ防災力の向上に関わる中学生の役割

　三田村…宗樹（大阪市立大学都市防災教育研究
センター…副所長）

・「アクティブラーニング型災害訓練に参加し
て：感想とコメント」

　大阪市立瓜破西中学校【ビデオメッセージ】
・「防災未来工場-キッズ防災リーダー育成プロ

ジェクト」
　東田…豊彦（積水ハウス株式会社）
・「多賀城高校の防災・減災への取り組み」
　宮城県多賀城高等学校
が発表し、情報共有化と今後の展開について議論
を進めた。
　その結果、東日本大震災後のコミュニティ再生
など、社会づくりと切り離せない防災・減災研
究では、とりわけ、多様な視点で社会と対面して
いる方々との「対話」「協働」が有益であること
が確認できた。未来社会にどのようなくらし・コ
ミュニティのかたちを求めるか、どのような価値
観で社会をつくるか。このような視点を基軸にし
た場合、震災後、５年間の防災・減災に関する取
り組みを振り返り、できたこととできなかったこ
とを共有する企画は、今日的であるとともに、多
世代の価値観共有が可能で、今後の展開に大きな
期待を持てるものであった。

■　公立大学防災センター連携会議
　第１回公立大学防災センター連携会議を開催
し、全国86の公立大学への普及に向けて、本活動
の成果を還元し、地区防災教室の認証制度にむけ
た全国的な地区防災教室の仕組みを構築すること
を確認した。今後、教科書の出版や単位の互換な
どの準備を進める。

■　研究機関や学会等との連携
　防災科学技術研究所など防災科学技術に関わる
機関と連携し、災害の映像情報、地図情報、拡張
現実、ドローンなど様々な防災情報及び情報技術
の防災教育活用について検討・試行を進める「防
災情報構築ネットワーク」を構築する。さらに地
区防災計画に関する主要学会と連携して防災力の
評価基準を検討・確立し、地区防災教室の認証制
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大阪市立大学都市防災教育研究センター（CERD）

度にかかわる科学的な有効性評価を明らかにする
ことも併せて、地区防災教室ネットワーク普及に
向けて活動する予定である。

３．未来への期待
　　～今後の取り組み方のあり方～

　本活動で被災地の大学や高校との連携や交流を
進める中で、以下のように新たな視点や課題が明
らかになった。これらの認識を踏まえ、これから
の科学技術教育及び研究開発や連携のあり方につ
いて、検討を進めていきたい。

■　防災教育の「コモディティ」と「ローカライ
ゼーション」の区別とその仕組み

　防災教育は今日的課題であり、先の国連防災会
議でも「防災のメインストリーミング化」が謳わ
れるなど、各分野・各機関全てへの対応が求めら
れる中、防災を一義的に捉えて一律に展開するこ
との有効性とその矛盾が浮き彫りになっている。
国際的に共通化すべき事項「コモディティ（共
通化）」と、地域ごとに抱える様々な状況を認識
した上で吟味すべき事項「ローカライゼーション
（地域特化）」とを区別して進める必要があり、
考え方や進め方、その仕組みについての検討が重
要である。

■　地域の防災リーダーの育成と定着化
　防災の専門性を持ちながら地域の実情にも詳し
い防災リーダーは、科学技術の地域実装のモデ
レーターとも言える。防災リーダー育成の仕組み
に加えて、定着化のための位置付けや資格認証な
どの仕組みが必要である。さらに、継続的活動の
ために行政や教育機関及び企業での雇用や業務委
託などの体制を整える必要がある。

■　地区防災教室の社会的認知向上と、学校教育
と地区防災活動との連携

　地区防災教室の社会的認知向上は、学校教育・
地域防災活動との連携によって達成されること
が、我々の活動からわかった。特に、中学校や高

校の防災教育活動が、学校から地域へ出ること
で、家族・住民や行政、専門機関、地元企業など
が積極的に参加する傾向があり、その意味で防災
と学校教育の連携の仕組みづくりは極めて重要な
課題となっている。
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ふくしまサイエンスぷらっとフォーム（spff）
福島大学総合教育研究センター

教授　岡　田　　　努

概要

　科学や技術は現在、生活や社会のあらゆるとこ
ろに深く結びついているが、こうした状況を大局
的、総合的に理解するため、「ふくしまは、どこ
でも科学！」を合言葉に、科学に関心のなかった
人たちも巻き込んでいく活動として、「ふくしま
サイエンスぷらっとフォーム」（以下「spff」）
は平成20年度からスタートした。活動を通して、
科学に深く関心を持つ探求層、いくぶんの関心は
ある層、あまり無関心のない層、というグループ
があることが見えてきたが、それぞれの人たちに
どのようにアプローチしたら良いのか、県内外の
活動と連携して情報提供の仕方を工夫し、発信の
プラットフォームづくりを続けてきた。
　特に東日本大震災後、spffを活用した科学コ
ミュニケーション活動を展開している。例え
ば、「サイエンスアゴラ2016」（JST主催の科学
フォーラム）では、「一般的な被災地の若者」の

考えや取り組みに焦点を当て、彼らの現在と素朴
な疑問を抽出することで、置き去りにされている
被災地福島の現状や課題をわかりやすく提示し
た。また対話を通じて、被災地出身の大学院生が
描く故郷の未来像や、社会人（本学研究者、県の
試験研究機関、科学館等）の震災後の取り組みに
ついて情報発信している。

福島県環境創造センターでのspffサイエンス屋台村の様子

spffサイエンス屋台村に参加した多様な機関のスタッフ
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ふくしまサイエンスぷらっとフォーム（spff）

１．活動の背景
　　～私たちの時代認識と問題意識～

　東西に広大な福島県には、多様な自然や優れた
技術力を持つ中小企業、大学や研究機関、科学
館等の資源が多数ある。しかし急に県内全域を対
象とした関連施設のネットワーク構築を目指して
も、距離や時間等がネックになり、結局は年に一
度の会議のみ、ホームページのリンク等の形式的
な「連携」になりかねない。実際に、科学技術の
普及活動において、中央部の郡山市・須賀川市に
所在する科学館や公設試験研究機関の交流は、こ
れまでほとんどなかったのが実態であった。
　そこで福島大学がコーディネーター役となっ
て、まずは福島県の中心部（中通り地域）に集中
する県立の公設試験研究機関や科学館など計７つ
の機関と連携。以下に示す５つのアプローチによ
り、単独施設ではなし得なかったスムーズかつ新
たな活動形態と、文理融合的な科学技術理解増進
活動が可能となるようなネットワークの構築を目
指した。
①　科学館が中心となって行ってきた地域住民へ

の科学技術理解増進に、大学や公設試験研究機
関（以下「公設試」）の研究者が協力すること
によって、活動の質向上を図る。

②　公設試による研究成果の公表は、従来専門的
で対象も限定的にならざるを得なかったが、科
学館と共同して科学普及活動の手法を取り入れ
た活動を展開することで、地域住民における同
施設の理解向上を図るとともに、研究者が自ら
の研究の社会的位置づけを再認識する。

③　各機関と連携関係がある施設を本ネットワー
クに取り込むことにより、科学技術理解増進
活動の質向上や裾野拡大を図りながら、県内全
域にネットワークを拡張する基盤（プラット
フォーム）をつくる。

④　科学技術理解増進事業に関して各分野・他の
機関との連携をコーディネートできる人材（サ
イエンスコミュニケーター）を養成し、参加機
関の自発的な連携活動へと発展させる。

⑤　企業等とのネットワークの構築により共同研

究等での連携を深める。また、県内企業の事業
内容を把握している公設試験研究機関は、企業
に関する情報提供や、企業との連携の役割を果
たすことが期待されるため、本県の特徴でもあ
る優れた技術力を持つ中小企業を中心に本ネッ
トワークへの参加が見込まれる。

2．現状分析
　　～活動成果と残された課題～

　これまで10年以上の歳月をかけた試行錯誤によ
り、研究者、企業、行政、教育機関、科学館等の
連携ネットワークを構築。異分野連携の発想を促
進するツール「アイデアグリッドシート」等、独
自の工夫で、科学の無関心層の心を開く新しい手
段を開発し、その展開や指導を行った。また、各
地域で行われる各種活動スケジュールのとりまと
めや共有等も行った。このような連携機関の主体
性を引き出す地道な活動により、地方大学が地域
の幅広い関係者を支えながらプラットフォームを
構築していくというアプローチを確立することが
できた。
　また東日本大震災の被災地となったことで、環
境放射線の影響等と向き合う活動を積み重ねた経
験が、本県における科学コミュニケーションのあ
り方を大きく深化させている。我々は研究者とし
て震災に向き合い、公設試を含む行政機関に対し
て、放射線モニタリングの様子を市民に見せたら
どうかや、spffのイベントで放射線を学ぶために
霧箱実験をやったらどうかなどを提案してきた。
当初は、デリケートな問題だけに理解が得られな
いこともあったが、徐々に、放射線の基礎知識を
学ぶイベントや放射線モニタリング室の見学ツ
アーなど一般向けのプログラムが増えるなどの変
化が表れてきた。
　平成27年度には累計35回の科学イベントが企画
され、一般市民、親子連れ、教育関係者を中心に
のべ3550人が参加。加えて運営主体の連携も活発
で、spff運営協議会（spff運営主体となる、福島
の企業・団体、研究機関、科学館・博物館、社会
教育施設等からなる任意団体）を年２回、ワーキ
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ンググループ会議を年４回開催している。近年は
県内外の自治体等から、サイエンスコミュニケー
ション活動に関する支援を求められることが増加
した。県内外の中小規模のネットワーク構築にも
貢献し、南相馬市、東白川郡、喜多方市、宮城県
角田市、山形県鶴岡市等のネットワークの連携活
動に精力的に取り組んでいる。

３．未来への期待
　　～今後の取り組み方のあり方～

　そもそもサイエンスコミュニケーションとは何
だろうか。ストックルマイヤー氏らの定義によ
れば、「科学というものの文化や知識が、より大
きいコミュニティの文化の中に吸収されていく過
程」であるという。spffの活動や世の中の取り組
みについて議論する前に、大学教員である私自身
の立場で考えてみよう。まず自分が所属する組織
内において、私の研究や取り組みについて、理解
してくれる同僚が何人いて、どれだけ共感されて
いるだろうか。さらに社会との関わりの中で、私
の研究や取り組みに、どのような意味があるだろ
うか。所属する大学組織の中ですら、その理解を
他の教員や事務職員に広げていくことは容易では
ない。よく話し合い、時には酒を酌み交わし、互
いに理解を深めていく。そんなコミュニケーショ
ンの過程で得た身近な理解者に今の私は支えられ
ている。彼らは私の講座の準備から広報、当日運
営や終了後に至るまでしっかりとサポートしてく
れる。私は私で、彼らに科学の楽しさ、私の研究
の楽しさをサポートしてくれる職員に教えてあげ
たいと思う。先の定義の「コミュニティが拡大し
ていく過程」はこのようなことではないのか。ま
ずは足下のコミュニケーションをさらに固めてい
きたい。
　もうひとつ、学校教育と社会教育の関係につい
ても正面から取り組みたい。世の中では、「学
校では教えてくれない・・・」とか「教科書には
載っていない・・・」と、学校の理科教育への批
判もある。一方で、出前講座、科学教室などにつ
いては、「単発的だ」「内容が高度すぎる」との

批判も少なくない。ここでも互いの業務や取り組
みを「理解する」ことが重要だと思われる。
　明治以降、日本における科学啓蒙・普及活動
は、学校教育を通じて行われてきたという歴史的
経緯がある。今や学校教育では「主体的・対話的
で深い学び」が求められている時代でもある。サ
イエンスコミュニケーション活動に関わる者が
「伝える側」の相互理解による連携や学校教育と
社会教育との関わりを模索し、児童・生徒、一般
市民の状況を理解しようとすることからサイエン
スコミュニケーションの一歩が始まるのではない
かと思われる。
　東日本大震災による東京電力福島第一原子力発
電所事故による放射性物質による汚染問題につ
いて、事故から６年が経過しようとする現在でも
なお、「放射線に関する知識がないから怖がる」
などという理工系の研究者の声を聞くたびに上述
の思いを強くするのである。行うべきは知識の提
供だけではない、その先にあることを、「伝える
側」が理解しなくてはいけないのだろう。



41

岡山大学

科学の方法を多様な人たちと共有する活動
岡山大学薬学部／大学院医歯薬学総合研究科

教授　狩　野　光　伸

本活動の概要

　我々は平成28年度より、科学の成果が得られる
までの途中経過を、実務者（プライマリケア関係
者）や学生（科学者予備軍だが科学者ではない）
と共有する試行的な活動を始めた。この活動は、
従来の科学研究やアウトリーチというよりもむし
ろ、双方向の対話を通じ実務者や学生に対して、
考える力・問う力を育もうとするものである。
　科学の方法が次のように分割できると仮定す
る：「課題を知り、疑問を持つこと」「疑問に対
して仮説を思いつくこと」「仮説を支持する証拠
として、他者が確認可
能な事実を探すこと」
「この証拠が仮説と論
理的につながっている
こと」。この分割が正
しいとすると、そのど
こまでを単回ずつの催
しで伝えられるか、試
行している。

１．活動の背景
　　～私たちの時代認識と問題意識～

　人間がどのように生きていくかに迷うのは、い
つの世も同じなのであろう。どのように生きる
か、思い通りにならないことにどう向き合うか、
すぐに理解できない事象をどう扱ったらよいか、
といったことを考えようとする内容の著作は、東
洋西洋を問わず、古代より枚挙に暇がない。今の
世も同様で、私たちやその所属する社会は、どち
らに進んだらよいか、いつも明確な指針を欲しな
がら、しかしながらそのような指針を確実に得る
ところまでは達することができないというジレン
マの中に生きているように思われる。
　そうした、人間が古来持ち続けてきた「どんな
方針に依って生きていったらよいのか」という
問いに対して、歴史の中での現在の特殊は、およ
そ産業革命以降生活に大きな変化をもたらしてい
る一要因の「科学」に、その力を発揮してほしい
という期待が寄せられている点だろうか。とりわ
け、我々の生活にあふれる各種の工業製品や大量
生産された豊かな食品など、「科学」により発見
発明された方法に従って、言われたとおりに作っ
ていけば、誰でも広く実現させることを可能にし
たために、どこか「万能」の期待が寄せられてい
るように思われる。これまでの科学に関する教
育や、成果発信や、いわゆるサイエンスコミュニ
ケーションでは、こうした「科学」の成果すなわ
ち「果実」がいかに「万能」の可能性を秘めてい
るか、優れているか、ということに光を当ててき
たという印象はある。もちろん、科学には人間社
会を破壊する側面もある。これは負の「果実」と
いうこともできるだろう。いずれにせよ、「果実
を陳列展示する」という面が強くなかったか。
　実物の果実に例えると、果実は、いきなりどこ
か（スーパーマーケットの陳列棚など）に出現す

平成28年９月岡山における取組の様子
ー課題を提示するー

ーグループワークー
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るものではなく、種から土壌から丹念に育て、収
穫し、物流を経る、というような「途中経過」を
経ていかなければ得られないものであろう。科学
の「果実」も同様と考える。どうしたらよいかわ
からない状況から、より良い「果実」を得ようと
思えば、後から語られやすい「うまくいった途中
経過」をはるかに超える労力、すなわち、思いつ
き、ひらめき、試行錯誤、失敗の数々、さらには
得られたアイディアが他者にも認められ、活用さ
れる方法を考えていく「途中経過」が必要だとい
うことへの視線は、少々不足してしまっていたの
ではないか。社会構成員が、科学の「果実」だけ
でなく、この「途中経過」を共有することの価値
としては、他者が考案した新規アイディアを使う
だけでなく、自分達でも新しく作れるようになる
ということが考えられる。また、その際に「途中
経過」を知れば、その限界もおのずと理解され、
無理な使い方や過剰の期待がなくなるということ
も期待される。
　そこで、科学のよい面、悪い面、いずれであっ
ても、それを結果論として知るだけでは十分では
なく、その途中経過を問うことで、科学者でない
人も合理的な思考で科学者に問うことができるよ
うにしたいと考える。「どんな方針に依って生き
ていったらよいのか」は、科学者とも話し合いな
がら社会構成員がそれぞれ自分で考えつくるもの
だろう。
　このような発想に基づいて、我々は科学におけ
る「途中経過」である、思考の方法を社会と共有
するという企画を始めた。まず科学の思考の方法
は日本でどれだけ本質が体系的に教えられてきた
のか、多くはきっと研究室内の口伝的な伝え方が
されてきたのではないかと思われるのだが、我々
としては西洋文化におけるargument（議論）の
骨組みがその根幹であるという理解をしている。
これに基づけば、科学の方法は、「課題を知り、
疑問を持つこと」「疑問に対して仮説を思いつく
こと」「仮説を支持する証拠として、他者が確認
可能な事実を探すこと」「この証拠が仮説と論理
的につながっていること」に分割できると提示で
きる（狩野、論理的な考え方伝え方、慶応義塾大

学出版会2015）。この中で、一般の方々（学生を
含む）に、単回ずつの催しでどこまで伝えられる
のか、それを探ってきた。

2．現状分析
　　～活動成果と残された課題～

⑴　活動方法
　手始めとして平成28年９月に実施した、地元の
プライマリケア学会による勉強会（開業医・薬剤
師の希望者が対象、約20名）を発端とし、続いて
これまでに機会が得られた、医学生への講義（単
回、約100名）、大学一年生への教養講義（４
週、約250名）、大学院修士課程学生（単回、約
20名）、薬局薬剤師を対象とした勉強会（単回、
約50名）において、同じ目的のもとに、それぞ
れの機会に少々異なる方法で試行した。具体的に
は、初回のみ、島式テーブルで話し合う方法（ベ
ネッセ様の支援により、スキルフルなファシリ
テートもついた）で実施し、残りの３機会は会場
や人数・能力的な制約もあり、講演会スタイルで
終了後に多少考えを問う提出用紙を配り回収する
方法をとった。
　いずれの講演部分でも、前述の科学の思考法の
基軸に加えて、「課題を知り、疑問を持つ」た
めの部分として、高齢化社会における１）高齢者
本人の経験の例示、２）周囲家族の経験の例示、
３）社会特に人口動態と財政状況の現状、を話し
た。参加者の思考を促す方法としては、１）何を
課題ととらえ、２）それにどんな提案をするか
（どのような背景に基づいて）、３）その提案を
他者が受け入れるに足りる理由は何か、を問う用
紙を配布し、記入いただいた（初回は会場におい
て口頭で問うたのみ。）

⑵　結果と考察
　科学的解析を行うに至る人的資金的スキームを
今回は準備していなかったので、証拠となりうる
データの質には達していないが、印象では下記の
ようであった。
●　課題の全体的現状を知っている人からして多
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くない（受講者自身が普段接する範囲しか現状
が見えていない）

●　その中で、課題に対して多少感情が動いたと
しても、「グチ」にとどまっている。現状に対
する文句なら簡単に表現し書くことができる。
しかし、その「グチ」の内容に対して「なぜ」
と問う思考が見られない人は半数以上いた。

●　「なぜ」と問うべきだとこちらが促した時、
それに応えられる人はより若い人に多い印象が
ある。高齢でも柔軟性を持つ人も、もちろん、
いる。しかし若い人でも、一回促すだけでは急
にはできず、複数回促すことによって思考が深
化する人が出ることが観察された。

●　発想の内容は、対象とした中では最も若い世
代の大学１年生が最も柔軟で、それから４年
しか経っていないはずの修士課程学生では、ほ
とんど柔軟な意見が出なくなった。専門教育と
は、発想にタガをはめる教育になってしまって
いるのだろうか。

●　初回に協力頂いたベネッセの方々からは、
「提案のステップまでは何とか至ることができ
ても、他者が納得できる理由を探すステップに
なると、急に思考が止まってしまう参加者がほ
とんどだった」という意見が聞かれた。

●　提案までは書けるようになっても、それに他
者が納得できる理由をつけるところまででき
るようになる人は限られた。ただし、大学１年
生に４週間講義を行ったケースでは、比較的多
くの割合でできるようになった印象だった。こ
の講義では受講学生全ての意見を、氏名を除い
て毎回全受講生に公開した。この結果、学生か
らは「受講者から集めた意見が共有されたこと
で、互いに刺激を受け、良い意見を考えようと
いう動機付けが図られた」という意見があっ
た。

３．未来への期待
　　～今後の取り組み方のあり方～

　現段階ではこの取り組みの結果が、ここまで述
べたように、提示できる「証拠付き仮説形成」ま

で達していないため、引き続き、取り組みを続け
たい。また、課題に取り組むためには、どうして
も自然科学のみならず人文社会科学の方法も必要
になるが、本稿の著者自身の専門は医学という人
間を相手にする分野とはいえ、これまで主に自然
科学的思考法を取り扱ってきたため（その良い面
は、純粋に向かうことを理想とする理論展開に必
要な理想も知ってはいることだが）、人文社会学
の専門の方にも、取り組みの輪を広げたいと考え
ている。
　なぜなら、こうした教育が、第５期科学技術基
本計画の中で謳われている「対話・協働」を推進
するための基盤としても重要だと考えるからであ
る。異なる背景を有した人間・組織同士が対話・
協働をしていくためには、互いに言語化されてい
ない背景を言語化して共有する努力をし、互いに
とって一見突拍子もない異なった見解に対して、
そのように考えた理由を丁寧に確認しながら、一
致点を見出す必要があると考えるからである。
我々の活動は高校理科教育にとどまるものではな
いが、日本学術会議も関係した内容として平成28
年２月に公表した「これからの高校理科教育のあ
り方」の提言の中で、「日進月歩の科学・技術の
成果を現代社会に取り込むことのメリットとリス
クの検討は、けっして各分野の専門家だけの判断
に任せられる状況ではない」とし、そのためには
従来の理科科目や理系と文系という二分法の枠を
越えて、「物理・化学・生物・地学４領域すべて
の基礎を学ぶと同時にそれらを融合させた科学的
な考え方を身につける機会を全生徒に提供するべ
きである」としている。
　なお、こうした、社会の「底力」を上げていこ
うとする取り組みを一般に“social…empowerment”
と呼ぶのでは、とのこと、平成29年２月末の英国
大使館における認知症対策イベントにパネルモデ
レーターとして参加し英国側参加者と意見交換し
た折に学んだことを、付け加えておく。





第３部

東日本大震災に関連する
対話・協働事例一覧
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学都「仙台・宮城」サイエンス・デイ2016
対話フォーラム並びにブース出展　実施報告
～震災を振り返り、科学技術の発展の方向性を専門家と市民がともに考える～

特定非営利活動法人…natural…science
理事　大　草　芳　江

　特定非営利活動法人…natural… science（以下
natural… science）が平成28年７月17日（日）東
北大学を会場に実施した一般向け科学イベント
『第10回　学都「仙台・宮城」サイエンス・デイ
2016』（以下サイエンスデイ）において、国立研
究開発法人科学技術振興機構科学コミュニケー
ションセンター（以下JST）との共催企画とし
て、対話フォーラム「心豊かに生きたい～災害と
あなたの残したい未来社会」並びに、ブース「東
北未来図～私たちの過去・現在・未来をえがいて
みよう！」を実施した。本企画は、これからの科
学や技術が何を目指して発展するのかを考えるに
あたり、まず、私たちが何に心の豊かさを感じ、

どのような価値観を大切にして社会をつくってい
くのかを専門家と市民がともに考えるところから
始める必要があるとの考えで実施した。このよう
な社会の声を聞こうとする取り組みは、世論調査
やパブリックコメント、また多様なワークショッ
プなど各地であるが、とくに東日本大震災の当
時、くらしの今後について一から考え直す経験を
した被災地宮城県の人々こそ意義深い議論ができ
るものと考えた。

■　対話フォーラム「心豊かに生きたい～災害と
あなたの残したい未来社会」

　同大学川内萩ホールを会場に開催された対話

対話フォーラム「心豊かに生きたい～災害とあなたの残したい未来社会」の様子
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フォーラム「心豊かに生きたい～災害とあなた
の残したい未来社会」では、はじめに災害交通
の専門家である奥村誠さん（東北大学災害科学国
際研究所副所長）が、「『実践的防災学』の創成
と国際連携の現状」と題して講演。大震災の翌年
に災害科学国際研究所ができたことを紹介し、滅
多に起きないが起きたら影響が大きい災害（「低

頻度巨大災害」）にどう立ち向かっていったらよ
いのか、最新の研究をもとに人間側の関わり方に
ついて語った。次に、震災直後から被災者の話を
聞く移動式カフェ「カフェ・デ・モンク」を主宰
する金田諦應さん（曹洞宗通大寺住職）が「立ち
なおっていくチカラ」と題して５年以上の活動を
振り返り、地域の歴史や風土、祭りなど、人と人
がつながる大切さをあらためて感じたこと、また
それを次の世代に伝えるのが私の役目だと語り、
会場から大きな拍手がわいた。また、石田秀輝さ
ん（合同会社地球村研究室代表、東北大学名誉教
授）は「心豊かな暮らしかたのかたち」と題し、
快適さや利便さを追求する「依存型」から「個
人」を取り戻す「自立型」のライフスタイルへの
移行を提唱し、それを可能にする新しいテクノロ
ジーの必要性を述べた。
　また、講演者と宮城県多賀城高等学校（災害科
学科を含む）の生徒６人を交えたトークセッショ

「心豊かな暮らしかたのかたち」
石田秀輝（合同会社地球村研究室 代表、東北大学 名誉教授）

専門家とのトークセッションに参加した
宮城県多賀城高校の皆さん

「立ちなおっていくチカラ」
金田諦應（曹洞宗通大寺 住職）

トークセッション コーディネーター
板橋恵子（エフエム仙台 防災・減災プロデューサー）

「実践的防災学」の創成と国際連携の現状
奥村誠（東北大学災害科学国際研究所 副所長）
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ンが行われた。進行役はエフエム仙台の防災・減
災プロデューサーの板橋恵子さんが務めた。板橋
さんが「震災のときの強い思いは今どうでしょ
う？薄れ始めているという方は？」と投げかける
と、会場では少なからず手があがった。震災の折
はまだ幼かった多賀城高校の生徒からは、将来、
住民とともに町づくりや防災に取り組む研究がし
たいなど、震災の経験を学びの意欲へと繋ぎ、未
来を担おうとする言葉が聞かれた。事後のアン
ケートでは、その力強い発言に勇気づけられたと
の感想が多数見られた。

■　ブース出展「東北未来図～私たちの過去・現
在・未来をえがいてみよう！」

　また「東北の未来図～私たちの過去・現在・未

来をえがいてみよう！」と題したブースでは、
東日本大震災後５年を契機に、来場者が発生当時
の記憶と、それから今までの５年間を振り返り、
未来にどのような価値観や思いを残したいかを
思い思いに記した。「東北未来絵本」（東北復
興支援機構（TRSO）製作）とのコラボレーショ
ンで、「過去：あのときみんなの手は何をつかん
でた？」「現在：あれからみんなの日常は何かか
わったかなぁ？」「未来：ぼくらの東北はどんな
未来になってるんだろ？」という３つの問いが掲
示された。その問いに対し、子どもから大人まで
文字や絵で自由に記し、総数237…枚の付箋がパネ
ルに貼られた。
　このブース出展は、サイエンスデイ出展プログ
ラムを互いに表彰し合う取り組みである「サイ
エンスデイAWARD」において「日本IBM賞」
を受賞した。賞創設者である日本IBMは本企画を
「科学や技術がつくりだす新しい社会の原点であ
る、人の思いや希望の大切さに改めて気づかされ
た」とした。

○日本IBM賞　授賞理由
　科学や技術も、それを求める「人の思い、希
望」がないと役に立ちません。東北未来図が設置
されている会場に立ち寄り、そこで付箋に書かれ
ている「あの時のこと」（ひとつの毛布にくる
まった。かなしかったけどがまんした、非常食は
３日では足らない…）「今」（ままはしんじゃっ
たけどげんきでがんばる。訓練は大切…）「これ
から」（平和な日がつづきますように、予測がで
きるように…）（原文まま）は、サイエンスデイ
で展示されている、いろいろな科学、技術がつく
り出す新しい社会の原点だと思います。５年たっ
た今だからこそ振り返ることができる過去、見つ
められる現在と描ける未来がある。付箋に言葉を
紡いでいく子どもたち、親子で話す姿などをみ
て、都市づくりにおける人の思いと希望の大切さ
に、改めて気がつかせてもらいました。

　今回、対話フォーラムおよびブース出展とも
に、東日本大震災の経験を無にすることなく、ど
んな未来をつくっていきたいか、またこれからの
科学はどうあるべきかを改めて議論する貴重な機
会となった。サイエンスデイは「科学の結果だけ
でなくプロセスを子どもから大人まで五感で感じ

「東北未来図～私たちの過去・現在・未来をえがいて
みよう！」の様子
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る」をコンセプトに体験型・対話型のプログラム
出展を募集しているが、今回のJSTとの共同企画
により、「対話」をキーワードにした新しい科学
コミュニケーションの形が提示された。これによ
り、従来のサイエンスデイと異なる参加者層の開
拓に加えて、他の出展者にとっても新しい方法論
やあり方などを知る機会となった。今後も多様な
視点を持つ様々な主体との連携により、趣旨を体
現し、その実現のための方法論まで共有できる場
づくりに努めたい。

議論のポイントはイラスト付きで「ギジログガールズ」
がまとめその場で参加者に共有された

対話フォーラムの議論のあと、参加者が考えを深める静
かな時間が提供されたヘンリ・タタル（仙台フィル）＆
木下順子
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東日本大震災に関連する対話・協働事例一覧
株式会社日本総合研究所への委託調査（平成29年２月28日報告）をもとにJST改変

■事例の選出について
　東日本大震災後に実施された対話・協働の事例をWEB検索により抽出した。その際に使用した
キーワードは以下の通りである。
　○…キーワード：以下の語から複数を組み合わせた（ただし「科学」は固定）
　　　　　　　　　　　科学、東日本大震災、震災復興、あり方、市民、意思決定、対話、議論
　
　以上から抽出した事例から次の２つの条件に合致するものを絞り込んだ。
　○…条件１：2011年３月～2016年３月実施の「震災復興」に関連する取り組み
　○…条件２：主体機関以外のステークホルダーを巻き込んで実施する取り組み

　上記検索で抽出された各事例を目視で確認する過程で、さらなる事例発掘につながると思われた
キーワード、具体的には「東日本大震災に関連すると思われるキーワード（放射線、まちづくり）」
や、「事例の抽出に寄与すると思われるキーワード（検索結果の目視により見出した主催者団体名、
関連イベント名など）」を加えて検索を重ねることで事例を順次追加していった。なお、サイエンス
カフェなど同様の活動が多数あるものに関しては、比較的規模の大きいもの、比較的長期間にわたり
継続している活動等を代表例として選び、他はリストへの登録を見送った。

■事例のカテゴリ分けについて
　カテゴリは以下の５つとした。

　○シンポジウム・説明会
　　　講演などを主とし、その後にパネルディスカッションや質疑応答などを伴うイベント。
　○ワークショップ・サイエンスカフェ
　　　参加者が50名以下と考えられる小規模な講座やイベント。参加者との対話を中心とするもの。
　○総合イベント
　　　シンポジウム、ワークショップ、展示など様々な形式のイベントを含んだもの。
　○復興支援研究開発プロジェクト
　　　東日本大震災復興支援の必要性から生まれたプロジェクトや研究開発。
　○WEB上コミュニケーション
　　　オンライン上での情報公開を主とし、２つ以上のステークホルダーが関与したもの。
　○その他
　　　上記には分類できない活動。
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協働事例一覧

2011年
番号 イベント・活動名 実施日 開催地 会場 主催・共催など 参加した

ステークホルダー

１ 東日本大震災に関するサイエン
ス・アラート

2011/３/11-
2014/３/13

WEB WEB 【主催】サイエンス・メディアセンター
【supported…by】CSC、RISTEX豪日交流基金

市民・専門家・
メディア

２ 地域力による脱温暖化と未来の
街－桐生の構築

2008/（不明）-
2012/（不明）

群馬 桐生市 【主催】群馬大学
【共催など】桐生商工会議所、桐生市、NPO法人
北関東産官学研究会、国立研究開発法人科学
技術振興機構

市民・専門家・
事業家

３ 東京大学…救援・復興支援活動
「福島復興農業工学会議（土壌
除染の農業工学的研究）」
ほか、救護・復興支援プロジェ
クト

2011/03/15
など

福島
など

─ 【主催】東京大学 市民・専門家

４ 日本学術会議緊急集会「今、わ
れわれにできることは何か？」

３/18/2011 東京 日本学術会議 【主催】日本学術会議 市民・専門家・
メディア

５ 首相官邸
原子力災害専門家グループ

2011/４/７-
2015/６/９

東京 （不明） 【主催】首相官邸 専門家・行政

６ 東京海洋大学　東日本大震災復
興支援の取り組み
学内公募震災復興プロジェクト
大学・自治体・学会等との共同
プロジェクト
調査活動
シンポジウム　など

2011/４/12
など

岩手
など

― 【主催】東京海洋大学
【共催など】岩手大学、土木学会、お茶の水女子
大学

市民・専門家

７ 第28回…北天満サイエンスカフェ
「これだけは知っておきたい放
射能の基礎知識」

４/23/2011 大阪 天五中崎通り
商店街

【主催】大阪大学、黒崎東商店会 市民・専門家

８ 日本科学未来館ワークショップ
「見てみよう…身のまわりの放射線」－

2011/４/23-
５/11

茨城 つくばエキス
ポセンター

【主催】日本科学未来館
【協力】つくばエキスポセンター

市民･専門家

９ 日本学術会議主催学術フォーラ
ム「東日本大震災からの復興に
向けて」

４/26/2011 東京 日本学術会議 【主催】日本学術会議 市民・専門家・
行政・事業者

10 公開シンポジウム「震災復興に
むけて…ロボット技術のいま」

４/26/2011 東京 東京大学弥生
講堂

【主催】対災害ロボティクス・タスクフォース（RO-
BOTAD）

【共催】特定非営利法人国際レスキューシステム
研究機構

【協力】一般社団法人ロボット学会、一般社団法
人ロボティクス・メカトロニクス部門、公益社団法人
計測自動制御学会システム・インテグレーション部
門、IEEE…Robotics…Automation…Society,Japan…
Chapter、IFToMM,Japan…Council

市民・専門家

11 サイエンスカフェ
「福島原発事故と現状」
放射線・放射能とは？その影響
は？
福島第一原発事故をひもとく

５/20/2011 東京 サロン・ド・
F U Z A M B O…
Folio

【主催】日本学術会議、冨山房インターナショナル 市民・専門家

12 日本学術会議主催学術フォーラム
「東日本大震災と報道メディア」

５/21/2011 東京 日本学術会議 【主催】日本学術会議 市民・専門家

13 日本科学未来館Q&A講座「今知っ
ておきたい、放射線のABC」

2011/５/25
など

東京 フ ジ テ レ ビ
キッズカフェ…
ママトコ
など

【主催】日本科学未来館
【共催（５/25について）】フジテレビ

市民・専門家

14 文部科学省…情報ひろば
…『サイエンスカフェ』
「再生をめぐって～生命科学
と、デザインの立場から―大震
災を越えて」

５/27/2011 東京 文部科学省情
報ひろばラウ
ンジ

【主催】日本学術会議、文部科学省
【共催】東北大学脳科学グローバルCOE
【協力】（社）サイエンス・メディア・センター

市民・専門家

15 サイエンスカフェ
「放射線の生体影響について」

６/３/2011 東京 サロン・ド・
F U Z A M B O…
Folio

【主催】日本学術会議、冨山房インターナショナル 市民・専門家

16 「緊急集会：被災した自然史標
本と博物館の復旧・復興にむけ
て－学術コミュニティは何をす
べきか」

６/６/2011 東京 日本学術会議 【主催】日本学術会議統合生物学委員会、自然
史・古生物学分科会

【共催】自然史学会連合
【後援】生物多様性JAPAN

市民・専門家・
行 政 ・ メ デ ィ
ア・事業者

17 東日本大震災から科学技術と社
会のこれまでを考える

６/18/2011 大阪 大阪・梅田貸
会 議 室 ユ ー
ズ・ツウ

【主催】科学技術社会論学会、STS…Network…
Japan

市民・専門家
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番号 イベント・活動名 実施日 開催地 会場 主催・共催など 参加した
ステークホルダー

18 公開シンポジウム「若手研究者
の考える，震災後の未来－学術
に何ができるのか」

６/26/2011 東京 日本学術会議 【主催】日本学術会議、若手アカデミー委員会、若
手アカデミー活動検討分科会

市民・専門家

19 日本学術会議公開シンポジウム
「フォーラム：東日本大震災によ
る生態系や生物多様性への影響－
どれだけの影響があったのか、回
復に向けて何を考えるべきか－」

６/28/2011 東京 日本学術会議 【主催】日本学術会議統合生物学委員会生態科
学分科会・環境学委員会自然環境保全再生分
科会

【後援】日本生態学会

市民・専門家

20 東松島市
復興まちづくり有識者委員会

2011/６/28-
12/13

宮城 （不明） 【主催】東松島市 市民・専門家・
行政

21 Case#3.11　科学コミュニケー
ターとみる東日本大震災

2011/６/30-
2011/７/29

WEB WEB 【主催】日本科学未来館
【協力】日本地球惑星科学連合

市民・専門家

22 エネルギー・環境会議 2011/６-
2012/11

WEB WEB 【主催】内閣官房 市民・専門家・
行政

23 日本学術会議緊急講演会「放射
線を正しく恐れる」

７/１/2011 東京 日本学術会議 【主催】日本学術会議東日本大震災対策委員会 市民・専門家・
行政・事業者

24 シリーズ…東日本大震災にまつわ
る科学…ー…第１回公開講演討論会

７/３/2011 京都 京都大学理学
部セミナーハ
ウス

【主催】基礎科学研究所（NPO法人あいんしゅた
いん）

【後援】日本物理学会京都支部、京都大学ベン
チャービジネス･ラボラトリー、科学カフェ京都

市民・専門家

25 学都「仙台・宮城」サイエン
ス・デイ

2011/７/10
など

宮城 東北大学川内
北キャンパス
講義棟
など

【主催】特定非営利活動法人…natural…science
【共催】東北大学、国立研究開発法人産業技術
総合研究所…東北センター、東北大学多元物質
科学研究所、国立研究開発法人…科学技術振興
機構、仙台高等専門学校、仙台市教育委員会、
東北工業大学、公益社団法人応用物理学会東
北支部、一般社団法人日本物理学会東北支部、
一般社団法人電子情報通信学会東北支部、東
北大学カタールサイエンスキャンパス、特定非営
利活動法人物理オリンピック日本委員会

【協賛】株式会社ユーメディア、一般財団法人み
やぎ産業科学振興基金

【後援】文部科学省、宮城県、仙台市、宮城県教
育委員会、東北経済産業局、…東北学院大学、一
般社団法人東北経済連合会、公益社団法人東
北工学教育協会、国立研究開発法人理化学研
究所、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機
構、一般社団法人みやぎ工業会、学都仙台コン
ソーシアム、仙台商工会議所、…公益財団法人東
北活性化研究センター、仙台市PTA…協議会、仙
台管区気象台、宮城県中小企業団体中央会、公
益社団法人日本技術士会東北支部、…一般社団
法人宮城県発明協会、公益社団法人日本分光
学会東北支部、公益社団法人日本天文学会、公
益社団法人日本金属学会東北支部、一般社団
法人電気学会東北支部、公益社団法人土木学
会東北支部、一般社団法人日本建築学会東北
支部、一般社団法人日本機械学会東北支部、公
益社団法人日本化学会東北支部、公益社団法
人日本水産学会東北支部、公益社団法人日本
建築家協会東北支部、公益社団法人高分子学
会東北支部、一般社団法人照明学会東北支部、
公益社団法人…計測自動制御学会東北支部、公
益社団法人…空気調和・衛生工学会東北支部、
一般社団法人触媒学会東日本支部、公益社団
法人石油学会東北支部、公益社団法人日本生
物工学会、公益社団法人日本磁気学会、日刊工
業新聞社東北・北海道総局、産経新聞社東北総
局、読売新聞東北総局、毎日新聞仙台支局、朝日
新聞仙台総局、河北新報社、東北放送、仙台放
送、東日本放送、NHK仙台放送局、ミヤギテレビ、
エフエム仙台

市民・専門家・
行 政 ・ メ デ ィ
ア・事業者

26 日本科学未来館「柏崎刈羽・科
学者の会」公開フォーラム…『福
島原発震災の真実』

７/10/2011 東京 日本科学未来館【主催】日本科学未来館 市民・専門家

27 未来設計会議シリーズ３　af -
ter3.11エネルギー・科学・情報
の民主的な選択に向かって「自
然エネルギー、高くても買いま
すか？」

７/16/2011 東京 日本科学未来館【主催】日本科学未来館 市民・専門家
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協働事例一覧

番号 イベント・活動名 実施日 開催地 会場 主催・共催など 参加した
ステークホルダー

28 東北大学　第70回サイエンスカフェ
2011年東北地方太平洋沖津波災害
～東北地方の再生に向けて～

７/22/2011 宮城 せんだいメディ
アテーク…

【主催】東北大学 市民・専門家

29 公開シンポジウム「東日本大震
災－いま、これから求められる
看護系学会の活動－」

７/23/2011 東京 慶應義塾大学
信濃町キャン
パス

【主催】日本学術会議健康・生活科学委員会看
護学分科会、日本看護系学会協議会

市民・専門家

30 食品安全委員会
食品に関するリスクコミュニ
ケーション－放射性物質に係る
食品健康影響評価について－…

2011/８/２
など

東京
など

食品安全委員
会事務局
など

【主催】食品安全委員会（内閣府） 行政・市民・
専門家

31 東松島市
復興まちづくり計画策定にかか
る地区懇談会

2011/８/５
など

宮城県 宮戸小学校体
育館
など

【主催】東松島市 市民・専門家・
行政

32 日本のロボット利用に関する現
状と課題…～福島第一原発におけ
る災害用ロボット活用事例から
読み解く～

８/６/2011 東京 東北大学東京
分室

【主催】IEEE（Institute…of…Electrical…and…Elec-
tronics…Engineers）

市民・専門家

33 シリーズ…東日本大震災にまつわ
る科学…ー…第２回公開講演討論会
地震国日本のこれから　～2011
年東北地方太平洋沖地震の近畿
地方への影響は～

８/７/2011 京都 京都大学理学
部セミナーハ
ウス

【主催】基礎科学研究所（NPO法人あいんしゅた
いん）

【後援】日本物理学会京都支部、京都大学ベン
チャー･ビジネス･ラボラトリー、科学カフェ京都

市民・専門家

34 第２回　気象サイエンスカフェ
in名古屋
テーマ：津波と防災

８/17/2011 愛知 ７th…cafe 【主催】日本気象予報士会、日本気象学会 市民・専門家

35 「防災と地理教育－東日本大震
災からの教訓を生かして－」

８/19/2011 神奈川 慶應義塾大学
日吉キャンパス

【主催】日本学術会議地域研究委員会、地球惑
星科学委員会合同地理教育分科会

【後援】地理学連携機構

市民・専門家

36 食品安全委員会
食品のリスクを考える～食品と
放射性物質～

2011/８/25
など

岡山
など

岡山県立図書館
など

【主催】食品安全委員会（内閣府） 市民・専門家・
行政

37 文部科学省…情報ひろば…『サイエ
ンスカフェ』
「放射線と放射能及びその影響
を知ろう」

８/26/2011 東京 文部科学省情
報ひろば

【主催】日本学術会議、文部科学省 市民・専門家

38 日本科学未来館ワークショップ
「あなたならどうする?大震災に
考える…～防災編～」

８/27/2011 東京 日本科学未来館【主催】日本科学未来館
【協力】吉川肇子(チームクロスロード、慶應義塾
大学商学部/准教授)

市民･専門家

39 放射線影響解説セミナー 2011/９/５
など

福島
茨城
群馬
京都
宮城
など

一般社団法人
つきだて振興
公社つきだて
花工房
など

【主催】日本放射線影響学会福島原発対応検討会
【平成23-24年度活動費支援団体等】京都大学、
公益財団法人…ひと・健康・未来研究財団、日本コ
ルマー株式会社、独立行政法人…科学技術振興
機構、株式会社富士通テン、福島女性経営者プ
ラザ、株式会社千代田テクノル、池本理化工業株
式会社

【セミナー共催（各回、共催が１組織ついている）】
NPO法人…環境教育支援ネットワーク/科学技術
振興機構/つくば市原子力対策室、科学技術振
興機構/伊達中学校PTA/南相馬市上真野小
学校PTA/南相馬市農業会/比叡山延暦寺天
台宗教育部/国際ソロプチミスト富士（女性経営
者会議）/伊達市諏訪野地区住民会/伊達市保
原桃陵中学校PTA…/セシウムバスターズ郡山/
郡山市…市民勉強会/玉川村健康福祉課/郡山
の放射能を除去する会/郡山市中小企業同友会
/社団法人…郡山青年会議所　青少年教育委員
会/郡山市北田第二町内会/富士通テン労働組
合/福島県女性経営者プラザ/福島県LPガス協
会郡山支部

市民・専門家

40 シリーズ…東日本大震災にまつわ
る科学…ー…第３回公開講演討論会
「原子力とはなんだろうか」

９/11/2011 京都 京都大学…基礎
物理学研究所…
湯川記念館

【主催】基礎科学研究所（NPO法人あいんしゅた
いん）

【後援】日本物理学会京都支部・京都大学ベン
チャー･ビジネス･ラボラトリー・科学カフェ京都

市民・専門家

41 公開シンポジウム「原発災害を
めぐる科学者の社会的責任－－
科学と科学を超えるもの」

９/18/2011 東京 東京大学 【主催】日本学術会議哲学委員会・日本哲学系諸
学会連合・日本宗教研究諸学会連合

市民・専門家

42 民間事故調査委員会
（福島原発事故独立検証委員会）

2011/９/（不
明）

（不明）（不明） 【主催】一般財団法人日本再建イニシアティブ 事業者・専門家
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番号 イベント・活動名 実施日 開催地 会場 主催・共催など 参加した
ステークホルダー

43 放射性物質による土壌の汚染
―現状と対策―

10/７/2011 東京 新宿明治安田
生命ホール

【主催】独立行政法人農業環境技術研究所
【後援】農林水産省

市民・専門家

44 あいちサイエンス・コミュニ
ケーション・ネットワーク
守山金曜科学夜話「放射線とそ
の人体に与える影響」

10/14/2011 愛知 守山生涯学習
センター　

【主催】守山生涯学習センター　 市民・専門家

45 日本学術会議公開シンポジウム
「 原 子 力 総 合 シ ン ポ ジ ウ ム
2011」

10/19/2011 東京 日本学術会議 【主催】日本学術会議…総合工学委員会
【共催】37学協会

市民・専門家・
行政

46 シリーズ…東日本大震災にまつわ
る科学…ー…第４回公開講演討論会…
「EUのエネルギー事情」

10/23/2011 京都 京都大学…基礎
物理学研究所…
湯川記念館

【主催】基礎科学研究所（NPO法人あいんしゅた
いん）

【後援】日本物理学会京都支部、京都大学ベン
チャー･ビジネス･ラボラトリー、科学カフェ京都

市民・専門家

47 日本学術会議サイエンスカフェ
in…名古屋　第12回
名古屋市科学館サイエンスカフェ
「エネルギー問題と原子力」

10/29/2011 愛知 名古屋市科学
館…１Ｆ…ミュー
ジアムカフェ
＆レストラン

【主催】日本学術会議、名古屋市科学館
株式会社ノムラデベロップメント…

【後援】キーコーヒー株式会社

市民・専門家

48 あいちサイエンス・コミュニ
ケーション・ネットワーク
日本科学技術ジャーナリスト会
議シンポジウム「原発報道を振
り返る」

11/６/2011 愛知 名古屋大学…ES
総合館

【主催】日本科学技術ジャーナリスト会議 市民・専門家

49 日本学術会議主催学術フォーラム
「21世紀における科学と社会の
新しい関係」

11/７/2011 東京 日本学術会議 【主催】日本学術会議 市民・専門家・
行政

50 日本学術会議東北地区会議公開
学術講演会「東日本大震災から
の復興と科学技術」

11/11/2011 岩手 岩手大学教育学
部北桐ホール

【主催】日本学術会議東北地区会議
【共催】岩手大学、日本学術会議同友会東北部会
【後援】岩手県、岩手県教育委員会、岩手県市長
会、岩手県町村会、（社）岩手経済同友会、岩手
県中小企業家同友会、いわて未来づくり機構、い
わて高等教育コンソーシアム、岩手日報社、盛岡タ
イムス社、胆江日日新聞社、岩手日日新聞社、東海
新報社、NHK盛岡放送局、IBC岩手放送、テレビ
岩手、岩手めんこいテレビ、岩手朝日テレビ、エフ
エム岩手

市民・専門家・
事業者

51 サイエンスアゴラ2011
新たな科学のタネをまこう-震災
からの再生を目指して

2011/11/18-20 東京 日本科学未来
館、産業技術
総合研究所臨
海副都心セン
ター、東京都
立産業技術研
究センター、
シンボルプロ
ム ナ ー ド 公
園、国連大学
ウ・タント国
際会議場

【主催】独立行政法人科学技術振興機構（JST）
【共催】日本学術会議、独立行政法人産業技術
総合研究所、地方独立行政法人東京都立産業
技術研究センター、国際研究交流大学村、東京
都臨海副都心グループ

【協力】株式会社フジテレビジョン、独立法人種苗
管理センター

【後援】内閣府、文部科学省、農林水産省、独立
行政法人国立科学博物館、独立行政法人日本
学術振興会、独立行政法人理化学研究所、独立
行政法人宇宙航空研究開発機構、独立行政法
人海洋研究開発機構、大学共同利用機関法人
自然科学研究機構国立天文台、公益財団法人
日本科学技術振興財団・科学技術館、ブリティッ
シュ・カウンシル、東京都教育委員会、埼玉県教育
委員会、神奈川県教育委員会、千葉県教育委員
会、全国中学校理科教育委員会、全国科学博物
館協議会、全国科学館連携協議会、公益社団法
人日本技術士会

市民・専門家・
事業者

52 東京大学農学生命科学研究科　
復興支援プロジェクト
放射能の農畜水産物等への影響
についての研究報告会…

2011/11/19
など

東京 東京大学安田
講堂
など

【主催】東京大学農学生命科学研究科
【共催など】東京大学　救援・復興支援室

市民・専門家

53 シリーズ…東日本大震災にまつわ
る科学…ー…第５回公開講演討論会
「原子力をめぐる問題と現状」

11/26/2011 京都 京都大学…基礎
物理学研究所…
湯川記念館

【主催】基礎科学研究所（NPO法人あいんしゅた
いん）

【後援】
日本物理学会京都支部・京都大学ベンチャー･ビ
ジネス･ラボラトリー・科学カフェ京都

市民・専門家

54 日本学術会議公開シンポジウム
「東京電力福島原子力発電所事
故への科学者の役割と責任につ
いて」

11/26/2011 東京 日本学術会議 【主催】日本学術会議、研究開発戦略センター
【後援】日本原子力学会、日本機械学会、日本化
学会、土木学会、日本医学放射線学会、日本原子
力研究開発機構

市民・専門家・
行政・メディア
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協働事例一覧

番号 イベント・活動名 実施日 開催地 会場 主催・共催など 参加した
ステークホルダー

55 沼市防災集団移転促進事業…
「玉浦西地区」のまちづくり
（いのちを守る沿岸域再生と安
全・安心の拠点としてコミュニ
ティ実装）

2011/11/
（不明）

宮城 （不明） 【主催】岩沼市 専門家・市民・
行政

56 日本学術会議公開シンポジウム
「巨大災害から生命と国土を護
る－24学会からの発信」第１回
「今後考えるべきハザード（地
震動、津波等）と規模は何か」

12/６/2011 東京 日本学術会議 【主催】日本学術会議…土木工学・建築学委員会、
東日本大震災の総合対応に関する学協会連絡会

市民・専門家

57 震災復興支援
家族ロボット教室

2011/12/13
など

岩手 盛岡市こども
科学館
など

【主催】富士通コンピュータテクノロジーズ
【共催】岩手県、岩手県教育委員会
【協力】岩手県立大学、一関高等専門学校、
NPO法人WRO…Japan、独立行政法人科学技術
振興機構

市民・事業者

58 第58回サイエンスカフェ
「東日本大震災と原発事故に学
ぶこと」

12/16/2011 東京 …サロン・ド・
F U Z A M B O…
Folio

【主催】日本学術会議、冨山房インターナショナル 市民・専門家

59 シリーズ…東日本大震災にまつわ
る科学…ー…第６回公開講演討論会
「再び低線量放射線の影響を考
える」

12/17/2011 京都 京都大学…基礎
物理学研究所…
湯川記念館

【主催】基礎科学研究所（NPO法人あいんしゅた
いん）

【後援】日本物理学会京都支部、京都大学ベン
チャー･ビジネス･ラボラトリー、科学カフェ京都

市民・専門家

60 未来設計会議シリーズ３　af -
ter3.11エネルギー・科学・情報
の民主的な選択に向かって「科
学者に言いたいこと、ないです
か？」

12/17/2011 東京 日本科学未来館【主催】日本科学未来館 市民・専門家

61 福島大学　復興に向けた取組
「双葉郡８町村対象の災害復興
実態調査」の実施
環境放射能研究所（IER）の設置
と環境放射能の動態解明
うつくしまふくしま未来支援セ
ンターの設置
など

2011-
（継続中）

福島 ― 【主催】福島大学 市民・専門家・
行政・事業者

62 Safecast
放射線計測・放射線センサー
ネットワーク構築・収集した
データとAPIの提供

2011/
（不明）

WEB
東京

Safecast　東京
渋谷オフィス
など

【主催】Safecast 市民・専門家・
事業者

63 岩手大学、三陸復興推進への取組
岩手大学復興人材マッチングプ
ロジェクト
大槌町仮設住宅住民アンケート
調査報告書
復興まちづくり研究室（たろ
ちゃん研究室）の開設
久慈市からの要望に対する対応
１.被災地域のコミュニティの再生
２.大津波の分析及び今後の津波
防災について
３.地域コミュニティの在り方に
関する調査
４.復興計画案に対する助言
５.災害廃棄物の早期処分について
６.農業における革新的塩害対策
の研究
７.被災後の農山漁村の活性化に
ついて
８.震災後の磯根等の海底及び地
質変動調査について
地域防災フォーラム
サテライト施設、エクステン
ションセンターの設置
盛岡サケワークショップ
水産業者との車座勉強会
など

2011-
（継続中）

岩手 ― 【主催】岩手大学 市民・専門家
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番号 イベント・活動名 実施日 開催地 会場 主催・共催など 参加した
ステークホルダー

64 環境省　放射線健康管理対策
１.放射線健康管理担当参事官室
の設置
２.福島県民健康調査事業の支援
３.原子力被災者等の健康不安対
策に関するアクションプランの
推進
４.放射線健康不安に関するリス
クコミュニケーションの実施
５.放射線の健康影響に係る調査
研究事業
６.放射線による健康影響等に関
する統一的な基礎資料の作成
７.東京電力福島第一原子力発電
所事故に伴う住民の健康管理の
あり方に関する専門家会議…
８.原子力災害影響調査等事業報
告書
９.放射線による健康影響等に関
するポータルサイト
10.住民の個人被ばく線量の測定
や結果の取扱い等に関するガイ
ドライン（自治体向け)
11.放射性物質対策に関する不安
の声について
12.放射線リスクコミュニケー
ション相談員支援センター

2011/
（不明）

各地 各地 【主催】環境省 行政・専門家・
市民

65 弘前大学
福島県浪江町復興支援プロジェ
クト
・町の再生・復興
－放射性物質の除染・除塩
－バイオ燃料プラントを基盤と

した農地再生と産業振興
・町民の安全・安心
－事故直後の住民の初期被ばく

線量の把握
－環境放射線モニタリングの支

援
－染色体分析による住民の被ば

く線量の遡及的推定
－健康相談
・科学的知見の集積
－森林・農地から河川・海洋へ

の放射性核種の移行評価
－放射性核種の土壌汚染詳細

マップと植物への移行評価
－野生動物の染色体異常の解析

2011-
（継続中）

福島 ― 【主催】弘前大学 市民・専門家・
行政

66 東北大学　災害復興新生研究機
構　復興プロジェクト
災害科学国際研究推進プロジェ
クト
地域医療再構築プロジェクト
環境エネルギープロジェクト
東北マリンサイエンスプロジェ
クト
放射性物質汚染対策プロジェクト
地域産業復興支援プロジェクト
復興産学連携推進プロジェクト

2011-
（継続中）

宮城
など

― 【主催】東北大学 市民・専門家

67 東京大学農学生命科学研究科　
復興支援プロジェクト
被災地の農林水産・畜産・漁業
の支援・復興…
三陸水産業・漁村・漁港復興に
向けた産学官連携支援プロジェ
クト
原発事故による放射性物質被爆
原種豚とその子孫の繁殖機能等
への影響調査事業
放射性物質汚染と畜産物の安全
に関する調査事業

2011-
（継続中）

福島 ― 【主催】東京大学農学生命科学研究科 市民・専門家
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協働事例一覧

2012年
番号 イベント・活動名 実施日 開催地 会場 主催・共催など 参加した

ステークホルダー

１ 食品安全委員会
食品に関するリスクコミュニ
ケーション～食品中の放射性物
質対策に関する説明会～

2012/１/16
など

東京
など

星陵会館ホール
など

【主催】食品安全委員会（内閣府）、厚生労
働省

行政・市民・
専門家

２ 日本学術会議公開シンポジウム
「巨大災害から生命と国土を護
る－24学会からの発信」第２回
「大災害の発生を前提として国
土政策をどう見直すか」

１/21/2012 東京 日本学術会議 【主催】日本学術会議…土木工学・建築学委
員会、東日本大震災の総合対応に関する学協
会連絡会

市民・専門家

３ 東京大学…救援・復興支援活動
「福島復興農業工学会議（土壌
除染の農業工学的研究）」
ほか、救護・復興支援プロジェ
クト

１/22/2012 東京 日本学術会議 【主催】日本学術会議社会学委員会社会学コ
ンソーシアム分科会、社会学系コンソーシア
ム

市民・専門家

４ 家族のリスクマネジメント勉強会 2012/１/
（不明）

東京
京都
福島
宮城
茨城
群馬
千葉
埼玉

神奈川
愛知

仙台市市民活
動サポートセ
ンター
など

【主催】家族のリスクマネジメント勉強会 市民・専門家

５ 日本学術会議主催学術フォーラム
「東日本大震災を教訓とした巨
大災害軽減と持続的社会実現へ
の道」

２/11/2012 東京 日本学術会議 【主催】日本学術会議
【共催】アジアの持続可能な土地利用プロ
ジェクト（SLUAS）

市民・専門家

６ 東京海洋大学　東日本大震災復
興支援の取り組み
学内公募震災復興プロジェクト
大学・自治体・学会等との共同
プロジェクト
調査活動
シンポジウム　など

２/27/2012 兵庫 独立行政法人…
理化学研究所　
計算科学研究
機構

【主催】独立行政法人海洋研究開発機構
【後援】甲南大学、独立行政法人…理化学研
究所…計算科学研究機構（2012年）

市民・専門家

７ 日本学術会議公開シンポジウム
「巨大災害から生命と国土を護
る－24学会からの発信」第３回
「減災社会をどう実現するか」

２/29/2012 東京 日本学術会議 【主催】日本学術会議…土木工学・建築学委
員会、東日本大震災の総合対応に関する学協
会連絡会

市民・専門家

８ ＮＨＫ放送文化研究所　2012年　
研究発表とシンポジウム
東日本大震災とメディア

2012/３/７
2012/３/８

東京 イイノホール 【主催】ＮＨＫ放送文化研究所 市民・専門家・
メディア

９ シリーズ…東日本大震災にまつわ
る科学…ー…第７回公開講演討論会
「福島原発事故から１年を迎えて」

３/11/2012 京都 京都大学理学
部セミナーハ
ウス

【主催】基礎科学研究所（NPO法人あいん
しゅたいん）
【後援】日本物理学会京都支部・京都大学ベ
ンチャー･ビジネス･ラボラトリー・科学カ
フェ京都

市民・専門家

10 震災がれきの広域処理を考える
シンポジウム

３/11/2012 東京 明治大学リバ
ティタワー

【主催】震災がれきの広域処理を考えるシン
ポジウム実行委員会

市民・専門家・
行政

11 東日本大震災１年目のシンポジ
ウム　ロボティクスが防災にお
いて果たすべき役割について考
える

３/12/2012 宮城 東北大学工学
研究科

【主催】東北大学極限ロボティクス国際研究
センター、東北大学大学院情報科学研究科、
東北大学大学院工学研究科、
国際レスキューシステム研究機構

市民・専門家

12 日本学術会議公開シンポジウム
「福島第一原子力発電所事故から
１年を迎えて　特別公開シンポジ
ウム　放射能除染の土壌科学－
森・田・畑から家庭菜園まで－」

３/14/2012 東京 日本学術会議 【主催】日本学術会議土壌科学分科会…日本
農学アカデミー
【後援】日本農学会・(財)農学会・東京大学
大学院農学生命科学研究科
【協賛】ワールドウオッチジャパン

市民・専門家

13 公開講演会・シンポジウム
（社会との対話）
「東日本大震災から一年　－持
続可能な社会に向けた復興へ」

３/15/2012 東京 日本学術会議 【主催】日本学術会議
【共催】東京大学グローバルCOEプログラ
ム「都市空間の持続再生学の展開」

市民・専門家

14 第61回サイエンスカフェ
「地層から再現する過去の巨大
津波と今後の課題」

３/16/2012 東京 …サロン・ド・
F U Z A M B O…
Folio

【主催】日本学術会議、冨山房インターナ
ショナル

市民・専門家
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15 東京大学農学生命科学研究科　
復興支援プロジェクト
JRA畜産振興事業シンポジウム
「東京電力福島第一原発事故か
ら学ぶ食の安全－畜産物につい
て－」

３/24/2012 東京 東京大学農学
部弥生講堂

【主催】東京大学大学院農学生命科学研究科
附属食の安全研究センター
【後援】日本中央競馬会、財団法人全国競
馬・畜産振興会（JRA）

市民・専門家

16 未来設計会議シリーズ３　af -
ter3.11エネルギー・科学・情報
の民主的な選択に向かって「食
品の放射能、どこまで許せます
か？」

３/24/2012 東京 日本科学未来館 【主催】日本科学未来館 市民・専門家

17 公開講演会・シンポジウム
（社会との対話）
日本学術会議連続シンポジウム
「巨大災害から生命と国土を護
る－24学会からの発信－」第４
回「首都直下・東海・東南海・
南海等の巨大地震に今どう備え
るか」

５/10/2012 東京 日本学術会議 【主催】日本学術会議…土木工学・建築学委
員会、東日本大震災の総合対応に関する学協
会連絡会

市民・専門家

18 公開講演会・シンポジウム
（社会との対話）
「生体医工学フォーラム2012…福
島震災復興支援のための医工学
フォーラム…in…Aizu」

５/14/2012 福島 會 津 稽 古 堂
（会津若松市
生涯学習総合
センター）

【主催】日本学術会議…生体医工学分科会…日
本生体医工学会
【後援】福島県…会津若松市…会津若松商工会
議所…福島県医師会、福島県立医科大学…公立
大学法人…会津大学…日本大学工学部、国立大
学法人…東北大学、国立大学法人…東北大学…大
学院…医工学研究科、同…医学系研究科、同…工
学研究科、厚生労働省…経済産業省、独立行
政法人…医薬品医療機器総合機構…(PMDA)、
一般社団法人…日本医療機器工業会…(Jamdi)、
医療技術産業戦略コンソーシアム… (ME-
TIS)、財団法人…医療機器センター(JAAME)

市民・専門家・
行政

19 公開講演会・シンポジウム
（社会との対話）
「科学と実践との対話－自然再
生と震災復興」

５/20/2012 岩手 一関市知勝院
会館

【主催】日本学術会議統合生物学委員会、ワ
イルドライフサイエンス分科会・環境学委員
会自然環境保全再生分科会
【共催】一関市教育委員会・久保川イーハー
トーブ自然再生協議会
【後援】IBC岩手放送、朝日新聞盛岡総局、
岩手朝日テレビ、岩手日日新聞社、岩手日報
社、NHK盛岡放送局、河北新報社、産経新
聞盛岡支局、テレビ岩手、毎日新聞盛岡支
局、めんこいテレビ、読売新聞盛岡支局

市民・専門家・
事業者

20 文部科学省…情報ひろば
…『サイエンスカフェ』
「古代に学ぶ津波科学－被災し
なかった神社や津波堆積物分布
が示唆すること－」

５/25/2012 東京 文部科学省情
報ひろば

【主催】日本学術会議、文部科学省 市民・専門家

21 公開講演会・シンポジウム（社
会との対話）
日本学術会議公開シンポジウム
「3.11福島第一原子力発電所事
故をめぐる社会情報環境の検証
―テレビ・シャーナリズム・メ
ディアの特性と課題」

６/９/2012 東京 日本学術会議 【主催】日本学術会議社会学委員会メディ
ア・文化研究分科会
【共催】社会学系コンソーシアム

市民・専門家

22 日本農芸化学会　被災地理科教
育支援

2012/６/18
など

岩手
宮城
福島

宮城県仙台二
華高等学校
など

【主催】日本農芸化学会
【共催など】協和発酵キリン株式会社

市民・専門家

23 公開講演会・シンポジウム（社
会との対話）
日本学術会議連続シンポジウム
「巨大災害から生命と国土を護
る－二十四学会からの発信－」
第５回「大震災を契機に地域・
まちづくりを考える」

６/21/2012 東京 日本学術会議
講堂

【主催】日本学術会議…土木工学・建築学委
員会、東日本大震災の総合対応に関する学協
会連絡会

市民・専門家

24 公開講演会・シンポジウム
（社会との対話）
史料保存利用問題シンポジウム
「東日本大震災から一年、資料
の救済・保全の在り方を考え
る」

６/23/2012 東京 学習院大学 【主催】日本歴史学協会、日本学術会議史学
委員会

市民・専門家



59

協働事例一覧

番号 イベント・活動名 実施日 開催地 会場 主催・共催など 参加した
ステークホルダー

25 公開講演会・シンポジウム
（社会との対話）
「震災直後および復興期におけ
る情報学の役割」

６/29/2012 東京 東京大学福武
ホール

【主催】日本学術会議…情報学委員会…ユビキ
タス状況認識社会基盤分科会

市民・専門家・
事業者

26 低線量放射線検討会
LDMセミナー

2012/７/４
など

京都 可視化実験室 【主催】NPO法人　知的人材ネットワーク　
あいんしゅたいん

市民・専門家

27 東京大学農学生命科学研究科
第１回サイエンスカフェ
第３回サイエンスカフェ
第４回サイエンスカフェ
第７回サイエンスカフェ
「聞いてみよう！放射性物質と
農産物のコト」

2012/７/４
2013/１/18
2013/７/27
2014/１/17

東京 東京大学農学
部 キ ャ ン パ
ス・フードサ
イエンス棟

【主催】東京大学大学院農学生命科学研究科
附属食の安全研究センター

市民・専門家

28 公開講演会・シンポジウム
（社会との対話）
第６回基礎法学総合シンポジウ
ム「巨大自然災害・原発災害と
法－基礎法学の視点から－」

７/７/2012 東京 日本学術会議 【主催】基礎法学系学会連合（日本法社会学
会、日本法哲学会、比較法学会、法制史学
会、比較家族史学会、民主主義科学者協会法
律部会）・日本学術会議法学委員会

市民・専門家

29 公開講演会・シンポジウム
（社会との対話）
日本学術会議連続シンポジウム
「巨大災害から生命と国土を護
る－24学会からの発信－」第６
回「原発事故からエネルギー政
策をどう建て直すか」

７/24/2012 東京 日本学術会議 【主催】日本学術会議…土木工学・建築学委
員会、東日本大震災の総合対応に関する学協
会連絡会

市民・専門家・
行政

30 文部科学省…情報ひろば…
『サイエンスカフェ』
「3.11… 後の科学技術と社会－
「コミュニケーション」から
「ガバナンス」へ－」

７/27/2012 東京 文部科学省情
報ひろば

【主催】日本学術会議、文部科学省 市民・専門家

31 公開講演会・シンポジウム
（社会との対話）
「東日本大震災復興の道筋と今
後の日本社会」

７/29/2012 京都 京都大学北部
総合教育研究
棟益川ホール

【主催】日本学術会議第一部、京都大学
【共催】日本学術会議近畿地区会議、
G-COE「親密圏と公共圏の再編成をめざす
アジア拠点」、京都大学文学研究科アジア親
密圏／公共圏教育研究センター
【後援】（財）日本学術協力財団

市民・専門家

32 公開講演会・シンポジウム
（社会との対話）
「震災からの再生－社会学と計
画学との対話／復興に向けて、
何をどう考えるべきなのか」

７/29/2012 宮城 東北大学川内
南キャンパス

【主催】日本学術会議社会学委員会東日本大
震災の被害構造と再建の道を探る分科会
【共催】日本社会学会、環境社会学会、都市
社会学会、地域社会学会

市民・専門家

33 地域安全学会東日本大震災連続
ワークショップ

2012/８/３
など

福島
（2012）

岩手
（2014）

宮城
（2015）

岩手
（2016）

（不明） 【主催】地域安全学会
【共催】筑波大学（2012年）

市民・専門家

34 公開講演会・シンポジウム
（社会との対話）
「東北地方の復興・新生に向け
て：アカデミアの果たす役割」

８/３/2012 宮城 東北大学片平
さくらホール

【主催】日本学術会議第二部、東北大学
【後援】
日本学術会議東北地区会議、財団法人日本学
術協力財団、日本医歯薬アカデミー、河北新
法社、朝日新聞仙台総局、読売新聞東北総
局、毎日新聞仙台支局、産経新聞社東北総
局、ＮＨＫ仙台放送局、TBC東北放送、仙
台放送、ミヤギテレビ、東日本放送

市民・専門家

35 公開講演会・シンポジウム
（社会との対話）
日本学術会議連続シンポジウム
「巨大災害から生命と国土を護
る－24学会からの発信－」第７
回「大震災を契機に国土づくり
を考える」

８/８/2012 東京 日本学術会議 【主催】日本学術会議…土木工学・建築学委
員会、東日本大震災の総合対応に関する学協
会連絡会

市民・専門家

36 消費者庁
食と放射能に関する説明会
食品と放射能に関する説明会

2012/９/11
など

福島
など

（不明） 【主催】消費者庁 行政・市民・
専門家
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37 東日本大震災ビッグデータワー
クショップ

９/12/2012 東京 Google…東京オ
フィス

【主催】東日本大震災ビッグデータワーク
ショップ…運営委員会
【パートナー】株式会社…朝日新聞社、JCC
株式会社、株式会社ゼンリンデータコム、
日本放送協会、本田技研工業株式会社、株
式会社レスキューナウ、グーグル株式会社、
Twitter…Japan…株式会社

市民・専門家

38 文部科学省…情報ひろば…
『サイエンスカフェ』
「サイエンスとの〈対話〉は可
能か？―3.11以後の社会を考え
る」

９/28/2012 東京 文部科学省情
報ひろば

【主催】日本学術会議、文部科学省 市民・専門家

39 公開講演会・シンポジウム
（社会との対話）
「いま改めて二つの大震災から
学ぶ－阪神淡路大震災・東日本
大震災と地理学・変動地形学
－」

10/６/2012 兵庫 神戸大学…鶴甲
第１キャンパ
ス

【主催】日本学術会議、公益社団法人日本地
理学会
【後援】公益社団法人日本地球惑星科学連合

市民・専門家

40 公開講演会・シンポジウム
（社会との対話）
原子力発電所事故の影響に関す
る国際会議「原子力発電所事故
の教訓・過酷事故発生時の世界
の科学アカデミーの役割」

10/10/2012 東京 日本学術会議 【主催】日本学術会議、インターアカデミー
カウンシル

市民・専門家・
事業者

41 あいちサイエンス・コミュニ
ケーション・ネットワーク
日本科学技術ジャーナルスト会
議シンポジウム「福島原発事故
をめぐる４つの事故調査報告書
を再検証する」

10/28/2012 愛知 名古屋大学…ES
ホール

【主催】日本科学技術ジャーナリスト会議
【共催】名古屋大学産学官連携推進本部

市民・専門家

42 公開講演会・シンポジウム
（社会との対話）
「震災問題を考える」

11/３/2012 北海道 札幌学院大学
第１キャンパ
ス

【主催】日本学術会議社会学委員会東日本大
震災の被害構造と日本社会の再建の道を探る
分科会、日本社会学会研究活動委員会

市民・専門家

43 公開講演会・シンポジウム
（社会との対話）
サイエンスアゴラ2012「科学・
技術でわかること、わからない
ことPartII」

11/10/2012 東京 日本科学未来
館

【主催】国立研究開発法人科学技術振興機構
【共催】日本学術会議、独立行政法人産業技
術総合研究所、地方独立行政法人東京都立産
業技術研究センター、国際研究交流大学村、
東京臨海副都心グループ

市民・専門家・
行 政 ・ メ デ ィ
ア・事業者

44 日本科学未来館サイエンティス
ト・トーク
「福島の農業再生～今できるこ
と、できないこと～」

11/10/2012 東京 日本科学未来
館

【主催】日本科学未来館 市民･専門家

45 サイエンスアゴラ2012
見つけようあなたと「科学」の
おつきあい

2012/11/10-11 東京 日本科学未来
館、産業技術
総合研究所臨
海副都心セン
ター、東京都
立産業技術研
究センター、
シンボルプロ
ム ナ ー ド 公
園、東京国際
交流館

【主催】独立行政法人科学技術振興機構
（JST）
【共催】日本学術会議、独立行政法人産業技
術総合研究所、地方独立行政法人東京都立産
業技術研究センター、国際研究交流大学村、
東京臨海副都心グループ
【協力】株式会社フジテレビジョン
【後援】内閣府、文部科学省、農林水産省、
独立行政法人国立科学博物館、独立行政法人
日本学術振興会、独立行政法人理化学研究
所、独立行政法人宇宙航空研究開発機構、独
立行政法人海洋研究開発機構、大学共同利用
機関法人自然科学研究機構国立天文台、公益
財団法人日本科学技術振興財団・科学技術
館、ブリティッシュ・カウンシル、東京都教
育委員会、埼玉県教育委員会、神奈川県教育
委員会、千葉県教育委員会、全国中学校理科
教育研究会、全国科学博物館協議会、全国科
学館連携協議会、公益社団法人日本技術士会

市民・専門家・
事業者

46 公開講演会・シンポジウム
（社会との対話）
サイエンスアゴラ2012「討議：
高レベル放射性廃棄物の処分は
どうあるべきか！？」

11/11/2012 東京 日本科学未来
館

【主催】国立研究開発法人科学技術振興機構
【共催】日本学術会議、独立行政法人産業技
術総合研究所、地方独立行政法人東京都立産
業技術研究センター、国際研究交流大学村、
東京臨海副都心グループ

市民・専門家・
行 政 ・ メ デ ィ
ア・事業者
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47 公開講演会・シンポジウム
（社会との対話）
「海洋放射能汚染に関する国際
シンポジウム－海洋へ与える福
島原発事故の影響を探る－」

11/12/2012 東京 東京大学本郷
キャンパス

【主催】東京大学
【共同支援】国際交流基金日米センター、
ウッズホール海洋研究所（Morssコロキウ
ムサポート）、東京大学大気海洋研究所、
Gordon…and…Betty…Moore…財団、日本学術会議

市民・専門家

48 あいちサイエンス・コミュニ
ケーション・ネットワーク
平成24年度…第…３回…招聘講師に
よる総合数理談話会『原発問題
とエネルギー政策…～…福島原発事
故を経験して～』

11/20/2012 愛知 名城大学…総合
数理教育セン
ター

【主催】名城大学総合数理教育センター 市民・専門家

49 公開講演会・シンポジウム
（社会との対話）
「東日本大震災がもたらした食
料問題を考える」

11/21/2012 東京 日本学術会議 【主催】日本学術会議
【共催】東日本大震災に係る食料問題分科
会、水産学分科会、農業経済学分科会、農業
情報システム学分科会、農芸化学分科会
【後援】日本農学アカデミー、日本水産学
会、日本農業経済学会、日本農芸化学会、農
業機械学会、東京大学大学院農学生命科学研
究科アグリコク－ン

市民・専門家

50 文部科学省…情報ひろば…
『サイエンスカフェ』
「行き場がない原発からの核の
ゴミ」

11/22/2012 東京 文部科学省情
報ひろば

【主催】日本学術会議
文部科学省

市民・専門家

51 公開講演会・シンポジウム
（社会との対話）
「日本の復興・再生に向けた産
学官連携の新しいありかた」

11/26/2012 東京 日本学術会議 【主催】日本学術会議総合工学委員会、未来
社会と応用物理分科会
【共催】
応用物理学会、内閣府総合科学技術会議、産
業競争力懇談会（COCN）、他

市民・専門家・
行政・事業者

52 公開講演会・シンポジウム
（社会との対話）
「巨大災害から生命と国土を護
る-三十学会からの発信-」

11/29/2012 東京 日本学術会議 【主催】日本学術会議 市民・専門家

53 東北大学　第86回サイエンスカ
フェ
震災はココロとカラダをどう変
えた？…～回復のためにできるこ
と～

11/30/2012 宮城 せ ん だ い メ
ディアテーク…

【主催】東北大学 市民・専門家

54 公開講演会・シンポジウム
（社会との対話）
「原発災害による苦難と科学・
学術の責任」

12/８/2012 東京 日本学術会議 【主催】日本学術会議哲学委員会
【共催】日本哲学系諸学会連合、日本宗教諸
学会連合

市民・専門家

55 日本科学未来館サイエンティス
ト・トーク「3.11の地震はまだ終
わっていない…-いま何が起きて、
これから何が起こるのか?…-」

12/15/2012 東京 日本科学未来館 【主催】日本科学未来館 市民･専門家

56 市民放射能測定データサイト　
みんなのデータサイト

2012/
（不明）

WEB WEB 【主催】NPO法人ふくしま30年プロジェクト
未来につなげる東海ネット・市民放射能測定
センター（Ｃ－ラボ）
こどもみらい測定所
【共催など】慶應義塾大学…SFC研究所…デジ
タル市民社会デザインコンソーシアム

市民・専門家

57 岩手大学
震災木くずのパーティクルボー
ドへのリサイクル――“復興ボー
ド”の生産と活用の支援――

2012/
（不明）

岩手 ─ 【主催】岩手大学 市民・専門家・
行政
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2013年
番号 イベント・活動名 実施日 開催地 会場 主催・共催など 参加した

ステークホルダー

１ 公開講演会・シンポジウム
（社会との対話）
「科学者はフクシマから何を学
ぶのか？‐科学と社会の関係の
見直し‐」

１/12/2013 東京 日本学術会議 【主催】日本学術会議第１部・福島原発災害
後の科学と社会のあり方を問う分科会

市民・専門家

２ 公開講演会・シンポジウム
（社会との対話）
「 東 日 本 大 震 災 と マ イ ノ リ
ティ」

１/27/2013 東京 日本学術会議 【主催】社会学系コンソーシアム、日本学術
会議社会学委員会社会学コンソーシアム分科
会、日本学術会議社会学委員会・震災再建分
科会
【共催】
日本学術会議社会学委員会

市民・専門家

３ 東京大学…救援・復興支援活動
「福島復興農業工学会議（土壌
除染の農業工学的研究）」
ほか、救護・復興支援プロジェ
クト

２/２/2013 東京 日本科学未来館 【主催】株式会社NTTドコモモバイル社会
研究所

市民・専門家・
事業者

４ 公開講演会・シンポジウム
（社会との対話）
「放射線計測の理解と実際の計
測」

２/６/2013 東京 日本学術会議 【主催】日本学術会議・科学技術振興機構
（JST）

市民・専門家・
行政

５ 公開講演会・シンポジウム
（社会との対話）
「災害復興とジェンダー」

２/23/2013 東京 日本学術会議 【主催】日本学術会議　社会学委員会ジェン
ダー研究分科会
【共催】社会学委員会複合領域ジェンダー分
科会、史学委員会歴史学とジェンダーに関す
る分科会、法学委員会ジェンダー法分科会

市民・専門家・
事業者

６ 東京海洋大学　東日本大震災復
興支援の取り組み
学内公募震災復興プロジェクト
大学・自治体・学会等との共同
プロジェクト
調査活動
シンポジウム　など

2013/２/25-27 福島 福島ビューホ
テル

【主催】福島県立医科大学
【共催】福島県、日本学術会議臨床医学委員
会放射線防護・リスクマネジメント分科会

市民・専門家・
行政

７ 地震津波シミュレーションワー
クショップ

2013/２/27
2014/02/14
2015/02/13
2016/03/18

兵庫 イ イ ノ カ ン
ファレンスセ
ンター
など

【主催】独立行政法人海洋研究開発機構
【後援】国立大学法人…神戸大学統合研究拠
点（2013年）

市民・専門家

８ 東日本大震災後の日本のエネル
ギーをめぐる状況

３/１/2013 WEB WEB 【主催】JFS（ジャパン・フォー・サステナ
ビリティ）

市民・専門家

９ 公開講演会・シンポジウム
（社会との対話）
「災害と環境教育－内発的なESD
からの復興の道筋の展望－」

３/17/2013 東京 日本学術会議 【主催】日本学術会議
【共催】立教大学ESD研究所、立教SFR重点
領域プロジェクト研究、JST…RISTEX「いの
ちを守る沿岸域の再生と安全・安心の拠点と
してのコミュニティの実装」プロジェクト
【後援】公益社団法人日本環境教育フォーラ
ム

市民・専門家・
行政・事業者

10 公開講演会・シンポジウム
（社会との対話）
「東日本大震災後の住民の現状
と環境有害物質リスク」

３/26/2013 石川 金沢大学鶴間
キャンパス

【主催】日本学術会議　環境リスク分科会
【共催など】第83回日本衛生学会学術総会

市民・専門家・
行政

11 公開講演会・シンポジウム
（社会との対話）
「震災復興の倫理‐新自由主義
と日本社会」

３/30/2013 東京 日本学術会議 【主催】日本学術会議社会学委員会社会理論
分科会
【共催】日本社会学会

市民・専門家

12 ラボカフェ
シリーズ：ポスト３・11の科学
技術社会論
ポスト３・11の科学と「社会的
なもの」

４/13/2013 大阪 アートエリアB１ 【主催】「ポスト３・11の科学技術社会論」
研究会
「社会的なものの思想史」研究会
【協賛】ナカニシヤ出版

市民・専門家

13 公開講演会・シンポジウム
（社会との対話）
「原子力発電の社会的普及プロ
セスの歴史的検討」

５/26/2013 東京 日本大学商学部 【主催】日本学術会議史学委員会、史学委員
会科学・技術の歴史的理論的社会的検討分科
会
【共催】日本科学史学会

市民・専門家

14 日本科学未来館
サイエンティスト・トーク
「ヒマワリからスーパー植物へ
～遺伝子組換え植物で汚染土壌
からセシウムをひっこぬく～」

６/１/2013 東京 日本科学未来館 【主催】日本科学未来館
【協力】理化学研究所…環境資源科学研究セ
ンター

市民・専門家
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協働事例一覧

番号 イベント・活動名 実施日 開催地 会場 主催・共催など 参加した
ステークホルダー

15 公開講演会・シンポジウム
（社会との対話）
「東日本大震災に係る食料問題
フォーラム」

６/６/2013 福島 コラッセふく
しま

【主催】日本学術会議農学・食料科学・健
康・生活科学委員会合同東日本大震災に係る
食料問題分科会、農学委員会・食料科学委員
会合同農業情報システム分科会、農芸化学分
科会、農学委員会農業経済学分科会、食料科
学委員会水産学分科会、畜産学分科会
【後援】日本水産学会、日本畜産学会、日本
農業経済学会、日本農芸化学会、農業機械学
会、福島県立医科大学、東京大学大学院農学
生命科学研究科アグリコクーン

市民・専門家・
行政・事業者

16 公開講演会・シンポジウム
（社会との対話）
「東日本大震災から二年、資料
の救済・保全のこれから」

６/22/2013 東京 駒澤大学駒沢
キャンパス

【主催】日本歴史学協会、日本学術会議史学
委員会
【後援】全国歴史資料保存利用機関連絡協議
会・日本アーカイブズ学会

市民・専門家・
行政

17 公開講演会・シンポジウム
（社会との対話）
「3.11後の科学と社会‐福島から
考える‐」

７/13/2013 福島 福島銀行本店 【主催】日本学術会議第一部、第一部福島原
発災害後の科学と社会のあり方を問う分科会
【共催】福島大学うつくしまふくしま未来支
援センター
【後援】福島銀行、（財）日本学術協力財団

市民・専門家

18 東日本大震災が動物に及ぼした
影響に関する国際シンポジウム

2013/８/24-25 東京 東京国際フォー
ラム

【主催】Humane…Society…International（動
物との共生を考える連絡会）
【共催など】環境省…、公益社団法人　日本
獣医師会、公益社団法人　東京都獣医師会

市民・専門家

19 がんばろう福島、農業者等の会
勉強会

2013/８/28
など

福島 二本松市市民
交流センター
コラッセ福島

【主催】がんばろう福島、農業者等の会 市民・専門家・
事業者

20 公開講演会・シンポジウム
（社会との対話）
「社会が受け入れられるリスク
とは何か」

９/５/2013 東京 日本学術会議 【主催】日本学術会議 市民・専門家・
行政

21 公開講演会・シンポジウム
（社会との対話）
「復興農学－東日本大震災への
土壌科学の貢献と課題

９/13/2013 愛知 名古屋大学東
山キャンパス

【主催】日本学術会議 市民・専門家・
行政・事業者

22 第１回ちくりん舎シンポジウム
「いのちを切り捨てる科学から
いのちを守る科学へ」

９/22/2013 東京 青梅市福祉セ
ンター

【主催】ちくりん舎 市民・専門家

23 あいちサイエンス・コミュニ
ケーション・ネットワーク
第11回科学リテラシー講演会・
科学実験指導者講習会「科学リ
テラシーはなぜ大切か～協働す
る知性の基盤として～」

９/23/2013 愛知 名城大学
名駅サテライト

【主催】名城大学総合数理教育センター 市民・専門家

24 公開講演会・シンポジウム
（社会との対話）
サイエンスアゴラ2013【科学・
技術でわかること、わからない
ことＰａｒｔ３―インフラクラ
イシスと大規模災害―】

11/９/2013 東京 日本科学未来館 【主催】日本学術会議…科学と社会委員会…科
学力増進分科会

市民・専門家

25 マルチステークホルダー対話
WS３　ポスト３・11…の科学コ
ミュニケーションを問う（サイ
エンスアゴラ2013内）

11/９/2013 東京 日本科学未来館 【主催】JST科学コミュニケーションセン
ター
【後援】科学技術社会論学会

市民・専門家

26 公開講演会・シンポジウム
（社会との対話）
「東日本大震災に係る食料の安
全・安心を担保する生産・流通
システム」

11/18/2013 東京 日本学術会議 【主催】日本学術会議　農学・食料科学委員
会農業情報システム学分科会
【後援】農業食料工学会、農業施設学会、日
本農業気象学会、農業情報学会、生態工学
会、日本生物環境工学会、農業農村工学会、
日本農作業学会、農村計画学会

市民・専門家・
行政・事業者

27 消費者庁
食品中の放射性物質に関するコ
ミュニケーター養成研修

2013/11/19
など

福島
など

（不明） 【主催】消費者庁
（各地のJAなど）

行政・市民・
専門家

28 文部科学省…情報ひろば…
『サイエンスカフェ』
「放射線の数値にまつわる話」

11/22/2013 東京 文部科学省情報
ひろば

【主催】日本学術会議
文部科学省

市民・専門家
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番号 イベント・活動名 実施日 開催地 会場 主催・共催など 参加した
ステークホルダー

29 ICTによる防災と震災復興シン
ポジウム

11/24/2013 宮城 東 北 大 片 平
キャンパス…エ
クステンショ
ン教育研究棟

【主催】情報支援プロボノ・プラットフォー
ム（iSPP）
【共催】東北大学大学院経済学研究科　震災
復興研究センター
【後援】東北総合通信局、宮城県、仙台市、
名取市
【協力】宮城教育大学　学生有志
【協賛】NTT東日本、NECネットイノベー
ション株式会社、株式会社仙台ソフトウエア
センター

市民・専門家・
行政

30 放射能リテラシーワークショップ 2013/11/26
など

福島 福島市内の中
学校
など

【主催】NPO市民科学研究室、セーブ･ザ
･チルドレン･ジャパン（Save… the…Children…
Japan）

市民・専門家

31 公開講演会・シンポジウム
（社会との対話）
「東日本大震災からの水産業お
よび関連沿岸社会・自然環境の
復興・再生に向けて」…

11/29/2013 東京 日本学術会議 【主催】日本学術会議
【共催】食料科学委員会水産学分科会、水
産・海洋科学研究連絡協議会、日本水産学会
【後援】日本農学アカデミー、大日本水産
会、全国漁業協同組合連合会
水産海洋学会、日本付着生物学会、日本魚病
学会、国際漁業学会、日本ベントス学会、日
本魚類学会、地域漁業学会、日仏海洋学会、
日本海洋学会、日本水産増殖学会、日本藻類
学会、マリンバイオテクノロジー学会、日本
水産工学会、日本プランクトン学会、漁業経
済学会

市民・専門家・
行政

32 公開講演会・シンポジウム
（社会との対話）
「南海トラフ地震に学界はいか
に向き合うか」

12/２/2013 東京 日本学術会議 【主催】日本学術会議　土木工学・建築学委
員会、東日本大震災の総合対応に関する学協
会連絡会

市民・専門家・
行政

33 公開講演会・シンポジウム
（社会との対話）
「３・11…後の『いのち』を語る
言葉を考える」

12/７/2013 東京 日本学術会議 【主催】日本学術会議　哲学委員会
【共催】日本哲学系諸学会連合、日本宗教研
究諸学会レンガ王

市民・専門家

34 あいちサイエンス・コミュニ
ケーション・ネットワーク
平成25年度　第３回総合数理談
話会「3.11以降，変わったか－科
学や理科の教育のあり方－」

12/12/2013 愛知 名城大学　天
白キャンパス

【主催】名城大学総合数理教育センター 市民・専門家
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協働事例一覧

2014年
番号 イベント・活動名 実施日 開催地 会場 主催・共催など 参加した

ステークホルダー

１ 公開講演会・シンポジウム
（社会との対話）
「地域の再生と国のかたち─東
日本大震災の教訓を活かす─」

１/12/2014 東京 日本学術会議 【主催】…日本学術会議　地域研究委員会人
文・経済地理と地域教育分科会
【後援】地理学連携機構、公益社団法人日本
地理学会、人文地理学会、経済地理学会、一
般社団法人地理情報システム学会、日本地図
学会、福島大学うつくしまふくしま未来支援
センター、科研費基盤研究（S）「東日本大
震災を契機とする震災復興学の確立」プロ
ジェクト

市民・専門家

２ 第86回サイエンスカフェ
「東電福島原発事故による環境
汚染の大規模調査とリスク評価
について」

１/17/2014 東京 …サロン・ド・
F U Z A M B O…
Folio

【主催】日本学術会議、冨山房インターナ
ショナル

市民・専門家

３ 東京大学…救援・復興支援活動
「福島復興農業工学会議（土壌
除染の農業工学的研究）」
ほか、救護・復興支援プロジェ
クト

１/24/2014 東京 日本学術会議 【主催】日本学術会議農学委員会林学分科会
【共催】森林・木材・環境アカデミー、認定
NPO法人才の木

市民・専門家・
行政

４ マルチステークホルダー対話
ジョイント・フォーラム「福島
との対話・女性農業者をつなげ
る」

2014/２/５-６ 北海道 北海道大学学
術交流会館

【主催】北海道女性農業者ネットワークきた
ひとねっと・北海道大学大学院農学研究院…
小林－吉田グループ・JST科学コミュニケー
ションセンター

市民・専門家・
事業者

５ 公開講演会・シンポジウム
（社会との対話）
「福島第一原発事故にともなう
放射線健康不安と精神的影響の
実態および地域住民への支援方
策」

２/15/2014 福島 福島県立医科
大学

【主催】日本学術会議 市民・専門家

６ 東京海洋大学　東日本大震災復
興支援の取り組み
学内公募震災復興プロジェクト
大学・自治体・学会等との共同
プロジェクト
調査活動
シンポジウム　など

２/16/2014 東京 東京大学農学
部弥生講堂

【主催】東京大学大学院農学生命科学研究科
附属食の安全研究センター

市民・専門家

７ 震災復興シンポジウム～科学技
術イノベーションによる復興再
生を目指して～

２/20/2014 福島 郡山ビューホテ
ルアネックス

【主催】一般社団法人東北経済連合会、独立
行政法人科学技術振興機構
【後援】文部科学省、復興庁、経済産業省東
北経済産業局、農林水産省東北農政局、福島
県、郡山市

市民・専門家・
行政

８ 公開講演会・シンポジウム
（社会との対話）
「福島原発災害後の国民の健康
支援のあり方について」

２/22/2014 東京 日本医師会館 【主催】日本学術会議
【共催】日本医師会総合政策研究機構

市民・専門家・
行政・事業者

９ 放射線って、そもそもなんだろ
う？
～最先端研究の現場から～
～食の安全・安心の現場から～

2014/３/２
2014/３/９

宮城 特定非営利活
動法人　natu-
ral…science

【主催】東北大学サイクロトロン・ラジオア
イソトープセンター（３/２）
大河原町中央公民館（３/９）
【協力】織原彦之丞東北大学名誉教授（３/
２）、東北大学サイクロトロン・ラジオアイ
ソトープセンター（３/２）、みんなの放射
線観測室「てとてと」（３/９）、三田農園
（３/９）、鎌田圭准教授（３/９）

市民・専門家

10 公開講演会・シンポジウム
（社会との対話）
「安全な原子力であることの要
件－福島原子力事故の教訓－」…

３/５/2014 東京 日本学術会議 【主催】日本学術会議　総合工学委員会原子
力事故対応分科会

市民・専門家

11 公開講演会・シンポジウム
（社会との対話）
「福島第一原子力発電所事故プ
ロセスの学術的検討」

５/14/2014 東京 日本学術会議 【主催】日本学術会議　総合工学委員会原子
力事故対応分科会

市民・専門家

12 公開講演会・シンポジウム
（社会との対話）
「東京電力福島第一原子力発電
所事故による放射線被ばくと健
康管理」

５/25/2014 岡山 岡山コンベン
シ ョ ン セ ン
ター

【主催】日本学術会議、日本衛生学会
【共催など】日本学術会議　環境リスク分科
会・パブリックヘルス分科会/第84回日本衛
生学会学術総会

市民・専門家・
行政
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番号 イベント・活動名 実施日 開催地 会場 主催・共催など 参加した
ステークホルダー

13 公開講演会・シンポジウム
（社会との対話）
「東日本大震災に係る食料問題
フォーラム2014　川内村ワーク
ショップ」

７/４/2014 福島 福 島 県 川 内
村 コ ミ ュ ニ
テ ィ ー セ ン
ター

【主催】日本学術会議農学・食料科学・健
康・生活科学委員会合同東日本大震災に係る
食料問題分科会、農学委員会・食料科学委員
会合同農業情報システム学分科会、農芸化学
分科会、農学委員会農業経済学分科会、食料
科学委員会水産学分科会、畜産学分科会
【後援】川内村、日本農学アカデミー、日本
獣医学会、日本水産学会、日本畜産学会、日
本農業経済学会、日本農芸化学会、農業食料
工学会、東京農工大学、長崎大学、福島県立
医科大学、北里大学海洋生命科学部、東京大
学大学院農学生命科学研究科アグリコクーン

市民・専門家・
行政・事業者

14 公開講演会・シンポジウム
（社会との対話）
「減災の科学を豊かに―多様
性・ジェンダーの視点から―」

７/20/2014 東京 日本学術会議 【主催】日本学術会議東日本大震災復興支援
委員会産業振興・就業支援分科会、第18…回
ISA社会学世界会議（横浜会議）災害社会学
部会・分科会「ジェンダーの視点は災害研究
に何をもたらすか」、平成25－27…年度文部
科学省科学研究費補助金基盤（A）「社会的
脆弱性／
レジリエンスの比較ジェンダー分析」
【後援】一般社団法人・生活経済政策研究所

市民・専門家

15 東京大学農学生命科学研究科
第８回サイエンスカフェ
「聞いてみよう！食品中の放射
性セシウムとシーベルト」

７/29/2014 東京 東京大学農学
部 キ ャ ン パ
ス・フードサ
イエンス棟

【主催】東京大学大学院農学生命科学研究科
附属食の安全研究センター

市民・専門家

16 復興庁
放射線についての理解促進のた
めの勉強会

2014/８/３
など

（不明）（不明） 【主催】復興庁 専門家・市民

17 地域シンポジウム　福島県伊達
市霊山町から
第１回　チェルノブイリ組織バ
ンク所長のジェリー・トーマス
先生と対話してみよう！　甲状
腺検査ってなんですか？

2014/８/４
福島 りょうぜん里

山がっこう
【主催】家族のリスクマネジメント勉強会 市民・専門家

18 東京大学農学生命科学研究科
第９回サイエンスカフェ
「聞いてみよう！福島県の放射線
のレベル～現在とこれから～」

８/11/2014 東京 東京大学農学
部 キ ャ ン パ
ス・フードサ
イエンス棟

【主催】東京大学大学院農学生命科学研究科
附属食の安全研究センター

市民・専門家

19 公開講演会・シンポジウム
（社会との対話）
「発電以外の原子力利用の課題
と展望」

８/30/2014 大阪 大阪科学技術
センター

【主催】日本学術会議　近畿地区会議、日本
学術会議　原子力利用の将来像についての検
討委員会　原子力学の将来像検討分科会、大
阪大学
【協賛】
大阪科学技術センター
【後援】…
公益財団法人日本学術協力財団…

市民・専門家

20 ICT利活用による防災・減災シ
ンポジウム

９/２/2014 愛媛 愛媛大学　南
加記念ホール

【主催】四国総合通信局、国立大学法人愛媛
大学
【共催など】四国情報通信懇談会

市民・専門家

21 公開講演会・シンポジウム
（社会との対話）
「東日本大震災を教訓とした安
全安心で持続可能な社会の形成
に向けて」

９/７/2014 東京 日本学術会議 【主催】日本学術会議地球惑星科学委員会地
球・人間圏分科会
【協賛】…(公社)日本地球惑星科学連合、地理
学連携機構

市民・専門家

22 公開講演会・シンポジウム
（社会との対話）
「福島第一原子力発電所事故プロ
セスの学術的検討（その２）」

９/17/2014 東京 日本学術会議 【主催】日本学術会議　総合工学委員会原子
力事故対応分科会

市民・専門家

23 公開講演会・シンポジウム
（社会との対話）
「東日本大震災からの水産業お
よび関連沿岸社会・自然環境の
復興・再生に向けて（第２回）
－日本学術会議の第二次提言を
踏まえて－」

11/21/2014 東京 日本学術会議 【主催】日本学術会議…食料科学委員会水産
学分科会
【共催】水産・海洋科学研究連絡協議会、日
本水産学会、東京海洋大学、北里大学海洋生
命科学部
【後援】日本農学アカデミー、大日本水産
会、全国漁業協同組合連合会、水産海洋学
会、日本付着生物学会、日本魚病学会、国
際漁業学会、日本ベントス学会、日本魚類学
会、地域漁業学会、日仏海洋学会、日本海洋
学会、日本水産増殖学会、マリンバイオテク
ノロジー学会、日本水産工学会、日本プラン
クトン学会、漁業経済学会、日本藻類学会

市民・専門家・
行政・事業者
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協働事例一覧

番号 イベント・活動名 実施日 開催地 会場 主催・共催など 参加した
ステークホルダー

24 公開講演会・シンポジウム
（社会との対話）
「東日本大震災・阪神淡路大震
災等の経験を国際的にどう活か
すか」

11/29/2014 東京 日本学術会議 【主催】日本学術会議　土木工学・建築学委
員会、東日本大震災の総合対応に関する学協
会連絡会

市民・専門家

25 東京大学農学生命科学研究科
第10回サイエンスカフェ
「聞いてみよう！コミック誌か
ら見る放射線の作用」

12/８/2014 東京 東京大学農学
部 キ ャ ン パ
ス・フードサ
イエンス棟

【主催】東京大学大学院農学生命科学研究科
附属食の安全研究センター

市民・専門家
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2015年
番号 イベント・活動名 実施日 開催地 会場 主催・共催など 参加した

ステークホルダー
１ 防災・減災に関する国際研究の

ための東京会議　―災害リスク
の軽減と持続可能な開発を統合
した新たな科学技術の構築へ向
けて―

2015/１/14-
16

東京 伊藤謝恩ホール 【主催】日本学術会議、国連国際防災戦
略事務局… (UNISDR)、災害リスク統合研究…
(IRDR)、東京大学…伊藤国際学術研究セン
ター

市民・専門家

２ 日本科学未来館
サイエンティスト・トーク
「原発のごみ、日本に埋める場
所ありますか？…―…高レベル放射
性廃棄物の地層処分」

１/17/2015 東京 日本科学未来館 【主催】日本科学未来館 市民・専門家

３ 東京大学…救援・復興支援活動
「福島復興農業工学会議（土壌
除染の農業工学的研究）」
ほか、救護・復興支援プロジェ
クト

２/２/2015 宮城 宮城県庁 【主催】宮城県環境生活部…震災廃棄物対策課 市民・専門家・
行政

４ 地域シンポジウム　福島県伊達
市霊山町から
第２回　出荷制限値100Bq/kgは
厳守しつつ地元民の目安として
の摂取制限値の提案

２/３/2015 福島 りょうぜん里
山がっこう

【主催】日本サイエンスコミュニケーション
協会
【共催など】りょうぜん里山がっこう、家族
のリスクマネジメント勉強会…

市民・専門家

５ 減災ハッカソン 2015/２/７-
８

宮城 東北大学・カ
タールサイエ
ンスキャンパ
スホール

【主催】東北大学災害科学国際研究、
NTTdocomo、仙台放送
【技術協力】ＧＣＩｕｅ,Inc.、nifty
【後援】第三回国連防災世界会議仙台開催実
行委員会、河北新報社、みやぎモバイルビジ
ネス研究会、株式会社ドコモ・ベンチャー
ズ、グローバルラボ仙台、仙台市

市民・専門家・
事業者

６ 東京海洋大学　東日本大震災復
興支援の取り組み
学内公募震災復興プロジェクト
大学・自治体・学会等との共同
プロジェクト
調査活動
シンポジウム　など

2015/３/８
2015/４/24

岩手 大槌中央公民館 【主催】大槌町教育委員会
【共催など】盛岡市教育委員会（文部科学省
委託事業（「学びを通じた被災地の地域コ
ミュニティ再生支援事業」）

市民・専門家

７ 東日本大震災メモリアル
～震災４周年シンポジウム＆３
D映画「大津波3.11…未来への記
憶」

３/10/2015 宮城 東北大学百周
年記念会館

【主催】東北大学災害科学国際研究所… /…
NHKメディアテクノロジー
【共催など】東北大学知の創出センター
NHK仙台放送局/東北放送/仙台放送/宮城テ
レビ放送/東日本放送/エフエム仙台/河北新
報社/朝日新聞仙台総局/毎日新聞仙台支局/
読売新聞東北総局/産経新聞東北総局/国連防
災世界会議仙台開催実行委員会/仙台市/仙台
市/教育委員会/宮城県/宮城県教育委員会…

市民・専門家・
メディア

８ Safecast…Conference 2015/３/22
2016/３/６

東京 デ ジ タ ル ガ
レージ
Safecast　東京
渋谷オフィス

【主催】Safecast 市民・専門家

９ サイエンスカフェ
「核燃料サイクルを考える―環
境社会学の視点から」

３/27/2015 東京 日本学術会議 【主催】日本学術会議 市民・専門家

10 「震災に学ぶ社会科学」
―東日本大震災学術調査シンポ
ジウム―

2015/３/28-
29

東京
東京大学…伊藤
国際学術研究
センター　伊
藤謝恩ホール…

【主催】日本学術振興会
【後援】文部科学省、復興庁、朝日新聞社、
読売新聞社、毎日新聞社、日本経済新聞社

市民・専門家

11 公開講演会・シンポジウム
（社会との対話）
「原子力発電所事故に伴う放射
性物質による環境汚染と家畜、
野生動物の実態」

３/30/2015 栃木 宇都宮大学大
学会館

【主催】公益社団法人日本畜産学会
【共催】日本学術会議畜産学分科会
【後援】栃木県、大学コンソーシアム栃木

市民・専門家・
事業者

12 みやぎ防災・減災円卓会議 2015/４/24
など

宮城 河北新報社
など

【主催】河北新報社防災・減災プロジェクト
委員会、東北大災害科学国際研究所

専門家・行政・
メディア事業者

13 公開講演会・シンポジウム
（社会との対話）
「東京電力福島第一原子力発電
所爆発事故後の労働者と緊急お
よび除染作業者の被ばくと健康
管理」

５/16/2015 大阪 グランフロン
ト大阪

【主催】日本学術会議
【共催】日本学術会議　パブリックヘルス科
学分科会・環境リスク分科会/第88回日本産
業衛生学会学術総会

市民・専門家・
行政
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協働事例一覧

番号 イベント・活動名 実施日 開催地 会場 主催・共催など 参加した
ステークホルダー

14 公開講演会・シンポジウム
（社会との対話）
われわれはどこに住めばよいの
か？～地図を作り、読み、災害
から身を守る～」…

６/20/2015 東京 日本学術会議
講堂

【主催】日本学術会議
【後援】日本地球惑星科学連合、地理学連携
機構

市民・専門家・
行政

15 公開講演会・シンポジウム
（社会との対話）
「 原 子 力 総 合 シ ン ポ ジ ウ ム
2015」

７/16/2015 東京 日本学術会議
講堂

【主催】日本学術会議　総合工学委員会
【共催】関連40…学協会

市民・専門家

16 サロン・ド・科学の探求
はたして福島の事故は特別か

７/19/2015 京都 NPO法人あい
んしゅたいん
事務所

【主催】基礎科学研究所（NPO法人あいん
しゅたいん）

市民・専門家

17 公開講演会・シンポジウム
（社会との対話）
「三陸から農林水産業の未来を
考える～大震災の経験を糧に」

８/８/2015 岩手 大船渡市民文
化会館

【主催】日本学術会議農学委員会・食料科学
委員会
【共催】日本農学アカデミー、北里大学海洋
生命科学部、大船渡市

市民・専門家・
行政

18 公開講演会・シンポジウム
（社会との対話）
東日本大震災に係る食料問題
フォーラム2 0 1 5福島ワーク
ショップ

８/22/2015 福島 コラッセ福島 【主催】日本学術会議
【共催】日本学術会議農学・食料科学・健
康・生活科学委員会合同東日本大震災に係る
食料問題分科会、農学委員会・食料科学委員
会合同農業情報システム学分科会、農芸化学
分科会、農学委員会農業経済学分科会、食料
科学委員会水産学分科会、畜産学分科会、食
の安全分科会
【後援】日本農学アカデミー、日本水産学
会、日本畜産学会、日本農業経済学会、日
本農芸化学会、農業食料工学会、日本リス
ク研究学会、福島県立医科大学、長崎大学
福島未来創造支援研究センター、東京大学
大学院農学生命科学研究科アグリコクーン
（act95）、東京農工大学、北里大学海洋生
命科学部、神奈川県立保健福祉大学、京都大
学リスク研究ネットワーク

市民・専門家・
行政・事業者

19 公開講演会・シンポジウム
（社会との対話）
「市民に向けた巨大津波の最先
端科学と正しい防災知識」

８/26/2015 高知 高知工科大学…
永国寺キャン
パス

【主催】日本学術会議第三部、中国・四国地
区会議
【共催】高知工科大学
【後援】日本学術協力財団、高知県、工学系
６学会長連携会議、四国５大学連携防災・減
災教育研究協議会

市民・専門家

20 東北大学　第120回サイエンスカ
フェ
電波による減災…～地雷検知から
東日本大震災復興活動へ～

９/25/2015 宮城 せ ん だ い メ
ディアテーク…

【主催】東北大学 市民・専門家

21 公開講演会・シンポジウム
（社会との対話）
「高レベル放射性廃棄物の処分
に関する政策提言－国民的合意
形成へ向けた暫定保管を巡っ
て」…

10/10/2015 東京 日本学術会議 【主催】日本学術会議 市民・専門家

22 サロン・ド・科学の探求
放射線の生体影響とパグウォッ
シュ運動

10/25/2015 京都 NPO法人あい
んしゅたいん
事務所

【主催】基礎科学研究所（NPO法人あいん
しゅたいん）

市民・専門家

23 公開講演会・シンポジウム
（社会との対話）
「東日本大震災による原子力発
電所事故に伴う魚介類の放射能
汚染の問題と今後の展望」

11/27/2015 東京 日本学術会議 【主催】日本学術会議
【共催】東京海洋大学、水産・海洋科学研究
連絡協議会、日本農学アカデミー、日本水産
学会、北里大学海洋生命科学部
【後援】大日本水産会、全国漁業協同組合連
合会、水産海洋学会、日本付着生物学会、日
本魚病学会、国際漁業学会、日本ベントス学
会、日本魚類学会、地域漁業学会、日仏海洋
学会、日本海洋学会、日本水産増殖学会、マ
リンバイオテクノロジー学会、日本水産工学
会、日本プランクトン学会、漁業経済学会、
日本藻類学会

市民・専門家・
行 政 ・ メ デ ィ
ア・事業者
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2016−2017年
番号 イベント・活動名 実施日 開催地 会場 主催・共催など 参加した

ステークホルダー

１ 平成27年度　震災復興シンポジ
ウム
「東日本大震災の復興５年　～
首都直下地震から東京はどう復
興するのか～」

１/８/2016 東京 東京都庁第一
本庁舎

【主催】東京都
【後援】公立大学法人…首都大学東京

市民・専門家・
行政

２ 公開講演会・シンポジウム（社
会との対話）
「防災学術連携体の設立と東日
本大震災の総合対応の継承」…

１/９/2016 東京 日本学術会議 【主催】日本学術会議　東日本大震災の総合
対応に関する学協会連絡会

市民・専門家

３ 東京大学…救援・復興支援活動
「福島復興農業工学会議（土壌
除染の農業工学的研究）」
ほか、救護・復興支援プロジェ
クト

１/17/2016 大阪
千里山コミュ
ニ テ ィ セ ン
ター…

【主催】大阪大学、黒崎東商店会 市民・専門家

４ 21世紀文明シンポジウム　減災
～東日本大震災から５年

１/28/2016 宮城 東北大学川内
萩ホール

【主催】（公財）ひょうご震災記念21世紀研
究機構・朝日新聞社・河北新報社・東北大学
災害科学国際研究所
【後援】内閣府政策統括官（防災担当）、復
興庁、消防庁、岩手県、宮城県、福島県、仙
台市、関西広域連合

市民・専門家

５ 東京大学農学生命科学研究科
第18回サイエンスカフェ
「聞いてみよう！きのこと森林
の放射能汚染」

３/１/2016 東京 東京大学農学
部 キ ャ ン パ
ス・フードサ
イエンス棟

【主催】東京大学大学院農学生命科学研究科
附属食の安全研究センター

市民・専門家

６ 東京海洋大学　東日本大震災復
興支援の取り組み
学内公募震災復興プロジェクト
大学・自治体・学会等との共同
プロジェクト
調査活動
シンポジウム　など

３/２/2016 東京 発明会館 【主催】公益社団法人…土木学会（東日本大
震災復興支援特別委員会）
【共催など】国土交通省、日本建築学会、日
本都市計画学会、日本原子力学会、地盤工学
会

市民・専門家・
行政

７ 日本科学未来館Lesson#3.11
パネル展示「５年前、そして５
年間に起きたこと」

2016/３/５
-28

東京 日本科学未来館 【主催】日本科学未来館
【協力】協力福島中央テレビ

市民・専門家・
メディア

８ 常設展リニューアルオープン・プ
レイベント　サイエンティスト・
トーク…「未知の災害ダメージを
『想定外』と言わないために」

３/６/2016 東京 日本科学未来館 【主催】日本科学未来館 市民・専門家・
メディア

９ 市民と科学者の放射線コミュニ
ケーションネットワーク
「放射線　必須データ32」

３/10/2016 京都 （不明） 【主催】基礎科学研究所（NPO法人あいん
しゅたいん）

市民・専門家

10 復興から新しい東北の創生へ
－科学技術の英知・絆の成果－

３/10/2016 宮城 仙台国際セン
ター

【主催】JST復興促進センター
【共催】一般社団法人東北経済連合会
【後援】文部科学省、復興庁、農林水産省東
北農政局、経済産業省東北経済産業局、青森
県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、仙台
市…

市民・専門家・
行政

11 ラボカフェ
サーチプロジェクトvol.5
ニュー"コロニー／アイランド"２…
～災害にまつわる所作と対話～

2016/３/11-
６/26

大阪 アートエリアB１ 【主催】アートエリアB１
【支援】JST（科学技術振興機構）科学技術
コミュニケーション推進事業「ネットワーク
形成型」
【共催】大阪大学大学院国際公共政策研究科
（OSIPP）稲盛財団寄附講座
【協力】３がつ11にちをわすれないために
センター/せんだいメディアテークUfer!…Art…
Documentary、千島土地株式会社
【空間設計・施工】dot…architects

市民・専門家

12 第６回三省堂暮らしカフェin
成城　（三省堂サイエンスカ
フェ・特別版）
防災・減災に向けての住まい・
まちづくり
～大都市東京で女性の視点から
考える～

３/12/2016 東京 成城コルティ 【主催】三省堂 市民・専門家

13 日本科学未来館
納得できてる？低線量被ばくの影
響…―科学でしめす、社会が選ぶ―

３/12/2016 東京 日本科学未来館 【主催】日本科学未来館 市民・専門家
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協働事例一覧

番号 イベント・活動名 実施日 開催地 会場 主催・共催など 参加した
ステークホルダー

14 日本科学未来館Lesson#3.11
トークイベント「納得できて
る？低線量被ばくの影響　－科
学でしめす、社会が選ぶ－」

３/12/2016 東京 日本科学未来館 【主催】日本科学未来館 市民･専門家・
メディア

15 公開講演会・シンポジウム
（社会との対話）
「原子力総合シンポジウム：福島
第一原発事故から５年を経て」

３/16/2016 東京 日本学術会議 【主催】日本学術会議
【共催・後援】エネルギー・資源学会、化学
工学会、環境放射能除染学会、空気調和・衛
生工学会、…計測自動制御学会、失敗学会、
地盤工学会、電気化学会、電気学会、電子情
報通信学会、土木学会、日本アイソトープ協
会、日本アーカイブズ学会（後援）、日本医
学放射線学会、日本応用地質学会、日本海洋
学会、日本化学会、日本核医学会、日本機械
学会、日本技術士会、日本気象学会、日本原
子力学会、日本建築学会、日本高圧力技術協
会、日本航空宇宙学会、日本コンクリート工
学会、日本混相流学会、日本地震学会、日本
地震工学会、日本シミュレーション学会、日
本心理学会、日本水産学会、日本セラミック
ス協会、日本地質学会、日本電気協会、日本
農芸化学会、日本非破壊検査協会、日本複合
材料学会、日本物理学会、日本放射化学会、
日本放射線影響学会、日本保険学会、日本保
全学会、日本溶接協会、日本流体力学会、日
本ロボット学会、プラズマ・核融合学会、溶
接学会、レーザー学会…（49学協会、一部依
頼中含む）

市民・専門家

16 公開講演会・シンポジウム
（社会との対話）
「原子力発電所事故後の廃炉へ
の取組と汚染水対策」

４/23/2016 東京 日本学術会議 【主催】日本学術会議 市民・専門家・
行政・事業者

17 公開講演会・シンポジウム
（社会との対話）
「東日本大震災に係る食料問題
フォーラム2016」

７/４/2016 東京 日本学術会議 【主催】日本学術会議
【共催】日本学術会議農学・食料科学・健
康・生活科学委員会合同東日本大震災に係る
食料問題分科会、農学委員会・食料科学委員
会合同農業情報システム学分科会、農芸化学
分科会、農学委員会農業経済学分科会、食料
科学委員会水産学分科会、畜産学分科会、食
の安全分科会、臨床医学委員会放射線防護・
リスクマネジメント分科会
【後援】日本農学アカデミー、日本水産学
会、日本畜産学会、日本農業経済学会、日本
農芸化学会、農業食料工学会、
日本リスク研究学会、福島県立医科大学、長
崎大学福島未来創造支援研究センター、東京
大学大学院農学生命科学研究科アグリコクー
ン（act103）、北里大学海洋生命科学部、京
都大学リスク研究ネットワーク

市民・専門家

18 マルチステークホルダー対話
対話フォーラム「心豊かに生
き た い ～ 災 害 と あ な た の 残
したい未来社会」（併設ブー
ス　「東北未来図～私たちの過
去・現在・未来をえがいてみよ
う！」）

７/17/2016 東京 東北大学百周
年記念会館

【主催】国立研究開発法人科学技術振興機構
【共催】
東北大学、東北大学災害科学国際研究所、東
北大学大学院環境科学研究科、宮城県多賀城
高等学校、NPO法人natural…science
【後援】
東北工業大学
【協力】
福島県、株式会社福島ガイナックス、東北芸
術工科大学東北復興支援機構…

市民・専門家・
行政・事業者

19 公開講演会・シンポジウム
（社会との対話）
「原発事故被災長期避難住民の
暮らしをどう再建するか」

９/19/2016 東京 帝京大学板橋
キャンパス

【主催】日本学術会議　東日本大震災復興支
援委員会/原子力発電所事故に伴う健康影響
評価と国民の健康管理並びに医療のあり方検
討分科会、社会学委員会/東日本大震災の被
害・影響構造と日本社会の再生の道を探る分
科会
【共催】
帝京大学（創立50周年記念事業）
【後援】
福島大学うつくしまふくしま未来支援セン
ター、科学研究費基盤研究S「東日本大震災
を景気とした震災復興学の確立」

市民・専門家
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番号 イベント・活動名 実施日 開催地 会場 主催・共催など 参加した
ステークホルダー

20 公開講演会・シンポジウム
（社会との対話）
「事故から５年―農業環境・農作
物・農業経済の変遷と課題―」

９/22/2016 佐賀 佐賀大学本庄
キャンパス

【主催】一般社団法人日本土壌肥料学会、日
本学術会議…農学委員会土壌科学分科会、農
学委員会・食料科学委員会合同IUSS分科会…

市民・行政・
事業者・専門家

21 サイエンスアゴラ2016
つくろう科学とともにある社会
震災復興５年に学ぶこれからの
科学の役割（３テーマの一つと
して）

2016/11/３-６ 東京 日本科学未来
館、産業技術
総合研究所臨
海副都心セン
ター、東京都
立産業技術研
究センター、
東京国際交流
館、フジテレ
ビ湾岸スタジ
オ、シンボル
プロムナード
公園

【主催】独立行政法人科学技術振興機構
（JST）
【共催】日本学術会議、国立研究開発法人　
産業技術総合研究所、地方独立行政法人　東
京都立産業研究センター、独立行政法人　日
本学生支援機構、国際研究交流大学村、株
式会社東京臨海ホールディングス、東京港
埠頭株式会社、名古屋大学、東北大学　災害
科学国際研究所（IRIDeS）、CERD（サー
ド）、静岡科学館る・く・る
【協力】フジテレビジョン
【協賛】AAAS、KADOKAWA、角川アッ
プリンク

市民・専門家・
事業者

22 日本科学未来館Lesson#3.11
「いま社会に必要な放射線リテ
ラシーとは」

2016/11/３-６ 東京 日本科学未来館 【主催】日本科学未来館 市民･専門家・
メディア

23 公開講演会・シンポジウム
（社会との対話）
「高レベル放射性廃棄物の処分
をテーマとしたweb上の討論型
世論調査」

12/17/2016 東京 日本学術会議 【主催】日本学術会議社会学委員会「討論型
世論調査分科会」…
【後援】日本計画行政学会・日本社会学会、
横断型基幹科学技術研究団体連合、社会学系
コンソーシアム・社会情報学会

市民・専門家

24 公開講演会・シンポジウム
（社会との対話）
「これからのいのちと健康と生
活をまもる　１．災害時に生き
抜くための力を養う」

３/11/2017 東京 慶應義塾大学
三田キャンパス

【主催】日本学術会議　健康・生活科学委員
会
【後援】日本学術会議、日本医歯薬アカデ
ミー…全国公衆衛生関連学協会連絡協議会

市民・専門家
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