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はじめに 

 

地球環境問題や安全・安心の問題などで、科学技術への期待が高まっています。一方、青少年の理科・

数学への関心の低下や学力の低下に国や産業界は危機感を抱き、次代の科学技術・産業技術を担う青少

年の育成・確保について、行動を起こそうという機運が高まっています。 

平成 18 年４月から第３期科学技術基本計画がスタートしました。計画の中で研究者等と国民が対話

する双方向コミュニケーション活動であるアウトリーチ活動の推進、科学技術に触れ、体験・学習ので

きる機会の拡充のための科学館の充実や才能あふれる子ども達の科学オリンピックへの参加促進などが

打ち出され、予算措置が講じられつつあります。 

こうした流れがある一方、当財団・科学技術館の主力事業の一つである国の委託事業は一部を除き競

争環境化となり、受注価格の低下等で厳しい状況になっています。また、「民間が担う公益」を我が国社

会経済システムの中で積極的に位置付け、その活動を推進することを目的に、公益法人改革が進められ

ています。 

このような環境下で、当財団は存在感のある事業展開を目指し、産業界、研究開発機関、学協会、教

育界など関係機関、関係者と連携を図りながら理系青少年の育成を主軸に科学技術理解増進活動を充

実・強化して展開します。 

 

 

[総合活動] 

 

Ⅰ．役員会等 

１．会議の開催 

(1)定例理事会の開催 

第 206 回 平成 20 年  ６月 

第 207 回 平成 20 年  ９月 

第 208 回 平成 20 年  12 月 

第 209 回 平成 21 年 ３月 

(2)定例評議員会の開催 

第 64 回 平成 20 年  ６月 

(3)会長・副会長会議の開催 

平成 20 年５月・９月 

平成 21 年２月 
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２．対外機関との連携活動 

(1)賛助員活動 

 財政基盤の安定を図るため、賛助員の拡大に努めます。 

(2)各種外部企業・団体との連携活動 

  賛助会員をはじめ、企業・団体との各種連携活動を強化します。 

 

３．建物および建築設備の維持管理 

 入館者が安全かつ快適な環境の中で見学、利用できるよう建物の安全、衛生等環境整備に努めます。 

 

４．企画広報活動 

財団全体に関わる事業企画の立案ならびに各種広報活動を推進します。 

(1)事業計画の立案・推進 

①科学技術館新館企画 

現在進めている科学技術館新館構想の実現に向けて財団内の意見調整をはかりながら、対外的

アピールを行います。具体的には、関係官庁、産業界、ヒアリング等の調査を実施します。この

調査をベースとして、新たに生まれ変わる科学技術館のミッション、具体的活動内容、そのため

に必要となる新生科学技術館の基本構想、建設基本構想、概算予算、全体スケジュールの作成、

政財界への働きかけの方法等を取りまとめます。 

 ②事業評価 

平成 19 年度に行った科学技術館来館者の科学技術リテラシー調査の結果を踏まえ、平成 20 年

度は、科学オリンピック、青少年のための科学の祭典等の評価を行います。具体的には、当該事

業に対する満足度、意見を聴取するとともに、参加者の科学技術リテラシーについてその実態を

知り、今後の事業の展開に資するものとします。 

③各部との事業連携・人材育成 

    各部横断的な事業展開をはかるため、当室はハブとして機能します。そのための基礎として、

財団職員のレベルアップを図り、より効率的・効果的な事業展開を行うために、科学技術館勉強

会等、財団職員の育成強化をはかります。 

 (2)広報活動 

①財団広報誌「JSF Today」の発行 

財団の諸活動を紹介するとともに財団を効果的に活用していただくために、広報誌を年４回発

行します。 

  ②「科学技術館メールマガジン」の発行 

    科学技術館で行うイベント・展示紹介、財団が行う科学技術理解増進活動の参加募集など、科
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学技術館ならびに財団活動の今を、毎週水曜日にメールマガジンの形式で配信します。 

  ③財団要覧リニューアル 

財団要覧をリニューアルし、財団の情報をより的確に伝えられるようにします。 

④散歩のおとも写真展開催 

メールマガジンにて好評を得ている「自然と友達」の写真展を開催します。 

⑤科学技術館ブランド化プロジェクトの推進 

    当財団の標榜する科学技術理解増進活動を効果的に推進し、科学技術館の存在を世にアピール

する観点から、また今後の「科学技術館新館構想」を円滑に推進する観点から「科学技術館」と

いう名前を全面的にうちだしたブランド戦略をはかります。 

この一環として、科学技術館について統一的なイメージの浸透をはかるため、シンボルマーク、

キャッチコピー（ブランドイメージ）、バナー、ロゴ等の整備を行います。 

 

５．その他 

(1)叙勲、国家褒章等の候補者推薦 

 (2)館施設の活用 

   催事場、サイエンスホール、会議室を新技術の普及・交流の場として提供するとともに、財政基

盤の安定化を図ります。 
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[事業活動] 

 

Ⅰ．科学技術振興事業  （詳細は別紙事業内容 12 ページ参照） 

 

  「青少年のための科学の祭典」、サイエンスキャンプ、ボランティア支援等の普及啓発事業を推進す

るとともに、理工系人材育成やエネルギー技術に係わる調査研究事業を行います。 

 

１．普及啓発事業 

(1)「青少年のための科学の祭典」の開催 

(2)サイエンスキャンプ 2008 の開催 

(3)地域科学技術理解増進活動推進事業（地域活動支援） 

(4)学びんピック支援事業 

(5)ヒューマン・フロンティア・サイエンス・プログラム（ＨＦＳＰ）広報事業 

(6)キッズ・フロンティア･ワークショップの開催 

(7)日本 IBM try science 実験教室の開催 

(8)生物チャレンジ 2008 の開催、国際生物学オリンピックへの派遣事業 

(9)物理チャレンジ 2008 の開催、国際物理オリンピックへの派遣事業 

(10)第 20 回国際生物学オリンピックの開催準備 

(11)第 42 回国際化学オリンピックの開催準備 

(12)日本科学オリンピック推進委員会事務局業務 

(13)第 49 回科学技術映像祭の開催 

(14)国際科学技術交流事業 

(15)その他の科学技術普及啓発事業 

  

２．調査研究事業 

(1)エネルギー技術の調査研究 

 

 

Ⅱ．科学技術館事業  （詳細は別紙事業内容 15 ページ参照） 

 

  科学技術館を中心に、展示室の整備拡充を図り、科学技術への理解を深めてもらうとともに、青少

年を対象としたサイエンス友の会の内容充実や特別展を開催するなど、社会的ニーズに即応した事業

活動を展開します。 
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また、国・地方自治体、企業等が施工する博物館、科学館等教育文化施設の建設に際し、基本構想

の策定から設計、製作、施工監理ならびに設置後における運営等について総合的なコンサルティング

業務を実施します。 

 

１．科学技術館運営事業 

(1)展示活動 

①展示の更新 

 a)３階 E室「みんなのくるま」展示室の更新 

 b)２階 D室「アトモス」展示室の更新 

c)２階 E室「北ノ丸サイクル」展示室の更新 

d)４階 B室「ユニバース」展示室の更新  

    ～立体フルデジタルドームシアター整備事業～ 

e)４階 G棟「NSK ピタゴラ自転車～まわるたのしさ」の新設 

②展示室の整備 

③展示の解説および実演 

 ④入館者の安全管理 

(2)教育普及事業 

①サイエンス友の会活動 

   ②パソコン道場運営 

③天体教室 トゥインクル・タイム（子どもゆめ基金補助金） 

(3)交流事業 

①学校や地域との連携事業 

②天文･宇宙分野での連携事業 

(4)特別展・イベントの開催 

「洞爺湖サミット」を念頭に新聞社等の報道機関とジョイントし、科学技術館の認知度向上を図

りながらイベント展開を計画・立案します。 

    ①自然科学写真展 － 自然の中の不思議を知る －  

②ＧＷイベント － 万華鏡ワークショップ 

③夏休み特別展 － 次世代のエネルギー － 

④ノーベル賞展 

⑤「第９回日本万華鏡大賞」入選作品展 

⑥春休み特別展 

⑦ミニ・イベントの開催 
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a)「地球環境世界児童絵画コンテスト｣入賞作品展 

b)土曜実験教室 

c)国土交通 Day 

d)昭和シェル石油「環境フォト・コンテスト」 

  ⑧ものづくり体験 たたら製鉄 

(5)広報活動 

①広報活動  

②入館者誘致活動  

a)団体入館者対策 

b)個人入館者対策 

(6)巡回展事業 

①企業、団体等との連携・共同開発 

  ②新作である「感覚展」をはじめ｢ラ・ビレット展｣、「七つの体験」、「マグネット展」、「地球環境 

展」、「オーロラ・マルチスライドショー」、「トリックアート展」の展示物貸出。 

③巡回型展示「美を科学する Part１」制作 

④劇団ヤンキー・スタジアムとの連携。 

(7)学芸活動 

①北の丸望遠鏡の運用 

②博物館連携活動 

③学芸員養成活動 

(8)館施設の活用 

(9)作業部会報告の実現のための活動 

①科学技術館における科学技術理解増進活動のための人材確保･強化の実施 

②科学技術館活動の定性的評価の実施 

③ネットワーク連携プロジェクトワーキングの継続 

 

２．企画開発事業 

    (1)教育・文化関連事業 

①岡崎市子ども科学館基礎調査・基本構想業務 

②横須賀市浦賀レンガドックサイエンスイベント業務 

③環境実験プログラム開発普及業務 

④環境測定分析統一精度管理調査業務 

⑤鳥取市博物館メンテナンス業務 
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⑥青森県立三沢航空科学館メンテナンス業務 

⑦大成風のミュージアムリニューアル業務 

⑧神奈川県自然環境保全センター展示製作設置業務 

⑨科学技術館・原子力展示室 改装設計・施工業務 

⑩科学技術館・自転車展示室 改装設計・施工業務 

 

 

Ⅲ．情報システム事業  （詳細は別紙事業内容 23 ページ参照） 

 

 コンピュータグラフィックス技術、データベース・情報検索技術、各種モデル化技術、数値解析技

術、コンピュータネットワークシステム構築技術等の研究開発を通じて培った高度情報処理技術を総

合的に活用し、自主研究開発事業、補助事業、官公庁・団体・企業等からの情報処理研究開発業務を

受託する受託開発事業およびインターネットを活用した情報処理サービス事業を推進し、科学技術振

興に貢献します。 

 

１．自主研究開発事業 

 次世代科学館情報環境の研究開発 

  ①他者とのコミュニケーションを支援する博物館遠隔鑑賞システムの研究開発 

  ②科学技術教育情報の発信及び情報流通システムに関する調査研究 

 

２．補助事業 

 ユビキタス社会における生涯学習機関での情報機器のあり方に関する調査研究 

 

３．受託開発事業 

(1)次世代情報処理システムの研究開発 

(2)ＰＬＭ（製品ライフサイクル管理）およびその関連システムの研究開発 

(3)マルチメディア・データベースシステムの研究開発 

(4)新エネルギー関連システムの研究開発 

(5)その他 

 

４．情報処理サービス事業 

 インターネットを活用した情報処理サービス事業の推進 

 

－7－



 

Ⅳ．所沢航空発祥記念館運営事業 （詳細は別紙内容 25 ページ参照） 

 

平成５年、埼玉県が日本の航空発祥地の象徴として、所沢市に設立した「所沢航空発祥記念館」の

運営業務ついて、所沢航空記念公園の指定管理者のパートナーであり、所沢航空記念公園管理を担当

する財団法人埼玉県公園緑地協会と連携して推進します。 

 

１．展示館・大型映像館の活動 

(1)展示品の拡充維持運営等 

(2)特別展等の開催 

(3)大型映像館の上映フィルムの更新 

(4)連携活動 

 (5)利便性の向上 

 

２．記念事業活動 

 (1)記念事業の実施 

 

３．広報活動 

(1)一般広報 

(2)特別広報 

(3)団体誘致活動 

 

４．ボランティア活動の充実 

 

５．その他の活勤 

 

 

Ⅴ．補助事業（詳細は別紙事業内容 27 ページ参照） 

  

平成 20 年度は、㈶日本自転車振興会から補助金の交付を受けて、次の事業を実施します。なお、日

本自転車振興会補助事業については、本年 4月の補助金の内定通知書交付に伴い、事業内容および予

算に変更が生じた場合は、本年 6月の理事会において再度議件としてはかる予定であります。 

 

１．日本自転車振興会補助事業 
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機械工業振興事業部門（平成 20 年度科学技術振興に関する開発研究等補助事業） 

(1)ユビキタス社会における生涯学習機関での情報機器のあり方に関する調査研究 

 

 

Ⅵ．助成事業（詳細は別紙事業内容 28 ページ参照） 

 

  平成 20 年度は、日本財団ならびに㈶日本宝くじ協会から助成金の交付を受けて、次の事業を実施し

ます。なお、日本財団助成事業ならびに㈶日本宝くじ協会助成事業については、本年 4月の助成金の

内定通知書交付に伴い、事業内容および予算に変更が生じた場合は、本年 6月の理事会において再度

議件としてはかる予定であります。 

 

１．日本財団助成事業 

(1)「美を追究する科学技術」に関する巡回展示の実施 

 

２．宝くじ助成事業 

(1)立体デジタルフルドームシステム整備事業 
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Ⅰ．科学技術振興事業 

  本事業は、科学技術の振興に役立つ諸活動を展開していく事業です。 

  「青少年のための科学の祭典」、サイエンスキャンプ、ボランティア支援等の普及啓発事業を推進す

るとともに、理工系人材育成やエネルギー技術に係わる調査研究事業を行います。 

 

１．普及啓発事業 

(1)「青少年のための科学の祭典」の開催（文部科学省受託事業、その他との共催） 

一人でも多くの青少年が、実験や工作を通して科学技術の本当の面白さを体験し、発見の喜びと

感動を実感できる機会を、各地域の理科教師、諸団体、産業界等と協力して全国的に提供します。 

本年度は、文部科学省受託事業として 3 大会（科学技術館で開催する全国大会および地方都市で

開催する 2地方大会）を開催する一方、全国 100 ほどの市町村において当財団と開催地の各大会実

行委員会が共催する大会を予定しています。 

 

(2)サイエンスキャンプ 2008 の開催 （科学技術振興機構受託事業） 

夏休み、冬休み、春休み期間中に、公的研究機関、大学、企業等において、高校生、高等専門学

校生を対象とした科学技術体験合宿を開催します。 

 

(3)地域科学技術理解増進活動推進事業（地域活動支援） （科学技術振興機構受託事業） 

全国で活動しているボランティアの実験教室、自然観察教室に対して、経費支援を行うと同時に、

研修や活動を広げるための広報等を行います。 

 

(4)学びんピック支援事業 （文部科学省受託事業） 

文部科学省は、各種大会を通して学習意欲の向上に資する活動に対して「学びんピック」の称号

を与えています。本事業は、その称号を与える大会を公募し、認定を行うための審査支援を行いま

す。 

 

(5)ヒューマン・フロンティア・サイエンス・プログラム（ＨＦＳＰ）広報事業 

ＨＦＳＰとは、生体機能の解明のための国際共同研究助成事業です。本事業は、ＨＦＳＰに係わ

る国内研究者の研究活動に関する情報をホームページ上で公開するものです。 

 

(6)キッズ・フロンティア･ワークショップの開催 （新技術開発財団との共催事業） 

小中学生向けに、複写機を題材としてその原理の理解と分解を行うワークショップを 2 回開催し

ます。また、市村アイディア賞受賞者を対象として科学教室を 1回開催します。  
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(7)日本ＩＢＭ Try Science 実験教室の開催 （日本ＩＢＭとの共催事業） 

世界的な子供たちの科学・理科離れの傾向を改善するため、ＩＢＭとニューヨーク・ホール・オ

ブ・サイエンス(NYHOS)、ならびに科学技術センター協会（Association of Science – Technology 

Centers：ASTC）のパートナーシップによって共同制作･運営されている Try Science プロジェクト

の日本での展開として、子供達にとってより親しみやすく、科学に対する興味を喚起できるものと

するため、科学技術館で毎月１回、日本ＩＢＭと協働して実験教室を開催します。また地方の科学

館などでの開催のサポートを行います。 

 

(8)生物チャレンジ 2008 の開催、国際生物学オリンピックへの代表者派遣事業 

（科学技術振興機構支援事業） 

国際生物学オリンピックは、高校生を対象に、生物学の才能を伸ばし、生物の持つ面白さと楽し

さを体験してもらうとともに、広く一般に生物学・生物学教育に対して興味と関心を持ってもらう

活動です。本事業は、第 19 回インド大会に派遣する代表者の訓練および代表団の派遣を行います。 

 

(9)物理チャレンジ 2008 の開催、国際物理オリンピックへの代表者派遣事業 

（科学技術振興機構支援事業） 

物理チャレンジは大学等高等教育機関進学前の青少年を対象として、物理の持つ面白さと楽しさ

を体験してもらうとともに、広く一般に物理学・物理教育に対して興味と関心を持ってもらう活動

です。今年は岡山県で物理チャレンジ2008を開催するとともに昨年開催された物理チャレンジ2007

の参加者の中から成績優秀者（5 名）を第 39 回国際物理オリンピックベトナム大会に派遣します。

また、第 39回ベトナム大会に向けて準備を行います。 

 

(10)第 20 回国際生物学オリンピックの開催準備 （国際生物学オリンピック 2009 組織委員会、 

筑波大学、日本科学技術振興財団主催事業）、（科学技術振興機構支援事業） 

2009 年７月に第 20 回国際生物学オリンピック大会が日本で開催されることを受けて、生物学に

かかわる産・官・学の連携のもとに実行母体として「国際生物学オリンピック 2009 組織委員会」（委

員長：井村裕夫）を組織し、当財団は主催者の一員として構成メンバーに入りました。 

組織委員会の下に、実行委員会、科学委員会、募金委員会を組織し、各委員会で翌年の開催に向け

て問題作成、ポスター作成、インド大会視察等の準備を行います。 

 

(11)第 42 回国際化学オリンピックの開催準備  （化学オリンピック日本委員会、 

日本化学会、日本科学技術振興財団等主催事業）（科学技術振興機構支援事業） 
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2010 年７月に第 42 回国際化学オリンピック大会が日本で開催されることを受けて、化学にかか

わる産・官・学の連携のもとに実行母体として「化学オリンピック日本委員会」（委員長：野依良治）

を組織し、当財団は主催者の一員として構成メンバーに入りました。 

日本委員会の下に、実行委員会、科学委員会、募金委員会、財務委員会を組織し、各委員会で準

備を進めるとともに予備問題作成、ホームページ作成、ﾌﾟﾚｲﾍﾞﾝﾄ企画等の活動を行います。 

 

(12)日本科学オリンピック推進委員会事務局業務 

国を挙げて、科学オリンピックを通して世界に挑戦する子どもたちを応援し、各オリンピックの

活動を支援していくことを目的に、「日本科学オリンピック推進委員会（ＪＳＯＣ）」（会長：江崎玲

於奈）を組織し、当財団はこの委員会の運営事務局を担当しています。 

各オリンピックの日本委員会と産官学が連携をとりつつ参加者の拡大や認知度の向上を目指し、

科学技術振興機構と共同して広報活動を行います。 

 

(13)第 49 回科学技術映像祭の開催  

過去１年間に製作されたテレビ番組、映画、ビデオ等の中から優秀作品を選奨し、併せて表彰式

の実施やＮＨＫにおける放映、全国の科学館で一般公開を行います。 

   また、科学技術映像ライブラリーを運営し、学校、官公庁、団体、企業などに幅広く利用しても

らいます。 

 

(14)国際科学技術交流事業 

① 北京市科学技術協会と職員の相互派遣を行います。 

② 中日友好科学技術教育研究会への支援を行います。 

③ 韓国科学教育団体総連合と「青少年のための科学の祭典」に係わる出展者の交流を行います。 

 

(15)その他の科学技術普及啓発事業 

①日本風力エネルギー協会の事務局として同協会の事業活動を推進します。 

②エネルギー変換懇話会の事務局として同懇話会の事業活動を推進します。 

③㈱旺文社主催の全国学芸科学コンクールへの支援を行います。（自然科学研究部門の優秀作品

に対して日本科学技術振興財団会長賞を授与する。） 

④ 科学技術振興に関するシンポジウムなど官庁等からの受託事業の実施に努めます。 

   ⑤大学生と民間企業との橋渡しによる産業技術人材育成事業、企業の社会貢献活動との連携によ

る科学技術普及啓発事業などの諸活動を推進します。 
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２．調査研究事業 

(1)エネルギー技術の調査研究  

日本風力エネルギー協会、エネルギー変換懇話会と共同で最新のエネルギー技術、ハイテク技術

に係わる研究会を開催します。また、風力エネルギーの利用に係わる研究や技術開発をテーマとし

てシンポジウムを開催します。 

 

 

 

 

Ⅱ．科学技術館事業  

本事業は、科学技術館事業を推進して、青少年を中心に国民の広範な層に科学技術への興味や関心

を深めてもらうために、科学の原理からその応用技術までを学習できる魅力的な展示物を通じての科

学技術の普及活動や、友の会組織による実験工作等の教育普及活動を多面的に推進すると共に、学校

の総合的学習に対応した教育学習プログラムの実施などを総合的に展開します。 

また、国や地方自治体、企業等が行う博物館、科学館の建設、あるいはイベント（博覧会等）の開

催における基本構想の策定から設計、製作、施工監理、運営等に関するコンサルティング業務を実施

します。 

 

１．科学技術館運営事業 

(1)展示活動 

①展示の更新 

a)３階 E室「みんなのくるま」展示室の更新 

科学技術館「自動車」展示室は、昭和 54 年開設の初代展示室から現展示室まで 33 年間三代

に渡り、当館では、最も人気の高い展示室の一つとして運営されてきました。 

ドライビングシミュレータや運転適正検査等の体験装置、情報検索装置や安全運転のための

技術開発の様子などの映像展示を通じて、わかりやすく展示し、併せて未来の自動車やパソコ

ン上で車をデザインする展示など、子どもたちに夢を与えることに重点を置き、同時に、青少

年や一般市民にも基幹産業としての重要性、あらゆる分野の産業が結集する自動車産業の特徴

を伝えてきました。 

自動車展示室は、当館が掲げる展示テーマの中でも、長い歴史を持つテーマであり、我が国

の「産業の山脈」として、あらゆる分野の産業技術の結集体であることから欠かすことのでき

ないテーマです。 

現在の展示室は、前回の全面リニューアルからすでに足かけ 10 年が経過し、他の展示室と比
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較すると、古さは否定できなくなっています。このため、「ハンズオン展示」、「マルチメディア、

インタラクティブ」、「ワークショップ展示」、「五感に訴える展示」という展示手法を取り入れ

た展示室にリニューアルします。 

b)２階 D室「アトモス」展示室の更新 

  電気事業連合会による、放射性廃棄物の地層処分や核燃料サイクルを含む原子力全般につい

て展示する展示室としてリニューアルします。 

c)２階 E室「北ノ丸サイクル」展示室の更新 

自転車は、発明から 200 年の歴史をもつ有用技術として生活や社会に深く浸透し、特に都市

交通やレジャー・スポーツなど生活文化の重要な部分を担って発展し、今日に至っています。 

地球環境保全が国際的な課題となり、ＣＯ2の削減や省エネルギー、リサイクルが世界的急務

になっている昨今の社会情勢の中で、自然や都市生活に対する姿勢とマナーを見直すことで、

環境にも人にも優しい健全な社会を実現しようとする機運が高まっており、自転車が現代社

会に向けて提案できることは大いにあると考えられます。 

当館２階の他の２つの自転車展示室である、自転車の歴史を実物展示によって示す｢自転車広

場」と現代に至る自転車文化の広がりを図書･映像情報で提供する｢自転車文化センター｣と対

をなすテーマ設定として、｢人と自転車の未来｣とし、その社会的な役割や有用性を訴求して

いく展示室として位置づけ、臨場感のある体験型展示や実演型展示を中心とした「ライブ体

験｣展示室にリニューアル（部分改装）します。 

d)４階 B室「ユニバース」展示室の更新 ～立体フルデジタルドームシアター整備事業～ 

                           （㈶日本宝くじ協会助成事業） 

物質の構造や惑星の運動、銀河の進化、深海の世界など自然科学の世界は実際に自分の目で

直接見ることができない物が非常に多く存在します。しかも、原子の世界から天文の世界をタイ

ムスケールで考えるとヘムト秒～億年単位になってしまいます。理化学研究所や自然科学研究

機構国立天文台などの研究機関では、日々様々な研究が行われ多くの成果が上がっています。こ

のような様々な科学の謎や仕組みを、最新のサイエンスビジュアライゼーション技術を駆使して、

「見えないものを科学の力で見る」「インタラクティブシミュレーションで触れてみる」という

行為を通して、科学の世界と最新の研究成果を来館者に視覚的、体感的、直感的に感じてもらい、

科学への興味関心、理解を高める立体フルデジタルドームシアターを整備します。 

e)４階 G棟「NSK ピタゴラ自転車～まわるたのしさ」の新設 

 日本精工株式会社の産業センター出展展示として、ベアリングの機能と摩擦を訴求する体験 

型ライド（乗り物）を新設します。 

②展示室の整備 

    入館者が楽しく最良の状態で見学が出来るよう、常に展示品の修理、改善をして展示室の整備

－16－



 

とサービスの向上に努めます。  

③展示の解説および実演 

     展示を楽しみながら理解できるよう次の展示室で実験の先生、インストラクターによる演示、

実験を行います。 

      （イリュージョン、アクセス、ワークス、オプト、ユニバース、建設館、ＮＥＤＯ、鉄鋼、電力、

ガス、自動車、アトモス） 

  ④入館者の安全管理 

      展示物の安全対策、地震対策、テロ･暴漢者対策等をはじめとした危機管理体制を確立し、入

館者が安全、安心して見学できる環境作りに努めます。 

(2)教育普及事業 

①サイエンス友の会活動 

会員制による工作・実験・自然観察・施設見学・パソコン等の各教室を開催して、青少年を中 

心に科学技術マインドを育成します。 

      会員構成は、会員（小学３年生以上）、準会員（小学２年生以下）とし、多様なカリキュラム編

成を組み、質の向上を図りながら各種プログラムを実施します。 

   ②パソコン道場運営 

職場でも家庭でもますますコンピュータが使われている今日、コンピュータを活用できる人材

を育成するため、子どもから老人まで幅広い年齢層の方々を対象に、初心者向けのパソコン教室

を開催します。また千代田区と連携して、地域住民に対する生涯学習活動の一環として千代田区

民にパソコン道場を活用していただきます。 

  ③天体教室 トゥインクル・タイム（子どもゆめ基金補助事業） 

「KUDAN 天体教室」や「都心でチャレンジ！星の数・いくつ見えるかな」、「教室に宇宙を！誰

でもできるマルチメディアを使った天体教室」の名称の地域連携型の天体教室を継続して実施し

ます。 

(3)交流事業 

①学校や地域との連携事業 

 a)学校との連携事業 

   千代田区教育委員会や九段小学校などとの博学連携事業を引き続き実施します。 

 b)地域との連携事業 

千代田区や千代田区ミュージアム連絡会参加の社会教育施設や団体と連携し、地域での多様

な生涯学習機会の提供を通して地域の賑わい創出に貢献します。 

 c)企業との連携事業 

   社会貢献に関心のある企業に働きかけ、科学技術館での科学系人材育成のための教室やイベ
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ントの開催を実現していきます。 

②天文･宇宙分野での連携事業 

a)Yerkes Astrophysics Academy for Young Scientists(YAAYS)  

（シカゴ大学ヤーキス天文台 NSF 補助事業） 

  シカゴ大学ヤーキス天文台と協力し、ユニバースの天文教室を実施します。 

b)博物館・科学館の魅力を増す星空ライブの常設（宇宙科学研究本部・科学研究費補助事業） 

熊本大学と共同研究を実施した「星を見ながら学習、IT世紀の天文教育ツールとカリキュラ

ム」に引き続き、平成 19年度から 2年間の計画で、宇宙科学研究本部とインターネットライブ

星座カメラによる天文教育の共同研究を行います。 

c)㈶日本宇宙少年団の宇宙教育への協力 

 ㈶日本宇宙少年団の実施する宇宙教育へ実施会場などで協力し、連携して宇宙教室や天文教

室を実施します。 

(4)特別展・イベントの開催 

①自然科学写真展 － 自然の中の不思議を知る －  

     顕微鏡写真、水中生物、鳥、動物、昆虫、植物、天体・山岳など自然や科学の様々な姿など

を紹介します。 

   会 期：平成 20 年 4 月下旬～5月末日 

   共 催：科学技術館､日本自然科学写真協会 

②ＧＷイベント－万華鏡ワークショップ－ 

各種万華鏡工作教室を開催します。 

   会 期：平成 20 年 5月 3日～5日 

共 催：日本万華鏡倶楽部、科学技術館                               

③夏休み特別展 － 次世代のエネルギーを考える － 

青少年のための科学の祭典期間の無料開館と、特別企画展(次世代のエネルギー／新聞社との

共催)を中心に実験ショーやワークショップ、講演会等を実施します。 

   会 期：平成 20 年夏休み期間 

 主 催：科学技術館、新聞社 

 ④ノーベル賞展 

     2008 年ノーベル賞受賞速報や関連イベントを開催します。 

   会 期：平成 20年 10 月 

  主 催：科学技術館   

⑤「第９回日本万華鏡大賞」入選作品展 

昨年に引き続き、オリジナル万華鏡の公募展を開催します。 
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   会 期：平成 20年 12 月 

共 催：日本万華鏡倶楽部、科学技術館                               

⑥春休み特別展 

入館者と運営スタッフが直接ふれ合いながら、科学技術の楽しさや不思議さを実験ショーやワ

ークショップ等で体験するイベントを実施します。 

   会 期：平成 21 年春休み期間 

  主 催：科学技術館、新聞社 

⑦ミニ・イベントの開催 

a)「地球環境世界児童絵画コンテスト」入賞作品展 

日本をはじめ世界数十カ国からの応募作品(約 15,000 点)の中から優秀作品約 50点を４階サイ

エンスギャラリーで展示します。  

     会 期：平成 20年 8 月予定 

     共 催：㈶日本品質保証機構、ＩＱnet、科学技術館 

b)土曜実験教室 

昨年度に引き続き、「夢・化学－２１」委員会との協力で実施します。 

会 期：平成 20 年 9月から平成 21年 3 月までの毎週土曜日 

c)国土交通 Day 

図画、作文コンクールの入賞作品を展示します。 

会 期：平成 21 年 2月予定 

     主 催：国土交通省  協力：科学技術館 

d)昭和シェル石油「環境フォト・コンテスト」 

 環境をテーマにした写真コンテストの入賞作品を展示します。 

     会 期：平成 21年 3 月下旬 

    主 催：昭和シェル石油株式会社 協力：科学技術館 

  ⑧ものづくり体験 たたら製鉄 

鉄の記念日（12 月 1 日）関連イベントとして開催します。 

    会 期：平成 20 年 12 月初旬 

    共 催：新日本製鉄株式会社、科学技術館 

(5)広報活動 

①広報活動  

特別展やイベント等の内容を盛り込んだメールマガジンを最大限に活用します。また、竹橋駅

の電飾看板のリニュアール、乗降客の多い九段下駅の案内マップ板に情報を載せ案内、広報要素

を強化します。 
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ホームページの全面改定に伴い、インターネットの活用を図りながら各種ワークショップやイ

ベント、特別展等の情報提供を行い、入館者誘致に結びつくよう広報活動の強化を図ります。  

②入館者誘致活動  

a)団体入館者対策 

総合的な学習、体験学習に対応した受け入れ用の調べ学習ワークシートの充実と教科別見学

コースの新設を図ります。 

小・中学校の見学定着化を促進するため、修学旅行重点県への誘致拡充強化を図り、教育委

員会や旅行代理店等を通じて、新規学校の開拓も含め働きかけます。 

b)個人入館者対策 

個人や家族連れの来館者をより一層誘致するため、入館者のニーズの変化を把握しつつ、家

族で楽しめるイベントや主婦層をターゲットにしたワークショップ等を組み込み積極的に実

施します。  

また、見学のためのガイドマニュアルの整備を始めとした個人向け博物館のサービスの拡 

充を図ります。さらに入館者個人誘致対策として、インターネットや携帯電話を利用した見学

コース情報などの提供を積極的に展開し推進します。 

(6)巡回展事業 

①企業、団体等との連携・共同開発 

巡回展事業の更なる広がりを求めて、企業や団体との連携、協力による巡回展の新たな可能

性の立ち上げに努めます。特に、企業の社会貢献活動と連動できるよう科学実験を中心とした巡

回事業を検討します。 

②新作「感覚展」をはじめ｢ラ・ビレット展｣、「七つの体験」、「マグネット展」、「地球環境展」、「オ

ーロラ・マルチスライドショー」、「トリックアート展」の展示物を貸出します。 

本展示物は科学館、博物館はもとより、展示面積が狭い児童館や公民館、学校等でも利用でき

るように運用計画を作成します。また、付加価値を高めるために科学実験ショーや、ワークショ

ップ、工作などのソフト面での提供も含めて巡回事業を実施します。 

③巡回型展示「美を科学する Part１」制作 （日本財団助成事業） 

美の追究はあらゆる分野に存在します。より美しさを求める女性の化粧品の世界やファション

ではナノテクノロジーの開発導入、素材開発が進められています。生活空間や乗り物など日常生

活と切り離すことが出来ないほど美の追究が行われています。本展示では「美」とは何か、科学

的な側面から色々な分野を科学する体験型展示を２カ年で製作し、実施します。 

④劇団ヤンキー・スタジアムとの連携を図り、エネルギーや環境問題などをテーマとした科学演 

劇も巡回します。 

(7)学芸活動 
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①北の丸望遠鏡の運用 

科学技術館に設置しました望遠鏡を、参加登録等によりインターネット経由で広く利用してい

ただき、天文教育の拡充に寄与します。 

 ②博物館連携活動 

      日本博物館協会、全国科学博物館協議会、全国科学館連携協議会などの組織を通じて、全国の

博物館、特に理工系博物館との連携を深めるとともに、各種博物館会議、研修会等の行事に参加

し、情報交換と職員の資質向上を図ります。 

また、機会を利用して、国際博物館会議（ICOM）、全米科学博物館協会（ASTC）などの国際組織

の大会に参加して海外の博物館と積極的な交流を図ります。 

③博物館学芸員養成活動 

      学芸員養成教育に協力して、大学における博物館学履修学生を受け入れ、博物館の実務実習を

指導します。昨年より導入した年二回(夏・冬)の受け入れは継続実施します。 

(8)館施設の活用 

団体休憩室をはじめ実験工房、サイエンスギャラリー等の館内施設を有効に活用するために、

積極的に持ち込みイベントや企画展の誘致をはかります。 

(9)作業部会報告の実現のための活動 

①科学技術館における科学技術理解増進活動のための人材確保･強化の実施 

  科学技術理解増進分野での社会貢献活動を実施している企業または、社会貢献ガイドラインに

科学技術理解増進分野をうたっている企業に働きかけ、企業ボランティア派遣協力を得て、科学

技術館における解説、ガイドツアー、質問対応などの科学技術理解増進活動の強化を図ります。 

②科学技術館活動の定性的評価の実施 

 科学技術館サイエンス友の会による科学技術理解増進活動について定性的評価を実施します。 

  ③ネットワーク連携プロジェクトワーキングの継続 

    ICT を活用した他館とのネットワーク連携プロジェクトを検討するワーキングを継続します。 

 

２．企画開発事業 

(1)教育・文化関連事業 

①岡崎市子ども科学館基礎調査・基本構想業務 

岡崎市教育委員会では現市長の方針により、子ども科学館の建設を計画しています。その業務

推進に対するコンサルティングの依頼があり、同教育委員会の指導の下で、平成 20 年度業務とし

て基礎調査と基本構想の策定を実施します。 

②横須賀市浦賀レンガドックサイエンスイベント業務 

  同地区で毎年夏休み開催されているサイエンスイベントの企画・運営を支援します。 
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③環境実験プログラム開発普及業務 

 本事業は、身近な科学や産業技術を使った環境に関する実験を行うことにより青少年等に対す

る環境教育の推進に資するため、「科学的な思考」を環境教育に反映しプログラム化するための

実験課題を整理し、「科学的な思考に沿った環境実験プログラムの開発と効果的な普及」のため

の実証事業です。本事業を推進するにあたり、米村傳治郎プロダクションとの連携を強化し、実

験プログラムの開発等を進めて行きます。 

④環境測定分析統一精度管理調査業務 

   本調査は、環境測定分析に従事する多数の分析機関が、均一に調製された環境試料を推奨さ

れた方法等に従い分析した結果から、各分析機関の分析技術水準の実態を把握し、使用測定機器、

標準溶液、その他各機関における分析実施上の諸条件の解析を行います。分析実施上生じた具体

的な問題点について調査することにより、環境測定分析に関する精度の向上に資する情報を得る

ことを目的とする事業です。 

⑤鳥取市博物館メンテナンス業務(㈶鳥取市文化財団受託事業) 

   同博物館の展示メンテナンス業務を㈶鳥取市文化財団から受託し実施します。 

⑥青森県立三沢航空科学館メンテナンス業務 (NPO 法人テイクオフみさわ受託事業) 

   同科学館の展示メンテナンス業務を NPO 法人テイクオフみさわから受託し実施します。 

⑦大成風のミュージアムリニューアル業務 

  同ミュージアムは環境をメインテーマに複数年をかけて部分リニューアルを実施しています。 

 この企画設計・製作を受託し実施します。 

⑧神奈川県自然環境保全センター展示製作設置業務 

  平成 19 年 8 月にプロポーザル選考によって受注した同センターの展示設計業務に続き、本年度

はその展示製作設置業務を実施します。竣工は平成 21 年 3 月の予定です。 

⑨科学技術館・原子力展示室 改装設計・施工業務 

  電気事業連合会の指導の下で「アトモス」展示室を、放射性廃棄物の地層処分や核燃料サイク

ルを含む原子力全般について展示する展示室に改装設計・施工する業務を実施します。 

⑩科学技術館・自転車展示室 改装設計・施工業務 

㈶自転車普及協会の指導の下で「北ノ丸サイクル」展示室に、｢人と自転車の未来｣をテーマとし

た体験型展示や実演型展示を中心とした「ライブ体験｣展示の設計・施工を実施します。 
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Ⅲ．情報システム事業 

 

  科学技術分野を中心としたソフトウェアの研究開発を通じて科学技術振興に貢献していく事業であ

り、自主研究開発事業、補助事業、官公庁・団体・企業等から応用ソフトウェアの研究開発を受託す

る受託開発事業、インターネットを活用する情報処理サービス事業を推進します。 

 

１．自主研究開発事業 

 次世代科学館情報環境の研究開発 

  情報システム開発部では、科学技術教育用のコンテンツ制作やインターネットを活用した各種教育

用 Wｅｂシステムの開発・運用等を通じて、科学技術の普及・啓蒙に貢献しています。 

  ＩＴの進展、とりわけコンピュータネットワークの急速な普及とエレクトロニクス技術の発展は、

コンピュータを小型軽量安価にし、携帯コンピュータや組み込みコンピュータ等が開発され、その利

用形態を進化させており、生活のあらゆる場面で利用可能となる時代の到来を予感させます。 

 このような情報環境の利活用の拡大により、科学館、博物館などにおいても多様な情報の受発信機能

の提供が求められ、高度な情報処理環境の構築と整備への期待が高まっています。 

  そこで、科学館、博物館などにおけるＩＴ活用として相応しい研究・開発テーマを「次世代科学館

情報環境の研究開発」として取り上げ、大学等の研究機関との連携による自主研究開発事業として展

開することにより、情報処理技術の研究開発とその促進及び情報の提供を推進します。 

 

  ①他者とのコミュニケーションを支援する博物館遠隔鑑賞システムの研究開発 

    何らかの事情で博物館に来館することのできない人が、博物館に設置されているロボットを 

   遠隔操作することによって、展示物を鑑賞することができるシステムの研究開発を筑波大学大 

   学院システム情報工学研究科 葛岡研究室と共同研究として実施し、得られた知見の科学技術 

   館の展示更新への活用を促進します。 

 

  ②科学技術教育情報の発信及び情報流通システムに関する調査研究 

    科学技術館や科学系博物館の展示物等のデジタルコンテンツの、教育現場における活用を促 

   進するために必要な科学技術教育情報の発信及び情報流通システムに関する調査研究を理化 

   学研究所 戎崎研究室との共同研究として実施します。 

    科学技術館展示物の解説資料及び LOM（学習情報メタデータ）の整備を実施し、科学技術 

   教育情報の蓄積と充実を図ります。また、デジタル教材配信システムの全国の教育機関におけ 

   る共同利用を構想し、教育情報を含むデジタル教材流通促進に関する調査研究を実施します。 
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２．補助事業          （㈶日本自転車振興会補助事業） 

  ユビキタス社会における生涯学習機関での情報機器のあり方に関する調査研究 

  情報システム開発部では、科学技術振興活動の一環として日本自転車振興会からの補助金交付を受

け、機械工業に関連する自動化、省力化を促進するために先進的で汎用性の高いソフトウエア開発や

可搬型情報機器を活用した博物館閲覧支援システムの調査研究等を積極的に推進しています。 

  次世代通信インフラとしてセキュリティや通信回線の品質を向上させたユビキタス社会の基

盤となるNGN (Next Generation Network)の標準化が国際的に進められ、様々な勧告が制定され

ています。NGN では既存の電話網とコンピュータネットワークが融合され多様なサービスがIP網

により提供可能となるため、日本でも実現化に向けた研究や実験が活発に行われています。 

  本調査研究は、生涯学習機関として科学館をモデルに「いつでも、どこにいても」情報を得ら

れ、他者とのコミュニケーションが容易にでき、生涯学習機関等で効果的に活用できる理想的な

情報機器の在りようについて、現在利用可能な民生用情報機器の組み合わせによりNGNに適応す

る情報機器の機能を構成し、来館者サービスを目的とした生涯学習機関ガイドシステムの構築と

実証実験を行うことにより提言に必要な知見を得るものです。 

  本調査研究事業の実施により生涯学習機関等における情報機器のあり方を提言し、将来の実用化を

見据えた先端的な技術開発の促進を行うことで機械工業の振興に寄与します。 

 

３．受託開発事業 

  コンピュータネットワークの普及等、情報化社会が急速に進展するに伴い、ソフトウェアに対する

需要はますます高度化・複雑化・多様化しています。この高度情報化に対応するため、これまでに研

究開発した各種情報処理システムの成果に最新情報技術を適用し、更に発展させるための研究開発を

推進するとともに、博物館、科学館などのマルチメディアおよびネットワークを応用した展示システ

ムの研究開発も推進します。 

 

(1)次世代情報処理システムの研究開発 

最新のデータベース技術やネットワーク技術を応用した高度な情報処理システムの研究開発で培

ったノウハウを活用し、多様化するニーズに適合した次世代情報処理システムの研究開発を推進し

ます。 

  ①官公庁、関連機関等の各種データベースシステムの開発 

  ②大学や教育機関における各種業務処理システムの研究開発 

  ③通信教育支援システムの開発・運用 

 

(2)ＰＬＭ（製品ライフサイクル管理）およびその関連システムの研究開発 
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   生産管理システム分野で蓄積したノウハウをもとに、設計製造、製品管理関連ソフトウェアの研 

究開発を推進します。 

  ①ＰＬＭシステムの研究開発 

  ②生産シミュレーションシステムの研究開発 

 

(3)マルチメディア・データベースシステムの研究開発 

  展示メディアとして注目されているマルチメディア・データベースシステム及びインターネット

関連システムの研究開発を推進します。 

  ①博物館向けマルチメディア展示システムの研究開発 

  ②Ｗｅｂ関連システムの研究開発 

 

(4)新エネルギー関連システムの研究開発 

   解析・シミュレーション等の技術による新エネルギー関連システムの研究開発を推進します。 

  ①太陽光発電システムの研究開発 

  ②電力供給関連シミュレーションシステムの研究開発 

 

(5)その他 

  官公庁及び関連機関のＷｅｂによる情報公開事業、ネットワーク運用管理事業等を通じＩＴ活用

を推進します。 

 

４．情報処理サービス事業 

  官公庁及び関連機関、通信教育団体等を中心に、インターネットを活用した情報処理業務の拡大を

推進し、情報処理資源及びサービスの充実を図ります。 

 

 

 

 

Ⅳ．所沢航空発祥記念館運営事業 

 

  所沢航空発祥記念館は、「日本の航空発祥の地」としての象徴的施設として、平成５年埼玉県によっ

て設立されました。 

当財団は、新たな指定管理者制度導入に伴い、埼玉県の出資法人である埼玉県公園緑地協会とパー

トナーを組んで所沢航空記念公園の指定管理者に公募し指定管理者として指定されました。所沢航空
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記念公園と航空発祥記念館との効果的な連携により魅力ある運営活動を展開し、地域の発展の核とな

るような文化施設を指向していきます。 

平成５年４月３日のオープン以来、運営管理業務は順調に推移しておりますが、なお一層入館者の

増大及び埼玉県の施設としてのステイタスの維持向上を図るため、諸活動を積極的に推進します。 

 

１．展示館・大型映像館の活動 

(1)展示品の拡充維持運営等 

①入館者の二一ズに対応すべく、引き続き展示品の拡充に努めるとともに、常に展示品の整備を行 

い、最良の状態を維持するように努めます。 

②入館者のサービス向上を図るため、引き続きフロアアテンダントを配置して館内の案内、展示解 

説、展示操作を行います。 

(2)特別展等の開催 

    春休み及び夏休みの休暇、祝祭日、記念日等に各種のイベントや各種工作教室、公開講座を開催

し、入館者の増加を図ります。 

(3)大型映像館の上映フィルムの更新 

魅力ある作品を選定して、上映フィルムを適宜更新し、入館者及びリピーターの増加を図ります。 

(4)連携活動 

埼玉県博物館連絡協議会、日本大型映像協会等の団体に加入し、各博物館及び大型映画関係者と

の連携を深め、関連する会議や研修等に参加して情報交換を行い、職員及び関係スタッフの資質を

向上させ、入館者サービスの向上を図ります。 

 (5)利便性の向上 

   各種割引チケットを発行し、利用者の利便性を高めることにより入館者増を目指します。 

 

２．記念事業活動 

 (1)記念事業の実施 

    ①所沢航空記念公園の開園 30年を記念して、地域と連携して記念式典や記念講演会、各種記念イ 

ベント等の記念事業を埼玉県公園緑地協会と共同して実施します。 

    ②所沢航空発祥 100 年を記念して、地域や関係組織と連携した記念事業の準備を進めます。 

 

３．広報活動 

同記念館の存在をＰＲするため、パブリシティを中心として効果的な広報を行います。 

(1)一般広報 

①県政・市政記者クラブを通して、新聞及びテレビ等に広報を行います。 
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②西武新宿線航空公園駅の掲示板により広報を行います。 

③埼玉県及び都内近県の学校や博物館にリーフレットの配布を行います。 

(2)特別広報 

①彩の国だより（埼玉県発行）、翔びたつひろば（所沢市発行）及び主要新聞、雑誌に広報を行い 

ます。 

②ポスター及びチラシを作成し、埼玉県を中心に、首都圏の学校、児童館、博物館に配布します。 

③県政・市政記者クラブ及び雑誌等のマスコミ機関に資料を提供し、記事掲載を依頼します。 

(3)団体誘致活動 

①埼玉県及び都内近郊の幼稚園、小・中学校にパンフレット、リーフレットを配布します。 

②埼玉県の児童館、子供会等の団体にリーフレットを配布します。 

③埼玉県及び都内近郊の旅行会社、バス会社にパンフレット、リーフレットを配布します。 

④完全学校週休２日制、及び「総合的な学習の時間」に対応した活動を行います。 

 

４．ボランティア活動の充実 

入館者サービスの一層の向上を図ることを目的として、より幅広く、専門的な諸活動を展開するた

め、ボランティア活動の充実を図ります。 

 

５．その他の活勤 

記念館のサービス施設として、スーベニアショップ並びにカフェレストランウイングの運営を行い

ます。 

 

 

 

 

Ⅵ．補助事業 

  平成 20 年度は日本自転車振興会から補助金の交付を受けて、次の事業を実施します。 

  なお、本年 4月の日本自転車振興会補助金の交付内定通知に伴い、事業内容および予算に変更が生

じた場合は、本年 6月の理事会において再度議件としてはかる予定であります。 

 

１．日本自転車振興会補助事業 

 

・機械工業振興事業部門（平成 20年度科学技術振興に関する開発研究等補助事業） 

(1) ユビキタス社会における生涯学習機関での情報機器のあり方に関する調査研究（23 ページ参照） 
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①予 算 額 

      補 助 金    3,207 千円 

      自己負担金    3,210 千円 

      事業費総額    6,417 千円 

②事業概要 

本事業は、ユビキタス社会におけるネットワークの基盤技術である次世代ネットワーク（ＮＧ

Ｎ）に適応する情報機器の機能を現在利用可能な民生用通信情報機器の組み合わせにより構成し、

科学館ガイドシステムの実証実験を実施することにより、提言に必要な知見を得て先端的な技術

開発の促進を行い、もって機械工業の振興に寄与することを目的とします。 

 

（注）㈶日本自転車振興会補助事業の内容および予算額は要望時のものです。 

 

 

 

 

Ⅶ．助成事業 

平成 20 年度は、日本財団ならびに㈶日本宝くじ協会より助成金の交付を受けて、次の事業を実施し

ます。 

なお、本年 4 月の日本財団助成金ならびに日本宝くじ協会助成金の助成決定通知の交付に伴い、事

業内容および予算に変更が生じた場合は、本年 6月の理事会において再度議件としてはかる予定であ

ります。 

 

1．日本財団助成事業 

(1)「美を追究する科学技術」に関する巡回展示の実施（20 ページ参照） 

①予 算 額 

     助 成 金      8,000 千円 

       自己負担金      2,000 千円  

       事業費総額      10,000 千円 

②事業概要 

本事業は、人々の関心と興味を誘う斬新な展示構成で主に女性をターゲットにした「健康と美」

をテーマとして、楽しく体験し理解できる本格的な巡回可能な展示物を製作し、青少年をはじめ

大人の方々も楽しみ、喜んでもらえる展示を目標とします。また、この展示物の特徴である巡回

可能な点を活用し、全国の社会教育施設をサポートしつつ、助成事業としての成果を全国に広く
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公表することによって、将来の理工系人材の育成に寄与することを目的とします。 

 

（注）日本財団助成事業の内容および予算額は要望時のものです。 

 

２．宝くじ助成事業 

(1)立体デジタルフルドームシステム整備事業（16 ページ参照） 

①予 算 額  

助 成 金      42,000 千円 

       自己負担金      8,435 千円  

       事業費総額      50,435 千円 

②事業概要   

本事業は、立体デジタルフルドームシステムにより映し出される科学の世界を「視感的」「体感

的」「直感的」に触れ、感じることにより、青少年はもとより広く一般国民に科学への興味関心

を喚起し、理解を高めることを目的としています。立体デジタルフルドームシステムは、当財団

が国立天文台や理化学研究所等の研究機関と行ってきた共同研究の成果と最先端の技術を組み

合わせて実現させた新しい次世代型のシステムであり、天文学ばかりではなく最新の研究成果の

映像をドームスクリーンに分光立体方式により投影することにより、来館者に感動を与え、科学

技術全般に対する興味関心の醸成及び理解増進に寄与することを目的とします。 

 

（注）㈶日本宝くじ協会助成事業の内容および予算額は申請時のものです。 
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