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「第１２回アジア太平洋都市サミット」福岡市で開催
アジア太平洋地域の諸都市の首長らが一堂に会する「アジア太平洋都市サミッ
ト」が、8 月 1 日～3 日に、福岡市で開催されました。福岡市と国連ハビタット
（国連人間居住計画）福岡本部が共同開催した今回のサミットには、16 か国
32 都市の首長らが出席し、行政や国際機関、企業関係者など総勢約 400 名が参加しました。

テーマは「住み続けられるまちづくり」
アジア太平洋都市サミットは、1994 年に福岡市の提
唱で設立され、様々な都市問題を共有し、解決に向けて
互いに協力するための都市間ネットワークを構築する
場として、各都市で開催されてきました。
25 年目を迎える今回のサミットは、ＳＤＧｓ（国際
社会全体の普遍的目標として国連で採択された「持続可
能な開発目標」）を踏まえ、
「住み続けられるまちづくり」
をテーマに開催されました。
開会式の様子

国連ハビタットのマイムナ・モハメッド・シ
ャリフ事務局長やグローバル・コンパクト・
ネットワーク・ジャパンの有馬利男代表理事
による基調講演、国連ハビタットのセッショ
ン、世界銀行等国際機関や企業による講演及
び分科会では、活発な議論が行われました。
その後の全体会議では、▽都市の持続可能な
開発と社会の進歩に向けて、最先端の技術革
新を積極的に取り入れながら具体的に行動す
全体会議

ること▽人と環境と都市活力の調和がとれた都市づくりを行い、地球規模の課題解決に寄与し、
未来の世代が夢や希望を抱ける世界を築くこと▽2020 年に第 13 回同サミットを福岡市で開
催すること－などが盛り込まれた共同宣言が採択されました。

歓迎レセプション
国連ハビタット
マイムナ・モハメッド・ 【お問い合わせ】
シャリフ事務局長

フェアウェルパーティー
（福岡市博物館）

福岡市総務企画局国際部アジア太平洋都市サミット担当
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TEL：092-711-4028

アジアと創る「アジアンパーティ」
福岡市では、9 月から 10 月にかけて「アジア
各イベントの詳細はホームページで
と創る」をコンセプトに『アジアンパーティ』を
アジアンパーティ：ホームページ
開催します。アジアの今が体感できる様々なイベ
http://www.city.fukuoka.lg.jp/asianparty/
ントにぜひお越しください。

アジアフォーカス・福岡国際映画祭

≪昨年のオープニングセレモニーの様子≫

「アジアフォーカス・福岡国際映
画祭」では、優れたアジア作品を発
掘し、発信しています。
今年は公式招待作品 15 作品、特
集上映としてフィリピン作品を 4
作品、その他日本映画等を含めて合
計 40 作品程度を上映します。
【期間】9 月 14 日(金)～23 日(日)
アジア各国・地域の最新作や話題 【お問い合わせ】
福岡国際映画祭インフォメーション
作をお楽しみください。
TEL：080-8590-2666
（9 月 3 日～23 日、平日午前 10 時～午後 5 時。15 日以降は土日祝日も対応。
）

福岡アジア文化賞
アジア文化への貢献を讃える「福岡アジア文化賞」。29 回目
を迎える今年は、大賞に中国の映画監督の賈樟柯（ジャ・ジ
ャンクー）氏、学術研究賞に日本の経済学者・地域研究者の
末廣 昭氏、芸術・文化賞にはインドのパンダワーニー奏者
のティージャン・バーイー 【期間】9 月 19 日(水)～22 日(土)
≪昨年の授賞式の様子≫
氏が選ばれました。受賞者 【お問い合わせ】
福岡アジア文化賞公式行事受付係
が一堂に会する授賞式は、9 月 20 日（木）に開催されます。
TEL：0120-716-710
どなたでも入場無料で参加できますので、ぜひお申し込みく
（平日午前 10 時～午後 6 時）
ださい。

The Creators（ｻﾞ･ｸﾘｴｲﾀｰｽﾞ）

≪昨年のイベントの様子≫

デジタルとクリエイティブの祭典「ザ・クリエイター
ズ ～最先端エンターテインメント体験型フェス～」は、
体を動かすことでパフォーマンスできる新世代楽器ア
プリケーション「KAGURA」を使ったステージや、対
戦型 VR ゲームなどが楽しめるクリエイティブ企業のブ
ースゾーンなど、最先端デジタル技術と、エンターテイ
メントが融合した体験型イベントです。
【期間】9 月 22 日(土)～23 日(日)
また今年の「福岡クリエイターズアワード」は、
「ゲーム」 【お問い合わせ】
をテーマに、プログラミング教育アプリを使った子どもた 「The Creators」イベント事務局
TEL：092-406-0604
ちの作品を表彰・紹介します。
２

『キャッシュレス FUKUOKA』が始動！
キャッシュレス FUKUOA フェア開催！
福岡市と民間企業が一体となり、福岡でのキャッシュレス機運の向上
や民間企業の取り組みの加速を図るプロジェクト「キャッシュレス
FUKUOKA」がスタートし、7 月 26 日、福岡市内にて、企業の生産性向上、企業課題の解決
につながる IT ツールを「知る」「体験する」イベントが開催されました。
当日は、株式会社マネーフォワード 辻代表取締役社長 CEO から Fintech の最
新の動向やキャッシュレス市場に関する講演、
参加企業各社のキャッシュレスツ
【お問い合わせ】
福岡市経済観光文化局経営支援課
ールの展示や特別講演などが行わ
TEL：092-441-2027
れ、多くの来場者が参加しました。

公共施設での実証実験開始！
福岡市実証実験フルサポート事業で 6 月 12 日に採択した「キャッシュレス」に関するプロ
ジェクトのうち、公共施設を対象とした実証実験を開始しました！
「LINE」上で展開するアプリ “スマホのおサイフサービス”
「LINE Pay」を市内の公共施設
で導入します。

【お問い合わせ】
実証実験期間：平成 30 年 6 月 29 日（土）～11 月 30 日（金）（予定） 福岡市総務企画局企画調整部
TEL：092-711-4959
実施施設：博物館、動植物園（9 月末まで）、アジア美術館 ほか

国際ビジネスマッチングイベント
「WARAKU SUMMIT」を開催します！

～２０１８年９月１５日（土）、１６日（日）～

スタートアップの国際的なビジネスマッチングイベント
「WARAKU SUMMIT」を開催します！福岡市内や国内のみなら
ず、世界９か国・地域、１２拠点からスタートアップや支援者、ベンチャーキャピタルなど多様
な企業が一堂に集います。ピッチ大会、ブース展示、アーティストによる音楽ライブ、トークシ
ョーなど盛りだくさんのプログラムを是非お楽しみ下さい！
主 催：明星和楽実行委員会、福岡市
場 所：Fukuoka Growth Next（福岡市中央区大名２丁目６－１１）
参加費：無料
グローバルイベント
・海外のスタートアップエコシステムを紹介
・海外進出・福岡進出を目指す
スタートアップによるピッチ

MUSIC フェス

学生ビジネスコンテスト
～未来を変えるイノベーティブな提案を～

【お問い合わせ】
明星和楽実行委員会
TEL：080-3907-1094
http://myojowaraku.net/

３

全国初！国家戦略特区を活用した「遠隔服薬指導」
スマートフォンやパソコンなどを使って、薬局から薬剤師が離れた場所で暮らす患者に薬の使
い方などを説明する「遠隔服薬指導」が保険医療制度では全国で初めて福岡市で始まりました。
これまで、薬剤師が患者に対して行う服薬指導は、対面で行うことが義務付けられており、患
者が薬局を訪ねたり、薬剤師に自宅に来てもらったりする必要がありました。このたび福岡市に
おいては、国家戦略特区を活用して、地理的要件を満たした交通不便地等に限り、国よりオンラ
インで服薬指導を行う「遠隔服薬指導」が認められました。
これにより、交通の便が悪い地域にお住まいの
在宅療養患者やその家族の皆さまの負担が軽減
されるとともに、薬局も幅広いサービスの提供が
可能となり、今後、人生 100 年時代を見据え、
誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせるまち
づくりに大きく貢献するものと期待されます。
【お問い合わせ】
＜国家戦略特区に関すること＞
福岡市総務企画局企画調整部 TEL：092-711-4958
＜遠隔服薬指導に関すること＞
福岡市保健福祉局地域医療課 TEL：092-711-4267

「福岡市公式 求人検索アプリ by スタンバイ」をリリース
福岡市へのＵＩＪターンなど福岡市内企業への就職を希望する方を支援するため、求人検索エ
ンジン「スタンバイ(※)」を活用した「福岡市公式 求人検索アプリ by スタンバイ」をリリー
スしました。福岡市で働きたい求職者と福岡市内企業とのマッチングを促進しています。
（※）スタンバイとは
株式会社ビズリーチが運営する求人検索エンジンで、ウェブ上の求人を一括検索できます。
求人数約 800 万件（平成 30 年 7 月末現在）

アプリの特長

【利用はすべて無料】
１．福岡市の求人が簡単に探せる。福岡市の魅力も紹介！
・業界・テーマ別の求人特集を掲載
・福岡市の魅力を紹介した記事などを掲載
２．スマホでいつでもどこでも就職活動できる！
・求人検索・応募はもちろん、ビデオ面接も可能
・気になることはチャットで質問できる
■アプリのダウンロード方法
下記ＱＲコードを読み取るか、
アプリストアで
【お問い合わせ】
福岡市経済観光文化局経営支援課
TEL：092-441-1232

４

青果市場跡地活用事業の事業予定者が決定！
博多区那珂の青果市場跡地については、８ha

【位置図】

を超える敷地規模を有し、福岡空港・博多駅と近
接した立地環境を活かすとともに、広場等の空間
の確保、地域資源の活用や周辺施設との連携によ
る回遊性の向上など、地域や本市の魅力あるまち
づくりに寄与する跡地活用が期待されていました。
このため、平成 29 年９月に青果市場跡地まち
づくり構想を策定し、平成 30 年１月から、
「青果
市場跡地活用事業」の事業者公募を行っておりま
したが、７月に、事業予定者を「三井不動産株式
会社を代表とするグループ」に決定しました。
事業予定者の提案では、多彩な広場をはじめ、
九州初となるキッザニアなど魅力的な機能や空間
も提案されており、南部地域の新たな顔として、
2021 年度末の開業を目指しているとのことで
す。楽しみですね！！
【お問い合わせ】
福岡市住宅都市局跡地活用推進部計画課

TEL：092-711-4956

【事業者の提案】

※提案時における事業予定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。

福岡空港の民間委託に向けた動きが着々と進行中！
福岡空港については、民間による創意工夫を活かし
【国内線地区（イメージ）】
た経営により、内外交流人口拡大等による地域活性化、
地域の振興・発展を図るため、国により、空港運営の
民間委託の事業者公募が行われていました。
事業者選定のプロセスでは、５つの企業グループか
ら提案があり、審査委員会における審査を経て、平成
30 年５月に優先交渉権者として「福岡エアポートＨ
Ｄグループ」が選定されました。
優先交渉権者の提案では、30 年後の福岡空港の基
【国際線地区（イメージ）】
本コンセプトとして「比類なき東・東南アジアの航空
ネットワークを有する、東アジアトップクラスの国際
空港」を目指すこととしており、30 年後の旅客数目
標 3,500 万人を始め、複合商業施設やホテル、オフ
ィス機能の新設、内際連絡バスの専用道化など、福岡
空港の利便性の向上だけでなく、周辺地域の活性化に ※提案時における事業予定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。
つながる提案がなされています。
いよいよ 11 月からは、ビル施設等事業が先行開始され、
【お問い合わせ】
平成 31 年４月からは、空港運営事業が全面開始されます。
福岡市港湾空港局空港企画課
民間委託により、福岡空港がより便利で魅力的な空港とな
TEL：092-711-4832
ることを期待しています。
５

スポーツ情報
アビスパ福岡

福岡ソフトバンクホークス
【首都圏開催試合（9月～10月）
】
9 月 4 日(火)18:15～ VS 千葉ロッテ(ZOZO ﾏﾘﾝ)
9 月 5 日(水)18:15～ VS 千葉ロッテ(ZOZO ﾏﾘﾝ)
9 月 6 日(木)18:15～ VS 千葉ロッテ(ZOZO ﾏﾘﾝ)
9 月 15 日(土)14:00～
9 月 16 日(日)13:00～
9 月 17 日(月)13:00～
9 月 18 日(火)18:15～
9 月 19 日(水)18:15～

【首都圏開催試合（9月～11月）
】
9月16日(日)17:00～ VS ジェフユナイテッド千葉（フクダ電子アリーナ）
11月4日(日)14:00～ VS FC町田ゼルビア（町田市立陸上競技場）

VS 埼玉西武(ﾒｯﾄﾗｲﾌ)
VS 埼玉西武(ﾒｯﾄﾗｲﾌ)
VS 埼玉西武(ﾒｯﾄﾗｲﾌ)
VS 千葉ロッテ(ZOZO ﾏﾘﾝ)
VS 千葉ロッテ(ZOZO ﾏﾘﾝ)

RIZING ZEPHYR FUKUOKA
【首都圏開催試合（10月～11月）
】
11月10日(土)15:05～ VS 栃木ブレックス（ブレックスアリーナ宇都宮）
11月11日(日)15:05～ VS 栃木ブレックス（ブレックスアリーナ宇都宮）
11月17日(土)18:05～ VS 横浜ビー･コルセアーズ（横浜国際プール）
11月18日(日)14:05～ VS 横浜ビー･コルセアーズ（横浜国際プール）

9 月 27 日(木)18:00～ VS 埼玉西武(ﾒｯﾄﾗｲﾌ)
9 月 28 日(金)18:00～ VS 埼玉西武(ﾒｯﾄﾗｲﾌ)
9 月 29 日(土)13:00～ VS 埼玉西武(ﾒｯﾄﾗｲﾌ)

首都圏物産展情報
福岡をはじめとする九州各地の名物グルメや伝統工芸品が大集合！！
詳しくは、「福岡の物産」で検索！
会
9／5(水)

期

こちらの QR コードからご覧ください！ ☞

イベント名

会

場

出展地元企業

～ 9／10(月) 大九州展

伊勢丹 浦和店

11 社出展予定

9／12(水)

～ 9／17(月) 九州･沖縄物産展

松坂屋 上野店

8 社出展予定

9／12(水)

～ 9／17(月) 大九州展

伊勢丹 府中店

12 社出展予定

9／13(木)

～ 9／18(火) 全九州の物産展

水戸京成百貨店

12 社出展予定

9／19(水)

～ 9／24(月) 大九州展

伊勢丹 相模原店

14 社出展予定

9／26(水)

～ 10／1(月) 大九州展

伊勢丹 立川店

15 社出展予定

9／26(水)

～ 10／1(月) 福岡･長崎の物産展

八木橋百貨店(熊谷市仲町)

18 社出展予定

10／4(木)

～ 10／10(水) 第 14 回福岡県の物産展 東急百貨店 吉祥寺店

10／4(木)

～ 10／10(水) 有名寿司と全国うまいもの大会 京王百貨店 新宿店

49 社出展予定
2 社出展予定

10／11(木) ～ 10／17(水) 九州物産展

東急百貨店 東急たまプラーザ店

15 社出展予定

10／17(水) ～ 10／23(火) 福岡･長﨑の物産展

高崎髙島屋(高崎市旭町)

23 社出展予定

10／24(水) ～ 10／29(月) 九州･沖縄物産展

小田急百貨店 新宿店

17 社出展予定

10／24(水) ～ 10／30(火) 福岡うまかもん市

髙島屋東京

11 社出展予定

11／21(水) ～ 11／27(火) 九州老舗名店の味

東急百貨店 青葉台店

3 社出展予定

11／29(木) ～ 12／5(水) 九州老舗名店の味

東急百貨店 東急たまプラーザ店

2 社出展予定

※上記は開催予定の情報です。お越しの際は､あらかじめ開催会場までご確認ください。
６

皆様のあたたかいご支援をお待ちしています！
平成 30 年７月豪雨災害に対する義援金募集
福岡市では、被災された皆様の一刻も早い復旧を願い、義援金の募集を行っています。
●募集期間

平成 30 年９月 28 日（金曜日）まで

★口座開設金融機関：西日本シティ銀行 天神支店 普通預金 3130993
福岡銀行 福岡市庁内支店 普通預金 1060261
★口座名：両銀行ともに「平成 30 年 7 月豪雨災害福岡市義援金」
★振込手数料：それぞれの銀行の本・支店窓口からの振込手数料は無料。
※各窓口で「義援金なので、振込手数料は免除で」とお申し出ください。
※上記以外の銀行からの振り込み手数料、及び ATM・インターネットバンキング等で
振込を行った場合、振込手数料が免除となりませんのでご注意ください。
【お問い合わせ】
福岡市市民局防災・危機管理課

TEL：092-711-4056

ふくおか応援寄付 (ふるさと納税)

～ あなたの想いが
福岡の元気に ～

福岡市では、皆様からの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！福岡市を活気のある街にしたい！
そんなあなたの想いが、寄付を通じて形となります。
寄付金の使い道は、福岡城の復元・整備など、全２５の寄付メニューから
お選びいただけます。
ご寄付いただいた方には、記念品として、人気の高い地元特産の農水産品や
それを加工した商品をお届けします。

能古島産純粋はちみつ

小呂島漁師のしまごはん

金印汐わかめ

【お問い合わせ】
詳細は福岡市 HP「ふくおか応援寄付」をご覧ください。

福岡市財政局財産活用課

ご希望の方はパンフレットを郵送します。

TEL：092-711-4532

編集後記
今年の夏は、猛暑続き。残暑
が続いていますが、体調には
気を付けてください！
（平田）
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