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特集 令和４年度 福岡市の取り組み
◇「ぬくもり」を感じられるまち
■子どもの貧困の連鎖を断つ
■サポートを必要とする子どもたちのために

◇多様な魅力が輝く「彩り」のあるまち

◇主要施策
■DX（デジタルトランスフォーメーション）の推進
■カーボンニュートラルの推進

■新たな価値を生み出すまち
■観光・MICEで賑わい、潤うまち
◇施策ニュース
■博多区役所の新区庁舎が完成
■トヨタ自動車と水素社会の実現に向けた連携協定を締結
■福岡市動物園の「ペンギンエリア」がリニューアル
◇観光・イベント
■ららぽーと福岡がオープン！
■新しい屋台が登場！
■博多織・博多人形の新作展を開催

◇お知らせ
■首都圏物産情報
■スポーツ情報
福岡ソフトバンクホークス ／ アビスパ福岡
■世界水泳の日程決定
◇コラム～新しい屋台のご紹介～
◇ふくおか応援寄付

特集

令和４年度 福岡市の取り組み

「ぬくもり」を感じられるまち

新型コロナウイルス感染症の長期化により、市民生活に様々な影響が広がる中、特に困難な環境に
置かれている子どもたちが「ぬくもり」を感じられるよう、しっかりと支援するための施策を推進

子どもの貧困の連鎖を断つ
◆子ども習い事応援事業

生活保護世帯または児童扶養手当受給世帯の小学５年生から中学３年生の習い事に係る費用を
助成（１か月あたり上限１万円）

◆ヤングケアラー相談支援事業
ヤングケアラーへの支援のため、コーディネーターによる相談支援のほか、育児支援
ヘルパー派遣、関係機関職員への研修等を実施。

サポートを必要とする子どもたちのために
◆小・中・特別支援学校における医療的ケア支援

医療的ケア支援体制を充実させるため、小・中・特別支援学校の学校看護師を増員(44名→52名)

◆スクールソーシャルワーカー活用事業
スクールソーシャルワーカーを増員し、相談体制を強化(71名→79名)

◆児童虐待防止のための相談支援の充実
児童生徒１人１台タブレット端末等を活用した虐待防止のための相談支援等を実施

◆子ども権利サポート事業
一時保護所や里親、児童養護施設などで

※児童養護施設、一時保護所 等

暮らしている子どもを、児童福祉の知見を
有する第三者が訪問し、寄り添いながら
意見表明を支援し、権利擁護を推進

◆里親ショートステイの全市拡大
支援が必要な家庭の休息等のため、一時的に子どもを預けられる身近な里親ショートステイの
全市的な拡大、ショートステイ専用棟の定員拡大などにより、ショートステイの受け皿を拡充
－１－

～事業の一部をご紹介～
多様な魅力が輝く「彩り」のあるまち

天神ビッグバン等により都市機能のアップデートが進む中、経済的な価値にとどまらない多様な
魅力が輝くよう、まちに「彩り」を加えるための施策を推進

新たな価値を生み出すまち
Fukuoka Art NEXT
◆ アートのある暮らしの推進、「アートウィーク」の開催

「おうちにアートを、職場にアートを、街にアートを！」をコンセプトとした啓発や
アートフェアと連携したイベントを実施

◆「アーティストカフェ」の開設・運営

旧舞鶴中学校を活用し、アーティストの創造活動・スタートアップを支援

◆「福岡アートアワード」の創設

若手アーティストの育成を目的としてアワードを贈賞

◆ 福岡ｅスポーツフェスタ
eスポーツ関連産業の更なる振興を図るため、大規模eスポーツイベントを開催し、
多様な業種のコラボレーション企画やビジネスコンテストなどを実施

◆ Well-being及びSDGsに関する企業等の登録制度
「暮らしの満足度向上」と「持続可能な環境・社会・経済」の実現を目指し、Wellbeingの向上とSDGsの達成に向けて取り組む企業等を応援するための登録制度を創設

観光・MICEで賑わい、潤うまち
◆ 春吉橋迂回橋活用事業
迂回路橋上の整備と合わせ、清流公園を含めた都心部の水辺における公園の利活用を検討

◆ サステナブルツーリズム推進事業
CO₂排出量の抑制や環境保全に資する旅行商品のモデル構築等を実施し、サステナブルツーリズムを
推進
※サステナブルツーリズム：旅行者、観光関連産業、自然環境、地域社会の需要を満たしつつ、
経済面・社会面・環境面の影響も十分考慮に入れた観光
－２－

令和４年度 福岡市の取り組み

特集

～事業の一部をご紹介～

主要事業
DX（デジタルトランスフォーメーション）の推進
◆データ連携基盤の構築
データ連携基盤を構築し、ポータルサイトからプッシュ型の情報提供を行うなど、データ
の利活用を推進

＜Ｒ４年度のサービスイメージ＞

◆市民問合せ対応の充実
市民のニーズにマッチした使いやすいチャットボット構築のため、入電件数が多い問合せ
内容を分析し、既存のチャットボットのカテゴリを拡充

カーボンニュートラルの推進
◆市有施設の再エネ購入
庁舎・学校・公民館・上下水道施設などの市有施設の使用電力を
再生可能エネルギー由来電力へ切り替え

◆プラスチック回収モデル事業
全国的にも回収例が少ない「製品プラスチック」の回収モデル事業を実施し、
排出される品目や回収量、リサイクルの状況、効果等について検証
（区役所・市民センター等の公共施設において拠点回収を実施）
【回収品目の例】

ボウル

ざる

バケツ

洗面器

ハンガー

ちりとり

◆指定袋へのバイオマスプラスチック導入事業
燃えるごみ用の袋の一部にバイオマスプラスチックを導入
（配合率25%は政令市初）

CO2

光合成による
CO2吸収

－３－

ごみ箱

など

植物由来原料
カーボン
ニュートラル

施策ニュース
特集
博多区役所の新区庁舎が完成
博多区役所は、福岡市が指定都市となった昭和47年
（1972年）から50年の節目を迎える令和4年（2022
年）新しい区庁舎に移転します！
博多区役所と博多区保健福祉センター（保健所）を
合築し、現在の博多区役所の隣に建替えを行いました。
4月から業務を継続しながら順次移転を行い、5月6
日（金）には全ての業務が新庁舎に移ります。
※4月末までの引っ越し手続き（転入届等）は、旧区
役所庁舎となります。
【お問合わせ】市民局区庁舎担当

☎ 092-711-4848 ✉ kuchosha.CAB@city.fukuoka.lg.jp

トヨタ自動車と水素社会の実現に向けた連携協定を締結
今後の社会インフラを担う車両の開発・実装や物流
における水素社会モデルづくり、市民に身近な施設や
イベント等での水素エネルギーの活用、水素社会の実
現のために必要な規制の適正化の検討などについて双
方で合意に至り、連携協定を締結することになりまし
た。そして、具体的な取り組みの第一歩として、給食
配送車やパッカー車（ゴミ収集車）として燃料電池ト
ラック、移動式発電・給電システム（Moving e）の導
入の検討を開始しました。
【お問合わせ】経済観光文化局新産業振興課グリーンイノベーション戦略担当
✉ shinsangyo.EPB@city.fukuoka.lg.jp

☎ 092-711-4901

福岡市動物園の「ペンギンエリア」がリニューアル
福岡市動物園の「ペンギンエリア」がリニューアル
し、2022年１月にオープンしました。
新しいペンギンエリアは、さまざまな角度からペン
ギンの姿を見ることができ、ダイナミックな泳ぎを間
近で観察したり、生態を学習できたりと、「驚く」
「楽しむ」「学ぶ」を体感できる施設となっていま
す。ぜひお立ち寄りください。

【お問合わせ】住宅都市局動物園

詳細はコチラ▶
https://zoo.city.fukuoka.lg.jp

☎ 092-531-1960 ✉ fukuokazoo.HUPB@city.fukuoka.lg.jp

－４－

観光・イベント
ららぽーと福岡がオープン！
敷地規模や立地環境を活かし、地域や福岡市にとって魅
力ある跡地活用となるよう取り組んできた博多区那珂の青
果市場跡地において、2022年４月に「ららぽーと福岡」
がオープンします。
施設内には、地域や中学校の利用に配慮し、陸上トラッ
クやテニスコート等を有する「スポーツパーク」をはじめ
とした多彩な広場が設置されるとともに、施設全体での緑
化率が20％を超える緑豊かな空間が造られます。また、福
岡市南部地域の新たな顔として、九州初となるキッザニア
の出店や実物大ガンダム立像設置も予定されています。
【お問合わせ】住宅都市局跡地計画課

☎ 092-711-4957 ✉keikaku.HUPB@city.fukuoka.lg.jp

新しい屋台が登場！
2021年10月に５軒の屋台がオープンしました。蒸し料
理やカリブ海料理、小皿中華料理など今までにない個性豊
かな屋台も誕生し、福岡の夜に新たな魅力を創り出してい
ます。（巻末の屋台紹介もご参照ください）
最新の屋台情報については、福岡市公式シティガイド
「よかなび」を是非ご覧ください。福岡市内の屋台マップ
や新規屋台の特集記事など情報満載です！
【お問合わせ】経済観光文化局まつり振興課

詳細はコチラ▶
https://yokanavi.com/yatai/

☎ 092-733-5933 ✉ matsuri.EPB@city.fukuoka.lg.jp

博多織・博多人形の新作展を開催
福岡市伝統的工芸品振興委員会（博多織工業組合・博多
人形商工業協同組合・福岡市）は、毎年春に東京で新作展
を開催しています。博多織、博多人形それぞれ約100点の
新作を、一度に見ることができる貴重な機会です。今年は
下記のとおり開催いたしますので、ぜひお越しください。
展示
期間
時間

第65回 新作 博多織展

第72回 新作 博多人形展

４月15日(金)～21日(木)

４月22日(金)～28日(木)

第64回新作博多織展 内閣総理大臣賞
「紋八寸なごや帯 天格子 霰」西村織物㈱

11:00～19:00

それぞれ 初日は12時開館、最終日は18時閉館

伝統工芸青山スクエア 特別展・匠コーナー
(港区赤坂８丁目１番２２号)
場所
など

入場
無料
第71回新作博多人形展 内閣総理大臣賞
「伊勢物語（芥川）」 川﨑 幸子 作

【お問合わせ】経済観光文化局地域産業支援課

☎ 092-441-3303 ✉ chiikisangyo.EPB@city.fukuoka.lg.jp

－５－

詳細はコチラ▶
https://www.bussanfukuoka.jp

首都圏物産情報
会期

イベント名

3/11 (金)～
3/17(木)

大九州展

3/23(水)～
3/29(火)

福岡うまかもん市

3/24(木)～
3/30(水)

特別販売会

3/30(水)～
4/5(火)

福岡うまかもん市

3/30(水)～
4/5(火)

福岡県老舗名店の味

スポーツ情報

会場

会期

イベント名

京王百貨店
新宿店 7階催事場

4/14(木)～
4/20(水)

九州うまいもの
いっぱい

髙島屋 日本橋店
地階催事場

4/20(水)～
4/25(月)

大九州展

東急百貨店
二子玉川フードショー
地階催事場

4/20(水)～
4/25(月)

高島屋 日本橋店
地階催事場

4/21(木)～
4/27(水)

九州・沖縄
グルメフェア

東急百貨店
青葉台店 地下催事場

4/27(木)～
5/9(月)

第２回
ぐるり食めぐり

会場
京急百貨店
地階催事場
伊勢丹 浦和店
7階催物場・7階アート
ホール

第６回
丸広百貨店 川越店
春の九州・沖縄物産展 5階催事場
東急百貨店
たまプラーザ店
地下催事場
東武百貨店 船橋店
６階イベントプラザ

首都圏での試合情報をお知らせします

13：00～

3月12日(土)

13：00～

3月13日(日)

13：00～

3月29日(火)

18：30～

3月30日(水)

14：00～

3月31日(木)

14：00～

4月 8日(金)

18：00～

公式戦

4月 9日(土)

18：00～

4月10日(日)

13：00～

5月 6日(金)

18：00～

5月 7日(土)

14：00～

5月 8日(日)

13：00～

5月24日(火)

18：00～

5月25日(水)

18：00～

5月26日(木)

18：00～

VS

東京ヤクルト

アビスパ福岡

オープン戦

福岡ソフトバンクホークス

3月11日(金)

明治神宮球場
千葉ロッテ

VS

ZOZOマリン
スタジアム

VS

16：00～ VS

5月14日(土)

16：00～ VS

7月2日(土)

18：00～ VS

埼玉西武
ベルーナドーム
千葉ロッテ

VS

3月12日(土)

ZOZOマリン

柏レイソル
三協フロンテア柏スタジアム

川崎フロンターレ
等々力陸上競技場
FC東京
味の素スタジアム

詳細はコチラ▶
福岡ソフトバンクホークス
https://www.softbankhawks.co.jp

スタジアム
VS

横浜DeNA

詳細はコチラ▶
アビスパ福岡
https://www.avispa.co.jp

横浜スタジアム

「世界水泳FUKUOKA2022」新たな日程が決まりました
新型コロナウイルスの世界的な感染拡大により、今年５月に予定されていた「世界水泳選手権
2022福岡大会」と「世界マスターズ水泳選手権2022九州大会」が次の日程に延期となりました。
継続的なPR活動を行うため、大会名称は引き続き現在の「2022大会」を使用します。

🏊🏊 世界水泳選手権2022福岡大会
来年７月14日(金) ～ 30日(日)
🏊🏊 世界マスターズ水泳選手権2022九州大会
来年８月02日(水) ～ 11日(金・祝)

シーライ

シャーニー

福岡市は選手の皆さんが最大限に力を発揮できる環境を整え、皆さんに楽しんでもらえるよう、
準備を進めていきます。大会成功に向けて、引き続きご理解とご協力をお願いします。

【お問合わせ】世界水泳大会組織委員会事務局 ☎ 092-711-4938 ✉ fukuokaoc@city.fukuoka.lg.jp

－６－

新しい 屋 台 のご紹介

…主なメニュー

…屋台からのメッセージ

昨年10月に、5軒の新しい屋台が公募によって誕生しました。
それぞれの特徴を生かし、まちに新たなにぎわいをつくり出しています。

①ばらかもん

アゴ出し豚骨ラーメン＝写真、ギョーザ、焼き鳥など
ばらかもんは、長崎県五島の方言で『元気者』という
意味です。五島市出身の店主が、趣向を凝らしたメ
ニューでお客さんを元気にします。

①

① ②

③

よ

④

②博多でかごっま屋台 酔っきー

あいらアゴ肉焼き＝写真、きびなご天ぷら、揚げたて
さつま揚げなど
鹿児島料理中心の、かごっま屋台です。芋焼酎も数多
く取り揃えて、皆さんのお越しをお待ちしています！

⑤

③あつまれ！ケンイチの森

特製チャーハン＝写真、熱々鉄板マーボー豆腐など
一人で来てもいろいろ頼める、小皿料理の街中華屋台
です。さあ、今日も老若男女みんなで、あつまれ！ケ
ンイチの森」
える

ばほん

④El Bajon

カリブ海、スペイン料理など(写真はジャークチキン)
約30カ国・100以上の地域の中から、現地と同じ味
の料理を提供します。『Bajon』はスペイン語の俗語で、
『空腹』の意味。おなかをすかせてお越しください。

ひーろーずやたい

じょうじょう

⑤HEROs屋台 蒸上

教えて！屋台いろいろ
Q.開店時間は？
だいたい午後6時半～7時ごろが多い
ようです。荒天のときは急に休みに
なる場合もあります。
Q.料金体系が分からず不安です。
注文前に料金表で金額をチェックし
ましょう。お通し等のシステムを設
けている屋台もあるので、入店時に
確認しておくと安心です。

焼売(７種)=写真、めんたい茶わん蒸し、蒸し飯など
これまでになかった蒸し物専門の屋台です。せいろ蒸
しは、８種の塩でどうぞ。若き心の大将が、心を込め
てサービスします。

ふくおか応援寄付（福岡市へのふるさと納税）
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。

詳細はコチラ▶
https://yokanavi
.com/yatai/

「ふくおか応援寄付
パンフレット」
詳細はコチラ▶

「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。皆様のあたたかいご支援をお待ちしています。

～寄付メニューのご紹介～

生きものたちがよろこぶ公園・動物園事業
昭和28年に開園した動物園は、約105種、470点の貴重な動物を飼育
しています。いただいた寄付金は、エサ代など、動物園の運営に活用
します。
【お問合わせ】財政局財産活用課

☎ 092-711-4532

✉ za isa nka tsuyou.FB@city.fukuoka.lg.jp
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