
１.自然

福岡の新たなライフスタイルを実現する為の、5つのカテゴリーと24のコンテンツ

世界でいちばん
暮らしよいまちへ。

福岡の新たなライフスタイルを実現する為の、5つのカテゴリーと24のコンテンツ



より楽しく快適な
FUKUOKAスタイルを育むための
5つのカテゴリーと24のコンテンツ

いつの時代も、まちをつくる主役は、そこに暮らす人びとである。

このまちは、古くから大陸の窓口として、様ざまな地域の人びとが行き来し、多くの交流を育んできました。

そして、そこから生まれる多くの融合から、まちは形成され、その受け継がれてきた市民性こそが、福岡の最大の魅力であり、

すべての創造への原点は「人」であったはずです。

そして、この先もまた、住み暮らす「人びと」によって、創造されていくに違いありません。

昨今、時代の遷り変わるスピードは、その加速度を増し、世界の各都市との競争も一層の激しさを増しています。

このまちに、今後、どのような新たな価値を生み出していくのか。そして、私たち青年会議所がどのような役割を果たしていくのか。

その一歩は、人によって切り拓かれていくはずです。

青年らしい青い目で、真っ直ぐに未来を見定め、自らが率先して行動することで未来のFUKUOKAを切り拓くこと。

これは青年の特権であり、JAYCEEの存在意義でもあります。それを胸に、仲間とともに、大いなる一歩を挑戦的に踏み出していきます。

いつの時代も、まちをつくる主役は、私たちである。

Grand Design FUKUOKA「世界でいちばん暮らしよいまちFUKUOKA」を、ここに提言いたします。

理事長　藤 眞臣

世界でいちばん暮らしよいまちへ　　　　　　　　
ごあいさつ

第64代理事長　藤 眞臣
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我われ福岡青年会議所では、これまで様ざまな観点から福岡のまちに対する提言を行ってきました。

2010年、我われの先輩方は福岡青年会議所がめざすべきまちづくりとは「ひとづくり」であり、そして「ひとづくり」の原点こそは交流であるとし、「アジ

ア交流首都宣言」を創り上げました。「アジア交流首都宣言」から6年が経過し、世界において都市間の競争は更に激しさを増し、単なる交流だけで

は世界の主要都市には太刀打ちできなくなってしまいました。しかし、2015年の国勢調査ではじめて日本人の人口が減少に転じる中、福岡市は年々

人口も増加し、今でも成長し続ける素晴らしい都市であることは間違いありません。だからこそ、今の福岡におごることなく、世界でも有数の都市へ

と変化する挑戦を恐れずに進むべきです。福岡がめざす世界有数の都市の姿とは何でしょうか？福岡はサービス産業を中心とした第3次産業が9割

を占めています。このようなまちにおいて創造力を高め生産性を上げていくことは必要不可欠な要素であり、そのためには「ひと」「もの」「こと」が出

会い融合することができる刺激あふれるまちづくりが非常に重要となってきます。

福岡青年会議所がめざすべきまちづくりとは「ひとづくり」です。福岡は、まちの中で「ひと」「もの」「こと」が出会い融合しあうことで様々なきっかけ

が生まれ刺激しあい、興奮し、感動を覚え躍動感と活気あふれる福岡へと変化し、それらを幼少期から身近に感じられる環境づくりこそが福岡青

年会議所ができるまちづくりではないでしょうか。刺激あふれるまち福岡の魅力に魅了された人びとが集まり、世界へ挑戦する人びとが生まれるグ

ローバル・リーダー生産拠点都市をめざすべき時が来たのではないでしょうか。ではどうやって刺激あふれるまちづくりを行うのか？そう、いつの時

代もまちをつくる主役はそこに暮らす人びとに他なりません。福岡の人びとのライフスタイルが豊かになることがまちの魅力となり、結果として才能溢

れるひとを呼び寄せ、もの、ことが集まり刺激あふれるまちへと変化します。今こそ、世界でいちばん暮らしよいまちFUKUOKAの実現に向けて、よ

り楽しく快適なFUKUOKAスタイルを育むための「Ｇｒａｎｄ Ｄｅｓｉｇｎ FUKUOKA」を世に問いたいと思います。

福岡の人々のライフスタイルが豊かになることが
暮らしよいまちFUKUOKAを実現します。

まちづくりとは「ひとづくり」です。

「ひと」「もの」「こと」が出会い
融合しあうまちがFUKUOKAスタイル。

M E SSA G E  　　　



生活空間の親水化・親緑化

那珂川の親水公園化

ポケットパークの充実

アーバンキャンピング　

山の聖地・海の聖地

山の聖地・能古島

自然1 NATURE

CONTENTS 4

海の聖地・志賀島
CONTENTS 5

CONTENTS 1

CONTENTS 2

CONTENTS 3

久保田晋平氏／のこのしまアイランドパーク 代表取締役社長 

自然という資産を活かすために。

「近くにあって当然」、
海が身近な存在の福岡。

都市として大き過ぎず、小さ過ぎない規

模。都市部から空港が近く、野球やサッ

カー、芝居など文化的な娯楽も豊富。海

山が近くて、食べ物がおいしい。一般的

に言われる福岡の魅力はそういうところ

ですよね。

一方で、海に関して言うと、福岡の人に

とって海はあまりにも近くにあり過ぎて、

「そこにあるのが当たり前」な存在なのか

もしれません。だから意識が海側ではな

く、繁華街がある内陸側の方を向いてい

る気がします。たとえば、ベイサイドプレ

イスにしても、東京の感覚で言うともっと

発展するエリア。福岡でも最初こそ

ワーッと人が押し寄せましたが、海が身

近な存在だから慣れてくるとだんだん足

を運ばなくなる。「あって当然の海」が都

心のすぐ傍にある恵まれた環境だからこ

そ、意識がまちに向くという現象が起こ

るのでしょう。

自然への多様な意識を
長い時間をかけて育みたい。

福岡市西区の姪浜渡船場から能古島ま

でフェリーで約10分。能古島から出る場

合も、フェリーで姪浜に着き、そこから高

速に乗れば１時間以内で福岡空港に着

きます。これは東京だと浜松町から羽田

空港へ移動するのに等しい時間。150万

都市のすぐ近くにこういう島があるのは

世界的にもとても珍しいことでしょう。

海外からのお客様で能古島を気に入って

くださった方は「ここに住むのはさぞか

し高いのでしょうね」と話されます。海外、

特に欧米の方の中にはビジネスは都心で、

プライベートな住居は自然豊かな場所で

と考える方が大勢いらっしゃいますから、

そういう方がたから

すると能古島はとて

も価値ある島に映る

のでしょうね。実際に

島に遊びにいらして

も、海辺でただ読書

をするなどゆっくりし

た時間を過ごされま

す。海での遊び方、過

ごし方の選択肢が多

いからだと思われます。

日本人もそういうラ

イフスタイルをしましょうよ、と推奨する

のは簡単ですが、実際浸透するにはかな

りの時間がかかります。

たとえば、子どもが小さいうちから海水

浴や魚釣り、貝堀りなどといった自然と

ふれあう体験をいっぱいさせて、自然の

楽しみ方を教えてあげるとか、長いスパ

ンで多様な意識を育む姿勢が大切。そう

した積み重ねが自然とのふれあい方の

選択肢を増やすきっかけになるのではな

いでしょうか。

福岡の何よりの強みは
「バランスの良さ」

福岡が世界一をめざす上で大事にしてほ

しいのは「バランスの良さ」です。たとえ

ばシンガポールは四季がない。ニュー

ヨークは冬の寒さが厳しい。ロスの海は

冷たい海で、サンタモニカではそれほど

人は泳いでいない。年間を通して比較的

温暖で豊かな四季があってたまには雪も

降って……と、天候まで視野に入れた時

の福岡のバランスの良さは、世界的にも

貴重です。

何でもかんでも一番、一番という考え方

は大都市化していく一方、弊害も多くなり

住みやすいまちになるとは限りません。

大きな施設を建てて人が来るようにすれ

ばいい、という発想も考えもの。建てた後

にどう活用していくか、人が飽きることな

く足を運べるようなアイデアを考えない

と意味がありません。バランスが崩れる

やり方は個人的にもあまり嬉しくないよ

うな気がします。

一番じゃなくても住んでいる人が「住み

やすい」と思えるのが何よりです。能古

島に関しては単純に、まだこの島の魅力

を知らない方が福岡市内にも大勢いらっ

しゃると思うのです。

たとえば、一周２㎞の大濠公園で10㎞

ジョギングするとしたら、グルグルと同じ

景色の中を走ることになります。能古島

なら島一周が約10㎞。海岸沿いから山

道を上って下りて、今度は林の中を抜け

ていく。アップダウンあり、変わる景色を

見ながら走ることができます。ジョギン

グの後は島でご飯食べて福岡に帰る。そ

ういう楽しみ方をする方が増えると、もっ

と使いやすくするために更衣室やシャ

ワー設備をつくろうとか、島側の提案も

広がっていきます。

一気に何かを建てたりするのではなく、

もっと能古島のこうした使い方、ソフト面

での楽しみ方をアピールしつつ、行政に

も協力していただき少しずつ様ざまな設

備や整備面を充実させていくことが大切

だと考えます。

1 2 3 4
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N AT U R EN AT U R E

川遊びやキャンプをするなら、誰もがおそらく都心を離れて郊外をめざします。確かにアウトドアレジャーの一
般的なイメージは「郊外型」。ですが、それは泳げる川やテントを張る場所が都心に見当たらないからかもしれ
ません。もしも都心を流れる川がもっときれいで安全だったら。もしもコンクリート護岸を造り替えて水面まで
降りられるようにできたら。そこには多くの人がワクワクして気軽に自然とふれあえる、新しいスポットが誕生す
るはずです。仕事の合間に川でひと泳ぎ。緑に囲まれたベンチでひと休み。そんな人びとの姿が都会のオアシ
スにも増えるのではないでしょうか。

生活空間の親水化・親緑化

都心でキャンプをしてはならない

というルールはありません。福岡

には西公園や大濠公園、シーサイ

ドももち海浜公園など、市街地に

隣接する緑豊かな公園がいくつも

あります。こうした公園の一角を

改修し、水まわりの設備を整備す

ることで、都市景観をバックに

キャンプを楽しめる画期的なス

ポットが生まれます。芝生に張っ

たテントから眺めるビルの群れか

ら、何か新しいアイデアが浮かん

でくるかもしれません。

ポケットパークとは、洋服の胸ポ

ケットくらいに小さな公園のこと。

まち歩きの途中で休憩したい時な

ど、とても助かるスポットです。ビ

ルが建ち並ぶ都心部に新たにポ

ケットパークを整備するのは場所

の確保が難しく、費用もかかるた

め、都心部に数多く点在するコイ

ンパーキングを活かすという案を

考えました。たとえば数多あるコ

インパーキングすべてが少しずつ

植栽を増やすなどして緑化を進

め、休憩スペースなどを設けると、

市内にはまち歩きの拠点となるポ

ケットパークが一気に増加。運転

に疲れた時のリフレッシュにも役

立ちます。

CONTENTS  

アーバン
キャンピング

CONTENTS  2

3

福岡の中心オフィス街・天神と、

西日本を代表する社交場・中洲。

その境を流れる那珂川の水質改

善を行い、国内外から人が集まる

キャナルシティの西側から西大橋

にかけての護岸を親水公園として

整備します。この公園は水深が下

がる博多湾の干潮時にだけ出現。

子どもたちが気軽に水遊びできる

この新たなオアシスによって、那

珂川は「日常と非日常が融合する

せせらぎ」へと変わります。

CONTENTS  

那珂川の
親水公園化

1

CITY NATURE
ポケット
パークの充実

川の公園誕生！

都
会
で
川
遊
び

で
き
る
な
ん
て
！

駐車場でリフレッシュ！

キャンプの
後に出勤

都会の夜空も
キレイ

車
もひと休み、僕らもひと休

み



  

N AT U R EN AT U R E

安曇族（あずみぞく）の昔から綿津見（わたつみ）三神を祀
る神の島であり、大陸との海洋交易の拠点であった
志賀島。博多湾の入り口にあって万葉の昔から防人
（さきもり）が置かれ、福岡のまちを鎮護してきた能古
島。歴史ある２つの島は、福岡のかけがえのない財産
です。けれども、大きく美しい島の自然と都心部の暮

山の聖地・海の聖地

らしとの結びつきは時代とともに薄れ、年々、過疎化
や高齢化が進んでいます。
こうした状況を打破するべく、志賀島には地域活性
化の観点から市街化調整区域の特例措置がとられ、
商業用開発の道も拓かれるなど、新たな可能性も広
がり始めています。この好機を逃さず、私たちは志賀

島では海の魅力を引き出し、能古島では山のポテン
シャルを活かした各島のリニューアルを提言。福岡の
まちに新しい命を吹き込むような潮風や山風のうねり
が生まれたなら、やがて島の歴史への脚光にもつな
がっていくでしょう。

CONTENTS  4

山の聖地 能古島
CONTENTS  5 

海の聖地 志賀島
山頂から島の四方を見渡せる能古島。マウンテ

ンバイクで滑るように山を下ると、視界の先には

青い海と福岡のまちなみが広がります。この爽

快感をぜひ多くのアウトドア系スポーツの愛好

家にも知っていただきたい。能古島の山林や勾

配に富んだ地形を活かせば、巨大迷路やアスレ

チックフィールド、オフロードのモータースポー

ツやマウンテンバイクの施設など、多くの可能性

が考えられます。また、キャンプ場を整備し宿泊

者の増加を狙い、地元産の木材を活用したコ

テージを建設するなどキャンプ場の充実を図る

ことにより、アウトドア愛好家が集まる名所にも

なるでしょう。

世界最高峰のヨットの大会「アメリカズカップ

2016」において、福岡はアジア初の予選会場に

選ばれました。マリンスポーツを楽しむ環境に適

した博多湾。その魅力を志賀島なら最大限に引

き出せるのではないでしょうか。たとえば、志賀

島が国内屈指のハーバーや高級別荘地を持つ

マリンスポーツの一大拠点となれば、世界中か

ら注目が集まること必至。海岸にはシンボルとな

る巨大ウォータースライダーを設置したり、海岸

沿いの空き家や集合住宅は宿泊施設としてリノ

ベーションしたり。長期滞在型の施設や娯楽要

素の強化によって、カンヌやニースのようなバカ

ンスの名所をめざすことも夢ではありません。

山
遊
び

を
満喫するアイランド

海
遊

び
を満喫するアイランド

山の中でアスレチック

ボタニカルランド！

マウンテンバイクで

駆け巡ろう

博
多
湾
で

シ
ー
カ
ヤ
ッ
ク

マリンスポーツの

拠点

ツリーハウスから
福岡が見えるよ

ヨ
ッ
ト
ハ
ー
バ
ー
に

別
荘
地
！

海の神様
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石川鉄也氏／ANMIX ENTERTAINMENT株式会社 代表取締役

福岡が世界一になるために。

世界に視野を広げて
海外の人も楽しめる都市へ。

福岡が世界一、住みやすい都市になるた

めに。私が考えるキーワードは「ＯＰＥ

Ｎ」です。世界一をめざす以上、市民一人

ひとりが意識をもっと外に開くべき。市民

はもちろん、国内外から訪れる人びとに

とっての快適性や娯楽性を考えたまちづ

くりを進める必要があると思います。

来福者が喜ぶ福岡の資産は、意外と我わ

れのごく普通の日常に息づいているもの。

そのひとつが、博多の夜を象徴する「屋

台」です。国内では減少傾向にある「屋

台」ですが、海外の都市では「屋台」をは

じめ屋外で食事を楽しむ文化が今も根

付いていて、そこから豊かなライフスタイ

ルが垣間見えることが多々あります。ま

た、欧米ではレストランやカフェ、バーが

店の表にテラス席を設け、多少天候が悪

くてもみんなそこで食事やお酒を楽しん

でいる。つまり、店の内と外との境界線

が曖昧で実にオープン。誰もが気軽にそ

こに入っていける空気がまちや通りの活

気につながっているわけです。

福岡も週末やイベントの時にはまちも

オープンな雰囲気になり活気が増します。

けれども、週末や特別なイベントの時に

まちが元気なのは当たり前。「福岡は普

通の平日も元気、週末はもっと元気！」と

胸を張って言える都市をめざしましょう。

パブリックなものを共有し
みんなで活用する工夫が大事。

福岡にも世界各国の人が遊びにいらっ

しゃるようになりました。その方がたが２

回、３回と足を運びたくなるには、何をす

ればいいか？屋台、もつ鍋、水炊き……博

多の名物を食べたその後、何をもってみ

なさんを楽しませることができるか？こ

れは福岡のナイト

マーケットの課題で

す。自分たちが外国

人になったつもりで

まちを見直してみる

といいかもしれませ

ん。たとえば、福岡の

夜の飲食店が外国の

まちと同じように

オープンになったら、

まち歩きはもっと楽し

くなるでしょう。テラ

ス席から店内が見えれば、ガイドブック

に載っていないような店でも入りやすく

なると思いませんか。公園や広場に小さ

な屋台が集まり、地元の人も地元以外か

ら来た人も、みんながビールやハイボー

ルを手にコミュニケーションをとれたな

ら、旅の思い出はきっと増えるはずです。

観光客の人びとが期待するこの土地なら

ではの「もの」や「こと」、そして経験。こ

れらを実現させるためにも、お店同士や

お店とストリート、お店とまちとの間にあ

る結界をもっとゆるやかにしたい。みん

なでパブリックなものを共有し上手に活

用することに成功のカギがあるように思

います。

アーティストを鍛え、育むまち。
福岡をひとつの大きな舞台に。

アートやエンタメは日々を楽しく、彩り豊

かにしてくれるもの。お金だけでは買え

ない人生の「ＦＵＮ！」につながるもので

す。かつての福岡から「めんたいロック」

が生まれたように、若い表現者たちが情

熱をもってパフォーマンスに打ち込める

都市は、やっぱりエネルギーが違います。

ナイトマーケットがオープンになって活

気づくと、ナイトエンタテイメントへの

ニーズも増えるでしょう。そう考えると、

今の福岡には地元の若手アーティストを

鍛え、育てる小さな劇場やライブ会場が

圧倒的に足りません。

私は常日頃から若手に「エンタテイメン

トの世界は百回の稽古より１回の本番が

力になる」と言ってきました。たとえ人数

が少なくても観客の前で自分のパフォー

マンスを披露できた人には、緊張や失敗

の分だけ必ず成長があるんです。「めんた

いロック」を生んだライブハウス・照和は、

小さい規模でありながら前座システムを

設けることによって、多くの無名のアー

ティストを鍛え、育んだ場でありました。

観客がたとえ一人でも、ミュージシャンは

その人を楽しませるためにどうすればい

いかを真剣に考えた。その積み重ねが成

長につながったのです。まだ大きな会場

に立てない未熟なアーティストの卵もど

んどん観客の前に出るチャンスを与えて

あげるべき理由はここにあります。

劇場以外にも公園やストリートを開放し、

多くの人がパフォーマンスを観る機会を

増やすのもいいですね。まちのあちこち

で誰かが歌ったり踊ったり絵を描いたり

……もちろん住民の方がたや飲食店の

理解と協力があってのことですが、そうし

て福岡のまち全体がひとつの大きな舞台

になって、アートのチカラで豊かになる

都市になれたら最高だと思います。

2

　　　

1 2 3 4
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L I FE  STY LEL I FE  STY LE

これまで国内各地で機運が高まりつつも、法的な規制によって実現してこなかったカジノ構想。現在、国が進めている国家戦略特区をきっか

けに、複数の自治体や企業体が実現にこぎつけようと働きかけを強めています。特区認定を受けている福岡でも、ウォーターフロント地区の

再整備に合わせた中央ふ頭の延伸を機にカジノや深夜営業のショッピングモール、レストラン等からなる一大エンターテイメントゾーンを形

成。アジア各国からのインバウンドをさらに増加させる、新たな観光の目玉を創出します。

LIFE

ENTERTAINMENT

L I FE  STY LEL I FE  STY LE

わが国を訪れる外国人観光客の数は

近年爆発的に増加。平成27年(2015

年)には約1,974万人にもなり、和装や

お茶、和食などの日本文化の体験や、

中長期の滞在による日本の一般的な

暮らし体験に注目が集まっています。

福岡もこうしたニーズに対応する宿泊

施設の充実を急ぐべきです。たとえば、

都心にはローカルアーティストのデザ

インによるクールなホテルを、水辺や

山間部にはその土地の特性を活かした

小規模宿泊施設を。その土地に適した

スタイルの宿泊施設により外国人観光

客と周辺住民との交流を促すことで、

それぞれのまちの一般的な暮らしにも

ふれてもらえる機会が生まれるでしょう。

CONTENTS  

独自の
ホテル文化の

8

イルミネーションに彩られる年末年始

のまちには、幼い子どもの手をひいた

大勢の家族の姿が見られます。ただ歩

くだけで、子どもも大人も楽しめる。そ

んな景観が一年を通して広がっていた

ならば、まち歩きは立派なエンターテ

イメントになり得るのではないでしょ

うか。そこで、親水公園として整備する

那珂川の沿岸地帯に、アーティスト監

修によるイルミネーションゾーンを常

設。都心のオアシスに星を散りばめた

ような輝きが映るようになれば、そこ

は数多くのロマンスや家族の思い出が

生まれる場所になるはずです。

CONTENTS  7

遊
び
の
充
実

CONTENTS  6

CONTENTS  

独自の
ホテル文化の
形成

8

CONTENTS  

夜の景観整備
7

ナイトエンターテイメントの充実

九州最大の歓楽街・中洲に代表されるように、これまで
の福岡のナイトシーンは主に大人目線での遊び方や選
択肢を重視して発展してきました。しかし、外国人などの
来街者、あるいはこのまちに住む子どもたちの目線で見
てみるとどうでしょうか。世代や国籍を越えて見た場合
のナイトシーンには、まだまだ足りない要素が多いと思
うのです。たとえ言葉がわからない人でも、また小さな子
ども連れの家族でも。誰もが安心して楽しめるような福
岡の夜の娯楽や景観を考える時期が来ています。夜で
も親子でまち歩きが楽しくなる工夫、来街者にとって都
市のホテルが夜遊びの拠点となるためのアイデアなど、
福岡のナイトシーンに新たなシチュエーションを加える
ことが、新しいライフスタイルの実現にもつながるはずです。

大人のナイトスポットに

ベイサイドにカジノ誕生！

旅に便利な
情報ゲットまたここに

泊まりたい

夜景がキレイ！

まちが宝石箱みたい

子どもたちも大喜び
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L I FE  STY LE L I FE  STY LE

大陸と近く、古くから交易の窓口として発展してきた博多。鎌倉時代の僧・聖一国師が開祖となった博多区・承天
寺には「饂飩（うどん）蕎麦（そば）発祥之地」の碑があり、国師が中国・宋から持ち帰った製粉技術がこの地から全
国に広まったと伝えられます。この他にも茶や饅頭など、博多から広く全国へと発信されたといわれる食文化は
数多くあります。
現代においても、玄界灘の海の幸や福岡ブランドの農産物は全国から注文が寄せられるほどの質の高さ。加え
て、輸送技術の向上に伴い、手ごろで新鮮な食材が全国からここ福岡に集まってきます。こうした地の利や歴史
的沿革にもう一度立ち返り、私たちはこのまちの食文化全般に更なる磨きをかけたい。そして「食の起源は福岡
にあり！」というスローガンのもと強力に発信したいと考えます。それはきっと、福岡だから言える宣言。このまち
で暮らす人びとはもちろん、国内外の人びとをグッと惹きつける切り札となるはずです。

いつの時代も労働は生活の基盤です。しかし、働きかたの理想は社会的な背景とともに常に変化し続け、日々
多様化しています。たとえば、「Oh！モーレツ」のキャッチコピーとともにミニスカ娘がテレビCMに登場し、お茶
の間を賑わせたのは、昭和44年(1969年)のこと。当時は高度成長期、仕事や出世を第一にがむしゃらに働くモー
レツ社員が世の中の鑑（かがみ）とされた時代でした。そして時は移り、平成の今では仕事による過度なストレス
や過労死が社会問題に。「ワーク・ライフ・バランス」が推奨され、男女を問わず家庭内サービスや育児の時間、
プライベートな時間を仕事と同じように重視する時代です。
つまり、日々の暮らしがいきいきと輝くまちを実現し続けるためには、より多くの人がいきいきと働ける環境もま
た常に整備し続ける必要があります。インターネットやWi-Fiなどを活かしたICT技術が進化する今、未来に向け
てこれらを最大限に活用し、場所を選ばずスマートに働ける礎をつくる。全国に先駆け、福岡がそのパイオニアと
なることに大きな意味があると感じます。

47都道府県で最後までスターバックスが出店していなかった鳥

取県に県内1号店がオープン（平成27年5月）したとき、全国的

な話題となりました。薫り高いコーヒーを全国どこでも味わえる

…このこと自体が一種の社会基盤的な価値を持っているのかも

しれません。一方で、大手飲食企業によるサービス展開は地域

に根差した食文化と競合し、ときに地域性が損なわれる場面も

あります。独自の食文化を育み後世に残すため、福岡では都心

の一定のエリアを指定し全国チェーン店舗の出店を規制、まち

並みや景観にマッチした小規模なカフェやレストランの出店を

促進すべき。わが国の食の起源・福岡には意地があります。

CONTENTS  

食文化の独自性

食の魅力向上 働きかた

近年、男女共同参画は世の中の標準に。その一方で、家庭にお

いて家事や子育て、介護の大部分を女性が担っている現状は変

わっていません。こうした女性たちがキャリアをあきらめること

なく活躍できる機会を増やす。これは、若い世代ほど女性の比

率が高い福岡のまちの成長にとって欠かせない課題です。そこ

で、デザインや事務など仕事の分野ごとに、在宅で働く人たちに

よるコミュニティづくりを推進したいと考えます。福岡市内の企

業がコミュニティを通して仕事を発注すると、行政が発注金額

に応じて税制優遇をするなど、この取り組みをバックアップ。在

宅勤務という働きかたがこのまちのスタンダードに加われば待

機児童がゼロになる日が来るかもしれません。

CONTENTS  

在宅勤務のススメ
11

博報堂DYメディアパートナーズのメディア定点調査によると、

平成28年6月の時点でわが国のスマートフォンの普及率は

70.7％となり、はじめて7割を超えました。またタブレット端末

の普及率も38.8％に。これらのツールが今後さらに「どこにいて

も仕事ができる環境づくり」を後押しすると予想されます。福岡

ではすでに空港や地下鉄の駅などの公共施設で無料のWi-Fi

環境を整えていますが、これを公園など屋外の公共施設にまで

広げましょう。さらに、一定規模以上の公園に低価格で資料を

プリントアウトできる機能を備えた「パークオフィス」を整備す

れば、公園そのものがオフィスに。デスクに縛られない自由な

ジョブスタイルで、仕事はもっとクリエイティブに変化するはずです。

CONTENTS  

先鋭ジョブスタイル
12

天神の北側に広がる那の津エリアは、九州の穀物基地として各

県の食を支えています。しかし、その役割の大きさは地元の人で

さえもあまり知りません。そこで、この倉庫群の一角に食が集ま

る一大インフォメーションセンターを開設。ここを中心に国家

戦略特区で可能となる小規模醸造所(マイクロブルワリー)、レス

トラン、クラフト工房などが建ち並ぶゾーンの形成を提案しま

す。さらに、週末には九州各地の産地直送の農産物を集めた

「ファーマーズマーケット」や、素材の活かし方を競い合う料理

バトルなど、生産者や飲食店、消費者が交流できるイベントを

定期的に開催。九州の旬を感じる話題の発信によって、那の津

エリアのイメージもブランド力も大きく向上するはずです。

CONTENTS  

飛び出せ！
九州のウマいもん

10

九州の食、集う

進化
する

博多
の食

子育てしながら
仕事がしやすい

公園で

会議しましょう

9



ダミー
コピーが入ります。

小　俊郎氏／BBDO J WEST Inc. メディア局 局長

福岡のライフスタイル考。

福岡は何にでも
チャレンジできるまち。

福岡は様ざまなチャレンジができるまち。

誰もが思い思いのライフスタイルをつく

りやすいまちだと思います。

たとえば、サーファーのビジネスマンに

とっては都心部から車で１時間もかから

ない位置に糸島や三笘といった海岸が

広がる最高の環境です。仕事をしながら

農業もしたいという人にとっても、週末ご

とに足を運べる位置に田畑を借りて、本

格的に農作業ができる。旅好きならば地

下鉄に乗って10分程度で福岡空港から

好きな土地へ出かけられる。ファッショ

ンが好きな人にとっても天神や博多に行

けば世界中のハイブランドはほぼ揃って

いるわけだし、東京にはない贅沢さがあ

ります。日本中にコンパクトな地方都市

は多々あるけれど、これだけ都市と自然

が近く、しかも都市機能がどんどん発達

している都市は福岡をおいて他にないと

実感しています。

We Love FUKUOKA。
コミュニティの濃さも魅力。

福岡に移住した人にまちの魅力を訊ねる

と、ほぼ全員が「人がいい」と答えます。

改めて考えてみると、僕も含

めて福岡には「勝手にコン

シェルジュ」が多いんですよ

ね。まずお客さんに喜んでも

らえるのが好きだし、来福者

にはとことんこのまちを楽し

んでほしいという使命感もあ

る。だから頼まれなくてもあ

ちこちを案内したり、店や人

を紹介したり。ツアーをプロ

デュースしちゃう。自分の

フィールドに入ってきてもら

うのが嬉しい、オープンな感じがありま

すよね。

今、日本中の自治体が「わがまちを好き

になりましょう」とお金をかけてアピール

していますが、福岡はそんなことをしなく

ても「勝手にコンシェルジュ」な人たちが

大勢いる。スタートラインが全然違う、こ

れは大きな強みです。このまちの文化は

自分たちがつくっているという意識が高

いし、東京に出るとしても「これが福岡ス

タイル」「これが博多ったい」と自信を

持って広めてやろうという気迫がある。

「勝手にコンシェルジュ」を通り越して

「勝手に外交」が始まっているわけです。

それは福岡が昔からコミュニティが濃い

まちだからかもしれない。きわめて地方

的な特色を残しつつ、都市機能が洗練さ

れています。人口は増え続けていますが、

それでもコミュニティの濃度が薄れるこ

とはないと思う。このコミュニティのパ

ワーが他の地方にない発展を後押しす

る起爆剤になるはずです。

仕事も遊びも諦めない。
挑戦者たちを後押しするまちに。

都市と自然との距離の近さは、仕事と遊

びの距離の近さとも比例していますよね。

日本最高峰の都市機能、まちだけが持つ

楽しさを享受しつつ、農業もできる、自転

車で走るコースもある──そんな自然と

都市機能が奇跡的なバランスで保たれ

ている。働き方や暮らし方、生き方に幅

が生まれる理由はここにあります。

僕も去年からトライアスロンを始めまし

たが、これが最高に楽しい！それまでは

忙しく仕事して飲んで帰って、それでいい

やと思っていましたが、全然違う。日常の

中に仕事と家庭の要素の他にもうひとつ

何かが加わると、世界がぐんと広がるし

物事を見る感覚も変わります。しかも、コ

ミュニティの濃い福岡は同じ感覚を持っ

た仲間ともつながりやすい。

そうなってくると、なかなか色々なことを

はじめたくなってきますが、諦めなくても

いいんです。東京だったら時間的にムリ

だとか言って諦めちゃうことが、実現で

きるわけですからね。昔から福岡は熱し

やすく冷めやすい土地だと言われますが、

ずっとミーハーに何かにチャレンジして

いける環境って素晴らしいですよ。仕事

でも遊びでもイノベーションに挑戦する

人たちがどんどん出現するまちは、間違

いなく刺激的で楽しい。そういう大人が

増えるまちは、若い世代にとっても希望

が持てると思うんです。また、女性が元

気なのも福岡の魅力ですよね。「福岡は

女性がキレイ」と来福者は口を揃えて言

いますが、向上心を持った女性

が多い。女性向けのイベントも

盛況ですし、参加者はみんない

きいきしています。こうして男女

を問わず好奇心が旺盛なチャ

レンジャーたちの背中を押すよ

うな刺激的なセミナーやス

ポーツイベントはこれからも増

えてほしい。個人的には2017

年に開催されるというトライア

スロン大会にぜひ参加したい

し、成功してほしいですね。
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新交通網の整備

博多湾アクアラインの整備

都心循環新交通・ケーブルエクスプレスの整備

よか！BIKEロードの整備　

インフラ3 INFRASTRUCTURE
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唐池恒二氏／九州旅客鉄道（株）代表取締役会長

福岡の使命と未来像。

空港と駅、港が都市部に集中。
世界に誇れる最大の魅力。

福岡は、程よく都会で程よく田舎です。少

し車で走れば、美しい海と山があります。

この水と緑は福岡で暮らす人にとって必

須です。また、空港と駅、港が一つのエリ

アに集中していますね。実はこれこそ世

界のどこの都市にもない魅力の一つで

す。国内外からお客さまをお呼びする時、

さっと足を運んでもらえますから。そして、

御供所町、大濠公園、福岡城址、太宰府

など、歴史と物語を感じられるスポット

が実にいいですね。活気に満ちた柳橋連

合市場も素晴らしい。他県からのお客さ

まにもこうした福岡の歴史的な部分を見

ていただくととても喜ばれます。

多様性を受け容れる
「器の大きさ」が発展の鍵に。

福岡には山笠という全国で最も素晴らし

い祭りがあります。山笠をやっている人

びとの必死な気持ち、競争の中から生ま

れる人びとの美しさ。あれだけ美しい祭

りは他にありません。参加者の階級制も

しっかりしていて、どんなに偉い立場の人

でも特別視されないシステムも見事。まさ

に福岡を象徴する祭りです。

そうした伝統があるためか、かつての福

岡には「よそ者」を簡単に受け容れない

閉鎖的な部分もありました。今はもうそ

のような気質はありませんが、福岡が今

よりももっと暮らしやすいまちになるた

めには、他の地域の人や異文化といった

多様性を認めて受け容れる度量を持たな

くてはなりません。

歩いて楽しいまちを目指すべき

今回の提言にある「暮らしよいまち」とい

うテーマ。これはとても正しい方向性だ

と私は思います。まちづくりとは、「住んで

よし」、「働いてよし」、「訪れてよし」を目

指すことです。訪れる方が「住んでよし」

を感じてくれれば定住してくれるかもし

れませんしね。そのための具体策として

は「歩いて楽しいまち」を目指すべき。ま

ちを心に刻み込んでもらうためには、ま

ちを歩いてもらわなければなりません。

それは住んでいる人にとっても同じこと

です。福岡が歩いて楽しいまちになるた

めには、まだまだまちなみや景観を美し

く整える必要があります。歩道は石畳や

レンガ、ウッド素材を敷くなどして、歩き

たくなるような足元のデザインも重要で

しょうね。

まちの「物語＝歴史」を
大事にする。

デザインとともに「物語」、すなわちまち

の「歴史」を大事にし

てほしいですね。歴史

があるまちには、何度

でも行きたくなるもの

です。

歴史は今からでも作

れます。博多のクリス

マスマーケットや中

洲ジャズはしっかりと

継続すれば、いずれ

伝統となり、福岡の物語になりますよ。

福岡の使命は、九州の元気、
アジアの元気を創り出すこと。

九州の元気、アジアの活気を福岡から創

り出す。これは今後の福岡に課せられて

いる重要な使命です。

まず、福岡は九州の長男坊として、すべて

の地域に利益を届けるという意識を市民

レベルで持つことが大事です。実際に博

多では、九州の玄関口として、九州各地

の観光地を紹介しています。

さらに忘れてはならないのがアジアとの

関わりです。九州とアジアとの関わりを

画期的に強くしたものが三つあります。

福岡青年会議所が始めた「アジア太平洋

子ども会議」、大分県別府市の「立命館ア

ジア太平洋大学」、そして福岡と韓国・釜

山をつなげる「ビートル」です。これらは、

九州とアジアの繋がりを具体的に強くし

ました。今後もアジアとの関係性をより

深め、友好関係を築いていくべきです。

知・美・技・業・芸に携わる
トップの人材を輩出するまちへ。

福岡の魅力を知ってもらい、住んでもら

うにはどうしたらいいか。それは人を介す

るべきです。

世界中の都市を見ても、優れた都市には

知・美・技・業(事業)・芸の要素が備わっ

ています。福岡からも、この5つの分野で

トップの人材を輩出するべきであり、そ

うした人びとを福岡に招聘するべきで

す。そうすれば自ずと福岡を知ってもらえ

ますし、住みたいと思ってくれるはずで

す。そのためにも、多様性を受け容れ、周

囲の地域と連携できる器の大きさを

持って取り組めば、きっと福岡は世界に

誇れる暮らしやすいまちになるでしょう。

14

15
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天神ビッグバン構想により多くの都心
機能が更新されていく中で、今後さらに
多くの事業所や労働人口の集積が予想
される福岡。ところが、長らくこのまちが
抱えてきた都心部の慢性的な渋滞問題
は未だ解消されておらず、都市の大きな
ストレス要因に。道路拡張や新道路の
建設などが難しく、これまでの対策はい
ずれも問題解消の決定打とはなってい
ないのが現状です。私たちは、これから
の交通網の整備に欠かせない視点は
「どれだけ多くの価値観を満足させられ
るか」にあると考えます。交通渋滞の緩
和に向けても、単に利便性だけを追求
するのではなく、新たな発想や技術の
導入を視野にいれるべき時期にきてい
ます。そこで、空中の専用軌道を用いた
都心循環新交通や、志賀島から能古島
と陸をつなぐ橋、都市高の直下をめぐ
る自転車道など、利用者一人ひとりの心
をくすぐり、移動そのものが楽しみにな
るようなアイデアを考えてみました。

TRAFFIC
NETWORK

I N F RASTR U CTU R E I N F RASTR U CTU R E

新
交
通
網
の
整
備

福博のまちにはかつて、チンチン電車の愛称で

親しまれる路面電車が走っていました。天神と

博多駅、港湾地区や市民会館を結ぶ当時の「循

環線」ルートは昭和54年(1979年)に廃止され

ましたが、現在ほぼ同じ路線で連節バスによる

都心循環BRT（Bus Rapid Transit）の導入が進

められています。この発想をもう一歩前に進め、

私たちは建設費や車両代・人件費などのランニ

ングコストが安い都心循環新交通・ケーブルエ

クスプレスの整備を提案します。ケーブルエク

スプレスは最新の技術で現代によみがえるチン

チン電車。これによって、都心の渋滞は大幅に

緩和され、時間が読めるストレスフリーな移動

環境が実現します。

都心循環新交通・
ケーブルエクスプレスの整備

CONTENTS  14

博多湾アクアラインの整備
CONTENTS  13

バイ
CONTENTS  15

海の聖地・山の聖地（前掲 ）として脚光を浴びる志賀島と能古島。多くの人びとがこの2島での暮らしに強い憧れを抱くようになったときに登

場するのが、2島と姪浜を橋で結ぶ博多湾アクアラインです。博多湾アクアラインで、鶴翼（かくよく）の姿に例えられる福岡市は１つの大き

な輪に。都心への通勤・通学は格段に便利になり、新たな住まいの選択肢も広がるはずです。さらに、この博多湾アクアラインにはもうひ

とつ、大きな副産物も。近年、北九州市の工場群の夜景をめぐる「工場萌え」スポットが話題を集めているように、博多湾を取り囲む光の

アーチをめぐる「橋萌えスポット」が誕生！このまちの新たな観光名所となるかもしれません。

都心部の地形が平坦な福岡は、自転車の利用

者数がとても多いまち。けれども、場所によって

は駐輪場の不足や走行空間の狭さなどの問題

も多く、利便性を高める工夫も求められていま

す。そこで提案したいのが都心と周辺地域を結

ぶ自転車のための幹線道路「よか！BIKEロー

ド」の整備です。考えられるのは都市高速下の

空間。ここを活用して環状の自転車専用道を整

備し、他の車両や歩行者を気にすることなくサ

イクリングできる環境をつくります。滋賀県で

は琵琶湖のまわりを自転車で一周する「ビワイ

チ」を観光の目玉として売り出し、コース上には

多くのレンタサイクルショップがオープンしてい

ます。「よか!BIKEロード」で楽しむ「フクイチ」

──実現できたらいいなと思いませんか？

山の聖地 能古島

海の聖地 志賀島

よか！BIKEロードの整備

自転車だけの爽快ロード

福
岡
の
ま

ち
と自然を結ぶロード

専用軌道で渋
滞
知
ら

ず





日常的に
アートと触れ合う

いつも何かが目新しい

ストリートアートの充実

アートハーバー・須崎

文化・芸術4 CULTURE & ART

福岡を
リブランドする。
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村上 純志氏／サイノウ／松本　 典氏／ブランコ㈱ 

世界とつながる面白い福岡へ。

「九州」、「アジア」の拠点。
福岡のイメージは
想像以上に広い。

ここ数年、福岡でも随分様ざまなイベン

トを見かけるようになりました。これはあ

る程度大きな都市能力を持っている福

岡だからこそといえるでしょう。ただ、僕

らがやっている『明星和楽』というイベン

トは、福岡だけをターゲットにしたもので

はありません。『明星和楽』はテクノロ

ジーとクリエイティブに関わる人びとが

集まるためのフェスティバル。2011年に

福岡で初めて開催しましたが構想はその

前からあって、日本でもアメリカのSXSW

（サウスバイサウスウエスト）のようなマ

ルチメディアの祭典ができないかと思っ

たのがきっかけです。

もともとテクノロジーをもっと魅力的に

できないか、というアプローチから始まっ

たイベントですから、舞台が福岡だけと

は限りません。実際に、2012年には台湾、

2013年にはロンドンで開催しています。

ただ初めて行うことを考えた時、東京は

すでに様ざまなイベントが目白押しだか

ら面白みに欠けるな、と。そこで「九州」

や「アジア」の拠点である福岡を選びま

した。僕らにとって福岡は単なる一都市

ではなく、「九州」や「アジア」といった、

もっと広いイメージを持つ都市なのです。

アングラカルチャーのパワーを
積極的にイベントに活かす。

『明星和楽』は日本のクリエイティブ、テ

クノロジー、アートを広く世の中へ紹介す

るひとつのジャンル。毎回まったく異なる

内容で、基本は僕らが好きなこと、面白

いと感じることをやるのが大前提。直前

になるまでどんな感じになるか分からな

い。福岡でも台湾でもロンドンでも、会場

ごとに試行錯誤しながら面白いことを探

していくのが最大の醍醐味であり、いろ

んな色に染まっていくイベントです。

2010年から風営法が厳しくなり、クラブ

カルチャーなどにも規制がかかるように

なりましたが、そういうアングラ的な場か

ら派生するカルチャーやクリエイターの

作品のインパクトを見逃してはいけない

なと常に考えています。『明星和楽』には

あえて社会問題に突っ込むような要素を

盛り込んでいますが、あくまでもまじめな

テーマをエンターテイメントに仕立てて

重たくなり過ぎないカタチで届けようと

決めています。たとえば社会問題になっ

たドローンも専門家を呼んで大名小学校

で子どもたちに安全な使い方を教えたり。

敷居は低く、気づいたらこれって面白い、

何だろう？と考えてもらえるような。これ

がドローンか、これがクラブシーンか、と、

じわじわ浸透させられたらそれでいい。

アングラカルチャーを単に避けるだけで

はなく、良い一面にも目を向けて取り込

んでいく。そんなイベントもある方が、参

加者の選択肢や視野が広がると思います。

大人になっても忘れない
楽しい記憶が残るまちに。

突き詰めると「面白く、楽しければ、それ

でいい」、これにつきます。人によって“面

白い”とか“楽しい”要素はそれぞれ違う

けれど、それぞれが楽しいと

思えるまちであれば十分です。

楽しくなければ、楽しくなるに

はどうすればいいかを考えら

れる。一人ひとりがそうやっ

て、自ら楽しみを見つけられ

るようになると、まちにも自然

と面白いことがたくさん起こ

るはず。一流クリエイターと呼

ばれる人たちが集結し、国を

挙げて行うオリンピックのような事業に

は、どう転んでも面白いコミュニティが生

まれます。でも、福岡にはそうした巨大イ

ベントよりも、自分の目の届く範囲で起

きていることを掘り下げて、発信する方

がずっと有効的なアプローチのように思

います。たとえば2017年に新しくできる

福岡市科学館の情報を国内外へ発信す

れば、科学研究所の誘致や新たなビジネ

スにつながるかもしれない。そうした広

がりの方が市民としてはいいな、と。まだ

誰も気づいていないことを発信し、他の

地域の人びとを巻き込んでいく。その積

み重ねの上にこそ、このまちならではのカ

ルチャーが育ちます。

今は全国どこでもその人次第でクオリ

ティーの高い仕事ができる時代。福岡を

はじめ九州の人は、一度東京に出ても地

元に戻るケースが多いようですが、それ

は幼少期に体験したまちでの記憶が深く

関係しているという話を聞いたことがあ

ります。テクノロジーや科学というと難し

く聞こえるけれど、子どもにとって自分の

手を動かしながらのものづくりは記憶に

残る楽しい体験です。僕らは子供と大人

が科学やテクノロジーにふれられるクリ

エイティブな機会をつくっていけたらと

考えていますが、こうした親子の体験型

イベントを増やすのも、長期的に見て魅

力的であり続けるまちをつくる上では大

切かもしれません。
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2016年、アメリカのTIME誌が発表した「世界で影響
力のある100人」に、日本からただ一人選ばれたアー
ティストの草間彌生さん。彼女の作品が中央区舞鶴の
《あいれふ》にあることを知っている市民は、そう多く
はないかもしれません。それは彼女の作品があまりに
も日常の風景に溶け込み、調和しているからではないで
しょうか。

このように、アートとは本来、特定の場所ではなく日常
の風景の中にこそあるものだと、私たちは考えます。た
とえば、かのダヴィンチやピカソも、最初から美術館に
展示されることを想定しながら絵を描いたのでしょう
か？彼らの作品を美術館に閉じ込めたのは後世の人び
とが勝手にしたことで、実は普段の生活空間に飾られ
ることだけを考えていたとしたら……少しばかり窮屈な
気もしてきます。
美術館などのハコモノに縛られた窮屈な概念からアー
トを解放しましょう！街を歩けば右に左にアートが顔を
出す……。そんな福岡になったとき、このまちの日常は
より刺激的でワクワクするものへと様変わりするはずです。

まだ記憶に新しい、リオデジャネイロオリンピック。その閉会式で

次回開催地の東京がＰＲのために披露したショーは、アニメや

ゲームなど日本独自のソフトコンテンツに音楽や映像、光などを交

え、世界を魅了しました。様ざまなデジタル技術が日々進歩するに

つれ、アートの裾野は確実に広がっています。こうした新しいアート

を日常的に楽しめる場所を作るため、私たちは天神と中洲を結ぶ

〈福博であい橋〉に拡張工事を施し、橋の中央にドーム式シアター

を建設することを提案。プロジェクションマッピングを活用したパ

フォーマンスなど様ざまなポップアップイベントが毎日展開される

「いつも何かが目新しい場所」にします。新しモン好きな博多っ子

に「一度は通ってみたい橋といえば、福博であい橋タイ！」と言われ

るようになれば最高です。

いつも何かが
目新しい

CONTENTS  16

パントマイマーや大道芸人、画家やミュージシャン……。ストリート

で活動するアーティストの作品は、見る人や通りがかる人がいては

じめて完成するものです。彼らの成長を後押しし、エンターテイメ

ントのまち福岡を育てるためにも、人が集まる表現の場を確保しな

ければなりません。国家戦略特区の認定以来、すでに福岡では道

路占用許可基準の緩和措置を活用して天神の中心部の路上で

ファッションショーなどのイベントが開催されています。こうした枠

組みで文化・芸術にスポットをあてたストリートアートを定期的に

開催してはどうでしょう。「福岡のアートはストリートにあり！」。そ

んなトレンドの中から名作が生まれたとしたら、福岡のまちが全国

に誇れる宝物となるはずです。

ストリートアートの
充実

CONTENTS  17

外から多くの観光客が海路をたどって訪れる福岡のまち。しかし、

海から見た景観にはあまり気を遣ってこなかったのではないで

しょうか。世界を代表する大型クルーズ客船を出迎える福岡の顔

が、くすんだ色の倉庫街では、このまちに住む人びともあまりいい

印象ではありません。マリンレジャーの一大拠点として世界に向け

て福岡を売り出していくうえでも、この殺風景は大きな障壁です。

そこで、都心と近い須崎ふ頭、大型クルーズ客船が停泊する箱崎

ふ頭に一石を投じたい。たとえば、倉庫群の外壁に巨大な壁画を描

いたり、海側からの眺望を意識したペイントやライトアップを施し

たりと、平坦な表情をした倉庫を大きなキャンパスに見立てるので

す。展開によっては港の巨大壁画がこのまちを代表するアートにな

る可能性もあります。

アートハーバー
須崎

CONTENTS  18

日常的にアートと触れ合う

あれ見て！なにかが動いてるよ！

ART

倉
庫
街

が
一大キャンパス

ま
ち
中

に
アートが飛び出す

であい橋が　　アートと出会う

光のアートみたいね
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C U LT U R E  &  A R T C U LT U R E  &  A R T

別の都市を旅して、改めて福岡の良さに気づくことがあります。人は身近にあるものの価
値ほど見落としがち。福岡には歴史ある寺社仏閣や遺構、独自色の強い伝統文化や技
能が数多く存在していますが、どれだけの人がその魅力に気づき、積極的に関わってい
るでしょうか。たとえば、情緒あふれる〈承天寺通り〉を訪れる観光客はまだまだ少ない
し、かつて蒙古の襲来を防いだ〈元寇防塁（げんこうぼうるい）〉は朽ちて土塁が野ざらしに
なっている状態。博多織や博多人形、博多鋏（はさみ）、おはじき等の伝統工芸も祭りほど
は知られてはいません。福岡が歩んできた歴史と価値を再構築させ、新たな一歩を踏み
出すためにも、今こそ内なるものを見つめ直す時が来ている──私たちはそう感じていま
す。あの14世紀のイタリアから始まった革新的ともいえる文化活動・ルネッサンスも、は
るか昔のギリシャ神話の時代に光をあてるところから出発しました。そこからガリレオ・ガ
リレイをはじめ多くの優れた学者や芸術家が生まれ、ヨーロッパを科学的な研究の隆盛
へと導いたことはご存知の通り。福岡も、今がルネッサンスの時。「世界でいちばん暮ら
しよいまち」という未来像に向けた、歴史ある福岡のリブランド構想をごらんください。

福岡をリブランドする

公園の傾斜に広がる福岡市動・植物園。昔から市民にとって馴染みのある

レジャースポットですが、坂道の多い構造は小さな子ども連れや高齢者に

とっては歩きづらく、不便さを感じる一面もあります。かねてより、移転に

ついては様ざまな議論がありましたが、私たちが注目したのは、大濠公園

と舞鶴公園を一体的に再整備するセントラルパーク構想。この構想の核

の一つとして植物園を移転し、様ざまな文化圏の「箱庭」が並ぶゾーンを設

ける。そして公園の中に異国の庭園で憩いの時を過ごせるような展示を加

えるという案はどうでしょうか。動物園は植物園の敷地を併合して拡張、

バリアフリーの視点で余裕地を活用しながら施設全体を可能な限り平坦

化させ、現在進めている行動展示の取り組みを推進すべきだと考えます。

CONTENTS  21

まち全体が祭り一色に染まる博多祇園山笠。祭り

の期間中、男衆が身にまとう長法被は彼らの正

装であり、冠婚葬祭だけでなく仕事中もその装い

で通すことが認められています。これは山笠の歴

史と伝統を大切にする共通認識がまち全体に根

付いているから。このように、福岡の伝統技能や

歴史遺産を再興するための第一歩として、新たな

慣習を生み出し、みんなで始めてみるというのも

ひとつのアイデアかもしれません。たとえば、全市

民が博多織のアイテムを何か一つ身に付けて生

活することを推奨する「博多織生活週間」の創設。

または元寇との戦いに散った古（いにしえ）の英霊

を顕彰する「防塁祭り」の開催。他にも色々な手

法が考えられるはずです。ルネッサンスは一日に

して成らず。市民に共通認識が芽生えるまで、地

道な取り組みからスタートしましょう。

CONTENTS  19

植物園の移転と動物園の拡張

福岡ルネッサンス

明治44年（1911年）に箱崎で創立され、その歴史は百年を超える九州大

学。近年進められている伊都キャンパスへの移転事業も、平成31年（2019

年）度には完了する見通しです。一方では九大やＵＲ、福岡市などが地元

住民の要望を取り入れつつ、箱崎キャンパス跡地の再開発構想を練って

いるところです。すでに理系地区の正門や本館など歴史的な価値の高い

建築物の一部保存方針が示されていますが、取り壊される見通しの建築

物の中には、近代建築の歴史的遺産として保存する価値の高いものも多く

含まれています。私たちはこれらをできるだけ多く後世に残し、新たに生ま

れる都市機能と九大百年の歴史との調和をテーマとした街区を形成すべ

きと考えます。今後箱崎キャンパス跡地で予定されている中学校の移転

建て替えや公園整備にあたっては、原則として既存の建築物を活用するな

ど、歴史的価値のある建物の活かし方を探るべきではないでしょうか。

CONTENTS  20

箱崎九大百年街区構想
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飯田浩之氏／We Love天神協議会 事務局長　

福岡を歩いて楽しいまちに。

天神のにぎわいから
福岡全体のにぎわいへ

We Love天神協議会（以下WLT）は

2006年に設立。現在、127の企業や団体、

個人によって構成されており、福岡市や

中央警察署なども会員として参加してい

ます。私たちはまちの目標像を「歩いて楽

しいまち・天神」と設定し色いろな取り組

みを行っています。ここでの天神とは、天

神・大名・赤坂・西中洲など中央区の中心

エリアを指しています。

福岡市は主にショッピングや観光などの

サービス業で成り立っているまちです。

天神はまさにその中心。常に国内外から

多くの方がたにお越しいただき、天神が

にぎわいに満ちることこそ、福岡市全体

の発展につながるものと考えます。

安全で安心して歩ける
にぎわいある道づくり。

WLTの主たる事業は公共空間のにぎわ

いづくりです。公共空間とはまちの公園、

広場、公開空地、そして道路などです。

こうした公共空間がいつも多くの人たち

でにぎわい、そしてそのにぎわいが連続

することでまちの回遊性が高まる。これ

が「歩いて楽しいまち」の姿だと思ってい

ます。

私たちは、2014年に国家戦略特区の認

定をいただき、道路法の特例として道路

占用事業「きらめき通り歩行者天国 

FUKUOKA STREET PARTY」を行って

います。

具体的には交通規制をかけさせていた

だいて歩行者専用道路とし、飲食店の出

店や音楽ライブや大道芸パフォーマンス

のステージイベントなどでにぎわいをつ

くっています。　

「きらめき通り歩行者天国 FUKUOKA 

STREET PARTY」はこれまで6回開催し、

おかげさまで毎回たくさんの方がたにお

越しいただいています。

今は年に数回の開催になっていますが、

将来的にはこれを年間定例開催、そして

恒常化することを目標としています。そし

て、この歩行者天国のように歩行者優先

の空間がまち全体に広がっていくことを

めざしています。

この他にも私たちは年間を通して公共空

間でのにぎわいづくりを行っています。

夏には福岡市役所前広場で「天神涼園

地」という水とミストを使った涼しい遊

園地を開催。

秋にはまちに10数か所のステージをつく

り音楽ライブを行う「ミュージックシティ

天神」。冬には、福岡市役所広場で本場

ヨーロッパのクリスマスを展開する「天

神クリスマスマーケット」、そして警固公

園ではアイススケートリンクを設置し、冬

の素敵な空間を演出しながら、にぎわい

を高め、まちを美しく輝かせます。春には、

各商業施設と連携しファッション関係の

イベントを開催しています。まちの集客

事業は今後もさらに力を入れて行ってい

きたいと考えています。

家族で楽しめる場づくりと
ベンチプロジェクトの推進

これから天神ビッグバンが始動し、天神

の建物は続 と々更新

が進んでいきます。

まちの雰囲気も道路

の表情もガラリと変

わっていくでしょう。

そうしてハード面が

変わる中で重要なの

が、ソフト面の充実。

ソフトとハードの連

携を持ってこそ、私

たちがめざすにぎわいづくりが実現する

と考えます。

さらに、にぎわいづくりと連携して行って

いきたいと考えているのが、憩いの環境

づくりです。

天神のまちにはベンチが少ないと思って

います。来街者の滞在時間を増やすため

にも公共空間にベンチやテーブルセット

などをあちこちに設置し、ショッピング

や観光でまちを訪れた方がたがまち歩き

のなかで憩いをとっていただけるよう進

めていきたいと考えています。そして、そ

の前提にあるのが安全安心です。防災・

防犯に向けた取り組みも今後さらに積極

的に行ってまいります。

こうした事業を通して、まちのさらなるに

ぎわいをつくり、いつも多くの人が集まる

まちをつくっていく。このことが、福岡で

創業する方がたを呼び込み、またMICE

の推進にも寄与できるものと考えていま

す。2020年には地下鉄も延伸。これによ

り、天神・博多の時間・距離はグッと短く

なります。と同時に、様ざまな事業を通し

た天神・博多間の歩行空間の整備はこ

れからますます進み、歩く楽しみが広

がっていくはずです。

国内はもちろんアジアをはじめとする海

外からのお客さまも視野に入れながら福

岡都心部の回遊性を高め、福岡全体が歩

いて楽しいまちになるよう取り組んで参

ります。

23

24

1 2 3 4
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福岡青年会議所が2010年に発信したアジア交流首都宣言以降、福岡は日本一のクルーズ船寄港地へと成長。
また、ゴールデンオールディーズ・ワールドラグビーフェスティバル、ライオンズクラブの国際大会など数多くの大
規模国際コンベンションの開催実績を重ねてきました。「アジアの交流首都をめざそう」と提言した先輩たちの想いは、
「人と都市活力の調和がとれたアジアのリーダー都市」を掲げる現在の市政の方向性とも重なります。
私たちはアジアにおける福岡のプレゼンスを向上させることが、このまちの経済的な成長に寄与し、ひいては市
民生活を豊かにしていくものと信じています。そのためにも要となるのが「道のオリンピック」や「超人万博」と
いった、新しい発想の国際コンベンションの創設や誘致です。世界的な規模での交流人口の増加をさらに促す
取り組みにより、このまちの魅力を強力に発信。何よりも、まだどの国のどの都市もやったことのない「世界初」の
取り組みを「福岡発」で実現できたら、最高だと思いませんか？

日本では昭和45年（1970年）に大阪で、平成17年（2005年）に

愛知で開催され、大阪府と大阪市が2025年の開催誘致にも名乗

りをあげた一大イベントとは？──その答えは万国博覧会、略し

て「万博」です。ご存知のとおり、万博は様々な国々が一堂に集ま

り自国の科学技術や芸術を世界へ向けて発信する国際規模の博

覧会。けれども、私たちが創設し福岡で開きたいと考えている「万

博」は「ひと」を主役にした「超人万博」です。これは、科学的・文

化的・政治的なものとはかけ離れた 、まったく新しい国際コンベ

ンション。会場には航空機を引っ張る怪力の持ち主から、ミリ四

方の紙で折り鶴を折るミクロの達人まで、あらゆる分野のスペ

シャリスト＝超人たちが集まり、技を競い合います。それは多くの

感動と伝説に立ち会う瞬間。ギネスブックの新記録が続 と々生ま

れ、福岡の名も最も多くの世界記録が生まれるまちとして全世界

に広まっていくのです。

超人万博
CONTENTS  24

国際コンベンションの創設・誘致

22

「己を完成し、世を補益（ほえき）するのが、柔道修行究極の目的で

ある」。これは柔道の父である嘉納治五郎の教えです。柔道、剣道、

弓道、合気道など、現在では国際的なスポーツ競技として親しまれ

ている武道の根底には「世のため、人のために己の研鑽(けんさん)

に努める」という日本人の精神性や伝統美が脈打っています。私

たちはこれら武道に華道や茶道などの芸術分野の「道」を加えた

「道」の国際大会＝「道のオリンピック」構想を打ち立て、各大会を

順次福岡で開催したいと考えています。この取り組みによって武

道の「世のため人のため」という精神と福岡の名が世界に広がるよ

うに、そしてこの大会が福岡の青少年たちが日本人としての誇り

を持って世界へと羽ばたいていく「道」となるように、心から願っ

ています。
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福岡青年会議所の先輩方の情熱が生み出した

「アジア太平洋こども会議（APCC）」。これは平

成元年（1989年)にスタートした、子どもたちが

主役の国際交流の場です。これまでに約11,000

人の海外の子どもたちが福岡でホームステイな

どの交流を行い、また、約3,300人の福岡の子ど

もたちが海外での生活を経験してきました。こう

した長年の交流は広くアジア太平洋地域に根を

下ろし、プログラムに参加した卒業生たちは様ざ

まな国や地域の第一線で活躍し始めています。

福岡を起点に大きな架け橋がアジア太平洋地域

に広がっていく。この理想こそ、私たちの福岡青

年会議所に脈 と々受け継がれるDNAです。先輩

方の意志を受け継ぎ、私たちは2023年の

ASPAC※大会の福岡誘致をめざすと同時に「ア

ジア太平洋こども会議」の実績ともリンクした

「NEXTリーダーズサミット」の開催を提唱します。

CONTENTS  

NEXTリーダーズサミットの開催

道の
オリンピック

明日のアジアを

語り合おう

日本の美を
伝えます

”道
”の

精神を

いざ世界へ

真剣勝負で
国際交流！

こんなコト、

できますか!?

ギネス記録が続出!

何でも
くっつきますよ！

次世代のリーダー
が
集
結

※ASPACとは国際青年会議所のアジア太平洋エリアで行われる国際会議（Asia Pacific Area Conference）
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「暮らしよいまち福岡」。その声はここ数年格段に高まり、平成27年の国勢調査では、人口増加率・

増加数・若者率が政令市中1位という結果に。福岡への注目度はまだまだ高まりを見せています。

いつの時代も変わらず「まち」というものを形成しているのは、そこに生活する「人」。そして、人と

人が出会いつながることで起きる「化学反応」が、まちを成長させてきました。人・もの・情報が国

境を越えて行き来し、「個」という存在が大きくなってきている今、人びとは何を求め、まちはどう

やって成長していくのでしょうか。

その答えは、やはり「人」にあります。一人ひとりが福岡での暮らしをenjoyすることで個性が光り

輝き、その輝きがまた新たな人を呼び込み、都市の活力を高め、さらに福岡での暮らしをenjoyで

きるようになる──私たちは福岡にそんな好循環が生まれてほしいと願い、今回の提言を創りあ

げました。

発行にあたって、取材や情報提供にご協力下さった全ての皆さまに心より感謝申し上げるととも

に、2030年の福岡を「世界でいちばん暮らしよいまち」にしたいという私たちの思いが、この提言

書を通じて一人でも多くの市民の思いに重なっていくことを願ってやみません。

 ※enjoyとは、楽しむ、楽しく過ごす、おもしろく経験する、何かから有益なものを得ることを意図しています。
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結びに
より楽しく快適なFUKUOKAスタイルを育むための提言書はいかがでしたでしょうか。どんなに時代が変わろうともまちをつくる

主役はそのまちに暮らす人びとです。一人ひとりが「こうなったら良いな」「ああなったら素敵だな」と夢を描くことこそ、まちが大きく

変わる第一歩。そして、一人ひとりの真剣な挑戦により夢はムーブメントに変わり、行政や企業では成し得ないまちづくりへとつながります。

福岡青年会議所は創立より63年間、福岡のまちづくりを行ってまいりました。現在福岡には数多くのまちづくりに関する団体が存在

しています。その中で我われ福岡青年会議所は、青年らしく夢を描き、夢の実現に向けた積極的かつ能動的な活動を行い、様ざま

な市民活動を支援するネットワークを有する、先導的な機関であり続けてきました。

我われが忘れてはならないことは「新たな秩序を作り出す変化」です。福岡に暮らす者として、先駆者たちから受け継いできた「変え

てはならない心」を抱きながらも、未知の可能性を切り拓き、未来へ向かおうとする「青年らしき姿勢」でまちづくりに向きあう。福岡

の未来を「自分ごと」として捉え率先して行動し、様ざまな可能性を模索しながら試行錯誤することでこそ、刺激あふれる『グローバ

ル・リーダー生産拠点都市』の実現につながるのです。

2023年に福岡青年会議所は70周年を迎え、同年、福岡青年会議所が創り上げた財産のひとつであるアジア太平洋こども会議も35

周年を迎えます。この記念すべき節目の年に我われグランドデザイン創造委員会は、アジア太平洋地区の青年会議所会員が集う

ASPACの誘致を現実的な取り組みとして行うべきだと考えています。このような国際規模の大会誘致がもたらす意味は、その経

済効果のみならず、大会誘致をきっかけとした、福岡青年会議所対内の強化にもつながります。福岡青年会議所が今後もまちづく

りにおいて存在感を示し、常に大きな夢の実現に向けて挑戦し続けるために、今こそメンバー全員がこれまで以上に志を一つにし、

大きな目標に向かう過程で得られる経験を最大限に活用していく時です。

アジア太平洋こども会議という財産と再度ともに手をとりあい、このまちの魅力を再度見つめ直し、次世代を担う人びとが一同に会

して互いを刺激し合える事業を行う。それは福岡青年会議所メンバーだけでなく、福岡のまちにとって必ず重要な成長の鍵となる

ものだと、我われは固く信じています。


