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横浜都市発展記念館 

平成２５年度事業報告  

（平成２５年４月１日から平成２６年３月３１日まで） 

 

都市発展記念館では、昨年度に引き続き近現代歴史資料課が運営する都発・開港・市史の３施設

連携事業を積極的に展開しました。企画展示では、関東大震災９０周年展示を３施設共同で開催し

ました。この展示では広報を一体的におこなうと同時に、メイン会場を都発とし、開港では震災当

時の人々の姿を、市史では写された震災の写真を紹介しました。それぞれの施設の展示に特色を持

たせた結果、相乗効果が生まれ入館者の増加につながりました。また、第２回特別展「港をめぐる

二都物語」は開港と共催で実施し、両館の職員が企画から実施までの作業を分担して行いました。

現在も３施設は共同して調査・研究を進めており、その成果は今後も各施設で紹介していきます。 

常設展示では、中庭の野外展示を株式会社三陽物産からの寄付金５００万円を活用して整備し、

本町小学校から出土した横浜市瓦斯局の煉瓦基礎や神奈川台場の礎石を移設しました。今後、野外

展示を活用した事業を展開し、中庭の賑わいを創出したいと考えています。このほか、小学校団体

見学の受け入れも順調に増加し、１０４校、９１６１人の団体入館がありました。さらに、ユー文

と共同して夏祭りなどのイベントも開催し、この結果、常設展入館者数（３９，６８８人）、企画

展入館者数ともに前年度を大きく上回りました。 

  

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１３件５６０点 

寄託０件 ０点 

主な収集資料：フェリス和英女学校関連資料、横浜

市電記念乗車券、関東大震災・震災復興関係写真

、横浜大空襲直後の市内写真、第9代横浜市長渡辺

勝三郎旧蔵の眞葛焼花瓶 

資料の購入 ６４件 １１６点 主な収集資料：横浜駅開通式写真、関東大震大火記

念写真帖、神奈川県震災誌、復興完成記念横浜航

空鳥瞰写真地図、日本住宅公団分譲賃貸案内、公

団分譲住宅入居者調査報告、神奈川県京浜工業地

帯計画平面図、第18回オリンピック東京大会神奈

川県、横浜国際港都建設総合基幹計画書 

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 

資料のデジタル化 ３９４点 主な資料：関東大震災関係写真 
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複製資料の提供 ３３件 ７１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 １件 １０点 他の博物館施設での展覧会に当館所蔵資料の貸出を 

  おこなった。川崎市市民ミュージアム特別展「カワ

サキ・シティ」（10月12日～12月15日） 

（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 ０ 
（４） 

０ 
（０） 

１ 
（３１） 

０ 
（０） 

１ 
（３５） 

1,358 
(1,357) 

図書 ３９ 
（６９） 

０ 
（０） 

１ 
（１４） 

０ 
（０） 

４０ 
（８３） 

2,080 
(2,040) 

新聞雑誌 １２ 
（２７） 

０ 
（０） 

１１９ 
（２） 

０ 
（０） 

１３１ 
（２９） 

1,956 
(1,825) 

文書 ３１ 
（２９） 

０ 
（０） 

０ 
（１３） 

０ 
（０） 

３１ 
（４２） 

3,373 
(3,342) 

紙票類 １０ 
（１０３） 

０ 
（０） 

３３ 
（１１５） 

０ 
（０） 

４３ 
（２１８） 

2,172 
(2,129) 

写真 １ 
（８） 

０ 
（０） 

４０６ 
（６４） 

０ 
（０） 

 ４０７ 
(７２) 

7,315 
(6,908) 

絵葉書 ６ 
（２７） 

０ 
（０） 

０ 
（９） 

０ 
（０） 

６ 
（３６） 

2,418 
(2,412) 

地図 １７ 
（１） 

０ 
（０） 

０ 
（０） 

０ 
（０） 

１７ 
（１） 

671 
(654) 

図面 ０ 
（０） 

０ 
（０） 

０ 
（０） 

０ 
（０） 

０ 
（０） 

938 
(938) 

絵画 ０ 
（０） 

０ 
（０） 

０ 
（０） 

０ 
（０） 

０ 
（０） 

1 
(1) 

映像 ０ 
（０） 

０ 
（０） 

０ 
（０） 

０ 
（０） 

０ 
（０） 

54 
(54) 

録音資料 ３ 
（３） 

０ 
（０） 

０ 
（０） 

０ 
（０） 

０ 
（３） 

171 
(171) 

電子資料 ０ 
（０） 

０ 
（０） 

０ 
（０） 

０ 
（０） 

０ 
（０） 

21 
(12) 

合  計 １１６ 
（２７１） 

０ 
（０） 

５６０ 
（２４８） 

０ 
（０） 

６７６ 
（５１９） 

22,519 
(21,843) 

 ※（ ）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 大型資料については「ふくろう君」（文化財用炭酸ガス）による資

料の燻蒸を実施した。また、小型、少量の資料については、脱酸素

剤を用いた無酸素法により適宜資料の殺虫処理をおこなった。 

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。 

（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 
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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」。今年度は解説の補充をおこなった。また、「WEBアルバム 横浜グラ

フ」については記事索引を作成・公開した。 

 

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進めました。 

（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（３／５年次） 

 

 

本年度は、関東大震災に関する遺跡調査として、従来報告されて

いないものを含めて震災関連慰霊碑の現地調査を実施し、成果の

一部を特別展「関東大震災と横浜」で紹介したほか、普及事業と

して、中区・南区の震災遺跡をめぐる歴史散歩を実施した。 

また、横浜市職員の旧蔵になる関東大震災関係写真394点の整理

・分析をおこない、紀要10号にて写真目録を公開した。 

館蔵総合文書目録の作成に関する

調査研究（２／３年次） 

資料群ごとにその概要を把握する作業を進めた。また、一部の資

料群については資料１点ごとの目録を作成した。 

地図データベース作成に関する 

調査研究（２／４年次） 

当館および開港資料館、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。今年度も、

前年度から継続して、所蔵地図資料の選別とデータベース登録作

業を進めた。当館および開港資料館所蔵分の作業についてはほぼ

終了した。 

横浜・東京の都市生活史に関する

調査研究（１／３年次） 

横浜・東京の都市生活の様相を示す原資料のうち、両都市の港湾

に関する情報が記されている資料を重点的に収集・借用・分析 

し、「港をめぐる二都物語 江戸東京と横浜」展にて出陳・紹介

した。また、昭和20年代の横浜市民の食生活の様相がわかる「炊

事日記」（当館蔵）の翻刻を行った。 

（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昨年度立ち上げた。今年度は「横浜の団地」を中心

テーマに掲げて、10回の定例会を実施した。うち外部講師２回（青木俊也氏「現代史展示『常盤平団地

の誕生』の 23年間～歴史系博物館における高度成長期へのアプローチ」、金子淳氏「歴史系地域博物館

における高度成長期の展示への視点～多摩ニュータウンへのアプローチを中心に」）。また、公田町団地

（栄区）住民への資料調査、県立公文書館所蔵の高度成長期県政資料の複写、旧住宅公団作成の統計デ

ータのデジタル化、市広報誌の記事目録の作成など、基礎となる作業を行った。 
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（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：佐藤寛氏寄贈関東大震災関係写真、五十嵐英壽氏

撮影写真 

（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10号 

1,000部 関東大震災90周年特集号として、当館調査研究員及び外部研究者

による調査研究、資料整理等の成果を公開した。 

・横浜市における関東大震災の慰霊碑・記念碑・遺構 

・関東大震災90周年連携展示の試み 

・横浜市が記録した関東大震災と震災復興 

 

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 ・教員研修や小学校団体見学向けに、夏期以降、コーナー「吉田

新田その後」を常設的に設置した。 

・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 ・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) 

・昭和40年代の横浜市電～横浜にチンチン電車が走った最後の時

代 4/27（土）～6/30（日） 

・神奈川の山々～昭和初期の刊行印刷物より 7/2（火）～9/1

（日） 

・復興の横浜～新収蔵写真から 10/16（水）～2/14（金） 

・建築家J.H.モーガンと昭和の横浜 2/15（土）～5/11（日） 

（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 

２５年度 871 536 1,407 38,281 39,688 119.8% 306日 129 

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 
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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 

特別展「ベースボール・

シティ横浜」 

H25.2.2(土)～4.7(日) 

（H25年度6日） 

一般 

300円 

小・中 

150円 

25年度分 

676人 

 

会期総数 

8,161人 

(目標数

5,600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。 

①関連パネル展「プレイバック大洋・横浜」 

（～7日、於ギャラリー） 

②週末祝日のワークショップ開催 参加者：132名 

開館10周年記念特別展 

「関東大震災と横浜」 

 

H25.7.13(土) 

～10.14(月・祝) 

 会期81日 

一般 

300円 

小・中 

150円 

11,623人 

(目標数

8,000人) 

 

1日あた

り143人 

 

関東大震災90周年展示として、横浜開港資料館・横

浜市史資料室と連携し、三施設を会場としたこれま

でにない規模で、横浜における関東大震災とその後

の復興過程を紹介した。開港資料館との両館観覧共

通割引券を販売したほか、三施設の展示内容を一冊

にまとめた展示図録を製作した。関連事業において

も連続講座（主催：開港資料館）、記念講演会（主催

：市史資料室）、歴史散歩（主催：当館）などを三施

設の担当が相互に協力して実施した。 

① 展示図録の編集・発行 

（開港資料館、市史資料室との共同製作） 

 部数：2000部、定価：1200円、売上：333部 

②担当者による展示解説 

 7/14（日）19人、7/28（日）24人、8/17（土）40

人8/18（日）32人、9/8（日）36人、10/6（日）16

人  合計167人 

③歴史散歩「関東大震災を歩く」 

（共催：横浜シティガイド協会） 

 9/16（月・祝）台風により中止、解説のみ参加2人 

 9/21（土）38人、 

9/23（月・祝）39人、9/28（土）33人 

④関連写真展「3.11から今 復興への願い」 

会場：旧第一玄関 

前期「だけどぼくらはくじけない～大槌町から～」 
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7/13（土）～8/25（日） 

ギャラリートーク（阿部美香子氏、菊池由紀子氏） 

7/14（日） 参加者41人 

参加型パフォーマンス「つむぎね」 

 8/25（日） 参加者25人 

後期「いつか帰りたいぼくのふるさと」 

8/27（火）～10/14（月・祝）  

ギャラリートーク＆サイン会（大塚敦子氏） 

  9/22（日） 参加者79人  

⑤関連パネル展示「横浜市の防災対策」 

 会場：１階ギャラリー 

⑥関東大震災延焼アニメーションの展示 

 会場：１階ギャラリー 

⑦ミニコーナー「横浜市が記録した震災と復興」 

 9/8（日）～10/14（月・祝） 

⑧小学生による展示感想文の募集・掲示 101枚 

特別展 

「港をめぐる二都物語 

江戸東京と横浜」 

 

H26.1.25(土)～ 

4.13(日) 

会期68日(25年度56日) 

一般 

300円 

小・中 

150円 

25年度内 

実績 

9,056人 

（目標数

5,600人） 

 

1日あた

り161人 

 

会期中計

実績

9,908人 

 

1 日あた

り 145人 

 

本展では、港をめぐる江戸・東京と横浜の動きを横

浜開港（1859年）から東京開港（1941年）までたど

りながら、ふたつの港の歴史的風景を紹介した（開

港資料館と共催）。都市横浜と東京との関係を考える

初の展覧会であり、東京のメディアでも紹介され、

東京方面から多くの観覧者を集めた。 

以下の関連事業を実施した。 

① 展示関連書籍の編集・発行（開港資料館との共編） 

部数：1500部、定価：1080円、売上：361部 

一般の観覧者が読みやすいように、文章を主体と

したハンディな「図説」の形態で制作した。会期終

了後は一般書店で販売することも想定している。 

②担当者による展示解説 

1/26（日）、2/14（金）、3/8（土）、4/5（土）（全

４回）参加者：計93人 

③横浜ユーラシア文化館パネル展「ユーラシア二都

物語」 会場：横浜ユーラシア文化館常設展示室 

 1/15（水）～4/13（日） 

④ボートツアー「ボートでめぐる二つの港」  

 （A）3/28（金） 13時30分～ 所要約2時間 

 東京コース パレット桟橋～築地～芝浦～お台場

～パレット桟橋  

（B）3/30（日）10時～、13時30分～ 所要約2時間 

 横浜コース 象の鼻～鶴見～川崎～羽田（往復）  
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参加費：Aコース 大人4,000円、小中学生2,500円  

      Bコース 大人3,500円、小中学生2,000円  

参加者：Aコース13名 Bコース午前25名 午後中 

止 

⑤歴史散歩「ハマの港をめぐる」  

当館での展示解説ののち、横浜港をガイドの案内

でめぐった。  

日時： 2/13（木）、2/27（木）13時～16時30分 

コース： 当館→象の鼻→横浜税関→山下公園→ 

港の見える丘公園 

共催： ＮＰＯ法人横浜シティガイド協会 

参加費： 各回保険代含む500円 

（別途、特別展観覧料300円） 

定員 ： 参加者合計31人 

⑤写真パネル展「高度成長期 横浜の港」 

 会場：１階ギャラリー 

⑥関連写真展「中野武正写真展横浜逍遥1938～1941」 

3/1（土）～4/20（日） 

会場：旧第一玄関 

⑦関連ワークショップ 

ジャンボ双六、灯台ペーパークラフト 

活動支援ボランティアにより実施。 

次年度企画展準備   ・「五十嵐英壽写真展」（仮称）の準備として、五十

嵐英壽氏撮影写真のデジタル化と基礎目録の作成

を実施した。 

・「高度成長期の横浜」（仮称）の準備として、「横浜

の団地」をテーマに、団地住民へのヒアリングお

よび資料調査、公団・公社、行政、私鉄などへの

資料調査を実施した。 

展示室内可動式造作壁

の新規製作 

  職員だけで自由に展示室の間仕切りが変更できる

よう、新規に可動式造作壁を製作した。 

 

 

       

ボートツアー「ボートでめぐる二つの港」 特別展「関東大震災と横浜」展示解説 
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（２）企画展示室観覧者の推移（目標数13,600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） 

２５年度 5,589 15,768 21,357 151.3% 143 149 

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 

 ※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、23・24・25

年度は2回の企画展・特別展を開催しました。 

 

        

 

（３）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 

開館10周年記念パネル展 

「10年のあゆみ」 

H25.2.21（木）～7.6（土） 

 開館以来の企画展・特別展ポスターを展示し、人気投票

を実施した（投票数 224票）。 

会場：旧第一玄関 

「ミュージアム・クイズラリー

よこはま2013」への参加 

H25.7.13（土）～9.1（日） 

289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）。 

夏祭りの開催 

H25.8.17（土）・18（日） 

 

2,973人 ユーラシア文化館と共催。両日無料開館。 

ワークショップ「アニメで作る横浜の街」 

「地震の危険から身を守ろう」（協力：中区消防署） 

文殊の知恵熱パフォーマンス他 

活動支援ボランティアによる支援（のべ 22人） 

「子どもアドベンチャー2013」

への参加 

H25.8.21（水）・22（木） 

23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2013」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。 

横浜都ユ大道芸の開催 

 H25.10/13・11/10・12/8・1/12 

494人 月１回第２日曜日に、中庭・旧第一玄関を利用して大道

芸を開催。大道芸にあわせて旧第一玄関の大桟橋通り側

の扉を開放し、歩行者の誘導を試みた。 

大塚敦子氏ギャラリートーク ジャンボ双六ワークショップ 
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月イチ講座の開催 112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「東京開港問題と横浜」（4/20） 

第 2回「関東大震災と赤レンガ」（5/18） 

第 3回「横浜の市電」（6/15） 

第 7回「横浜開港と東京開港」（10/26） 

第 8回「都市交通としての路面電車のはじまり－横浜電

気鉄道の時代」（11/23） 

第 9回「関東大震災と復興小学校」（12/14） 

中庭屋外展示の整備  株式会社三陽物産からの寄付金にもとづき、中庭屋外展

示の整備を実施した。あらたな展示資料として横浜市瓦

斯局の煉瓦基礎、神奈川台場の石を移設し、近隣の歴史

的建造物の案内サインをはじめ解説パネルを全面的にリ

ニューアルした。また屋外展示スペースの花壇を全面的

に入れ替え、ベンチを新設した。オープンに際しては、

寄付者・協力者を招いて感謝状贈呈の式典を開催した。 

開館祭の開催 

H26.3.15（土）・16（日） 

 

4,853人 ユーラシア文化館と共催。両日無料開館。 

手回しトロッコ「横浜市電に乗ってみよう！」 

神奈川ニュース上映会、特別展展示案内、ジャンボ双六 

サーカスはリヤカーに乗って、大道芸など 

活動支援ボランティアによる支援（のべ 22名） 

           

 

（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。104校、9,161人の小学校4年

生の団体入館があった。（前年度73校、6,347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21人）。 

開館祭（3月） 屋外展示の整備「中庭リ・ボーン」 
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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。 

中学生職場体験の受け入れ ３校６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。 

 

       

 

（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 今年度実施の特別展「関東大震災と横浜」「港をめぐる二都物語」

は、いずれも企画段階から連携施設の担当者間で協議をおこない

ながら展示準備を進めた。また関連事業も、施設の枠を超えて担

当者が互いに協力しあって実施した。 

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、市史資料室との連携研究会で実施する資料収集・調

査事業として、栄区公田町団地内住民への資料調査、神奈川県立

公文書館所蔵の高度成長期都市開発関連の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。 

・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20、21号（各10,000部） 

教員向け研修 学芸員実習生によるミニ展示 
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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 

その他広報 横浜市を通じての記者発表 

横浜市文化観光局の媒体を通じての広報活動 

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 ３８号～４１号＋号外４回 計８回 

「横浜歴史情報デジタルマッ

プ」等データベースの拡充 

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

度は解説の補充をおこなった。また、『横浜グラフ』の記事一覧を作

成して利用者の便宜をはかった。 

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 １８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 ７２，９２４件（前年度４７，０５２件） 

＊Total Unique IPsの数値。ページビューは642,923件 
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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：２F,４F常設展示室空調機修繕。地下機械室収蔵庫

送風排気ファン修繕。 

 

７ 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ました。また新製品としては「こぶちゃん飴」の新しい味のものや、トートバ

ッグ、缶バッジ等の新しい柄のものを作成しました。 

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ました。 

（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２５年度 平成２４年度 平成２３年度 

横浜都市発展記念館 

横浜ユーラシア文化館（千円） 
６，０５５ ６，５６０ ９，１２０ 

（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２５年度 平成２４年度 平成２３年度 

横浜都市発展記念館 

横浜ユーラシア文化館（千円） 
１０６ ７７ ７８ 

 

  事業別評価  

 

事業名称 実施概要 評価 

資料収集保管事業 ５６０点の寄贈を受け入れたほか、１１６点の

資料を購入した。企画展示開催にともない震災関

係資料の寄贈が多くあり、関係資料の充実をはか

ることができた。 

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

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

や資料整理などを行い、今後の企画展示などへ成

果を提供できるようになった。 

Ａ 
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常設展事業 観覧者数は３万９千人を超え、１日平均観覧者

数も１２９人に達した。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ようになった。 

Ａ 

企画普及事業 企画展示観覧者数は２万１千人を超え、昨年度

に比べ６千人増加した。企画展示は近現代歴史資

料課が一体となっておこなう体制を作ることが

できた。また企画展関連イベントも好評で、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 72,924件に達した。 

Ａ 

施設維持事業 自由に展示室の間仕切りができるように新規

に可動式造作壁を制作した。この結果、展示ごと

に業者に壁を作ってもらうことがなくなり、経費

削減になった。 

Ｂ 

収益事業 ミュージアムショップの売り上げは昨年並み

であった。今後も魅力あるグッズの開発につとめ

たい。 

Ｂ 

 

 

 


