
R03.3.25現在

No 協力機関名称 協力機関WEBサイト 協力機関所在地（都道府県）

1 旭川市科学館サイパル
http://www.intra.city.asahikaw
a.hokkaido.jp/science/index.ht
ml

北海道

2
三沢へ宇宙をPR
(旧　十和田を宇宙へPR)

https://sites.google.com/site/
10bcjapan/

青森県

3
岩手県立農業ふれあい公園　農業科学
博物館

https://www.pref.iwate.jp/agri
/nouken/park/index.html

岩手県

4 盛岡市子ども科学館
https://kodomokagakukan.co
m/

岩手県

5 北上市博物館

https://www.city.kitakami.iwat
e.jp/life/kurashi_tetsuduki/bu
nka_sports/bunkashisetsu/3/i
ndex.html

岩手県

6 国立大学法人秋田大学
https://www.akita-
u.ac.jp/honbu/

秋田県

7 国立研究開発法人 物質・材料研究機構 https://www.nims.go.jp/ 茨城県

8 国立研究開発法人防災科学技術研究所 https://www.bosai.go.jp/ 茨城県

9
国立研究開発法人　宇宙航空研究開発
機構　筑波宇宙センター

https://fanfun.jaxa.jp/visit/ts
ukuba/

茨城県

10
農研機構
（農業・食品産業技術総合研究機構）

https://www.naro.affrc.go.jp/ 茨城県

11 国際農林水産業研究センター https://www.jircas.go.jp/ 茨城県

12
国立研究開発法人 産業技術総合研究
所

https://www.aist.go.jp/ 茨城県

13
独立行政法人国際協力機構筑波セン
ター

https://www.jica.go.jp/tsukub
a/index.html

茨城県

14 国立大学法人　筑波大学 https://www.tsukuba.ac.jp/ 茨城県

15 国立大学法人筑波技術大学
https://www.tsukuba-
tech.ac.jp/

茨城県

16 つくばエキスポセンター http://www.expocenter.or.jp/ 茨城県

17 群馬県立産業技術センター
http://www.tec-
lab.pref.gunma.jp/

群馬県

18 群馬県立自然史博物館
http://www.gmnh.pref.gunma.j
p

群馬県
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19 向井千秋記念子ども科学館
https://www.city.tatebayashi.g
unma.jp/kagakukan/

群馬県

20 国立研究開発法人 理化学研究所 https://www.riken.jp/ 埼玉県

21 越谷市科学技術体験センター
http://www.miracle.city.koshig
aya.saitama.jp

埼玉県

22 白井市文化センター・プラネタリウム
https://www.center.shiroi.chib
a.jp/planet/

千葉県

23
我孫子市鳥の博物館
および
公益財団法人山階鳥類研究所

https://www.city.abiko.chiba.jp
/bird-mus/

http://www.yamashina.or.jp/h
p/toppage.html

千葉県

24 鴨川シーワールド
http://www.kamogawa-
seaworld.jp

千葉県

25 総務省　消防庁　消防研究センター http://nrifd.fdma.go.jp 東京都

26
国立研究開発法人海洋研究開発機構
（JAMSTEC）

http://www.jamstec.go.jp/j/ 神奈川県

27
大学共同利用機関法人情報・システム研
究機構国立極地研究所

https://www.nipr.ac.jp/ 東京都

28 北極域研究加速プロジェクト（ArCS II) https://www.nipr.ac.jp/arcs2/ 東京都

29 国立大学法人電気通信大学 https://www.uec.ac.jp/ 東京都

30
日本女子大学理学部
日本女子大学大学院理学研究科

https://unv.jwu.ac.jp/unv/ 東京都

31 昭和薬科大学 https://www.shoyaku.ac.jp/ 東京都

32 帝京大学 https://www.teikyo-u.ac.jp/ 東京都

33
地方独立行政法人東京都健康長寿医療
センター研究所

https://www.tmghig.jp/resear
ch/

東京都

34
公益財団法人　中山隼雄科学技術文化
財団

http://www.nakayama-
zaidan.or.jp/

東京都

35 公益財団法人　市村清新技術財団 http://www.sgkz.or.jp/ 東京都
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36 公益財団法人日本科学技術振興財団 http://www2.jsf.or.jp/ 東京都

37 一般社団法人 日本シミュレーション学会 https://www.jsst.jp/ 東京都

38 一般社団法人日本応用地質学会 https://www.jseg.or.jp 東京都

39 一般社団法人日本地質学会
http://www.geosociety.jp/inde
x.php

東京都

40 多摩六都科学館 https://www.tamarokuto.or.jp/ 東京都

41 日本カメラ博物館
https://www.jcii-
cameramuseum.jp/

東京都

42
地方独立行政法人神奈川県立産業技術
総合研究所

https://www.kistec.jp/ 神奈川県

43 神奈川県立青少年センター科学部 http://kanagawa-yc.jp/ 神奈川県

44 神奈川県立生命の星・地球博物館
http://nh.kanagawa-
museum.jp/

神奈川県

45 日本RNA学会 https://www.rnaj.org/ 神奈川県

46 柏崎市立博物館
https://www.city.kashiwazaki.l
g.jp/k_museum/index.html

新潟県

47 黒部市吉田科学館 http://kysm.or.jp/ 富山県

48
公益財団法人砺波市花と緑と文化の財
団（庄川水資料館）

https://shogawa-
museum.jp/mizusiryoukansite
/

富山県

49 福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館
http://asakura-
museum.pref.fukui.lg.jp/

福井県

50 国立大学法人山梨大学
https://www.yamanashi.ac.jp/
social/378

山梨県

51 長野県工業技術総合センター
https://www.gitc.pref.nagano.l
g.jp/

長野県

52 岐阜市科学館
https://www.city.gifu.lg.ed.jp/
8307.htm

岐阜県

53 静岡科学館る・く・る https://www.rukuru.jp/ 静岡県

54 豊橋市自然史博物館
https://www.toyohaku.gr.jp/si
zensi/

愛知県
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55 豊橋市地下資源館
https://www.toyohaku.gr.jp/ch
ika/

愛知県

56 あいち産業科学技術総合センター http://www.aichi-inst.jp/ 愛知県

57 豊橋市地下資源館
https://www.toyohaku.gr.jp/ch
ika/

愛知県

58 半田空の科学館・半田市体育館 https://sky-handa.com/ 愛知県

59
碧南市少年少女発明クラブ・碧南市もの
づくりセンター

http://www.city.hekinan.lg.jp/s
oshiki/keizai_kankyo/shoko/h
atsumei/index.html

愛知県

60 藤原岳自然科学館
https://www.city.inabe.mie.jp/
kyoiku/shizen/shizen/100715
0/index.html

三重県

61 西堀榮三郎記念探検の殿堂
https://e-omi-
muse.com/tanken-n/

滋賀県

62 京都市洛西竹林公園竹の資料館
http://www.rakusai-
nt.com/tikurin

京都府

63
公益財団法人京都市環境保全活動推進
協会（京エコロジーセンター（京都市環境
保全活動センター）指定管理者）

https://www.miyako-eco.jp/ 京都府

64 大阪市立自然史博物館
http://www.mus-
nh.city.osaka.jp/index.html

大阪府

65 一般社団法人　レーザー学会
http://www.lsj.or.jp/LSJHP/L
SJindex.html

大阪府

66
大阪科学技術館
(一般財団法人大阪科学技術センター)

http://www.ostec.or.jp/pop/ 大阪府

67 明石市立天文科学館 https://www.am12.jp/ 兵庫県

68 兵庫県立人と自然の博物館 https://www.hitohaku.jp 兵庫県

69 姫路科学館
https://www.city.himeji.lg.jp/a
tom/

兵庫県

70 神戸市少年少女発明クラブ
https://www.kobe-
kagakukan.jp/

兵庫県

71 和歌山市立こども科学館 http://kodomo123.jp 和歌山県

72 島根県立三瓶自然館
https://www.nature-
sanbe.jp/sahimel/

島根県

4 / 5 ページ



R03.3.25現在

No 協力機関名称 協力機関WEBサイト 協力機関所在地（都道府県）

令和３年度科学技術週間協力機関一覧

73 島根県立しまね海洋館 aquas.or.jp 島根県

74 出雲科学館
https://www.izumo.ed.jp/kaga
ku/

島根県

75 岡山理科大学　恐竜学博物館
http://dinosaur.ous.ac.jp/mus
eum.html

岡山県

76 倉敷科学センター https://kurakagaku.jp/ 岡山県

77 広島大学放射光科学研究センター
http://www.hsrc.hiroshima-
u.ac.jp

広島県

78 広島大学両生類研究センター
https://amphibian.hiroshima-
u.ac.jp

広島県

79 福山自動車時計博物館 https://www.facm.net 広島県

80 山口県立山口博物館
http://www.yamahaku.pref.ya
maguchi.lg.jp/

山口県

81 防府市青少年科学館 www.solar-hofu.sakura.ne.jp 山口県

82 岩国市ミクロ生物館
http://micro.shiokaze-
kouen.net

山口県

83 徳島県立博物館
https://museum.bunmori.toku
shima.jp/

徳島県

84 徳島県立あすたむらんど　子ども科学館 https://www.asutamuland.jp/ 徳島県

85 佐賀県立宇宙科学館《ゆめぎんが》 https://www.yumeginga.jp/ 佐賀県

86 熊本大学附属図書館
https://www.lib.kumamoto-
u.ac.jp/

熊本県

87 宮崎市フェニックス自然動物園
http://www.miyazaki-city-
zoo.jp/index.html

宮崎県

88
公益財団法人　宮崎文化振興協会
宮崎科学技術館

http://cosmoland.miyabunkyo.
com/

宮崎県

89 国立大学法人琉球大学 https://www.u-ryukyu.ac.jp/ 沖縄県
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