公益財団法人

大阪科学振興協会

平成２７年度事業報告及び決算の承認について
当協会は平成 24 年度、公益財団法人として新たな歩みを開始した。平成 27 年度はその 4 年目である
と共に、大阪市立科学館の指定管理者として改めて平成 27 年度より 31 年度までの指名を受けた 1 年目
の年である。
27 年度の入場者数は 721,933 人で、史上第 5 位、21 年度から 7 年連続で 70 万人を超えた。観覧料収
入は約 1 億 9,012 万円で、予算を約 3.3％上回った。内訳は表 1、表 2 に示すとおりで、展示場入場者数
が史上第 5 位、プラネタリウムは史上第 12 位であった。
この良好な実績は経営計画で重点を置いた「日々の職員等の基礎活動」が実を結びつつある証だと言
える。たとえば、国際光年協賛として「花火の色とひかり展」や「光とあかり展」など魅力的な企画展
の実施、新展示「アルミニウムミラーアーチ」や「アルミが粘る」
「アルミニウムミラー」を新たに導入
するとともに、大阪市立大学と共催した「一般相対性理論 100 周年記念市民講演会」
、年末に開催した「オ
ーロラのひかりに包まれて」など「スペシャルナイト」の開催、市内小学校への「出張サイエンスショ
ー」など精力的に各種事業を実施した。
また、9～11 月のプラネタリウム番組「ブラックホール」は、当館オリジナルの作品で、学芸スタッフ
等による生解説にあわせてダイナミックな映像で紹介し、座席占有率が約 66％のヒットとなった。さら
に、サイエンスショー及びエキストラ実験ショーにおいては、学芸員が企画・実演するだけでなく、学
芸員指導による市民参加を拡大することで、館内外での実施回数を増やすとともに、市民による企画が
実現するなどレベルも向上し、好評を得た。また、外部からの講師派遣依頼による特別講演会（３回：
約 1700 名参加）や、イベントプロデュース（8 回：約 700 名参加）など、館外での成果を上げるととも
に幅広く科学館の PR にも貢献した。こういった職員・関係者の日々の地道な活動が結果に結びつつある。
H23～27 の中期経営計画で掲げた最終年の 3 つの目標の内、
「大阪市内小学校の科学館活用件数」、
「連
携型事業の推進」の２つは目標を上回る実績を達成したが、
「総収入に占める自主事業収入等の割合」に
ついては、当初計画に入れていた駐車場収入を失ったため、目標を下回ることとなった。しかしながら、
目標数値から駐車場収入分を除けば、目標を上回る実績値となる。
（下記表 3：駐車場収入を除いた場合の目標値：55.4％）※
表 1 平成 27 年度入場者数
実績

予算

展示場

368,147

354,893

103.7

101.8

プラネタリウム

353,786

345,107

102.5

101.6

合計

721,933

700,000

103.1

101.7

表2

対予算比

対前年比

平成 27 年度観覧料収入（千円）

実績

予算

対予算比

対前年比

52,011

43,266

120.2

100.9

プラネタリウム

138,108

140,760

98.1

100.5

合計

190,119

184,026

103.3

100.6

展示場

表3

経営計画の目標と実績（平成 27 年度）

総収入に占める自主事業
等の割合の増大

連携型事業の推進
（H23～27 の累計）

大阪市内小学校による科
学館活用機会の増加

目標

60.0％（※）

100 件

250 件

実績

56.4％

171 件

272 件
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平成２７年度

事業報告書

（平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日）

Ⅰ．公益目的事業
１．展示場事業
（１） 常設展示の公開・管理
「宇宙とエネルギー」をメインテーマに、211 点の展示品を主に 1～4 階の常設展示場で公開した。
入場者増加に伴うハンズオン展示の故障増大という科学館特有の問題と経年劣化に対応するため、日
常のメンテナンスに努めるとともに、資料の追加や交換を適宜行った。また、学芸員考案の新展示を 3
点導入した。一方で、小学校団体の展示利用を支援するために、学習プログラムを引率者へ配布した。
（２） 企画展示
国際光年協賛企画として「花火の色とひかり展」では、花火の色とひかりを演出している化学を火
薬の成分や打上花火などの実物資料で紹介した。また、同じく協賛企画として「光とあかり展」では、
たいまつから青色 LED、有機 EL にいたるあかりの歴史をたどるコーナー、レンズや分光、光通信、
光を用いた大学で行われている最新の研究の紹介、光の性質を楽しく学べる参加体験型展示など、さま
ざまな光に関する展示を実施した。
（３） 展示解説ボランティアによる展示案内
展示場にて、案内や展示品解説、実験演示等を行った。また、登録者が一斉に参加してガイドを行
う「サイエンスガイドの日」や「電気記念日協賛事業によるスペシャルイベント」を実施した。登録
者数：60 名、活動延人数：1,446 人、指導員：4 名
（４） サイエンスショーの実施
学芸員を中心に 1 日 4 回を原則に 1 回 30 分の実験ショーを 3 ヶ月毎にテーマを変えて行った。実施
回数：1,069 回、見学者数：68,262 人
（５） エキストラ実験ショーの実施
サイエンスショーとは異なる実験ショーをボランティアが演じた。実施回数：424 回、見学者数：
15,224 人

２．プラネタリウム事業
1 日 2 番組合計 7 回のプラネタリウム一般投影を基本に行った。この 2 番組のうちの一つは 3 ヶ月
毎にテーマが変わる学芸員等による生解説で行うもの（一般投影 A）
、もう一つは全天周映像を組み込
んだ番組である（一般投影 B）。前者５番組のうちの一つ、「ギリシア神話の星たち」は、ロマンあふ
れる星座の神話が誕生したルーツを紹介した内容で、約 5 万人の観覧者を記録した。後者６番組のう
ちの一つ、
「天の川をさぐる」は全天周映像システムが映し出す美しい映像で、座席占有率が約 65%の
ヒットとなった。学芸員が自主制作した新番組で、他館への配給を実現している。
（１） 一般投影 A
「今夜の星空」の解説に加え、学芸員等による生解説を基本スタイルとして投影を行った。投影回
数：1,039 回 見学者数：150,456 人
（２） 一般投影 B
全天周デジタル映像作品をテーマとして、学芸スタッフ等による生解説との２部構成で投影を行っ
た。投影回数：712 回 見学者数：111,634 人
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（３） 全天周映像
CG デジタル動画作品「HAYABUSA2 －RETURN TO THE UNIVERSE－」を上映した。上映回
数：122 回 見学者数：14,326 人
（４） 学習投影
学校団体専用の学習用プログラム。見学校：309 校、投影回数：108 回、見学者数：22,543 人
（５） 幼児投影
学芸員による生解説で実施している。テーマは「ほしのおはなし」
。それぞれの季節に見える星空や、
星座や天体の話題を紹介した。投影回数：51 回、見学者数：13,785 人
（６） ファミリータイム
幼児から小学校低学年までの子供連れの家族向け投影を行った。投影回数：122 回、見学者
数：19,468 人
（７） スペシャルナイト
天文学の普及と市民の生涯学習に資することを目的に、学芸員の専門・得意分野を活かした特別投
影を実施した。実施回数：4 回、見学者数：962 人

３．資料の収集及び保管、調査研究事業
（１） 資料の収集・保管
電話機の寄贈を受ける等、寄贈・寄託資料 26 点、購入・製作資料 9 点、借用資料 75 点を収集した。
（２） 調査研究
（ア） 中之島科学研究所
学芸員と外部研究員 6 名が情報交換を行い、研究活動を推進した。実績は下のとおり。
・学術誌等での論文掲載、学会等での口頭発表合わせて 24 件
・第 6 回「全国理工系学芸員展示研究大会」を開催し、他館の学芸員と意見交換を行った。
・毎月 1 回のコロキウムにおいて、研究員が市民公開の場で研究報告を行った。
（イ） 外部資金獲得
科学研究費助成事業（科学研究費補助金）など
1 件 40 万円

４．教育普及啓発事業
（１） 科学教室、講演会、教員研修など
日本物理教育学会近畿支部などとの共催による「青少年のための科学の祭典第 25 回大阪大会サイエ
ンスフェスタ」が 2 日間で延べ 24,000 人を集めるなど、36 件（内他組織の協力等を得たもの 22 件）
の各種事業を実施した。参加者は自由参加を除いて 6,132 人（組）であった。
（２） 科学デモンストレーター研修
実験ショーの人材養成を目的に、1 年間の研修を行った。研修生：2 名 修了者：2 名
（３） 天体観望会
市民対象の天体観望会を、ボランティアの天体観望会指導員の協力のもとに実施した。
実施回数：8 回 参加者数：1,036 人
（４） ジュニア科学クラブ
小学校５，６年生が毎月 1 回科学館に集合し、プラネタリウム見学や実験教室等での活動に取り
組んだ。会員数：150 人
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（５）アウトリーチ事業
モバイルプラネタリウム、出張サイエンスショー、特別講演会など合計 30 件（自由参加を除く参加
者数 8,941 人）を実施した。

５．建物・設備等に関する管理運営事業
科学館の土地、建物、設備等の維持・管理及び運営を適正に行った。
当協会の専門性の高い技術職員が、法定点検など各種設備点検を確実に行うとともに、設備故障を
未然に防ぐ観点から、日々、工夫を凝らして巡回を行うなど、建物や設備の安全確保のための活動を
展開した。

６．情報発信及び広報･宣伝事業
科学館ならびに科学と科学技術の普及啓発のため、ホームページの充実等多彩な手法による情報発
信を行うことで広報･宣伝に努めた。

Ⅱ. 収益事業
売店事業
科学館への来館者に、当協会の学芸員が作成したミニブックをはじめ、こよみハンドブックなどの
科学書籍、科学雑誌、オリジナルグッズ等の商品の販売を行った。また、科学館西側屋外テント内に、
自動販売機を設置し、清涼飲料水等の販売を行った。
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