マスコミでみるＵＲＣの今−最近２ヶ月の情報を中心に−
◎新聞
2013.1.1 西日本新聞 新春別刷り 災害伝承 5p
唐津街道姪浜 歴史散策地図
研究所ＯＢ大塚政徳さんが事務局を務める唐津街道姪浜まちづくり協議会が広告を掲載

2013.1.1 読売新聞 28p
「カワイイ」福岡 個性と魅力 発信
おしゃれへの投資全国平均の１．３倍 当研究所のデータを使い研究所ＯＧ山下永子さんが語る。

2012.12.29 西日本新聞 朝刊 12ｐ
回顧 九州経済２０１２ ④ 今年の主な出来事１２月１８日 福岡市・天神地区の一体的再開発を目指す
「天神明治通り街づくり協議会」が地区計画方針案を市に提出
後藤太一情報戦略室長が天神明治通り街づくり協議会の統括マネージャーを務める。 ＠印以下同じ

2012.12.28 日本経済新聞 朝刊 27ｐ
都市計画提案書を市に ＠

2012.12.28 東奥日報 朝刊 2ｐ
十和田市政の課題 下 観光振興 既存の資源活用が鍵 仕掛づくり 官民連携で
市民研究員ＯＢ藤浩志さんが、同地域の潜在的魅力の多さと発想の転換、展開への期待を強調

2012.12.27 読売新聞 朝刊 10ｐ
天神・明治通り一体再開発方針提出/街づくり協 福岡市に ＠

2012.12.26 朝日新聞 朝刊 31ｐ
天神、再開発へ動く 地権者ら地区計画案 景観そろえ歩きやすく 地下街とアクセス向上 ＠

2012.12.26 日刊建設工業新聞 15ｐ
天神明治通り街づくり協議会(福岡市)/市に地区計画方針提出/建物更新を後押し ＠

2012.12.26 西日本新聞 朝刊 3ｐ
明治通り再開発案を提出/福岡市に協議会 ＠

2012.12.26 毎日新聞 朝刊 22ｐ
天神再開発案を提出/協議会 福岡市、来秋にも決定 ＠

2012.12.21 西日本新聞 朝刊 28ｐ
第７回 アジア都市ジャーナリスト会議 命の水 全ての人に 汚染、不足 まず直視
アジア都市ジャーナリスト会議は２００７年「アジア太平洋都市サミット実務者会議」に合わせ、ハビタットアジ
ア太平洋事務所と西日本新聞社が福岡市で始めたもの

2012.12.20 読売新聞 朝刊 8ｐ
天神景観 魅力アップへ 協議会が再開発案 統一感あるデザイン ＠

2012.12.19 西日本新聞 朝刊 1ｐ
天神ビル街をリフレッシュ 明治通り 容積率上乗せ 市の特例活用 年内提案 ＠

2012.12.19 西日本新聞 朝刊 3ｐ
天神・明治通り 一体的再開発を促進へ 市容積率特例活用 地権者の合意が鍵 ＠

2012.12.19 西日本新聞 朝刊 34ｐ
ＩＴ活用の将来像を探る 福岡市でシンポ開幕 あすまで講演、ゲームセミナーも
安浦寛人理事長が実行委員長、講師を務めるシンポジウム「スマートモビリティアジア」開催中

2012.12.19 日本経済新聞 朝刊 39ｐ
天神再開発で基本計画 協議会 地権者の２／３が合意 ＠

2012.12.19 毎日新聞 朝刊 1ｐ
天神再開発 計画案を提出 来週にも主要地権者、福岡市へ ＠

2012.12.19 毎日新聞 朝刊 22ｐ
天神再開発「総論」で足並み 着手のスピード 鍵に ビル建て替え 福岡地所が先陣か ＠

2012.12.19 読売新聞 夕刊 1ｐ
天神再開発案 提出へ 容積率緩和を適用 創造的ビジネス街 地権者ら市へ来週にも ＠

2012.12.15 ふくおか市政だより 54ｐ
新たな総合計画（基本構想・基本計画）市総合計画審議会が市長に答申
安浦寛人理事長が総合計画審議会の会長を務め、市長に答申 ◎印以下同

2012.12.5 岩手日報 朝刊 21ｐ
学芸短信 ひょっこりひょうたん塾 第５回芸術文化街づくりゼミ
市民研究員ＯＢ藤浩志さんが、講師を務める。

2012.12.4 読売新聞 鹿児島 朝刊 33ｐ
市電軌道の芝生化完了 鹿児島 景観や環境に効果＝鹿児島
アジア都市景観賞受賞記事 ＊印以下同じ

2012.12.3 週刊住宅新聞 7ｐ
全国大家ネットワーク、新しい賃貸経営、大家が情報交換、シンポジウムに１５０人集る
市民研究員ＯＢ吉原勝己さんがパネリストを務める。

2012.12.3 日本農業新聞 7ｐ
全国直売サミット／地域とともに歩もう 鍵はビジョン、本気度

小川全夫副主幹研究員が議論をまとめ、総括した。

2012.12.1 読売新聞 岡山 朝刊 32ｐ
アジア都市景観賞 倉敷・美観地区が大賞＝岡山 ＊

2012.11.30 建設通信新聞 1ｐ
風波・鹿児島市の市街地を走る路面電車の軌道敷緑化事業 ＊

2012.11.30 西日本新聞 朝刊 30ｐ
都市の歴史遺産どう保存 福岡で「全国町並みゼミ」きょうから
当研究所が後援する「全国町並みゼミ」開催予告 ☆印以下同じ

2012.11.28 上毛新聞 16ｐ
中心街 文化で元気に 芸術団体が意見交換 空き店舗に拠点提案 前橋
市民研究員ＯＢ藤浩志さんが、講師を務める。

2012.11.27 朝日新聞 朝刊 32ｐ
福岡の歴史景観 どう生かす 「全国町並みゼミ」３０日から ☆

2012.11.27 西日本新聞 朝刊 26ｐ
街づくり組織が個性を情報交換し連携も大切 福博回廊の活性化探るシンポ 福岡市で開催
第５回都市セミナーの開催報告

2012.11.25 西日本新聞 朝刊 26ｐ
新・何しょうと 姪浜 旧唐津街道を行く
研究所ＯＢ大塚政徳さんが事務局を務める唐津街道姪浜まちづくり協議会が紹介される。

2012.11.23 西日本新聞 朝刊 28ｐ
住みたい拠点都市目指し 福岡市総合計画を答申 市の審議会 ◎

2012.11.23 読売新聞 朝刊 31ｐ
総合計画の審議会 基本構想などを答申 福岡市 ◎

2012.11.20 山陽新聞朝刊 １５版 28ｐ
アジア都市景観賞大賞に美観地区 町並み、住民らの取り組み評価 ＊

2012.11.20 東奥日報 朝刊 23ｐ
十和田/景観に悪影響 休屋・焼山の休廃業施設 アート拠点に活用を 公開討論アイデア多数
市民研究員ＯＢ藤浩志さんが、十和田美術館の副館長として感想を語る。

2012.11.18 西日本新聞 朝刊 30ｐ
九大の地域政策デザイナー講座が提言
安浦寛人理事長が実行委員長を務め、谷口博文主幹研究員が事務局長を務める同講座の提言発表会
の開催報告 ※印以下同じ

2012.11.18 西日本新聞 朝刊 27ｐ
シンポジウム 福博回廊−みんなで造る「都市の風景街道」参加者募集
第５回都市セミナーの開催予告 ◇印以下同じ

2012.11.17 南日本新聞 朝刊 25ｐ
鹿児島市電軌道敷の緑化完成/記念式典で５００人祝う ＊

2012.11.15 ふくおか市政だより 2ｐ
第２５回 市都市景観賞−部門賞−
市民研究員ＯＢ吉原勝己さんのリノベーションミュージアム冷泉荘が活動部門賞を受ける。 ★印以下同じ

2012.11.14 日刊建設工業新聞 9ｐ
全国町並みゼミ福岡大会/１１月３０日〜１２月２日に福岡県内で開催/実行委

2012.11.13 建設通信新聞 10ｐ
福岡市都市景観賞/大賞に和白青松園/１１月２０日表彰 ★

2012.11.12 建設通信新聞 10ｐ
交流と賑わいのまちづくりを考える/全国町並みゼミ/１１月３０日から福岡大会

2012.11.10 朝日新聞 朝刊 29ｐ
街中展覧会へ始動 奈良美智さん部長「マジの美術部」１回目の合宿終了/青森県
市民研究員ＯＢ藤浩志さんが、イベントの顧問を勤める。

2012.11.10 南日本新聞 朝刊 21ｐ
ジャズ演奏２１００人魅了/鹿児島市・アミュ広場でアートイベント
「鹿児島県の情熱」をテーマにしたシンポジウムで、市民研究員ＯＢ藤浩志さんが意見交換

2012.11.9 西日本新聞 朝刊 26ｐ
博多駅周辺の活性化策 天神−博多の回遊路は 福岡市で１９．２６日 都心の未来語るシンポ ◇

2012.11.4 高知新聞 朝刊 1ｐ
絵金灯明「美の館」彩る 県立美術館が開館記念行事
市民研究員ＯＢ藤浩志さんが、灯明を企画監修 ◆印以下同じ

2012.11.2 西日本新聞 朝刊 28ｐ
福岡城復元へ募金制度 周辺公園との一体整備など 全体構想案を発表 官民の実行委
第４回都市セミナーの開催報告 ●印以下同じ

2012.11.2 毎日新聞 朝刊 21ｐ
福岡城跡 鴻臚館跡 一体的復元整備を 福岡で市民フォーラム ●

2012.11.2 高知新聞 朝刊 27ｐ

県立美術館 あす全館無料 開館１９周年「絵金灯明」や映画も ◆

2012.11.1 日刊建設工業新聞 11ｐ
産学連携機構九州/九州ＰＰＰセンターが始動/実践講座を開講
開講にあたり安浦寛人理事長が来賓として挨拶

◎雑誌
2012.11.30 フォーラム福岡 2012.11 Vol.46 11〜12p
首都バックアップ機能の誘致で注目される福岡
首都中枢機能のバックアップとは何か を谷口博文主幹研究員が解説

2012.11.15 九州経済調査月報 2012.12 通巻８０３号 1p
1ｐ NETWORK 福岡市に世界のエイジングに取り組む能力開発訓練センターの設置を/小川全夫副主
幹研究員が執筆
18ｐ Researcher's Notes 調査マン手帳 九州で活躍しはじめた「地域政策デザイナー」 ※

2012.11.1 ふくおか経済 2012.11月号 通巻291号 50〜97p 特集 福岡の未来図
57〜58ｐ すべての領域で自己責任を負う覚悟を 谷口教授 九経調と連携し人材養成講座/谷口博文主
幹研究員の活動が紹介される。
69p 福岡の将来図「高さ制限」は独自色の一つ 世界に合わせ、都市圏単位の経済指標を/後藤太一情
報戦略室長がインタビューに応える。
71〜72ｐ 天神地区 アジア随一のビジネス街に 特色を磨く街路計画−天神明治通り街づくり協議会（Ｍ
ＤＣ） ＠
93ｐ 港に求められる「まちづくり」の視点−博多港長期構想検討委員会 天神北開発に期待/樗木武顧問
が博多港長期構想検討委員会の委員を務める。

2012.10.25 かわら版 唐津街道姪浜まちづくり協議会 第5号
協議会設立5周年記念イベント「唐津街道姪浜ウィーク」
研究所ＯＢ大塚政徳さんが事務局を務める唐津街道姪浜まちづくり協議会が「かわら版第5号」を発行

所員雑感〜勤続25周年を迎えて〜ドイツ・バイエルン地方への旅 ６ 最終回
(公財）福岡アジア都市研究所 研究主査 益田 千佳
緑の牧場をバスは進み、ひとつの建物が見えてきます。
地味な外装の扉を開けて一歩中に入ると、外側からは想像もできないロココ調のきら
めくような壮麗な内部の装飾が広がります。この「ヴィース教会」には、「鞭打たれるキリ
スト像」が祀られています。
あまりの悲惨さに屋根裏に置かれ、いつしか忘れられたこの像をある一人の農婦が譲
り受け熱心に崇拝し祈りを捧げていたところ、あるときこの像が涙を流したのです。
「ヴィースの涙の奇跡」と名高いこの教会は、世界遺産に登録されています。ときの流れ
を感じさせる、ところどころ色褪せた木の像の前は、静けさに包まれていました。信心深
く生きた農家の人々の心に喜びを与えた、ちいさな村の不思議なできごと。遠ざかるバ
スの中から教会を眺めると、あっと言う間に緑のなかに消えていきました。
最終日。ルキノ・ヴィスコンティ監督の映画「ルードヴィヒ〜神々の黄昏」を観て以来、
少女の私が憧れていた城、シュロス・ノイシュバンシュタインがいよいよ山の中腹に現れ
ました。
城へはふもとの街、フュッセンからミニバスと徒歩で向かいます。冷たい空気に包まれ
たフュッセンは自然豊かで、しゃれた小さなまちの雰囲気があり、また訪れたいと思わ
せる魅力がありました。
吊り橋の上からバイエルンの森の中に白鳥のように浮かぶお城を見ることができまし
た。若き王が中世に抱いた憧れが作らせた壮大な城。その思いは国家に莫大な予算
を使わせ、とうとう国家を破綻させるほどにまでなってしまいます。謎の死をとげた王の
存在とともに、ドイツの他の歴史的意義を持った城とは違った、夢の城と言えると思いま
す。しかし、有名なテーマパークの城のモデルともなったこの城は、いまなお訪れる人
は絶えず、優美な姿が人々の目を楽しませています。少女のときの憧れを胸に私は
この城を観ましたが、絢爛豪華な内部が煌びやかであればあるほど、王の屈折した孤
独な心の内面を表すように思われ、それは自分にとってもときの流れを感じさせられた
体験でした。
夢の城のなかで歴史に想いを馳せていると、旅は終わりに近づいていました。
働き始めた頃は、女性が民間企業で25年働き続けるのはけして多くはないことで、ここ
まで働いてこられたのも、隣にいる主人の励ましあってのことと感謝しています。二人三
脚で歩いてきた私たち2人に、また楽しい旅の思い出がひとつ増えました。
次の年、私は同行しませんでしたが主人は自分の夢であったアフリカで野生動物を
観る旅を楽しんで来ました。旅はよいリフレッシュであり、ときに自分を見つめ直すよい
機会と思います。
仕事と生活のバランスを取り、旅を楽しむためにも、健康第一にこれからも過ごしてい
きたいものです。

