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「さよなら赤れんが 北海道立文書館移転記念所蔵資料展」展示資料目録

会期 令和元年（２０１９年）８月２０日～９月３０日 ８：４５～１８：００

場所 道立文書館展示室

１ 蝦夷地から北海道へ Name changes from the Ezo-chi to Hokkaido 説明パネル

２ 近世までの北海道

石狩日誌（当館所蔵 旧記 62）、知床日誌（当館所蔵 旧記 1634）

３ 東西蝦夷山川地理取調図 当館所蔵

４ 箱館奉行とその文書

(1) 箱館奉行 村垣範正 当館所蔵『北海道拓殖旌彰録』

(2) 公務日記（村垣範正） 当館所蔵『公務日記 十二』『公務日記 十三』 旧記

1330,1331

(3) 箱館奉行の任地交代 当館所蔵『蝦夷地御用留 三』簿書 14

(4) カッヘル（ストーブ）見取図 当館所蔵『御用留』簿書 25

(5) 五藩の蝦夷地警備 当館所蔵『蝦夷地取計向諸書付』簿書 6

(6) 各国領事のサインと印章 当館所蔵『米国来翰編冊』簿書 53

(7) 異文化との摩擦 当館所蔵『各国書翰留 文久元年」Ａ 1－ 3/8

(8) アメリカ独立記念日の祝砲の礼状 The thank-you letter for the salute of the United

States of America Independence Day 文久 2年（1862年）当館所蔵『米国来翰編冊』

簿書/76、『各国書翰留 魯亜』A1-3/10

(9) コーヒーの効能と用い方 Effect and how to drink coffee 安政 4年（1857年）当館

所蔵『蝦夷地御用留』簿書/9

(10)運上所詰め足軽の熊皮支給願 Request for bear fur supply of the tax office common

soldier 万延元年（1860年）当館所蔵『異国船諸書付 万延元申年正月より十二
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月迄』

５ 箱館戦争

(1) 開陽丸砲弾 ①施条中実弾 ②施条榴弾 ③滑腔中実弾 江差町教育委員会所蔵

(2) 箱館戦争【説明パネル】

(3) 一年の夢・蝦夷土産 The book which HOJIRO, Wasaburo who was old Edo Shogunate

vassal wrote after Hakodate war end about the war which himself participated in 成立年

不明 Unknown year 当館所蔵 旧記 88

６ 草創期の札幌

(1) どのくらい家が建っていたか How many houses were built at that time 当館所蔵

『地価創定請書』簿書 3148

(2) 「札幌本府図」 Reference materials for modeling - Sapporo Main Office and

surrounding area map『新撰北海道史 第三巻』所収 第 17図

(3) 「札幌草創図」 Reference materials for modeling - The early days of Sapporo map

『新撰北海道史 第三巻』所収 第 10図

７ 開拓使文書

(1) 函館第一次農業仮博覧会出品陳列図 Illustration of the exhibits of the first Hakodate

agricultural temporary exhibition held by Kaitakushi 明治 12年（1879年）当館所蔵

Ma-1/60

(2) 北海道命名、国の設定と開拓使設置を伝える文書 明治 2年（1869年）当館所蔵

『開拓使布達々原稿 全 明治二年』簿書 161

(3) 彦根藩沙流郡支配達書 A directive to add Saru County to the territory of the Hikone

clan 明治 2年（1869年） 当館所蔵『開拓使公文録原本一・二 明治二年』簿書 5702

(4) ライマンの指導により作成された地質図 Geological map created under the guidance

of Lyman,a foreign advisor of Kaitakushi 明治 9年（1876） 当館所蔵

(5) 樽前山噴火の報告書 Report on the eruption of Mt. Tarumae from Kurosawa, who

works at Yufutsu, to Matsumoto, who is responsible for the Sapporo central government

office 明治 7年（1874年）当館所蔵『開拓使公文録 明治七年』簿書 5782

(6) ラッコ毛皮の製造法に関する図 Illustration about the method of manufacturing sea

otter fur 明治 11年（1878年）当館所蔵『猟虎其外獣皮類集 明治十年自十月同

十一年至六月』簿書 3005

(7) ラッコの毛皮の品質に関する報告書 Report on the quality of sea otter fur. Submitted

by ENOMOTO, Takeaki while stationed in Russia. 明治 8年（1875年）当館所蔵『開

拓使公文録 外務省往復』簿書 5913

(8) 人相書と指名手配写真 The fugitive's personality book and photo 明治 8年（1875

年）当館所蔵『開拓使公文録原本 司法省往復 明治八年』簿書 5813

(9) 熊害診断書 Medical certificate of bear damage 明治 13年（1880年）当館所蔵『管

内郡区役所文移録』簿書 4053
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(10)熊取獲手当 Application for allowance for catching bears 明治 15年（1882年）

当館所蔵『札幌県公文録 鳥獣猟 第壱号 明治十五年』簿書 7357

(11)屯田兵召募移住に関する達 Notice of permission to recruit and relocate TONDENHEI,

soldiers and farmers, to Hokkaido 明治 6年（1873年）当館所蔵『制旨録 自明治

二年至同七年』簿書 10695

(12)博覧会受賞農具の図 Figure of agricultural equipment awarded at the expo 明治 10

年代（1877～ 1881年）当館所蔵『開拓使事業報告原稿 工業課報告 札幌』簿書 7

141

(13)御雇い外国人歓迎晩さん会メニュー List of banquets held when foreign teacher

William Penn Brooks arrived in Sapporo 明治 10年（1877年年）当館所蔵『制旨録

自明治二年至同七年』簿書 10695

(14)ラベルいろいろ Varios rabels 当館所蔵

①ビールラベル 明治 17年（1884年）『局長決判書類 明治十九年』簿書 10066（27）

②マッチ箱ラベル 明治 12 年（1879 年）『東京出張所上局文移録 明治十三年』簿

書 4049（11）③葡萄酒ラベル 明治 18 年（1885 年） 『札幌紡織場書類 明治十八

年』簿書 9325（68） ④羊肉缶詰ラベル明治 13年（1880年）『化粧紙書類』簿書 4467

（66）⑤りんご砂糖漬ラベル 明治 13年（1880年）『化粧紙書類』 簿書 4467（66）

⑥かき缶詰ラベル 明治 18年（1885年） 『雑件簿 明治十八年』 簿書 9241（52）

⑦アルコールラベル 明治 12 年（1879 年） 『東京出張所上局文移録 明治十三年

簿書 4049（11）⑧鱈肝油ラベル 明治 12 年（1879 年） 『東京出張所上局文移録

明治十三年』簿書 4049（11）

(15)鹿革見本 Samples of deer leather 明治 12年（1879年）当館所蔵

(16)石造書庫の建築設計図 [1878（明治 11）年]当館所蔵『北海道御巡幸御治道』A4/123

(17)アイヌの仕掛け弓を禁止することについて、各地へ照会 明治 8年（1875年）当

館所蔵『開拓使公文録 勧業・雑 明治八年』簿書 6098

(18)各地からの回答 明治 8年（1875年）当館所蔵『開拓使公文録 勧業・雑 明治

八年』簿書 6098

(19)仕掛け弓の図 『秦檍麿自筆 蝦夷島奇観』（佐々木利和・谷澤尚一研究解説、雄

峰社発行、昭和 57年）所載の図。

(20)開拓使の刊行物『北海道志』 A book on Hokkaido's geography, costoms, politics,

industry, products, etc. - Kaitakushi's editing 明治 17年（1884年） 当館所蔵

(21)開拓使の刊行物『蝦夷風俗彙纂』 A book that has been edited by excerpting articles

about Ainu customs and manners from many old books - Kaitakushi's publication 明治

15年（1882年）当館所蔵

(22)外国品の鉛筆、ペン先などの見積書 Estimates for foreign-made pencils, pen tips, etc.

明治 13年（1880年） 当館所蔵『略輯旧開拓使会計書類 第五号第二百五十冊

（外国品購求ニ関スル参考書 従明治十三年四月 調度科）』簿書 6905

８ 簿書から見える世界

(1) 貼付ラベルでわかる配架場所 当館所蔵『市中人別申出綴』簿書 312、『第一文庫
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簿書目録 天』A7-1/34

(2) 「第一文庫」での管理方法 1901（明治 34）年 当館所蔵『第一文庫簿書目録

天』A7-1/34

(3) 道庁舎の全焼 1909（明治 42）年 P-3/196「北海道庁全焼翌日之撮景」当館所蔵

複製

(4) 「焼失」の痕跡 当館所蔵『第一文庫簿書目録 人』A7-1/36

(5) 「大学への貸出」の痕跡 当館所蔵『第一文庫簿書目録 天』A7-1/34

(6) 「廃棄」の痕跡 当館所蔵『第一文庫簿書目録 人』A7-1/36

(7) 『第一文庫簿書目録 天・地・人』1901（明治 34）年 当館所蔵 A7-1/34 ～ 36

９ 三県・一局期文書

(1) 開拓使官有物払下取消の達 Notification on calling off making a sale on Kaitakushi

property 明治14年（1881年）当館所蔵『制旨録』簿書 10779

(2) 廃使置県方法取調の達 Instruction to follow the necessary procedures for the abolition

of Kaitakushi and the establishment of prefectures in Hokkaido 明治 14（1881）年

当館所蔵『制旨録』簿書 10779

(3) 廃使置県の業務引継に関する書類 Files to take over the management of Hokkaido

明治 15年（1882年）当館所蔵『開拓事務引継書類』簿書 5451『開拓使引継書』

簿書 7333『税外収入書類』簿書 7335『開拓使ヨリ引継一件』簿書 7336『札幌県治

類典 貸下金（旧開拓使貸下等ノ類）』簿書 8135

(4) 幌別川の鮭繁殖に関する提案 A plan to raise salmons in Horobetsugawa 明治 16年

（1883年）当館所蔵『札幌県復命書』簿書 7892

(5) 移住資金給与願 Application to provide immigrants the funds 明治 17年（1884年）

当館所蔵『移住民給与綴』簿書 7895

(6) 土地払下げ願書への添付図面 the map showed where immigrants live 明治 16年

（1883年）当館所蔵『札幌県治類典附録 地所下渡願 明治十七年』簿書 8796

(7) トノサマバッタの駆除 Extermination of grasshoppers 明治 15年（1882年）

当館所蔵『雑件綴込』簿書 7785

(8) 局長決判書類 Files including rabels 明治 17～ 19年（1884～ 86年） 当館所蔵

簿書 10066

(9) 北千島アイヌの色丹島移住 Ainu People were forced to remove to Shikotantou明治

17年（1884年）当館所蔵『千島巡航書類』A5-3/3（7）

(10)外国人の鯣（するめ）製造一件 Foreigner in Hakodate processed dried cottlefish without

payment of the tax 明治 19年（1885年）当館所蔵『外国人鯣製造一件書類』簿書 9983

10 旧記

(1) 福山秘府 "Fukuyamahifu" ~ a record on Matsumaehan 安永 9年（1780年）序

当館所蔵 旧記 1254

(2) 休明光記 "Kyumeikoki" ~ a record compilated by HABUTO Masayasu, Edo
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government official 文化 4年（1807年）序 当館所蔵 旧記 1558

(3) 北夷談 文政初年（1818年頃）当館所蔵 旧記 150

(4) 遭厄日本紀事 Notes of Captain Golovnin’s fleet about his adventures with the

Japanese during 1811, 1812 and 1813 文政 8年（1825年）序 当館所蔵 旧記 967

(5) 蕃談 "Bandan" ~ a record of the interview with the drifted crew from Toyama 嘉永 2

年（1849年）当館所蔵 旧記 85

(6) 旧記の蔵書印について About Collection Stamps

(7) 行政庁の蔵書印 Collection Stamps of Kaitakushi、Sapporoken、Hokkaidocho 当館

所蔵『蝦夷草紙附録』旧記 1676

(8) 通航一覧 "Tsukoichiran" ~ collection of materials concernig deplomacy in the Edo

peliod 嘉永 6（1853）序 当館所蔵 旧記 1053・1058

(9) 辺要分界図考 "Henyohbunkaizukou" ~ a record compilated by KONDO Juzo known as

the explorer, scholar on Edo Period 文化元（1804）序 当館所蔵 旧記 269

11 私文書

(1) 蝦夷図 A map of Ezo （hokkaido in Edo Period) 年代不詳 阿部家文書（寄託）

P-4/8

(2) 蝦夷地御用内密留 Files on Ezochi（hokkaido in Edo Period) 文政年間（1818～ 31

年）阿部家文書（寄託） B20/24

(3) 上杉景勝書状 A letter from UESUGI Kagekatsu, known as famous fuederal lord

天正 11年（1583年）本庄家文書（寄託）B12/34

(4) 旧記書抜 Retainers of UESUGI Kagekatsu 慶長 3年（1598年）本庄家文書（寄託）

B12/77

(5) 上杉景勝書状 A letter from UESUGI Kagekatsu, known as famous fuederal lord

慶長５年（1600年）本庄家文書（寄託）B12/39

(6) 書簡 A letter from IWAMURA to JUMONJI 明治３年（1870年）当館所蔵 十文

字家文書 B44/430

(7) 明治初期札幌の地図 A map of Sapporo in early Meiji Period 明治６年頃（1866年）

当館所蔵 十文字家文書『明治弐歳巳十二月開拓判官従四位島義勇開府北海道石

狩国札幌郡御府内正図』B44/3

(8) 漁業台帳 A register to manage fishing ground which YANAGIDA company owned

当館所蔵 柳田家資料 B1-1/48

(9) 衆議院議員の当選証書 Election certificate 1904年（明治 37年）当館所蔵 柳田

家資料 B1-1/5125

12 北海道庁文書

(1) 北海道国有未開地処分法完結文書 Archives of Hokkaido state-owned undeveloped

land disposal act 明治 30年～（1897年～）当館所蔵『北海道国有未開地処分法完結

文書 貸付台帳』A7-1/Bホン/70，『[処分]法第二条売払処分綴 大正三年』A7-1/B
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アバ/241

(2) 土地貸付台帳と貸付地図面 Land loan ledgerand and example of a survey map of

loaned land 明治 27年（1894年）当館所蔵『北海道国有未開地処分法完結文書 区

画地貸付台帳』 A7-1 /B ﾎﾝ /37

(3) 貸付地付与願 Application to apply for the grant of the loan area 明治 37年（1904

年）当館所蔵『北海道庁公文録 区画地付与及売払』 A7-1/A/898

(4) 高橋是清父子の出願書類 Application documents of TAKAHASHI Korekiyo and

Korekata 大正元年（1912 年）当館所蔵『北海道庁公文録 大正元年』A7-1/A/1219

(5) 北海道庁公文録 Hokkaidocho Kobun Roku - Official records of Hokkaido Government

明治 30年代～昭和初期（about 1897～ 1945）当館所蔵『北海道庁公文録 大正十

五年 第二二 灌漑工事』A7-1/A/187『北海道庁公文録 昭和四年 第□□ 字

界並地番』A7-1/A/285

(6) 牛乳搾取 Dairy manufacturing documents 昭和 17年（1942年）当館所蔵

A7-1/2693

(7) 価格等統制令第七条ノ規定ニ依ル価格指定ノ件 昭和十四年 Documents related to

price control 昭和 14年（1939年）当館所蔵 A7-1/2678

(8) クロバー及禾本科（かほんか）牧草の採種に努めよ！！ Strive to harvest seeds of

clover and pasture grass! 昭和 17年（1942年）当館所蔵『農地開拓、戦時食糧増

産関係綴』A 7-1/1723

(9) 北海道移住案内 Guides on immigration to Hokkaido 大正 11年（1922年）、昭和

４(1925年) 当館所蔵

(10)移住者の入植後風景 State after immigration 大正 13年（1924年）当館所蔵 P-3/7

(11)北海道農業試験場畜産部移転方針に関する件 Hokkaido Agricultural Experiment

Station Livestock Division Relocation Policy 昭和 21年（1946年）当館所蔵『制旨

録 自明治二年至同七年』簿書 10695

(12)車体構造図及び客車断面図 Body structure diagram and passenger car cross-sectional

view of Sapporo Tram 昭和 4年（1929年）当館所蔵『軌道関係書類 札幌市営軌

道 自昭和三年至同四年』A7-1/329

(13)区画地貸付

当館所蔵「区画地貸付台帳 明治三十二年」A7-1/Ｂﾎﾝ/48

(14)ソ聯軍占領下に於ける千島及歯舞村離島概況 Overview of Chishima and Habomai

Islands under The Soviet Occupation 昭和 20年（1945年）当館所蔵『長官事務引継

書 昭和二十年』A7-1/1716

13 樺太庁文書

防空監視施設の拡充強化 Request for budget dividends for staffing at air defense

monitoring facilities 昭和 19年（1944年） 当館所蔵『重要往復文書綴』A9/154
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14 刊行物等（さまざまな資料）

(1) 屯田歩兵第一大隊旧第二中隊給与地及公有財産地〈山鼻〉 A map of salary place

and Public property place belong to Yamahana farmer-soldier Infantry 1st Battalion 2nd

Company 年不明（Year is unknown）当館所蔵 H23124

(2) 開拓使本庁舎 The main building of Kaitakushi 昭和 6年（1873年）当館所蔵

P-1/121

(3) 開拓使本庁舎上棟式 Celebration of the completion of the framework of the main

building of Kaitakushi 明治 6年（1873年）当館所蔵 P-1/120

(4) 北海道実測切図 Hokkaido actual survey map 明治 24年（1891）当館所蔵 454/

ホ

(5) 札幌区（大通風景他）大正７年（1918年）当館所蔵『開道 50年北海道写真帖』

P-2/214

(6) 札幌麦酒醸造所開業式 Sapporo Brewery opening ceremony 明治 9年（1876年）

当館所蔵 P-1/370

(7) 第二機関車弁慶号試運転 Test run of No. 2 locomotive Benkei 明治 13年（1880年）

当館所蔵 P-1/377

(8) 堂垣内知事有珠山噴火による災害地視察記録 Records of Governor Dogakinai

inspecting the disaster area caused by the eruption of Mt. Usu 昭和 52年（1977年）

当館所蔵 P-2/347

(9) 北海道百年記念祝典の記録 Record of Hokkaido Centennial Celebration 昭和 43年

（1968年）当館所蔵 P-2/114

(10)石狩川上流シュオプニセイ流紋岩 Rhyolite of Shuopunisei, upstream of Ishikari

River明治 27年（1894年）当館所蔵『明治二十七年石狩川上流・千島其他写真』

P-1/557

(11)戦前の北海道関係映画フィルム Pre-war Hokkaido movie film (reproduction)

昭和 11年（1936年）当館所蔵 F-4/229ほか

(12)マイクロフィルム Micro film

15 北海道文書

(1) 市町村合併促進のためのポスター Poster for promoting municipal mergers 昭和 28

～ 31年（1953～ 56年） 当館所蔵『町村合併関係 昭和２９年』A11-2/2072

(2) 北海道旗および北海道章の制定について Establishment of the Hokkaido Flag and

the Hokkaido Chapter 昭和 40年（1965年） 当館所蔵『昭和 43年道旗・道章制定

関係 3の 1』A11-1/288

(3) 道旗 Flag of Hokkaido

(4) 開拓使の船艦旗章 Kaitakushi ship's flag 明治 5年（1872年）当館所蔵『開拓使

公文録原稿 文書之部 明治五年』簿書 5728

(5) 大正村と帯広市の合併について About merger of Taisho village and Obihiro city
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昭和 31年（1956年） 当館所蔵『帯広市、川西村、大正村合併関係 昭和三十二

年度』A11-2/2052

(6) 札幌冬季オリンピック聖火リレー正走者のユニフォーム Sapporo Winter Olympics

Torch Relay Regular Runner's Uniform 昭和 46年（1971年） 当館所蔵『式典、デ

ザイン、医事衛生、報道専門委員会 昭和 44年～昭和 46年』A11-1/581

(7) 函館駅近辺の基準宅地及び関係売買宅地の状況 Status of standard housing lots and

related trading housing lots near Hakodate Station 昭和 36年（1961年）当館所蔵『固

定資産評価審議会 審議状況（第 1回～第 11回）

(8) 北海道児童福祉審議会保護育成常任部会の記録 Record of the Hokkaido Child

Welfare Council protection upbringing permanent post sectional meeting 昭和 42年

（1967年）当館所蔵『児童福祉審議会関係総括 昭和 42年度』A11-1/2311

16 道立文書館のあゆみ、業務

(1) 行事・業務等に関する写真

①北海道立文書館設立に関する要望書 ②開館 10周年記念行事テープカット

③道内私文書発掘発掘調査 ④文書等保存利用研修会 ⑤古文書教室 ⑥平成 30 年

度文書館前期企画展「世界史の中の北海道」 ⑦公文書の整理作業 ⑧下張り文書

の補修

(2) ボランティアによる目録カード Catalog card created by volunteers

(3) 補修の材料・道具 Repair materials (Japanese paper made by a trusted author) and

tools

(4) 整理、保存について（写真）

令和元年（2019年）８月

北海道立文書館 〒 060-8588

札幌市中央区北３条西６丁目 北海道庁旧本庁舎（赤れんが庁舎）

電話 011-204-5200

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/mnj/


