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横浜市三殿台考古館 

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） 

 

 

 国指定史跡である三殿台遺跡への理解を一層深めるとともに、施設の特色を発揮し、地域や市民

により親しまれる施設を目指し、各種事業に取り組みました。 

 資料収集保管事業では、整理ボランティアによる出土品基礎整理を継続しました。三殿台遺跡収

蔵の写真資料をスキャンし、デジタル化するとともにインデックスの作成を継続しました。また、

三殿台遺跡及び周辺遺跡以外の遺跡から出土した収蔵資料について順次埋蔵文化財センターへ移

動しています。岡村小学校所蔵の遺物について、創立 50周年を機に整理を行いました。 

常設展事業では、職員による学校団体などへの展示室の解説を行うとともに、４・12月に展示室

を一部更新しました。住居跡保護棟の維持管理を適切に行いました。 

企画普及事業として、リーフレットを新たに作成し、配布しました。火起こし、勾玉作り、土偶

作り、土器作り、石器作り、勾玉・拓本教室、キャンプ in 三殿台、古代人体験を継続実施しまし

た。学校や地域住民、区・市が行う行事への職員派遣・協力を積極的に行い、連携を図りました。

ホームページを定期的に更新し、周知に努めました。 

市民協働事業として、市民ボランティアスタッフによる収蔵遺物の再整理を行うとともに、ボラ

ンティアによる常設展示・遺跡のガイドを継続実施しました。 

展示事業として７月に開館 45周年記念パネル展示「今と昔の三殿台」、８月に世界遺産関連パネ

ル展示「横浜から世界遺産を」、９月に磯子図書館との共催パネル展示「ご近所のお宝！ 国指定

史跡 三殿台遺跡」、10月に岡村小学校創立 50年記念展示の一部に岡村小学校所蔵の土器や石器、

貝などを展示するなど、積極的に活動しました。 

缶バッジ・土器片ペンダントを製作し、販売しました。 

管理運営面では、事務棟・展示棟・住居跡保護棟・復元住居・擬木標示遺構の維持管理を適切に

実施しました。 

 これらの事業、特に周年事業を通して施設の有効利用と認知度・顧客満足度が高まったものの、

来館者数は 15,409人と、目標 17,500人の 88.05％、前年度比 99.8％となりました。今後もさまざ

まな工夫をし、市民サービスの向上、他施設・近隣学校などとの連携や市民協働による普及活動を

継続していきます。 

 

１ 資料収集保管事業・調査研究事業（定款第４条第１項第１号） 

保管資料について整理・分類・デジタルデータ化等を行い、資料の保全を図りました。 

（１）保管資料再整備事業 

項   目 事 業 内 容 

出土品保管再整備事業 東原遺跡：収納箱３箱、朝光寺原遺跡：収納箱（#32）１箱・収納

箱（#64）１箱、折本西原遺跡：収納箱（#32）１箱、収納箱（#64）
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（２）調査研究事業 

項   目 事 業 内 容 

三殿台遺跡出土品の資料化 東貝塚の獣・魚骨の分類作業を継続（中村若枝氏に依頼）。 

東貝塚出土資料のデータ化 遺物収納箱１箱実施。 

その他出土資料のデータ化 遺物収納箱 23箱実施。 

北側貝塚出土資料のデータ化 遺物収納箱 17箱実施。 

北側貝塚出土土器実測図の整理・データ化。 

北側貝塚出土資料化遺物の注記・ニス塗り 収納袋３袋 収納箱

8.5箱実施。 

北側貝塚注記一覧の作成。 

収蔵庫収納資料台帳の作成を実施。 

三殿台考古館収蔵資料の活用 三殿台遺跡発掘調査の映像資料（DVD）を小学校団体見学の事前

学習用に貸し出した。また、東京都埋蔵文化財センターの事業に

協力して、同資料の貸し出しを行った。 

磯子図書館との共催展示（「ご近所のお宝！ 国指定史跡 三殿

台遺跡」）において、収蔵資料を磯子図書館へ展示（９月 20日～

10月８日）。 

岡村小学校創立 50周年に伴う、

学校所蔵資料の整理・活用 

岡村小学校所蔵の貝種のデータ化 

岡村小学校所蔵の貝、獣・魚骨の種の同定作業を依頼（中村若枝

氏に依頼）。 

岡村小学校所蔵の土器・石器を水洗。 

岡村小学校所蔵の土器・石器の注記・接合作業。 

整理した遺物を岡村小学校内に創立 50 周年を記念して展示（10

月 15日～11月 10日）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８箱、獅子ヶ谷出土遺物：収納箱（№32）４箱、収納箱（№64）

12箱、木箱 45箱分、三ツ沢貝塚：収納箱（№32）３箱、（№64）、

三ツ沢貝塚出土遺物（貝・骨）を埋蔵文化財センターへ移動。 

記録資料のデジタルデータ化事

業 

三殿台考古館保管写真資料等のデジタルデータ化を継続（計約

135.2GB）。デジタルデータ化した資料については順次索引作成。 

図書資料の受入れ 寄贈された図書を整理分類し、145冊の受入れを行った。 

岡村小学校での展示 磯子図書館共催展示 
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２ 常設展事業（定款第４条第１項第１号） 

 常設展示室の維持管理を行うとともに、４月・12 月に展示内容の更新を行いました。また、団

体および一般来館者見学時に、遺跡・住居跡保護棟・復元住居・北側貝塚について展示解説を行い

ました。 

（１）常設展示の維持管理と展示内容の充実 

項   目 事 業 内 容 

遺跡案内・展示解説の

実施 

団体および一般来館者見学時に、遺跡・住居跡保護棟・復元住居・展示

室・北側貝塚について展示解説を行った。 

常設展示の維持・管

理、展示更新の実施 

４・12月の２回、展示更新を行った。 

（２）住居跡保護棟の適切な保全 

項   目 事 業 内 容 

住居跡保護棟のメン

テナンス等 

２か月に１回程度住居跡保護棟のメンテナンスを委託した。 

４月 21日、住居跡保護棟の窓ガラス８枚に低反射フィルム貼付工を実施

し、反射による内部の観察障害を軽減した（3年間の実績：24/72枚）。 

（３）管理事務所２階の活用 

項   目 事 業 内 容 

管理事所２階の活用 管理事務所の２階を体験学習室とし、記録資料の保管、遺物整理作業の

場としても活用している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 企画普及事業（定款第４条第１項第２号） 

 開館 45周年事業として、７月にパネル展示「今と昔の三殿台」、８月に世界遺産関連パネル展示

「横浜から世界遺産を」、９月に磯子図書館との共催パネル展示「ご近所のお宝！ 国指定史跡 三

殿台遺跡」（前出）、10月に岡村小学校創立 50年記念展示の一部に岡村小学校所蔵の土器や石器、

貝殻などを展示（前出）するなど、積極的に活動しました。 

市民や来館者に遺跡への理解を深めてもらえるように、展示解説や体験学習を開催し生涯学習活

動を支援しました。また、施設の有効利用と認知度・顧客満足度を高めるための事業を実施しまし

た。 

 

 

 

 

保護棟内竪穴住居点検の様子 低反射フィルム貼り付けの様子 
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（１）企画普及事業 

項   目 参加人数 事 業 内 容 

リーフレット作成・配布  リーフレットを新たに作成し、関係各所へ配布した。 

「いそぴゴールデンウィー

クスタンプラリー」への参

加 

28人 ４月25日から５月６日にかけて「いそっぴゴールデンウィ

ーク2012スタンプラリー」が行われ、いそっぴが来館した

（５月５日）。景品（缶バッジ）を交換した人数11人。 

スタンプラリーに合わせてゴールデンウィーク体験教室を

開催した。 参加者44人 

「子どもアドベンチャー

2012」への参加 

16人 「子どもアドベンチャー2012」に参加しました（８月 23

日）。開館 45周年を記念して体験は無料で受け付けた。 

午前の火起こしは小学生 11人 

午後の拓本とりは小学生３人、大人２人 

三殿台遺跡整理ボランティ

ア 

809人 収蔵資料の水洗・注記を遺物収納箱 115箱行った。 

４月 22日に遺物整理ボランティア研修を行い、17人が参加

した。三殿台遺跡の発掘調査の映像を観た後に基礎的な遺

物整理について、研修を行った。 

６月 23、24日に埋蔵文化財センターと連携して、ボランテ

ィア研修として体験発掘を行った。延べ 43人が参加した。 

10 月 20 日に遺物整理ボランティアの整理作業への理解を

深めるために、土器の接合研修を行い 14人が参加した。 

三殿台遺跡ガイドボランテ

ィア 

89人 遺跡ガイドボランティアは年間 1,356人ガイドした。 

遺跡ガイドボランティア研修を４月 21日に行い、３人参加

した。三殿台遺跡の発掘調査の映像を観た後に、遺跡・展

示室でガイドボランティアマニュアルをもとに展示内容の

確認とガイドの方法について研修を行った。 

10 月 21 日に遺跡ガイドボランティアのガイド技術の向上

のため研修を行った。３人が参加し、ガイド内容の確認と

共有、質問への対処などを検討した。 

学校見学の受け入れ 2,767人 年間を通じて、小・中・高・大学の受け入れを行い、50 団

体が見学した。 

職業体験、館務実習の受け

入れ 

３人 ８月４～７日、22～24日、館務実習生を１人受け入れた。 

２月５日、岡村中学校の職業体験として２人を受け入れた。 

 

 

 

 

 

 

 勾玉作り教室といそっぴ 子どもアドベンチャー ボランティア研修 体験発掘 
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クラブ活動・総合的な学

習・サマースクール等への

支援 

 ５月 28日に市立大岡小学校の「まち探検」を受け入れた。 

６月 12・19日、９月 18・25日、10月 16・23日、11月 20・

27 日に市立岡村小学校の地域交流クラブに講師として参加

した。 火起こし（＠100）・石器作り（＠300）・勾玉作り

（＠300） 各９人 売り上げ 6,300円 

７月 27日に市立岡村中学校生が校外活動のため来館。館内

の写真撮影をし、「文書デザインコンテスト」（日本情報処

理検定協会開催）へ応募するため、館内の写真撮影をした。 

７月 26・27日に市立上大岡小学校のサマースクールに勾玉

作り教室の講師として参加した。 勾玉作り（＠300）63

人 売り上げ 18,900円  

７月 31日に市立磯子小学校のサマースクールに火起こし教

室の講師として参加した。 火起こし（＠100）18人 売り

上げ 1,800円 

１月 11日に横浜英和小学校の５年生が、NHKの放送体験プ

ログラムの題材として三殿台を取材した。 

ホームページの運営  月一回程度ホームページを更新し、体験学習の情報等を更

新した。 

その他広報  （ア）体験学習の案内チラシを年３回程度作成し、磯子区・

南区内の施設、小・中学校を中心に配布した。 

新たに作成したリーフレットを、学校見学数増加のために

市外、藤沢・鎌倉・逗子・葉山・横須賀の５市町の小学校

へ配布した。 

（イ）プラネット神奈川や横浜カレンダーに情報提供をし

た。 

（ウ・エ）民間への情報提供は 16件行った。うち、１回テ

レビで、３回タウン誌で取り上げられた。 

（２）体験学習事業 

項   目 参加人数 事 業 内 容 

体験学習の実施 516人 （ア）ゴールデンウィーク体験教室 ５月３～６日 

３日：火起こし教室 荒天により中止 

４日：拓本とり教室（＠100）７人 売上げ700円 

５日：勾玉作り教室（＠300）25人 売上げ7,500円 

６日：石器作り教室（＠300）12人 売上げ 3,600円 

 （イ）キャンプ in三殿台 

７月 21・22日：（＠2,000）２家族７人 売上げ 4,000円 

９月 10・11日：（＠2,000）２家族８人 売上げ 4,000円 

（ウ）夏休み体験教室 

①土偶作り教室（＠300） ７月 15・16日 
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１回目：８人 売上げ 2,400円、２回目：13人 売上げ 3,900

円 

②勾玉作り教室（＠300） ７月 26日、８月５・15・24日 

１回目：19人 売上げ 5,700円、２回目：17人売上げ 5,100

円、３回目：22人売上げ 6,600円、４回目：19人 売上げ

5,700円 

③火起こし教室（＠100） ７月 27日、８月４・13日 

１回目：５人 売上げ 500円、２回目：５人 売上げ 500円、

３回目：11人 売り上げ 1,100円 

④土器作り教室（＠500） ８月２日 

10人 売上げ 5,000円 

土偶・土器作り野焼き ８月 26日 53人 

⑤拓本とり教室（＠100） ８月６・14・28日 

１回目：２人 売上げ 200円、２回目：２人 売上げ 200円、

３回目：２人 売上げ 200円 

⑥石器作り教室は、参加者０のため中止 ８月 29日 

  （エ）土器作り教室 

①第１回（＠2,000） ９月 23・30日、10月４・７・11日、

11月 10日 

４人 粘土１㎏（＠300）15 ㎏ 売上げ 12,500 円 延べ参

加人数 20人 

②第２回（＠2,000） １月 13・20・27日、３月３日 

７人 売上げ 14,000円 粘土（＠300）24㎏ 売上げ 7,200

円 延べ参加人数 28人 

 （オ）古代人体験教室（＠500） 10月 14日 

３家族９人 売上げ 1,500円 

  （カ）石器作り教室（＠300） 10月 28日、２月 24日 

１回目：２人 売上げ 600円 

２回目：８人 売上げ 2,400円 

 

 

 （キ）勾玉作り・拓本取り教室（＠400） 12月 16日 

３人 売上げ 1,200円 

（ク）随時実施の火起こし・勾玉作り 

火起こし（＠100）：128人 売上げ 12,800円 

勾玉作り（＠300）：62人 売上げ 18,600円 

石器作り（＠300）：９人 売上げ 2,700円 

うち、地域や施設と連携して行ったもの 

①滝頭コミュニティーハウスの自主事業「父の日プレゼント 

勾玉キーホルダーをおとうさんに贈ろう！」に協賛し、勾玉

作りを三殿台考古館にて開催した。 25人 
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②西区北軽井沢子ども会の「夏休み花火大会」に火起こし教

室の講師として参加した。 ７月 30日 32人 

③本町小学校放課後キッズクラブの石器作りを行った。 ３

月 23日 ９人 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）展示事業 

項   目 参加人数 事 業 内 容 

展示室の維持管理と展

示更新 

 展示室の維持管理に努め、４・12 月と展示室の更新作業を行

った。 

展示解説の実施 4,468人 来館者に分かりやすく展示解説を実施した。 

鎌倉世界遺産広報パ

ネル展の開催 

858人 パネル展示「横浜から世界遺産を」を開催し、終了した（８

月６日～30日）。パンフレットを 60枚配布した。 

開館 45 周年記念展

示・行事を開催した。 

 ①開館 45周年記念パネル展示「今と昔の三殿台」を開催し

た（７月６日～31日）。作成したパンフレットを約 100枚配

布した。677人 

②磯子図書館にて、三殿台考古館開館 45周年記念共催パネ

ル展示「ご近所のお宝！ 国指定史跡 三殿台遺跡」（９月

20日～10月８日）を行った。いそご祭りや展示最終日にあ

わせて、磯子図書館で来館者への展示解説を行った（９月

30 日、10 月８日）。期間中、当館リーフレットを約 300 枚

配布した。磯子図書館側で計算した観覧者数は 880人。 

③開館 45周年事業の一環として、開館時間を延長して、「ダ

イヤモンド富士」の観察会を行った（９月 26日～10月１日、

３月 13～17日）。延べ参加者数 36人、期間中２日間（３月

15・16日）で比較的良好に観察できた。 

岡村小学校創立 50 周

年記念展示への協力 

 市立岡村小学校にて、創立 50周年記念展示が行われ、岡村

小学校所蔵の遺物を整理し、展示した（10 月 15 日～11 月

10日）。 

土器作り教室作品展 1,594人 

（会期中

の入館者

数） 

秋の土器作り教室作品展を展示室にて開催した（11 月 19

日～12月２日）。 761人 

冬の土器作り教室作品展を展示室にて開催した（３月９日

～24日）。 833人 

秋の土器作り教室 野焼き 石器作り教室 古代人体験 
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（４）グッズ製作事業 

項   目 事 業 内 容 

缶バッジの制作・販売 記念品缶バッジの作成及び販売 １，０００個作成  

販売価格 1個１００円、 

発掘 50周年記念の缶バッジセット・第７・８弾を発売した。  

２４年度売上げ １，００４個  １００，４００円 

土器片ペンダントの制作・販売 土器片ペンダントの販売 販売価格１個 ７００円 

２４年度売上 ５個 ３，５００円 

 

４ 三殿台考古館施設維持事業（定款第４条第１項第３号） 

  三殿台考古館の諸施設を日々管理し、適切に維持するとともに来館者に不快感を与えないよう

運営しました。 

（１）三殿台考古館の管理 

管理対象施設等 事業内容・所在地など 

経常的な維持・管理 事務棟管理 所在地：磯子区岡村四丁目 

国指定史跡「三殿台遺跡」の管理 

展示棟・竪穴住居保護棟・復元住居・遺構表示用擬木の維持管

理。遺跡内草刈り、植栽剪定 

開館時間の拡大 平成 24年度も午前９時から開館し、４月～９月は午後５時まで、

10月～３月は午後４時まで開館した。 

職員の施設内の定期的な巡回などの危機管理対策を実施した。 

（２）三殿台考古館施設自動販売機売り上げの推移 

項   目 平成２４年度 平成２３年度 平成２２年度 

自動販売機売り上げ（円） ３２，６９２ ４０，３１８ ３８，７８０ 

（３）三殿台考古館施設入場者の推移（目標数 17,500人） 

項   目 平成２４年度 平成２３年度 平成２２年度 

三殿台考古館施設入場者（人） １５，４０９ １５，４３９ １６，２２３ 

 

 

 

遺物整理ボランティア 

開館 45周年記念パネル展 ダイヤモンド富士 
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 事業別評価  

 

事業名称 実施概要 評価 

資料収集・保管事

業 

資料収集保管事業では、整理ボランティアによ

る出土品基礎整理、収蔵写真資料のデジタルデー

タ化、三殿台遺跡周辺貝塚などの出土資料のデー

タ化を継続しました。また、三殿台遺跡及び周辺

遺跡以外の遺跡から出土した収蔵資料について、

埋蔵文化財センターへの移動を継続しました。 

岡村小学校創立 50 周年に伴う、学校所蔵資料

の整理・活用を行いました。 

Ｂ 

常設展事業 

 

 

 

 

 

常設展事業では、職員による学校団体・一般団

体・その他来館者へ遺跡・住居跡保護棟・復元住

居・北側貝塚について展示解説を実施しました。

また、４・12月に展示内容の更新を行いました。  

来館者数は 15,409 人であり、目標 17,500 人の

88.05％、前年度比 99.8％となりました。 

Ｃ 

企画普及事業 開館 45周年事業として、７月にパネル展示

「今と昔の三殿台」、８月に世界遺産関連パネ

ル展示「横浜から世界遺産を」、９月に磯子図

書館との共催パネル展示「ご近所のお宝！国指

定史跡三殿台遺跡」、10月に岡村小学校創立 50

年記念展示の一部に岡村小学校所蔵の出土品

などを展示するなど、積極的に活動しました。 

市民や来館者に遺跡への理解を深めてもら

えるように、展示解説や体験学習を開催し生涯

学習活動を支援しました。また、施設の有効利

用と認知度・顧客満足度を高めるための事業を

実施しました。 

遺物整理ボランティアは延べ 809人が参加しま

した。遺跡ガイドボランティアは延べ 89人が参

加し、1,356人をガイドしました。活動参加者延

べ人数目標 600人の 149.6％を達成しました。 

Ｂ 

施設維持事業 遺跡内の事務棟・展示棟・竪穴住居址保護棟・

復元住居・遺構表示擬木、芝生・樹木等の維持管

理を適切に行いました。日常清掃・芝生の刈り込

みや、トイレ清掃等については職員が行うなど経

費の節減に努めました。自動販売機等の売り上げ

は前年度比 81.8％になりました。 

Ｃ 

 


