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はじめに 

公益財団法人つくば科学万博記念財団（以下「財団」という。）は、設立後30年を超

え、その役割は大きく変わりつつある。これは、科学技術の社会経済的役割の変化や各

地域の特徴を活かした取り組みが求められる地方創生という時代の流れにも呼応するも

のである。 

昭和 60 年の「国際科学技術博覧会」は、我が国における科学技術発展のシンボル的

な意味合いを持って社会に受け止められ、成功裏に終了した。科学万博を決して一過性

のイベントとして終わらせてはならないとの思いから財団が設立され、これまで活動を

進めてきたものの、これからの10年、20年そして30年を見通したとき、財団の果た

すべき役割は、これまでのものと決して同じではない。 

科学技術活動と社会経済活動は今や不可分のものとなっており、その結びつきは今後

一層広く強くなっていくことが予想される。かかる状況下、科学技術と社会・コミュニ

ティが適切な関係を保ちつつ、相互に発展していくためには、社会全体が科学技術の振

興に広い理解と共感を示すとともに、これを牽引する人材が多様に生まれ活躍できる環

境・文化が醸成されていくことが必要である。 

今後の 30 年を考えたとき、財団はいかなる目標を持ち、どのような対象に対して働

きかけ、具体的活動として何を進めるべきなのか。公益財団法人化の形態をとって5年

を経過した今、明確なビジョンと方針を持って中長期観点から計画的に業務を進めるこ

とが社会的責務であると考え、今後10年を見通した5カ年計画をここに取りまとめる

こととしたものである。 

 

第1章 財団の現状と課題 

1－1．これまでの役割 

昭和 60 年（1985 年）、40 を超える国の研究機関の移転が完了し概成した筑波研究

学園都市において、「人間・居住・環境と科学技術」をテーマとする国際科学技術博覧会

が開催された。国内外から2,000万人を超える人々が訪れ、科学技術に対する国民的な

関心と理解の向上、筑波研究学園都市の発展に大きな成果を上げた。 
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財団は、科学万博の趣旨である“科学技術に対する国民的理解の向上”、”科学技術を通

した国際親善への貢献“、”新しい科学技術のイメージの探求“、そして”筑波研究学園都

市の育成“等の精神を引き継ぎ、これをさらに発展させ、わが国の科学技術の振興に寄与

することを目的に設立された。以来約 30 年間、つくばエキスポセンター（以下「セン

ター」という。）を拠点として若い世代の科学技術に対する関心の増大をめざした活動を

進めるとともに、全国規模においても青少年の科学技術コンテスト・競技の共催支援、

各種科学技術イベントへの積極的協力など、科学技術振興に関する広範な分野において

事業を展開してきた。 

 

1－2．現状 

財団の設立後 30 年間が経過したが、これまでの経営は、決して楽な道のりばかりで

はなかった。設立直後から 10 年間程度は、科学万博成功の勢いもあって各方面から注

目され、年間 20 万人を超える多くの来館者もあった。しかしながら、その後の 10 年

間（設立後10～20年）は、関心の薄れや楽しみ方の多様化等も影響して、センター来

館者数は減少傾向をたどり、基金運用益で運営される財団の財政状況も、低金利時代に

あって困窮を極め、財団の経営状況は大変厳しい状況にあった。 

また、特殊法人改革等に伴う受託業務収入の減や全国各地で科学・博物館整備も行わ

れ、科学館としての相対的魅力度も低下した。このため、財団事業を維持するか否かの

判断を迫られ、最小限の活動を継続することを前提に、平成17年度を初年度とする「財

団事業5カ年計画」が策定された。 

その後、国際金融情勢の変化に対応した基金運用の柔軟化が功を奏して運用益も増加

傾向となり、また、「つくば」への交通アクセスの改善も相俟って、来館者数も少しずつ

増加傾向となるなか、平成27年6月に今後の運営継続等が適切であるとする事業総合

評価を実施したところである。 

他方、同 5 カ年計画に記述された、平成 17 年度からの 5 カ年後に運営を再評価し、

その結果を踏まえてその後の在り方を検討することや、10年後（平成27年）までにセ

ンターの維持管理について抜本的対応策が国から示されない限りセンターの存続を根本

的に見直すとされたことが、その後の諸情勢の変化もあり実現されないままであった。 
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また、同計画が第3期科学技術基本計画（平成18～22年度）に対応した事業に取り

組むとされていることもあり、現時点における科学技術の急速な進展や社会経済構造の

変化には対応しきれていない。さらに、科学技術コミュニケーションのあり方も大きく

変化し、多様化していることに適切に対応することや、地域の中でセンターが果たすべ

き役割を敏感にとらえた事業運営を行うことが必要となっている。 

以上を踏まえ、今回策定する中長期計画は、これまで財団が抱えてきた課題を先送り

することなく、解決にむかう道を具体的に明らかにするとともに、「つくば」に立地する

という点を強く意識し、財団の今後の発展を確実にするための未来志向のものとする必

要がある。 

 

1－3．財団運営における現在の課題 

財団の経緯やこれまでの活動を踏まえ、今後 10 年を見通して財団の運営を健全かつ

持続可能なものとするために解決すべきと考えらえる課題は以下のとおり。 

○ 戦略的観点に立って、中長期的に運営していく上での基本方針が不明確であり、個々

の業務が単発的・散漫的かつ場当たり的になっていること 

○ 基金規模の維持や既存事業の継続に運営の重点が置かれてきており、科学技術と社

会活動との関わりが急速に変化している状況や財団・センターに対する多様なニー

ズに主体的に対応しようとする意識が組織全体として低いこと 

○ 全国多くの科学館・博物館が抱える課題（施設設備の老朽化、展示のマンネリ化等）

を同じように放置してきており、「つくば」に立地するという特徴を活かしていない

こと 

○ 自立的運営を目指すあまり、他の機関から孤立し、他との協力・連携が観念的段階

にとどまっていること 

 

第2章 中長期計画策定の考え方と留意点 

2－1．中長期計画作成の考え方 

前述の課題を解決するとともに、「つくば」に立地するという大きな特徴を活かしてい
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くためにも、真に必要な事業を精査し、新しくチャレンジしていく必要がある。特に、

既存事業については、必要性・効果・実施体制等の観点から、大胆に見直すことが重要

である。 

また、これまで十分手を付けることができなかった新しい展示物の整備、施設設備の

抜本的老朽化対策、新規人材確保、収入構造改革にも果敢に取り組んでいくことにより、

魅力度が向上し、来館者の増加や事業の拡大という好循環が実現されていくことなどに

十分留意する必要がある。 

但し、これらの改革をあまりにも早急にやり遂げようとすることは、限りある資源を

真に有効に活用することに必ずしもつながらない可能性があり、進捗に応じた柔軟な変

更も必要となることも想定されるため、10年計画の前半部分（平成29年度からの5カ

年間）は、「新たな展開を実現するための基盤整備期間」とし、その後の 5 カ年間で熟

成し本格運営できる計画とすることが適切である。 

 

2－2．策定にあたっての留意点 

（1）「いかなる機能を持つべきか」について 

財団の活動として今後有するべき機能は以下のとおり。 

○ 幅広い多様な人材に対する科学技術理解増進機能 

○ 双方向・マルチ方向型のコミュニケーション機能 

○ 来館者が「触れる」「見る」「感じる」「創る」「考える」ことができる機能 

○ 「つくば」における各機関の活動を総覧できる情報発信機能 

○ 社会構造変化（高齢化・女性活躍）に対応した科学技術振興機能 

○ 理科教育や生涯学習との連携機能 

○ 社会経済側から科学技術を可視化する機能 

○ 産業界との連携機能 

 

（2）「いかなる特徴を有するのか」について 

財団活動が有する特徴は以下のとおり。 

○ 研究機関が集積し高密度に科学技術関係者が存在する地域の中心に立地すること 
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○ 科学技術への関心が高い（リテラシーも高い）コミュニティが近接すること 

○ 特定の支援機関を有さず科学技術振興活動に純化できること 

○ 未来の社会が想像できること 

 

（3）「これまでの経緯と今後の進展との関係をいかに考えるか」について 

財団の歩みと今後の進展との関わり方は以下のとおり。 

○科学万博「記念館」的イメージを払しょくする一方その意義を発展させること 

○従来の科学館が抱える共通課題（陳腐化・老朽化、画一化等）から脱却すること 

○ 各方面から寄せられる期待や要請に主体的に対応すること 

○ 持続可能な経営基盤を確立すること 

 

（4）「関連する行政との連携をいかに図るべきか」について 

財団の活動は単独では実施しえず、特に、関連する自治体の施策、政府全体の考え方

等との連携・整合を十分図ることで重要な指針等は以下のとおり。 

○ つくば科学技術振興指針（現在改定中） 

○ 第3期いばらき科学技術振興指針 

○ 第5期科学技術基本計画 

○ Ｇ7茨城・つくば科学技術大臣会合における共同声明「つくばコミュニケ」（平成

28年5月） 

に記載された方針・施策の具体的実施手段として十分な役割を果たすことが重要で

ある。 

 

第3章 財団の新しい使命（ミッション） 

平成17年度の5カ年計画においては、センター存続の意義として、「理科大好き人間

の育成」「科学技術リテラシーの向上」等が掲げられているものの、設立の経緯が国際科

学技術博覧会の開催記念に発しており、機関として今後の運営の方針も明確でなかった

ことから、財団(センター)の活動そのものを具体的に特徴付ける記述はなされていない。 
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このため、これまでは果たすべき役割に対する明確な認識も共通化されておらず、ま

た、周囲からも具体的な要望が可視化されることがないまま、一定規模の事業が継続さ

れてきた。 

財団設立から 30 年以上を経た今、財団を取り巻く科学技術環境等は大きく変化し、

財政状況等も転換期を迎えつつあるなか、今後の新たな使命（ミッション）を決定し、

関係者が共有することは、資源を有効に活用し、個々の業務を効率的・効果的に実施し

て行く上で極めて重要である。 

 科学技術の発展は社会経済の在り方そのものに大きく影響を与え、「未来社会」のほと

んどすべてにおいて、科学技術は意識的あるいは無意識的にその基盤を形成することが

予想される。特に、医療、情報、通信、金融、食糧、交通、環境・エネルギー、ものづ

くりなどは、従来の概念を超えて新しい科学技術が発展の方向性に決定的な影響を与え

つつあるといえる。 

このような社会にあって、一人ひとりが、常に科学技術に触れ、その本質を理解し、

未来の社会経済の姿を想像する力や、社会や生活の変化に対して適切に判断する力をつ

けていくことが社会全体の持続的発展を実現していく上で重要である。 

また、若い力が社会経済活動を先導することに大きく寄与する多様な科学技術活動力

を生み出していくことも重要である。 

 このような社会を形成していくために、科学技術に関し、人と人、人と社会、人と研

究活動が絶えず双方向あるいはマルチ方向にコミュニケーションし、科学技術に触れ、

関心を持ち、理解し、展開し、創造するという環境を醸成することが必要である。 

また、当財団は、日常的に最先端科学技術に向き合い、未来の社会経済の姿を実現し

ようとしている研究者・研究機関に囲まれた我が国唯一の地域に立地しており、これら

の活動を理解し、支えるコミュニティを形成することも重要である。 

以上の認識に立ち、当財団の新たなミッション（使命）を、 

「科学技術で人をつなぎ、未来をつくる人と文化を育てる」 

とする。 
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第4章 活動の基本方針 

 新たなミッションのもと具体的事業を展開していくためには、固定化された前例主義

や組織保護主義的な考え方から脱却し、目的遂行を直接志向すること、様々な選択肢の

中から「つくば」に立地するという意義を十分踏まえること、受けて側（センター来館

者等）の視点に立った事業内容とすることなどが重要である。また、科学技術活動の実

施側からのみならず、生活・社会の事柄側から科学技術を理解する力を育む重要性も常

に念頭に置かれるべきである。 

 かかる基本理念のもと個々の活動の基本方針は以下のとおりである。 

 

4-1.つくばエキスポセンター運営業務 

①1階展示場、屋外展示場及び一般催事 

○果たすべき機能  科学技術のエントランス機能 

○実施すべき役割  世代を問わず科学技術の「体験」「実感」 

      科学技術への関心の惹起 

    時の経過に劣化しない（いつも新しい）情報提供 

 

②2階展示場及び特別催事（企画展等） 

○果たすべき機能  科学技術の重要性と理解の発展機能 

○担うべき役割  社会経済活動側からの科学技術理解 

      最先端科学技術への関心を高め、深める 

      「未来」の想像 

 

③プラネタリウム・3Dシアター 

○果たすべき機能  驚き・発見による科学技術理解増進機能 

○担うべき役割  幅広い層の科学技術想像力の拡大 

    特徴の発揮 

芸術文化、教育との連携 
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4-2.普及啓発業務 

○果たすべき機能  科学技術への関心の惹起と継続機能 

○担うべき役割  科学技術を核とした地域コミュニティ形成 

科学技術人材の育成・支援 

生涯学習の拠点 

    科学技術を理解し共感する社会環境の醸成 

 

4-3.財団運営業務 

○果たすべき機能  財団活動の継続性確保 

○担うべき役割  事業収入の増加を含めた必要な財源手当て 

重点的資源配分による効果の最大化 

戦略的広報・情報発信 

施設設備の抜本改善により魅力度向上 

職員の能力・専門性の向上 

 

4-4.統合的テーマによる運営 

センターで実施する企画展、常設展等に関し、これまでは、その都度独立したテーマ

やトピックスを担当者が検討し、基本的に自前主義で実施してきている。かかる取り組

みは、柔軟な対応と手作り感による親しみやすさを与えてはいるものの、限られた時間

と資源の中での企画運営であるために、広がりや深み、全体を通しての一貫性に欠け、

質・量とともに万全とは言えない面もあった。 

また、単発的ないわゆる「イベント」としての位置づけとなり、来館者に浮かんだ疑

問が次第次第に解き明かされていくようなことや、科学技術の本質的姿が腑に落ちるよ

うに理解できるといった経験を与えることができないでいる。かかる状況では、何回も

来館していただくことや科学技術へ関心が継続されるための機能が実現できず、今後継

続して科学技術振興上の一定の役割を担うということはできないものと認識される。 

したがって、センター全体の統一感ある取り組みとしていくため、展示運営のテーマ

について、常に変わらない基本（原理や法則）を理解するための基幹部分と、新規性、
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話題性、社会性との関連で科学技術を認識するトピックス部分とが併存し、相互に関連

しながら科学技術を総合的に把握できるように企画することとする。 

その際、基幹部分については、「新しさ」を感じられるよう常に工夫する必要があり、

トピックスについては、基幹部分との関連付けがなされながらも、自己満足的で固定的

にならないよう関係方面との連携調整をも踏まえ、柔軟に対応することが必要であり、

具体的には毎年度の事業計画等で決定していくこととする。 

 

第5章 5カ年計画 

財団が今後10年を見通した5年間の活動を展開していくにあたっての具体的事業計

画については、ミッション達成に向けての進捗が「わかりやすい」こと、限られた資源・

時間・空間の中で「実現性がある」ことが重要であり、決して理念的・観念的な内容の

ものになってはならない。 

特に、財団がこれまで経過してきた 30 年と、これからの 30 年は全く異なる環境で

あることや、科学技術理解増進の分野は、事業の効果があらわれるための時間を要する

場合があることにも留意し、新しくチャレンジするべき事業は極力早期に取り組み、そ

の成否についてはある程度の時間軸の中で評価する。また、長期的観点に立って取り組

む必要がある事業については、段階的に計画を進め、その進捗を絶えずフィードバック

しながら実現していくことが適当である。 

 個別業務についての計画は以下のとおり。 

 

5－1．つくばエキスポセンター運営業務 

（1）1階展示（エントランスエリアを含む） 

 1 階展示場及びエントランスエリアは、これまで主に就学時前の段階から小学校

中低学年の世代を対象に、「楽しむ」ことを優先する活用・展示をしてきたところで

あるが、今後は順次、あらゆる世代が科学技術を「体験」し、「不思議さ」を実感し、

自分で「考え」、「創る」ことを通して科学技術への興味・関心を惹き起こすことを

可能とするよう移行していく。 
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 現在の1階展示場（「おもしろサイエンスゾーン」他）は、特に老朽化が目立ち、

故障率が高い展示物も多いほか、すでに役割を終えたと考えられる展示物もあり、

来館される方々の期待に十分応えることができていない状況が続いてきている。 

 また、これまでの経緯もあり展示全体を統合する明確な意識も不足している。こ

のため、まずは全体構成を適切に設計の上、計画期間中に順次、展示内容を変更し

ていくこととする。また、現在は展示物の設置が基本となっているが、今後は、単

なる展示ではなく常に展示物と来館者との双方向コミュニケーションが行われるよ

う工夫する必要がある。 

 1 階に設置している「ミュージアムショップ」については、豊富な品揃えもあり

一定の効果を上げてきているが、オリジナル商品の開発に一層取り組むとともに、

「つくば」の一層の意識化、ディスプレイの工夫などにより収益の増加を目指す。

また、「楽しい科学体験・相談コーナー」についても、科学技術に対する興味関心を

高める上で重要な機能を果たしているものの、全体としての機能がわかりにくい点

等を改善しつつ、多様かつ広範なボランティアの協力を得て、運営を進める。 

  

   1階展示場更新の具体的計画は以下のとおり。 

H29年度 展示評価、展示更新計画の策定 

   科学技術コミュニケーションの実践 

   展示更新計画①の実施 

 H30年度 展示更新計画②の実施 

 H31年度 展示更新計画③の実施 

 H32年度 展示更新計画④の実施 

 H33年度 展示更新の仕上げ 

 

（2）屋外展示 

 屋外展示は、来館者の第1印象を築く場として、いわばセンターの「顔」ともい

うべき役割を担うものであり、「科学技術」館であること、開館していることなどが

外からもわかりやすいよう運営の改善が必要である。 
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 また、周辺環境と整合あるものにするとともに、科学技術を中心としつつも地域

産業や活動との連携による屋外イベントの開催にも積極的に対応し、人と人・地域・

機関等との多様な交流やふれあいを生み出すことができる空間とする。また、科学

万博当時の展示や大型研究設備等を単にモニュメントとして設置するのではなく、

科学技術理解増進上の機能を持たせ、活用することが重要である。 

 かかる観点に立ち、屋外環境というスペースを有効に活用し、地域コミュニティ

の中のセンターであることを十分意識して、整備計画を作成し、実施を進めていく。 

 なお、つくば駅からのアクセスを含め「科学技術の街」環境が感じられる空間づ

くりに貢献し、「つくば」のランドマーク的性格を持つことができるよう設計する。 

 

屋外展示の具体的計画は以下のとおり。 

 H29年度 全体計画の策定 

   関係機関との調整 

   正面環境の変更 

 H30～31年度 アクセス及び屋外広場の展示等見直し 

 H32～33年度 屋外展示場の見直し 

 

（3）2階展示 

 2階展示については、新しい科学技術の本質に触れ、「未来」を感じることで、科

学技術への関心を高め、深める場とする。現在は、宇宙、海洋、材料、環境、生命、

エネルギー等の科学技術分野毎に「夢への挑戦」として、「モノ」の展示はなされて

いるものの、科学の説明に偏りすぎて、技術が可視化されていないことや、来館者

の視点に立って、分かりやすく解説・説明することはなされていない。 

 2 階展示は、平成 21 年度に大きく更新されたものの、現時点に立ってみると展

示意図が不明確であったり、扱っている科学技術の内容が古くなっている展示、研

究開発実施側の視点のみから企画され、社会経済や生活活動との関連付けが不十分

である展示については、大胆に見直すこととする。 

 また、コミュニケーション形態が、展示物主体となっているため、来館者の個別
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状況に的確に対応して科学技術による「未来の社会」を想像する機会を提供するこ

とができないことも改善する必要がある。 

 かかる観点から、基本的には、「展示物を説明する」（「モノ」主体展示）から、「ヒ

ト」が介在し、「展示物で説明する」ことに変更し、「社会・生活の中の科学技術」

「未来を創る科学技術」について、来館者とスタッフ等が時間や空間を超えて双方

向・マルチ方向にコミュニケートすることを可能とするソフト（コト）主体の展示

とする。 

 2階展示において対象とする科学技術分野の活動は、「つくば」のいずれかの機関

が実際に取り組んでいるものであることを踏まえ、これら機関の活動と連携するこ

とにより、展示を通し「つくば」の活動の全体がダイナミックに可視化できるよう

取り組む。その際、現状においてはほとんど展示がなされていない情報関連分野、

食糧分野、防災分野、健康分野等の科学技術活動も対象とする。 

 また、現在は全体として2階展示の活動がわかりづらくなっており、1階に比し

て 2 階展示場に足を運ぶ来館者は少なくなっていることから、「光」、「音」等の感

性への働きかけを含め誘導や表示のわかりやすさ等に工夫し、今後2階スペースの

一層の有効活用が進められるよう取り組む。 

 

 2階展示の具体的計画は以下のとおり。 

 H29～30年度 展示全体計画(「未来社会が見える」展示計画)の策定 

   科学技術コミュニケーションの実践 

   関連機関との企画調整 

 H31～32年度 展示更新 

 H33年度 展示更新の仕上げ 

 

（4）催事 

 センターにおける催事業務は、来館者に活きた科学技術情報を提供し、興味や関

心を活性化するためのものであり、科学技術を身近に感じ、「実感」できるように工

夫することが重要である。特に、誰もが驚くような、あるいは、気付かなかったよ
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うな視点からの科学技術の取り上げ方、入り口は低く、内容は深い紹介の仕方の実

践などの工夫により科学技術理解増進の高い効果が期待できる。 

 

＜一般催事＞ 

 自然現象や生活活動を支える科学技術をできる限り身近に感じることができるよ

う、来館者の視点に立って科学教室、サイエンスショー、講演・講座等の一般催事

を運営する。これらについては、通常の学校教育や家庭では中々取り上げにくいも

の、一定の人数を対象とした実演がその理解に効果的であるものなどをタイムリー

に取り上げることが重要である。さらに、専門的・技術的内容を含むことからボラ

ンティアの協力などにより実施しているイベント等も含め、幅広い世代を対象とし、

センター全体の統一感のある催事活動を展開していく。 

また、筑波研究学園都市で活躍する研究者・技術者が自らの活動の情報を発信す

る場を創出する。その際、女性が活躍していることに特に留意する。 

 これら催事については、単なる「遊び」にとどまるのではなく、「驚き」や「発見」

を通し科学技術の観点からその意味が把握できるよう双方向コミュニケーション

（来館者の参加等）を必ず取り入れることや、1階展示や2階展示とのリンクも有

効である。また、これらについては、実施段階での熟度の高さも必要であるものの、

多様なプログラムを自らが開発保有していくことはセンターの魅力度を上げる上で

有効であり、「つくば」の特徴を活かして、企画段階からの外部関係機関・経験者等

からアイディアや実施の協力を得るほか、他の科学館等の取り組みの情報を積極的

に入手し、毎年1～2プログラム程度は追加していく。 

 なお、開催頻度の向上や来館状況、団体からの要請等に応じた柔軟な開催が可能

となるよう取り組む。 

 

＜特別催事（企画展等）＞ 

 多様な来館者層の発掘や再来者の増による来館者数の増大を図るうえで、企画展

の役割は極めて大きいものがある。企画展は、これまで年1回（夏）又は2回（春・

夏）開催してきているところであるが、今後はできる限り通年（春・夏・秋～冬）



 14 / 23 

 

開催をめざし、話題性、新規性、意外性を踏まえたユニークな視点から科学技術の

役割等を紹介する。 

 また、科学技術というテーマで来館者同士が対話をしたり、未来を想像したり、

考えたりする契機となることも重要である。 

 企画展は、これまで企画から実施までの内製化を強く意識し、担当者の「作り込

み」度に依存した内容となってきたが、時間的・資源的制約等から、固定的なアイ

ディアや手法となり、斬新な企画や画期的な手法を取り入れにくくなっている面も

見受けられる。今後は、他の機関・研究者等からの提案にも柔軟に対応できるよう

企画段階から他との連携を積極的に進める。 

 なお、具体的に取り上げるテーマについては、毎年度の事業計画等において明確

にすることが適当であるが、科学万博 35周年にあたる 2020年に世界中の視線が

集まる「東京オリンピック・パラリンピック」も意識し、十分時間をかけた準備と

入念な展示工夫を進めるとともに、事前の予告的通知を含め適切なタイミングによ

る広範な情報発信を行うことにより、幅広い層から多くの来館者が得られることに

留意する必要がある。 

 

（5）プラネタリウム・3Dシアター 

 センター来館者の6から7割の方が見られるプラネタリウムは、センターの活動

の大きな特徴であり、経営にとって重要な役割を果たしてきている。 

 これまで、専門職員による星空解説、毎年4回の独自番組、子供向けの番組、特

別番組及び学習番組を上映してきているが、今後一層多様な来館者層に対応し、来

館者数の増加が実現できるよう、話題性、新規制、意外性を踏まえたユニークな視

点からの番組上映を進めることが重要である。 

 独自番組については、今後とも日本語字幕、英語版等の特徴を継続することとす

るが、3 か月ごとの制作では上映期間が短すぎ、費やすエフォートと資源に見合う

だけの評価や効果があらわれない間に終了してしまう場合もあることから、今後は

年3回を基本とし、質の高い、プラネタリウムの能力を最大限生かした番組を制作・

上映する。 
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 なお、全国数多くあるプラネタリウムのうち、独自プログラム制作に取り組むこ

とができる館はそれほど多くはなく、各館とも新番組の上映には課題を抱えている

ものと考えられることから、他の機関との共同制作や制作番組の他館における上映

機会の増加にも積極的に取り組むこととする。 

 また、プラネタリウムは、科学技術的観点からのみならず、文化芸術等の多様な

観点からの活用が可能であり、プラネタリウム番組と音楽とが融合する「星空コン

サート」の継続（定期化）はもちろん、その他の分野との連携を深めていくことや

センター全体の情報発信ツールとしても有効的に活用していく。 

 なお、プラネタリウム設備（恒星球、デジタルシステム）については、技術の進

歩が急速であることを踏まえつつ、センターがその進展に先導する役割を果たせる

よう検討する。 

 3Ｄシアターに関しては、現実には経験できない空間を仮想的に実現することを

とおし、自然現象や科学技術の展開を体験するもので、平成 28 年度末に幅広い視

聴要請にこたえることができるよう機能強化したところである。今後は、センター

の中核機能の一つとして十分な機能を果たすよう、関係方面との協力連携を一層強

化し、特徴ある番組制作にも取り組むこととする。 

 プラネタリウム及び 3Ｄシアターで上映する番組のうち、特に、星の動きや宇宙

の成り立ち等に関するものは、教科書や書籍では学ぶことができない、実感を通し

た貴重な情報を提供することによりこれらに対する理解を容易かつ深くすることが

できると考えられるため、これら施設が教育上の役割も十分果たせるよう、関係方

面と連携し、教育番組の強化にも取り組むこととする。  

 

5－2．普及啓発業務  

 普及啓発業務は、地域全体に幅広く科学技術の理解を進め、科学技術を通した人

材育成、国際交流、産学官連携を行うものであり、センターにおける展示運営と相

互に補完しあい、全体として整合的な科学技術振興が行われるよう取り組むことが

重要である。 

 これまでは、未就学児や教育課程前半の児童を主に対象としてきており、幅広い
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層への活動が不十分であったり、助成・支援の枠組みが地域の活性化に繋がってい

ないなど大幅な見直しが必要である。 

 平成 28 年度からは、地域コミュニケーション推進のための事業支援や「大人の

ためのサイエンス講座」の開設などの取り組みを開始したものの、今回の計画期間

中においては、地域における科学技術コミュニティの中核的機能としての役割を果

たすことができることを強く意識し活動を進める。 

かかる観点から、科学技術振興を目指した地域コミュニティつくりに積極的に取

り組む。 

 普及啓発業務は、「実施」すること自体が目的化し成果を評価しない傾向にあるこ

と、やもすれば散漫的・単発的になりやすい性格を有することに十分留意し、全体

として科学技術理解が効果的に進められるよう「プログラム」化されることが重要

である。 

 また、財団独自では実施し得ない事業、他の機関が主体となって実施することに

よって効果が期待できる事業（特に、助成支援事業）については、財団としてのか

かわり方等を十分吟味し、実施していくこととする。 

 今後5年間は、財団として「未来」志向の業務を実施し、真に役立つ機能を発揮

していくための環境を整える重要な期間であり、 

○ 「つくば」に立地する意味と意義を強く意識すること（地域に開かれた科学技術

館運営とアウトリーチ活動の充実） 

○ 多様な世代の方が科学技術によって生き生きとした生活を過ごす契機となること

（サイエンス教室の充実） 

○ 科学技術人材育成の拠点となること（サイエンスクラブの開設等） 

○ 「つくば」の活動の可視化に貢献すること（サイエンスニュースを基本とする取

り組み等によるコミュニティ形成） 

 また、今後の科学技術活動を担う若い世代等が実際の研究開発活動を実施・体験

できる環境、自分の疑問を実際に実験して解明し、その結果を可視化できる環境等

の創生にも貢献できるよう、関係方面と十分連携していく。 
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5－3．情報発信業務 

 新たなミッションを達成するためには、財団の活動自体の可視化を一層進めることが 

極めて重要であり、今後、能動的、魅力的かつ動的な情報発信を積極的に実施していく。 

特に、ホームページの更新を含め、SNSの導入など、インターネットを活用した情報

技術・サービスを最大限活用し、発信する側の顔が見える工夫、受け手側からのニーズ

に迅速に対応できるよう、情報セキュリティへの対応にも十分留意しながら情報発信体

制を整備する。 

 その際、情報発信は、「時間」が重要であり、いかに上質な情報であっても適切なタイ

ミングで発しなければ、何ら意味を持たないことに十分注意すべきである。 

 

具体的には、29年度から 

○ ホームページの抜本的更新 

○ SNS（メールニュースやブログ等含む）による活きた情報発信 

○ 情報発信実施体制、環境の整備 

○ 展示催事情報を含めた動的情報発信 

を進め、その実施効果等を常に把握し、必要な修正等を行う。 

 

第6章 計画推進に必要な事項 

6－1．計画推進体制 

財団は、設立以来「科学万博」という大きな精神的かつ物理的支柱に支えられ、安定 

と思われてきた経営基盤の中での運営が継続され、成果や結果の検証、効果の判定、多

様に変化する周辺環境への対応等をそれほど意識せずに来た。 

また、固定的で限られた資源の中で多様な事業をこなしていく必要から、組織で対応

するというよりも、個人でこなすという業務執行慣習を生み出してきたことも否めない。 

しかしながら、今後全く新しい科学技術活動が社会経済との関係性を一層強め、様々

な課題が提示されてくる中、財団が明確な存在価値を持ち、運営を持続して行くために

は、意思決定の責任の明確化、判断の迅速化、職員相互の連携強化等がカギとなる。 
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また、今回の中長期計画を確実に実施していくためには、財団のみの力ではなく、多 

くの関係する機関、団体、有識者等からの協力を得て、効率的かつ効果的な事業運営を

実現することが重要である。 

 以上を踏まえ、財団の活動を一層効率的・効果的に進めていくために職員等の能力の

高度化等を進めるとともに、計画の工程管理や成果の進捗を客観的に評価し、真に「地

域コミュニティ」の中での役割を果たしているか否かについて、第三者的立場からのア

ドバイスをタイムリーに得ていくことができるよう以下を整備・措置する。 

○ 外部の人材を含めた企画委員会の開催 

○ 他機関との共同事業を確実にするため連携協定等の仕組みつくり 

 

また、財団運営を持続的に発展していくために 

○ 長期的観点から財団運営を担う人材の育成・確保 

○ 人材の流動性と安定性を両立する人事制度の確立（運営に責任を有する職員と専

門性の高い職員との適切なバランス） 

○ 業績等の評価を適切に処遇に反映する仕組みの確立 

○ ボランティアとのより幅広い連携・協力 

等を実現する。 

 なお、今後とも、財団が「つくば」を拠点として活動していくことは基本であるもの

の、国際的視野にたって新しい分野への取り組み、事業の幅の拡大、質の高度化等を目

指すことも財団の発展にとって有効であると考えられる。このため、計画期間中に、国

際連携による科学技術理解増進について、その方法等を具体的に検討する。その際、「つ

くば」「茨城」は、先進的科学技術拠点として国際的認知度が高いことにも配慮して取り

組みを進める。 

 

6－2．財政の在り方 

財団の基本的な収入構造は、基金運用益が約68％、センター入館料が約16％、その

他事業収入が約16％となっており、極めて高い運用益依存となっており、支出構造は、

センター運営が約 61％、普及啓発が約 13％、一般管理費含むその他が約 26％となっ
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ている。 

今後の厳しい国際金融情勢を踏まえ、財団運営の健全性を確保するためには、経常経

費の見直しによる一層の支出抑制はもちろんであるが、基金運用の考え方にも一定の柔

軟さが不可欠と考える。 

設立後30年を超えた今、財団業務の運営は、財政上も大きな課題を抱えている。 

具体的には、 

① インフラ関係設備の老朽化対策に必要な経費 

② 建物関係の抜本的老朽化対策に必要な経費 

③ 展示物更新に必要な経費 

については、これまで基本的に措置されてきておらず、現在の試算だけでも①に4から

5億円、③に4億円程度見込まれる。また、②については、これまで必要最低限の範囲

にとどめてきている結果、建物全体としての必要経費の手当もできず、エネルギー効率

の悪さや使い勝手の悪さ等の原因となっているほか、施設全体の魅力度低下の要因にも

なっている。 

今後、中長期計画前半期には施設設備の改善のために大きな財政措置が具体的に発生

することは想定されないものの、10 年程度を見込んだ場合には、抜本的対策が実現さ

れるよう必要な資源等の手当てについて検討を進めることが適当である。 

また、人件費を含む経常的経費については、現状の仕組みのままでは相当適度の自然

増の伸びが予想されるため、大胆に見直し、新たな制度を早急に確立する。 

財団運営の基本となる基金運用については、高い水準での利回りが実現できた際に購 

入した債券運用が基礎となり、これまで平均年間 3％を超える利回りを確保してきたと

ころであるが、今後は、金融情勢等の厳しさが数年以上継続し、これまでの基金運用方

針では低い運用益が予想される。このため、諸情勢を慎重に見極めつつ、これまでとは

異なる観点からのリスクをも見込んだ運用を進めることが必要である。 

また、全体としての運用益依存構造はできる限り低いものとすることが適当であり、 

この観点から、これまで検討されてこなかった資産活用方法についても、運用益と投資 

による収入増とのバランスを十分考慮して、具体的に検討を進めることも適当である。

特に、計画に盛り込んだ展示更新等に必要な経費については、確実に来館者の増が見 
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込まれるような場合は、特別に措置するといった方針を取るべきである。 

なお、過去数年間据え置かれている入場料等の見直しについても、来館者数への影響 

等を検討の上、計画期間中の早期に実現できるよう取り組むこととするほか、活用の可

能性ある外部資金等を具体的に検討し、積極的に対応する。 

 

第7章 計画の評価と見直し 

 本中長期計画は今後の財団の運営を社会経済情勢、科学技術振興情勢、地域コミュニ

ティとの関係等を踏まえ作成したものである。財団は、設立後一世代を過ぎたことを十

分踏まえ、その役割は新たな世代を過ごす過程で大きく変遷することに絶えず配意し、

歩みを進めていくことが必要である。その際、科学万博は財団にとっての出発点である

ものの、最終到着地点は「未来」であり、自らの手で創り描く必要があること、「つくば」

における財団の存在感が今後の運営上の大きな要素であることなどに留意する必要があ

る。 

計画は実行しなければ意味を有さないものの、作成した計画に過度に制約されていて

は業務運営の幅が狭隘化し、多様性に欠けることが生じるものである。したがって、今

後中長期計画は、毎年度の業務計画作成や業務報告書作成の過程でその進捗や意味合い

を常に評価、見直していく必要がある。 

その際、来館者数や事業収入等を指標化し、その変動を敏感に見ていくことは重要で

あり、短期的に可視化される結果を求めることは組織の活性化度を顕在化させるうえで

も有効ではあるものの、それのみではなく、新たに掲げたミッション達成に向けて、10

年間全体を通して機能的観点からの評価を行うことを基本とすることが適当である。 

なお、事業達成の評価に当たっては、理事会の役割の大きさは言うまでもないが、そ

れに加え、第三者的立場からの検討を行う場を設定するなどにより、評価のオープン化・

公正化を実践する。 
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中長期計画の検討経過 

 

（１）有識者懇談会 

 幅広い視点から意見交換・議論を行い、財団の役割や目指すべき方向性に関する

検討に資するため、財団中長期計画「有識者懇談会」を平成28年7月に設置し、

計画の策定を進めた。 

 

第1回 平成28年8月1日（月） 

・財団の今後の役割等に関する意見交換 

 

第2回 平成28年9月30日（金） 

・外部機関との意見交換について 

・ミッション案の検討について 

・今後の方針について 

 

第3回 平成28年12月8日（木） 

・方針に基づく主な活動の考え方 

・5カ年間の対応 

 

第4回 平成29年2月1日（水） 

・中長期計画中間とりまとめ（案）について 

 

（２）理事会、評議員会 

平成29年3月9日（木）理事会 中長期計画（案）の審議・承認 

    3月22日（水）評議員会 中長期計画の報告 
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つくば科学万博記念財団中長期計画「有識者懇談会」設置要綱 

 

（目的） 

第１条 公益財団法人つくば科学万博記念財団（以下、「財団」という。）の中長期計画

の策定について幅広い視点から意見交換・議論を行い、財団の役割や目指すべき

方向性に関する検討に資するため、財団中長期計画「有識者懇談会」（以下、「有

識者懇談会」という。）を開催する。 

 

（検討事項） 

第２条 有識者懇談会は、次に掲げる事項について検討する。 

（１）中長期計画の策定について 

 

（構成） 

第３条 有識者懇談会は、別紙に掲げる者をもって構成する。 

２ 座長は、必要があると認めるときは、懇談会に委員以外の者の出席を求め、意見を

聴くことができる。 

 

（期間） 

第４条 中長期計画は、平成２９年度末までに策定することを目途とする。 

 

（運営） 

第５条 有識者懇談会に座長を置くこととし、座長は理事長がこれに当たる。ただし、

座長に事故がある時は、あらかじめ座長が指定した者が職務を代行する。 

２ 座長は懇談会を主宰する。 

 

（会議） 

第６条 懇談会の会議は、座長が招集する。 
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（庶務） 

第７条 懇談会の庶務は、企画室において処理する。 

 

（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、座長が定める。 

 

 

附則 

この要綱は、平成２８年７月１７日から施行する。 

  



 

別 紙 

 

有識者懇談会メンバー 

 

＜委員＞ 

井坂 幸雄 茨城新聞社 論説委員長 

岡田 久司 つくば市 前副市長 

金山 俊彦 国立研究開発法人産業技術総合研究所 副理事長・つくばセンター所長 

東嶋 和子 科学ジャーナリスト 

西村 睦 国立研究開発法人物質・材料研究機構 経営企画部門長 

三明 康郎 国立大学法人筑波大学 理事・副学長 

横山 広美 国立大学法人東京大学大学院理学系研究科 准教授 

渡邉 千明 茨城県企画部科学技術振興監兼国際戦略総合特区推進監 

（五十音順、敬称略） 

 

＜オブザーバー＞ 

神田 俊一 文部科学省 科学技術・学術政策局 人材政策課 課長補佐（第1回） 
石橋 一郎 文部科学省 科学技術・学術政策局 人材政策課 課長補佐(第2～4回) 

（敬称略） 

 

＜財団＞ 

田中 敏 公益財団法人つくば科学万博記念財団 理事長 

久保 稔 公益財団法人つくば科学万博記念財団 専務理事 

 


