
令和３年度　秋田県公文書館企画展

 秋田県誕生１５０年記念事業

 廃藩置県１５０年　
 公文書でみる秋田の歴史
　　◆開催期間 ： （前期） 令和３年　８月２６日（木） ～　 ９月２１日（火）
   　　　　　　　      （後期） 令和３年１０月２８日（木） ～ １１月３０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

 　東北九州災害救済会　松方正義総裁書状
（大正３年）　(930103-00852)

秋田県公文書館
〒010-0952　秋田市山王新町14-31

最寄りのバス停：県立体育館前
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

【欠食児童対策】
　昭和６年（１９３１）から１１年にかけて
の凶作の際、凶作地の各家庭では食べ物を十
分に取ることができない状況が続きました。
昭和９年（１９３４）、県は市町村長と学校
長に、学校医と連絡して万全の対策を講じる
よう通達しました。各学校では、配当された
予算の範囲で、お腹をすかせた児童の中で、
より栄養状態の厳しい児童を選んで、栄養補
給のための「給食」を食べさせました。

「小学校児童ノ保健養護ニ関スル件」
（昭和９年）（県報ー00112）

【物資の配給】
　戦時体制下では、生活用・産業用を含め物
資は国の統制下に置かれるようになり、多く
の必需品が配給制になりました。昭和１７年
（１９４２）５月には醤油・味噌、７月には
一般家庭用石鹸、８月には洋ロウソクに砂糖、
９月には自転車・リヤカーに亜鉛板・鉄板、
１０月には一般ゴム・履物、１１月には農機
具・農薬など、業務用物資から日用品・生活
必需品まで幅広く適用され、物資を十分入手
できなくなっていきました

「報告書刊行にあたって」
（昭和３７年）（930101-50287）

【昭和３６年 秋田国体】
　昭和３６年（１９６１）、秋田で第１６回
国民体育大会の夏季大会（漕艇競技）と秋季
大会が開催されました。　

　当時の小畑県知事は、国体報告書の冒頭で
「後進県という哀れむべき烙印を負う本県の
空に栄えある国体の花開く日をまぶたに描い
て」「全県民あげての御協力に対する感謝の
情」と記し、これまでの幾多の困苦をはね返
し、秋田県民一丸となって国体を成功させた
ことを心情豊かに謳っています。

「醤油味噌配給統制要綱制定ノ件」
（昭和１９年）（県報ー00158）

【昭和３９年 大潟村誕生】
　昭和３９年（１９６４）１０月１日、大潟
村が誕生しました。かつて琵琶湖に次ぐ日本
第２位の広さを誇った湖「八郎潟」を干拓し
たもので、計１７，４３０ヘクタールの干拓
面積、総事業費４３５億円、建設工事工期は
昭和３２年（１９５７）から１３年間に及ぶ
一大プロジェクトでした。新村の設置に当た
り、村名は秋田県が広く一般から募集し、県
議会や関係機関等とともに選考した案を要望
書として国に提出しました。

「八郎潟中央干拓地に設置される村の名称決
定に関する要望書の提出について」

（昭和３９年）（930106-30975）
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  各コーナーの上部には、初代の権令から現在の知事に至る歴代の  
 秋田県知事全員の顔写真付きプロフィールをぐるりと並べて展示し、
 １５０年の時の流れを表現しています。 　　　　　　　　　　

【大正２年 大凶作へ全国から支援】
　大正２年（１９１３）は北海道と東北が天
候不順で大凶作となりました。全国で救済活
動が起こり、東京では「東北九州（＝桜島の
爆発）災害救済会」（総裁に元総理大臣の松
方正義、副総裁に渋沢栄一ら）が臨時に設立
されたほか、各地のたくさんの団体や個人か
ら義捐金や慰問袋（＝袋入りの支援物資）が
寄せられました。支援物資の中には、尋常高
等小学校の児童や地域の青年会が正月用の餅
を持ち寄って送って来てくれたものもあり、
全国から幅広い支援が寄せられました。 「正月餅の寄贈」

（大正３年）（930103-00847）
【大正３年 強首地震】

　大正３年（１９１４）３月１５日午前４時
５８分、仙北郡強首村を中心として大地震が
発生しました。

  罹災者救恤（きゅうじゅつ)のため、大正天
皇と皇后から下賜金がありました。

　また、当時、北海道東北地方の凶作と九州
桜島の爆発への救済で活動中だった「東北九
州災害救済会」にも地震発生が連絡されて、
「秋田震災救助金」として金２万５千円が救
済会から秋田県に贈られました。

「奥羽本線神宮寺刈和野間線路陥落ノ景」
（大正３年）（930103-06548）

【スペイン風邪流行】
　大正７年（１９１８）から９年（１９２
０）にかけて県内で悪性の流行性感冒(イン
フルエンザ。このときに流行したのは通称
「スペイン風邪」といわれるもの）が流行
しました。

　大正８年（１９１９）には、前年からの
県内での罹患者が２５０，０００人、死者
が３，２００名に及び、県では知事の告諭
を出して注意を呼びかけました。

「流行性感冒ニ関スル予防心得」
（大正９年）（県報ー00068）

　 明治４年（１８７１）の廃藩置県により秋田県が誕生して、今年で１５０年になります。　　　　　　　　　　
 今年度の企画展は「秋田県誕生１５０年記念事業　廃藩置県１５０年　公文書でみる秋田の
 歴史」をテーマに、１５０年の時の流れを表現し、各時代ごとに大きな出来事を取り上げて
 関連する公文書・資料をご紹介します。
　令和３年（２０２１）の視点から振り返った１５０年は、２０年前や２０年後に振り返った
ときとは、きっと違って見えることでしょう。
　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。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県公文書館長

●主な出来事と展示資料

【明治１１年 秋田県種苗交換会の始め】
　明治１１年（１８７８）１１月、農産物の
優良品種を陳列、交換する「種子交換会」が
南秋田郡八橋村（現・秋田市）の八橋植物園
で行われました。その後も年１回開催され、
明治１５年（１８８２）からは苗木も交換物
に加わり、名称が「種苗交換会」と改められ
ました。明治４２年（１９０９）からは各郡
巡回で開催されるようになりました。

「種子交換法希望品一覧摺立之儀決議」
（明治１１年）（930103-06548）

【感染症の流行】
　明治１２年（１８７９）から明治１９年
（１８８６）にかけ、県内で虎列刺病（コレ
ラ）が流行しました。

　また、明治１９年１月には、船川港上陸船
員から天然痘(痘瘡)が伝染拡大し、種痘(天然
痘の予防接種)の普及が進められました。

　このほか明治期には、明治２９年（１８９
６）に赤痢が流行、明治４０年（１９０７）
頃からトラホーム(眼の病気)が蔓延するなど
しました。

「コレラ予防方法の調査指示」
（明治１９年）（930103-01208）

【明治期の水害頻発】
　明治期は、県内各地で大きな水害が頻発し
ました。

　明治２７年（１８９４）８月２５日には、
雄物川筋と子吉川筋が大雨で氾濫して大洪水
となりました。被害がとても大きかったため、
明治天皇と皇后から救恤金(きゅうじゅつきん)
が下賜されました。

「彙報 雑事 水災景況」
（明治２７年）（県報ー00017）

※今回の企画展では、劣化により閲覧停止中
の「県報」原本を特別に展示しております。
２

３



コーナー名 番号 資料内容 資料番号 資料名 年　代

① 秋田県全図 930103-13488 各郡全図 明治２２年

② 郵便信書差入柱凾ヲ設ク 930103-11021 本県觸示留 明治９年

③ 種子交換法希望品一覧表摺立之儀決議 930103-06548 勧業課農事掛事務簿 明治１１年

④ 腐米改良施行資金拝借ノ義ニ付内務省上申 930103-06523 第二課事務簿 明治１１年

⑤ 種痘接種之義　諭達 930103-11078 本県布達留 明治１９年

⑥ きみまち阪写真 930103-12186 河辺郡誌関係写真集
撮影時期
不詳

⑦ 市街失火ノ義ニ付告諭 930103-11078 本県布達留 明治１９年

⑧ 水災ノ際罹災者清潔法ニ付諭示
劣化により

原本の閲覧停止
県報　明治２７年第７１７号 明治２７年

⑨ 彙報　雑事　管内各地震災
劣化により

原本の閲覧停止
県報　明治２９年第１０１４号 明治２９年

⑩ 南秋田郡土崎港町長ヨリ電柱建設ニ付道路使用認可申請ノ件 930103-05572 第二課土工係事務簿 明治３４年

① 洪水罹災に対する御下賜金の交付指示書（知事から雄勝郡長あて） 930103-01745 水害罹災者御下賜金ニ関スル書類 明治４３年

② 汽車運賃割引ノ義ニ付稟請（鹿角郡長から知事あて） 930103-08392 凶震災運賃低減書類 大正２年

③ 黒川油田第５号井噴油の実況 160106-00015 行啓記念事業一覧　日本石油株式会社 大正２年

④ 奥羽本線神宮寺刈和野間線路陥落ノ景 930103-13503 奥羽本線神宮寺刈和野間自百六十哩二鎖線路陥落ノ景 大正３年

⑤ 広告　秋田中学校生徒募集
劣化により

原本の閲覧停止
県報　大正２年第５１号 大正２年

⑥ 告諭　流行性感冒ニ関スル予防心得
劣化により

原本の閲覧停止
県報　大正８年２月１２日号外 大正８年

⑦ 奥羽本線山本郡きみまち阪付近 930103-12186 河辺郡誌関係写真集
撮影時期
不詳

⑧ 全県スキー大会並全県少年武道大会開催ニ関スル件
劣化により

原本の閲覧停止
県報　昭和５年第４０８号 昭和５年

⑨ 横手本荘間軽便鉄道敷設免許ノ件 930103-06101 横荘鉄道ニ関スル書類 大正４年

① 第５回秋田犬展覧会御案内 930103-03029 史蹟ニ関スル事務簿 昭和１４年

② 凶作対策ト出稼者ノ紹介斡旋ニ関スル件
劣化により

原本の閲覧停止
県報　昭和９年第７９７号 昭和９年

③ 出稼婦女保護ニ関スル件
劣化により

原本の閲覧停止
県報　昭和９年第８０６号 昭和９年

④ 小学校児童ノ保健養護ニ関スル件
劣化により

原本の閲覧停止
県報　昭和９年１２月２８日号外 昭和９年

⑤ 秋田県男鹿地方震災概況並応急対策状況 930103-08397 震災関係 昭和１４年

① 優渥ナル御言葉ヲ賜ハル件
劣化により

原本の閲覧停止
県報　昭和１９年８月２９日号外 昭和１９年

② 非常用物資配給要綱ニ関スル件
劣化により

原本の閲覧停止
県報　昭和２０年第２２１３号 昭和２０年

③ 疎開転入者指導実施要綱制定ノ件
劣化により

原本の閲覧停止
県報　昭和１９年３月９日号外 昭和１９年

④ 南瓜種子供出ニ関スル件
劣化により

原本の閲覧停止
県報　昭和１９年１１月７日号外 昭和１９年

⑤ 学徒動員基本方針及要領ニ関スル件
劣化により

原本の閲覧停止
県報　昭和１９年４月２６日号外 昭和１９年

⑥ 防空警報発令前敵機侵入ニ対スル措置ニ関スル件
劣化により

原本の閲覧停止
県報　昭和２０年第２２０８号 昭和２０年

⑦ 能代市大火 ＤＶＤ－００２３０ ～地方自治３０周年記念～伸びゆく秋田（第一部）
撮影時期不詳

（昭和５３年）

⑧ 秋田国体開会式（炬火） ＤＶＤ－００２３０ ～地方自治３０周年記念～伸びゆく秋田（第一部）
昭和３６年
（昭和５３年）

⑧ 国体トピックス（ごみ処理施設） ＤＶＤ－０００３７ 県政ニュースＮｏ．３４ 昭和３６年

⑧ 施設の完成あいつぐ（秋田民衆駅） ＤＶＤ－０００３９ 県政ニュースＮｏ．３６ 昭和３６年

⑧ 文化の殿堂完成～県民会館ほか ＤＶＤ－０００４１ 県政ニュースＮｏ．３８ 昭和３６年

⑧ 春は空から～秋田空港 ＤＶＤ－０００４３ 県政ニュースＮｏ．４０ 昭和３７年

⑨ 大潟村誕生 ＤＶＤ－００２３１ ～地方自治３０周年記念～伸びゆく秋田（第二部）
昭和３９年
（昭和５３年）

⑩ 秋大医学部 ＤＶＤ－００２３１ ～地方自治３０周年記念～伸びゆく秋田（第二部）
昭和４５年
（昭和５３年）

⑪ 秋田市の地震災害－３（秋田港地区） 93-306 日本海中部地震の記録 昭和５９年

※　県報は、劣化により原本の閲覧はできませんが、閲覧室内に複製本を用意しております。

令和３年度企画展　前期　展示資料一覧（①壁面）

第三十一代から

第三十八代県知事

までの在任期間

第三十九代から

第四十五代県知事

までの在任期間

初代権令から

第十五代県知事

までの在任期間

第十六代から

第三十代県知事

までの在任期間

第四十六代から

第六十五代県知事

までの在任期間

コーナー名 番号 資料内容 資料番号 資料名 年　代

① 県庁開庁布告 930103-11006 管内布達控 明治５年

② 種子交換会施行方手続決議 930103-06547 勧業課農業掛事務簿 明治１２年

③ 腐米改良法等意見有之者可申出告觸示 930103-06523 第二課事務簿　 明治１１年

④ コレラ予防方法の調査指示(知事から雄勝郡役所あて） 930103-01208 事務簿 明治１９年

⑤ 赤痢病臨検手続
劣化により

原本の閲覧停止
県報　明治２９年第１０４２号 明治２９年

⑥ 下賜　きみまち阪命名書 930103-12020 御巡幸関係書類 明治１４年

⑦ 秋田市街火災取調ノ件 930103-08304 第一部庶務課事務簿 明治１９年

⑧ 彙報　雑事　水災景況（明治２７年８月２８日）
劣化により

原本の閲覧停止
県報　明治２７年第７１７号 明治２７年

⑨ 地震状況（六郷地震）
劣化により

原本の閲覧停止
県報　明治２９年第１０１４号 明治２９年

⑩ 電燈柱建設道路使用許可ノ件（秋田木材（株）） 930103-05962 内務部土木課事務簿 大正３年

⑪ 電柱建設の追加の許可起案（増田水力電気（株）） 930103-05962 内務部土木課事務簿 大正３年

① 内務大臣来県ニ付呈上スベキ出水状況取調調書 930103-05622 災害復旧事務書類 明治４３年

② 正月餅の寄贈（広島県寺西村立寺西尋常高等小学校） 930103-00847 凶作義捐品書類 大正３年

③ 製炭教師の派遣依頼願 930103-00845 凶作救済事業資金関係書類 大正２年

④ 宮内大臣名の御下賜金文書 930103-00850 凶作御下賜金書類 大正３年

⑤ 義捐金送金の申出書 930103-00846 凶作義捐金書類 大正３年

⑥ 救恤基金蓄積条例許可申請 930103-09735 町村条例 大正３年

⑦ 流行性感冒ニ関スル予防心得
劣化により

原本の閲覧停止
県報　大正９年１月１６日号外 大正９年

⑧ 本荘町長ヨリ本荘停車場位置ニ関スル上申 930103-06111 羽越沿岸鉄道敷設ニ関スル請願意見書類 大正５年

⑨ 秋田鉄道(株)　長木川筋鉄橋脚根固工事の施行許可の起案 930103-05962 内務部土木課事務簿 大正３年

① 冷害ニ際シ民心策励ノ件
劣化により

原本の閲覧停止
県報　昭和１０年１月４日号外 昭和１０年

② 婦人身売防止、就職斡旋及就職後ノ保護ニ関スル件
劣化により

原本の閲覧停止
県報　昭和１０年第８２６号 昭和１０年

③ 男鹿地方震災震度区域図 930103-08398 男鹿震災一周年記念式一件 昭和１５年

① 一般家庭用石鹸ノ配給統制ニ関スル件
劣化により

原本の閲覧停止
県報　昭和１７年第１８０９号 昭和１７年

② 醤油味噌配給統制要綱制定ノ件
劣化により

原本の閲覧停止
県報　昭和１９年８月２６日号外 昭和１９年

③ 疎開転入者受入体制ノ急速整備方ノ件
劣化により

原本の閲覧停止
県報　昭和１９年第２０６８号 昭和１９年

④ 松根油等緊急増産ニ関スル件
劣化により

原本の閲覧停止
県報　昭和１９年１２月２日号外 昭和１９年

⑤ 神社境内地ニ待避壕設置ニ関スル件
劣化により

原本の閲覧停止
県報　昭和１８年第２００９号 昭和１８年

⑥ 通知広報　大館市大火
劣化により

原本の閲覧停止
県公報　通知公報　昭30.5．19号外17号 昭和３０年

⑦ 報告書刊行にあたって（秋田国体） 930103-50287 第１６回国民体育大会報告書 昭和３７年

⑧ 大潟村の条例制定の承認申請書 930106-30973 大潟村関係引継書類 昭和３９年

⑨
秋田県立中央病院の国への移管に伴う施設
設備等の寄付申込みについて

930307-30002 秋田県立中央病院の国への移管関係綴 昭和４６年

⑩ 日本海中部地震の記録　図版－１　能代市の地震災害　 93-306 日本海中部地震の記録 昭和５９年

① 大日本帝国憲法・皇室典範
930103-13485
930103-13486

大日本帝国憲法・皇室典範 明治２２年

② 日本国憲法 官報-00621 官報　昭和２１年１１月３日号外 昭和２１年

③ 東北九州災害救済会　松方正義総裁書状 930103-00852 東北、九州災害救済会分配義 大正３年

④ 慰問袋募集趣意書 930103-00847 凶作義捐品書類 大正３年

⑤
八郎潟中央干拓地に設置される村の名称決
定に関する要望書の提出について

930106-30975 新村設置関係綴 昭和３９年

⑥ 干饂飩献納願出ニ付キ宮内省上申 930103-08277 庶務課諸務掛事務簿 明治１３年

※　県報は、劣化により原本の閲覧はできませんが、閲覧室内に複製本を用意しております。

令和３年度企画展　前期　展示資料一覧（②平台）

第三十一代から

第三十八代県知事

までの在任期間

第三十九代から

第四十五代県知事

までの在任期間

第四十六代から

第六十五代県知事

までの在任期間

中央ショーケース

初代権令から

第十五代県知事

までの在任期間

第十六代から

第三十代県知事

までの在任期間

５ ６



コーナー名 番号 資料内容 資料番号 資料名 年　代

① 秋田県全図 930103-13488 各郡全図 明治２２年

② 郵便信書差入柱凾ヲ設ク 930103-11021 本県觸示留 明治９年

③ 種子交換法希望品一覧表摺立之儀決議 930103-06548 勧業課農事掛事務簿 明治１１年

④ 腐米改良施行資金拝借ノ義ニ付内務省上申 930103-06523 第二課事務簿 明治１１年

⑤ 種痘接種之義　諭達 930103-11078 本県布達留 明治１９年

⑥ きみまち阪写真 930103-12186 河辺郡誌関係写真集
撮影時期
不詳

⑦ 市街失火ノ義ニ付告諭 930103-11078 本県布達留 明治１９年

⑧ 水災ノ際罹災者清潔法ニ付諭示
劣化により

原本の閲覧停止
県報　明治２７年第７１７号 明治２７年

⑨ 彙報　雑事　管内各地震災
劣化により

原本の閲覧停止
県報　明治２９年第１０１４号 明治２９年

⑩ 南秋田郡土崎港町長ヨリ電柱建設ニ付道路使用認可申請ノ件 930103-05572 第二課土工係事務簿 明治３４年

① 洪水罹災に対する御下賜金の交付指示書（知事から雄勝郡長あて） 930103-01745 水害罹災者御下賜金ニ関スル書類 明治４３年

② 汽車運賃割引ノ義ニ付稟請（鹿角郡長から知事あて） 930103-08392 凶震災運賃低減書類 大正２年

③ 黒川油田第５号井噴油の実況 160106-00015 行啓記念事業一覧　日本石油株式会社 大正２年

④ 奥羽本線神宮寺刈和野間線路陥落ノ景 930103-13503 奥羽本線神宮寺刈和野間自百六十哩二鎖線路陥落ノ景 大正３年

⑤ 広告　秋田中学校生徒募集
劣化により

原本の閲覧停止
県報　大正２年第５１号 大正２年

⑥ 告諭　流行性感冒ニ関スル予防心得
劣化により

原本の閲覧停止
県報　大正８年２月１２日号外 大正８年

⑦ 奥羽本線山本郡きみまち阪付近 930103-12186 河辺郡誌関係写真集
撮影時期
不詳

⑧ 全県スキー大会並全県少年武道大会開催ニ関スル件
劣化により

原本の閲覧停止
県報　昭和５年第４０８号 昭和５年

⑨ 横手本荘間軽便鉄道敷設免許ノ件 930103-06101 横荘鉄道ニ関スル書類 大正４年

① 第５回秋田犬展覧会御案内 930103-03029 史蹟ニ関スル事務簿 昭和１４年

② 凶作対策ト出稼者ノ紹介斡旋ニ関スル件
劣化により

原本の閲覧停止
県報　昭和９年第７９７号 昭和９年

③ 出稼婦女保護ニ関スル件
劣化により

原本の閲覧停止
県報　昭和９年第８０６号 昭和９年

④ 小学校児童ノ保健養護ニ関スル件
劣化により

原本の閲覧停止
県報　昭和９年１２月２８日号外 昭和９年

⑤ 秋田県男鹿地方震災概況並応急対策状況 930103-08397 震災関係 昭和１４年

① 優渥ナル御言葉ヲ賜ハル件
劣化により

原本の閲覧停止
県報　昭和１９年８月２９日号外 昭和１９年

② 非常用物資配給要綱ニ関スル件
劣化により

原本の閲覧停止
県報　昭和２０年第２２１３号 昭和２０年

③ 疎開転入者指導実施要綱制定ノ件
劣化により

原本の閲覧停止
県報　昭和１９年３月９日号外 昭和１９年

④ 南瓜種子供出ニ関スル件
劣化により

原本の閲覧停止
県報　昭和１９年１１月７日号外 昭和１９年

⑤ 学徒動員基本方針及要領ニ関スル件
劣化により

原本の閲覧停止
県報　昭和１９年４月２６日号外 昭和１９年

⑥ 防空警報発令前敵機侵入ニ対スル措置ニ関スル件
劣化により

原本の閲覧停止
県報　昭和２０年第２２０８号 昭和２０年

⑦ 能代市大火 ＤＶＤ－００２３０ ～地方自治３０周年記念～伸びゆく秋田（第一部）
撮影時期不詳

（昭和５３年）

⑧ 秋田国体開会式（炬火） ＤＶＤ－００２３０ ～地方自治３０周年記念～伸びゆく秋田（第一部）
昭和３６年
（昭和５３年）

⑧ 国体トピックス（ごみ処理施設） ＤＶＤ－０００３７ 県政ニュースＮｏ．３４ 昭和３６年

⑧ 施設の完成あいつぐ（秋田民衆駅） ＤＶＤ－０００３９ 県政ニュースＮｏ．３６ 昭和３６年

⑧ 文化の殿堂完成～県民会館ほか ＤＶＤ－０００４１ 県政ニュースＮｏ．３８ 昭和３６年

⑧ 春は空から～秋田空港 ＤＶＤ－０００４３ 県政ニュースＮｏ．４０ 昭和３７年

⑨ 大潟村誕生 ＤＶＤ－００２３１ ～地方自治３０周年記念～伸びゆく秋田（第二部）
昭和３９年
（昭和５３年）

⑩ 秋大医学部 ＤＶＤ－００２３１ ～地方自治３０周年記念～伸びゆく秋田（第二部）
昭和４５年
（昭和５３年）

⑪ 秋田市の地震災害－３（秋田港地区） 93-306 日本海中部地震の記録 昭和５９年

※　県報は、劣化により原本の閲覧はできませんが、閲覧室内に複製本を用意しております。

令和３年度企画展　後期　展示資料一覧（①壁面）

第三十一代から

第三十八代県知事

までの在任期間

第三十九代から

第四十五代県知事

までの在任期間

初代権令から

第十五代県知事

までの在任期間

第十六代から

第三十代県知事

までの在任期間

第四十六代から

第六十五代県知事

までの在任期間

コーナー名 番号 資料内容 資料番号 資料名 年　代

① 県庁開庁布告 930103-11006 管内布達控 明治５年

② 種子交換会施行方手続決議 930103-06547 勧業課農業掛事務簿 明治１２年

③ 腐米改良法等意見有之者可申出告觸示 930103-06523 第二課事務簿　 明治１１年

④ コレラ予防方法の調査指示(知事から雄勝郡役所あて） 930103-01208 事務簿 明治１９年

⑤ 赤痢病臨検手続
劣化により

原本の閲覧停止
県報　明治２９年第１０４２号 明治２９年

⑥ 下賜　きみまち阪命名書 930103-12020 御巡幸関係書類 明治１４年

⑦ 秋田市街火災取調ノ件 930103-08304 第一部庶務課事務簿 明治１９年

⑧ 宮内大臣ヘ水害具申ノ件（秋田県水害現況書） 930103-08373 水災事務簿 明治２７年

⑨ 震災景況書　烈震ノ部 930103-11554 震災書類 明治２９年

⑩ 電燈柱建設道路使用許可ノ件（秋田木材（株）） 930103-05962 内務部土木課事務簿 大正３年

⑪ 電柱建設の追加の許可起案（増田水力電気（株）） 930103-05962 内務部土木課事務簿 大正３年

① 内務大臣来県ニ付呈上スベキ出水状況取調調書 930103-05622 災害復旧事務書類 明治４３年

② 正月餅の寄贈（広島県寺西村立寺西尋常高等小学校） 930103-00847 凶作義捐品書類 大正３年

③ 製炭教師の派遣依頼願 930103-00845 凶作救済事業資金関係書類 大正２年

④ 宮内大臣名の御下賜金文書 930103-00850 凶作御下賜金書類 大正３年

⑤ 義捐金送金の申出書 930103-00846 凶作義捐金書類 大正３年

⑥ 救恤基金蓄積条例許可申請 930103-09735 町村条例 大正３年

⑦ 流行性感冒ニ関スル予防心得
劣化により

原本の閲覧停止
県報　大正９年１月１６日号外 大正９年

⑧ 本荘町長ヨリ本荘停車場位置ニ関スル上申 930103-06111 羽越沿岸鉄道敷設ニ関スル請願意見書類 大正５年

⑨ 羽越線全通式挙行日に関する通知 930103-08421 千秋公園関係綴 大正１３年

① 冷害ニ際シ民心策励ノ件
劣化により

原本の閲覧停止
県報　昭和１０年１月４日号外 昭和１０年

② 婦人身売防止、就職斡旋及就職後ノ保護ニ関スル件
劣化により

原本の閲覧停止
県報　昭和１０年第８２６号 昭和１０年

③ 男鹿地方震災震度区域図 930103-08398 男鹿震災一周年記念式一件 昭和１５年

① 一般家庭用石鹸ノ配給統制ニ関スル件
劣化により

原本の閲覧停止
県報　昭和１７年第１８０９号 昭和１７年

② 秋田県青果物配給統制規則
劣化により

原本の閲覧停止
県報　昭和１９年７月８日号外 昭和１９年

③ 疎開転入者受入体制ノ急速整備方ノ件
劣化により

原本の閲覧停止
県報　昭和１９年第２０６８号 昭和１９年

④ 松根油等緊急増産ニ関スル件
劣化により

原本の閲覧停止
県報　昭和１９年１２月２日号外 昭和１９年

⑤ 神社境内地ニ待避壕設置ニ関スル件
劣化により

原本の閲覧停止
県報　昭和１８年第２００９号 昭和１８年

⑥ 通知広報　大館市大火
劣化により

原本の閲覧停止
県公報　通知公報　昭30.5．19号外17号 昭和３０年

⑦ 報告書刊行にあたって（秋田国体） 930103-50287 第１６回国民体育大会報告書 昭和３７年

⑧ 大潟村の条例制定の承認申請書 930106-30973 大潟村関係引継書類 昭和３９年

⑨
秋田県立中央病院の国への移管に伴う施設
設備等の寄付申込みについて

930307-30002 秋田県立中央病院の国への移管関係綴 昭和４６年

⑩ 日本海中部地震の記録　図版－１　能代市の地震災害　 93-306 日本海中部地震の記録 昭和５９年

① 大日本帝国憲法・皇室典範
930103-13485
930103-13486

大日本帝国憲法・皇室典範 明治２２年

② 日本国憲法 官報-00621 官報　昭和２１年１１月３日号外 昭和２１年

③ 東北九州災害救済会　松方正義総裁書状 930103-00852 東北、九州災害救済会分配義 大正３年

④ 慰問袋募集趣意書 930103-00847 凶作義捐品書類 大正３年

⑤
八郎潟中央干拓地に設置される村の名称決
定に関する要望書の提出について

930106-30975 新村設置関係綴 昭和３９年

⑥ 大日本帝国駅逓区画郵便線路図　秋田区 930103-13502 大日本帝国駅逓区画郵便線路図 明治１９年

※　県報は、劣化により原本の閲覧はできませんが、閲覧室内に複製本を用意しております。

令和３年度企画展　後期　展示資料一覧（②平台）

第三十一代から

第三十八代県知事

までの在任期間

第三十九代から

第四十五代県知事

までの在任期間

第四十六代から

第六十五代県知事

までの在任期間

中央ショーケース

初代権令から

第十五代県知事

までの在任期間

第十六代から

第三十代県知事

までの在任期間

７ ８


