
 1 

横浜都市発展記念館 

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） 

 

 

都市発展記念館では、昨年度の「横浜市文化財施設のあり方検討委員会」の提言を受け、（１）

開港で実施する事業と都発で実施する事業の区別化をはかりながら、両館の事業連携を強化するこ

と、（２）都市発展記念館の知名度をアップさせ、入館者を増加させることに留意しながら事業を

展開しました。 

開港資料館との連携事業としては、企画展示を同時期に共同して開催し、２つの施設が同じよう

なテーマを別の角度から扱うことによって、両館の入館者増をはかりました。また、都市発展記念

館・開港資料館・市史資料室の事業を一層密接なものとするため、３つの施設に配属された職員が

合同して、関係資料の収集や研究などをおこなう体制を作りました。さらに、３つの施設がどのよ

うな共同事業（展示・講座・出版など）をおこなうことができるのかの検討も始めました。 

知名度アップや入館者増については、ユーラシア文化館と共同して１階ギャラリーでの月イチ講

座を開催し、固定客の獲得をはかったほか、企画展開催時以外にも多くの市民に来館してもらうこ

とを目的に、常設展示室内で随時テーマを設定して資料を展示しました。また、昨年度から引き続

き、ユー文と共同で小学校４年生を対象に、吉田新田を題材にした学校の受け入れ事業をおこない

ました。さらに、さまざまなイベントも開催し、開館１０周年イベントでは２日間で３５００人も

の入場がありました。 

常設展示の入館者は３万３０００人を超え、２つの企画展示の入館者は１万４０００人を超えま

した。今年度の入館者は昨年と同様、一昨年の２倍以上に達し、都市発展記念館の知名度は従来に

比較して大きく上がっています。 

  

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４１件２４８点 

寄託０件 ０点 

主な収集資料：開業時の市営地下鉄ダイヤ、昭和戦

前期百貨店等チラシ、電気局生麦営業所運転表、

震災記念の木盃、Ｙ校野球部の記念ボール 

資料の購入 １０８件 ２７１点 主な収集資料：フェリス和英女学校中等部女学生旧

蔵資料、日米大野球戦両軍陣容、横浜高等商業学

校卒業記念アルバム、震災予防調査会報告、大正

震災誌 
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資料修繕 ０件 主な修繕資料：なし 

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 １１７点 主な資料：市内風景写真（恩田喜一郎氏撮影寄贈） 

複製資料の提供 ３６件 １０１点 他の博物館や公共機関、出版社、個人などへ所蔵資

料を画像で提供した。 

資料の貸出 ２件 １１点 他の博物館施設（品川歴史館、みなと博物館）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（H24.4～H25.3） 

区  分 購入 複製 寄贈 寄託 合計 累計 

遺物 ４ 
（０） 

０ 
（０） 

３１ 
（１０４） 

０ 
（０） 

３５ 
（１０４） 

1,357 
(1,322) 

図書 ６９ 
（３６） 

０ 
（０） 

１４ 
（１） 

０ 
（１） 

８３ 
（３８） 

2,040 
(1,957) 

新聞雑誌 ２７ 
（２） 

０ 
（０） 

２ 
（２） 

０ 
（０） 

２９ 
（４） 

1,825 
(1,796) 

文書 ２９ 
（０） 

０ 
（０） 

１３ 
（０） 

０ 
（０） 

４２ 
（０） 

3,342 
(3,300) 

紙票類 １０３ 
（１４） 

０ 
（０） 

１１５ 
（５） 

０ 
（０） 

２１８ 
（１９） 

2,129 
(1,911) 

写真 ８ 
（０） 

０ 
（０） 

６４ 
（１８９） 

０ 
（０） 

 ７２ 
(１８９) 

6,908 
(6,836) 

絵葉書 ２７ 
（１３３） 

０ 
（０） 

９ 
（０） 

０ 
（０） 

３６ 
（１３３） 

2,412 
(2,376) 

地図 １ 
（１） 

０ 
（０） 

０ 
（３） 

０ 
（０） 

１ 
（４） 

654 
(653) 

図面 ０ 
（１） 

０ 
（０） 

０ 
（０） 

０ 
（０） 

０ 
（１） 

938 
(938) 

絵画 ０ 
（１） 

０ 
（０） 

０ 
（０） 

０ 
（０） 

０ 
（１） 

1 
(1) 

映像 ０ 
（０） 

０ 
（０） 

０ 
（７） 

０ 
（０） 

０ 
（７） 

54 
(54) 

録音資料 ３ 
（０） 

０ 
（０） 

０ 
（１） 

０ 
（０） 

３ 
（１） 

171 
(168) 

電子資料 ０ 
（１） 

０ 
（０） 

０ 
（０） 

０ 
（０） 

０ 
（１） 

12 
(12) 

合  計 ２７１ 
（１８９） 

０ 
（０） 

２４８ 
（３１２） 

０ 
（１） 

５１９ 
（５０２） 

21,843 
(21,324) 

 ※（ ）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 ・収蔵資料の保管性能を高めるため、中性紙の資料保存容器（ア

ーカイバル容器）に資料を入れ替えた。 

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回の環境調査をユーラシア文化館と共同

で実施した。 

・資料保存についての最新知見を得るため、文化財の虫菌害・保

存対策研修会（6月18・19日）、文化財IPMコーディネータ資格取
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得講習会（12月13・14日）に参加し、文化財IPMコーディネータ

資格を取得した。 

（４）資料保管施設 

保管施設 保 管 資 料 

都市発展記念館・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」。今年度は地図の範囲を拡大し、地図を分割表示してより詳細に閲覧

できるよう改変した。さらに地図上の施設数も合計７５地点まで拡充した。 

 

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、開港資料館・市史資料室との連携研究事業を立ち上げました。 

（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（２／５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、長者町煉瓦造倉庫の解体

工事、および山下町71番地の建設工事に際して出土した遺物類の

記録化をおこなった。また平成22・23年度に実施した三溪園旧松

風閣の発掘調査成果を、ギャラリー展「発掘！原三溪のゲストハ

ウス」および関連講座・見学会として公開した。 

館蔵総合文書目録の作成に関する

調査研究（１／３年次） 

当館が所蔵する文書資料の目録作成の前提作業として、資料群ご

とにその概要を把握する作業を進めた。 

地図データベース作成に関する調

査研究（１／４年次） 

当館及び開港資料館、市史資料室が所蔵する地図資料を横断的に

検索ができるよう整理・目録化を図る事業である。今年度は、三

施設の既存の地図データを統合して母体となるデータベースを

まず作成し、次に各施設で所蔵する地図資料を順次調査してデー

タベースの拡充を進めた（次年度に継続）。 

昭和初期横浜のモダン都市文化の

調査研究（２／２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、①昭和戦前期の横浜中心部に存在した施設の画像資料の

収集と分析 ②昭和戦前期の横浜中心部の地図の作成（増補）と

公開 ③フェリス和英学校卒業生旧蔵資料の収集と分析 ④横

浜近郊農村の資料（小石川家文書）の目録作成と分析をおこない

、①②はＨＰの「横浜歴史情報マップ」で、③はコーナー展、月

イチ講座で、④は当館紀要（開港資料館調査研究員と共同執筆）

にて成果を公開した。 
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（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、高度経済成長への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立ち上げた。今年度は「高度成長を迎えた横浜」を

共通テーマに掲げて 8回の定例会を実施した。うち、外部講師による報告会を 3回（大西比呂志氏「横

浜アメリカ国際交流史の視点から」、濱崎好治氏「戦後期の横浜・神奈川の映像資料について」、清水唯

一朗氏「自治体におけるオーラル・ヒストリーについて」）、市史資料室所蔵の当該期に関する資料紹介

を 3回おこなった。また、高度成長期の都市横浜に関する悉皆的な文献リストを作成し、さらに高度成

長期の横浜に関する基本文献の解題執筆を市史資料室・開港資料館職員と分担しておこなった。 

（３）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：長者町煉瓦造倉庫使用煉瓦、山下町71番地出土遺

物、建築家J.H.モーガン関係資料、木村龍雄旧蔵資料、小石川

家文書 

（４）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９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。 

・建築家J.H.モーガン関係資料 

・横浜市技師がみた震災復興－木村龍雄旧蔵資料より－ 

・小石川家文書目録 

 

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 

・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 次のコーナー展示・パネル展示を開催した。 

・都市シリーズ『京都』～日本の路面電車発祥の地 

（前年度より継続）3/3（土）～6/29（金） 

・大正昭和の鎌倉・金沢ご案内 6/30（土）～10/23（火） 

・関外と伊勢佐木の発展 ～吉田新田その後～ 

7/19（木）～10/23（火） 

・維新の起業家・高島嘉右衛門 10/24（水）～1/27（日） 

・昭和はじめの女学校―フェリス和英女学校卒業生の旧蔵資料か

ら― 1/29（火）～4/19(金) 
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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 

２４年度 1,169 981 2,150 30,985 33,135 106.9% 307日 107 

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 

 

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。 

  昨年度に引き続き、小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、外部機関と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 

「横浜の海  七面相 

大正・昭和編」 

 

H24.4.21(土) 

～7.16(月祝) 会期75日 

一般 

300円 

小・中 

150円 

6,152人 

(目標数

7,500人) 

 

1日あた

り82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、幕末から現在にいたる横浜の

海の歴史を紹介した。開港資料館が幕末・明治編、

当館が大正・昭和編を担当し、連携展示として二つ

の会場で同時に開催した。その他、下記の関連事業

を実施した。 

①パネル展「横浜の海を支えた企業」 

 港湾関係の企業・団体から戦後期の港湾写真の出

品を得て、1階ギャラリーで展示した。 

②歴史探検クルーズ 

 6/24、7/1・8・15（全6回） 

 ＊6/24、7/15は午前・午後の2回、他は1日1回 

 参加者：計168人 

③1階ギャラリーでの展示関連ミニ講座 

 5/3・4・5・26、6/9・23（全6回） 

 参加者：計120人 

④展示図録の作成（開港資料館と共同編集） 

部数：3,000部、定価：800円、売上：172部 

特別展 

「ベースボール・シティ

横浜」 

一般 

300円 

小・中 

24年度内 

実績 

7,485人 

横浜公園（平和）球場から横浜スタジアムへの歴史

を交え、ハマの早慶戦、Ｙ校、そしてベイスターズ

まで、横浜の昭和の野球史を紹介した。開港資料館
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H25.2.2(土)～4.7(日) 

会期56日(24年度50日) 

150円 （目標数

5,600人） 

 

1日あた

り149人 

 

会期中計

実績

8,161人 

 

1日あた

り 145人 

 

企画展「スポーツがやってきた！」との連携展示。 

以下の関連および連携事業を実施した。 

①展示図録の編集・発行  

部数：1,300部、定価：1,400円、売上：304部 

＊本書の序章として、開港資料館「スポーツがやっ

てきた！」展の内容の一部を掲載した。 

②担当者による展示解説 

2/3、2/17、3/3、3/31 いずれも(日)（全4回） 

参加者：計69人 

③ワークショップ 

 ストラックアウト、ゲーム（野球盤・双六等）、ユ

ニフォームの試着体験などを活動ボランティアの

支援を得て実施。毎週土・日および祝日に開催。 

参加者：計1,371人 

④絵葉書のプレゼント 

 当展と開港資料館「スポーツがやってきた！」展

の両展入場者にオリジナル絵葉書をプレゼントし

観覧者の回遊をはかった。 

 受贈者：計1,376人 

⑤横浜スタジアム＆ミュージアム見学ツアー 

当展観覧（解説付き）の後、日本大通りと横浜公

園を巡検し、横浜スタジアムを見学するツアーを

開催した。（協力：横浜スタジアム） 

 3/28(木)、3/30(土)（全2回）  

参加者：計48人 

⑥写真パネル展「プレイバック大洋・横浜」 

 1/29(火)～4/7(日) １Ｆギャラリーにて 

協力：横浜DeNAベイスターズ、横浜スタジアム、

神奈川新聞社 

⑦開館10周年感謝イベント（詳細別記） 

 標記イベントのプログラムとして、昭和戦前期の

野球映像の上映パフォーマンスと、元ベイスター

ズ鈴木尚典氏のトークイベントを実施した。 

次年度企画展準備   次年度開催予定の関東大震災90周年展示を、開港資

料館・市史資料室との連携展示とし、三施設の担当

者による定例会議を開催して企画内容を検討した。 
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（２）企画展示室観覧者の推移（目標数12,800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） 

２４年度 4,450 9,665 14,115 89.2% 112 126 

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 

 ※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、22年度には

1回、23・24年度は2回の企画展・特別展を開催しました。 

（３）開館10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10周年感謝イベントの開

催 

H25.3.9（土）・10（日） 

 

3,514人 開館 10周年を記念して、ユーラシア文化館と共催で全館

無料の感謝イベントを開催。活動ボランティアの協力を

得て、馬頭琴演奏会、モンゴルのおはなし会、なつかし

の街頭紙芝居、ミュージック・クラウン、パントマイム、

野球映像の上映パフォーマンス、特別展展示案内などを

実施した。 

トークイベントの実施 

H25.3.17（日） 

55人 特別展「ベースボール・シティ横浜」に関連して、元横

浜ベイスターズの鈴木尚典氏を招いてトークイベントを

実施した。開港資料館との共催。 

中庭でのインスタレーション 

 H25.3.3（日）～3.31（日） 

 アーティスト丸山純子氏による「はなおくり」の制作を

中庭で実施。インドの女性達が描くコーラムを想起させ

る作品。 

パネル展「10周年のあゆみ」の

開催 

 H25.2.21（木）～開催中 

 開館以来の 10年間に開催した企画展・特別展のポスター

を一堂に集めて旧第一玄関に展示した。 

企画展「横浜の海」関連・歴史探検クルーズ 特別展「ベースボール・シティ横浜」展示風景 
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（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 

夏祭りの開催 

 H24.8.25(土)・26（日） 

1,577人 ユーラシア文化館との共催で、夏祭りを開催。活動ボラ

ンティアの協力を得て、馬頭琴演奏会、モンゴルのおは

なし会、なつかしの街頭紙芝居、ミニ講座などを実施し

た。 

「ミュージアム・クイズラリー

よこはま2012」への参加 

H24.7.20（金）～8.31（金） 

198人（当

館のみ） 

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 15館でクイズラリー

を実施した（県立歴史博物館主催）。また、その関連イベ

ントとして、日本新聞博物館、放送ライブラリー、ユー

ラシア文化館と連携し、各館を巡るミュージアムツアー

も実施した（8/29、参加者 1人）。 

「子どもアドベンチャー2012

」への参加 

H24.8.22（水）・23（木） 

24人 市教育委員会が主催する子ども向け夏休み企画「子ども

アドベンチャー2012」に参加。市内小中学生を対象に「一

日まるごと博物館」と題して、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を実施した。 

ギャラリー展「発掘！原三溪の

ゲストハウス」の開催 

 H24.8.25（土）～ 

 平成 22・23年度に実施した三溪園旧松風閣の発掘調査成

果を、1階ギャラリーにてパネルと出土遺物で展示した。

埋蔵文化財センターとの共催。（協力：三溪園） 

ミニ講座＋見学会「発掘！原三

溪のゲストハウス」の開催 

 H24.9.26（水） 

14人 上記ギャラリー展に関連して、館内での講座と旧松風閣

跡の現地見学会を実施した。埋蔵文化財センターとの共

催。（協力：三溪園） 

人文地理学会歴史地理部会開

催への協力 

H24.6.16(土) 

 当館旧第一玄関を会場として提供し、当館より地理関係

資料の収集保管と活用についての報告、および常設展の

解説を行った。 

歴史地震研究会横浜大会の共

催 

 H24.9.14（金）～9.16（日） 

306人 歴史地震研究会が主催する大会を、開港資料館・当館と

の共催で実施した。研究発表会と現地見学会、公開講演

会を開催し、多くの参加者を得た。 

なつかしの街頭紙芝居 鈴木尚典元選手のトークイベント 
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赤い靴文化事業団との共催事

業の実施 

 H24.11.2（金）・3（土） 

 H25.2.3（日） 

60人 赤い靴文化事業団が主催する市民ミュージカル「三人ジ

ェラール」の関連事業として、写真パネル展および記念

セミナーを共同で実施した。 

月イチ講座の開催 69人 1階ギャラリーを活用した月１回の定例の講座を、ユーラ

シア文化館と共同で開催した。 

第 1回「映像でたどる昭和の横浜－映像編」（10/20） 

第 2回「維新の起業家・高島嘉右衛門」（11/24） 

第 3回「昭和はじめの女学校」（12/22） 

新聞での記事連載  神奈川新聞「ハマと野球の昭和史」計 2回（3/18、3/20）  

 

 

 

（５）学校連携事業 

項   目 事 業 内 容 

市内小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実施。前年度を上回る73校、6,347

人の小学校4年生の団体入館があった。（前年度62校、6,072人） 

教員向け研修の実施 財団エデュケーターと内容を検討し、小学校4年生向けのメニュー

「吉田新田の開発とその後」について、夏休みに小学校教員向け

の研修を実施した（参加者52人）。また小学校社会科研究会の研修

会を受け入れた（参加者49人）。 

学芸員実習の受け入れ ３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。 

中学生職場体験の受け入れ 3校11名の中学生職場体験を受け入れ、ブログを使った広報、煉瓦

の拓本採取などの作業を実施した。 

三溪園旧松風閣現地見学会 月イチ講座 
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（６）近現代歴史資料課での施設間連携の強化 

項   目 事 業 内 容 

連携企画展の実施準備 企画から開催まで一体となって実施できるよう、次年度の企画展

（関東大震災90周年、横浜と江戸／東京）について、担当者会議

を定期的に開催し、展示準備を進めた。 

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、市史資料室が所蔵する地図資料を横断的に

検索ができるよう整理・目録化を図る事業である。三施設の既存

の地図データを統合して母体となるデータベースをまず作成し、

次に各施設で所蔵する地図資料を順次調査してデータベースの拡

充を進めた。 

共同資料調査 開港資料館、市史資料室と共同で横浜商業高校の所蔵資料調査を

実施した。 

（７）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、開館10周年を機会に

デザインを刷新し、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） 

・企画展ポスター・チラシ 

・館報『ハマ発Newsletter』第18、19号（各10,000部） 

優待カードの発行 年間パス「ＥＡハマ発カード」の販売を継続した。 

年会費 １，５００円 

教員向け研修会 市内小学校団体見学 
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その他広報 新規に横浜市文化観光局の媒体を通じての広報活動 

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 ３２号～３７号＋号外２回 計８回 

「横浜歴史情報デジタルマッ

プ」の拡充 

昭和初期の横浜の地図をリライトし、地図上の当該箇所に関する歴史

資料（画像）・歴史的情報を表示させる「横浜歴史情報マップ」。今年

度は地図の範囲を拡大・分割表示できるようにして、より広い範囲を

より詳細に見ることができるように改変した。さらに地図上の施設数

も合計７５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３４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 ４７,０５２件（前年度４７，２７４件） 

＊Total Unique IPsの数値。ページビューは783,683 
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６ 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） 

  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 

都市発展記念館 施設の維持管理       所在地：中区日本大通１２ 

・主な修繕：圧縮機整備作業。湧水処理ポンプ交換工事等。 

 

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 オリジナル商品として、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。また新製品としては「こぶちゃん飴」の新しい味のものや、ボールペン、

缶バッジ等の新しい柄のものを作成した。 

② 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２４年度 平成２３年度 平成２２年度 

横浜都市発展記念館 

横浜ユーラシア文化館（千円） 
６，５６０ ９，１２０ ５，４４７ 

（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 

横浜都市発展記念館 

横浜ユーラシア文化館（千円） 
７７ ７８ ７７ 

 

 

 

  事業別評価  

 

事業名称 実施概要 評価 

資料収集保管事業 ４１件２４８点の寄贈を受け入れ、１０８件２

７１点の資料を購入した。展示の観覧者から市電

やＹ校野球部の関係資料の寄贈を受け入れ、展示

開催をきっかけに所蔵資料を充実させた。職員を

資料保存のための研修会に参加させ、文化財虫害

対策などの資格を取得させた。 

Ａ 

調査研究事業 予定していた調査研究については、予定どおり Ａ 
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進捗することができた。加えて、開港資料館・市

史資料室・都市発展記念館の３施設が共同で研究

や資料整理などをおこない、今後の共同事業のあ

り方を考える体制を構築した。 

常設展事業 観覧者数は３万３千人を超え、１日平均観覧者

数も１００人を超えた。無料観覧者が大部分を占

めるものの、学校団体の受け入れも順調で、年間

３万人の観覧者数を維持できるめどがたった。 

Ａ 

企画普及事業 企画展示観覧者数は昨年度よりは減ったもの

の１万４千人を超えた。企画展示は開港との連携

展示として開催したが、今後もこうした方針を継

続する。また、開館１０周年イベントや企画展示

関連のギャラリーなどを活用したイベントも好

評で、入館者数や知名度のアップにつながった。 

Ａ 

情報事業 定期的なメールニュースの発行、ブログを利用

した情報発信に加えて、ＨＰ上で公開している

「横浜歴史情報デジタルマップ」等の画像データ

ベースでも情報公開を継続した。ＨＰへのアクセ

ス数は目標 30,000 に対し、47, 000 を超え、ほ

ぼ昨年度並みに達した。 

Ａ 

施設維持事業 施設設備については、日常の維持管理を行っ

た。階段天井部分にカビが発生したが、横浜市と

連絡しながら適切に処置した。 

Ｂ 

収益事業 前年比は 71％だったが、目標値に対しては

109％の収入があった。前年は企画展関係の図録

の販売が好調だったが、今年度は企画展の内容か

ら図録の作成ができなかったことなどが影響し

たものと思われる。 

Ｂ 

 

 
 


