
別紙４ 

活用専門部会（地域活性分科会） 

【来訪者への「学びの仕組み」落とし込み検討案】 

2012/02/19 

 
 活用専門部会全体として、「学びの仕組み」を検討してきたが、その後の落とし込みにつ

いての方向性について、地域活性分科会で検討していきたい。具体的には、下記の項目に

ついて検討することを想定している。 

 

 
（１） 目標（来訪者に、どのような状態になっていてほしいか） 

←来訪者に、どのような状態になっていてほしいかについて、ご意見をいただきたい 

 
（２） 来訪者がエコミューリズムを体験する仕組み構築までの段取り 

① 学びのたび 具現化 

←セグメント（階層）（階層）分けなどについて、ご意見をいただきたい 

 
② 各地へのプロモーション 

←プロモーション手法について、ご意見をいただきたい 

 
③ 来訪からのフィードバックを常に受け、改善していく仕組み 

←このような仕組みが必要か等、ご意見をいただきたい 

  

 
また合わせて、抜けている項目等についてもご意見をいただきたい。なお、今までの専門

部会での議論を踏まえた、詳細については次ページ以降に、記述しているのでご参照いた

だきたい。 
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（１） 目標（来訪者に、どのような状態になっていてほしいか） 

 世界記憶遺産である「山本作兵衛氏の炭坑の記録画」を目的に田川市を訪れる方々が、帰る際

に、下記のような状態になっていることを目標としたい。 

● 【個人としての知識の習得】 

 前述した、5 つの「学びの視点」について、一通り学んでいる 

● 【周囲へのインタープリター】 

 上記について知識を習得するだけでなく、「山本作兵衛氏や筑豊の炭坑、および日本の

石炭産業など」について知人に話せる、または話している（ブログなど含む） 

● 【リピーター】 

 田川市・筑豊エリアへのリピーターとなり、周囲の知人などを連れて再来訪している 

 

Before After 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

世界遺産でも

見るか・・・。 

また 

行きたい！

 

 

  

 

  

   

  

  

興 味 沸 い

てきた！ 

友人 

田川市の山本

作兵衛さんの

炭坑の記録が

あって・・・。 

学学びがびが  

腑腑に に 

落落ちちるる  

 作兵衛画そのものの魅力・描かれてい

るもの 

 世界記憶遺産としての価値 

 絵と記憶から、作兵衛さんの生き方 

 背景としての筑豊炭田における労働と

文化の歩み 

 炭坑労働が日本の近代化・工業化を支

えたこと、そしてクラップされたこと
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（２） 来訪者がエコミューリズムを体験する仕組み構築までの段取り 

 前述した状態を目指すためには、「学びの仕組み」を早急に実現していくと共に、どのように

来訪者の方々が恒常的に訪れる仕組みを構築するかということも検討する必要がある。具体的な

仕組み案を下図に示した。 

 
【図表 来訪者がエコミューリズムを体験する仕組み】 

学びのたび 具現化
① 

学びの仕組み 具現化

学びの仕組み 方向性構築 

【田川市郡一体】 

中
間
体
（新
聞
・
Ｔ
Ｖ
・
ブ
ロ
グ
） 

来
訪
者 

② 
各地への 

プロモーション 

認知 

③ 
来訪からのフィードバックを常に受け、改善していく仕組み 

 

 
まず、学びの仕組みを具現化することが重要である。これは前述したように、展示・説明資料

に関しては比較的短期間で、体験施設等は少し中長期間で行うことが重要である。詳細は前章を

参照いただきたい。 

次に学びの仕組みがある程度具現化されると共に、それらを組み込んだ、「①学びのたびの具

現化」を行っていく必要がある。 

更に、具現化した学びのたびを体験してもらうために、「②各地へのプロモーション」が必要

になって来る。ここでのプロモーションは、従来の旅行代理店やマスコミに加え、ブログ等でも

とりあげてもらうことが必要になってくる。 

そして、「③来訪者からのフィードバックを常に受け、改善していく仕組み」の構築が必要に

なってくる。これには、コアのファン層の囲い込み戦略としての、ファンクラブの運営等も含ま

れる。各々の詳細を以降に述べる。 
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① 学びのたびの具現化（他の観光資産との組み合わせ含む） 

学びのたびを具現化していくためには、下記の 2 つの視点を持つことが必要である。 

 
● 学びの視点の 5 つを、一通り学んでいる内容になっているか 

● ターゲットごとに特化した「学びのたび」になっているか 

 
上記の視点を考慮し、「学びのたび」の骨格を作ったうえで、英彦山など他の観光資産との組

み合わせを考慮し、「学びのたび」を作成することが望ましい。 

ターゲットのセグメント（階層）分けは、今後のマーケティング調査やマーケティング戦略な

どで精緻化していくことが必要であるが、現状の仮説としては主に下記が考えられる。 

 
図表 セグメント（階層）化されたターゲットと目標訪問者数 

ターゲットの属性 将来的に恒常的目標とする訪問者数

主に修学旅行や社会見学で訪れることを想定。滞在
時間は短い（数時間程度）か

200人×100校=2万人

ゼミ合宿等での訪問が想定される。基本的には1泊2
日以上の滞在が想定される。

20人×50団体＝1000人

初級者

世界無形遺産という言葉に惹かれ、山本作兵衛氏の
炭坑の記録画を鑑賞するために、初めて田川市を訪
れた人々。滞在時間は個人差があると思われるが、
平均的には半日程度であることが想定される。

14万人

ファン層（リ
ピーター）

最初は、世界無形遺産という言葉に惹かれて、田川
市を訪問したが、山本作兵衛氏及び田川市のファンに
なった層。隔年に一回程度は、田川市を訪れる。

1万5千人

応援団
数回の訪問を経て、田川市の応援団になった層。年
一回は必ず、田川市を訪れる。田川市内に複数の知
人ができている状況。

5000人

海外（主にアジア）からの来訪者などを想定。 2万人

20万人程度

ターゲット

合計

一般人（国内）

中・高校生

大学生

その他

 

 
 将来的には、すべてのターゲット毎に、各々適応する「学びのたび」を作成し体験してもらう

ことが考えられるが、当面はひとまず「中・高校生」及び「一般人（国内）初級者」を対象に、

「学びのたび」の構築を優先的に行うことが望ましい。その後、「大学生」、「一般人（国内）フ

ァン層」や「一般人（国内）応援団」を対象にした「学びのたび」の構築を行うことが想定され

る。以降にセグメント（階層）ごとの主な方向性を記載した。 

 
A) 「中・高校生」を対象にした「学びのたび」 

 滞在時間が数時間程度であり、バスでの移動となると思われるため、基本的には石炭記念公園

内及び周辺での学びの仕組みの体験となる。まず、展示についてはガイドが一通り案内する、加

えて 5 感に訴えかけるような体験プログラムを 1 つないし 2 つ程度体験してもらうことが想定
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される。可能であれば自由行動の時間等を確保し、商店街訪問など街中を歩いてもらうことも考

えたい。 

 
B) 「大学生」を対象にした「学びのたび」 

 基本的には、ゼミ合宿等が想定されるため、比較的長時間の滞在時間が考えられる。また、専

門性の高い学生（近代史等）が訪れることが考えられるため、展示についてはガイドと共にじっ

くりと見学してもらう。その後、体験施設もほぼ体験していただき、更には石炭記念公園外の関

連する資産（三井寺、油須原駅、稼動している工場見学など）も見学してもらうことが想定され

る。可能であれば、実際に炭坑で働いていた方々から話を聞く機会を作ることも考えられる。 

 
C) 「一般人（国内）初級者」を対象にした「学びのたび」 

 中・高校生と同様に、滞在時間は短いと思われる。ただし、ファンになってもらうためには、

山本作兵衛氏の炭坑の記録画に描かれている世界及び石炭産業遺産の奥の深さや関連性を感じ

てもらうことが必要である。 

例えば、産業同士のつながり（例：炭鉱と製鉄）、歴史上の人物同士のつながり（例：原六郎）、

地域同士のつながり（例：三池炭坑と筑豊炭坑との関連）、知識と五感に訴えかける体験学習と

のつながり（例：石炭に関する知識と実際に石炭を燃焼させる体験）など、様々である。 

 これらを感じてもらえるように、おもてなしの心を持って展示等のガイドを行い、その後、体

験施設を 1 つ程度体験していただくことが考えられる。 

 また、昼食や土産購入時の街中への誘導および、そこで市民との触れ合いをもっていただくこ

とも重要である。 

 なお、観光としての楽しみも重要であるため、他の観光資産（英彦山など）との組み合わせも

必要となってくる。 

 
D) 「一般人（国内）ファン層」を対象にした「学びのたび」 

リピーターの方に対しては、更なる深い理解・体験をしていただくことがニーズにあっている

と思われる。石炭記念公園内での体験施設をまんべんなく体験していただくことや、更には石炭

記念公園外の関連する資産（三井寺、油須原駅、稼動している工場見学など）も見学してもらう

ことが想定される。可能であれば、実際に炭坑で働いていた方々から話を聞く機会を作ることも

考えられる。 

また、このような人々に対して、ファンクラブを東京・大阪等で組織することも考えられる。 
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E) 「一般人（国内）応援団」を対象にした「学びのたび」 

 田川市に何度も足を運んだファン層の中でも、特に思い入れを持っている層に対しては、受身

の体験だけではなく、「学びのたび」の運営に積極的に関わっていただくことが考えられる。具

体的には、勉強会への参加や、繁忙期のガイドの手伝い、コールマインフェスティバルの実行委

員サポート等が考えられる。 

 

参考のため、次ページに「一般人（国内）初級者」の「学びのたび」案の一例を掲載した。 

 

 
【学びのたび）】 

～「一般人（国内）初級者」をターゲットとした場合の一例～ 

 
 13:00 石炭・歴史博物館 到着 

 世界記憶遺産としての価値を学習（15 分） 

 作兵衛さんの生き方を学習（20 分） 

 作兵衛さんのエピソード・ビデオ等を中心に学習 

 作兵衛画そのものの魅力・描かれているものを学習（30 分） 

 炭坑労働が日本の近代化・工業化を支えたこと、スクラップされたことを学習（20 分） 

 14:30 炭鉱住宅 見学（40 分） 

 筑豊炭田における労働生活と文化の歩みを学習 

 山本作兵衛氏の炭坑記録画の背景を学ぶ 

 炭鉱住宅の見学・紋引きの体験 など 

 15:15 石炭・歴史博物館 戻る 

 参考図書やポストカードなど土産物の購入 

 他の体験施設の案内を受ける 

 15:30 石炭記念公園内（仮） 

 石炭産業の一連の流れを学ぶ（30 分） 

 5 感に訴えかけるような体験プログラムを経験する（30 分） 

 16:35 石炭記念公園（仮）出発 

 17:30 宿泊地である英彦山付近の温泉宿へ出発 

 田川ホルモンなどを食し、半日の学びのたびの振り返りを行いつつ、体を癒す。 
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② 各地へのプロモーション 

 ①で具現化した「学びのたび」を元に、各地へプロモーションをかけていくことが必要である。

プロモーションは前述したターゲット毎に戦略が異なってくることが想定される。プロモーショ

ンを行う際に、「認知度をあげる」と共に、「訪問意欲を向上させる」ことの 2 つの観点が必要

である。 

 
● 中・高校生へのプロモーション 

 基本的には修学旅行の誘致になるため、各都道府県の教育委員会等へのプロモーションが主に

なってくると思われる。誘致する際には、具体的な学びのたび及び、そこから学べる事柄（学び

の仕組み）をあわせて説明することが効果的である。 

 
● 大学生へのプロモーション 

 ゼミ合宿等が主になってくると思うため、関連学会（産業考古学会など）へのプロモーション

が主になってくると思われる。やはり、具体的な学びのたび及び、そこから学べる事柄（学びの

仕組み）をあわせて説明することが効果的である。 

 
● 一般人（国内）へのプロモーション 

 一般人（国内）へのプロモーションとしては、下記などが考えられる。 

 マスコミを活用したプロモーション 

 TV・新聞・雑誌などへの露出度をあげていく 

 ブログ等の口コミを活用したプロモーション 

 各地で「山本作兵衛氏の炭坑の記録画」「世界記憶遺産」に関するシンポジウムを行う 

 各地で「山本作兵衛氏の炭鉱の記録画」の展示会を行う。 

 
③ 来訪者からのフィードバックを常に受け、改善していく仕組み 

 具現化した「学びの仕組み」および作成した「学びのたび」での効果が意図通りになっている

かを、常にモニタリングしていることが必要になってくる。例えば現状、石炭記念博物館の訪問

者からの感想は、偶発的に企画担当者へ伝わっているのみであり、博物館のガイドからの情報収

集やヒアリング・アンケート等などから、展示等の改善へつなげていく仕組みが構築されていな

い。この状態では「学びの仕組み」で意図している「学びの狙い」がきちんと訪問者に伝わって

いるかを確かめる手立てが無いため、将来の改善なども含め、早急に仕組みを構築することが必

要だと思われる。 

 
以上 


