
【正会員】

(株)朝日新聞社、(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、(株)石村萬盛堂、(株)伊藤園、(株)ウェルビー、エヌ・ティ・ティ都市開発

(株) 九州支店、(株)エフ・ジェイエンターテインメントワークス、(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)、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(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九州サービスサポート(株)、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九州リテール(株)、(株)JR博多シ

ティ、JPビルマネジメント(株)、住友商事九州(株)、住吉自治協議会、筑前國一之宮 住吉神社、成和商事(株)、損害保険ジャパン(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、東京建物(株) 九州支店、(株)西日本シティ銀行、西日本鉄道(株)、西日本電信電話(株) 九

州支店、西日本旅客鉄道(株) 鉄道本部新幹線鉄道事業本部 福岡支社、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)博多住吉ホテルマネジメント グランドハイアット福岡、博多バスター

ミナル(株)、(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)ひよ子、(株)ファビルス、深見興産(株)、(株)福岡銀行、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 博多マルイ、三井不

動産(株) 九州支店、(株)明月堂、(株)八百治、安田不動産(株)、(株)山口油屋福太郎

【一般会員】

(株)朝日印刷 福岡支店、朝日生命保険(相) 福岡支社、アサヒビール(株)、（学）麻生塾 麻生公務員専門学校 福岡校、(学)Adachi学園、(株)アットマーク・ラー

ニング、ＲＫＢ毎日放送(株)、(株)伊予銀行 福岡支店、(有)内田エステート、(株)エイジェック 福岡オフィス、ＳＭＢＣコンシューマーファイナンス(株)、(株)エフ

エム福岡、(株)エフ・ジェイ ホテルズ サンライフホテル2・3、(株)オー・エイチ・アイ、(株)オカムラ、オリエンタルホテル福岡 博多ステーション、(株)鹿児島銀

行 福岡支店、上内電気(株)、九州朝日放送(株)、(株)九州ＤＴＳ、(株)九州博報堂、(株)共立電照、(株)近鉄・都ホテルズ 都ホテル博多、(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、こくみん共済coop 福岡推進本部、コクヨマーケティング(株)、コーユーレンティア(株) 九州

支店、五洋建設(株) 九州支店、西京ホンダ販売(株)、(株)サエキジャパン、(株)サニックス、ザ ロイヤルパークホテル 福岡、(株)サンケイディライト、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九州ドラッグイレブン(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、(株)ジェイアール西

日本ビルトビープラス、七洋物産(株)、(株)シティビル、清水建設(株) 九州支店、住友生命保険(相)、住友不動産(株)、セコム(株) 博多統轄支社、（株）船場、

(株)大広九州、(株)ダイスプロジェクト、(株)大東和、東急建設(株) 九州支店、(株)東急ハンズ 博多店、TOTO(株) 九州支社、長崎船舶装備(株)、(株)二鶴堂、

日本生命保険(相)、(株)日本旅行 九州法人営業部、neuet(株)、ネオス(株)、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) 九州営業所、(株)日比谷花壇 九州エリア、（公財）福岡観光コンベンションビューロー、ＮＰＯ

法人 福岡建築ファウンデーション、富士フイルムビジネスイノベーションジャパン(株)、(株)復建エンジニヤリング 福岡支社、(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、三井ガーデンホテル福岡祇園、三井住友海上火災保険(株)、(株)未来図建設、

(株)森硝子店、(株)八百治博多ホテル、(株)山下設計 九州支社、UCCコーヒープロフェッショナル(株)、LINE Fukuoka(株)、ルートインジャパン(株)、ＹＳポール

(株) 九州支店

【特別会員】

九州大学、国土交通省九州運輸局、国土交通省九州地方整備局、(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

2022年3月31日現在（五十音順）

【正会員 70、一般会員 89、特別会員 9、賛助会員 9 計177会員】

○ 博多まちづくり推進協議会会員一覧
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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」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」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」と協議会の活動

　2021年度（令和3年度）は、「アクションプラン（2020-2022）」の2年目であり、「博多まちづくりガイドライン」に描く博
多の新しい将来像実現に向け、活動してまいりました。
　昨年度から感染が拡大している新型コロナウイルスについては対策を徹底するとともに、屋外イベント、オンラインイベント
等に安全に留意して取り組み、2年振りに冬期イルミネーション事業「冬のファンタジー・はかた」の開催や、明治公園等の公
共空間の活用等、新型コロナウイルスの影響を受けた博多のまちに活気とにぎわいを取り戻すべく、「歩いて楽しいまち」「美
しく安心なまち」の実現に向けて活動を行いました。

2021年度（令和3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

はかた学びＰＪ

どんたくＰＪ

●組織体制

●活動エリア

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

●アクションプラン（2020-2022）

基本方針 アクション

歩いて楽しい
まちづくり

美しく安心な
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Ⅰ

博多駅周辺の更なる回遊性向上と新たなにぎわい創出Ⅱ

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Ⅲ

博多に集う様々な人たちが、博多の歴史・文化・食をより深く知り、より深く楽しむまちづくりⅣ

まちの防災機能の強化Ⅴ

美しく、環境に配慮したまちづくりⅥ

全ての人にとって、安全・安心なまちづくりⅦ

　博多のまちは、博多駅周辺の開発が進み、さらに2022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
区との回遊性のさらなる向上に寄与するとともに、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、2020年度からの3年間を、

博多の新たなステージに向けて、博多の活力やにぎわいを“拡げる”期間と位
置づけました。
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2020 2022

２
０
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年
度
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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
博多に集う様々な人たちが、博多の歴史・文化・食をより深く知り、より深く楽しむまちづくり

　2021年度においても、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、活動は制限されました。
しかしながら、コロナ禍においても、万全の感染対策（会議等のオンライン化やハイブリッド化、消毒
の徹底、ソーシャルディスタンスの確保や入場制限等）を行うことで、様々な活動を実施することが
できました。

●冬のファンタジー・はかた（特別協賛事業）　　11/4（木）～1/5（水）
　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、筑紫口通りなどの街路樹にLEDストリングスを装
飾してまちを彩る「冬のファンタジー・はかた」を２年振りに開催した。JR博多シティ、キャナルシティ博多などの商業施設
とあわせ、エリア全体で約100万球のイルミネーションがクリスマスシーズンの街並みを華やかに演出した。
　今年は、筑紫口中央通りのLEDのライトアップ装飾「光の柱」について、タイマー制御で電球色と昼白色と色を変えるこ
とで新たににぎわいを創出したほか、一昨年と同様、大博通りおよび住吉通りに「LED製ライトニングオブジェ」を設置し、
福岡市協力のもと「国家戦略道路占有事業」を活用した公道上の歩行空間を有効活用したにぎわいづくりに取り組んだ。

魅力あるはかたのまち歩き

●博多まち歩きマップ2021-2022　　10/1（金）～
　博多駅周辺、中洲川端、御供所エリアのおすすめのまち歩
きコースを紹介する「博多まち歩きマップ2021-2022」を2
年振りに発行。まち歩きマップの作成にあたって、事業部会で
実際にまちを歩き、博多の「和」を体感できるスポットや豆知識
を紹介。実際にまち歩きすること
で、ＳＮＳ映えするお店等を調査
し、グルメ情報等を充実させた。
　また、WEB版博多まち歩き
マップのリニューアルを行い、
WEB版への誘
導を図るため、
新たに三角POP
を作成し、ホテル
や飲食店等に設
置した。
作成部数：４万部

●博多ガイドの会とのまち歩き　　12/7（火）
　博多の歴史やおもてなしの心得などを学んだ「博多
ガイドの会」からガイドを招き、博多駅周辺の寺社町を
巡るまち歩きを実施。当日は、承天寺 ～ 東長寺 ～ 聖
福寺 ～ ながさわ結納店をガイドと一緒に巡った。承天
寺では境内にて枯山水や紅葉を鑑賞し、東長寺ではガ
イドから五重塔の説明を受け、博多の歴史について深
く学ぶことができた。

・「はかた大学とのタイアップ企画」
　はかた大学との連動企画として、「和の博多」の期間中に、和を感じることができる講座を２講座実施。11月20日は、博
多の名刹である聖福寺にて、歴史を感じながら写経をすることで、参加者は自分を見つめ直す時間をつくることができた。ま
た、11月23日は、2022年の干支である“トラの鈴置物”の博多人形の絵付けに没頭し、終了予定時刻を延長して納得の
いく「逸品」に仕上げた。

・博多のまちは着物でお得！
　風情ある古き良き和の雰囲気が残り、博多織が発祥したまち博多。秋の時期に着物でまち
歩きを楽しんでいただくため、「博多のまちは着物でお得！」を実施した。
　今年度は着物のレンタル店舗を1店追加して実施。また、着物で訪問すると特典が受けら
れるよう22店舗にご協力をいただき、約170名が特典を利用してまち歩きを楽しんだ。
　参加者数：約170名　冊子配布数：1,520部

まちのにぎわいを広げる活動

●公共空間利活用の実証実験に向けた
　フィールドワークの開催　　2/18（金）
　新型コロナウイルス感染症を契機に、公共空間の価値が見直さ
れ、活用ニーズが高まりつつあることを受け、九州大学黒瀬研究
室、博多駅エリア発展協議会、当協議会と3者合同で博多駅周辺
の公共空間の利活用に向けた実証実験を実施するためのフィー
ルドワーク等を行った。それぞれの会員や学生が６グループに分か
れて、現状の公開空地や道路、公園といった公共空間の使われ方
を確認し、今後どのような使い方が期待できるか等を議論した。

・和の博多デジタルスタンプラリー
　昨年に続き、新型コロナウイルス感染症対策として、二次元コードをスマートフォン等で読
み取り、スタンプラリー専用サイト上で台紙を受け取る「デジタルスタンプラリー」を実施し
た。参加者は博多駅周辺エリア10施設を回り、設置したスタンプ台にある二次元コードを専
用アプリで読み取るだけで各所のスタンプを集めることができ、身軽にまち歩きをしながらス
タンプラリーを楽しむことができた。また、博多の魅力発信会議（事務局:博多区企画振興課）
が「和の博多」ホームページ内に特設ＷＥＢページ「博多、いいじゃん」を設け、博多の「和」
の魅力を楽しめるスポットの紹介や、「博多で過ごす和な一日」の紹介動画を配信した。
　参加者数：約860名（達成者：約290名）

① 初めての写経体験講座
　 11月20日（土）
　 参加者数：12名

② 博多人形（干支人形）
　 絵付け体験講座
　 11月23日（火・祝）
　 参加者数：14名

初めての写経体験講座 博多人形（干支人形）絵付け体験講座

●和の博多　11/3（水・祝）～11/28（日）
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●はかた夏まつり　　7/22（木）～7/27（火）
　コロナ禍の新しい夏まつりとして、これまでの盆踊りを中心とした企画ではなく、子どもが楽しめる縁日の風景を演出し、古
き良き伝統的な風情を感じる「はかた夏まつり」を新型コロナウイルス感染症対策に取り組んだうえで、2年振りに開催した。
　巨大な櫓と提灯を設えた博多口駅前広場にて、安全安心に日本の夏の伝統風情の創出に取り組むことができた。当協議
会としては、7月22日と26日の2日間、堅粕交通少年団とハニーズの子どもたちにお声かけし、熱くなった会場を冷やすた
めの打ち水イベントを開催した。期間中約5万名が参加し、コロナ禍での新しいスタイルの夏まつりをすることができ、博多
のまちににぎわいを創出した。
　参加者数：約5万名

●博多まちづくり研究室
①8/30（月）　②9/17（金）　③11/30（火）
　コロナ禍でかつてのようなにぎわいづくりが制限される中、今後エリアマネジ
メント組織がどうあるべきか、どのような活動を行うべきかを博多まちづくり推
進協議会の事務局メンバーでディスカッションし、模索するための勉強会を開
催。これまでの成果と課題の洗い出しや、WEBアンケートの実施による会員
ニーズの把握、今後の取り組みへのアイデア出し等を行った。
<テーマ>
第1回：これまでの取り組みの振り返り／活動の成果と課題／今後取り組むべきこと
第2回：情報発信について／会員ニーズの把握／会員同士のつながり醸成
第3回：イベントの検討／サポーターとしてのまち協のあり方の検討

●博多まちづくりミートアップ
①10/8（金）　②12/8（水）　③2/25（金）
　博多地区のさまざまな事業者をゲストに招き、「これからの博多のまちづくり」
を考える『博多まちづくりミートアップ』。社会情勢や時代の変化に応じて新たな
挑戦を行っている事業者に、各社の考え方や取り組み、今後の展望等について
お話しいただき、これからの時代を生き抜くヒントを得た。
<本年のテーマ>
①10月8日 逆境に負けない！ 未来を見据えた飲食店の挑戦　
 ゲスト：有限会社楽天地 代表取締役 水谷 崇氏
②12月8日 モノを売るだけではない！ これからのリアル店舗の価値とは？
 ゲスト：博多マルイ 店次長 西澤 隆幸氏
③2月25日 働き方はどう変わる?
 これからのワークスタイルやオフィスの在り方　
 ゲスト：株式会社オカムラ WORK MILL編集長 山田 雄介氏

　参加者数： ①会場10名、インターネット配信11名
 ②会場11名、インターネット配信7名　③インターネット配信16名

【ライフスタイルに関する講座】
 生活の中で普段触れる機会の減ってきた素材をテーマに講座を実施。サラリーマンやOL、主婦等幅広い層の参加者が見られた。

●はかた大学
　新型コロナウイルス感染症に配慮し、博多の歴史や伝統、文化に触れられるメニューを中心に準備し、オンライン講座と
リアル講座を組み合わせた形式ではかた大学を実施した。
　また、はかた大学の目標の一つである、自発的なコミュニティ形成の支援の新たな取り組みとして、明治公園において
HAKATA朝活フィットネスを３回にわたり、開催した。

7/30（金） VIVISTOP HAKATA
JR博多シティ10階

Co-working &
Co-learning Space Q
Co-working &
Co-learning Space Q

JR博多シティ 10階
会議室

講 座 名 日 程 会 場 講 師 参加者数
村上 信理氏
（絵本作家・イラストレーター） 7名

航空貨物輸送講座 8/18（水） オンライン 大橋 健太氏
（㈱JALカーゴサービス九州  地域事業推進グループ所属） 30名

ハンドドリップで美味しく珈琲を淹れよう！
【初級編】 10/26（火） 安川 佳織氏

（『小さな焙煎所花待ち雨珈琲』オーナー） 9名

もうすぐクリスマス、家で楽しむワイン講座 12/16（木） 今井 希実氏
（ソムリエ） 12名

「クリエイティブなワークショップを通して、
コミュニケーションを楽しもう」講座

「双子都市・福岡」講座 6/28（月） オンライン

講 座 名 日 程 会 場 講 師 参加者数
益田 啓一郎氏
アーキビスト（近現代史研究家） 39名

はじめての写経講座 ＃第3弾 11/20（土） 聖福寺 聖福寺 12名

博多人形絵付け体験講座（干支人形絵付け） 11/23（火・祝） 緒方 恵子氏（博多人形師） 14名

博多ういろうの歴史講座 1/22（土） 妙楽寺、光安青霞園茶舗 伊藤 博文氏
（ピースアイランド合同会社代表） 11名

【カルチャーに関する講座】
  触れる機会の少なくなった日本文化について改めて考えていただけるよう、テーマを選定。

「クリエイティブなワークショップを通して、
コミュニケーションを楽しもう」講座

航空貨物輸送講座 ハンドドリップで
美味しく珈琲を淹れよう！【初級編】

・ヨガ・ピラティス・ストレッチ
　～気軽に始めよう！ HAKATA 朝活フィットネス
①10/19（火）　②10/26（火）　③11/2（火）
　はかた大学の課外授業として、10月19日から11月2日の毎週火
曜朝8:00～8:30に、博多駅博多口近隣の明治公園にてスーツでも
気軽に参加できる新しい取り組み「ヨガ・ピラティス・ストレッチ～気軽
に始めよう！ HAKATA 朝活フィットネス」を実施した。
　理学療法士の資格を持つインストラクターを講師にお招きし、ヨガ・
ピラティス・ストレッチの要素を取り入れたフィットネス活動を行った。
参加者からは「就業前に都心の公園で体を動かすことは気持ちが
いい」、「また企画を検討してほしい」といった声をいただいた。
　参加者数：　①13名　②19名　③12名 

【番外編】
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7/30（金） VIVISTOP HAKATA
JR博多シティ10階

Co-working &
Co-learning Space Q
Co-working &
Co-learning Space Q

JR博多シティ 10階
会議室

講 座 名 日 程 会 場 講 師 参加者数
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ハンドドリップで美味しく珈琲を淹れよう！
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「双子都市・福岡」講座 6/28（月） オンライン
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博多ういろうの歴史講座 1/22（土） 妙楽寺、光安青霞園茶舗 伊藤 博文氏
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「クリエイティブなワークショップを通して、
コミュニケーションを楽しもう」講座
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・ヨガ・ピラティス・ストレッチ
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【番外編】
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歩きたくなるまちをつくる活動

●福岡クリスマスマーケットとのタイアップによる公共交通利用促進
12/11（土）、12/12（日）、12/18（土）、12/19（日）、12/25（土）
　We Love 天神協議会と連携し、福岡クリスマスマーケット博多会場、天神会場にお
いて、公共交通機関を利用してご来場いただいた方へ、各会場で利用できる「ホットワ
イン/ホットブドウジュース200円割引チケット」をプレゼント。博多会場では天神会場
のみで利用できるチケットを配布して博多～天神間を回遊するきっかけを与え、公共交
通の利用促進と都心部の自動車流入抑制を図る企画を実施した。

●交通量調査　　10/14（木）、10/23（土）
　博多駅周辺の歩行者、自転車、自動車類の交通実態を
把握し、経年比較を行う交通量調査を実施。本年も、新型
コロナウイルス感染症の影響を受け、博多駅周辺エリア
の歩行者交通量は平日で昨年度から約1割減少し、本調
査実施以来過去最少、土曜日は
昨年度から約1割増加。自転車
通行量は平日は前年比1割弱
減少、土曜日は1割増加。テレ
ワークやオンラインによる活動
が浸透し外出による移動が減っ
ていることが考えられる。

●押し自転車の呼びかけ
　博多警察署・博多区役所と連携
し、自転車利用者に対し「押し自転
車」への協力を呼びかける活動を
実施。毎月第３木曜のクリーンデイ
実施に合わせ、住吉通りKITTE博
多前にて通行量が最も多い8:30
～9：00まで実施。毎回9割以上の
自転車利用者に「押し自転車」に
ご協力いただき、歩きやすい歩行
者空間の実現に取り組んだ。

●クリーンデイ
　新型コロナウイルス感染症の感染状況によって開催を判断し、毎月第3木曜
日の朝の時間を活用した、博多駅周辺の清掃活動クリーンデイを実施。博多口
駅前広場には毎回約300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。新型コロナウイルス感染症対策として、朝礼の省略、ビニ
ール手袋の配布、トングの事前消毒等を行い、安全な清掃活動に努めた。
　また、4月、11月には、博多千年門・承天寺通り振興会と連携し、通常のクリー
ンデイよりも清掃エリアと時間を拡大して落書き消し活動等を行う「スペシャル
クリーンデイ」を実施した。

　クリーンデイ実施月（4月、7月、10月、11月、12月、1月、3月）
※5月、6月、8月、9月、2月は緊急事態宣言下、まん延防止等重点措置下のため中止。
　年間参加者数：2,021名
　年間ゴミ回収量：330kg

●博多星空映画館 in 明治公園　　10/23（土）
　都心の公園を多くの方にご利用いただくこと、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地下鉄七隈線
工事の防音壁をスクリーンにした一夜限りの「博多星空映画
館」を開催し、「ジュラシックワールド 炎の王国」を上映した。
今年も昨年に続き、新型コロナウイルス感染症対策として、整
理券の事前配布、座席指定によるソーシャルディスタンスの確
保、検温の実施等を行い、安全な映画の上映に努めた。
　ご家族連れなど多
くの方々にご来場い
ただき、芝生の上で
座ったり寝転んだりし
て映画を楽しむ姿が
見られ、いつもとは違
う雰囲気で都心の公
園を楽しめる機会と
なった。　
　参加者数：約150名

●はかた駅前通り・筑紫口植栽帯管理事業
　地下鉄七隈線の延伸工事が行われているはかた駅
前通り（博多駅から博多警察署入口交差点付近）にお
いて、耐久性が高く給水タンクの装備により管理しや
すい新型のフラワーポット169基の管理を行い、植栽
による通りの美しさの演出に努めた。また、博多駅筑
紫口近辺においても新型のフラワーポット9基の管理
を行い、美しさの創出に努めた。

●「はかた駅前通り」、「住吉通り」の課題解決
に向けたまち歩き　10/4（月）、10/5（火）、
10/8（金）、10/13（水）、10/14（木）
　2021年10月、メインストリートである「はかた駅
前通り」「住吉通り」の課題を整理するため、まち歩き
を実施。「歩行者の安全性」、
「にぎわい創出」における課題を
整理。整理した課題を基に、博多
駅エリア発展協議会と連携し、
交通、都市計画の権威である福
岡大学辰巳教授との勉強会を実
施。今後の新たな施策検討にお
けるアドバイスをいただいた。

●自転車利用促進講習会　　1/20（木）
　We Love 天神協議会、福岡市と連携して自転車利用促進
講習会をオンライン開催した。本講習会は、自転車の安全利
用、自転車デリバリー配達員等の課題、チャリチャリの適正な利
用の仕方について、福岡市やチャリチャリの運営元である
neuet（株）様から講演いただいた。会員に対し自転車の交通
ルールについて啓蒙
を行い、参加者は、加
害者、被害者にならな
いために、交通ルール
の確認等を改めて学
ぶことができた。
　参加者数：35名

アクション

美しく安心なまちづくり

Ⅴ
Ⅵ
Ⅶ

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

安全・安心環境向上活動

●防災セミナー　　3/25（金）
　昨今頻発する自然災害に対し、事前の対策から発災時の対応、復旧・復興体制の確
立などが日本全国で喫緊の課題となっていることを背景に、発災時の帰宅困難者対
策の現状や、博多エリアにオフィスを構える企業が従業員や来訪者を守るために知っ
ておくべき防災の知識についてセミナーを開催。日建設計様より、災害に強いまちづ
くりを進めるために福岡市が策定している「都市再生安全確保計画」や、他都市にお
ける対策の特徴的な事例、テクノロジーを活用した最新の取り組み事例などを講演し
ていただき、災害時の危機管理について学び、防災意識を醸成した。
　参加者数：35名

●博多ひ～んやり! 打ち水　　7/21（水）、7/26（月）～7/30（金）
　大勢で一斉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開催している打ち水活動を2年ぶりに実施。コロナ禍の今年度
は、新型コロナウイルス感染症対策として、従来のイベント形式を見直しての実施
となった。具体的には、打ち水本来の目的を全うすべく、まち協事務局メンバー中心
に結成した「打ち水キャラバン隊」が7/21（水）に博多口駅前広場に一旦集合し、
福岡県警察音楽隊「安全・安心コンサート」協力のもと出発式を開催。その後、筑紫
口と博多口の2班にわかれて、会員企業ビルの広場を訪問して打ち水を実施した。
　また、7/26（月）～7/30（金）にかけて、協議会会員企業の協力によりバケツ
や柄杓を無償貸与して打ち水を実施していただく「打ち水サポーター」について
は、期間中で7施設、約80名の方が参加した。

●第16回防犯講習会　　10/18（月）
　博多警察署の生活安全課様を講師としてお招きし、博多警察署管内で発生
している「性犯罪や特殊詐欺」の具体的事例やトレンド、さらには被害を防ぐポ
イントを学んだ。また、会員のSMBCコンシューマーファイナンス様にローンや
クレジットカードについて、詐欺に遭わないための注意事項等を寸劇を交えな
がらご講演いただいた。
①性犯罪や特殊詐欺について
　講師　博多警察署生活安全課 警部補 野原 圭一氏、巡査長 遠藤 さゆり氏
②ローン・クレジットについて
　講師　SMBCコンシューマーファイナンス（株） 辰己 有紀氏
　参加者数：31名
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　講師　博多警察署生活安全課 警部補 野原 圭一氏、巡査長 遠藤 さゆり氏
②ローン・クレジットについて
　講師　SMBCコンシューマーファイナンス（株） 辰己 有紀氏
　参加者数：31名
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●情報発信
①SNSの活用
　協議会のSNS（Instagram、
facebook）を7月に開設。
　各部会におけるイベントの参
加募集や活動報告をタイムリー
に情報発信した。

情報発信・自主財源の確保

その他活動実績

●定例会議の実施

●他組織への参画（委員就任、会議出席など）

・全国エリアマネジメントネットワーク ・天神博多商業連携会議

・博多警察署協議会 ・博多千年門・承天寺通り振興会

・博多の魅力発信会議 ・博多みらい企画会議

・福岡ミュージックマンス会議 ・博多ライトアップウォーク実行委員会

・福岡検定実行委員会 ・福岡市屋外広告物審議会

・筑紫口駅前広場再整意見交換会 ・福岡市バリアフリー推進協議会

・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

・博多と福岡を結ぶ国体道路の空間利活用委員会 ・第19回FINA世界水泳選手権2021福岡大会実行委員会

●他都市との情報交換（視察受入）

協議会活動の充実、他組織との連携

 7月15日 ラブアース・クリーンアップ2021（福岡市）

 11月9日～12月25日 福岡クリスマスマーケット2021（FUKUOKA Christmas Market実行委員会）

 1月30日 第9回令和3年度WEB版福岡検定（福岡検定実行委員会）

 2月3日 節分祭（東長寺）

 通年 福岡県警察音楽隊「安全・安心コンサートin博多」

 4月16日、12月16日 博多駅筑紫口地区合同パトロール

 4月14日 2021年度通常総会　　 

 8月6日 第1回理事会　※書面会議にて開催

 10月12日 第2回理事会　　　　　　

12月24日  第3回理事会

 3月15日 第4回理事会

●地域イベントとの連携

　2021年11月12日に、福岡都心のまちづくりに参画する博多・天神の5つのまちづくり団体が初めて連携し、福岡市と共に
ビヨンドコロナのまちづくりについて考える「福岡都心再生サミット2021」を開催した。
　博多コネクティッド、天神ビッグバン等、都心では再開発が進んでいくが、福岡というまちが、今後、国際的な競争力を持つ
ため、高度人材を呼び込むにはどういった機能が都心に求められるかといった意見や、再開発に伴って新しく生まれる公共空
間の利活用についても官民連携して取り組むことで思いを一つにした。

福岡都心再生サミット2021開催

 11月26日 札幌駅前通りまちづくり株式会社

 12月9日 一般社団法人渋谷駅前エリアマネジメント

 12月9日 NPO法人大丸有エリアマネジメント協会

 12月10日 一般社団法人横浜西口エリアマネジメント

 12月10日 一般社団法人横浜みなとみらい21

10月20日 株式会社ディー・エヌ・エー

11月16日 株式会社東京臨海ホールディングス

  ３月２２日 さいたま市議会議員団

●先進事例視察

②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「キャナル
シティ博多」などの5カ国
語案内サインを掲出。（日
本語・英語・韓国語・中国語・
タイ語）
　また、寺社エリアへの観
光導線強化を目的に、空港
通りへ案内サインを掲出。

●自主財源事業
③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。

④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。
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【正会員】

(株)朝日新聞社、(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、(株)石村萬盛堂、(株)伊藤園、(株)ウェルビー、エヌ・ティ・ティ都市開発

(株) 九州支店、(株)エフ・ジェイエンターテインメントワークス、(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)、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(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九州サービスサポート(株)、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九州リテール(株)、(株)JR博多シ

ティ、JPビルマネジメント(株)、住友商事九州(株)、住吉自治協議会、筑前國一之宮 住吉神社、成和商事(株)、損害保険ジャパン(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、東京建物(株) 九州支店、(株)西日本シティ銀行、西日本鉄道(株)、西日本電信電話(株) 九

州支店、西日本旅客鉄道(株) 鉄道本部新幹線鉄道事業本部 福岡支社、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)博多住吉ホテルマネジメント グランドハイアット福岡、博多バスター

ミナル(株)、(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)ひよ子、(株)ファビルス、深見興産(株)、(株)福岡銀行、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 博多マルイ、三井不

動産(株) 九州支店、(株)明月堂、(株)八百治、安田不動産(株)、(株)山口油屋福太郎

【一般会員】

(株)朝日印刷 福岡支店、朝日生命保険(相) 福岡支社、アサヒビール(株)、（学）麻生塾 麻生公務員専門学校 福岡校、(学)Adachi学園、(株)アットマーク・ラー

ニング、ＲＫＢ毎日放送(株)、(株)伊予銀行 福岡支店、(有)内田エステート、(株)エイジェック 福岡オフィス、ＳＭＢＣコンシューマーファイナンス(株)、(株)エフ

エム福岡、(株)エフ・ジェイ ホテルズ サンライフホテル2・3、(株)オー・エイチ・アイ、(株)オカムラ、オリエンタルホテル福岡 博多ステーション、(株)鹿児島銀

行 福岡支店、上内電気(株)、九州朝日放送(株)、(株)九州ＤＴＳ、(株)九州博報堂、(株)共立電照、(株)近鉄・都ホテルズ 都ホテル博多、(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、こくみん共済coop 福岡推進本部、コクヨマーケティング(株)、コーユーレンティア(株) 九州

支店、五洋建設(株) 九州支店、西京ホンダ販売(株)、(株)サエキジャパン、(株)サニックス、ザ ロイヤルパークホテル 福岡、(株)サンケイディライト、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九州ドラッグイレブン(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、(株)ジェイアール西

日本ビルトビープラス、七洋物産(株)、(株)シティビル、清水建設(株) 九州支店、住友生命保険(相)、住友不動産(株)、セコム(株) 博多統轄支社、（株）船場、

(株)大広九州、(株)ダイスプロジェクト、(株)大東和、東急建設(株) 九州支店、(株)東急ハンズ 博多店、TOTO(株) 九州支社、長崎船舶装備(株)、(株)二鶴堂、

日本生命保険(相)、(株)日本旅行 九州法人営業部、neuet(株)、ネオス(株)、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) 九州営業所、(株)日比谷花壇 九州エリア、（公財）福岡観光コンベンションビューロー、ＮＰＯ

法人 福岡建築ファウンデーション、富士フイルムビジネスイノベーションジャパン(株)、(株)復建エンジニヤリング 福岡支社、(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、三井ガーデンホテル福岡祇園、三井住友海上火災保険(株)、(株)未来図建設、

(株)森硝子店、(株)八百治博多ホテル、(株)山下設計 九州支社、UCCコーヒープロフェッショナル(株)、LINE Fukuoka(株)、ルートインジャパン(株)、ＹＳポール

(株) 九州支店

【特別会員】

九州大学、国土交通省九州運輸局、国土交通省九州地方整備局、(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

2022年3月31日現在（五十音順）

【正会員 70、一般会員 89、特別会員 9、賛助会員 9 計177会員】

○ 博多まちづくり推進協議会会員一覧

事業報告書
2021年度
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