
 
 

 

 

平成１９年４月１日現在 

（平成１９年４月 1日から平成２０年３月３１日まで） 

 
財団法人横浜市ふるさと歴史財団 

 平成１９年度事業計画 

 開港資料館事業  （事業予算 １９４，５１２千円） 

 

［ 運営方針 ］ 

横浜開港資料館は、開港期を中心とする横浜の歴史に関する資料を収集・整理・保存し、

閲覧や展示、各種講座・講演会、出版などを通じて広く市民に公開することにより、市民

の歴史に対する関心や学習意欲に応え、横浜の歴史文化を内外に発信します。 

本年度は、前年度に引き続き開港１５０周年プレリュード企画展を開催するとともに横

浜市に区制が施行されて８０周年にあたることから、これを記念する展示などを行ってい

きます。 

また、横浜市郷土史団体連絡協議会との共催講座の開催をはじめ市民・マスコミ・商店

会や自治会などの地域団体、市役所、区役所との連携を深め、さまざまな協働事業を行い

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 地域の貴重な歴史資料の流出・滅失・破損を防ぐため、市民に

理解と協力を求めながら、積極的に歴史資料の寄贈や寄託を受

ける。 

資料購入 開港期を中心とする横浜の歴史に関する国内や海外の資料、展

示用資料、新聞・雑誌、文献等を、広く目配せしながら購入す

る。 

資料の撮影 原本で収集できない歴史資料を、マイクロフイルム撮影により

収集する。また、原本の保存や閲覧利用の必要上、原本資料を

撮影して複製本を作成する。  

（２）資料の整理・公開 

   収集した歴史資料を、それぞれ資料群に応じた合理的な分類方法によって整理し、目録作成のう

え閲覧利用に供する。 

   閲覧室での一般利用に適さない絵図・古写真・地図など画像資料は、デジタル化し、閲覧室でコ

ンピュータ画面により公開する。 

（３）資料の保管 

   資料は、常時温度 20～23 度、湿度 50～60％を保った収蔵庫で保管する。 
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   収蔵資料のうち、劣化或いは破損した資料は専門業者に委託して補修を行い、大型の器物等資料

は、外部の資料倉庫を借り上げ保管する。また、通年、収蔵庫や展示室、閲覧室などにおける昆虫

やカビ、塵芥などの測定調査を行い、資料環境の維持管理を図る。 

（４）資料等の貸出 

   収蔵資料の普及と有効利用を図るため、類似施設等の求めに応じ展示会へ資料を貸し出す。また

出版物への掲載や番組作成のために複製資料を提供する。提供は原則として有料とし、収益の向上

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 

   歴史資料の収集・整理や歴史・資料の研究、また閲覧や企画展示等公開普及事業など、資料館業

務を遂行する上で必要な調査研究を行います。 

項 目 今年度の目標 成果の活用法 備 考 

【開国・開港期の歴史】 

・幕末・明治期の史跡と古記

録の研究 

（２／５年次） 

 

①幕末～明治初年の横浜の歴史に関

する資料や史跡の所在を明らかにす

る 

②横浜浮世絵に描かれた横浜の町づ

くりについての検討を行う 

企画展示、新聞

連載など 

・開国、開港期資料

調査を包括的に行

う 

・安政５カ国条約に

関する調査は次年

度以降とする 

【横浜近代政治史】 

・横浜市政史の研究 

（２／５年次） 

①有吉忠一関係資料の分析 

②千葉県、宮崎県等の調査 

企画展示など ・近郊部調査は、次

年度以降に見送る

【横浜近代経済史】 

・明治・大正期の貿易・産業

に関する研究 

・横浜の花卉生産と輸出に関

する研究 

（２／５年次） 

①阪田安雄文庫の整理、茂木商店関

係資料の整理 

②横浜植木関係資料の整理 

①閲覧公開 

 

②企画展示など 

・生糸貿易及び園芸

貿易調査に重点を

置く 

【横浜近代文化史】 

・横浜の出版文化に関する研

究（２／５年次） 

①和装本（横浜本）の書誌データの

集積 

②館蔵和装本の整理 

①閲覧公開など ・横浜における出版

状況から横浜にお

ける教育史につい

ても探る 

【横浜近代欧米関係史】 

・横浜外国人社会に関する研

究 （２／５年次） 

①ブルーム関係文書の整理、目録化 ①閲覧公開など ・居留地撤廃過程を

含めたものとする

【横浜近代アジア関係史】・

横浜在留華僑・華人に関する

研究（２／５年次） 

①華僑・華人からの聞き取り調査、

反訳 

＊中華街関係団体との連携 

①企画展示など ・開港都市ネットワ

ークは副次的なも

のとする 
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【歴史情報に関する研究】・

明治・大正期の横浜関係情報

に関する研究 

（２／５年次） 

①明治・大正期発行の新聞、雑誌か

らの横浜関係記事の集積、整理 

②「実業の横浜」記事目録の作成 

①「記事目録」

の刊行 

②企画展示など 

・併せて関連機関の

資料収蔵情報等の

収集を行う 

＊平成１８年事業総体の実施状況により調査研究事業の統合、見送りなどの見直しを図った。 

＊歴史資料の保存に関する調査・研究は、資料の保存管理、修復事業の過程で実施する。 

 
（２）調査研究の委託 
   内部の専門職員だけでは実施出来ない調査研究を、外部の専門家団体と協働して行い、資料の収

  集・整理、普及などの業務に反映させる。 
  ＊委託研究の区分、内容について平成１８年事業総体の実施状況により統合、見送りなどの見直し 

   を図った。 

項   目 目的・意図 今年度の成果目標 

＊幕末・明治初年の貿易史と古記録に

関する調査研究（２／５年次） 

 

 

①幕末・明治初年の貿易関係史料の調査

と分析 

②江戸期の古記録に関する調査（市内旧

家が所蔵する文書を中心に） 

横浜近世・近代史分野の 

調査研究 

＊横浜市政及び周辺郡部の調査研究及

び横浜の貿易・経済史の調査研究 

（２／５年次） 

①明治・大正期の古記録に関する調査

（市内旧家が所蔵する文書を中心に）

②区制が施行された時期の横浜市政関

係資料の調査 

横浜国際関係史分野の

調査研究 

居留地撤廃後の横浜在住外国人社会の

研究（３／３年次） 

①関係資料の所在調査と資料分析 

②在住外国人のデータベース化 

（３）研究紀要の発行 

   「横浜開港資料館紀要」第２６号を発行する。（発行 1,250 部） 

 

３ 常設展事業（寄附行為第４条第２号） 

（１）常設展示室１「横浜開港への道」、及び常設展示室２「街は語る－開化ヨコハマ－」の２室の維

持管理を行う。（観覧者見込数 ５７，０００人） 

（２）展示等事業の広報 

項   目 内   容 

広報誌発行 館報「開港のひろば」第９６～９９号を発行する。 

（発行部数：13,000～15,000部） 

リーフレット類作成 開港資料館案内パンフレット・催し物案内を作成する。 



その他広報 市営地下鉄駅構内の案内看板による広報（関内駅） 

みなとみらい線駅構内の案内看板による広報（日本大通り駅） 

市営バスの車内放送による広報 

インターネットによる広報 

市内観光案内所、ホテルへのチラシ訪問配布 

新聞・雑誌等への記事掲載による広報 

（３）新収集資料コーナー 

常設展示室に特別コーナーを設け、寄贈、寄託された資料、修復された資料等を紹介する。 

 

 

 

 
常設展情報 
コーナー  展示の様子 

 

４ 企画普及事業（寄附行為第４条第２・４・５・６・８号） 

（１）企画展の実施   館内プロジェクトチームにより実施 

企画展名称（仮称）／開催期間 観覧者見込数 目的・意図 

開港150プレリュード 

「横浜浮世絵―よみがえる幕末・

明治のまちづくり―」展 

平成１９年４月２５日（水） 

～７月２９日（日） 

21,000人 幕末から明治初年にかけて描かれた横浜浮世

絵を題材に横浜の町づくりの歴史を振り返る。

区制８０周年記念 

「大横浜の時代」展 

平成１９年８月１日（水） 

     ～１０月２８日（日) 

12,000人 区制８０周年を記念して、近代日本の港湾行政

と横浜市政の変遷を紹介する。 

「実業の横浜を読む」展 

平成１９年１０月３１日（水） 

～２０年 １月２７日（日) 

10,000人 横浜貿易新報ほか横浜を活動拠点としていた

メディアを通して、横浜の産業史を振り返る。 

開港１５０プレリュード 

「横浜地図の世界」展 

平成２０年１月３０日（水） 

      ～４月２０日（日) 

14,000人 横浜開港１５０周年を記念して、開港当時の横

浜の様子を、地図をとおして紹介する。 

企画展関連事業  企画展開催にあわせ、記念講演会・講座を開催

し、また展示関連図録の出版を行う。 

平成２０年度以降開催予定の 

企画展関連調査 

 企画展の準備のため、収蔵資料や他施設の資料

について調査する。 
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（２）講座・講演会ほか 

項   目 参加者見込数 目的・意図 

企画展記念講演会 

 

 

80人 「大横浜の時代」展に関連したテ－マで、講演会を開催す

る。 

会場： 横浜開港資料館講堂 

企画展関連講座 各60人 「横浜地図の世界」展にあわせ、地図をテキストに横浜の

歴史を考える。 

会場：横浜開港資料館講堂ほか 

体験資料講座 各50人 所蔵資料の複製など実際に手にとってみる体験なども交

えながら、その資料を教材とした講座を開催する。 

連続５回 会場：横浜開港資料館講堂 

市民団体との共催講座 各80人 横浜市郷土史団体連絡協議会加盟団体との共催で、開港資

料館や地域で連続講座を開催する。２期を予定。 

会場：横浜開港資料館講堂等 

資料館館務実習 ８人程度 学芸員資格取得を目指す実習生を受け入れる。 

 

（３）出版物の作成 

資料収集や整理、調査研究、企画展など資料館事業の成果を広く市民に紹介するため、各種出版

物を作成し、廉価で頒布する。また、需要の多い在庫切れ出版物を増刷する。 

出版予定 

    広報誌 横浜開港資料館報「開港のひろば」第 97～100 号（各 15,000 部） 

    目 録 「「実業の横浜」記事目録」（発行500部） 

    展示関連 「中区歴史の散歩道」（発行4,000部） ＊中区との共同事業 

（４）市民協働・学校連携 

（ア）横浜市郷土史団体連絡協議会の活動を指導・支援する。 

郷土史に関心を持つ団体が情報交換し、広範な活動ができるように、当館が中心となり設立し

た横浜市郷土史団体連絡協議会（現在、市内１８区５０団体）とともに、協働事業（講座・シン

ポジウム・共同展示・共同出版など）を展開していく。 

（イ）地域振興会（横浜中華街発展会共同組合など）、学校・研究団体、NPO 法人、企業・商工団体な

どと協働事業を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民との協働事業（イメージ図）  

－ 5 － 



（５）外部組織への資料提供および助言・監修 

 （ア）新聞連載 

    新聞連載を行い、当館および当館蔵資料を広く周知し、研究成果を公表する。 

 （イ）助言・監修 

    公共施設や企業へ資料を提供するとともにその作成物について、助言・監修を行う。 

（６）資料情報等の発信事業 

   絵図・瓦版、古写真・絵葉書、地図、商標など画像資料のデジタル化、また収蔵資料のデータベ

ース作成を進め、資料情報を市民に発信し収蔵資料の利用を促進する。 

（７）資料閲覧室の運営 

   閲覧室において、収蔵資料を一般閲覧に供し、専門職員によるレファレンス、及び資料のコピー

サービスを行う。  閲覧室利用見込件数 2,700 件 

 

５ 情報事業（寄附行為第４条第４・５・６号） 

（１）ホームページによる情報提供 

昨年度全面更改したホームページの内容・体裁を引き続き改善し、開館時間やアクセス、企画

展示や講座、出版など最新の資料館情報を提供する。 

（２）ホームページによる市民ニーズの把握 
   ホームページ上に寄せられた市民からの意見や要望を、事業や企画の改善に反映させる。 

    アクセス見込件数  83,000 件 

 
６ 開港資料館管理運営事業（寄附行為第４条第７項） 

  開港資料館の管理運営を行います。 
（１）横浜開港資料館の管理 
（２）広告料収入等の確保 
   有料広告獲得や、施設の有料貸出に向けて環境整備を行う。 
 

プロジェクト 

「開港１５０周年」

財団全施設による

 

開港資料館事業の概念図 
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