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環境シンボルキャラクター
「エコッパ」

近年、豪雨や猛暑など国内外で気象災害が激甚化・頻発化しています。福岡市は、市民の安全
安心を守り、豊かな自然環境に育まれた生活や文化を未来に継承していくため、2040年度温室効
果ガス排出量実質ゼロの実現をめざした取組みを始めています。
福岡市の温室効果ガス排出量は、エネルギー消費量の減少や再生可能エネルギーの拡大等によ
り、2013年度から6年連続で減少しています。排出の内訳は、約9割が二酸化炭素で、その8割以
上を「家庭部門」「業務部門」「自動車部門」が占めています。
更なる排出量削減に向け、「家庭・業務部⾨の省エネ・再エネの導入促進」「環境にやさしい
交通体系の構築」など、現在福岡市が取り組んでいる事業の一部を紹介します。
(万トン)
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再エネ電気の共同購入参加登録者募集中

太陽光などの再生可能エネルギーで発電された環境に
やさしい電気を市民のみなさまに気軽に賢く使っていた
だくため、2021年10月28日よりＥＥ(エコロジー＆エコ
ノミー)な電気の共同購入参加登録者を募集しています。
参加登録者が使用する電気をまとめて、電力会社に対
し入札を行うもので、参加登録者が増えるほどスケール
メリットが働き、家計にも地球にもやさしくなる新しい
仕組みです。

詳細はコチラ▶
https://www.city.fukuoka.lg.jp/kankyo/ondan/hp/eeden_kyoudoukounyuu.html

【お問合わせ】環境局環境・エネルギー対策課

☎ 092-711-4282
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✉kankyoenergy.EB@city.fukuoka.lg.jp

特集
グリーンボンド

発行に向けた認証を取得！

福岡市では資金調達の一つとして、環境改善効果等があ
る事業に限定して発行する債券「グリーンボンド」を活用
するため、2021年10月25日に、第三者機関（格付機関）
からの認証を取得しました。グリーンボンドの活用は、今
年度、川崎市とともに政令市初となります。
発行額は50億円、発行時期は2022年１月以降を予定し
ており、博多区庁舎の建替え、地下鉄施設の改良工事、市
内の浸水対策事業等に活用されます。
詳細はコチラ▶
https://www.city.fukuoka.lg.jp/zaisei/somushikin/shisei/fukuokashigreenbondnituite2021.html
【お問合わせ】財政局総務資金課

ブルーカーボン

☎ 092-711-4592

✉somushikin.FB@city.fukuoka.lg.jp

2021年度クレジット販売開始︕

アマモや海藻など、海の生物の作用で海中に取り込まれ
る炭素のことを「ブルーカーボン」といいます。福岡市で
は「福岡市博多湾ブルーカーボン・オフセット制度」を
2020年度に創設し、博多湾のアマモ場などの藻場が吸収・
固定したCO2量をクレジット化し販売しています
（2021年度は11月1日～販売開始）。クレジットの販売
収益は、アマモ場づくり活動などに活用されます。
詳細はコチラ▶
https://www.city.fukuoka.lg.jp/kowan/kankyotaisaku/business/blue_carbon_credit.html
【お問合わせ】港湾空港局みなと環境政策課

シェアリング

☎ 092-282-7178 ✉ m-kankyo.PHB@city.fukuoka.lg.jp

シェア型移動サービス 都⼼部に展開︕

福岡市と福岡地域戦略推進協議会（FDC）では、AI や
IoT 等の先端技術を活用した社会課題の解決等に繋がる
プロジェクトを全国から募集し、福岡市での実証実験をサ
ポートしています。低炭素型交通網の構築の一端として、
５月より「EV スクーターのシェアリングサービス事業」
実証実験を行っており、９月からはフィールドを都心部
に移し、サービスの形成に向けたデータ収集等を行ってい
ます。

詳細はコチラ▶
http://www.fukuoka-dc.jpn.com/?p=30253
【お問合わせ】総務企画局企画課

☎ 092-711-4879 ✉ mirai@city.fukuoka.lg.jp
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施策ニュース
2023 年Ｇ７サミット誘致にチャレンジ！

福岡県 九経連

ポストコロナ社会を見据えた新たなチャレンジに取り
組み、福岡から新たな日本を世界に発信していくため、
福岡市、福岡県、九州経済連合会が協力して、2023 年
G7 サミット（主要国首脳会議）の誘致を目指します。
国際的にハイレベルな会議の誘致にチャレンジし、最速で変化を続けるまち「福岡」
から、新しい価値観やまちづくりの考え方、新しい都市の在り方を世界に示していきます。
これまでのＧ８福岡蔵相会合やＧ２０福岡財務大臣・中央銀行総裁会議で高い評価を得た
実績と経験に加え、行政と地元経済界が、同じ目標に向かって素早くアクションできると
いう、今の福岡が持つ大きな強みを活かし、Ｇ７福岡サミットを実現します。
【Ｇ７福岡サミットについて】
１ 日 時：2023年 ※ 詳細は未定
２ 場 所：未定
３ 参加者：7 か国（仏・米・英・独・日・伊・加）
及び欧州連合（ＥＵ）の首脳
G7コーンウォールサミット(2021.6.18)

【お問合わせ】総務企画局国際政策課

☎ 092-711-4022 ✉ kokusaiseisaku.GAPB@city.fukuoka.lg.jp

天神ビッグバン規制緩和第1号「天神ビジネスセンター 」竣工！
福岡市では、航空法高さ制限の緩和をはじめとした
規制緩和などを活用して民間ビルの建替えを促進する
ことで、天神地区に新たな空間と雇用を創出するプロ
ジェクト「天神ビッグバン」を推進しています。
これらの規制緩和を用いた第１号のビルとして「天
神ビジネスセンター」が9月30日に竣工しました。
本ビルは、天神エリア最大級のオフィスフロアを実
現し、国内でも有数の大規模免震構造を有するほか、
地下鉄利用者の利便性・回遊性向上にも寄与する地下
鉄天神駅と直結するバリアフリー動線を整備していま
す。さらに、ゆとりある広場や歩行空間の確保、まち
に潤いを与える花や目に映える緑の創出、感染症対策
などにも取り組んでいます。
詳細はコチラ▶
https://www.city.fukuoka.lg.jp/jutaku-toshi/kaihatsu/shisei/20150226.html
【お問合わせ】住宅都市局都心創生課

☎ 092-711-4426 ✉ toshin-s.HUPB@city.fukuoka.lg.jp
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施策ニュース
特集
「植物園NEXT」始動！
福岡市植物園では、ワクワク感と花・緑の彩りにあふれた植物園の実現に向けて、新たに
２つのプロジェクトに取り組みます。
一人一花ガーデンラボ

世界的ガーデナー石原和幸氏が手掛けるガーデンを舞台と
した花・緑の人材育成の場で、石原氏ご本人から直接ガー
デニングの秘訣が学べます。初心者もプロも「もっと花が
好きになる」スペシャルな講座を実施中！

一人一花アンバサダー
石原和幸氏

洋庭園

和庭園

ボタニカルライフスクエア

一人一花運動の輪を広げる活動拠点が2022年10月OPEN!
少人数の利用から最大100人規模の大きなセミナーまで、
花・緑活動に限定しない様々なジャンルの活動の場とし
て、緑化啓発事業のさらなる広がりを展開していきます。

半屋外デッキスペース

多目的スペース

一人一花運動とは？
市民・企業・行政一人ひとりが、 公園や歩道、会社、自宅など、福岡市のありとあらゆる場所での花づくりを
通じて、人のつながりや心を豊かにし、まちの魅力や価値を高める、花によるまちづくりを目指す取り組み

【お問合わせ】住宅都市局植物園
住宅都市局一人一花推進課

☎ 092-522-3201 ✉ shokubutsuen.HUPB@city.fukuoka.lg.jp
☎ 092-711-4424 ✉ hitorihitohana.HUPB@city.fukuoka.lg.jp

公立夜間中学の設置
公立夜間中学は、様々な理由により義務教育を修了できなかった人や、
不登校などの事情により義務教育が十分に受けられなかった人を対象に
夜の時間帯等に授業が行われる公立中学校です。
福岡市教育委員会では、2022年４月の開校に向けて、具体的な検討を
進めています。

詳細はコチラ▶
https://www.city.fukuoka.lg.jp/kyoiku-iinkai/k-seisaku/ed/yakanchugaku.html

【お問合わせ】教育委員会教育政策課

☎ 092-711-4412 ✉ kyoikuseisaku.BES@city.fukuoka.lg.jp

デジタルトランスフォーメーション（DX）の推進
福岡市では、行政手続きのオンライン化など、DXの取組みを積極的に進めています。
2020年9月末にはハンコレスの取組みを完了させ、2021年４月からは新電子システム
等を活用し各種手続きをオンライン化しています。今後も、ノンストップ行政の実現に
向け、行政手続きのオンライン化を進めます。

【お問合わせ】総務企画局DX戦略課

☎ 092-711-4807
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✉ dxstrategy.GAPB@city.fukuoka.lg.jp

観光・イベント
ピアノの音色とWall Artで福岡のまち賑わってます！
まちなかで気軽に音楽へ触れる機会の提供に向け、誰でも
自由に演奏できる「フクオカストリートピアノ」が天神の商
業施設ソラリアプラザに設置されました🎶🎶
また、「天神ビッグバン」や「博多コネクティッド」で大
規模再開発が進む都心部では、美術分野のアーティストの発
表の場とまちの賑わいを創出する「Fukuoka Wall Art
Project」が進行中。建設工事中の仮囲いを活用し、アート
作品が掲出されています。
この冬は、「音楽」と「アート」で賑わう福岡のまちなか
をお楽しみください。
【お問合わせ】経済観光文化局文化振興課

「Fukuoka Wall Art Projectの特設サイト」はコチラ▶
https://fwap.jp/
☎ 092-711-4665 ✉ bunka.epb@city.fukuoka.lg.jp

福岡型ワーケーション公式ツアー販売中
今注目されている新たな旅行スタイル「ワーケーション」。
福岡市のワーケーションポータルサイト「W＠F (ワフ)」では
25種類のお得なツアー商品を紹介しています。
★1泊あたり5,000円を助成
★公共交通機関1日乗り放題の周遊パス付き
★在福岡企業とのマッチングもサポート♪
出張・研修・展示会・帰省・家族旅行・スポーツ観戦などに
繋げて上手にワーケーションを！！

詳細はコチラ▶
https://workation-fukuoka.jp/tour
各種助成条件をご確認のうえお申込みください

【お問合わせ】福岡型ワーケーション推進事務局

☎ 080-9382-8294 ✉ workation.fukuoka@gmail.com

令和３年度WEB版「福岡検定」申込み受付中！
「福岡検定」は、福岡市の魅力をより広く、より深く知ることで「福岡通」になっていた
だくための検定です。本年度も引き続きオンラインにて実施し、パソコン、スマホ、タブレ
ット等を使ってどこからでもご受験いただけます。みなさまの受験をお待ちしております！
●試験日

2022年１月30日（日）

●申込期限 2022年１月24日（月）まで

詳細はコチラ▶

※詳細は「福岡検定」ホームページをご覧ください。 https://fukuokakentei.com/
【お問合わせ】「福岡検定」実行委員会事務局（経済観光文化局観光産業課）
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☎ 092-711-4353

お知らせ
首都圏物産情報
会期

イベント名

12/9(木)～
12/15(水)

ミニ福岡
物産展

1/6(木)～
1/11(火)

会場

会期

イベント名

東急百貨店たまﾌﾟﾗｰｻﾞ店
地下催事場

1/26(水)～
1/31(月)

大九州展

伊勢丹浦和店
7階催物場・７階ｱｰﾄﾎｰﾙ

九州老舗
名店の味

東急百貨店青葉台店
地階催事場

1/27(木)～
2/2(水)

九州
グルメフェア

東急百貨店たまﾌﾟﾗｰｻﾞ店
地下催事場

1/12(水)～
1/17(月)

大九州展

伊勢丹立川店 7階催物場

1/28(金)～
2/3(木)

大九州展

京急百貨店 7階催事場

1/20(木)～
1/26(水)

大九州展

京急百貨店 7階催事場

2/9(水)～
2/15(火)

ミニ福岡
物産展

東急百貨店たまﾌﾟﾗｰｻﾞ店
地下催事場

住みたい街ランキング2年連続1位！

会場

詳細はコチラ▶
https://www.bussanfukuoka.jp

民間企業が実施した「住みたい街ランキング2021
（自治体ランキング全国版）」において、「居心地
が良く食べ物もおいしい」など全国の方々に評価い
ただき、福岡市が2年連続1位に選出されました。
福岡市ではこのような統計データや調査結果を分
かり易くイラストで紹介するサイト「Fukuoka
Facts」を運営しています。住みたい街ランキング以
外にも福岡市がNO.1（ナンバーワン）となっている
情報が盛りだくさん！是非覗いてみてください！
【お問合わせ】市長室広報戦略課

「Fukuoka Facts」はコチラ▶
http://facts.city.fukuoka.lg.jp/

☎ 092-711-4878 ✉ senryaku.MO@city.fukuoka.lg.jp

【お問合わせ】市民局世界水泳担当

☎ 092-711-4610 ✉ fukuokaoc@city.fukuoka.lg.jp
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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。
「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。
【お問合わせ】財政局財産活用課

092-711-4532

✉ za isanka tsuyou.FB@city.fukuoka.lg.jp

「ふくおか応援寄附パンフレット」
詳細はコチラ▶

◆寄付メニュー ~ 寄付の使い道は 「34種類」 ~
花とみどりがあふれるまちづくり
「みどりの基金」

世界の一流アスリートが集結！
スポーツ振興事業
2022年に福岡市で開催される世界
水泳選手権福岡大会の開催や、新た
な 大 規 模 スポー ツ 大 会の 招 致 な ど、
子どもたちをはじめとする市民が一流の
スポーツの魅力に触れ、交流できる
機会をつくるために活用します。11111

花やみどりがあふれる彩り豊かな
まちづくりをめざして、まちなかの花
づくりや安全・安心の公園づくりなど
公共の花やみどりを増やす事業に
活用します。

11111111

他６事業

他７事業

「ありがとう基金」
（返礼品対象外）

豊かな博多湾を次世代につなぐ
「海のゆりかご」アマモ場づくり

新型コロナウイルス感染症対策のため、
最前線の現場で働く医療・介護従事者
の皆さんは常に感染症のリスクと背中合
わせの状態で治療などに従事し、私たち
の命を支えています。寄付金は医療・介
護従事者の支援のために活用します。1

アマモ場は、海の生きものの生息場
や気候変動対策のためのCO2 吸収
源として注目されています。いただい
た寄付金は、博多湾のアマモ場づく
りなど、多様な主体と連携した環境
保全創造の取組みに活用します。
他６事業
1

他11事業

◆返礼品 ~ 福岡ならではのグルメ、伝統工芸品、体験型返礼品など 「296品目」 ~

※2021.11.29時点

博多水炊き

博多銘菓

博多本格とりかわ

山笠グッズと博多織ふくさセット

福岡城 着物で乗馬体験
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