
 
会 議 名 第３回活用調査検討部会 

日   時 平成２３年１２月２５日（日） １４：００～１６：３０ 

場   所 田川市役所 １階大会議室 

活用調査検

討部会 
（16/21 人） 

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主幹 髙田 裕康） 

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：副理事長 村上 忠輔） 

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：     ） 

田川市 松岡副市長 

石炭・歴史博

物館 安蘓館長、福本主任（２名） 

出席 
委員 

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） 



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（５名） 

コ ン サ ル 藤本研究員 

内   容 

別紙参照 
１ 報告事項 
  来館者へのアンケート結果について 
２ 活用事例の紹介について 
 ⑴ 海外の MOW 活用事例 
   アンネ・フランクの日記 
⑵ 海外の近代化産業遺産（石炭・鉄鋼等）活用事例 
ア コンウォール（英国） 
イ ブレナヴォン（英国） 
ウ アイアンブリッジ（英国） 

⑶ 国内の産業遺産活用事例 
  ア 石見銀山 
  イ 三井・三池炭坑 

概 要  

１ 第３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 来館者へのアンケート結果について 
   事務局から「田川市観光アンケート調査集計結果報告書」を説明。 
  （事務局） 事務局としては、多くの課題があるとは思うが、特に注視すべきもの

は、問６、７の滞在期間や観光時間があげられる。観光客の５割程度の

方が、石炭・歴史博物館で山本作兵衛氏の記録画等を見た後にすぐに本

市から離れていく結果となっている。いかに田川に留まって頂くか、大

きな課題と感じている。 
また、現在、活用調査検討部会での議論内容や１泊２日の教育的要素

を取り入れた観光、いわゆる滞在型観光への転換など今後の議論の方向

性もこの調査によって裏付けられたと感じている。 
        なお、ご意見の中に来館者の満足度を向上させる、リピーターにつな

がる、また田川のイメージを変える重要なヒントが隠されていると思う

ので、この結果は、石炭・歴史博物館を始め、各部会の事務局等へ情報

提供を行い、有効活用していきたいと考えている。 
  （委員） アンケートを平日に実施しているので、年代は高齢者が多いと思うが、

土日祝日の来館者の状況はどうか。 
  （事務局） 私の印象は、観光バスによる団体客が多い。平日の３倍程度の来館者

がある。来館者の年代は把握していない。 
  （委員） 観光バスが多いということであるが、どれくらいの頻度で来ているのか、

また企画会社からの反応はあるのか。 
  （事務局） 会社名は言えないが、熱心な会社もある。年末にも多くの企画ツアー

を計画している。会社によっては、来館後、公園内で炭坑節を踊る企画

もあった。また、事前にツアーガイドが学習をするため資料を要望され

た会社もあった。その他にもいくつも指摘、要望を受けている。 
        また、1 校だけであったが、県内の県立高校９クラスが見学に来たが、



施設的にも非常に対応が難しかった。今後、修学旅行の受入を行うため

の体制等の整備が必要と認識をしている。 
  （委員） 高齢者が良い印象を持って帰っているので、この年代のリピーターをい

かに増やすのか、また若い年代（修学旅行を含む。）の方をいかに来館し

てもらうかを考える必要がある。また、問１３では道の駅への観光が多く

あるので、これをどう伸ばしていくのかという視点がないといけないので

はないかと思う。問１０ではボランティア育成の要望があるが、県立大学

にある山本作兵衛さんを読む会の１０人程度はボランティアとして活用で

きるので、今後博物館と連携していくことも考えられる。 
       また、一般的な観光バスというよりも、生涯学習セミナーなど研修バス

がかなり来ているのではないか。 
  （事務局） バスの内容は、把握していない。今後資料が用意できるものは提出し

たい。なお、ボランティアについては、ご指摘のとおりであるが、当初、

企画展前に整備を行う予定にしていたが、微妙な問題があり、新年度で

対応する予定である。また、施設の整備等はすぐには難しいが、その他

の課題においては、できるものから新年度に関係機関と協議して対応し

ていく予定である。 
アンケートに関しては、関心のある方が答えていると感じている。若

い方は興味を示さず、反応していなかったように思える。したがって、

博物館に来ている方は、高齢者ばかりではない。 
  （委員） 事務局から滞在型の活用策の提案も出たが、その内容をどう考えるのか、

また、修学旅行の受入は現時点では難しいとのことであるが、どこを、ど

のように改善すべきであるといった対応案を委員の方々から提案をして頂

きたい。ボランティアにおいてもどのような形がいいのか、対応策を提案

して頂きたい。 
 
⑵ 活用事例の紹介について 

  事務局から国内外の活用事例を説明。 
  （委員） アイアンブリッジは整備が進んでいるが、整備のための初期投資の負担

はどうなっているのか。 
  （事務局） 政府から不動産開発の提案が行われ、公共事業に近い形で開発が進ん

だ。その後、宝くじ助成事業、ユーロファンドなどを活用して財団を作り、

その資金をもとに不動産を買い取り、開発が進んだようである。その中で

博物館が成功して土地等の価値が上がり、さらに土地を売ることによって

収益の均衡を保った状況である。 
  （事務局） ハード面で観光客を引きつけた施設は、魅力が薄く一過性のものが多

いと感じる。ソフト面で活用策を研究していかないと海外の事例とは違

い、潤沢に資金があるわけではない。整備後の維持管理コストなども考

え、研究を進めていく必要がある。また、民間会社からの投資（民間活

力の導入）についても研究が必要である。 
  （事務局） 国内の事例を見ても、資金繰りに大変苦労している。観光客が来ても

見合うだけの収益が上がっていない。施設の維持管理をどの程度行うの

かということが難しい。 
  （委員） アンネ・フランクの日記で年間１００万人の観光客は、どの程度の滞在

期間で、どこに宿泊しているのか。また、コンウォールは避暑地と聞いた



が、避暑地としての観光客はどの程度来るのか。また、三井三池炭坑の事

例紹介では、東京の高校の修学旅行を受け入れたとの報告があったが、田

川には英彦山やその他の地域資源があるが、修学旅行への活用についての

意見を伺いたい。以上３点をお聞きしたい。 
  （事務局） アンネ・フランクの日記の観光客の動向について、調査したが具体的

な資料はない。コンウォールは避暑地であるが、避暑地としての観光客

と産業遺産とのつながりは、はっきりしていない。また、修学旅行の件

については、今後その他の近代化産業遺産群の中での田川市のビジター

センターなどの位置付けがはっきりすれば、十分可能性はあると考える。

  （事務局） 現在の状況を一過性にしないということが最大の課題であるが、海外

の事例は継続して観光客が訪れているのか。また、ブレナウォンは非常

に交通の便が悪い（不便な土地）との説明があったが、具体的な状況を

教えてほしい。 
（事務局） 継続的に観光客が来ている。理由としては定期的な顧客として２～３

割程度は修学旅行生が来ている状況である。リピーターも多いと聞いてい

る。また、ブレナウォンは、公共交通機関は全くなく、車で行くしかない

場所であり、ロンドンから５時間程度かかる。 
  （委員） 資料３２Ｐの教育関連活動（学習プログラム開発や出張授業等）の詳し

い内容についてお伺いしたい。 
  （事務局） 出張授業では、社会科としての学習はもとより、蒸気等を題材とした

物理の資料として活用されていた。講師は博物館の方が務めていた。 
  （委員） プレゼンの中で「リアリティ」や「忠実」などが強調されていたが、田

川地域の中でそのような素材や資源は存在していると思うか。 
  （事務局） 次回以降の議題に関係してくるが、個人的にはかなりあると思ってい

る。皆様が思っている以上に特徴的なエリアであると考えている。 
  （委員） 要望であるが、次回会議で実際の運営方法や財源（資金）の面で詳しい

資料の提供をお願いしたい。 
  （事務局） 国内であれば、資料を提供できる。 
  （委員） 運営方法や財源（資金）の面は大きな問題で、活用調査検討部会として

も方向性を検討しなければならない問題である。 
       なお、アイアンブリッジは土地開発公社を活用して開発し、土地の価値

を上げ、それを利用したケースであるので非常に特殊な例である。むしろ、

この部会で検討すべき課題は、「民間活力をどのように活用するのか」とい

うことと考える。１つのモデルとして、ＮＰＯ法人大牟田・荒尾炭鉱のま

ちファンクラブなどが参考になるのではないか。このような活用方法も考

えていく必要がある。この活用方法についても立ち上げや担い手の育成な

どかなり難しい面もある。今から話を行う「エコミュージアムあるいはエ

コミュージアムの手法」についても関連がある。 
 

※ 国内の事例を用い、エコミュージアムあるいはエコミュージアムの手法

を説明。 
 
      （主な内容） 

ここでエコミュージアムとは何なのかということを確認しておく必要が

ある。外部から来た人がビジターセンターや博物館などの中核施設にやっ



てくる。そこで周辺の様々な地域資源を結びつけ、案内するという仕組み

である。そこで中核施設で持たなくてはならない機能がある。それは資料

を収集したり、保存したり、研究したり、教育に活用するなどの機能であ

る。そこで活用調査検討部会としては、山本作兵衛氏の記録画等を中心に

考えながら、山本作兵衛氏の生きた中小炭鉱時代の文化、労働や生活を知

ってもらい、体験してもらう仕組みを考えていく必要がある。 
事例として有名な地域は、萩市である。注目すべき点は、市民と行政が

一体となって活動し、「遺産」を「資産」として再発見していくことや、あ

りのままを現地で展示してわかりやすく解説するとともに、それらを根拠

とした新たな文化活動を展開していくなどを掲げ、現在取り組んでいると

いうことである。そこで注意すべき点は、エコミュージアムの手法は、い

かに観光客を呼ぶかということではなく、そこに住んでいる人が地域の文

化を発見してそれを誇りに思ってどう表現していくか、また、その価値を

考え、どう取り組んでいくことがエコミュージアムの手法で重要なことで

ある。 
       また、観光による地域活性化におけるガイド養成では長崎市に学ぶべき

と考える。ガイド養成を行う際の総括文書（取り決め等）が整備されてお

り、ガイドマニュアルやガイド５か条なども整備され、共通化されている

という大きな特徴がある。 
       なお、各地で産業遺産を地域資産として位置付け、地域の活性化を図る

にはどうするかという点で、ただ観光資源として活用するのではなく、地

域のアイデンティティとしての意義付けがなされている。 
       そこで各地とも人が来てもらうことで自分たちも元気になるという考え

からエコミュージアムの手法を取り入れ、施設等で住民参画型による各種

取り組みが行われている。また、地域資産が持っている価値を確認してい

く作業を必ず行っていることやその他資産（食べ物、伝統行事等）と結び

つけ活用している。その他にも大学や初等、中等教育や地域学習と結びつ

け活用している事例もある。また、それらの事例ではガイドブックの作成

や情報提供などがきちんと行われている。このようなことを念頭に置きな

がら、山本作兵衛氏の記録画等を中心に考えながら、田川地域の活性化の

仕組みや運営方法の方向性を出していければよいのではないかと思う。 
  （委員） 田川地区では福岡県が行う「まるごと博物館」構想があり、共通する面

が多くある。また、過去にも清水部会長が報告していただいた内容と同じ

ような事例も田川にも見受けられた。また、現在、地域住民の具体的な動

き（ホルモン、お酒など）も出てきていることから、このような動きをど

う戦略的に結び付けていくかが課題である。 
  （事務局） たくさんの良いアイデアを頂いたが、これをどう実行するかが一番の

課題である。また、報告として三重県では「まちかど博物館」という取

組を行っている。これは県内数百箇所で個人が持っているコレクション

等を仕事場や個人の家で展示するというものである。三重県の県立博物

館建設の動きと重なり、住民が主体的に事業を行っている。 
  （委員） 新年からは具体的な議論、報告書づくりを進めるべきと考えている。ま

た、議論を行う中で受入環境調査部会との調整も考えられる。 
 
 ⑶ その他 



   委員からの講演会の提案について 
  （委員） 活用調査検討部会において、今後のビジョン等を考える上で議論のヒン

トを得るため、専門家の講演を聞いてみてはどうか。 
  （委員） この件の取扱いについては、事務局並びに部会長及び副部会長で協議さ

せて頂きたい。また、報告書を作成するという時間的な問題もあるので、

判断を部会長、副部会長に一任して頂きたい。 
       ⇒他委員了承。 
 

次回会議 日 時：平成２４年１月３１日（火）１５：００～ 
場 所：１階大会議室 

 


