
1

平成２３年度横浜都市発展記念館事業報告
（平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日まで）

今年度、都市発展記念館では、近現代歴史資料課の発足にともない、開港資料館や市史

資料室との事業連携を強化し、あわせて当館の事業を市民に親しまれるように改革してい

くことを目標に掲げました。展覧会では話題性のある昭和をテーマにした企画を開港資料

館との連携で開催し、連続講座では３施設の講師がそれぞれの専門性を生かした講座を実

施することで、集客と来館者サービスの向上に努めました。また、次年度に向けて開港資

料館と一体化した企画展の開催準備、３施設の共同研究の検討なども行いました。

また、ユーラシア文化館とは２施設一体となって、市内小学校４年生を対象とする解説

付き団体受入や、市民ボランティア活用、各種イベントの実施、１階レイアウト変更によ

る新規事業展開、デザインのできるアルバイトを雇用してチラシの自主作成や広報媒体の

見直しを行いました。さらには、横浜市交通局や市民団体など外部の協力を得ることでよ

り幅広い事業展開を実現しました。

この結果、常設展観覧者数は３５，００２人、企画展観覧者は１５，８１３人、市内学

校団体来館数は７９校６，４２８人（うち小学校４年生６２校６，０７２人）となり、い

ずれも開館以来最高の利用者数となりました。また、ギャラリーを活用してのパネル展や

市民ボランティアによる体験学習の実施、９周年イベントの開催（２日間で３，４３７人

来館）など、多彩な事業も展開しました。

各事業報告

１ 資料収集保管事業（定款第４条第１項第１号①）

横浜の都市形成、生活文化の歴史に関する資料を、購入・複製・マイクロ撮影等によ

り収集し、分類・整理するとともに、良好な状態で保管するため、資料の修繕・燻蒸や

定期的な環境調査を行いました。

（１）資料収集

項 目 点 数 事 業 内 容

資料の寄贈・寄託 寄贈２２件３１２点

寄託１件 １点

主な収集資料：震災復興記念奉迎式パノラマ写真、

ジェラール瓦 [Ⅱ型]、横浜市電等紙焼き写真、横

浜中央電話局職員証

主な寄託資料：Yokohama Reconstructed 1929

資料の購入 ３６件 １８９点 主な収集資料：日本フォード横浜工場関連資料、セ

ントジョセフカレッジ卒業アルバム、横浜市立復

興小学校建築図集、京都市営電気事業沿革誌

資料修繕 ０件 主な修繕資料：なし
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資料の複製収集 ０件 ０点 主な複製資料：なし

複製資料デジタル化 ３１８点 主な資料： 紙焼き市電写真、横浜絵葉書

複製資料の提供 ４０件 １２２点 他の博物館や公共機関、出版社などへ所蔵資料を画

像で提供した。特に本年度は、横浜市文化観光局の

要請によりスタジオジブリによる映画「コクリコ坂

から」製作に全面協力し、映像資料を提供した。

資料の貸出 ３件 ５点 他の博物館施設（横浜みなと博物館、中図書館ほか

）での展覧会に当館所蔵資料の貸出をおこなった。

（２）資料収集実績（H23.4～H24.3）

区 分 購入 複製 寄贈 寄託 合計 累計

遺物 ０
（－）

０
（－）

１０４
（２８）

０
（１）

１０４
（２９）

1,322
(1,218)

図書 ３６
（４９）

０
（－）

１
（１）

１
（－）

３８
（５０）

1,957
(1,919)

新聞雑誌 ２
（１）

０
（－）

２
（－）

０
（－）

４
（１）

1,796
(1,792)

文書 ０
（４６９）

０
（－）

０
（１２）

０
（－）

０
（４８１）

3,300
(3,300)

紙票類 １４
（１３６）

０
（－）

５
（５０）

０
（１）

１９
（１８７）

1,911
(1,892)

写真 ０
（－）

０
（－）

１８９
（１７）

０
（－）

１８９
(１７)

6,836
(6,647)

絵葉書 １３３
（１８３）

０
（－）

０
（３０）

０
（－）

１３３
（２１３）

2,376
(2,243)

地図 １
（５６）

０
（－）

３
（－）

０
（－）

４
（５６）

653
(649)

図面 １
（－）

０
（－）

０
（２）

０
（１）

１
（３）

938
(937)

絵画 １
（－）

０
（－）

０
（－）

０
（－）

１
（－）

０
（－）

映像 ０
（－）

０
（－）

７
（－）

０
（－）

７
（－）

54
(47)

録音資料 ０
（－）

０
（－）

１
（－）

０
（－）

１
（－）

168
(167)

電子資料 １
（－）

０
（－）

０
（－）

０
（－）

１
（－）

12
(11)

合 計 １８９
（８９４）

０
（０）

３１２
（１４０）

１
（３）

５０２
（1,037）

21,324
(20,822)

※（ ）内は、前年度点数。

（３）資料の保存・管理

項 目 目的・意図 及び 内容・成果

保存燻蒸処理 今年度燻蒸処理は実施せず。

収蔵庫内の保管用に中性紙の資料保存容器（アーカイバル容器）

を新規に製作した。

環境調査 虫菌による被害を未然に防ぎ、大気・塵埃・光線等の影響を最小

限に抑えるため、年６回の環境調査を実施した。
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（４）資料保管施設

保管施設 保 管 資 料

横浜都市発展記念館・横浜ユー

ラシア文化館収蔵庫（200㎡）

図書、文書、紙票類、地図、図面、出土遺物などを収蔵

外部倉庫（子安台） 大型家具（昭和初期の置時計・大テーブル他）などを収蔵

外部倉庫（大黒ふ頭） 麻真田関係資料、映像フィルム、未整理資料などを収蔵

（５）画像資料の公開

横浜市中心部の地図にさまざまな施設をポイントし、関連する画像や歴史情報を閲覧できるように

した「横浜歴史情報マップ」の地点情報を、合計５６地点に追加更新した。

２ 調査研究事業（定款第４条第１項第１号①）

「都市形成」「市民のくらし」「ヨコハマ文化」の３つのテーマに即して、資料調査・

研究を行いました。また、来年度から開港資料館や市史資料室との共同研究を立ち上げ

るための検討を行いました。

（１）基礎的調査研究

項 目 目的・意図 及び 内容・成果

横浜市域の近代遺跡と出土遺物に

関する調査研究（１／５年次）

近代遺跡の観点から横浜の都市形成史を明らかにすることを目

的として調査を行っている。本年度は、キリンビール工場跡地採

取遺物の記録化を行ったほか、埋蔵文化財センターと共同で旧松

風閣（三溪園内の煉瓦造建築）の発掘調査を実施した。

成果については、調査報告として紀要で報告した。また、次年度

に発掘速報展として広く公開していく。

市電写真に関する調査研究（１／

１年次）

所蔵する約 500 点の横浜市電写真（昭和 40 年代撮影）について、

撮影地点の特定を目的として調査を行った。現地確認や資料の照

合、写真の寄贈者や当時を知る市民への聞き取り調査などにより

実施した。

成果は特別展「横浜にチンチン電車が走った時代」において公開

し、図録としても出版した。

昭和初期横浜のモダン都市文化の

調査研究（１／２年次）

1920～30年代の「モダン都市横浜」の諸相を明らかにすることを

目的に、昭和戦前期の横浜中心部に存在した商業・娯楽施設の文

献・画像資料の分析を進めた。これに関連して久米正雄関係資料

の整理と昭和初期横浜市中心部の地図作成をおこなった。

成果は連続講座・「横浜歴史情報マップ」・紀要で公開した。

３施設による共同研究のための検

討会（１／１年次）

横浜開港資料館・都市発展記念館・横浜市史資料室との共同研究

を立ち上げるにあたり、各施設で所蔵する資料の情報交換や役割

分担の確認をおこなった。

その結果、昭和期を中心とした全体的な研究テーマの抽出、施設

横断型の地図データベースの作成を実施していくこととした。
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（２）資料の調査整理

項 目 目的・意図 及び 内容・成果

資料の整理・目録作成 調査研究で収集した資料・データなどの整理・目録作成を行った。

主な整理資料：キリンビール工場跡地採取遺物、旧松風閣遺構採

集遺物、市電紙焼き写真、久米正雄関係資料、秋田家文書、小

石川家文書、昭和初期百貨店チラシ、中山家文書

（３）研究紀要の発行

書名 発行部数 目的・意図 及び 内容・成果

横浜都市発展記念館

紀要 第８号

1,000部 当館調査研究員による調査研究、資料整理等の成果を公開した。

・横浜の近代遺跡と出土遺物・その4

・三溪園旧松風閣調査報告・その2

・久米正雄関係資料目録・続

３ 常設展事業（定款第４条第１項第１号②）

常設展示室の維持管理を行うとともに、「常設展示室コーナー展」として話題性のある

資料や新収蔵資料、企画展関連資料による展示を定期的に更新し、集客と来館者サービ

スに努めました。

（１）常設展示に関する実施事業

項 目 事 業 内 容

展示資料の更新 ・「都市形成」「市民のくらし」ゾーンで現物資料の新規公開

・展示室内に造作壁を増設して、従来の「掘り出し物コーナー」

の展示面積を拡大した。

・博物館実習の一環として、実習生による収蔵資料紹介コーナー

を一定期間設置した。

コーナー展の開催 次のミニ展示・パネル展示を開催した。

4 /23（土）～「赤レンガ倉庫の100年」

横浜赤レンガ倉庫建築100周年を記念して開催した。

7 /27（木）～「カメラがとらえた昭和30年頃の横浜～クルマ

のある風景」

製作協力した映画「コクリコ坂から」の関連展示、および

開港資料館との連携展示として、開港資料館所蔵の広瀬始

親氏撮影写真によるパネル展を開催した。

10/25（火）～「関外と伊勢佐木の発展～吉田新田その後」

小学校４年生の学習に対応する内容として開催し、団体見

学を積極的に受け入れた。

3 / 3（土）～都市シリーズ『京都』日本の路面電車発祥の地

特別展「横浜にチンチン電車が走った時代」に合わせて開

催した。
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（２）常設展示観覧者の推移（目標数30,000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)大人 小中 計

２３年度 11,676 1,373 13,049 21,953 35,002 287.2% 310日 113

２２年度 6,025 989 7,014 5,170 12,184 109.6% 302日 40

２１年度 5,975 1,168 7,143 3,973 11,116 64.9% 307日 36

４ 企画普及事業（定款第４条第１項第１号②）

昭和期を中心とした横浜の歴史をより身近で興味深く感じてもらえるよう、またより

多角的な視点から紹介できるよう、展覧会をはじめ、講座や各種イベントの開催、出版

等の事業を開催しました。

特に今年度からは、学校団体の受け入れや市民ボランティアの活用、ユーラシア文化

館や開港資料館・市史資料室との連携、外部機関の協力に力を入れることで、幅広い事

業展開を実現しました。

（１）企画展の実施

展示名／開催期間 観覧料 入館者数 目的・内容

企画展「東京－神戸 昭

和の東海道 『六大都市

』をめぐる」

H23.4.16（土）

～6.26（日）

会期62日

一般

300円

小中

150円

3,240人

（目標数

3,000 人）

１日あたり

52人

所蔵する地理資料をもとに、昭和に変遷していった

横浜を含む「六大都市」とそれを結んだ「東海道」

の姿を紹介した。また、１階スペースを活用して記

録映画の解説付き上映会を実施した。

①展示解説および上映会

上映作品：新日本地理映画「東海道の今と昔」昭

和３３年

４／３０、５／１・３・４、６／５・１９

参加者：計１６５人（目標数80人）

②図録等刊行物の作成 １３００部（配布用 300 部）

定価：５００円、売上：４２４部

③ミュージアムショップにて旅行・鉄道・地図関係

の博物館図録フェアを実施

特別展

「横浜にチンチン電車

が走った時代 まちの

主役！路面電車」

H24.1.28(土)

～4.1(日)

会期55日（23年度のみ）

一般

300円

小中

150円

12,573人

（3.31ま

で）

（期間合計

目標数

4,500 人/

実績数

13,051 人）

横浜の市電が廃止されて 40 年となるのを機に、横浜

の路面電車の歴史と昭和を中心とする横浜の街並や

ＬＲＴなど新しい都市交通のあり方を紹介した。

また、市民から公募した写真活用しての写真パネル

展を１階の新スペースで開催した。

横浜市交通局の全面協力を得て、市営地下鉄や市営

バスに無料でポスターを掲示した。その他市民グル

ープの協力を得て、パネル展やイベントを開催した。
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１日あたり

229人

①展示解説

１／２９、２／１２・２６、３／２５

参加者：計１６９人

②パネル展「新しい都市の交通・LRT」

【共催】横浜ユーラシア文化館

【協力】日本路面電車同好会

③パネル展「路面電車が走るまちかど」

国内各都市の路面電車が走る風景写真を市民から

募集し、展示した。応募点数：３９点

④図録等刊行物の作成

初刷１３００部（配布用 300 部）＋２刷５００部

定価：１５００円

売上：館内１０９８部＋一般書店７９部

⑤オリジナル・ミュージアム商品「想い出の横浜市

電方向幕手ぬぐい」の製造・販売

定価：５００円 売上：５４０枚

⑥当館と市電保存館の二館にご来館いただいたお客

様への特典（絵葉書のプレゼント、両館計250枚の

利用）

⑦開館９周年イベントの開催（後述）

次年度企画展調査 次年度開催予定の企画展の調査を行った。

企画展「東京―神戸 昭和の東海道」上映会 特別展「横浜にチンチン電車が走った時代」展示解説
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（２）企画展示室観覧者の推移（目標数7,500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）

２３年度 6,764 9,049 15,813 252.6% 117 135

２２年度 3,485 2,805 6,290 112.6% 150 42

２１年度 3,417 2,171 5,588 53.3% 168 33

※都市発展記念館とユーラシア文化館は企画展示室を共用しており、都市発展記念館は、21・22年度

は各1.5回（年度をまたぐ展示が１回）、23年度は2回の企画展示を開催しました。

（３）開館９周年感謝イベントの実施

事業名称 参加者数 事 業 内 容

開館9周年感謝イベントの開催

H24.3.10（土）・11（日）

全２日間

3,437人 開館９周年を記念して、ユーラシア文化館との共催によ

りイベントを開催。市民ボランティアや市民グループの

協力を得て、常設展・特別展の無料開放、手回しトロッ

コ試乗体験、コンサート、おはなし会、大道芸、無声映

画の上映パフォーマンス、ギャラリートーク、民族衣装

試着体験等を行った。

（４）講座・講演会・歴史散歩など普及事業

事業名称 参加者数 事 業 内 容

「子どもアドベンチャー2011

」の開催

H23.8.17（水）・18（木）

全２日間

53人 当初予定の夏休み子どもウォークを変更し、市内小中学

生を対象に１日職業体験を実施した。

当初定員（予定 20 名）を大幅に上回る応募があったため、

追加で受け入れた。展示解説体験や出土煉瓦の水洗い、

受付体験、バックヤードツアーなどを実施した。

「ミュージアム・クイズラリー

よこはま2011」への参加

H23.7.16（土）～8.31（水）

277人 子ども向け夏休み企画として、神奈川県立歴史博物館を

中心に関内・山手地区の博物館施設１６館で実施した。

期間中に、新聞博物館・ユーラシア文化館・シルク博物

館と連携して、各施設を巡るツアーも開催した（8/24、

参加 12 名）。

連続講座「『モダン都市』横浜

を考える～昭和はじめの都市

文化と空間～」

H23.10.29（土）～12.3（土）

全６回

426人 開港資料館・市史資料室で連携した連続講座を開催した。

横浜の歴史の中で光が当たることが少なかった「モダン

都市」横浜の魅力を多角的に解き明かした。

10/29 「大横浜と大東京」 松本洋幸

11/ 5 「モダン都市の街並みをあるく」 青木祐介

11/12 「スピード時代の都市の交通空間」 岡田直

11/19 「スクリーンの中の横浜モダン・イメージ」

平野正裕

11/26 「ハマの『モダーン・ライフ』」 吉崎雅規

12/ 3 「ハマのモダンボーイ・モダンガールと戦後」

羽田博昭
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神奈川新聞での記事連載 「チンチン電車が走った時代」計 3回

（２／２９、３／７、３／１４）

連続講座の様子 ９周年感謝イベント 手回しトロッコ試乗体験

（５）出版事業

項 目 事 業 内 容

常設展図録の増刷 常設展示図録『目で見る都市横浜のあゆみ』完売により、増補改訂

版の発行に先んじて、現行版の増刷（第 4 刷）を優先して実施した。

ＤＶＤシリーズ「映像でたどる

昭和の横浜」再版

販売が好調で第１巻「港とまちづくり」・第２巻「都市の交通」とも

に完売したため、第４巻の編集・作成に先んじて、再版を優先して

実施した。

特別展図録「横浜にチンチン電

車が走った時代」増刷

特別展図録が期間中に完売したため、増刷を実施した。

（６）学校連携事業

項 目 事 業 内 容

市内学校団体見学の受入 小学校４年生のカリキュラムで学習する吉田新田にあわせて、「吉

田新田の開発とその後」（関外地区の発展）をテーマに、職員によ

る解説とミニ体験のメニューを開発、市内学校団体を誘致し、好

評を博した。

79校 6,428人（うち、小学校4年生62校 6,072人）

教員向け研修の企画 財団エデュケーターと、吉田新田の学習をはじめ、横浜の歴史を

テーマとする教員向け研修の検討を行った。「吉田新田の開発とそ

の後」の研修については、次年度から実施することとなった。

大学講義への講師派遣 歴史博物館・開港資料館と連携して、フェリス女学院大学の集中

講義に講師を派遣した。

学芸員実習の受け入れ ４名の学生を受け入れた。実習生を主体としてミニ展示を企画し

てもらい、学芸員の仕事について総合的な理解を深めてもらうと

同時に、当館の展示事業のひとつにつなげた。
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職業体験の受け入れ 小中学生の１日職業体験（子どもアドベンチャー・前述）及び中

学生を中心とした職業体験の受け入れを行った。中学生について

は合計で２校９名を受け入れたが、うち８名については財団初の

試みとなる８名５日間の体験を受け入れた。

市内小学校団体見学 実習生による展示

（７）平成２４年度に向けての取り組み

開港資料館・市史資料室と施設の枠を超えた連携強化を実現し、次年度から次の事業を行うため

の準備を進めた。

項 目 事 業 内 容

開港資料館との連携企画展の実

施準備

企画から開催まで２つの館が一体となって、同一のテーマについ

て２つの館の個性を活かしながら、開港資料館を第１会場、当館

を第２会場とした完全連携の企画展「横浜の海 七面相」の開催

準備を進めた。

地図データベース作成に関する

調査研究

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することを目的に、各施設の地図資料の整

理・目録化、データベースの作成準備を行った。

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し、展示・講座等の事業へ繋げていく

連携研究事業について、開港資料館・市史資料室と立ち上げに向

けての検討を行った。

業務分担と予算の使い方の見直

し

都市発展記念館・開港資料館・市史資料室の職員としてではなく

近現代歴史資料課の職員として、個々の職員が施設の枠にとらわ

れない業務分担と予算の使い方に見直すことで、施設の壁を越え

た事業連携を実現した。
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（８）広報

項 目 事 業 内 容

印刷物作成 都市発展記念館・ユーラシア文化館個々で作成していた館紹介リ

ーフレットと半期ごとの催し物案内を、大きく見やすいものに統

合した。また、企画展チラシだけでは発信しきれないイベント情

報を別刷りの自主製作チラシで作成し、配布先の見直しを図りな

がら、定期的に配布した。館報については、継続して配布した。

・横浜都市発展記念館催し物案内（館案内リーフレット）

・企画展示ポスター・チラシ

・館報『ハマ発Newsletter』第１６・１７号（各10,000部）

優待カードの発行 年間パス「ＥＡハマ発カード」の特典を大きく見直し、販売を継

続した。年会費 １，５００円

その他広報 横浜市を通じての記者発表

市内学校・公共施設へのチラシ配布

日本大通り駅改札外・市営地下鉄関内駅改札外掲示板へのポスタ

ー掲出

ホームページ・ブログによるインターネットでの情報配信

テレビ・ラジオ・ケーブルテレビ・インターネット等放送媒体へ

の情報提供、取材受入

新聞各社・雑誌・タウン情報誌・旅行情報誌・その他広報誌等へ

の情報提供、取材受入

市内観光案内所へのチラシ訪問配布

市外都市旅行代理店への施設説明

フィルムコミッションへの協力による撮影場所としてのＰＲ

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、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

ホームページ運営 新着情報の発信

企画展示案内の更新

館報『ハマ発Newsletter』の全文掲載

ミュージアムショップの案内（刊行物・グッズ）

「横浜絵葉書データベース」等収蔵資料の画像公開

メールニュース配信 希望者に対してメールニュースの配信を実施した。当館の催し物につ

いて担当者がわかりやすく記事を執筆し、情報の羅列ではなく、読み

でのある内容とした。

配信数 ２８号～３１号＋号外４回 計８回
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「横浜歴史情報デジタルマッ

プ」の拡充

デジタル化した過去の横浜の地図上に、各地点に関する歴史資料（画

像）・歴史的情報を表示させる「モダン横浜歴史情報マップ」の地点

数を計５６地点まで拡充した。

ブログでの情報発信 催し物案内や、企画展の見どころ、日常業務などを、各担当者が写真

付きでタイムリーにブログで発信した。

記事総数 ３４件（前年度５５件）

インターネットによる新着情

報発信

ホームページ上で、財団各施設案内をはじめ、展示・催し物・刊行物

等の紹介を行った。

アクセス件数 ４７，２７４件（前年度３９，３３７件）

６ 横浜都市発展記念館施設維持事業（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

横浜都市発展記念館 施設の維持管理

・主な修繕：アナログ光電式煙探知機の交換修繕

所在地：中区日本大通１２

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１項第２号）

（１）ミュージアムショップの経営

① ミュージアムショップのレイアウト変更

ミュージアムショップの配置を従来の場所からエレベータホール前へ移設し、観覧者の動線上に

ミュージアムショップがあり、商品を目に留める位置となるよう、レイアウトを変更した。

② ミュージアムショップ商品の見直し

オリジナル商品・委託商品の販売実績を再検討し、商品および販売価格の見直しを行った。イベ

ント開催時のセールなどで大幅な割引も実施し、停滞する商品在庫の圧縮を図った。

③ オリジナル商品の販売

各企画展図録や刊行物のほか、地図・絵葉書・メモ帳・DVD・クリアファイルなどを販売した。

また、新商品として「こぶちゃん飴」を販売した。

④ 委託商品の販売

各企画展やフランス月間などのイベントに合わせ、商品のラインナップを大幅に変えることで、

売れ筋の商品を陳列した。

（２）自動販売機（１台）の設置

＜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２３年度 平成２２年度 平成２１年度

横浜都市発展記念館

横浜ユーラシア文化館（千円）
９，１２０ ５，４４７ ７，０２５
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（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２３年度 平成２２年度 平成２１年度

横浜都市発展記念館

横浜ユーラシア文化館（千円）
７８ ７７ ８２


