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What is FAF? 



福岡に存在する優れた建築とデザインの良さをたくさんの人々に伝えたい。 
私たちは様々な活動を通して、福岡を感性豊かな都市に育てるまちづくり活動を行っていきます。 

 
私たち福岡建築ファウンデーション（FAF）のミッションは、 

『福岡の街を、デザインを育てる土壌として耕すこと』 
 

建築を中心としたさまざまなデザインのプロが集い、 
建築やデザインの魅力を多くの人々に伝えることによって、 

福岡を豊かな感性が息づく都市にしたい。 
FAFは、そんな思いを持った団体です。 

福岡を 
豊かな感性が息づく都市にしたい。 



FAF 
デザイナー 学生 

市民 

デザインの魅力を伝える 
建築・ランドスケープ・照明・インテリアetc 

優れたデザイナーを
伝える 
多様なデザイナー 

優れたつくり手を伝える 
工務店・製作所・ 
メーカーetc 

プロと学生の接点を継続する 
日常的な学びの場、交流の場 

まちづくりに参加する 
社会との多様な接点を持つ 

優れたデザインの現場を知る 
デザイン事務所、建設現場etc 





多様なデザインのプロ 

建築 

グラフィック 

照明 

インテリア 

Web 

情報 

まちづくり 



建築ツアーやワークショップなどのイベントを通じて、人々に優れた建築やデザインを広く紹介してい
きます。近現代建築を広く紹介する建築ツアーや、優れたデザインと市民を繋ぐワークショップやサロ
ンなどのイベントを行っています。また、誰もが福岡の建築を理解しやすいよう、さまざまな情報をわ
かりやすくアーカイブ化していきます。さらに優れたデザイナーや優れたものづくりにチャレンジする
企業と、ユーザーである市民と結ぶ仕組みの構築も行っていきます。建築を中心に、インテリアや照明、
ランドスケープ、プロダクトなど、人の暮らしを支えるデザインが豊かに育まれる土壌を福岡につくる
活動が、FAFの主軸です。 

FAFの活動 
デザインと市民をつなぐ 

一般市民向けの 
建築ツアーや 
見学会の開催 

 

デザインへの 
興味を育む 

レクチャーやワーク
ショップ等の開催 

 

子どもが 
デザインに触れる 
多様な機会の 

創出 
 

建築デザインを 
中心とした 

情報アーカイブの 
構築 

 

一般市民が 
優れたデザインに 
アプローチ 
しやすくする 
ツールの開発 

 

子どもと 
デザインの学び 

レクチャー 
ワークショップ 

建築ツアー 

情報アーカイブ 
構築 

アプローチツール 
開発 



MAT Fukuoka 
Modern Architecture Tour Fukuoka 



MAT Fukuoka 
Modern Architecture Tour Fukuoka 



KID’ s MAT 



2013年度「ワークショップ」 
親子で参加 

FAF workshop 



2013年度「ワークショップ」 
JR博多シティ（有座さん作成） 



2013年度「ワークショップ」 
平面から立体ができる、空間づくりに触れる機会 



FAF salon 



福岡建築50選マップ 



50 
建築アイコン 
デザイン 



無料マップ（英語版） 市内各所で配布 



年次レポートの製作、配布 



 事業名称：福岡建築50選マップ製作、 
   および建築ツアーの開催 

＜2017.05.02_事業実施報告＞ 
NPO法人福岡建築ファウンデーション（通称：FAF） 

１．法人の概要 
 
２．申請のきっかけや動機 
 
３．概要とその成果 
 
４．今後の展開 



 
ウェブサイト上での福岡建築50選の多国語による 
 紹介、および英語マップの整備によって、海外・ 
 外国人への情報発信が進んだ。 
 
 
福岡建築50選日本語版紙マップを製作することで… 
 
 
 → 福岡市民と日本人の観光客に対して、福岡の建築の

価値を広く広報できる。 
 



天神ビッグバンなど福岡市都心への関心が高まっている。 
 
 

日本語版マップとインカム使用による建築ツアーの開催をすることで… 
 
 → マップ配布だけでは伝わらない魅力や価値を伝えることができる。 
 → インカムを使用により参加者の満足度が格段に上がる。 
   

 例えば、 

･騒音による説明内容の聞き逃しがなくなる。 
・高齢者や足の不自由な参加者は、離れていてもガイドを聞き取れる。 
・外国人参加の場合、英語の説明を別のインカムで行うことが出来る。 
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1) 日本語版マップの製作、印刷。（1万部） 
 ・英語版マップにより、海外へ広く福岡の魅力を紹介できたので、 
  以前から要望のあった「日本語版の紙マップ」を作成。 
  市民や日本人観光客へ福岡の魅力を伝えることができた。 
  
2)日本語版マップとインカムを活用した建築ツアーの開催。 
 ・日本語版マップを活用しツアーを開催する事で、一般市民へ福岡市 
  の都心空間への関心を深めることが出来た。 
 
 ・ツアーを通して、参加者と一緒に、福岡都心のこれまでとこれから 
  を考える事ができた。 
 
 ・インカムの使用により、参加者の満足度が格段にあがった。 
  継続的に質のよいツアーを行う事ができ、今後も福岡の建築を広く 
  市民に紹介できるようになった。    

事業概要 



H28年8月2日～ FAF建築50選マップ(日本語版）製作、印刷 
 
H28年8月8日 FAF建築50選マップ（日本語版）完成 
 
H28年8月8日～ FAF建築50選マップ、設置場所へ発送開始 
 
H28年9月1日～ 都心建築ツアー準備開始 
 
H28年10月24日 ツアー用インカム購入 
 
H28年11月19日 都心建築ツアーの開催 
 

事業スケジュール 



建築50選マップ（日本語版）製作、10,000部 印刷 







建築マップ日本語版、発送先（設置場所） 

 博多駅総合案内所 
 天神観光案内所 
 太宰府天満宮 
 福岡空港国際観光案内所 
 JAL桜ラウンジ 
 アイランドシティ 
 ホテルオークラ福岡 
 ソラリア西鉄ホテル 
 ハイアットリージェンシー福岡 
 西鉄グランドホテル 
 日航ホテル 

 
 



建築50選マップ（日本語版）、インカムを使用した都市建築ツアー 

インカムと建築50選マップ（日本語版）を使用して都市ツアーを行った。 



送 信 機 
送 受 信 機 





歩きながら、街中にあるパブリックアートの解説を行った。 



人通りの多い商店街の中でも問題なく解説が聞き取れた。 



35 

参加者の声 
 
• いつも通っているのに知らない、気づ

かないところが多く知れた。（30代女
性） 

• 勉強になりました。ありがとうございま
した。（40代女性） 

• 専門家の視点で説明して頂き、とても
勉強になりました。（50代女性） 

• ガイドの方の説明が大変すばらしかっ
たです。（20代男性） 

• 川端で仕事をしていたことがありました
が、近くのことを全く知らなかったことに
気づかされ、大変楽しい時間でした。あ
りがとうございました。（50代女性） 

ツアー後に実施したアンケートを抜
粋する。参加者からは、「楽しかっ
た」などの声を頂き、また、建築への
興味も「深まった」「非常に深まった」
との回答を頂いた。 

Q.次回も参加したいですか？ 

Q.楽しかった建築は何でしたか？ Q.建築への興味は深まりましたか？ 

Q.ガイドはいかがでしたか？ 



【収入の部】  
自己資金  244,495 円 
ＮＰＯ活動推進補助金 500,000 円 
 

合計 744,492 円 

 
 
【支出の部】 
建築50選MAP 日本語版作成費（デザイン料、配送費等）        
 106,068 円 
建築50選MAP 日本語版作成費（印刷料）   95,200 円 
建築ツアー費（保険、パンフレット作製費等）   18,224 円 
建築ツアー費（ツアー用インカム費 / 受信機30台、送受信機10台）
 525,000 円 
   

合計 744,492 円 

事業収支 
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 福岡建築50選マップ（日本語版・英語版）の製作・普及により、福岡を

代表する近現代建築の存在と面白さを、来福された外国人や市内外の一
般の人々に広く知っていただく。 
 

 無料でマップを配布にする事によって、福岡市内の観光コンテンツを豊
かにしたい。 
 

 ツアーを行うことにより、さらに詳しい情報を提供する事ができ、建築
やデザインへの関心を育みたい。 
 

 都心の今後の発展を考える機会を提供したい。  

今後の展開 
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