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［ 運営方針 ］ 

 今年度、開港資料館では財団をあげて実施する特別展＜わがまち横浜再発見｢ヨコハマ３

万年の交流｣＞の分会場として都市発展記念館と一体となった展示を開催します。また、財

団の施設だけでなく地元商業団体・国立歴史民俗博物館・大学と連携した展示や展示関連

事業も積極的に展開します。 

 一方、市民協働事業の柱である横浜郷土史団体連絡協議会とは特別展｢ヨコハマ３万年の

交流｣の開催時に関連の講演会を共催で実施するほか、同協議会が実施する研修の充実をは

かっていきます。さらに、来館者の増加をはかるために、毎週水曜日の夜間の午後５時か

ら７時までを開館とし、市民サービスの向上を目指します。 

  

１ 資料収集保管事業（定款第４条第１項第１号①） 

（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、マイクロフイルムやデジタル撮影

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。 

 

横浜開港資料館 
平成２７年度事業計画 

（平成２７年４月 1日から平成２８年３月３１日まで） 

 



2 

 

２ 調査研究事業（定款第４条第１項第１号①） 

（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 

（５／５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年代の生糸や蚕種貿

易の動向やスイス人商人ブレンワルド

の日記の翻刻と研究成果の民間出版社

からの出版。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 

（５／５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） 

横浜市の近代交通に関する法整備の調

査、神奈川県及び横浜市の行政機構の変

遷に関する基礎データの構築作業、県報

及び市報の調査・分析 

横浜近代社会経済史 

（５／５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 

横浜商工会議所所蔵資料資料の調査・

再調査／近代的多目的ホールとしての

開港記念会館の公演・演説会の歴史調

査 

横浜近代文化史 

（５／５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 

市域に残された教育関係資料の調査、

日本英学史学会寄託資料（豊田文庫）

・岩生文庫の再整理とＨＰでの公開 

横浜近代欧米関係史 

（５／５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 

横浜のドイツ人社会に関する史料の調

査研究をおこない、企画展に反映させ

る。また海外関係史料の追加整理と、

収集整理を終えた史料のＨＰでの公開

を含む一般公開に向けた準備を行う。

３館所蔵地図資料の共通データベース

化も継続する。 

横浜近代アジア関係史 

（５／５年） 

東アジア開港都市研究、華僑・華人史

研究 

① 東アジア諸都市を中心とする館蔵

絵葉書データベース化と横浜華僑

関係の資料調査、オーラルヒストリ

ー調査の実施。 

歴史情報の集積と研究 

（５／５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。 
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（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・明治初年の横浜関係資料

の総合研究（２／２年次） 

 

② 内外貿易関係資料の分析 

② 市内旧家・機関所蔵資料の調査 

③横浜における日独関係資料の調査分

析 

（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（２／２年次） 

①近代横浜関係人物データベース化作

業 

②横浜港湾関係資料の調査 

③横浜市の行政機構に関する調査 

④市内旧家所蔵資料の調査 

横浜国際関係史分野の

調査研究 

（ア）横浜華僑風俗史の調査研究 

（２／２年次） 

①オーラルヒストリー調査の実施 

②葬祭関係史料の所在調査 

③華僑墓誌のデータベース化 

（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３４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１号②） 

（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 ６１，０００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 

中庭には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てあるが、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１２８～１３１号を発行する。 
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（発行部数：１２，０００～１５，０００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）特別資料コーナー 

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１号②） 

（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 

「異国の面影－横浜外国人居留地

1895」 

 平成２７年４月２２日（水） 

～７月１２日（日) 

16,000人 国内有数の観光スポット、横浜山下町。この街

の源流は、幕末から明治後期まで存在した外国

人居留地である。各国の人々が行きかい、外国

系の商社・銀行・ホテルなどがたち並ぶ街であ

った。一枚の明細地図を読みときながら、120

年前の山下居留地の実像に迫り、今もこの街に

漂う異国の面影をたどる。 

＊ヨコハマセントラルタウンフェスティバル Y

１５６と連携 

＜わがまち横浜再発見「ヨコハマ

３万年の交流」＞ 

  

「ハマを駆ける－クルマが広げた

人の交流〔明治・大正編〕」 

平成２７年７月１８日(土) 

～９月２３日(水・祝) 

20,000人 幕末・明治から昭和の戦後に至るまでの都市横

浜のあゆみとともに、陸上交通の手段である車

輪のついた乗り物の変遷の歴史をたどる。横浜

開港資料館と横浜都市発展記念館とで時代別

に展示し、横浜開港資料館では〔明治・大正編〕

を扱う。 

＊財団、近現代歴史資料課連携 

「横浜と音楽」 

平成２７年１０月３日（土） 

～平成２８年１月２４日（日） 

 

                                        

13,000人 西洋音楽の窓口となった横浜では、さまざまな

音楽が演奏された。展示では所蔵資料を中心に

近代横浜の音楽の歴史を紹介する。 

「日独修好 150年の歴史 幕末維新

期の日本とドイツ」 

平成２８年２月３日（水） 

～４月１０日（日） 

12,000人 国立歴史民俗博物館が中心となって開催され

る日独交流150年の歴史をテーマとする巡回展

に参加する。当館では幕末維新期の日本外交に

おいて重要な役割を担った横浜の歴史をとり

あげ、ドイツ外交文書や幕府と使節相互の贈り
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物など本邦初公開資料を展示。 

＊国立歴史民俗博物館他との連携巡回展示 

企画展関連事業 

 

400人  第１回企画展開催にあわせ、Y156参加プログラ

ム・展示解説講座5月31日(日)80名を開催、ま

た第２回企画展にあわせ、横浜市立大学・横浜

開港資料館・横浜都市発展記念館共催講座を開

催。詳細は次の(２)講座・講演会(大学との連

携事業)を参照。 

（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 のべ320人 横浜市立大学等の大学院生のインターンシップの受け入

れをおこなう。第１回および第２回企画展関係で、横浜市

立大学・開港資料館・都市発展記念館共催講座「外国人居

留地から見るハマの歴史」6月13日（土）、6月20日（土）

各80名と「モータリゼーションの時代と都市横浜」7月25

日（土）、8月1日（土）各80名を開催する。 

「子どもアドベンチャー

2015」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 

 

    

 

 

 

 

  

 

蚕展記念講演会（2014年 5月 17日開催）    「子どもアドベンチャー2014」（8/15開催） 

   講師は鈴木淳氏（東大教授）              計 15名が参加 

「日本製糸業の技術革新－富岡製糸場を中心に」     「体験しよう！資料の保存」 

 

（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。 

 

 

 



6 

 

＜出版予定＞ 

① 広報誌 横浜開港資料館報「開港のひろば」第128～131号 

（発行部数：12,000～15,000部、各号の発行部数は入館者の目標数によって変更する。） 

 ②企画展示「ハマを駆ける」の図録の発行 

 

（４）市民協働・学校連携・博物館連携 他 

（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５１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。第１

回企画展示では、5月 30日、31日に開催される横浜セントラルタウンフェスティバル Y156

に参加し、山下公園通り会、元町 SS会、横浜中華街発展会、馬車道通り会などの地元商業

団体と連携して、事業の広報と来館者増につとめる。また同展示および第２回企画展示で

は、横浜市立大学と連携して合計４回の展示見学を盛り込んだ講座を開催する。 

（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利用できる横浜の歴史に関する

教材の作成を考える。特に、中区の史跡を学校に紹介できる教材を作成する。 

（エ）神奈川県立歴史博物館主催の「ミュージアムクイズラリーよこはま」への共催や「日本大通

りで学ぶ地域と社会」と題し日本新聞博物館、放送ライブラリーと都市発展記念館・ユーラ

シア文化館と協力し市内小中学生への博物館見学コースを紹介する。 

（オ）情報文化センター１階に設置されたカウンターで企画展示についての情報提供をおこなうと

ともに、シティーガイド協会が実施するツアーに参加・協力。 

          

横浜郷土史団体連絡協議会第 33 回研修会  シルク博物館・県立歴史博物館との 3 館展示連携

2014 年 6 月 10 日 金沢・伊藤博文別荘にて  横浜絹回廊」(2014年 4 月～7月実施)ポスター 

 

（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等への監修協力や、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。 
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（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。資料目録等を掲載して当館所蔵資料の利用への利便性

を高める。 

（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  １００，０００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。 発信先約 1,000件 

   （オ）ＯＰＡＣによる蔵書検索機能の充実 

   （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の構築を目ざす。すでに昨年度までに、

約 １０，０００点の地図のデータを入力した。今年度は市史資料室所蔵地図を主対象と

して実施する。最終年度である今年度は、３施設の地図資料を引き続き調査してデータベ

ースを拡充するとともに、補足および調整の作業を進めてデータベースの完成をはかる。

今後の方向性についての検討も行う。 

（８）複製資料の提供 

   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。 

 利用目標件数 ５００件 ／ 利用目標資料点数 １，５００点 

（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. 

閲覧室利用者目標数 ３，６００人 

 

５ 情報事業（定款第４条第１項第１号②） 

  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 施設維持事業（定款第４条第１項第１号③） 

   横浜開港資料館の施設維持を行います。 
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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。 

 

 

 


