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◆ＵＲＣ資料室ニュース 
①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～」を開催、インターネットで公開しています！ 
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、10 月 11

日火曜日、福岡市役所 1階多目的スペースで多くのご参

加をいただき開催

し、無事終了いたし

ました。 

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

放送いたしましが、終了後もこちらからご視聴できます。 

http://watch4.live/ 

ご多用で当日ご参加できなかった方、ご興味をお持ち

の方、ご出席の方で内容を振り返りたい方などのご視聴

をお待ちしています。 

なお、当日ご参加の皆様に書いていただいたアイデア

付箋は、資料室入り口付近に展示しておりますので、ご

覧くださいましたら幸いです。 

また、講師の中島賢一調整係長は、10月 17日月曜日

には、明治大学でブロードバンド推進協議会と共催で、

内容を少しリメイクし｢都市セミナー出張講演 in 東京｣

を行いました。 

写真出典：URC撮影 (山崎三枝 司書） 

②１１月２８日月曜日から１２月９日金曜日まで、蔵書点検のため資料室は休室させていた
だきます。この間、閲覧・貸出・お問い合わせへの回答等ご利用はできませんので、皆様のご理解・ご協力をお願い

いたします。なお、現在資料を借りていらっしゃる方は、25日金曜日までに返却くださいますようお願いいたします。 

◆ＵＲＣニュース 
①2016年アジア都市景観賞授賞式を中国・銀川市で開催しました! 
10月 29日金曜日と 30日土曜日の両日で、今年で 7回目を迎える「アジア都市景観賞」の授賞式を中国 寧夏回族自治

区 銀川市(2014年受賞都市)にて開催しました。今年は応募総数４１案件のうち 7カ国 15件が受賞し、中国・韓国・ミ

ャンマー・ベトナム・バングラデシュと国内は愛媛県松山市・石川県小松市・大分県玖珠町・北海道東川町の受賞関係

者、並びに中国国内・外国諸国の招待客など約 500 名超の参加者が銀川に集い、地元の方々の歓迎ムードが盛り上がる

中、複数のテレビや新聞でも取り上げられるなど、大盛況のうちに終えることができました。 

 

10月 29日 

・開幕式 

・受賞都市によるプロモーション 

・中国国内１次選考結果の発表 

・歓迎晩餐会 

 

 

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 
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10月30日 

・銀川市内視察 

・表彰式 

・交流会 

 
 

写真出典：URC撮影    

(夏井圭介 主任研究員） 

 
②第7回IRBC会議2016inストックホルム・ウプサラ参加報告 
2016年 10月 12日〜14日の 3日間、福岡市がメンバ

ー地域として参加する IRBC（International Regions 

Benchmarking Consortium／国際地域ベンチマーク協議

会）の第 7回本会議がスウェーデンのストックホルム市

とウプサラ市で開催されました。今回の会議テーマは

「UniverCITY Partnerships／大学都市連携」であり、

福岡地域から九州大学、九州産業大学、九州大学共進化

社会システム創成拠点、九州先端科学技術研究所（ISIT）、

福岡地域戦略推進協議会（Fukuoka D.C.）、当研究所が

参加しました。カンファレンスには以下の方々が登壇し、

ファシリテーターPeter Woodwards氏の進行によるテー

ブル毎の会場ディスカッション（総勢約 80 名）も行わ

れ、活発な意見交換が行われました。 

（以下、登壇順） 

◯開会式パネルディスカッション（公財）福岡アジア都

市研究所上席主任研究員・情報戦略室長 久保隆行  

◯九州大学共進化社会システム創成拠点 学術研究員 

松 尾 久 人 氏

「 Kyushu 

University’s 

Center of 

Innovation（九

州大学 COI:産

学官連携によ

る革新的社会インフラの構築）」  

◯福岡地域戦略推進協議会（Fukuoka D.C.） ディレク

ター 豊島徹浩氏

「 Innovation 

Studio Fukuoka

（産学官連携に

よる起業・創業プ

ロジェクト『イノ

ベーションスタ

ジオ福岡』）」  

〇九州大学 CIO 副学長 安浦寛人氏「Campus impacts on 

city development, Fukuoka（街づくりの中の大学の役

割－キャンパス移転の影響－）」  

◯（公財）九州先端科学技術研究所（ISIT）副所長 九

州大学名誉教授 村上和彰氏「Building Open Data 

Platforms for partnerships, Fukuoka（産学官連携オ

ープンデータ・プラットフォームの形成）」 

Photo credits: Per Groth.   (山田美里 研究スタッフ) 

 
③平成２８年度 第３回都市セミナー「福岡のグローバル・ネットワーク」を開催します！ 
 12月13日火曜日14時より福岡アジア美術館 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、当研究所の久保隆行上席主任

研究員が、ＵＲＣの平成28年度総合研究「福岡のグローバ

ル交流拠点形成に関する調査研究」について、中間報告を

行なうとともに、中国を中心とした海外事情に精通したお

二人の講師にご登壇頂き、企業が海外進出する際のポイン

トや海外のビジネス・経済動向についてお話を頂く予定で

す。 

内容や申込み方法等の詳細は、11月15日以降にＵＲＣ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） 
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④第３回市民フォーラム「源氏物語と鴻臚館」が開催されました。 
10月 1日土曜日、第３回 市民フォーラム 2016 源氏

物語と鴻臚館－唐物ブランドが創った王朝文化－（主

催：福岡城・鴻臚館を活かした観光都市戦略実行委員会）

が福岡市役所 15階講堂で開催されました。 

河添房江・東京学芸大学教育学部教授の講演「光源氏

が愛した唐物文化」では、源氏物語に出てくる香料、ガ

ラス、陶器などの唐物（からもの＝舶来品）が、中国な

どから鴻臚館を通じて国内に入ってきたことなど、鴻臚

館が平安時代の王朝文化と深くかかわっていたことを

興味深く解説していただきました。 

また、皆川雅樹・産業能率大学経営学部准教授の講演

「古代国際交流と鴻臚館」では、「竹取物語」の中で、

かぐや姫が五人の求婚者にそれぞれ提示した「蓬莱の玉

の枝」や「火鼠の皮衣」などの難題を見ると、遣唐使を

はじめとする当時の対外的な交易状況や、唐物の入手の

可否が政治的な地位と関連していたことをわかりやす

く説明していただきました。 

さらに、パネルトークでは、石井幸孝委員長の進行の

もと、講師の二人から｢唐物文化と鴻臚館の素晴らしさ｣

について、興味深いお話がありました。 

会場は、ほぼ満席になるほど盛況で、特に女性の参加

者が約６割を占めるなど、源氏物語と鴻臚館を結びつけ

たテーマが好評でした。 

写真出典：URC撮影 (中沢 浩 副理事長）

 
⑤「ＢＯＤＩＫオープンデータ・アイデアソン」を開催しました。
10月1日土曜日、福岡市・ＵＲＣ・ＩＳＩＴ（九州先端

科学技術研究

所）が事務局

の「ビッグデ

ータ＆オープ

ンデータ研究

会ｉｎ九州」

の主催により、

「オープンデータで防災・減災ワークショップ  ～あなた

のアイデアで『災害時の困った』を解決しよう～」をテー

マにしたアイデアソンを福岡SRPセンタービル２Ｆホール

にて開催しました。 

オープンデータを活

用すれば、どんなアプ

リケーションが作れる

か、行政のどんなデー

タが活用出来れば、災

害時の課題が解決出来

るかなど、参加者全員

で防災・減災について考えるワークショップを行い、グル

ープごとの発表会まで行いました。活発な意見交換がなさ

れ、斬新なアイデアも多く、防災を考える大変良い機会と

なりました。 

写真出典：BODIKご提供 (山本美香 主任研究員） 

 

⑥国際研修受け入れ報告：福岡市の高齢社会、

海外から大好評！！ 

10 月 20 日と 27 日の２日間、韓国の有料老人ホーム

「信頼の家シルバーホーム」の訪問団（施設長のほか職

人１7人）が、福岡市国際視察研修のプログラムに参加

しました。 

先進的な福祉施設を視察して、多くの情報とノウハウ

を得ることができ、今後の業務に活かしたいとの感想が

上がっていました。 

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－
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◎新聞 

(2016/10/29 西日本新聞 朝刊 27p) 

グローバル化 賢く適応を 福岡市に｢第 3極都市｣提言 

外国人市民増などに目標値 ＵＲＣ・久保氏 

久保隆行上席主任研究員の提言が掲載される。 

(2016/10/29 静岡新聞 朝刊 1p) 

地方創生 条件探る 中部未来懇 活性へ知恵と実行力

－静岡でシンポ 

FDC石丸修平事務局長が基調講演を務めるシンポジウ

ムの開催報告（☆印＝以下関連記事） 

(2016/10/29 静岡新聞 朝刊 8p) 

広域連携で産業創出 起業テーマに議論－中部未来懇 

シンポ☆ 

(2016/10/27 西日本新聞 朝刊 24p) 

朝倉市｢美奈宜の杜｣20年記念シンポ あらゆる世代 輝

く街に 高齢化対策 官民で事業化を 働きながらのお試

し移住も 

小川全夫特別研究員がパネリストとして出演したシンポ

ジウムの開催報告（＊印＝以下関連記事） 

(2016/10/22 朝日新聞 朝刊 25p) 

山形県/高校生の自主研究、大学が助言 県立新庄北高

で成果発表会 

URC OB山本匡毅さんが高校生に情報提供 

(2016/10/21 日経産業新聞 20p) 

私の本棚 日本総合研究所 副理事長 湯元健治氏 

｢東京飛ばしの地方創生｣ 

久保隆行上席主任研究員の共著本が推薦される。 

(2016/10/19 西日本新聞 朝刊 22p) 

降っても照っても 新天町 70年 ５ 連携「競争と協調」心

掛け 

URC OB中川雅彦さんがこども神輿の復興を語る。 

畠山尚久研究主査が、これからの新天町発展方策等を

語る。 

(2016/10/17 日本経済新聞 夕刊 9p) 

経済がいど ガイド SMBC九州水素フォーラム 

FDCが後援予定のフォーラムの開催予告 

(2016/10/17 西日本新聞 朝刊 28p) 

多世代交流の街づくりを ｢美奈宜の杜｣20年語るシンポ 

朝倉市 ＊ 

(2016/10/17 南日本新聞 朝刊 9p) 

｢着地型観光｣の強化を、地域色生かす工夫が肝心/鳥

取環境大・新井直樹準教授が講演＝鹿児島大でシンポ

｢明治日本の産業革命遺産｣ 

URC OB新井直樹さんが行った講演録紹介(◆印＝以

下関連記事) 

(201610/15 毎日新聞 大分 22p) 

アジア都市景観賞：玖珠町森地区が内定 今月末、中国

で授賞式 /大分（◎印＝以下関連記事） 

(2016/10/14 西日本新聞 朝刊 27p) 

美奈宜の杜 未来探る 朝倉市の高齢者向け住宅街 

16日にシンポジウム｢生涯活躍のまち｣へ議論 ＊  

(2016/10/13 西日本新聞 朝刊 27p) 

来月、再開発フォーラム 箱崎跡地を｢スマートシティー｣

に 九大と福岡市、参加者を募集 

安浦寛人理事長がパネリストとして参加する｢都市革新フ

ォーラム｣の開催予告  

(2016/10/12 西日本新聞 大分 朝刊 22p) 

 ゆの花 ◎ 

(2016/10/11 Shanghsi Daily OPINION  A7) 

Journalist conference highlights challenges faced 

by cities in dealing with urbanization/Wan Lixin 

URCが後援し、久保隆行上席主任研究員がシンポジウ

ムのモデレーターを務めた第 11回アジアジャーナリスト

会議の開催報告（◇印＝以下関連記事） 

(2016/10/10 西日本新聞 大分 朝刊 22p) 

森地区にアジア都市景観賞 今月末、中国で授賞式＝

城下町の風情伝える ◎ 

(2016/10/9 読売新聞 朝刊 8p) 

第 11回アジアジャーナリスト会議 福岡市 都市の持続

可能性探る ◇ 

(2016/10/8 大分合同新聞 朝刊 12p) 

街並み再生し、“景観賞”玖珠町 ◎ 

(2016/10/8 新潟日報 朝刊 29p) 

｢オピニオン 探る 2016｣新潟市で進む 産官学プロジェ

クト 航空機産業着実に育成一大集積地へ共同工場 

受注体制は自立が課題 

URC OB山本匡毅さんが航空機産業についてコメント 

(2016/10/8 日本経済新聞 朝刊 30p) 

天神変貌 岩田屋との 80年 アジアの商業拠点に 訪

日客増え免税店、旅行案内開設 

FDC石丸修平事務局長が天神を訪れる外国人の推移

についてコメント 

(2016/10/7 朝日新聞 大分県 朝刊 33p) 

アジア都市景観賞 玖珠町森地区が内定/大分県 ◎ 

(2016/10/7 読売新聞 朝刊 30p) 

まちナビ■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～第 3回ナレッジコミュニ

ティの開催予告 

(2016/10/6 静岡新聞 朝刊 1p) 

社告＝地方創生の条件探る 28日静岡、中部未来懇 

でシンポ ☆ 

(2016/10/3 南日本新聞 朝刊 31p) 

世界遺産 近代日本の輝き｢疎水溝｣テーマに意見交換

＝鹿児島◆ 

◎雑誌 

(2016/10/20 FFG 調査月報 2016 年 10 月号

VOL.95) 6～11p おかげさまで開業 40周年。福岡・

天神の地下に展開する。欧州の香り漂う都市空間。 

URC OB中野計雄さんがインタビューを受ける。 

(2016/10/20 財界九州 2016 年 11 月号 NO.1106)  

176p MonthlyDigest 福岡地域戦略推進協議会 

ハビタットと連携協定  

(2016/8/25 議会月報 2016 年 8 月第 57 巻第 8 号) 

  6～13p常任委員会 第 1委員会 7月 29日所管事

務調査 公益財団法人福岡アジア都市研究所 


