
（別表１）

平成20年「宇宙の日」全国小･中学生作文絵画コンテスト協力科学館一覧

No. 科学館・博物館 〒 都道府県 住所

1 札幌市青少年科学館 004-0051 北海道 札幌市厚別区厚別中央1条5-2-20

2 ● 余市宇宙記念館スペース童夢 046-0003 北海道 余市郡余市町黒川町6-4-1

3 室蘭市青少年科学館 051-0015 北海道 室蘭市本町2-2-1

4 苫小牧市科学センター 053-0018 北海道 苫小牧市旭町3-1-12

5 むかわ町穂別地球体験館 054-0211 北海道 勇払郡むかわ町穂別79-5

6 岩見沢郷土科学館 068-0833 北海道 岩見沢市志文町809-1

7 旭川市科学館「サイパル」 078-8329 北海道 旭川市宮前通東（北彩都あさひかわシビックコア地区）

8 釧路市こども遊学館 085-0017 北海道 釧路市幸町10-2

9 小樽市総合博物館 047-0041 北海度 小樽市手宮1-3-6

10 東川町教育委員会 071-1493 北海道 上川郡東川町東町1-15-3(農村環境改善センター内）

11 八戸市視聴覚ｾﾝﾀｰ･児童科学館 031-0001 青森県 八戸市類家4-3-1

12 青森県立三沢航空科学館 033-0022 青森県 三沢市大字三沢字北山158

13 盛岡市子ども科学館 020-0866 岩手県 盛岡市本宮字蛇屋敷13-1

14 角田市スペースタワー･コスモハウス 981-1505 宮城県 角田市角田字牛館100

15 仙台市天文台 989-3123 宮城県 仙台市青葉区錦ヶ丘9丁目29-32 

16 秋田県児童会館 010-0955 秋田県 秋田市山王中島町1-2

17 ● 郡山市ふれあい科学館 963-8002 福島県 郡山市駅前2-11-1

18 つくばエキスポセンター 305-0031 茨城県 つくば市吾妻2-9

19 ● わくわくグランディ科学ランド 321-0151 栃木県 宇都宮市西川田町567

20 向井千秋記念子ども科学館 374-0018 群馬県 館林市城町2-2

21 吉川市児童館ワンダーランド 342-0035 埼玉県 吉川市大字高久1260

22 さいたま市青少年宇宙科学館 330-0051 埼玉県 さいたま市浦和区駒場2-3-45

23 越谷市立児童館コスモス 343-0042 埼玉県 越谷市千間台東2-9

24 ● 入間市児童センター 358-0001 埼玉県 入間市向陽台1-1-6

25 習志野市総合教育センター・プラネタリウム館 275-0001 千葉県 習志野市東習志野3-4-4

26 千葉市科学館 260-0013 千葉県 千葉県千葉市中央区中央4丁目5番1号

27 東金こども科学館 283-0801 千葉県 東金市八坂台1-2107-3

28 日本科学未来館 135-0064 東京都 東京都江東区青海2-41

29 ★ 科学技術館 102-0091 東京都 千代田区北の丸公園2-1

30 府中郷土の森博物館 183-0026 東京都 府中市南町6-32

31 東芝科学館 212-8582 神奈川県 川崎市幸区小向東芝町1

32 三菱みなとみらい技術館 220-8401 神奈川県 横浜市西区みなとみらい3-3-1三菱重工横浜ビル 

33 カナコー天文台 228-0828 神奈川県 相模原市麻溝台8-12-5

34 新潟県立自然科学館 950-0948 新潟県 新潟市女池南3-1-1

35 富山市科学博物館 939-8084 富山県 富山市西中野町1-8-31

36 いしかわ子ども交流センター 921-8101 石川県 金沢市法島町11-8

37 金沢市キゴ山天体観察センター 920-1141 石川県 金沢市平等本町力13-1

38 石川県立航空プラザ 923-0995 石川県 小松市安宅新町丙92

39 宇宙科学博物館コスモアイル羽咋 925-0027 石川県 羽咋市鶴多町免田25

40 福井県児童科学館 919-0475 福井県 坂井市春江町東太郎丸3-1

41 八ヶ岳自然文化園 391-0115 長野県 諏訪郡原村17217-1613

42 飯田市美術博物館 395-0034 長野県 飯田市追手町2-655-7

43 松本市教育文化センター 390-0221 長野県 松本市大字里山辺2930-1

44 （財）上田市地域振興事業団　上田創造館 386-1102 長野県 上田市上田原1640

45 かかみがはら航空宇宙科学博物館 504-0924　 岐阜県 各務原市下切町5-1
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46 ● 関市まなびセンター 501-3802 岐阜県 関市若草通2-1

47 飛騨プラネタリウム 506-0205 岐阜県 高山市清見町夏厩918-1

48 ● ディスカバリーパーク焼津 425-0052 静岡県 焼津市田尻2968-1

49 綾部市天文館（パオ） 623-0005　 京都府 綾部市里町久田21-8

50 福知山市児童科学館 620-0017 京都府 福知山市字猪崎377-1

51 きっづ光科学館ふぉとん 619-0215 京都府 木津川市梅美台8-1

52 大阪科学技術館 550-0004 大阪府 大阪市西区靱本町1-8-4

53 大阪府立大型児童館ビッグバン 590-0115 大阪府 堺市南区茶山台1-9-1

54 姫路科学館 671-2222 兵庫県 姫路市青山1470-15

55 明石市立天文科学館 673-0877 兵庫県 明石市人丸町2-6

56 にしわき経緯度地球科学館「テラ・ドーム」 677-0039 兵庫県 西脇市上比延町334-2

57 橿原市立こども科学館 634-0075 奈良県 橿原市小房町11-5 

58 ● 鳥取市こども科学館 680-0841 鳥取県 鳥取市吉方温泉3-701

59 メテオプラザ 690-1311 島根県 松江市美保関町七類3246-1

60 島根県立三瓶自然館サヒメル 694-0003 島根県 大田市三瓶町多根1121-8

61 吉備高原ニューサイエンス館 716-1241 岡山県 加賀郡吉備中央町吉川4124-5

62 岡山県立児童科学館 700-0016 岡山県 岡山市伊島町3-1-2

63 倉敷科学センター 712-8046 岡山県 倉敷市福田町古新田940

64 ★ 広島市こども文化科学館 730-0011 広島県 広島市中区基町5-83

65 三次市ジミー・カーターシビックセンター 729-4101 広島県 三次市甲奴町本郷940

66 ● 呉市海事歴史科学館（大和ミュージアム） 737-0029 広島県 呉市宝町5-20

67 ● 香川県立五色台少年自然センター 779-1243　 徳島県 阿南市那賀川町上福井南川渕8-1

68 阿南市科学センター 761-8002 香川県 高松市生島町423

69 北九州市立児童文化科学館 805-0068 福岡県 北九州市八幡東区桃園3-1-5

70 スペースワールド宇宙博物館 805-8585 福岡県 北九州市八幡東区東田4-1-1

71 ● 福岡県青少年科学館 830-0003 福岡県 久留米市東櫛原町1713

72 ● 佐賀県立宇宙科学館 843-0021 佐賀県 武雄市武雄町大字永島16351

73 ● 長崎市科学館 852-8035 長崎県 長崎市油木町7-2

74 ● 佐世保市児童文化館 857-0025 長崎県 佐世保市熊野町261

75 コンパルホール 870-0021 大分県 大分市府内町1-5-38

76 大分県マリンカルチャーセンター 876-2301 大分県 佐伯市蒲江大字竹野浦河内1834-2

77 犬飼星の見える天文台 879-7301 大分県 豊後大野市大字黒松字ヲサシロ2265-1

78 ● 宮崎科学技術館 880-0879 宮崎県 宮崎市宮崎駅東1-2-2

79 北きりしまコスモドーム 886-0005　 宮崎県 小林市大字南西方8577-18

80 鹿児島市立科学館 890-0063 鹿児島県 鹿児島市鴨池2-31-18

81 輝北天球館 899-8511 鹿児島県 鹿屋市輝北町市成1660－3

82 那覇市久茂地公民館 900-0015 沖縄県 那覇市久茂地3-24-1

●：絵画のみ受付　　　★：作文のみ受付
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