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平成２２年度横浜都市発展記念館事業報告

（平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日まで）

今年度は昭和はじめ（1920～30年代）の「モダン」な都市文化・生活史にスポットを当

てた特別展「モダン横濱案内」を開催し、開港資料館・市史資料室とは「都市文化」とい

う統一テーマを掲げて、広報や関連事業において、積極的に三施設で連携を進めました。

モダン文化というテーマ設定によって新たな来館者層も獲得でき、常設展示を含めた来館

者数は昨年度から約１０％の増加となりました。

また第１期提案書のなかで提案事項としていた「横浜歴史情報マップ」について、昭和

初期の地図をベースにした「モダン横浜歴史情報マップ」を作成し、ホームページ上で公

開しました。今後もこの歴史情報マップをベースに、ホームページ上での資料公開を拡張

していきます。

普及事業では、市民団体と共催した遺跡めぐりや、地域事業者と連携したスタンプラリ

ー・パネル展示など、諸団体と連携した事業を館の内外で実施しました。出版事業では、

調査研究の成果を豊富な図版と平易な文章で市民にわかりやすく伝える「都市横浜歴史ビ

ジュアル」シリーズを製作しました。戦後の横浜を映像で紹介するDVDシリーズも好調な

売り上げが続いています。

各事業報告

１ 資料収集保管事業（寄附行為第４条第１号）

横浜の都市形成、生活文化の歴史に関する資料を、購入・複製・マイクロ撮影等によ

り収集し、分類・整理するとともに、良好な状態で保管するため、資料の修繕・燻蒸や

定期的な環境調査を行いました。

（１）資料収集

項 目 点 数 事 業 内 容

資料の寄贈・寄託 寄贈１６件１４０点

寄託３件 ３点

主な収集資料：生糸検査所新築関係図面、横浜関係

絵葉書・写真、空襲で焼け残った金庫の内箱など

資料の購入 １１６件 ８９４点 主な収集資料：昭和初期デパートチラシ、鉄道路線

図類、建築写真集、マッチラベル張り込み帖など

資料修繕 ２件 主な修繕資料：「東海道パノラマ地図」「東海道沿線

旅行案内図」

資料の複製収集 ０件 ０点 主な複製資料：

複製資料デジタル化 ５９点 主な資料：モーガン関係資料撮影フィルム

複製資料の提供 ３２件 ７７点 他の博物館や公共機関、出版社などへ当館所蔵資料

を画像で提供した。
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資料の貸出 ４件 ３４点 他の博物館・資料館での展覧会に当館所蔵資料の貸

出をおこなった。

（２）資料収集実績

区 分 購入 複製 寄贈 寄託 合計 累計

遺物 －
（－）

－
（－）

２８
（４）

１
（－）

２９
（４）

１２１８
(１１８９)

図書 ４９
（１０２）

－
（－）

１
（－）

－
（－）

５０
（１０２）

１９１９
(１８６９)

新聞雑誌 １
（２）

－
（－）

－
（－）

－
（－）

１
（２）

１７９２
(１７９１)

文書 ４６９
（２）

－
（－）

１２
（２５５）

－
（－）

４８１
（２５７）

３３００
(２８１９)

紙票類 １３６
（１４９）

－
（－）

５０
（２６）

１
（－）

１８７
（１７５）

１８９２
(１７０５)

写真 －
（２）

－
（８４）

１７
（９９５）

－
（－）

１７
(１０８１)

６６４７
(６６３０)

絵葉書 １８３
（４５）

－
（－）

３０
（１１）

－
（－）

２１３
（５６）

２２４３
(２０３０)

地図 ５６
（３）

－
（９）

－
（－）

－
（－）

５６
（１２）

６４９
(５９３)

図面 －
（－）

－
（－）

２
（２）

１
（－）

３
（２）

９３７
(９３４)

絵画 －
（－）

－
（－）

－
（－）

－
（－）

－
（－）

－
（－）

映像 －
（２３）

－
（－）

－
（－）

－
（－）

－
（２３）

４７
(４７)

録音資料 －
（－）

－
（－）

－
（－）

－
（－）

－
（－）

１６７
(１６７)

電子資料 －
（－）

－
（－）

－
（－）

－
（－）

－
（－）

１１
(１１)

合 計 ８９４
（３２８）

０
（９３）

１４０
（１２９３）

３
（－）

１０３７
（１７１４）

２０８２２
(１９７８５)

※（ ）内は、前年度点数。

（３）資料の保存・管理

項 目 目的・意図 及び 内容・成果

保存燻蒸処理 収蔵資料（建築部材、キャッシュレジスター、鈴木家文書など）

の燻蒸処理

環境調査 虫菌による被害を未然に防ぎ、大気・塵埃・光線等の影響を最小

限に抑えるため、年６回の環境調査を実施した。

（４）資料保管施設

保管施設 保 管 資 料

横浜都市発展記念館・横浜ユー

ラシア文化館収蔵庫（200㎡）

図書、文書、紙票類、地図、図面、出土遺物などを収蔵

外部倉庫（子安台） 大型家具（昭和初期の置時計・大テーブル他）などを収蔵

外部倉庫（大黒ふ頭） 麻真田関係資料、映像フィルム、未整理資料などを収蔵

（５）画像資料の公開

事業提案書のなかで提案事項として特記していた「横浜歴史情報マップ」について、第１弾「モ

ダン横浜歴史情報マップ」を作成し、ホームページで公開した。また「ＷＥＢ写真アルバム『横浜
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グラフ』」の画像３０６枚に画像拡大縮小機能を付加し公開した。

モダン横濱歴史情報マップ モダン横浜歴史情報マップ内情報ウィンドー

２ 調査研究事業（寄附行為第４条第１号）

「都市形成」「市民のくらし」「ヨコハマ文化」の三つのテーマに即して、資料調査お

よび整理・研究を行いました。

（１）基礎的調査研究

項 目 目的・意図 及び 内容・成果

近代遺跡調査（５／５年次） 埋蔵文化財センターと共同で旧松風閣（三溪園内の煉瓦造遺構）

の遺構調査を実施し、調査報告を紀要で報告した。また、これま

でに収集した出土遺物（山手97番地・元町公園・旧露亜銀行採集

遺物）の記録化を進めた。

横浜歴史情報マップの作成（１／

１年次）

デジタル化した過去の横浜の地図上に、各地点に関する歴史資料

（画像）・歴史的情報を表示させる「横浜歴史情報マップ」の基

本設計をおこなった。その第１弾として昭和初期の横浜中心地区

を紹介する「モダン横浜歴史情報マップ」（32施設・画像111点）

をホームページ上で公開した。

昭和戦前期都市横浜における生活

・文化史の調査（２／２年次）

1920～30年代の都市文化・都市生活にみられた「モダニズム」が

どのような形で横浜において現出したのかという点について調

査・研究した。成果は特別展「モダン横濱案内」、上記「歴史情

報マップ」その他で報告した。

昭和期の写真・映像に関する調査

（３／３年次）

所蔵映像・写真資料の公開準備作業（整理、デジタル画像への変

換、および内容分析）を行った。映像フィルムのデジタル化は資

料公開事業として来年度以降も適宜実施する。

（２）資料の調査整理

項 目 目的・意図 及び 内容・成果

資料の整理 調査研究で収集した資料・データなどの整理をおこなった。

旧松風閣の遺構調査で採集した遺物については、紀要にて報告し

た。その他整理済みの出土遺物は次年度に報告予定。
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（３）研究紀要の発行

書名 発行部数 目的・意図 及び 内容・成果

横浜都市発展記念館

紀要 第7号

1,000部 当館調査研究員による調査研究、資料整理等の成果を公開した。

・建築家デ・ラランデと横浜

・三渓園旧松風閣調査報告

３ 常設展事業（寄附行為第４条第２号）

常設展示室の維持管理を行うとともに、「掘り出し物コーナー」を定期的に更新して収蔵

資料を紹介し、集客と来館者サービスに努めました。

（１）常設展示に関する実施事業

項 目 事 業 内 容

展示資料の更新 ・「都市形成」「市民のくらし」ゾーンで現物資料の新規公開

・掘り出し物コーナーの更新

従来年２回だった展示更新を４回に増やし、展示ケースを増や

すとともに、コーナー展と改称して幅広いテーマで特集展示が構

成できるようにした。

４／１（木）～「都市シリーズ（その１）神戸」

７／１（木）～「都市シリーズ（その２）大阪」

１０／１（金）～「昭和の鎌倉案内」

１／１２（水）～「わたしのモダン横濱」

展示解説の実施 調査研究員によるリレー形式の展示解説

７／３（土）、８／７（土）、９／４（土）

（２）常設展示観覧者の推移

有料入館者（人） 無料入館

者（人）

合計

（人）

前年比 開館

日数

1日平均

入館者(人)大人 小中 計

２２年度 6,025 989 7,014 5,170 12,184 109.6% 302日 40

２１年度 5,975 1,168 7,143 3,973 11,116 64.9% 307日 36

２０年度 9,317 1,606 10,923 6,208 17,131 77.5% 303日 57

４ 企画普及事業（寄附行為第４条第２・４・５・６・８号）

「都市形成」「市民のくらし」「ヨコハマ文化」のテーマをより深く理解するための企

画展を開催しました。あわせて市民が横浜の歴史をより身近で興味深く感じてもらえる

ように、展示解説や歴史散歩などの関連イベントを開催しました。また市民団体や地域

事業者と連携した各種普及事業を実施しました。
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（１）企画展の実施

展示名／開催期間 観覧料 入館者数 目的・内容

企画展「西洋館とフラン

ス瓦－横浜生まれの近

代産業」

H22.1.23（土）

～H22.5.9（日）

22年度中会期39日

一般

500円

小中

250円

1,582人

１日あたり

41人

横浜の多くの西洋館の屋根を彩った西洋瓦（フラン

ス瓦）に焦点をあて、日本で初めてフランス瓦の製

造に成功した実業家ジェラールと、その近代設備を

備えた工場を中心に、洋風建築が広がる背景にあっ

た近代産業の姿を紹介した。

①展示解説（２２年度中）

４／３、５／３ 参加者：３５人

②企画展関連「ヨコハマ居留地遺跡めぐり」の実施

４／１７、５／１ 参加者：４１人

③展示図録「西洋館とフランス瓦」の発行

特別展

「モダン横濱案内」

H22.9.18(土)～

H23.1.30(日)

会期110日

一般

300円

小中

150円

5,171人

１日あたり

47人

1920～30年代の都市横浜における「モダン」な文化

・生活の諸相について、ハマっ子が街を案内するか

のように紹介した。

①展示解説

１０／１・２３、１１／２３、１２／１１

１／２１ 参加者：９９人

②イベント「ハマにモダンガールあらわる」

【協力】大正愛好会・日本モダンガール協會

1／２１（金） 参加者：４１人

③図録等刊行物の作成 １５００部作成

定価：１５００円、売上：２９０部

④料金設定の見直し（５００円→３００円）

⑤平日の夜間開館実施

毎週金曜日２０：００まで開館

⑥当館と横浜開港資料館・横浜市史資料室の三館セ

ットにした広報の実施

⑦当館と開港資料館の二館にご来館いただいたお客

様への特典（絵葉書のプレゼント、１４６２枚の

利用）

次年度企画展調査 次年度開催予定の企画展の調査を行った。
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特別展「モダン横濱案内」 関連イベント「ハマにモダンガールあらわる」

（２）企画展示室観覧者の推移

有料入館者

（人）

無料入館者

（人）

合計（人） 前年比 開館日数 1日平均

入館者（人）

２２年度 3,485 2,805 6,290 112.6% 150 42

２１年度 3,417 2,171 5,588 53.3% 168 33

２０年度 6,533 3,943 10,476 106.8% 176 60

※都市発展記念館とユーラシア文化館は企画展示室を共用しており、都市発展記念館は、

20年度は2回、21・22年度は各1.5回（年度をまたぐ展示が１回）の企画展示を開催しました。

（３）講座・講演会・歴史散歩など普及事業

事業名称 参加者数 事 業 内 容

夏休み子どもウォーク「ハマの

ミナト探検 ～線路をたどって

歴史遺産を探れ！～」

25人 親子で参加する歴史散歩。横浜港の歴史遺産をテーマに

汽車道・赤レンガ倉庫・氷川丸などを見学した。

参加費 大人８００円、子ども４００円

８／８（日） 参加者１４人

８／２２（日） 参加者１１人

市民団体との共催イベント

「横浜近代遺跡巡り」

94名 よこはま洋館付き住宅を考える会との共催企画。関内・

山手地区の近代遺跡ツアー。

５／８（土） 参加者６２名

１／２９（土） 参加者３２名

市民団体との共催イベント

「明治の煉瓦・刻印探し大会」

33名 山下居留地遺跡の価値を考える会との共催企画。小学生

とその親を対象に、山下居留地遺跡から出土した煉瓦を

活用して「刻印探し」を実施。

１２／１８（土） 参加者３３名

「ミュージアム・クイズラリー

よこはま2010」への参加

252名 子ども向け夏休み企画として、神奈川県立歴史博物館を

中心に関内・山手地区の博物館施設１６館で実施。

７／１７（土）～８／３１（火） 来館者２５２名

「日本大通りミステリーラリ

ー2010」への参加

41名 日本大通り活性化委員会主催のスタンプラリーに、加盟

事業者として参加。

１０／１１（月・祝） 来館者４１名。
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放送大学連携授業 60名 放送大学神奈川学習センターとの協働講座「横浜近現代

－都市形成のあゆみ」に講師を派遣。

８／７（土） 参加者６０名

旧第一玄関でのパネル展示 （１）「モダン都市の風景 ～1930 年代の横浜～」

１０／１（金）～１／１４（金）

（２）「モダン横濱を写す」

１／１５（土）～２／１３（日）

横浜高速鉄道との共催パネル

展の開催

日本大通り駅コンコースにて、みなとみらい開通 7 周年

写真パネル展を横浜高速鉄道と共同で実施

３／３（木）～３／１６（水）

夏休み子どもウォーク 煉瓦刻印探し大会

（４）出版事業

項 目 事 業 内 容

ブックレットの刊行 横浜の都市形成の歴史、横浜の市民生活・文化を、豊富な図版と平

易な文章でわかりやすく紹介する「都市横浜歴史ビジュアル」シリ

ーズを製作した。

第１弾「『地図』で探る横浜の鉄道」

１５００部作成、価格１，５００円

ＤＶＤシリーズ「映像でたどる

昭和の横浜」の制作

昭和２０年代から４０年代にかけてのニュース映像をもとにしたオ

リジナルＤＶＤシリーズを制作、販売した。今年度は第３巻「子ど

もたち」の販売を開始し、さらに第４巻以降の内容の検討を行った。

第１巻「港とまちづくり」（完売）

第２巻「都市の交通」

第３巻「子どもたち」（各５００部、価格１，５００円）

（５）学校連携事業

項 目 事 業 内 容

小学校の社会科見学プログラム

の検討

前年度開催の「学校の博物館利用研究会」の結果を受けて、エデ

ュケーターと協議し、市内小学校を対象に「吉田新田のその後」

について解説付き見学を受け入れることとした。
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常設展示クイズブックの作成 来館した子どもを対象に、常設展示を楽しく学んでもらうための

クイズブックを作成した。

教育委員会職員向けの研修会の

実施

教育委員会生涯学習文化財課との共催で、教育委員会職員向けの

都市発展記念館・ユーラシア文化館の施設見学会を実施。

１２／８、９ 参加者２３名

職業体験の受け入れ 中学２年生２名を受け入れ、旧第一玄関での展示パネルの作成を

体験してもらった。

（６）広報

項 目 事 業 内 容

印刷物作成 横浜都市発展記念館企画展示ポスター・チラシ

横浜都市発展記念館催し物案内（リーフレット）

館報『ハマ発Newsletter』第１４、１５号（各10,000部）

優待カードの発行 リピーター誘致のため、オリジナルグッズ割引特典つきの年間パ

ス「ＥＡハマ発カード」の販売を継続した。

年会費 １，５００円

その他広報 日本大通り駅改札外掲示板へのポスター掲出

市営地下鉄関内駅改札外掲示板へのポスター掲出

インターネットでの施設案内

テレビ、ラジオ等放送媒体による施設案内ＴＶＫ「Hi! 横浜情報

局」など）

新聞・雑誌への施設案内掲載（神奈川・朝日・読売・日経）

タウン情報誌、旅行情報誌、広報誌等への施設案内掲載（「PLANET

かながわ」「ヨコハマ・アートナビ」「ぱど」等）

市内観光案内所、ホテルへのチラシ訪問配布

県外都市旅行代理店への施設説明

フィルムコミッションへの協力による撮影場所としてのＰＲ

チャレンジラリー・シートの作成・配布

特別展「モダン横濱案内」にあわせてデジタルサイネージ（電子

看板）をみなとみらい線側入口外に設置

配達地域指定ゆうメールによる近隣へのダイレクトメール発送

５ 情報事業（寄附行為第４条第４・５・６号）

インターネット等を利用して、歴史資料及び展示等に関する情報を提供するために、

データの入力等を行い、文化財情報の発信に関わる機器類の保守管理を行いました。
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項 目 事 業 内 容

ホームページ運営 新着情報の発信

企画展示案内の更新

館報『ハマ発Newsletter』の全文掲載

ミュージアムショップの案内（刊行物・グッズ）

「横浜絵葉書データベース」等収蔵資料の画像公開

メールニュース配信 希望者に対してメールニュースの配信を実施した。当館の催し物につ

いて担当者がわかりやすく記事を執筆し、情報の羅列ではなく、読み

でのある内容とした。

配信数 ２１号～２７号＋号外 計８回

『横浜グラフ』貼付写真の高

精細画像の公開と拡大縮小機

能の付加

ホームページ上で公開している『横浜グラフ』（当館蔵）の貼付写真

３０６枚について、従来より解像度の高い画像へと切り替え、２０

段階での拡大縮小ができるようにした。

「横浜歴史情報デジタルマッ

プ」の公開

デジタル化した過去の横浜の地図上に、各地点に関する歴史資料（画

像）・歴史的情報を表示させる「横浜歴史情報マップ」の第１弾とし

て、昭和初期の横浜中心地区を紹介する「モダン横浜歴史情報マッ

プ」（32施設・画像111点）をホームページ上で公開した。

ブログでの情報発信 催し物案内や、企画展の見どころ、日常業務などを、各担当者が写真

付きでタイムリーにブログで発信した。

記事総数 ５５件

インターネットによる新着情

報発信

ホームページ上で、財団各施設案内をはじめ、展示・催し物・刊行物

等の紹介を行った。

都市発展記念館 ３９，３３７件（前年度３３,２３９件）

６ 横浜都市発展記念館施設維持事業（寄附行為第４条第７号）

横浜都市発展記念館の維持管理及び運営を行いました。

管理対象施設 事業内容・所在地など

横浜都市発展記念館 施設の維持管理

・主な修繕：収蔵庫系統空調機の改修工事

所在地：中区日本大通１２

７ 都市発展記念館・ユーラシア文化館収益事業（寄附行為第４条第８号）

（１）ミュージアムショップの経営

① 絵葉書、メモ帳、企画展図録等を販売した。

② 吉田初三郎クリアファイル２種、DVD「映像でたどる昭和の横浜」シリーズ第３巻、ユーラシ

アの民族衣装をモチーフにしたクリアファイルなど、新商品を販売した。

③ 各企画展、フランス月間等に合わせ、商品のラインナップを大幅に変え、ショップの「目新し

さ」を保つよう努めた。

（２）自動販売機（１台）の設置
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＜各事業の推移＞

（１）ミュージアムショップ売上の推移

項 目 平成２２年度 平成２１年度 平成２０年度

横浜都市発展記念館

横浜ユーラシア文化館（千円）
５，４４７ ７，０２５ ７，５４２

（２）自動販売機の設置

施設利用者の利便を図るため、各館に自動販売機を設置しました。

項 目 平成２２年度 平成２１年度 平成２０年度

横浜都市発展記念館

横浜ユーラシア文化館（千円）
７７ ８２ ８６


