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横浜ユーラシア文化館 

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） 

 

今年度は開館 10周年の年であり、特別展を２本実施するとともに、学校誘致や 10周年の記念イベン

トなどにも力を入れ、大きな成果を得ました。 

 特別展は、マルコ・ポーロと遣唐使を素材にユーラシアの東西交流をテーマとした２つの展示会を行

い、ユーラシア文化館らしさを発信しました。とりわけ遣唐使展は、ユーラシア概念の検討に関する研

究の成果を踏まえ、課題となっていた歴史博物館との連携事業として実施し、歴史博物館を会場にシン

ポジウムも開催しました。 

調査研究では、引き続き歴史博物館の協力を得てユーラシア概念の一般化を目指す研究を進め、その

概要を紀要に載せました。学校との連携では定着した小学４年生の学校団体見学利用に加え、当館独自

の取り組みとして、小学２年生のモンゴル童話学習と関連付けて、昨年は試行であったゲルを活用した

見学及び体験学習を本格的に事業化し、大きな成果をあげました。 

普及啓発事業では、昨年度に引き続き１階のフリースペース（ギャラリー、旧第一玄関）や中庭を活

用し、企画展関連ミニ展示や各種パネル展、写真展、ミニコンサート、大道芸やワークショップ、ユー

ラシア文化館・都市発展記念館専門職員の連続講座（月イチ講座）など多様な催しを実施しました。ま

た、6月2日の開港記念日、夏期の夏祭り、３月の開館祭を無料開館とし、市民の方が当館を身近に感じ

ていただけるような様々なイベントを展開しました。 

 以上の取り組みの結果、常設展観覧者数は 39,232人（1日平均 128人）、企画展観覧者数は 14,752人

（1 日平均 129 人）、市内学校団体来館数は 122 校、10,047 人（内小学校４年生 104 校 9,161 人）とな

り、いずれも目標値を超え、常設展・企画展の 1日平均の来館者数と市内学校団体来館数は過去最高の

数値となりました 

 

１ 資料収集保管事業（定款第４条第１項第１号①） 

  ユーラシアの考古・美術・民族・歴史資料および文献等を分類・整理するとともに、良好な状

態で保管するため、収蔵庫や展示室を常に適切な状態に保つよう環境検査を行いました。 

（１）資料収集・保存 

項  目 点  数 事 業 内 容 

資料の寄贈・寄託 寄贈 ８点 

寄託 ０点  

主な収集資料：青銅製銜（モンゴル、紀元前第1千年紀前

半）、青銅製鐙（シリア、13～14世紀）等 

資料の購入 ０点 主な収集資料：なし 

資料熟覧     ７件 獣帯鏡等3点（東京国立博物館研究員による資料調査）、

敷物等2点（美術史研究者による資料調査）ほか 

文献資料熟覧  ３２件 鏡関連研究書（市民研究者）、Eurasia septentrionalis 

antiqua （創価大学教授）ほか 
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資料の貸出 ２件８８点 古代オリエント博物館特別展「発掘・ユーフラテス―最

古の文明を生んだ河―」（7/27～9/23）、九州国立博物館

「江上波夫の眼 かたちとことば」（11/14～2/2）に出陳 

収蔵資料の画像利用 ４件 鳥文双注口付壺形土器１点（『古代オリエント博物館 

  紀要』）、オロンスム文書3点等12点（『図録文字から見る

歴史と文化』山川出版社）、上記資料出陳展覧会の図録お

よびパネルに掲載。 

（２）文献資料の整理  

項   目 目的・意図 及び 内容・成果 

バジル・グレイ旧蔵書 書誌データの内容を確認した。確認件数 633件 

和図書 書誌データの入力を行い、OPAC公開した。入力件数 458件 

雑誌 書誌データの入力を行った。入力件数 122件 

目次入力を行った。入力件数 6,800件 

（３）資料収集実績 

区  分 購入 複製 寄贈 寄託 合計 累計 

考古・美術・民族・
歴史資料 

０ 
（－） 

０ 
（－） 

8 
（19） 

０ 
（－） 

8 
（19） 

4708 
（4700） 

図書 
2 

（6） 
０ 

（－） 
61 

（578） 
０ 

（－） 
63 

（584） 
20,422 

（20,359） 

雑誌 4 
（3） 

０ 
（－） 

22 
（180） 

０ 
（－） 

26 
（183） 

8,009 
（7,983） 

電子資料 ０ 
（－） 

０ 
（－） 

０ 
（0） 

０ 
（－） 

０ 
（0） 

０ 
（0） 

合  計 6 
（9） 

０ 
（－） 

91 
（777） 

０ 
（－） 

97 
（786） 

33,139 
（33,042） 

 ※（ ）内は、前年度点数。 

（４）資料の保管  

    項   目        目的・意図 及び 内容・成果 

保存燻蒸処理 資料保全のため、受贈した民族資料および書籍の二酸化炭素燻

蒸を実施し、収蔵庫へ納めた。 

環境検査 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回の環境検査を実施した。 

（５）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㎡） 

考古・美術・民族・歴史・文献資料を収蔵 

外部倉庫（大黒ふ頭） 図書（江上文庫の重複本など）、販売用出版物などを収蔵 

 

２ 調査研究事業（定款第４条第１項第１号） 

 収集資料の整理、企画展や講演会の基礎的資料収集・調査研究を行いました。昨年度から、東

部ユーラシア世界に関する歴史博物館との共同研究も開始しました。 
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（１）基礎的調査研究  

項   目 目的・意図 及び 内容・成果 

日本における「ユーラシ

ア」の理解に関する研究 

前年度までの成果を広く公開するため、講座などで話題としたほか、「東部

ユーラシアの文化交流の研究」と連携したユーラシア研究会における発表概 

（２／３年） 

 

要を紀要第2号に掲載した。学校教育におけるユーラシアの取り上げられ方

については出版物を系統的に調査するには至らず、次年度の課題としたい。 

東部ユーラシアの文化

交流の研究（２／３年） 

 

歴史博物館と連携し、共同研究会を実施。歴史博物館学芸員の協力を得て、

日本を含む東部ユーラシア諸地域についての調査研究成果を、今年度の特別

展示、関連図書の刊行、シンポジウムの開催に活かした。 

歴史博物館との連携事業。 

館蔵絵図の研究 

（１／１年） 

当館所蔵絵図「自鑪庁至烏斯蔵程站輿図」と類品との比較研究および所蔵絵

図の赤外撮影を行った。12 月の特別公開は、開館以来の研究成果を総括する

内容とした。大学生のレポートの課題ともなり、「文字を読む」だけでなく

「ものを見る」力をつけるための教育に貢献した。 

東海大学との共同研究。 

フィリピン土器の研究

（１／１年） 

フィリピンで考古学的調査を行っている日本人研究者たちに学びつつ、その

最新の成果を取り入れた特別公開を実施した。特別公開の際には大学教育と

連携し学生のレポート作成にも協力した。フィリピンの土器研究に関連し、

日本人研究者とフィリピン人研究者の共著論文が当館紀要に掲載された。平

成27年度にはフィリピンからの協力も得た展覧会を計画しており、それにつ

なげていくことのできる成果となった。 

唐代東アジア文化圏の

研究（１／１） 

遣唐使の時代を軸として、日本・中国・朝鮮半島での交流の歴史、さらには

中央アジアとの関係を踏まえた唐朝の国際性と日本への影響を、考古遺物・

美術工芸品・文献資料を通して具体的に検証した。調査研究の成果は、歴史

博物館との共催で開催した特別展「遣唐使は見た！－憧れの国際都市 長安

－」で公開した。 

横浜市内にあるユーラ

シア関連資料の調査・研

究（３／５年） 

市民研究者を監修として中国鏡銘文データベースの構築を開始した。主要文

献の入力を終え校正作業に入っており、順調に作業を進めている。 

デジタルアーカイブズとして、市民から寄贈を受けた写真のデータベースの

構築を進めているが、わかりやすく使いやすいデータベースとしてウェブ公

開するには、既存のデータベースを含め、ウェブサイト全体を見直していく

必要があると思われ、今年度は公開を見合わせた。同じくデータベースを構

築している「メソポタミア楔形粘土板文書の研究」と連携して、次年度の作

業を進めていく。 

遊牧世界の物質文化の

研究（３／５年） 

歴史博物館の協力により、当館所蔵の関連資料の X線撮影を行う機会を得た。

これにより、当初の計画とは異なって、今年度は館蔵の遊牧文化関連資料を

詳細に調査するとこととなり、その成果を紀要に掲載した。また、当館のモ

ンゴル関連イベントが好評であることから、学習教材となる民族資料につい

てモンゴル人からの聞き取り調査を行い、イベント時の配布物を作成、解説
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に活用した。 

収蔵資料と関連資料の

研究（３／５年） 

館蔵ガラス資料に関連する調査を行い、その内容を 2回の月イチ講座で発表

した。また、イスラム文学作品からガラスに係わる記述（化粧、装身具）の

抜きだし作業を行った。 

メソポタミア楔形粘土

板文書の研究 

（３／５年） 

ガラスビューの英語版作成は技術的な問題が発生したため作業を休止し、く

さび形文字粘土板文書を総合的に紹介するサイト作成を進めた。「横浜市内

にあるユーラシア関連資料の調査・研究」と連携して公開へ向かいたい。 

エジプト関係資料の 

研究（１／３年） 

東海大学所蔵エジプトコレクションの整理を進めた。資料の熟覧と撮影を行

い、コレクションの概要を把握した。来年度にその成果を展示で公開する予

定である。 

 

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、収蔵資料の特別公開や、企画展と連動した展示替えを行いました。また、

展示資料に関連するクイズを配布するなど、集客とサービスの向上を図りました。 

（１）常設展示室での実施事業 

項  目 事 業 内 容 

展示更新 ・写真パネル展「マルコ・ポーロが見た東アジア」（1/26～4/25）フォトヨコ

ハマ 2013の連携展示として開催。 

・常設展示室一部で企画展第４章「世界に広がるマルコ・ポーロ」・パネル展

示「写真でたどる蒙古襲来の足跡」開催（4/27～6/30） 

・特別公開「フィリピンの土器」実施（6/11～7/7）観覧者数 3,001人 

・特別公開「シベリアの岩壁画拓本」実施（7/9～9/16）観覧者数 8,244人 

・特別展「遣唐使は見た」第６章「シルクロードの仏教美術」開催 観覧者数

7,663人 

・特別公開「自鑪庁至烏斯蔵程站輿図」実施（12/10～12/23）観覧者数 1868

人 

（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   801 315  1,116 38,116 39,232 125.5% 306日 128 

２４年度   637 277  914 30,356 31,270 95.4% 307日 102 

２３年度 10,401 981 11,382 21,371 32,753 272.7% 306日 107 

 

４ 企画普及事業（定款第４条第１項第１号②） 

開館10周年にあたる今年度は、「ユーラシア諸地域の文化交流」に関する特別展を2本開催しまし

た。両展ともに日本とユーラシアの係わりを強く意識し、ユーラシア文化館らしいという評価を得

ました。また、都市発展記念館と二施設一体となって市内学校団体受入や、市民ボランティアの活

用によるワークショップの充実、各種イベントを実施しました。 
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（１）企画展の実施 

企画展名/開催期間 観覧料 入館者数 目的・意図 及び 内容・成果  

特別展「マルコ・ポーロ

が見たユーラシア 

-『東方見聞録』の世界-」 

H25.4.27（土）～ 

6.30（日） 

会期 56日 

一般 

300円 

 

小中 

150円 

7,089人 

（目標数 

5,600人） 

１日あたり            

126人 

開館 10 周年記念展示として開催。『東方見聞録』に

記された 13～14世紀のユーラシア世界を中国陶磁、

イスラム陶器、絵画、漢籍など様々な資料から紹介

した。開港記念日にゲル組立て等のイベントも実施。 

①学芸員による展示解説 

 ５回実施 参加者合計１５０人 

②ワークショップ 

羅針盤作り、中国切り紙、民族衣装試着等を実施。

活動支援ボランティアの協力を得た。 

 １８回実施 参加者合計７６５人 

③連続講座 

 会場：１階ギャラリー 

・5/11（土）「マルコ・ポーロの人物と『東方見聞録』」 

 講師：四日市康博（早稲田大学特別招聘研究員・ 

本展示監修者）    参加者２７人 

・5/25（土）「『東方見聞録』から見た真珠」 

 講師：竹田多麻子  参加者１３人 

・6/22（土）「東西ユーラシア交流とマルコ・ポーロ」 

講師：四日市康博  参加者４４人） 

④講演会 

「マルコ・ポーロが開いた扉」 

 5/18（土）講師：樺山紘一（印刷博物館館長） 

 会場：横浜市開港記念会館 参加者８９人 

⑤図録等刊行物の編集・発行 

 部数 1,000部、定価 1,450 円、売上 385冊 

⑥関連写真パネル展「現代に生きるマルコ・ポーロ」 

4/27（土）～6/30（日）1階ギャラリー 

⑦ゲル展示 

5/25（土）～6/2（日）中庭 来館者 1,112人 

⑧活版印刷ワークショップ 

凸版印刷株式会社 印刷博物館の協力にて実施。 

6/1（土）参加者１４人 

6/2（日）参加者１７８人 

特別展「遣唐使は見た！ 

-憧れの国際都市 長安-」 

H25.11.1(金)～ 

H26.1.13(月・祝) 

会期 58日 

一般 

300円 

小中 

150

円 

7,663人 

（目標数 

5,800人） 

１日あたり             

132人 

遣唐使という馴染みのあるテーマを軸に日本と中

国を結び、さらにシルクロードへと広がる唐王朝

の国際性を多数の実物資料で具体的に示した。横

浜市歴史博物館の共催を得ることで、考古遺物・

文献・美術工芸品を織り交ぜたこれまでにない多
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彩な内容となった。※横浜市歴史博物館との共催 

①担当学芸員によるギャラリートーク ６回実施 

参加者：172人 

②シンポジウム「遣唐使とユーラシア世界」 

 12/1（日）会場：横浜市歴史博物館 講堂 

 「遣唐使の組織・推移・意義」 

  石井正敏（中央大学人文科学研究所長） 

 「唐とユーラシア（西域）」 

  石見清裕（早稲田大学教授） 

 「ユーラシア文化の東漸」 

  菅谷文則（奈良県立橿原考古学研究所長） 

   参加者１４３人 

③講座「福をよぶ中国結び お話と作品づくり」 

 12/23（月・祝）会場：1階図書コーナー 

  講師：みなみりょうこ 参加者１７人 

④ワークショップ「中国結びと剪紙」 

 会期中の土日祝に開催 ２３回開催 

 会場：1階図書コーナー 参加者４１３人 

⑤ビデオ上映「生きた正倉院・雅楽」 

 会期中の土日祝に上映 

 会場：1階ギャラリー 

⑥関連図書の編集・発行 

部数 1000部、定価 600円、売上 321冊 

⑦関連写真展「flicker～ゆらめきⅣ～西安から敦煌

1996川島寿美恵写真展」11/16～1/17 

企画展基礎調査   来年度開催予定企画展の基礎調査を行った。 

       

 

（２）企画展示室観覧者の推移（目標数 11,400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 3,998 10,754 14,752 98.3％ 114 129 

２４年度 3,944 11,061 15,005 105.7％ 131 114 

２３年度 3,566 10,619 14,185 362.2% 138 103 

シンポジウム 展示解説 
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※ユーラシア文化館と都市発展記念館は企画展示室を共用しており、ユーラシア文化館は、23・24・25

年度は 2回の企画展示を開催しました。 

（３）講座・講演会 

項   目 参加者数 内   容 

月イチ講座の開催 70人 1階ギャラリーを活用し、気軽に参加できる講座を月に

一回開催した。都市発展記念館と連携 

第10回「館蔵中国北方系青銅器Ⅱ」（7/6 7人） 

第11回「ペルシア絵画」（8/24 18人） 

第12回「館蔵ガラス資料」（9/21 7人） 

第16回「館蔵シベリアの岩壁画拓本」（1/18 10人） 

第17回「中国漢代の絵画について」（2/22 17人） 

第18回「館蔵ガラス資料Ⅱ」（3/29 11人） 

（４）普及啓発 

項   目 参加者数 事 業 内 容 

開港記念日イベント 

H25.6.1（土）・2（日） 

1,304人 「マルコ・ポーロが見たユーラシア」の関連企画。凸版

印刷株式会社 印刷博物館の協力でワークショップを開

催。展示と連携させた広報で相乗効果を図った。 

① ゲル展示 

5/25（土）～6/2（日）中庭 来館者 1,112人 

② 活版印刷ワークショップ 

凸版印刷株式会社 印刷博物館の協力にて実施。 

6/1（土）参加者１４人 

6/2（日）参加者１７８人 

特別公開「シベリアの岩壁画

拓本」関連ワークショップ 

「シベリアの古代アートをう

つそう」「マンモスの牙にさわ

ってみよう」 

H25.7.9（火）～9.16（月・祝） 

1,497人 パシフィコ横浜開催の特別展「マンモスＹＵＫＡ」（読

売新聞等主催）と広報上の連携を図った特別公開「シ

ベリアの岩壁画拓本」に関連し、マンモスの牙実物を

展示、また、岩壁画模型の模様を色鉛筆でカラフルに

写し取るワークショップを行った。 

「子どもアドベンチャー2013

」の開催 

H25.8.20（火）・21（水） 

全２日間 

23人  市内小中学生を対象に１日職業体験を実施した。 

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2013」への参加 

H25.7.13（土）～9.1（日） 

315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１５館で実施した。 

同時に、都市発展記念館・新聞博物館・放送ライブラリ

ー・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（8/3・参加者 13人）。 
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夏まつり 

H25.8.17（土）・18（日） 

2,973人 都市発展記念館と連携し、全館無料の「夏まつり」を開

催。市民ボランティア・市民グループの協力を得てイベ 

  ント・ワークショップを実施した。 

モンゴルの童話 おはなし会 〔情文プラザ〕 

読み手： ことりの会、中図書館ボランティアグルー

プ・モックの会 協力： 中図書館 

馬頭琴 きける！ひける！演奏会 〔情文プラザ〕 

演奏： 宮原洋子 

体験ワークショップ〔情文プラザ〕 

・マンモスの牙にさわってみよう！  

・シャガイで遊ぼう！  シャガイって何? 

・モンゴルの民族衣装を着てみよう ！  

・古代アートをうつそう！ 

ゲルの解体 

横浜都ユ大道芸 

H25.10.13（日）・11.10（日）

・12/8（日）・1/12（日） 

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。 

よこはま国際フェスタ2013 

H25.10.19(土)・20（日） 

234人 よこはま国際フェスタ2013に参加し、ワークショップ・

民族衣装試着体験など実施。市民ボランティアの協力を

得た。 

開館祭り 

H26.3.15(土)・16（日） 

4,853人 都市発展記念館と連携し、全館無料の「開館祭」を開催。

市民ボランティア・市民グループの協力を得てイベン

ト・ワークショップを実施。 

ゲルの組立・解体〔中庭〕 

モンゴルの童話 おはなし会 〔情文プラザ〕 

読み手： ことりの会、中図書館ボランティアグルー

プ・モックの会 協力： 中図書館 

馬頭琴 きける！ひける！演奏会 〔情文プラザ〕演奏： 

宮原洋子 

体験ワークショップ〔情文プラザ〕  

・シャガイで遊ぼう！  シャガイって何? 

・モンゴルの民族衣装を着てみよう ！  

大道芸〔中庭〕 

        

ゲルの解体 マンモスの牙にさわってみよう！ 
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（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

る解説と体験メニューを実施した。 

122校 10,047人（うち、小学校4年生 104校 9,161人） 

教員向け研修の実施 財団エデュケーターと、吉田新田の学習をはじめとする教員向け

研修を実施した。 

学芸員実習の受け入れ 12名の学生を受け入れた。企画展準備や実習により、学芸員の仕

事について総合的な理解を深めると同時に、当館イベントスタッ

フとして活躍した。 

インターンの受け入れ 1名の学生を受け入れた。当館イベントやワークショップのスタッ

フとして職業体験を行った。 

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3校6名を受け入れた。 

          

 

（７）市民協働事業 

項   目 事 業 内 容 

市民ボランティアによるワーク

ショップの実施 

歴史博物館の協力を得て、歴史博物館活動支援ボランティアによ

る当館でのワークショップを実施した。 

・マルコ・ポーロ展関連ワークショップのべ活動人数 86人 

・ゲル組立ワークショップのべ活動人数 26人 

・「中国結びと剪紙」のべ活動人数  107人 

・夏祭りイベントのべ活動人数 43人 

・11周年開館祭りのべ活動員数 52人     計 314人 

（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 

学芸員実習 小学生職業体験 
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 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。 

・横浜ユーラシア文化館催し物案内（館案内リーフレット） 

・企画展示ポスター・チラシ 

・館報『News From EurAsia』第１９・２０号（各10,000部） 

・横浜ユーラシア文化館紀要 第２号を発行（1,000部、3/31） 

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 

・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 

・近隣へのダイレクトメール発送 

 

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、調査研究・展示・出版・講演会・ミュージアムショップなどに

関する情報を提供するために、データの更新等を行い、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 

簡易検索端末・文献検索端末 資料：常設展示室に設置された端末で主な展示資料の検索が可

能。 

文献：館蔵文献の OPAC を公開することで、館外からのインター

ネット検索を可能にした。 

メールニュースの配信 希望者に対するメールニュースの配信を行った。 

インターネットによる情報公開 財団開設のホームページ上で、財団各施設案内をはじめ、展示・

催し物・刊行物の広報や、収蔵資料・図書文献資料等の紹介を行

った。 

アクセス件数 合計７２,０２０件（前年度６６，０６８件） 

 

６ ユーラシア文化館施設維持事業（定款第４条第１項第１号③） 

  ユーラシア文化館の維持管理及び運営を行いました。 
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管理対象施設 事業内容・所在地など 

ユーラシア文化館 施設の維持管理 

・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 資料収集及び整理は予定どおり進捗しました。資

料の熟覧や他館への貸出など、外部利用者へのサー

ビスも行いました。 

Ｂ 

調査研究事業 計画していた調査研究については、予定どおり進

捗することができました。歴史博物館や大学との連

携を積極的に行いました。 

Ａ 

常設展事業 常設展については、昨年度に引き続き企画展との

連動による集客のほか、都市発展記念館、学校カリ

キュラムとの連携を行うことで、企画展開催期間で

はない時期についても、集客を図ることができまし

Ａ 
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た。観覧者数は前年同様目標を 30,000 人と設定。

目標数の１３０％超となりました。 

企画普及事業 今年度も、都市発展記念館と一体となって、市内

学校団体受入や、市民ボランティアの活用によるワ

ークショップの充実、市民グループなどの協力によ

る各種催しの実施など、数々の催しを実施しまし

た。調査研究・企画展においては歴史博物館と連携

し、事業の幅を広げました。その成果と企画展等の

内容充実によって、常設展・特別展の1日平均観覧

者数と市内学校団体来校数については、過去最高の

数値となりました。 

Ａ 

情報事業 定期的なメールニュースの発行、ＨＰを利用した

情報発信に加えて、イベントごとに追加でチラシを

作成・配布するなど広報強化に努めました。ＨＰへ

のアクセス数は目標 67,000件に対し 72,020件で目

標値の 107％、対前年度比 109%でした。 

Ｂ 

施設維持事業 施設設備については、経年劣化した設備の修繕・

交換と日常の維持管理を行いました。ガラス壁面や

屋根の破損、防犯カメラや消防設備の経年劣化につ

いても監視を続けながら、長寿命化を図っていま

す。 

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 

 

 


