
令和3年度事業の体系

活動

1 展示事業
(ｱ)特別展示・企画展示・常設

展示
1-(1) コロッ・クルの夏休み（仮） 1-(2) 常設展示のリニューアル 6-(3) 低温実験 6-(6) ミニミニ展示 (再掲）

3-(1) 科学館クラブ
3-(2) 親子でチャレンジ！わくわく実

験室
3-(3) こども科学博士 3-(4) ちょっと大人の科学実験

6-(2) サタデーサイエンスひろば (再

掲）
6-(3) 低温実験 (再掲）

6-(5) わくわくワーク (再掲）

2-(1) 市民科学講座「サイエンス・セ

ミナー」「サイエンス・ツアー」
2-(2) 講演会「野鳥講演会」 3-(1) 科学館クラブ (再掲） 3-(10) 地学体験学習 (再掲） 5-(1) 自然観察会 (再掲） 5-(2) 自然体験学習 (再掲）

6-(6) ミニミニ展示
14-(2) 野外自然観察空間の生態系調

査 (再掲）

3-(1) 科学館クラブ (再掲） 4-(1) 市民木工教室 4-(2) 親子木工教室 4-(3) ジュニア木工教室 4-(4) 親子とんとん工作 4-(5) 初歩の電子工作

4-(6) 趣味の電子工作 4-(7) キッズ電子工作 4-(8) 糸のこ体験工作 4-(9) 親子かんたん電子工作室 4-(10) テック・ラボ

(ｵ)情報技術 3-(1) 科学館クラブ (再掲） 3-(5) パソコン基礎講座 3-(6) はじめてのスクラッチ 3-(7) 親子プログラミング体験 3-(8) マイクロビットであそぼう
3-(9) 中・高生のためのプログラミン

グ教室「Python入門講座」

(ｶ)野外活動
2-(1) 市民科学講座「ｻｲｴﾝｽ･ｾﾐﾅｰ」

「ｻｲｴﾝｽ･ﾂｱｰ」 (再掲）
3-(10) 地学体験学習 5-(1) 自然観察会 5-(2) 自然体験学習

14-(2) 野外自然観察空間の生態系調

査 (再掲）

(ｷ)科学イベント・行事 6-(1) サイエンススタジオ 6-(2) サタデーサイエンスひろば 6-(4) 科学館まつり 6-(5) わくわくワーク 7-(1) 科学の夢の図画コンクール
7-(2) 「宇宙の日」全国小・中学生作

文・絵画コンテスト

(ｸ)科学情報の発信 7-(3) 科学技術週間行事 7-(4) 科学技術映像祭入選作品上映会 8-(1) レファレンスルームの運営 8-(2) YouTubeの活用
16-(2) 『旭川市科学館研究報告』

『天文略表』の発行

(ｹ)プラネタリウム 9-(1) プラネタリウム一般番組 9-(2) プラネタリウム幼児番組 9-(3) プラネタリウム学習番組 9-(4) プラネタリウムドームシアター 9-(5) プラネタリウム特別番組
11-(2) プラネタリウムの学校授業で

の活用 (再掲）

3-(1) 科学館クラブ (再掲） 10-(1) 星の教室 10-(2) 親子天文博士 10-(3) 天体を見る会 10-(4) 出張天文教室 10-(5) 夏・冬休み天文教室

10-(6) コズミック・カレッジ 10-(7) 天体を撮る会

10-(4) 出張天文教室 (再掲） 11-(1) 科学館体験学習
11-(2) プラネタリウムの学校授業で

の活用
11-(3) 巡回実験教室 12-(1) 実習生の受入れ

12-(2)  人的ネットワークづくりと人

材育成

12-(3) サイパル理科研修会

13-(1) サイエンスボランティア旭川

自主事業
2-(2) 講演会「野鳥講演会」 (再掲） 3-(1) 科学館クラブ (再掲） 3-(5) パソコン基礎講座 (再掲） 3-(6) はじめてのスクラッチ (再掲）

3-(7) 親子プログラミング体験 (再

掲）

3-(8) マイクロビットであそぼう (再

掲）

3-(9) 中・高生のためのプログラミング教

室「Python入門講座」 (再掲）
3-(10) 地学体験学習 (再掲） 4-(1) 市民木工教室 (再掲） 4-(2) 親子木工教室 (再掲） 4-(3) ジュニア木工教室 (再掲）

4-(4) 親子とんとん工作 (再掲） 6-(5) わくわくワーク (再掲） 6-(6) ミニミニ展示 (再掲） 10-(1) 星の教室 (再掲）
14-(2) 野外自然観察空間の生態系調

査 (再掲）

(ｽ)天体観測
14-(1) 太陽黒点や惑星・月などの天

体観測

16-(2) 『旭川市科学館研究報告』

『天文略表』の発行 (再掲）

(ｾ)生物調査
14-(2) 野外自然観察空間の生態系調

査

16-(2) 『旭川市科学館研究報告』

『天文略表』の発行 (再掲）

(ｿ)情報提供とPR活動 15-(2) ホームページ等の運用管理
15-(3) 市民広報，報道機関への情報

提供
16-(1) 『科学館報』の発行

16-(2) 『旭川市科学館研究報告』

『天文略表』の発行 (再掲）

16-(3) 各種パンフレットなどのPR印

刷物の発行

(ﾀ)集客活動
17-(1) 各種学会・会議等の受入れ・

誘致

17-(2) 観光関係機関・団体と連携し

た市外団体や観光客利用の誘致

18-(1) 来館者アンケートボックスの

設置
18-(2) 事業活動アンケートの実施

19-(1) 旭山動物園など他施設との連

携
19-(2) 市民団体等との連携・協力

学

習

普

及

調

査

研

究

マ

ー

ケ

テ

ィ

ン

グ 8 マーケティング活動

7 調査研究活動

分野 事業

(ｼ)活動支援と自主事業6 ボランティア等との連携

(ｻ)学校教育等との連携・

人材育成への寄与

3 科学イベント・行事

4 天文普及事業

(ｺ)天文台

(ｴ)ものづくり

5 学校等連携・人材育成事

業

2 実験実習・体験学習事業

(ｲ)物理・化学

(ｳ)生物・地学


