
会 議 名 第３回記念式典検討部会 

日   時 平成２３年１２月２６日（月） １０：００～１１：１５ 

場   所 田川市役所 １階 大会議室 

記念式典討

部会 
（9/9 人） 

１ 出席委員 

名和田 新 （代理：     ）部会長 

高瀬 春美 （代理：     ）副部会長 
森山 沾一 （代理：     ） 
松岡 博文 （代理：     ） 
佐渡 文夫 （代理：鶴我 正司） 

藤春 秀徳 （代理：     ） 

大宅 俊一 （代理：     ） 

久永  明 （代理：     ） 

高尾 美津子（代理：     ） 

２ 欠席委員  なし 

総務部 犬丸総務部長 

教育部 万田教育部長 

総務課 日野課長、峯課長補佐、児島係長、嶋田主事（４名） 

総合政策課 大峯課長、小川室長、綿施室長補佐、古木主任、今城主事 

（５名） 

学校教育 籔亀小学校校長会代表、猪上中学校校長会会長（２名） 

出席 
委員 

コ ン サ ル なし 

内   容 

報告事項  
 第２回記念式典検討部会での主な意見について 
協議事項 
 ⑴ 世界記憶遺産登録記念式典の開催計画について 
⑵ 記念式典の開催内容について 
 

概 要  

 
１ 開会 

 
２ 報告事項 
事務局から一括説明 
 
（委 員） 前回意見があった国旗掲揚、国歌斉唱について各委員からのご意見をい

ただきたい。 
（委 員） 国内の世界遺産に関する式典に前例はないのか。 
（事務局） 西暦 2,000 年以降で登録された国内の主な世界遺産について調べたが、



記念式典等のプログラムに国歌斉唱は確認できなかった。また、国旗掲揚

については、市の公式行事であるので、実施を想定している。 
（委 員） 本件については、世界遺産推進室を通して文化庁に相談し、整理をさせ

ていただきたい。 
 

３ 協議事項について 

 ⑴ 世界記憶遺産登録記念式典の開催計画について 

  事務局から一括説明 

 （委 員） 開催計画テーマの英文について、「作兵衛さんから」は「From Sakubei」

となっているが、作兵衛氏は亡くなられているので、「Sakubei」の前に何

か語句を入れなくて良いのか。 

 （委 員） この英文は、専門家等に確認したものであるのか。 

 （事務局） 総合コンサルタントである三菱総合研究所に確認済みである。また、ア

ドバイサーである加藤康子氏にも確認済みである。 

 （委 員） この意見について、再度加藤氏に確認をお願いしたい。 

 （委 員） 共催・後援の依頼先について、「九州・山口の近代化産業遺産群」世界

遺産登録推進協議会を入れてはどうか。また、田川郡については町村会以

外で対象となる組織はないのか。 

 （事務局） 「九州・山口の近代化産業遺産群」世界遺産登録推進協議会については、

来賓、招待の依頼先として想定していたが、共催・後援の依頼先としては

未検討であった。また、田川郡については、代表するものとして町村会を

あげている。 

 （委 員） 田川地域全体の観光推進の組織ができつつあるが、これについても設立

後に共催・後援の依頼先として含めていくのか。 
 （委 員） 田川郡については町村会の他に議長会を含めるべきではないか。 
 （委 員） 田川郡の商工会関係の組織はどのように取り扱うのか。 
 （委 員） 先に意見があった、田川市郡の広域観光協会が加わることとなれば、商

工会関係の組織も構成団体として加わることとなる。発足した段階で加え

るという方向で決定すれば事務局で対応できると思われる。 
 （委 員） それでは、その方向で事務局に対応をお願いしたい。 
 
⑵ 記念式典の開催内容について 

  事務局から一括説明 
 
（委 員） 講師として記載されている方については、講演等の経験を持っている方

であるのか。経歴等を確認しないと人選が難しいので資料等の提供をお願

いしたい。また、内容についても案があれば教えていただきたい。 
（事務局） ジョイ・スプリンガー氏、マイケル・ピアソン氏については、今回の世

界記憶遺産登録に際し、ご尽力をいただいた方であり、国際的に活動をさ

れている方であるので、講演等には十分対応していただけると思われる。

また、文化庁長官については、ユネスコ日本政府代表部特命全権大使を務

められており、講演等には十分対応していただけると思われる。資料につ

いては次回会議にて提示させていただきたい。 
なお、内容については世界記憶遺産に関係する内容を想定しているが、

詳細については未定である。 



（委 員） 第１部の時間が非常に長い印象があるので、第１部を短縮し、第２部に

充てることはできないか。 
（委 員） ジョイ・スプリンガー氏やマイケル・ピアソン氏への連絡や内諾は取れ

ているのか。 
（事務局） 最終的な内諾は頂いていないが、連絡は取れている。 
（事務局） 加藤康子氏を通じて、本市の意向を伝えており、正式な回答は頂いてい

ないが、前向きな発言を頂いているということで、日程調整をお願いして

いるところである。 
（委 員） 時間の制約が多い中で、シンポジウムは難しいと思われる。また、講演

も、難しい、固い内容にしない方が良いのではないか。 
（委 員） 幅広い分野の聴衆が来場するので、講師や講演内容については十分に協

議して臨まないと間延びして飽きられてしまう可能性がある。 
（委 員） 講演の時間を短縮してはどうか。 
（委 員） ある程度連絡を取っているのであれば、お呼びして、発言の席を設けた

うえで、時間調整を行う方法しかないのではないか。 
（委 員） 文化庁長官の出席については確定しているのか。 
（事務局） 文化庁を通してご臨席の要請を行っており、内諾を頂いている。 
（委 員） 加藤康子氏の対応について、素案１及び２の違いはどういったものか。

（事務局） 素案１では来賓の祝辞、素案２ではシンポジウムをもってご発言の席を

設けている。 
（委 員） 大臣、知事等については具体案があるのか。 
（委 員） 来賓祝辞の人数は何人程度を予定しているのか。 
（委 員） 素案１の大臣、知事は、どちらか一方が発言するということか。 
（事務局） 具体的な人選は未定であるが、人数は両案とも２人を想定している。 

素案１については、大臣又は知事のどちらかを想定している。 
（委 員） 大臣、知事の両方が出席となった場合は、２人とも祝辞を頂いた方が良

いと思われる。 
（委 員） 講演という形式を取らなければ、６０分等の比較的長い時間に縛られな

くて良いのではないか。 
（委 員） 基本的には素案１をベースとして講演の部分を調整する形が良いと思わ

れる。世界記憶遺産については、既にテレビ等のメディアで取り上げられ

ているので、そういったものを活用した形で、プレゼンテーションによる

講演をしていただいてはどうかと考える。 
      また、シンポジウムについては、６０分では足りないと思われる。各部

会の紹介を織り込みたいのであれば、素案１の中で、各部会の取組みを総

括した後に、各部会長が一言挨拶する程度にとどめた方が良いと思われる。

（委 員） 講演内容については、主催者側からある程度趣旨に沿った提案をする必

要があると思われる。 
（委 員） ジョイ・スプリンガー氏とマイケル・ピアソン氏で講演内容に違いがあ

るのか。 
（事務局） ジョイ・スプリンガー氏は、ユネスコとして登録を行う側の視点で、マ

イケル・ピアソン氏は世界記憶遺産を申請する側の視点でお話しいただけ

ると思われる。 
（委 員） 内容については主催者側からあまり制約できるものではないと思われる。

時間の制約であればお願いできると思われる。 



      また、開式前にオープニングとして炭坑節の演奏等のプログラムを入れ

てはどうか。 
（委 員） ビデオ上映の内容はどういったものか。 
（事務局） 現時点では石炭・歴史博物館で上映しているものを想定している。 
（委 員） 素案１と素案２のどちらを基本とするかの整理を行いたいが、素案１を

基本として内容を精査していく形でよろしいか。 
≪委員了承≫ 

（委 員） シンポジウムについては、各専門部会の活動を外部に示す意図も含まれ

ていると思うが、そういったものを素案１のプログラムの中に組み込むこ

とができれば良いと思われる。 
（委 員） 基調講演は第２部で行ってはどうか。 
（委 員） マスコットキャラクターの披露は第１部でも良いのではないか。 
（委 員） 第１部と第２部の間でどうしても客席が空いてしまうことになるので、

海外からお招きするのであれば、確実に聞いていただけるように計らうべ

きではないか。 
（委 員） 今回の世界記憶遺産の登録と今後の推進については、今回講師としてお

招きする方々の協力が必要不可欠のものであり、この事実を十分に考慮し

ていただいた上で、式典のプログラムの検討をお願いしたい。 
      また、検討委員会及び専門部会の取り組みについて、記念式典の中でど

のように示していくのかという点も考慮していただきたい。 
（委 員） 来賓祝辞については、文化庁長官を含めてもよいと思われる。 

また、基調講演の部分は、ミニシンポジウムのような形とし、加藤氏コ

ーディネートのもと、ジョイ・スプリンガー氏、マイケル・ピアソン氏、

文化庁長官、及び検討委員会会長がそれぞれ５分から１０分程度発言し、

残りの３０分程度で内容をまとめるという形で、６０分で収めてはどうか。

（委 員） 小学生、中学生の作文の朗読の部分について、表彰が含まれているのは

募集や選考を行うということか。また、実施する場合はどこの機関が行う

のか。 
（事務局） 表彰は選考結果として行うことを想定している。実施にあたっては学校

と協議して行う予定である。 
（委 員） 表彰が本当に必要かどうか、再度検討をお願いしたい。 
（委 員） 総踊りや別のアトラクションとして、田川創作炭坑節ＣＤＲ２１の演舞

     を組み込んではどうか。 
（委 員） 福岡県立大学学生の研究発表は１０分で十分であるのか、また、内容や

手法はどういったものを想定しているのか。 
（委 員） 具体的には、「山本作兵衛さんを〈読む〉会」に大学院生が参画している

ほか、教員志望の学生が作兵衛さんについての授業を行っている。またボ

ランティア活動も行われているので、そういたものを題材に、プレゼンテ

ーションができると思われる。 
 
（事務局） 小学生、中学生の作文の朗読については、プログラムとしては非常に有

難いものではあるが、その前段として子どもたちへの十分な指導期間がな

いと趣旨に沿った内容を書くことは難しいと思われる。 
      また、実施するのであれば、全校に募集するなど、全体での取り組みと

ならないとプログラムとして盛り上がりに欠けるのではないか。 



（委 員） 作文の件については事務局で検討をお願いしたい。 
（委 員） 式典の最後は総踊りで大きく盛り上げていただきたいが、正調炭坑節以

外の曲まで含めるのは難しいと思われる。「画描きの作兵衛さん」を取り入

れるのであれば、曲と踊りの紹介のみであれば可能であると思われる。 
（委 員） 「創作炭坑節」や「画描きの作兵衛さん」は覚えやすい内容であるので、

オープニング等で最初に行ってはどうか。 
（委 員） 田川創作炭坑節ＣＤＲ２１であれば第２部のオープニングでもよいと思

われる。 
 （委 員） マスコットキャラクターについてはどこの機関が選定等を行うのか。 
 （委 員） マスコットキャラクターは作兵衛氏のキャラクターということか。 
 （事務局） 庁内に検討組織を立ち上げ、手法やキャラクターテーマ等について検討

を進める予定である。 
（委 員） アトラクションの内容について、後日事務局と相談をさせていただきたい。

 （委 員） 事務局の方で各委員の意見を集約し、次回会議までに開催内容案の作成

をお願いしたい。 
 
４ その他 
（事務局） 次回の記念式典検討部会については、１月中旬で調整させていただきたい。

（委 員） 式典開催に向けての様々な準備が必要であるので、次回の第４回会議で最

終案を決定いただくという前提で調整させていただきたい。 
５ 閉会  
 

次回会議 

日 時：平成２４年１月中旬 
場 所：未定 
内 容：未定 
 

 


