
 
 

 

 

平成１９年４月１日現在 

 
財団法人横浜市ふるさと歴史財団 

 平成１９年度事業計画 
（平成１９年４月 1日から平成２０年３月３１日まで） 

 歴史博物館事業  （事業予算 ４２５，６９９千円） 

 

［ 運営方針 ］ 

 横浜市歴史博物館は、開港に至るまでの市域の歴史を「人々の生活」の視点から解明し、

市民が「ふるさと横浜」の歴史と文化に親しみ学ぶのに寄与することを目指します。その

ために、高い専門性に裏付けられた事業を進めるとともに、地域や学校との連携を一層深

めて、市民の期待や要望に即した活動を幅広く展開していきます 

 本年度は、学校団体利用促進のための月曜日開館の試行を５月まで延長し、ラストサタ

デープログラムの強化や中世史講座の開催、企画展・体験学習でのプロジェクト方式によ

る事業実施や評価システム実施の本格化など、サービス向上と積極的な業務内容の改善、

運営の効率化に努めていきます。 

 

１ 資料収集保管事業（寄附行為第４条第１号） 

（１）資料の収集 

項   目 目的・意図 

資料の寄贈・寄託 市民に理解と協力を求め、資料を流出・滅失・破損から守る。 
実物資料の購入 企画展や常設展で使用する資料を収集。 

購入予定：中・近世の海上・陸上交通に関する資料等 
レプリカ製作 市域に関する資料の複製等を行う。 

 複製予定：武蔵台遺跡出土漆紙文書「具注暦」 
      鶴岡八幡宮文書（武蔵国鶴見郷代官栄神事料足検納

状他） 
マイクロ撮影 市域に関する古文書資料のマイクロフィルム化と整理を行う。 

 撮影予定：萩原家文書 250 点 

（２）資料の修繕 
   古文書の裏打ち、考古資料の修復、美術工芸資料の修復を行う。 
    修繕予定：上矢部村絵図、赤羽刀（脇差） 
（３）資料の保存 
   横浜市歴史博物館ＩＰＭや燻蒸により、収蔵資料・展示資料の保存環境を維持するほか、資料保

管箱・土器台座・帙
ちつ

などの資料保管用品を作成する。 
（４）資料の整理活用 
   歴史博物館等で保管する考古・歴史・民俗資料の整理を進める。 
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   収蔵資料および展示資料の写真撮影・整理を進め、貸出を行う。 
    実施予定：データ入力 2,000 点、写真撮影 20 件、写真整理・登録 600 件、インターネット公

開 50 件、写真貸出 60 件、資料貸出 10 件、資料熟覧 20 件 
（５）図書資料の公開 
   一般図書文献の分類整理を進め、図書閲覧室での公開を行う。 
    実施予定：図書資料収集 3,000 点、分類データ入力 3,000 点 
（６）画像資料等の貸出 

   画像資料等を有料で貸出し、収益の向上と魅力資源の活用を図る。 
 

２ 調査研究事業（寄附行為第４条第１号） 

（１）調査研究 

項   目 目的・意図 今年度の成果目標 

基礎的調査研究１：収蔵資料に関する調査研究 

縄文時代のヒスイの

研究（２／２年次） 

寄贈されたヒスイを中心に、加工技術

と産地から横浜市域に到達するまで

の流通経路や人の動きを考察する。 

市域出土のヒスイについて調査と関

係資料の集成を行うとともに、まと

めを行う。 

合戦物語絵巻の多角

的研究（２／３年次） 

合戦絵巻物を素材とし、書誌学的な位

置づけを検討すると共に、有職
ゆうそく

故実
こ じ つ

、

武器・武具研究者などを交え多角的に

読み解く。 

「六波羅合戦絵巻」については、有

職故実研究、武器・武具研究の視点

からその特徴を探る。「後三年合戦絵

巻」については、制作・写本の状況、

伝来の仮定など書誌的な位置づけの

分析を行う。 

印融著作の基礎的研

究（２／３年次） 

横浜出身の学僧印融の写本・版本を書

誌学的に分析し、所蔵本のもつ価値と

類本中の位置づけを明らかにする。 

印融本の書誌学的検討・分析、所在

確認を行う。 

東海道屏風・絵巻の基

礎的研究（２／３年

次） 

東海道を題材とした屏風・絵巻につい

て、分類化及び作成年代の特定、その

作成意図について調査する。 

東海道屏風の撮影を行い、描写内容

の検討を行う。 

基礎的調査研究２：地域資料に関する調査研究 

土器の変化からみる

社会の変化（３／３年

次） 

弥生時代末期の土器の変化を分析し、

古墳時代への過渡期における市域の

特性を解明する。 

北川貝塚の資料など、これまでの成

果を踏まえて、各型式の分布傾向を

精査し、土器変化の地域的偏差を明

らかにするとともに、まとめ作業を

行う。 

杉山神社関係資料の

収集と研究（１／３年

次） 

古代から横浜において中心となる神

社である「杉山神社」について、古代

からの史料を収集・検討することで、

各時代における神社の位置づけを明

らかにし、歴史的過程を明らかにす

杉山神社に関係する資料を、主とし

て活字で刊行されている古代から近

世に至る資料群のなかから収集し、

目録化を進める。また、杉山神社に

関係する先行研究の成果を整理す
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資料の基

礎研究（２／３年次） 

市域の寺院資料や増上寺の入寺帳の

分析により、浄土宗僧侶の活躍を明ら

かにする。 

増上寺に所蔵される「入寺帳」等の

資料から、横浜市域に関係する僧侶

の記事を書き抜き収集する。 

香蔵
こうぞう

院珎
いんちん

祐
ゆう

記録の基

礎的研究（１／３年

次） 

横浜市内に拠点をおいた鶴岡八幡宮

塔頭のひとつである香蔵院珎祐の記

録から、室町時代の様子を明らかにす

る。 

鶴岡八幡宮の経営に影響を持ち、神

奈川湊付近に所領を持っていた香蔵

院（保土ヶ谷区）の資料から、室町

時代の横浜の姿を考察する。 

武州金沢藩に関する

基礎資料の分析（１／

３年次） 

武州金沢藩士萩原家文書中に含まれ

る藩庁文書を分析することにより、市

域に本拠を有する唯一の藩（大名）で

ある武州金沢藩（六浦藩・藩主米倉氏）

の近世後期から明治初年の実態を検

討する。 

萩原家文書中に含まれる藩庁文書を

選別するとともに、基本資料の一つ

である明治４年藩士親類書約３０点

を解読・翻刻し、既刊の江戸期の親

類書と合わせて、藩士家の出自や縁

戚等について検討する。 

日記・御用留の基礎研

究（２／３年次） 

村や宿場に残された江戸時代の日

記・御用留を収集し、その内容を分析

する。 

所在調査を行った日記・御用留類、

および当館所蔵の日記・御用留類の

記載事項を調査する。 

市域の農具調査（４／

４年次） 

市域における農具の変遷や地域差等

について、分析・検討を行う。 

唐箕・犂・千歯扱きについての補足

調査を行うとともに、それぞれの横

浜市域における特徴を明らかにす

る。 

横浜の歴史をテーマにした調査研究：企画展に生かすための調査研究 

ムラに生きる人々 各時代の人々の生活・信仰、宿場や街

道などの諸相を明らかにする。 

２０年度開催の企画展に関する準備

を行う。 

人と物の流れ 陸の道・海の道を通してもたらされる

文化の伝播などを明らかにする。 

２１年度開催の企画展に関する準備

を行う。 

変わる横浜の姿 開発による景観の変化や人々の生活

の変遷などを明らかにする。 

２２年度開催の企画展に関する準備

を行う。 

（２）調査報告書の作成・刊行      
   調査研究で蓄積した基礎データ等の公開を行う。（800 部） 

 

３ 常設展事業（寄附行為第４条第２号） 

（１）展示物やビデオ機器類の保守点検、修繕等の管理を行う。 

（２）常設展示室の構造と特色を生かして、来館者の満足度を高めるための事業を行う。（観覧者見込

数 ７７，６００人） 

（ア）スタディサロンに、定期的に新収集資料の展示紹介コーナーを開設し、学芸員が解説を行う。 
（イ）教員の要望により、エデュケーターが展示を教材とした授業例を実演する。 
（ウ）展示解説員の配置にむけての検討を進める。 

（３）開館以降の資料収集などの成果を活用し、来館者の多様な要望に応えられるような全面更新計      



画の検討を始める。 

 

４ 企画普及事業（寄附行為第４条第２・４・５・６・８号） 

＜プロジェクト方式の実施＞ 

これまで個々の事業として実施していた企画展・講座・体験学習・イベント・広報などを企画普及

事業として、専門職員・事務職員混成によるプロジェクトチームにより、企画立案から実施・評価ま

で総合的に取り組み、その結果を基にして平成２０年度事業立案と実施準備、評価指標の作成を行う。 
 
 
 
 
 
 事業への取り組み方 

（イメージ図） 
 
 
（１）企画展・特別展 

事業名称（仮称）／開催期間 観覧者見込数 目的・意図、実施内容 

特別展 

「ヒトが移る、モノが動く－古代の東

国にその痕跡を探る－」 

平成１９年４月２８日（土） 

～６月２４日（日） 

 

30,000 人 ・古代の横浜と海外、横浜と列島各地

とのつながり、東国地域における古

代の人と物の流れの特徴を紹介 

・小学生をターゲットにしたパネルを

併設 

・講演会・フロアレクチャーの開催 

・図録、子ども向け解説シートの作成

・関連事業 

企画展 

「旅のキヲク」 

平成１９年７月１４日（土） 

～９月 ２日（日） 

10,000 人 ・高度経済成長期前後の「旅行」をテ

ーマに家族で楽しめる展示 

・フロアレクチャーの開催 

・図録の作成 

・関連事業 

テーマ展示 

「合戦絵巻物の世界」 

平成１９年 ９月１５日（土）

～１０月８日（月・祝）

2,000 人 ・平安末期から鎌倉初期の合戦絵巻や

関連資料、西ノ谷遺跡出土物を紹介

・関連事業 

企画展 

「鶴見合戦－中世横浜は戦場になった

－」 

平成１９年１０月２０日（土）

～１１月２５日（日） 

8,000 人 ・中世横浜に見られる南北朝内乱のう

ち、鶴見区で行われた合戦を紹介 

・フロアレクチャーの開催 

・図録の作成 

・関連事業 
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「平成１９年度横浜市指定・登録文化財」

展「横浜の遺跡」展 

平成１９年１２月 ８日（土）

～平成２０年１月１４日（月・祝）

3,000 人 市域の文化財を身近なものとして感

じてもらうことを目的として、横浜市

で新しく指定・登録された文化財を公

開する展示会を開催。埋蔵文化財セン

ター主催「横浜の遺跡展」とあわせて

開催。無料。 

・研究講座の開催 

・関連事業 

企画展 

「江戸時代のよこはま－青葉区 

域の村々と矢倉沢往還－」 

平成２０年１月２６日（土）

～平成２０年３月１６日（日） 

8,000 人 ・江戸時代の矢倉沢往還と青葉区域の

景観と生活を紹介 

・研究講座、フロアーレクチャーの開

催 

・図録の作成 

・関連事業 

（２）講座・講演会 

  項   目 参加者見込数           目的・意図 

古文書解読教室－初めての

古文書－ 

各回 50 人 初心者を対象に、専門職員を講師として古文書の

解読講座を開催する。連続１０回。 

古代史講読講座 各回 50 人 専門職員を講師として古代史の基礎文献を読み

解く。連続５回。 

中世史講読講座 各回 50 人 専門職員を講師として中世史の基本文献を読み

解く。連続５回。 

開館記念特別講演会 150 人 博物館の開館日を記念して特別講演会を行う。 

日時：平成２０年２月３日（日） 

演題、講演者未定。 

土器づくり教室   各回 20 人 港北ニュータウン地域内発見の縄文時代の土器

をモデルに複製を試みる。市民協働の一環とし

て、専門職員と横浜縄文土器づくりの会とが指導

にあたる。連続４回。 

・関連事業  体験学習室展示 

（３）普及体験 
項   目 参加者見込数 目的・意図 

体験学習（日常） 60,000 人 体験学習室で、銅鐸・火打ち石などに直接触れ、歴史を実

感できるようにする。近隣小学校と連携して利用促進を図

る。無料。 

子供の居場所 5,000 人 体験学習室のプログラム（「江戸時代の旅」「ちょっと昔を

探してみよう」）に合わせ、子ども向けのワークシートな

どを用意し、放課後や週末の子どもの居場所を提供する。

無料。 



地域デイケアセンター

等との協働 

 地域のお年寄りの方々に昔の道具に接してもらったり、

体験をお話してもらうなど、回想法を取り入れた事業を

施行し、地域福祉に貢献すると同時に、地域とのふれあ

いの場の提供を目指す。 

体験学習（催事） 1,000 人 野外施設の工房・体験広場等で、小学生の親子を中心に各

種の体験をとおして、遊びながら歴史に触れる教室を開催

する。勾玉作り、土偶作り、紙すき、ぞうり編み他を実施。

２１日４２回開催。 

土器野焼き見学 300 人 野外施設の体験広場で土器の野焼きを行い、見学者に野焼

きの迫力を感じてもらう。年３回。無料。 

竪穴住居に泊まろう 30 人 遺跡公園の復元住居に家族単位で泊まる体験。９月１〜２

日開催。 

デリバリーパック  火起し道具などを学校等の要望に応じ貸し出す。 

また、今年度から有料による貸出を検討する。 

出張授業 100 人 土器作り指導や体験学習などを学校等の要望に応じて行

う。昨年度の土器作り指導の実績は小学校３校。市民団体

との協働で実施する。無料。 

夏休みれきし教室 各回 30 人 夏休み期間中、児童生徒を対象に専門職員による博物館の

仕事や見どころの解説など、博物館への関心を深めるため

の教室を開催する。８月６・27 日、６回開催。無料。 

土器づくり教室作品展 1,000 人 体験学習室を利用して、作品展を開催するとともに、土器

づくりの方法を展示する。平成２０年３月末から４月上旬

に開催。無料。 

ふるさと横浜探検 各回 20〜35 人 横浜市内外の史跡・博物館を巡り、専門職員や外部講師が

解説にあたる。年間６回（このうち３回はガイドバスツア

ー）。 

 
 
 
 
 
 
 

体験学習 歴史講座  

 
（４）集客イベント等 

項   目 内   容 

ラストサタデープログラム 毎月最終土曜日に常設展示室で学芸員による展示解説を行う。 
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新たな顧客層獲得とリピート率向上のために、４～７月に最終

土曜日や連休に小学生向け体験ミニイベント（火おこし、勾玉

づくり、時代衣装体験、コンサート、寄席など）を開催する。 

 

新たな集客対策のためのイベント事業を検討・企画する。 

エントランスコンサートの実施 歴史博物館をより身近なものとして利用していただくため、博物

館エントランスを会場にコンサートを開催する。年２回。無料。

開館記念日行事 １月３１日の開館を記念して、各種行事を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）市民協働 

項   目 内   容 

市民ボランティアにより、博物館野外施設の解説ガイドを行うと

ともに生涯学習支援を行う。第５期生 ５０人（１期２年間） 

ボランティアの活用 

常設展示ガイドの実施に向けて、マニュアル作成・募集・ガイド

研修等の準備を行う。 

地域デイケアセンター等との協働 ４（３）記載のとおり。 

出張事業 ４（３）記載のとおり。 

イベント（エントランス
コンサート） 

（ サ ）

学校との連携 

（６）学校連携 

項   目 内   容 

エデュケーターを中心に、児童生徒向けテキスト・教員向けテキ

ストを活用した博物館利用を促進する。また、「学校の博物館利

用研究会」を開催し、学校との連携の強化を図る。 

学校団体受付拡充のため、４・５月の月曜開館を実施する。 

 学校利用件数見込 ４７０校 

博物館利用の促進 

各施設の学校利用促進のためのＩＴ活用等の検討を行う。 

教員研修 

 

教育委員会と連携し、展示を活用した学習法や体験学習カリキュ

ラムの研修を実施。８月１日（予定）。６０人。 

（７）広報・広聴 

項   目 内   容 
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広報 市営地下鉄駅構内の広報案内看板による広報（６駅） 
市営地下鉄の車内放送による広報 
インターネットによる広報 
一般新聞・雑誌等への広告掲載による広報 
FM 放送への話題提供 
区民まつりへの出店参加による広報（都筑区） 

地域文化財情報の発信 区や学校等と連携し、講演会の開催・広報印刷物発行等を行う。

市民ニーズの把握 アンケートやモニタリングを行い、顧客満足度と市民ニーズを把

握し、評価・改善のためのデータを作成する。 

（８）出版 

項   目 内   容 

リーフレット類作成 歴史博物館案内パンフレットを作成する。 

歴史博物館催し物案内を作成する。（年２回） 

出版物発行 「年報」（発行 2,000 部） 

「横浜市歴史博物館ニュース」（発行 20,000 部、年２回） 

「横浜市歴史博物館資料目録」第１６集（発行 700 部） 
「紀要」第１２号（発行 800 部） 

（９）実習生・研修生の受入 

項   目 内   容 

博物館館務実習 学芸員資格取得を目指す実習生を受け入れる。夏期の集中型と１

年を通じた分散型の２回に分け実習を行う。約２０人。 

社会研修・職場体験 大学の社会研修（インターンシップ）や中高生の職場体験など

を受け入れる。無料。 

 

５ 情報事業（寄附行為第４条第４・５・６号） 

（１）収蔵資料等データ入力 
館蔵品、寄贈・寄託資料及び市域指定文化財のうち、データベース化（2,000 点）・インターネッ

ト公開を促進する。 
（２）映像資料の公開 

常設展示室映像コーナーで横浜の歴史や文化財に関するビデオの公開。 

ビデオの学校・地域への貸出し方法を検討する。 

（３）文化財情報システムの運用 

   インターネット等による文化財情報の管理・発信やグループウェアに関わる機器類の保守を行う。 

インターネットを利用した情報提供  アクセス件数 72,500 件 
（４）ホームページを利用した市民ニーズの把握 

   ホームページ上で、施設に対する市民のニーズを把握する。 

 

６ 歴史博物館管理運営事業（寄附行為第４条第７号） 

  横浜市歴史博物館及び野外施設の管理運営を行います。 
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（１）横浜市歴史博物館及び野外施設の管理 
（２）研修室・講堂、エントランスホール等の貸出及び稼働率の向上 
（３）広告料収入等の確保 
 


