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ＦＡＸ　０１８（８６６）８３０３
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　秋田県公文書館は、歴史資料として重要な公文書その他の記録を保存し、利用に供するため、公文書館法に基づ
く施設として平成５年に開館しました。

※パンフレット中の「　」は資料名、『　』は刊行物名、（　）は資料番号を示します。
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秋田県公文書館

明治150年
平成29年度　企画展

開催期間

開場時間 午前10時～午後５時

平成29年　８月26日土～ ９月25日月
10月27日金～11月29日水

会　　場 秋田県公文書館　２階　特別展示室

（期間中の休館日　９月６日水、11月８日水）

～秋田県の誕生～

写真㊤　秋田城の面影『秋田戊辰勤王記念写真帳』（AH212．1－135）
　　㊦　５代目県庁舎『秋田県史』（930103－50340）



（A292－31）

「増慶御陣屋御任地面境内略図」（混架乙－153）

蝦夷地警備の陣屋・任地の略図

「蝦夷地絵図」

ごあいさつ
　今年は明治に換算すると150年にあたります。明治維新によって、日本は急速に

近代化の歩を進め、秋田の社会も大きく変化しました。

　そこで本年の企画展では、当館が所蔵する幕末期から明治初期の資料を紹介し、

秋田で明治維新と近代化がどのように進んだかを振り返ってみたいと思います。

　展示を通じて先人たちの業績に思いをはせ、記録を残し伝えていくことの意義を

感じていただければ幸いです。

平成29年 8月 秋田県公文書館

江戸時代末

　日本近海に異国船が出没し、諸

藩は海岸防備に努めました。幕府

は、秋田藩にも蝦夷地の警備を命

じました。

幕末の秋田

秋田藩の蝦夷地警備

明治150年2



「百三段新屋滝之下台場絵図」

「百三段浜田村之内中村御台場絵図」

（県Ｃ－110）

（県Ｃ－251）

　異国船の接近に備えて、幕府の命令により各地の海岸に台場（砲台）が築かれました。

秋田の海岸警備

明治150年 3



（AT212．1－069－1）

「伊達慶邦書状」（AS212．1－012－1） ｢佐竹義堯書状草稿」（AS212．1－012－2）

　４月、仙台藩に呼応し東北諸藩が結束しました。

仙台藩主から秋田藩主への書状

「津軽承昭書状」（AS212．1－013－1）

「奥羽列藩同盟約書写」

津軽藩主から秋田藩主への書状

「佐竹義堯書状草稿」（AS212．1－013－2）

秋田藩主から津軽藩主への返答

秋田藩主から仙台藩主への返答

慶応４年（明治元年）

　秋田諸藩は当初、奥羽越列藩同盟に参加し

ました。しかし新政府側に転じたため、県内

各地が戦場になりました。

秋田の戊辰戦争

揺れる東北諸藩

奥羽越列藩同盟へ参加

明治150年4



「明治戊辰戦役賊軍侵入絵図」（部分拡大３カ所）（県Ｃ－613）

「太政官御沙汰書」（AS212．1－014－1）

「佐竹義堯願書」（AS212．1－014－2）

戊辰戦争の戦場地図

太政官へ秋田藩からの嘆願

太政官による秋田藩への指示・命令

「萬覚書之事」（A212．1－63）

戊辰戦争の戦闘記録から

　７月、奥羽鎮撫総督が軍勢を
連れ、秋田に入りました。秋田
諸藩は、新政府に対する恭順を
迫られ、奥羽越列藩同盟を脱退、
開戦を強いられました。戦いは
改元後の９月まで続きました。

一転、東北諸藩と開戦

明治150年 5



「久保田藩庁記録」（混架 014－260）

（AS317－202）

「東京府御達書」（県Ｂ－921）

「太政官布達書」
（県Ｂ－953）

「久保田藩知事辞令」　明治２年（1869）

久保田藩庁の日誌　明治２～３年（1869 ～ 1870）

江戸藩邸の扱いに関する事　明治２年（1869）

岩崎藩独立につき、
地所引き渡しの事
明治３年（1870）

明治２年～３年

　戊辰戦争後、現在の秋田県域は７つの藩や県

が治める地域になりました。その後、版籍奉還

により知藩事が任命されました。

知藩事の制度

明治150年6



「太政官通達」（AS317－206）

「管内布達扣」（930103－11006）

「庶務課庶務掛事務簿」（930103－08277）より作成

明治３年明治元年 明治４年

「歴代知事写真」
（930103－13491）

初代権令　島　義 勇
在任　明治４～５年
　   （1871 ～ 1872）

　札幌の都市計画で実績をあげた後、秋田県
の初代権令（現在の県知事）に任命されました。
新しい県づくりに尽力しましたが、離任後、
佐賀の乱に参加し、処罰されました。

知藩事解任辞令

秋田県庁開庁布告　明治５年（1872）

明治４年

　廃藩置県が断行され、現在の秋

田県域は、７県が治める地域にな

りました。この年の11月、現在の

秋田県に統合されました。

廃藩置県と秋田県の成立

秋田郡
山本郡
河辺郡
仙北郡
平鹿郡
雄勝郡

久保田領

仁賀保領

亀田領

本荘領

盛岡領 九戸県 八戸県 三戸県 江刺県

矢島領

亀田県

（明治４年11月２日）本荘県

矢島県

秋田県

秋田県

岩崎県岩崎藩
久保田藩

久保田藩 秋田藩

酒田民政局 酒田県 山形県

亀田藩

本荘藩

松代取締所
松本取締所

矢島藩
由利郡

鹿角郡

明治２年

秋田県の成立

明治150年 7



『秋田県史』（930103－50340）

「大礼服制表并図」（930103－11747）

「本県触示留」（930103－11016）

「第五課学務掛事務簿」
（930103－03032）

　秋田県内では、明治７年（1874）から
小学校の設置が始まりました。設置運営
費は地元の負担でした。

　地租改正は政府の一大事業でした。
展示資料は、改正作業のひな形です。

５代目県庁舎
明治13年～昭和12年（1880 ～ 1937）

正装の規定（判任官）明治５年（1872）

明治時代初め

　国の主導で西洋の技術や文化が導入

されました。秋田でも県が中心となり、

近代化が進められました。

秋田の近代化

洋風化

地租改正絵図　明治８年（1875）

地租改正

矢嶋小学校開校申請書
明治７年（1874）

学　制

明治150年8



「各郡全図」
（930103－13488）

「管内布達留」
（930103－11038）

「区画帳」（930103－09600）

　徴兵制は、強い反発を受けた政策のひとつでし
た。全国で農民の不穏な行動がひろがり、それを
防止するための告諭も出されました。

　各郡全図は、県内
の管内細密地図とし
ては最初のものでし
た。明治22年の市町
村制施行前の様子が
よくわかります。

明治時代初め

　新政府は地方行政区画として大区小

区制を導入しましたが、地方の実態と

合わず、短期間で元の町村を基礎とす

る制度に改めました。

市町村の整備

徴兵制

羽後国河辺郡全図　明治18年（1885）（部分）

大区小区区画帳　明治７年（1874）

徴兵告諭詔書写
明治５年（1872）

明治150年 9



「御巡幸関係書類」（930103－12005）

「御巡幸関係書類」（930103－12011） 「御巡幸関係書類」（930103－12011）

「御巡幸関係書類」
（930103－12020）

行在所再願

鵜匠天覧ニ供ス略図 万古焼製造の様子

傒后阪命名書

明治14年

　明治天皇の秋田巡幸が行われました。関係

書類からは、明治初期の人々の生活の様子も

うかがうことができます。

明治天皇の秋田巡幸
トピックス（前期）

明治天皇 秋田巡幸 日程

明治150年10



傒

『秋田戊辰勤王記念写真帳』（ＡＨ212．1－135）

『戊辰勤王七十年記念展覧会陳列目録』
（ＡＨ212．1－139）

『秋田戊辰勤王回顧座談会記録』
（ＡＨ212．1－141）

戊辰戦争45周年記念行事　大正２年（1913）

戊辰戦争70周年記念行事　昭和12年（1937）

戊辰戦争70周年記念行事
昭和12年（1937）

大正～昭和

　明治維新は後年、わが国の国づくりの原点

として振り返られました。県内でも、たびた

び記念行事が行われています。

明治維新の記念行事
トピックス（後期）

明治150年 11



この印刷物は2,000部作成し、印刷の作成経費は１部当たり38.00円です。

展示資料一覧
コーナー 資　　料　　内　　容 内容の年代 資　料　名 資料番号 備考

幕末の秋田 蝦夷地絵図 江戸時代末期 蝦夷地絵図 A292-31
蝦夷地警備の陣屋・任地の略図 江戸時代末期 増慶御陣屋御任地面境内略図 混架乙-153
幕府から蝦夷地に関する申し渡し 安政６年 老中より申渡書 AS310-023-1
蝦夷地警備の際、拝領のお守り 江戸時代末期 蝦夷地出張之節拝領御守護 吉沢485-01
百三段新屋滝之下台場絵図 江戸時代末期 百三段新屋滝之下台場絵図 県C-110
百三段浜田村之内中村御台場絵図 江戸時代末期 百三段浜田村之内中村御台場絵図 県C-251
舟川村台場建築の計画 江戸時代末期 秋田郡舟川村台場築立もくろみ 斧5019

秋田の戊辰戦争 新政府の５つの基本方針 慶応４年 五箇条御誓文写 AS210.1-06
新政府、最後の高札による禁止令 慶応４年 五榜の掲示 AS310-107-2～6
仙台藩主から秋田藩主への書状 慶応４年 伊達慶邦書状 AS212.1-012-1
秋田藩主から仙台藩主への返答 慶応４年 佐竹義堯書状草稿 AS212.1-012-2
津軽藩主から秋田藩主への書状 慶応４年 津軽承昭書状 AS212.1-013-1
秋田藩主から津軽藩主への返答 慶応４年 佐竹義堯書状草稿 AS212.1-013-2
奥羽列藩同盟約書写 慶応４年 奥羽列藩同盟約書写 AT212.1-069-1
列藩各々へ仙台・米沢・南部藩家老の奏上 慶応４年 奥羽列藩奏状写 AT212.1-089
奥羽越列藩同盟の盟約 慶応４年 奥羽越列藩同盟盟約書写 AT212.1-122
太政官による秋田藩へ命令 慶応４年 太政官御沙汰書 AS212.1-014-1
太政官へ秋田藩からの嘆願 慶応４年 佐竹義堯願書 AS212.1-014-2
奥羽鎮撫総督府から秋田藩へ命令 慶応４年 奥羽鎮撫総督府達書 AS212.1-018-1
奥羽鎮撫総督府へ秋田藩の弁明 慶応４年 佐竹義堯請書 AS212.1-018-2
戊辰戦争の戦場地図 慶応４年 明治戊辰戦役賊軍侵入地図 県C-613
新庄領塩根坂戦争の略図 慶応４年 新庄領塩根坂戦争之略図 県C-012
大館十二所での戦争概要 慶応４年 十二所口戊辰戦争略図約覧 県B-920-81
大館郊外での戦争絵図 慶応４年 明治戊辰役戦争絵図 AO212.1-060
戊辰戦争の戦闘記録から 慶応４年 萬覚書之事 A212.1-63

知藩事の制度 久保田藩知事辞令 明治２年 久保田藩知事辞令 AS317-202
江戸藩邸の扱いに関する事 明治２年 東京府御達書 県B-921
岩崎藩独立につき、地所引き渡しの事 明治３年 太政官布達書 県B-953
朝廷へ久保田藩知事建白 明治２年 藩知事一条書付 AH312-282-1,2
久保田藩庁の日誌 明治２～３年 久保田藩庁記録 混架014-260

廃藩置県と秋田
県の成立

本荘県管内図 明治４年 旧本荘県管轄内絵図 県C-296
岩崎県庁 明治４年 岩崎町旧県庁図 県C-008-1
知藩事解任辞令 明治４年 太政官通達 AS317-206
県域の確定 明治４年 明治四年官令控 AS312-85-2
初代権令　島　義勇 明治４～５年 歴代知事写真 930103-13491
秋田県庁開庁布告 明治５年 管内布達扣 930103-11006

秋田の近代化 正装の規定（判任官） 明治５年 大礼服制表并図 930103-11747
矢嶋小学校開校申請書 明治７年 第五課学務掛事務簿 930103-03032
地租改正絵図 明治８年 本県触示留 930103-11016
５代目県庁舎図面 明治13年 新築県庁総絵図面 930103-06198
郵便取扱人の指定（郵便事業の開始） 明治５年 管内布達扣 930103-11006
県内初の郵便ポストの設置 明治９年 第一課駅逓係事務簿 930103-06301
徴兵告諭詔書写 明治５年 管内布達留 930103-11038
徴兵告諭 明治７年 第一課戸籍掛事務簿 930103-00332
金禄公債台帳 明治10年 金禄公債台帳 930103-02254
河港道路橋梁取調 明治９年 第一大区三小区道路等級絵図面 080803-00140
５代目県庁舎 明治13年～昭和12年 秋田県史 930103-50340
第４代権令　石田英吉 明治８年～明治16年 歴代知事写真 930103-13491

市町村の整備 羽後国河辺郡全図 明治18年 各郡全図 930103-13488
大区小区区画帳 明治７年 区画帳 930103-09600
大区小区時代の地図 明治はじめ 秋田県管轄第3大区1小区羽後国山本郡上川端町外13ヶ町全図 県C-157-70

明治天皇の秋田
巡幸

行在所再願 明治14年 御巡幸関係書類 930103-12005
仮御厠取建仕様概略 明治14年 御巡幸関係書類 930103-12004 前期のみ
行在所表札の仕様 明治14年 御巡幸関係書類 930103-12006 前期のみ
鵜匠天覧ニ供ス略図 明治14年 御巡幸関係書類 930103-12011
万古焼製造の様子 明治14年 御巡幸関係書類 930103-12011 前期のみ
天覧物陳列目録 明治14年 御巡幸関係書類 930103-12015 前期のみ
傒后阪命名書 明治14年 御巡幸関係書類 930103-12020

�明治維新の記念
行事

戊辰戦争45周年記念行事 大正２年 戊辰勤王記念展覧会出品目録 AH212.1-132 後期のみ
戊辰戦争45周年記念行事 大正２年 秋田戊辰勤王記念写真帳 AH212.1-135 後期のみ
戊辰戦争60周年記念行事 昭和３年 戊辰史料展覧会出品目録 AH212.1-137 後期のみ
戊辰戦争70周年記念行事 昭和12年 戊辰勤王七十年記念展覧会陳列目録 AH212.1-139 後期のみ
戊辰戦争70周年記念行事 昭和12年 秋田戊辰勤王回顧座談会記録 AH212.1-141 後期のみ


