
 
会 議 名 第５回活用調査検討部会（地域活性分科会） 

日   時 平成２４年２月１９日（日） １４：００～１６：４０ 

場   所 田川市役所 ４階第２委員会室 

活用調査検

討部会 
（17/21 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：緒方 恵美） 

（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） 
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商工観光課 谷奥課長、野島課長補佐、森本課長補佐、手嶋主事（４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 学びの仕組み（案）について 
⑶ 学びの仕組み実現のための行動計画（案）について 
⑷ 各分科会にて協議 
  地域活性分科会 
  ・学びの仕組み実現のための行動計画（案）の担い手等に

ついて 
  ・来訪者への「学びの仕組み」落とし込み検討案について

  教育活用分科会 
  ・報告書の骨子（案）について（教育活用分科会関係） 
⑸ 各分科会から意見報告及び意見交換 
⑹ その他 

概 要  

１ 第５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 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） 
（委員） 資料の２Ｐにある博物館機能中の「展示」については、原画の展示を常

時行っていくものなのか。 
（委員） 原画については、国宝級と同じ取り扱いを行い、原則、展示・活用はレ

プリカで行うということで検討委員会にて確認されている。 
（委員） この件については、保存調査検討部会で議論をされている。現段階です

ぐに結論が出る問題ではなく、保存を考えながら活用を行っていく必要が

あるため、この場で結論を出さないほうがいいと思う。 
  （委員） 展示は、レプリカのみと決まったわけではないと考えていいのか。 
  （委員） １０年後を含めて、現段階では結論は出ていない。 
  （事務局） 専門的な見地や文化財の保存科学の観点から、保存調査検討部会で今

後の保存の方向性を検討していくこととしている。 
（委員） 保存調査検討部会が保存展示の方向性等を決定するということか。 
（委員） 保存調査検討部会も１つの部会であり、部会から出た意見を最終的に検

討委員会で議論、確認することとなる。 
（事務局） 事務局もそう理解している。 
（委員） 当初、エコミュージアムの手法と言われてもさっぱり意味がわからなか

ったが、今後、エコミュージアムの手法を取り入れて活用を図っていくと

いうイメージであるが、以前、この部会で平成２４年度から福岡県が行う

「まるごと博物館」構想の話が出てきたが、この活用イメージの内容と福

岡県が行う内容と調整、バランスが取れているのかお聞きしたい。 
（委員） 関連して、資料１Ｐにあるエコミュージアム構想とエコツーリズムをか

けあわせて、エコミューリズム構想と呼び、エコミュージアムの手法・考
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え方を用いて検討を行っていくとの記載があるが、この「エコミューリズ

ム」とは造語であり、今後この言葉を定着させていくのか皆様にご意見を

伺いたい。 
（委員） 部会として、このような言葉で活用策を検討していくかどうかを考えれ

ばいいのではないか。以前、私がエコミュージアムについて報告を行った

が、報告したことはエコミュージアムといわれているものをそのまま取り

入れようというのではなく、そこに見られる精神と手法を取り入れようと

いうことである。 
     つまり、展示と同時に市民が誇りに思い、ガイドを行い、来訪者が満足

し、来訪者が地域に戻ったときも、その地域で考え活動していくようなき

っかけとなる山本作兵衛・世界記憶遺産センター（仮）になるべきではな

いかという「精神」と「手法」について提案し、議論を行ってきた。その

精神と手法に基づいて、この活用イメージ図は描かれている。今までエコ

ミュージアムの精神と手法を活かした仕組みづくりを提案してきたが、こ

のような仕組みは、はっきり出さなくてもよいとか、エコミュージアムと

いう言葉がカタカナでわかりにくいというのであれば、「言葉」の問題と「仕

組み」について委員の皆さんから意見をお伺いしたい。 
（委員） 手法等は、否定すべきところはない。地域全体で行っていくことはよい

ことである。ただ、先の話になると思うが、福岡県も具体的な取り組みが

あるとのことでしたので、この場で確認をしておいた方がいいのではない

かということである。 
（委員） 平成２４年度から福岡県と田川市郡と一体となって「たがわまるごと博

物館」プロジェクトを行う予定である。これは、田川地域全体の豊富な資

源を活かして田川地域全体をバーチャルな博物館とみなして、交流人口の

拡大につなげていこうというものである。現在、各市町村にも負担金をお

願いしている状況である。田川市と役割分担等の細かい部分の打ち合わせ

はできていない。福岡県が行うプロジェクトは、山本作兵衛氏の記録画等

の活用に特化するものではないが、エコミュージアムの手法等を参考にし

ながら、田川地域全体を博物館とみなして地域資源の磨きをかけたり、情

報発信等を行っていくことを考えているため、今後、連携できるのではな

いかと考えている。 
（事務局） 福岡県、田川地区市町村とで「たがわまるごと博物館」プロジェクト

に関する第２回目の会議を先般行った。その会議でプロジェクト内容が

見えてきた。４月に第３回目の会議が開かれる予定である。地元市町村

としては、現在、このプロジェクトとの連携、あるいは受け皿組織とし

て、４月１日に田川地域広域観光協会（仮）を田川市郡一体となって立

ち上げる予定である。この組織を中心として、福岡県と連携を図り、山

本作兵衛氏の記録画等の活用のみならず、田川市郡の素晴らしいものを

点から線に、さらに面にしていこうと考えている。 
（委員） 今の話を聞いていると、田川市が、山本作兵衛・世界記憶遺産センター

（仮）を中心とした活用策の仕組みを作っていけば、福岡県も連携しやす

くなるのではないかと感じたが、委員の皆さんの意見等をお伺いしたい 
（委員） 福岡県のプロジェクトやその市町村レベルの調整は、この場では関係な

い話である。この場で考えることは、山本作兵衛の残した作品をどのよう

に活用していくかということである。この考えを念頭に置きながら、議論
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を進めていくべきであり、その中で県、市町村がどう取り組むのかという

ことを話し合う必要があるのではないか。 
（委員） 今の意見は、私の考えと重なっていると思う。それでは、資料３Ｐの山

本作兵衛・世界記憶遺産センター（仮）の機能について話を進めたい。機

能によっては、受入施設の設備との関係が出てくる。施設の中にどのよう

な機能を持たせればよいのか意見等をお伺いしたい。 
（委員） 山本作兵衛・世界記憶遺産センター（仮）を作る上で、現在多くの来訪

者が来ているが、リピーターの存在が不可欠である。また、この状況を一

過性にしてはいけないと思う。現在は山本作兵衛や記録画等の表面的な部

分で、来訪者が来ていると思う。山本作兵衛や記録画等には解明されてい

ない部分が多い。もっと深い部分を研究する必要があると思う。その研究

された内容をどう伝えていくかという部分が提案された資料にはないので

はないか。資料中には推進体制の記載もあるが、田川市を含めた一部の団

体名しかなく内容は薄いと思う。もっと広い範囲・対象で考える必要があ

るのではないか。 
つまり、山本作兵衛や記録画等のことをきちんと研究する人材や深い研

究がなされることあっての山本作兵衛・世界記憶遺産センター（仮）であ

ると考える。この根本的な部分が抜けているのではないか。 
また、私が原画の公開にこだわるのは、原画を見た上でしかわからない

ものがあり、原画を公開しなければ間違ったものが伝わっていくと考える。

保存も大事であるが、公開することも大切である。 
今の原画公開の仕方も残念である。周知等ができていない。もっとたく

さんの人が来ていただけたのではないかと感じる。 
（委員） 我々も、一過性のものにしないように活用の仕組みについて議論を重ね

ている。その仕組みについては、絶えず改善されていかなければならない

と考える。また、急いで取り組まなければならないものもある。この視点

で３ヵ年の行動計画案を提案している。内容について価値を損ねるという

ことであれば指摘していただきたい。また、発言の趣旨は十分わかってい

るつもりで議論を行っている。足りない部分は指摘していただきたい。 
     機能については、今後、山本作兵衛氏の記録画等を活用していく上で、

色々な問題が出てきて、足りない機能も出てくると考えられる。これは徐々

に取り組んでいかなければならないと考える。現時点で、研究機能を備え、

そこで研究されたことが発信される機能を有する博物館機能と来館者のた

めのビジターセンター機能の２つの機能を備えているという案であるがご

意見等をお伺いしたい。 
（委員） 最後に言おうと思ったが、博物館機能の中に③研究活動 大学･研究機関

との連携との記載があるが、福岡県立大学は、３月６日に世界記憶遺産に

関する付属研究所が設置される。関連資料を含め７０点程度あるが、ユネ

スコ基準で展示し、研究等を行う予定である。また、福岡県立大学は福祉

系の総合大学であるが、九州大学の石炭研究センター等との大学ネットワ

ークなどを通じて研究等を進めていく予定である。 
  （事務局） 報告書等提出後の田川市の取り組み体制等を事務局から報告したいが

よろしいか。 
  （事務局） 今後、各専門部会の報告書等を取りまとめ、１つ１つの施策を具体化

していく作業を行う予定である。山本作兵衛氏本人や絵や背景等の深い
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研究がなされていないため、中身が見えてこないと思うが、施策を具体

化していくためにも本市としても早急に研究機関を立ち上げたいと考え

ている。 
 

イ 学びの仕組み（案）について（全体会） 
（委員） 記載内容については、研究課題と思っている。この記載内容がすべてで

はなく、少なくとも必ず伝えるべきものと考えていただきたい。 
 
ウ 学びの仕組み実現のための行動計画（案）について（全体会） 
（委員） この部会の検討事項として、学び視点、狙いやその仕組みなどの全体の

方向性について議論すべきとは思うが、実施期間などについては、報告書

をまとめた後の具体的な施策を落とし込んでいく段階で考えればいいので

はないか。 
（委員） 実施期間は、何から実施していくかということを少し提案した方がよい

と考え、記載した。予算や人員配置の問題もあるので優先順位を確認する

ためにも提案を行った。４月以降、現在の不十分な状況の中でもここから

実施すべきという点があればご意見を伺いたい。 
（委員） まずやらなければならないのは、「展示」である。田川市に観光客を呼び

込むためにも展示を行う必要がある。全国での巡回展示も可能ではないか。

是非、東北のいわき市で展示会をしていただきたい。震災復興にも役に立

つと考える。どんな形でもいいので全国各地への巡回展示を行っていただ

きたい。 
（委員） 今の意見は賛成である。２月２３日にある保存調査検討部会で絵等の保

存のあり方について、その方向性等が議論されると思う。ブームは２年程

度しか続かないと思われる。現在、進行している議論も大切であるが、原

画を含めた絵が、きちんと保存されながら活用を図っていくことが大切で

ある。 
（委員） 多くの人に絵を見てもらうことによって、多くの人に興味を持ってもら

い、その中の一部（外国の方を含む）には研究してくれる人も出てくるは

ずである。そうすれば、山本作兵衛・世界記憶遺産センター（仮）で今後

もずっと様々な展開が生まれてくると考える。 
     また、田川市石炭・歴史博物館の役割はどのように考えているのか。個

人的な意見として山本作兵衛氏の記録画等の保存等に特化すべきと考える

がご意見を伺いたい。 
（事務局） 急な認定に伴い、現在の展示等については、限られた施設で可能な限

りやれる範囲で行っている臨時的なやり方である。私の願いとしては、

博物館の本来の機能を維持･展開しながら、山本作兵衛氏の記録画等を中

心とした山本作兵衛・世界記憶遺産センター（仮）の建設を３年以内に

建設してほしいと考えている。なぜなら、リンクしている九州山口産業

遺産群を世界遺産に登録するために、国の動きが早くなってきている。

３、４年後に登録された場合、大量の来訪者が訪れることが想定される

ため、早急な対応が必要である。先ほどから議論しているのは、現在の

博物館とは、建物を含めて別の組織の検討していただいていると認識し

ている。 
（委員） 絵を外部で展示すれば、必ず田川に観光客として来ていただけるという
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趣旨で発言したものである。 
（委員） 色々な意見をお伺いしているうちに、田川市に来て、見てもらう人や住

んでいる人には何を学んでほしいかという仕組みは議論してきたが、市外

に出て行って、こちらからどのようにして山本作兵衛氏の記録画等を知っ

てもらうかという視点が落ちていたと思う。この視点は重要な視点でもあ

り、報告書のどこに記載するのかについては、検討を要する。また、原画

の活用については、保存調査検討部会の専門家の意見を聞きながら、その

活用方法を検討、整理する必要がある。少なくともこのような意見がある

ことは検討委員会にて提案して確認したいと考えている。 
（事務局） 別紙４の来訪者への「学びの仕組み」落とし込み検討案の７Ｐの一般

人（国内）へのプロモーションにおいて、国内各地で展示会やシンポジ

ウムを行う旨の記載をしている。 
（委員） この点について、この後の地域活性分科会で議論、確認していただきた

い。また、重要な問題との位置付けで取り組んでいきたいと思う。 
 
エ 各分科会にて協議（地域活性分科会） 

別紙４の来訪者への「学びの仕組み」落とし込み検討案について事務局から説

明。 
  （委員） 山本作兵衛・世界記憶遺産センター（仮）の建設は、今後の活用を考え

る上で大切なポイントであり、是非立てるべきである。必ず役に立つと考

える。 
（委員） 来訪者にどのような状態になってほしいかというのは無理があるのでは

ないか。観光地に来る人はそこまで考えてくる人はいないのではないか。

そこまでの意識をする必要はないのではないか。 
また、学びという視点で小中学生の授業（総合学習や遠足等）に落とし

込んでいくことがよいのではないか。 
修学旅行の中で観光地以外の学びの場というのは、平和学習、エコ学習、

環境問題学習などがある。全体イメージの中にあったコンセプトでうまく

誘致ができるように持っていけばよいと思う。 
最後に、資料の中でプロモーションについては、観光協会等が行ってい

ることを列挙しているようであるが、もっと特化して専門性を持たせるこ

とが大事である。プロモーション組織をどのように考えるのかという点が

大きな問題である。人事異動等がある中、職員を育成して自治体内部に作

るのか、その機能を観光協会等に持たせるのか、あるいは、プロ集団へ外

部委託するのか、つまり、観光という視点において、プロモーションや商

品開発などのプロ集団をどこに置くのかが大きな問題でもあり、課題であ

る。私の経験からプロモーションのやり方で集客に大きな差が出る。 
（事務局） 山本作兵衛・世界記憶遺産センター（仮）の建設を急いでほしい。今

のままだと修学旅行の受け入れができない。昨年、武蔵台高校９クラス

が修学旅行できたが、集合場所等の問題で非常に苦労した。来年度は東

京から高校の修学旅行生が来る予定である。宿泊施設がない、集合場所

がない等の条件整備が整っていないのが現状である。このままでは観光

圧力に対応できない。急ぐ課題としては、受入施設の建設、そして展示

における見せ方をどうするのかということである。そうしなければ、活

用調査検討部会で検討されている修学旅行生の受け入れを行いたいがで
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きない状況である。 
  （委員） 今後の活用を考える上でも、まず一番に山本作兵衛・世界記憶遺産セン

ター（仮）の建設を行ってもらいたい。 
  （委員） 学びのたびという言葉には、以前から抵抗がある。いわゆる勉強すると

いう視点は面白みにかける。鉄と石炭の関係などについて気付かせるとい

う視点が必要で、堅苦しく考える必要はないのではないか。ただ、来訪者

に田川地域に対してよい印象を持ってもらう必要がある。そのためには、

地域が持つ「おもてなしの心」や「伝統行事に参加してもらう」などによ

ってよい印象を持ってもらうという方法もある。そのためにもこの部会単

位ではなく、地域住民から意見を聞く機会を設け、幅広く意見等を聴取す

ることも必要ではないか。 
  （委員） 田川市が中心となって大人たちが学ぶ仕組みを作れば、その子どもたち

にも伝わると考える。勉強会のような、学ぶ仕組みを田川市が予算を組み、

実施すればいいのではないか。この視点が落ちているのではないか。 
  （委員） いつも戸惑うのが、この分科会での議論になると、観光にフォーカスさ

れたものとなってしまう。以前の会議では絵を活用したという縛りで考え

ていくということだったので、地元の観光資源等が活用策に入っていない

印象を受けていた。また、有名な美術館でさえも展示内容等が変わらない

と観光資源としては難しいと思うが、山本作兵衛氏の活用策についても同

じことが言えるのではないか。また、資料中に「応援団」とあるが、応援

団となるべきは田川市民と考えた。田川市民の１０人に１人の割合で応援

団にするということであるが、かなりハードルが高いと思う。地元の人が

魅力を伝えられないのであれば活用は難しいと感じている。 
  （事務局） 皆様の今までの話を聞いていると、資料中の目標という言葉は、気負

いすぎた形になっていると思うので、「気付き」という言葉に改めたいと

思う。もう１つは、山本作兵衛氏の絵等をベースに活用するというのは、

３Ｐにある学びの仕組み方向性構築あたりの話になると思うが、他の観

光資源との組み合わせについては、５Ｐに一部記載はあるがわかる形で

記載したいと思う。あと、応援団については、いきなり応援団になるわ

けではなく、来訪者がファンとなり、応援団になっていくイメージを記

載したつもりである。３～５年後に応援団となっていただければいいの

ではないかということで記載した。それが難しいということであれば別

の階層分けを行う必要がある。 
  （委員） 応援団は、あっていいのではないか。 
  （委員） 先ほど話も合ったが、先にプロモーションを行った方がよいのではない

か。現在の活用策を具現化した後でプロモーションをしていては、素人な

がら遅いのではないかと感じている。 
  （委員） 知り合いから田川市石炭・歴史博物館に山本作兵衛氏の記録画等を見に

行って、記録画等の意味がわからなかったということを聞いた。語り部等

のボランティアの養成は進んでいるのか。 
（委員） 今の話は大変申し訳なく思う。ボランティアの養成は遅れていて、でき

ていない状況である。今、５名ほど語り部の方にボランティアをお願いし

ているが不足している状況である。 
（委員） 我々の団体の会員がボランティアになりたいと言えば受け入れてくれる

のか。 
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（事務局） 他にもそのような話があるが、少し時間をいただきたい。早急に対応

を検討したい。 
(委員) 新たな施設を建設するという話もあるようだが、田川市美術館の活用は考

えていないのか。 
  （事務局） 次回の受入環境調査検討部会で、石炭記念公園内に新たな施設を建設

するのか、あるいは既存の施設を活用するのかという議論が行われる予定

である。美術館については、サブ的な活用も考えられるが、いずれにしろ

立派な美術館があるのでしっかり活用していきたい。 
また、田川に何度も来ていただくためには、市民全体がおもてなしの心

を持ってもらい、街中で道案内をするなどのちょっとしたガイドになって

もらうことが必要である。先ほどから議論されている専門的な知識を有す

る専門的なガイドの養成は別問題であり、この専門的ガイドは早急に整備

する必要がある。この２つのガイドが機能することによって、田川へもう

一度来てみたいという気持ちになってもらうということが大切ではないか

と思う。また、昨年修学旅行にきた武蔵台高校のようなユネスコスクール

の修学旅行の受け入れのための施設の整備・充実を図っていく必要がある

と考えている。また、年間２０万人の来訪者の見込みも実態に近い数字で

あり、この数字を継続・維持していくことが今後の課題であると考えてい

る。 
 

オ 各分科会から意見報告及び意見交換 
 （地域活性） 上述のとおり 
 （教育活用） 別紙「第５回活用調査検討部会（教育活用分科会）会議録」のと

おり 
カ その他 
  特になし 

 

次回会議 日 時：平成２４年３月  日（ ）１４：００～ 
場 所：未定 

 


