
 所蔵資料にみる
　　　    秋田の行事とくらし

令和２年度　秋田県公文書館企画展

◆開催期間：(前期) 令和2年 8月24日(月)～ 9月22日(火)
　　　　　　(後期) 令和2年10月30日(金)～12月 1日(火)
　　　　  　　※毎週水曜日休館　

◆開場時間：午前１０時～午後５時

◆会　　場：２階特別展示室

秋田県公文書館

〒010-0952　秋田市山王新町14-31
電  話　018-866-8301　ＦＡＸ　018-866-8303
E-mail　koubunshokan@pref.akita.lg.jp
ＵＲＬ　https://www.pref.akita.lg.jp/kobunsyo/
ツイッター　https://twitter.com/Akita_Archives

「風俗問状答」とは？
　江戸時代の文化年間、幕府の御用学者であった屋代弘賢が諸国の生
活ぶりについて、各藩に131項目にも及ぶ「諸国風俗問状」と呼ばれる
質問をしました。それに対して各藩が回答したものが「風俗問状答」
です。当時の生活習慣や季節ごとの習わし、祭礼、冠婚葬祭などにつ
いて説明しており、当時の実態を把握できる貴重な資料です。全国で
約20種の存在が確認されており、秋田領について書かれたものは、当
館所蔵も含めて全部で5種類あります。
　当館所蔵の資料は「風俗編」「神社仏閣編」「図編」の3巻構成に
なっております。今回の展示では、資料の展示に加え、秋田領風俗問
状答の異本との比較コーナーも設けています。

●風俗問状答の世界

「風俗問状答 3」（混架7-576-3）
　江戸時代のカマクラは、雪で四角形に作った
囲いに入れた門松や米俵などに火を付け、それ
を振り回す小正月の火祭り行事として行われま
した。　※右の図は後期のみ

「岡本元朝日記 40」（混架7-380-40）
　さいのかみ祭りに登城の参加者が多く
なったため、「まぎれ者　御城中へ入る
べきか」ということを危惧し、「町奉行
の合判をもって御門にて調べ」るという
措置をとっています。
※前期のみ展示

「町触控 22」
（A317-57-23）

　文化6年1月9日、
「鎌倉雪薄に付、
火を焚候儀被停止
候事」として、雪
不足のため城下で
のカマクラ行事を
禁止しています。
※後期のみ展示

「風俗問状答 3」（混架7-576-3）
　さいのかみ祭りは歳の神の祭りとして行われ、
立て烏帽子をかぶり水干を着た先頭の男が歳の
神の禿倉(一人が背負えるようなお堂)を背負い、
それに続く14～15歳以下の男の子たちとともに
城へ登り、新年の祝詞を述べている様子です。
※前期のみ展示
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　　ごあいさつ
 　秋田県には、全国最多を誇る１７件の国指定重要無形民俗文化財があります。これは、
地域の営みや行事、伝統芸能などを人々がしっかりと受け継いできた証だと思います。
  今年度の企画展は「所蔵資料にみる秋田の行事とくらし」をテーマとし、秋田の古き良
き行事とくらしを紹介します。先人たちの歩みをたどるとともに、記録を残し伝えること
の大切さを感じ取っていただければ幸いです。

  　　令和２年８月
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県公文書館長

●主な展示資料

「風俗問状答 3」（混架7-576-3）
　旧暦7月6日の夜に行われた眠り流しの様子
を描いた図です。数十個の提灯を下げた竿燈
を持ち上げています。周りには太鼓や笛で囃
す者や踊っている者が群れをなしています。

「祭礼図」（AH385-6）
　　日吉八幡神社(秋田市八橋)は、江戸時代の町人町である外町の総鎮守として人々の信仰を集めてきました。旧暦の4月と8月に祭礼が行われ、　
　城下一帯が賑わった様子が、大変生き生きと描写されています。こちらの資料は全長で697cmあります。

「風俗問状答 3」
（混架7-576-3）
　能代の眠り流
しについては、
「城北の能代の
港にハ　ことに　
はなやかに候」
と書かれており、
屋台や人形に
様々な工夫を凝
らして壮観な様
子が見られたよ
うです。

神輿の図 山車や傘鉾の図 幟の図 町の賑わいの図

「出羽の道わけ 3」（混架7-355-3）
 「灯燈ノエヲ　アコニテサス　カシラニテ
サス」として頭で竿燈をあげる図が記されて
おり、提灯(桃燈)の数や竿燈を乗せたと思わ
れる纏の図、太鼓の図も記されています。

「灯籠丈数書上」（AS385-13）
　能代の眠り流し行事は、能代五町組に
よって行われてきました。こちらの資料
には、各町名、それぞれの灯籠の大きさ
と図柄が記されています。
※前期のみ展示

「風俗問状答 2」
（混架7-576-2）

　土崎神明祭につ
いて「宵祭の燈火
もっとも盛ん也」
と書かれ、非常に
賑わいがある様子
がうかがえます。
「御旅所へ神幸」
する様子や、山車
を競い合う様子も
記されています。

※後期のみ展示

「北家御日記 五一」
（AK212-1-51）

　角館のお祭りの
記事です。外町の
各丁が船に人形を
乗せて、佐竹北家
に上覧を仰ぎまし
た。北家の家中の
人々が見物してい
る様子が書かれて
います。

※前期のみ展示
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展示資料一覧
「風俗問状答」図編の図
 （パンフレット本編に掲載以外の図）

●企画展に出展する図

●企画展に出展以外の図

さいのかみ 飾りそり 万歳 カマクラ

羽子板 物語座頭 節季候 左：さいのかみ祭りの先頭の男
右：ほたき棒

左：木のほら
右：木のほらと草履下駄

屋根の雪かきおとす 氷上をそりで行く

髙燈籠 髙燈籠(拡大) 送り火

はたはた はにしん左：重きものを運ぶそり
右：八つ目うなぎ

コーナー名 番号 資料内容 資料番号 資料名 年　代

古文書からみる 1 秋田の年間行事カレンダー 風俗問状答、秋田年中御行事など

秋田の年間の行事 2 風俗問状答の原本の表紙 混架7-576-3 風俗問状答 3

3 秋田の年間の行事 A385-13 秋田年中御行事

眠り流し（竿燈） 4 眠り流しの図① 混架7-576-3 風俗問状答 3

5 眠り流しの図② 混架7-576-3 風俗問状答 3 前期のみ

6 眠り流しの叙述 混架7-576-1 風俗問状答 1

7 頭で竿燈を挙げる図 混架7-355-3 出羽の道わけ 3

眠り流し（能代） 8 能代湊の眠り流し燈籠の図 混架7-576-3 風俗問状答 3

9 眠り流し（能代）の叙述 混架7-576-1 風俗問状答 1

10 灯籠の大きさと図柄の一覧 AS385-13 灯籠丈数書上 文久元年 前期のみ

各地の行事 11 角館のお祭りのやま行事での各丁の位置 県Ｃ-95 仙北郡角館絵図 享保13年

12 角館のお祭りの記事 AK212-1-51 北家御日記　五一 元禄7年 前期のみ

13 角館のお祭りの上覧の様子 AK212-1-92 北家御日記　九二 宝永3年 後期のみ

14 土崎港曳山祭りでの各町の位置 県Ｃ-182 土崎湊町絵図 文化年間

15 土崎の祭礼について ＡＳ209-167-44 国典類抄 前篇 吉部四十四 宝永2年 前期のみ

16 土崎の祭礼の賑わいの様子 混架7-576-2 風俗問状答 2 後期のみ

正月行事 17 さいのかみ登城の図 混架7-576-3 風俗問状答 3 前期のみ

18 さいのかみ飾りそりの図 混架7-576-3 風俗問状答 3 後期のみ

19 さいのかみ祭りの叙述 混架7-576-1 風俗問状答 1

20 さいのかみ祭における登城者の制限 混架7-380-40 岡本元朝日記 40 宝永4年 前期のみ

21 万歳の図 混架7-576-3 風俗問状答 3 後期のみ

22 万歳の叙述 混架7-576-1 風俗問状答 1 後期のみ

カマクラ 23 カマクラの図① 混架7-576-3 風俗問状答 3

24 カマクラの図② 混架7-576-3 風俗問状答 3 後期のみ

25 カマクラの図③ 混架7-576-3 風俗問状答 3 後期のみ

26 火振り俵の図 混架7-355-6 出羽の道わけ 6 後期のみ

27 カマクラの叙述 混架7-576-1 風俗問状答 1

28 マシケでのカマクラの記事 混架423-6-8 石井忠行日記 8 慶応2年 後期のみ

29 カマクラ禁止の御触れ A317-57-23 町触控22 文化6年 後期のみ

日吉八幡神社の記録 30 神社の略歴 AH175-2 谷橋山王八幡両社書 宝永7年

31 神社の配置図 A176-13 山王八幡宮勤統録

32 祭礼手順、統人の記録など A176-10 山王八幡御祭礼之帳

33 祭礼の様子を描いた巻物 AH385-6 祭礼図

近代資料にみる行事 34 「風俗問状答」を随行員の大隈重信らに紹介 930103-12015 御巡幸関係書類 明治14年 前期のみ

35 竿燈の写真絵葉書：旧県庁前で妙技 930103-11950 澄宮殿下御成関係書類 昭和6年 前期のみ

36 城郭燈籠の小型模型の解説 930103-12137 皇太子殿下行啓関係書類 大正14年 前期のみ

37 昭和初期のなまはげ行事の写真 山527 名勝男鹿 昭和7年 後期のみ

38 角館の飾山囃子の解説原稿 930103-11950 澄宮殿下御成関係書類 昭和6年 後期のみ

39 毛馬内盆踊りの解説原稿 930103-11958 秩父宮殿下同妃殿下行啓関係書類 昭和11年 後期のみ

現代の秋田の行事 40 西馬音内の盆踊り DVD-00039 県政ニュース№３６ 昭和36年 前期のみ

41 藤琴の駒踊り DVD-00121 県政ニュース№１１８ 昭和44年 前期のみ

42 大森の羽宇志別神社の霜月神楽 DVD-00123 県政ニュース№１２０ 昭和44年 前期のみ

43 「風俗問状答」と同じポーズでの木貝吹き DVD-00035 県政ニュースＮｏ．３２ 昭和36年 後期のみ

44 六郷カマクラ行事のどんど焼き DVD-00214 秋田の旅～冬篇～ 昭和47年 後期のみ

45 横手のかまくらと子供達 吉沢508 写真・絵ハガキ 後期のみ

46 あきたファン・ドッと・コム　ウェブサイト画面 令和2年

47 竿燈のページ 『秋田県観光総合ガイドブック　秋田だ！』 令和2年

48 ナマハゲのページ 『秋田県観光総合ガイドブック　秋田だ！』 令和2年

風俗問状答の世界 49 冒頭部分 混架7-576-1 風俗問状答 1

50 頭注部分 混架7-576-1 風俗問状答 1

51 あとがき部分 混架7-576-1 風俗問状答 1

52 図の表題 混架7-576-3 風俗問状答 3

53 傾城しらべ 混架7-576-1 風俗問状答 1

54 厄払 混架7-576-1 風俗問状答 1

55 カマクラの図 混架7-576-3 風俗問状答 3

展示時期
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