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Fukuoka Growth Next 開設 1 周年イベント開催！
官民共働型のスタートアップ施設、
「Fukuoka Growth Next（フクオカグロースネクスト）」
（以下、ＦＧＮ）が平成２９年４月の開設から１周年を迎え、４月１８日に記念セレモニーが開
催されました。
セレモニー当日は、
入居企業や官民 の 関
係者、運営スタッフな
どが多数参加し、スタ
ートアップに関 す る
パネルディスカ ッ シ
ョンやピッチなど
様々なイベント が 開
催されると共に、福岡
市の高島市長から、こ
の１年間の成果 に つ
いて報告があり ま し
た。
現在、入居企業は約１７０社、入居企業による資金調達額は、当初目標の５億円の約７倍の
３７億円以上の調達を実現しているとのことです。
ＦＧＮは、旧大名小学校校舎を活用し、スタートアップ企業向
けの個室（チームルーム）やシェアオフィス、コワーキングスペ
ースなどのオフィス機能に加え、スタートアップカフェや雇用労
働相談センター、スタートアップが交流するためのバー、イベン
トスペースなど、様々な支援機能を備えた全国でも最大規模のス
タートアップ支援施設として運営されています。
入居企業は、福岡市で起業したスタートアップのほか、福岡市のビジネス環境やスタートアッ
プ支援体制に期待して進出する首都圏企業も多数入居しています。また、海外のスタートアップ
も欧米、アジアからも１０社以上が入居し、グローバルなスタートアップコミュニティを形成し
ています。
現在の施設運営は、ＦＧＮが立地している旧大名小学校跡地の
再開発事業に合わせ、来年３月までとなりますが、スタートアッ
プ支援の拠点として、現在の旧校舎を引き続き活用し、１０年継
続される計画です。
【お問い合わせ】
福岡市経済観光文化局創業・大学連携課
TEL：092-711-4455

１

ワンストップ窓口「ｍｉｒａｉ＠」を開設
福岡市では、民間事業者の皆さんと福岡市をつなぐワンストップ窓口「ｍｉｒａｉ＠」（ミラ
イアット）を新たに開設しました。（http://www.city.fukuoka.lg.jp/soki/kikaku/mirai/）
公民連携のハブとして、提案受付、サポート、情報提供・情報発信等を一元的に行い、関係部
局等と連携しながら、民間提案の実現をサポートします。
求める提案は、先端技術（ＡＩ・ＩｏＴ等）の実装などにより、社会課題解決等を促進するよ
うなものです。
例えば、同じコストで効果増、同じ効果
でコスト減となるような、行政サービスの
改善やタイアップなどの「公民共働事業」。
また、福岡市をフィールドとして先端技
術を活用した、社会課題の解決や市民生活
の質の向上につながる実証実験プロジェ
FDC：福岡地域戦略推進協議会。福岡地域の成長戦略を推進する産学官民一体のシンク＆ドゥタンク。
FGN：FUKUOKA Growth Next。福岡市の中心地にある官民共同型スタートアップ支援施設。
Fukuoka AI Community：市内企業等の AI を活用した労働生産性向上等を目的に活動する会員制組織。
クトについても、「福岡市実証実験フルサ
ポート事業」として受け付け、採択されたプロジェクトに
は、特典として、福岡市及び福岡地域戦略推進協議会 【お問い合わせ】
福岡市総務企画局企画調整部
（FDC）が支援を実施します。
(mirai@担当) TEL：092-711-4408
福岡市の未来をつくるチャレンジをお待ちしています！

市民が楽しみながら健康になれる提案を募集！
福岡市と福岡地域戦略推進協議会（FDC）は、人生 100 年時代の“健寿社会”の実現に向け
産学官民オール福岡で取り組む「福岡 100」プロジェクトの一つとして、「福岡ヘルス・ラボ」
における効果認証型実証事業の提案を募集しています。
（https://f-healthlab.jp/infomation/250/）
「福岡ヘルス・ラボ」は、健康づくりや介護予防など
への効果を期待できる製品やサービスに対し、市民の参
画を得ながらその効果を検証し、評価・認定する実証実
験の仕組みです。
市民や企業、大学などが一体となって取り組み、健康
づくりや介護予防などに役立つ製品やサービスの普及
を後押しします。
採択された事業に対しては、市民モニターの募集及び地域や施設とのマッチングなどの支援を
行います。
「市民が楽しみながら健康になれる」ようなプロダクトについて、たくさんのご提案をお待ち
しています。（募集期間は 8 月 10 日(金)まで。）
【お問い合わせ】
■応募手続きに関すること
福岡地域戦略推進協議会（Fukuoka D.C.） URL：http://www.fukuoka-dc.jpn.com
TEL：092-733-5682
MAIL：info@fukuoka-dc.jpn.com
■「福岡ヘルス・ラボ」及び「福岡 100」プロジェクトに関すること
保健福祉局健康先進都市推進担当
TEL:092-711-4543（内線 2056） FAX:092-733-5587

２

「一人一花」運動 展開中！
市民・企業・行政一人ひとりが花と緑を育て、福岡市を花と緑でいっ
ぱいにする、一人一花運動に取り組んでいます。

「スプリングフェス」開催
４月に警固公園で「一人一花スプリングフェス」を開催しました。
スプリングフェスで市民と作成した
市民の手で作り上げた一人一花のロゴの巨大オブジェは、道行く人の ５ｍ×５ｍの花のオブジェ
足を止める撮影のスポットになり、公園を飾った約４万本の花苗は最
終日に無料配布し、多くの市民へ一人一花運動を広げるイベントとなりました。

～福岡都心部に花壇を持ちませんか～「スポンサー花壇」募集
福岡都心部の主要な道路の植栽帯に、まちに彩りと潤いを与え、来街者のおもてなしともなる
花壇を 120 か所設置しました。これらの花壇の維持管理に係る費用をご協賛いただき、「皆さ
んが守り育てる花壇」としていただける制度が、「スポンサー花壇」です。現在、協賛企業を募
集中です。詳しくは、
（http://hitori-hitohana.city.fukuoka.lg.jp/sponsor/）をご覧ください。
【お問い合わせ】福岡市住宅都市局みどり推進課 TEL：092-711-4424

「パートナーシップ宣誓制度」導入
性的マイノリティの方々がパートナー関係を宣誓することで「パートナ
ーシップ宣誓書」受領証を交付する制度を４月から導入しました。
(http://www.city.fukuoka.lg.jp/shimin/jinkenkikaku/life/lgbt/lgbt.html)
対象は、一方又は双方が性的マイノリティの二人で▽福岡市内に居住・
パートナーシップ宣誓書受領証
転入予定の２０歳以上▽双方に配偶者がいない－などの要件があります。
受領証の提示により、市営住宅の入居申し込みの際に、婚姻関係と同様の取扱いになります。
また、市立病院で、配偶者と同様に診療内容の説明を受けることなどができます。
福岡市は今後、民間サービスにおいても同様の取り扱いが広がるよう、事業者への働きかけを
進めていきます。
【お問い合わせ】福岡市市民局人権推進課 TEL：092-711-4338

「犬猫パートナーシップ店制度」スタート
福岡市は、４月から「犬猫パートナーシップ店制度」をスタートさせました。福岡市が定める
基準を満たす犬猫等販売業者を「犬猫パートナーシップ店」として認定します。基準を満たした
販売が適切になされることで人とペットが「ずっといっしょ」に暮らせる街づくりを目指します。
◆制度の大きな３つの基準
・市の犬猫譲渡活動を告知する
・マイクロチップを装着した犬猫のみを販売する
・犬猫と最期まで一緒に暮らすことを飼い主に誓約してもらう
詳しくは、「ずっといっしょ.com」で検索を。
こちらの QR コードからもアクセスできます。

パートナーシップ店認定マーク

【お問い合わせ】福岡市保健福祉局生活衛生課 TEL：092-711-4273

３

官民で「防災先進都市」福岡 ―熊本地震を教訓に―

無料

防災アプリ『ツナガル＋（プラス）
』のサービス開始
熊本地震発生時には、情報の収
集・共有や安否確認、支援などに
SNS が広く活用されました。
こうした動きを踏まえ、福岡市で
は、熊本地震で課題となった災害時
における指定外避難所の把握などに
対応できるよう、株式会社富士通九
州システムズとともに、防災アプリ
『ツナガル＋(プラス)』を開発し、
サービスを開始しました。
このアプリは、日ごろから自治会
や地域サークルなどでの情報交換ツ
ールとしても活用でき、有事には災
害時モードに切り替わります。
全国の自治体にも展開中！
アプリのダウンロードはこちら

アプリの使い方はこちら

App Store 版

▼▼▼▼▼▼

Google Play 版

市長がアプリの
使い方を動画で
説明しています！

避難生活ハンドブック～大規模災害を生き抜くために～
熊本地震では、避難生活で体調が悪くなり亡くなった震災関連死の方が、建物の倒壊などの
地震による直接的な被害で亡くなった方の４倍にものぼりました。
このハンドブックは、過去の災害を体験された方や被災者を献身的に支えた関係者の声をもと
に、過酷な避難生活を生き抜いていくための術（すべ）を伝えるために作ったものです。
こちらも、活用ください！
【女性の視点を活かした防災ミニブック】

指定避難所での避難生活だけ
でなく、在宅避難や車中泊など、
多様な避難生活の中での留意点
や対応策が書かれています。

電子書籍でも無料配信中！

【お問い合わせ】
福岡市市民局防災・危機管理課
TEL：092-711-4056

４

女性や子育て家庭等
で必要な備蓄品の紹介
や，女性の災害体験談
などの防災に関する
情報を掲載
【大地震に備えよう！
マンション防災・減災マニュアル】

被災者や被災したマン
ション管理組合などから
のヒアリングをもとに，
マンションにおける平時
や災害時の備えをチェッ
クシート方式で解説

旧大名小学校跡地活用事業の優先交渉権者が決定！
「天神ビッグバン」の西のゲートとして、都心部の
機能強化と魅力づくりを図るうえで重要な役割を担
う旧大名小学校跡地の活用について、昨年秋から事業
者公募を行っておりましたが、この度、優先交渉権者
が「積水ハウス株式会社を代表とするグループ」に決
定しました。
２０２２年１２月頃の全体開業を目指し、校区行事
や災害時の避難場所として利用できる広場や公共施
設、民間施設（オフィス、ホテル、創業支援・人材育
成施設、保育施設等）などが整備される予定です。
地域にとって、福岡市の将来にとって魅力的な場、
さらに天神地区における開発を牽引するプロジェク
トとして、完成が待ち遠しいですね！！
【お問い合わせ】
福岡市住宅都市局都心創生課
TEL：092-711-4426

※提案時における優先交渉権者の主な提案内容であり、
今後の協議等により変更になることがあります。

「博多旧市街プロジェクト」 着実に進行中！
福岡市の歴史を磨き次世代に発展させる「博多旧市街プロジェクト」
として、出来町公園の観光拠点の整備や回遊ルートの形成に向けた取り
組みが現在進行中です。

出来町公園【回遊・観光拠点の整備】

※詳細設計の中で今後変更になる可能性があります。

昨冬リニューアルオープンした出来町公園において休養
施設等の設置・管理運営を行う事業者公募を行い、この度、
「株式会社ＴＡＴＥＲＵ」の提案した事業内容に決定し、基
本協定を締結しました。今年９月頃、工事に着工し、平成
３１年４月頃の供用開始予定です。

回遊ルートの形成
博多旧市街を分かりやすく観光、散策していただけるモデルコースとして、
「商
人のまち博多伝統文化コース」、
「本物の歴史を体感する博多寺社めぐりコース」
を設定するとともに、回遊性向上を図るため、回遊ルートの見える化として、観
光説明板・誘導板を統一コンセプトで改修し、ルート上に、誘導板やのぼりを設
置しました。ぜひ、福岡を訪れた際には、博多部を散策してみてください！
【お問い合わせ】
（博多旧市街プロジェクト）福岡市経済観光文化局地域観光推進課 TEL：092-711-4984
（出来町公園の観光拠点整備）福岡市経済観光文化局クルーズ課
TEL：092-711-4556

５

今年も｢博多どんたく港まつり｣が開催されました!!
今年も､5 月３日～4 日に「第 57 回福岡市民の祭
り『博多どんたく港まつり』」が開催されました。今
年は晴天に恵まれ､過去最多の 77６団体が参加し､二
日間の観客数は 230 万人（主催者発表）となりました。
パレードには､昨年 7 月の九州北部豪雨で大きな被
害を受けた朝倉市や東峰村が参加し､復興支援への感
謝を沿道の観客に伝えていました。

福博の街に夏を告げる｢博多祇園山笠｣がはじまります!!
毎年 7 月 1 日～15 日、福岡市の都心で『博多祇園山笠行事』が開催されます。今年の追い
山笠（7 月 15 日）は日曜日。例年以上のお客様にお越しいただけることを期待しています！
【行事予定】
7 月 1 日飾り山笠 一斉公開（朝､15 日未明まで､市内 14 カ所）
当番町お汐井とり（夕方､箱崎浜）
9 日全流お汐井とり（夕方､箱崎浜）
10 日流舁き（午後 4～6 時頃､各流）
11 日朝山（午前 5～6 時頃､各流）
他流舁き（午後 4～6 時頃､各流）
12 日追山ならし（午後 3:59､櫛田神社～奈良屋町:約 4km）
13 日集団山見せ（午後 3:30､呉服町～市役所:往復約 2.1km）
14 日流舁き（午後 4－6 時、各流）
15 日追い山（午前 4:59､櫛田神社～須崎町:約 5km）
【お問い合わせ】福岡市 経済観光文化局 まつり振興課 TEL：092-711-4359
博多祇園山笠公式サイト：http://www.hakatayamakasa.com/

スポーツ情報
福岡ソフトバンクホークス
【首都圏開催試合（6月～8月）
】
～セ･パ交流戦～
6 月 5 日(火)18 時～ VS 東京ヤクルト(神宮)
6 月 6 日(水)18 時～ VS 東京ヤクルト(神宮)
6 月 7 日(木)18 時～ VS 東京ヤクルト(神宮)
～鷹の祭典 2018 in 東京ドーム～
7 月 9 日(月)18 時～ VS 北海道日本ハム(東京Ｄ)
7 月 10 日(火)18 時～ VS 北海道日本ハム(東京Ｄ)
7 月 31 日(火)18 時～ VS 埼玉西武(ﾒｯﾄﾗｲﾌ)
8 月 1 日(水)18 時～ VS 埼玉西武(ﾒｯﾄﾗｲﾌ)
8 月 2 日(木)18 時～ VS 埼玉西武(ﾒｯﾄﾗｲﾌ)
8 月 7 日(火)18:15～ VS 千葉ロッテ(ZOZO ﾏﾘﾝ)
8 月 8 日(水)18:15～ VS 千葉ロッテ(ZOZO ﾏﾘﾝ)
8 月 22 日(水)18 時～ VS 北海道日本ハム(東京Ｄ)
8 月 23 日(木)18 時～ VS 北海道日本ハム(東京Ｄ)

アビスパ福岡
2018シーズン第14節(5/13)を終えた時点で､勝ち点26点の
第3位。8戦連続無敗で､ホーム5連勝と好調です。J１昇格を願い、
精一杯応援しましょう！
【首都圏開催試合（6月～8月）
】
8月 4日(土)18時～ VS ヴァンフォーレ甲府（山梨中銀スタジアム）
8月18日(土)19時～ VS 栃木SC（栃木県グリーンスタジアム）
8月26日(日)18時～ VSアルビレックス新潟（デンカビッグスワンスタジアム）

RIZING ZEPHYR FUKUOKA

B１昇格決定！

２年前､Bリーグ発足時に3部からスタートした､福岡市を拠点
とするプロバスケットチーム「ライジングゼファーフクオカ」。
1年で､B3優勝を果たし､B2に昇格した2017-2018シーズン
は､47勝13敗､勝率.783で西地区優勝。その勢いのまま､5月13
日(日)のB2プレイオフ準決勝で､FE名古屋に連勝し､念願の
2018-19シーズンのB1昇格が決定しました。
来シーズンはB1のステージへ。これからも応援しましょう！
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首都圏物産展情報
福岡や九州各地の名物グルメや伝統工芸品が大集合します！！
詳しくは、
「福岡の物産」で検索！ こちらの QR コードからご覧ください！ ☞
●首都圏での主な物産イベントスケジュール
会

期

イベント名

5/31(木)～
6/6(水)

福岡味めぐり

6/7(木)～
6/12(火)

九州うまかもん市

7/26(木)～
7/31(火)

大福岡展

会 場
東急百貨店
日吉店
東武百貨店
大田原店
京急百貨店
上大岡

会

期

イベント名

9/13(木)～
9/18(火)

全九州の物産展

10/4(木)～
10/10(水)

福岡県の物産展

会 場
京成百貨店
水戸店
東急百貨店
吉祥寺店

ふくおか応援寄付 (ふるさと納税)
福岡市では、皆様からのご寄付を活用してまちづくりを行っています。
「福岡市が好き」
「福岡
市を応援したい」 という、あなたの想いが、福岡市の元気になります。そんなあなたの想いが、
寄付を通じて形となり、福岡市の元気となります。
●今年４月より、２つの寄付先が追加されました。
都市型農業を応援

子どもと魚のふれあい

ふくおかで頑張る農業者
とともに新鮮な農産物を
安定的にお届けするため
の取組みです。

●平成 2９年度の寄付金額

海や魚を大切にする気持ち
を育む取組みです。海づり
公園での園児による稚魚放
流会などの事業に活用しま
す。
７１，９１５，９７６円 （１，０６６件）

ふくおか応援寄付では、ご寄付いただいた方へ、地元特産の農水産品やそれを加工した商品を
お届けしています。唐泊恵比寿かき、博多米、能古島産純粋はちみつ、志賀島産いちごジャム等
からお選びいただけます。皆様の温かいご支援をお待ちしております。
詳細は福岡市 HP「ふくおか応援寄付」をご覧ください。ご希望の方はパンフレットを郵送します。

【お問い合わせ】福岡市財政局財産活用課 TEL：092-711-4532
編集後記

福岡市東京事務所

今年度も熱い福岡市の情報を
発信してまいります！
引き続き、福岡市をよろしく
お願いいたします！（し）

〒102-0093
東京都千代田区平河町 2-4-1 日本都市センター会館 12 階
TEL 03-3261-9712 FAX 03-5276-7895
E-mail tokyooffice.GAPB@city.fukuoka.lg.jp
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http://www.city.fukuoka.lg.jp/tokyo/
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