
 
会 議 名 第２回活用調査検討部会（地域活性分科会） 

日   時 平成２３年１１月２７日（日） １４：００～１６：０５ 

場   所 田川市役所 １階大会議室 

活用調査検

討部会 
（17/21 人） 

○検討委員会 

有馬 学会長 

○活用調査検討部会 

（地域活性分科会） 

森山 沾一（代理：     ） 副部会長・分科会長 

西村 栄造（代理：世界遺産登録推進室長 大塚 俊季） 

     （代理：広域地域振興課企画監 飯田 幸生） 

塚元 憲郎（代理：国際経済観光課企画監 江﨑 雅彦） 

永原 譲二（代理：田川郡町村会事務局長 山口 忠信） 

木村 哲也（代理：     ） 

田中 睦久（代理：中島 美紀子） 

井上 薫（代理：糸瀬 サハラ） 

原  博文（代理：管理課長 中村 洋文） 

喜田 信基（代理：飯塚支店長 原 浩志） 

弓部 桂子（代理：浜崎 加代）副分科会長 

     （代理：吉住 由美） 

上野 朱（代理：     ） 

（教育活用分科会） 

清水 憲一（代理：     ）部会長・分科会長 

谷口 治達（代理：     ） 

井上 忠俊（代理：     ） 

是澤 清一（代理：     ） 

藤春 秀徳（代理：     ） 

伊藤 信勝（代理：     ） 

森下 博輝（代理：義務教育課主任指導主事 川島 耕司）

吉栁 啓二（代理：     ）副分科会長 

柏村 晶子（代理：田川市教育委員 毛利 眞一郎） 

林  ムツミ（代理：     ） 

総合政策課 犬丸総務部長、大峯課長、小川推進室長、綿施課長補佐、古木

主任、今城主事（６名） 

出席 
委員 

商工観光課 坂本産業振興部長、谷奥課長、野島課長補佐、森本課長補佐、

手嶋主事、眞杉主事（６名） 
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コ ン サ ル 藤本研究員 

内   容 

別紙参照 
１ 報告事項 
 ⑴ 保存・活用等検討委員会運営支援業務委託事業者の決定

について 
 ⑵ 来館者へのアンケートの実施について 
２ 協議事項 
⑴ 検討課題の整理について 
ア 専門部会の検討範囲について 
イ 検討ステップ案について 
ウ 具体的な検討項目案について 

⑵ 各分科会から意見報告及び意見交換 
⑶ その他 

概 要  

１ 第２回山本作兵衛氏の炭坑の記録画並びに記録文書の活用調査検討部会 
⑴ 報告事項（全体会） 

  ア 保存・活用等検討委員会運営支援業務委託事業者の決定について 
    株式会社三菱総合研究所並びに担当の藤本研究員の紹介を行う。 
  イ 来館者へのアンケートの実施について 
  （委員） 調査時間帯に来館された全員に調査を行うのか、それとも抽出して行う

のか。また、１日どれくらいのサンプルが取れているのか。 
  （事務局） 全員の方にアンケートをお願いしているが、全員お答えいただいてい

るわけではない。１日で約７０程度のアンケートが取れている。調査期間

中で１０００程度のサンプル数を目標としている。 
 ⑵ 協議事項 

ア 検討課題の整理について（全体会） 
（ア） 専門部会の検討範囲について 
（委員） 事務局が考える「活用」とはどういうものか。人がただ来てもらうと

いうことのみを考えているのか。また、山本作兵衛氏は、なぜ膨大な絵

を残したのか、事務局としてどのような認識しているのか考えを聞きた

い。 
（事務局） 活用は、観光という視点だけではなく、絵の中に書かれている当時

の生活や産業など、修学旅行生も含めた多くの人に知ってもらうとい

う考えに立っている。その上で知ってもらうためには田川に来てもら

い、体験してもらうことが大切である。 
（委員） 活用のコンテンツを考えるのが、この部会の課題である。観光で人を

呼んで筑豊地域や田川が元気になってもらえれば、ベストであるが、こ

の部会で検討しなければならないことは、山本作兵衛氏の絵を活用して

どのような仕組みを作るのかということに限定して議論すべきと考え

る。いかに絵を多くの人に知ってもらい、理解してもらう仕組みを考え

ることがこの部会の課題である。それと合わせて、ほかの地域資源の活

用や商店街振興などは、絵を活用しながら田川市の活性化案として検討

すればいいのではないか。 
（委員） この資料を見ていると、田川だけに人を呼ぼうとしていることが前面

 2



に出すぎている。筑豊全体、広域的な視点が見えない。また、田川だけ

が活用に対して突出した印象をあたえると、以前新聞で悪意のある記事

が出たが、他地域（自治体）に悪い印象を与えかねない。今まで田川市

が他地域（自治体）に対してどのような働きかけを行い、どのような回

答があったのか聞かせてほしい。つまり、田川市がどのように筑豊全体

（産炭地全体）としての取り組みに拡大していこうとしているのか。こ

のことをうまく説明を行わないと、田川市と近隣自治体との温度差があ

るという報道をされてしまう。このような印象を与えてしまうことは、

非常によくないと思っている。 
（事務局） 記事の内容は、飯塚市で所有する原画についてＭＯＷに「登録した」

という言葉を使ったチラシを配付していたということであったが、登

録されたのは、田川市及び福岡県立大学が所有している物のみである

ため、飯塚市駐在の新聞記者が飯塚市に対して指摘を行い、田川市に

も飯塚市から「登録」という言葉を誤解していたとの報告を受けたと

ころである。 
      また、田川市も筑豊全体で地域の活性化につなげていくという視点

は、当初から変わっていない。その手法については、４つの部会で検

討をお願いしているところである。また、この４つの部会での答申を

踏まえて、地域の活性化等につなげていくという考えは当初から変わ

っていない。具体的な行動は答申を受けてからとなる。 
（委員） 現在は、田川市が中心となって取り組みを行っているが、今後、広域

的に広げていくということでよろしいか。 
（事務局） 答申を受け、その内容に沿って行っていくということである。 
（委員） ３月に行われる予定の答申は、広域的な視点を入れることとなると思

う。 
（委員） 教育活用分科会の検討課題に「研究機関」の検討が入っている。山本

作兵衛氏の生きた中小炭鉱時代の労働や生活、その他の炭鉱での生活は

どうであったのかなど、絵の時代的な背景やその変化の研究、整理が必

要である。 
また、絵と地域の産業遺産を用い、地域の活性化を図っていく場合は、

まだ、その地域遺産の歴史的な価値ははっきりしていない。これをはっ

きりさせていくことも必要で、そのためには研究が必要である。地域活

性分科会や保存調査、受入環境調査部会において関連するので、全体と

して議論していく必要がある。この活用調査検討部会で研究機関の必要

性を確認させていただき、この研究機関のあり方については検討委員会

で議論をお願いしたいと思っているがよろしいか。 
⇒出席委員の同意を得る。 

（委員） 福岡県立大学にも研究機関の設立の動きがあるため、連携を図ってい

くことも考えられる。 
（委員） ほかに意見がないようであれば、活用調査検討部会については、この

検討範囲で議論を進めていきたい。 
 

（イ） 検討ステップ案について（地域活性分科会） 
 （委員） 産業遺産を使った活用事例も必要だが、ＭＯＷを使った活用事例を紹

介してほしい。 
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（事務局） 再度、参考となるＭＯＷを使った活用事例があるのかどうか検討し

たい。 
 （委員） 確認したいことがある。１つは、山本作兵衛氏の絵は、ＭＯＷに認定

された他の遺産と比べ、特殊なものであるということを認識してほしい。

見せてほしいという要請に対して応えなければならないものである。Ｍ

ＯＷの他の事例にはないものである。 
      もう１つは、今回の山本作兵衛氏の絵のＭＯＷ認定は、九州・山口近

代化産業遺産を世界遺産登録の動きと一体として考える必要がある。筑

豊地区が登録遺産構成リストから漏れたことと、つりあって絵の申請が

あったということである。考えるテーマ・問題は、九州・山口近代化産

業遺産の問題と絡めて考えるべきである。 
      もう１つは、九州・山口近代化産業遺産を世界遺産登録する動きの中

で、候補として落ちたのは、一定の産業遺産が残っている田川市ではな

く、筑豊地区であるということを認識してほしい。さらに付け加えると

なぜ、筑豊地区の産業遺産の保存が悪いのかということも考えながら議

論を進めていく必要がある。 
 （委員） 先進事例として国内事例を紹介する必要があるのではないか。国内の

修学旅行の受け入れのキーワードは、「環境」、「平和学習」等である。身近

なところから考える必要もあるのではないか。 
（事務局） 体験施設やビジターセンターのある石見銀山やかつて東京から修学

旅行に訪れていた三池炭坑等が考えられる。検討したい。 
 

（ウ） 具体的な検討項目案について（地域活性分科会） 
 （委員） 地域活性分科会の議論案で「エコミュージアム」等の発想が記載され

ているが、福岡県と田川地域が共同で進めている広域プロジェクトの内

容とかぶってしまう。この発想は、１つの例なのか、決定事項なのか、

その上で県と共同で行っている現在のプロジェクトとの関係をどのよう

に考えているのか。 
（事務局） この専門部会で議論いただく内容は、あくまでも山本作兵衛氏の絵を

活用する方策の議論をお願いしている。福岡県で考えている具体的な事

業内容を示していただきたい。 
（委員） 最終的な内容をつめている段階で、詳しい内容はまだ言えないが、田川

地域全体を「まるごと博物館」という形で様々な魅力や情報を発信し、体

験してもらうことを考えている。また、観光ボランティアの育成を行うな

ど田川地域のすべての住民が観光客を受入れ、喜んでもらうという考えで

ある。広域的なエコミュージアムにしていくという発想である。福岡県も

山本作兵衛氏の絵についてもこの発想の中で、重要なコンテンツと考えて

いる。 
（事務局） 重なっている部分もあるということであれば、今後、どこかの時点

で、整合性を図っていく必要があると考える。 
 （委員） 今後、福岡県内の至る所で産業遺産が世界遺産登録されれば、今回と

同じようなことが起こりえると思うが、福岡県としてどのような考えが

あるのか。つまり、広域的な取り組みは県の出番となるのではないか。

 （委員） 今後、同じようなことは起こりえると思う。福岡県としては現在、筑

豊地区でいえば、田川地域や直方地域などまとまりのある地域を基本と
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して事業を実施している。産業遺産で広域的な取り組みが必要との考え

が出れば、検討することとなる。 
 （事務局） 委員から福岡県の「まるごと博物館」構想を聞かせて頂いたが、田

川地域でも田川地域全体を１つのブロックと捉え、市町村及び商工会

議所等から負担金を出し合い、来年４月から広域観光協会を立ち上げ

る計画がある。一方で福岡県にも同じような計画があるため、先般、

町村会会長である大任町長と福岡県に対して地元主体で事業を行い、

その中で福岡県も積極的な関わりができないかというお願いに出向い

た。結論はまだ出ていない。 
 （委員） 事務局の話は、関連はあるがこの部会とは直接関係のない話であるの

で、これ以上の話はしないこととしたい。ただ、広域的な議論や山本作

兵衛氏の絵の活用に限定した議論をいう話が行き来することが多く、非

常にわかりにくい状態である。 
 （委員） 先ほどの議論に戻るが、山本作兵衛氏の絵の活用に限定した議論をお

願いしたい。 
 （委員） 田川に来ていただくことが大切であるが、食事場所や休憩、宿泊する

場所がないという声をよく聞く。 
 （委員） この部会の中で産業、企業として協力できることを考えていきたい。

企業のイメージアップにもつながるのではないか。 
 （委員） 田川市石炭・歴史博物館で商品の販売をしているが、当初、お客様の

要望としては、博物館の位置がわかりづらいとか、食事場所を知らせる

手段がないなど基本的な部分の要望が多かった。現在、改善しているか

というと疑問である。また、受入れ側のお客様に対する「おもてなし」

の気持ちがないように思える。語り部の方がよい印象を与えても受付の

対応など周りの方が悪い印象を与えてしまっては、せっかく田川にはす

ばらしいものがあるにもかかわらず、お客様に届いていないまま田川を

後にしているのではないかと感じている。 
      また、１泊２日の教育観光というテーマが上がっているが、自分の修

学旅行の体験を言わせていただくと、印象に残ることは立派な建物で何

かを見たということではなく、そこで地元の人とのふれ合いや体験を聞

いたことのほうが記憶に残っている。ハード面も大切であるが、ソフト

面で温かみのある発想が大切である。 
 （委員） 「教育観光」とはどういうことを意味しているのか。 
（事務局） 文化や歴史を学習しながら観光するということを「教育観光」とい

う言葉で表している。 
（委員） 「教育観光」の視点も必要と思うが、地域を活性化しようと考えれば、

人に来てもらわなければならない。人の心にふれ合い、体験し、来て楽

しいという「観光」という視点も必要である。もう少し間口を広げた議

論が必要ではないか。 
 （委員） 多くの人に来てもらうためには、多くの人に知ってもらうことが必要

である。知ってもらうためにはどのような方法を用いれば効果があるの

かということの検討が必要である。インターネットに掲載するだけでは

対象も限られる。 
（事務局） 事務局が考える「教育観光」とはどういうものかということを第３

回活用調査検討部会で事例紹介の中で提示したいと思う。 
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 （委員） 教育観光という言葉にとらわれる必要はない。多くの人が来れば、８、

９割は単なる観光となる。ただ、もっと深い部分で感じてくれる人が出

てくればいいと思う。また、お客様にどこに来ていると思ってもらいた

いかと考えると「炭都田川」であると考える。「炭都田川」とは何だった

のか、なぜ今の人は知らないのかという視点に立って今後議論をしてい

けばよいのではないか。 
また、活用調査検討部会で議論した内容を検討委員会に報告を上げて

いただくが、方向性を整理して報告していただければ検討委員会で議論

しやすい。たとえば、福岡県の実施する「まるごと博物館（エコミュー

ジアム構想）」との整合性を図る必要があるという形で報告して頂ければ

議論がしやすくなる。 
      活用調査検討部会では山本作兵衛氏の絵を見て頂くということを基本

として議論が進んでいくと思われるが、保存調査検討部会から絵の活用

について強烈な押し戻し（強い意見）があると考えられる。山本作兵衛

氏の絵は画用紙の上に水彩絵の具で描いたもので、その絵を文化財とし

て取り扱うという試みは、ほかに例を見ない最先端の取り組みを行って

いる。保存側とその議論を行わないといいものは生まれない。 
      また、田川市にお願いしたいが、山本作兵衛氏の絵が物としていかに

脆弱なものということをきちんと知らせてほしい。なぜ、この程度の展

示になるのかということを知らせる必要がある。そのために入館料を上

げ、一部保存にあてればよいのではないか。その趣旨や目的をパンフレ

ットでお知らせして理解してもらえばよいと考える。また、来年の記念

式典で紙の専門家に講演をいただき、保存状態等を市民に対して知らせ

る必要がある。 
 （事務局） 今後の活用調査検討部会で議論を進めやすくするためも次回の活用

調査検討部会で受入環境調査部会において現在協議している内容を提示

したい。 
 （委員） 市民の盛り上がりがないのではないか。市民と一緒になって、盛り上

がって活用策の議論をする機会が必要である。また、絵を活用して田川

のイメージチェンジを図る必要がある。その方策を考えていく必要があ

る。 
 （委員） 次回の事例紹介ではどのようにイメージチェンジが図られたかという

視点で紹介を行ってもらいたい。地域活性分科会において、今後、今回

提示した内容で検討していくことでよろしいか。 
     ⇒出席委員の同意を得る。 
 
イ 各分科会から意見報告及び意見交換（全体会） 

  （教育活用） 
（ア） 教育現場で作成された教材又はビデオ等は残っているが、どこに保存さ

れているのかわからない。教材等については、組織的に収集して確認して

いくことが確認された。 
（イ） 山本作兵衛氏の絵について、記録が持つ意味を研究機関で研究してもら

うと同時に、なぜ絵を描いていったのか、絵に対する情熱を支えたものが

何だったのかということを教育にも活用しなければならないという意見で

あった。その観点で「山本作兵衛論」の研究も行ってほしい（要望）。 
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（ウ） 知識として蓄える、教えられて知る、見るということだけではなく、露

頭や機械を整備するなどして体験させることが必要ではないかという意見

であった。 
  （地域活性） 
   上記のとおり 
  （意見交換） 

 （委員） 弓削田小学校で山本作兵衛コーナーを設けているが、世界記憶遺産登

録を機に子どもたちの中に筑豊や田川、祖父母の見る目が少しずつ変わ

ってきていることを感じる。教師も勉強をしてきちんと伝えていく必要

があると感じた。 
 （委員） １２月１９日が山本作兵衛氏の命日であるが、事務局として何か行う

予定はあるのか。 
 （事務局） 山本家と相談して必要があれば検討していきたい。 
 （委員） 私も教育の中で石炭を知らない。石炭とは何なのか、その果たした役

割を子どもたちに知ってもらうことも必要ではないか。 
ウ その他 

    特に意見なし 
 

次回会議 日 時：平成２３年１２月２５日（日）１４：００～ 

 


