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平成 23 年 4 月 1 日現在

歴史博物館事業

［ 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、また、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。

本年度も、事業を積極的に展開する一方で、市民との協働による市域民俗調査の実施、

学校団体利用促進のための月曜日臨時開館、集客イベント等を継続し、市民サービスの向

上を図るとともに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（定款第４条第１項第１号）

博物館の基幹となる事業であるので、寄贈資料の受入をはじめ積極的に資料の収集を進めていきま

す。

（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：横浜の歴史を明らかにするための基礎資料

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：神奈川城資料、平城宮跡出土木簡「相模国 上野仕

十五」

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３００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。

赤羽刀研磨、佐久間象山書簡修復など

（３）資料の保存

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・

テン箱・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。

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。

財団法人横浜市ふるさと歴史財団
平成２３年度事業計画

（平成２３年４月 1日から平成２４年３月３１日まで）
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実施予定：データ入力７，０００点、写真撮影２０件、写真整理・登録２，０００件、インタ

ーネット公開５０件、写真貸出２２０点、資料貸出１００点、資料熟覧対応１５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２，０００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（定款第４条第１項第１号）

市民協働の一環として、民俗調査（フィールドワーク）を市民調査員とともに実施します。

（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：資料に関する調査研究

縄文時代後期の漁具

の研究（１／３年次）

市域出土の縄文時代後期の漁具・動物

遺存体を分析することにより、当時の

漁労活動の実態を明らかにする。

横浜市ふるさと歴史財団および他機

関（立正大学、江戸東京たてもの園な

ど）所蔵の市域貝塚出土資料を図化す

る。

佐久間象山資料の研

究（１／３年次）

当館所蔵「熊倉家伝来 佐久間象山関

係資料」を分析し、佐久間象山と横浜

開港の関係を再検討する。

当館所蔵の資料群「熊倉家伝来 佐久

間象山資料」の各資料を読み込み、内

容を把握する。

横浜市所蔵街頭紙芝

居の研究（１／３年

次）

中央図書館保存と当館寄贈予定の街

頭紙芝居コレクション（合計約５，０

００巻）の内容を明らかにする。

標記紙芝居コレクションの内容を整

理し、目録化を進める。

基礎的調査研究２：横浜の歴史をテーマとした調査研究

埴輪の生産体制と地

域社会の研究（１／３

年次）

横浜市域出土の埴輪の事例から、生

産・供給体制の分析を通じて地域間ネ

ットワークの様相を検討する。

横浜市域出土の埴輪の事例を集成し、

課題の抽出を行う。 次に北門古墳出

土人物埴輪に注目し、生出塚埴輪窯生

産品の検討作業に着手する。

久良岐郡蒔田郷の吉

良氏・蒔田氏の研究

（１／３年次）

久良岐郡蒔田郷の吉良氏・蒔田氏：室

町・戦国時代、南区蒔田を拠点とした

吉良氏・蒔田氏の資料を収集・検討す

ることにより、その実態を明らかにす

る。

既に活字化されているものを含め、市

域内外に存在する吉良氏および蒔田

氏の資料を収集・検討する。

市民協働の調査研究：フィールド調査を基礎として、市民とともに調査研究を行う

市民協働民俗調査（１

／３年次）

「民俗に親しむ会」を組織化し、フィ

ールド調査を行う。

前期に行った鶴見川のフィールドワ

ークの概要をまとめるとともに、新た

なフィールドの検討を進める。

企画展関係にともなう調査研究：企画展・特別展の関係資料準備のための調査研究
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（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（定款第４条第１項第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 ７９，５００人）

（ア）収蔵資料ミニ展示：スタディサロンに、定期的に収蔵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）学芸員による常設展示解説：毎月最終土曜日に各時代の担当学芸員による展示解説を行う。

（ウ）市内小中学校教員を対象にエデュケーターが展示を教材とした授業例を実演する。

（エ）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リニューアル

にむけての計画の検討を進める。

（４）集客担当を設置して、一層、集客対策を進める。

４ 企画普及事業（定款第４条第１項第２号）

企画展・特別展を実施するとともに、歴史散歩・関連シンポジウムなどの関連事業を展開していき

ます。（観覧者見込数 ５６，０００人）

（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

企画展「三殿台遺跡と横浜の考古

学」

平成２３年４月９日（土）

～５月２９日（日）

23,000 人 三殿台遺跡の本調査が実施されてから５０周

年を迎えるにあたり、三殿台遺跡を中心とし

て横浜市内の発掘調査の歴史を振り返る。広

く一般に周知することが目的。

対象：小６以上・一般

収蔵資料展「寺社参詣・物見遊山

－横浜・神奈川の名所」

平成２３年６月１１日（土）

～７月１０日（日）

8,500 人 当館所蔵の浮世絵・絵図・道中記などから、

横浜市域や神奈川県内の名所・旧跡の風景や、

時代に伴う変化について紹介する。収蔵資料

の公開が目的。

対象：小６以上・一般

企画展「絵はがきにみる日本の風

景」

平成２３年７月２３日（土）

～９月１１日（日）

7,000 人 明治33年に初めて登場したさまざまな絵葉書

を通じて、日本の各地の風景や絵葉書から見

えてくる時代の諸相などを紹介する。収蔵資

料の公開が目的。

対象：一般

企画展「東海道保土ヶ谷宿」

平成２３年１０月１日（土）

～１１月２３日（日）

7,000 人 保土ヶ谷宿本陣文書を中心に、東海道保土ヶ

谷宿の実態を紹介する。新しい研究成果の公

開が目的。

対象：一般
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博物館収蔵の横浜市指定・登録文

化財展＋横浜の遺跡展

平成２３年１２月１０日（土）

～平成２４年１月９日（月・祝）

3,500 人 博物館で収蔵している、これまで指定・登録

された文化財、埋蔵文化財センターの遺跡発

掘成果を公開。中学校社会科作品展も同時実

施。広く一般に周知することが目的。

対象：一般

企画展「攘災招福－古代びとの祈

り」

平成２４年１月２１日（土）

～３月２０日（日）

7,000 人 奈良・平安時代の集落遺跡出土資料を中心に、

災いをはらい福を招こうとした古代人の信仰

を探る。新しい研究成果の公開が目的。

対象：一般

（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 各回 40 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。

平成 23 年 10 月 7 日（金）～12 月 9 日（金）

古文書解読教室（上級

編）

各回 45 人 上級者を対象に、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５回。

平成 24 年 1 月 12 日（木）～2月 9日（木）

古代史講読講座 各回 45 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。

平成 24 年 1 月 12 日（木）～2月 9日（木）

開館記念特別講演会 170 人 博物館の開館１７周年を記念して特別講演会を行う。

平成 24 年 2 月 5 日（日）

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。全４回。

平成 24年 2月 12 日（日）～3 月 18 日（土）

○関連事業 土器づくり教室作品展

（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。
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地域デイケアセンター

等との協働

50 人 地域のお年寄りの方々に昔の道具に接してもらったり、

体験を話してもらうなど、回想法を取り入れた事業を実

施し、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。２２日４４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。

平成 23 年 9 月 17 日（土）～18 日（日）

デリバリーパック 火起し道具や回想法グッズなどを貸し出す。

有料による貸出を検討する。

夏休み博物館たんけん

隊

各回 20 人 夏休み期間中、児童生徒を対象に、普段見ることのでき

ない博物館の裏側や見どころの解説などを行い、博物館

への関心を深める。８/７・１４・２１・２８日、８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２３年３月下旬から４

月上旬に開催。無料。

ふるさと横浜探検 各回 30〜35 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２回はガイドバス

ツアー）。

体験学習 ふるさと横浜探検

（４）集客イベント等

項 目 内 容

ラストサタデープログラム 学芸員による常設展示解説 ３（２）記載のとおり

新たな顧客層獲得とリピート率向上のために、４～６月の最終土

曜日や連休に小学生向け体験ミニイベントを開催する。

新たな集客対策のためのイベント事業を検討・企画する。
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収蔵資料ミニ展示 博物館で収集・保管した資料で、公開する機会の無かったものや

少なかったものを常設展示室のスタディサロンで展示する。あわ

せて資料解説も行う。３（２）記載のとおり

エントランスホールコンサートの

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。

博物館感謝デー １月３１日の開館記念日にあわせ各種行事を実施する。

（５）市民協働

項 目 内 容

ボランティアの活用 遺跡ガイドボランティア

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７期生 ６９人（１期２年間）

第８期にむけ公募する。

活動支援ボランティア

学校団体見学時の体験コーナー、ラストサタデープログラム等の

集客イベントでの活動を行う。

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 学校等の要望に応じて行う土器づくり指導は、横浜縄文土器づく

りの会との協働で実施する。

古文書解読 横浜古文書を読む会等と協働して、古文書を読み解き、刊行事業

等につなげていく。

出張授業の様子（土器づくり） 火起こし疑似体験（活動支援ボランティア）

（６）学校連携

項 目 内 容

博物館利用の促進 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、学校の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、小学校との連携の強化を図る。

新たに中学生対象の「教材開発研究会」を発足し、活動を開始

する。
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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 ５００校

各施設の学校利用促進のためのＩＴ活用等の検討を行う。

出張授業・展示解説授業 吉田新田などの社会科授業、土器づくり指導や体験学習などを学

校等の要望に応じて行う。

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（8/1、６０人）また、「吉田新田」など特定テーマに

関する研修を実施。

（７）広報・広聴

項 目 内 容

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（ホームページ・メールマガジン発信）

一般新聞・雑誌等への広告掲載による広報

FＭ放送などへの話題提供

区民まつり、センター北まつりへの出店参加による広報（都筑区）

他館と連携した広報活動の実施

地域文化財情報の発信 区や学校等と連携し、講座・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 「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２０集（発行７００部）

「紀要」第１６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 大学の社会研修や中高生の職場体験などを受け入れる。無料。

５ 情報事業（定款第４条第１項第２号）

ホームページをリニューアルするとともに、メールマガジンでの広報をより充実させ、博物館の存

在をより身近なものにしていきます。
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（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を公開する。

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を行う。アクセス見込み件数：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 歴史博物館施設維持事業（定款第４条第１項第３号）

横浜市歴史博物館及び野外施設の施設維持を行います。

（１）横浜市歴史博物館及び野外の施設維持

（２）研修室・講堂等の貸出及び稼働率の向上

（３）広告料収入等の確保


