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横浜開港資料館 

平成２７年度事業報告書  

（平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで） 

 

平成２７年度は 7月から 9月にかけて財団が運営する全施設が連携して「横浜の交流の歴史」を

テーマに企画展示やその他の事業をおこないましたが、特に開港資料館と都市発展記念館は幕末以

来の車の歴史を紹介する展示を、開港を第１会場、都発を第２会場にして開催しました。 

また、近現代歴史資料課に属する開港・都発・市史では平成２３年から合同で定期的に研究会を

開催してきましたが、平成２８年度にその成果を開港と都発で数回にわたって共同して展示するこ

とになりました（平成２８年度事業計画書参照）。 

外部の企業や機関との連携事業では関内周辺の商店街の組織である Y156がおこなう事業に参加

し、５月２９日、３０日の両日を無料入館にした結果、3000人以上の入館者がありました。さらに、

当館では平成２０年から外部の研究者と共同してスイス人商人の日記の翻訳をおこなってきまし

たが、その成果を日経 BP社から刊行しました。 

  

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（H27.4～H28.3） 

項  目 点  数 事 業 内 容 

資料の寄贈・寄託 寄託４件５２５点 

寄贈１件 ２１９点 

主な収集資料：横浜海岸教会所蔵資料、武田家旧蔵

サトウ関係資料ほか 

資料の購入 19件 165点 主な収集資料：絵葉書・雑誌ほか 

古文書のマイクロ化 ６件 主な複製（マイクロ撮影）資料：吉澤家文書 

資料の保存処理・修繕 200件 中性紙封筒への入れ替えおよび資料の修繕 

資料の分類・整理 古文書など 

約２０００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 

２，８６３人  

コピー枚数 

３２，４１５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（１６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。 

複製フィルム等の提

供 

提供件数５８０件 

１，９３６点 

市民や企業、他の博物館や公共機関、出版社などへ

の写真資料の提供を行った。 
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実物資料の貸出 貸出件数８件 他の博物館（国立歴史民俗博物館・茨城県立歴史館

ほか）へ実物資料の貸出を行った。 

 

 

（２）資料収集内訳（H26.4～H27.3） 

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） 
－ 
(2) 

152 
(5) 

13 
(－) 

－ 
(－) 

165  
(7) 

14,216 
(14,051) 

文書・記録（点） 
－ 
(－) 

13 
(9) 

79 
(2,688) 

   526 
(－) 

618 
(2,698) 

83,300 
(82,682) 

新聞資料（点） 
－ 
(1) 

－ 
(－) 

－ 
(12) 

－ 
(－) 

－ 
(12) 

9,946 
(9,946) 

絵画・写真等（点） 
－ 
(17) 

3 
(2) 

76 
(514) 

1 
(521) 

   80 
(1,054) 

33,603 
(33,523) 

コレクション（点） 
－ 
(－) 

－ 
(－) 

51 
(836) 

－ 
(－) 

51 
(836) 

51,154 
(51,103) 

文献資料（点） 
161 
(168) 

5 
(5) 

－ 
(100) 

－ 
(－) 

439 
(273) 

57,687 
(57,248) 

合  計 
161 
(188) 

173 
(21) 

219 
(4,150) 

527 
(521) 

1,353 
(4,880) 

267,894 
(266,541) 

 ※（ ）内は、前年度点数。 

（３）複製フィルム等の提供実績 

項   目 平成２７年度 平成２６年度 平成２５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

の提供 

 

５８０件 

 

６１３件 

 

５２１件 

（４）閲覧・資料相談・複写サービス利用状況 

項   目 平成２７年度 平成２６年度 平成２５年度 

閲 覧 室 利 用 者 数 （人） ２，８６３ ２，７９６ ２，２７９ 

複 写 申 込 件 数 （件） １，４２３ １，４５６ １，２４０ 

複 写 枚 数（枚） ３２，４１５ ３５，５１８ ３２，４３３ 

レ フ ァ レ ン ス 件 数（件） ２，９４７ ２，７２６ ２，００８ 

（５）資料の保管 

    項   目        目的・意図 及び 内容・成果 

中性紙資料保存封筒作成 劣化する酸性紙保存封筒からの中性紙保存封筒への入れ替え 

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、シルクセンター他 マイクロフィルム、器物資料、文献資料等の収蔵と管理を行った。 



 3 

 

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

研究者と協力しておこないました。また、昨年に引き続き、開港資料館・都市発展記念館・市史

資料室の３施設合同で、「戦中・戦後期の都市横浜に関する連携研究事業」をおこないました。 

（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 市内・市外の旧家が所蔵する古文書調査 

② ブレンワルド日記の翻訳作業 

③ 企画展「幕末・明治のプロイセンと日本・横浜」企画・実施 

④ ｢開港のひろば｣執筆 

横浜近代欧米関係史 ①企画展「幕末・明治のプロイセンと日本・横浜」サブ担当（資料借用と

外部連携） 

②幕末期の日英関係資料の分析と史料紹介（『紀要』34号）執筆や、「開港

のひろば」「中区広報―なか区歴史の散歩道」等執筆 

③海外関係史料の調査、研究 

④アーネスト・サトウ関係資料等の受入手続きと整理 

⑤地図データベース会議開催・課題検討 

⑥資料コーナー展「横浜の歴史の目撃者―たまくす」／「戦後 70 年 戦

時下、横浜の外国人」／「横浜カントリー＆アスレティック・クラブ（YC&AC）

のスポーツ・シーン」担当および関連出版物の原稿執筆 

⑦学芸員実習担当と取りまとめ 

⑧ブレンワルド研究会参加 

横浜近代文化史 ①豊田文庫再整理と OPACでの公開、新収図書の整理と OPACでの公開 

②Ｙ高所蔵資料整理 

③特別資料コーナー「ペリー来航と吉田松陰～下田で起きた密航事件

～」・「横浜海岸教会 初代日本人牧師 稲垣信」展開催 

④関靖旧蔵資料・横浜海岸教会所蔵資料の整理と寄託受け入れ 

⑤岩下忠夫氏所蔵資料の整理と寄贈受け入れ 

⑥郷土史協研修会（37～40回）開催、ニュース(37～40号)発行 

⑦子どもアドベンチャー2015担当 

⑧第 3回企画展示「その音、奇妙なり ～横浜・西洋音楽との出合い～」

展担当（補助） 

⑨「開港のひろば」128・131号執筆 

⑩『紀要』34号執筆 

⑪ブレンワルド研究会参加 

⑫横浜英和学院所蔵資料整理 

⑬環境調査実施 

⑭学芸員実習担当 
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横浜近代アジア関係史 ① 横浜華僑関係各資料寄贈受け入れ 

② 企画展「異国の面影」企画・実施 

③ 横浜市立大学「横浜華僑の歴史」講義および企画展示関連共催講座 

④ 横浜インドセンター、マリンタワーなど各種講座担当 

⑤学芸員実習担当 

⑥特別資料コーナー展示「戦時下の外国人」、音楽展関連ピアノ展示担当 

⑦中区歴史の散歩道執筆 

⑧『開港のひろば』第 127号「山下町の旧インド人商館」および第 128号

「異国の面影」執筆 

⑨「中区歴史の散歩道」執筆 

⑩華僑史分野の委託研究会担当 

⑪地図データベース会議参加 

⑫ブレンワルド研究会参加 

⑬各種絵葉書、古写真等資料受け入れ 

横浜近世・近代社会経

済史 

①館蔵諸文書の追加整理に関する引継 

②第 3回企画展示「その音、奇妙なり ～横浜・西洋音楽との出合い～」 

展の企画・実施 

③特別資料コーナー「関口日記にみる小机観音霊場」実施 

④中山恒三郎家文書の調査・資料整理 

⑤次年度第１回展示「ハマの大地を創る」準備 

⑥紀要 34号の編集と資料紹介執筆 

⑦「開港のひろば」131・132号執筆 

⑧「中区歴史の散歩道」執筆 

⑨学芸員実習担当 

⑩郷土史協事務局担当 

⑪郷土史協第 37回研修会講師 

歴史情報の集積と研究 ①花火関係資料調査(すみだ郷土文化資料館) 

②横浜活版社関係資料調査(陽敏朗氏) 

③特別資料コーナー「輸出花火と絵入りカタログ」展開催 

④特別資料コーナー「横浜活版社と『横浜毎日新聞』」展開催 

⑤『開港ひろば』129号「平山煙火製造所の絵入り花火カタログ」執筆 

⑥中区広報「ジョセフ・ヒコと『海外新聞』―日本における新聞誕生の地」

(1月号)執筆 

⑦学芸員実習担当 

⑧寄贈資料の整理・受入(岸秀雄氏) 

⑨寄贈資料の受入(大岡裕氏） 

⑩寄託資料の受入(横浜国際婦人会資料)  

⑪新収新聞及び雑誌の整理と公開 

⑫岡コレクション(追加)の整理と公開 

横浜近代政治史 ①都市発展記念館及び市史資料室との連携事業の実施 
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②郷土史団体連絡協議会事務局担当 

郷土史協研修会（37～40回）開催、ニュース(37～40号)発行 

シンポジウム「ハマの轍―陸上交通の近代化と横浜―」開催 

③神奈川県高等学校文化連盟社会科専門部との連携事業の実施 

④国文学研究資料館アーカイブカレッジ受け入れ担当 

⑤学芸員実習担当 

⑥『開港のひろば』執筆（129・130 号） 

⑦『横浜開港資料館紀要』第 34 号「横浜市における人力車営業の展開―

交通機関の発達過程を中心に―」執筆 

⑧「中区歴史の散歩道」執筆 

⑨特別資料コーナー展「1933 関東防空演習」準備・開催 

⑩特別資料コーナー展「明治・大正 ハマの消防車」準備・開催 

⑪横浜近代史研究会委託担当 

⑫首都圏形成史研究会事務局担当 

⑬新収蔵資料の整理と公開 

⑭「ハマを駆ける」展企画・実施 

⑮「宮内庁文書にみる横浜」展準備 

⑯中山恒三郎家資料調査・整理 

（２）調査研究の委託 

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） 

 

①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鶴見川流域に残る地域資料の多角的

分析 

②明治期～昭和初期における横浜の人

物誌的研究 

③地域資料の調査と整理 

④横浜港に関する調査研究の準備作業 

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横浜華僑葬祭関係史料の所在調査 

（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施設が合同で開催する会合・研究会では昭和期の

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ました。また、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しました。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。 
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（４）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 34号 

1,250部 

 

1,500円

＋税 

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。 

・横浜市における人力車営業の展開 

・幕末の横浜イギリス駐屯軍士官の書簡 

・横浜英和学院所蔵「学籍簿」 

・武蔵国久良岐郡宿村森家文書「安政七年大福帳」

について 

 

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 

27年度 27,108 5,593 1,116 33,817 23,257 57,074 125.1% 304日 187 

26年度 23,227 5,096 1,288 29,611 16,006 45,617 107.4% 291日 156 

25年度 21,477 4,508 1,077 27,062 15,412 42,474 78.1% 229日 185 

（２）新収蔵資料や新発見資料を紹介する「特別資料コーナー」の設置 

常設展示室の一角や旧館１階ホールを活用して、新収蔵資料や新発見資料の紹介コーナーを設け

たり、ミニパネル展示をおこなったりして、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 64回 4/1～5/6「横浜の歴史の目撃者―たまくすー」 

第 65回 5/9～5/31「関東防空演習」 

ホール展 5/1～5/17「幕末・明治の横浜の舞踊」文化観光局協力事業 

第 66回 6/2～6/30「ペリー来航と吉田松陰」 

第 67回 7/１～8/4「輸出花火と絵入りカタログ」 

第 68回 8/5～8/30「戦後 70年、戦時下横浜の外国人」 

第 69回 9/1～9/30「明治・大正、ハマの消防車」 

第 70回 10/10～11/1「横浜カントリー＆アスレティッククラブ」 

ホール展 10/20～11/29「スイス企業が見た日本の 150年」DKSHジャパン株

式会社共催 

第 71回 11/7～11/29「関口日記に見る小机観音霊場」 

第 72回 12/8～1/31「横浜活版社と横浜毎日新聞」 

第 73回 2/13～3/2「横浜海岸教会」 

第 74回 3/30～5/8「シドモアを魅了した明治横浜の桜」 

・開港（開館）記念日

に関する事業 

・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 

・記念室を一般開放し、周ピアノなどを公開した 
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（３）旧館ホール・中庭展示 

  ・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結果 

旧館ホール見学者：63,079人 

   中庭展示見学者 ：88,355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 

企画展示 

「異国の面影 －横浜外国人居

留地 1895  迷い込んだのは、120

年前の地図の中」 

 H27.4.22(土)～7.12(日) 

会期 71日 

 

18,433人 

（目標数 

16,000

人） 

１日あた

り 260  

人 

120年前、1895年に製作された、外国人居留地地図を

題材に、同時代の写真や関連資料をもとに、山下町の

ルーツ、横浜外国人居留地の歴史を紹介する内容で

あった。歴史に関心の無い層に横浜の歴史の面白さ

を伝えることを目的とし、主人公の「私」が地図の

世界にタイムスリップする形式をとり、コーナー解

説と一部キャプションを「語り」としたが、その手

法が斬新でわかりやすいと好評だった。入館者数が

18000 人を越えることができた。また初めての入館

者が多く、国際都市横浜の源流である「外国人居留

地」への市民一般への理解を高めることができた。 

＜連携展示「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―クルマが広げたヒトの交流―」 

平成 27 年 7 月 18 日(土)～9 月 23 日(水・祝)  会期 59日              14ページ参照 

企画展示 

「その音、奇妙なり―横浜・西洋

音楽との出会い－」 

H27.9.30(金)～H28.1.24(日) 

会期 95日    

15,423 

（目標数 

13,000

人） 

１日あたり 

162人 

ペリー来航を契機とする西洋音楽との出会いから明

治 42 年(1909)の横浜市歌の成立まで、横浜の地にお

ける約半世紀を対象として、軍楽隊による西洋音楽

の習得や外国人宣教師による日本語の讃美歌の考

案、少年音楽隊の流行、さまざまな唱歌の盛行とい

った事柄をわかりやすく紹介した。 

企画展示 

｢幕末・明治のプロイセンと日本・

横浜｣ 

H28.2.3(水)～4.10(日) 

会期 59日（年度中会期 50日） 

 

9,015人 

（期間合

計目標数 

12,000

人） 

１日あたり 

 152人 

 

国立歴史民俗博物館・長崎歴史文化博物館・鳴門市

ドイツ館との巡回展示。国内の諸機関だけでなくド

イツの図書館や文書館からも資料を借用し、プロイ

センとの通商条約締結の過程、条約締結後の日本と

プロイセンやドイツ帝国との交流、横浜でのドイツ

人コミュニティーやドイツ系商社の活動を紹介し

た。また、こうした歴史の前史としてドイツ人のシ

ーボルトの活動についても紹介した。 
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 都筑区と連携し、都筑ドイツクリスマスマーケッ

トにおいて、関連パネルを展示した。 

（２）講座の開催 

講座名称/開催日 参加者数 事 業 内 容 

第 1回企画展 

関連事業 

 

講座合計

277名 

4/22（水）夜間講座、会場：横浜開港資料館講堂 

     講師：西川武臣副館長 （63名） 

5/31（日）会場:横浜開港資料館講堂 

企画展「横浜異国の面影」について、伊藤泉美主任調査研究員 

（80名） 

6/13（土）会場：横浜開港資料館講堂 横浜市立大学エクステン

ション講座 伊藤泉美主任調査研究員 ＊別項目参照 

（92名） 

6/30（火）マリンタワー共催講座「横浜異国の面影」会場：マリ

ンタワーホール、伊藤泉美主任調査研究員（42名）  

第3回企画展示関連事

業  連続講座 

｢音楽で語る横浜洋楽

史｣ 

86人 講師：秋岡陽氏(フェリス女学院大学学長) 

11 月 15 日（日）14 時～15 時 30 分 

12 月 13 日（日）14 時～15 時 30 分 

 

（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 

ブレンワルドの幕

末・明治ニッポン日記

―知られざるスイ

ス・日本の交流史 

6000部 2000 円＋

税 

総頁数 252 頁、横浜開港資料館編、日経 BP 社発行 

「異国の面影」解説地

図 

3000部 300円 A3両面 横浜開港資料館編 

「その音、奇妙なり」

展示ガイド 

1500部 400円+税 A5 判、16 頁。横浜開港資料館編 

（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 2７年度末現在、加盟 50団体 賛助会員 1団体）。また、

横浜セントラルタウンフェスティバル Y156 への参加に参加し、当日、無料開館したほか、イベン

トや講座を行いました。 

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 総会・研修会・公開講演会の実施 

大会 4/25(土)    

研修会 第 37回 5/29（金) 第 38回 8/5 (金)  
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第 39回 12/4 (金) 第 40回 3/15(火)  

全４回 参加者 計 101名 

公開シンポジウム「ハマの轍―陸上交通の近代化と横浜

―」 9/12（土） 参加者 61 名 

② 横浜郷土史連絡協議会 Newsの発行 37号～40号 

③ 特別講座「皇室関係資料を学ぶー宮内庁宮内公文書館

見学会―」を実施 参加者 25名 

③ 会報 10号を刊行、設立 10周年記念誌の編集 

横浜セントラルタウンフェスティバル

Y156への参加  

 

 

①横浜開港を記念し、関内周辺の商店街組織（馬車道商店

街・関内まちづくり振興会、山下公園通り会、横浜中華

街発展会・元町 SS回）と地元マスコミが主催で行われる

Y156イベントに参加した。 

②5月 29日（土）30日（日）に開かれ、当館は初参加した。

2日間の無料入館と展示解説講座を実施、またウォークラ

リーのスタンプポイントとなった。 

③来館者は 2日間合計 6292人（内入館者は 3251人）、通常

の土日の 5倍近くの入館者で、1981年開館以来の記録と

なった。多くの来館者に横浜の歴史に親しむ機会を提供

したとともに、地元企業者とのネットワーク構築にもつ

ながった。 

 

         

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 

 

 Y156 当日 多くの来館者で賑わう常設展示室 
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（５）新聞社各社への記事連載への協力      

（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：8/25（火）～8/30（日）、受入数：13人 

②横浜市立大学学生のインターンシップ （2人） 

 期間：6/1（火）～10/17（火）（のべ 10日間） 

③「子どもアドベンチャー2014」（横浜市主催）に参加  

「体験しよう！資料の保存」参加者数：13人 

④ 市教育委員会主催の横浜教師塾「アイ・カレッジ」で、講座

を開催するとともに展示の見学・解説を実施した。 

1/24（土）、約 100名 

（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１２８号～１３１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 ➀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 

 

 

項   目          事 業 内 容 等 

神奈川新聞連載「学芸員ネットワ

ーク、かながわの地域博物館か

ら」執筆・監修、 

神奈川新聞の連載「学芸員ネットワーク、かながわの地域博物館

から」は月１回第４金曜日掲載で連載。同連載の監修を担当。他

の連載は企画展にあわせて随時執筆。 



 11 

（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ガイド協

会との連携事業 

「広報よこはま 中区版」に、連載記事「なか区歴史の散歩道」

を都市発展記念館職員と分担して執筆。 

横浜市立大学との共催講座 

 

横浜市市立大学エクステンション講座として、横浜開港資料館講

堂で「外国人居留地からみるハマの歴史」を 2回開催。 

6月 13日（土）講師：伊藤泉美開港資料館主任調査研究員 

6月 20日（土）講師：松井道昭（横浜市立大学名誉教授） 

 

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 展示・催し物・刊行物の広報や、収蔵資料の紹介を随時、行った。

また、OPAC 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。「開港のひろば」の更新随時、おこな

った。 

・ＨＰアクセス件数 合計 147，186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」を第 107号～第 124号(計 18

回)、1,062名の登録者に配信した。 

 

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 書庫内の電動式書庫改修工事を 1月に実施した。 

 

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、売れ筋商品である絵はがきの増刷をし

た。また、横浜の歴史を小、中学生向きに解説した『横浜のあゆみ』第 2版を販売した。 

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） 
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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２７年度 平成２６年度 平成２５年度 

横 浜 開 港 資 料 館 （千円） ５, ４１０ ４，３８１ ３，８８８ 

（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２７年度 平成２６年度 平成２５年度 

横 浜 開 港 資 料 館 （千円） １０１ ８７  ９８ 

（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２７年度 平成２６年度 平成２５年度 

喫茶室委託料収入（千円） １, ６５１ １，７４０ １，８０７ 

 

 

 事業別評価  

 

事業名称 実施概要 評価 

資料収集保管事業 寄贈・寄託によって７４４点の資料を受け入れ

たほか、購入なども含めて１，３００点以上の

資料を収集した。２６年度末の所蔵資料総点数

は２６万７千点を超えた。 

Ａ 

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、テレビで多数取り上げられた。また、民間

出版社である日経 BP社から外部研究者との共同

研究の成果を出版することができた。 

Ｓ 

常設展事業 新収・新発見資料を紹介する「特別資料コーナ

ー」や記念ホールで１２回にわたって展示を開

催した。常設展の大幅なリニューアルが難しい

現状でさまざまなテーマのミニ展示をおこなう

ことができた。これらの展示の中には横浜市経

済局や民間企業と共催したものもある。 

Ｂ 

企画普及事業 市内企業や学校との共催による展示は話題とな

り、好評であった。入館者数は約５万７千人を

超えた。昨年度に比較して４千人の増加である

が、今後、他施設にくらべてやや少ない無料入

館者を増加させる必要がある。 

Ｂ 

情報事業 HP のアクセス数は１４万件を超え、前年より増 Ａ 
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加した。新聞などのマスコミへの情報発信も順

調で、朝日・読売・神奈川など新聞各紙への掲

載も多い。また、神奈川新聞の連載の監修を継

続しておこなっている。 

施設維持事業 資料の保管・管理、資料館の施設維持・管理を

適切に実施した。横浜市により電動式書庫の改

修工事が実施され、資料の取り出しや整理が円

滑に行われるようになった。 

Ｂ 

収益事業 ミュージアムショップの売上は、予算目標を上

回り、１０８％となった。 
Ａ 
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１ 財団連携企画展「わがまち横浜再発見 ヨコハマ３万年の交流」事業 

  第 2 期指定管理期間の最終年度に、2 期で目指してきたことの集大成として、財団施設が長年

研究してきた「交流」というテーマにより、財団連携による全施設での展示を開催しました。 

「ヨコハマ 3 万年の交流」というテーマ設定に魅力を感じ、かつ重要文化財等の多数の優品の

出展に、好感を持った来館者が多くいる一方、テーマを絞ったほうがよかったという感想をもた

れる方も多少みられました。8 施設連携というこれまでにない規模、200 円の共通観覧券は好評

でした。アンケートからは、複数施設を観覧したいという回答が 88％となり、施設の認知度ア

ップにつながりました。また、開港資料館・都市発展記念館での回答からは、初めて来館したと

答えた方は半数以上であり、普段とは違うテーマや取組に関心を持ち、普段訪れない方々に来館

していただけたことは、当初目指した「幅広い層の市民に歴史に触れてもらい関心を高めていた

だく」というねらいに迫る取組であったと評価できます。 

  また、今回の連携展は、「交流｣という大きなテーマにより、初めて財団全体で開催した特別展

であっただけでなく、他にもいくつかの新たな取組に挑戦しました。市民ボランティアによる展

示解説、夏休みを通じ開催した子ども記者体験、SNS による広報など、今後に活かしていく取

組となりました。また、シルバーウィークに講演会・シンポジウムを追加実施するなど、市民ニ

ーズを捉えて臨機応変に推進し、会期終盤の来館者アップにつなげることができました。 

  終了後は、職員全員による振り返りを実施し、成果と課題を共有しながら、経営会議・課長会

で今後の取組や運営にむけて議論を重ねました。振り返りによる検証と自己評価を行うことによ

り、今後の財団の役割と方向性、事業への取組や組織体制について確認することができ、今後に

向けた大きな糧を得ることができました。 

項  目 実施日時・会場 実施内容・参加者等 

 
 
 

企 

画 
展 

 

横浜のあゆみ 

－ヒト・モノ・マ

チ－ 

７月１８日～ 

９月２３日 

歴史博物館 

横浜の原始から明治時代初年までの歴史をとりあげ、「交 

流の場」としての横浜の姿を四つの章で展示した。 

入館者数： １０，０２４人 有料入館者数３，０３４人  

古地図にみるユー

ラシアと日本 

主催：ユーラ 

シア文化館 

 

古地図にみるユーラシアと日本の交流について、歴博展示 

「横浜のあゆみ」の一部として組み込み、ユーラシアと日 

本の交流を紹介した。 

ハマを駆ける 

－クルマが広げ 

た人の交流－ 

 明治・大正編 

７月１８日～ 

９月２３日 

 

開港資料館 

横浜が陸上交通の近代化に果たした役割や、馬車や人力 

車、車を利用した人々の交流のあり方を紹介した。 

入館者数：１０，００６人  有料入館者数５，２２５人 

ハマを駆ける 

－クルマが広げ 

た人の交流－ 

 昭和編 

７月１８日～ 

９月２３日 

都市発展記念館 

関東大震災以降の横浜における自動車の普及に伴う都市 

と社会の変化と人との交流の広がりを紹介した。 

入館者数９，２４７人  有料入館者数：１，６１８人 

弥生トレード 

横浜の遺跡から 

みる弥生時代の 

交流・交易 

７月１８日～ 

９月２３日 

三殿台考古館 

三殿台遺跡出土の弥生時代の遺物等をもとに、石器・金属 

器・玉類などに関する弥生人の交流・交易の一端を紹介し 

た。    

入館者数：２，７４２人 
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よみがえる中世 

 称名寺 

－”赤橋”の橋脚

－ 

７月２１日～ 

９月１８日 

埋蔵文化財 

センター 

金沢区の称名寺での発掘調査で発見された、鎌倉時代末の 

苑池にかかっていた赤橋の橋脚を復元的に展示した。 

入館者数：１３０人 

絹の道 

－原三渓と富岡製

糸場－ 

７月１８日～ 

９月２３日 

八聖殿郷土資料

館 

原三渓と富岡製糸場との関係を題材に、生糸生産地と横浜 

との交流の歴史をパネルで紹介した。 

入館者数：２，１９２人 

戦争と戦後をめぐ 

る 

－日本とアメリカ

－ 

７月１８日～ 

９月２３日 

市史資料室 

1854年の日米和親条約締結以降、両国は交流と摩擦を繰り 

返してきた。展示では戦中・戦後の両国の関係を紹介した。 

入館者数：５，１０６人 

関 

連 

事 

業 

開会式・内覧会 ７月１７日 

歴史博物館 

出席者８０人 

（内訳）行政関係者１４人・教育委員４人・市会議員９人・都

筑区連長１０人・ボランティア３１人・市内博物館２人・資料

提供者３人・報道関係者１人・監事１人・理事（主催）５人 

特別講演会 

「交流する横浜 

―日本史の中の横

浜」 

７月１８日  

横浜情報文化 

センター 

参加者２０９人 

テーマである「横浜をめぐる交流の歴史」を探って、これ 

まで横浜市域が日本史上でどのような歴史的な位置にあ 

ったかを考え、政治や文化・社会の各分野について見た。

（講師：理事長） 

特別講演会 

「交流する横浜 

―日本史の中の横

浜」 

９月１９日 

歴史博物館 

参加者９２人 

連携企画展の最後を締めくくり、横浜をめぐる交流の歴史 

を探って、これまで横浜市域が日本史上でどのような歴史 

的な位置にあったかを考え、政治や文化・社会の各分野に 

ついて見た。（講師：理事長） 

ミニシンポジウム 

「古代の横浜と東

国を考える」 

９月２３日 

歴史博物館 

（参加者）１４０人 

パネリスト 平野卓治（ユーラシア文化館副館長）「水陸 

交通の諸相」・柳沼千枝（歴史博物館学芸員）「神と仏の信 

仰」・鈴木靖民（歴史博物館館長）「国府と郡家たち」 

それぞれの報告後、パネルディスカッションを実施した。 

神奈川新聞社との 

連携による夏休み 

 子ども記者体験 

 

①夏休み子ども記 

者体験 

横浜の歴史 

 ”新発見” 

７月２３日～２

５日 

歴史博物館 

開港資料館 

都市発展記念館 

共催：神奈川新

聞社 

横浜市内の小学校から参加した子ども記者が、歴博・開港・ 

都発の特別展を取材し、チームで壁新聞を制作した後、発 

表会を行った。また、参加した子どもたちを表彰し、壁新 

聞を各館で展示した。神奈川新聞地域貢献事業の一環とし 

て行った事業。 

参加校：歴博Ａチーム（牛久保小・中川小）６人、歴博

Ｂチーム（日枝小）４人 小計１０人、開港Ａチーム（北

方小・本牧小）４人、開港Ｂチーム（大岡小）５人 小



 16 

計９人、都発チーム（日枝小）４人 合計２３人 

 

②体験ワークショ

ップ 

８月２０日 

都市発展記念館 

８月２１日 

開港資料館 

８月２３日 

歴史博物館 

共催：神奈川新

聞社 

小学生を対象に、歴博・開港・都発の特別展を取材し、個々 

に壁新聞を制作してもらう体験イベントを実施した(事前 

申し込み)。 

上記同様、神奈川新聞地域貢献事業「夏休み子ども記者体

験」の一連の事業。 

（参加者）都発：８人（申込者２９人）・開港：１０人（申

込者５６人）歴博：８人（申込者６６人） 合計 ２

６人 

③財団オリジナル 

の参加自由型 

 子ども記者体験 

７月１８日～ 

８月２３日 

歴史博物館・ 

開港資料館・ 

都市発展記念館 

夏休み期間を活用し、小学生を対象に、歴博・開港・都発 

の特別展を取材し、ミニ壁新聞を制作してもらう体験イベ 

ントを実施した(当日参加)。 

（参加者）歴博：９５９人・開港２２４人・都発１４２人 計

１，３２５人 

作品は、学校で展示が終了後、歴史博物館で展示。 

展示期間：１０月１０日～１１月２３日 ・展示点数６３点 

「わくわくエコス 

クール」 

自動車と環境を考 

える子ども向け体 

験スクール 

８月４日  

共催： 

日産自動車（株） 

会場： 

都市発展記念館 

電気自動車の仕組みを学びながら、キットカーの走行実験 

を行い、自動車と環境問題を考える子ども向け体験教室を 

開催した。 

午前の参加者１０人・午後の参加者９人 

合計 1９人 

シンポジウム 

「ヨコハマの轍 

ー陸上交通の近代

化と横浜ー」 

９月 12日  

主催：横浜郷 

土史団体連絡 

協議会 共催： 

開港資料館・都 

市発展記念館 

横浜郷土史団体連絡協議会が主催となり、開港資料館講堂 

を会場に、横浜の陸上交通の近代化について、基調講演と 

パネルディスカッションによるシンポジウムを開催した 

市民協働事業。コメンテーターは上山和雄開港資料館・都 

市発展記念館館長が担当。 

参加者５７人 

横浜市立大学エク 

ステンション講座 

「モータリゼーシ 

ョンの時代と都市 

横浜」 

７月２５日・８ 

月１日 

主催：横浜市 

立大学地域貢 

献ｾﾝﾀｰ 

会場：開港資料

館 

大学との連携を図った事業として、本宮一男氏（横浜市立 

大学教授）、青木祐介（横浜都市発展記念館）を講師に、 

横浜市立大学のエクステンション講座を開催した。 

７／２５参加者３９人・８／１参加者３０人    

合計 ６９人 

財団学芸員による 

連続講座 

「横浜３万年の交

流」 

会場： 

歴史博物館 

 

 

歴史博物館講堂を会場に、会期中の毎週金曜日、財団学芸 

員による「ヨコハマ３万年の交流」について全 9回の連続

講座を開催した。 

７月２４日１０５人・３１日１０８人・８月７日９２人・ 
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 （7/24・31、8/7・ 

14・21・28、9/4・

11・18） 

１４日１００人・２１日１００人・２８日９５人・９月４ 

日１０２人・９月１１日９６人・９月１８日８５人    

合計８８３人 

展示解説 

歴博：7/26・8/1・

15・22 

都発：7/26・8/5・

23・9/2 

開港：8/22・9/9 

 

ボランティアによ 

る展示解説(歴博) 

  8/25～9/23 

歴史博物館 

開港資料館 

都市発展記念館 

各館の展示室で、担当学芸員・調査研究員による展示解説 

を開催した。 

（歴博）７月 26日 64人・８月１日 62人・１５日 79人・

２２日 87人 合計２９２人 

（都発）7月 26日１１人・8月 5日８人・8月 23日 13人・

9月 2日 7人 合計３９人 

（開港）8月 22日 13人・９月９日１２人 合計２５人 

参加者数合計 ３５６人 

 

市民協働の一環として、歴史博物館ボランティアによる企 

画展示解説をはじめての試みとして行った。 

解説ボランティア登録者 ３３人 

 


