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［ 運営方針 ］ 

都市発展記念館では、財団をあげて実施する特別展＜わがまち横浜再発見｢横浜３万年の

交流｣＞の分会場として開港資料館と一体となった展示を開催します。また、市史資料室の

協力を得て｢時計屋さんの昭和日記｣展を開催します。これらの展示を開催することを通じ

て近現代歴史資料課が一体となって事業を展開できる体制を強化していきます。また、隣

接する新聞博物館や放送ライブラリーと連携した事業をおこない、来館者増加に向けての

相乗効果をはかっていきます。さらに、知名度アップをはかるための夏祭りや大道芸など

の集客イベントを展開します。これに加えて、ユーラシア文化館と共同で受け入れている

小学校４年生の団体見学を継続しておこなうほか、調査研究事業の一環として『館蔵総合

文書目録』を刊行します。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） 

昭和期を中心に、都市横浜のあゆみに関する資料を収集するとともに、ホームページを利用した画

像資料の公開を進める。 

（１）資料の収集と保管 

項   目 目的・内容 

資料の寄贈・寄託 昭和期を中心に「都市形成」、「市民のくらし」、「横浜の文化」に関

する資料が散逸しないように、積極的に寄贈・寄託を受け入れる。 

資料購入 昭和期を中心に「都市形成」、「市民のくらし」、「横浜の文化」に関

する資料を収集する。 

複製による資料収集 原資料で収集できないものをフィルム撮影等により収集する。 

資料修繕 傷みの激しい資料は専門業者に委託して修復を行う。 

資料の保管 資料は温湿度を一定に保った収蔵庫で保管する。収蔵庫に収まらない

器物等の大型資料は、外部倉庫を賃借して保管する。所蔵資料の情報

はデータベースに入力し管理する。 

環境調査 保存環境を良好な状態に保つため、展示室・収蔵庫の環境調査をユーラ

シア文化館と共同して定期的に行う。また資料保存に関する最新の知見

を入手することに努める。 
 

（２）「横浜歴史情報マップ」を利用した資料公開 

  歴史地図のなかに各地点の歴史資料・歴史的情報を埋め込んだ「横浜歴史情報マップ」をもとに、

絵葉書・古写真・ちらしなど画像資料のホームページでの公開を進める。 
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（３）複製資料の提供 

複製資料（所蔵資料の画像データ）を提供し、出版・放送・展示や市民の学習など、各種用途での

利用に応じる。 

 

２ 調査研究事業（定款第４条第１項第１号①） 

昭和期の横浜の歴史を中心に調査研究をおこない、その成果を事業に活用する。（１）は開港・市史・

都発で収蔵する資料や市内の史跡・遺構の基礎データの蓄積を目的とする事業である。（２）は市史資料室

との連携強化を目的とし、その成果は今後開催される展示などで活用する。 

（１）調査研究 

項   目 目的・内容 今年度の成果目標 

地図データベース作成

に関する調査研究（４

／４年次） 

当館及び開港資料館・横浜市史資料室

が所蔵する地図資料を横断的に検索で

きるように、整理・目録化を図る。 

三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。 

横浜市域の近代遺跡と

出土遺物に関する調査

研究（４／５年次） 

市内で発見される近代遺構の調査およ

び出土遺物の研究を通じて、近代遺跡

の観点から横浜の都市形成史を明らか

にする。 

昨年度に引き続き、遺跡ごとの出土遺

物のリスト作成と資料化をおこない、

市内の近代遺跡データベースの作成

を拡充する。 

横浜・東京の都市生活

史に関する調査研究

（３／３年次） 

横浜・東京の都市生活の様相がわかる

記録資料の収集・分析をおこない、近

現代の都市生活の変遷を明らかにす

る。 

昨年度収集した磯子区の時計店主の

戦前・戦後期の日記の分析を進め、当

該期の横浜市民の生活の実態につい

て、展示・講座・紀要等で紹介する。 

（２）戦中・戦後期の都市横浜に関する連携研究事業 

  戦争の時代から戦災復興を経て、高度経済成長へと至る昭和期横浜の歴史を多角的に明らかにする

調査研究事業を、市史資料室・開港資料館と連携して進める。昨年度から継続して、市民から関心の

高い「高度成長期の都市横浜」に関する資料収集・調査研究を進め、その成果を展示・講座講演会な

どで活用できるよう準備する。 

（３）出版物の発行 

 ・当館が所蔵する諸家文書の資料目録を『館蔵総合文書目録』として発行する。 

 ・調査研究成果をまとめて『横浜都市発展記念館紀要』第１２号を発行する。 

（発行予定１，０００部） 

 

３ 常設展事業（定款第４条第１項第１号②） 

（１）常設展示の運営と展示設備の維持管理をおこなう。（観覧者目標数 ３０，０００人） 

（２）「旧市外電話局」第一玄関の積極的な公開・活用をおこなう。 

  ユーラシア文化館と連携して、歴史的建造物としての魅力を残す旧第一玄関を活かした展示・集客

事業を展開する。 

（３）常設展示室の一画を使って、収蔵資料を中心としたテーマ展示を開催する。 
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（４）中庭での近代遺構の野外展示を活用する事業を計画・実施する。 

 

項   目 展示名称（仮称）／開催期間 

コーナー展の実施（年３回） 「新収資料紹介」（4月～8月） 

「戦後 70年 横浜の接収と復興」（8月～12月） 

「建築家矢部又吉と川崎銀行」（1月～3月） 

 

  

旧第一玄関写真展             常設展示室コーナー展 

 

４ 企画普及事業（定款第４条第１項第１号②） 

横浜の都市形成の歴史をより深く理解するための企画展示や講座を実施します。また市内小学校団

体の誘致や職場体験の受け入れなど、学校連携事業にも取り組みます。 

（観覧者目標数 １１，５００人） 

（１）企画展 

展示名称（仮称）／開催期間 観覧者目標数 目的・内容 

「時計屋さんの昭和日記－青年の

みた横浜の戦中戦後－」 

平成２７年４月２５日（土）～ 

６月２８日（日） 

5,600人 

 

 

モダニズム全盛の 1930年代から、戦争の時代、

そして空襲。さらに戦後の食糧難、接収と復興。

日本史上最大の激変期とも言えるこの時代を、

市内の時計店主のつけていた克明な日記と関連

資料をもとに、庶民の視点からふりかえる。 

＊近現代歴史資料課内連携 

＜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〔昭和編〕」 

平成２７年７月１８日（土）～ 

９月２３日（水・祝） 

5,900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、都市発展記念館会場では〔昭和編〕を

扱う。 

＊財団、近現代歴史資料課内連携 
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（２）普及啓発 

項   目 参加者目標数 目的・内容 

月イチ講座 各回30人 １階ギャラリー（無料）を利用して、新収資料や最新の

調査成果などを紹介する連続講座をユーラシア文化館と

共同で開催する。 

1階ギャラリーの活用 企画展来館者数 １階ギャラリー（無料）を利用して、写真パネル展など

のイベントを開催する。 

【予定】「再現！昭和の時計店とくらし」など 

ワークショップの開催 各回30人 １階フリースペースを活用し、企画展や昭和期に関連し

ワークショップを実施。参加者対応には市民ボランティ

アが対応する。 

「子どもアドベンチャ

ー2015」への参加  

30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 

（３）集客イベント 

項   目 内   容 

大道芸 中庭活性化のための行事として定期的に実施する。 

開港記念日 6月2日の開港記念日に無料開館し、学校が休みとなる小学生向けのワ

ークショップなどを実施する。 

夏まつり 

 

ユーラシア文化館との連携事業として、8月に全館無料の夏まつりを

実施し、市民サービスを強化する。 

開館祭り 

 

ユーラシア文化館との連携事業として、3月15日の開館記念日前後に

全館無料の感謝イベントを実施し、市民サービスを強化する。 

（４）市民協働 

項   目 内   容 

ボランティアとの協働 

 

市民ボランティアが従来のワークショップ・イベント等に加え、幅広

く館活動を協働できるように検討・試行を行う。 

（５）近隣施設との連携 

項   目 目的・内容 

新聞博物館・放送ライブ

ラリーとの連携 

隣接する横浜情報文化センター内の新聞博物館・放送ライブラリーと、イベ

ントなどの事業連携をおこない、来館者の相乗効果を図る。 

日本大通り活性化委員

会などへの参加 

日本大通り界隈の事業者が加盟する日本大通り活性化委員会の事業に参加

し、日本大通り周辺の賑わい創出および都市発展記念館・ユーラシア文化館

への観光客の誘致を図る。また、情報文化センター１階に設置されたカウン

ターで企画展示など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協力します。 
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（６）学校連携 

項   目 目的・内容 

市内学校団体見学の受

入 

小学校４年生を対象に、「吉田新田とその後」をテーマにした解説つき展示

案内を実施し、市内学校団体を誘致する。 

教員向け研修の企画 小学校の授業内容に即した教員対象の研修を企画、実施する。 

学校連携事業 財団エデュケーター、教育委員会指導主事を通じて教育現場のニーズを把握

し、教員、生徒に向けた情報発信を行う。 

大学との連携事業 企画展「ハマを駆ける」では、横浜市立大学と連携して展示見学を盛り込ん

だ連続講座を開催する。 

  

      開港記念日             夏まつり（ワークショップ） 

（６）広報活動 

項   目 内   容 

広報誌発行 『ハマ発Newsletter』の編集・発行 

（第２４～２５号、各１０，０００部） 

印刷物作成 企画展示案内（ポスター・チラシ）、「催し物案内」（リーフレット）

の作成 

ホームページの運営 インターネットによる最新情報の案内、展示内容の紹介、所蔵資料の

画像データの公開など 

メールニュースの配信 希望者に最新情報の案内を電子メールで配信する。単なる情報の羅列

にとどめずに、事業担当者がわかりやすく事業について解説・案内す

る。 

「ハマ発ブログ」の運営 当館職員の日常的な活動（展示準備や調査研究の余話など）を、ブロ

グ形式で発信し、館に親しみを持ってもらう。 

マスコミ対応 ・放送（テレビ、ラジオ等）、新聞・雑誌（タウン誌などを含む）の

取材対応と情報の提供 

・フィルムコミッションへの協力 

・広告の掲出（新聞・雑誌、地下鉄車内など） 
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外部機関との提携 ・鉄道駅構内へのポスター掲出、チラシ等配置 

・観光案内所、ホテル、旅行代理店などへの印刷物配布 

・観光・地域振興等関連団体への参加 

  日本大通り活性化委員会での活動、Open! Yokohamaへの参加 

ミュージアム・クイズラリー参加（夏季、神奈川県博主催） 

市民ニーズの把握 実施事業ごとにアンケート調査を行い、利用者の満足度と市民ニーズ

の把握を行う。 

 

（７）実習生・研修生の受け入れ 

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。４名。 

職場体験 市内中学生の職場体験の受入。 

 

５ 情報事業（定款第４条第１項第１号②） 

（１）収蔵資料等データ入力 

収蔵品、寄贈・寄託資料のデータベース化を図る。 

（２）ホームページを利用した資料公開 

ホームページ上で、写真・絵葉書などの画像資料を公開する。 

ホームページアクセス目標件数 ３０，０００件 

 

６ 施設維持事業（定款第４条第１項第１号③） 

  横浜都市発展記念館の施設維持を行います。 

 

７ 都市発展記念館・ユーラシア文化館収益事業（定款第４条第２項） 

（１）ミュージアムショップの経営 

   都市発展記念館・ユーラシア文化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、企画展関連グッズ、所蔵品のレプリカ等の販売を行う。 

（２）飲料自動販売機の設置 

施設利用者の利便を図るため、都市発展記念館・ユーラシア文化館に飲料自動販売機を設置し、

飲み物を販売する。 

 

 


