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要旨：青少年と科学技術を楽しむ会は、青少年に対して科学技術に興味を持ってもらうことを目的

に、電気メーカーのOB等ボランティア技術者が中心となり、主として小中学生を対象に分かりやす
く楽しい実験や電子工作、講演会、見学会などの行事を非営利で企画し運営している。行事は主と

して交通の便が良い都市部で開催しているが、本会の趣旨から、広く郡部の青少年にも科学技術に

対する興味を持ってほしい。

　そこで地域別にどのようなニーズがあるか調べることで、都市部以外で最適な開催方法を見出す

こととした。調査方法は、参加した小中学生や保護者にアンケート調査を行い、得られたデータや

感想をもとに地域のニーズを科学的に評価し、参加者の目線にたち次の活動に反映する取り組みを

行った。今回１年余りの取組の結果、研究の成果が得られたので報告する。

　なお、本研究は兵庫自治学会グループ研究応援事業として実施したものである。
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１．研究の背景と目的
　青少年の理科離れやものづくり離れと言われて

久しい。電気関係の大手企業において新卒の新入

社員にも実験装置が組み立てられない、ハンダ付

けができない技術者が入社している現状がある。

学歴は高いが知識だけでは研究開発は不可能であ

り、このような現状は科学技術立国の危機である。

　このような背景の下、応用物理学会や日本アマ

チュア無線連盟の取り組みの一環として、ラジオ

の製作教室やロボット組み立て教室を青少年を対

象に実施したところ、子供たちは手作りの機会が

ないだけで興味は持っているという確かな手応え

を得た。

　そこで、青少年に対して科学技術に興味を持っ

てもらうことを目的にボランティア技術者が中心

となり効果的な教育方法を研究する研究会（青少

年と科学技術を楽しむ会）を立ち上げた。

２．青少年と科学技術を楽しむ会
　本会は青少年の理科離れやものづくり離れの現

状を踏まえ、大手電機メーカーの OB技術者など
が中心となり、子供たちに科学技術に興味を持っ

てもらう目的で非営利活動を行っている。

　平成 12年 4月に設立し、ボランティアである会
員の持つ技術・知識を活用して、分かりやすく楽

しい実験や電子工作、講演会、見学会などを開催

している。

　活動の場は、青少年のための科学の祭典、兵庫

県立神戸生活創造センターのタイアップセミナー、

キッズロボット（サイエンス）クラブ、IPカルチ
ャー講演会、コープ虹っこ夏休み工作教室など県

下各地で数多くの活動を行ってきたが、最近では

コープカルチャーと神戸市立青少年科学館が主な

拠点となっている。見えない電波の世界を「見え

る化」できるように工夫した「おもしろデンパ教室」

やアマチュア無線技士の国家試験の勉強会、ラジ
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オなどの電子工作等を行っている。

　活動計画の相談や電子工作などの準備は、会員

が集まる活動の後や会員の自宅に集い行っている。

特に電子工作など製作を伴う活動は、参加者全員

が時間内に完成すると共に動作することが求めら

れ最も気を遣う事項である。

　会員が設計した電子回路の見本を予め各会員が

自宅で試作し、意見を交わし試行錯誤のうえ本番

に望んでいる。

　自分の手で作った手作りラジオから音楽が聞こ

えた瞬間！！感動する子供たちの笑顔は最高で、

会員の活動エネルギーになっている。

写真2-1　 A
ア リ ス

RISS （Amateur Radio on the International 
Space Station） スクールコンタクトの様子 

　これまでの企画行事の中でも多くの小学生たち

が無線技術や宇宙への興味を一層強いものとした

活動がある。それは平成 23年 9月 5日アマチュア
無線を使って小学生たちが国際宇宙ステーション

の古川宇宙飛行士と直接交信することに成功した

ことである。その様子はテレビや新聞で報道され

大変注目された。

３．兵庫自治学会のグループ研究
3.1　研究応援事業

　本会も設立から 10年余り経過し主たる活動拠点
も得られ、実験設備や電子工作のレパートリーも

広がりを持つようになった。そしてこれまでの活

動を通じて、子供たちは手作りの機会がないだけ

で科学技術に関して興味は持っているという確か

な手応えを得ることができた。

　開催は交通の便が良い都市部の公共交通機関の

近くの会場を主として用いてきたが、本会の趣旨

から、都市部以外の青少年にも広く科学技術に対

する興味を持ってほしい。

　このような背景のもと、兵庫自治学会のグルー

プ研究応援事業として支援をいただけることにな

った。

　そこで地域別にどのようなニーズがあるか調べ

ることで、都市部以外で最適な開催方法を見出す

こととした。

3.2　研究方法

　これまでのボランティア講師活動は「コープ神

戸の生活文化講座」や「神戸市立青少年科学館の

クラブ活動」を主な会場としてきたが、今回から

新たに開催の協力先を探し、既存の会場に加え活

動を行った。調査方法は、参加した小中学生や保

護者にアンケート調査を行い、得られたデータや

感想をもとに地域のニーズを科学的に評価し、参

加者の目線にたち次の活動に反映する取り組みを

行った。

3.3　研究内容

　本研究は以下に記す事項を主な内容とした。

　・来場方法と会場までの所要時間
　・引率者情報
　・工作教室の開催情報の入手方法
　・希望する電子工作教材
　・会場までの交通機関の希望
　・会場までの所用時間の希望
　・今回の会場について
　・今後の開催希望地

3.4　期待される研究成果

　本研究により期待できる成果としては以下のも

のが考えられる。

・地域のニーズの把握とニーズにあった行事の
開催

・青少年に対して県下で効果的かつ偏りのない
科学技術関連の教室の提供

４．参加者ニーズの把握と評価方法
　本研究では行事終了後に参加者にアンケートを

書いてもらい、アンケート調査で得られたデータ

にて、その構造や特性について解析を行うことと

する。

4.1　アンケート調査

　評価対象として本会が企画運営した行事に参加

した参加者に図１のアンケートを配布し回答を得

る形でデータ収集を行った。得られたデータを数

値化し分析することで客観的評価を試みる。分析

は集計結果が可視化（見える化）できる図表（棒
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グラフ、レーダーチャート）を用いた。

4.2　アンケート用紙（調査票）

　設問は、①教材（工作）の内容、②来場の方法（何

で来られましたか）③会場までの所要時間（片道）

④誰と来られましたか（複数回答可能）⑤この工

作教室を何で知りましたか、⑥次はどのような電

子工作がしたいですか？⑦参加費の希望金額はい

くらですか、⑧会場までの交通機関の希望、⑨会

場までの所用時間の希望、⑩今回の会場について、

⑪今後の参加について（開催があれば）⑫これま

でに今回のような教室に参加しましたか？⑬今後、

開催してほしい具体的な会場があれば書いてくだ

さい、⑭全体の感想などの項目を設定した。

　調査票は回収率が上がるように記載方法は簡単

なものとした。具体的には回答方法を評価に従っ

て１から５の、該当番号を○で囲むだけにしたり、

回答者の年齢を加味し漢字にはふりかなを付した。

　得られたデータは、数値化するが、この場合 5
段階で自己評価した数値を、そのまま評価点とし

た。そのため、回答は自己評価であり、主観によ

る個人差が出にくいように、例示も付け加えてい

る。なお、個人名は求めなかった。

　また、併せて学年や性別などを回答者の属性情

報として求めた。

５．調査
　当初は三田市、香美町での開催も計画したが募

集定員に達しないなどの要因で実現しなかったが、

調査は神戸市立青少年科学館、一般市民応募によ

るコープカルチャー、青少年のための科学の祭典

などで 9回の行事を実施し、延べ 129件に上るデ
ータを得た。表５の開催一覧表を示すように参加

者の居住地は県外の２つの市を含む10市となった。

表５　開催一覧表

 

5.1　平成28年５月29日行事

・活動日：平成 28年５月 29日
・有効データ数 （N）：23名
・内容：電子実験と説明
・会場：神戸青少年科学館
・会場所在地：神戸市中央区港島中町 7丁目 7-6
・交通機関：ポートライナー「南公園駅」徒歩５分
・参加 者の居住市町：神戸市、三田市、芦屋市、

豊岡市、西宮市、明石市

図4-1　参加者用アンケート用紙
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表5-1　来場方法（実績と希望）

図5-1a　来場時間（実績と希望）

図5-1b　工作・行事・会場の満足度

・考察
　公共交通機関での参加が比較的よい会場であり、

公共交通機関を利用した参加者が一番多く、次い

でマイカー利用者が多い。そのためか希望の交通

機関の順位も実績と同じである。

　遠方からは豊岡市からの参加者がおり２時間以

上の時間をかけ参加している。

　参加に要する時間は１時間以内が大半であった。

　内容、行事、会場ともに満足度は高かった。

5.2　平成28年７月24日行事

・活動日：平成 28年７月 24日

・有効データ数 （N）：24名
・内容：ラジオ製作
・会場：コープカルチャー生活文化センター
・会場所在地：神戸市東灘区田中町 5-3-18
・交通機関：JR「住吉駅」約 8分　又は
　　　　　　阪神電車「魚崎駅」約 13分
・参加 者の居住市町：伊丹市、神戸市、茨木市、

明石市、西宮市、尼崎市

表5-2　来場方法（実績と希望）

図5-2a　来場時間（実績と希望）

図5-2b　工作・行事・会場の満足度

・考察
　複数の公共交通機関にる参加が可能な会場であ

り、かつ徒歩での参加者もいる参加に恵まれた立
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地条件下での開催となった。参加者のほとんどが

30分以内で到着しており、希望も大半が 30分以内
であった。兵庫県外からの参加者もおり、電子工

作に興味を示す者は前回同様に遠方でも参加する

ことが分かった。参加の満足度も３項目全てにお

いて高い結果を得た。

5.3　平成28年７月27日行事

・活動日：平成 28年７月 27日
・有効データ数 （N）：５名
・内容：紙コップロボット
・会場：兵庫県立神戸生活創造センター
・会場所在地：神戸市中央区東川崎町 1-1-3
　　　　　　　神戸クリスタルタワー 5F
・交通機関：JR「神戸駅」南出口徒歩 3分 
　　神戸高速鉄道「高速神戸駅」徒歩 7分 
　　市営地下鉄「ハーバーランド駅」徒歩 5分
・参加者の居住市町：神戸市
・考察
　会場へのアクセスが複数あり参加しやすい立地

である。しかし３名がマイカーによる参加である

反面、交通機関で参加を希望する意見が多かった。

参加者の居住地が全て神戸市内であり、居住地の

交通機関利用が悪いことも考えられるが、本デー

タだけでは確認できずアンケート設問の充実が必

要であることもわかった。行事の満足度も高かっ

た。

5.4　平成28年８月６日行事

・活動日：平成 28年８月６日
・有効データ数 （N）：14名
・内容：はんだ付けラジオ
・会場：コープこうべ協同学苑
・会場所在地：三木市志染町青山 7-1-4
・交通機関：神戸電鉄「緑が丘駅」からバス７分
　　　　　バス停「青山５丁目」下車　徒歩３分

　　　　　山陽自動車道 三木東インターより
　　　　　約 10分

図5-3b　工作・行事・会場の満足度

表5-3　来場方法（実績と希望）

図5-3a　来場時間（実績と希望）

表5-4　来場方法（実績と希望）

図5-4a　来場時間（実績と希望）



兵庫自治学　Vol. 24  201866

・参加 者の居住市町：羽曳野市、神戸市、三木市、
加東市

図5-b　工作・行事・会場の満足度

・考察
　参加者の居住地の市町が東が羽曳野市から西が

加東市と広範囲からの参加者を得た。公共交通機

関による参加が難しい会場であり、１名の徒歩参

加者の他は全員がマイカーによる参加者であった。

これは無料の駐車場が併設されていることによる

ものと考えられる。希望も無料の駐車場がある会

場を希望する者が多く、公共交通機関の利用が容

易でない郊外型の会場の場合には無料駐車場を有

する会場設定が良いと考えられる。

5.5　平成28年９月３日行事

・活動日：平成 28年９月３日
・有効データ数 （N）：21名
・内容：ミニミニ電子オルガン
・会場：神戸青少年科学館
・会場所在地：神戸市中央区港島中町 7丁目 7-6
・交通機関：ポートライナー「南公園駅」徒歩５分
・参加 者の居住市町：東大阪市、神戸市、大阪市、

姫路市、宝塚市、尼崎市、芦屋市

表5-5　来場方法（実績と希望）

図5-5a　来場時間（実績と希望）

図5-5b　工作・行事・会場の満足度

・考察
　幅広い市町からの参加者に恵まれた。マイカー

と公共交通機関による参加者が約半数ずつであり、

参加に要する時間も半数以上の参加者が１時間以

上２時間未満と長時間かけ参加している。これは

科学館で開催された大きなイベントに併設した行

事であったことが影響していると考えられる。し

かし、参加者の大半が１時間未満での参加を希望

している。行事の満足度は最も高かった。

5.6　平成28年９月４日行事

・活動日：平成 28年９月４日
・有効データ数 （N）：13名
・内容：ミニミニ電子オルガン
・会場：神戸青少年科学館
・会場所在地：神戸市中央区港島中町 7丁目 7-6
・交通機関：ポートライナー「南公園駅」徒歩５分
・参加 者の居住市町：尼崎市、明石市、神戸市、

西宮市、芦屋市、宝塚市、三田市、吹田市



兵庫自治学　Vol. 24  2018 67

表5-6　来場方法（実績と希望）

図5-6a　来場時間（実績と希望）

図5-6b　工作・行事・会場の満足度

・考察
　２日間開催した行事の２度目であり参加者の交

通は前回と同様にマイカーと公共交通機関による

ものと約半数ずつとなった。前回より１時間から

２時間未満で参加した者は少ない。希望としては

１時間未満が大半である。行事の満足度も前回同

様に高いものが得られた。

5.7　平成28年９月10日行事

・活動日：平成 28年９月 10日
・有効データ数 （N）：11名

・内容：はんだ付けラジオ
・会場：国立明石工業高等専門学校
・会場所在地：明石市魚住町西岡 679-3
・交通機関：JR魚住駅徒歩 7分　または
　　　　　　山陽電鉄魚住駅　徒歩 10分
・参加 者の居住市町：姫路市、神戸市、明石市、

西宮市

表5-7　来場方法（実績と希望）

図5-7a　来場時間（実績と希望）

図5-7b　工作・行事・会場の満足度

・考察
　公共交通機関による参加も比較的容易であるが

参加者はマイカーと公共交通機関によるものが約

半数ずつであった。しかし希望としてはマイカー
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での参加を希望するものが多かった。参加に要す

る時間も１時間未満が大半を占めていることが分

かった。行事の満足度も高かった。

5.8　平成29年３月11日行事

・活動日：平成 29年３月 11日
・有効データ数 （N）：15名
・内容：はんだ付けラジオ
・会場：神戸市立美野丘小学校
・会場所在地：神戸市灘区箕岡通 1丁目 3-17
・交通機関：神戸市バス②⑱系統 阪急六甲行き

「五毛」停留所下車徒歩で北へ 500ｍ　６分

又は 阪急「六甲駅」から 1.6km　徒歩 20分
・参加者の居住市町：神戸市
・考察
　公共交通機関では不便な会場であったが、参加

者の対象が会場近くであり徒歩による参加者が大

半を占めた。一方公共交通機関による参加を希望

するものが６割近くを占めている。参加に要する

時間も半時間以内であるが、このような行事には

今回要した時間以上の時間を要しても参加したい

傾向があることが伺える。行事の満足度も高いも

のであった。

5.9　平成28年８月１日行事

・活動日：平成 28 年８月１日
・有効データ数 （N）：３名
・内容：紙コップロボット
・会場：コープリビング甲南
・会場所在地：神戸市東灘区甲南町 2-1-20
・交通機関：ＪＲ「摂津本山駅」600m 徒歩 7分
・参加者の居住市町：神戸市

表5-9　アンケート主データ

・考察
　本行事はコープこうべ「ともしびボランティア

振興財団の紹介を受け、「子供の居場所づくり」と

して開催したものであった。

　当日 15名の参加者を得て成功裏にイベントを終
えることができたが、終了時間の都合でアンケー

ト調査は後日提出してもらうことで集計した。

　しかし、後日提出をうけたのは３名に留まり分

析に必要なデータ数が得られなかった。

　今後も地域にこのようなニーズがあり、今回は

十分な分析ができなく残念であったが、本会とし

ては積極的に取り組んで行きたい。

表5-8　来場方法（実績と希望）

図5-8a　来場時間（実績と希望）

図5-8b　工作・行事・会場の満足度
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5.10　アンケートで寄せられた意見

【H28.5 .29】科学館

○むずかしかった

○もっと工作をふやせばいいとおもいます

○光通信機ではなしてみたい

○アマチュア無線をやっているので今回はまあま

あだった

○無線機の選び方について教えてほしいです　も

っと詳しく電子工作を教えて欲しい　コンピュ

ータに関することも教えてほしいです　今回は

有難う御座いました

○いろいろしれてよかった

○ラジオや光通信機を作成するのが楽しみです

○抽選でやっと当たって大変喜んで居ります

○教えてくれる人は、プロでとてもわかりやすく、

理解しやすかった

○去年したフォックスハンティングがおもしろか

ったです

○今日は、電ぱのことをならうことができました。 
いろいろな電ぱがあるのをしって、びっくりし

ました

○しかくを速くとって見たいです

【H28.7 .24】コープ住吉

○エアコン希望

○対象学年（小３～ 6）には、難しくてよくわから
ないと思う（電波のお話）　電波や周波は、目に

見えるものではないし、前で赤や緑のランプを

点けるにあたって線をつなぎかえたりされてい

たが、手元が見えないので子供には何がおこっ

ているかわからない。各グループのテーブルで

実演があればもう少しわかりやすかったかも。

工作は楽しそうにやっていました。ご指導あり

がとうございました。

○アドバイスをいただいたので上手くできました。 
子供も喜んでいました　有難うございます。

○とても楽しかったです。ありがとうございまし

た

○常時マイクを使ってほしい。実験はいらない。 
プラ板（赤青）で中身がちがうのはやめてほしい。

○すごく楽しかったです。お姉ちゃんの時（5年前）
も参加しましたが先生の説明も席の並べ方もパ

ワーアップしていた。先生が鳴らなくてもさい

ごまで対応して下さって鳴った時は感動しまし

た。もう一人弟がいるのでまた、三年後参加し

ます　よろしくおねがいします。

○親子とも勉強になりました。

○配線がとてもむずかしかったけど、楽しかった

です。聞こえたときはとてもうれしかったです。

○自分で作ったラジオでいろんな番組がきけてた

のしかった。部屋が暑かったです。

○はじめてでふあんだったけど、やってみるとお

もしろくて楽しかったです。ちょっとむずかし

いところがあったけどできました。

○とても楽しかったです。ありがとうございまし

た

【H28. 7.27】生活創造センター

○親子共に楽しかったです。また、この様なイベ

ントに参加したいです

【H28. 8.6】共同学苑三木

○少し難しかったけど楽しくできました　ありが

とうございました

○ていねいにおしえてくれました

○とても楽しかったです。むずかしかったです。

○駐車場が少ない

○子供も喜んでいてとても、楽しかった。

○とても丁寧でわかりやすく、楽しかったです。

ありがとうございました

【H28. 9.3】科学館

○しんけんに学べて楽しめました。

○生くのくみんセンター（生野区民センター）

○たのしかった

○親切に教えてくださってありがとうございます 
このオルガンで友達とも遊べます

○初めて作ったのでたのしかった。

○おもしろかったです

○とてもたのしかった

○とてもたのしくよい勉強になりました　ありが

とうございました

○初めてでしたがとても楽しかったです　また、

参加したいです

【H28. 9.4】科学館

○楽しかったです

○はんだ付けが初めてでむずかしかったようです

が楽しく出来て良かったです

○楽しくできました。ありがとうございます

○半田ゴテの使い方が初めてだったので怖かった

ようですがいい経験になりました
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○小学校低学年～高学年までみんなができるもの

がよい、オルガンがたのしかったです

○むずかしかった

○ありがとうございました　　はじめてハンダご

てを使うことができました

○初めてのはんだゴテ、すごく楽しくできました。

ありがとうございました

【H28.9 .10】明石高専

○すごく楽しかった

○ラジオを作りたいと言われたのですが私では

さっぱり分からず　こちらでは詳しく教えてい

ただけたのですごく良かったです　料金も安く

てたすかりました　ありがとうございます

○ぼくは明石高専に来るのは2回目だから、きん
ちょうなどはしなかったです。今日はとても楽

しかったです。

○もっといろいろな工作をしてみたい

【H29.3 .11】神戸市立美野丘小

○今日さいしょはラジオってわからなかったけど、

今日わかってよかった

○ラジオをつくったり、電波のことがよく知れて

よかったです。またこんな教室ができるんだっ

たら参加したいです。

○とてもおもしろかったし、いろんなことがしれ

てよかったです

○とてもたのしくラジオがつくれた

○楽しかった

○たくさんの事（電波）を知れたのでよかった。

○ラジオをつくれてよかった。でんぱについてわ

かりやすくおしえてもらったのでよくしれた。

○ラジオを作れたのでよかった。

○分かりやすく説明してもらえてよかったです。

○こんな活動初めてだった。

○ラジオ組立説明書や、キットがわかりやすかった。

5.11　調査結果総括

　電子工作を主体とした行事がどの程度実施され

ているのか正確な実数は把握していないが、今回

の調査で兵庫県以外の他府県など遠方からの参加

者がいることが分かった。このことから興味のあ

る分野であれば会場から遠方であっても一定数の

参加者があることがわかった。また、電子工作を

テーマにした行事自体の実数は多くない可能性が

ある。

　参加方法に関しては公共交通機関とマイカーに

よる方法を望む参加者が多く、マイカーの場合は

駐車場の併設を希望していることが明らかになっ

た。

　特に公共交通機関の利用が容易でない会場では

マイカーによる参加を希望するものが多いことも

わかった。

　参加に要する時間に関しては、多くの参加者が

１時間未満で会場に行けることを希望しており、

会場設定にあたっては、対象の参加者の利便とし

ておよそ１時間以内を目安とすればよいことが分

かった。

　工作の内容や会場に関しては、全ての行事につ

いて満足度が高く、次回も企画があれば参加した

いと回答していた。

　アンケート調査結果では、はんだ付けによる工

作で難しいと感じる参加者が一定数いたが、工作

後の感動によるものと感じられるが最後の印象と

して楽しかったとする参加者が多かった。

　行事は青少年を対象として電子工作などの興味

をひくことを目的に本会が企画し実施してきたが、

今回初めて、コープこうべ「ともしびボランティ

ア振興財団」から「子供の居場所づくり」として

行事を開催してほしいと依頼があり、今年度に１

回開催した。電子工作のニーズとして行事企画し

てきたが、都市部において「子供の居場所づくり」

として別のニーズがあることがわかった。電子工

作はこれまでの経験上、参加者の満足度が高いこ

とが明らかになっており、居場所づくりとして電

子工作教室が別の効用として企画できることもわ

かった。

5.12　兵庫自治学会グループ研究応援事業の効果

　これまで、参加者の交通を考慮し行事を企画す

ることはなかった。また、地域のニーズにはどの

ようなものがあるか調査を実施したことはなかっ

たが、今回、このテーマにあったアンケート調査

を行うことで参加者の実態と希望を知ることがで

きた。また結果を図表で表示することで「見える化」

でき傾向を把握することが容易になった。

　教材に関しても、自治学会の助成により会員に

より予め工作することができた。これにより、当

日の行事進行上、円滑に実施することにつなかっ

た。
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６．今後の課題
　参加者の意見から居住地に近い会場をもとめる

ことがわかったが、今回郊外で企画をするにあた

り、実際には参加者を募集してもらう母体となる

機関をさがすことが難しかった。都市部では様々

な行事を企画する機関が豊富にあり、電子工作教

室の開催に積極的に協力してくれる機関は多く存

在しているが、郊外ではすくない。このことは実

際に郊外での開催が難しくなる一因となっている。

　地域格差や地方創生が求められる昨今において

は母体となる機関の情報をいかに得ることができ

るかが行事開催の可否を大きく左右しており、自

治体などでこの種の情報開示をすることが、活性

化につながると考えられる。

　今後も行事をこなしていくだけでなく、参加者

のニーズを把握しながら効果的な行事を実施し、

更に活動と研究を発展させていきたい。
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