
 
会 議 名 第４回活用調査検討部会（地域活性分科会） 

日   時 平成２４年１月３１日（火） １５：００～１７：２０ 

場   所 田川市役所 １階大会議室 

活用調査検

討部会 
（14/21 人） 

○検討委員会 

栗原 祐司副会長 

○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補佐 大塚 茂雄）

     （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：緒方 恵美） 

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 

出席 
委員 

石炭・歴史博

物館 安蘓館長 



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 
⑴ 山本作兵衛氏の炭坑記録画～将来的な活用イメージ全体像

案～について 
⑵ 学びの旅プランにおける｢学びの仕組み｣（案）の作成につ

いて 
ア グループ分け及びグループ討議における協議内容につい

 て 
  ○協議内容 
   ・学びの仕組み（案）の作成について 
   ・将来的な活用イメージ全体像案について 
   ・世界記憶遺産センター（仮称）の機能について 
イ グループ討議 
ウ その他（参考資料） 
・田川エリアの遺産（九州経済産業局作成の「産業遺産を

活かした地域活性化への民間活力導入に関する調査報告

書抜粋」 
・田川エリアの遺産一覧（田川市作成） 

⑶ 各グループからの意見報告及び意見交換 
⑷ その他 

概 要  

１ 第４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 
 （委員） 協議事項に入る前に、協議の前提として部会員の皆様ともう一度、確認し

ておいた方が良いと思い、田川市石炭・歴史博物館の職員がまとめた「ユネ

スコ世界記憶遺産「山本作兵衛コレクション」について」を配付した。この

論文には、今後の活用を考える上で、基本的な問題や確認すべきことがきち

んと整理されている。たとえば、世界がこの絵をどのように評価しているか

などの点である。この点などを踏まえて、活用の仕組みをどのように作って

いくかということを考えていきたい。この論文には、絵の価値や研究分野に

ついてもきちんと整理されている。 
また、現在、受入環境調査検討部会でも議論されているコア施設としての

「世界記憶遺産センター（仮）」について、その具体的な機能や機能実現のた

めの必要面積などを活用調査検討部会から受入環境調査検討部会へ要望を出

していくべきと考える。その重要な機能の 1 つとして、研究機能がある。そ

の研究内容等についてこの論文を参考にしていただきたい。 
      また、昨年末に田川市が韓国に先進地視察を行ったが、その際の新聞記事

を抜粋した。韓国で世界記憶遺産をどのような形で保存活用しているのかと

いう点で参考にしていただきたい。 
      なお、活用を考えていく上で、重要なのは山本作兵衛コレクションを通し



て何を学ぶか、伝えるかということである。その上で活用策の検討を行う場

合の共通認識を持つ必要がある。活用の仕組みを作る上での５つの視点を掲

載している。本日協議する学びの仕組みを考える上での視点と共通している。

      また、本日、世界記憶遺産センター（仮）の機能について協議を行うが、

配付資料には全体像として機能は記載しているが、その機能には、「博物館機

能」と「ビジターセンター機能」の２つの機能があるので、改めて認識して

いただきたい。 
      以上のことを念頭に本日の協議に入っていきたい。 
 
⑴ 協議事項 
ア 山本作兵衛氏の炭坑記録画～将来的な活用イメージ全体像案～について（全体

会） 
  事務局から資料説明及び分科会で協議する学びの旅プランにおける｢学びの仕

組み｣協議の際のポイントを説明。 
 （委員） 提示された学びの仕組みの内容は、部会員から出されたものか。 
 （事務局） 例示として事務局が作成したものである。 
 （委員） 事務局の提案の中で、学ぼうとする人がどのようなことを感じられた

ら良いと考えているのか。 
 （事務局） 資料に提示した５つの学びの観点を体験等を通して感じていただけ

たらよいのではないか。 
   （委員） 本日、分科会で行う協議は３つあることを確認したい。１つは、将来

的な活用イメージ全体像について、その内容と方向性を確認することで

ある。その中で一番確認してほしいことは、世界記録遺産センター（仮）

の機能について、どのような機能を持たせるのかという意見等をいただ

きたい。また、５つの学びの観点を念頭において、何を学んでほしいか

という具体的な内容を協議していただきたい。 
 

イ 学びの旅プランにおける｢学びの仕組み｣（案）の作成について（地域活性分科

会） 
 （事務局） 本日の協議は、主に学びの仕組みの具体案について行っていただき

たい。 
（委員） 学びの仕組みの具体案について、現状が×（バツ）であるが、事務局

からもう少し具体的な過程を示してほしい。プロとしての提案をいただ

きたい。 
 （委員） プロでも見えない部分がある。生活している方しか見えないものもあ

るので、その内容について具体的な提案をしてほしいということである。

 （事務局） 別紙２の学びの観点の４、５番については、専門家のご意見を伺い

たい。 
 （事務局） その前に本市として基本的な考えを述べさせていただきたい。本市

としては、世界記憶遺産の情報発信をしっかり世界に行い、田川に来

ていただくとともに、田川の旧産炭地の暗いイメージを払拭したいと

考えている。これが１番の思いであり、狙いである。 
そのためには、田川に来ていただき、風土に触れてもらい、そのよ

うな中で山本作兵衛氏の絵が描かれていったということを感じてもら

いたいと思っている。 



 （事務局） 山本作兵衛氏が主に書き残した世界は、戦後の産炭地の状況とは違

う。その説明が難しい。つまり、田川市の現状について語る場合、山本

作兵衛氏の絵を持ち出して語れるのかという問題につながってくる。現

在、ガイドとしている語り部（炭鉱経験者）が数名いるが、この方たち

の歴史観と私の日本の石炭産業史における歴史観とは、ずれが生じてい

る。明治大正期に日本の近代化を支えた石炭産業のあり方と戦後復興を

支えた石炭産業のあり方とは違うもので、そのギャップを埋め、それを

つなぐ必要がある。そういう意味で山本作兵衛氏が残したものは何かと

いう整理をする必要があり、そうしないと市民や来館者も混乱すると考

えられる。また、山本作兵衛氏が書いたもの、書き残したもの、書かな

かったものの整理を必要がある。 
 （事務局） 今発言したことは、別紙１にある研究企画機能にある③ガイド育成

に関して述べたものか。市民５万人がガイドになるという発想を持っ

ているが、今、発言したことは、その中で特に専門的なガイドの育成

について発言したことなのか。 
 （事務局） 具体的な例として、別紙２の記入例の「昔のあそびの再現」である

が、現代の人に正しく伝えることは難しい。つまり、山本作兵衛氏が描

いた時代の生活と戦後の炭鉱労働者の生活とは内容が違う。そのため、

しっかりとその違いを伝えながら、紹介しないと誤解が生じるというこ

とである。 
      また、世界記憶遺産に関連して忠実に再現することは良いとは思うが、

忠実に再現することで新たな誤解が生じることがあってはならないと思

う。そこが私の心配するところであり、そのようなことがないようにし

たいと思っている。 
もう１つ言わせていただくと、本市においても閉山後も炭鉱労働者と

農村労働者との境はなくならなかった。それはなんなのかということを

考え、受け継ぎ、正しく伝えていく必要がある。このことは非常に難し

い。そのような点を市民に知ってもらい、受入れてもらい、市民がガイ

ドとして活躍していただくためには相当の努力が必要である。 
 （委員） 資料の学びの仕組みは面白いとは思うが、体験者に何を与えるのかと

いうことである。悪いイメージが先行しては意味がない。この中で足り

ないものがある。炭鉱時代の良いものが入っていない。つまり、情に厚

いとか助け合い文化等が残っているなどをアピールし、伝えていくべき

である。 
 （委員） 山本作兵衛氏の絵を見て、刺青、男女の共同浴場のイメージだけ広が

っていくことを心配しているが、今、違うイメージが広がっていると感

じている。市民５万人がガイドとなることや専門的なガイドの育成のた

め福岡県立大学、博物館、福岡県が連携してガイド育成講座などを開い

てもいいのではないかと考える。また、花札とあわせて闘鶏もいいので

はないか。 
 （事務局） 世界中に産業が発展する時に同じ光景があったことや、事実を描い

たことが評価されたので、事実を出しながら、その中で助け合い文化な

どを紹介する必要がある。 
 （委員） 色々な面はあるとは思うが、さらけ出すことはできないのか。きれい

なところだけ出すのは重みが違うのではないか。 



（委員） すべてを出して田川ではないか。良いものでも悪いものでもきちんと

知らせる必要がある。 
 （委員） 体験だけを通して、今、議論しているような深い理解まで行きつくか

どうかは疑問である。そこで活躍しなければならないのが市民だと思う。

また、資料の学びの仕組みには誰が実施していくのかという視点がない。

      また、資料中の炭住での生活体験では、新しく施設を作って体験して

もらうのではなく、ホームステイにより身近なところで田川の温かみな

どに触れてもらうことがいいのではないか。 
      少し違和感を覚えたのが、資料の「炭鉱労働が日本の近代化・工業化、

戦後復興をささえたこと、そしてスクラップされたこと」がなぜ、学び

の仕組みで鉄道や船になったのか疑問である。 
      また、先ほどから述べているように山本作兵衛氏の絵を見たことだけ

でイメージをアップできるのかという疑問がある。絵はあくまでも間違

いのない事実を知ってもらうもので、田川の良さは、別のことで伝える

ことができるのではないか。 
      また、世界記憶遺産として現在、注目を浴びているが、福岡県内の方

も知らない方が大変、多いと感じる。このような状況の中で５年後にこ

のような施設を作っても果たして人は来ていただけるのかという疑問を

感じる。 
 （委員） ２年程度の取組み内容によっては、来訪者が増えたり、減ったりする

との意見がある。 
 （委員） 市外で生活していると、田川のイメージは大変悪い。企業も来ない。

理由もはっきりしている。このイメージを変えるためには、田川のよさ

を売り込むことや良さを感じてもらう観光の仕組みを考えるなど市民と

の協働でのソフト的な事業（作業）を行う必要があるのではないか。 
 （委員） イメージを変えることが大切で、その中で山本作兵衛氏の絵を活用し

ていくことが難しいとの議論の中で、参考になるかどうかわかりません

が、嘉飯山地域と福岡県が共同で行っている事業として、石炭をイメー

ジした黒いお菓子、黒セレクションを作り、好評を得ている。プラスの

イメージを新たに作り上げた。 
      また、学びの体験を通じて、田川の情の厚さ等を発信していくことは

非常に良いのでないか。何を体験するというよりも、体験と通じて案内

している人と触れ合うことで人が好きになる、その中で地域が好きにな

っていくことが考えられる。このような視点で学びの仕組みを作れば、

悪いところを全部さらけ出したとしても、田川が好きな方（ファン）が

多くできるのではないか。 
      また、市民の盛り上がりも必要である。行政としても市民と協働して

取り組む体制を整備して支援していくことが必要と考える。 
 （委員） 観光の観点から話をしたいが、どのような層をターゲートにするかと

いう視点を持った方がよいと考える。たとえば、福岡都市圏の観光客は

車で来て滞在時間は半日程度で、１箇所見学してお土産を買い、食事を

して帰ると思われる。このような場合は、展示内容の充実や食事所やお

みやげ所の機能を持たせることが考えられる。また、修学旅行では、事

前学習を行い、一定の知識を有して来るが、滞在時間は１、２時間程度

である。展示物を見て帰ると思われる。また、遠方からの一般的なお客



様は、概ね福岡都市圏で宿泊をして見学に来ると思われ、滞在時間が短

くなると考えられる。このように都市圏、修学旅行、遠方からの一般の

見学者などを考えると、知識や過ごし方が違ってくるので、客層にあわ

せた観点から体験するものを考える必要があるのでないか。 
 （委員） 目標である２０万人の客層はどのように考えているのか。 
 （事務局） 調査内容を確認したい。 
 （委員） 悪いイメージが先行して、進出を断念した企業は事実としてある。と

はいえ、現在、良いイメージに転換できるチャンスと思うので、産官学

民で協力して良いイメージを発信していく方法があるのではないか。ま

た、「川筋気質」と「おもてなし」は接点があると思う。 
 
ウ 各グループから意見報告及び意見交換 

  （教育活用） 
（ア） 将来的な活用イメージ全体像については、特に意見が出なかった。 
（イ） 世界記憶遺産センター（仮称）の機能については、学芸員が不足してい

ることや山本作兵衛氏の情報を含めた関連データの充実を図る必要があ

る。また、映像を通して文化等を理解できるシアタールームなどが必要と

の意見があった。 
さらに、山本作兵衛氏が書いている内容を読み聞かせる仕組みや学んだ

ことを発表できる仕組みづくりを行う必要があるとの意見があった。 
また、現在、８箇所程度に点在している絵を見て巡るツアーを作り、連

携する必要があるという意見もあった。 
基本的には、必要な資料をきちんと整備しながら、それを活用できる仕

組みを早急に作る必要があるということが指摘されたと考える。 
  （地域活性） 
   上記のとおり 

エ その他 
（事務局） 本日、ご意見、ご提案いただいた内容は、時間的、予算的な制約等

の関係から仕組みの優先順位を決める必要があるため、その選定、抽

出については、正副部会長へ一任ということでお願いしたい。 
（委員） 現在の提案を前提として、次回の資料を調整し、作成させていただき

たい。 
 

次回会議 日 時：平成２４年２月１９日（日）１４：００～ 
場 所：４階第２委員会室 

 


