
令和 2年度「京都市青少年科学センター」の団体利用の御案内 

 

１ 御予約いただける団体 

 15 人以上の団体（ただし，団体料金の適用は 30人以上の団体） 

 

２ 団体予約手続きの流れ 

① 青少年科学センターホームページ（http://www.edu.city.kyoto.jp/science/）の「団体のお申込み」

から，「青少年科学センターの団体利用申請書（団体予約票）」をプリントアウトし，必要事項を記

入のうえ，FAX（075-642-1605）で送信してください。 

② FAX 送信後，受信確認の御電話（075-642-1601）をお願いいたします。 

 

! FAX 送信後，必ず受信確認のお電話をいただきますようお願いします。FAX のみで予約手続きは

完了いたしません。御注意ください。 

    電話受付時間 午前 8時 30 分～午後 12 時，午後 1 時～午後 5時となります。 

   ! 御予約は御利用の 1 週間前までにお願いいたします。 

 

３ 留意いただきたいこと 

・お盆期間中も開館しておりますが，8 月 8 日（土）～16日（日）までは，大変込み合うため団体予

約をしていただけません。 

・プラネタリウムの観覧は 7 月 18 日（土）までリニューアル工事のため，休止しております。7 月

22 日（水）の観覧分から御予約いただけます。 

・隣接する京エコロジーセンターの見学は，京都市青少年科学センターでは対応いたしかねます。恐

れ入りますが京エコロジーセンター（075-641-0911）に直接御相談ください。 

 

 ４ プラネタリウムの観覧について 

(1)1 回あたりの定員は，下表(3)の団体投映枠は 180 人，一般投映オリジナル番組及びちびっこプラネ

タリウム枠は，平日 130 人，土日祝日及び学校休業期間中 100 人です。 

(2)団体投映枠での投映番組（御予約時にお選びください。ただし，予約状況により御希望に添えない

場合があります。 

番組 対象 所要時間 内容 

一般投映 

オリジナル番組 
小学 3 年生～大人 約 45 分間 

当日の星空の解説や天文や宇宙に関するテーマ

（季節ごとに異なる。）で解説。 

学校向け投映 

星の動き 
小学 4 年生 約 45 分間 

季節の星空解説のほか，一日の星の動きについ

て学習します。 

学校向け投映 

月の形と動き 
小学 4 年生 約 45 分間 

季節の星空解説のほか，月の形と動きについて

学習します。 

ちびっこ 

プラネタリウム 
4歳児～小学2年生 約 40 分間 

当日の星空や星座の紹介のほか，星にまつわる

お話。 

星空さんぽ どなたでも 約 30 分間 
当日の星空のもと，天文現象や主な星座を中心

に紹介する短縮番組 

http://www.edu.city.kyoto.jp/science/


 (3)観覧可能な時間 

平日 11:00 12:00 13:00 14:25 15:45 

月 曜 日 団体投映 団体投映 
一般投映 

オリジナル番組 団体投映 
一般投映 

オリジナル番組 

火～金曜日 ― 団体投映 団体投映 団体投映 
一般投映 

オリジナル番組 
 

土・日・祝 

春夏冬休み平日 

10:00 11:00 12:00 13:00 14:25 15:45 

団体投映 
ちびっこ 

プラネタリウム 団体投映 
一般投映 

オリジナル番組 
ちびっこ 

プラネタリウム 
一般投映 

オリジナル番組 

・京都市立学校の学習受け入れの都合により，団体投映枠でも御予約いただけない場合がございます。

御了承ください。 

・夏休み期間（7 月 22 日（水）～8 月 31 日（月））の団体投映枠で御予約いただける番組は，「ちび

っこプラネタリウム」か「星空さんぽ」のどちらかにさせていただきます。 

・7 月 18 日（土）までリニューアル工事のため，投映を休止しております。プラネタリウムは 7 月

22 日（水）の観覧分から御予約いただけます。 

 

５ 団体の入場料及びプラネタリウム観覧料について 

プラネタリウムは，展示場への入場料とは別にプラネタリウム観覧料(同額）が必要となります。 

プラネタリウムのみの御利用はできません。 

 

(1) 30 人未満の場合の料金（個人料金） 

・予約時に 30人以上でも，御来館時に 30 人未満の場合は団体料金ではなく，個人利用料金になり

ます。 

 幼児 小学生 中高生 大人 

展示場のみ 無料 100 円 200 円 520 円 

展示場＋プラネタリウムの場合 無料 200 円 400 円 1,040 円 

 

(2)30 人以上の場合の料金（団体料金） 

① 保育所（児童福祉法に規定する児童福祉施設であること） 

  特定地域型保育事業所（子ども・子育て支援法第 29 条第 1項に規定する事業を行う事業所であること） 

   幼稚園（幼稚園に相当する各種学校を含む） 

 幼児 引率職員 保護者・ボランティア等 

展示場のみ 無料 無料 470 円 

展示場＋プラネタリウムの場合 無料 無料 940 円 

 

② 特別支援学校 

児童福祉法第七条に規定する児童福祉施設（放課後デイサービス含む） 

京都市内の放課後児童健全育成事業（学童クラブ，学童保育等） 

 小学生 中高生 引率職員 保護者・ボランティア等 

展示場のみ 無料 無料 無料 470 円 

展示場＋プラネタリウムの場合 無料 無料 無料 940 円 



③ 京都市内の国・府・私立小・中・高等学校及び各種学校 

 小学生 中高生 引率職員 保護者・ボランティア等 

展示場のみ 50 円 100 円 260 円 470 円 

展示場＋プラネタリウムの場合 100 円 200 円 520 円 940 円 

※ただし，土曜日・日曜日は児童生徒無料 

   

④ その他の団体 

 小学生 中高生 引率職員 保護者・ボランティア等 

展示場のみ 90 円 180 円 470 円 470 円 

展示場＋プラネタリウムの場合 180 円 360 円 940 円 940 円 

※京都府内（京都市を除く）にある，小中高等学校が行う団体観覧で，児童生徒の過半数が京都

市内在住の場合の京都市内に在住する児童生徒・引率職員の料金は上記③に同じ。 

 

(3)障害者手帳等の提示による入場・観覧 

・本人及び介助者（原則 1 名）は無料です。 

・手帳の御提示が必要です。コピーは不可とさせていただいております。 

・手帳の種類：身体障害者手帳，精神障害者保健福祉手帳，療育手帳，被爆者健康手帳 

戦傷病者手帳 

 

６ その他 

(1)下見について 

・事前に下見を希望される場合は，団体利用申請書に下見日，希望時間，人数を記入してください。

（状況により，日時の変更をお願いする場合があります。） 

・団体利用の御予約をいただいている場合は，下見の入場料は無料（1 団体 1 回まで）です。 

・団体利用の御予約なく下見を御希望の場合は，入場料（個人料金）が必要です。ただし，下見当

日の入館時に団体利用を御予約いただける場合は無料となります。 

 

(2)駐車場について 

・駐車料金は無料です。 

・入館が 9時～12 時までの場合：バスの留置きが可能です。（駐車できる台数には限りがあります。

予約の先着順に駐車場スペースを確保いたしますので，留置きできない場合もあります。） 

・入館が 12 時以降の場合：バスの駐車場スペースの確保は行っておりません。 

・バス以外の車両については，入館時間に関わらず駐車場スペースの確保は行っておりません。 

・京エコロジーセンターのみ見学する場合の駐車はお断りしております。 

 

(3)御食事について 

・食堂はありませんが，お持ちいただいた食べ物を召し上がっていただくスペースはございます。

（屋外：200 人程度，屋内：150 人） 

・飲料及びアイスクリームの自動販売機は設置しております。 



   ・食事は他団体との調整が必要ですので，時間を御指定いただくことはできません。また，食事場

所及び時間帯は他団体と併用となる場合がありますので御了承ください。 

 

(4)「雨天のみ来館」及び「雨天中止」の予約について 

・「雨天のみ来館」及び「雨天中止」の予約も可能です。 

・プラネタリウムの予約はできません。 

・駐車場の予約はできません。 

・来館の有無は，当日の天候に関わらず遅くとも当日午前 9時までには必ず御連絡ください。 

（電話受付は午前 8時 30 分から） 

 

(5)キャンセルについて 

・キャンセル料はいただいておりません。来館されないことが決定次第，速やかに御連絡ください。 


