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特集

新！

NEXTチャレンジ
福岡市では「人と環境と都市活力の調和がとれたアジアのリーダー都市」を目指して、福岡市
を次のステージへと飛躍させる様々なチャレンジ「FUKUOKA NEXT」に取り組んでいます。
天神ビッグバンや博多コネクティッドなどの大型プロジェクトの進行により、福岡のまちが大
きく変わり始める中、市の様々な魅力に磨きをかけ、市民一人一人が心の豊かさを感じられるま
ちを目指した、最新のチャレンジを紹介します。

Fukoka Art Next
彩りにあふれたアートなまちをめざして
市美術館や福岡アジア美術館のこれまでの取組みをさらに発展させ、市民がアートに触れる
機会を増やし、その価値や魅力を感じてWell-beingを向上させるとともに、アーティスト活動
を支援し、世界で活躍する福岡発のアーティストの増加を目指すプロジェクトです。

おうちにアートを、職場にアートを、街にアートを！
アートの展示やイベント等によるプロモーションの一環
として、市民がアートを身近に感じられるよう、福岡で活
躍しているアーティストの作品を、月初めの市長定例会見
などにおいて紹介しています。また、2022年12月に旧大
名小学校跡地に新しく誕生する複合施設「福岡大名ガーデ
ンシティ」の敷地内には、4つのパブリックアート作品が
設置される予定です。

アートスタートアップ始動！
国内外のアーティストを一定期間招へいし、福岡での創
作活動や作品発表等のさまざまな機会を提供することで、
アーティストが刺激し合って成長し、福岡から世界に羽ば
くことを支援するレジデンス事業を行っています。また、
８月には、旧舞鶴中学校を活用したアーティストの成長・
交流拠点となる「アーティストカフェ」を開設するなど、
アーティストの創造活動・スタートアップの支援を行います。
【お問合わせ】経済観光文化局アートのまちづくり推進担当
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アーティストカフェ・レジデンス会場
（旧舞鶴中学校）
詳細はコチラ▶
https://fukuoka-art-next.jp/

☎ 092-707-3779
✉ art-community.EPB@city.fukuoka.lg.jp

特集

Fukuoka Green NEXT
100年後を見据えた福岡市の森の将来像
市域の３分の１を森林が占める福岡市では、森林の持つ多面的機能をより高めることによって、
快適で豊かな市民の生活を持続的に支えることのできる環境を、次世代に残していくため、みん
なで守り・楽しみ・活かす都市・ふくおかの森づくり「Fukuoka Green NEXT」を推進してい
ます。

油山市民の森と油山牧場のリニューアルがスタート
2019年度に油山市民の森が開園50周年を迎えたことを
契機とし、油山市民の森と油山牧場を、さらに魅力ある施
設としていくため、民間活力の導入による両施設の一体的
な運営を含めた再整備に取り組んでいます（2023年度中
リニューアルオープン予定） 。

木材利用の促進
地域産材を活用し、区庁舎等の木質化リニューアルを進
めています。早良区庁舎の窓口カウンターには、市内産の
木材が活用されています。

詳細はコチラ▶
https://www.city.fukuoka.lg.jp/nosui/shinrin-rinsei/life/fukuokagreennext.html

【お問合わせ】農林水産局森林・林政課

☎ 092-711-4846 ✉ shinrin-rinsei.AFFB@city.fukuoka.lg.jp

Well-being & SDGs 登録制度がスタート
「暮らしの満足度の向上」と「持続可能な環境・社会・経済」の実現を目指して、福岡市が事業
者の皆さまを応援するための制度を、全国で初めて創設しました。
Well-being向上とSDGs達成に向けた取り組みの状況に応じて､「マスター」､「パートナー」の
２つの区分があり、登録いただいた事業者の皆さまは、市HPなどで広報させていただくとともに、
専用のロゴマークを使うことができます。さらに、マスター登録をいただいた事業者の皆さまに
ついては、専用ピンバッジの贈呈、市の融資制度で金利等が有利なメニューの利用、地域金融機
関による支援などが受けられます。 ※2022年秋頃、第２回受付を開始する予定です。

詳細はコチラ▶
https://www.city.fukuoka.lg.jp/soki/kikaku/shisei/fukuoka-well-being/fukuoka_well-beingSDGs.html
【お問合わせ】総務企画局 企画調整部 企画課

☎ 092-711-4093 ✉ Well-being_SDGs@city.fukuoka.lg.jp
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施策ニュース
コウドウ

アドバイザリー

国際金融機能誘致：Codo Advisory設立
グローバル基準で企業や自治体の脱炭素戦略の構築
を支援する「Codo Advisory」が福岡市に本社を設立
しました。
国際的に注目され、世界で唯一の脱炭素移行戦略の
アクト

包括的な評価基準である「ACT」を日本で初めて導入
したコンサルティング企業で、福岡市のゼロカーボン
シティ及び世界からESG投資を呼び込む国際金融都市
の取組みにも重要な役割を果たすことが期待されます。

詳細はコチラ▶
https://financialcity.fukuoka.jp/

【お問合わせ】経済観光文化局国際金融機能誘致担当

☎ 092-711-4671
✉ globalfinance.EPB@city.fukuoka.lg.jp

九州大学と連携した『研究開発次世代拠点』形成
福岡市では西区九大新町において、新産業・新事業
が次々に生まれる研究開発拠点の形成を目指していま

研究開発棟

す。研究開発、交流機能を中心として、生活利便、居

住居棟

住機能も含む複合的な土地活用を行うこととしており、
2023年３月の開業に向け、現在整備が進んでいます。
この５月には、九州大学の産学連携部門の入居も決

商業棟
(蔦屋書店)

テナント棟

定する等、産学連携による研究開発拠点としての機能
強化に向けて取り組んでいます。

詳細はコチラ▶
https://www.city.fukuoka.lg.jp/keizai/sangakurenkei/business/motooka.html

【お問合わせ】経済観光文化局産学連携課

☎ 092-711-4030 ✉ sangaku.EPB@city.fukuoka.lg.jp

オーラルケア28（にいはち）プロジェクト本格始動！
28本(親知らずを除く)ある永久⻭を⽣涯健康に保ち、
健康寿命の延伸とWell-beingの向上につなげるため、
治療よりも予防に重点をおき、世代ごとの特性に応じ
た歯科口腔保健の様々な取組みを、産学官オール福岡
で推進します。
具体的な取組みとして、小学1年生対象のポケモンを
活用した啓発や、18～20歳対象の無料歯科健診、介護
職対象の口腔ケアに関するオンライン研修等を実施し
ます。

詳細はコチラ▶
https://www.city.fukuoka.lg.jp/hofuku/oral_support/health/oralcare28.html

【お問合わせ】保健医療局⼝腔保健⽀援センター

☎ 092-711 4396 ✉ koku.PHB@city.fukuoka.lg.jp
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施策ニュース
特集
春吉橋 新橋完成

迂回路は橋上の広場空間へ

2013年より国土交通省 九州地方整備局 福岡国道事
務所・福岡県・福岡市が連携して実施している「国道202
号春吉橋架替事業」において、今年４月に新橋の架設
が完了し、迂回路橋から新橋に車道交通が切り替わり
ました。４月９日に開催された新橋完成式では、地域
による「渡り初め」や福岡が誇るタレント・タモリさ

迂回路橋上空間
春吉橋新橋

んが揮毫した橋名板の「除幕式」等が行われました。
現在、福岡市において迂回路橋を新たに「橋上広場」
として整備・活用するための検討を進めています。
【お問合わせ】道路下水道局道路計画課 ☎ 092-711-4462 ✉ dorokeikaku.RSB@city.fukuoka.lg.jp
住宅都市局公園部活用課 ☎ 092-711-4367 ✉ koenkatsuyou.HUPB@city.fukuoka.lg.jp

「まちづくりエリア」 完売！
東区のアイランドシティでは、このたび、まちづく
りエリアの最終分譲区画の事業予定者が決定し、分譲
予定地が完売しました。環境共生や健康等をコンセプ
トにまちづくりを進め、まちびらきから17年目の現在、
居住者が１万人を超え、健康・医療・福祉関連施設や
商業・宿泊複合施設など様々な都市機能の集積が進ん
でいます。

詳細はコチラ▶

https://www.city.fukuoka.lg.jp/shisei/mayor/interviews/20220411choteireikaiken.html

【お問合わせ】港湾空港局事業管理課

☎ 092-282-7035 ✉ jigyokanri.PHB@city.fukuoka.lg.jp

祇園駅 副駅名に「博多旧市街口」
福岡市地下鉄では、まちの発展に貢献するため、沿線
の地域や施設などと連携した取組みを推進しており、そ
の一環として、空港線の祇園駅に新たに副駅名「博多

実際の写真を添付願います

旧市街口」を設定しました。
また、副駅名の設定を記念した特別企画として、祇園
駅到着時から「博多旧市街」の雰囲気を感じられるよ
う、ホームドアや階段横の壁等へ装飾を行っています。
ぜひ、「祇園駅 （博多旧市街口）」をスタート地点
に、博多旧市街エリアの散策をお楽しみください。
※副駅名とは、駅周辺の施設等と地下鉄双方の価値を高め、お客様
の利便性向上に寄与することを目的として駅名に付加する名称です。

「博多旧市街」とは？
日本中世最大の貿易港湾都市・博多の
中心として栄えた地域「博多旧市街(オー
ルドタウン)」には、中世に由来する歴史・
伝統・文化が数多く伝わっています。
歴史ある寺社が連なる静寂なまち並みや、
活気溢れる商店街の散策、博多の伝統
工芸や伝統芸能との触れ合い、祭り好き
で知られる博多っ子の暮らしや文化を感
じられる体験など、福岡の旅がより一層
深まるエリアです。

【お問合わせ】
（副駅名に関すること）
交通局マーケティング推進室
☎ 092-732-4236 ✉ marketing.TB@city.fukuoka.lg.jp
（駅装飾および博多旧市街に関すること）
経済観光文化局地域観光推進課 ☎ 092-711-4984 ✉ chiikikanko.EPB@city.fukuoka.lg.jp
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観光・イベント
第13回アジア太平洋都市サミット開催
アジア太平洋地域の諸都市の首長が参加し、様々な都市問題の解決について話し合う
「第13回アジア太平洋都市サミット」を開催します。
今年は、昨年の特別版の議論を踏まえ、「New Values – New Cities」 をテーマに、
コロナ禍における危機を乗り越えた先の新しいまちづくりをどのように進めるか、具体的な
事例を交えながら議論を行います。
１日目には、国連ハビタット事務局長マイムナ・モハメッド・シャリフ氏、デジタル大臣
牧島かれん氏にご登壇いただきます（プログラムは特設サイトに記載）。
会議の様子はどなたでもご覧いただけます（事前登録が必要）。
皆様のご参加をお待ちしております。
会 議 名 称

第13回アジア太平洋都市サミット

開 催 方 法

オンライン

会 議 日 程

2022年７月27日（水）、7月28日（木）

会議 テー マ

新しい価値観、新しいまちへ
New Values – New Cities

主

催

福岡市、国連ハビタット福岡本部

者

アジア太平洋地域の都市リーダー、国際機関、民間
企業、教育機関等

参

加

使 用 言 語

特設サイトはコチラ▶
https://apcs13th.fukuoka.jp/

日本語、英語、中国語、韓国語

【お問合わせ】第13回アジア太平洋都市サミット実行委員会
（福岡市国際部アジア太平洋都市サミット担当）☎ 092-711-4028 ✉ apcs@city.fukuoka.lg.jp

高宮南緑地・旧高宮貝島家住宅オープン
４月１日、福岡市南区高宮に高宮南緑地および旧高宮貝島家住宅が開園・開館しました。
旧高宮貝島家住宅は、石炭業で栄え「筑豊御三家」の一つに数えられた貝島家が1915年に
直方市で建築し、1927年にこの地へ移築した邸宅です。
市内有数の大きさを誇る近代和風建築で、石炭業全盛
期の歴史を伝える貴重な建造物であることから、2017年
に市有形登録文化財となりました。
本園は、四季折々の花や木々を楽しめるだけでなく、
歴史や伝統、雰囲気を感じながら福岡をはじめ九州の厳
選された素材を楽しめるレストランや茶房、国内外から
のハイクラスなお客様をもてなすことができる開放的な
旧高宮貝島家住宅 玄関
ホールも備えています。
５月には、姉妹都市締結40周年を記念して来福された
ボルドー市のピエール・ユルミック市長をはじめとした
訪問団の皆様のおもてなしの場として活用されました。
交通の便が良く、入園・入館は無料となっております
ので、皆様も是非お立ち寄りください。
住所 福岡市南区高宮５丁目16-１（西鉄高宮駅徒歩5分）
開園・開館時間 午前９時～午後５時
休園・休館日 毎週月曜日及び年末年始
入園・入館料 無料（一部有料区域有り）
【お問合わせ】住宅都市局公園部活用課

本座敷
詳細はコチラ▶
https://park.takamiyagarden.com/

☎ 092-711-4367 ✉ koenkatsuyou.HUPB@city.fukuoka.lg.jp
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お知らせ
詳細はコチラ▶
http://www.bussanfukuoka.jp/topics.html

首都圏物産情報
会期

イベント名

7/13(水)～
7/18(月)

福岡フェア

7/27(水)～
8/1(月)

会場

九州モノづくりと

アンテナショップめぐり

会期

イベント名

B1階5番地イベントスペース

東武百貨店 船橋店

8/25(木)～
8/31(水)

福岡県味と技の饗宴

小田急百貨店 新宿店
本館11階催物場

8/31(水)～
9/13(月)

アンテナショップめぐり

九州モノづくりと

会場
東急百貨店
本店 地下催事場
小田急百貨店 町田店
本館11階催物場

8/18(木)～
8/23(火)

福岡老舗名店の味

東急百貨店 青葉台店
地下催事場

9/28(水)～
10/4(火)

福岡うまいもの
（仮称）

グランデュオ立川
1階催事場

8/24(水)～
8/29(月)

大九州展

伊勢丹
立川店 7階催物場

10/13(木)～
10/19(水)

ミニ福岡物産展

東急百貨店

スポーツ情報

地下催事場

首都圏での試合情報をお知らせします

18：00～

7月 2日(土)

18：00～ VS

7月 3日(日)

13：00～

7月16日(土)

18：00～

7月17日(日)

17：00～ VS

7月18日(月)

17：00～

8月 9日(火)

18：00～

8月10日(水)

18：00～ VS

8月11日(木)

17：00～

8月16日(火)

18：00～

8月17日(水)

18：00～ VS

8月18日(木)

18：00～
18：00～ VS

西武ライオンズ

アビスパ福岡

福岡ソフトバンクホークス

7月 1日(金)

9月27日(火)

たまプラーザ店

ベルーナドーム
千葉ロッテ
ZOZOマリンスタジアム
千葉ロッテ
ZOZOマリンスタジアム

7月 2日(土)

18：00～ VS

7月16日(土)

19：00～ VS

8月14日(日)

18：00～ VS

FC東京
味の素スタジアム
湘南ベルマーレ
レモンガススタジアム
鹿島アントラーズ
県立カシマサッカースタジアム

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

西武ライオンズ
ベルーナドーム

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

西武ライオンズ
ベルーナドーム
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博多どんたく港まつり

３年ぶりに開催されました！

新型コロナウイルスの影響で、ここ２年は開催中止を余儀なくさ
れた「どんたく」が、３年ぶりに開催されました。
パレード時間の短縮、参加者を前回開催時の半分に削減、そして
新システム「モバイルどんたく（モバどん）」を用いて参加申請等の
運営業務をデジタル化するなど、安心安全な祭り開催に取り組むと

博多の祭り

ともに、パレードのLIVE動画や、プログラムや参加団体などの詳細

情報をモバどん上で配信し、自宅でも楽しめる環境を整えました。
晴天に恵まれた当日は、全国のまつり関係者も福岡を訪れ「福岡

でまつりができた。次は私たちの番だ。」と嬉しい声も聞こえてきまし
た。福岡から日本へ、賑わいと元気が広がっていくことを祈ります。
詳細はコチラ▶
https://www.dontaku.fukunet.or.jp/

【 お 問 合 わ せ】福 岡市経 済観光 文化局 まつり 振興課
☎ 0 9 2 -7 1 1-43 59 ✉ matsuri.EPB@city.fukuoka.lg.jp

博多祇園山笠

気になる今年の開催は？

福岡を代表する伝統あるもうひとつの祭り「博多祇園山笠」。
新型コロナウイルスの影響で、２年連続で延期となっていました

「舁き山笠行事」が３年振りに催行されます。「コロナ対策ガイド
ライン」を策定し、沿道の見物を控えるよう要請するなど感染症対
策を徹底したうえでの催行となります。

※今年はライブ配信を予定しています！

ライブ配信の情報は今後「博多祇園山笠振興会HP」で公開予定
https://www.hakatayamakasa.com/

【 お 問 合 わ せ】福 岡市経 済観光 文化局 まつり 振興課

詳細はコチラ▶

☎ 0 9 2 -7 11 -435 9 ✉ matsuri.EPB@city.fukuoka.lg.jp

博多祇園山笠クラウドファンディング

ユネスコ無形文化遺産である博多祇園山笠を後世へ繋いで
いくことを目的としたプロジェクトです。
2022年応援サポーター募集！
【期間】2022年６月１日(水)12時 ～ ７月20日(水)
https://www.makuake.com/project/hakatayamakasa

詳細はコチラ▶

【 お 問 合 わ せ】博多祇園山笠クラウドファンディング事務局 ☎ 070-7892-2781

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。
「どんたく」や「山笠」を
応援するメニューもあります！
【 お 問 合 わ せ】財 政局財 産活用 課

「ふくおか応援寄付パンフレット」
詳細はコチラ▶
☎ 0 9 2 -7 1 1-45 32
✉ z a i sa nka tsuyo u.F B @city.fukuo ka.lg.jp
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