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三豊平野での陸軍特別演習 大正 11(1922)年 財田上小学校旧蔵

大見村浅津付近(三野町)でおこなわれた陸軍特別大演習の様子。陸軍特別大演習とは師団対師団な

どでおこなう陸軍の最大規模の演習で、その統監は天皇がおこなうことになっていました。田のなか

に大砲も見えます。右側に見える２つの山が葛ノ山と爺神山で、中央の森は本門寺です。この写真は

大正 12(1923)年３月に特別大演習統監部が発行した『大正十一年特別大演習写真帖』にも似たような

構図の写真がなく、三豊市域での演習の様子を伝える貴重な資料です。 



普 及 事 業 

◎ 夏期企画展「三豊の大正時代 ～ 小学校に残されていた資料から ～」 

８月 30 日(火)まで、文書館を会場に開催しています。 

三豊の大正時代と言うと、多度津・観音寺間の鉄道開通(大正２・1913 年)や仁尾の町制施行(大正 13・1924

年)などがありますが、わずか 15 年たらずの大正時代に三豊地域を中心に２度の国家的な行事がおこな

われました。大正４(1915)年の大正天皇即位大嘗祭(だいじょうさい)に際して、香川県は主基(すき)地方に

選ばれます。主基齋田と言えば綾歌郡山田村(綾川町)が有名ですが、三豊地域も主基地方として大きな

役割を果たしてきました。また大正 11(1922)年におこなわれた陸軍特別大演習では、三豊平野が主な舞

台になりました。このような国家的な行事を中心とした三豊の大正時代に関する資料が、山本・詫間・

財田の閉校となった小学校に残されていました。 

本企画展では、これらの小学校で保存され、閉校を機に新たに発見された地域に関わる資料を中心に

取り上げ、大正時代とは三豊地域にとってどのような時代だったのかを考えます。同時にこのような資

料を伝えてきた学校の地域における役割を考えます。 

≪展示資料紹介≫ 

早乙女による田植え 

大正４(1915)年６月 14 日 神田小学校旧蔵

大正天皇即位大嘗祭に献納するための莚(む

しろ)を作る稲苗を、早乙女たちが御田植歌にあ

わせて笠田村(豊中町)の栽培田に植えています。

右側の竹柵のなかにいる女性たちにより御田植

歌が歌われました。竹柵の外側には多くの見学

者も見えます。当時、これと同じような構図の

写真に御田植歌の歌詞を付した絵はがきが販売

されていました。 

◎ 春期企画展「学校の記憶と記録 ～ ありがとう、小学校 ～」報告 

 平成 28(2016)年３月１日(火)から５月１日

(日)まで開催しました。会期中、約 460 名の来

館がありました。 

本企画展では、小学校から移管された学校日

誌や行事写真など多くの資料を実際に手に取っ

て見ていただきました。アンケートでも｢出身校

の先生や校舎の写真をみることができて懐かし

かった｣などのご意見をいただき、このような展

示方法が好評だったことがうかがえました。 
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文書館日誌 

(平成 27 年 8月１日～平成 28 年 6 月 30 日) 

◎ 三豊市市制施行10周年 出張展示「昭和の合併から平成の合併へ」報告 

 平成 28(2016)年５月 21 日(土)から５月 30 日(月)ま

で、マリンウェーブを会場に開催しました。この出張

展示は５月 28 日(土)に開催された三豊市市制施行 10

周年記念式典にあわせて開催しました。記念式典には

約 400 名の参加がありました。 

なおこの出張展示は６月９日の｢国際アーカイブズ

の日｣の記念行事として、また中四国の文書館が合同で

開催するアーカイブズウィークの行事として開催しま

した。 

◎ 国際アーカイブズの日・中国四国地区アーカイブズウィーク 

｢はじめての文書館！2016 ～ 書庫見学と利用体験 ～｣ 報告 

平成 28(2016)年６月 10 日(金)に、｢国際アーカイブ

ズの日｣記念行事および中国四国地区第８回アーカイ

ブズウィークの行事として開催しました。当日は７名

の参加がありました。企画展以外では、文書館の役割

や利用方法については、まだまだ市民の皆様には馴染

みがありません。そのため文書館の利用方法や文書館

でおこなっている業務を実際に体験してもらい、普段

は入ることができない書庫で文書館が収集してきた資

料を見ていただくことで、文書館についての認識を高

めていただきました。 

2.18 香川高専詫間キャンパスと資料選別作業 

 2.19 小豆島町・土庄町、視察のため来館 

 3. 1 春期企画展(～5.1) 

3. 1 辻小学校より資料搬入 

 3. 2 大野小学校・神田小学校より資料搬入 

 3. 3 財田中小学校より資料搬入 

 4. 6 三豊市新規採用職員、施設見学 

 4.26 香川県立文書館、打合せのため来館 

 4.26 財田中小学校より資料搬入 

 4.27 丸亀市、視察のため来館 

 5.17 財田上小学校より資料搬入 

 5.21 市制施行 10 周年記念展示 

(会場マリウェーブ、～5.30)

 6. 7 河内小学校より資料搬入 

 6.10 はじめての文書館 2016 

8.11 香川県立文書館、視察のため来館 

8.21 香川高専詫間キャンパスとの打合せ 

9.11 夏期企画展マリンウェーブ会場(～9.23) 

9.17 神田小学校より資料搬入 

10. 1 秋期企画展(～11.29) 

10.22 香川高専詫間キャンパス、粟島資料写真搬入

11.18 秋期企画展関連講座 

12. 2 熊本県宇城市、視察のため来館 

12.17 香川高専詫間キャンパス、 

粟島資料写真作業のため持ち出し

 1.28 熊本県天草市、視察のため来館 

 2.10 辻小学校・河内小学校より資料搬入 

 2.12 愛媛県愛南町、視察のため来館 

 2.17 財田上小学校・財田中小学校より資料搬入 
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◎ 情報提供のお願い 文書館では、まちの風景や催事などの古い写真を収集しています。原本は

お返ししますので、情報の提供をお願いします。

文書の移管・整理・公開

◎ 平成27年度の文書移管・整理・公開状況 

◯三豊市文書ファイル 

平成 27(2015)年４月から 12 月

まで本庁・教育委員会・出先機

関等をまわり、評価選別作業を

おこない、移管しました。整理

作業もほぼ終了しました。 

◯旧町有期限文書 

平成 27(2015)年 10 月から 12

月まで各支所をまわり、評価選

別作業をおこないました。現在、

整理作業をおこなっています。 

◯その他の資料 

 平成 27(2015)年度末で山本町

の４小学校、財田の２小学校が

閉校となったため、その資料が

中心となっています。現在、整

理作業中です。 

◯寄贈・寄託 

平成 27(2015)年度は寄贈・寄託

文書はありませんでした。 

◯その他 

平成 27(2015)年度より、歴史公

文書および行政資料の目録を公

開しています。目録は文書館に

備え付けられている他、ホーム

ページでも公開しています。 
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分　類

平成22年度作成５年保存文書

平成24年度作成３年保存文書

平成26年度作成１年保存文書

その他の文書

分　類 評価選別 点数

旧高瀬町保存期限満了文書 終了 628

旧山本町保存期限満了文書 終了 621

旧三野町保存期限満了文書 終了 整理中

旧豊中町保存期限満了文書 終了 整理中

旧詫間町保存期限満了文書 終了 290

旧仁尾町保存期限満了文書 終了 整理中

旧財田町保存期限満了文書 終了 514

その他の文書

資料名

辻小学校移管資料

河内小学校移管文書

大野小学校移管文書

神田小学校移管文書

財田上小学校移管文書

財田中小学校移管文書

七宝斎苑移管文書

三野町社会福祉センター移管資料

資料名

歴史公文書目録

行政資料目録

目録公開数

点数

15,069点

3,883点

その他の移管資料

点数

整理中

整理中

整理中

整理中

整理中

整理中

整理中

整理中

未整理

41点

旧町有期限文書　移管状況

三豊市文書ファイル 移管状況

点数

1355点

519点

78点


