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彩りあふれる、感性豊かなまちに特集

Fukuoka Art Next
アートのある暮らしの推進 アートスタートアップの推進

（福岡ソフトバンクホークス・アビスパ福岡）



アートコレクターの所蔵品による「コレク

ター展」や、民間主体のアートイベントなど、

街中が現代アートで賑わうファンウイーク。

市民がアートを鑑賞・購入する機会を

創出し、街中にFukuoka Art Nextを浸透

させます。

期間：9月23日（金・祝）～10月10日（月・祝）

会場：セントラルパークエリア

博多旧市街エリア

ウォーターフロントエリアなど

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毎月紹介する

など、「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

情報発信を行っています。

アートは、人々に感動や生きる喜びをもたらし、明日への希望を届け、人生をより豊かにするもので

あるとともに、活力に満ちた社会を実現する上で大きな原動力となることが再認識されています。

福岡市は、今年度から福岡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、彩り

にあふれたアートのまちをめざし「Fukuoka Art Next」を推進しています。

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します。

「アートのある暮らし」の推進
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彩りあふれる、感性豊かなまちに

Fukuoka Art Next

特集

アートのある暮らし

定例会見で今月のアートを紹介（2022年４月）
KYNE｟Consider Others｠2020

※博多旧市街のイベントについては、
５ページ「観光･イベント」もご覧ください

Fukuoka Art Next全般の詳細はコチラ▶
https://fukuoka-art-next.jp/

ＦａＮ Ｗｅｅｋ
特設サイトは

コチラ▸



福岡市内で目覚ましい活動をおこない、

今後も飛躍が期待できるアーティスト（美術

作家）に贈賞し、市美術館が作品を買い上げ

ることで、アーティストの成長を支援します。

市内の建設工事現場の仮囲いや施設の壁面

などを活用した発表の場と作品を展示販売

する機会を提供し、アーティストのさらなる

活躍につなげるとともに、アートによるまち

の賑わいを創出します。

国内外のアーティスト８名を一定期間

招聘し、福岡での創作活動や作品発表などの

様々な機会を提供することで、アーティスト

同士が刺激し合って成長し、福岡から世界に

羽ばたくことを支援します。
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アーティスト･イン･レジデンス

Artist Cafe Fukuoka

Fukuoka Wall Art Project

「アートスタートアップ」の推進

【お問合わせ】
（Fukuoka Art Next全般、Artist Cafe Fukuokaに関すること）

経済観光文化局 アートのまちづくり推進担当 ☎ 092-707-3779 ✉ art-community.EPB@city.fukuoka.lg.jp

（アーティスト･イン･レジデンスに関すること）
経済観光文化局 アジア美術館学芸課 ☎ 092-263-1104  ✉ faam-gakugei.EPB@city.fukuoka.lg.jp

（福岡アートアワードに関すること）
経済観光文化局 美術館学芸課 ☎ 092-714-6054 ✉ artmuseum-gakugei.EPB@city.fukuoka.lg.jp

福岡アートアワード

所 在 地：福岡市中央区城内２-５

営業時間：11-19時（定休：月曜・年末年始)

アートフェアアジア福岡

詳細は
コチラ▾

特設サイトは
コチラ▾

詳細は
コチラ▸

詳細は
コチラ▸

九州・中四国・沖縄地域で唯一のアート

フェア。今年は国内外から過去最大規模と

なる75軒のギャラリーが出展します。

福岡・九州、そしてアジアのアーティスト

にフォーカスしたセクションも新設し、アジ

アから日本へ、日本からアジアへ、アジアの

アートマーケット活性化に寄与します。

期間：9月30日（金）～10月3日（月）

会場：福岡国際会議場

ホテルオークラ福岡

詳細は
コチラ▾

2014年に移転した中学校の旧校舎を活用

し、交流スペースや制作スタジオ、展示

ギャラリーなどを併設したアーティストの

成長・交流拠点が今年９月１日にオープン。

アートに関する相談窓口の開設やマッチ

ングイベントの開催などを行い、アーティ

ストの成長を実現していきます。



 

施策ニュース

博多コネクティッド 進行中
「博多コネクティッド」の一環である博多駅筑紫口駅前

広場のリニューアル工事が完成し、さらに安全で使いやすく

生まれ変わりました。

また、「博多コネクティッド」の規制緩和第１号のビルと

して、博多イーストテラスが８月に竣工しました。博多エリア

最大級のオフィスフロアを備え、感染症対策や実質再生可能

エネルギー電力の導入などの環境対策への取り組みに加え、

デジタルアートや、緑豊かで魅力的な広場などが整備され、

地域の街づくりや活性化につながることが期待されます。

【お問合わせ】 道路下水道局 雑餉隈連続立体交差課
☎ 092-711-4855 ✉ zasshonokuma.RSB@city.fukuoka.lg.jp

西鉄天神大牟田線連続立体交差事業 高架切替
福岡市と福岡県が、西日本鉄道㈱と共同で進めてきた

雑餉隈駅～下大利駅間の連続立体交差事業の高架切り替えが

８月28日に実施されました。これにより19か所の踏切がなく

なり、踏切による交通渋滞や事故が解消されます。

また、雑餉隈駅～春日原駅間に設置される新駅の名称が

一般公募の結果、「桜並木」に決定されました。新駅の開業

は2023年度後半予定です。

博多駅筑紫口リニューアルの
詳細はコチラ▶

https://www.city.fukuoka.lg.jp/hakatak
u/chiikiseibi/machi/chikushiguchi.html
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【お問合わせ】（博多駅筑紫口に関すること）
博多区役所 地域整備部地域整備課 ☎ 092-419-1057 ✉ chiikiseibi.HAWO@city.fukuoka.lg.jp

【お問合わせ】 港湾空港局 事業管理課 ☎ 092-282-7035 ✉ jigyokanri.PHB@city.fukuoka.lg.jp

アイランドシティ完売
６月から公募していたみなとづくりエリアの分譲予定者が

決定し、アイランドシティ全体の土地分譲の見通しが立つ

に至りました。なお、土地分譲の完了は令和11年度を予定

しています。

また、アイランドシティ整備事業（臨海土地整備事業）の

事業収支については、約150億円の黒字となる見込みです。

九州の陸の玄関口である博多駅の活力と賑わい

を、さらに周辺につなげていくため、ハード・

ソフト両面から取り組むプロジェクトです。

博多コネクティッドとは

博多駅周辺の地下鉄七隈線延伸など交通基盤の拡充とあわせ、容積率

などの規制緩和により、耐震性の高い先進的なビルへの建替えや歩行者

ネットワークを拡大するとともに、歴史ある博多旧市街との回遊性を

高めることで、都市機能の向上を図っています。

（博多コネクティッドに関すること）
住宅都市局 都心創生部都心創生課 ☎ 092-711-4426 ✉ toshin-s.HUPB@city.fukuoka.lg.jp

博多イーストテラス

博多駅筑紫口駅前広場

写真：川澄・小林研二写真事務所



ひきこもりや非行など、社会生活を営む上で困難を抱えて

いる若者とその家族などを支援するための相談機関を８月23日

に中央区六本松に開設しました。

当事者やその家族、支援機関などからの相談を受け付け、

公認心理師や社会福祉士などの専門相談員が行政機関や民間

団体と連携してサポート方法を一緒に考え、最適な支援先へ

つなぎます。

【お問合わせ】 こども未来局 こども健全育成課
☎ 092-711-4188 ✉ kenzenikusei.CB@city.fukuoka.lg.jp

令和３年度 立地企業数が過去最高の６４社を達成！

【お問合わせ】 経済観光文化局 企業誘致課 ☎ 092-711-4849 ✉ invest@city.fukuoka.lg.jp

豊富な人材、コンパクトに整ったビジネス環境など福岡市が

持つ魅力に加え、天神ビッグバンや国際金融機能の誘致などの

取組を背景に、「成長分野及び本社機能」の立地企業数が過去

最高となり、９年連続で目標としている50社を突破しました。

東京一極集中におけるリスク分散などで、地方都市への拠点

開設を検討する企業も増え、コロナ下においても福岡市への

企業の進出意欲は衰えていません。
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詳細はコチラ▶
https://www.youthsupporthub.com/

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

k-yuchi/business/kigyouritti.html/

若者総合相談センター「ユースサポートhub」開設

※企業立地については、ぜひ職員お手製のHPをご参照ください

「Ｗ＠Ｆ」でお役立ち情報発信中

ワーケーションポータルサイト「WORKATION@FUKUOKA」

(W@F) では、市内で提供可能なワーク・バケーションに

関連する豊富なコンテンツやエリアの魅力を紹介する

記事を掲載しています。

また、コーディネーターが

ワーケーションに関する

様々なご相談に対応します

ので、お気軽にお問合わせ

ください。

都心部のビジネス環境の良さと郊外部の自然の魅力を活かした福岡型ワーケーションの推進に向け、

福岡でのビジネス・観光を“もっと楽しく もっと便利に”する、新たな取組を開始しました。

【お問合わせ】 経済観光文化局 観光産業課 ☎ 092-711-4353 ✉ kankosangyo.EPB@city.fukuoka.lg.jp

詳細はコチラ▶
https://workation-fukuoka.jp/

福岡型ワーケーションの推進

【旅ナカ】パス提示での利用
ワークスペース、研修プログラム、
観光コンテンツ、市内交通、宿泊施設

【旅マエ】事前予約・購入サービス
会員限定宿泊プラン

（長期滞在プラン・サブスクプランなど）

ワーケーションフレンドリーパス(ワフパス)の運用

４人以上でのワーケーションに対し、

タクシーやレンタカーなどの市内

交通手段を利用する際の経費を上限

３万円まで助成します。

ワフパスは、市内での長期滞在やリピート来訪、市内周遊

などを行う際に最適な会員限定の特典・サービスが利用で

きるウェブサービスです。

市内交通費の助成

詳細はコチラ▶
https://pass.workation-fukuoka.jp/



観光・イベント
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第32回 福岡アジア文化賞市民フォーラム

【お問合わせ】クリエイティブ福岡推進協議会（コンテンツ振興課）
☎ 092-711-4329 ✉ contents.EPB@city.fukuoka.lg.jp

最先端のテクノロジーとエンターテインメントを体験できる

The Creators(ザ・クリエイターズ)を10月22日、23日の２日間

で開催します。国内外で活躍するアーティストによるステージ

パフォーマンスや、音や映像で体験できるデジタルアート展

など、大人からこどもまで楽しんでいただける多くのコンテ

ンツを展開しますので、ぜひご参加ください。

詳細・申込はコチラ▶
https://fukuoka-prize.org/events//

今年の受賞者による市民フォーラムを9月28日、30日に開催

します。今年は会場参加と併せて、アーカイブ配信も行います

ので、ぜひご視聴ください。

【お問合わせ】 福岡アジア文化賞委員会事務局（アジア連携課）
☎ 092-711-4930 ✉ f.prize@io.ocn.ne.jp

The Creators 2022

詳細はコチラ▶
https://the-creator.jp/

福岡アジア文化賞市民フォーラム

【 大 賞 】 林英哲氏
魂の響き―林 英哲・太鼓の世界

【配 信 期 間】 10月3日（月）～11月 2日（水）

【学術研究賞】 タイモン・スクリーチ氏
神仏となった徳川家康―美術と建築からみる東照宮信仰

【配 信 期 間】 10月3日（月）～11月 2日（水）

【芸術・文化賞】シャジア・シカンダー氏
伝統を越えて世界と向き合う
─シャジア・シカンダーの歩み、そしてアートに込めた思い

【配 信 期 間】 10月5日（水）～11月 4日（金）

博多旧市街 屋外アートとライトアップ

【お問合わせ】 経済観光文化局 文化振興課 ☎ 092-711-4969 ✉ bunka.EPB@city.fukuoka.lg.jp

街中がアートで賑わうFaN Weekの一環として、博多旧市街

エリアでアートの展示と寺社のライトアップなどを実施します。

詳細はコチラ▶
https://hakata-old-town.jp/

博多旧市街 屋外アート展示×ライトアップ

期 間
9月30日（金）～10月３日（月）

※一部会場は10月10日（月・祝まで）

場 所 博多旧市街（東長寺、櫛田神社など）

内 容

屋外に展示されるアート作品とともに、美しく
ライトアップされた寺社の夜の風情を楽しめます

期間中は、冷泉公園にアート作品を展示・販売
するマルシェや飲食などを夜10時まで楽しめる
特別会場を設けます

イ・ビョンチャン《生き物》2019年 ※参考作品
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お知らせ

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。

寄付メニューのひとつをご紹介（全３６メニュー）

新鮮な農産物を食卓へ。ふくおかの都市型農業

【お問合わせ】 財政局 財産活用課 ☎ 092-711-4532 ✉ zaisankatsuyou.FB@city.fukuoka.lg.jp

詳細はコチラ▶

ふくおか応援寄付パンフレット
https://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/39506/1/fukuoka_panf_B_1108.pdf

福岡市では、ふくおかで頑張る農業者とともに、消費者の皆様に

新鮮な農産物を安定的にお届けするための取組みを行っています。

いただいた寄付金は、農産物の安定供給のための取組みに活用します。

会期 イベント名 会場 会期 イベント名 会場

9月21日(水)～

9月26日(月)
秋の全国うまいもの市

丸広百貨店 川越店

５階催事場

10月19日(水)～

10月25日(火)
福岡うまかもん市

髙島屋 日本橋店

地階催事場

9月21日(水)～

9月26日(月)
大九州展

伊勢丹 浦和店

７階催物場

10月26日(水)～

11月1日(火)
福岡フェア

北千住マルイ

食遊館 地下１階

9月22日(木)～

9月27日(火)
おやつとパンぱくっ

東武百貨店 船橋店

６階イベントプラザ

10月27日(木)～

11月3日(木・祝)
第31回にっぽんの味

東武百貨店 船橋店

６階イベントプラザ

9月28日(水)～

10月4日(火)

福岡うまいもの

（仮称）

グランデュオ立川

１階催事場

10月27日(木)～

11月2日(水)
美味お取り寄せ

東急百貨店

たまプラーザ店 地下催事場

9月29日(木)～

10月4日(火)
福岡・大分 食彩典

東急百貨店 吉祥寺店

８階催物場

11月2日(水)～

11月8日(火)
福岡フェア

国分寺マルイ

食遊館 地下１階

10月13日(木)～

10月19日(水)
ミニ福岡物産展

東急百貨店

たまプラーザ店 地下催事場

11月17日(木)～

11月23日(水・祝)
福岡県老舗名店の味

東急百貨店
二子玉川フードショー

地下催事場

スポーツ情報

首都圏物産情報

首都圏での試合情報をお知らせします

福

岡

ソ

フ

ト

バ

ン

ク

ホ

ー

ク

ス

9月27日(火) 18：00～
VS

埼玉西武ライオンズ

ベルーナドーム10月1日(土) 18：00～

9月29日(木) 18：00～
VS

楽天イーグルス

楽天生命パーク9月30日(金) 18：00～

10月2日(日) 18：00～ VS
千葉ロッテ

ZOZOマリンスタジアム

詳細はコチラ▶
http://www.bussanfukuoka.jp/topics.html#h3-kanto

詳細はコチラ▶

福岡ソフトバンクホークス

https://www.softbankhawks.co.jp/game/schedule/

詳細はコチラ▶

アビスパ福岡

https://www.avispa.co.jp/game_practice

ア
ビ
ス
パ
福
岡

11月5日(土) 14：00～ VS
浦和レッズ

埼玉スタジアム2002



ガバメントクラウドファンディング開始！！

～街路灯バナーで世界水泳を盛り上げよう～

天神・博多地区街路灯への世界水泳バナーの掲出をはじめ

とした市内装飾費用を「福岡市初のガバメントクラウドファ

ンディング」を活用し皆様からのご寄付を募っています。

10,000円以上ご寄付いただいた方は、先着でバナーへ記名

ができ、さらに希望される方へは、大会会期中、会場周辺に

設置する寄付者銘板にお名前を掲出いたします。

福岡市外の方のみならず、福岡市民の方もふるさと納税の

扱いになるため、控除上限額内の場合、合計の寄付額から

2,000円を引いた額が控除されます。

世界水泳を一緒に盛り上げていただける皆様からのお申し

込みをお待ちしております。

【申込期間】2022年9月20日(火)～12月20日(火)

他にも福岡市を⼀緒に盛り上げていただける企業や個⼈の⽅を募集しています！

編集・発行 福岡市東京事務所

住所：〒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 ／ URL：https://www.city.fukuoka.lg.jp/tokyo/index.html

本誌は首都圏などでの情報発信を目的に、文書作成、校正、レイアウトにいたるまで、福岡市東京事務所職員により手作りしているものです。

市政情報や福岡の素敵な写真
などを発信しています!!

@Fukuokacity_pr

福岡市広報戦略室 公式ＳＮＳ

fukuoka_official

フォロー・いいね！
お願いします♪

fukuokacitypr @fukuokacity

【お問合わせ】 市民局 世界水泳担当

☎ 092-711-4610 ✉ worldaquatics.CAB@city.fukuoka.lg.jp 

◆企業版ふるさと納税によるご寄付

企業版ふるさと納税とは、国が認定した地方公共団体の地方創生プロ

ジェクトに対して企業が寄付を行った場合に、法人関係税について税制上の

優遇措置が受けられ、軽減効果は最大約９割※１になります。

ご寄付いただいた企業様に対し、感謝状贈呈式※２のほか、市HPや公共

施設に設置するデジタル銘板※２に企業名を掲載いたします。ぜひ、開催地・

福岡市にご支援をお願いいたします。

※1 本社が福岡市の企業は対象外となります

※2 100万円以上のご寄付が対象となります

◆ふくおか応援寄付（世界水泳応援）

金額に応じてぬいぐるみなどの世界水泳オフィシャルグッズや、

市内特産品など様々な返礼品をご用意しています！

＼SNSで情報発信中！／

世界水泳グッズを
希望の方はコチラ▶

福岡市の特産品
などを希望の方
はコチラ▶

シーライ シャーニー

バナーイメージ(案)

詳細はコチラ▶

詳細はコチラ▶
（「ふるさとチョイス」ホームページ）




