
横浜開港資料館 

平成２５年度事業計画 
（平成２５年４月１日から平成２６年３月３１日） 

 

 

［ 運営方針 ］ 

 横浜都市発展記念館を会場にして両館共催の東京（江戸）と横浜の関係をテーマにした

企画展を開催します。また、第３回の企画展示「ヘボン展」は明治学院との共同展示で、

同校から助成金を得ます。さらに、財団の諸施設との連携事業も昨年に引き続き実施し、

特に横浜都市発展記念館と横浜市史資料室とは関東大震災をテーマに３施設を会場にした

企画展示を開催するほか、３施設の専門職が定期的に会合を持ち、資料の合同調査や整理、

データベースの作成、今後の事業計画の立案をおこなっていきます。 

一方、財団に配置されたエデュケーターと協議しながら学校連携事業の強化にも取り組

んでいきます。市民協働事業では横浜郷土史団体連絡協議会と連携した事業を継続して実

施していきます。以上の事業をおこなうことによって、調査研究の成果を広く市民に公開

し、市民サービスの向上をはかっていきます。 

なお、平成２６年１月から３月にかけて横浜市による新館エレベーター改修工事がおこ

なわれるため休館します。 

  

１ 資料収集保管事業（定款第４条第１項第１号） 

（１）資料の収集 

項   目 目的・内容 

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、広く目配りしながら購入す

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。 

   収蔵資料のうち、劣化ある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、資料の保存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、類似施設等での展示会へ資料を貸し出す。 

 

２ 調査研究事業（定款第４条第１項第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 目的・内容 今年度の成果目標 

開国・開港期の研究 

（３／５年） 

横浜開港と近代日本の主要産業だった

生糸貿易について（群馬県・長野県生

糸貿易関係資料の調査と研究、スイス

人商人ブレンワルドの日記の翻刻） 

開港から明治１０年代の生糸貿易商の

動向やスイス人商人ブレンワルドの日

記の翻刻と分析を実施。長野県を中心に

生糸貿易関係資料を調査・分析。 

横浜近代政治史 

（３／５年） 

横浜にあった 40 の近代の村について

（旧鎌倉郡・久良岐郡）、関東大震災と

その復興について（横浜周辺部、国内

諸地域を対象に含めた調査研究） 

横浜の旧町村関係の基本データの作成

と市内旧家の古文書調査と分析、震災展

に向けた調査研究、戦中～戦後期にかけ

ての横浜市政について基礎データ整備。 

横浜近代社会経済史 

（３／５年） 

横浜の産業経済の担い手の解明、横浜

商人の本拠としての町会所の社会史的

位置づけについて 

幕末・明治期に創業し、業態を変えつ

つも現在まで経営を維持している会社

・商店の調査 

横浜近代文化史 

（３／５年） 

横浜の文芸・英学史・文化人たちにつ

いて、横浜の学校とミッションスクー

ルおよび 横浜の出版文化について 

日本英学史学会寄託資料（豊田文庫）

および五味文庫の再整理とＨＰでの公

開 

横浜近代欧米関係史 

（３／５年） 

横浜の外国人社会に関する研究および

近代日本研究者たちの日本研究変遷史

の研究 

内外関係資料の収集(複写)および近現

代の横浜在住外国人社会の分析、アー

ネスト・サトウ関係資料(追加寄贈)や

Ｂ・Ｈ・チェンバレン関係資料の整理

・目録作成継続、３館所蔵地図資料の

データベース化 



横浜近代アジア関係史 

（３／５年） 

東アジア開港都市研究、華僑・華人史

研究 
館蔵の東アジア諸都市の古写真・絵葉書

等の整理研究と横浜華僑関係の資料調

査、聞き取り調査を実施する。 

歴史情報の集積と研究 

（３／５年） 

横浜の新聞・雑誌に関する研究（横浜

を扱った特集）、横浜に関する歴史情報

の集積と公開（最新横浜研究案内など） 

歴史資料としての新聞・雑誌等の調査・

整理を実施、合わせて最新の歴史情報を

集積し公開する。 

＊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。  

項   目 目的・内容 今年度の成果目標 

横浜近世・近代史分野の 

調査研究 

（ア）幕末・明治初年の貿易史と江戸

期の和本に関する調査研究（３

／３年次） 

 

 

①幕末・明治初年の貿易関係史料の調査

と分析 

②江戸期の市内旧家所蔵史料の調査と

整理 

③スイス人商人ブレンワルドの日記の

翻刻 

（イ）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（３／３年次） 

①市内旧家が所蔵する古記録の分析と

整理 

②近代横浜関係人物データベース化作

業 

③市内の古文書所蔵者の調査 

横浜国際関係史分野の

調査研究 

（ア） 大正・昭和期の横浜山手在住外

国人社会の調査研究（３／３年

次） 

①関係資料の所在調査 

②在住外国人のデータベース化と分析 

③オーラルヒストリーの実施 

（イ） 華僑関係史料の調査研究（３／

３年次） 

①オーラルヒストリーの実施 

②関係史料の所在調査 

③中国人墓地の調査 

（３）都発・市史との昭和期の横浜の歴史に関する共同プロジェクト 

   近現代歴史資料課に属する開港・都発・市史の３施設が合同で定期的に会合を持ち、昭和期の横

浜の歴史に関する資料の調査や分析、これまでの研究史のまとめなどをおこない、どのように当該

資料を活用して展示・講演会などをおこなっていくのかを検討する。 

（４）研究紀要の発行 

   「横浜開港資料館紀要」第３２号を発行する。（発行１，２５０部） 

 

 



３ 常設展事業（定款第４条第１項第２号） 

（１）常設展示室 

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。（観覧者目標数 ５０，０００人） 

（２）旧館の活用 

旧館ホールでのミニ展示や総領事の執務室であった記念室の公開など、さまざまな事業により、

市民が旧館ホールや記念室を横浜の歴史と文化に触れる場所として活用する。これにより、資料館

の認知度を向上させるとともに、施設を集客資源として活用する。 

（３）屋外展示 

一昨年度、中庭に子どもたちでも分かりやすくペリー来航から関東大震災に至る横浜の歴史を学

習することができる野外展示パネルを設置したが、こうしたパネルの存在を広く広報する。また、

横浜の歴史のシンボルである「たまくすの木」についても広報する。 

（観覧者目標数 １００，０００人） 

（４）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１２０～１２３号を発行する。 

（発行部数：１０，０００～１５，０００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） 

インターネットやメールニュースによる広報 

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 

（５）新収資料コーナー 

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随時紹介する。 

 

４ 企画普及事業（定款第４条第１項第２号） 

（１）企画展の実施  

企画展名称（仮称）／開催期間 観覧者目標数 目的・内容 

「友好都市提携４０周年記念 上

海と横浜 波濤をこえて」 

平成２５年４月２４日（水） 

～７月７日（日) 

16,000人 上海との友好都市提携４０周年を記念して、幕

末～大正期に上海と横浜を行き来した人々を

具体的に紹介し、近代を通じて人々がつむいだ

両都市のつながりを振り返る。 

「関東大震災９０周年 横浜の関

東大震災」 

平成２５年７月１３日(土) 

～１０月１４日(月・祝) 

20,000人 大正１２年に発生した関東大震災を残された

資料で紹介。 

都発・市史資料室との連携展示、３施設が協力

して図録を刊行。 



「ヘボン展」 

平成２５年１０月１８日(金) 

～１２月２７日(金) 

14,000人 創立１５０周年を迎える明治学院（ヘボンが創

立した学校）との共同展示。キリスト教の普

及・西洋医学の普及・教育活動に大きな足跡を

残したヘボンを紹介。開港所蔵資料に加え、明

治学院所蔵の資料も出品し、図録も共同で企画

する。明治学院から補助金を得る。 

企画展関連事業 

 

240人 企画展開催にあわせ、随時、記念講演会・講座

を主催・共催する。 

※第４回企画展示は、横浜市がエレベーター改修工事をおこなうため中止する。ただし、横浜都市発展

記念館で開催する特別展示「横浜と東京」（仮称）展に所蔵資料を出品するとともに、展示を共同で

企画し、図録も共同で編集する。 

（２）講座・講演会ほか 

項   目 参加者目標数 目的・内容 

市民団体との共催講座 のべ80人 横浜市郷土史団体連絡協議会の研修会に事務局として協

力し、調査研究員が講師などをつとめる。  

体験資料講座 のべ120人 所蔵資料などを実際に手にとってみる体験なども交えな

がら歴史を学ぶ講座を開催する。 

連続３回 会場：横浜開港資料館講堂 

大学との連携事業 ３人 横浜市立大学の大学院生のインターンシップの受け入れ

をおこなう。 

「子どもアドベンチャー

2013」への参加  

10人 横浜市が取り組んでいる児童を対象とした夏休み企画へ

の参加   8月中旬 

 

    

 

 

 

 

         

 

 

 

     市民団体との共催公開講座             市民団体との共催研修会 

     （横浜市郷土史団体連絡協議会）          （横浜市郷土史団体連絡協議会） 

 

（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＞ 

 ①広報誌 横浜開港資料館報「開港のひろば」第１２０～１２３号（発行部数：１０，０００

～１５，０００部、各号の発行部数は入館者の目標数によって変更する。１２２号は明治学

院から助成金を得て部数を増加して発行。） 

 ②企画展示「ヘボン展」図録の発行（明治学院と共同出版）・都市発展記念館の企画展示「関

東大震災９０周年 横浜の関東大震災」展示・「震災と近代都市」の図録の共同企画・編集

・発行 

（４）市民協働・学校連携 

（ア）横浜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区約５２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）学校・研究団体、ＮＰＯ法人、企業・商工団体、ガイド協会などと協働事業を行う。 

（ウ）財団配置のエデュケーターと協議し、市内小中学校の教員が横浜の歴史に関する教材研究を

おこなう際に簡便にレファレンスを受けられる体制を構築する。あわせて、中区や西区の史

跡などを学校に紹介できる体制を作りあげる。 

（５）外部組織への資料提供および助言・監修 

  （ア）新聞記事への企画協力・新聞連載 

      新聞社が企画する連載記事などへの監修協力や、当館の企画展示開催に際して新聞連載を行 

う。 

  （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。受入数：１０人程度 

（７）各種情報のホームページなどによる発信等 

   （ア）画像資料等のデジタル化等 

      古写真・絵葉書を中心にした画像資料のデジタル化や、収蔵資料のデータベース作成を進 

める。 

   （イ）ホームページによる情報提供 

ホームページの内容・体裁の改善をすすめ、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。 

（ウ）ホームページによる市民ニーズの把握 

    ホームページのアクセス形態や内容などを分析して市民の関心やニーズを把握し、事業や 

企画の改善に反映させる。 

      アクセス目標件数  ９０，０００件 



   （エ）電子メールによる情報発信 

      企画展示、講座などの催し物情報を希望者に電子メールで発信する。 

   （オ）ＯＰＡＣによる図書検索機能の充実 

   （カ）地図の共同データベース化 

横浜都市発展記念館・横浜市史資料室と共同で各施設が所蔵する地図のデータベース化を進

め、３施設が合同で地図を事業に活用できる体制を構築する。なお当館所蔵地図については、

今年度でデータベース化終了予定。 

（８）複製フィルムの貸出 

   市民や地方自治体、学校、企業（出版社、新聞社、テレビ局など）の求めに応じ所蔵資料の複製 

を提供する。提供の方法は、複製フィルムをデジタル化しＣＤ-ＲＯＭで提供する。これにより資

料情報の発信を促進する。 

（９）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. 

閲覧室利用目標件数 ３，６００件 

 

 

５ 情報事業（定款第４条第１項第２号） 

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

 ステム機器類の運用・保守を行います。 

 

６ 開港資料館施設維持事業（定款第４条第１項第３号） 

   横浜開港資料館の施設維持を行います。 

（１）横浜開港資料館の施設設備の維持管理を行う。 

（２）広告料収入等の確保 

    

７ 開港資料館収益事業（定款第４条第２項） 

（１）ミュージアムショップの経営 

   開港資料館のミュージアムショップにおいて、資料目録、研究紀要等の出版物、関連図書・グッ

ズ等の販売を行う。 

また、売れ筋の出版物『横浜のあゆみ』の増刷や展示関連絵葉書等の作成を行う。 

（２）飲料自動販売機の設置 

   施設利用者の利便を図るため、開港資料館に飲料自動販売機を設置し、飲み物を販売する。 

（３）喫茶室の運営 

   来館者の利便を図るため、付属棟に喫茶室を設け、その運営を専門業者に委託する。 


