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⑵ 活   用 

ア 山本作兵衛コレクションの活用に係る検討方針 

山本作兵衛コレクションの将来的な活用を考えるに当たっては、まず国内の 

世界遺産等で実施されているエコミュージアムの手法・考え方を用いることと 

した。エコミュージアムの手法・考え方とは、来訪者がビジターセンターや博物

館といった中核となる施設に来訪し、そこで周辺の様々な地域資源を結びつけ、

案内するとともに、そこで暮らす住民が地域の文化や生活様式の価値を見出し、

それらを誇りに思い、来訪者に伝えるなどの行動を取るというものである。 

この一連の考えに、今回、文化や歴史、自然等を観光対象としつつ、その持続

可能性を念頭に置くエコツーリズムの考えをかけあわせ、市博物館等を核とし、

山本作兵衛コレクションに描かれた筑豊炭田の歴史や意義、田川地域の素晴らし

さなどについて来訪者が正しく、楽しく学ぶことができる「エコミューリズム  

構想」を打ちたて、検討を進めることとした。 

以上のことを踏まえ、活用内容案の検討に際しては、特に「学び」の観点を   

念頭に置くこととし、具体的には、山本作兵衛コレクションの活用を図っていく

中で、主に、「来訪者に何を学んでほしいか」、そして「学んでもらうために、   

どのような仕組みが必要か」について、議論を進めた。また、その際、「将来、   

田川地域にどのような状況になってほしいか」という点も考慮に入れることと 

した。 

なお、活用内容案の詳細の検討に際しては、「学校・生涯学習への具現化」と  

「来訪者への学びの仕組みの具現化」の二つの観点から議論を深めた。 

イ 学び・伝え・継承するための仕組み 

（ア）前提となる「五つの視点」 

前述のとおり、「学び」の観点を念頭に活用策を検討したが、その中でも特

に、山本作兵衛コレクションを活用していく中で「来訪者に何を学んでほしい

か」という点について議論を重ねた。その結果、次の五つの視点を整理した。 

 

ａ 山本作兵衛コレクションそのものの魅力・描かれているもの 

ｂ 世界記憶遺産としての価値（なぜ世界・人類の記憶遺産になったか） 

ｃ 絵と記録から、山本作兵衛氏の生き方（なぜ記録を残そうとしたか） 

ｄ 背景としての筑豊炭田における労働・生活と文化の歩み 

ｅ 筑豊炭田が日本の近代化・工業化を支えたこと、そしてその役割を終えた

こと、それらを踏まえて再び向き合うこと 
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（イ）将来的な活用イメージ 

前述の五つの視点を念頭に、山本作兵衛コレクションを適切かつ積極的に 

活用することにより、田川地域にどのような状態になってほしいかについて 

議論を重ねた。その結果、次の活用イメージを整理した。 

 

ａ 田川地域の住民が、山本作兵衛コレクションやその背景となる筑豊炭田

の価値と意義について正しく理解し誇りに思っている。 

ｂ 他の筑豊エリアや九山遺産群等と連携し、田川地域の炭坑文化遺産に 

ついて学ぶことを目的に年間２０万人の人が田川市に訪れている。 

 

前述の二つの状態を目指すための方策として、将来的な活用イメージ図を作

成した。（下図参照）この図の中での主なポイントは次のとおりである。 

 

中核施設の設定  

山本作兵衛コレクションの保存・活用等に関して博物館機能・ビジターセンタ

ー機能を併せ持つ中核施設（山本作兵衛・世界記憶遺産センター（仮／以下「世

界記憶遺産センター」という。））を設定した。場所は記念公園内を想定した。 

 

中核施設以外との連携  

� 市民・NPO・商店街・大学等、産学官民との積極的な連携 

� 英彦山を始めとする他の観光資源との組み合わせ 

� 他地域の博物館や後述の研究機関との連携、外部への積極的な情報発信 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

田川市美術館田川市美術館

古墳古墳

炭住風ホテル炭住風ホテル
三井伊田斜坑三井伊田斜坑 売勘場売勘場

他地域の博物館

学校や他の研究機関

行政 市民・ＮＰＯ・商店街など

ファンクラブ
（会員）パス

・炭券型の地域通貨（商品券）をビジターセンターで販売。

・この地域通貨を用いると、博物館等の入場料や、ホルモン焼きなどの飲食店で割引サービスが受けられ、土産にもなる。
炭炭炭炭炭炭炭炭 券券券券券券券券炭炭炭炭炭炭炭炭 券券券券券券券券炭炭炭炭炭炭炭炭 券券券券券券券券炭炭炭炭炭炭炭炭 券券券券券券券券

体験施設（例）

【山本作兵衛・世界記憶遺産センター（仮）】

博物館機能

�保存

�企画・発信

�展示

�研究収集

�研修・教育

ビジターセンター機能

�インフォメーション
センター

�物販

旧山本家
蒸気機関車

川ひらた

中心部分（田川市石炭記念公園内付近）中心部分（田川市石炭記念公園内付近）

【旅行者】

英彦山英彦山

他の観光資源の組合せ

ロマンスが丘ロマンスが丘

外部への発信
各地での展示・
シンポジウムなど
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また、特に中核施設となる世界記憶遺産センターが有すべき機能について 

検討を行った。具体的には、世界記憶遺産センターにおいて、山本作兵衛コレ

クションに関する全体像をそこで示し、加えて田川地域を中心とする山本作兵

衛コレクション関連遺産等（近代化産業遺産など）の周遊の起点となる機能を

持つべきであるとの結論に至った。 

      そこではガイド（インタープリター）や展示物、体験型メニューを通して、

山本作兵衛コレクションや田川地域内の関連遺産が持つ歴史や意義等につい

て来訪者が楽しく理解できることが必要である。 

 以上のことを踏まえ、世界記憶遺産センターにおける次の機能の必要性に 

ついて提言する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【山本作兵衛・世界記憶遺産センター（仮）が有すべき具体的な機能】 

 

□博物館機能 

①山本作兵衛コレクションの保存 

� 適切な環境下での持続的な保存・管理 

 

②資料・文献の収集・整備 

� 在野にある次の２点に関する資料・文献・証言等の収集・整備 

� 山本作兵衛氏に関するもの 

� 筑豊地域の炭坑に関するもの 

 

③研究活動 大学・研究機関との連携 

� 山本作兵衛コレクション等の研究機関の創設 

 

④展示・体験学習 

� 「五つの視点」を踏まえた展示や体験学習 

 

⑤研修・教育 

� 学校との連携やガイド育成 

 

⑥企画・情報発信 

� 展示やイベント等の企画や情報発信 

 

□ビジターセンター機能 

 ①インフォーメーション・センター 

� 国外における世界記憶遺産の紹介 

� 田川地域内関連遺産の紹介 

� 学びの観光ツアー 

� 筑豊地域の他の関連遺産の紹介 

 

 ②物販等機能 

� ミュージアムショップ 

� 休  憩 

� 飲  食 
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   （ウ）「五つの視点」を踏まえた学びの仕組み 

（ア）で述べた五つの視点を念頭に、どのようにすれば来訪者や市民等により

深く学んでもらえるかについて検討を重ねた。まず、五つの視点を踏まえた上

で、それぞれ「学びのねらい」を抽出した。 

 

    

【学びのねらい】 

    

□山本作兵衛コレクションそのものの魅力・描かれているもの 

� 絵そのものの魅力を感じてもらう 

� 文章の魅力を感じてもらう 

� 先人たちの山本作兵衛コレクションに対する解釈を知る 

 

□世界記憶遺産としての価値（なぜ世界・人類の記憶遺産になったか） 

� 世界記憶遺産そのものの意義を学ぶ 

� 世界記憶遺産を守り伝える 

� 山本作兵衛コレクションが、なぜ世界に認められたかを学ぶ 

 

□山本作兵衛氏の生き方（なぜ記録を残そうとしたか） 

� 山本作兵衛氏の生涯を学び、氏の歩んできた道のりを追体験する 

� 山本作兵衛氏の人柄を感じてもらう 

� 山本作兵衛氏が絵を描き続けた想いを感じてもらう 

 

□背景としての筑豊炭田における労働・生活と文化の歩み 

� 山本作兵衛コレクションの背景（時代性・地域性）を学ぶ 

� 山本作兵衛コレクションに描かれていることを中心に、田川・筑豊地域の 

良き文化・風土を感じてもらう 

� 助け合いの精神 

� 明るく前向きに生きていく精神 

� 様々な文化の共生 

� 山本作兵衛コレクションに描かれていることを中心に、石炭産業の発展や 

工夫、炭坑労働の苦労を学ぶ 

� 石炭産業の一連の流れを学ぶ 

� 各作業での工夫や苦労を学ぶ 

� 災害を防ぐ保安の取組を学ぶ 

� 石炭産業の技術的な発展の歴史を学ぶ 

 

□筑豊炭田が日本の近代化・工業化を支えたこと、そしてその役割を終えたこと、

それらを踏まえて再び向き合うこと 

� 炭坑と世界的規模での産業革命の関連を学ぶ 

� 炭坑労働と日本の近代化との関連を学ぶ 

� 日本全体の規模の中で、筑豊炭田の重要性を学ぶ 
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次に、それぞれの学びのねらいに対して、「学びの仕組み」を検討した。具体

的には次の項目に沿って検討を行った。 

 

□学びの仕組み 

� 方向性 

� 具体例 

□学びの仕組みを実現するために必要なもの（実現までの課題） 

� 説明資料 

� 物関連（音声ガイド等） 

� 人関連（ガイド等） 

� 設備関連 

� 場 所（スペース） 

� その他 

□学びの仕組み実現までの時間軸（段取り） 

 

 

また、学びのねらいごとの学びの仕組みに関する検討結果については、次頁

以降に記す。なお、ガイド及び音声ガイドについては、まとめて次に述べる。 

 

ガイドについて  

体験施設の指導員として体験施設ごとに５人程度のガイドを育成することが必要

である。また、展示エリアに関しても、説明資料だけではわからないことも多い

ため、ここでも５人程度のガイドを育成することが必要であり、合計で１０人  

程度のガイドを育成することが必要となる。ただし、次に述べる音声ガイドを  

導入すれば、ガイドが担う役割や負担は幾分軽減される。なお、ガイドの説明を

受けずに、山本作兵衛コレクションを観賞したい見学客に配慮を行うことも必要

である。 

 

音声ガイドについて  

現在の市博物館では導入されていないが、増加している来場者数や来訪者の幅広

い年齢層に鑑み、音声ガイドシステムやタブレット型コンピュータの導入につい

て検討する必要がある。 
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１ 山本作兵衛コレクションそのものの魅力・描かれているもの 

⑴ 絵そのものの魅力を感じてもらう 

方向性 山本作兵衛コレクションを実際に見てもらい感じてもらう。 

具体例 □山本作兵衛コレクション（または複製画）の展示 

山本作兵衛コレクション（または複製画）の展示を行う。なるべく多くの

絵を展示し、さらに説明（ガイド）を充実する。 

 

実 現 

までの 

課 題 

まず、説明資料を新たに作成する必要がある。加えて複製画の製作も必要で

ある。なお、展示スペースが現状不足しており、市博物館第２展示室の２倍

（３５３㎡）程度の広さが必要だと思われる。（１００枚程度の展示を想定） 

実 現 

までの 

段取り 

世界記憶遺産登録効果が来訪者数に好影響を及ぼすと思われるこの２年以内

に実現することが望ましい。複製画を可能な限り速やかに製作し、現状  

（３０枚程度）よりも多くの複製画を展示する。また、抜本的な展示環境の

改善に向け、世界記憶遺産センターの早期整備を目指す。 

 

⑵ 文章の魅力を感じてもらう 

方向性 山本作兵衛コレクションの文章を、実際にじっくり読み聞いてもらう。 

具体例 □絵の文章を読み聞かせる（紙芝居風） 

 

実現 

までの 

課題 

まず、説明資料を新たに作成する必要がある。加えて複製画の製作も必要で

ある。読み聞かせる場所としては、屋外や産業ふれあい館内、また新たに  

芝居小屋風の部屋（映像も視聴できる）を整備することも検討する必要が  

ある。 

実現 

までの 

段取り 

読み聞かせの際に使用する資料を作成し、併せて、読み聞かせを行う者を  

確保する。世界記憶遺産登録効果が来訪者数に好影響を及ぼすと思われる 

この２年以内に実現することが望ましい。 
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⑶ 先人たちの山本作兵衛コレクションに対する解釈を知る 

方向性 説明資料等により、山本作兵衛コレクションに対する先人の評価・解釈を  

知ってもらう。 

具体例 □山本作兵衛コレクションに造詣の深い先人による解釈等を展示する。 

 

実現 

までの 

課題 

説明資料については、現状作成されていないが、参考に資する資料は多数存

在している。なお、展示スペースが不足しており、第２展示室の４分の１  

（４４㎡）程度の広さが新たに必要と思われる。 

実現 

までの 

段取り 

世界記憶遺産登録効果が来訪者数に好影響を及ぼすと思われるこの２年以内

に必要最小限度の展示を実現する。また、世界記憶遺産センター整備後に  

本格的な展示を行う。 

 

２ 世界記憶遺産としての価値（なぜ世界・人類の記憶遺産になったか） 

⑴ 世界記憶遺産そのものの意義を学ぶ 

方向性 他の世界記憶遺産の事例も踏まえ、その意義を知ってもらう。 

具体例 □世界記憶遺産の意義を説明する。 

ユネスコが世界記憶遺産事業を創設したことの意義、また他国の世界記憶

遺産の事例について説明を行う。 

 

実現 

までの 

課題 

現状の説明資料の中では、特に他の世界記憶遺産に関する情報が不足して 

いる。なお、展示スペースが不足しており、第２展示室の４分の１（４４㎡）

程度の広さが新たに必要と思われる。 

実現 

までの 

段取り 

世界記憶遺産登録効果が来訪者数に好影響を及ぼすと思われるこの２年以内

に必要最小限度の展示を実現する。また、世界記憶遺産センター整備後に  

本格的な展示を行う。 
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⑵ 世界記憶遺産を守り伝える 

方向性 山本作兵衛コレクションの保存手法を理解し、貴重な資料を後世へ伝える 

ことの重要性を理解してもらう。 

具体例 □文化財を保存するための手法等を説明する。 

□資料を後世へ伝えることの重要性や困難さを展示資料により理解してもら

う。 

 

実現 

までの 

課題 

説明資料については、現状不足しているが、参考に資する資料は存在して  

いると思われる。なお、展示スペースが不足しており、第２展示室の４分の

１（４４㎡）程度の広さが新たに必要と思われる。 

実現 

までの 

段取り 

世界記憶遺産登録効果が来訪者数に好影響を及ぼすと思われるこの２年以内

に必要最小限度の展示を実現する。また、世界記憶遺産センター整備後に  

本格的な展示を行う。 

 

⑶ 山本作兵衛コレクションが、なぜ世界に認められたかを学ぶ 

方向性 なぜ世界が山本作兵衛コレクションを賞賛したかを理解してもらう。 

具体例 □山本作兵衛コレクションの世界記憶遺産としての価値を説明する。 

山本作兵衛コレクションのどの部分が世界記憶遺産として評価されたか、

また、他国の炭坑労働の実態等を踏まえながら、その背景についても説明

する。 

 

実現 

までの 

課題 

説明資料については、現状特に他国の炭坑労働の実態との比較に関する説明

が不足している。なお、展示スペースも不足しており、第２展示室の４分の

１（４４㎡）程度の広さが新たに必要と思われる。 

実現 

までの 

段取り 

世界記憶遺産登録効果が来訪者数に好影響を及ぼすと思われるこの２年以内

に必要最小限度の展示を実現する。また、世界記憶遺産センター整備後に  

本格的な展示を行う。 

 



 31 

３ 山本作兵衛氏の生き方（なぜ記録を残そうとしたか） 

⑴ 山本作兵衛氏の生涯を学び、氏の歩んできた道のりを追体験する 

方向性 山本作兵衛氏の伝記やエピソード等を知ってもらう。 

具体例 □山本作兵衛氏の伝記やエピソードを収集し、展示する。 

□山本作兵衛氏の旧家を再現し、展示する。 

 

実現 

までの 

課題 

現状ある程度、エピソードや詳細資料は存在しているが、その整理と更

なる収集が必要である。また旧家を再現する場合は、建設から行うこと

が必要となる。なお、展示スペースも不足しており、第２展示室の４分

の１（４４㎡）程度の広さが新たに必要と思われる。 

実現 

までの 

段取り 

世界記憶遺産登録効果が来訪者数に好影響を及ぼすと思われるこの２

年以内に必要最小限度の展示を実現する。また、世界記憶遺産センター

整備後に本格的な展示を行う。旧家の再現については、復元する場所や

スケール、財源の手立て等、具体的な検討を行った後に、可能な限り  

５年以内に実現する。 

 

⑵ 山本作兵衛氏の人柄を感じてもらう 

方向性 実際の映像や音声等を通して人柄を感じてもらう。 

具体例 □山本作兵衛氏が出演しているビデオを上映する。 

 

実現 

までの 

課題 

テレビ局等に既にデータはあるため、使用許可等の交渉を行う必要がある。  

また、新たに芝居小屋風の部屋（映像も視聴できる）を製作し、そこで見て

いただくことを検討する必要もある。 

実現 

までの 

段取り 

世界記憶遺産登録効果が来訪者数に好影響を及ぼすと思われるこの２年以内

に必要最小限度の上映を実現する。また、世界記憶遺産センター整備後に  

本格的な上映を行う。 
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⑶ 山本作兵衛氏が絵を描き続けた想いを感じてもらう 

方向性 「炭坑・ボタ山が消えていく中で、炭坑の生活を孫の代に伝えたい」という

氏の想いを感じてもらう。 

具体例 □文章等で説明する。 

 

 

実現 

までの 

課題 

現状の説明資料に追加で資料を作成する。なお、展示スペースが不足して  

おり、第２展示室の４分の１（４４㎡）程度の広さが新たに必要と思われる。 

 

実現 

までの 

段取り 

世界記憶遺産登録効果が来訪者数に好影響を及ぼすと思われるこの２年以内

に必要最小限度の展示を実現する。また、世界記憶遺産センター整備後に  

本格的な展示を行う。 

 

４ 背景としての筑豊炭田における労働・生活と文化の歩み 

⑴ 山本作兵衛コレクションの背景（時代性・地域性）を学ぶ 

方向性 筑豊炭田の歴史を踏まえつつ、山本作兵衛氏が描いたものが主にどの時代の、

どの規模の炭坑であるかを正しく理解してもらう。 

 

具体例 □筑豊石炭産業の全過程（形成・発展・展開・衰退・崩壊）のどの場面で    

あったのかについて資料等で説明する。 

□年表（筑豊炭田の歩み等を含む）と代表作品を合わせて展示し、説明する。 

□炭坑の規模（三井など大手炭坑との違い）により、何がどのように異なっ

ていたのか（技術や設備等）を資料等で説明する。 

 

 

実現 

までの 

課題 

現状説明資料は展示されていないが、参考になる資料は存在しているため、

作成することは可能だと思われるが、これらの資料を収集、整理する必要が

ある。なお、展示スペースが不足しており、第２展示室の２分の１（８８㎡）



 33 

程度の広さが新たに必要と思われる。 

 

実現 

までの 

段取り 

世界記憶遺産登録効果が来訪者数に好影響を及ぼすと思われるこの２年以内

に必要最小限度の展示を実現する。また、世界記憶遺産センター整備後に  

本格的な展示を行う。なお、本格的な展示に当たっては、後述の研究機関が

必要な資料の収集、整理及び研究を行う。 

 

⑵ 山本作兵衛コレクションに描かれていることを中心に、田川・筑豊地域の良き文化・  

風土を感じてもらう【助け合いの精神】 

方向性 なぜ「助け合いの精神」が発達したのか、その背景を知ってもらう。 

具体例 □チームによる採掘（長壁式）が行われており、一人のミスが大惨事を招く  

ことになるため、助け合いの精神が発達したことなどを資料等で説明する。 

 

実現 

までの 

課題 

現状説明資料は展示されていないが、参考になる資料は存在しているため、

作成することは可能だと思われる。なお、展示スペースが不足しており、  

第２展示室の４分の１（４４㎡）程度の広さが新たに必要と思われる。 

実現 

までの 

段取り 

世界記憶遺産登録効果が来訪者数に好影響を及ぼすと思われるこの２年以内

に必要最小限度の展示を実現する。また、世界記憶遺産センター整備後に  

本格的な展示を行う。 

 

方向性 当時の生活風習等の中から、「地域の強い繋がり」について感じてもらう。 

具体例 □当時の子供の遊びを通じて、その中に見られる地域の繋がりの精神を学ぶ。

【例：ひまわり、ビー玉、おたすけ】 

テレビゲーム等がなかった時代に、近所の子供たちが集まって楽しんだ 

当時の遊びを体験することで、地域の繋がりを感じる。 

 

□炭住地区の共同生活の中で存在していた地域の教育力を掘り起こし、それ

を体験する。 
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実現 

までの 

課題 

現状説明資料はないが、実際に幼少期を炭住で暮らした市民から、当時の話

を伺い、それを基に資料を作成する必要がある。遊びに使う道具を収集する

必要がある。なお、体験していただく場所については、記念公園内（産業   

ふれあい館内）のほか、伊田・後藤寺両商店街内も考えられる。 

実現 

までの 

段取り 

場所を選定した上で、遊びに使う道具を収集し、併せて遊びを指導する者を

確保する。世界記憶遺産登録効果が来訪者数に好影響を及ぼすと思われる 

この２年以内に実現する。 

 

方向性 田川市民との触れ合いの中から、今も残る助け合いの精神を感じてもらう。 

具体例 □田川市民の家にホームステイする。 

 

□炭住等での生活体験 

炭住を再現（または廃校等を利用）し、宿泊する。滞在期間中、宿泊者は、

共同生活を体験する。 

 

 

実現 

までの 

課題 

ホームステイ制度の案づくり及び実施に際し、協力者（大学生を含む）の  

募集を行う必要がある。炭住または廃校の利用については、手法（既存建物

の活用または新設）や財源確保等を念頭に検討する必要がある。 

実現 

までの 

段取り 

世界記憶遺産登録効果が来訪者数に好影響を及ぼすと思われるこの２年以内

に実現することが求められるが、まずは、制度設計を行う。仕組みづくりや

調整等により、実現までに時間がかかると思われるが、少なくとも５年以内

の実現が望ましい。 
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⑵ 山本作兵衛コレクションに描かれていることを中心に、田川・筑豊地域の良き文化・

風土を感じてもらう【明るく前向きに生きていく精神】 

方向性 祭り等のエネルギッシュな田川を体験してもらう。 

具体例 □ＴＡＧＡＷＡコールマイン・フェスティバルや川渡り神幸祭等で、生き  

生きとした田川市民を見てもらう。 

 

実現 

までの 

課題 

既にＴＡＧＡＷＡコールマイン・フェスティバルや川渡り神幸祭等で実現 

済みである。 

実現 

までの 

段取り 

既にＴＡＧＡＷＡコールマイン・フェスティバルや川渡り神幸祭等で実現 

済みである。 

 

⑵ 山本作兵衛コレクションに描かれていることを中心に、田川・筑豊地域の良き文化・

風土を感じてもらう【様々な文化の共生】 

方向性 田川地域に根付いている食文化を、五感を通じて学んでもらう 

具体例 □田川地域のホルモン料理等を食べる。 

 

実現 

までの 

課題 

まず、田川ホルモンに関する説明資料を作成した上で、多言語化することが

必要である。関連する飲食店と連携し、田川地域の食文化が発達してきた  

背景等を来訪者に説明できるようにする必要がある。 

実現 

までの 

段取り 

田川ホルモンに関するパンフレットの作成に加え、田川ホルモンを提供する

飲食店にのぼりを立てるなど、来訪者に円滑に食べていただく環境づくりを

行う。世界記憶遺産登録効果が来訪者数に好影響を及ぼすと思われるこの 

２年以内に実現する。 
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⑶ 山本作兵衛コレクションに描かれていることを中心に、石炭産業の発展や工夫、  

炭坑労働の苦労を学ぶ【石炭産業の一連の流れを学ぶ】 

方向性 石炭産業の全体の流れを（官営八幡製鐵所との繋がり等も踏まえ）知って  

もらう。 

 

体験プログラムを通じ、五感で石炭産業を感じてもらう。 

具体例 □石炭産業の一連の流れ（採炭→運搬→選炭→輸送）や、それに付随する  

事柄（支柱、排水、通気、保安等）を流れに沿って説明する 

□筑豊炭田の石炭を運搬する仕組みの体験【川ひらた】 

鉄道が発達する以前は、筑豊炭田の石炭は川ひらた（五平太舟）で遠賀川

を下り、芦屋や堀川を経由して若松に運ばれた歴史を踏まえ、水運時代に  

思いをはせながら、再現した川ひらたで川下りを体験する。 

□筑豊炭田の石炭を運搬する仕組みの体験【蒸気機関車】 

平成筑豊鉄道で、蒸気機関車を走らせて乗車する。 

 

実現 

までの 

課題 

展示については、現状の資料を活用しつつ、追加を行っていくことが必要で

ある。そのための説明・展示に関しては、第２展示室の２倍（３５３㎡）程

度が必要である。 

川ひらたや蒸気機関車については、まず現物を探すところから始めることが

必要である。さらに、専門の乗組員や技師の確保、並びに川ひらたについて

は、船着場等の整備も不可欠である。 

実現 

までの 

段取り 

現物に関する調査を行った上で、現物の確保の可能性や財源の手立てについ

て検討する。川下りについては、実現の可能性について所管省庁と協議を  

行う。世界記憶遺産登録効果が来訪者数に好影響を及ぼすと思われるこの２

年以内に実現することが求められるが、仕組みづくりや調整等により、実現

までに時間がかかると思われる。少なくとも５年以内の実現が望ましい。 
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⑶ 山本作兵衛コレクションに描かれていることを中心に、石炭産業の発展や工夫、  

炭坑労働の苦労を学ぶ【各作業での工夫や苦労を学ぶ】 

方向性 体験プログラムを通して、炭坑労働の苦労等を五感で知ってもらう。 

具体例 □石炭そのものの説明 

 石炭を知らない人々に対して、石炭の用途を説明するとともに、実際に  

石炭を燃焼させてみる。 

 

□採炭現場の再現 

 旧三井田川鉱業所伊田斜坑（以下「斜坑」という。）等を活用し、実際の   

採炭の雰囲気を再現する（トロッコ列車の復元も検討）。 

 

□炭坑労働の体験（運搬【後山】） 

 坑道に入り、横になったまま石炭を積み込んだり運んでみる。（石炭を箱に

積む作業や箱を持ち上げてみるなどを体験することも想定） 

 

□炭坑労働の体験（切羽運搬【スコップ部隊】） 

スコップを使い石炭をトラフに入れてみる。 

 

□炭坑労働の体験（選炭） 

 昔の選炭機（マンゴク等）を復元し、間近で見学できるようにする。 

 

 

実現 

までの 

課題 

体験プログラムを現状行っていないため、施設等の整備に加え、説明資料の

作成、説明者の確保が必要となる。体験場所としては、記念公園内並びに  

隣接する斜坑が考えられるが、斜坑については、当該土地所有者との協議が

必要である。各体験プログラム当たり、第２展示室の４分の１（４４㎡）   

程度の広さが新たに必要と思われる。 

特に斜坑については可能な限り、活用することが望ましい。 

実現 

までの 

段取り 

世界記憶遺産登録効果が来訪者数に好影響を及ぼすと思われるこの２年以内

に実現することが求められる。調整や仕組みづくり等により、実現までに  

時間がかかると思われるが、少なくとも５年以内の実現が望ましい。 
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⑶ 山本作兵衛コレクションに描かれていることを中心に、石炭産業の発展や工夫、  

炭坑労働の苦労を学ぶ【災害を防ぐ保安の取組を学ぶ】 

方向性 資料や体験プログラムを通して、災害を防ぐ保安の工夫を五感で知ってもら

う。 

具体例 □災害を防ぐための取組（安全灯、岩粉散布（炭じん予防））等を説明する。 

 

□炭函差込信号の体験 

 ベルのない時代の、炭函差込信号を再現し、体験できるようにする。 

 

 

実現 

までの 

課題 

現状説明資料は展示されていないが、参考になる資料は存在している。なお、

展示スペースが不足しており、第２展示室の４分の１（４４㎡）程度の広さ

が新たに必要と思われる。体験プログラムについては、施設等の整備に加え、

説明資料の作成、説明者の確保が必要となる。 

実現 

までの 

段取り 

世界記憶遺産登録効果が来訪者数に好影響を及ぼすと思われるこの２年以内

に実現することが求められる。調整や仕組みづくり等により、実現までに  

時間がかかると思われるが、少なくとも５年以内の実現が望ましい。 

 

⑶ 山本作兵衛コレクションに描かれていることを中心に、石炭産業の発展や工夫、  

炭坑労働の苦労を学ぶ【石炭産業の技術的な発展の歴史を学ぶ】 

方向性 体験プログラムを通じて、人力から蒸気、電気による力へと技術的な発展を

遂げていった流れを五感で知ってもらう。 

具体例 □人力から蒸気、電気による動力の変遷に伴って発展した技術の実体験  

【ハンドルポンプの疑似体験】 

 坑道内の水を揚げるために開発されたハンドルポンプ（人間エンジン／市 

博物館が明治期のものを保管）を体験してみる。その後、蒸気、電気式の

ポンプについて説明する。 
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実現 

までの 

課題 

現状行っていないため、ハンドルポンプを修繕して体験できるようにすると

ともに、説明資料が必要となる。体験場所としては、記念公園内が考えられ、

第２展示室の４分の１（４４㎡）程度の広さが新たに必要と思われる。 

実現 

までの 

段取り 

世界記憶遺産登録効果が来訪者数に好影響を及ぼすと思われるこの２年以内

に実現することが求められる。 

 

５ 筑豊炭田が日本の近代化・工業化を支えたこと、そしてその役割を終えたこと、それ

らを踏まえて再び向き合うこと 

⑴ 炭坑と世界的規模での産業革命の関連を学ぶ 

方向性 世界の他の産業の近代化の実例を知ってもらう。 

具体例 □人類の近代化（産業革命）の歴史を説明する。 

他国の実例を踏まえ、炭坑が産業革命に欠かせないものであったことを 

説明する展示を行う。 

 

 

実現 

までの 

課題 

現状説明資料は展示されていないが、参考になる資料は存在しているため、

作成することは可能だと思われるが、これらの資料を収集、整理する必要が

ある。なお、展示スペースが不足しており、第２展示室の４分の１（４４㎡）

程度の広さが新たに必要と思われる。 

実現 

までの 

段取り 

世界記憶遺産登録効果が来訪者数に好影響を及ぼすと思われるこの２年以内

に必要最小限度の展示を実現する。また、世界記憶遺産センター整備後に  

本格的な展示を行う。なお、本格的な展示に当たっては、後述の研究機関が

必要な資料の収集、整理及び研究を行う。 
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⑵ 炭坑労働と日本の近代化の関連を学ぶ 

方向性 当時の世界経済や政治の背景を踏まえて、理解してもらう。 

具体例 □明治初期の工業化前の状況の説明 

筑豊炭田は小炭坑・狸掘が主で、そこで採掘された石炭は主に瀬戸内地方

の製塩業に利用されたこと等を説明する展示を行う。 

 

□筑豊炭田が発展した要因の説明 

蒸気機関の導入や大規模採炭、財閥資本の進出、鉄道インフラ整備等の  

要因について説明する展示を行う。 

 

□日本の工業化を支えた筑豊炭田の説明 

明治３４年の官営八幡製鐵所の開設に代表されるように、増加する国内 

工場用の燃料として石炭を供給し、日本の急速な工業化を支えたこと等に

ついて説明する展示を行う。 

 

□戦後以降の筑豊炭田の説明 

黒ダイヤといわれた戦後復興の時期や筑豊炭田が閉山せざるを得なかった

理由等、年表を添えて説明する展示を行う。 

 

 

実現 

までの 

課題 

現状説明資料は展示されていないが、参考になる資料は多数存在しているた

め、作成することは可能だと思われる。なお、展示スペースも不足しており、

第２展示室の４分の１（４４㎡）程度の広さが新たに必要と思われる。 

実現 

までの 

段取り 

世界記憶遺産登録効果が来訪者数に好影響を及ぼすと思われるこの２年以内

に必要最小限度の展示を実現する。また、世界記憶遺産センター整備後に  

本格的な展示を行う。 
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⑶ 日本全体の規模の中で、筑豊炭田の重要性を学ぶ 

方向性 日本の他の産炭地との比較により筑豊炭田の特徴を知ってもらう。 

具体例 □日本の他の産炭地についての説明 

日本に残る他の近代化産業遺産や各地域の特徴について説明する 

展示を行う。 

 

□他の産炭地と比較した際の筑豊炭田の特徴の説明 

筑豊地域が日本の石炭供給において大きな比重を占めていたことを

説明する展示を行う。 

 

□労働者から生まれた筑豊地域の豊かな文化の説明 

筑豊地域では、絵画や写真、映像、小説等、炭坑労働者によって豊か

な文化が生みだされたことを説明する展示を行う。 

 

 

実現 

までの 

課題 

現状説明資料は展示されていないが、参考になる資料は存在しているた

め、作成することは可能だと思われるが、これらの資料を収集、整理す

る必要がある。なお、展示スペースが不足しており、第２展示室の４分

の１（４４㎡）程度の広さが新たに必要と思われる。 

実現 

までの 

段取り 

世界記憶遺産登録効果が来訪者数に好影響を及ぼすと思われるこの２

年以内に必要最小限度の展示を実現する。また、世界記憶遺産センター

整備後に本格的な展示を行う。 
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ウ 来訪者への学びの仕組みの具現化 

（ア）目標（来訪者に、どのような状態になってほしいか）     

 山本作兵衛コレクションの観賞を目的に田川市を訪れる人々が、帰る際に、

次のような状態になることを目標とする。 

ａ 個人としての気づき 

「世界記憶遺産でも見るか」といった理由で来訪した人々が、学びの仕組み

を通じて、何がしかの気づきを得ている。 

ｂ 仲介者となる 

ａの気づきを知人等に話す（ブログ等のアップを含む）。 

ｃ 再び来訪する 

田川・筑豊地域へのリピーターとなり、周囲の知人等を連れて再び来訪  

する。 

 

 

（イ）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 

ａ 学びの仕組みの具現化     

前述の目標を達成するためには、学びの仕組みを早急に実現していくとと

もに、来訪者の恒常的な来訪を実現する仕組みづくりについても検討する必

要がある。具体的な仕組み案を次図に示した。 

 

 

 

 

  

 

Before 

世界記憶遺産世界記憶遺産世界記憶遺産世界記憶遺産でもでもでもでも

見見見見るかるかるかるか・・・・・・・・・・・・。。。。    

After 

おっおっおっおっ、、、、意外意外意外意外とととと面白面白面白面白

いいいい！！！！    

またまたまたまた行行行行きたいきたいきたいきたい！！！！    

 

 

 

 

  

 

 

  

   

  

  

田川市田川市田川市田川市にににに山本山本山本山本

作兵衛作兵衛作兵衛作兵衛さんのさんのさんのさんの

炭坑記録画炭坑記録画炭坑記録画炭坑記録画がががが

あってあってあってあって・・・・・・・・・・・・。。。。    

行行行行 っ て み よっ て み よっ て み よっ て み よ

うかなうかなうかなうかな・・・・・・・・・・・・    

友人 

！！  

【次のような気づきを得る】 

� 山本作兵衛コレクションの魅力！ 

� 世界記憶遺産って・・・ 

� 山本作兵衛さんって・・・ 

� 筑豊炭田における労働や文化っ

て・・ 

� 日本の近代化って・・・ 
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来訪者がエコミューリズムを体験する仕組み 

 

 

まず、学びの仕組みの具現化を行う必要がある。これは前述のとおり、  

説明資料の作成や展示に関しては比較的短期間で、体験施設等の整備につい

ては中長期的視野に立ちつつも、可能な限り速やかに行うことが重要である。 

次に、それら学びの仕組みの具現化を組み込んだ①学びのたびの具現化を

行う必要がある。その上で、具現化した学びのたびを周知するために、②各

地へのプロモーションを展開する必要がある。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よる周知活動に加え、個人のブログやフェイ

スブック、ツイッター等でも取りあげてもらうことが重要である。 

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

の構築が必要となる。来訪者の受ける印象やニーズ等を的確に把握した上で、

改善を繰り返すことが重要である。 

以上のことをとり行い、田川地域、筑豊炭田の炭坑文化等のファン層を  

増やし、ファンクラブの創設に繋げていくことが大いに求められる。    

    

b 学びのたびの具現化（他の観光資産との組み合わせを含む） 

学びのたびを具現化していくためには、次の二つの視点を持つ必要がある。 

 

学学学学びのたびのびのたびのびのたびのびのたびの具現化具現化具現化具現化    
① 

学学学学びのびのびのびの仕組仕組仕組仕組みのみのみのみの具現化具現化具現化具現化     

学学学学びのびのびのびの仕組仕組仕組仕組みみみみ    方向性構築方向性構築方向性構築方向性構築    

【田川市郡一体】 

中
間
媒
体

中
間
媒
体

中
間
媒
体

中
間
媒
体
（（（（新
聞
新
聞
新
聞
新
聞
・・・・テ
レ
ビ

テ
レ
ビ

テ
レ
ビ

テ
レ
ビ
・・・・ブ
ロ
グ

ブ
ロ
グ

ブ
ロ
グ

ブ
ロ
グ
等等等等
））））

    
来
訪
者

来
訪
者

来
訪
者

来
訪
者    

② 
各地各地各地各地へのへのへのへの    

プロモーションプロモーションプロモーションプロモーション    

認知認知認知認知    

③ 
来訪者来訪者来訪者来訪者からのからのからのからのフィードバックフィードバックフィードバックフィードバックをををを常常常常にににに受受受受けけけけ、、、、改善改善改善改善していくしていくしていくしていく仕組仕組仕組仕組みみみみ    

他他他他のののの観光資源観光資源観光資源観光資源    
（（（（英彦山英彦山英彦山英彦山などなどなどなど）））） 
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    （ａ）学びの五つの視点を一通り学んでいる内容になっているか。 

（ｂ）ターゲットごとに特化した学びのたびになっているか。 

 

前述の二つの視点を念頭に置き、学びのたびの骨格を構築した上で、英彦山

等、田川地域の他の観光資産との組み合わせを考え、学びのたびを完成させる。 

ターゲットの階層化は、今後のマーケティング調査や戦略等で精緻化して 

いくことが必要であるが、現状の仮説として、主に次のとおり考えられる。 

 

階層化されたターゲットと目標訪問者 

ターゲットターゲットターゲットターゲットのののの属性属性属性属性 将来的将来的将来的将来的にににに恒常的目標恒常的目標恒常的目標恒常的目標とするとするとするとする訪問者数訪問者数訪問者数訪問者数

主に修学旅行や社会科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＝1,000人

初級者

世界記憶遺産という言葉にひかれ、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、世界記憶遺産という言葉にひかれて、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。

5,000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

ターゲットターゲットターゲットターゲット

合計

一般の人々
（国内）

小・中・高校生

大学生

その他

  

      将来的には、すべてのターゲットに対し、各々適応する学びのたびを構築  

し体験してもらうことが考えられるが、当面はひとまず「小・中・高校生」   

及び「一般の人々（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」、「一般の人々（国内）ファン層」や

「一般の人々（国内）応援団」を対象にした学びのたびの構築を行う。 

また、階層別の説明資料（パンフレット）も可能な限り早急に作成すること

が求められる。 

次に、階層ごとの学びのたびの方向性について示す。 
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      「小・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、バスでの移動になると思われるため、基本的

には記念公園内及び周辺での学びの仕組みを体験することとなる。    

まず、展示についてはガイドが一通り案内、説明する。加えて、体験プログ

ラムを一つないし二つ程度体験してもらう。可能であれば自由行動の時間等

を確保し、商店街を訪問するなど、市民と触れ合ってもらう。 

 

「大学生」を対象にした学びのたび  

 

      ゼミ合宿等が想定され、比較的長時間の滞在が考えられる。また、専門性の

高い学生（日本近代史等）が訪れることが考えられるため、展示については

学芸員が案内、内容を掘り下げるなどし、説明する。その後、体験プログラ

ムをほぼすべて体験してもらい、さらには記念公園外の関連する資産（鉄道

駅や稼動している工場見学等）も見学してもらう。可能であれば、実際に炭

坑で働いていた人々から話を聞く機会をつくる。 

 

「一般の人々（国内）初級者」を対象にした学びのたび  

 

      小・中・高校生と同様、滞在時間は短いと考えられる。ただし、リピーター

やファンになってもらうために、山本作兵衛コレクションに描かれている 

世界やその背景となる石炭産業の奥深さや関連性を感じてもらう。 

      これらを感じてもらえるように、展示について、ガイドがおもてなしの心を

持って丁寧に案内、説明する。その後、体験プログラムを一つ程度体験して

もらう。また、昼食や土産購入時に商店街等に訪問してもらい、市民と触れ

合ってもらう。なお、観光としての楽しみも重要であるため、田川地域の他

の良質な観光資源にも触れてもらう。 
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「一般の人々（国内）ファン層」を対象にした学びのたび  

 

リピーターに対しては、さらに深い理解や体験をしていただくことがターゲ

ットのニーズに合っていると考えられる。記念公園内での体験施設をほぼ 

すべて体験してもらい、記念公園外の関連する資産（鉄道駅や稼動している

工場見学等）も見学してもらう。可能であれば、実際に炭坑で働いていた人々

から話を聞く機会をつくる。将来的には、このような人々を対象にファン  

クラブを東京や大阪等で組織する。 

    

「一般の人々（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。具体的には、勉強会への参加や繁忙期のガイドの手伝い、各種

イベントの実行委員等である。 

 

 

参考として、次に「一般の人々（国内）初級者」の学びのたび案の一例を   

示す。 
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【学びのたび】 

～「一般の人々（国内）初級者」をターゲットとした場合の一例～ 

 

� 13:00 市博物館 到着 

� 世界記憶遺産としての価値を学習（15 分） 

� 山本作兵衛氏の生き方を学習（20 分） 

� 山本作兵衛氏のエピソード・ビデオ等を中心に学習 

� 山本作兵衛コレクションそのものの魅力・描かれているものを学習（30 分） 

� 筑豊炭田が日本の近代化・工業化を支えたこと、その役割を終えたこと等を学習

（20 分） 

� 14:30 炭住（復元）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 

� 山本作兵衛コレクションの背景を学ぶ 

� 炭住の見学・紋引きの体験等 

� 15:15 市博物館戻る 

� 石炭産業の一連の流れを学ぶ（30 分） 

� 五感を通して体験プログラムを経験する（30 分） 

� 16:20 土産物の購入 

� 参考図書や絵はがき等、土産物の購入 

� 16:35 記念公園出発 

� 17:30 宿泊地である英彦山付近の温泉宿へ到着 

� 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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ｃ 各地へのプロモーション 

       ①で具現化した学びのたびを基に、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のターゲットごとに考え方や手法

等が異なってくることが想定される。プロモーションを効果的に行うために

は、次の二つの視点を持つことが必要である。 

     （ａ）山本作兵衛コレクションの認知度をいかにして上げるか 

     （ｂ）田川地域への訪問の意欲をいかにして向上させるか 

 

また、プロモーションを成功させていくためには、田川市において専門性

のある職員を育成していくか、専門性を有する外部機関等を活用するかの 

いずれか（または両方）が必須となる。 

次に、階層ごとのプロモーション活動の方向性等について示す。 

 

小・中・高校生へのプロモーション  

 

       修学旅行や社会科見学の誘致が主になるため、各都道府県の教育委員会等

に対するプロモーション活動が効果的であると思われる。誘致する際は、

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）を併せて  

説明することが重要である。 

 

大学生へのプロモーション  

       ゼミ合宿等が主になるため、関連学会や研究会へのプロモーション活動が

効果的であると思われる。また、学会等での研究発表を通じた大学研究者

との繋がりを活用することも必要と思われる。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）を併せて説明することが  

重要である。 
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一般の人々（国内）へのプロモーション  

 

       一般の人々（国内）へのプロモーション活動として、次の取組が考えられる。  

� マスコミを活用したプロモーション 

� テレビ・新聞・雑誌等への露出度を上げていく。 

� ブログやフェイスブック等の口コミを活用したプロモーション 

� 各地で山本作兵衛コレクションや世界記憶遺産に関するシンポジウ

ムを開催 

� 各地で山本作兵衛コレクションの展示会を開催（※） 

� 大都市（東京国立博物館等、国立文化財機構が所管する博物館の 

展示環境が整った場所を想定） 

� 国内の関連地域（釧路炭田（北海道）、常磐炭田（福島県）等） 

� 海外の関連地域（英国、独国、豪州（産炭地等）） 

 

※ 山本作兵衛コレクション原資料の取扱いについては、「山本作兵衛氏

の炭坑記録画並びに記録文書原資料の取扱いに係る基本方針」の規定

に基づき実施する。 

 

ｄ 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や作成した学びのたびでの効果が田川市の期待 

どおりに表れているか、常にモニタリングする必要がある。例えば、市博物

館が把握している来館者の感想は、来館者が博物館職員等に対し意見を伝え

る場合に限られており、ボランティアガイドからの情報収集や来館者への 

アンケート等を博物館の運営や展示の手法等の改善へと繋げていく仕組みが

現状、十分とは言えない。この状態では学びの仕組みで意図する学びのねら

いが的確に来館者に伝わっているか確認できる手立てがないため、早急に 

将来の改善に繋げるための仕組みを構築することが重要である。 
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ｅ 市民の参画 

       山本作兵衛コレクションを活用していくためには、行政のみならず様々な

機関や団体、個人との連携が必要不可欠であり、その中でも特に市民との  

連携が重要である。まずは、市民に対する働きかけを行い、市民の中に山本

作兵衛コレクションへの愛着や誇り、来訪者へのおもてなしの心が芽生え、

定着する必要がある。その心を持ちつつ各種取組に市民が積極的かつ主体的

に取組むことが期待される。（次ステップを参照） 

 

      市民が山本作兵衛氏の残した遺産を共有の財産と認識し、誇りに感じる。  

                    ↓ 

      市民が来訪者に対する関わりの中からおもてなしの心を醸成していく。  

� 道で触れ合う（目的地までの行き方を尋ねられるなど） 

� 飲食店や土産品店で触れ合う 

� タクシー等交通機関を通じて触れ合う 

                    ↓ 

      市民のおもてなしを受け来訪者が再び田川市を訪れようと思う心が芽生える。 

 

なお、今後の活用において、市民が特に積極的に取組むことが期待される

具体例を次に示す。いずれにしても、地域が一体となり産学官民が互いに  

連携を深めながら取組むことが重要であり、連携することなく各々が単独で

取組むことは結果的に非効率なだけでなく、来訪者等にとっても良い結果を

決して生まないということを念頭に置くことが求められる。 
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「学びの仕組み・たびの具現化」への取組  

 

      学びの仕組み・たびの具現化は田川市や市博物館等のみの取組では、人員 

      体制が十分とは言えず、実現は困難である。ボランティアガイドのみならず、

研究・収集や企画・展示サポートに至るまで市民が市博物館等と連携して  

取組むことが求められる。この場合、幾つかの取組ごとに市民団体（ＮＰＯ

等）が組織されることが想定されるが、その際、市博物館等と市民団体の  

それぞれの特性に応じた役割分担を明確にすることが重要である。またボラ

ンティアガイドは無償でなくてはならないということは決してなく、むしろ

責任感を持って行っていただくために、多少有償で行うことも想定される。 

� 研究・収集のサポート 

� 実際に炭坑労働に従事していた市民や、炭住での生活を経験した市民

が各々の体験（当時の遊び等）を振り返り、記録に残していくととも

に、それらの情報を展示やガイドに反映させる。 

� 山本作兵衛氏と接点があった市民が、山本作兵衛氏を振り返り、それ

らを記録に残していくとともに、展示やガイドにも反映させる。 

� 市博物館や研究者の資料収集やヒアリング等のサポートを行う（ヒア

リング同行や資料整理を行うなど）。 

� 企画・展示サポート 

� 市博物館の方針を理解しつつ、一般来訪者の視点から企画・展示への

意見や提案、展示替えの作業を行う。 

� 各種イベントを手伝う。 

� ガ イ ド 

� 市博物館内での、ガイドを行う。 

� 体験施設での指導・説明役を行う。 

� 当時のあそび体験等での指導役を担う。 

 

 

なお、保存に関しては専門的な分野でもあるため、市民の参画が難しい面

もあるが、劣化予防に関する日常的な博物館の環境保全活動については、  

その一部を市民が担うことも十分考えられる。 
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「プロモーション」への取組  

 

     プロモーションに関しては、今後の方策の中で、さまざまな役割が発生すると

思われるが、現状では特に次の２点について市民の取組が期待される。 

� 口コミベースでの知人へのプロモーション 

� シンポジウム等でのサポート 

 

 

     その他の取組  

     田川市民が来訪者と触れ合う機会は次のように様々である。この各々の触れ合

う機会において、おもてなしの心を持って来訪者と接することが重要である。

（「市民全員ガイド」の発想） 

� 道で触れ合う（目的地までの行き方を尋ねられるなど） 

� 飲食店や土産品店で触れ合う 

� タクシー等交通機関を通じて触れ合う 

    

（ウ）今後の課題 

      前述の学びの仕組みを具現化していくための取組を行っていく中で、課題と

して想定される事項について、次に述べる。 

ａ 様々な機関や団体、個人との綿密な連携 

田川市、市博物館及び県立大学を始め、市民団体や商店街、民間企業等の

相互の連携不足が生じることの懸念は、あらゆる局面において考えられ、  

田川市においては、積極的な情報提供と情報収集に努めることが求められる。

また、田川市が今後推進する学びの仕組み・たびの具現化に当たっては、  

平成２４年度から実施を予定している田川広域連携プロジェクト（福岡県、

田川地域全市町村、関係団体及び地域住民で構成）の「田川まるごと博物館」

や平成２４年４月に発足した「田川広域観光協会」との連携が重要となる。 

     ｂ 市民等の意識の高まり 

現在は、主に田川市や市民団体が積極的に山本作兵衛コレクションの活用

を行っている状況であるが、これに関して市民全体の意識や関心がさらに 

高まっていくことが必要である。それを実現するために、記念式典やシンポ

ジウム等各種イベントを通して、定期的に市民の意識を喚起していくことが

求められる。 

ｃ 学びの仕組み構築の遅延 



 53 

       関係者との調整や、人員的な不足等により学びの仕組みの構築が予定より

も遅れてしまうことも考えられる。この場合、現状あるもので最善の学びの

仕組みを構築した上で学びのたびを具現化し、学びの仕組みが一つひとつ 

形づくられていくたびに、それに応じて学びのたびも充実させていくことが

望ましい。 

     ｄ 田川地域でしか味わえない体験の充実 

       昨今、全国的に地域おこしが行われている中、田川地域でしか味わえない

体験がどの程度充実しているかが重要となってくる。そのためには、斜坑や  

川ひらた、蒸気機関車等、印象の強い体験を実現していくことが求められる。

また、田川地域の特徴の一つである「黒ダイヤ」や「チロルチョコ」といっ

た地元の特産品を活かすことも求められる。 

ｅ 関連商品の充実 

       来訪者の購買ニーズに対応すべく、今後、山本作兵衛コレクション、独自

に製作した世界記憶遺産ロゴ、キャラクター等の関連商品を積極的に企画、

作成及び販売することが求められる。また、これに併せ、民間事業者の関連

商品の企画、作成及び販売に対する意欲が高まるよう環境整備に努めること

が重要となる。 

エ 教育（主に小・中学校を対象とした学校教育及び市民を対象とした生涯学習）

での学びの仕組み 

（ア）目   標 

山本作兵衛コレクションを基に、田川市に住む児童・生徒、市民が次のよう

な状態になることを目標とする。 

ａ 田川市に住む児童・生徒 

     全員が五つの視点を基に山本作兵衛氏の作品を鑑賞し、学ぶ機会があり、

理解している。 

ｂ 田川市民 

     全員が五つの視点を基に山本作兵衛氏の作品を鑑賞し、学ぶ機会があり、

理解している。また、産学官民が連携して「学びのまち」の実現を目指して

いる。 
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（イ）学校教育の仕組み 

     ａ 検討組織の創設 

前述の目標を達成するためには、学びの仕組みを整え、それを実現する  

検討組織が必要である。 

具体的には、現存する組織の一部改編により、検討組織づくりを行って  

いくことが考えられる。 

     ｂ 教材及び教育プログラムの開発 

次の三つの事項を念頭に置いて、教材や教育プログラムの開発（カリキュ

ラムづくり）に取組む必要がある。 

     （ａ）これまでの実践材料と取組の共有化を図る。 

     （ｂ）教材開発のために、教材資料の収集・目録化に努め、デジタルデータを

活用する。 

     （ｃ）市博物館、世界記憶遺産センター、県立大学、学識経験者等と連携した

教員研修を実施する。 

ｃ 独自科目の設置 

前述の検討組織において、学校教育への具現化の仕組みについて検討を 

行い、カリキュラム化できた段階で、その指導を行っていくための田川市独

自の科目「田川みらい科」（仮）を設置し、指導を推進していく必要がある。 

《イメージ図》  

あっ、山本作兵

衛さんの絵だ。 

この絵は… 
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                創造 

            

田川みらい科 

        自立          誇り 

 

       「田川みらい科」（仮）は「自立」「誇り」「創造」の三つの理念を基に、    

田川市独自の教材（地域素材）を用いた指導を行うことが想定される。 

これらの理念のうち、特に、「誇り」に関しては、田川地域に伝わる伝統

芸能や文化、郷土の歴史、地域が誇れる人材や活動等、子ども達が郷土  

田川に生まれ育ったことを誇りとし、将来展望を持つことができるような

教育内容を扱うことが重要である。 

      ｄ 現行取組の意識的な充実 

学びの仕組みが整い、各学校で実践がなされるまでの当分の間は、現行

取組の意識的な充実を図る。取組の観点としては次の３点である。 

      （ａ）田川市の文化や歴史に関する教員研修を充実させる。 

      （ｂ）体験学習を重視した児童・生徒に対する学習を充実させる。 

      （ｃ）高校や大学における「筑豊学」（仮）等の設置の呼びかけや学生ボラン

ティア等への働きかけを行う。 

（ウ）生涯学習の仕組み 

ａ 想定される活動 

      （ａ）山本作兵衛コレクションに触れる機会が市民に提供され、市民のだれ

もが山本作兵衛コレクションそのものの魅力や山本作兵衛氏の生きた時

代の炭坑労働や生活、文化の歩みを学んでいる。 

      （ｂ）シンポジウム等の各種イベントの参画 

山本作兵衛氏の人柄や作品の魅力をテーマに開催されるシンポジウム

等のイベントに市民の多くが積極的に参画する。 

ｂ 研修プログラムの開発 

        次の二つの事項を念頭に置いて、研修プログラムの開発（カリキュラム

づくり）に取組むことが求められる。 

      （ａ）山本作兵衛コレクションからの学習材料の抽出 

・地域の伝統文化 

・郷土開発 

・田川の文化や歴史 

・優れた先人の業績など 
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         山本作兵衛コレクションを構成する炭坑記録画や日記等から時代背景

や当時の風習、子どもや孫たちへ自らの記憶を伝えようとした想いを 

汲み取り、「現代へのメッセージ」として収集し、時代ごと、種別（慣習・

時代背景・メッセージ等）ごとに分類、整理する。 

      （ｂ）山本作兵衛氏関係者の聞き取りによる学習材料の抽出 

山本作兵衛氏の遺族を始めとする関係者から炭坑記録画に込められた

山本作兵衛氏の想い等を聞き取り、絵とそれらの想いを繋げ、資料とし

て整理する。 

      ｃ 定期講座の開催 

市博物館、世界記憶遺産センター、県立大学、学識経験者等と連携した

学習会を実施した上で、五つの視点を踏まえた定期講座を開催する。なお、

その際、五つの視点ごとに単位を設けて認定証を発行することが想定され

る。 

（エ）専門ガイド等の充実 

  ａ 専門ガイドの養成 

        前述の定期講座の単位を取得した受講者の中から専門ガイドを養成する。 

       なお、この専門ガイドは、タブレット型コンピュータ等を活用し、丁寧  

かつきめ細かなガイドができるよう工夫するとともに、活動の場について

も、市博物館や世界記憶遺産センター、斜坑を始め、場合によっては、   

伊田・後藤寺両商店街等への派遣等、柔軟に対応することが求められる。 

      ｂ 川ひらたの運行ガイドの養成 

        専門ガイドのうち、特に川ひらたの運行ガイドについては、運行実現  

までの準備段階において、柳川市（「川下り」の取組）等先進地から講師を

招くなどし、その養成に努めることが求められる。 

      ｃ 専門ガイドの組織化並びにおもてなしの心の醸成 

専門ガイドの組織化やおもてなしの心の醸成に際しては、長崎市（「さる

く」の取組）等先進地から指導者を招くなどの取組を行うことが求められ

る。 

    （オ）今後の課題 

       学校での実践を通じて、国際平和や人類の共通の福祉などユネスコ憲章に 

掲げられた理念を実現すべく創設されたユネスコ・スクールへの参画・取組

の意義や有効性等について、田川市内の大学、高等学校、小・中学校などで、

幅広い検討を行う必要がある。 


