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◆ＵＲＣ資料室ニュース 
第３回ナレッジコミュニティ「中島、コンプリートしたってよ～ポケモンＧＯと地域活性化
の可能性を探ろう～」をFacebook LiveとYouTube Liveで放送します！ 
世界中の人々を熱狂の渦に巻き込んだ「ポケモン GO」

をテーマにした今回ナレッジコミュニティは、おかげさ

まで締め切りまでに定員を超えるご参加申し込みをい

ただき、各方面からの問い合わせも数多く、改めてテー

マについての皆様のご関心の高さを実感しました。 

そこで、満席でご参加をお断りせざるを得なかった方

のために当日の様子をインターネットで生放送するこ

とにいたしました。 

今回も、参加者からのアイデアをまとめて紹介する時

間を設けており、Facebook Live で視聴する場合は、

Facebook アカウントでアイデアを投稿できるようにし

ています。 

ご視聴、投稿はこちらから http://watch4.live/ 

開催日時は、10月 11日火曜日 18時 15分から１時間

半程度、場所は福岡市役所１階多目的スペースです。 

お申込みの皆様のご来場をお待ちしておりますとと

もに、多くのご視聴を期待しています。 

なお、翌週１７日月曜日には同企画を「都市セミナー

(出張講演)｣と位置づけ、東京で(一社)ブロードバンド

推進協議会との共催で行います。福岡ではもう締め切り

ましたが、東京はこれからです。多くのご参加をお待ち

しています。お申し込みはこちらから 

https://ss.bba.or.jp/public/seminar/view/292 

 (山崎三枝 司書） 

◆ＵＲＣニュース 
①平成２８年度 第２回都市セミナー「２１世紀のまちづくりの展望」を開催します！ 
 平成２８年度第２回都市セミナーを１１月１４日月曜

日１３：３０～１６：３０、福岡アジア美術館 ８階「あ

じびホール」にて開催します。 

 今回の都市セミナーでは、まずＵＲＣの特別研究員でも

ある西南学院大学の野田順康教授が「世界の都市化・都市

政策の潮流」と題し、「第３回国連人間居住会議（ハビタ

ットⅢ）」において採択される、都市化と人間居住に係る

新たな国際的な取組み方針「ニューアーバンアジェンダ」

の主要論点や、昨年の国連総会で報告された「都市と国土

計画に係る国際ガイドライン」において、「コンパクトで

暮らしやすいまち」として福岡市が紹介された内容などに

ついて講演します。 

 続いて、国連ハビタット福岡本部長の深澤良信氏より、

国連ハビタットのプロジェクトについてご講演いただき

ます。 

最後に、国連ハビタット福岡本部との包括連携協定を締

結した福岡地域戦略推進協議会（ＦＤＣ）の取組みについ

て、ＦＤＣフェローの榎本拓真氏より報告していただきま

す。 

 内容や申込み方法等の詳細は、１０月１２日以降にＵＲ

Ｃホームページをご覧ください。皆様のご参加を心よりお

待ちしています。       （山本美香 主任研究員） 

福岡アジア都市研究所は、 
福岡市を中心に産学官が協力し

て設立した研究機関です 

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福岡市・行政課題の解決に向けたイノベーション事業アイデア 提案コンテスト 受賞提案
決定！ 
福岡アジア都市研究所が事務局を行った、福岡市の行政

課題である「放置自転車に関するモラル・マナー向上」「家

庭ごみの３Rの推進」にかかる課題解決のための事業アイ

デアの提案コンテストは、9月27日火曜日に一次選考通過

者のプレゼンによる二次選考会が開かれ、各賞の受賞提案

が決定しました（下記参照）。選考会後には、表彰式が行

われ、福岡市から受賞者に賞状と副賞が手渡されました

（写真）。 

多くの提案が寄せられる中、受賞された各提案は、特に

優れたアイデアに富むもので、今後事業化に向けた検討が

行われる予定です（事業化の決定ではありません）。 

福岡市・行政課題の解決に向けたイノベーション事業アイ

デア 提案コンテスト 受賞提案 

テーマ～家庭ごみの３R の推進～ 

◎最優秀賞：”ほぼ”水が入らない、ワンアクション・ゴ

ミ袋（提案者：春山慶彦氏） 

○イノベイ

ティブ賞：冷

蔵庫のダイ

エット～食

品ロスの低

減に向けて

～（提案者：

平尾元氏） 

テーマ～放

置自転車に関するモラル・マナー向上～ 

◎最優秀賞：駐輪場にビーコン設置（提案者：伊藤忠テク

ノソリューションズ㈱ 林翔一氏） 

○イノベイティブ賞： Smart Bike City Fukuoka（提案者：

㈱CenterQ 山田美穂氏） 

写真出典：URC撮影（畠山尚久 研究主査） 

 
③アジア都市ジャーナリスト会議に参画しました！

9月27・28日、国連ハビタット福岡本部はアジア各都市

（上海、ニューデリー、釜山、ウランバートル、バンコク、

ハノイ）からジャーナリストを招聘し、アジア地域の都市

づくりについて議論する「アジア都市ジャーナリスト会議」

を開催しました。URCはこの企画に賛同し、全面的に協

力いたしました。 

初日は、市

内各地のコ

ミュニティ

で行われて

いる地域再

生のための

新しい試み

を視察し、URCから山田美里研究員と私滝本が同行しま

した。城南区の堤団地、早良区の星の原団地では、UR都

市機構が支援する福岡大学との提携事業や高齢者主導の

コミュニティプロジェクトを視察し、福津市津屋崎地区に

移ってからは、Uターン・Iターンで当該地に移住した若

手主導の空き家プロジェクトや世代間交流プログラムな

ど、アイデアと地元愛に満ちた事業を視察しました。ジャ

ーナリスト達がそれぞれのプロジェクトに多大な関心を

持ち、参加者ひとりひとりに熱心に取材をしている光景が

印象的でした。 

その交流の中で彼らが最も感じ入っていた点が、日本と

いう経済の発展も停滞も経験した安定期の国家の地方で、

お年寄りの長年の「知恵」と、それを形にすべく都市を離

れる決意をした若手の人々の「勇気」が有機的に融合し新

たな次元の活力を生んでいるということです。しかし、そ

れと同時に、都市の経済発展めざましく郊外からは生産可

能人口が吸い取られる彼らの母国では、｢現在の段階では

同じような事業を計画することは難しい｣とも述べていま

した。 

二日目は、アクロス福岡で市民カンファレンスを開き、

URCの久保隆行上席主任研究員のモデレーションのもと、

アジア各都市の行き過ぎた都市化と人口集中がもたらす

弊害と、視察した福岡モデルの可能性について意見交換を

しました。そこでジャーナリスト達は、母国でも地方への

人口誘導が必要という認識のもと、地方の拠点都市として

の福岡モデルが参考になるということで一致していまし

た。今回の視察で感じたことを彼らの視点からどう書き記

すか、ジャーナリスト達の記事を読むのが楽しみです。 

写真出典：URC撮影（滝本一馬 研究スタッフ） 

表彰式の様子 
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④2016 年度「アジア都市景観賞」合同審査会を開催しました。  

去る 9月 17日、アジア都市景観賞合同審査会を開催

しました。主催する「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」の代表者と国内外の専門家によって

構成された審査委員による厳正な審査の結果、15件(国

内案件４件、海外案件 11件)の授賞が内定しました。10

月下旬に中国銀川市内において授賞式を開催し、受賞団

体の表彰が行われます。 

【国内受賞案件】 

愛媛県松山市 「日本最古の道後温泉を舞台にした景観

整備と最先端アートのまちづくり」 

北海道上川郡東川町 「東川町立東川小学校・地域交流

センターを核とした地域環境整備」 

石川県小松市 「小松駅周辺整備事業 ～こまつの杜、

サイエンスヒルズこまつ～」 

大分県玖珠町 「玖珠町森地区街なみ環境整備事業」 

写真出典：URC撮影（夏井圭介 主任研究員）

⑤日韓海峡圏研究機関協議会 ２０１６年度定期総会研究報告会に参加しました！ 

日韓海峡圏地

域の発展や相互

理解に寄与する

ことを目的とす

る第23回「日韓

海峡圏研究機関

協議会・研究報告

会」が、9月7日から2日間、韓国蔚山（ウルサン）広

域市で開催されました。初日の定期総会では、2016年

度事業計画の承認と、役員機関の選出が実施され、蔚山

発展研究院と佐賀大学・佐賀県庁がそれぞれ会長と副会

長機関に選出されました。副会長機関の地域で総会が開

催される慣例により、来年度の定期総会は8月末に佐賀

県での開催となります。2016年度の研究大テーマとし

て「人口問題と地域活性化」が採択されました。翌日午

前中の研究報告会では、「少子高齢化への対応」をテー

マに研究発表及び討論が2つのセッションで行われま

した。 

セッションⅠでは、「佐賀地域における地方創生を担

う人材育成（畑中寛特任准教授、佐賀大学産学・地域連

携機構）」「日本の都道府県間人口移動の世代間比較（坂

本博主任研究員、アジア成長研究所）」「超高齢化に耐え

うる地域社会づくり（小川全夫特別研究員、URC）」の

日本側の発表がありました。次のセッションⅡでは、「少

子高齢化に伴う地域の公共サービス伝達体系の改善案

（金大成責任研究委員、光州全南研究院）」「高齢化時代

の釜山の都市基盤政策と課題（李元奎責任研究委員、釜

山発展研究院）」「蔚山の高齢社会の現状と福祉対応の課

題（李宰昊研究委員、蔚山発展研究院）」の3つのテー

マで韓国側の発表が続きました。 

URCの小川特別研究員の発表に対し、済州発展研究

院の朴元培先任研究委員からは、日本における「農村の

過疎地域に対する支援政策の事例」「女性の結婚支援に

関する政策」「介護保険制度」の3点についての質問が

あるなど、活発な意見交換が行われました。研究報告会

の後には、蔚山発展研究院関係者の案内で「大王岩（テ

ワンアム）公園」と「鯨博物館」を視察しました。特に、

大王岩は、新羅の文武王（ムンムワン）の王妃が「死後

も龍となり国を守る」と言い残し大王岩の下に埋葬され

たという伝説が残っている、韓国ではとても意味のある

場所だそうです。 

 2日間という短

い期間ではありま

したが、今年も九州

北部と韓国南部の

研究機関関係者同

士の有意義な交流

の時間を過ごす事ができました。蔚山発展研究院の関係

者の皆様には、深くお礼申し上げます。 

写真出典：URC撮影（柳基憲 研究主査） 
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⑥国際研修受け入れ報告 

その 1 韓国の総合社会福祉館訪問団が視察研修に参加しました！！ 

９月２８日水曜日、韓国のソウル市にある樊洞（ボン

ドン）5団地総合社会福祉館研修団（12名）が来訪しま

した。当研修団は、先進的な海外福祉施設の視察を通し

て福祉に対する見識を深めるために福岡市視察研修に

参加しました。今回の視察で韓国の高齢化問題を解決す

るヒントを得たそうです。

高齢化が進む韓国での活

躍を期待します。 

（福岡市市民福祉プラザの玄関） 

その 2  JICA訪問団が 3回目の福岡市視察研修に参加しました！！ 

９月２８日~２９日の日程で JICA 視察団（11か

国、14 名）が来福し、福岡市視察研修を実施しま

した。平成 26 年以来 3 回目となります。今回も、

昨年と同様に「気候変動への適応」をテーマとし、

福岡市における「節水型都市づくり」と「再生水を

利用した下水道事業」についての視察研修を実施し

ました。 

写真出典：URC撮影 (李英雄 国際視察研修担当） 

◆URC メディア紹介情報－最近 1か月の情報を中心に－ 

◎新聞 

(2016/10/1 毎日新聞 朝刊 25p) 

道後アート：古い街並みとアート融合 画家・山口さん、

魅力描き出す 道後温泉本館周辺/愛媛 

アジア都市景観賞受賞関連記事（＊印＝以下同じ） 

(2016/9/27 朝日新聞 朝刊 27p) 

アジア都市景観賞を受賞 道後温泉周辺、アートと町並

みの融合評価//愛媛県 ＊ 

(2016/9/24 大阪読売新聞 朝刊 29p) 

道後地区 アジア模範都市に 四国初 景観賞＝愛媛＊ 

(2016/9/24 東京読売新聞 朝刊 32p) 

小松駅周辺整備が高評価｢アジア都市景観賞｣受賞＝石

川 ＊ 

(2016/9/22 朝日新聞 朝刊 29p) 

アジア都市景観賞に｢小松駅周辺｣が内定/石川県 ＊ 

(2016/9/21 愛媛新聞 3p) 

道後温泉周辺 アジア都市景観賞受賞 四国初 アート

と歴史融合 評価 ＊ 

(2016/9/21 建設工業新聞 石川版) 

北陸初、アジア都市景観賞/サイエンスヒルズこまつなど/

小松 ＊ 

(2016/9/19 南日本新聞 朝刊 26p) 

みなみのカレンダー 19日(月) ●集い ◇シンポジウム

「これはすごい!!関吉の疎水溝と集成館事業/URC OB

新井直樹さんが講演するシンポジウムの開催予告 

(2016/9/17 西日本新聞 朝刊 33p) 

九大箱崎跡｢スマートシティー｣福岡市長が方針 先端技

術で暮らしサポート 

安浦寛人理事長が記者会見に同席  

(2016/9/15 日本経済新聞 朝刊 37p) 

福岡地域戦略推進協議会国連機関と連携 都市開発で 

FDCが国連人間居住計画（ハビタット）福岡本部と連携

協定締結(☆印＝以下同じ) 

(2016/9/14 日刊工業新聞 朝刊 26p) 

北海道経産局など、航空機部品市場を解説 

URC OB山本匡毅さんが講師を務めるセミナーの開催

予告 

(2016/9/8 西日本新聞 朝刊 21p) 

ハビタットと連携協定 福岡地域戦略推進協 アジアの

都市問題解決へ ☆ 

(2016/9/8 読売新聞 朝刊 8p) 

アジアのまちづくり支援 FDC とハビタット福岡本部 連

携協定 ☆ 

◎雑誌 

(2016/9/25 専門図書館 No.279.) 

80～85p 第６分科会：まちづくりと専門図書館 

1.福岡の発展をささえる都市情報～URC都市政策資料

室３８年間の歩みとこれから～/山崎三枝司書が執筆 

◎Web  

(2016/10/3 Jcross-図書館と図書館にかかわる人た

ちのサイト-) 

専門図書館の「図書館便り」に｢URC資料室だより｣が毎

号掲載されます。 

(2016/9/30  IRBC ストックホルム会議（10 月 12 日

～14 日）Web サイト) 

安浦寛人理事長のインタビュー記事が掲載される。 

(2016/9/26 天神経済新聞) 

「ポケモン GO」は地域活性化なるか？ 天神でセミナー 

ポケモンゲット極意もが紹介される。 

第３回ナレッジコミュニティの開催予告(◎印＝以下同じ) 

(2016/9/26 Yahoo ニュース) 

「ポケモン GO」は地域活性化なるか？ 天神でセミナー 

ポケモンゲット極意も／福岡 ◎ 

    （水管理センター） 


