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展示史料目録番　号 展示史料番号 展　示　史　料　名 所　蔵・年　代 展示室1 Ｃ－１ 明治２１年より２２年に至る共三　甲　村制実施準備既決編冊（大沢郷村文書）　明治２１年より２２年に至る共三　甲　村制実施準備既決編冊（大沢郷村文書）　明治２１年より２２年に至る共三　甲　村制実施準備既決編冊（大沢郷村文書）　明治２１年より２２年に至る共三　甲　村制実施準備既決編冊（大沢郷村文書）　 大仙市所蔵（１８８８年～８９年）大仙市所蔵（１８８８年～８９年）大仙市所蔵（１８８８年～８９年）大仙市所蔵（１８８８年～８９年） 12 C－2 長野町、清水村、豊川村を廃し中仙町を設置する処分に関する申請書　長野町、清水村、豊川村を廃し中仙町を設置する処分に関する申請書　長野町、清水村、豊川村を廃し中仙町を設置する処分に関する申請書　長野町、清水村、豊川村を廃し中仙町を設置する処分に関する申請書　 大仙市所蔵　（１９５５年）大仙市所蔵　（１９５５年）大仙市所蔵　（１９５５年）大仙市所蔵　（１９５５年） 13 C－３ 昭和２９年４月２日　町村を廃し市を設置する処分申請（大曲市）　昭和２９年４月２日　町村を廃し市を設置する処分申請（大曲市）　昭和２９年４月２日　町村を廃し市を設置する処分申請（大曲市）　昭和２９年４月２日　町村を廃し市を設置する処分申請（大曲市）　 大仙市所蔵（１９５４年）大仙市所蔵（１９５４年）大仙市所蔵（１９５４年）大仙市所蔵（１９５４年） 14 C－４ 昭和２９年度　市議会会議録　その一（大曲市）　昭和２９年度　市議会会議録　その一（大曲市）　昭和２９年度　市議会会議録　その一（大曲市）　昭和２９年度　市議会会議録　その一（大曲市）　 大仙市所蔵（１９５４年）大仙市所蔵（１９５４年）大仙市所蔵（１９５４年）大仙市所蔵（１９５４年） 15 C－５ 昭和２９年５月３日　大曲市制施行関係書類　其の二　地方課　昭和２９年５月３日　大曲市制施行関係書類　其の二　地方課　昭和２９年５月３日　大曲市制施行関係書類　其の二　地方課　昭和２９年５月３日　大曲市制施行関係書類　其の二　地方課　 秋田県公文書館所蔵　（１９５４年）秋田県公文書館所蔵　（１９５４年）秋田県公文書館所蔵　（１９５４年）秋田県公文書館所蔵　（１９５４年） 16 C－６ 複製　各郡全図（羽後国仙北郡全図）　複製　各郡全図（羽後国仙北郡全図）　複製　各郡全図（羽後国仙北郡全図）　複製　各郡全図（羽後国仙北郡全図）　 秋田県公文書館所蔵（１８８５年）秋田県公文書館所蔵（１８８５年）秋田県公文書館所蔵（１８８５年）秋田県公文書館所蔵（１８８５年） 17 D-1 複製〈原寸大〉仙北郡強首村九升田村絵図　（原寸大 タテ ８４cm× ヨコ ９１cm）　複製〈原寸大〉仙北郡強首村九升田村絵図　（原寸大 タテ ８４cm× ヨコ ９１cm）　複製〈原寸大〉仙北郡強首村九升田村絵図　（原寸大 タテ ８４cm× ヨコ ９１cm）　複製〈原寸大〉仙北郡強首村九升田村絵図　（原寸大 タテ ８４cm× ヨコ ９１cm）　 秋田県公文書館所蔵（年代未詳）秋田県公文書館所蔵（年代未詳）秋田県公文書館所蔵（年代未詳）秋田県公文書館所蔵（年代未詳） 18 D－２ 複製〈原寸大〉太田村・今泉村書込山絵図　（原寸大 タテ７９．７cm× ヨコ９９．６ cm）　複製〈原寸大〉太田村・今泉村書込山絵図　（原寸大 タテ７９．７cm× ヨコ９９．６ cm）　複製〈原寸大〉太田村・今泉村書込山絵図　（原寸大 タテ７９．７cm× ヨコ９９．６ cm）　複製〈原寸大〉太田村・今泉村書込山絵図　（原寸大 タテ７９．７cm× ヨコ９９．６ cm）　 個人所蔵（１７６２年）個人所蔵（１７６２年）個人所蔵（１７６２年）個人所蔵（１７６２年） 19 D－３ 複製〈１１/５０スケール、原寸 タテ １２.２５m × ヨコ ５.３５m〉出羽一国御絵図　複製〈１１/５０スケール、原寸 タテ １２.２５m × ヨコ ５.３５m〉出羽一国御絵図　複製〈１１/５０スケール、原寸 タテ １２.２５m × ヨコ ５.３５m〉出羽一国御絵図　複製〈１１/５０スケール、原寸 タテ １２.２５m × ヨコ ５.３５m〉出羽一国御絵図　 秋田県公文書館所蔵（１６４７年）秋田県公文書館所蔵（１６４７年）秋田県公文書館所蔵（１６４７年）秋田県公文書館所蔵（１６４７年） 110 F－１ 自　明治４３年　盛曲線鉄道関係書類　大曲町役場　自　明治４３年　盛曲線鉄道関係書類　大曲町役場　自　明治４３年　盛曲線鉄道関係書類　大曲町役場　自　明治４３年　盛曲線鉄道関係書類　大曲町役場　 大仙市所蔵（１９１０年）大仙市所蔵（１９１０年）大仙市所蔵（１９１０年）大仙市所蔵（１９１０年） 211 F－２ 長野町　鈴木文吉　著　周南峰詩鈔（漢詩集）　長野町　鈴木文吉　著　周南峰詩鈔（漢詩集）　長野町　鈴木文吉　著　周南峰詩鈔（漢詩集）　長野町　鈴木文吉　著　周南峰詩鈔（漢詩集）　 大仙市所蔵　（１９２１年）大仙市所蔵　（１９２１年）大仙市所蔵　（１９２１年）大仙市所蔵　（１９２１年） 212 F－３ 自 大正５年　至 大正７年　内務部土木課事務簿　鉄道之部自 大正５年　至 大正７年　内務部土木課事務簿　鉄道之部自 大正５年　至 大正７年　内務部土木課事務簿　鉄道之部自 大正５年　至 大正７年　内務部土木課事務簿　鉄道之部 秋田県公文書館所蔵（１９１６年）秋田県公文書館所蔵（１９１６年）秋田県公文書館所蔵（１９１６年）秋田県公文書館所蔵（１９１６年） 213 Ｆ－４ 大曲駅周辺総合整備対策　１　企画調整課大曲駅周辺総合整備対策　１　企画調整課大曲駅周辺総合整備対策　１　企画調整課大曲駅周辺総合整備対策　１　企画調整課 大仙市所蔵（１９９５年）大仙市所蔵（１９９５年）大仙市所蔵（１９９５年）大仙市所蔵（１９９５年） 214 Ｇ－１ 村会議事録　仙北郡長信田村役場村会議事録　仙北郡長信田村役場村会議事録　仙北郡長信田村役場村会議事録　仙北郡長信田村役場 大仙市所蔵　（１８９６年）大仙市所蔵　（１８９６年）大仙市所蔵　（１８９６年）大仙市所蔵　（１８９６年） 215 Ｇ－２ 明治２９年８月３１日以後　震災に係わる各地往復　　第一課委員明治２９年８月３１日以後　震災に係わる各地往復　　第一課委員明治２９年８月３１日以後　震災に係わる各地往復　　第一課委員明治２９年８月３１日以後　震災に係わる各地往復　　第一課委員 秋田県公文書館所蔵（１８９６年）秋田県公文書館所蔵（１８９６年）秋田県公文書館所蔵（１８９６年）秋田県公文書館所蔵（１８９６年） 216 Ｇ－３ 震災事務簿　大沢郷村役場震災事務簿　大沢郷村役場震災事務簿　大沢郷村役場震災事務簿　大沢郷村役場 大仙市所蔵（１９１４年）大仙市所蔵（１９１４年）大仙市所蔵（１９１４年）大仙市所蔵（１９１４年） 217 Ｇ―４ 震災御下賜金調及震災工事設計図面　大沢郷村役場震災御下賜金調及震災工事設計図面　大沢郷村役場震災御下賜金調及震災工事設計図面　大沢郷村役場震災御下賜金調及震災工事設計図面　大沢郷村役場 大仙市所蔵（１９１４年）大仙市所蔵（１９１４年）大仙市所蔵（１９１４年）大仙市所蔵（１９１４年） 218 Ｇ－５ 大正３年３月１５日　震災関係書類　土木課大正３年３月１５日　震災関係書類　土木課大正３年３月１５日　震災関係書類　土木課大正３年３月１５日　震災関係書類　土木課 秋田県公文書館所蔵（１９１４年）秋田県公文書館所蔵（１９１４年）秋田県公文書館所蔵（１９１４年）秋田県公文書館所蔵（１９１４年） 219 H―１ 四季草四季草四季草四季草 大仙市所蔵（１８３７年刊行本）　　大仙市所蔵（１８３７年刊行本）　　大仙市所蔵（１８３７年刊行本）　　大仙市所蔵（１８３７年刊行本）　　 220 H－２ 仁説問答・儒者筆陣・唐太宗李衛公問対（合冊）仁説問答・儒者筆陣・唐太宗李衛公問対（合冊）仁説問答・儒者筆陣・唐太宗李衛公問対（合冊）仁説問答・儒者筆陣・唐太宗李衛公問対（合冊） 大仙市所蔵（１６６８年刊行本ほか）大仙市所蔵（１６６８年刊行本ほか）大仙市所蔵（１６６８年刊行本ほか）大仙市所蔵（１６６８年刊行本ほか） 221 H－３ 明治３６年　自１月　至７月　第三課学務係事務簿　一係雑款　一番明治３６年　自１月　至７月　第三課学務係事務簿　一係雑款　一番明治３６年　自１月　至７月　第三課学務係事務簿　一係雑款　一番明治３６年　自１月　至７月　第三課学務係事務簿　一係雑款　一番 秋田県公文書館所蔵（１９０３年）秋田県公文書館所蔵（１９０３年）秋田県公文書館所蔵（１９０３年）秋田県公文書館所蔵（１９０３年） 222 H－４ 明治１９年　書籍台帳　登山堂　明治１９年　書籍台帳　登山堂　明治１９年　書籍台帳　登山堂　明治１９年　書籍台帳　登山堂　 寄託史料（１８８６年）寄託史料（１８８６年）寄託史料（１８８６年）寄託史料（１８８６年） 223 I－１ 軍事郵便　家族への安否報告　軍事郵便　家族への安否報告　軍事郵便　家族への安否報告　軍事郵便　家族への安否報告　 寄託史料（１８９５年）寄託史料（１８９５年）寄託史料（１８９５年）寄託史料（１８９５年） 224 I－２ 電報　タカハシ　キチノスケ　センシ　電報　タカハシ　キチノスケ　センシ　電報　タカハシ　キチノスケ　センシ　電報　タカハシ　キチノスケ　センシ　 寄託史料（１９０５年）寄託史料（１９０５年）寄託史料（１９０５年）寄託史料（１９０５年） 2
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展示史料目録番　号 展示史料番号 展　示　史　料　名 所　蔵・年　代 展示室２０１７．０５．０３25 I－３ 書簡　遺族に対し髙橋吉之助の戦死の状況報告書簡　遺族に対し髙橋吉之助の戦死の状況報告書簡　遺族に対し髙橋吉之助の戦死の状況報告書簡　遺族に対し髙橋吉之助の戦死の状況報告 寄託史料（１９０５年）寄託史料（１９０５年）寄託史料（１９０５年）寄託史料（１９０５年） 226 I－４ 明治３９年５月　靖国神社臨時大明治３９年５月　靖国神社臨時大明治３９年５月　靖国神社臨時大明治３９年５月　靖国神社臨時大祭祭祭祭　　　　参拝参拝参拝参拝遺族遺族遺族遺族交付交付交付交付書類　書類　書類　書類　 寄託史料（１９０６年）寄託史料（１９０６年）寄託史料（１９０６年）寄託史料（１９０６年） 227 I－５ ハハハハガガガガキ　キ　キ　キ　皇皇皇皇太太太太子子子子へ戦死者のへ戦死者のへ戦死者のへ戦死者の写真献納ついて写真献納ついて写真献納ついて写真献納ついて 寄託史料（１９０７年）寄託史料（１９０７年）寄託史料（１９０７年）寄託史料（１９０７年） 228 J－１ 入作受取入作受取入作受取入作受取帳帳帳帳 寄託史料（１９１９年）寄託史料（１９１９年）寄託史料（１９１９年）寄託史料（１９１９年） 229 J－２ 小作小作小作小作人人人人受取受取受取受取人人人人別別別別帳帳帳帳 寄託史料（１９２２年）寄託史料（１９２２年）寄託史料（１９２２年）寄託史料（１９２２年） 230 J－３ 八十五八十五八十五八十五番日番日番日番日記記記記 寄託史料　寄託史料　寄託史料　寄託史料　((((１８６８年）１８６８年）１８６８年）１８６８年） 231 J－４ 仙北郡仙北郡仙北郡仙北郡兵火ニ付焼失取兵火ニ付焼失取兵火ニ付焼失取兵火ニ付焼失取調書調書調書調書 寄託史料（１８６８年）寄託史料（１８６８年）寄託史料（１８６８年）寄託史料（１８６８年） 232 J－５ 書　籍　書　籍　書　籍　書　籍　EASYEASYEASYEASY    GRAMMARGRAMMARGRAMMARGRAMMAR    LESSONSLESSONSLESSONSLESSONS 寄託史料（１８９９年）寄託史料（１８９９年）寄託史料（１８９９年）寄託史料（１８９９年） 233 J－６ 西洋洗濯通西洋洗濯通西洋洗濯通西洋洗濯通 寄託史料（１８９０年）寄託史料（１８９０年）寄託史料（１８９０年）寄託史料（１８９０年） 234 J－７ 薬種通薬種通薬種通薬種通 寄託史料（１８９１年）寄託史料（１８９１年）寄託史料（１８９１年）寄託史料（１８９１年） 235 Ｋ－１（映像） 備備備備あれば憂えなあれば憂えなあれば憂えなあれば憂えなしししし――――水水水水防訓練―防訓練―防訓練―防訓練―（大曲市）（大曲市）（大曲市）（大曲市） 秋田県公文書館蔵（１９５６年）秋田県公文書館蔵（１９５６年）秋田県公文書館蔵（１９５６年）秋田県公文書館蔵（１９５６年） ホール36 Ｋ－２（映像） 鹿島流鹿島流鹿島流鹿島流しししし――――仙北地方仙北地方仙北地方仙北地方――――（大曲市）（大曲市）（大曲市）（大曲市） 秋田県公文書館蔵（１９５６年）秋田県公文書館蔵（１９５６年）秋田県公文書館蔵（１９５６年）秋田県公文書館蔵（１９５６年） ホール37 Ｋ－３（映像） 地す地す地す地すべべべべりりりり火火火火災災災災相つぐ相つぐ相つぐ相つぐ災災災災害害害害（（（（鳥海鳥海鳥海鳥海村・神村・神村・神村・神岡岡岡岡町）町）町）町） 秋田県公文書館蔵（１９５７年）秋田県公文書館蔵（１９５７年）秋田県公文書館蔵（１９５７年）秋田県公文書館蔵（１９５７年） ホール38 Ｋ－４（映像） もっとたくさん牛乳もっとたくさん牛乳もっとたくさん牛乳もっとたくさん牛乳を（大曲市・秋田市）を（大曲市・秋田市）を（大曲市・秋田市）を（大曲市・秋田市） 秋田県公文書館蔵（１９５８年）秋田県公文書館蔵（１９５８年）秋田県公文書館蔵（１９５８年）秋田県公文書館蔵（１９５８年） ホール39 Ｋ－５（映像） 文文文文化化化化の日にの日にの日にの日にぎぎぎぎわわわわうううう（大曲市・（大曲市・（大曲市・（大曲市・ツツガムツツガムツツガムツツガムシシシシ研究研究研究研究のののの寺邑医師寺邑医師寺邑医師寺邑医師）））） 秋田県公文書館蔵（１９５９年）秋田県公文書館蔵（１９５９年）秋田県公文書館蔵（１９５９年）秋田県公文書館蔵（１９５９年） ホール40 Ｋ－６（映像） 雄物雄物雄物雄物川の川の川の川のさけ網さけ網さけ網さけ網（大曲市・神（大曲市・神（大曲市・神（大曲市・神岡岡岡岡町）町）町）町） 秋田県公文書館蔵（１９５９年）秋田県公文書館蔵（１９５９年）秋田県公文書館蔵（１９５９年）秋田県公文書館蔵（１９５９年） ホール41 Ｋ－７（映像） 進む進む進む進む国土県国土県国土県国土県建建建建設（設（設（設（岳見岳見岳見岳見橋・盛橋・盛橋・盛橋・盛岡岡岡岡秋田二秋田二秋田二秋田二級級級級国道）国道）国道）国道） 秋田県公文書館蔵（１９６０年）秋田県公文書館蔵（１９６０年）秋田県公文書館蔵（１９６０年）秋田県公文書館蔵（１９６０年） ホール42 Ｋ－８（映像） 楢岡焼き楢岡焼き楢岡焼き楢岡焼き（南（南（南（南外外外外村）村）村）村） 秋田県公文書館蔵（１９６０年）秋田県公文書館蔵（１９６０年）秋田県公文書館蔵（１９６０年）秋田県公文書館蔵（１９６０年） ホール43 Ｋ－９（映像） 大曲の大曲の大曲の大曲の綱引き綱引き綱引き綱引き（大曲市）（大曲市）（大曲市）（大曲市） 秋田県公文書館蔵（１９６２年）秋田県公文書館蔵（１９６２年）秋田県公文書館蔵（１９６２年）秋田県公文書館蔵（１９６２年） ホール44 Ｋ－１０（映像） おらがおらがおらがおらが村の工場ー村の工場ー村の工場ー村の工場ー西西西西仙北町強首ー仙北町強首ー仙北町強首ー仙北町強首ー 秋田県公文書館蔵（１９６７年）秋田県公文書館蔵（１９６７年）秋田県公文書館蔵（１９６７年）秋田県公文書館蔵（１９６７年） ホール45 Ｋ－１１（映像） 新新新新ししししいいいい村村村村づくづくづくづくり（太田町）り（太田町）り（太田町）り（太田町） 秋田県公文書館蔵（１９７３年）秋田県公文書館蔵（１９７３年）秋田県公文書館蔵（１９７３年）秋田県公文書館蔵（１９７３年） ホール46 Ｋ－１２（映像） ままままほほほほろばろばろばろば唐唐唐唐松「松「松「松「中中中中世世世世の館の館の館の館」完成」完成」完成」完成（（（（協協協協和町）和町）和町）和町） 秋田県公文書館蔵（１９９０年）秋田県公文書館蔵（１９９０年）秋田県公文書館蔵（１９９０年）秋田県公文書館蔵（１９９０年） ホール47 Ｋ－１３（映像） 県南部家県南部家県南部家県南部家畜保健畜保健畜保健畜保健衛衛衛衛生生生生所所所所竣竣竣竣工（大曲）、工（大曲）、工（大曲）、工（大曲）、皇皇皇皇太太太太子ご成婚子ご成婚子ご成婚子ご成婚ーーーー奉祝花火奉祝花火奉祝花火奉祝花火ー（大曲）、戦後ー（大曲）、戦後ー（大曲）、戦後ー（大曲）、戦後最悪最悪最悪最悪のののの冷害冷害冷害冷害 秋田県公文書館蔵（１９９１年）秋田県公文書館蔵（１９９１年）秋田県公文書館蔵（１９９１年）秋田県公文書館蔵（１９９１年） ホール48 Ｋ－１４（映像） 西西西西仙北仙北仙北仙北ＩＣ開通ＩＣ開通ＩＣ開通ＩＣ開通 秋田県公文書館蔵（２００２年）秋田県公文書館蔵（２００２年）秋田県公文書館蔵（２００２年）秋田県公文書館蔵（２００２年） ホール



 

 

 

 

 

 

 

市町村合併の歴史 
 

⼤仙市は、平成１７年（２００５）３月 
２２⽇、⼤曲市・神岡町・⻄仙北町・中仙
町・協和町・南外村・仙北町・太⽥町の８
市町村が合併して誕生しました。 
 明治維新後、新政府は中央集権化を進め
るため、明治４年（１８７１）⼾籍法に基づ
き、江⼾時代から続いていた郡制を廃⽌し、
画一的な大区・小区制を設けましたが、住
⺠の実情や⼼情にあわず、明治１１年（１
８７８）には郡区町村編成法を施⾏し、江
⼾時代以来の地縁や⾃然集落の⼾数を念
頭おいた、複数の⼤字単位を管理する⼾⻑
役場（組合事務所）を設置しました。 
 展⽰史料Ｃ－１「村制実施準備既決編冊」
は、⼾⻑役場で作成されたもので、明治２
２年（１８８９）の市制・町村制施⾏により、
大沢郷村設置に向け、合併する村々との取
り決めを記した文書です。 
 政府は、地⽅制度を整備するため、明治
２１年（１８８８）市制・町村制を定め、翌
年施⾏します。この法律によって誕⽣した
市町村が、現代の市町村のもととなってお 
 

 
 
 
 

  

り、これが「明治の大合併」といわれる
ものです。表Ｃ－１「市町村数の変遷と
明治・昭和の⼤合併の特徴」の⾒ると町
村数が五分の⼀程度に減っていることが
わかります。 
 また、「各郡全図」パネルは「明治の大
合併」後の市町村を示したもので、昭和２
９年（１９５４）から３０年にかけての「昭
和の大合併」まで続くことになります。 
 展⽰史料Ｃ－２、Ｃ－３、Ｃ－４は、中
仙町、大曲市の合併に関する文書です。 
とくに昭和２９年の合併による⼤曲市
誕⽣の裏側には、⼤曲町・花館町・内⼩友
村・⼤川⻄根村・藤⽊村・四ツ屋村のそれ
ぞれの思惑が絡み合い、また、合併したと
ころで国が市制を認めてくれるのかどう
か綱渡りの合併であったといわれます。 
Ｃ－５「⼤曲市制施⾏関係書類（其の二）」

からは、大曲市誕生がいかに難産であった
のか、県職員が大曲町に派遣され合併協議
会の状況や議会の動向を逐一電報で県庁
に知らせており、県職員の焦燥感が伝わっ
てきます。 

大仙市が誕生するまで〜市町村合併の歴史〜 



 

 

 

 

 

 

 

江⼾時代の人びとが⾒た世界 
 

 第三者に自分の意思などを伝えるとき、
⽂字は非常に便利なものです。しかし、自
分のイメージや空間認識を第三者に伝え
るとき、写真画像や図面のほうがわかりや
すいときがあります。 
 明治時代より以前の人びとも同様で、大
仙市内には役所や個⼈宅に、江⼾時代の絵
地図が残されています。 

 展⽰史料Ｄ－１「仙北郡強首こわくび村九升くしょう田だ 村
絵図」は、大仙市アーカイブズ周辺の絵地
図です。江⼾時代この周辺村々は秋⽥藩・
⻲⽥藩・⽮島藩の領地が⼊り組んでおり、
耕作地の権利関係の確定から、藩境の確定
が難しい地域であったため、秋田藩に強首
村周辺の絵地図が多く残されることにな
りました。 
 展⽰史料Ｄ－２「太⽥村今泉村書込⼭絵

図」は、現在の太田地域の真木ま ぎ 渓谷周辺の

山や沢の名のほか、秋田藩が設置した高札こうさつ
（法令を記して⼈に⽰したもの）の場所が記さ
れています。 
 展⽰史料Ｄ－３「出⽻⼀国御絵図」は、

正保４年（１６４７）に江⼾幕府が諸⼤名 

 

 

 

 

に命じて作らせた国くに絵図え ず といわれるもの
です。この絵図は二つ制作され、一つは幕
府へ、もう⼀つは秋⽥藩の江⼾屋敷で保管
されていました。明治時代になって、秋田
県で保管することに成りました。 
 この絵図は、現在の秋田県の大部分と山
形県の県域が描かれおり、当時の山・川・
城下町・村名・村⾼・道路・⼀⾥塚や名所
旧跡などが詳細に描かれております。 
 展示室の床に敷かれた複製パネルは、出
羽一国御絵図のうち、山本郡（現・仙北郡、
緑色の俵）周辺のものです。 
 絵図面には、現在では使用されていない
地名や⼟地利⽤の変化など、⾒るべきとこ
ろがたくさんあり、興味が尽きません。 
 
 大仙市に残された絵図のうち 
 
             外そと小友おとも村絵図 
               （大仙市蔵） 
 
 

絵 地 図 の 世 界 



 

 

 

 

 

 

 

農村に生きる。 
 

 井上⼀郎は、明治３７年（１９０４） 
内小友村（大曲地域）に生まれました。盛岡
⾼等農林学校卒業後、秋田県信用農業協同
組合連合会、⽣産連協、指導連の理事を歴
任します。退職後は、地元内小友でリンゴ
の生産農家となります。 
 井上は、昭和２８年（１９５３）から５年
間にわたり、農村の姿を記録するために内
⼩友を中⼼に⼤川⻄根、花館、⼤曲などを
撮影して歩きました。その成果として『村
の⼀年―秋⽥―』（岩波写真文庫、１９５６）、
『写真集 米づくりの村』（家の光協会、 
１９７７）にまとめられています。 
 井上の眼差しは、仙北地⽅の農村のいき
いきとした人びとの暮らしに向けられて
います。そこには、農村を愛した井上の心
情が表現されています。 
 井上が残した写真の数々は、戦後の躍動
していた農村の記録として、また、農作業
の機械化がはじまろうとする、その転換期
の記録として、永遠に色あせることはない
でしょう。本展示では、井上コレクション
のうち１０点の写真を展示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

井上一郎近影 

 

 

 

 

 

 

 

 

「声なき農⺠の声 ⽼農は語る」と記されたネガ保
管箱（左）とネガ保管ケース（右） 
 
※井上⼀郎⽒の写真資料の寄贈について 

御遺族である井上兵夫
ひょうぶ

氏から大仙市へ、井上⼀郎
の写真資料２，８７１点が寄贈されました。 

大仙市アーカイブズ設置にあたり、当館の所蔵と
成りました。今後デジタルデータ化を進め、容易に
写真を閲覧利⽤できるよう取り組んで参ります。 

望郷写真展〜井上⼀郎のまなざし〜 



 

 

 

 

 

 

 

盛曲線あっての新幹線です。 
 平成２９年（２０１７）３月２２日、秋田
新幹線「こまち」が開業２０年の節目の年
を迎えることとなりました。 
 
 
 

 

 

 
秋田新幹線開業式典（大曲駅） 

 ⼤正１２年（１９２３）、仙北地⽅の多く
の住⺠が望んだ、盛岡・⼤曲線の大曲・生
保内間が開業しました。この開業の背景に
は、明治４３年（１９１０）、衆議院議員 榊
田清兵衛（政友会・大曲出身）の尽⼒により、
鉄道敷設法中改正法律案の中に盛曲線の
計画を盛り込んだことが、大きな要因であ
ったとされています。 

その後、盛曲線は、第二次世界大戦を経
て、昭和４１年（１９６７）に全線開通する
ことになります。 
 展⽰史料Ｆ－１「盛曲線鉄道関係書類」
は、盛曲線開通のため榊田を応援する、地

元の名望家達の活躍が読み取れ、また地域
住⺠の連携の様⼦を伝えています。 
 展⽰史料Ｆ－２「周南峰詩鈔」は、⻑野 
 
（中仙地域）の鈴⽊⽂吉が、⼤曲・⽣保内間
の開通を祝った漢詩が掲載され、当時の沿
線住⺠の喜びようがうかがえます。 
 展⽰史料Ｆ－３「内務部土木課事務簿」
（秋田県公文書館蔵）は、大曲・生保内間に
盛曲線以外の大生線（電⾞）が計画されて
いたことを伝える史料で実現はしません
でしたが、当時、全国で軽便鉄道の敷設が
盛んに計画され、秋田の地でも同様の運動
があったことが知られます。 
 
 
 
 
 
 

 大曲駅前商店街（昭和２３年） 
 展⽰史料Ｆ－４の「大曲駅周辺総合整備
対策１」は、秋田新幹線整備に伴う、大曲
駅の改修と周辺の環境整備に関する史料
です。現在の⼤曲駅の東⻄連絡路（通称ハ
ミングロード）の設置について、ＪＲ側と
⼤曲市側のやり取りを、臨場感をもって伝
えている史料です。 

盛曲線物語 〜ＳＬから新幹線へ〜 



 

 

 

 

 

 

 

震災の乗り越えて 
 

明治２９年（１８９６）８月３１日午後５
時過ぎ、横手盆地の東縁断層帯（秋田・岩
手県境）を震源とするマグニチュード７．
２（推定）、震度７相当の⼤地震が発⽣、国

ではこの地震を「陸⽻り く う地震」と名付けまし
た。 

表Ｇ－１「仙北郡震災被害調査表」をみ
ると、大仙市内の太田地域、中仙地域、仙
北地域、⼤曲地域で大きな被害が出ている
ことに気が付きます。 
展⽰史料Ｇ－１「村会議事録 仙北郡

⻑信⽥な が し だ村役場」からは、建設途中であった
⻑信⽥⼩学校（太田地域）が地震によって全
壊したこと、そのため、施工業者に補助⾦
を支給したことを知ることができます。（写真１） 
展⽰史料Ｇ－２「震災に係る各地往復」

には、各村から集めた被害状況がまとめら
れており、また、同史料に綴られている「陸
羽震災巡回報告」は、秋田震災救助会が明
治３０年に刊⾏した『秋⽥震災誌』に引⽤
されています。 
江⼾時代にはなかった大地震が、明治・ 

 
 
 
 
 

⼤正期には、仙北郡⼀帯の住⺠を襲ったのです。  
⼤正３年（１９１４）３月１５日午前５時

頃、マグニチュード７．１（推定）の大地
震が⻄仙北地域⼀帯を中⼼に発⽣した。震
源地は、現在も明確ではありませんが、特

に被害が大きかった強首こわくび村、大沢郷村布又
尻から、「強首地震」「布又地震」と名付け
られました。また、布又では山体崩壊によ
る地震湖（写真２）ができました。 

展⽰史料Ｇ－３「震災事務簿」は、大沢
郷村役場の文書で地震発生の状況やその
後の復興に⾄る経緯を⾒ることが出来ま
す。秋⽥測候所に提出した資料によると、
地震の鳴動について「砲声に似たる鳴動あ
り」と記されています。 
展⽰史料Ｇ－４「震災御下賜⾦調及震災

工事設計図面」と、展⽰史料Ｇ－５「震災
関係書類」からは、布又地区の地震湖の解

決のため、隧ずい道どうを敷設のための図面が残さ
れ、現在でも現地にその隧道（写真３）を確
認することができます。 

表Ｇ－２「強首地震被害調査表」を⾒る
とその被害の大きさがうかがい知れます。 

震災と人びと〜陸⽻地震と強首地震〜 



 

 

 

 

 

 

 名望家たちの熱意と図書館の設置 
 

展⽰史料Ｈ－１、Ｈ－２は、⼤仙市⽴⼤
曲図書館に伝わる和漢図書です。 

現在の⼤曲図書館は、明治３５年（1902）
に設置された仙北郡⽴図書館（写真１）に起
源を持ちます。市⽴⼤曲図書館に伝えられ
ている和漢書１,５２９点（写真２）はその
蔵書です。それらの和漢書の蔵書印（写真
３）から、その多くがかつて地域の名望家
たちの図書であったことがわかります。 
仙北郡⽴図書館以前は、実業家・⼩⻄平

蔵〔伝助・平洲とも、⼤曲出⾝、明治２年（1869）
⽣〜⼤正６年（1917）没〕の伝記『平洲餘芳』
口絵に、仙北郡⽴図書館（郡庁、写真４）の
写真が掲載され、その説明文に「（最初は
居士自家の蔵書数万部を此に収め独ら館
⻑として経営後郡⽴図書館となる）」とあ
り、郡⽴図書館設置以前には⼩⻄⽒の蔵書
で図書館が経営されていた状況を窺い知
ることができます。 

その後、開館当時状況は、『仙北郡案内』
（飯村稷⼭著、⼤正元年刊）によれば 
明治三⼗五年九⽉⼆⼗五⽇開館式を 
挙げ、初めて公衆の閲覧を許せり、当 
時創瓶の際故本館備置の図書儀少な 

 
 
 
 
 
  るを以って、榊⽥清兵衛、⼩⻄伝助、 
  竹村治左衛門注4諸⽒の蔵書⼀切の委

託を受け、傍ら有志の寄附を奨動して、 
  其⾯目を保てり（以下略） 

とあり、蔵書の多くは名望家の蔵書に頼
っていたことがわかります。 
展⽰史料Ｈ－３「第三課学務係事務簿 

一係雑款 一番」は、神宮寺（神岡地域）の
冨樫伝右衛門が、明治３６年４⽉１１⽇付
けで、私⽴の神宮寺図書館の開設を報告し
ていることがわかる貴重な史料です。 
展⽰史料Ｈ－４「書籍台帳」（写真５）は、
⻑信⽥村（太田地域）の髙橋瑩奏が、明治１
９年にまとめた⾃家の書籍台帳です。明治
初年から明治３８年ごろまでに収集した
書籍 638 冊が記され、現存 582 冊が確認
されています。 
⼤仙市⽴⼤曲図書館の源流は、１１０年
余り前に誕⽣した仙北郡⽴図書館でした。
今では顧みられなくなった仙北郡⽴図書
館ですが、設置をめざした名望家たち熱意
は、現在、大曲図書館の閉架書庫にある 
１,５００点を超える和漢書群から感じ取
ることができます。 

学問への憧憬〜和漢図書が語るもの〜 



 

 

 

 

 

 

 

農村の⻘年達が軍人兵士になる 
 

明治維新後、⽇本国は欧⽶列強を⼿本に、富
国強兵を掲げ、あらゆる分野で近代化を推し進
めます。庶⺠は、四⺠平等・⽂明開化によって
さまざま恩恵を受けますが、⼀⽅で、徴兵制度
による国⺠皆兵の義務を負わされます。 
ふるさとの⻘年達が、国軍の軍⼈兵⼠へと帰

られていったのです。 
今回の展示では、近代日本が国家としてはじ
めて臨んだ対外戦争である日清戦争に従軍した
鈴⽊久治（太田地域）の記録と、維新後３０年余り
で⼤国ロシアと開戦に及んだ⽇露戦争に従軍し
た髙橋吉之助（太田地域）の記録を取り上げます。 

日清戦争は、明治２７年（１８９４）から翌
年にかけて⾏われた、朝鮮半島の⽀配権をめぐ
る日本国と清国との戦争でした。日本は、総兵
⼒２４万余⼈を動員し、戦死者１，４１５⼈、
戦病死者１１，８９４人に及びました。秋田県
では、戦死者１７人、戦病死者６９４人にも及
びました。 
展⽰史料 I－１は、鈴⽊久治が戦地・台湾から

兄・実業へ送った手紙です。手紙の内容は、自
分の身は無事であることが記されてありますが、 
⾒どころは、絵図⾯です。上陸した台湾の地形 

 
 
 
 
  
や鉄道・道路の位置、⾏軍の記録が記されてお
り、この時期の⽇本軍の情報管理のあり⽅を知
るうえで貴重な史料です。 
 展⽰史料 I－２、３、４、５は、⽇露戦争に従
軍した髙橋吉之助の記録です。 
 ⽇露戦争で⽇本国は、１０８万８，９９６⼈
を動員し、戦死者８１，４５５人、戦傷者や後
遺症を患った者は４８６，５０８人に上ったと
されます。秋田十七連隊では、戦死者１，０１
６名、戦傷者３，１６７名でした。 
 展⽰史料 I－２は、吉之助の戦死を伝える電報
です。吉之助は、弘前第８師団歩兵第５連隊の
特務曹⻑として従軍し、⿊溝台の戦いで壮烈な
戦死を遂げます。展⽰史料 I－３は、吉之助の上
官が遺族へ宛てた手紙で、吉之助の戦死の状況
が生々しく記されています。 
 展⽰史料 I－４は、明治３９年（１９０６）靖
国神社臨時招魂祭が天皇を祭司とする戦死者の
合祀が⾏われた際に、遺族が靖国神社に招待さ
れた時の史料です。 
 展⽰史料 I－５は、遺族に対して戦死者の写真
を皇太子に献納を要請されたことがわかる史料
です。 

戦争の世紀と農村の⻘年達 



 

 

 

 

 

 

 

家道を励み諸事怠り無き事 
 

 リード⽂は「池⽥家略伝」（明治３８年成⽴）に記
された⼀⽂です。池⽥家１１代目当主・⽂⼋郎
（1818 年⽣〜1880 年没）が⻘年の頃、京都に出て学
問を志したいと⺟に申し出たところ、先祖から
受け継いだ池田家の生業（農業）をまもるよう諭
されます。以後、⽂⼋郎は、幕末の動乱期を「家
道を励み諸事怠り」無いよう努めたと伝えられ
ています。 
 さて、⾼梨・池⽥家は、明治期以降、酒⽥市
の本間家、石巻市の⻫藤家と並んで、東北の三
大地主と称された、一千町歩の田畑を所有する
巨⼤地主に成⻑します。 
 現在、池⽥家の邸宅は、平成１６年（２００４）

に国の名勝に指定され、その際、庭園と歴史資
料も管理することになりました。 
 大仙市アーカイブズでは、池田家文書の調査
を進めており、徐々にその全体像が明らかにな
りつつあります 
 展⽰史料Ｊ－１、Ｊ－２は、池⽥家の地主経
営に関する史料です。現在も会社経営にとって
帳簿の管理は重要な仕事の⼀つです。この⼆つ
の史料から、池⽥家の帳簿管理に⼤きな変⾰が
あったことがうかがえる重要な史料です。 

 
 
      
展⽰史料Ｊ－３、Ｊ－４は、池⽥家の⽂書では
なく、秋⽥藩の出先機関であった六郷役屋の⽂
書です。池田家には、仙北郡六郷役屋⽂書とし
て現在９００点を超える文書が残されています。
秋田藩は、６つ郡にそれぞれ役屋を数箇所設置
しましたが、現在、仙北郡を除いた５つ郡の⽂
書は確認されておりません。 

なぜ、池田家に藩の文書が残ったのでしょう
か。Ｊ－３をみると戊⾠戦争のとき、 明治新
政府側についた秋田藩は、慶応 4年 7 月下旬か
ら仙台・庄内の諸藩から侵攻を受け、8 月 11 日
には横⼿城が落城します。六郷役屋では、仙台・
庄内の諸藩が久保⽥城をめざして六郷役屋に迫
ってきたことから、親郷肝煎（数か村を取りまとめる）

の一人であった池田家に文書が預けられ、現代
に伝えられてきたと考えられます。 
展⽰史料のＪ－５、Ｊ－６、Ｊ－７は、１２

代目当主・甚之助（1845 年⽣〜1901 年没）の史
料です。甚之助は、明治２３年（１８９０）第１回
秋田県貴族院多額納税者議員に選出され、一時、
東京に居を構えます。 
この３つの史料は、甚之助の東京での⽣活や、

四十歳半ばで英語に挑戦する姿がうかがえます。 

東北三⼤地主 池田家のあゆみ 



分 秒
1 大曲 備あれば憂えなし―水防訓練― 昭和３１年 1956 1 10

編集時間

思い出の中の風景が、いま甦ってきます。
どうぞご覧ください。

番号 地域 放映内容 作成年⽉ ⻄暦

県政ニュースに⾒る「だいせん」

1 大曲 備あれば憂えなし―水防訓練― 昭和３１年 1956 1 10

2 大曲 ⿅島流し―仙北地⽅― 昭和３１年 1956 53

3 神岡 地すべり火災相つぐ災害（鳥海村・神岡町） 昭和３２年 1957 2 38

4 大曲 もっとたくさん牛乳を（大曲市・秋田市） 昭和３３年 1958 2 48

5 大曲 文化の日にぎわう 昭和３４年 1959 2 11

6 大曲・神岡 雄物川のさけ網（大曲市・神岡町） 昭和３４年 1959 1 44

7 神岡 進む国⼟県建設（岳⾒橋・盛岡秋⽥⼆級国道） 昭和３５年 1960 2 52

8 南外 楢岡焼き 昭和３５年 1960 2 42

9 大曲 大曲の綱引き 昭和３７年 1962 2 25

10 ⻄仙北 おらが村の⼯場ー⻄仙北町強⾸ー 昭和４２年 1967 9 2910 ⻄仙北 おらが村の⼯場ー⻄仙北町強⾸ー 昭和４２年 1967 9 29

11 太田 新しい村づくり 昭和４８年 1973 4 8

12 協和 まほろば唐松「中世の館」完成（協和町） 平成２年 1990 1 55

13 大曲
県南部家畜保健衛生所竣工（大曲）
皇太子ご成婚ー奉祝花火ー（大曲）
戦後最悪の冷害

平成３年 1991 5 46

14 ⻄仙北 ⻄仙北ＩＣ開通 平成１４年 2002 1 14

※本映像資料は、秋⽥県公⽂書館から提供を受け、⼤仙市アーカイブズが編集したもので、
 本来の映像から一部抜粋したものを放映しております。


