
資料２
◎横須賀製鉄所（造船所）創設150周年記念事業

１．事業趣旨

２．事業コンセプト

※新規・拡充・特化の各事業区分、担当部局を付記

11月（記念月間）の主なイベント等

申込人数　　1,006人（10月20日現在）

日　時　　平成27年11月14日（土）・15日（日）　両日とも9：30～16：30（予定）

場　所　　米海軍基地内ドライドック周辺エリア

日　時　　平成27年11月14日（土）・15日（日）　両日とも10：00～16：00

場　所　　ヴェルニー公園（いこいの広場）　※ヴェルニー公園駐車場横広場

・会津若松市、富岡市、高崎市などによる物産展をヴェルニー公園で実施。

・記念講演会・演奏会を横須賀芸術劇場大劇場で開催。

日　時　　平成27年11月15日（日）14：00～16：30

　横須賀製鉄所のくわ入れ式（起工式）から、平成27年（2015年）11月15日で150年を迎えます。
　日本の近代化と本市発展の礎となった横須賀製鉄所（造船所）を本市の誇りとして次世代へ語り継
ぐとともに、市内外に発信します。また、横須賀製鉄所（造船所）と同じフランス人技術者が設計した
富岡製糸場のある富岡市との友好を深めます。

　日本の近代化と本市発展の礎となった横須賀製鉄所（造船所）を横須賀の誇りとして市内外に
発信するとともに次世代へ語り継ぐ

場　所　　ヴェルニー公園（開明広場）　（荒天時：横須賀芸術劇場小劇場）

３．事業内容

【拡充事業】　政策推進部

・ヴェルニー・小栗祭式典を製鉄所150周年記念事業と位置付けてヴェルニー公園で開催。

日　時　　平成27年11月15日（日）10：30～11：45

・米海軍横須賀基地内に現存するドライドックを見学するツアーを実施。

150周年記念　ヴェルニー・小栗祭式典

記念講演会　講師　外交評論家　磯村尚徳氏

演奏会　　　　演奏　神奈川フィルハーモニー管弦楽団

ビデオ上映　 （仮）近代日本のルーツ横須賀製鉄所

場　所　　横須賀芸術劇場大劇場

申込人数　　577人（応募締切）
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パネル展の開催

（仮称）小栗上野介と横須賀製鉄所

【時期】 11月13日（金）～22日（日）　文化会館

【時期】 11月７日（土）・８日（日）　三笠公園

　「すべては製鉄所から始まった ―Made in Japanの原点―」

【時期】 10月31日（土）～平成28年１月31日（日）　自然・人文博物館、ヴェルニー記念館

　「浮世絵にみるモダン横須賀＆神奈川 ―斎藤コレクションから―」

【特化事業】　教育委員会

　海外との交流によって発展した近代の横須賀・神奈川をテーマにした企画展を実施します。

【時期】 11月14日（土）～12月23日（祝）　横須賀美術館

【特化事業】　教育委員会

【時期】平成27年10月27日（火）～12月13日（日）

【新規事業】　政策推進部

【実施時期】 平成27年10月31日（土）～12月23日（火・祝）

【実施内容】 ・イベント名称：横須賀製鉄所歴史探訪スタンプラリー　～近代日本のルーツをスタンプラリーで探しに行こう!!～

・文化会館、博物館・ヴェルニー記念館、横須賀美術館で開催される企画展等を、

期間中３つの展示会場でスタンプを集めて応募すると、抽選で素敵な商品プレゼント。

　横須賀製鉄所関連企画展示を自然・人文博物館とヴェルニー記念館で連動して実施すると共に、
自然・人文博物館の常設展示のリニューアルを行います。あわせて、展示解説、展示に関係する講
座等の関連行事を開催します。

　図書館所蔵の横須賀製鉄所関連資料及び図書を中央・北・南各図書館に巡回展示するとと
もに、映像資料の上映会を行います。

記念スタンプラリーの実施

　記念月間の11月を中心に開催するパネル展で、より多くの人に足を運んでもらうため、スタンプラ
リーを実施します。

【特化事業】　教育委員会

自然・人文博物館、ヴェルニー記念館で企画特別展

【特化事業】　　経済部

　多くの集客が見込まれるよこすか産業まつりを150周年記念事業と位置付け、150周年にちなんだ
企画を実施します。

・中央図書館　10月27日（火）～11月15日（日）

中央図書館での映像資料上映と各図書館での巡回展示

・北図書館　　12月1日（火）～12月13日（日）

横須賀美術館で企画展の開催

よこすか産業まつりを150周年記念事業として開催

・南図書館　　11月17日（火）～11月29日（日）

【特化事業】　政策推進部
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10月の主なイベント等

【新規事業】　政策推進部

日　時 平成27年10月10日（土）　15：00～18：15（開催済）

場　所 よこすか芸術劇場

演　奏 海上自衛隊音楽隊（東京、横須賀、呉、佐世保、舞鶴、大湊の６隊）

来場者数　1,605人（申込者数：5,352人 抽選）

【新規事業】　政策推進部

 ヴェルニー公園 12:00～12:30 ※アンコールステージ 13:30～14:30

参加団体　　

【新規事業】　経済部

日　時 10月10日（土）　9:00～16:00　三笠公園（開催済）

出店数 23店 来場者数　7,500人 販売食数　7,000食

【新規事業】　政策推進部

【時期】 平成27年10月18日（日）　メルキュールホテル

観覧者数　30,000人（中央大通り15,000人、どぶ板通り2,000人、ヴェルニー公園13,000人)

海上自衛隊音楽隊(東京、横須賀、呉、佐世保、舞鶴、大湊の６隊)、海上自衛
隊ラッパ隊、陸上自衛隊高等工科学校(吹奏楽部、ドリル部)、防衛大学校(吹
奏楽部、儀仗隊)、米海軍第７艦隊音楽隊、サンシール陸軍士官学校(フラン
ス)、オーストラリア海軍カラーガード、横須賀市消防団音楽隊、横浜税関音楽
隊、横須賀市立総合高校、三浦学苑高等学校吹奏楽部、東海大付属相模高
等学校吹奏楽部、湘南学院高等学校(吹奏楽部、バトン・チアリーディング部)、
鎌倉女子大学中等部・高等部マーチングバンド、緑ヶ丘女子中学・高等学校
バトン部、神奈川県立湘南台高校吹奏楽部、横浜・Ｆマリノス、横浜ＤｅＮＡベ
イスターズ

参加団体数　26団体（1,200人）

海上自衛隊カレーフェスタの開催

海上自衛隊観艦式と連携し、横須賀製鉄所（造船所）創設150周年記念として、海上自衛隊横須賀
地方総監部から提供されたレシピによるカレーを販売。

　海上自衛隊観艦式と連携し、横須賀製鉄所（造船所）創設150周年記念としての海上自衛隊音楽
隊等によるコンサートを横須賀芸術劇場で開催します。

　海上自衛隊観艦式に合わせて、国際レセプションを開催し、横須賀製鉄所（造船所）創設150周年
を周知します。

海上自衛隊バンドフェスティバルの実施

横須賀国際レセプションの開催

場　所　　横須賀中央大通り 11:00～11:30、どぶ板通り 11:30～12:00

日　時　　平成27年10月11日（日）（開催済）

　海上自衛隊観艦式と連携し、横須賀製鉄所（造船所）創設150周年記念として、海上自衛隊音楽隊
をはじめとしたマーチングバンド等によるパレードを開催します。

横須賀パレードの実施

－ 3 －



【新規事業】　教育委員会

【時期】 10月３日（土）～12月13日（日）　横須賀美術館

【新規事業】　港湾部

　横須賀で建造された帆船「日本丸」を久里浜港に招致し、一般公開などを実施します。

【時期】 10月15日（木）～19日（月）　久里浜港

【来場者数】 16,000人（一般開放・公開が行われた17日（土）・18日（日）・19日（月）の合計数）

４月から９月までの主なイベント等

【特化事業】　経済部

【時期】 よこすかカレーフェスティバル　５月９日（土）・10日（日）　三笠公園（開催済)

・横須賀製鉄所について、１50周年記念事業について場内アナウンスで紹介
・横須賀製鉄所とつながりがある富岡市のご当地カレーブースの出店
・来場者数  51,000人

よこすかＹＹのりものフェスタ　６月13日（土）・14日（日）　ヴェルニー公園、三笠公園他（開催済）

・150周年記念事業ＰＲブースの設置（パネル展示、チラシ配布、ミニイベントの開催）
・来場者数　126,000人

よこすか開国祭　７月26日（日）～８月１日（土）　市役所前公園、うみかぜ公園ほか

・来場者数合計　235,700人（ダンスイベント5,600人、市役所前公園イベント7,100人、花火大会223,000人）

【特化事業】　政策推進部


【時期】平成27年９月～平成28年１月　横須賀市内各所

【特化事業】　経済部

【時期】 ５月16日（土）（実施済：参加者数128人）、6月21日（日）（実施済：参加者数137人）、

10月３日（土）（実施済：参加者数131人）、11月１日（日）　 米海軍横須賀基地

【特化事業】　教育委員会

【参考来場者数】　6,402人（企画展開催期間の博物館来館者数）

　横須賀製鉄所草創期の横須賀の様子を伝える資料を紹介する特別展示を開催します。

横須賀美術館特別展示「横須賀冩眞―エミール・ド・モンゴルフィエ関連資料―」

市内をめぐる周遊ツアー（製鉄所遺産見学会）の実施

　米軍基地内を見学するツアーを横須賀製鉄所（造船所）の関連した施設（1号ドック）にスポットをあ
てて実施します。（４回）

　よこすかカレーフェスティバル、よこすかＹＹのりものフェスタ、よこすか開国祭を150周年記念事業
に位置付けて開催し、市内外に横須賀製鉄所を周知します。

日米親善ベース歴史ツアーの実施

　横須賀製鉄所について、写真パネルや当時のレンガ（さわれるコーナー）などで紹介します。クイズ
に答えながら見学する企画として自然・人文博物館で開催します。

【時期】平成27年７月18日(土)～８月30日(日)

博物館夏休み企画｢横須賀製鉄所－さわる・みる・しらべる｣の開催

　市内の近代歴史遺産をめぐるツアーを、横須賀製鉄所に特化した内容で実施します。（２回）

既存イベントを150周年記念事業に位置づけ

横須賀港開港150周年記念帆船招致事業
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【新規事業】　上下水道局

【時期】 ６月６日（土）（実施済：参加者数1,073人）　

（スタート）ヴェルニー公園～走水水源地ほか～（ゴール）観音崎京急ホテル

地域等での取り組み

【新規・特化事業】政策推進部・市民部・経済部・教育委員会

【時期】平成27年４月～平成28年３月

講演会「横須賀製鉄所(造船所)の建設
と逸見地区～逸見は助演賞もの～」

28年２月下旬

追浜ふるさと写真展（仮）

逸見の今昔写真展～逸見なくしては
製鉄所は語れない（仮）

近代化遺産の魅力
～横須賀から全国を巡る～

８月17日（月）
参加者数72人

ふれあい学級たうら
「横須賀製鉄所の歴史を知る」

企画中

Kids School－よこすか魅力発見！

Kids school－よこすかジモト歴史講座

12月12日（土）

7月24日（金）
参加者数27人
9月26日（土）
参加者数16人

横須賀製鉄所に関する講座や写真展等の開催

町内会･自
治会対象

全市町内会長のつどい2部　講演
横須賀製鉄所創設150周年講座
「横須賀の礎を築いた横須賀製鉄
所・造船所」

7月１日（水）
参加者数253人

特設掲示コーナーの設置（写真等）

横須賀製鉄所と写真・古道具で見る
近代の田浦

７月21日（火）
参加者数38人

写　真　展

８月13日、20日、
27日
参加者数23人

（予定）講演会

５月25日～７月８
日（全７回）
参加者数527人

７月13日（月）
参加者数40人

５月17日・24日
参加者数22人

講座「走水・馬堀地区の戦争遺跡を
巡る」

横須賀製鉄所の人びと
～花ひらくフランス文化～

横須賀製鉄所の誕生

講演とフィルム上映（予定）

5月30日(土）
参加者数30人

横須賀とフランス
日本の近代化と横須賀製鉄所

本　庁

11月６日～８日

8月18日～31日
来場客数
1,000人

タイトル等

大　津

浦　賀

北下浦

11月７日（土）

横須賀製鉄所展示講座×衣笠今昔
写真展

5月29日～６月
26日（全５回）
参加者数50人

よみがえる　あの時の浦賀　今昔写
真展

写真展（予定）

歴史講座「ヨコスカ開国物語～日本
近代化の幕開けは横須賀から始まっ
た～」

よみがえる　あの時の大津　今昔写
真展

未定

施設名
講座名等

横須賀製鉄所創設150周年講座
「横須賀近代化の歴史」

講　　　座

未定

衣　笠

西地域の今昔写真展（仮）

７月11日～31日
来場客数420人

　全ての行政センター（コミュニティセンター）、市民大学（生涯学習センター）等で、横須賀製鉄所に
関する講座や写真展等を開催します。

　横須賀製鉄所のために整備された水道にちなんだ「ヴェルニー水道ウォーク」を開催し、走水水源
地の一部開放を実施しました。

日時

未定

日時

逸　見
8月29日(土)
参加者数102人

久里浜

常設展示

追　浜

ヴェルニー水道ウォークの開催

横須賀製鉄所関連と北下浦の今昔
の写真展

11月13日～
15日

未定

７月８日～15日
来場客数458人

西

田　浦

生涯学習
センター
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【新規事業】　経済部

【時期】平成27年９月～

【補助団体】 ・ドブ板通り商店街振興組合（記念イベント実施並びに記念フラッグの掲出）

・千日通商店街振興組合（記念フラッグ掲出）

・追浜銀座通り商店会（駅前デジタルサイネージを活用した横須賀製鉄所150周年ＰＲ事業）

・浦賀商友会（横須賀製鉄所創設150周年記念　映画鑑賞会）

学校教育での取り組み

【新規事業】　政策推進部・教育委員会

【時期】 平成27年７月上旬に配布

【新規事業】　教育委員会

【時期】 ８月６日（木）　米海軍横須賀基地内

【参加者数】 初任者62名

【新規事業】　政策推進部・教育委員会

【時期】 出前授業・資料パネルの貸し出し　（応募）平成27年5月～6月

（実施）平成27年７月～

小中学校の副読本への掲載　平成27年４月に市内各小中学校へ配布済

【出前授業実施校】 長浦小学校（4年生）、明浜小学校（6年生）、小原台小学校（6年生）

　横須賀製鉄所（造船所）を次世代に継承するため、学校教育で翌年度以降も継続的に取り上げら
れるための取り組みを始めます。

　歴史小冊子の配布や資料パネルの貸し出し、小中学校の副読本への掲載など、郷土史教育の環
境を整備します。

商店街によるにぎわいイベント事業の実施

子ども向け歴史小冊子の作成

小中学校での郷土史教育への支援

初任者教員向けフィールドワーク等の実施

市内小中学校に採用された初任者全員に対して、横須賀製鉄所のフィールドワークを通して、本市
の歴史について学びます。

　横須賀製鉄所（造船所）創設150周年を記念して、商店街や商店街連合会が150周年記念にちな
んだ賑わいイベントを実施する場合、事業費の一部を補助します。

　横須賀製鉄所（造船所）に特化した子ども向け歴史小冊子を新たに作成し、市内小学校６年生等
に配布しました。（10,000部）
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広報・周知等の取り組み

【新規事業】　政策推進部

　広報よこすかに横須賀製鉄所（造船所）に関する特集記事や連載記事を掲載し、周知を図ります。

【時期】 特集記事の掲載　平成27年５月号・10月号

連載記事の掲載　平成27年１月号～平成28年３月号

【新規事業】　経済部

【時期】平成27年11月

【新規事業】　政策推進部

【時期】平成27年４月～

【新規事業】　政策推進部

【時期】 ＡＲ　平成27年４月～

映像　平成27年10月～

【新規事業】　政策推進部・環境政策部

【時期】 平成27年10月末

【新規事業】　　上下水道局

【時期】 （販売開始）平成27年６月～

（販売数）10,000本

　歴史専門雑誌「歴史読本」発行者と連携し、「横須賀製鉄所創設150周年記念」を告知するタイアッ
プ記事の掲載や読者、マスコミ関係者を対象とした「横須賀製鉄所創設150周年記念史跡めぐりツ
アー」を開催します。

広報用映像コンテンツの制作とＡＲの活用

広報よこすかでの特集記事・連載記事の掲載

ヴェルニーゆかりの走水湧水ペットボトルを製造

　軍港めぐり案内所でのパネル展示や船内での横須賀製鉄所（造船所）を詳しく解説するガイドアナ
ウンスの実施などに協力します。

ヴェルニー公園に説明板を設置　

　ヴェルニー公園内に横須賀製鉄所（造船所）と現存するドライドック等を紹介する説明板を設置しま
す。

　ヴェルニーゆかりの走水湧水ペットボトルを150周年記念ラベルで製造します。

　横須賀製鉄所の概要と横須賀との関わりを広く周知し、様々な場面で活用できるよう、広報用映像
コンテンツを作成するとともに、広報やパンフレットでＡＲを活用します。
　＊ＡＲ：写真にスマートフォンやタブレット端末をかざすと動画が流れる技術
　　　　　　Augmented Reality （拡張現実）の略

「歴史読本」とのタイアップ企画

ＹＯＫＯＳＵＫＡ軍港めぐりとのタイアップ
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【特化事業】　関係各部等

【時期】 よこすかみこしパレード　10月25日（日） 横須賀中央大通り、米海軍横須賀基地

（仮称）横須賀中央下町フェスティバル　（未定）　横須賀中央大通り

消防団音楽隊定期演奏会　10月４日（日）　文化会館（来場者数928人）

よこすか芸術劇場での記念講演

横須賀開国史研究会　講演会　10月24日（土）　横須賀芸術劇場　小劇場

【拡充事業】　政策推進部

【時期】平成27年４月～　

【新規事業】　政策推進部

【時期】 横断幕　平成27年７月～（Ｙデッキ）

懸垂幕　平成27年９月～（市役所）

ポスター　平成27年７月～

　横須賀製鉄所（製鉄所）創設150周年を広く周知するため、懸垂幕、横断幕及びポスターを作
成して掲示します。

横断幕、懸垂幕及びポスターの掲示

　横須賀製鉄所（造船所）を周知、発信するパンフレットを作成し、各種イベントや市内各所で配布し
ます（100,000部）。

イベント等での記念事業の冠付けや事業の特化

「魅惑のシャンソンコンサート」　　11月７日（土）　よこすか芸術劇場

「ポール・メイエ　クラリネット・アンサンブル」７月４日（土）　よこすか芸術劇場（来場者数566人）

　よこすかみこしパレードや（仮称）横須賀中央下町フェスティバルなどのイベントや消防団音楽隊定
期演奏会、芸術劇場での公演などを記念事業に位置付けて周知を図るとともに、開国史研究会の講
演会などを特化してＰＲをします。

周知用パンフレットの増刷・改訂
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