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写真　左から濱田学*、砂場一明、時里奉明、木元富

夫、清水憲一、市原猛志、伊東孝、下山要*の各氏（*

は中間市の方々）（撮影：高木翔子氏）

　2019 年度の全国大会は北九州市の隣接自治体で

ある福岡県中間市にて開催した。実行委員長はなか

まボランティアガイドの会会長の下山要氏、副実行

委員長は伊東孝氏（学会理事）が務めた。

　11 月 8 日（金）の会員・関連組織限定プレ・ツア

ーでは事前申込みの 40 名が参加し、官営八幡製鐵

所旧本事務所、修繕工場、旧鍛冶工場、河内貯水池、

遠賀川水源地ポンプ室などを見学した。

　9 日（土）の研究発表大会では 88 名（うち会員外

参加者 46 名）、交流会 32 名が参加した。

　なかまハーモニーホールを会場とした研究発表

では、中間市世界遺産推進室長の影平浩一氏による

司会のもと、下山要氏、天野武弘会長、福田健次市

長による挨拶が行われ、午前中、座長・清水憲一氏

のもと以下 4 件の発表が行われた。佐滝剛弘氏「蚕

糸関連産業遺産ネットワークの拡がり～「富岡製糸

場と絹産業遺産群」世界遺産登録 5 周年、今後の課

題と展望～」、種田明氏｢ベルクアカデミー･フライ

ベルクの教育｢産業考古学｣2009･2019｣、前田達男

氏「幕末佐賀藩における反射炉の改良記録―築地か

ら多布施へ―」、伊東孝氏・高橋深雪氏「産業遺産

の永遠なる継続性のための施策提案－新潟県柏崎市

の「草生水まつり」を事例にして－」。

　地元名物のかしわめし弁当とご当地土産のお菓子

などを交えた昼食休憩の時間帯で、会場近くに現存

する「中鶴炭鉱偲郷碑」を見学した。会場を含めた

周辺一帯はかつて、伊藤伝右衛門が経営した大正鉱

業中鶴炭鉱の敷地であり、その痕跡を示す希少な石

碑であり、多くの参加者が往時の賑わいに思いを巡

らせていた。

　午後は、最初に熊本産業遺産研究会前事務局長の

中田浩毅氏による南極観測隊時代の珍しい写真を含

めた自己紹介の後、基調講演「熊本地震における産

業遺産の被害と復旧状況」が行われた。次いで中間

市教育委員会吉田浩之学芸員により、製鐵所遠賀川

水源地ポンプ室の隣地で昨年設備更新された中間取

水堰に関する調査報告が行われた。

　引き続き、座長・木元富夫氏のもと、以下 4 件の

研究発表が行われた。加藤敬之氏「戦前の鈴鹿海軍

航空隊から占領期の鈴鹿電気通信学園の設立へ―軍

都鈴鹿から戦後の電気通信技術者を育成する中

心地への転換―」、谷矢満隆氏「北九州市の火葬場

遺構に関する実測調査」、阪東峻一氏「戦前期の福

岡市における郊外住宅の形成と現状」、石田真弥氏・

中山俊介氏「煉瓦造建造物の補修方法に関する一考

察 煉瓦転用補修の可能性」。

　最後に、筆者による科研費調査中間報告・「鉱滓煉

瓦研究の現状と課題」が発表され、閉会となった。

　10 日（日）にはメイン・ツアーが催された。参加

者は 32 名、中間市歴史民俗資料館、遠賀川水源地

ポンプ室、河守神社、直方市石炭記念館、筑豊高等

学念資料室などを訪れた。

　秋の行楽シーズンで地元の参加者にはイベントの

掛け持ちをされるなどご多忙な中、多くの方にご参加

いただくことができた。今回全国大会開催にご支援、

ご準備頂いた実行委員、中間市役所はじめ、共催の

北九州市の文化財を守る会の皆様、また九州産業考

古学会の皆様に心より謝意を申し上げる。

2019年度全国大会報告

全国大会担当理事　市原猛志
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2020年度全国大会（倉敷市）中止のご連絡 

 

会長 天野武弘 

 

会員の皆様におかれましては、平素より学会活動

にご理解とご協力をいただいており、厚く御礼申

し上げます。また、甚大な豪雨災害に遭遇された会

員の皆様に対し、衷心よりお見舞いを申し上げま

す。 

新聞などで報道されておりますように、7月以降、

再び新型コロナウィルスの感染が拡大し、東京か

ら神奈川、千葉、埼玉の周辺 3県に、さらに地方へ

と拡大しつつあります。このような状況の下、11月

に予定しておりました 2020年度全国大会（倉敷市）

の開催を中止する決断をいたしました。岡山県で

の感染症拡大は首都圏に比して穏当とはいえ、高

齢の会員が少なくない学会の事情や、観光地・倉敷

市への公共交通機関による移動時の不安が拭えな

いこと、また他学会の動向なども検討し、中止の決

断に至りました。 

事後の策として、2020年度第 44回総会および全

国大会（倉敷市）で予定しておりました基調講演、

研究発表につきましては、参加申込みを頂いた方

に予稿集をお送りするとともに、発表者には証明

書を発行して研究実績を認証いたします。また、

2020 年度総会から持ち越しとなった推薦産業遺産、

功労者・保存功労者表彰、セルロイド産業文化基金

受賞者については、今後、ニューズレター等で簡単

にご報告させていただきます。 

経験したことのない緊急かつ特殊な事情により、

5 月の総会に続き、11 月の全国大会も中止に追い

込まれるという異例の事態になりました。このよ

うな事情をご賢察の上、全国大会中止の件、何卒、

格別のご理解を頂きますようお願い申し上げます。 

今後とも学会の運営等につきまして格別のご配

慮を賜りますようお願いいたします。末筆ながら、

皆様のご健康をお祈り申し上げますとともに、豪

雨災害に被災された地域の一日でも早い復興をお

祈りいたします。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【短信】唐津・芳谷炭坑の浄水場遺構と調査

報告会 
市原猛志（九州大学大学文書館） 

 
唐津炭鉱（佐賀県）は日本に数多くあった産炭地の

中でも早期に開発されたにもかかわらず、産業遺産

としての調査が十分進んでいなかった。2020年 2月
8日～10日にかけて小西伸彦理事と筆者は、唐津炭
田内芳谷炭坑の調査を行った。芳谷炭坑は唐津市北

波多地区に現存する。この調査の主目的は、文化庁

による 2000・2001 年の近代化遺産総合調査で確認
されていた煉瓦造構造物の用途を特定することにあ

った。この調査により、九州帝国大学工科大学採鉱

学科学生実習報告書（九州大学文書館所蔵）などと

照合した結果、同構造物が明治期に建造された浄水

場遺構であったことを確認できた。当時、地方自治

体では、ほとんど整えられていなかった上水道が、

民間資本により炭鉱労働者のために莫大な資金を投

じ、いち早く整備されていたことが明らかになった。 
 3月 28日、調査報告会（本学会後援）では、当初
講演会と現地見学会を行う予定であったが、新型コ

ロナウィルス感染拡大の影響を受け、関係者向けの

調査報告会として縮小し開催した。現地報告会の様

子は唐津ケーブルテレビで放送されたほか、4 月 8
日付の佐賀新聞にも掲載され、現地に埋もれていた

産業遺産に改めて光を当てることができた。 
なお、芳谷炭坑の歴史と浄水場遺構の詳細につい

ては、本年 7月に発行された中部産業遺産研究会発
行『産業遺産研究』第 27号に調査報告として掲載さ
れているので、そちらを参照していただきたい。 

写真 2020年 2月の芳谷炭鉱調査の模様 筆者撮影 

産業遺産学会             ISSN 2435-7979 

   ニューズレター No.20 

2020 年度全国大会（倉敷市）中止のご連絡・・1  唐津・芳谷炭鉱の浄水場遺構と調査報告会・・1  

産業技術情報センターがオープンしました・・2   第 2 回「セルロイド産業文化基金」募集・・4  
選挙管理委員会の委嘱について・・4      役員候補者募集・・5      編集委員会より・・5 

目 次 



2

産業遺産学会　ニューズレター　第20号　2020．9

産業遺産情報センターがオープンしました 

 

会長 天野武弘 

 

東京都新宿区若松町に産業遺産情報センターがオ

ープンしました。そこで、情報センターの開設・運

営に携わっていらっしゃる会員３名に、施設につい

ての説明をお願いしました。会員のみなさまにお知

らせしたように、情報センターには学会のサロンを

設けることになっており、学会が保有する書籍や資

料等は現在、情報センターで保管いただいています。 

 

「産業遺産情報センター」の開設 

 

小野崎 敏 

 

令和 2年 3月 31日「産業遺産情報センター」が東

京都内に設置・開設された。コロナ渦の緊急事態も

あり、制限条件下で 6月 15日から公開となり展示・

情報発信を行うことになった。 

内閣官房・内閣府のホームページから「産業遺産情

報センター」の設置検討の背景を以下に抜粋する。 

 

〇平成 27 年 7 月、ユネスコ世界遺産委員会におい

て、「明治日本産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、

石炭産業」が世界文化遺産として登録された。 

〇その際、世界遺産委員会において、「歴史全体にお

いても理解できるインタープリテーション（展示）

戦略」を策定するよう決議されたことを踏まえ、日

本政府はインフォメーションセンターの設置など

の適切な措置を当該戦略に盛り込む旨発言した。 

 

設置場所は、構成資産が 8県 11市にまたがること

から、全国の情報を集約して発信する拠点としてふ

さわしい東京都内で検討され、既存の国有財産を有

効活用する観点から候補地が絞り込まれた。有識者

による検討会の意見も踏まえ、総務省第二庁舎別館

（新宿区若松町 19-1）の一部を展示スペースとして

活用する方向で関係者連絡会議において方針決定さ

れた。内閣府において予算要求し、改修工事等が行

われて開設された。 

センターの運営は、一般財団法人産業遺産国民会

議（以下「国民会議」という）が受託し実施してい

る。国民会議は平成 27年に設立、世界文化遺産とし

て登録された「明治日本の産業革命遺産 製鉄・製

鋼・造船・石炭産業」について、国内外の情報発信

および啓発活動、また一次資料収集や調査等を行い

内外への情報発信および啓蒙啓発行動を行っている。 

産業遺産情報センターのインタープリテーション

戦略（展示戦略）は内閣官房が世界遺産委員会の決

議を踏まえて策定したものである。 

 国民会議の作成した資料によると、センターの機

能は 7機能ある。 ①世界遺産価値の情報発信：シ

ンクタンク的機能を有す ②調査研究：１、産業史・

２、産業遺産・３、労働問題調査 ③資産の保全管

理指導：保存管理の支援 ④教育・研修 ⑤適切な

展示戦略 ⑥展示技術の開発と指導：デジタル文書

化の推進 ⑦各センターとの連携と地方創生、等と

多様である。 

 センター内の情報提供スペースは、現在３スペー

スあり、ゾーン１は導入展示（明治日本の産業遺産

への誘い）、ゾーン２はメイン展示（産業国家への軌

跡）、ゾーン３は資料室となっている。 

 なお情報メディア等で話題となっている端島（軍

艦島）の朝鮮半島の出身者の労務問題や日本の徴用

政策の説明の情報提供は、ゾーン３で行っており、

端島出身のガイドも参加して生の声を伝えている。 

その他の産業遺産の展示・情報発信については、引

きつづき準備実施の予定である。 

 

 公開されている産業遺産情報センターの基本情報

は以下の如くである。 

 

〇所在地 東京都新宿区若松町 19－1（総務省第二

庁舎別館） 

〇アクセス 都営大江戸線「若松河田駅」から徒歩

5分 

〇施設情報 １階：産業遺産情報センター、２階：

事務室（国民会議が使用）、休憩室（ガイド・受付・

警備用休憩室、事務室正面） 

〇開館時間 10：00～17：00（入館は 16：30まで） 

（国民会議スタッフは 9：30～18：00常駐） 

〇休館日  原則として土曜日、日曜日及び国民休

日に関する法律で規定する日並びに 12 月 29 日か

ら翌年 1月 3日 

〇入館料 無料 

〇その他 駐車場はなし、原則大江戸門から入退館 

 

当面は、コロナウィルスの感染拡大防止の対策の

一つとして、入場人数を制限し予約制である。予約

は、10：00 12：30 15：00 の３つの時間帯で、

1組当たり上限 10名程度としている（9月現在）。 

 連絡先 電話 0120－973－310 

Fax  03－6457－3658 

 

「日本の産業革命遺産」と徴用工問題、そして当学

会との関係 

伊東 孝、小西伸彦 

 

産業遺産情報センターが、このところメディアを

賑わしていることは、みなさん、ご存じの通りです。

この問題について心配されている学会員の方も多い

と推察します。 

産業遺産が、こういう形で社会の注目を浴びるこ

とは残念ですが、この機会を利用して産業遺産につ

いて社会に知ってもらう一つのチャンスと、前向き

にとらえることもできます。 

今回の「明治日本の産業革命遺産」と徴用工問題

を通じてわかったことは、一般社会はさておき、産

業遺産を研究・専門とする理事の中にも、「明治日本

の産業革命遺産」について正しい知識をもっていな

い人が多いことです。かくいうわたしどもも、軍艦

島が構成資産であることは知っていましたが、どこ

の部分が OUV（顕著で普遍的な価値）であるのか、

認識していませんでした（軍艦島の何が、そしてど

こが構成資産であるのかは、機会があれば説明した

いと思っています）。会員のみなさまにも知らない方

が多いだろうと、勝手に想像しています。 

ここでは、表題に関わる疑問を解消していただく

狙いで、文章をまとめてみました。詳細については、

コロナ禍に見通しがついたころに、改めて説明でき

ればと思います。 

 

１． 「明治日本の産業革命遺産」は、1850－1910年

のストーリー 

「明治日本の産業革命遺産」と徴用工問題につい

て産業遺産学会員としては、次のような知識と認識

をもつことが肝要です。それは、「明治日本の産業革

命遺産」と徴用工問題とは、理論的には別もので、

無関係ということです。なぜか。 

「明治日本の産業革命遺産」は、ご存じのように

8地域 23の構成資産をひとつのストーリーにまとめ

あげたものが世界遺産として認定され、登録されま

した。23の構成資産は、そのストーリーを裏付ける

物証（evidence）としてあります。そして重要なこ

とは、ストーリーの内容は、幕末から日本が産業国

家として自立するまでの時期、1850 年の集成館事業

開始から 1910（明治 43）年の八幡製鐵所遠賀川水源

地ポンプ室の竣工までの話です。徴用工問題は、国

家総動員法（1938 年）が敷かれ、翌年の 1939 年に

制定された勅令です。 

したがって「明治日本の産業革命遺産」と徴用工

問題とは、理論的には別物なのです（もちろん歴史

的経緯としては、ずっとつながっているものですが）。

産業遺産を、学術的に取り組む当学会としては、こ

の意味において、学術的立場を鮮明にする必要があ

ると考えます。 

 

２．産業遺産情報センターは、なぜつくられたのか 

１で説明したように、「明治日本の産業革命遺産」

は８地域 23 の構成資産のストーリーが世界遺産に

登録されたものです。各地域にはそれぞれインフォ

メーション施設がありますが、説明はどうしても地

域の方に力が入ります。そこで産業遺産情報センタ

ーは、各インフォメーション施設の中核施設として

のインフォメーションセンターとしてつくられまし

た。 

また「産業遺産情報センター」の名前が示すよう

に、「明治日本の産業革命遺産」だけでなく、産業遺

産に関する日本および世界の情報についても収集・

発信をめざしています。 

またもうひとつの役割として、徴用工に関する資

料収集調査と展示があります。 

以上の３つの役割を果たす施設として、産業遺産

情報センターが場所的にも便利な東京の新宿につく

られました。 

 

３． 産業遺産情報センターとガイドや研究員との関

係 

産業遺産情報センターには事務局以外に、ボラン

ティア・ガイドと研究員がおり、当学会の会員も関

係しています。伊東と小西は、研究員としてお手伝

いしています。 

ボランティア・ガイドは、ゾーン 1，2の産業遺産

を説明するグループと、ゾーン 3の徴用工問題を説

明するグループとに分かれていますが、当学会員が

関係するのはゾーン 1，2 のみです。ゾーン 3は、軍

艦島で生活していた元島民の方が説明しています。

徴用工問題に絡む行政的政治的な質問については、

内閣官房が対応することになっています。 

したがってここでも、われわれ学会員が関係する

のは、産業遺産関係のみであり、徴用工問題とは、

はっきり区別されています。 

ちなみに伊東と小西は、産業遺産情報センターが

日本および世界の産業遺産情報センターをめざして

いることもあり、現在は「明治日本の産業革命遺産」

以外の日本の産業遺産のデータづくりと映像展示の

資料づくりをしています。 

 

以上、産業遺産情報センターの内容および当学会

との関わりを説明してきました。ここで内容を再確

認すると、「明治日本の産業革命遺産」と徴用工問題

とは、理論的には別物であることです。それゆえ会

員のみなさまには、まずこれを正しく認識していた

だくとともに、友人やお知り合いの方から質問など

があった場合、学会としての立場をご説明いただけ

れば幸いです。 

今回、産業遺産の徴用工問題にのみ焦点をあてら

れて社会的関心が高まっているのは、不本意な面も

ありますが、学会理事会と会員のみなさまが一致団

結して今回の騒動に対処することは、学会の組織と

しての強さを社会に表明する大きなチャンスといえ

ます。 

戦前の産業労働を考えるとき徴用工問題は必ずつ
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産業遺産情報センターがオープンしました 

 

会長 天野武弘 

 

東京都新宿区若松町に産業遺産情報センターがオ

ープンしました。そこで、情報センターの開設・運

営に携わっていらっしゃる会員３名に、施設につい

ての説明をお願いしました。会員のみなさまにお知

らせしたように、情報センターには学会のサロンを

設けることになっており、学会が保有する書籍や資

料等は現在、情報センターで保管いただいています。 

 

「産業遺産情報センター」の開設 

 

小野崎 敏 

 

令和 2年 3月 31日「産業遺産情報センター」が東

京都内に設置・開設された。コロナ渦の緊急事態も

あり、制限条件下で 6月 15日から公開となり展示・

情報発信を行うことになった。 

内閣官房・内閣府のホームページから「産業遺産情

報センター」の設置検討の背景を以下に抜粋する。 

 

〇平成 27 年 7 月、ユネスコ世界遺産委員会におい

て、「明治日本産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、

石炭産業」が世界文化遺産として登録された。 

〇その際、世界遺産委員会において、「歴史全体にお

いても理解できるインタープリテーション（展示）

戦略」を策定するよう決議されたことを踏まえ、日

本政府はインフォメーションセンターの設置など

の適切な措置を当該戦略に盛り込む旨発言した。 

 

設置場所は、構成資産が 8県 11市にまたがること

から、全国の情報を集約して発信する拠点としてふ

さわしい東京都内で検討され、既存の国有財産を有

効活用する観点から候補地が絞り込まれた。有識者

による検討会の意見も踏まえ、総務省第二庁舎別館

（新宿区若松町 19-1）の一部を展示スペースとして

活用する方向で関係者連絡会議において方針決定さ

れた。内閣府において予算要求し、改修工事等が行

われて開設された。 

センターの運営は、一般財団法人産業遺産国民会

議（以下「国民会議」という）が受託し実施してい

る。国民会議は平成 27年に設立、世界文化遺産とし

て登録された「明治日本の産業革命遺産 製鉄・製

鋼・造船・石炭産業」について、国内外の情報発信

および啓発活動、また一次資料収集や調査等を行い

内外への情報発信および啓蒙啓発行動を行っている。 

産業遺産情報センターのインタープリテーション

戦略（展示戦略）は内閣官房が世界遺産委員会の決

議を踏まえて策定したものである。 

 国民会議の作成した資料によると、センターの機

能は 7機能ある。 ①世界遺産価値の情報発信：シ

ンクタンク的機能を有す ②調査研究：１、産業史・

２、産業遺産・３、労働問題調査 ③資産の保全管

理指導：保存管理の支援 ④教育・研修 ⑤適切な

展示戦略 ⑥展示技術の開発と指導：デジタル文書

化の推進 ⑦各センターとの連携と地方創生、等と

多様である。 

 センター内の情報提供スペースは、現在３スペー

スあり、ゾーン１は導入展示（明治日本の産業遺産

への誘い）、ゾーン２はメイン展示（産業国家への軌

跡）、ゾーン３は資料室となっている。 

 なお情報メディア等で話題となっている端島（軍

艦島）の朝鮮半島の出身者の労務問題や日本の徴用

政策の説明の情報提供は、ゾーン３で行っており、

端島出身のガイドも参加して生の声を伝えている。 

その他の産業遺産の展示・情報発信については、引

きつづき準備実施の予定である。 

 

 公開されている産業遺産情報センターの基本情報

は以下の如くである。 

 

〇所在地 東京都新宿区若松町 19－1（総務省第二

庁舎別館） 

〇アクセス 都営大江戸線「若松河田駅」から徒歩

5分 

〇施設情報 １階：産業遺産情報センター、２階：

事務室（国民会議が使用）、休憩室（ガイド・受付・

警備用休憩室、事務室正面） 

〇開館時間 10：00～17：00（入館は 16：30まで） 

（国民会議スタッフは 9：30～18：00常駐） 

〇休館日  原則として土曜日、日曜日及び国民休

日に関する法律で規定する日並びに 12 月 29 日か

ら翌年 1月 3日 

〇入館料 無料 

〇その他 駐車場はなし、原則大江戸門から入退館 

 

当面は、コロナウィルスの感染拡大防止の対策の

一つとして、入場人数を制限し予約制である。予約

は、10：00 12：30 15：00 の３つの時間帯で、

1組当たり上限 10名程度としている（9月現在）。 

 連絡先 電話 0120－973－310 

Fax  03－6457－3658 

 

「日本の産業革命遺産」と徴用工問題、そして当学

会との関係 

伊東 孝、小西伸彦 

 

産業遺産情報センターが、このところメディアを

賑わしていることは、みなさん、ご存じの通りです。

この問題について心配されている学会員の方も多い

と推察します。 

産業遺産が、こういう形で社会の注目を浴びるこ

とは残念ですが、この機会を利用して産業遺産につ

いて社会に知ってもらう一つのチャンスと、前向き

にとらえることもできます。 

今回の「明治日本の産業革命遺産」と徴用工問題

を通じてわかったことは、一般社会はさておき、産

業遺産を研究・専門とする理事の中にも、「明治日本

の産業革命遺産」について正しい知識をもっていな

い人が多いことです。かくいうわたしどもも、軍艦

島が構成資産であることは知っていましたが、どこ

の部分が OUV（顕著で普遍的な価値）であるのか、

認識していませんでした（軍艦島の何が、そしてど

こが構成資産であるのかは、機会があれば説明した

いと思っています）。会員のみなさまにも知らない方

が多いだろうと、勝手に想像しています。 

ここでは、表題に関わる疑問を解消していただく

狙いで、文章をまとめてみました。詳細については、

コロナ禍に見通しがついたころに、改めて説明でき

ればと思います。 

 

１． 「明治日本の産業革命遺産」は、1850－1910年

のストーリー 

「明治日本の産業革命遺産」と徴用工問題につい

て産業遺産学会員としては、次のような知識と認識

をもつことが肝要です。それは、「明治日本の産業革

命遺産」と徴用工問題とは、理論的には別もので、

無関係ということです。なぜか。 

「明治日本の産業革命遺産」は、ご存じのように

8地域 23の構成資産をひとつのストーリーにまとめ

あげたものが世界遺産として認定され、登録されま

した。23の構成資産は、そのストーリーを裏付ける

物証（evidence）としてあります。そして重要なこ

とは、ストーリーの内容は、幕末から日本が産業国

家として自立するまでの時期、1850年の集成館事業

開始から 1910（明治 43）年の八幡製鐵所遠賀川水源

地ポンプ室の竣工までの話です。徴用工問題は、国

家総動員法（1938 年）が敷かれ、翌年の 1939 年に

制定された勅令です。 

したがって「明治日本の産業革命遺産」と徴用工

問題とは、理論的には別物なのです（もちろん歴史

的経緯としては、ずっとつながっているものですが）。

産業遺産を、学術的に取り組む当学会としては、こ

の意味において、学術的立場を鮮明にする必要があ

ると考えます。 

 

２．産業遺産情報センターは、なぜつくられたのか 

１で説明したように、「明治日本の産業革命遺産」

は８地域 23 の構成資産のストーリーが世界遺産に

登録されたものです。各地域にはそれぞれインフォ

メーション施設がありますが、説明はどうしても地

域の方に力が入ります。そこで産業遺産情報センタ

ーは、各インフォメーション施設の中核施設として

のインフォメーションセンターとしてつくられまし

た。 

また「産業遺産情報センター」の名前が示すよう

に、「明治日本の産業革命遺産」だけでなく、産業遺

産に関する日本および世界の情報についても収集・

発信をめざしています。 

またもうひとつの役割として、徴用工に関する資

料収集調査と展示があります。 

以上の３つの役割を果たす施設として、産業遺産

情報センターが場所的にも便利な東京の新宿につく

られました。 

 

３． 産業遺産情報センターとガイドや研究員との関

係 

産業遺産情報センターには事務局以外に、ボラン

ティア・ガイドと研究員がおり、当学会の会員も関

係しています。伊東と小西は、研究員としてお手伝

いしています。 

ボランティア・ガイドは、ゾーン 1，2の産業遺産

を説明するグループと、ゾーン 3の徴用工問題を説

明するグループとに分かれていますが、当学会員が

関係するのはゾーン 1，2 のみです。ゾーン 3は、軍

艦島で生活していた元島民の方が説明しています。

徴用工問題に絡む行政的政治的な質問については、

内閣官房が対応することになっています。 

したがってここでも、われわれ学会員が関係する

のは、産業遺産関係のみであり、徴用工問題とは、

はっきり区別されています。 

ちなみに伊東と小西は、産業遺産情報センターが

日本および世界の産業遺産情報センターをめざして

いることもあり、現在は「明治日本の産業革命遺産」

以外の日本の産業遺産のデータづくりと映像展示の

資料づくりをしています。 

 

以上、産業遺産情報センターの内容および当学会

との関わりを説明してきました。ここで内容を再確

認すると、「明治日本の産業革命遺産」と徴用工問題

とは、理論的には別物であることです。それゆえ会

員のみなさまには、まずこれを正しく認識していた

だくとともに、友人やお知り合いの方から質問など

があった場合、学会としての立場をご説明いただけ

れば幸いです。 

今回、産業遺産の徴用工問題にのみ焦点をあてら

れて社会的関心が高まっているのは、不本意な面も

ありますが、学会理事会と会員のみなさまが一致団

結して今回の騒動に対処することは、学会の組織と

しての強さを社会に表明する大きなチャンスといえ

ます。 

戦前の産業労働を考えるとき徴用工問題は必ずつ
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いてくるものですが、幸か不幸か当学会にはいまま

で徴用工問題をあつかった論文や専門の研究者はお

りません。そもそも当学会は、労働問題をあつかう

学会ではなく、モノとしての産業遺産に関心のある

人たちの集まりです。徴用工問題をあつかう学会は、

他にあります。 

会員のみなさまには細かな点では、まだ合点のい

かないことがあるかと思います。これについては、

コロナ禍が収束した暁に、説明できる機会をいただ

ければ、幸いです。 

また産業遺産情報センターには学会のサロンを設

けますが、現在、予想を上回る資料類が集まり、目

下整理に追われています。そのため、サロンとして

機能するまでには今後しばらくの時間が必要です。

サロンの準備ができましたらあらためてお知らせし

ます。また見学は現在予約制ですが、事前に連絡い

ただければ館内をご案内できます*。所要時間は約１

時間半です。 

展示を見たい方、疑問を早く解消したいという方

は、ついでの折に来所いただければ、伊東と小西と

が対応いたします。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 
*学会 HPの問い合わせメールをご利用ください。 

写真 産業遺産情報センター入口 

（提供：産業遺産情報センター） 

 

 

【募集】第 2回「セルロイド産業文化基金」 

 

企画担当理事 

 

セルロイド産業文化研究会(岩井薫生代表)のご支援

をいただいた若手研究助成「セルロイド産業文化基

金」の第 2回募集についておしらせします。 

 

名 称 

セルロイド産業文化基金 

 

提 供 

セルドイド産業文化研究会 

 

概 要 

1名ないし 2名に 1件あたり最大 10万円、最長 2年

間の研究費を助成します。 

 

第 2回セルロイド産業文化基金 

 

募集条件 

・申請時点で 40歳未満の産業遺産学会会員である

こと。 

・産業考古学、産業遺産研究またはこれに関連する

研究内容であること。 

 

募集期間 

2020年 10月 1日〜2020年 12月 25日 

 

応募方法 

学会ホームページの「産業考古学会 セルロイド産業

文化基金 申請書」をダウンロードし、必要事項を記

入のうえ、送り先アドレスに送信してください。 

 

照会・応募書類送付先 

celluloid-found@sangyo-koukogaku.net 

 

研究期間 

2021年 4月〜2022年 3月(1年間、ただし審査の上

で一年の延長を認めます)。 

 

助成対象者の発表 

審査結果は研究代表者(申請者)に封書で通知し、『産

業考古学』158号で発表します。 

 

贈呈式 

2021年度総会で行います。 

 

助成額 

1 件あたり最大 10 万円とします。ただし 10％を事

務手数料として差し引き、2021年 3月末日までに振

り込みます。 

 

選考委員 

市原猛志 伊東孝 種田明 馬渕浩一（五十音順） 

 

その他 

・申請書の「研究代表者(申請者)」の住所欄と連絡

先は所属先か自宅かがわかるように記入してく

ださい。 

・共同研究者、研究協力者がある場合は、その詳細

を記入してください。 

・助成額は審査により決定します。 

・2 年間の助成を希望する場合は初年度終了後、中

間審査の上で、その可否を決定します。 
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いてくるものですが、幸か不幸か当学会にはいまま

で徴用工問題をあつかった論文や専門の研究者はお

りません。そもそも当学会は、労働問題をあつかう

学会ではなく、モノとしての産業遺産に関心のある

人たちの集まりです。徴用工問題をあつかう学会は、

他にあります。 

会員のみなさまには細かな点では、まだ合点のい

かないことがあるかと思います。これについては、

コロナ禍が収束した暁に、説明できる機会をいただ

ければ、幸いです。 

また産業遺産情報センターには学会のサロンを設

けますが、現在、予想を上回る資料類が集まり、目

下整理に追われています。そのため、サロンとして

機能するまでには今後しばらくの時間が必要です。

サロンの準備ができましたらあらためてお知らせし

ます。また見学は現在予約制ですが、事前に連絡い

ただければ館内をご案内できます*。所要時間は約１

時間半です。 

展示を見たい方、疑問を早く解消したいという方

は、ついでの折に来所いただければ、伊東と小西と

が対応いたします。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 
*学会 HPの問い合わせメールをご利用ください。 

写真 産業遺産情報センター入口 

（提供：産業遺産情報センター） 

 

 

【募集】第 2回「セルロイド産業文化基金」 

 

企画担当理事 

 

セルロイド産業文化研究会(岩井薫生代表)のご支援

をいただいた若手研究助成「セルロイド産業文化基

金」の第 2回募集についておしらせします。 

 

名 称 

セルロイド産業文化基金 

 

提 供 

セルドイド産業文化研究会 

 

概 要 

1名ないし 2名に 1件あたり最大 10万円、最長 2年

間の研究費を助成します。 

 

第 2回セルロイド産業文化基金 

 

募集条件 

・申請時点で 40歳未満の産業遺産学会会員である

こと。 

・産業考古学、産業遺産研究またはこれに関連する

研究内容であること。 

 

募集期間 

2020年 10月 1日〜2020年 12月 25日 

 

応募方法 

学会ホームページの「産業考古学会 セルロイド産業

文化基金 申請書」をダウンロードし、必要事項を記

入のうえ、送り先アドレスに送信してください。 

 

照会・応募書類送付先 

celluloid-found@sangyo-koukogaku.net 

 

研究期間 

2021年 4月〜2022年 3月(1年間、ただし審査の上

で一年の延長を認めます)。 

 

助成対象者の発表 

審査結果は研究代表者(申請者)に封書で通知し、『産

業考古学』158号で発表します。 

 

贈呈式 

2021年度総会で行います。 

 

助成額 

1 件あたり最大 10 万円とします。ただし 10％を事

務手数料として差し引き、2021年 3月末日までに振

り込みます。 

 

選考委員 

市原猛志 伊東孝 種田明 馬渕浩一（五十音順） 

 

その他 

・申請書の「研究代表者(申請者)」の住所欄と連絡

先は所属先か自宅かがわかるように記入してく

ださい。 

・共同研究者、研究協力者がある場合は、その詳細

を記入してください。 

・助成額は審査により決定します。 

・2 年間の助成を希望する場合は初年度終了後、中

間審査の上で、その可否を決定します。 

・研究の完結・未完結にかかわらず、助成期間終了

後は報告書の提出を求めます。報告書はニュー

ズレターあるいは学会誌『産業考古学』に掲載

することがあります。 

・研究報告書には収支欄を設けます。 

・研究完結後は、総会または全国大会での発表を求

めます。また学会誌『産業考古学』への研究成果

の投稿が必要です。その場合は査読論文を希望し

ますが、研究報告でも可とします。 

・助成金からのアルバイト代、飲食費、謝礼の支出

は認めません（該当額の返金を求めます）。 

・当該研究で得た成果などを発表するときは「産業

遺産学会 セルロイド産業文化基金」の助成を受

けた旨を明記してください。 

・本基金は資金がなくなり次第終了とします。 

 
 
選挙管理委員の委嘱について 

 

理事長 横山悦生 

 

 次期(2021～2023年度)役員選挙実施にあたり、下

記の 3名を選挙管理委員に選任し、会長名で委嘱し

ました。 

記 

 
 小野崎敏、高木翔子、長島節五（五十音順） 

 

 第 1回選挙管理委員会において、互選により小野

崎敏氏が選挙管理委員長に選任されました。 

 

【公告】学会役員候補者公募 

 

選挙管理委員長 小野崎敏 

 

会員各位       

 産業考古学会役員選出規定４項(1)により候補者

を公募します。 

 

次期学会役員候補者公募要綱 

 

記 

 
1．募集定員 会 長  1 名 

        理事長  1 名 

        理 事  10名 

        監 査  2 名 

2. 任期 理事の任期は 3年とし、4期をこえて引き

続き就任することはできない。また、その任期を

終えた後、3年間は理事の被選挙権を持たない。会

長、理事長、監査は最長 2 期 6年とする。 

3．応募資格 役員選出規定２項該当者 

4．応募用紙 10 月中旬以降、学会のホームページ

からダウンロードしてください。アクセスできな

い場合は学会事務局に請求してください。 

5．届け出締切日 2020年 11月 30日（必着） 

6．応募方法 封筒裏面に応募する役職名を朱書し

（記入例：「理事応募」）、産業遺産学会事務局に郵

送して下さい。 

 

産業考古学会 役員選出規定(抜粋) 

1．（目的）この規定は、産業考古学会規約に定める

役員の内、会長、理事長、理事、監査の選出を適

正に執行することを目的とする。 

2．（選挙権及び被選挙権）本学会の個人会員（以下

会員という）は選挙権及び被選挙権を有する。 

3．（選挙管理委員会）選挙の適正な執行のために、

選挙管理委員会を設置する。 

4．（会長・理事長・理事・監査の選挙） 

(1）候補者になろうとする者は、所定の書式により

選挙管理委員長に届けなければならない。会員が、

他の者を候補者にしようとするときは、候補者本

人の承諾を得て、所定の書式により選挙管理委員

長に届けなければならない。届け出締切前日まで

に会費を３年以上納入していない会員は被選挙権

の行使ができない。 

(2）投票は無記名とし、選挙管理委員会が作成した

投票用紙によって、郵送によって行う。投票用紙

発送の前日までに会費を３年以上納入していない

会員は選挙権の行使ができない。 

 

【予告】2020 年度推薦産業遺産と功労者表彰
の候補募集 

企画担当理事 

 
第 45 回総会（2021 年度）で発表する『推薦産業
遺産』と『功労者表彰』の候補募集については次号

（2020 年 12 月発行予定）で詳しくご連絡します。
応募締め切りは 2021年 2月末を予定しています。 
 
「産業景観 100選」2020年秋季募集のご案内 

 
「産業景観 100選」事務局 

大島 一朗、中川 洋 
 

「産業景観 100 選」2020 年秋季募集は 2020 年
12 月 31 日まで受け付けます。奮ってご応募をお願
いいたします。募集案内や応募用紙など、詳しくは、

学会 HPをご覧頂くか、産業景観 100選事務局へお
気軽にお問い合わせください。 
sankei100@sangyo-koukogaku.net 
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編集委員会より 
 
学会誌 158 号（2021 年 3 月末発行予定）の論
文、研究ノート、調査報告の原稿募集 
 
投稿をお待ちしています。学会ホームページ（URL
は奥付に記載）からテンプレートをダウンロードし、

執筆要項・投稿規定を参照の上、お送りください。 
 
・締切：2020年 11月 25日（水） 
 （2 頁以上の短信は上記を期限とします。通信記
事など 1 頁以下の短信は 2021 年 1 月 15 日（金）
まで受け付けます）。 
・原稿送付先：scolari1975@gmail.com 馬渕浩一 

（1週間以内に原稿受領をご連絡します） 
・掲載料：図表を入れて 10 頁（A4 版で 1 頁 22 字

×43行×2段）まで 1万円。1頁増えるごとに 2,000
円追加。査読後、掲載可となった場合に収めていた

だきます。 
・論文、研究ノートの文量の目安は 8頁程度と投稿
規定に明記されています。目安を大幅に超えた長

文の原稿については分割もしくは圧縮をお願いす

ることがあります。 
 
ニューズレター第 21 号（2020 年 12 月 20 日
発行予定）の原稿募集 
 
・締切日：11月 20日（金） 
・送付・連絡先：馬渕浩一  
  〒461-0045名古屋市東区砂田橋 3-2-108-801 
  E-mail：scolari1975@gmail.com 
 
短信や保存問題、参加報告など半頁（23字×51行）
程度。学会ホームページにテンプレートがあります

のでご利用ください。 
※原稿は紙幅の都合などにより、次号に回すこと

もありますのでご承知おき下さい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ニューズレターの電子配信について 
 
今号より電子配信を開始しました。メールアドレ

スをお持ちの会員の方々には、電子メールで発行準

備完了をお知らせします。メール内の URL をクリ
ックしていただければ PDF 形式のニューズレター
が開きます。 
新型コロナ感染症の拡大の懸念が払しょくされた

後には、総会や全国大会、見学会の報告など、カラ

ー写真でご紹介できるようになり、かつ経費削減に

もつながります。皆様のご理解ご協力をお願いしま

す。 
 
会費納入のお願い 
 

2020年度会費 6,000円（過年度会費未納のある方
は併せ）を未納の方は、急ぎ納入をお願いします。 
 
振替番号  ００１７０－１－４１８８８２ 
口座名義  産業遺産学会 
 
学会名称の改名に伴い、会費振込用の郵便口座の

名義を変更しました。振替番号は変更ありません。

ATMでの振り込みをお勧めします。 
 
お詫び 
ニューズレター第 19号に誤植がありました。お詫
びして訂正します。 
 
（正）ISSN 2435-7979 
（誤）ISSN 2188-7551 
 
学会名改称に伴い、本誌名を産業考古学会ニュー

ズレターから産業遺産学会ニューズレターに変更し

ました。ISSN は後継誌に引き継がず、新しい番号

が割り振られました。 
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