
平成３０年度公益財団法人山梨県青少年協会事業報告書

事 業 報 告

事 業 概 要

「青少年に活動、研修、交流の場を提供することにより、豊かな感性と創造性を育み、心身ともに健全な

青少年の育成を図ること」を目的としており、この目的を達成するため、山梨県から指定管理者として指定を

受けている５施設の管理運営を行うとともに、これらの施設等において、「青少年の自然体験、生活体験、奉

仕体験などの体験活動を推進する事業」、「こどもや親子の自由な遊びやふれあいを促進する事業」、「青

少年の文化、教養、スポーツ活動を促進する事業」、「青少年の科学に対する関心と理解を深める事業」等

を積極的に展開し、青少年の健全育成及び施設の利用促進に努めた。

また、施設の使命や、利用者サービスの向上に充分配慮しつつ、燃料費、光熱水費等の経費節減に努

めた。

事 業 実 施 状 況

１ 施設管理運営事業（公益目的事業）

（1）県立青少年センター管理運営事業

青少年センターの設置目的である「青少年に活動、研修、交流の場を提供することにより、豊かな感性

と創造性を育み、心身ともに健全な青少年育成を図ること」を達成するために、利用者にとって快適な利

用環境を常に保てるような施設管理・運営を行うと同時に、「各種のスポーツ教室や文化教養を高める事

業」、「様々な体験活動を行える事業」、「相談支援事業」を提供して、健全な青少年の育成を図った。

  施設利用者 204,299 人（前年度 209,129 人）

青少年センター主催事業実施状況                                     （単位 人）

事 業 名 主 な 内 容 参加者数

地域交流事業              
センター周辺住民の方々に活動の場を提供し､参加者同士の親

睦を深め､仲間づくりを進めるとともに健康づくりに寄与した。
153

たき火で遊ぼう

「生活と火」の関わりが変わりつつあり、本当の火に触れる機会が

減少していることから、子どもから大人まで楽しめる「たき火」を囲

み、参加者同士が交流を図った。

71

居場所づくり
本館２階のスペースを活用し、誰もが安心して交流できる「居場

所スペース」を提供した。
3,097

青少年センターボラン

ティア推進事業

各種事業におけるボランティアの方々の活動支援及びボランテ

ィア活動に関する案内を行った。
31

おやこで着衣泳～水

難事故から身を守る～

「着衣水泳」を体験し、水難事故から身を守る術を身につけても

らう機会とした。
16

家族でドミノチャレン

ジ！

ドミノ倒しを通して、創造力や集中力を養った。また、親子で共通

の目標を持つことで、課題解決のためにお互いに尊重し、協力

することの大切さに気づくきっかけとした。

36

水鉄砲フェスティバル

～作って遊ぼう！～

水鉄砲づくりを通して、ものづくりの楽しさを味わい、技巧性を高

めた。また、水鉄砲あそびを通して、健全性や公平性を学んだ。
58

レクリエーションインスト

ラクター養成講座

地域や職場で社会活動や奉仕活動を行うにあたり、レクリエーシ

ョンインストラクターとして実践していくための知識や技術を学ん

だ。

68

生きる力を育もう～サ

バイバル術から学ぶ災

害時の身の守り方～

命を守るために知っておくべき知識と技術を学び、災害時や孤

立時に、｢生きる｣という目的のために活用する方法を身に付け

た。

17



地域活性化事業

多くの県民が楽しめるイベントを開催することで地域を活性化し、

広く青少年センターを知ってもらった。また、家族で楽しめるイベ

ントを通して、家族の絆を深め、余暇活動の充実を図った。

838

子ども運動塾～めざせ

体育のヒーロー～

運動が苦手な子どもに運動の基礎的な動作を指導し、運動する

楽しさを知ってもらい、継続してスポーツに親しむ態度を育ん

だ。

180

センター祭り

各種体験コーナー、発表会、出店等による(文化)祭を実施し、地

域に根差した施設を目指すと同時に文化・情報の発信地として

の機能をセンターが担い、参加者に楽しい一日を提供した。

1,343

青少年センター自主事業実施状況                                     （単位 人）

事 業 名 主 な 内 容 参加者数

県民の日事業

県民の日に親子や青少年が楽しめる企画を用意し、多くの県民

に参加してもらうことで参加者同士の交流を深めるとともに、楽し

い 1 日を過ごすことのできる場を提供した。

230

甲運小学校区放課後

子供教室

甲運小学校を会場として、青少年協会職員と甲府市教育委員会

の指導のもと、小学生の放課後の居場所や各種体験・学習の場

とした。

（青少年協会、甲府市教育委員会連携事業）

349

（共催）

甲斐児わいわい紀行

長期にわたる共同生活の中で、日常生活では体験できない諸々

の活動を仲間と協力しながら取り組むことで、「信頼・協力・協調・

規律」などの意味を実感し、主体的に行動できる能力を身につ

けた。

49

コンサルテーション・ビ

ューロー事業

ニート、ひきこもりを含む若者無業者を中心に、様々な悩みを訊

き、解消するための支援を行うとともに、必要に応じて専門機関

等への橋渡しを行った。

267

学習スペース提供事

業

青少年問題の中でも、近年とりわけ大きな問題となっている「子

どもの貧困（家庭の貧困）」対策の一環として、自宅に学習環境

の確保が困難な中学生・高校生に自主学習の場を提供した。

49

備品貸し出しサービス

スポーツ用具を持参しない利用者に、有料で用具を貸し出し、そ

の収入を必要備品のメンテナンスと更新（購入）に充てることで、

備品の状態・数量を常に良好に保ち、利用者の利便を図った。

利用者支援サービス
本館、リバース和戸館へコピー機を設置し、利用者に対する利

便性の向上を図った。

施設利用促進事業

幅広い層への広報活動を展開していくことで、新規利用者の確

保と定着を図るとともに、協会各施設と連携した活動をさらに強

化し、幅広い青少年の健全育成を図った。

青少年センター自主事業実施状況（青少年育成山梨県民会議事業）               （単位 人）

事 業 名 主 な 内 容 参加者数

少年の主張山梨県大

会

県内の中学生に、広い視野と柔軟な発想や創造性などととも

に、物事を理論的に考える力や自らの主張を正しく理解してもら

う力を身につける機会とした。

また、「少年の主張山梨県大会」において、「全国大会」へ推薦

する山梨県代表者を決定した。

126

白ポスト事業
青少年にとって有害な図書等の回収のため、JR 駅等に設置した

白ポストの維持管理を行った。

青少年・青少年育成功

労者等表彰事業

青少年健全育成の一層の促進を図るため、「青少年の非行・被

害防止県民大会」の会場において、善行青少年及び青少年健

全育成功労者等を表彰した。

8

｢あいさつ・声かけ運

動｣市町村民会議等普

及事業

「あいさつ・声かけ運動」を全県的に展開するため、各市町村へ

の働きかけを行うとともに、街頭キャンペーンを行い、「あいさつ・

声かけ運動」を推進した。



高校生のネット・シンポ

ジウム

高校生同士が「インターネット利用の問題」や「安心・ 安全なネ

ット社会」等をテーマに意見交換や討論を行うことで、インターネ

ットの適切な使い方について理解を深めた。

また、ネットトラブルから身を守る情報サイトが記載された「安全

携帯カード」を配布した。

28

「家庭の日」「青少年を

育む日」推進運動事業

「大人が変われば子どもも変わる」をテーマに、大人自身の姿勢

や大人社会のあり方を省みるきっかけとなるような啓発事業を行

った。

親子ふれあい事業「親

育ちプロジェクト～大

人が変われば子どもも

変わる～」

子育ての不安や悩みを解消し、親が自信をもってわが子に向き

合い、子育ての楽しさを実感するとともに、楽しさを広める活動を

推進した。

26

青少年関係 NPO 法人

等ネットワーク事業

関係諸団体をつなぐ「ツール」としてツイッターやフェイスブックな

どの SNS の活用を進め、青少年育成関係団体等における情報

の共有化を図り、各青少年団体の活動を知ってもらう機会とし

た。

子ども・若者支援フォ

ーラム「繋がろう！山

梨のおとなたち 話そ

う！子どもの明るい未

来を」

「繋がろう！山梨のおとなたち 話そう！子どもの明るい未来を」

TSU・NA・GU～家庭・学校・地域・行政の連携で希望ある未来を

つくろう～をメインテーマに「子ども・若者支援フォーラム」を実施

した。

43

管理運営
県民会議事務局の運営及び事業の円滑な実施を図るため、ホ

ームページによる情報提供や広報車の管理等を行った。

（2） 県立愛宕山こどもの国・少年自然の家管理運営事業

甲府駅からも近く、子どもたちがのびのびと遊べる安全で楽しい遊び場の確保に努めると伴に、緑豊かな

里山の自然の良さを感じながら健康寿命の延伸に寄与する快適な環境づくりに努めた。また、園内に一体

となる少年自然の家では、家庭や学校生活を離れ、集団宿泊体験学習を中心に、多様な自然体験活動の

支援とそのプログラム開発を行ない、併せて自然体験活動の普及を推進した。

  こどもの国  施設利用者 206,563 人（前年度 210,181 人）

  少年自然の家 施設利用者 15,238 人（前年度 18,722 人）

愛宕山こどもの国主催事業実施状況                                   （単位 人）

事 業 名 主 な 内 容 参加者数

親子で出発！わくわく

里山たんけん

（子育て応援事業）

季節を生かしたネイチャーゲームや木の実のクラフト、落ち葉の

プールでの遊びを実施し、親子で五感を使って自然を感じても

らった。

89

自然をいっぱい吸い込

もう！里山でヨガ

（子育て応援事業）

子育て中の親に、託児付きで自然の中でヨガを行い、リフレッシ

ュしてもらった。
26

家族で一緒に！モリ森

食堂！

（子育て応援事業）

自然の中で幼児も楽しみながら親子で一緒に作れる野外炊事を

行い、親子間だけでなく、参加者同士の交流を図った。
35

ファミリーサマーキャン

プ

家族を対象に、テントでの宿泊体験、野外炊事、クラフトなどを行

ない、家族の絆を深めるとともに、参加者相互の交流を図った。
36

夏のアドベンチャー

in あたごやま

小学校 4 年～6 年生を対象に、テント設営や野外炊事、ライオン

の池での水遊び、キャンプファイヤー等を通して、仲間と協力す

ることの大切さを学んでもらった。

32 

愛宕山ボランティアバ

ンク

こどもの国園内の清掃、整備を行ってもらい、こどもの国を支援し

てもらった。
428 



愛宕山こどもの国自主事業実施状況                                   （単位 人）

事 業 名 主 な 内 容 参加者数

あたごやまイベントフィ

ールド 365

自由広場を中心に、年間を通して昔遊びを実施し、巨大こいの

ぼりトンネル、水遊び工作、落ち葉を拾って焼き芋等季節に応じ

たイベントや、春休みには独楽や紙芝居のパフォーマンスショー

により、参加者の心に残るイベントを実施した。

1,585

愛宕山こどもフェスティ

バル

ゴールデンウィークに工作や遊びなどの体験を通し家族の絆を

深めてもらった。
36,230

（共催）愛宕山秋祭り

クラフトや割りばし鉄砲による射的やヨーヨー釣りなどの縁日、ジ

ャグリングやヨーヨーなどのパフォーマンスショーを実施し、家族

で楽しめる場を提供した。

2,815

愛宕山で初日の出を

見よう！

元旦にゲートを解放し、初日の出を家族や友人と楽しんでもらっ

た。
800

ライオンの池活用事業

ライオンの池を気持ちよく楽しんでもらえるように、幼稚園の園児

に絵を描いてもらった。また、池周辺の河原に水を循環させて、

涼をとってもらった。さらに、幼児用手漕ぎボートの体験や 11 月

～1 月には落ち葉のプールを実施するなど、いろいろな季節で

の活用を図った。

7,457

甲運小学校区放課後

子供教室

甲運小学校を会場として、青少年協会職員と甲府市教育委員会

の指導のもと、小学生の放課後の居場所や各種体験・学習の場

とした。

（青少年協会、甲府市教育委員会連携事業）

349

里山再生事業
園内遊歩道を中心に枝落しや立ち枯れの伐採などの整備を行

い、キャンプ場で利用する薪とした。

愛宕山少年自然の家主催事業実施状況                                （単位 人）

事 業 名 主 な 内 容 参加者数

あたごやま自然観察会

（春・夏・秋・冬）

春、夏、秋をとおして、四季折々の自然を観察した。

＜春＞おたまじゃくしや春の植物、昆虫の観察を行なった。

＜夏＞キャンプ場に宿泊し、セミの羽化や、樹液に集まる昆虫の

観察を行なった。

＜秋＞日中と夜の観察を行い、昼と夜に活動する生き物の違い

を体験した。

＜冬＞昆虫の冬眠の様子や木の実の中身を実際に見るなどの

観察を行なった。

113

森っこ集まれ！ネイチ

ャーキャンプ

落ち葉のプールづくり、木の実や落ち葉を使った班ごとの絵日

記づくりをとおして、自然への興味・関心を深めるとともに、仲間

と協力し合う大切さを学んでもらった。

34

ほっこりふわふわＣＡＲ

ＩＮＯキャンプ

（子育て応援事業）

年長児と小学１年生に集団活動を通して幼小接続期の遊びから

学びへ向かう姿勢を育んでもらい、保護者には子育て座談会な

ど親子別々の活動を行い、子育てについて振り返ってもらった。

2 日目には親子での野外炊事をとおして絆を深めてもらった。

18

防災キャンプ

起震車による地震体験と山梨県防災安全センター指導員による

防災の話、煙体験、防災食体験、家族での仮想避難所生活を

通して、災害時の備えなどについて学んでもらった。

10

（共催）ロボキッズキャ

ンプ

初日にロボットを作るためのパーツとその組み合わせを学び、2

日目にはオリジナルロボットを作り、ロボットコンテスト（ミッション）

を実施した。

30

蔓
つる

取物語

～里山も守ってリース

をつくろう～

自然の家周辺の木に絡まった蔓を取り、森林の光環境を改善す

ることを学び、取った蔓と拾った木の実等を使ってリースを作っ

た。

36



つくってみるじゃん正

月飾り～世代を超えて

伝えたい～（異世代交

流事業）

しめ縄飾りづくりを通して協力いただいた近隣の神社の方々と参

加者との世代を超えた交流を図った。
35

インターシップ受入事

業

県立愛宕山少年自然の家・こどもの国において実習をとおして、

青少年の健全育成に対する理解を深めるとともに、教育事業や

日常の研修支援などの業務を体験してもらった。

0

愛宕山少年自然の家自主事業実施状況                                 （単位 人）

事 業 名 主 な 内 容 参加者数

（共催）

甲斐児わいわい紀行

長期にわたる共同生活の中で、日常生活では体験できない諸々

の活動を仲間と協力しながら取り組むことで、「信頼・協力・協調・

規律」などの意味を実感し、主体的に行動できる能力を身につ

けた。

49

自然の家ファミリーウィ

ーク

～家族で泊まって自然

体験～

星空観察を行い、日中はこどもの国の秋まつりに参加してもらう

など、愛宕山少年自然の家への理解を深めてもらった。
45

あたごやまタイニーキ

ャンプ

小学校 1,2 年生を対象とした事業で、社会性を身につけることを

目的として宿泊体験、運動遊び、野外炊事を行った。
30

あたごやま親子陶芸教

室

初心者の親子や一般の方を対象に、基本的な陶芸の知識や技

術を身につけながら、作る楽しさや喜びを感じてもらった。
182

利用者支援事業（クラ

フト）

自然の家を利用する団体に工作などの活動プログラムの体験し

てもらった。

（3） 県立八ヶ岳少年自然の家管理運営事業

  八ヶ岳少年自然の家では、集団生活の中で自主的・自発的に行動する能力を身につけ、自律・協

同・友愛・奉仕の精神を養うことを目的とした「少年団体の活動の場」として、利用者も指導者も安心し

て安全な活動ができる支援を業務目標の中心として施設運営を行った。

施設利用者 39,396 人 (前年度 38,830 人)

八ヶ岳少年自然の家主催事業実施状況                                 （単位 人）

事 業 名 主 な 内 容 参加者数

八ヶ岳利用者研修会

利用予定団体の引率者に、利用時の野外活動の意義、及び活

動プログラム作成や指導に必要な知識や技術を具体的に体験

してもらう研修会を実施した。

99

八ヶ岳少年自然の家

の思い出を描く作品展

自然の家を利用した小学生に自然の家での活動の思い出を描

いてもらった。

47 校から作品が寄せられ、自然への興味・関心を一層高めるこ

とができた。

1,839

清里高原で元気にな

ろう

家族単位で施設に宿泊できる機会を設け、参加した家族が自然

の家での宿泊体験を通じ、家族間のコミュニケーションを深める

機会として実施した。

観光や草原あそび、活動プログラム体験など、思い思いに過ご

すことで施設への理解を深めてもらった。

215

自然の家ファミリーデ

ー

日帰り利用をする中で、家族やグループに自然の家での活動プ

ログラムを体験してもらうことで自然の家への理解を深めてもらっ

た。

323

やつがたけタイニーキ

ャンプ

小学校低学年を対象に、「ミニ冒険ハイク」「わんぱくサーキット」

などの外遊びの運動を通して、共同生活や自然体験による仲間

との強調性を育むきっかけづくりとした。

35



地域環境美化事業

地域住民（朝日ヶ丘班）と連携し、玄関口の「牧場通り」に季節の

花を植えることで、地域との関係を深めるとともに、自然の家周辺

の環境美化に努めた。

70

八ヶ岳フレンドリーキャ

ンプ

県内にある 3 ヶ所の「こすもす教室」（不登校児童の適応指導教

室）による合同キャンプを行った。野外炊事や交流会などを通し

て自然と触れ合うとともに、仲間との友情を育むことが出来た。

33

夏の清里ファミリーキャ

ンプ

家族でのテント生活を通して、八ヶ岳の自然に親しみながら活動

プログラムを体験し、楽しみながら親子の絆をより深めてもらうこと

ができた。

50

バンビキャンプ

幼児とその保護者が、親子で別々のプログラムを行なった。

保護者は、リラックス体操や「育児」をテーマにした交流会に参加

していただき、子どもたちは普段と違う環境の中で友だちと一緒

に自然を見て、触れる体験をした。

子どもたちの自立心を養うとともに、保護者にはあらためて子育

てについて考える機会を提供した。

57

八ヶ岳星空への招待

光害の少ない八ヶ岳において、家族で星空観察を楽しみ、自然

に関する知識、天文についての興味を向ける機会として実施し

た。日川高校物理学部と連携し、理科クイズを実施することで、

天文について楽しく学びながら、家族団らんの機会とした。

また、発光ダイオードをつかった「星空ランプ」作りはプラネタリウ

ムへの興味を掻き立てるきっかけとなった。

106

オータムキャンプ

小学４～６年生を対象に、2 泊 3 日にわたるテント生活を通して、

集団生活の中での自分の役割や仲間の大切さを学ぶ機会とす

るとともに自然との調和について考える機会とした。

37

地域交流事業

地域住民と交流し、協力体制を築き、自然の家への理解を深め

てもらう機会とした。

体験プログラムとして行った参加型イリュージョンマジックショー

や段ボール迷路は、参加者に好評であった。

380

森を守っていただきま

す

「伐採見学」や「森のはなし」などから森の循環や森の役割を学

ぶことで森への興味を引く取り組みとした。

また、倒木を利用した表札づくりでは、親子で工夫しながら制作

に取り組んでいた。

35

ピッコロキャンプ

イタリア語で「小さい」という意味を持つ「ピッコロ」を事業名に、グ

ループによる学習や作業ができるようになる小学 3、4 年生を対

象に、グループで協力して実施するプログラムや松ぼっくりを使

った工作活動をとおして協力することの大切さや創造力を養っ

た。

31

利用者との

    意見交換会

施設利用者の中から利用者を代表として、学校関係や社会教育

団体、育成団体などのそれぞれの分野ごと 5 名の方に意見交換

会に参加していただき、今後の自然の家の運営における貴重な

意見をいただいた。

5

地球っこキャンプ

グローバルな視野を養うことを目的に、地元北杜市の学校で外

国語指導助手を務める外国人講師を招き、異文化交流をする中

で、楽しみながら異文化についての興味、関心を深めることがで

きた。

36

冬とあそぼう！～ファミ

リーチャレンジ～

厳寒の八ヶ岳ならではのプログラムを体験しながら、親子が冬の

自然現象について興味や疑問を持つことで、身近な自然現象に

ついての理解を深めることができた。

42

ウインターキャンプ

厳冬の清里高原の寒さの中で行う各種のプログラムを通して、自

然の素晴らしさ、厳しさを感じとる活動とした。

また、ソリすべりなどの外遊びをする中で、協調性や自主性を養

った。

24



八ヶ岳少年自然の家自主事業実施状況                                 （単位 人）

事 業 名 主 な 内 容 参加者数

星空への誘い

天体観察をする上での必要な望遠鏡や双眼鏡の使い方につい

て学ぶとともに、天体写真の撮影方法などの専門的な解説を行

いながら参加者とともに清里の星空を満喫できた。

52

（共催）

甲斐児わいわい紀行

長期にわたる共同生活の中で、日常生活では体験できない諸々

の活動を仲間と協力しながら取り組むことで、「信頼・協力・協調・

規律」などの意味を実感し、主体的に行動できる能力を身につ

けた。

49

青少年教育施設連携

交流事業

青少年センターと連携し、センターで実施する事業の中で、当自

然の家のブースを設け、利用促進のための広報活動とクラフト指

導を行った。

また、1月と 2月には北杜市教育委員会との連携事業として、「北

杜市放課後子供教室」へ職員を講師として派遣し、ゲームやクラ

フト指導を行うとともに、2 月には「山梨県立ゆずりはら少年自然

の里」とも連携を図り、主催事業に参加した子どもたちと上野原

の子どもたちとが交流を深めながら活動していた。

502

冬の清里の自然を満

喫しよう

閑散期における利用率向上を図ることを目的に、家族で自然の

家を利用してもらい、クラフト体験やその他の活動プログラムを通

して、清里の冬の自然を体感してもらうとともに、家族観の交流や

自然の家への理解を深めていただくきっかけとした。

80

自然の家に泊まろう

学校利用が落ち込む冬季における利用拡大を図ることを目的

に、家族を対象に普段家族では利用することのできないプラネタ

リウム鑑賞や暖炉を囲んでのマシュマロ焼き体験や館内スタンプ

ラリーを通して、自然の家への理解を深めてもらうとともに、家族

間の交流や心身のリフレッシュを図ってもらった。

188

KIYOSATO ボランティ

ア隊

主催事業の活動補助として参加してもらえる学生や個人、また育

成団体に声をかけ、年間を通して八ヶ岳少年自然の家のボラン

ティアスタッフとして活躍してもらった。

30

甲運小学校区放課後

子供教室

青少年協会と甲府市教育委員会で連携して実施している「甲運

小学校区放課後子供教室」に講師として職員を派遣し、季節の

クラフト指導やレクリエーションゲームの指導を行った。

349

（4） 県立科学館管理運営事業

科学館の設置目的である「青少年をはじめとする県民の科学に対する関心と理解を深め、豊かな感性と

創造性を育む」ことを目指し、安全･快適な施設運営を行うとともに、展示や実験工作、天文分野において、

計 45 の主催・自主事業を実施した。

  施設利用者 154,874 人 （前年度 168,660 人）

科学館主催事業実施状況                                         （単位 人）

事 業 名 主 な 内 容 参加者数

一般展示
常設展示室に設置の参加体験型展示（104 アイテム）の利用を

通じて、科学原理や科学技術等の理解の促進を図った。
入館者

あそびの部屋利用

幼児期の情操教育の場として、遊具や玩具で自由に遊ぶことが

できる幼児コーナーの運営や幼児から参加できる「こどもクラフ

ト」を実施した。

7,207

マルチメディアコーナ

ー

コンピューターに親しむことを目的に、親子で楽しめるソフトウエ

アの体験やレゴマインドストームＮＸＴを使用したパソコンのプロ

グラミングによるロボット操作の体験を行った。

2,911



サイエン旬
研究施設、企業などの研究者や養蜂業者の協力を得て、下記

内容により実施した。
10,372

（共催）

愛宕山秋祭り

愛宕山秋祭りに連動し、多目的ホールを会場にして子どもから

大人まで幅広く楽しめる人形劇「岸辺のヤービ」を開催した。
370

新春お年玉特別イベ

ント

ダンボールでできた、遊具、展示物を使って遊ぶ「ダンボールス

ペースアドベンチャー」を開催した。
3,013

（共催）ロボキッズキャ

ンプ

初日にロボットを作るためのパーツとその組み合わせを学び、2

日目にはオリジナルロボットを作り、ロボットコンテスト（ミッション）

を実施した。

30

おはなしクラブ

あそびの部屋における子育て支援事業の一環として、山梨県立

大学の学生サークルの協力を得て、パネルシアターや手遊びを

行い、親子が楽しみながら交流できる場を提供した。

453

展示あそびサポート
展示ボランティアによるワークショップ「アサガオの植栽」、「クリス

マスリース作り」、「からくりカード」等を行った。
1,671

特別企画展
多くの子供達に、科学への興味・関心を抱かせることを目的とし

て、科学的かつ話題性のある企画展を開催した。
38,287

科学実験教室
磁石であそぼう、いたずらインク、電気パンなど 23 種類を実施し

た。学習利用ではスライムを中心に実施した。
12,462

おもしろ科学研究所 いろいろなテーマで、本格的な実験を実施した。 475

土曜科学クラブ
磁石の実験や、化学反応、火の実験など様々なジャンルの実験

工作を、大学教授、企業の方等を講師として行った。
416

サイエンスショー

数種類の新ネタを作成し実施したほか、夏、春の企画展に合わ

せたコラボショーも行った。ゴールデンウィークにあわせて、新し

いメニューを盛りこんだゴールデンサイエンスショーを実施した。
35,157

スペシャル

サイエンスショー

県外から講師を招いて特別なショーを実施。今年は、ソニー・エ

クスプローラサイエンスより、「サイエンスバトラー」を行った。
594

出前サイエンス事業
学習利用の一環として、保育所、幼稚園、小学校を対象に、サイ

エンスショー、ワークショップを実施した。
1,227

科学工作教室
分身忍者ミラー（新メニュー）、スーパービー玉万華鏡など 21 種

類を実施
11,064

工作の達人養成講座 電子工作を中心とした特別工作を実施した。 299

リフレッシュ理科
「不思議な光の世界」をテーマに、工作教室を実施した。また、

教員向けには、理科基礎実験講座も同時に開催した。
543

学校教育連携

青少年団体指導者、小中学校の教員を対象とした、安全に教育

プログラムを展開するための講習会開催や、ＳＳＨ指定高校の活

動支援、教員研修会、ワークショップ運営指導などを、実施し

た。

4,702

青少年のための科学

の祭典

青少年のための科学の祭典 2018 を行った。

出展ブースは 1 日目 42 展、2 日目 35 展
1,782

山梨エコラーニング

環境問題をキーワードに、円谷プロと提携してウルトラマンを使っ

たヒーローショー形式のサイエンスショーと同時にワークショップ

を開催した。

1,470

大人サイエンスクラブ 高校生以上の大人を対象として、実験工作講座を開催した。 90

20 周年記念イベント
開館 20 周年記念イベントとして、3 日間の特別プログラムを開催

した。
652

科学探求講座
北海道教育大学釧路校の学生による、クリスマスサイエンスショ

ーを実施した。
620

実験工作サポート
実験工作ボランティアによるワークショップ「割り箸鉄砲をつくろ

う」「プラトンボをつくろう」等を行った。
1,406

スペースシアター投影
直径 20m のドームスクリーンに、プラネタリウムやドームシネマを

投影した。
47,438

プラネタリウムフェステ

ィバル

プラネタリムの利用促進を図るために、特別プログラムを 2 日間

投影した。
1,408



星を見る会

下記内容により、実施した。

①昼間に実施する「太陽観測」

②プラネタリウムで星空案内した後に、実際の星空観察をする

「スターライトツアー」（曇天雨天はプラネタリウムを実施。）

③「春の星座を見よう」

④「ペルセウス座流星群をみよう」

⑤「ふたご座流星群をみよう」

⑥「部分日食を見よう」

5,814

出張プラネタリウム 遠隔地にある小学校に出向き、移動プラネタリウムを行った。 103

出張観望会
遠隔地にある、小学校や公共機関に出向き、出張観望会を行っ

た。
209

星と音楽と語りの夕べ

下記内容により、実施した。

①「アカツキチョータのライブペイント！」

②「クリスマスファンタジー」

～星と絵本の素敵な出会い～

③「星空トークショー」

    ～天体写真から読み解く、銀河の姿～

686

ライトダウンやまなし

企業や団体に対し実施日の 8 時～9 時の消灯を呼びかけるとと

もに、展望テラスから、①ライトダウンした盆地と秋の星空ウォッチ

ングを行った。又、②ライトダウン関連プレイベントを実施した。

1,900

天文学習推進

下記内容により、実施した。

①ワークショップ「天体望遠鏡を作ろう」

②観望会「火星大接近観察会１」

③観望会「火星大接近観察会２」

741

ギャラリートーク
来館者向けに、メインエントランスを会場に天文現象の説明会を

行った。
101

各種関係機関連携支

援

関係団体、市町村、教育機関、民間企業、大学、ＮＰＯ等との連

携・支援を図る中、各種事業を行った。
11,980

作品展示

科学的な原理や原則を取り入れた工作、動物・植物の生態、自

然現象の記録写真、子ども達の科学の夢の絵画などの作品の

募集・展示と表彰を行った。                   

23,051

サイエンスシップクル

ー

①ボランティア説明会

②ボランティア研修会

③ボランティア報告会

     77

館内ネットワーク

（展示システム）

館内ネットワークの更新による、情報発信、情報管理及びコンピ

ューター展示システムによるプログラムを提供した。

入館者に

同じ

利用促進
より多くの県民に科学館を利用していただくため、イベント案内

（サイなび）を発行するなど利用促進を図った。

入館者に

同じ

科学館自主事業実施状況                                         （単位 人）

事 業 名 主 な 内 容 参加者数

カガクスキーのサイエ

ンスキャラバン

富士吉田市民会館にて、県立科学館の人気プログラムを体験で

きる出張科学館を開催した。
1,568

（共催）

甲斐児わいわい紀行

長期にわたる共同生活の中で、日常生活では体験できない諸々

の活動を仲間と協力しながら取り組むことで、「信頼・協力・協調・

規律」などの意味を実感し、主体的に行動できる能力を身につ

けた。

49

星空への誘い

～親子で楽しむ清里

の星空～

（共催）

八ヶ岳少年自然の家職員、科学館職員、天文ボランティアが協

力して、同自然の家にて 1 泊 2 日の日程で開催した。
52

夏休み自由研究相談

所

科学館内に相談所を設置し、自由研究に関する相談に対して、

詳細で分かりやすく効果的な指導を行った。
29



甲運小学校区放課後

子供教室

甲運小学校を会場として、青少年協会職員と甲府市教育委員会

の指導のもと、小学生の放課後の居場所や各種体験・学習の場

とした。

（青少年協会、甲府市教育委員会連携事業）

349

２ 収益事業会計 利用者支援サービス事業

サービスの向上と満足度を高めるため、自然科学、宇宙天文に関するオリジナル製品の販売、各種イベ

ントでの模擬店や活動プログラムを支援する工作材料等を提供した。さらに、安定した経営資源確保のため、

外部団体との提携により魅力ある自主事業を定期的に実施し、施設の利用率向上と収入確保を図った。

                                                           （単位 円）

事 業 名 主 な 内 容 経常収益

利用者支援サービス
自動販売機による飲料水の販売、自然科学、宇宙天文に関する

各種製品の販売を行った。
6,275,077

プラネタリウム番組配

給事業
オリジナル番組を他館へ配給した。 1,158,003

外部団体提携事業
外部団体と提携し、専門インストラクタ指導による講座を実施し、

県民サービスと利用の拡大を目指した。
440,554



理事会議決事項

回  数 開  催  年  月  日 議         決          事        項

第 １ 回 平成３０年 ４月 １日
１ 業務執行理事（常務理事）選定の件

２ 重要な使用人の選任の件

第 ２ 回 平成３０年 ５月２３日

１ 平成２９年度事業報告の件

２ 平成２９年度収支決算の件

３ 平成３０年度定時評議員会開催の件

第 ３ 回 平成３１年 ３月１９日

１ 経営計画策定の件

２ 特定費用準備資金取崩しの件

３ 特定費用準備資金積立の件

４ 平成３１年度事業計画の件

５ 平成３１年度収支予算の件

６ 平成３０年度第 2 回評議員会開催の件

７ 重要な使用人の選任の件

評議員会議決事項

回   数 開  催  年  月  日 議         決          事         項

定   時 平成３０年 ６月 ５日

１ 評議員補充選任の件

２ 平成２９年度事業報告の件

３ 平成２９年度収支決算の件

４ 理事の選任の件

第 ２ 回 平成３１年 ３月２６日

１ 経営計画策定の件

２ 特定費用準備資金取崩しの件

３ 特定費用準備資金積立の件

４ 平成３１年度事業計画の件

５ 平成３１年度収支予算の件


