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〇５月、新緑の季節となりましたが、遅ればせながら平

成２７年度のURC事業について簡単にご紹介させて

いただきます。 

〇ＵＲＣとしての大きな事業の枠組みとして、これまで

同様、地域の発展に資する都市政策の調査研究、アジ

アネットワークの形成です。 

〇さて、福岡市は、昨年、国家戦略特区に指定され、福

岡の都市の成長を実現するための大きなチャンスを

得ました。その機会を逃すことなく、全国に先駆けて

都市の成長につながる様々な規制緩和、事業に取り組

んできたところですが、今年も引き続き、国家戦略特

区をバネに、「Ｆｕｋｕｏｋａ Ｎｅｘｔ」を掲げ、

「天神ビッグバン」など、アジアのリーダー都市フク

オカを実現すべく、次の成長ステージに進むための政

策を推進していくことになっております。ＵＲＣにお

いても、このような福岡市の取組を支援しながら、地

域の発展に資するよう事業展開を図っていきたいと

考えております。 

〇ＵＲＣの事業の柱である総合研究については、そのテ

ーマを「福岡市の国際競争力の向上について」（仮題）

として調査研究を行うこととしておりますが、この中

で、昨年度のスタートアップや現在の国際競争力のポ

ジションに関する調査研究を踏まえながら、福岡市が

国際的に一層存在感のある都市として成長していく

ためにどのような政策を進めていくべきかというこ

とを研究していきたいと考えております。 

〇もう一つの大きな事業の柱であるアジアネットワー

クの形成につきましては、毎年の事業であります「ア

ジア都市景観賞」のほか、今年は、海外の青少年との

交流を目的とした科学技術振興財団（ＪＳＴ）の「さ

くらサイエンスプラン」助成事業にも取り組みます。

この事業については、ＵＲＣからインドネシアの大学

等の学生に対して、我が国の最先進的な高齢者ケア等

に関する事業を紹介するというプログラムを提案し

たところ、全国からの応募の中、採択されたものです。

これをきっかけに一層のアジアとの交流拡大に取り

組んでいきたいと考えております。 

〇そのほか、ＵＲＣが事務局業務を受託しております福

岡地域戦略推進協議会の「イノベーションスタジオ福

岡」プログラムの事業支援など、様々な取組を行う予

定としております。福岡の将来を見据えて、地域の発

展に貢献できるよう職員全員一丸となって事業にま

い進する所存でありますので、今後とも引き続きのご

支援をよろしくお願いします。

◆ＵＲＣ資料室ニュース  

①「光吉健次 関連資料」が貴重なアーカイブ資料として評価される。 

３月１４日土曜日から２９日日曜日まで福岡市役所１

階ロビーと福岡県立美術館において「明日と建築と都

市展 １９６０－２０００ 回顧と展望」が開催され、

当研究所が共催しましたが、その際当資料室が展示へ

の情報提供で協力した資料をはじめ、光吉健次先生に

関わる図書や雑誌を資料室内にて｢明日の建築と都市

展｣関連資料として展示しました。 

この度、日本建築学会建築歴史・意匠委員会においてこ

れらの資料が、｢光吉健次関連資料｣として位置づけら

れ、｢我が国の近

現代建築発展の

足跡を示す貴重

な資料と評価す

ることができ、次

世代へ継承され

るべき文化的価値の高いものである｣と評価され、資

料の貴重性を認識し、今後とも長く継承し、活用する

ことを薦められました。＊写真出典：ＵＲＣ  

公益財団法人 福岡アジア都市研究所 都市政策資料室 
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②平成２７年度 第1回 都市政策資料室ミニセミナーを開催します！ 

６月２日火曜日、午後６時半から8時まで当研究所会議室に

おいて、平成２７年度第1回のミニセミナーを開催いたしま

す。 

今回は、平成24年4月に形成されたURCの任意の外

部研究会である「福博花まち研究会」のメンバーが、５回

目を迎えた「福博花しるべ」の行事の一環として初めて試

みた｢Flower Station in Fukuoka～暮らしに花を～｣の開

催報告です。 

研究会の報告をもとに、ご参加の皆様と共に都心部花

風景づくりの意見交換を行っていきたいと思います。 

皆様のご参加を

お待ちしておりま

す。 

 

＊写真出典： 

株式会社 日比谷花壇 

 

 

 

（山崎三枝 司書） 

◆ＵＲＣニュース  ①新職員からのご挨拶 

副理事長  猪上 照明 

４月１日付けで副理事長に就任しました猪上(いのう

え)と申します。前職は福岡市水道局理事ですが、以前

総務企画局企画調整部におり、第７次基本計画に携わり

ました。 

当時の予測を超える超高齢社会の進展など、今日私たち

を取り巻く環境は厳しさを増す一方では、昨年福岡市は

グローバル創業・雇用創出特区として、国の戦略特区に

指定を受けました。 

アジアのリーダー都市を目指すうえでまたとないチ

ャンスであり、URC も調査研究やアジアとのネットワ

ークなどを通して、福岡市の取り組みをサポートすると

ともに、適時的な情報発信などにも取り組んでまいりた

いと思います。どうぞ、よろしくお願いします。 

総務課調整係長  馬場 孝徳 

 福岡市からの派遣により、４月１日からＵＲＣの総務

課調整係長を拝命し、着任いたしました。どうぞよろし

くお願いいたします。 

 福岡市は海と山に恵まれ、都市機能も充実しバランス

のとれたコンパクトな街だと言われます。住みやすいと

感じる市民の割合も高く、国内外からも高い評価を得て

います。 

 このような強みを活かし、アジア各国と連携を図りな

がら、起業や観光、まちづくりなどの面で、福岡市の成

長につなげていくことは、たいへん重要であると考えて

います。 

 福岡市は、国家戦略特区（グローバル創業・雇用創出

特区）に指定され、スタートアップ都市宣言を行うなど、

積極的な施策を推進しており、この動きによって経済・

社会が前向きな方向にシフトしているようです。 

 一方、いち早く高齢化社会に突入した我が国における、

健康寿命の延伸を目指したモデルとなる取り組み、地震

や風水害、犯罪などから身を守るための安全安心なまち

づくりなど、福岡がモデルケースとなって、福岡からア

ジアに発信できる素材も多いように感じています。 

 これから、市民の皆様、企業、大学、行政の方々と連

携し、福岡とアジアの発展につながるよう、微力ながら

努力してまいりたいと考えております。 

 これから、どうぞよろしくお願い申し上げます。

 

②2015 年度「アジア都市景観賞」の募集を開始しました。 

「アジア都市景観賞」

は、アジアの人々にと

って幸せな生活環境

を築いていくことを目標に、「国連ハビタット福岡本部」、

「アジアハビタット協会」、「福岡アジア都市研究所」、

「アジア景観デザイン学会」の 4 団体の共催によって

2010年に創設された景観に関する国際賞です。今年も、

アジアの景観をリードし、他都市の模範となる優れた案

件をアジア各国から募集します。たくさんのご応募をお

待ちしております。 

 

 

 

 

主な予定 

＜募集期間：2015 年5 月初旬～7 月21 日＞ 

＜予備選考：2015 年8 月上旬＞ 

＜合同審査会：2015 年9月上旬＞ 

＜授賞式：2015年10 月27 日(火)＞ 

＊写真出典：ＵＲＣ 昨年の授賞式の様子 

(夏井圭介 主任研究員）
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③本年度の市民研究員を募集します。 

 ５月７日から６月５日まで、「アジアの先進モデル都

市・福岡のまちづくり」をテーマに、市民研究員を募集

します。興味・関心をお持ちの方は、ぜひご応募くださ

い。また、皆様のご家族や友人・知人の方にも、ご案内

をお願いします。 

 「アジア各国で都市化が進み、アジアを含む世界中で

国際的な都市間競争が今後さらに強まり、優位性の高い

都市へ、消費や生産が一層集中することが考えられます。 

 こうした将来において、福岡市が活力と存在感、国際

競争力を有するアジアのモデル都市となるためには、ど

の様なインフラや都市機能が必要なのか、皆さんの経験

や感じていることを元に、論文やレポートとしてまとめ、

福岡市に提言してみませんか？」（平成27年度募集要項

より） 

 都市政策資料室では、アジア関連の本を多数用意して

います。どうぞご利用ください。 

(馬場孝徳 調整係長) 

 

 

◆ＦＤＣニュース 新体制がスタートしました。 

福岡地域戦略推進協議会（FDC）は、4 月 21日事務

局長が後藤太一氏から石丸修平氏に代わり、新たな体制

がスタートしました。 

以下、新事務局長の決意をご紹介します。 

FUKUOKAに世界から多様性な人々を引きつけ、新

しい価値観を受け入れる土壌をつくることで、経済が成

長し、雇用が生まれ、人々の暮らしの質を高めていく。 

FDC がその目的を実現するための役割を果たし、

FDC の取組みを世界のモデルとして示すことで、

FUKUOKAから世界を変えて行きたい。 

FDC がその役割を実現するためには、今このチャン

スを逃してはならない。将来、子どもたちに僕たちがこ

んな素敵な街をつくったんだよと誇りを持てる取組み

を、今覚悟を持って実施して行く。 

＊写真出典：FDC 新体制のメンバーと（石丸修平新事務局長中央）  

 

マスコミでみる「ＵＲＣ」の今！ －最近 1 か月の情報を中心に－ 

◎新聞 

(2015/4/30 建設通信新聞 16p) 

九州から日本元気に/九州整備局、経済連合会、経済調査会/甘味Ｍン共通のシナリオ必要 

当研究所 OB で現在企画委員の谷口博文さんがパネリストとして参加したシンポジウムの開催報告(☆印＝以下

関連記事) 

(2015/4/25 日本経済新聞 朝刊 34p) 

神功皇后の伝承 数多い九州 謎解きアカデミー九州・沖縄 実在裏づけ？3000 カ所 

市民研究員 OB 東久仁政さんが当研究所の研究紀要に執筆した論文が引用され、コメントを発表 

(2015/4/24 西日本新聞 朝刊 20p) 

漫画「クッキングパパ」30 年 記念対談 うえやまとちさん（作者）佐々木喜美代さん(元タウン誌編集長)/げ

んき日和/当研究所 OG 佐々木喜美代さんがうえやまとちさんと対談 

(2015/4/24 西日本新聞 朝刊 25p) 

故四島司氏の追悼広告 売り上げの一部を寄付 本社がＮＰＯ法人に 

西日本新聞社が｢九州・アジア経営塾(KAIL)｣へ広告収入の一部を寄付 塾長の橋田紘一会長が受け取る。 

(2015/4/19 西日本新聞 朝刊 3p) 

提論 明日へ「提論」執筆 新たに３人 FDC シニアフェロー松田美幸さんが加わる。 

(2015/4/19 西日本新聞 朝刊 19p) 

十和田現美企画展開幕 アートで遊ぶ 

市民研究員 OB 藤浩志さんが館長を務める十和田現代美術館にて企画展が開幕する。 

(2015/4/18 西日本新聞 朝刊 23p) 

チンチン電車が走った街 「東車庫前に動物園博多を語る会 沿線の思い出たどる 

市民研究員 OG 池田節子さんが参加､平成 25 年度第 5 回ミニセミナーの講師吉富実さんが｢貫線｣の由来を推察  
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(2015/4/16 日刊建設工業新聞 15p) 

九州整備局ら 4 月 27 日に福岡市で地域活性化シンポ 広域地方計画などテーマ☆ 

(2015/4/12 読売新聞 朝刊 27p) 

古民家や神社 着物姿で散策 西区でイベント 

当研究所 OB 大塚政徳さんが事務局長を務める唐津街道姪浜まちづくり協議会が企画したイベントの開催報告

(＠印＝以下関連記事) 

(2015/4/7 朝日新聞 朝刊 8p) 

四島氏 お別れに 1600 人 元福岡シティ銀頭取 

橋田紘一会長が「九州・アジア経営塾」の３代目塾長として追悼コメントが紹介される。(＊印＝以下同じ) 

(2015/4/7 西日本新聞 朝刊 32p) 

地域政策デザイナー講座 第６期生募集 官民で政策立案 養成に意義 ☆ 

(2015/4/7 日経新聞 朝刊 35p) 

元福岡シティ銀頭取 四島氏をしのびお別れに 1600 人 ＊ 

(2015/4/7 毎日新聞 朝刊 28p) 

「金融界の革新導いた」旧福岡シティ銀頭取 四島氏お別れの会 ＊ 

(2015/4/3 建設通信新聞 10p) 

美術館リニューアルＰＦＩ 参加表明 6 月 3 日まで 阪井猛企画委員が選定委員長を務める。 

(2015/4/3 西日本新聞 朝刊 23 p) 

はなしの横丁 西区 着物で旧唐津街道周辺を巡る＠ 

(2015/4/3 西日本新聞 朝刊 24p) 

5 月開講新講座 【万葉に元気をもらう歌碑めぐり】 

市民研究員 OG 井上光枝さんが講師を務める。 

(2015/4/1 東奥日報 朝刊 19p) 

十和田 現美ショップ 品ぞろえ充実管理者直営きょう開店 

市民研究員 OB 藤浩志さんが館長を務める十和田市現代美術館にて「cube café&shop」オープン 

(2015/3/29 読売新聞 朝刊 35p) 

福岡かわらばん 旧マイヅルみそで特別公開 ＠ 

◎雑誌 

(2015/4/20 財界九州５月号） 

 158~159p ～追悼～元福岡シティ銀頭取 四島氏「“殻を破れ”を実践された方」＊ 

(2015/4/15 アジ研ワールドトレンド２０１５年５月号 No.235) 

 29~30p 福岡市の国際貢献・国際協力/福岡市総務企画局国際部国際係長 菊地利信氏執筆 

当研究所アジアグループの国際視察・研修受け入れ事業が紹介される。 

(2015/4/15 九州経済調査月報２０１５年５月号 通巻８３７号) 

 01p ３０年後の九州を描く /安浦寛人理事長が執筆 

(2015/3/31 かわら版 唐津街道姪浜まちづくり協議会 第 8 号) 

 当研究所 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、かわら版を発行 

(2015/3/25 日本不動産学会誌 ２０１５年３月２５日発行 Vol.28No.4(111)) 

 146~147p 最新トレンド紹介｢ビンテージビルで人を繋ぐまちづくり－福岡市・冷泉荘からみる賃貸ビルの可

能性｣を市民研究員 OB 吉原勝己さんが共著 

◎テレビ 

(2015/4/16～30 J:COM 福岡 市民が主役！｢ふくおかまい COM｣平日 8:10～/15:10～/20:15～土日 8:10/ 

12:45) 

 春のまち歩き・清川編に平成 20 年度の市民研究員さん OB・OG の方中心に結成された路地市民研究会のメン

バーから、吉原勝己さん、吉良幸生さんが出演 

◎ラジオ 

(2015/4/5 16：00～ コミュニティラジオ天神 ｢福岡移住計画ラジオ｣) 

市民研究員 OB 吉原勝己さんが出演 福岡での仕事・生活の面白さについてお話しされる。 


