
横浜開港資料館 

平成２４年度事業報告  

（平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日まで） 

 

 

 財団では、昨年度、近代横浜の歴史をあつかう開港資料館・都市発展記念館・市史資料室の連携

をより強化し、各施設の活性化を図るため、３つの施設をひとつの課で運営する組織を作りました。

今年度は新たな組織で一体的に事業を展開し、横浜の海をテーマにした企画展示を開港資料館と都

市発展記念館の２つの会場で同時開催したほか、３つの施設の専門職員が合同で資料収集や所蔵資

料のデータベース化に取り組む事業も発足させ、来年度以降にどのような連携事業をおこなうこと

ができるのかを恒常的に検討できる体制を作りあげました。 

「生麦事件 激震、幕末日本」では歴史博物館と、横浜でのインド人の活動を扱ったパネル展示

（会場、ユーラシア文化館ギャラリー）ではユーラシア文化館と連携して事業をおこない大きな効

果をあげました。 

今年度の入館者総数は約５万４千人で、一昨年度にくらべ約４千人の増加であること、第２回企

画展示までは昨年の入館者数を超えていたことを考えれば、一昨年までの入館者数の減少には歯止

めがかかりつつあると考えられます。横浜郷土史団体連絡協議会事業を中心とする市民協働事業、

横浜市がおこなう事業への協賛事業（Dance Dance Dance @ YOKOHAMA 2012など）も順調におこないま

した。また、会社・団体・個人からの補助金・寄付金の総額は１００万円を超えました。 

  

１ 資料収集保管事業（定款第４条第１項第１号①） 

  江戸時代後期から明治・大正にかけての横浜の歴史とその関連資料を収集し、収集資料を良好

な状態で保存するために資料の保管・修繕を行いました。また、閲覧室での資料公開・コピーサ

ービスにより、資料や研究成果の普及を行いました。 

（１）資料の収集・管理・公開（H23.4～H24.3） 

項  目 点  数 事 業 内 容 

資料の寄贈・寄託 寄贈７件 １６１点 

寄託６件２，１８１点 

主な収集資料：村田純一家所蔵資料・ＤＫＳＨジャ

パン株式会社所蔵資料ほか 

資料の購入 ３２件 ３４４点 主な収集資料：英米外交官日本語学習帳ほか 

古文書のマイクロ化 １６件 主な複製（マイクロ撮影）資料： 下岡蓮杖関係資料 

資料の保存処理・修繕 ４件 中性紙封筒への入れ替え、図書・洋新聞の修復 

資料の分類・整理 古文書など 

約３，０００点 

収集した歴史資料を保存・公開するため、資料群ご

とに分類・整理した。 

閲覧室における資料

の公開とコピーサー

ビス 

閲覧室利用 2,682人  

コピー枚数 31,921枚       

 

邦字・欧字新聞複製、図書等の開架資料の公開と、

文献・古文書等の閉架資料の出納・公開、コピーサ

ービスを行った。 



写真資料・画像資料の

撮影 

撮影件数（１４件）古

写真や古記録など 

企画展や閲覧公開に供する資料及び収蔵資料の撮影

を行った。 

複製フィルム等の貸

出 

貸出件数５９２件 

１，９６３点 

市民や企業、他の博物館や公共機関、出版社などへ

の写真資料の貸出を行った。 

実物資料の貸出 貸出件数６件 他の博物館（横浜みなと博物館・豊田市郷土資料館

ほか）へ実物資料の貸出を行った。 

（２）資料収集内訳（H24.4～H25.3） 

区  分 購入 複製 寄贈 寄託 合計 累計 

行政資料（点） － 
(－) 

－ 
(－) 

－ 
(－) 

－ 
(－) 

－ 
(－) 

1,851  
(1,851) 

政府資料（点） － 
(－) 

－ 
(－) 

－ 
(－) 

－ 
(－) 

－ 
(－) 

16,137 
(16,137) 

海外資料（点） － 
(－) 

1,000 
(－) 

－ 
(－) 

－ 
(－) 

1,000 
(－) 

14,027 
(13,027) 

文書・記録（点） 33 
(21) 

19 
(12) 

78 
(207) 

2,036 
(1,376) 

2,166 
(1,616) 

78,174 
(76,008) 

新聞資料（点） 2 
(160) 

1 
(3) 

－ 
(1) 

－ 
(－) 

3 
(164) 

9,933 
(9,930) 

横浜絵・写真等（点） 48 
(10) 

357 
(７) 

69 
(243) 

144 
(5) 

618 
(265) 

32,356 
(31,738) 

コレクション（点） － 
(－) 

－ 
(－) 

14 
(3) 

1 
(49) 

15 
(52) 

50,233 
(50,218) 

文献資料（点） 261 
(72) 

3 
(8) 

－ 
(1) 

－ 
(－) 

264 
(81) 

56,602 
(56,338) 

合  計 344 
(263) 

1,380 
(30) 

161 
(455) 

2,181 
(1,430) 

4,066 
(2,178) 

259,313 
(255,247) 

 ※（ ）内は、前年度点数。 

（３）複製フィルム等の貸出実績 

項   目 平成２４年度 平成２３年度 平成２２年度 

出版社（一般書・教科書・雑誌）、放送・テレ

ビ会社、官公庁、横浜市及び横浜市関連機関へ

の貸出 

 

５９２件 

 

５９０件 

 

６１４件 

（４）閲覧・資料相談・複写サービス利用状況 

項   目 平成２４年度 平成２３年度 平成２２年度 

閲 覧 室 利 用 者 数 （人） ２，６８２ ２，８０６ ２，９００ 

複 写 申 込 件 数 （件） １，４５０ １，４３０ １，４６２ 

複 写 枚 数（枚） ３１，９２１ ３０，９１５ ３４，４６７ 

レファレンス件数（件） ２，８６９ ２，７４０ ２，７４１ 

（５）資料の保管 

    項   目        目的・意図 及び 内容・成果 

環境検査 ５回／年 実施 

 

 

 



（６）資料保管施設の管理 

保管施設 保 管 資 料 

開港資料館収蔵庫（310㎡） 文書記録、画像資料、個人文庫、文献等の収蔵と管理を行った。 

大黒埠頭倉庫他 マイクロフィルム、器物資料等の収蔵と管理を行った。 

 

２ 調査研究事業（定款第４条第１項第１号①） 

  江戸時代後期から明治・大正にかけての横浜の歴史とその関連資料について調査研究を館外の

研究者とも協力して行いました。また、開港資料館・都市発展記念館・市史資料室の事業を一層

密接なものとするため、「戦中・戦後期の都市横浜に関する連携研究事業」を発足させ、関係資料

の収集、研究文献の掌握などを合同しておこなう体制を構築しました。さらに、来年度以降、当

該のテーマを題材に、どのような事業（展示・講座・出版など）を合同して実施できるかの検討

も始めました。さらに、３つの施設が所蔵する地図資料の統一的なデータベース化にも取り組み

ました。 

（１）基礎的調査研究 

項   目 目的・意図 及び 内容・成果 

開国・開港期の歴史 

 

①長野県で発見された貿易関係資料の分析を実施 

②次年度開催予定の東京（江戸）と横浜の関係を紹介する企画展

示についての調査と研究 

③スイス人商人の日記の翻刻 

第１回企画展示「横浜の海 七面相」を担当 

横浜近代政治史 

 

①村田純一家文書・池谷光朗家文書・曽根盛鎮家文書等の整理 

②神奈川県の郡長一覧を完成し、その特徴について研究 

③次年度開催予定の関東大震災に関する展示の調査と研究 

横浜近代社会経済史 

 

①茂木商店関係資料の整理 

②事業創業者関係資料の調査と研究 

③商標の整理・公開 

第３回企画展示「事業を興せ」を担当 

横浜近代文化史 

 

①泉区内の旧家（安西家・小山家）が所蔵する資料の調査と研究 

②所蔵和装本の調査と公開に向けての装備 

③洋装本の整理の実施 

第４回企画展示「スポーツがやってきた！」を担当 

横浜近代欧米関係史 

 

①海外関係資料の新収資料（ルジェーリ・コレクション（複写）、

アーネスト・サトウ関係資料追加）と既収集資料の整理 

②横浜市史資料室所蔵「横浜ユナイテッド・クラブ」関係資料の

調査と研究 

③３館所蔵地図資料のデータベース化 

④紀要編集 

第２回企画展示「生麦事件 激震、幕末日本」を担当 



横浜近代アジア関係史 

 

①華僑口述記録調査・編集作業を実施 

②次年度開催予定の「上海と横浜展」に関する調査と研究 

③横浜華僑関係の資料調査と収集 

第１回企画展示「横浜の海 七面相」を担当 

歴史情報の集積と研究 

 

①横浜関係新聞・雑誌に関する調査と研究 

②新聞・雑誌の整理と公開 

③『横浜新報』社説目録の作成 

（２）調査研究の委託 

項   目 委託先 目的・意図 及び 内容・成果 

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（２／３年次） 

横浜近代史研究会 

（代表 大豆生田稔） 

①鶴見川流域史の多角的分析の作業としての、飯田

助夫日記のデータ入力と池谷光朗家所蔵写真乾板

のデジタル化を実施した。 

②横浜の人物誌的研究の基礎作業としての『横浜商

人録』（1881年刊）のデジタル入力をおこなった。 

③横浜の貿易商渡辺福三郎関係の新出資料の調査と

整理・デジタル化を実施した。 

④館蔵資料「曽根盛鎮関係資料」を分析した。 

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（２／３

年次） 

横浜史料調査研究会

（代表 井川克彦） 

①市外・市内の個人や機関が所蔵する古文書の調査

と研究（ＤＫＳＨジャパン所蔵資料の調査・資料

翻刻、長野県上田市の生糸貿易関係資料の調査な

ど） 

②スイス人商人ブレンワルドの日記の翻刻 

大正・昭和戦前期の横

浜在住外国人社会の調

査研究（２／３年次） 

横浜外国人社会研究

会（代表 本宮一男） 

①関係資料の市内所在調査 

②横浜在住外国人のデータベース化と分析 

③在英の生麦事件関係及び英連邦墓地関係資料の追

加調査・収集と分析（第２回企画展「生麦事件」

解説執筆を含む） 

華僑関係資料の調査研

究（２／３年次） 

横浜華僑史研究会 

（代表 曽士才） 

①オーラルヒストリーの実施 

②関係資料の所在調査・収集 

③中国人墓地および葬儀習慣等の調査 

（３）研究紀要の発行 

  出版書籍名 作成部数 頒布価額 事 業 内 容 

横浜開港資料館 

紀要 第３１号 

1,250部 

 

1,529円 当館専門職員等による資料の調査研究、整理等の成

果をまとめた。 

・論文「絹織物輸出商社、堀越商会の経営」 

・研究ノート「ユリ根貿易史についての諸問題」「神

奈川県における郡長の任免に関する一考察」 

・史料紹介「商標類鑑」「戦前期の横浜ユナイテッド・



クラブ取引業者関係史料」 

・目録「『横浜新報』社説目録」 

 

３ 常設展事業（定款第４条第１項第１号②） 

  常設展示室において、資料・展示ケースなどの保守点検を実施し、円滑な展示室運営を行いま

した。 

（１）常設展示室観覧者の推移（目標数 61,000人） 

 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) 一般 小中 閲覧室 計 

24年度 27,941 7,084 1,141 36,166 18,238 54,404 95.8% 303日 180 

23年度 31,623 7,015 1,207 39,845 16,923 56,768 113.8% 304日 187 

22年度 24,496 7,405 1,204 33,105 16,758 49,863  69.6% 295日 169 

（２）新収蔵資料や新発見資料紹介コーナーの設置 

常設展示室の一角に、新収蔵資料や新発見資料の紹介コーナーを設け、調査研究の成果をいち早く

紹介した。 

項  目 内容・成果 

資料紹介 第３８回 ２／１～３／３１  「下岡蓮杖の遺品」 

第３９回 ４／３～４／２０  「シドモアと横浜の桜の名所」 

第４０回 ４／２１～５／３１ 「カレー伝来から１４０年」 

第４１回 ６／２～７／３１  「日本アジア協会創立１４０周年」 

第４２回 ８／１～８／３１  「１００年前の夏休み」 

第４３回 ９／１～９／３０  「綴られた関東大震災」 

第４４回 １０／２～１１／３０「都筑郡鉄村・村田家の資料」 

第４５回 １２／１～１２／２７「明治・大正の洋食メニュー」 

第４６回 １／４～１／２７  「天心岡倉覚三」 

第４７回 １／３０～３／３１ 「幻の薩英戦争を伝えた記録」 

・開港（開館）記念日

に関する事業 

 

・ユーラシア文化館と

の共催展示 

・記念室（旧領事室）等を公開し、記念室や常設展示室でミニ展示を行った

（６／１～６／３０） 

・ミュージアムショップセールを実施し、グッズ販売を促進した 

・ユーラシア文化館企画展関連事業の「横浜におけるインド人の歴史」展を

ユーラシア文化館と共催で実施した（会場はユーラシア文化館１階ギャラ

リー） 

（３）旧館ホール・中庭展示 

   昨年度から来館者の動向調査を兼ねて、無料展示スペースである旧館ホール・中庭展示の見学者数

の集計を始めた。 

旧館ホール見学者：５６，０９４人 

   中庭展示見学者 ：８１，１５６人（目標数 100,000人） 

 



４ 企画普及事業（定款第４条第１項第１号②） 

  江戸時代後期から明治・大正にかけての横浜の歴史とその関連資料の研究成果を企画展開催や

紀要等で発表しました。また、横浜郷土史団体連絡協議会を中心に市民との協働を積極的に進め、

研修会の実施や出版物の作成指導等を行いました。 

（１）企画展の実施 

企画展名/開催期間 入館者数 目的・意図 及び 内容・成果 

「横浜の海 七面相」 

 H24.4.21(水)～7.16(日) 

会期 77日 

 

※都市発展記念館との共同展示 

期間合計 

16,857人 

（目標数 

21,000人） 

１日あたり 

２１８人 

横浜の海の個性を７つの顔（変貌する海・まつりご

との海・文化の海・つなぐ海・豊穣の海・憩いの海・

現在の海）に区分し、その歴史を幕末・明治編（開

港会場）、大正・昭和編（都発会場）として２つの会

場で開催した。関連事業として都発および京浜フェ

リー株式会社との共催で歴史探検クルーズを実施。 

「生麦事件 激震、幕末日本」 

 

H24.7.19(水)～10.21(日) 

会期 82日 

 

※歴史博物館との共催展示 

17,559人 

（目標数 

16,000人） 

１日あたり 

214人 

歴史博物館と連携して、発生 150 年を迎えた生麦事

件の展示を開催した。イギリス子孫宅で発見された

犠牲者の書簡を本邦初公開し、また子孫を招聘して、

全国的に多くのメディアで取りあげられた。歴史博

物館作成図録の編集にも協力して一部解説を執筆

し、また共催の展示講演会も実施した。生麦参考館

や鶴見区役所、地元自治会・小学校、京浜急行・相

鉄との連携もおこなって集客につなげた。 

「事業を興せ！―近代ヨコハマ起

業家列伝―」 

 

H24.10.24(水)～H25.1.27(日) 

会期 77日 

10,085人 

（目標数 

13,000人） 

１日あたり 

 131人 

横浜発展の機動力となった、起業家たち 20人の生涯

を、原資料本位で展示した。とくに貿易商の茂木惣

兵衛・椎野正兵衛・渡辺福三郎、造船の渡辺忠右衛

門、映画製作の佐伯永輔らについては、新出資料多

数をもって紹介した。 

「スポーツがやってきた！ 近代

横浜スポーツ史」 

 

H25.1.30(水)～4.21(日) 

年度中会期 53日 

 

※都市発展記念館との連携展示 

7,004人 

(24年

度内) 

１日あたり 

132人 

（期間合計 

目標数 

11,000人/ 

実績数 

8,834人） 

従来取り上げられることのなかった「スポーツ」をテーマ

に、横浜から日本中に広まった近代スポーツの、伝来と

普及の歴史をたどり、横浜の地が日本の近代スポーツに

果たした役割を明らかにした。未公開のスポーツ関係館

蔵資料を展示することができた。また展示は、横浜都市

発展記念館が開催した「ベースボール・シティー横浜」と

連携し、同一デザイナーのデザインによる印刷物の作製

や、両館入館者への絵葉書プレゼントを行った。シティ

ー・ガイドと連携し、スポーツの史跡を訪ねるウォーキン

グを４回開催した。 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）歴史講座等の開催 

講座名称/開催日 参加者数 事 業 内 容 

第２回企画展示関連

事業、歴史博物館との

共催講演会「生麦事件

からみる幕末の日本

と世界」 

１６０人 

 

９/９（日）、会場は歴史博物館講堂 

講師は保谷徹氏（東京大学史料編纂所教授） 

第３回企画展示関連

事業、シンポ「いま、

近代起業家たちを語

る」 

７４人 １/２６（土）、会場は開港資料館講堂 

展示で取り上げた起業家の中から今日まで事業を展開されてい

る会社の経営者 4名に、会社の歴史や創業者たちについて語って

もらった。 

第３回企画展示関連

事業、映画上映会「映

像時代の先駆横浜シ

ネマ商会」 

１４５人 １/５（土）、１/１９（土）会場は開港資料館講堂 

横浜で生まれた映画会社横浜シネマ商会が作成し、当時文部大臣 

賞を獲得したドキュメンタリー映画ほか３編と、アニメーション 

映画８編（弁士付き）を２日にわたって上映し、専門職による解 

説などをおこなった。 

（３）各種出版物の作成・編集 

出版書籍名 作成部数 頒布価額 事 業 内 容 

横浜市立大学発行『横

浜―開国・開港』 

1,500部 無 料 横浜市立大学学術情報センター所蔵の貴重書コレク

ションから横浜の開国・開港の歴史に関する資料を

紹介したもの。開港資料館が編集に協力し、当館の

専門職が資料の解説を執筆した。 

第３回企画展示「事業

を興せ！―近代ヨコ

ハマ起業家列伝―」の

図録 

1,500部 840円 開港期から昭和にかけての横浜の起業家をオールカ

ラー図版で紹介。総頁数４７頁。 

（４）市民との協働事業の実施 

   横浜の郷土史に関心の深い市民団体相互の交流促進及び開港資料館と各団体との協働事業を推進

することを目的に、平成１８年度末に設立した横浜郷土史団体連絡協議会との共催事業として、会報

の作成や、講座等を行いました。（平成 24年度末現在、加盟 52団体 賛助会員 1団体） 

第１回企画展示「横浜の海 七面相」出品資料「蒸気船就航の広告」 



項   目          事 業 内 容 等 

横浜郷土史団体連絡協議会との共

催事業 

①研修会 

 第 25回 5/25(水) 第 26回 9/12（水) 

 第 27回 12/7(水) 第 28回 3/5 (火) 全４回 

  参加者：延べ  179人 

②横浜郷土史連絡協議会 Newsの発行 25号～28号 

③「特別講座資料に触れる」を実施（全 2回） 

④青葉区の加盟団体と古文書解読テキストを編集 

⑤会報 7号を刊行 

 

 

 

（５）新聞社各社への記事連載への協力 

項   目          事 業 内 容 等 

神奈川新聞連載「学芸員ネットワ

ーク、郷土史展望」執筆・監修、

神奈川新聞連載「生麦事件１５０

年」（９月１１日～９月１５日）、

同「事業を興せ」（１月１９日～１

月２３日） 

神奈川新聞の連載「学芸員ネットワーク、郷土史展望」は月１回

第３水曜日掲載で連載が継続中。監修を担当。他の連載は企画展

にあわせて随時執筆。 

（６）実習・研修の受け入れ 

項   目 事 業 内 容 

博物館館務実習の受け入れとイン

ターンシップなど 

①博物館学芸員資格取得を目指す「博物館実習」受講生を受け入

れ、指導を行った。 

期間：８／２８（火）～９／２（日）、受入数：１２人 

②横浜市立大学大学院生のインターンシップ （2人） 

 期間：6/1（金）～11/30（金）（のべ 10日間） 

③横浜市立の小中学校教諭の初任者研修に協力９／４（火） 

受入数：１５人 

 

横浜郷土史団体連絡協議会大会 横浜郷土史団体連絡協議会研修会 



（７）広報紙の発行、一般広報等 

項   目 事 業 内 容 

館報「開港のひろば」発行 企画展示・収蔵資料・館活動の紹介 第１１６号～１１９号（年

４回）年間合計 55,000部 

リーフレット類作成 横浜開港資料館案内パンフレット(小中学生用) 

横浜開港資料館案内パンフレット(一般用) 

横浜開港資料館催し物案内、年２回 

その他広報 ①インターネットによる広報 

②メールニュースによる催し物などの情報発信 

③市営地下鉄関内駅構内の広報案内看板利用 

鉄道各駅 PRボックスへのチラシ掲出 

④みなとみらい線日本大通り駅構内のポスター掲示 

みなとみらい線駅 PRボックスへのチラシ掲出 

⑤市内類似観光施設・主要ホテル・観光案内所等への広報印刷物

の配布 

⑥区連会掲示板などへのチラシ掲出 

⑦一般新聞・タウン情報誌、旅行情報誌等への随時記事掲載 

⑧TV、ラジオ、ＦＭ放送、ＣＡＴＶ等の放送メディア利用 

⑨企画展後援新聞での連載・市広報誌等への記事掲載 

⑩各種団体のスタンプラリー等参加による集客活動 

（８）横浜市役所などとの連携事業 

項   目          事 業 内 容 等 

横浜市役所や横浜シティー・ガイ

ド協会との連携事業 

・Dance Dance Dance @ YOKOHAMA 2012に協賛して旧館ホールお

よび記念室で「大正・昭和期の横浜と西洋舞踊」展を開催 

７／１（日）～７／２９（日） 来場者数４，６９７人 

展示開催にあたり横浜アーツフェスティバル実行委員会から

補助金９０万円を得る。 

・横浜市による「武家の古都・鎌倉」世界遺産登録申請事業に協

賛して幕末～明治時代の称名寺・金沢八景を題材にしたパネル

展示を旧館ホールで開催、２／２８（木）～３／３１（日） 

・第４回企画展示「スポーツがやってきた！ 近代横浜スポーツ

史」の関連事業として横浜シティー・ガイド協会と共催で「横

浜スポーツ伝来の地を探してウォーキング」を開催 

３／１５（金）、３／２０（金）、３／２２（金）、３／２７（金） 

 

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。 



項   目 事 業 内 容 

インターネットによる情報公開 ホームページの内容、体裁を一新し、展示・催し物・刊行物の広

報や、収蔵資料の紹介を行った。また、昨年度から開始したＯＰ

ＡＣでの所蔵図書の追加を順次おこない、ウェブ上での検索対象

図書を増やした。さらに「開港のひろば」を追加し、全号がウェ

ブ上で閲覧可能となった。 

・ＨＰアクセス件数 

 アクセス件数 合計１２４，０８７件（前年度 129,747件） 

メールニュースの配信 「横浜開港資料館メールニュース」を毎月１回計 12 回、約 800

名をこえる登録者に配信した。 

 

６ 開港資料館施設維持事業（定款第４条第１項第１号③） 

  開港資料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 

開港資料館 必要に応じた施設の維持管理を実施 

 

７ 開港資料館収益事業（定款第４条第１項第２号） 

（１）ミュージアムショップの経営 

① 絵はがき、バンダナ、ミニタオル、関連書籍等を販売し、売れ筋商品（書籍や絵はがき）の増刷を

した。また、展示に合わせた絵はがきセットやオリジナル新商品のボールペン・シャープペンを作成

した。 

② 開港（開館）記念日にセールを実施した。 

（２）自動販売機（１台）の設置 

（３）喫茶室の委託 

   来館者サービスとして付属棟において、喫茶室の営業を実施した。 

 店名：Ａｕ ｊａｒｄｉｎ ｄｅ Ｐｅｒｒｙ（ペリーの庭で） 

 

＜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２４年度 平成２３年度 平成２２年度 

横 浜 開 港 資 料 館 （千円） ５，２０２ ６, １２９ ６，１９６ 

（２）自動販売機の設置 

   施設利用者の利便を図るため、自動販売機を設置しました。 

 項   目 平成２４年度 平成２３年度 平成２２年度 

横 浜 開 港 資 料 館 （千円） ９６ ９６ ９７ 

（３）喫茶室の委託 

   施設利用者の利便を図るため、開港資料館付属棟において、喫茶室を営業しました。 

 



 項   目 平成２４年度 平成２３年度 平成２２年度 

喫茶室委託料収入（千円） １，７９２ １, ７６１ １，８９６ 

 

 

 事業別評価  

 

事業名称 実施概要 評価 

資料収集保管事業 古文書・写真など１３件、２，３４２点の寄

贈・寄託を受け入れたほか、３２件３４４点の

資料を購入した。２４年度末の所蔵資料総点数

は２５万９千点であり、着実に業務を進めてい

る。 

Ｂ 

調査研究事業 調査研究員の研究事業および外部研究者に委

託した調査研究活動は順調で、その成果を展

示・講座・出版で公開した。研究の成果は新聞・

雑誌、テレビで取り上げられることも多く、横

浜市内の施設の中ではもっともマスコミへの露

出度が高い。 

Ａ 

常設展事業 新収・新発見資料コーナーで１０回にわたっ

て展示を開催した。新収・新発見資料コーナー

で紹介した資料がマスコミで取り上げられるこ

ともあり、常設展示事業としては大きな成果を

あげた。 

Ｂ 

企画普及事業 入館者は約５万４千人で、目標値６万１千人

には達していない。しかし、冒頭にも記したよ

うに一昨年までの入館者の減少には歯止めがか

かりつつある。 

Ｃ 

情報事業 ＨＰでのＯＰＡＣを含む収蔵資料の公開点数

を拡充した。また、メールニュースでの情報発

信も順調である。 

Ａ 

施設維持事業 施設の老朽化がみられ、順次、横浜市と協議

しながら修理を進めている。今年度は東側外壁

ひび割れを補修した。日常の維持管理は順調で

ある。 

Ａ 

収益事業 事業収入は前年度の 89％に留まったが、今年

度当初収入予算に対しては 106％に達した。ショ

ップ事業では残部数の少ない売れ筋商品を増刷

するなど、収入向上策をはかった。 

B 

 


