
平成25年度

事業報告書

【正会員】

朝日新聞社、アサヒビール(株)、(株)朝日ビルディング 九州支社、(株)アサヒファシリティズ 九州支店、(学)麻生塾 麻生専門学校グループ、(株)石村萬盛堂、

(株)伊藤園、(株)エフ・ジェイ ホテルズ グランド・ハイアット・福岡、(株)大林組 九州支店、鹿島建設(株)九州支店、堅粕校区自治協議会、紙与産業(株)、(株)

キャナルエンターテイメントワークス、九州朝日放送(株)、九州勧業(株)、九州電力(株)、九州旅客鉄道(株)、(株)九電工、キリンビールマーケティング(株)、

(株)神戸製鋼所 九州支店、西部ガス(株)、(株)サニクリーン九州、サンエフ(株)、七洋物産(株)、清水建設(株)九州支店、JR九州ファーストフーズ(株)、JR九

州フードサービス(株)、JR九州ホテルズ(株)、JR九州メンテナンス(株)、JR九州リテール(株)、(株)JR博多シティ、住吉校区自治協議会、筑前國一之宮 住吉

神社、(株)損害保険ジャパン、(株)竹中工務店 九州支店、(有)デュークスホテル、(株)TVQ九州放送、(株)テレビ西日本、(株)西日本シティ銀行、西日本新聞

社、西日本鉄道(株)、西日本電信電話(株)福岡支店、西日本旅客鉄道(株)新幹線管理本部福岡支社、日本アイ・ビー・エム(株)、日本たばこ産業(株)福岡支店、

日本郵便(株)、博多校区御供所自治協議会、博多校区冷泉自治協議会、(株)博多ステーションビル、(株)博多福住、(株)阪急阪神百貨店 博多阪急、東住吉校

区自治協議会、(株)ファビルス、深見興産(株)、(株)福岡銀行、(株)福岡交通センター、福岡地所(株)、福岡商工会議所、(株)福岡リアルティ、(株)ふくや、(株)福

山コンサルタント、富士ゼロックス福岡(株)、(株)フジタ 九州支店、(株)ホテル日航福岡、三井不動産(株)九州支店

【一般会員】

(株)アヴァンティ、(株)朝日印刷 福岡支店、(株)朝日広告社、朝日生命保険(相)福岡支社、(株)イースタンスポーツ 博多スターレーン、(株)伊予銀行 福岡支

店、(株)インテリジェンス 九州支社、(株)ウェルビー 福岡支店、(有)内田エステート、(株)駅レンタカー九州、(株)エフ・ジェイ ホテルズ サンライフホテル、

(株)エフ・ジェイ ホテルズ ハイアット・リージェンシー・福岡、オーエービジネス(株)、オムロンフィールドエンジニアリング九州(株)、(株)鹿児島銀行 福岡支

店、上内電気（株）、(株)九州ぱど、(株)共立電照、(株)近鉄ホテルシステムズ 博多都ホテル、(株)久米設計 九州支社、（株）グリーンディスプレイ、KDDI(株)九

州総支社、コクヨマーケティング(株)、五洋建設(株)九州支店、西京ホンダ販売(株)、(株)サニックス、三建設備工業(株)九州支店、(株)サン・ライフ、JR九州

エージェンシー(株)、JR九州高速船(株)、JR九州コンサルタンツ(株)、JR九州商事(株)、JR九州セコム(株)、JR九州鉄道営業(株)、JR九州ビルマネジメント

(株)、(株)ジェイアールサービスネット福岡、(株)ジョグステーション、住友生命保険(相)福岡総支社、住友不動産(株)、西部電気工業(株)、西部日本エンタープ

ライズ(株)、(株)ディーシー、(株)東急ハンズ博多店、戸田建設(株)九州支店、TOTO(株)九州支社、(学)中村学園 中村学園事業部、(株)西広、日本生命保険

(相)福岡総合支社、(株)日本旅行 福岡支店、博多駅商店連合会、博多駅南西街区まちづくり協議会、博多駅東街づくり連合会、(株)博多グリーンホテル、(株)

博報堂プロダクツ 九州支社、(株)早川不動産、日之出水道機器(株)、(株)ヒロカネ ドコモショップ博多駅前店、(株)復建エンジニヤリング 福岡支社、古河電

気工業(株)九州支社、ホテルセントラーザ博多、(株)ホライズン・ホテルズ博多ホテル事業所 ANAクラウンプラザホテル福岡、前田建設工業(株)九州支店、

三井住友海上火災保険(株)、(株)未来図建設、(株)八百治博多ホテル、(株)ヤマハミュージックジャパン、UCC上島珈琲(株)九州支社、ヨシモトポール(株)九

州支店、(株)読売広告西部、(株)リクルートジョブズ 福岡支社、ルートインジャパン(株)、(株)レオパレス21 ホテルレオパレス博多、ロイヤルパークホテル ザ 

福岡

【特別会員】

九州大学、九州大学名誉教授 樗木 武、国土交通省九州運輸局、国土交通省九州地方整備局、東京大学教授 出口 敦、(独)都市再生機構 九州支社、(株)日本

政策投資銀行 九州支店、(公財)福岡アジア都市研究所、福岡県、福岡県警察本部、福岡市

平成26年3月31日現在（五十音順）
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理念

　博多駅地区は昭和32年（1957年）から昭和53年（1978年）にかけて博多駅地区土地区画整理事業による都市基盤の
形成・公共交通の整備が進められ、約40年が経過した地区である。
　九州新幹線全線開業や新博多駅ビル開業による大きな転換期を控えて、福岡都心全体のまちづくりを考える機運が高まる
なか、官民が一体となった「博多駅地区まちづくり推進組織準備会」が平成19年4月に設立され、本組織設立のために準備
が進められた。
　そして、平成20年4月23日、住む人、働く人、訪れる人が主役となったまちづくりに取り組むために、博多駅周辺の企業、団
体や自治協議会、ならびに学識経験者、福岡市などで構成する「博多まちづくり推進協議会（以下、協議会）」が設立された。
　協議会設立以降、平成20年度に社会実験として始まった「はかたんウォーク」を中心に、博多のまちの魅力を広く発信し、
多くの人に楽しみながらまちを知ってもらう取り組みを行ってきた。また、平成21年度には「博多まちづくりガイドライン」を策
定して、まちの将来像とその実現に向けた方針・方策を示し、平成23年度には「中期活動計画2013」を策定して、平成25年
度までの3年間を「飛躍・発展」の期間と位置づけ、にぎわい・回遊のさらなる向上と、おもてなしの充実に取り組んだ。
　「中期活動計画2013」の最終年度である平成25年度は、「はかた駅前通り」を中心とした歩行者空間の充実に向けた取
り組み、観光都市としての魅力づくり、まちづくりの裾野を拡げる取り組みに特に注力した。また、九州新幹線全線開業後の博
多のまちの変化やまちに対する新たな期待を踏まえ、さらに、まちの将来像実現に向けた3年間の基本方針と具体的な活動を
定めた「アクションプラン編」を新たに盛りこんだ、「博多まちづくりガイドライン2014」を策定した。

　「九州」「アジア」の玄関口である博多駅地区を舞台に、住む人、働く人、訪れる人が主役となったまちづくりを進め、皆に愛さ
れ誇れるまち、新たな時代の魅力的な風格のあるまちを創造していく。

6つの将来像

活動領域

●進化し続ける九州・アジアのゲートウェイシティ「博多」
●ビジネスと商業が融合する新商都「博多」
●歴史と共生し新しい文化や情報を生み出すまち「博多」

●まちづくりの基盤づくり
●にぎわい・文化の創出活動
●まちづくりの宣伝・広報・PR活動
●安全・安心なまちづくり活動

●まちの再開発・リニューアルの準備活動
●まちの回遊性を向上させる活動
●快適なまちづくり活動
●コミュニティを形成する活動

●いつもにぎわいのある楽しいまち「博多」
●モラルとやさしさがある安全安心なまち「博多」
●様々な人と地域が交流し共に育むまち「博多」

博多駅を中心に東西約1.5km、
南北約1kmのエリア
※活動内容によって対象エリアを検討

総　会

理　事　会

部会長会議

監　事

回遊部会 おもてなし部会

事　務　局 会の運営補佐、事務・会計処理、情報発信、財源確保、組織強化などを行う

はかたんウォークPJ はかたんウォーク全体の企画、推進に関すること

博多口周辺活性化PJ 博多口周辺の活性化に関すること

筑紫口PJ 筑紫口周辺のまちづくりの検討に関すること

ガイドライン改訂PJ 博多まちづくりガイドラインの改訂に関すること

どんたくPJ 「はかた駅前“どんたく”ストリート」の運営等に関すること

博多まちづくり推進協議会設立までの経緯とその後の活動

中期活動計画2013

組織体制

博多まちづくり推進協議会の活動指針

活動エリア

にぎわい部会

意思決定機関

執行機関

※PJはプロジェクトの略

中期活動計画基本方針「にぎわい、
回遊のさらなる促進」に関すること
のうち、にぎわい創出に関すること

中期活動計画基本方針「にぎわい、
回遊のさらなる促進」に関すること
のうち、回遊促進に関すること

安全安心・環境の向上をはじめとす
る、中期活動計画基本方針「おもて
なしの充実」に関すること

2つの基本方針と4つの戦略

基礎づくり

（イメージ図）

↑
ま
ち
の
魅
力

ガイドラインに示すまちの将来像
～駅からまちへ、まちから駅へ、歩いてたのしいまち～

本中期活動計画

飛躍・発展

H20 H21 H22 H23 H26
H23（2011）…H25（2013）

新たな「まちづくり」への
チャレンジ

博多まちづくりガイドライン

博多まちづくり推進協議会

まちづくりイベント「はかたんウォーク」
にぎわい創出 回遊性向上 安全安心・環境向上活動

社会
実験

準備会

次期
活動計画

基本方針

基本スタンス
●新たな「まちづくり」へのチャレンジ

●天神地区、中洲地区、博多部などとの
   一層の連携

戦　略

にぎわい、
回遊の
さらなる向上

博多の魅力を再開発する

もう一歩先へと
歩き出したくなるまちに

おもてなしの
充実

「九州・アジアの玄関口」として
ふさわしいまちに

まちづくりの基本「まちの美化」
や「安全安心」の追及

筑
紫
口
通
り

筑紫口中央通り
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事業の目的
　平成21年12月のガイドライン策定から3年が経過し、九州新幹線全線開業及び商業施設等の開業等によってもたらされ
たまちの変化やまちへの新たな期待、市道博多駅前10号線（承天寺通り）の再整備計画、地下鉄七隈線延伸工事など、今後
予測される博多駅周辺地区を取り巻く環境の変化、福岡市で進められている各種計画の改定との整合等を考慮した内容に
改訂するとともに、まちの将来像実現に必要な実効性のあるアクションプランをガイドラインの中に充実させる。

「博多まちづくりガイドライン2014」策定までの流れ（平成25年度）
　平成24年度から開催した「プロジェクト会議」で提案された意見をもとに、プロジェクトの座長である坂井猛教授（九州大
学本部新キャンパス計画推進室副室長・大学院人間環境学府教授）を中心に改訂案の作成を行った。改訂案の作成において
は、福岡市関係各課との意見交換会や協議会役員を対象とした勉強会の開催、協議会ホームページへの素案公開及び意見
募集を行い、多くの関係者のご意見をいただいた。平成26年1月21日に開催した平成25年度臨時総会にて「博多まちづく
りガイドライン2014」の策定が承認された。

5月23日（木）
5月30日（木）
7月  4日（木）
8月28日（水）
9月20日（金）
10月30日（水）
11月  8日（金）
12月18日（水）

第1回 福岡市関係各課との意見交換会
第7回 プロジェクト会議（テーマ：プロジェクト会議総括）
第1回 ガイドライン改訂に関する役員勉強会
第2回 福岡市関係各課との意見交換会
第2回 ガイドライン改訂に関する役員勉強会
平成25年度第3回理事会（素案承認）
素案一般公開・市民意見募集
平成25年度第4回理事会（案承認）

博多まちづくりガイドラインの改訂 新たな「まちづくり」へのチャレンジ

第7回 プロジェクト会議

平成25年度臨時総会

おいしい“春”まち歩き

博多松囃子 稚児舞

ワークショップ風景

おもてなしルートの実体験

　福岡市主催の「まちなかアートギャラリー」と連携して実施。「2013秋のはかたん
ウォーク」に合わせて、はかた駅前通りの歩道及び民間敷地9ヶ所に、アート24作品を
展示し、歩いて楽しいまちづくりに取り組んだ。アートは「ハッピー！～笑顔でつながるま
ちかど～」をテーマに九州産業大学芸術学部の学生が制作。アートによる長期間の道
路占用は初めての試みであったが、行政・警察・地権者の協力により実現し、アンケート
では9割超が好評価を示すなど、歩行者空間の演出効果が確認できた。

はかた駅前通りアートバナーコンテスト
　はかた駅前通りの街路灯に掲示するバナーデザインを公募し、「はかた駅前ストリートギャ
ラリー」の期間中、全46種類のデザインバナーが通りを彩った。歩行者には気に入ったデザイ
ンバナーに投票してもらい、上位3種類については、リサイクルバッグに作りかえてデザインの
考案者に進呈した。

ペチャクチャナイト博多（博多まちづくり推進協議会編）　10月25日（金）
　「はかた駅前ストリートギャラリー」の報告会も含め、11名のプレゼンターが、アートやス
マートフォンアプリを使ったまちづくりに関する自己の活動やアイデアについてプレゼンテー
ションを行った。来場者54名

　【平成25年】

1月21日（火）平成25年度臨時総会（承認）
　【平成26年】

「歩行者空間の充実」に向けた取り組み
はかた駅前ストリートギャラリー（10/19～11/17）

　市道博多駅前10号線（承天寺通り）の整備及び「博多千年門」完成に合わせ、博多の歴
史的魅力を深掘りする取り組みを実施した。

「博多千年門」完成記念イベント　3月28日（金）
　博多の観光資源である歴史・文化の魅力を発信するため、寺町地区へのウェルカム
ゲートである「博多千年門」完成に合わせたにぎわいづくりを実施。記念式典に合わせ
て御供所地区の稚児流が博多の伝統芸能“博多松囃子 稚児舞”を披露し、通り初めで
は地元の中高生が吹奏楽を演奏した。

博多ガイドの会「おいしい“春”まち歩き」　3月29日（土）～H26.4月6日（日）
　「博多駅の移りかわりと隠れ家カフェ」「寺社、博多千年門とお茶セミナー」の2コース
を用意。寺社やカフェ、完成したばかりの博多千年門などを、「博多ガイドの会」による
案内で学びながら散策した。

2月12日（水）　第1回　博多を学び、仕事でも使えるおもてなしルートを考えよう　
2月19日（水）　第2回　最高のおもてなしルートマップをつくろう
3月12日（水）　第3回　おもてなしルートを実体験しよう

「観光都市」としての魅力づくり
「博多千年門（はかたせんねんのもん）」の完成に合わせた取り組み

　まちづくり活動の新たなパートナーをつくり、まちづくりの裾野を拡げることを目的に、
「学びの場づくり」に焦点を当てた取り組みを行った。全3回のプログラムを通して、参加
者がグループワーク形式で博多の歴史や文化を学び、博多に訪れる人をおもてなしするた
めのまち歩きルートを提案した。参加者延べ100名
【コーディネーター・講師】
　佐々木  喜美代 氏（NPO法人アジアン・エイジング・ビジネスセンター上席研究員）

まちづくりの裾野を拡げる取り組み
博多を学ばナイト（2/12、2/19、3/12）

「博多まちづくりガイドライン2014」策定のポイント
○地下鉄七隈線延伸を見据える
・新設される中間駅（仮称）の整備に伴い、新たなにぎわい拠点となるような空間づくりを促
進し、集客した人をまちへ回遊させる取り組みを充実させる。

・七隈線延伸後、「はかた駅前通り」がさらに歩いて楽しい魅力ある通りになるための取り組
みを充実させる。

○新しくなった駅の力を最大限に活かす
・商業施設の開業により、まちの新たなターゲットとなった、女性や家族連れに焦点を当てた
取り組みを充実させる。

・駅に集客した人をまちへ回遊させるため、主軸となる通りの特徴を明確にし、それぞれの
通りに合った取り組みを充実させる。

・既存の公園やみどりを活用した取り組みを充実させる。
・博多駅筑紫口が、おもてなしの玄関口としてふさわしい姿になる
よう、交通問題の解決を糸口に将来像を具体的に検討する。
・福岡都心部が一体となったまちづくりを推進するため、天神やウ
ォーターフロント地区との連携を深め、エリア相互の回遊性向上
などに取り組む。

○「防災」及び「環境」に関する活動を充実させる
・博多のまちにおける災害を想定した帰宅困難者対策や備蓄など
の事例を示し、まち全体の防災意識を高める。

・環境にやさしい公共交通利用促進など、省エネや創エネの取り組みを充実させる。

○ガイドラインの実効性を高める
・ガイドラインに沿った将来像実現の参考となる制度の活用事例を具体的に示す。
・ガイドラインに基づき、協議会としての活動目標や活動ステップを示した「アクションプラン」を作成する。



5 6

はかたんウォーク

LinQ

黒田官兵衛ふくこい隊

「おお雨（おおはた雄一＋坂本美雨）in 東長寺」

はかた駅前通りオープンカフェ

博多まち歩きマップ2013春・夏版 ────────────────────────────────────
　博多駅周辺を3つのエリアに分け、それぞれにオススメのまち歩きコースを示した
マップを作成。博多の歴史や文化を掘り下げた「博多知っとーと?STORY」や、博多
で働く女性がオススメするグルメスポットページを掲載した。JR主要駅や博多駅総合
案内所、市内ホテルなどを中心に11万部配布。

はかたんウォーク・福博花しるべスタンプラリー2013　H25.3月9日（土）～5月6日（月・祝）
　福岡市主催の「福博花しるべ2013」との連携企画。博多・天神の主な観光スポット
27ヶ所にスタンプを設置して実施。集めたスタンプの数によって応募コースが選べる
よう「にわか猫コース」と「チューリップコース」を設定し、「にわか猫コース」賞品の
「特製“にわか猫”缶バッジ」はデザインをリニューアルした。参加者5,141名

駅長おすすめのJR九州ウォーキング「春の風に誘われて。桜並木と博多の情緒を感じる散策ウォーク」　H25.3月23日（土）
　JR九州博多駅主催のウォーキングイベントに協力し、博多まち歩きマップ等にて告知。参加者は満開の桜を楽しみな
がら、博多駅周辺の寺社、舞鶴公園、福岡城址などを訪れた。参加者1,944名

寺社コンサート「おお雨（おおはた雄一+坂本美雨）in東長寺」　H25.3月30日（土）───────────────
　桜が満開の東長寺に、おおはた雄一と坂本美雨によるユニット「おお雨」
を迎え、本堂を舞台にアコースティックライブを開催。ライトアップされた寺
の本堂で、幻想的なコンサートを楽しむ来場者の姿が見られた。来場者
200名

福博花しるべ・福岡城さくらまつりウォーキング　4月7日（日）─────────────────────────
　福岡市主催の「福博花しるべ2013」と「福岡城さくらまつり」に合わせたウォーキングイベントに協力し、博多まち歩
きマップ等にて告知。当日は雨天にもかかわらず、沿道のたくさんのチューリップを満喫しながら、多くの方にまち歩きを
楽しんでいただいた。参加者300名

はかた駅前通りオープンカフェ「U29+（ユニークカフェプラス）」　4月28日（日）、4月29日（月・祝）────────  
　九州観光専門学校 カフェ＆スイーツ学科と連携し、はかた駅前通り損保
ジャパン福岡入口部にて開催。タイアップしたうきは市の農産物を使った色
とりどりのスイーツを販売。両日とも好天に恵まれ、昨年以上の来場者数・
販売数となった。今回は情報発信に特設のFacebookページを利用し、準
備から当日の様子までをリアルタイムに発信した。

2013 春のはかたんウォーク（H25.3/9～5/6）

写真展「朝日新聞が写す博多駅50年の記憶展」　11月23日（土・祝）～12月16日（月）

このまちで愛されて50年 博多駅感謝祭（12/1～12/31）

博多まち歩きマップ

はかた駅前“どんたく”ストリート（5/3、5/4）
　「はかた駅前通り」の約150mにわたり、「はかた駅前“どんたく”ストリート」を開設・運営。「世界へ届け！祭りの元気・日
本の絆」のテーマのもと、国内・海外の都市を招いた特別参加どんたく隊や、一般参加のどんたく隊など、計33団体、約
1,900名が参加し、多くの観客でにぎわった。通常の回遊パレード型のほか停滞型演技も可能とし、各団体とも“行ったり・
来たり・止まったり”のバラエティ豊かな演技を披露した。

5月3日（金・祝）──────────────────────────────────────────────
　精華女子高等学校吹奏楽部の華々しいファンファーレで開会。「地域や世界の元気が
ニッポンをつなぐ!!」をテーマに、マレーシア・タイ・ハワイ・熊本・壱岐から訪れた特別参加
どんたく隊が、地域や国の元気をPRした。エンディングには“九州発”のアイドルグループ
「LinQ」が登場し、歌とダンスで会場を盛り上げた。

5月4日（土・祝）─────────────────────────────────────────────
　「伝統文化で日本、そして世界に力を」をテーマにした太鼓などの力強い伝統芸能、
「人と人を笑顔がつなぐ」をテーマにしたダンス＆パレード、「前へ、前へ、楽しくそして力
強く!」をテーマにしたマーチングが続き、通りを最大限に活用したパフォーマンスが披露
された。エンディングは平成26年から始まるNHK大河ドラマ「軍師官兵衛」に合わせて
特別に結成された「黒田官兵衛ふくこい隊」が、勇壮な武者行列と演技で堂々と締めく
くった。

博多駅移転50周年企画

　平成25年12月1日に博多駅が現在の場所に移転して50周年を迎えることを記念して、JR九州、博多
駅商店連合会と共催で記念事業を実施。期間中は感謝祭ロゴをあしらった記念の缶バッジの配布や、街
路灯バナーに広告を掲出するなど、まち全体で50周年を祝う気運の醸成を図った。

　朝日新聞社との共催で、朝日新聞カメラマンが撮影した写真をJR博多駅 博多シティ3F改札内に展示し、博多駅と駅周
辺のまちづくりを振り返った。

博多駅誕生記念セレモニー　12月1日（日）────────────────────────────────
　有名アーティストや地元アイドル、九州各地の和太鼓などで構成する「アニバーサリーライブ」と、歌手のSalyuをスペ
シャルゲストに迎え、オリジナルイルミネーションの点灯式やハッピーバースデーを合唱する「バースデーパーティ」の2
部構成で、延べ約14,000名の方と50周年の記念日を祝った。

写真展「わたしと博多駅」　12月1日（日）～12月27日（金）─────────────
　博多駅や博多のまちで撮影された思い出の写真とエピソードを公募し、選ばれた65点
をJR博多シティ3Fと西日本シティ銀行本店を会場に展示。多くの人の思い出に触れるこ
とで、博多のまちへの愛着を深め、今後のまちづくりに対する期待感の醸成を図った。

シンポジウム「愛されて半世紀、これからもこのまちで」　12月15日（日）───────
　西日本新聞社との共催で、ギンギラ太陽’sによる芝居「博多駅物語～ななつ星号の冒
険」公演と、今後の博多のまちづくりについて議論するパネルディスカッションを実施し、
395名が来場した。
【コーディネーター】　大久保 昭彦 氏（西日本新聞社編集企画委員）
【パネリスト】
　大塚  ムネト 氏（ギンギラ太陽’s主宰）
　山根　久資 氏（JR九州博多駅長）
　福山　　誠 氏（東住吉校区自治協議会顧問、博多まちづくり推進協議会副会長）
　向笠　雄介 氏（日本政策投資銀行企画調査課調査役）
　佐々木喜美代 氏（NPO法人アジアン・エイジング・ビジネスセンター上席研究員）

写真展「わたしと博多駅」

芝居（出演：ギンギラ太陽’ｓ)

パネルディスカッション

櫛田神社 もつ鍋 博多どんたく 博多にわか 赤煉瓦文化館 アクロス福岡
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マイア・ヒラサワat承天寺

JR九州ウォーキング

博多まち歩きマップ2014春・夏版 ────────────────────────────────────
　2013秋・冬版に引き続き、西日本新聞とのタイアップページや黒田官兵衛の情報
を掲載。人気のグルメページ「博多名物・麺三昧！！」と「博多通のグルメ案内」の大幅リ
ニューアルを行った。JR主要駅や博多駅総合案内所、市内ホテルなどを中心に10万
部配布。

はかたんウォークスタンプラリー2014　3月8日（土）～5月6日（火・祝） ─────
　博多の主な観光スポット9ヶ所にスタンプを設置して実施。賞品の「特製“にわか猫”
缶バッジ」はデザインをリニューアルした。

寺社コンサート「マイア・ヒラサワat 承天寺」　3月22日（土） ─────────────────────────
　3月28日の「博多千年門」落成を記念して開催。平成23年に日本でデビューし
て以降、数々のCM／タイアップソングをヒットさせた、スウェーデン在住のアー
ティスト「マイア・ヒラサワ」を迎えて、承天寺の庭をバックに幻想的な空間でコン
サートを行った。来場者160名

駅長おすすめのJR九州ウォーキング　博多駅移転50周年記念「博多千年門から始まる、博多今昔物語」　3月29日（土） 
　JR九州博多駅主催のウォーキングイベントに協力し、博多まち歩きマップ等に
て告知。博多千年門、承天寺、聖福寺、東長寺など、移転50周年を迎えた博多駅
周辺の歴史あるスポットを巡るコースで実施した。参加者1,543名

2014 春のはかたんウォーク（3/8～3/31）

屋台 ごぼう天うどん ふくおか官兵衛くん 黒田節 博多座 博多千年門

藤田公園バンブーキャンドルナイト

博多ハロウィン

はかた駅前通りオープンカフェ

博多まち歩きマップ2013秋・冬版 ────────────────────────────────────
　表紙のデザインをリニューアル。西日本新聞とタイアップした、博多っ子のこども記
者が親子で博多を巡り、昔ながらのよき博多を紹介するページや、平成26年放映の
大河ドラマの主人公・黒田官兵衛の特集を新たに掲載。利便性を高めるため、主要施
設のWEBアドレスも記載した。JR主要駅や博多駅総合案内所、市内ホテルなどを中
心に10万部配布。

はかたんウォーク・博多秋博スタンプラリー2013　10月1日（火）～11月17日（日） ─
　「博多遊学プロジェクト」との共催で、博多の主な観光スポット17ヶ所にスタンプを
設置して実施。集めたスタンプの数によって応募コースが選べるよう「にわか猫コー
ス」と「よかもんコース」を設定し、「にわか猫コース」賞品の「特製“にわか猫”缶バッ
ジ」は新たな4つのデザインを追加した。参加者4,329名

第19回博多灯明ウォッチング2013「藤田公園バンブーキャンドルナイト」　10月19日（土） ────────────
　藤田公園を会場に「灯明デザインコンペティション」により選出した、麻生建築＆デ
ザイン専門学校による“つながっとーと、博多～未来へはばたく光の羽～”をテーマとし
た竹灯明を展示。材料となる竹は、福岡市水道局に協力をいただき、福岡市水源かん
養林から伐採したものを使用した。来場者700名

はかた駅前通りオープンカフェ「カフェ・プティ・パティ」　10月26日（土）、10月27日（日） ────────────
　麻生外語観光＆製菓専門学校と連携し、はかた駅前通り損保ジャパン福岡入口部
にて開催。春のオープンカフェと同様、うきは市とタイアップを行い、メニューにはうき
は市の農産物を使用した。2日間で450組以上の方が来店し、はかた駅前通りの秋の
にぎわいを演出した。

博多ハロウィン仮装パレード&コンテスト2013　10月27日（日） ───────────────────────
　博多リバレイン～博多川端商店街～キャナルシティ博多の約800mを、思い思いの
衣装をまとった参加者がパレード。仮装コンテストにおいて、「博多まちづくり推進協
議会賞」の賞品を提供した。参加者111組418名

駅長おすすめのJR九州ウォーキング「名将 黒田官兵衛の足跡を巡る。“福岡”のルーツを歩こう!」　11月3日（日・祝） ──
　JR九州博多駅主催のウォーキングイベントに協力し、博多まち歩きマップ等にて告知。平成26年放映の大河ドラマの主人
公・黒田官兵衛の足跡を巡り、官兵衛を祀る光雲神社や、黒田家が居城として構えた福岡城跡など、黒田家の歴史や文化に触
れるルートを散策した。参加者1,104名

2013 秋のはかたんウォーク（10/1～11/17）

博多まち歩きマップ

2代目博多駅駅舎 一の宮住吉神社
横綱奉納土俵入り

「博多町家」ふるさと館 はかた伝統工芸館

博多まち歩きマップ
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　博多駅周辺の区画整理でできた通りに愛称をつけ、地域の
愛着を育むとともに、来街者への道案内に役立てるため、平成
20年度から活動を実施。平成25年度は「承天寺通り（じょうて
んじどおり）」の愛称1本が博多区道路愛称委員会に承認さ
れ、2ヶ所に通り名サインを設置。周辺の景観と調和させるた
め、石柱を使ったサインとした。

回遊促進活動
通り名付け・サイン設置活動

はかた駅前通り植栽管理事業 ───────────────────────
　はかた駅前通りの約600mにわたり、沿道の植栽帯の一部を管理し、来街者や
地域住民の目を楽しませた。

クリーンデイ　毎月第3木曜日 ──────────────────────
　朝の時間帯を利用して、博多口駅前広場に約250名が集合し博多駅周辺の清
掃活動を実施。まちづくりの基本である「まちの美化」に取り組んだ。4月には実施
200回を達成し、新聞やテレビにも多数取り上げられた。福岡市が主催する「ラブ
アース・クリーンアップ2013」（6月）や「モラル・マナー向上市民運動2013」（10
月）とも連携した。

スペシャルクリーンデイ　11月14日（木） ─────────────────
　We Love天神協議会、おっしょい博多クリーンアップ作戦（博多警察署や福岡
商工会議所で構成）と連携し、各地域で美化活動を同日一斉に実施。都心部全体
の一体感を醸成した。博多と天神を結ぶ「福博回遊ルート」を重点清掃箇所とし
て、We Love天神協議会と合同清掃を行った。

博多ひ～んやり!打ち水　7月24日（水） ─────────────────
　博多駅周辺22箇所で一斉に打ち水を実施し、まち全体で1,102名が参加。福
岡市が実施する「クールシェアふくおか」と連携したほか、博多駅及びキャナルシ
ティ博多に設置した「氷柱」や、浴衣での参加を推進して涼しさを演出した。打ち
水前にはイベント「つくってみよう！暑中見舞い」でまちのにぎわいづくりにも取り組
んだ。
また、博多遊学プロジェクト主催の「町家で角打ち水！」と連携し、割引券として使
用できるうちわを制作・配布することで、打ち水後の駅からまちへの回遊を促した。

10分フィットネス　10月17日（木） ────────────────────
　福岡市が定める「健康づくり月間」に合わせて、クリーンデイ前の10分間、音楽
に合わせて体を動かした。参加者124名

第6回・第7回 防犯対策講習会　7月25日（木）、1月29日（水） ────────
　博多警察署の協力のもと、まち全体の防犯意識の更なる向上と定着を目的に実
施。女性を対象とした性犯罪から身を守るための護身術や、近年増加するインター
ネット犯罪への注意喚起、道路交通法一部改正による自転車の正しい通行方法な
どについて講習を行った。

喫煙マナー向上キャンペーン　10月2日（水） ────────────────
　福岡市が実施する「モラル・マナー向上市民運動2013」に合わせ、博多口駅前
広場で駅スタッフやタクシー事業者などと一緒に啓発チラシを配布した。

落書き消し活動　11月6日（水） ──────────────────────
　福岡市防犯ボランティア支援事業の一環として、はかた駅前通り・大博通り・住
吉通り・筑紫口中央通りを中心に、落書き消しを実施。まち全体で100箇所以上の
落書きを消去した。参加者20名

おもてなし教室　2月27日（木） ──────────────────────
　増加する外国人旅行客へのおもてなしについて考えるプログラムを実施。外国
人旅行客の動向と日本でのニーズについての講演（講師：日本政府観光局海外マ
ーケティング部アジアグループ　菊池 朋子 氏）、外国人旅行客を対象とした最高
のおもてなしを提案するワークショップの2部で構成した。参加者41名

おもてなし充実活動

はかた駅前通り植栽管理事業

第200回 クリーンデイ

博多ひ～んやり!打ち水

防犯対策講習会（護身術）

落書き消し活動

おもてなし教室

Vol.1「まなぶ・つながる・まちづくり」

安全・安心

環境向上・美化活動
　発祥・地元食材・郷土料理など、博多の大きな魅力である“食文化”を学ぶシリーズを4回実施。協議会会員のみならず、一
般の方にも参加していただき、博多のまちの魅力を広く発信した。

博多うまかもん研究会

博多まちづくりラボ

にぎわい創出イベント

Vol.2「空きテナントをプロデュース」

石柱を使用した通り名サイン

　福岡テンジン大学と協力し、地域資源である空きテナントを活用したまちづくり手法を学び、実践するプロジェクトを企画。

1月17日（金）　Vol.1「まなぶ・つながる・まちづくり」　参加者54名 ────────────────────────
　まちの産業やコミュニティ再生につながる建物のリノベーションを通じ、まちづくり活
動を行っている実践者から実例について学んだ。
・基調講演　「リノベーションによるまちの活性化ついて」
　【講師】嶋田 洋平 氏（らいおん建築事務所代表取締役）

・パネルディスカッション　「実践者に聞く“まちづくりの仕掛け方”」
　【コーディネーター】山内    泰 氏（NPO法人ドネルモ代表理事）
　【パネリスト】貞國 秀幸 氏（コヤマコンセプト）

　白石 隆義 氏（カラクリワークス、旅と古本の店 ひとつ星）
　江頭 聖子 氏（福岡Qハウス、えがしら内装）

・博多駅前地区建物調査報告（九州産業大学工学部建築学科　日高研究室）
・福岡テンジン大学特別授業　ワールドカフェ「博多的まちづくりの仕掛け方」
　【ファシリテーター】岩永 真一 氏（福岡テンジン大学）

2月15日（土）　Vol.2「空きテナントをプロデュース」　参加者16名 ───────
　博多駅前の3つのビルの空き区画を対象に、専門家と参加者が一緒になってグループ
ワークを実施。対象物件の視察から事業計画の作成までを行い、相互に発表した。

博多駅と寺町地区の回遊性向上　3月28日（金）～H26.5月12日（月） 
　「博多千年門」完成と「承天寺通り」の景観整備に合わせて、博多駅から寺町地区への誘導サインを、JR博多シティ2階
デッキの柱と、大博通り及び空港通りの街路灯バナーに掲出。

「博多まち歩きマップ」web英語版の作成
　外国人来街者への回遊性支援を目的とし、協議会で作成している「博多まち歩きマップ」の英語版を新たに作成し、
Webで公開した。

4/16（火）　～福岡産ブランドの春野菜を学ぼう～
美味しいベジタブルセミナー　参加者27名
　地元野菜を通じて、栄養価
を高める野菜の組合せや目利
き方法などを「ハイアット・リー
ジェンシー・福岡」の野菜ソム
リエと料理長から学んだ。

11/13（水）　大人のための礼儀作法
博多の食を美しくいただく　参加者28名
　博多の老舗料亭「嵯峨野」
にて、実際に食事をとりなが
ら、箸の使い方などの礼儀作
法を若女将から学んだ。

8/3（土）　親子で一緒に♪～博多のソウルフード
ラーメン＆餃子手づくり体験　参加者50名
　夏休み親子企画として実
施。博多の食文化であるラー
メンと餃子の発祥を学び、実
際に小麦から手作りした。

3/4（火）　福岡の地酒学
和食とのマリアージュを楽しむ　参加者34名
　酒屋の方から、福岡の地酒
について学びながら、飲み比
べや和食との融合（マリアー
ジュ）を楽しんだ。
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博多駅周辺冬期イルミネーション「冬のファンタジー・はかた」（11/15～1/14）
　11月15日（金）～1月14日（火）までの61日間、博多まちづくり推進協議会「冬のファンタジー・はかた’14」、JR博多シ
ティ「光の街・博多」、キャナルシティ博多「愛でつながるクリスマス」のイルミネーションが一体となって、「冬のファンタジー
･はかた」として実施。今年度は地下鉄七隈線延伸工事のため、はかた駅前通りの街路樹12本の施工ができなかったが、新
たに朝日ビル及び福岡センタービル前の地下街出入口の装飾を行い、100万球を超える白を基調としたLEDで一体感のあ
る演出を行った。

イルミネーション連動イベント
　イルミネーション実施期間中のにぎわい創出及び回遊性向上を目的としたイベントを開催。

　はかた駅前通り、大博通り、住吉通り、筑紫口中央通りの街路樹119本、はかた駅前通
りの植栽帯、西日本シティ銀行前、朝日ビル及び福岡センタービル前の地下街出入口を装
飾し、約36万球のLEDでエリアをつなぐように夜の博多を彩った。

　博多口駅前広場で、歌手の秦基博さんを迎えて開催。観客とともにカウントダウンを行い、一斉にイルミネーションが点灯
すると会場は歓声で包まれた。来場者6,000名

冬期イルミネーション

博多・天神共同リーフレット

冬のファンタジー・はかた’14

博多ミュージックリボン

「冬のファンタジー・はかた’14」  

「冬のファンタジー・はかた」点灯式　11月15日（金） ──────────────────────────────

　博多口駅前広場にて市民参加型のコンサートを開催。地域の学生の管弦楽団によ
るクリスマスナンバーの演奏や、観客と一体となったドラムサークルの他、一般公募
で結成されたスイングカーニバルと100人ゴスペル隊が、夏からの事前練習を重ね
出演した。出演者300名、来場者4,300名

博多口駅前広場X’masコンサート「博多ミュージックリボン2013」　12月22日（日）

　博多駅周辺のイルミネーションに関連する写真を公募
し、コンテストを開催。今回は最優秀賞の他に、大博通り・
はかた駅前通り・博多口・筑紫口・人物をテーマとした5つ
の部門賞を設けた。福岡県を中心に九州各県から98点の
応募があった。最優秀賞2点、部門賞5点を選出。

フォトコンテスト実施 ─────────────────────────────────

　We Love 天神協議会と連携し、共同リーフレット「福岡 光のコンチェルト2013-2014」を5万5
千部発行。また、ポスターを九州内の主要駅や博多・天神の商業施設、電車・バス内に掲出し、九州全
域や中国、関西地区などからの広域集客を促した。
　そのほか両エリアの回遊を促すため、博多と天神エリアのイル
ミネーションに隠された全4個のハートを見つける企画を実施し、
全て見つけた参加者に抽選でプレゼントを贈呈した。

天神地区との連携

　博多駅周辺地区の回遊性向上のため、イルミネーション情報やグルメ情報を掲載したタ
ブロイド版の広報誌を発行した。新聞折込12万部の他、市内観光案内所・ホテル等に5万
部配布した。

イルミネーションガイド発行  ──────────────────────────

最優秀賞「リフレクション」最優秀賞「星降るまち」

　協議会の活動内容や博多のまちの情報、他都市のまちづくりに関する先進事例などを掲載する
会報誌を3回（No.13～15）発行した。今年度は「博多まちづくりガイドライン2014」の策定に関
する特別号（No.16）を発行した。

まちづくり支援自動販売機

はかたんだよりNo.15

　「まちづくり支援自動販売機事業」及び街路灯バナーを活用した「エリアマネジメント広告
事業」を展開。「まちづくり支援自動販売機事業」では今年度から新たに1台が稼動した。

会報誌「はかたんだより」

情報発信

自主財源事業

地域イベント連携

他都市との情報交換
他都市のまちづくり団体等との情報交換や交流を積極的に行った。

実績

後援 第6回 聖福寺落語会（4/27）
　 第5回 バルウォーク福岡（5/25）
 シンポジウム「地下鉄七隈線延伸と都心のまちづくり」（8/9）
　　 外国人スター誕生2013（10/5）
　　 第6回 バルウォーク福岡（11/3）
　　 みらいのまちづくり「50年後の博多」をつくろう!（12/8）
　　 第1回 福岡検定（2/9）
　　 ファッションウィーク福岡2014（3/8～3/23）
協賛 博多祇園山笠建設奉賛（7/1～7/15）
　　　 住吉神社観月会（9/19）
　　 博多情緒めぐり2013（10/11～11/7）
　　 第19回 博多灯明ウォッチング（10/20）
　　 東長寺節分大祭（2/3）
　　 住吉神社節分大祭（2/3）
協力 博多ライトアップウォーク2013（10/31～11/4）
　　 福岡県警察音楽隊 安全・安心コンサート

 6 /14（金）　二子玉川ライズ（東京都世田谷区）
 7 / 8 （月）　Team竹芝の大樹（東京都港区）
 7 /10（水）　柏商工会議所（千葉県柏市）
 8 / 6 （火）　第1回 まちづくりサロン（東京都千代田区）
 9 /30（月）　第2回 まちづくりサロン（東京都千代田区）
11/ 2 （土）　栃木県次世代人材づくり事業実施委員会（栃木県）
11/ 8 （金）　名古屋駅地区街づくり協議会（愛知県名古屋市）
12/26（木）　（株）創建（愛知県名古屋市）
 2 /10（月）　第3回 まちづくりサロン（東京都千代田区）
 2 /26（水）　札幌市（北海道札幌市）
 3 / 5 （水）　西日本旅客鉄道（株）（京都府京都市）
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回 月 日 主 な 議 題

回 月 日 主 な 議 題

回 月 日

回 月 日 主 な 議 題

主 な 議 題

回 月 日 主 な 議 題

回 月 日 主 な 議 題

回 月 日 主 な 議 題

春のはかたんウォーク進捗報告／道路愛称について／博多ガイドの会の出前講座企画

春のはかたんウォーク実施報告／道路愛称について／博多ガイドの会の出前講座実施

2013福博花しるべスタンプラリー実施報告／博多まち歩きマップ2013春・夏版進捗報告／
回遊性向上の新規事業企画／博多まち歩きマップ2013秋・冬版企画

回遊性向上の新規事業企画／博多まち歩きマップ2013秋・冬版企画／道路愛称について

回遊性向上の新規事業企画／博多まち歩きマップ2013秋・冬版企画／博多秋博スタンプラリー企画

回遊性向上の新規事業企画／博多まち歩きマップ2013秋・冬版企画／博多秋博スタンプラリー企画

回遊性向上の新規事業企画／博多まち歩きマップ2013秋・冬版進捗報告／博多秋博スタンプラリー進捗報告

博多ガイドの会付きウォーキング企画／博多まち歩きマップWeb英語版企画／通り名サイン企画

博多まち歩きマップ2013秋・冬版進捗報告／博多秋博スタンプラリー実施報告／通り名サイン企画／
博多ガイドの会付きウォーキング企画／博多まち歩きマップWeb英語版企画／寺町地区案内サイン企画

博多まち歩きマップ2014春・夏版企画／博多ガイドの会付きウォーキング企画／
博多まち歩きマップWeb英語版企画／寺町地区案内サイン企画

博多まち歩きマップ2014春・夏版企画／はかたんウォークスタンプラリー2014春企画／博多ガイドの会付きウォーキング企画

寺町地区案内サイン企画／博多ガイドの会付きウォーキング企画／平成26年度の取り組み

1 4 9

2 5 14

3 6 11

4 7 9

5 8 20

6 9 10

7 10 8

8 11 12

9 12 10

10 1 14

11 2 12

12 3 12

各部会からの活動報告／通常総会について／はかた駅前“どんたく”ストリートについて

各部会からの活動報告／はかた駅前“どんたく”ストリートについて

各部会からの活動報告／第1回理事会について／博多口活性化プロジェクトについて

各部会からの活動報告／第1回理事会について

各部会からの活動報告／第2回理事会について

各部会からの活動報告

各部会からの活動報告／第3回理事会について

各部会からの活動報告／平成26年度事業計画について

各部会からの活動報告／第4回理事会及び臨時総会について

各部会からの活動報告／平成26年度事業計画について

各部会からの活動報告／第5回理事会について

各部会からの活動報告／第5回理事会について
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5

平成24年度事業報告について／平成24年度決算について／
平成25年度事業計画について／平成25年度予算について／役員の選任について1 4 12

定例会議の実施

事務局長等の選任について／新規入会会員について／通りの愛称について／各部会等活動報告／会計報告1 7 4

秋のはかたんウォークの実施について／各部会等活動報告／会計報告／福岡市からの情報提供2 9 20

3 10 30 「博多駅移転５０周年」に関するイベント（経過報告）について／「博多まちづくりガイドライン2014」（素案）について

2 1 21 「博多まちづくりガイドライン2014」（案）の策定について

1 4 18

2 5 16

3 6 20

4 7 18

5 8 8

6 9 19

7 10 17

8 11 21

9 12 19

10 1 16

11 2 20

12 3 20

平成25年度部会活動方針／おもてなし教室企画

おもてなし教室企画／第6回防犯対策講習会企画／打ち水企画

第6回防犯対策講習会企画／打ち水企画／福岡市防犯ボランティア支援事業進捗報告／
第5回暴力追放福岡市民大会開催について

打ち水企画／第6回防犯対策講習会進捗報告

打ち水実施報告／落書き消し活動企画／おもてなし教室企画

おもてなし教室企画／10分フィットネス企画／モラル･マナー向上市民運動企画／福岡市環境行動賞について／
落書き消し活動企画

秋のスペシャルクリーンデイ企画／落書き消し活動 事前フィールドワーク実施

落書き消し活動実施報告／秋のスペシャルクリーンデイ実施報告／第7回防犯対策講習会企画

第7回防犯対策講習会企画／平成26年度の取り組み

第7回防犯対策講習会企画／おもてなし教室企画／平成26年度の取り組み

おもてなし教室企画／春のスペシャルクリーンデイ企画／平成26年度の取り組み

平成26年度の部会体制について／平成26年度の取り組み

4 12 18
新規入会会員について／「博多まちづくりガイドライン2014」（素案）について／
平成25年度臨時総会の開催及び付議事項について／平成26年度事業計画（素案）について
各部会等活動報告／会計報告

5 3 17

新規入会会員について／平成25年度事業報告について／平成25年度決算見込について／
平成26年度事業計画（案）について／平成26年度予算（案）について／部会等体制の変更について／
部会長等の選任について／役員候補者の選任について／平成26年度通常総会付議事項について／
春のはかたんウォーク等の実施について／各部会等活動報告

寺社コンサート実施報告／第1回博多うまかもん研究会実施報告／はかた駅前通りオープンカフェ企画／
平成25年度部会活動方針

はかた駅前通りオープンカフェ実施報告・企画／第2回博多うまかもん研究会企画／
はかた駅前ストリートギャラリー企画／はかた駅前通りアートバナーコンテスト企画／灯明イベント企画

第2回博多うまかもん研究会企画／はかた駅前ストリートギャラリー企画／
はかた駅前通りアートバナーコンテスト企画／はかた駅前通りオープンカフェ企画／灯明イベント企画

第2回博多うまかもん研究会企画／はかた駅前ストリートギャラリー企画／
はかた駅前通りアートバナーコンテスト企画／はかた駅前通りオープンカフェ企画／灯明イベント企画
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第2回博多うまかもん研究会実施報告／はかた駅前ストリートギャラリー企画／はかた駅前通りアートバナーコンテスト企画／
はかた駅前通りオープンカフェ企画／灯明イベント企画／イルミネーションガイド企画／博多ミュージックリボン2013企画

灯明イベントデザインコンペ審査／はかた駅前通りアートバナーコンテストデザインコンペ審査／第3回博多うまかもん研究会企画

灯明イベント実施報告／はかた駅前通りアートバナーコンテスト実施報告／はかた駅前通りオープンカフェ実施報告／
第3回博多うまかもん研究会企画／博多ミュージックリボン2013企画

はかた駅前通りアートバナーコンテスト実施報告／はかた駅前通りオープンカフェ実施報告／
第3回博多うまかもん研究会実施報告／博多ミュージックリボン2013企画／イルミネーションガイド企画

博多ミュージックリボン2013実施報告／第4回博多うまかもん研究会企画／博多まちづくりラボ企画

イルミネーションフォトコンテスト応募作品審査／博多ミュージックリボン2013実施報告／
博多まちづくりラボ実施報告／第4回博多うまかもん研究会企画／博多まちづくりガイドライン2014意見募集
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