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Ⅰ 企画展 

１ 田川市石炭・歴史博物館山本作兵衛コレクション原画企画展２０１９（春季） 

「運べ石炭！燃やせ黒ダイヤ！～川の流れとともに～」 

石炭の採掘量が増えても、輸送がうまく機能しなければ、流通量を増やすことはでき

ない。そこで、本年度は年間を通して、石炭産業発展の一翼を担った石炭の輸送、「石炭

を運ぶ」ことに着目した展覧会を開催した。春の原画展では、人力による石炭の採掘や

坑内運搬、水路（川ひらた）での輸送にスポットを当て、これらに関連する山本作兵衛

翁の炭坑記録画を中心とした展示を行った。 

 ⑴ 主 催 田川市石炭・歴史博物館 田川市 田川市教育委員会 

⑵ 会 場 田川市石炭・歴史博物館第２展示室 

⑶ 会 期 平成３１年４月２３日（火）～令和元年５月２６日（日）※２５日間 

⑷ 観覧料 一般４００（２８０）円、高校生１００（７０）円、 

小中学生５０（３０）円 ※( )は２０人以上の団体料金 

⑸ 観覧者総数  ２，８５９人（１日平均１１４.４人） 

    

２ 田川市石炭・歴史博物館山本作兵衛コレクション原画企画展２０１９（秋季） 

  「運べ石炭！燃やせ黒ダイヤ！～線路は続くよ港まで～」 

春季企画展と同じく「石炭を運ぶ」ことに着目した展覧会を実施した。秋季は、機械

を利用した採炭や坑内運搬、鉄路（機関車等）での輸送にスポットを当て、これらに関

連する山本作兵衛翁の炭坑記録画やその他資料を展示した。 

⑴ 主 催 田川市石炭・歴史博物館 田川市 田川市教育委員会 

⑵ 会 場 田川市石炭・歴史博物館第２展示室 

⑶ 会 期 令和元年１０月２９日（火）～１１月２４日（日）※２４日間 

⑷ 観覧料 一般４００（２８０）円、高校生１００（７０）円、 

小中学生５０（３０）円 ※( )は２０人以上の団体料金 

 ⑸ 観覧者総数  ３，５７９人（１日平均１４９.１人） 

 ⑹ 関連行事 

   「運べ石炭！トーク！」 

   企画展のテーマにあわせ、鉄道の過去・現在の移り変わりと様子についてさまざま

な角度から語り合うトークイベントを実施した。 

  ア 日時 令和元年１１月１６日（土）１４時～１６時 

  イ 場所 田川市民会館 講座室１ 

  ウ 参加費 無料 

  エ 参加者 ３６人 

資料１－１ 
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３ 田川市石炭・歴史博物館ミニ企画（平成２９年度からの継続事業） 

  博物館１階ロビーにおいて、学芸員が順番に企画するミニ展示を実施 

  第１回：「文化財の生物被害防止のための日常管理」（担当：中村学芸員、４～８月） 

  第２回：「夏休みＫｉｄｓイベント写真展」（担当：朝烏学芸員、９～１０月） 

  第３回：「秋季企画展に伴う鉄道関連写真展示」（担当：朝烏学芸員、１１月～１２月） 

  第４回：「台湾の炭坑紹介」（担当：福本主任、１月～３月） 

  

Ⅱ 教育普及事業 

１ 体験学習・イベント 

 ⑴ コールマインチャレンジ！「石炭を燃やそう！」 

  ア 内 容  実際に石炭を燃やして、その独特なにおいや煙を体験するもの。 

  イ 日 時  令和元年５月５日（日）１３時３０分～ 

  ウ 参加者  ５８人 

 ⑵ 夏休みＫｉｄｓイベント 

夏休み期間中の土曜日に、主に小中学生を対象としたワークショップを実施した。 

  ア 令和元年８月 ３日（土） 勾玉づくり           参加者 ４８人 

  イ 令和元年８月１０日（土） 人形浄瑠璃ミニ体験       参加者  ６人 

  ウ 令和元年８月１７日（土） 馬形はにわづくり        参加者 ２７人 

  エ 令和元年８月２４日（土） 石炭キャンドル＆モビールづくり 参加者 ４４人 

 

２ 講 座 

 ⑴ 令和元年度博物館講座「たがわゼミナール」 

博物館長や副館長、学芸員などが講師を務め、田川地域を中心とした歴史や文化財

に関する講座を実施した。（毎月第２土曜日１３時３０分～１５時・全８回（８月及び

３月は休講）） 

  ア 日時等 

   ア）第１回 令和元年 ６月 ８日 古月横穴について（鞍手町学芸員） 

参加者 １９人 

   イ）第２回 令和元年 ７月１３日 王塚古墳について（桂川町学芸員） 

参加者 １６人 

   ウ）第３回 令和元年 ９月１４日 三井田川鉱業所と地域社会（清水副館長） 

         参加者 １７人 

   エ）第４回 令和元年１０月１２日 三井田川鉱業所跡周辺フィールドワーク１ 

（博物館学芸員）  参加者 １５人 
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オ）第５回 令和元年１１月９日 三井田川鉱業所跡周辺フィールドワーク２ 

         （田川郷土研究会、博物館学芸員） 参加者 １７人 

   カ）第６回 令和元年１２月１４日 城山横穴群について（福智町学芸員） 

         参加者 １１人 

   キ）第７回 令和２年１月１１日 竹原古墳について（宮若市学芸員） 

         参加者 ２２人 

   ク）第８回 令和２年２月８日 鹿毛馬神籠石について（飯塚市学芸員） 

         参加者 ２２人 

  イ 場 所  田川市石炭・歴史博物館産業ふれあい館研修室 ほか 

  ウ 受講料  無料 

 ⑵ 博物館研修講座（教職員対象） 

   市内小中学校教職員を対象とした研修講座を実施した。 

  ア 日 時  令和元年８月２３日（金）９時３０分～１６時 

  イ 場 所  田川市石炭・歴史博物館産業ふれあい館研修室  

  ウ 参加者  １４人 

 ⑶ 山本作兵衛ゼミナール 

山本作兵衛全記録集の作成に向けた炭坑記録画書き下し文等の調査等を、市民との

協働により実施した。 

  ア 日 時  平成３１年４月～令和元年３月（毎月１回開催）１４時～１６時 

  イ 場 所  田川市石炭・歴史博物館産業ふれあい館研修室 

 

Ⅲ 世界記憶遺産関連事業 

１ 第２５回国際博物館会議京都大会 

  世界１３７の国及び地域から博物館の専門職員約３万人が会員として参加する国際的

な非政府機関（本部：フランス・パリ）で、通称ＩＣＯＭ（アイコム）と呼ばれている

国際博物館会議が、本年日本で初めて開催された。会期中のセッション「文化財保存の

本質とは何か」において、山本作兵衛コレクションに対する保存処理の取組や近現代紙

資料が抱える酸性紙の劣化問題における日頃の研究成果を当館学芸員が報告した。 

 ⑴ 日 時 令和元年９月１日～７日 ※うちセッションは９月４日 

⑵ 場 所 国立京都国際会館（京都市左京区岩倉大鷺町） 

⑶ 発表者 中村麻里学芸員 

 

 

 



  令和元年度 田川市石炭・歴史博物館 事業報告 

 

２ 世界記憶遺産保存事業 

  近現代紙資料の保存・修復等に関する京都造形芸術大学との共同研究の実施 

  （平成２８年度から令和元年度までの４年間） 

 

３ 石炭・歴史博物館付属研究所運営事業 

 ⑴ 第５回三井田川鉱業所研究会 

   三井田川鉱業所を中心とした石炭産業の歴史について、有識者を交えて調査研究を

行った。また、これらの成果をまとめた報告書を作成した。  別添資料１ 

  ア 日 時  令和元年９月１３日（金）１３時３０分～ 

イ 報告書仕様 

 ア）体 裁 Ａ４判（本編）、資料編はＤＶＤに収録 

イ）ページ数（見込み） 本編 ４００ページ  

 ウ）作成予定部数 ３００冊 

※関係機関等に配布した残部数は、博物館で販売する予定  

⑵ 山本作兵衛コレクション日記等の読み下し及び解読 

博物館が所蔵している日記６点、雑記帳及び原稿等１５点の解読調査を行い、記述

内容の研究と同時に作兵衛翁の人物像の理解に対する一助とするもの。毎週第２木曜

日午後に清水付属研究所長をはじめ、５人の学芸員による定例検討会を開催した。 

⑶ 石炭産業と人権問題研究会 

博物館展示や学校教育等に資するため、石炭産業に特化した人権問題の研究を行う

もの。 

  ア 日 時   

ア） 第１回 令和元年８月２９日（木）１３時３０分～ 

イ） 第２回 令和２年２月１３日（木）１０時～ 

 イ 場 所  田川市石炭・歴史博物館産業ふれあい館研修室 

         

４ 田川市世界記憶遺産活用活性化事業 

  補助金等を活用し、田川市世界記憶遺産活用活性化推進委員会が事業を実施するもの。 

⑴ 海外訪問客等に向けた環境整備 

ア 山本作兵衛コレクション多言語化ナレーションの活用等 

   昨年度までに実施した「山本作兵衛コレクション」の多言語化ナレーションを展

示に応用するため、音声ガイドのシステム作成を行った。また、従前から交流を進

めてきた台湾に加え、本市で東京パラリンピック事前キャンプを行うドイツについ

て、それぞれの言語に翻訳した博物館パンフレットを作成した。 
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イ 日台石炭交流事業 

   石炭・歴史博物館の友好館である新平渓煤礦博物園区等から関係者を田川市へ招

聘し、子どもたちと交流を行うとともに、石炭・歴史博物館学芸員等と台湾の子ど

もたちとの交流を行い、相互の異文化交流を実施した。 

ア）台湾関係者と猪位金学園児童との交流授業 

 ａ 日時 令和元年１１月２９日 １０時～１２時３０分 

 ｂ 場所 田川市立猪位金学園ランチルーム 

イ）博物館学芸員と台湾小学生との交流授業 

 ａ 日時 令和元年１１月１１日 １０時～１２時 

 ｂ 場所 新北市立Ｈoutong 国民小学校 

ウ）博物館学芸員と台湾高校生との交流授業 

 ａ 日時 令和元年１１月１２日 １１時～１２時 

 ｂ 場所 新北市立瑞芳高級工業職業学校 

⑵ 子ども学芸員事業 

   地域の歴史文化の担い手として、小学５・６年生を対象に子ども学芸員の育成を行

うもの。歴史に関する知識の習得、学芸員業務への理解、国際感覚の向上、ユニバー

サルミュージアムに向けたプログラム等を実施した。 

  ア 日時等 

   ア）第１回 令和元年１１月３０日 ガイダンス・世界の炭坑博物館について知ろう 

   イ）第２回 令和元年１２月 ７日 博物館で自分のお気に入りを見つけよう  

   ウ）第３回 令和元年１２月２１日 お気に入りについて調べてみよう 

   エ）第４回 令和２年 １月１８日 ユニバーサルミュージアムってなんだろう？ 

オ）第５回 令和２年 １月２５日 煙突とやぐらと炭坑節を深く学ぼう 

   カ）第６回 令和２年 ２月２２日 石炭記念公園マップをつくろう 

   キ）第７回 令和２年 ３月 ７日 成果をまとめよう 

   ク）第８回 令和２年 ３月１４日 がんばった成果を発表しよう 

  ※第７回及び第８回は、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため延期（時期未定） 

   時間はすべて１３時３０分～１５時３０分 

  イ 場 所  田川市石炭・歴史博物館産業ふれあい館研修室 ほか 

  ウ 受講料  無料 
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Ⅳ 発行物 

１ 石炭・歴史博物館だより第１７号（通巻４４号） 

２ 館報第１３号（平成３０年度年報及び研究紀要） 

３ 企画展ポスター、チラシ 

 

Ⅴ 文化財保護事業 

１ 筑豊炭田遺跡群（三井田川鉱業所伊田坑跡）の史跡保存活用計画の策定 別添資料２ 

２ 市内埋蔵文化財事前審査（試掘・確認調査、発掘調査等） 

３ 田川市文化財専門委員会の開催（年２回） 

 

Ⅵ その他 

１ 遠賀川流域の古墳同時公開（夏吉１号墳、２１号墳） 

２ 伊田竪坑櫓と二本煙突の３６５日ライトアップ（平成２８年４月～） 

３ 資料整理、調査研究、講演・研究発表など 

４ 筑豊近代遺産研究会、「博物館と医療・福祉のよりよい関係づくり」構築に向けたマネ

ジメント人材育成事業実行委員会（事務局：九州産業大学）への協力 

５ 産炭地の博物館及び関係研究団体との交流、連携 

６ ＩＰＭ（総合的有害生物防除）関連業務 

７ 近隣関連施設（旧蔵内邸）との相互広報（平成３１年４月～） 

８ 博物館無料Ｗｉ-Ｆｉ導入（令和元年６月～） 
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 第１章 明治～昭和戦前期の石炭政策 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 

第１節 明治前半期における鉱業制度の整備 ・・・・・・・・・・・・・・・● 

  第２節 鉱業法の制定と改正 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 

  第３節 昭和期の鉱業法制と増産対策 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 
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  第２節 石炭鉱業合理化計画の推進 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 

  第３節 エネルギー革命と石炭政策の転換 ・・・・・・・・・・・・・・・・● 

  第４節 炭鉱離職者臨時措置法の制定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 

  第５節 エネルギー革命の進展と石炭政策 ・・・・・・・・・・・・・・・・● 

  第６節 漸次的撤退政策への傾斜 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 

 第３章 長期化する石炭産業調整と地域開発 ・・・・・・・・・・・・・・・・● 

  第１節 石炭産業対策の完了に向けて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 

  第２節 地域開発政策 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 

  第３節 地域振興政策の成果 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 

本 論 

第１章 三井田川鉱業所の展開(北澤満 九州大学大学院准教授）・・・・・・・・● 

  第１節 田川採炭組とその譲受 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 

  第２節 戦前 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 

  第３節 戦後～閉山 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 

第２章 三井鉱山における田川鉱業所 

(木庭俊彦 公益財団法人三井文庫主任研究員）・・・・・・・・・・・・● 

  第１節 三井鉱山の成立と田川 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 

  第２節 両大戦間期の三井鉱山 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 

  第３節 戦時体制下の三井鉱山 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 

  第４節 三井鉱山の戦後復興 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 

  第５節 合理化から閉山へ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 

別添資料１ 



 

第３章 「炭都」田川の形成と変貌―炭鉱と地域社会― 

(岡田有功 九州共立大学教授）・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 

  第１節 田川地域の展開(概要）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ● 

  第２節 「炭都」の形成 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 

各 論 

  １ 三井田川鉱業所の炭鉱技術(福本寛 田川市石炭・歴史博物館主任）・・・・● 
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史跡筑豊炭田遺跡群保存活用計画について 

 

１ 背景 

本市では、石炭記念公園を中心とする三井田川鉱業所伊田坑跡（以下、「伊田坑跡」

という。）が、筑豊炭田遺跡群の一つとして、平成３０年１０月１５日に国指定史跡と

なった。近年では、過疎化・少子化などを背景に、文化財の滅失や散逸等の防止が緊急

の課題となっており、文化財をまちづくりに活かしつつ、地域社会全体で、その継承に

取り組んでいくことが必要である。これを受けて、地域における文化財の計画的な保

存・活用の促進を図るため、文化財保護法（以下、「法」という。）が改正されて平成３

１年４月１日に施行した。今回の法改正で、個々の国指定文化財の保存活用計画（以下、

「本計画」という。）が、法的に位置づけられることとなった（法第１２９条の２）。 

  そこで、筑豊炭田遺跡群の国指定史跡としての適切な保存活用を図るため、史跡筑豊

炭田遺跡群保存活用計画（以下、「本計画」という。）を、令和元年度中に策定する。 

 

 

 

 

 

 

 

２ 本計画策定の目的及び効果 

  本計画の策定により、史跡の保存活用の考え方や所有者等が主体的に行うことができ

る範囲が明確になることや、史跡の保存管理の的確性が向上し、必要な諸手続きなどを

わかりやくすること、保存活用のために必要な事項等が所有者のみならず地域・行政に

とっても目に見える形となり、史跡の適切な保存活用が図られる。あわせて、史跡の保

存活用にかかる補助金等の支援強化が期待できる。 

  特に本市の伊田坑跡は、都市公園として維持管理や活用がなされており、公園として

の利用頻度が高いという特徴がある。本計画の策定で、伊田坑跡の価値や方向性が共有

でき、また、伊田坑跡の保存管理、活用、整備、運営体制などの必要な諸事項を明確に

できることで、史跡としての計画的な保存活用が促進される。 

文化財保護法（抄） 

（史跡名勝天然記念物保存活用計画の策定） 

第１２９条の２ 史跡名勝天然記念物の管理団体又は所有者は、文部科学省令で定める

ところにより、史跡名勝天然記念物の保存及び活用に関する計画（以下「史跡名勝天然

記念物保存活用計画」という。）を作成し、文化庁長官の認定を申請することができる。 

別添資料２ 
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３ 本計画の名称及び策定の考え方 

 ⑴ 名称 

史跡筑豊炭田遺跡群保存活用計画－三井田川鉱業所伊田坑跡編－ 

 ⑵ 策定の考え方 

   筑豊炭田遺跡群は、田川市、直方市、飯塚市の史跡で構成されており、同一の歴史

的背景を共有しながら、３つの史跡指定地が地理的に離れ、置かれる環境も異なって

いる。したがって、史跡指定地がそれぞれ所在する３市が、理念や方針を共有しつつ、

各史跡指定地の実情に応じて保存活用計画をそれぞれ策定する。 

 

 

 

 

 

   

 

 

４ 本計画の位置づけ 

  本計画は、国指定史跡の適切な保存活用を明確化するために定めるものであり、文化

財保護法や都市計画法等を踏まえつつ、第５次田川市総合計画を上位計画として、田川

市教育大綱など関連する他の計画等との整合性を図る。 

 

５ 本計画の期間 

  令和２年度から令和１１年度までの１０年間。前期（令和２年度から令和６年度）と

後期（令和７年度から令和１１年度）に分けて、計画を実施する。また、情勢の変化等

により、必要に応じて、計画内容の見直し・改訂を行う。 

 

６ 本計画策定に向けた取組み 

 ⑴ 三井田川鉱業所伊田坑跡保存活用計画策定委員会 

   本計画の策定にあたり、三井田川鉱業所伊田坑跡保存活用計画策定委員会（以下、

「策定委員会」という。）を設置して、必要な意見や助言を求めた。 

【田川市策定】 

史跡筑豊炭田遺跡群保存活用計画－三井田川鉱業所伊田坑編－（令和元年度策定） 

【直方市策定】 

 史跡筑豊炭田遺跡群保存活用計画 

－筑豊石炭鉱業組合直方会議所及び救護練習所模擬坑道編－（令和元年度策定） 

【飯塚市策定】 

 史跡筑豊炭田遺跡群保存活用計画－目尾炭坑跡編－（令和２年度策定） 
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  ア 策定委員会委員 

氏名 分野 所属・職名 備考 

河野 雅也 都市計画 西日本工業大学教授 委員長 

岡田 昌彰 景観工学 近畿大学教授 副委員長 

北澤 満 産業経済史 九州大学准教授  

中野 直毅 地元選出 
田川郷土研究会会長 

田川市文化財専門委員会委員 

 

肥吉 美恵子 地元選出 
田川商工会議所女性会副会長 

田川市石炭・歴史博物館等運営協議会委員 

 

※オブザーバーとして、福岡県、直方市、飯塚市が参加し、文化庁との協議も行った。 

  イ 開催日 

    第１回 令和元年１０月６日（日） 

    第２回 令和元年１２月２５日（水） 

⑵ 本計画策定に係る意見交換会 

  伊田坑跡に関連する市民の意見交換会としてワークショップを実施した。 

 令和元年９月９日（月） 参加者：１３名 

 ⑶ パブリックコメント 

   本計画について市民に幅広い意見を聴収し、より良い計画策定の参考とするため、

パブリックコメントを募った。 

  （閲覧・意見提出期間）令和２年２月４日（火）から２月２１日（金）まで 

 

７ 今後の予定 

⑴ 計画書刊行 

  令和２年３月末頃 

 

８ 本計画の概要版 

  別添のとおり 

  



石炭・歴史博物館入館料 5,923

浄化槽電気料及び維持管理委託料 1,418 16,753

図録等売上代金等 774 4,075

オリジナル商品等売上代金 109 消耗品費等 1,661

旅費 443

通信費等 1,525

物販所電気料・水道料 104 印刷費 446

文化振興基金繰入金 6,040 19,931

イベント材料費 21 光熱水費 9,401

一般財源充当分 34,550 修繕料 950

保守点検料 9,079

原材料費 20

燃料費 181

工事費 0

備品購入費 300

30

40,789

4,592

545

616

1,918

98

100

281

1,869

10,019

合計 50,808 50,808

負担金

貸付金

小計

世界記憶遺産活用活性化事業
資金貸付金元金収入

1,869

合計

人件費

旅費

消耗品費

印刷費

通信費等

備品購入費

【世界記憶遺産関係】

事務費

維持管理費

負担金

小計

人件費

田川市石炭・歴史博物館　令和元年度決算見込み

（単位：千円）

歳入 歳出

【博物館維持・運営関係】



  令和元年度 文化事業 事業報告 

 

 

 

 

１ 市民文化祭 

  主に市内で活動する文化団体等による作品展示や舞台発表等を実施するもの。なお、

秋季市民文化祭の一環としてこども音楽祭を実施した。 

 ⑴ 春季市民文化祭 

  ア 時期 ４～５月 

イ 参加団体  １６団体（期間外３団体） 

 ⑵ 秋季市民文化祭 

ア 時期 １０～１１月 

イ 参加団体 ２０団体 

 ⑶ こども音楽祭 

市内等の保育園や小中学校の子どもたちなどが、器楽演奏、合唱、ダンスなど日頃

の練習の成果を発揮する場を提供した。 

  ア 日時 １１月４日（月・祝）１２時３０分～１５時１０分 

  イ 場所 田川文化センター大ホール 

  ウ 参加団体 ７団体 

２ 第２６回懐かしの名画祭 

  懐かしの名画を上映し、映画鑑賞の機会を提供するもの。 

 ⑴ 日時 ７月２７日（土）・２８日（日）いずれも１０時～ 

 ⑵ 場所 田川青少年文化ホール 

 上映作品（邦画４作品） 

  大江戸五人男/銭形平次捕物控 からくり屋敷/赤穂浪士/旗本退屈男 

⑶ 入場料 ５００円 

⑷ 入場者数 ２６３人（２日間延べ人数） 

３ 芸術文化体験事業 

  芸術を愛する心を育て豊かな情操を養うため、小中学生に優れた舞台芸術を身近に感

じることのできる機会を提供するもの。  

 ⑴ 日時 ９月２５日（水） １３：３０～１４：３０ 

 ⑵ 場所 田川文化センター大ホール 

 ⑶ 内容 中国伝統芸術鑑賞会 

 ⑷ 参加者数等 小学校４校、中学校１校 ９７１人（引率教師含む） 

資料１－２ 



文化振興基金繰入金 450

コミュニティ助成事業助成金 4,000 光熱水費 6

一般財源充当分 49,435 施設修繕料 0

火災保険料 80

指定管理運営業務委託料 37,845

指定管理修繕委託料 1,990

施設維持補修工事費 5,387

備品購入費 1,795

小計 47,103

人件費 1,758

報償費 20

旅費 21

補助金・負担金 4,983

6,782

合計 53,885 53,885

【文化振興事業費】

　文化事業　令和元年度決算見込み

（単位：千円）

歳入 歳出

【文化センター・青少年文化ホール運営事業費】



■ 自主事業：7件

事業名 目的･内容等 回数 会場 公演内容 参加者数

1
【鑑賞事業】①
田川プレミアムコンサート

目的：大ホールを使用し、一流のアーティストのコンサートを開催することで、地域の多様な世代の鑑賞者を増やし
ます。メディアを通してではなく、生の声を感じられる公演を通して、文化芸術へ共感する心を育みます。
　
内容：ポップス、ジャズ、演歌など、ジャンルを問わず、現在活躍中の実力と人気を兼ね備えたアーティストの公演
を開催します。実力、人気ともに日本トップレベルの歌手の公演等を開催します。

2 1月26日 （日） 大ホール 「市川由紀乃コンサート」 1,063

2
【鑑賞事業】②
田川ファミリー劇場

目的：田川市に舞台芸術の創作活動を定着させ、人材を育成・発掘し、舞台芸術のもつ力、魅力を広く地域に広める
事を目的とします。

内容：平成26年度に大好評を博した市民参加ミュージカルを、装い新たに企画・実施します。今も市民ミュージカル
の参加希望の声が絶えず、その絆の深さを感じられます。多くの参加者を募り、さらなる達成感を味わっていただ
き、田川市に住まう喜びを共有していただきます。　※自治総合センター助成金申請

1 3月15日 （日） 大ホール
「田川市民参加ミュージカル　ようこそ、ほほえみ
シティへ！」

中止

3
【講演会事業】
文化講演会シリーズ

目的：JAXA宇宙教育センターが、社会教育活動として、宇宙をテーマにした科学教育を通じて子供たちが豊かな心を
育むことを目的として設立した「コズミックカレッジ」を開催します。

内容：太陽系のお話と太陽系惑星模型の工作、宇宙の広さと宇宙人のお話、スペースミッション・ロケットの基礎知
識（ビニールロケット・水ロケットの工作）、水ロケットの打ち上げ

1 7月23日 （火） 大ホール
JAXA宇宙教育センター
「飛び出せ宇宙へ！コズミックカレッジin田川」

80

4
【鑑賞事業】③
『綾小路きみまろ爆笑スー
パーライブ2019』

目的：テレビなどでお馴染みの人気漫談家による爆笑公演を開催することで、中高年に活力を与えることを目的とし
ます。

内容：日本全国各地を爆笑の渦に巻き込み続ける "綾小路きみまろ" の、中高年に愛と尊敬を込めた最強毒舌漫談!!
公演を実施します。

1 12月6日 （金） 大ホール 「綾小路きみまろ爆笑スーパーライブ」 1,180

5
【育成事業】①
TAGAWA塾
～田川の達人を探そう～

目的：田川の人、物、場所の魅力を再発見する企画。普段見過ごしている物への気づきを促し、田川市民としての誇
りと市民が輝くきっかけを作ることを目的とします。

内容：市の達人や名所名跡、特産物等を探します。発見された達人は、参加者の求めに応じ、自身の特技を伝授する
先生となります。教わる楽しみ、教える楽しみ、時間を共有することでコミュニティの拡がりを目指します。

1 10月8日 （月） 大会議室
田川を拠点に活動する筆文字作家
石井ひろみさんの「楽書き筆文字体験教室」

23

6
【育成事業】②
アウトリーチ

目的：次世代を担う学齢期の青少年が芸術・文化を創造するアーティストと交流することで、音楽を含む芸術文化に
関心と親しみをもってもらうことを目的とします。また今後会館に足を運んでもらう切っ掛けにもなります。

内容：指定管理期間に市内の小学校全9校に出向き、芸術鑑賞の機会を提供します。（年2校を予定）

2 10月18日 （金）
鎮西小
伊田小

田川で活動している演奏者による
クラシック演奏会（ピアノ三重奏）

875

7

【施設開放事業】
大ホール独り占め
〜リサイタルin田川〜

目的：大ホールのステージを市民に開放し、ホールの魅力と、会館への親しみを向上することを目的に実施します。

内容：会館が所有するグランドピアノや、各自が持ち込みするアコースティック楽器を用い、反響版とコンサート照
明を仕込んだ大ホールの空間で、一人コンサートの体験の場を提供します。

2
6月29日
6月30日

（土）
（日）

大ホール
大ホールの舞台を貸切で使えるスペシャルデー
ピアノ開放事業

31

■ 共催事業：4件

8
【地域連携事業】①
優秀映画鑑賞推進事業

目的：田川市及び近郊の方々に懐かしい名画を鑑賞してもらうことにより地域文化振興に貢献する。

内容：田川文化連盟・田川市教育委員会と共催。1940年代からの日本の懐かしの名画4作品を1日に3作品ずつ、2日間
にわたり上映。

2
7月27日
7月28日

（土）
（日）

小ホール
「大江戸五人男」「銭形平次捕物控 からくり屋
敷」「旗本退屈男」「赤穂浪士」の4作品上映

263

9
【地域連携事業】②
芸術文化体験事業

目的：小中学生に、様々な芸術・文化公演を鑑賞してもらうことにより地域文化振興に貢献する。

内容：田川ロータリークラブ・田川文化連盟・田川市教育委員会と共催。田川市の小中学生を招待し音楽・演劇等の
芸術鑑賞・ワークショップを行う。

1 9月25日 （水） 大ホール 中国伝統芸術鑑賞会 971

10
【地域連携事業】③
こども音楽祭

目的：田川市及び近郊の子供達の音楽発表の場を提供することによって地域文化振興に貢献する。

内容：田川文化連盟・田川市教育委員会と共催。市内園児、小・中学校の児童・生徒、高校生などによる器楽演奏、
吹奏楽、合唱など、日頃の練習成果を発表するイベント。

1 11月4日（月・祝）大ホール 7団体参加 500

11
【地域連携事業】④
　田川文化連盟芸能発表会

目的：田川文化連盟加入団体の活動発表の場を提供し、市民に様々な芸術・文化公演を鑑賞してもらうことによって
地域文化振興に貢献します。

内容：田川文化連盟の皆様が日頃の練習の成果発表の場として華やかに開催します。

1 12月1日 （日） 大ホール 17団体出演 1,200

令和元年度自主事業実施計画・実績 令和2年3月23日

田川文化センター・田川青少年文化ホール

館長　犬山清文

実施日



■■　筑豊炭田遺跡群とは
筑豊地域はかつて我が国最大の産炭地として筑豊炭田と呼ばれていました。筑豊炭田遺跡群は、筑豊

地域の炭坑関連遺跡のなかでも、筑豊最大級の炭鉱であった三井田川鉱業所伊田坑跡（田川市、以下「伊
田坑跡」）、筑豊地域の石炭流通および保安等の中心だった旧筑豊石炭鉱業組合直方会議所及び救護練習
所模擬坑道（直方市）、筑豊で初めて機械排水に成功した目

　しゃかのお

尾炭坑跡（飯塚市）の 3 つの遺跡で構成さ
れる国指定史跡です。

■■　筑豊炭田遺跡群の価値
（１）遺跡群としての価値

筑豊炭田遺跡群は、我が国を代表する炭田である筑豊炭田の主要な遺
跡群であり、石炭産業を採炭、運搬、労働環境など様々な面から理解す
る上で重要な遺跡です。

（２）伊田坑跡としての価値
●筑豊最大級の炭鉱
伊田坑跡は、筑豊最大規模を誇った三井田川鉱業所の主力坑跡

として高い価値を有しています。明治 33 年に三井鉱山合名会社
が田川採炭組の鉱区を買収し、伊田斜坑に隣接して伊田竪坑を明
治 38 年～ 43 年に開削。当時の日本三大竪坑の一つとして、大正
末期には三池炭鉱に次ぐ大炭鉱の一つとなりました。

●筑豊唯一の竪坑関連遺構
昭和 39 年に閉山した後、ほとんどの炭鉱施設は撤去されまし

た。しかし、明治 43 年築の鉄骨造である第一竪坑櫓 1基と、炭
坑節でも唄われた明治 41 年築の煉瓦煙突 2基が現存します。こ
れらは、筑豊地域に唯一残る竪坑関連遺構であり、筑豊のシンボ
ルです。また、発掘調査により竪坑の巻上機室やボイラー室の基
礎などの遺構、石炭を選別する選炭場の基礎も確認されており、
炭坑のシステムが理解できるため、産業遺産としての高い価値も
有しています。 伊田第二竪坑四尺層着炭内祝記念（明治 43 年頃）

史跡筑豊炭田遺跡群保存活用計画【概要版】
- 三井田川鉱業所伊田坑跡編 -
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（３）炭坑節発祥の地としての価値
「あんまり煙突が高いので、さぞやお月さん煙たかろ」の歌詞
で知られる炭坑節は、伊田坑跡が発祥です。その元唄とされる「伊
田場打撰炭節」は、現存する竪坑櫓の北側に設置されていた、伊
田坑の選炭場が舞台となっています。炭坑節でいうお月さんを煙
たがらせた煙突は、伊田坑跡の二本の煉瓦煙突がモデルです。
伊田坑跡からは、炭坑節の歌詞に登場する煉瓦煙突、竪坑跡、

香春岳、ボタ山を一望できます。

（４）石炭産業を顕彰する石炭記念公園としての価値
伊田坑跡が所在する石炭記念公園には、田川市石炭・歴史博物

館が設置されています。博物館では、ユネスコ「世界の記憶」に
日本で初めて登録された「山本作兵衛コレクション」をはじめ、
大型機械類や復元炭鉱住宅、蒸気機関車も保存され、筑豊の石炭
産業史のあらゆる場面が理解できる展示となっています。
また、公園内には、炭坑の文学碑など石炭産業を顕彰する記念

碑等も設置されています。

■■　史跡としての価値を構成する要素
伊田坑跡の保存活用を考える上で特に重要なものが史跡と

しての価値を構成する要素です。

旧三井田川鉱業所伊田竪坑櫓

竪坑櫓は竪坑上部に立つ構造物で、竪
坑内の昇降用に使用されました。当時
は伊田第一竪坑、第二竪坑にそれぞれ
設置されましたが、現在は第一竪坑櫓
のみ保存されています。現存する鉄骨
造の竪坑櫓は明治 40 年の築造で、平
成 19 年に国登録有形文化財（建造物）
となりました。

旧三井田川鉱業所
伊田竪坑第一・第二煙突

伊田竪坑ボイラー室の排煙用として
築造されました。高さ 45.45m、直径
（頂部／底部）3.1 ｍ／ 5.8 ｍを測り
ます。当初は、東側の第一煙突のみ
が築造されましたが、発電所設置に
よるボイラーの増設にともない、明
治 41 年に西側の第二煙突が竣工しま
した。炭坑節のモデルとなった煙突
として有名で、平成 19 年に国登録有
形文化財（建造物）となりました。

炭坑節に関連する記念碑

博物館が所蔵する展示品・収蔵品

遺構（選炭場）

石炭記念公園内で実施した発掘調査で
は、現在では地上遺構を消失した巻上
機室とボイラー室の建物基礎遺構が確
認されています。前者は現存する竪坑
櫓、後者は煉瓦煙突にそれぞれ附属す
る施設であり、調査の結果、伊田坑跡
における炭鉱施設の時期変遷が明らか
となりました。あわせて確認された選
炭場遺構等とともに調査後は埋め戻し
て保存されています。
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■■　筑豊炭田遺跡群の保存活用に向けた基本理念
筑豊炭田は、我が国最大の産炭地として、明治後期から戦後にかけて膨大な量の石炭を供給し続けて

きました。石炭産業の興隆により筑豊各地には、活気あふれる炭都が出現しました。
しかしながら、昭和 25 年以降、石炭不況とエネルギー転換により、筑豊の炭坑は閉山を余儀なくさ

れました。炭鉱離職者や失業者が発生し、鉱害に苦しむ「疲弊した」姿は、我が国最大の心臓部だった
頃の誇りを失わせ、石炭産業の歴史は脱却すべき負の遺産とさえ言われました。
筑豊炭田が消失して約半世紀が過ぎようとする現在、山本作兵衛コレクション（田川市）が日本初の

ユネスコ「世界の記憶」に登録されるなど、国内外より筑豊炭田の歴史に大きな価値が与えられたこと
で、筑豊の揺らいだアイデンティティを取戻し、地域住民が再度、地域の誇りとして郷土の歴史を語り、
未来へ投射する契機となりました。
今後は、３つの史跡指定地を分かち合う３市が価値を適切に保存し、史跡指定地それぞれの個性を磨

きながら切磋琢磨し、一体感を高める保存活用を推進します。
そして、筑豊地域に暮らす人々や訪れた人々が、筑豊炭田遺跡群が語る物語に触れ、学び、筑豊地域

を巡り、日本の近代化と戦後復興を支えた筑豊炭田という大きな物語を一人ひとりが紡ぎ、未来への羅
針盤としてほしいという思いを基本理念とします。

■■　伊田坑跡の目指す方向
筑豊炭田遺跡群の一翼を担う伊田坑跡として、史跡の価値を損なうことなく次世代へ確実に継承する

とともに、筑豊最大規模の主力坑跡であった歴史を伝える史跡公園としての一体的な保存活用の推進を
目指します。

我が国最大規模の筑豊炭田の物語
を顕在化し、歴史公園（拠点）として
伊田坑跡を守り、継承していく

我が国最大規模の筑豊炭田の物語
を顕在化し、歴史公園（拠点）として
伊田坑跡を守り、継承していく

[伊田坑跡の目指す方向]

目尾炭坑跡

伊田坑跡

旧直方会議所
模擬坑道

[筑豊炭田遺跡群の保存活用に向けた基本理念]
日本の近代化と戦後復興を支えた筑豊炭田の物語を

未来への羅針盤とする

[筑豊炭田遺跡群の保存活用に向けた基本理念]
日本の近代化と戦後復興を支えた筑豊炭田の物語を

未来への羅針盤とする

ナイトミュージアムツアー 石炭を燃やそうデジタル技術を活用した史跡解説
保存活用のイメージ



■■　現状変更
伊田坑跡の史跡指定地には様々な構成要素が存在するとともに、史跡指定地は石炭記念公園としても

管理されています。史跡指定地内でイベントや工事などを行う際には、田川市文化財所管課や都市計画
所管課に申請を行う必要があります。
詳しくは、下記の問合せ先までご連絡下さい。

【問合せ先】
田川市教育委員会　文化生涯学習課文化係　
所在地：田川市大字伊田 2734 番地 1　田川市石炭・歴史博物館内
電話：0947-44-5745

申請者
（公園整備、公園のイベント使用、博物館工事など全ての現状変更行為）

市都市計画所管課

市教育委員会
窓口は市文化財所管課

（現状変更等に関する協議）

（条件付）許可 県教委協議

文化庁審査

不許可（条件付）許可

確認調査 立会調査 現状保存

認めない

公園の利用申請

現状変更等手続きの連携

現状変更等
協議及び申請
（法 125 条）

進達

取扱基準に合致しな　
い行為

（軽微な変更）
掘削を伴わない、かつ
景観に影響を与えない、
または短期間に現状の
変更を行うもの
（法施行令　第 5条）

掘削など、土地の改　
変や景観に影響を与　
えるものを進達

文化庁で審査が行われ、　
文化庁からの回答までに　
約 2～ 3カ月を要す。

公園の利用許可

現状変更等に関する手続きフロー図


