
【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、（学）麻生塾 麻生専門学校グループ、（学）Adachi学園、（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）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）、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）、住吉商事九州（株）、住吉自治協議会、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、東京建物（株） 九州支店、（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）鉄道本部新幹線鉄道事業本部 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、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）、（株）アットマーク・ラーニング、RKB毎日放送（株）、（株）イースト、（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）エフ・ジェイ ホテルズ ハイアット リージェンシー 福岡、オーシャン・レインボウ（株）、（株）ALL FOR ONE、（株）鹿児島銀行 福岡

支店、上内電気（株）、九州朝日放送（株）、（株）九州ぱど、（株）共立電照、（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）、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）九州本部 博多統轄支社、（株）船場、全労済福岡推進本部、（株）大広九州、（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、長崎船舶装備（株）、（学）中村学園 中村学園事業部、（有）二鶴

堂、（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、パーソルキャリア（株）、（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、NPO法人 福岡建築ファ

ウンデーション、（公財）福岡観光コンベンションビューロー、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、LINE Fukuoka（株）、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、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、東京大学 大学院、（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

2019年3月31日現在（五十音順）

【正会員 73、一般会員 89、特別会員 10、賛助会員 9 計 181会員】

○ 博多まちづくり推進協議会会員一覧

別添１GREEN-2

事業報告書
2018年度

Annual Report2018



1 2

筑
紫
口
通
り（
竹
下
通
り
）

　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

　2018年度（平成30年度）は、「アクションプラン（2017-2019）」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、積極的に活動してまいりました。また、当協議会発足10周年となる節目の年でもありました。
　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、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、まちづくりの基本となる美化活動、
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。

2018年度（平成30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（2017-2019）

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

新たな交通機能を見据えた、歩行者中心ににぎわいを創出する交通体系のあり方の共有Ⅲ

博多に集う様々な人たちが、博多の歴史・文化・食をよく深く知り、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、2017年度（平成29年度）からの3年間を、

博多の新たなステージに向けて“繋ぐ”期間と位置づけました。
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０
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０
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８
年
度
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０
１
９
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
新たな交通機能を見据えた、歩行者中心ににぎわいを創出する交通体系のあり方の共有
博多に集う様々な人たちが、博多の歴史・文化・食をよく深く知り、より深く楽しむまちづくり

博多駅地区のにぎわい創出と、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135ｍ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、昨年から1団体増の32団体・約2,100名が参加。

今年度は3日、4日の2日間とも晴天に恵まれ、約25,400人（対
前年126％）を超える来場者数となった。
　来場者

　5/3　  8,431名
　5/4　17,014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、筑紫口駅前広場、筑紫口中央通り、筑紫口通りの街路樹
に加え、今年度は住吉通りでJRJP博多ビル付近まで、筑紫口通りで
音羽交差点・博多駅東交差点付近までエリアを拡大した。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120
万球を超えるイルミネーションで博多のまちに彩りを添えた。

また、昨年度に引き続き新たなにぎわいスポットとして、筑紫口駅前
広場および大博通りに加え、住吉通り（JRJP博多ビル付近）に「LED
製ライトニングオブジェ」を設置。大博通り・住吉通りについては、福岡
市協力のもと「国家戦略道路占用事業」として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。

日本が誇る伝統の「盆踊り」を復活させ、博多の新たな風物詩とし
て更なるにぎわい創出を目指したイベント「はかた夏祭り」を初めて開
催した。

巨大な櫓が建ちたくさんの提灯で彩られた博多駅前広場にて、定
番の「炭坑節」など誰もが聞いたことがある曲が流れると老若男女を
問わず自然と人の輪が増え、夜の博多が熱く賑わった。

また、熱くなった会場を冷やすため、打ち水イベントを連日開催した。
参加者：約83,750人

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

冬のファンタジー・はかた（特別協賛事業）11/8（木）～1/9（水）

魅力あるはかたのまち歩き

　秋の博多を灯明で彩る「博多灯明ウォッチング」（博多
部まちづくり協議会主催）が今年
も開催され、当協議会では、博多
駅2Fデッキから承天寺通りを経
て博多千年門までの通りに約
600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。
　当協議会エリア来訪者：
　　約1,000名

　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」を10
万部発行。協議会会員が実際
にまちを歩き、博多の「和」を
感じていただけるスポットや
豆知識を紹介。今回から表紙
のデザインを一新するととも
に、恒例のグルメ情報も充実
させた。

筑紫口通り拡大エリア

住吉通りJRJP博多ビル前
LEDオブジェ

・『博多のまちは着物でお得！』　9/29（土）～11/4（日）
　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。3年目となる「博多のま
ちは着物でお得！」は、昨年の約
3倍の30店舗にご協力いただ
き、着物で訪れる方へのおもて
なしメニューを充実させ、特典
利用件数も大幅に増加した。

・和の博多スタンプラリー　9/29（土）～11/4（日）
・こだわりのまち歩き「博多うどん食べくらべ」　10/13（土）、20（土）

　昨年好評だった「こだわりの博多まち歩き」を企画。博多の名
所や人気の商業施設を巡るまち歩きとともに、日本唯一のヌー
ドルライター山田祐一郎さんの案内で「うどんの食べくらべ」を
楽しむ企画を実施した。
参加者　スタンプラリー：約1,090人
　　　　こだわりのまち歩き：16人（各回定員8名）

・「ＪＲ博多シティ古典芸能絵巻2018『凛』」
　＠ＪＲ九州ホール　10/7（日）

　博多駅前広場に本格的な
能舞台を設え、2日間にわた
り和のステージイベントを企
画したが、昨年に続き台風接
近に伴い、有料イベントの

「邦楽コンサート」と「薪能
『羽衣』」のみをＪＲ九州ホー
ルにて開催した。会場は、和の幻想的な雰囲気に包ま
れ、来場者約380名が秋の博多の夜を楽しんだ。
※着物で来場された方41人に粗品を進呈。

●はかた夏祭り　8/17（金）～19（日）

●和の博多

　5回目となる今回も昨年に引き続き、同時開催の「A級グルメ大食覧会」とタイアップし、
イタリア日本大使館の元・総料理長 石橋尚幸氏が営む名店「La casa di Nao(ラ・カーサ・
ディ・ナオ)」が出店。“はかた朝カフェ”限定の「特製『朝カフェBOX』」などオリジナルメニ
ューを提供。バケットサンドが毎日完売するなど、多くのお客さまに朝の博多の魅力を楽し
んでいただくことができた。

こどもが働き、こどもの手によって運営する小さな“まち”、「キッズワークランド」が今年
も開催され、当協議会では、博多らしい仕事を体験しながら博多の伝統に触れる「博多人
形師」の仕事体験ブースを初めて出店した。

講師には、若手人形作家として注目を集める「博多人形工房」の田中勇気氏を招き、2
日間で120名のお子さまが絵付けを体験。博多の伝統工芸を身近に感じてもらう機会とな
った。

●はかた朝カフェ　5/22（火）～5/25（金）

●キッズワークランド　6/2（土）～3（日）

●博多灯明ウォッチング2018～灯りの道しるべ
　10/20（土）

●博多まち歩きマップ2018-2019　10/1（月）～
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アクション
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BBQ ピラティス 絵本で刻む、心のリズム

苔テラリウム

〈会員数と属性〉

教員
1%（15人）

公務員
5%（51人）

自営業
7%（70人）

主婦
5%（53人）

専門学校生
1%（7人）

大学生・院生
3%（27人）

アルバイト・パート
5%（51人）

その他
7%（64人）

会社員
54%

（524人）

会社員
54%

（524人）

不明
12%

（114人）

不明
12%

（114人）

976人976人

【食に関する講座】
　飲料を中心に食に関する講座を実施。グループ実習を取り入れ、食を通して参加者同士の交流が深められた。

【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は少ないが関心の高そうなテーマで講座を実施。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
　今年度はライフスタイルの分野に重点をおいて講座を実施する中で一部の講座をシリーズ展開させ、はかた大学の
目標でもある参加者同士の自発的なコミュニティ形成の支援にも取り組んだ。
　その結果、今年度は講座数16、学生登録者数970名超となり、「まちのにぎわいづくり」に一定の成果を出すことが
できた。

歩きたくなるまちをつくる活動

●博多駅周辺地上・地下MAP
　博多駅地下街及び博多駅周辺の利便性向上を目的として作成して
いる｢博多駅周辺地上・地下MAP｣を最新情報に更新。総合案内所、
公共施設、博多駅周辺のホテル等へ配布のほか、今年度からは転入
者が増加する3月から博多区役所でも配布を開始し、博多へ転入され
た方の利便性向上を図った。
　作成　47,000部

　＃クリスマススタンド　11/13（火）～18（日）
　　利用者約1,000名

　国家戦略特区の利点を生かした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
したストリート
バルの第3弾を
実施した。立ち
飲み 用 のテー
ブルやロングカウンターを設置することで多くの方が
楽しめる空間を演出した。博多駅前にて飲食店を営ん
でいる方々にご出店いただくことで更なる地域の回遊
性を高め、利用者の多くのSNS投稿などにより地域の
魅力を広く発信することができた。

●博多ストリートバル（国家戦略道路占用事業）
　＃3丁目横丁　11/13（火）～30（金）

　地域の価値をより高
めるため、地域の魅力
を再 編 集し発 信 する

“エリアリノベーショ
ン”に取り組んだ。対象
エリアを博多駅前3丁
目とし、10店舗の飲食
店の方々に様々な特
典のご協力をいただい
た。働く人たちの利用
に加えて観光客も視野
に入れ、ナイトタイムエ
コノミーの視点から夜
の博多の楽しさを前面に打ち出すべく、チラシを
作成し期間中の特典をPRした。

まちのにぎわいを広げる活動

7/25　リノベーションミュージアム冷泉荘 11/16　ガーブリーブス

●博多まちづくりミートアップ
　7/25（水）、10/11（木）、11/16（金）、1/28（月）、2/18（月）、3/22（金）

　博多でさまざまな事業を行う方をゲストに招き、その取組を通じて“博多のまち”について考え議論することで「これか
らの博多のまちづくり」を考えるトークイベントを年6回開催した。参加者同士での議論の場も設けることで交流の場を創
出することもできた。
<各回のテーマ>

・  7/25（水）「リノベーションを通じたまちのにぎわいの作り方」　参加者：16名
・ 10/11（木）「博多と着物の楽しみ方」　参加者：11名
・ 11/16（金）「飲食店から見たこれからの博多の魅力作り」　参加者：41名（懇親会30名）
・  1/28（月）「空地や通りを活用して賑わいを生む仕掛けとは？」　参加者：27名
・  2/18（月）「話題の施設に聞くこれからの宿泊体験とは」　参加者：41名
・  3/22（金）「花をテーマにまちづくりの可能性を広げる」　参加者：25名手ぶらでおしゃれにBBQ講座～燻製料理とクラフトビール～ 7/25（水） GARB LEAVES

講 座 名 日 時 会 場 講 師 参加人数

講 座 名 日 時 会 場 講 師 参加人数

GARB LEAVES 18名
大人のこだわり珈琲学Ⅴ～博多でビターな夜を過ごす～ 3/13（水） 麻生塾　交流ラウンジ UCC上島珈琲㈱ 18名

ピラティスで深めるヨガ 5/24（木） JR九州ホール　ホワイエ 祐成 美穂氏 20名
ワークショップ「絵本で刻む、心のリズム」 5/30（水） つづりCafé（KITTE博多） 山邉 由紀子氏 14名
一瞬で相手に好感を与える話し方 6/7（木） 麻生塾　交流ラウンジ 白梅 英子氏 18名
明日からできる！楽しみながらファンを増やす、インスタグラム講座 6/20（水） The Company 福田 基広氏 22名
どんどんファンが集まってくる！愛されインスタグラム活用講座第２弾！ 9/18（火） The Company 福田 基広氏 15名

大人×絵本 自分整理のワークショップ 11/10（土） 丸福珈琲店（博多阪急） 山崎 博代氏 4名

4名

デキる大人の基礎から学ぶ大掃除講座 11/29（木） 麻生塾　交流ラウンジ ㈱サニクリーン九州 13名
どんどんファンが集まってくる！愛されインスタグラム活用講座第３弾！ 12/11（火） キャナルシティ博多ツーリストラウンジ 福田 基広氏 18名
ピラティスで深めるヨガⅡ 1/31（水） 円覚寺 祐成 美穂氏
大人×絵本 自分整理のワークショップ＃２ 2/17（土） 丸福珈琲店（博多阪急） 山崎 博代氏 10名
キャッシュレス決済の現状とLINE Payの使い方講座 2/20（水） LINE Fukuoka（株） LINE Fukuoka（株） 40名
大人×絵本 自分整理のワークショップ＃３ 3/31（日） 丸福珈琲店（博多阪急） 山崎 博代氏 9名

苔テラリウムを作ろう！～苔でつくる小さな庭～ 8/7（火） 楽水園 浦江 秀代氏 20名
水引と胡蝶蘭で彩る博多人形絵付け講座 11/17（土） 円覚寺 西山 陽一氏／松尾 吉将氏／井上 佳子氏 13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。

講 座 名 日 時 会 場 講 師 参加人数
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アクション

●博多ひ～んやり ! 打ち水　7/19（木）～25（水）
　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福岡市環境局と共働で開催。7月19日は、福岡県警察音楽隊

「安全・安心コンサート」と連携したオープニングイベントを開催し、約370名が参加
した。また、今年度より堅粕交通少年団と連携した打ち水を実施したほか、博多駅
前広場以外でも、協議会会員企業による「打ち水サポーター」が計5箇所で打ち水
を実施した。

●はかた駅前通り植栽帯管理事業
　はかた駅前通りの再整備工事に伴い、博多駅～博多警察署入口交差点までのフラワーポットの管理を行い、植栽による
はかた駅前通りの美しさの創出に努めた。

●バリアフリーマップ作成ワーク　10/9（火）
主催：オリンピック・パラリンピック等経済界協議会（幹事：トヨタ自動車）
　ラグビーワールドカップ会場であるレベルファイブスタジアムへの導線
および会場付近の回遊空間についてバリアフリー環境を調査しマップを
作成するワークへ参加。博多駅周辺のバリアフリー状況を端末上のマッ
プに入力するフィールドワークを行い、日常的に利用している博多駅周辺
地区が抱えるバリアフリー面の課題について再認識するきっかけとなっ
た。

●都市再生安全確保計画具体化検討会　1/21（月）
　参加22名（開発部会14名）主催：福岡市　防災・危機管理課

　都市再生安全確保計画についての理解を深め、帰宅困難者対策におけ
る課題共有をはかり取り組みを広げる機会とすることを目的とした講演
会＋ワークショップへ参加した。警固断層地震における被害想定や滞留
者・来訪者の安全確保に向けた取り組みシナリオについての説明を受け、
工学院大学村上教授から大丸有地区、新宿駅周辺地域などの取り組み事
例を学ぶことができた。

●博多星空映画館 in 明治公園　10/27（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一夜限りの「博多星空映画館」
を開催。地下鉄七隈線工事の防音壁をスクリーンにして、今年は「怪盗
グルーのミニオン大脱走」「スパイダーマン：ホームカミング」の2作品
を上映した。
　ご家族連れの方など多くの方にご来場いただき、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。
　「怪盗グルーのミニオン大脱走」：380名
　「スパイダーマン：ホームカミング」：200名

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

●防犯活動
第14回防犯講習会　8/3（金）
　博多警察署と連携し、管内で多発している「ニセ電話詐欺（＝振
り込め詐欺）」の具体的事例や被害を防ぐポイントを学ぶととも
に、夏場に被害が増加する「性犯罪」や「ひったくり」被害に遭わ
ないためのポイントや、いざという時に身を守る「護身術講座」を
行った。参加者数：45名

性犯罪防止キャンペーン　7/23（月）、12/6（木）
　7月23日（月）には、麻生建築＆デザイン専門学校の学生ととも
に性犯罪被害防止を呼びかける活動を実施。12月6日（木）には、
歳末特別警戒の時期に合わせ、性犯罪や特殊詐偽の被害防止や
飲酒運転撲滅を呼びかけるチラシやノベルティを配布する活動を
実施した。

●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。博多口駅前広場には毎回300名以上の参加者が集合し、ま
ちづくりの基本である「まちの美化」に取り組んだ。
　また、4月と11月には、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などで構成）ならびに博多千年門振興会
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
行う一斉清掃や落書き消し活動を行う「スペシャルクリーンデイ」
を実施した。
　年間参加者数：4,390名
　年間ゴミ回収量：599.4kg

●放置自転車タグ付け
　違法駐車を防ぐことを目的に、違法放置自転車への
注意札と博多駅周辺の駐輪場MAPの取り付け活動を
月1回行い、駐輪場への駐輪を促した。
また博多区役所に
て、転入者へ駐輪
場MAPを配布する
等、違法駐輪を防
止する取組みも合
わせて行った。

●交通量調査　
　10/18（木）、20（土）
　 場所：博多駅周辺27箇所

　博多駅周辺の歩行者・自転車
及び自動車類の交通実態を把握
し、経年比較を行うことで、自転
車マナー向上策の検討やイベン
ト企画の参考データとして使用
する予定。
5年前と比べ歩行者人口は増加、自動車は減少傾向に
あることがわかった。博多駅周辺では大規模な再開発
が進行中であり、再開発が及ぼす影響等を分析する
データを蓄積することができた。

●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
　クリスマスマーケット期間中の土日祝日に、We love天神協議会と連携して公共
交通利用促進運動を実施。期間中、交通系ICカード等を利用して来場された方に、
博多・天神両方の会場で使用できるホットワインなどの割引チケットを進呈し、公共交
通利用促進を図った。また、他会場での割引券使用には更なる特典をつけ、博多・天
神間の回遊性向上に取り組んだ。
　今年度は更なる連携を図る為、LOVE FMにてラジオ告知も行い、イベントを盛り
上げた。
　配布枚数3,600枚（1日200枚限定 × 2会場 × 9日間）
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●他組織との情報交換
  静岡市議会「志政会」
  韓国・忠清南道持続可能発展協議会
  松本市議会「誠の会」
  新宿副都心エリア環境改善委員会
  一般社団法人アーバンデザインセンター大宮
  安城市議会シティプロモーション・交流人口拡大特別委員会
  摂南大学経済学部
  柏駅前通り商店街振興組合

●先進事例視察
    第71回大本山總持寺「み霊祭り」
  納涼盆踊り花火大会（横浜）
    梅田ゆかた祭り2018（大阪）
    イルミネーション視察（東京・静岡・大阪）

  広島駅周辺地区まちづくり協議会
  神戸市住宅都市局都心再整備本部
  東日本旅客鉄道株式会社
  さいたま市都市局都心整備部
  東電不動産株式会社
  長崎市役所長崎駅周辺整備室
  東京急行電鉄株式会社

  イルミネーション視察（札幌・仙台・東京）
  都市再生安全確保計画等制度意見交換会

（東京：主催は国土交通省）

●定例会議の実施
  通常総会＆10周年記念パーティ
  第１回理事会
  （情報提供：地域再生エリアマネジメント負担金制度の創設について）
  第2回理事会
  （情報提供：博多区庁舎の建て替えについて）
  第3回理事会
  （情報提供：一人一花運動の今後の展開について）
  第4回理事会
  （情報提供：Ｇ20福岡 財務大臣・中央銀行総裁会議
   開催に向けた取組みについて）

●講演・シンポジウム依頼
  全国まちづくり会議2018 in 福岡
  （日本都市計画家協会）
  日本都市計画家協会
  まちづくりカレッジ2018
  名古屋駅地区街づくり協議会10周年
  街づくりシンポジウム
  （名古屋駅地区街づくり協議会）
  鳥栖商工会議所

●表彰及び受賞の記録
  博多警察署年間協力者表彰

●地域イベントとの連携
  ラブアース・クリーンアップ2018（福岡市）
  福岡ミュージックマンス（福岡ミュージックマンス主催者会）
  博多秋博2018（博多区）
  住吉神社観月会
  2018 博多情緒めぐり（福岡市観光案内ボランティア協会）
  全国地域安全運動博多区民大会
  博多灯明ウォッチング2018（博多部まちづくり協議会）
  博多ハロウィン仮装パレード＆コンテスト2018（キャナルシティ博多・博多リバレイン）
  博多旧市街ライトアップウォーク2018（博多ライトアップウォーク実行委員会）
  第15回バルウォーク福岡（NPO法人イデア九州・アジア）
  福岡クリスマスマーケット2018（FUKUOKA Christmas Market推進委員会）
  ふくこいアジア祭り2018（ふくこいアジア祭り実行委員会）　
  福岡ジルベスターコンサート2018（福岡ジルベスターコンサート実行委員会）
  G20福岡 財務大臣・中央銀行総裁会議開催150日前イベント（福岡市・福岡商工会議所）
  東長寺節分大祭博多駅表敬訪問
  第6回福岡検定（福岡検定実行委員会）
  ファッションマンス福岡アジア2019（福岡商工会議所）
  節分祭（東長寺、住吉神社）
  博多駅にぎわい綱引き大会（JR九州）
  JAPAN PIZZA FESTIVAL
  福岡県警察音楽隊「安全・安心コンサートin博多」

協議会活動の充実、他組織との連携

その他活動実績

●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
都市再生推進法人会議
天神博多商業連携会議
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
博多みらい企画会議
博多ライトアップウォーク実行委員会
福岡エリマネ会議
福岡おもてなし委員会
福岡建築ファウンデーション
福岡検定実行委員会

福岡市屋外広告物審議会
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
福岡市総合交通戦略会議
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
まち歩かんね、クルマ減らさんね推進協議会
ユニバーサル都市・福岡推進協議会
G20福岡 財務大臣・中央銀行総裁会議推進協力委員会
博多旧市街プロジェクト推進会議
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

博多旧市街ライトアップウォーク2018千年煌夜 博多秋博2018

G20福岡150日前イベント

●情報発信
会報誌「はかたんだより」
　№33～№36を発行。部会
の活動報告や新規会員企業
の紹介を行い、会員による活
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。
※2018年度から、空港通
り・筑紫通りの一部エリアへ
広告エリアを拡大

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「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
案内サインを新たに掲出。

情報発信・自主財源の確保

 5月17日
9月

9月～11月
9月24日

10月5日～
10月19日
10月20日
10月28日

10月31日～
11月3日・4日
11月13日～

11月17日・18日
12月31日

1月9日
1月18日
1月20日

2月2日
2月3日

2月23日
3月28日～

通年

5月18日
5月31日
6月26日
6月28日
7月13日

10月17日
11月9日

11月15日

7月17日

7月28日・29日
11月19～21日

11月29日
12月14日

1月8日
1月18日

2月1日
2月4日

3月11日

12月13～15日
1月17日・18日

 4月20日
7月30日

 
10月3日

 
12月12日

 
3月14日

 9月9日
 

9月10日

10月18日
 

3月25日

 1月18日
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●他組織との情報交換
  静岡市議会「志政会」
  韓国・忠清南道持続可能発展協議会
  松本市議会「誠の会」
  新宿副都心エリア環境改善委員会
  一般社団法人アーバンデザインセンター大宮
  安城市議会シティプロモーション・交流人口拡大特別委員会
  摂南大学経済学部
  柏駅前通り商店街振興組合

●先進事例視察
    第71回大本山總持寺「み霊祭り」
  納涼盆踊り花火大会（横浜）
    梅田ゆかた祭り2018（大阪）
    イルミネーション視察（東京・静岡・大阪）

  広島駅周辺地区まちづくり協議会
  神戸市住宅都市局都心再整備本部
  東日本旅客鉄道株式会社
  さいたま市都市局都心整備部
  東電不動産株式会社
  長崎市役所長崎駅周辺整備室
  東京急行電鉄株式会社

  イルミネーション視察（札幌・仙台・東京）
  都市再生安全確保計画等制度意見交換会

（東京：主催は国土交通省）

●定例会議の実施
  通常総会＆10周年記念パーティ
  第１回理事会
  （情報提供：地域再生エリアマネジメント負担金制度の創設について）
  第2回理事会
  （情報提供：博多区庁舎の建て替えについて）
  第3回理事会
  （情報提供：一人一花運動の今後の展開について）
  第4回理事会
  （情報提供：Ｇ20福岡 財務大臣・中央銀行総裁会議
   開催に向けた取組みについて）

●講演・シンポジウム依頼
  全国まちづくり会議2018 in 福岡
  （日本都市計画家協会）
  日本都市計画家協会
  まちづくりカレッジ2018
  名古屋駅地区街づくり協議会10周年
  街づくりシンポジウム
  （名古屋駅地区街づくり協議会）
  鳥栖商工会議所

●表彰及び受賞の記録
  博多警察署年間協力者表彰

●地域イベントとの連携
  ラブアース・クリーンアップ2018（福岡市）
  福岡ミュージックマンス（福岡ミュージックマンス主催者会）
  博多秋博2018（博多区）
  住吉神社観月会
  2018 博多情緒めぐり（福岡市観光案内ボランティア協会）
  全国地域安全運動博多区民大会
  博多灯明ウォッチング2018（博多部まちづくり協議会）
  博多ハロウィン仮装パレード＆コンテスト2018（キャナルシティ博多・博多リバレイン）
  博多旧市街ライトアップウォーク2018（博多ライトアップウォーク実行委員会）
  第15回バルウォーク福岡（NPO法人イデア九州・アジア）
  福岡クリスマスマーケット2018（FUKUOKA Christmas Market推進委員会）
  ふくこいアジア祭り2018（ふくこいアジア祭り実行委員会）　
  福岡ジルベスターコンサート2018（福岡ジルベスターコンサート実行委員会）
  G20福岡 財務大臣・中央銀行総裁会議開催150日前イベント（福岡市・福岡商工会議所）
  東長寺節分大祭博多駅表敬訪問
  第6回福岡検定（福岡検定実行委員会）
  ファッションマンス福岡アジア2019（福岡商工会議所）
  節分祭（東長寺、住吉神社）
  博多駅にぎわい綱引き大会（JR九州）
  JAPAN PIZZA FESTIVAL
  福岡県警察音楽隊「安全・安心コンサートin博多」

協議会活動の充実、他組織との連携

その他活動実績

●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
都市再生推進法人会議
天神博多商業連携会議
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
博多みらい企画会議
博多ライトアップウォーク実行委員会
福岡エリマネ会議
福岡おもてなし委員会
福岡建築ファウンデーション
福岡検定実行委員会

福岡市屋外広告物審議会
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
福岡市総合交通戦略会議
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
まち歩かんね、クルマ減らさんね推進協議会
ユニバーサル都市・福岡推進協議会
G20福岡 財務大臣・中央銀行総裁会議推進協力委員会
博多旧市街プロジェクト推進会議
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

博多旧市街ライトアップウォーク2018千年煌夜 博多秋博2018

G20福岡150日前イベント

●情報発信
会報誌「はかたんだより」
　№33～№36を発行。部会
の活動報告や新規会員企業
の紹介を行い、会員による活
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。
※2018年度から、空港通
り・筑紫通りの一部エリアへ
広告エリアを拡大

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「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
案内サインを新たに掲出。

情報発信・自主財源の確保

 5月17日
9月

9月～11月
9月24日

10月5日～
10月19日
10月20日
10月28日

10月31日～
11月3日・4日
11月13日～

11月17日・18日
12月31日

1月9日
1月18日
1月20日

2月2日
2月3日

2月23日
3月28日～

通年

5月18日
5月31日
6月26日
6月28日
7月13日

10月17日
11月9日

11月15日

7月17日

7月28日・29日
11月19～21日

11月29日
12月14日

1月8日
1月18日

2月1日
2月4日

3月11日

12月13～15日
1月17日・18日

 4月20日
7月30日

 
10月3日

 
12月12日

 
3月14日

 9月9日
 

9月10日

10月18日
 

3月25日

 1月18日
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博多まちづくり推進協議会設立総会

博多まちづくり推進協議会初代ロゴマーク

はかたんウォーク：自転車タクシー

はかたんウォーク：回遊パフォーマー

博多まち歩きマップ創刊号

会報誌はかたんだより創刊号

スペシャルクリーンデイ 防犯対策講習会

はかた駅前通りどんたく広場

福岡市長への明治公園再整備に
関する要望書提出

都市景観大賞「都市空間部門」
優秀賞（はかた駅前通り）

博多まちづくり
ガイドライン2014

はかた駅前ストリートギャラリー

ハカタリノベーションカフェ

はかた大学「神社でヨガ・ヨガ」講座

博多千年門完成記念イベント
（博多松囃子稚児舞）

福岡市長への「はかた駅前通り」の再生による
魅力あるまちなみ形成に関する要望書提出

10周年特集

2007年度

2008年度

2009年度

2010年度

○博多駅地区まちづくり推進組織準備会発足（2007年4月27日）
　2011年春の九州新幹線全線開業、新博多駅ビル開業といった、まちの大きな転換期を

見据え、駅周辺を快適で生活しやすく、訪れる人にとっても楽しく回遊しやすいまちにな
ることを目的に設立。

○「まちづくりシンポジウム（博多千年の都市フォーラム）」や「まちづくりワークショップ」を開催
○まちの美化活動「クリーンデイ」参加
　「博多駅前線活性化協議会（1996年設立）」が活動を始めた毎月第3木曜早朝の美化

活動に参加し、現在も活動を継承。
○本組織名称・ロゴマークを公募にて選定し、第3回まちづくりシンポジウムにて決定（2008年3月26日）

○博多まちづくり推進協議会発足（2008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

や団体、自治協議会、福岡市などで構成する官民一体となった「博多まちづくり推進協議
会」を設立。

○博多駅地区社会実験「はかたんウォーク」
　・通りに「わかりやすさ」と「にぎわい」を：通り名付けやオープンカフェ、回遊パフォーマー　など
　・通りに「歩きやすい」空間を：歩行者・自転車の分離　など
　・環境と健康にやさしい移動手段の提供：レンタサイクル、自転車タクシー　など
○「博多灯明ウォッチング」や「御供所ライトアップウォーク」などの地域イベントとの連携開始
○冬期イルミネーション「冬のファンタジー・はかた」開始
　駅周辺では３エリア（博多口、筑紫口、駅前通り）で地権者等が別々に実施していた事業

を同時開催。2009年度より当協議会の特別協賛事業として事業を統一して実施。

○博多まちづくり宣言（2009年4月20日）
　博多のまちづくりについて、まちの関係者で共有できる恒久的・普遍的な指針として策定。
○博多まちづくりガイドライン（2009年12月15日）
　博多のまちの目指すべき将来像と、その実現に向けてみんなで協力し合って進めるべき指

針と方策をわかりやすくまとめたもので、まちづくりを進めていく上での指針となるガイドラ
インを策定。

○「博多まち歩きマップ」創刊
○公共交通利用促進（We Love天神協議会と協働でポスター等を作成）
○会報誌「はかたんだより」創刊

○九州新幹線全線開業記念事業～博多まち歩きフォトコンテスト、スペシャルクリーンデ
イ、博多カフェ屋台 など～

　九州新幹線全線開業に合わせ、博多のまちの魅力を高め、広く発信するとともに、まちづ
くりの機運を高めるイベントを実施し、更なる活性化につなげることを目的に実施。

○「博多ひ～んやり！打ち水」開始
○「博多歴史探訪」開始（協議会会員が博多の由緒ある寺社を訪ね、座禅やお茶などの作

法を学ぶ企画）
○はかた駅前通り景観形成プラン
　まちの資産価値を保つために必要な景観形成あり方制定を目的に当協議会が発起人と

なり、計6回の検討会を重ね、福岡市へ「都市景観形成
　地区指定」の要望書を提出。
○「防犯対策講習会」開始

2011年度

2012年度

2013年度

2014年度

○「はかた駅前通りどんたく広場」運営～はかた駅前通りで24年ぶりに開催～
　福岡市民の祭り第50回記念および九州新幹線全線開業・新博多駅ビル開業のお祝いと

市全体の活性化を目的にはかた駅前通りで24年ぶりに開催。
○はかた駅前通り植栽管理事業
　はかた駅前通りの約600メートルに渡り沿道の植栽帯の一部を管理し、来街者へのおも

てなしと花の世話を通じたコミュニティ形成を図る。
○明治公園再整備に関する要望書提出（2011年5月11日）
　2010年度に東住吉自治協議会と共に計4回のワークショップを開催。地域が求める公

園の将来像を描き、再整備の要望書を福岡市長に提出。
○通り名プロジェクトで名付けた各通りの名称が承認（2010年7月）され、通りに「通り名

サイン」を設置

○ガイドライン改訂に向け、ワークショップを重ねる
○防災まちづくり講習会
○都市景観大賞「都市空間部門」優秀賞

○博多まちづくりガイドライン改訂（2014年1月21日臨時総会にて承認）
　2009年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によるまちの変化や

地下鉄七隈線延伸工事など今後の取り巻く環境の変化などに合わせ、まちの将来像実
現に必要な実効性のある内容に改訂。

　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。
○「はかた駅前”どんたく”ストリート」に改称
○「はかた駅前ストリートギャラリー」開催～「歩行者空間の充実」に向けた取り組み～
　福岡市主催の「まちなかアートギャラリー」と連携し、はかた駅前通りの歩道および民地

にアート作品を展示し、歩いて楽しいまちづくりに取り組む。
○「博多千年門」完成記念イベント開催～「観光都市」としての魅力づくり～
○「博多を学ばナイト」開始～まちづくりの裾野を広げる取り組み～
○「博多駅移転50周年企画」実施

○博多まちづくりラボ「ハカタリノベーションカフェ」開催
　リノベーションによるまちづくりの可能性を知ってもらうため、空き店舗をカフェに改修。食

や雑貨、古本などの販売や様々なイベントを実施し、リノベーションによる空室の新たな使
い方を発信。

○「はかた大学」開校
　学びを通じて博多のまちに新たなコミュニティが生まれることを目指して開校。食やビジ

ネス、歴史など多岐にわたるテーマの講座を設け、時間帯や平日休日を問わず学びの場
を広げた。

○はかた駅前通り景観社会実験「スマイルプロジェクト」開催～初の国家戦略道路占用事業～
○「はかた駅前通り再整備」検討会議開催。まちなみ形成に関する要望書提出（2014年10月31日）
　地域の方々や交通事業者などと一緒に「はかた駅前通り」再整備のあり方について計4

回の検討会を開催。
　「官民一体となった『はかた駅前通り』の再生による魅力あるまちなみ形成に関する要望

書」を福岡市長に提出。
○放置自転車への注意札付け活動
○第7回福岡市環境行動賞奨励賞
○平成26年度 花と緑に関する市長表彰
○アジア都市景観賞

2015年度

2016年度

2017年度

2018年度

○「博多朝カフェ・夜バル」開催
　博多口駅前広場のにぎわいづくりを目的に、前年好評だった「朝カフェ」に加え、仕事帰

りに気軽に立ち寄れる「夜バル」を新たに展開。
○国家戦略道路占用事業「ハカタストリートマーケット」開催
　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に、「ハカタストリートコンテナ」および「はかた駅前マルシ
ェ」を実施。

○「博多星空映画館in明治公園」開始
　都心の公園を多くの方に利用していただくこと、公園の新たな活用を目的に博多駅近く

の明治公園にて一夜限りの野外映画館イベントを開催。
○博多駅地区AEDマップ作成　
○「街路灯バナー外国語案内サイン」設置
○全国エリアマネジメントネットワーク設立

○「和の博多」開始
　博多のまちの魅力向上と回遊性を高めることを目的に、博多の魅力発信会議（事務局：博

多区企画振興課）と共催で開始。「和」を感じていただける各種イベントを展開。
○「博多まちづくりミートアップ」開始
　博多でさまざまな事業を行う方をゲストに招き、その取組を通じて「博多のまち」につい

て議論し、「これからの博多のまちづくり」を考えるトークイベントを開始。
○国家戦略道路占用事業「ハカタストリートバル」開催
○「博多駅地上・地下MAP」作成
○まちなかベンチプロジェクト
○「全国エリアマネジメントネットワークシンポジウムin福岡」開催

○「性犯罪防止キャンペーン」展開
　若年層女性の被害が相次いでいることを受け、博多警察署、麻生塾、Adachi学園と連

携し、専門学校生がデザインしたチラシやお洒落に防犯ブザーをカスタマイズできるシ
ールを作成し、啓発活動を展開。

○冬期イルミネーション　筑紫口通りへエリア拡大
○国家戦略道路占用事業を活用しLEDベンチを設置（大博通り）

○博多まちづくり推進協議会発足10周年（記念パーティ開催、新ロゴマーク・ジャンパー
導入）

○「はかた夏祭り」開始
○冬期イルミネーション　筑紫口通り・住吉通りへ一部エリア拡大
○国家戦略道路占用事業を活用しLEDオブジェ設置（住吉通り・大博通り）
○国家戦略道路占用事業「ハカタストリートバル ＃クリスマススタンド」開催

10年のあゆみ （沿革）

駅からまちへ、まちから駅へ。歩いて楽しいまちをめざして

新たなまちづくりへのチャレンジ

歩いて楽しいまちづくり・美しく安心なまちづくり～博多の新たなステージに向けて”磨く”期間～
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博多まちづくり推進協議会設立総会

博多まちづくり推進協議会初代ロゴマーク

はかたんウォーク：自転車タクシー

はかたんウォーク：回遊パフォーマー

博多まち歩きマップ創刊号

会報誌はかたんだより創刊号

スペシャルクリーンデイ 防犯対策講習会

はかた駅前通りどんたく広場

福岡市長への明治公園再整備に
関する要望書提出

都市景観大賞「都市空間部門」
優秀賞（はかた駅前通り）

博多まちづくり
ガイドライン2014

はかた駅前ストリートギャラリー

ハカタリノベーションカフェ

はかた大学「神社でヨガ・ヨガ」講座

博多千年門完成記念イベント
（博多松囃子稚児舞）

福岡市長への「はかた駅前通り」の再生による
魅力あるまちなみ形成に関する要望書提出

10周年特集

2007年度

2008年度

2009年度

2010年度

○博多駅地区まちづくり推進組織準備会発足（2007年4月27日）
　2011年春の九州新幹線全線開業、新博多駅ビル開業といった、まちの大きな転換期を

見据え、駅周辺を快適で生活しやすく、訪れる人にとっても楽しく回遊しやすいまちにな
ることを目的に設立。

○「まちづくりシンポジウム（博多千年の都市フォーラム）」や「まちづくりワークショップ」を開催
○まちの美化活動「クリーンデイ」参加
　「博多駅前線活性化協議会（1996年設立）」が活動を始めた毎月第3木曜早朝の美化

活動に参加し、現在も活動を継承。
○本組織名称・ロゴマークを公募にて選定し、第3回まちづくりシンポジウムにて決定（2008年3月26日）

○博多まちづくり推進協議会発足（2008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

や団体、自治協議会、福岡市などで構成する官民一体となった「博多まちづくり推進協議
会」を設立。

○博多駅地区社会実験「はかたんウォーク」
　・通りに「わかりやすさ」と「にぎわい」を：通り名付けやオープンカフェ、回遊パフォーマー　など
　・通りに「歩きやすい」空間を：歩行者・自転車の分離　など
　・環境と健康にやさしい移動手段の提供：レンタサイクル、自転車タクシー　など
○「博多灯明ウォッチング」や「御供所ライトアップウォーク」などの地域イベントとの連携開始
○冬期イルミネーション「冬のファンタジー・はかた」開始
　駅周辺では３エリア（博多口、筑紫口、駅前通り）で地権者等が別々に実施していた事業

を同時開催。2009年度より当協議会の特別協賛事業として事業を統一して実施。

○博多まちづくり宣言（2009年4月20日）
　博多のまちづくりについて、まちの関係者で共有できる恒久的・普遍的な指針として策定。
○博多まちづくりガイドライン（2009年12月15日）
　博多のまちの目指すべき将来像と、その実現に向けてみんなで協力し合って進めるべき指

針と方策をわかりやすくまとめたもので、まちづくりを進めていく上での指針となるガイドラ
インを策定。

○「博多まち歩きマップ」創刊
○公共交通利用促進（We Love天神協議会と協働でポスター等を作成）
○会報誌「はかたんだより」創刊

○九州新幹線全線開業記念事業～博多まち歩きフォトコンテスト、スペシャルクリーンデ
イ、博多カフェ屋台 など～

　九州新幹線全線開業に合わせ、博多のまちの魅力を高め、広く発信するとともに、まちづ
くりの機運を高めるイベントを実施し、更なる活性化につなげることを目的に実施。

○「博多ひ～んやり！打ち水」開始
○「博多歴史探訪」開始（協議会会員が博多の由緒ある寺社を訪ね、座禅やお茶などの作

法を学ぶ企画）
○はかた駅前通り景観形成プラン
　まちの資産価値を保つために必要な景観形成あり方制定を目的に当協議会が発起人と

なり、計6回の検討会を重ね、福岡市へ「都市景観形成
　地区指定」の要望書を提出。
○「防犯対策講習会」開始

2011年度

2012年度

2013年度

2014年度

○「はかた駅前通りどんたく広場」運営～はかた駅前通りで24年ぶりに開催～
　福岡市民の祭り第50回記念および九州新幹線全線開業・新博多駅ビル開業のお祝いと

市全体の活性化を目的にはかた駅前通りで24年ぶりに開催。
○はかた駅前通り植栽管理事業
　はかた駅前通りの約600メートルに渡り沿道の植栽帯の一部を管理し、来街者へのおも

てなしと花の世話を通じたコミュニティ形成を図る。
○明治公園再整備に関する要望書提出（2011年5月11日）
　2010年度に東住吉自治協議会と共に計4回のワークショップを開催。地域が求める公

園の将来像を描き、再整備の要望書を福岡市長に提出。
○通り名プロジェクトで名付けた各通りの名称が承認（2010年7月）され、通りに「通り名

サイン」を設置

○ガイドライン改訂に向け、ワークショップを重ねる
○防災まちづくり講習会
○都市景観大賞「都市空間部門」優秀賞

○博多まちづくりガイドライン改訂（2014年1月21日臨時総会にて承認）
　2009年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によるまちの変化や

地下鉄七隈線延伸工事など今後の取り巻く環境の変化などに合わせ、まちの将来像実
現に必要な実効性のある内容に改訂。

　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。
○「はかた駅前”どんたく”ストリート」に改称
○「はかた駅前ストリートギャラリー」開催～「歩行者空間の充実」に向けた取り組み～
　福岡市主催の「まちなかアートギャラリー」と連携し、はかた駅前通りの歩道および民地

にアート作品を展示し、歩いて楽しいまちづくりに取り組む。
○「博多千年門」完成記念イベント開催～「観光都市」としての魅力づくり～
○「博多を学ばナイト」開始～まちづくりの裾野を広げる取り組み～
○「博多駅移転50周年企画」実施

○博多まちづくりラボ「ハカタリノベーションカフェ」開催
　リノベーションによるまちづくりの可能性を知ってもらうため、空き店舗をカフェに改修。食

や雑貨、古本などの販売や様々なイベントを実施し、リノベーションによる空室の新たな使
い方を発信。

○「はかた大学」開校
　学びを通じて博多のまちに新たなコミュニティが生まれることを目指して開校。食やビジ

ネス、歴史など多岐にわたるテーマの講座を設け、時間帯や平日休日を問わず学びの場
を広げた。

○はかた駅前通り景観社会実験「スマイルプロジェクト」開催～初の国家戦略道路占用事業～
○「はかた駅前通り再整備」検討会議開催。まちなみ形成に関する要望書提出（2014年10月31日）
　地域の方々や交通事業者などと一緒に「はかた駅前通り」再整備のあり方について計4

回の検討会を開催。
　「官民一体となった『はかた駅前通り』の再生による魅力あるまちなみ形成に関する要望

書」を福岡市長に提出。
○放置自転車への注意札付け活動
○第7回福岡市環境行動賞奨励賞
○平成26年度 花と緑に関する市長表彰
○アジア都市景観賞

2015年度

2016年度

2017年度

2018年度

○「博多朝カフェ・夜バル」開催
　博多口駅前広場のにぎわいづくりを目的に、前年好評だった「朝カフェ」に加え、仕事帰

りに気軽に立ち寄れる「夜バル」を新たに展開。
○国家戦略道路占用事業「ハカタストリートマーケット」開催
　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に、「ハカタストリートコンテナ」および「はかた駅前マルシ
ェ」を実施。

○「博多星空映画館in明治公園」開始
　都心の公園を多くの方に利用していただくこと、公園の新たな活用を目的に博多駅近く

の明治公園にて一夜限りの野外映画館イベントを開催。
○博多駅地区AEDマップ作成　
○「街路灯バナー外国語案内サイン」設置
○全国エリアマネジメントネットワーク設立

○「和の博多」開始
　博多のまちの魅力向上と回遊性を高めることを目的に、博多の魅力発信会議（事務局：博

多区企画振興課）と共催で開始。「和」を感じていただける各種イベントを展開。
○「博多まちづくりミートアップ」開始
　博多でさまざまな事業を行う方をゲストに招き、その取組を通じて「博多のまち」につい

て議論し、「これからの博多のまちづくり」を考えるトークイベントを開始。
○国家戦略道路占用事業「ハカタストリートバル」開催
○「博多駅地上・地下MAP」作成
○まちなかベンチプロジェクト
○「全国エリアマネジメントネットワークシンポジウムin福岡」開催

○「性犯罪防止キャンペーン」展開
　若年層女性の被害が相次いでいることを受け、博多警察署、麻生塾、Adachi学園と連

携し、専門学校生がデザインしたチラシやお洒落に防犯ブザーをカスタマイズできるシ
ールを作成し、啓発活動を展開。

○冬期イルミネーション　筑紫口通りへエリア拡大
○国家戦略道路占用事業を活用しLEDベンチを設置（大博通り）

○博多まちづくり推進協議会発足10周年（記念パーティ開催、新ロゴマーク・ジャンパー
導入）

○「はかた夏祭り」開始
○冬期イルミネーション　筑紫口通り・住吉通りへ一部エリア拡大
○国家戦略道路占用事業を活用しLEDオブジェ設置（住吉通り・大博通り）
○国家戦略道路占用事業「ハカタストリートバル ＃クリスマススタンド」開催

10年のあゆみ （沿革）

駅からまちへ、まちから駅へ。歩いて楽しいまちをめざして

新たなまちづくりへのチャレンジ

歩いて楽しいまちづくり・美しく安心なまちづくり～博多の新たなステージに向けて”磨く”期間～
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博多朝カフェ

ハカタストリートコンテナ

ハカタストリートバル

イルミネーション事業
LEDベンチ

はかた夏祭り

設立10周年記念パーティ 10周年記念新ロゴマーク 10周年記念新ジャンパー・ビブス

和の博多オープニングイベント

2007年度

2008年度

2009年度

2010年度

○博多駅地区まちづくり推進組織準備会発足（2007年4月27日）
　2011年春の九州新幹線全線開業、新博多駅ビル開業といった、まちの大きな転換期を

見据え、駅周辺を快適で生活しやすく、訪れる人にとっても楽しく回遊しやすいまちにな
ることを目的に設立。

○「まちづくりシンポジウム（博多千年の都市フォーラム）」や「まちづくりワークショップ」を開催
○まちの美化活動「クリーンデイ」参加
　「博多駅前線活性化協議会（1996年設立）」が活動を始めた毎月第3木曜早朝の美化

活動に参加し、現在も活動を継承。
○本組織名称・ロゴマークを公募にて選定し、第3回まちづくりシンポジウムにて決定（2008年3月26日）

○博多まちづくり推進協議会発足（2008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

や団体、自治協議会、福岡市などで構成する官民一体となった「博多まちづくり推進協議
会」を設立。

○博多駅地区社会実験「はかたんウォーク」
　・通りに「わかりやすさ」と「にぎわい」を：通り名付けやオープンカフェ、回遊パフォーマー　など
　・通りに「歩きやすい」空間を：歩行者・自転車の分離　など
　・環境と健康にやさしい移動手段の提供：レンタサイクル、自転車タクシー　など
○「博多灯明ウォッチング」や「御供所ライトアップウォーク」などの地域イベントとの連携開始
○冬期イルミネーション「冬のファンタジー・はかた」開始
　駅周辺では３エリア（博多口、筑紫口、駅前通り）で地権者等が別々に実施していた事業

を同時開催。2009年度より当協議会の特別協賛事業として事業を統一して実施。

○博多まちづくり宣言（2009年4月20日）
　博多のまちづくりについて、まちの関係者で共有できる恒久的・普遍的な指針として策定。
○博多まちづくりガイドライン（2009年12月15日）
　博多のまちの目指すべき将来像と、その実現に向けてみんなで協力し合って進めるべき指

針と方策をわかりやすくまとめたもので、まちづくりを進めていく上での指針となるガイドラ
インを策定。

○「博多まち歩きマップ」創刊
○公共交通利用促進（We Love天神協議会と協働でポスター等を作成）
○会報誌「はかたんだより」創刊

○九州新幹線全線開業記念事業～博多まち歩きフォトコンテスト、スペシャルクリーンデ
イ、博多カフェ屋台 など～

　九州新幹線全線開業に合わせ、博多のまちの魅力を高め、広く発信するとともに、まちづ
くりの機運を高めるイベントを実施し、更なる活性化につなげることを目的に実施。

○「博多ひ～んやり！打ち水」開始
○「博多歴史探訪」開始（協議会会員が博多の由緒ある寺社を訪ね、座禅やお茶などの作

法を学ぶ企画）
○はかた駅前通り景観形成プラン
　まちの資産価値を保つために必要な景観形成あり方制定を目的に当協議会が発起人と

なり、計6回の検討会を重ね、福岡市へ「都市景観形成
　地区指定」の要望書を提出。
○「防犯対策講習会」開始

2011年度

2012年度

2013年度

2014年度

○「はかた駅前通りどんたく広場」運営～はかた駅前通りで24年ぶりに開催～
　福岡市民の祭り第50回記念および九州新幹線全線開業・新博多駅ビル開業のお祝いと

市全体の活性化を目的にはかた駅前通りで24年ぶりに開催。
○はかた駅前通り植栽管理事業
　はかた駅前通りの約600メートルに渡り沿道の植栽帯の一部を管理し、来街者へのおも

てなしと花の世話を通じたコミュニティ形成を図る。
○明治公園再整備に関する要望書提出（2011年5月11日）
　2010年度に東住吉自治協議会と共に計4回のワークショップを開催。地域が求める公

園の将来像を描き、再整備の要望書を福岡市長に提出。
○通り名プロジェクトで名付けた各通りの名称が承認（2010年7月）され、通りに「通り名

サイン」を設置

○ガイドライン改訂に向け、ワークショップを重ねる
○防災まちづくり講習会
○都市景観大賞「都市空間部門」優秀賞

○博多まちづくりガイドライン改訂（2014年1月21日臨時総会にて承認）
　2009年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によるまちの変化や

地下鉄七隈線延伸工事など今後の取り巻く環境の変化などに合わせ、まちの将来像実
現に必要な実効性のある内容に改訂。

　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。
○「はかた駅前”どんたく”ストリート」に改称
○「はかた駅前ストリートギャラリー」開催～「歩行者空間の充実」に向けた取り組み～
　福岡市主催の「まちなかアートギャラリー」と連携し、はかた駅前通りの歩道および民地

にアート作品を展示し、歩いて楽しいまちづくりに取り組む。
○「博多千年門」完成記念イベント開催～「観光都市」としての魅力づくり～
○「博多を学ばナイト」開始～まちづくりの裾野を広げる取り組み～
○「博多駅移転50周年企画」実施

○博多まちづくりラボ「ハカタリノベーションカフェ」開催
　リノベーションによるまちづくりの可能性を知ってもらうため、空き店舗をカフェに改修。食

や雑貨、古本などの販売や様々なイベントを実施し、リノベーションによる空室の新たな使
い方を発信。

○「はかた大学」開校
　学びを通じて博多のまちに新たなコミュニティが生まれることを目指して開校。食やビジ

ネス、歴史など多岐にわたるテーマの講座を設け、時間帯や平日休日を問わず学びの場
を広げた。

○はかた駅前通り景観社会実験「スマイルプロジェクト」開催～初の国家戦略道路占用事業～
○「はかた駅前通り再整備」検討会議開催。まちなみ形成に関する要望書提出（2014年10月31日）
　地域の方々や交通事業者などと一緒に「はかた駅前通り」再整備のあり方について計4

回の検討会を開催。
　「官民一体となった『はかた駅前通り』の再生による魅力あるまちなみ形成に関する要望

書」を福岡市長に提出。
○放置自転車への注意札付け活動
○第7回福岡市環境行動賞奨励賞
○平成26年度 花と緑に関する市長表彰
○アジア都市景観賞

2015年度

2016年度

2017年度

2018年度

○「博多朝カフェ・夜バル」開催
　博多口駅前広場のにぎわいづくりを目的に、前年好評だった「朝カフェ」に加え、仕事帰

りに気軽に立ち寄れる「夜バル」を新たに展開。
○国家戦略道路占用事業「ハカタストリートマーケット」開催
　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に、「ハカタストリートコンテナ」および「はかた駅前マルシ
ェ」を実施。

○「博多星空映画館in明治公園」開始
　都心の公園を多くの方に利用していただくこと、公園の新たな活用を目的に博多駅近く

の明治公園にて一夜限りの野外映画館イベントを開催。
○博多駅地区AEDマップ作成　
○「街路灯バナー外国語案内サイン」設置
○全国エリアマネジメントネットワーク設立

○「和の博多」開始
　博多のまちの魅力向上と回遊性を高めることを目的に、博多の魅力発信会議（事務局：博

多区企画振興課）と共催で開始。「和」を感じていただける各種イベントを展開。
○「博多まちづくりミートアップ」開始
　博多でさまざまな事業を行う方をゲストに招き、その取組を通じて「博多のまち」につい

て議論し、「これからの博多のまちづくり」を考えるトークイベントを開始。
○国家戦略道路占用事業「ハカタストリートバル」開催
○「博多駅地上・地下MAP」作成
○まちなかベンチプロジェクト
○「全国エリアマネジメントネットワークシンポジウムin福岡」開催

○「性犯罪防止キャンペーン」展開
　若年層女性の被害が相次いでいることを受け、博多警察署、麻生塾、Adachi学園と連

携し、専門学校生がデザインしたチラシやお洒落に防犯ブザーをカスタマイズできるシ
ールを作成し、啓発活動を展開。

○冬期イルミネーション　筑紫口通りへエリア拡大
○国家戦略道路占用事業を活用しLEDベンチを設置（大博通り）

○博多まちづくり推進協議会発足10周年（記念パーティ開催、新ロゴマーク・ジャンパー
導入）

○「はかた夏祭り」開始
○冬期イルミネーション　筑紫口通り・住吉通りへ一部エリア拡大
○国家戦略道路占用事業を活用しLEDオブジェ設置（住吉通り・大博通り）
○国家戦略道路占用事業「ハカタストリートバル ＃クリスマススタンド」開催

10周年特集

活動実績 （数値実績）

歩いて楽しいまちづくり・美しく安心なまちづくり～博多の新たなステージに向けて”繋ぐ”期間～

●会員数

●はかた駅前通り歩行者数
平　日

参加者数 ごみ回収量

電球数 総延長

土曜日

●クリーンデイ

※2016年度より計測を開始

●イルミネーション

●はかた大学登録者数

14.0万球 2008年度

43.0万球 2018年度

900m 2008年度

1,600m 2018年度

2,109人 2009年度

4,390人 2018年度

386.8kg 2016年度

599.4kg 2018年度

18,570人 2011年度

25,927人 2018年度

14,059人 2011年度

25,464人 2018年度

109会員 設立時 2008年4月

173会員 設立10年目 2018年4月

384人 2014年度末

976人 2018年度末
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博多朝カフェ

ハカタストリートコンテナ

ハカタストリートバル

イルミネーション事業
LEDベンチ

はかた夏祭り

設立10周年記念パーティ 10周年記念新ロゴマーク 10周年記念新ジャンパー・ビブス

和の博多オープニングイベント

2007年度

2008年度

2009年度

2010年度

○博多駅地区まちづくり推進組織準備会発足（2007年4月27日）
　2011年春の九州新幹線全線開業、新博多駅ビル開業といった、まちの大きな転換期を

見据え、駅周辺を快適で生活しやすく、訪れる人にとっても楽しく回遊しやすいまちにな
ることを目的に設立。

○「まちづくりシンポジウム（博多千年の都市フォーラム）」や「まちづくりワークショップ」を開催
○まちの美化活動「クリーンデイ」参加
　「博多駅前線活性化協議会（1996年設立）」が活動を始めた毎月第3木曜早朝の美化

活動に参加し、現在も活動を継承。
○本組織名称・ロゴマークを公募にて選定し、第3回まちづくりシンポジウムにて決定（2008年3月26日）

○博多まちづくり推進協議会発足（2008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

や団体、自治協議会、福岡市などで構成する官民一体となった「博多まちづくり推進協議
会」を設立。

○博多駅地区社会実験「はかたんウォーク」
　・通りに「わかりやすさ」と「にぎわい」を：通り名付けやオープンカフェ、回遊パフォーマー　など
　・通りに「歩きやすい」空間を：歩行者・自転車の分離　など
　・環境と健康にやさしい移動手段の提供：レンタサイクル、自転車タクシー　など
○「博多灯明ウォッチング」や「御供所ライトアップウォーク」などの地域イベントとの連携開始
○冬期イルミネーション「冬のファンタジー・はかた」開始
　駅周辺では３エリア（博多口、筑紫口、駅前通り）で地権者等が別々に実施していた事業

を同時開催。2009年度より当協議会の特別協賛事業として事業を統一して実施。

○博多まちづくり宣言（2009年4月20日）
　博多のまちづくりについて、まちの関係者で共有できる恒久的・普遍的な指針として策定。
○博多まちづくりガイドライン（2009年12月15日）
　博多のまちの目指すべき将来像と、その実現に向けてみんなで協力し合って進めるべき指

針と方策をわかりやすくまとめたもので、まちづくりを進めていく上での指針となるガイドラ
インを策定。

○「博多まち歩きマップ」創刊
○公共交通利用促進（We Love天神協議会と協働でポスター等を作成）
○会報誌「はかたんだより」創刊

○九州新幹線全線開業記念事業～博多まち歩きフォトコンテスト、スペシャルクリーンデ
イ、博多カフェ屋台 など～

　九州新幹線全線開業に合わせ、博多のまちの魅力を高め、広く発信するとともに、まちづ
くりの機運を高めるイベントを実施し、更なる活性化につなげることを目的に実施。

○「博多ひ～んやり！打ち水」開始
○「博多歴史探訪」開始（協議会会員が博多の由緒ある寺社を訪ね、座禅やお茶などの作

法を学ぶ企画）
○はかた駅前通り景観形成プラン
　まちの資産価値を保つために必要な景観形成あり方制定を目的に当協議会が発起人と

なり、計6回の検討会を重ね、福岡市へ「都市景観形成
　地区指定」の要望書を提出。
○「防犯対策講習会」開始

2011年度

2012年度

2013年度

2014年度

○「はかた駅前通りどんたく広場」運営～はかた駅前通りで24年ぶりに開催～
　福岡市民の祭り第50回記念および九州新幹線全線開業・新博多駅ビル開業のお祝いと

市全体の活性化を目的にはかた駅前通りで24年ぶりに開催。
○はかた駅前通り植栽管理事業
　はかた駅前通りの約600メートルに渡り沿道の植栽帯の一部を管理し、来街者へのおも

てなしと花の世話を通じたコミュニティ形成を図る。
○明治公園再整備に関する要望書提出（2011年5月11日）
　2010年度に東住吉自治協議会と共に計4回のワークショップを開催。地域が求める公

園の将来像を描き、再整備の要望書を福岡市長に提出。
○通り名プロジェクトで名付けた各通りの名称が承認（2010年7月）され、通りに「通り名

サイン」を設置

○ガイドライン改訂に向け、ワークショップを重ねる
○防災まちづくり講習会
○都市景観大賞「都市空間部門」優秀賞

○博多まちづくりガイドライン改訂（2014年1月21日臨時総会にて承認）
　2009年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によるまちの変化や

地下鉄七隈線延伸工事など今後の取り巻く環境の変化などに合わせ、まちの将来像実
現に必要な実効性のある内容に改訂。

　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。
○「はかた駅前”どんたく”ストリート」に改称
○「はかた駅前ストリートギャラリー」開催～「歩行者空間の充実」に向けた取り組み～
　福岡市主催の「まちなかアートギャラリー」と連携し、はかた駅前通りの歩道および民地

にアート作品を展示し、歩いて楽しいまちづくりに取り組む。
○「博多千年門」完成記念イベント開催～「観光都市」としての魅力づくり～
○「博多を学ばナイト」開始～まちづくりの裾野を広げる取り組み～
○「博多駅移転50周年企画」実施

○博多まちづくりラボ「ハカタリノベーションカフェ」開催
　リノベーションによるまちづくりの可能性を知ってもらうため、空き店舗をカフェに改修。食

や雑貨、古本などの販売や様々なイベントを実施し、リノベーションによる空室の新たな使
い方を発信。

○「はかた大学」開校
　学びを通じて博多のまちに新たなコミュニティが生まれることを目指して開校。食やビジ

ネス、歴史など多岐にわたるテーマの講座を設け、時間帯や平日休日を問わず学びの場
を広げた。

○はかた駅前通り景観社会実験「スマイルプロジェクト」開催～初の国家戦略道路占用事業～
○「はかた駅前通り再整備」検討会議開催。まちなみ形成に関する要望書提出（2014年10月31日）
　地域の方々や交通事業者などと一緒に「はかた駅前通り」再整備のあり方について計4

回の検討会を開催。
　「官民一体となった『はかた駅前通り』の再生による魅力あるまちなみ形成に関する要望

書」を福岡市長に提出。
○放置自転車への注意札付け活動
○第7回福岡市環境行動賞奨励賞
○平成26年度 花と緑に関する市長表彰
○アジア都市景観賞

2015年度

2016年度

2017年度

2018年度

○「博多朝カフェ・夜バル」開催
　博多口駅前広場のにぎわいづくりを目的に、前年好評だった「朝カフェ」に加え、仕事帰

りに気軽に立ち寄れる「夜バル」を新たに展開。
○国家戦略道路占用事業「ハカタストリートマーケット」開催
　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に、「ハカタストリートコンテナ」および「はかた駅前マルシ
ェ」を実施。

○「博多星空映画館in明治公園」開始
　都心の公園を多くの方に利用していただくこと、公園の新たな活用を目的に博多駅近く

の明治公園にて一夜限りの野外映画館イベントを開催。
○博多駅地区AEDマップ作成　
○「街路灯バナー外国語案内サイン」設置
○全国エリアマネジメントネットワーク設立

○「和の博多」開始
　博多のまちの魅力向上と回遊性を高めることを目的に、博多の魅力発信会議（事務局：博

多区企画振興課）と共催で開始。「和」を感じていただける各種イベントを展開。
○「博多まちづくりミートアップ」開始
　博多でさまざまな事業を行う方をゲストに招き、その取組を通じて「博多のまち」につい

て議論し、「これからの博多のまちづくり」を考えるトークイベントを開始。
○国家戦略道路占用事業「ハカタストリートバル」開催
○「博多駅地上・地下MAP」作成
○まちなかベンチプロジェクト
○「全国エリアマネジメントネットワークシンポジウムin福岡」開催

○「性犯罪防止キャンペーン」展開
　若年層女性の被害が相次いでいることを受け、博多警察署、麻生塾、Adachi学園と連

携し、専門学校生がデザインしたチラシやお洒落に防犯ブザーをカスタマイズできるシ
ールを作成し、啓発活動を展開。

○冬期イルミネーション　筑紫口通りへエリア拡大
○国家戦略道路占用事業を活用しLEDベンチを設置（大博通り）

○博多まちづくり推進協議会発足10周年（記念パーティ開催、新ロゴマーク・ジャンパー
導入）

○「はかた夏祭り」開始
○冬期イルミネーション　筑紫口通り・住吉通りへ一部エリア拡大
○国家戦略道路占用事業を活用しLEDオブジェ設置（住吉通り・大博通り）
○国家戦略道路占用事業「ハカタストリートバル ＃クリスマススタンド」開催

10周年特集

活動実績 （数値実績）

歩いて楽しいまちづくり・美しく安心なまちづくり～博多の新たなステージに向けて”繋ぐ”期間～

●会員数

●はかた駅前通り歩行者数
平　日

参加者数 ごみ回収量

電球数 総延長

土曜日

●クリーンデイ

※2016年度より計測を開始

●イルミネーション

●はかた大学登録者数

14.0万球 2008年度

43.0万球 2018年度

900m 2008年度

1,600m 2018年度

2,109人 2009年度

4,390人 2018年度

386.8kg 2016年度

599.4kg 2018年度

18,570人 2011年度

25,927人 2018年度

14,059人 2011年度

25,464人 2018年度

109会員 設立時 2008年4月

173会員 設立10年目 2018年4月

384人 2014年度末

976人 2018年度末



【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、（学）麻生塾 麻生専門学校グループ、（学）Adachi学園、（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）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）、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）、住吉商事九州（株）、住吉自治協議会、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、東京建物（株） 九州支店、（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）鉄道本部新幹線鉄道事業本部 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、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）、（株）アットマーク・ラーニング、RKB毎日放送（株）、（株）イースト、（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）エフ・ジェイ ホテルズ ハイアット リージェンシー 福岡、オーシャン・レインボウ（株）、（株）ALL FOR ONE、（株）鹿児島銀行 福岡

支店、上内電気（株）、九州朝日放送（株）、（株）九州ぱど、（株）共立電照、（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）、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）九州本部 博多統轄支社、（株）船場、全労済福岡推進本部、（株）大広九州、（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、長崎船舶装備（株）、（学）中村学園 中村学園事業部、（有）二鶴

堂、（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、パーソルキャリア（株）、（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、NPO法人 福岡建築ファ

ウンデーション、（公財）福岡観光コンベンションビューロー、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、LINE Fukuoka（株）、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、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、東京大学 大学院、（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

2019年3月31日現在（五十音順）

【正会員 73、一般会員 89、特別会員 10、賛助会員 9 計 181会員】

○ 博多まちづくり推進協議会会員一覧
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