
【正会員】

(株)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)ザイマックス九州、(株)サニクリーン九州、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、JPビルマネジメント(株)、住吉校区自治協議会、筑前國一之宮 住吉神

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

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)

九州支社、日本郵便(株)、博多駅南西街区まちづくり協議会、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、(株)フジタ 九州支店、(株)ホテル日航福岡、(株)丸井、三井不動産(株)九州支店、（株）明月堂

【一般会員】

(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)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)ALL FOR ONE、(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・都ホテルズ 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 福岡支店、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)、JR九州レ

ンタカー&パーキング(株)、(株)ジェイアールサービスネット福岡、七洋物産(株)、清水建設(株) 九州支店、(株)ジョグステーション、住友生命保険(相)、住友不

動産(株)、西部日本エンタープライズ(株)、セコム(株)九州本部 博多統轄支社、(株)ダイスプロジェクト、(株)大東和、(株)ディーシー、東急建設(株)九州支店、

(株)東急ハンズ博多店、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)、NPO法人 福岡建築

ファウンデーション、富士ゼロックス福岡(株)、(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)山下設計 九州支社、UCC上島珈琲(株)九州支社、ヨシモトポール(株)九州支店、LINE Fukuoka(株)、(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、福岡市
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　博多のまちでは、まちづくりの方向性や方針をまとめた「博多まちづくりガイドライン2014」をもとに、様々な関係者が将来
像を共有しながら、その実現に向け、まちの魅力や価値を高めていく活動が進められています。
　博多まちづくり推進協議会では、「博多まちづくりガイドライン2014」に描くまちの将来像を実現するため、概ね3年間で
協議会が主体となって重点的に取り組む活動と、その活動を通じて達成したい目標を定めた「アクションプラン」を策定し、ま
ちづくりを推進しています。

総　　　会

理　事　会

部会長会議

監　事

事　務　局

交通部会 事業部会

「博多まちづくりガイドライン2014」と協議会の活動

　平成27年度（2015年度）は、「博多まちづくりガイドライン2014」に描く博多の新しい将来像実現に向け、「アクションプ
ラン（2014-2016）」に基づき、これまでの活動にさらに磨きをかけてまいりました。
　まちのにぎわいを点から面に広げ、エリア内・エリア間の回遊性を向上させる活動を継続・強化し、また新たな事業に挑戦す
るほか、歩行者空間や交通に関する課題にも着目し、これまで以上に「歩いて楽しいまち」の実現に向けた取り組みを進めま
した。また、まちづくりの基本である美化活動、日本各地でその必要性が高まりつつあるエリア防災や災害への備えに関する
活動、環境向上に関する活動など、「美しく安心なまち」に欠かせないまちの基礎づくりも重視し、九州・アジアに誇れる魅力あ
るまちを目指して活動を行いました。

平成27年度（2015年度）の活動

開発部会

都心部の魅力向上や資産価値
向上のための再開発及びリノベ
ーションの促進、良好な都市景
観づくり、都市の防災、環境向
上に関すること。

歩行者・自転車・自動車それぞれ
の快適な移動空間の創出及び
公共交通の利用促進、筑紫口
やその他エリアの交通に関す
ること。

都市のにぎわい創出、回遊性向
上、安全・安心、環境向上のため
の各事業の企画・運営に関する
こと。

プロジェクト

はかた駅前通りＰＪ

●「博多まちづくりガイドライン2014」アクションプラン編（2014-2016）

●組織体制

●活動エリア
基本方針 アクション

歩いて楽しい
まちづくり

地下鉄七隈線延伸に向けて、歩いて楽しいまちとしての魅力の更なる向上

博多駅周辺の更なる回遊性向上と新たなにぎわい創出

歩行者中心で、公共交通・自転車・自動車とのバランスの取れた、理想的な交通体系の共有

平日や休日、時間を問わず、ライフスタイルに応じて楽しめるまちづくり

美しく安心な
まちづくり

まちの防災機能の強化

美しく、環境に配慮したまちづくり

全ての人にとって、安全・安心なまちづくり

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ

Ⅵ

Ⅶ

　博多のまちは、2016年（平成28年）4月に予定されている博多駅中央街南西街区における「KITTE博多」「JRJP博
多ビル」の開業のほか、2020年度（平成32年度）には地下鉄七隈線延伸が予定されるなど、大きく変化しています。特
に、地下鉄七隈線延伸は、福岡市南西部と博多駅地区との移動時間を大幅に縮めるとともに、渡辺通地区や天神地区と
の回遊性の更なる向上に寄与します。また、九州全体や本州方面へのアクセスの拠点である博多駅地区の吸引力が高ま
り、博多のまちの存在感が一層高まることが予想されます。

そこで、2014～2016年度（平成26～28年度）の3年間を、

博多の新たなステージに向けて“磨く（みがく）”期間と位置づけます。

はかた学びＰＪ

どんたくＰＪ

博多駅を中心に東西約1.5km、
南北約1kmのエリア

筑
紫
口
通
り

筑紫口中央通り
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アクション

歩いて楽しいまちづくり

Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ

地下鉄七隈線延伸に向けて、歩いて楽しいまちとしての魅力の更なる向上
博多駅周辺の更なる回遊性向上と新たなにぎわい創出
歩行者中心で、公共交通・自転車・自動車とのバランスの取れた、理想的な交通体系の共有
平日や休日、時間を問わず、ライフスタイルに応じて楽しめるまちづくり

　博多駅地区のにぎわい創出と、天神地区への回遊性向上および福岡都心部全体の活
性化を目的に、博多どんたく港まつりの主要行事として「はかた駅前通り」の約１５０ｍを
ステージとする「はかた駅前“どんたく”ストリート」を開催。「パレード型」だけでなく「ス
テージ型演技」も可能であることが好評を博し、３２団体（うち８団体が初出場）・約１，８００
名が参加。
　沿道の観客数は、初日の小雨の影響もあり前年度と比べ約１割減少したものの多くの来街者でにぎわいを見せた。

（5/3 10:00～11:30 4,692名、5/4 10:00～13:00 13,475名）

　博多駅周辺地区の回遊性向上を目的に、はかた駅前通り、大博通り、住吉通り、筑紫口
中央通りの街路樹や地下鉄出入口建屋など、約40万球のＬＥＤを使用したイルミネーショ
ンを実施。
　周辺の回遊性の向上を目的に、SNS「Instagram（インスタグラム）」と朝日新聞の紙
面広告を連動させた「博多イルミ新聞」を実施したほか、We Love 天神協議会と連携し、
博多・天神で開催されたクリスマスマーケットおよび福岡都心部のイルミネーションを一
体的に紹介するタブロイド紙を72万部発行した。

夜バル朝カフェ

●博多朝カフェ・夜バル　9/7（月）～9/11（金）
　博多口駅前広場にて博多の朝と夜のにぎわいづくりを目
的に開催。前年度好評だった「朝カフェ」に加え、新たに仕
事帰りに気軽に立ち寄れる「夜バル」を展開。期間中
1,542人が来場した。また、博多駅周辺のおすすめ店舗を
紹介した「博多の朝カフェ・夜バルガイド」の配布を行った。

●博多まち歩きマップ2016　10/1（木）～
　博多周辺を3つのエリアに
分け、それぞれおすすめのま
ち歩きコースを示したマップ
を10万部発行。博多まちづく
り推進協議会メンバーが実際
にまちを歩き、メンバー独自の
視点でオススメ商品や飲食店
を紹介する「博多よかもん研
究所」を新たに設定した。

●博多秋博スタンプラリー　10/1（木）～11/30（月）
　博多のまち歩きを楽しんでいただくため、博多エリア
15箇所にスタンプを設置し、スタンプを集めた方には博
多弁をテーマにした“にわか猫バッジ”をプレゼント。参加
者数3,522名

●灯りの道しるべ　10/17（土）
　博多部で取り組まれている

「博多灯明ウォッチング2015」
と連携し、博多駅2階デッキ～
承天寺通り～博多千年門まで、
およそ800個の灯明を並べ、
博多駅から寺社エリアへの回
遊を促した。開催時の承天寺
通りの歩行者は前年度比約
1.7倍の1,773名となった。

●HAKATA SUMMER Fes2015　7/29（水）～8/4（火）
　博多　園山笠後の博多に新たな夏
のにぎわいをつくるため、博多口駅前
広場で初めて開催。9月に開催される

「Fukuoka Music Month」と連携
し、7日間様々なジャンルの音楽が日
替わりで繰り広げられ、多くの来場者
でにぎわった。期間中延べ約20,000
人が来場した。

はかた駅前“どんたく”ストリート（特別協賛事業）5/3（日・祝）、5/4（月・祝）

冬のファンタジー・はかた’16（特別協賛事業）11/13（金）～1/12（火）

はかたんウォーク

まちのにぎわいを広げる活動

●ハカタリノベーションカフェ　10/1（木）～10/31（土）
　場　　　所　　博多駅前3丁目29－21貝眞ビル１階
　営 業 時 間　　11：00～21：00
　カフェ店舗　　「イグニッション・スイッチ」/「カフェソネス」

　空室の機能更新手法の周知とそれによるまちのにぎわいの広がりを目指し
て、ビルの空室をリノベーションにより改修し、１ヶ月限定でカフェを展開した。
リノベーションにあたっては、その手法をより身近なものと感じられるように、安
価な流通用木製パレットを再利用したほか、はかた大学の学生による「ＤＩＹ講
座」でカフェ空間を作り上げた。また、期間中は会員の皆さまのご協力を得なが
ら、まちづくりやリノベーションに関する講演会、セミナーなどを日替わりで計
34回開催するなど、前年度の取り組みから更なる充実を図った。その他、当協
議会の部会・プロジェクトなどの各種会議を開催したほか、活動内容についても
デジタルサイネージ等で情報発信を行い、“まちづくりの拠点”としての機能も
合わせて持つカフェとなった。来場者延べ3,139名

＜講演会・セミナー実施例＞
10/8（木）　 「オフィスビルをみんなで考えよう」
 講師：(株)竹中工務店
  「MAT world 行ったつもり★バーチャル世界建築ツアー」
 講師：NPO法人 福岡建築ファウンデーション
10/16（金）  「みんなのはかた駅前通りの計画」
 講師：麻生建築＆デザイン専門学校
10/19（月）　  「KITTE博多（博多駅中央街SW計画）」の不動産開発と 「KITTE」ブランドについて
 講師：日本郵便(株)
10/27（火）  「建築とアニメによるオープンイノベーション？～前田建設工業ファンタジー営業部とは何か～」
 講師：前田建設工業(株)
10/30（金）  「アナバ不動産 in 御供所町」
 講師：(株)ダイスプロジェクト

はかた大学「DIY講座」の様子

セミナーの様子

内部の様子ハカタリノベーションカフェの外観

はかた駅前通りのイルミネーション
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アクション

歩いて楽しいまちづくり

Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
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●はかた大学
　学びを通じて博多のまちの新たなコミュニティがうまれることを目指して開校し２年目を迎えた。新しい分野への講座
の展開、講座の定例開催などに取り組み、前年度の11講座を大きく上回る23講座を実施した。その結果、学生登録者数
は、前年度末の384名から平成28年3月31日時点で680名となり、認知度も大きく向上した。

【講座の定例開催】
　前年度好評の「ヨガ講座」を月１回の定例開催とした。住吉神社能楽殿、ＪＲ博多シティ屋上、ハカタリノベーションカ
フェなど、はかた大学独自の会場選定や様々なテーマ設定をすることで、人気講座として定着した。

【食に関する講座】
・大人のこだわり珈琲学Ⅱ～博多でビターな夜を過ごす～　10/19（月）19時

場所：ハカタリノベーションカフェ、講師：幸田貴枝氏・長尾仁氏（UCC上島珈琲）、参加者22名
・デキる大人の料理講座～誰でもカンタン正月料理～　12/15（火）18時半

場所：博多阪急うまか研究所、講師：嘉村健志氏（料理研究家、管理栄養士）、参加者20名
・デキる大人の日本酒講座～気軽で楽しい日本酒の選び方～　3/3（木）19時

場所：キャナルシティ博多、講師：庄島健泰氏(博多住吉酒販)、参加者17名
・デキる大人のうどん講座～博多うどんを知る～　3/24（木）19時

場所：承天寺、講師：山田祐一郎氏(うどんライター)、参加者26名

【ライフスタイルに関する講座】
・梅雨のお悩みスッキリ解消！脱・カビで快適な暮らし！　6/18（木）19時

場所：麻生塾、講師：自見祥真氏（サニクリーン九州）、参加者22名
・みんなで作る！みんなのタマリバ～リノベカフェを手作りしよう～
　9/19（土）20（日）13時～17時

場所：ハカタリノベーションカフェ、講師：小石俊輔氏・小野洋平氏（ダイ
スプロジェクト）、参加者48名

・〔博多阪急コラボイベント〕ファッションコーディネート体験講座 Vol.2
　3/18（金）19時

場所：博多阪急、講師：田中菜保子氏（1st Grade Color Cordinator）、
参加者15名

・デキる大人のカメラ講座～撮り方を知る～　3/19（土）14時
場所：キャナルシティ博多／櫛田神社、講師：平川雄一郎氏（ALBUS）、
参加者18名

【ビジネスに関する講座】
・博多でマネー講座～これから始めるお金の話～　11/19（木）19時

場所：JR博多シティ、講師：一色祥氏（西日本シティ銀行）・前野靖弘氏
（フィデリティ投信）、参加者19名

・デキる大人の押さえておきたい洋食マナー～日本人が犯しやすいタブー
  10か条～　12/10（木）19時

場所：麻生塾、講師：原田陽子氏（プロトコールインストラクター）、参加者
21名

【カルチャーに関する講座】
・博多を学ばナイトⅢ　10/7（水）・14（水）・28（水）・11/18（水）19時

場所：ハカタリノベーションカフェ、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）、参加者20名

・デキる大人の落語入門講座～ゼロから学ぶ落語のいろは～　2/16（火）19時
場所：JR九州ホール、講師：粗忽家酔書氏（宗像落語会）、参加者37名

デキる大人の料理講座

ファッションコーディネート体験講座

博多を学ばナイトⅢ

デキる大人の落語入門講座

ハカタストリートコンテナ

●国家戦略特区道路占用事業「ハカタストリートマーケット」
　11/6（金）～12/4（金）

　国家戦略特区を活用し、おもてなし空間の形成と新たな都心のにぎ
わいづくり、道路空間の活用方法の提案を目的として、「ハカタスト
リートコンテナ」および、「はかた駅前マルシェ」の2つの事業を実施し
た。両プロジェクトとも他都市には例の少ない道路空間の活用事例と
して注目を集めた。
・ハカタストリートコンテナ　11/6（金）～12/4（金）

　損保ジャパン日本興亜ビル前の歩道上にコンテナを活用したカ
フェショップを設置。木製パレットを活用した店舗デザインとするこ
とで、直前まで行われていたハカタリノベーションカフェと連続性をもたせた。
　また、海外を含む観光客への道案内なども行い、単なるカフェショップに留まら
ず、まちのインフォメーションとしても機能し、今後の展開が期待される企画となっ
た。歩道空間を使ったコンテナショップの展開は他都市でも例が少なく、エリアマネ
ジメント関係者から高い評価を受けた。来店数約3,000人

・はかた駅前マルシェ　11/14（土）・15（日）・21（土）・22（日） 
　博多区役所南口交差点付近～博多駅前2丁目交差点付近の歩道上9ヵ所（駅前2
丁目、3丁目）において、週末限定で採れたての野菜や福岡各地の食を集めたマル
シェを開催。各日9店舗が出店し、興味を持って足をとめる人が多く、通りでのマル
シェの開催について関心の高さがうかがわれた。

●「はかた駅前通り活用プロジェクト 将来ビジョン」の策定
　はかた駅前通りＰＪにおいて「はかた駅前通り」が目指すべき将来像を検討。その検討結果をとりまとめ、沿道地権者
や関係者と将来像を共有するためにリーフレットを製作した。今後、はかた駅前通りの再整備を契機に上質でありながら
もにぎわいを演出していくために、沿道地権者への啓発ツールとして活用していく。

●公共交通利用啓発アクション「モビ天×モビ博」　9/19（土）・20（日）
　福岡市、We Love 天神協議会と当協議会の三者が連携した初の公共交通利用
促進の啓発活動『Think Mobility TENJIN（モビ天）×Think Mobility HAKATA

（モビ博）』を実施。三者の代表者による共同のオープニングセレモニーのほか、公共
交通利用促進宣言ボードへの署名活動などを展開した。博多口駅前広場では、「こど
もシティHAKATA キッズワークランド」に公共交通を利用してご来場された方にノ
ベルティの配布を行うなど、多くの方に公共交通の利用促進を訴えた。

歩きたくなるまちをつくる活動

●公共交通と自転車交通の先進事例の視察
　名古屋市（4/23・24）/金沢市（3/3）/神戸市（3/4）

　「公共交通利用の促進」「大博通りの渋滞緩和」を
テーマに、福岡市でも検討が進められているＢＲＴの先
進事例として名古屋市の「基幹バス」「ガイドウェイバ
ス」の視察を実施。
　また、福岡市と共働で実施を検討していた「コミュニ
ティサイクル社会実験」が設備や運営面の問題から実
施困難になったため、先進的な取り組みを進める金沢
市や都市規模が近い神戸市での取り組みを視察し、福
岡市での実現に向けた課題を検証した。

はかた駅前マルシェ

オープニングセレモニーの様子

●公共交通や自転車に関する学び講座
　10/13（火）　

｢地下鉄七隈線延伸について｣講師：福岡市交通局
｢愛車は駐輪場にとめましょう｣講師：福岡市道路下水道
局、参加者16名

　2/9（火）　
「自転車利用推進講習会」講師：福岡市市民局、参加者
19名

●交通量調査
　KITTE博多、JRJP博多ビルの開業の影響を調査す
るため、新たに調査ポイントを3箇所追加して実施。
2011年から比較すると歩行者は平日・土曜日ともに増
加。自転車は平日で減少するも土曜日で大きく増加。自
動車は平日・土曜日ともに減少した。ここ数年継続した
データの蓄積が進んだため、次年度は経年分析の実施
を進め、博多駅周辺の交通の将来像について検証する。

●放置自転車への注意札付け活動・講習会
　違法駐輪対策として、毎月のクリーンデイに合わせ
て、違法放置自転車への注意札と博多駅周辺の駐輪場
マップの取り付け活動を行い、駐輪場への駐輪を促し
た。また、2/17（水）には博多区より講師を招いて注意
札付け活動を実施するための講習会を実施し、36名が
参加した。

〈会員数と属性〉

会社員
52％（356人）

教員
1％（8人）

公務員
5％（33人）

自営業
6％（41人）

主婦
4％（29人）

専門学校生
1％（4人）

大学生・院生
1％（10人）

不明
19％（129人）

アルバイト・パート
4％（29人） その他

6％（41人）

680人
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【食に関する講座】
・大人のこだわり珈琲学Ⅱ～博多でビターな夜を過ごす～　10/19（月）19時

場所：ハカタリノベーションカフェ、講師：幸田貴枝氏・長尾仁氏（UCC上島珈琲）、参加者22名
・デキる大人の料理講座～誰でもカンタン正月料理～　12/15（火）18時半

場所：博多阪急うまか研究所、講師：嘉村健志氏（料理研究家、管理栄養士）、参加者20名
・デキる大人の日本酒講座～気軽で楽しい日本酒の選び方～　3/3（木）19時

場所：キャナルシティ博多、講師：庄島健泰氏(博多住吉酒販)、参加者17名
・デキる大人のうどん講座～博多うどんを知る～　3/24（木）19時

場所：承天寺、講師：山田祐一郎氏(うどんライター)、参加者26名

【ライフスタイルに関する講座】
・梅雨のお悩みスッキリ解消！脱・カビで快適な暮らし！　6/18（木）19時

場所：麻生塾、講師：自見祥真氏（サニクリーン九州）、参加者22名
・みんなで作る！みんなのタマリバ～リノベカフェを手作りしよう～
　9/19（土）20（日）13時～17時

場所：ハカタリノベーションカフェ、講師：小石俊輔氏・小野洋平氏（ダイ
スプロジェクト）、参加者48名

・〔博多阪急コラボイベント〕ファッションコーディネート体験講座 Vol.2
　3/18（金）19時

場所：博多阪急、講師：田中菜保子氏（1st Grade Color Cordinator）、
参加者15名

・デキる大人のカメラ講座～撮り方を知る～　3/19（土）14時
場所：キャナルシティ博多／櫛田神社、講師：平川雄一郎氏（ALBUS）、
参加者18名

【ビジネスに関する講座】
・博多でマネー講座～これから始めるお金の話～　11/19（木）19時

場所：JR博多シティ、講師：一色祥氏（西日本シティ銀行）・前野靖弘氏
（フィデリティ投信）、参加者19名

・デキる大人の押さえておきたい洋食マナー～日本人が犯しやすいタブー
  10か条～　12/10（木）19時

場所：麻生塾、講師：原田陽子氏（プロトコールインストラクター）、参加者
21名

【カルチャーに関する講座】
・博多を学ばナイトⅢ　10/7（水）・14（水）・28（水）・11/18（水）19時

場所：ハカタリノベーションカフェ、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）、参加者20名

・デキる大人の落語入門講座～ゼロから学ぶ落語のいろは～　2/16（火）19時
場所：JR九州ホール、講師：粗忽家酔書氏（宗像落語会）、参加者37名

デキる大人の料理講座

ファッションコーディネート体験講座

博多を学ばナイトⅢ

デキる大人の落語入門講座

ハカタストリートコンテナ

●国家戦略特区道路占用事業「ハカタストリートマーケット」
　11/6（金）～12/4（金）

　国家戦略特区を活用し、おもてなし空間の形成と新たな都心のにぎ
わいづくり、道路空間の活用方法の提案を目的として、「ハカタスト
リートコンテナ」および、「はかた駅前マルシェ」の2つの事業を実施し
た。両プロジェクトとも他都市には例の少ない道路空間の活用事例と
して注目を集めた。
・ハカタストリートコンテナ　11/6（金）～12/4（金）

　損保ジャパン日本興亜ビル前の歩道上にコンテナを活用したカ
フェショップを設置。木製パレットを活用した店舗デザインとするこ
とで、直前まで行われていたハカタリノベーションカフェと連続性をもたせた。
　また、海外を含む観光客への道案内なども行い、単なるカフェショップに留まら
ず、まちのインフォメーションとしても機能し、今後の展開が期待される企画となっ
た。歩道空間を使ったコンテナショップの展開は他都市でも例が少なく、エリアマネ
ジメント関係者から高い評価を受けた。来店数約3,000人

・はかた駅前マルシェ　11/14（土）・15（日）・21（土）・22（日） 
　博多区役所南口交差点付近～博多駅前2丁目交差点付近の歩道上9ヵ所（駅前2
丁目、3丁目）において、週末限定で採れたての野菜や福岡各地の食を集めたマル
シェを開催。各日9店舗が出店し、興味を持って足をとめる人が多く、通りでのマル
シェの開催について関心の高さがうかがわれた。

●「はかた駅前通り活用プロジェクト 将来ビジョン」の策定
　はかた駅前通りＰＪにおいて「はかた駅前通り」が目指すべき将来像を検討。その検討結果をとりまとめ、沿道地権者
や関係者と将来像を共有するためにリーフレットを製作した。今後、はかた駅前通りの再整備を契機に上質でありながら
もにぎわいを演出していくために、沿道地権者への啓発ツールとして活用していく。

●公共交通利用啓発アクション「モビ天×モビ博」　9/19（土）・20（日）
　福岡市、We Love 天神協議会と当協議会の三者が連携した初の公共交通利用
促進の啓発活動『Think Mobility TENJIN（モビ天）×Think Mobility HAKATA

（モビ博）』を実施。三者の代表者による共同のオープニングセレモニーのほか、公共
交通利用促進宣言ボードへの署名活動などを展開した。博多口駅前広場では、「こど
もシティHAKATA キッズワークランド」に公共交通を利用してご来場された方にノ
ベルティの配布を行うなど、多くの方に公共交通の利用促進を訴えた。

歩きたくなるまちをつくる活動

●公共交通と自転車交通の先進事例の視察
　名古屋市（4/23・24）/金沢市（3/3）/神戸市（3/4）

　「公共交通利用の促進」「大博通りの渋滞緩和」を
テーマに、福岡市でも検討が進められているＢＲＴの先
進事例として名古屋市の「基幹バス」「ガイドウェイバ
ス」の視察を実施。
　また、福岡市と共働で実施を検討していた「コミュニ
ティサイクル社会実験」が設備や運営面の問題から実
施困難になったため、先進的な取り組みを進める金沢
市や都市規模が近い神戸市での取り組みを視察し、福
岡市での実現に向けた課題を検証した。

はかた駅前マルシェ

オープニングセレモニーの様子

●公共交通や自転車に関する学び講座
　10/13（火）　

｢地下鉄七隈線延伸について｣講師：福岡市交通局
｢愛車は駐輪場にとめましょう｣講師：福岡市道路下水道
局、参加者16名

　2/9（火）　
「自転車利用推進講習会」講師：福岡市市民局、参加者
19名

●交通量調査
　KITTE博多、JRJP博多ビルの開業の影響を調査す
るため、新たに調査ポイントを3箇所追加して実施。
2011年から比較すると歩行者は平日・土曜日ともに増
加。自転車は平日で減少するも土曜日で大きく増加。自
動車は平日・土曜日ともに減少した。ここ数年継続した
データの蓄積が進んだため、次年度は経年分析の実施
を進め、博多駅周辺の交通の将来像について検証する。

●放置自転車への注意札付け活動・講習会
　違法駐輪対策として、毎月のクリーンデイに合わせ
て、違法放置自転車への注意札と博多駅周辺の駐輪場
マップの取り付け活動を行い、駐輪場への駐輪を促し
た。また、2/17（水）には博多区より講師を招いて注意
札付け活動を実施するための講習会を実施し、36名が
参加した。

〈会員数と属性〉

会社員
52％（356人）

教員
1％（8人）

公務員
5％（33人）

自営業
6％（41人）

主婦
4％（29人）

専門学校生
1％（4人）

大学生・院生
1％（10人）

不明
19％（129人）

アルバイト・パート
4％（29人） その他

6％（41人）

680人



7 8

外にいる時は・・・

博多警察署・博多まちづくり推進協議会

電話をしたり、音楽を聴いたりしながら
歩かないようにしよう。

帰宅する際には、なるべく友人や同僚などと
一緒に帰ろう。

周囲を警戒していることをアピールしよう。

出入口に近く、非常ボタンが押せる位置に
立つように心がけよう。

防犯グッズは、バッグなどにつけ、すぐに使えるようにしておこう。

不審な人が乗り込んできた時は、すみやかに最寄りの階で降りよう。

寝る前には玄関や窓のカギが
かかっているか確認しよう。

高層階でも窓には必ずカギをかけよう。

家に入る前には、周囲に不審な人が
いないか確認しよう。

帰宅後はすぐにカギをかけよう。

カギかけ確認を習慣づける！！カギかけ確認を習慣づける！！

夜道ではスキを見せない！！夜道ではスキを見せない！！

エレベーターでは常に警戒！！エレベーターでは常に警戒！！

防犯ブザーなどの防犯グッズを身につける！！防犯ブザーなどの防犯グッズを身につける！！

乗る前に周囲を確認し、不審な人が
いるときは乗らないようにしよう。

自宅では・・・
被害者の

多くがカギをかけて
いないんです！

外にいる時は・・・
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性犯罪・チカンから身を守る
方法

犯人は後ろから
あなたを狙って
います！

犯罪の少ないまちをつくろう！！犯罪の少ないまちをつくろう！！

アクション

●クリーンデイ
　毎月第3木曜日の朝の時間を活用し、博多駅周辺の清掃活動を実施。毎月博多口駅
前広場には約250名の参加者が集合し、まちづくりの基本である「まちの美化」に取り
組んだ。10月には福岡市が主催する「モラル・マナー向上市民運動2015」とも連携し、
啓発チラシの配布を行った。年間参加者数2,818名。

●2015夏のスペシャルクリーンデイ　7/9（木）
　博多　園山笠が始まる前に博多を訪れる方々をきれいなまちでお迎えするため、
おっしょい博多クリーンアップ作戦（博多警察署と福岡商工会議所で構成）と連携し、
同日一斉に清掃活動を実施。合わせて「落書き消し活動」を行い、はかた駅前通りや大
博通りを中心に40箇所の落書きを消去した。

●博多ひ～んやり！打ち水　7/29（水）～8/4（火）※土日を除く
　打ち水を行うことで、夏の暑さを和らげ、環境にやさしいまちづくりを進めることを目
的に福岡市環境局と連携して実施。博多の夏の風物詩として広げていくため、1週間に
わたり博多口駅前広場で実施したほか、当協議会会員による「打ち水サポーター」が11
箇所で打ち水を実施した。参加者延べ700名。

●防災セミナー
「みんなで考える地域防災」
講習会＆ワークショップ（水害編）　6/12（金）
講演①　博多のまちに都市型水害対策は必要か？～みんなで取り組む対策の大切さ～
 講師：九州産業大学工学部　都市基盤デザイン工学科　教授　山下三平氏
講演②　福岡市の対策紹介　福岡市の防災・減災～覚えておこう！災害への対応～
 講師：福岡市市民局防災・危機管理部 防災普及啓発指導員　奥園孝二氏
ワークショップ：みんなで博多駅周辺地域での都市型水害対策について考えよう
ファシリテーター：㈱福山コンサルタント　山本英治氏
　都市型災害について学ぶことで参加者の防災意識を高め、住む人・働く人・行政が連
携して対策することの重要性を学んだ。雨が多くなる梅雨時期を前に水害について学
び、様々な立場で対策を考えることができた。講習会参加者54名、ワークショップ参加
者28名。
過去の事例から学ぶ、災害発生時における初動と課題　10/15（木）　　
講師：福岡市市民局防災・危機管理部 防災普及啓発指導員　奥園孝二氏
　災害時の注意すべきポイントを、長年消防士として現場に携わった豊富な体験談を
交えわかりやすく解説いただいた。参加者20名。
大規模災害発生直後を考えるワークショップ＆実践訓練　10/26（月）
講師：九州産業大学　工学部建築学科教授　日髙圭一郎氏、博多あん・あんリーダー会
　自治協議会と事業者が、避難行動や課題等についての課題共有を図るため、東住吉
地区をモデルケースに大規模地震発生直後の3時間に絞り「避難」をテーマにしたDIG
（図上訓練）を行った。参加者28名。

●博多地区ＡＥD マップの製作
　まちの防災機能の強化を目的に、博多地区におけるAED設置箇所をまとめたエリア
マップを製作し7,000部配布した。AEDの使用方法と設置エリアマップの他、博多地
区全体の防災意識を高めるため、応急手当の基礎知識や過去のAEDの使用事例を掲
載した。また、博多まちづくり推進協議会のホームページ内に掲載し、より多くの方が
活用できるようにした。

●環境向上活動セミナー
環境の取り組み「みんなでオフィスビルを考えよう！」講習会　10/8（木）
講師：㈱竹中工務店　平野克彦氏、大川徹氏
　省エネ、創エネの啓発目的として、ZEB（ゼロエネルギービル）に取り組む竹中工務店
の事例紹介＆ワークプレイスを考えるミニワークショップを実施した。参加者25名。

●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。

●博多星空映画館 in 明治公園　10/24（土）
　都心の公園を多くの方に利用していただくこと、そし
て公園の新たな活用を目的に、博多駅近くの明治公園
で一夜限りの「博多星空映画館」を初めて開催。
　地下鉄七隈線工事の防音壁をスクリーンにして、親子
でも楽しめる作品「アイスエイジ」を上映した。親子連
れなど多くの方がお越しになり芝生広場で座ったり、寝
転んだりして映画を楽しまれる姿が見られ公園の特徴
を最大限活用することができた。また、来場者からは今
後も実施して欲しいという声を多くいただいたほか、都
心部の公園の新たな活用方法として多くの注目を集めた。
　映画上映前には平成27年3月に防音壁に当協議会が
設置した巨大アートの作画者である絵本作家「ザ・キャ
ビンカンパニー」による、どうぶつのマグネットをつくる
ワークショップも開催。
　合わせて、公園内では、屋内の映画館と同じように楽
しんでいただくため普段は実施することができないサン
ドイッチやポップコーンの販売も行って、にぎわいの創
出に努めた。来場者200名。

性犯罪防止啓発リーフレットの製作
　博多警察署と共同で、リーフレットを15,000部製作し配布した。女性が手に取りやすいデザイ
ンにし、一人一人の防犯意識を高める内容を掲載した。　
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第9回防犯講習会　7/21（火）
　博多警察署、ＫＤＤＩを講師に迎え、子供が実際
に巻き込まれた携帯電話の犯罪とその対策につい
て学ぶ講習会を行った。参加者31名。

　第10回防犯講習会　2/16（火）
　博多警察署を講師に迎え、博多区で発生した女
性を狙った犯罪状況や護身術などを学ぶ講習会を
行った。今回、女性の防犯意識を高めるため、初め
て女性限定の講習会とした。参加者47名。

ワークショップ（水害編）の様子

DIG（図上訓練）の様子

AED マップ

はかた駅前通りの植栽

第10回防犯講習会



7 8

外にいる時は・・・

博多警察署・博多まちづくり推進協議会

電話をしたり、音楽を聴いたりしながら
歩かないようにしよう。

帰宅する際には、なるべく友人や同僚などと
一緒に帰ろう。

周囲を警戒していることをアピールしよう。

出入口に近く、非常ボタンが押せる位置に
立つように心がけよう。

防犯グッズは、バッグなどにつけ、すぐに使えるようにしておこう。

不審な人が乗り込んできた時は、すみやかに最寄りの階で降りよう。

寝る前には玄関や窓のカギが
かかっているか確認しよう。

高層階でも窓には必ずカギをかけよう。

家に入る前には、周囲に不審な人が
いないか確認しよう。

帰宅後はすぐにカギをかけよう。

カギかけ確認を習慣づける！！カギかけ確認を習慣づける！！

夜道ではスキを見せない！！夜道ではスキを見せない！！

エレベーターでは常に警戒！！エレベーターでは常に警戒！！

防犯ブザーなどの防犯グッズを身につける！！防犯ブザーなどの防犯グッズを身につける！！

乗る前に周囲を確認し、不審な人が
いるときは乗らないようにしよう。

自宅では・・・
被害者の

多くがカギをかけて
いないんです！

外にいる時は・・・

夜道ではスキを見せない！！夜道ではスキを見せない！！夜道ではスキを見せない！！夜道ではスキを見せない！！夜道ではスキを見せない！！夜道ではスキを見せない！！夜道ではスキを見せない！！夜道ではスキを見せない！！夜道ではスキを見せない！！夜道ではスキを見せない！！夜道ではスキを見せない！！夜道ではスキを見せない！！夜道ではスキを見せない！！夜道ではスキを見せない！！夜道ではスキを見せない！！夜道ではスキを見せない！！夜道ではスキを見せない！！夜道ではスキを見せない！！夜道ではスキを見せない！！夜道ではスキを見せない！！夜道ではスキを見せない！！夜道ではスキを見せない！！夜道ではスキを見せない！！夜道ではスキを見せない！！夜道ではスキを見せない！！夜道ではスキを見せない！！夜道ではスキを見せない！！夜道ではスキを見せない！！夜道ではスキを見せない！！夜道ではスキを見せない！！夜道ではスキを見せない！！夜道ではスキを見せない！！夜道ではスキを見せない！！夜道ではスキを見せない！！夜道ではスキを見せない！！夜道ではスキを見せない！！夜道ではスキを見せない！！夜道ではスキを見せない！！夜道ではスキを見せない！！夜道ではスキを見せない！！夜道ではスキを見せない！！夜道ではスキを見せない！！夜道ではスキを見せない！！夜道ではスキを見せない！！夜道ではスキを見せない！！夜道ではスキを見せない！！夜道ではスキを見せない！！夜道ではスキを見せない！！夜道ではスキを見せない！！夜道ではスキを見せない！！夜道ではスキを見せない！！夜道ではスキを見せない！！夜道ではスキを見せない！！夜道ではスキを見せない！！夜道ではスキを見せない！！夜道ではスキを見せない！！夜道ではスキを見せない！！夜道ではスキを見せない！！夜道ではスキを見せない！！夜道ではスキを見せない！！夜道ではスキを見せない！！夜道ではスキを見せない！！夜道ではスキを見せない！！夜道ではスキを見せない！！夜道ではスキを見せない！！夜道ではスキを見せない！！夜道ではスキを見せない！！夜道ではスキを見せない！！夜道ではスキを見せない！！夜道ではスキを見せない！！夜道ではスキを見せない！！夜道ではスキを見せない！！夜道ではスキを見せない！！夜道ではスキを見せない！！夜道ではスキを見せない！！夜道ではスキを見せない！！夜道ではスキを見せない！！夜道ではスキを見せない！！夜道ではスキを見せない！！夜道ではスキを見せない！！夜道ではスキを見せない！！夜道ではスキを見せない！！夜道ではスキを見せない！！夜道ではスキを見せない！！夜道ではスキを見せない！！夜道ではスキを見せない！！夜道ではスキを見せない！！夜道ではスキを見せない！！夜道ではスキを見せない！！夜道ではスキを見せない！！夜道ではスキを見せない！！夜道ではスキを見せない！！夜道ではスキを見せない！！夜道ではスキを見せない！！夜道ではスキを見せない！！夜道ではスキを見せない！！夜道ではスキを見せない！！夜道ではスキを見せない！！夜道ではスキを見せない！！夜道ではスキを見せない！！

性犯罪・チカンから身を守る
方法

犯人は後ろから
あなたを狙って
います！

犯罪の少ないまちをつくろう！！犯罪の少ないまちをつくろう！！

アクション

●クリーンデイ
　毎月第3木曜日の朝の時間を活用し、博多駅周辺の清掃活動を実施。毎月博多口駅
前広場には約250名の参加者が集合し、まちづくりの基本である「まちの美化」に取り
組んだ。10月には福岡市が主催する「モラル・マナー向上市民運動2015」とも連携し、
啓発チラシの配布を行った。年間参加者数2,818名。

●2015夏のスペシャルクリーンデイ　7/9（木）
　博多　園山笠が始まる前に博多を訪れる方々をきれいなまちでお迎えするため、
おっしょい博多クリーンアップ作戦（博多警察署と福岡商工会議所で構成）と連携し、
同日一斉に清掃活動を実施。合わせて「落書き消し活動」を行い、はかた駅前通りや大
博通りを中心に40箇所の落書きを消去した。

●博多ひ～んやり！打ち水　7/29（水）～8/4（火）※土日を除く
　打ち水を行うことで、夏の暑さを和らげ、環境にやさしいまちづくりを進めることを目
的に福岡市環境局と連携して実施。博多の夏の風物詩として広げていくため、1週間に
わたり博多口駅前広場で実施したほか、当協議会会員による「打ち水サポーター」が11
箇所で打ち水を実施した。参加者延べ700名。

●防災セミナー
「みんなで考える地域防災」
講習会＆ワークショップ（水害編）　6/12（金）
講演①　博多のまちに都市型水害対策は必要か？～みんなで取り組む対策の大切さ～
 講師：九州産業大学工学部　都市基盤デザイン工学科　教授　山下三平氏
講演②　福岡市の対策紹介　福岡市の防災・減災～覚えておこう！災害への対応～
 講師：福岡市市民局防災・危機管理部 防災普及啓発指導員　奥園孝二氏
ワークショップ：みんなで博多駅周辺地域での都市型水害対策について考えよう
ファシリテーター：㈱福山コンサルタント　山本英治氏
　都市型災害について学ぶことで参加者の防災意識を高め、住む人・働く人・行政が連
携して対策することの重要性を学んだ。雨が多くなる梅雨時期を前に水害について学
び、様々な立場で対策を考えることができた。講習会参加者54名、ワークショップ参加
者28名。
過去の事例から学ぶ、災害発生時における初動と課題　10/15（木）　　
講師：福岡市市民局防災・危機管理部 防災普及啓発指導員　奥園孝二氏
　災害時の注意すべきポイントを、長年消防士として現場に携わった豊富な体験談を
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●他都市との情報交換
  6月  2日 東京急行電鉄株式会社
  9月  9日 NPO法人都市デザインワークス
10月20日 京都大学経営管理大学院 特定教授 御手洗潤氏
11月  5日 横浜市議会
11月16日 広島市東区役所
11月19日 全国市街地再開発協会
12月18日 群馬県嬬恋村商工会議所
  1月17日 新南陽商工会議所
  1月27日 鹿児島市市街地まちづくり推進課
  2月16日 浜松まちづくり公社
  3月  7日 宮崎大学 教授 熊野稔氏
  3月22日 小田急電鉄株式会社新宿プロジェクト推進部

●先進事例視察
  4月23日 名古屋市（駐輪場・基幹バス・ガイドウェイバスの運営）
  1月26日 海老名扇町エリアマネジメント（神奈川県）
 COMMUNE246（東京都）
  3月  3日 金沢レンタルサイクル まちのり事務局
  3月  4日 神戸コミュニティサイクル「コベリン」運営事務局

●地域イベントとの連携
  6月18日 ラブアース・クリーンアップ2015（福岡市）
  9月27日 住吉神社観月会
10月  9日～ ふくこいアジア祭り2015（ふくこいアジア祭り実行委員会）
10月13日～ 博多情緒めぐり（博多区）
10月15日 1０分フィットネス（10分ランチフィットネス協会）
10月17日 博多灯明ウォッチング2015（博多部まちづくり協議会）
10月25日 博多ハロウィン仮装パレード＆コンテスト2015

（キャナルシティ博多・博多リバレインホール）
11月  3日 第10回バルウォーク（NPO法人イデア九州・アジア）
11月  3日 Nippon Now!!（フクオカ・ナウ）
11月19日～ 博多ライトアップウォーク2015（博多区）
  1月17日 第3回福岡検定（福岡検定実行委員会）
  1月22日 東長寺節分祭博多駅表敬訪問
  2月  3日 節分祭(東長寺、住吉神社）
  3月19日～ ファッションウィーク福岡2016（福岡商工会議所）
  通年 福岡県警察音楽隊「安全・安心コンサートin博多」

●情報発信
会報誌「はかたんだより」
　№21～№24を発行。会員企
業の紹介や各部会による活動の
様子が伝わりやすい紙面とした。

●自主財源事業
エリアマネジメント広告事業
　はかた駅前通り・大博通り・
住吉通りの街路灯バナーを広告
枠として販売し、その収入を
協議会の活動費に一部あてて
いる。

●総会・理事会の開催状況
  4月17日　平成27年度通常総会
  7月  8日　平成27年度第１回理事会
　　　　　　（情報提供：地下鉄七隈線延伸に伴う博多口駅前広場の工事について）
  9月17日　平成27年度第2回理事会
　　　　　　（情報提供：出来町公園の再整備について）
12月17日　平成27年度第3回理事会
  3月17日　平成27年度第4回理事会

まちづくり支援自動販売機事業
　売上金の一部を博多まちづく
り推進協議会の活動費として寄
付していただく自動販売機の設
置企業を募集。

街路灯バナー外国語案内サイン
　はかた駅前通りにおいて外国
人から案内を求められることが
多い「JR博多駅」「キャナルシ
ティ博多」「櫛田神社」の5ヵ国
語案内サインを福岡市と連携し
て掲出。

（日本語・英語・韓国語・中国語・
タイ語）

協議会活動の充実、他組織との連携

情報発信・自主財源の確保

その他活動実績

●他組織への参画（委員就任、会議出席など）
・博多区自転車等駐輪対策推進協議会
・博多警察署協議会
・博多千年門振興会
・博多の魅力発信会議
・博多ライトアップウォーク実行委員会
・福岡おもてなし委員会
・福岡検定実行委員会
・福岡市駐車施設整備懇談会

・福岡市バリアフリー推進協議会
・福岡都心地域都市再生緊急整備協議会
・福岡モビリティ・マネジメント推進連絡会
・福博花しるべ実行委員会
・ユニバーサル都市・福岡推進協議会
・福岡よる旅実行委員会
・全国エリアマネジメントネットワーク設立準備会
・博多港クルーズ船受入関係者連絡協議会

住吉神社 節分祭

博多灯明ウォッチング2015

東長寺節分祭表敬訪問

小田急電鉄（株）視察受け入れ

名古屋市視察（基幹バス）

平成27年度通常総会

博多ライトアップウォーク2015 10分フィットネス
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  1月26日 海老名扇町エリアマネジメント（神奈川県）
 COMMUNE246（東京都）
  3月  3日 金沢レンタルサイクル まちのり事務局
  3月  4日 神戸コミュニティサイクル「コベリン」運営事務局

●地域イベントとの連携
  6月18日 ラブアース・クリーンアップ2015（福岡市）
  9月27日 住吉神社観月会
10月  9日～ ふくこいアジア祭り2015（ふくこいアジア祭り実行委員会）
10月13日～ 博多情緒めぐり（博多区）
10月15日 1０分フィットネス（10分ランチフィットネス協会）
10月17日 博多灯明ウォッチング2015（博多部まちづくり協議会）
10月25日 博多ハロウィン仮装パレード＆コンテスト2015

（キャナルシティ博多・博多リバレインホール）
11月  3日 第10回バルウォーク（NPO法人イデア九州・アジア）
11月  3日 Nippon Now!!（フクオカ・ナウ）
11月19日～ 博多ライトアップウォーク2015（博多区）
  1月17日 第3回福岡検定（福岡検定実行委員会）
  1月22日 東長寺節分祭博多駅表敬訪問
  2月  3日 節分祭(東長寺、住吉神社）
  3月19日～ ファッションウィーク福岡2016（福岡商工会議所）
  通年 福岡県警察音楽隊「安全・安心コンサートin博多」

●情報発信
会報誌「はかたんだより」
　№21～№24を発行。会員企
業の紹介や各部会による活動の
様子が伝わりやすい紙面とした。

●自主財源事業
エリアマネジメント広告事業
　はかた駅前通り・大博通り・
住吉通りの街路灯バナーを広告
枠として販売し、その収入を
協議会の活動費に一部あてて
いる。

●総会・理事会の開催状況
  4月17日　平成27年度通常総会
  7月  8日　平成27年度第１回理事会
　　　　　　（情報提供：地下鉄七隈線延伸に伴う博多口駅前広場の工事について）
  9月17日　平成27年度第2回理事会
　　　　　　（情報提供：出来町公園の再整備について）
12月17日　平成27年度第3回理事会
  3月17日　平成27年度第4回理事会

まちづくり支援自動販売機事業
　売上金の一部を博多まちづく
り推進協議会の活動費として寄
付していただく自動販売機の設
置企業を募集。

街路灯バナー外国語案内サイン
　はかた駅前通りにおいて外国
人から案内を求められることが
多い「JR博多駅」「キャナルシ
ティ博多」「櫛田神社」の5ヵ国
語案内サインを福岡市と連携し
て掲出。

（日本語・英語・韓国語・中国語・
タイ語）

協議会活動の充実、他組織との連携

情報発信・自主財源の確保

その他活動実績

●他組織への参画（委員就任、会議出席など）
・博多区自転車等駐輪対策推進協議会
・博多警察署協議会
・博多千年門振興会
・博多の魅力発信会議
・博多ライトアップウォーク実行委員会
・福岡おもてなし委員会
・福岡検定実行委員会
・福岡市駐車施設整備懇談会

・福岡市バリアフリー推進協議会
・福岡都心地域都市再生緊急整備協議会
・福岡モビリティ・マネジメント推進連絡会
・福博花しるべ実行委員会
・ユニバーサル都市・福岡推進協議会
・福岡よる旅実行委員会
・全国エリアマネジメントネットワーク設立準備会
・博多港クルーズ船受入関係者連絡協議会

住吉神社 節分祭

博多灯明ウォッチング2015

東長寺節分祭表敬訪問

小田急電鉄（株）視察受け入れ

名古屋市視察（基幹バス）

平成27年度通常総会

博多ライトアップウォーク2015 10分フィットネス



【正会員】

(株)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)ザイマックス九州、(株)サニクリーン九州、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、JPビルマネジメント(株)、住吉校区自治協議会、筑前國一之宮 住吉神

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

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)

九州支社、日本郵便(株)、博多駅南西街区まちづくり協議会、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、(株)フジタ 九州支店、(株)ホテル日航福岡、(株)丸井、三井不動産(株)九州支店、（株）明月堂

【一般会員】

(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)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)ALL FOR ONE、(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・都ホテルズ 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 福岡支店、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)、JR九州レ

ンタカー&パーキング(株)、(株)ジェイアールサービスネット福岡、七洋物産(株)、清水建設(株) 九州支店、(株)ジョグステーション、住友生命保険(相)、住友不

動産(株)、西部日本エンタープライズ(株)、セコム(株)九州本部 博多統轄支社、(株)ダイスプロジェクト、(株)大東和、(株)ディーシー、東急建設(株)九州支店、

(株)東急ハンズ博多店、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)、NPO法人 福岡建築

ファウンデーション、富士ゼロックス福岡(株)、(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)山下設計 九州支社、UCC上島珈琲(株)九州支社、ヨシモトポール(株)九州支店、LINE Fukuoka(株)、(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、福岡市

平成28年3月31日現在（五十音順）

事業報告書
平成27年度


