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会 議 名 第６回活用調査検討部会 

日   時 平成２４年３月３１日（土） １４：００～ 

場   所 田川市役所 １階大会議室 

活用調査検

討部会 

（15/21人） 

○検討委員会 

有馬 学会長 

○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：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 

出席 

委員 

石炭・歴史博

物館 
大原課長、福本主任（２名） 
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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、中田主任（市民課主任）、今城主事（７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） 

学校教育課 光井課長、諫山課長補佐、手嶋課長補佐（２名） 

生涯学習課 久保補佐（１名） 

コ ン サ ル 藤本研究員 

内   容 

別紙参照 

⑴ 報告事項 

  報告書の骨子について 

⑵ 協議事項 

  報告書（案）について 

⑶ その他 

概 要  

（敬称略、事務局：商工観光課、学校教育課、推進室：世界記憶遺産推進室、三菱：三

菱総合研究所） 

１ 第６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 

  ア 報告書の骨子について 

  （事務局） こちらの資料は、３月４日の検討部会に提出されて了解をいただいたも

のである。１ページの下段で⑵活用という項目からが活用部会に係わる

報告書の骨子である。 

  （委員） 全体の報告書案の活用部会のところでどのような報告書を書くかという

骨子である。この点で何かご質問等ありましたら。 

これまで議論してきたことで、以下報告書はその骨子の中身をどのよう

に書いていくのかということで、今回、提案している。 

  （事務局） 福岡県立大学との連携については、３ページの⑸その他アイウエのとこ

ろに記載する。県立大学については活用分野だけではなく、保存を含め

て連携は大きな課題であり、取り組みが必要ということから⑸その他に

記載。 

  （委員） 県立大学との連携については、独自の項目で大きく取り扱うということ

になる。 

 ⑵ 協議事項 

  ア 報告書（案）について 

  （事務局） 基本的には過去５回にわたって議論を重ねていただいたことをまとめて

いる。内容については、お目通しをいただいたという前提で、大きな括

りでポイントを説明させていただき、ご確認願いたいと思っている。 

  （委員） 学びのねらいの５番目の「筑豊炭田が日本の近代化・工業化をささえた

こと、そしてその役割を終えたこと」とあるが、役割を終えたというこ

とは、筑豊炭田はもう終わったということでしょうが、終わってももっ

と世界に発信するとか色んな意味ではあるのではないか、終えたという
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ことになると終焉になってしまうということで、この言葉を使うのは反

対である。その役割を世界に発信することみたいに修正したつもりでし

たが、何かこうなった経過があるのか。 

  （事務局） 当初この部分は、そしてスクラップされたことという言葉になっており、

このスクラップされたという言葉がどうなのかというような意見があっ

たため、直接的にはスクラップされたことは間違いないという現実もあ

るが、スクラップという強い発信を少しやわらかくし、最終的にはその

役割を終えたことにさせていただいた。 

  （委員） 今の議論は、筑豊炭田が役割を終えたというところで終わっている。こ

れからのことを考えたら、その役割を果たしたことを発信していくため

にも、位置付けをもう一歩踏み込んだほうがいいのではないか。終焉で

は今後のことを考えたときに、表現としてもまずいのではないかという

指摘です。これについて他の皆さんいかがか。 

  （委員） 副部会長が言われたことは、この表現では今までの事実だけを羅列して

いるということだと思う。世界に筑豊炭田が日本の近代化をささえたと

いうことを世に伝えるという言い方にしたいということか。 

  （委員） 私は世界に発信するとか、世に伝えるということがあったほうがいいと

思う。亡くなった人と対話しなければならないし、亡くなった人を発信

していかなければならないと思っている。 

  （委員） これは作兵衛さんの絵を使ってどのように皆さんに知っていただくかと

いった全体にも係わることなので、部会長、副部会長の会議のなかで、

調整させていただく。単に筑豊が炭田としての役割を終えたという事実

で終わるのか、事実は事実としてあるがその後のことを考えて、態度も

表現的にもはっきりさせたほうがいいのか、この点は検討させていただ

きたい。 

     ⇒（委員了承） 

  （委員） 18ページの③に山本作兵衛氏の炭坑記録画等に描かれていることを中心

に、石炭産業の苦労・発展・工夫を学ぶ。各作業での工夫を学ぶとあり、

その下の方向性のところには五感に訴えかけるような体験プログラムを

活用するとある。具体例を見ると炭坑労働の苦労というところに力点が

あるようなイメージであるが、各作業での工夫を学ぶというと、イメー

ジかよくわからない。19ページは災害を防ぐ保安の取組ということで、

保安の重要性・そのための工夫が伝わるようにということで、何を伝え

ようとしているのかはっきりしているのですが、18ページのほうは、力

点がどこにあるのか、何を伝えようとしているのか、明らかでない気が

した。 

  （事務局） ご指摘のとおりと思うので、18ページのところは工夫したいと思う。 

  （委員） はっきりしないというのはどういう意味でしょう。私は 18ページのほう

は、採炭現場で採掘と運搬がどういうふうにされていたか、体験できる

ものがあったらそれを体験してもらう。ただ、炭坑の場合はそれだけで

はなくて保安の問題があるので、保安は別途、訓練坑道を使って体験で

きるものなら体験してもらい、トータルとして炭坑、炭坑労働とはどう

なのかというようなことが体感できるような仕組みを作ろうという趣旨

だと思う。実際に掘っていたところでどういう工夫をしていたのかとい

うことを体感することは、実行していくなかでプログラムも改善されて
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いくため、あまりそこにこだわる必要はないと思うが。 

  （委員） ③番のところは、工夫を学ぶという言葉があるからややこしくなるので、

これをとって炭坑記録画等に描かれていること等を体験してみるとした

らすっきりするのではないかと思う。私は前からスラを引くとどれだけ

の重さがあるのか、セナを担ぐとどれくらい肩が痛いのか、それを経験

する。それでいいと思う。 

  （委員） そういうかたちで文章的に表現を変えたいと思う。言葉についてはご一

任ください。 

     ⇒（委員了承） 

  （委員） 基本的に若い人たちや子どもたちは、石炭を全然知らないということが

前提になる。石炭が燃えているところを見たことがないため、知らない、

石炭はどのように使うのか知らないし、石炭が燃えるイメージがわかな

い。我々がこういう議論をするとき、エネルギー源として日本の近代化

をささえたとよく言うが、どういう意味でエネルギー源になったのか、

何にどのようにして使われたのかということについて、少し教えてあげ

る必要もあるのではないかと感じた。 

  （委員） これは非常に大事なことだと思う。これについてはそういったことを前

提に少し工夫をさせてほしい。ここは表現を変えるということでご一任

をお願いする。 

⇒（委員了承） 

（委員） 35ページの「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」への取組のなかで、アンケートからは出てこない来訪者の本音の

部分（飲食時の来訪者同士の会話等）とあるが、ここまでやらなくても

という気がするが。 

（委員） 趣旨はこのまま掲げておいて、文章的に少しカットするということで対

応させてほしい。 

（委員） 細かいところまで詰めた内容で、具体的な立派な報告書になっていると

思うが、新たに加わった市民参加のところで、全体的にすごく勉強させ

られたという気がすることが気になる。市民の参画のところをこのとお

りやっていくと、ものすごく神経を使って頑張らなければいけない。こ

られた方が何に一番感動するかというと、田川の人たちは作兵衛さんに

愛情や誇りを持っている。石炭の町であったことを誇りに思っていると

いうことを感じたときに、こられた人達に対するおもてなしになってい

くのだろうと思う。そのために一つの段階として、市民に対する働きか

けの工夫があって、市民の人たちが田川を訪れた人たちにどう接してい

ただくのか、その構造、仕掛けになっているともっといいのではないか

と思う。 

（委員） 活用部会というのは、他の地域からきていただいたお客様に、田川にお

金を落としていただく仕組みをどうつくるかということを考える部会と

思う。旅行でこられたお客様が、お土産を買う場所や、食事、宿泊場所

等の目標を探してどこに行けばいいのかを考えながら、田川を約２時間

で過ぎ去られていったのではないかと思う。お金を落とす仕組みづくり

をこの中で考えておかないといけないと思う。 

（委員） ３２ページには半日コースが載せてあるが、温泉宿への出発とか、田川

ホルモン、山伏弁当とかもある。松尾チョコレート、白ダイヤ、黒ダイ
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ヤもある。食べ物で田川特有のものが出てこない。宿については環境部

会で行うのか、この部会で行うのか部会長、副部会長会議でつめないと

いけないが、田川商業高校の跡地や方城町の役場とか、こういったもの

をどう活用するのかということも含めて、新しい施設ということもある

が、そのあたりを含めて考えなければならない。 

（委員） おもてなしとかお迎えする側のヒューマニズムみたいなところの部分で

市民がどのように参画するのか、市民の参画の仕方が事務的なカチッと

した形で大変だなあというイメージする。市民の参画としては自分たち

も係わりながら、どういった意識を持ってお迎えするのかというところ

を考え、湖底に石を落とすようなやり方をこちらから提案していくよう

な形の方がいいと思う。修学旅行の生徒にしても大学生や一般の人にし

ても、記憶に意識に残っていただくことと、リピーターに繋がるという

ことがとても重要であると思うので、何を伝えるにしても感動させなけ

ればならないと思う。びっくりさせたりとか感動させたりとかいうこと

をお持ち帰りいただいて、そこを軸におもてなしが伝わってくると思う。 

（委員） 付け加えになるが、この報告書を拝見して学びのたびという言葉が耳障

りでもあるし抵抗もある。今までの山本作兵衛さんの展示会等を見てこ

られた人達の中には、学びの必要はない。学びにきたのではない。とい

う人もたくさんおられる。どういう人達であるかというと、学びという

ことよりも作兵衛さんの絵の世界にひたって、うちのじいちゃんはこん

な仕事をしていたんだとか、自身が炭坑に係わっていた人は、炭坑にい

たために息子の結婚の時には排斥を受けたとか不条理なめにもあった。

しかし、作兵衛さんの絵を見ると炭坑で働いていて良かったねと、しみ

じみ語り合っておられる。色々な仕掛けもいいが、ただじっと作兵衛さ

んの絵を見たいと思っている方々もたくさんおられるということを、ど

こかに置いておいていただきたいと思う。 

（委員） 皆さんの意見をどのように組み込んでいくのか、報告書というのはある

面において、色々なものを全部入れ込んで作成しなければならないとい

う側面もある。それをどうつなぎ合わせるか、というのはまさに取組の

問題である。報告書はあくまで作兵衛さんの絵を使いながら、地域やみ

んなが元気になるには、どういう仕組みを作ればいいのか、そこでどう

いったことを感じてもらえばいいのか、用意できるものは何だろう。そ

ういったことを、満遍なく書いておかなければならないという性格もあ

る。行政と市民が中心になって、具体的な取組をしていかなければなら

ない。そういう時の一つの指針になれたら、報告書としての機能を果た

すと思う。報告書に書いてあるから全部実効しなければならないという

ことでもない。これはあくまでこういった方向で行きますよという材料

である。整理しなければならない点、市民の参画の仕方、市民にどうい

うふうになってほしいのか、働きかけの面とその市民が訪れた人にどう

対応していくのかをきちんと分けて、方向性を少し整理しなおしておく

ことも、場合によっては必要だろうと思う。ご一任いただければと思う。 

⇒（委員了承） 

（委員） 今後の課題へ入ります。 

特にこの中で一番感じているのは、この仕組みが出来上がったときとい

うのは、センターが建設されていて、そこで十分な形で見てもらえるよ
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うな仕組みが作られているということを想定している。ところが、セン

ターがいつできるのか、これがまだはっきりしていない。少なくともそ

の間は、現在の博物館で色々な仕組みを考えていかなければならない。

一、二年の間に今の状態でも見に来ていただいた方に、ある程度もう一

回見にこようかというようにしていかなければならないわけである。そ

ういう点では、２４年度４月１日から、具体的に何を取組んでいくのか

ということが非常に重要になってくると思われる。場合によっては、そ

の点にも触れておくことが必要かなと思う。この報告書に書かれている

方向性について、特にいかに実現していくかという点で、課題等あるい

はご意見がありましたらどうぞ。 

  （委員） 後から気づいて申し訳ないが、３７ページの今後の課題、多様な主体の

連携のところで、県で実施されていることがかなり長く書かれているが、

田川広域観光協会が、産官民学で４月から出発しようとしている。こう

いったことも記述していいのではないかと考えている。 

  （委員） これについては、田川全体が元気になればいいわけなので、できるだけ

重複しないで一緒に出来ることは、連携しながらやっていくというふう

に整理しておいたほうがいいと思う。少し調べたうえで必要があればそ

のことを追加、記述しておきたい。 

  （事務局） 今年１月４日に田川広域観光協会の事務局体制が整いまして、４月に向

けての立ち上げを目指して準備を進めてきた。４月５日に田川広域観光

協会の正式な協議を整えて、それをもって法的な組織体制の準備に入る

と聞いている。 

  （委員） 広域観光協会でどういう取り組みをされるのか、この報告書とどういう

ところで連携できるのか、そのようなところを若干確認した上で、連携

できるものは連携していきましょうという姿勢で報告書はまとめていき

たい。 

  （委員） 連携する対象として運輸関係であればＪＲ、西鉄、平筑、民間企業とか、

情報関係であればメディア、マスコミ、郵便局等、スキルを持っている

ところと連携することもあるのではないかと思うが、連携の趣旨等もあ

るので、この点についてご意見を伺えたらと思う。 

  （委員） ここでは広くということで、具体的に全部を限定する必要はないので、

民間企業であるとかＪＲ、その他と連携しながら、仕組みの援助を得る

ことが可能な形の報告にしておけばいいと思う。 

  （委員） 学びという言葉でずっと進んできたが、どうしても硬い感じがする。学

習の学という漢字を使うために、そのような印象を受ける。そこで、平

仮名にしてやわらかくしてはと思う。一度お考えいただいたらとお願い

だけさせていただく。 

  （委員） ここでその議論をしても大変ですから、そのような課題が出ているとい

うことで検討させていただきたい。 

       教育については学校教育と生涯学習という二本柱で検討するということ

でした。この点について具体的にこういう取り組みをしましょうという

提案がされている。ご意見がありましたらどうぞ。 

  （委員） この段階であまりにも細かい具体的な部分に入りすぎているところが多

い。固有名詞が並べられているので、少し慎重にされた方がいいと思う。 

  （委員） ここをどういう扱いにするかについては、部会長会での議論におまかせ
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いただければと思うがよろしいか。 

     ⇒（委員了承） 

  （委員） 市民の参画と市民の意識の醸成と教育の部分というのは関連していると

思う。全体を通しての柱が学びということで、どうしても仕方ないが、

市民の方々、あるいは学生、生徒の皆さんが、参画していくということ

で考えた場合、あまりにも硬いというか、そこからまなじりを決して取

り組んでいかざるを得ないようなところがあるので、少しきついのかな

と思う。一般市民の皆さんが積極的に参加していくというのであれば、

もう少し楽しむというか、僕たち、私たちの愛する作兵衛さん、おらが

町の作兵衛さん、そういうものを少しでも組み合わせるようなところが

ないと、一般市民の参画としてはきついものがあると思う。また、学生、

生徒に対しては、ボタ山空間、志免町の竪坑櫓で、志免町が志免竪坑櫓

の歴史を学ばせたい、産業が育ってきた過程を学ばせたいと色々取り組

んでいる。もう少し肩の力が抜けていたのではないかという感想をもっ

ている。 

  （委員） 私も少し硬いのではないかと思っている。おもてなしとかホスピタリテ

ィーあるいは誇りというのがあるが、自分たちが住んでいるところをと

にかく好きになること、こういうことを市民が見つけるみたいなものを

出していったらいいのではないかと思う。以前、農林高校生が自分たち

の育てた花を源じいの森に持って行ったら、源じいの森を訪れていた人

達から、綺麗な花だと言われた。自分たちが行ったことがこんなに喜ば

れたと嬉しがったそうである。そういう形の学習が非常に自信をもたせ

るのではないかと思う。 

  （委員） 分科会のなかで出てきたのかは定かではないが、独自科目の設置の中か

ら３観点、創造・自立・誇りがあるが、目標があったときの創造と自立

のイメージがわかないところがある。誇りは郷土愛とかいうところでイ

メージできるが、この三角形を作ったときの方向性として、教材に含め

て行うとすれば、今後どういったものをホームページで行うとしている

のかイメージできないというのが１点と、教育、学びということになる

と硬いイメージがあるが、ここに住んでいる我々の子どもを含めて使命

感、自負心をしっかり落とし込んでいくべきだと思う。 

  （委員） 中央中の中学生たちが博物館までの看板が少ないから、美術の時間に看

板を作ったりしている。全国から色んな人達が訪れるから町をきれいに

したいねと言っている。このように子どもたちも発信しているので、市

民も一人一人、おもてなしをしたいとなっていくのではないかと思う。

できるだけ硬くならない形で、これから先が未来に繋がっていけたらと

思っている。 

  （委員） 硬いといわれたときに、どうすればいいのかと思った。報告書という性

格、繰り返すようですが少し考えて整理してみたいと思います。それと

もう一つは、特に今、どのような取り組みがされているかという点につ

いては、資料として掲載されるはずなのです。それをきちんと受けつい

でいくものですが、ここからはあまり出てきていません。先ほどから言

われているように、新聞報道では高校生が看板を作ったとかいうことが

出ていましたし、小学生が石炭記念公園で絵を描いたとかいうような取

り組みがどのようになされているのか、もう一つはっきりしていないか
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らイメージがわきにくいのではと思います。そういったところをもう少

し補ったうえで、田川みらい科ができればそれでいいというのではなく

て、報告書の中でもみらい科というのは、田川の色々なことを勉強しな

がら、ここに言われている３つのことを目指そうという科目のようで、

作兵衛さんの絵を使ってどうするのかということは、ここには触れられ

ていません。全体像の中でどういうふうに位置づけていくのかというこ

とを問題提起する形で、地元の人間・子どもたちは、みんなが作兵衛さ

んの絵については知っているんだという状況を目指しましょうという大

目標があるわけですから、その方向で具体的にデータを示しながら可能

な範囲で修正がして、４月の部会長、副部会長の検討会、最終的には検

討委員会のところに提案出来るようにさせていただきたい。基本的な骨

組みについては、大体確認していただけるのではないかということで、

この報告書についてはこういう形でまとめさせていただきたいと思いま

す。よろしいでしょうか。 

      ⇒（委員了承） 

  (事務局) あとは、部会長、副部会長の方で最終的に皆さんの意見を踏まえて手直し

をするということでまとめさせていただきます。ありがとうございまし

た。 

 

 ⑶ その他 

  (事務局) 報告書については、本日のご指摘を踏まえて修正を行いたいと思います 

が、その内容及び決定については正副部会長に一任していただきたいと 

思います。本日をもって活用調査検討部会の審議は終了としたいと考え 

ています。 

 

 

２ 会議終了後、部会長及び副部会長との打合せ 

 

 

 

次回会議 
日 時： 

場 所： 

 


