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博多港中央ふ頭クルーズバースが供用開始しました！
福岡市の博多港中央ふ頭で進められていた西側岸
壁の延伸工事が完了し、９月４日に供用開始となり、
この日は、「コスタ・フォーチュナ」（10 万トン級、
全長 273 メートル）、
「コスタ・ネオロマンチカ」
（5
万トン級、全長 221 メートル）の大型クルーズ船２
隻が同時に着岸しました。（左下写真）
今回の全面供用により、クルーズ船用の岸壁の長
さは 270 メートルから 600 メートルとなり、世界
延伸工事が完了した中央ふ頭の西側岸壁
最大級のクルーズ船（約 22 万トン級、全長約 360
メートル）の受入が可能となるとともに，２隻同時
着岸も可能となりました。
博多港は、平成 29 年にクルーズ船の寄港回数が
326 回と、３年連続で日本一となり、クルーズ船で
日本に来た観光客の３割が博多港を利用されていま
す。
今後も、訪日クルーズ客数 500 万人の実現に向け、
博多港が日本全体を牽引できるよう、アジアのクルーズ拠点港にふさわしい受入環境整備を進め
てまいります。
【お問い合わせ】福岡市港湾空港局計画課

TEL：092-282-7129

九州大学伊都キャンパスへの移転完了！箱崎キャンパス跡地のまちづくりも着々と進行中！
九州大学が、平成３年の移転決定以降、長年にわたり取り組んできた、箱崎キャンパス、六本
松キャンパス等から伊都キャンパスへの統合移転事業が９月に完了しました。今後とも、約１万
９千人の学生・教職員が活動する伊都キャンパスを核とした九州大学学術研究都市づくりを、産
学官が連携して進めていきます。
また、福岡市は、九州大学と共同で「水素エネルギー」や「自動運転バス」など、先進的な技
術を社会に実装するための様々なチャレンジを行っています。

箱崎キャンパス跡地のまちづくり
九州大学と福岡市は、箱崎キャンパス跡地（福岡市東区）について、まちづくりに共通する整
備ルールや将来の絵姿等を示すグランドデザインを７月末に策定しました。
グランドデザインには、最先端技術の導入等によって、快適で質の高いライフスタイルと都市
空間を創出し、未来に誇れるモデル都市を創造する「FUKUOKA Smart EAST」の考え方
が取り入れられています。今後は、実証実験や企業のヒアリングを通じて、箱崎キャンパス跡地
へ導入可能なサービスの検討が進められます。
【お問い合わせ】
（九州大学移転全般に関すること）福岡市住宅都市局九大移転調整課
（Smart EAST に関すること）福岡市住宅都市局ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ推進・SmartEAST 担当
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TEL：092-711-4358
TEL：092-711-4154

｢第 19 回 FINA 世界水泳選手権 2021 福岡大会組織委員会｣設立！
9 月 4 日、（公財）日本水泳連盟と福岡市
は、「第 19 回世界水泳選手権 2021 福岡大
会」および「第 19 回世界マスターズ水泳選
手権 2021 福岡大会」の組織委員会を設立し
ました。
設立総会では、（公財）日本水泳連盟の青
木剛会長が本組織委員会の会長となることが
承認され、高島宗一郎福岡市長、麻生泰（一
社）九州経済連合会会長らが副会長に選任さ
れたほか、大会概要、大会コンセプト等が決議されました。
設立総会後の記者会見には福岡出身の鈴木聡美選手、坂井聖人選手のほか、瀬戸大也選手、池
江璃花子選手らが参加し、大会コンセプト「WATER MEETS THE FUTURE」をキーワード
に、水泳界や自身の将来について語っていただきました。

第 19 回 FINA 世界水泳選手権 2021 福岡大会 概要
【⼤ 会 名】第19回FINA世界⽔泳選⼿権2021福岡⼤会
【開催期間】2021年7⽉16⽇(⾦曜⽇) から 8⽉1⽇(⽇曜⽇) 17⽇間
別】競泳、⾶込、ハイダイビング、⽔球、アーティスティックスイミング、
【種
オープンウォータースイミング
【会
場】マリンメッセ福岡 他
【併
催】第19回FINA世界マスターズ⽔泳選⼿権2021福岡⼤会
［ 開催期間…2021年8⽉3⽇(⽕曜⽇) から 8⽉12⽇(⽊曜⽇)10⽇間 ］
【お問い合わせ】福岡市市民局世界水泳準備担当

TEL：092-711-4938

新たなスポーツの活動拠点「福岡市総合体育館」１２月１日オープン！
１２月１日、福岡市の新たなスポーツ活動の
拠点として、「福岡市総合体育館」が東区アイ
ランドシティにオープンしました。
西日本最大級の面積を誇るメインアリーナ
では、バレーボールなら４面、バスケットボー
ルなら３面のコートを設置することができま
す。また、天井までの高さは約１５ｍで、バレ
ーボールや新体操などの国際試合を行える基
準も満たしています。観客席は、車いす席４２
席を含む５,０４２席。市民レベルのスポーツ
大会から大規模な大会までの開催が可能です。
サブアリーナはメインアリーナと同じフロアにあります。バレーボールなら３面のコートを
設置でき、国際大会などでは練習場としても使用できます。
他にも、武道場や弓道場、壁面鏡が設置された多目的室、トレーニングルームや健康・体力
相談室、研修・会議室など、市民のスポーツを「する」「みる」を支える施設が満載です。
【お問い合わせ】福岡市市民局スポーツ振興課
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TEL：092-711-4099

官民連携で次々と実証実験を実施！
民間施設でもキャッシュレス実証実験が拡大！
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」に取り組んでいま
す。
「実証実験フルサポート事業」で採択したプロジェクト
のうち、8 月から「屋台」を対象とした実証実験を開始し
ています。市内約 100 店舗ある屋台のうち、約 20 店舗
で、楽天ペイや LINE Pay、中国で普及しているアリペイ
などが利用できます。実証実験により、利用客の利便性の
向上や、インバウンド消費の取り込みなどの導入効果を検
証していきます。

福岡市実証実験フルサポート事業
「キャッシュレス」実証実験実施 屋台 MAP

さらに、民間施設での実証実験として、タクシーや
ドラッグストアでの実施も拡大中です。

【お問い合わせ】
福岡市経済観光文化局経営支援課
TEL：092-441-2027

全国初、公道での燃料電池トラックの実証実験スタート！
福岡市では「福岡市水素リーダー都市プロジェクト」として、
中部水処理センター（中央区）で、九州大学などと共同で下水汚
泥から取り出したバイオガスから水素を作る自主研究に取組み、
作られた水素を活用するプロジェクトを推進しています。
この度、民間企業と共同で開発に取り組んでいた、「水素で走
る燃料電池トラック」の実用化に向けた、公道実証実験が 10 月
からスタートしました（環境省委託業務「平成 30 年度 CO2 排出削減対
策強化誘導型技術開発・実証事業」の「燃料電池小型トラックの技術開発・実証」）。
トラックは、水素タンクや燃料電池を搭載し、1 回の水素充填で 150 キロ走ることが可能です。
今回の実験では、バイオガスから作られた水素が供給され、福岡市の運送会社、「天神地区共
同輸送」が 12 月末まで市内で配送業務に使いながら、燃費データなどの実運用のデータを収集
し，基本性能や実用性を検証します。
髙島市長が試乗した感想では、
「通常のトラックよりも静かで加速も乗用車のよう」とのこと。
実証実験期間：平成 30 年 10 月 10 日～12 月末
実施エリア：市内中心部(天神地区)
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【お問い合わせ】
福岡市経済観光文化局新産業振興課
TEL：092-711-4344

ドローンで離島配送実験～玄界島～
福岡市、ANA ホールディングス、エアロセンス㈱は
11 月 20 日～22 日に、小型無人機「ドローン」による
荷物配送の実証実験を行いました。
今回の実験は、国土交通省及び環境省の連携事業として
実施し、ドローンを使った離島への配送効率化を目指して
海産物や医薬品など約１kg の荷物を福岡市西区の唐泊港
から玄界島までの約５km を運搬し、安全性や環境性能を
確認しました。
玄界島と本土間の郵便物は、現在１日２回、漁船により片道 15～20
分かけて運んでおり、１回の配達が数通の時もありますが、ドローンで
あれば片道約９分で到着し、１往復の使用電力料が４円と輸送コストの
削減に繋げることができます。
今後も、ドローンの物流実験に限らず、国や民間企業と協力しながら
社会課題の解決に向けた取り組みを続けていきます。
【お問い合わせ】福岡市総務企画局企画調整部

TEL：092-711-4959

介護×ＩＴ×スタートアップ
『ケアテック推進コンソーシアム』事業スタート！
人生 100 年時代を見据えた持続可能な社会をつくるプロジェクト「福岡
100」では、健康・医療・介護など人を「ケア」する分野でチャレンジする
スタートアップ企業を支援しています。
今回、福岡市では現場の負担軽減や人材不足解消などといった介護分野の課
題と、スタートアップ企業の多彩なアイデアや技術を結び付け、解決につなげ
ていく取り組み「ケアテック推進コンソーシアム」事業をスタートしました。

キックオフセミナー開催！～10 月 31 日～
10 月 31 日、ふくふくプラザ(福岡市市民福祉プラザ)
でキックオフセミナーを開催しました。介護保険事業者・
スタートアップ・介護業界に関心がある企業などを対象に、
ICT を活用した先進介護事業者の事例報告や当事業の紹
介を実施し、多くの方にご参加いただきました。

社会福祉法人スマイリング・パーク理事長 山田一久氏による
ICT を活用した先進事例の講演

また、11 月 8 日、13 日には、介護施設の職員による現
場の課題抽出ワークショップを実施。抽出された課題を解
決できるソリューションを、今後公募する予定です。
介護施設の現場職員によるワークショップ

【お問い合わせ】
福岡市保健福祉局健康先進都市推進担当

（11 月 13 日）
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TEL：092-711-4544

福岡市の住みやすさや都市特性が高評価を受けました！
福岡市の住みやすさ 過去最高値を更新！
１８歳以上の男女４,５００人を対象に毎年実
施している「市政に関する意識調査」で、福岡市
は『住みやすい』と答えた市民が９７．１％と、
３年連続で過去最高値を記録しました。
また、福岡市に『住み続けたい』との評価も、
９２．８％と過去最高値（昨年と同率）を記録し
ています。
これらと同時に調査している「福岡市の都市環
境等の満足度」では，５年前（平成２５年度）と
比べ、１８項目中の１７項目の『満足度』が向上
しています。特に「就業機会の多さ」は１２．１
ポイント増加しています。
市はこれからも、市民の皆さんが福岡市に誇り
をもっていただけるように、魅力あるまちづくり
に取り組んでいきます。
※『

』は二つ以上の選択肢を合計して表したものです。

例：
『住みやすい』＝「住みやすい」＋「どちらかといえば住みやすい」

【お問い合わせ】
福岡市市長室広聴課

TEL：092-711-4067

ビジネスの活力がきわめて高い-森記念財団が福岡市を高評価
一般財団法人森記念財団 都市戦略研究所が行った「日本の都市特性評価２０１８」において、
福岡市は京都市に次いで２番目に高い評価を受けました。
この調査は、都市の強みや魅力といった都市特性を明らかにすることを目的として行われたも
ので、６つの「分野」（経済・ビジネス、研究・開発、文化・交流、生活・居住、環境、交通・
アクセス）や指標などで細かく分析がなされています。
福岡市は、経済・ビジネスにおける「ビジネスの活力」の評価が他の都市と比べて極めて高い
とともに、文化・交流や交通・アクセスにおいても高い評価を受けるなど，「ビジネス活力に満
ちたバランス型都市」との評価を得ています。

福岡市の推計人口が 158 万人を突破
福岡市の推計人口が、１５８万１,５２７人となり，初めて１５８万人を突破しました。
１１月１日現在の推計人口は男性が７４万６,６１０人、女性が８３万４,９１７人で、市内７
区の人口構成比では東区が２０．０％と最も高く、次いで南区の１６．６％となっています。
前年同月の推計人口と比較すると、１万２,４６１人の増加 【お問い合わせ】
となっており、緩やかな人口増加が続いています。
福岡市総務企画局統計調査課
TEL：092-711-4081
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シティセールスに取り組んでいます！
コールセンター／CRM デモ＆コンファレンスに出展しました！
11 月 15 日・16 日に池袋サンシャインシティ・文化会館にて開催された国内最大のコール
センター・CRM 業界の一大イベント「コールセンター/CRM デモ＆コンファレンス 2018」
に、福岡市東京事務所として出展しました。
次世代のコールセンターを構築するテクノロジーとプロフェッショナルのノウハウが集結す
るこの展示会には、２日間で約１万人が来場し、業界をけん引する国内外の有力企業、注目企業
から、最新の IT 製品やサービスが紹介されました。
そのような中、福岡市のブースでは、
「今、人口が大都市 No.1 のスピードで伸びる活力に溢
れる都市」、
「今後約 20 年は人口増加が続く見込みで、若者が多く、とりわけ女性が多い」、
「空
港から都心まで約 10 分という利便性の高さ」、
「コストや災害リスクの低さ」など、コールセン
ターの立地に最適な環境を存分にＰＲしました。

＜開催概要＞
■日時：2018.11.15～11.16 10：00～17：30
■会場：池袋サンシャインシティ・文化会館
■来場者数：１０,５４０人
■出展社数：１６０社・団体
■主催：株式会社リックテレコム、
月刊コールセンタージャパン、
ＵＢＭジャパン株式会社

＜ご来場者の声＞
●福岡市は元気があるとい
うイメージ。
●住みやすいと言われる福
岡市にコールセンターを
出したい。
●災害時等のバックアップ
拠点として福岡市への進
出を検討したい。
●福岡市のオフィス空室率
が低くなっており、オフ
ィス物件探しに苦労して
いる。等

福岡市への進出を応援しています！
福岡市東京事務所では、福岡市経済観光文化局企業誘致課と連携しながら、ＩＴ・デジタルコ
ンテンツをはじめとするクリエイティブ産業やコールセンター、外資系企業などを中心に幅広く
企業訪問を行い、福岡市の立地優位性をＰＲして福岡市への企業進出を促しています。
また、実際に福岡に拠点を設ける企業に対しては、
各種の支援制度のご案内やオフィス探し、ネットワーク
【お問い合わせ】
構築、企業 PR などの応援も行っております。
福岡市東京事務所
シティセールス担当：田中、椎木
詳しくは、福岡市東京事務所までお気軽にお問い合わせ
TEL：03-3261-9712
ください。
６

首都圏物産情報
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！
会

期

イベント名

11/29(木)～
12/5(水)

九州老舗名店の味

12/5(水)～
12/10(月)

福岡物産展

12/5(水)～
12/11(火)

玄海福岡うまかも
んめぐり

12/12(水)～
12/17(月)

福岡物産展

1/9(水)～
1/15(火)

大九州展

1/9(水)～
1/15(火)

九州老舗名店の味

1/16(水)～
1/21(月)

大九州展

会 場
東急百貨店
たまプラーザ店
丸広百貨店
上尾店
髙島屋
港南台店
丸広百貨店
川越店
福田屋
ｲﾝﾀｰﾊﾟｰｸ店
東急百貨店
ﾚｼﾋﾟ青葉台店
伊勢丹
相模原店

会

期

イベント名

1/17(木)～
1/22(月)

大九州展

1/23(水)～
1/28(月)

大九州展

1/30(水)～
2/4(月)

大九州展

1/30(水)～
2/6(水)

福岡物産展

2/20(水)～
2/25(月)

大九州展

2/21(木)～
2/26(火)

福岡物産展

4/4(木)～
4/9(火)

福岡物産展

☞
会 場
東急百貨店
吉祥寺店
伊勢丹
立川店
伊勢丹
府中店
東急百貨店
たまプラーザ店
伊勢丹
浦和店
東武百貨店
船橋店
東急百貨店
東横店

※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。

ふくおか応援寄付（ふるさと納税）
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、全２５の寄付メニューからお選びいただくことができ、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などをお届けします。
【トピック】

唐泊恵比須かき

能古島産純粋はちみつ

平成３１年３月２１日に、
福岡市美術館がリニューアル
オープンします！
美術館を指定して寄付いただいた
方へ、寄付額に応じて記念品の
ほか特別展の開会式招待状を贈呈
しています。

新設したアプローチ（外観）

詳細は福岡市 HP「ふくおか応援寄付」をご覧ください。 【お問い合わせ】
ご希望の方はパンフレットを郵送します。
福岡市財政局財産活用課 TEL：092-711-4532

編集後記
福岡ソフトバンクホークス、
２年連続日本一、おめでとう
ございます！私も●●の日
本一を目指します！（や）

福岡市東京事務所
〒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
U R L
http://www.city.fukuoka.lg.jp/tokyo/
７

