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◆ＵＲＣ資料室ニュース  
①平成29年度 第１回ナレッジコミュニティ『中国大陸で福岡ビジネスを考えた 

－中国の活力を福岡に取り込むために－』を開催しました！ 

6 月 27 日火曜日午後７時から 8 時半過ぎまで、福岡

市スタートアップカフェイベントスペースで、福岡貿易

会上海事務所に３年間勤務された奥田聖さんが福岡に

戻られたのを機に、上海での様々な経験や中国への思い

を伺うため、ナレッジコミュニティを開催いたしました。 

小学校の校舎を活用した会場で、1クラス分のスペー

スに、多数の福岡在住の中国の方を含む80名を超える

ご参加があり、改めて同テーマへの皆様のご関心の高さ

をうかがい知ることができました。 

出席者参加のグループワークの予定が、数名の質疑応

答となりましたが、それでも、ご回答いただいたアンケ

ートでは、内容について｢大変有意義であった｣という回

答が80％を超えていました。また、自由回答では続編

を望む記述も見られ、これからの運営の参考にしてまい

りたいと思っております。 

過密状態の運営に最後までご協力くださいましたご

参加の皆様と、熱弁をふるわれた講師の奥田さんに、改

めて心から御礼申し上げます。 

写真出典：URC撮影 (山崎三枝 司書）

 
②漫画・イラスト世界公募 2017「MCPO AWARD」受賞作品展 開催中！ 
URCは、一般社団法人まんがコンテンツ振興機構（通

称、まんがしーぽ）主催のマンガとイラストのコンテス

ト「MCPO AWARD」に協力しています。この団体はマンガ

の新しい可能性を追求し世界と繋がるコンテンツづく

りをしており、漫画家や関連企業にビジネスのコーディ

ネートや海外交流の場を作る活動をしています。 

この度の漫画・イラスト世界公募 2017「MCPO AWARD」

では、世界中から 5,534点の作品が寄せられ、前号案内

のとおり、優秀な作品それぞれ７点ずつを、都市政策資

料室入り口周辺に展示していましたが、団体のご厚意で

期間を延長しています。この機会に、どうぞご覧くださ

い！ 

海外からの受賞漫画

を日本語で読めるの

はここだけです！貸

出はできませんので、

当資料室内でご覧く

ださい。たくさんのご

鑑賞をお待ちしてい

ます！写真出典：URC撮影   

(山崎三枝 司書）
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◆ＵＲＣニュース  

①平成29年度 第１回都市セミナー「チャレンジするスタートアップ都市『福岡』  

～スタートアップin FUKUOKA growth next ～」を開催しました！ 

第１回都市セミナーを７月６日（木）に「FUKUOKA 

growth next」にて開催しました。「FUKUOKA growth 

next」は、この４月に福岡市中央区の旧大名小学校跡地

に開設さればかりの官民共働型スタートアップ支援施

設です。 

人口減少社会に突入した現在、「福岡市」がグローバ

ル都市として発展成長していくためには、スタートアッ

プ企業を増やし、発展させていくことが必要な施策とし

て、スタートアップ支援を積極的に行っています。 

都市セミナーではまず、中国科学院上海高等研究院 

副院長  黄偉光氏により、「中国科学院発ベンチャーの

歴史、現状や課題」と題し、研究成果をいかに実用化し

ていくのか、また、スタートアップ企業を成功に導くた

めの効果的な方法にはどのようなものがあるのか等に

ついてご講演頂きました。 

続いて、九州大学 学術研究・産学官連携本部 准教

授 熊野正樹氏により、「九州大学起業部の取り組み」

と題し、マスコミにも多数取り上げられる程、いま注目

の九州大学起業部の取り組み事例についてお話し頂き

ました。さらに、上海在住で、匠(じゃん)新(しん) 創

業者CEO 田中年一氏により、「日本のスタートアップ

が中国で成功するために」と題し、中国のスタートアッ

プ企業の実態を事例とし、日本人が中国で起業する際の

ポイントなどについて、具体的にお話し頂きました。 

セミナーの最後には、会場からの質問にそれぞれの講

師から丁寧にお答えを頂き、とても有意義な意見交換の

場になりました。さらに、セミナー終了後も名刺交換や

情報交換が続き、参加者の皆様方の意識の高さが感じら

れました。 

写真出典：URC撮影(山本美香 主任研究員）

 
②国際研修受け入れ報告 

2017 年 6 月、韓国から、「英陽(ヨンヤン)郡交通障がい

人協会」、「星州郡の住民課」という2団体が、障がい者及

び高齢者のためのサービス内容、数多い福祉用具などの情

報を得るために福岡市市民福祉プラザを視察しました。 

また、「釜山大学都市工学課」は、釜山市の古い図書館の

リニューアル計画の参考にするため、子ども図書館・映画

館・九州国連寄託図書館などの施設を備えている福岡市総

合図書館を視察しました。 

それぞれの視察団からは、「有益な視察研修だった」、「ま

た福岡を訪問したい」などの感想と共に、福岡市の関係者

皆様に感謝の気持ちを持って福岡を後にしました。 

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 

(2017/7/7 西日本新聞 朝刊 13p) 

オピニオン：意見 見識 見解 ｢天神ビッグバン～複合的で魅力ある都市空間を｣ 

久保隆行上席主任研究員・情報戦略室長が執筆 

(2017/7/7 西日本新聞 朝刊 11p)「地域と美術のすきまのやもり」⑦妙心寺の龍を追いかける  

市民研究員 OB 藤浩志さんの連載記事(☆印＝以下同じ) 

(2017/7/6 西日本新聞 朝刊 11p)「地域と美術のすきまのやもり」⑥太秦の超えてる存在 ☆  

(2017/7/5 西日本新聞 朝刊 15p)「地域と美術のすきまのやもり」⑤土門拳のつくられた光 ☆ 

(2017/7/4 西日本新聞 朝刊 14p)「地域と美術のすきまのやもり」④作家の態度と出会う ☆ 

(2017/7/3 西日本新聞 朝刊 9p)「地域と美術のすきまのやもり」③記憶は捏造される ☆ 

        韓国 星州郡の住民課 福祉用具展示場の前           福岡市市民福祉プラザの概要説明  説明者：福岡市社会福祉協議会 緒方氏 
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(2017/7/3 京都新聞 朝刊 8p) 

キュレーションをテーマ 美術家ら語る 15 日、工繊大センターホール 市民研究員 OB 藤浩志さん出演イベントの開催予告 

(2017/6/30 東京新聞 朝刊 地方版(武蔵野版) 24p) 

情報コーナー イザ！カエルキャラバン！ｉｎ 江古田の森 

市民研究員 OB 藤浩志さんが考案した｢かえっこバザール｣の開催予告(＊印＝以下同じ) 

(2017/6/30 東京新聞 朝刊 地方版(下町版) 24p) ＊ 

(2017/6/30 西日本新聞 朝刊 29p)「地域と美術のすきまのやもり」②やわらかくあること ☆ 

(2017/6/29 西日本新聞 朝刊 29p)「地域と美術のすきまのやもり」①やもりになりたい ☆ 

(2017/6/27 秋田魁新聞 朝刊 26p) 

新聞紙や段ボール、身近なものを楽器に 秋田市の栗田支援学校中学部 美大付高生と演奏楽しむ 

市民研究員 OB 藤浩志さんが講師を務める。 

(2017/6/23 西日本新聞 朝刊 29p) 

社告 次の連載随筆「地域と美術のすきまのやもり」美術家 藤浩志さん 29 日から 

市民研究員 OB 藤浩志さんの連載予告 

(2017/6/23 日本経済新聞 朝刊 39p) 

産学官機構が橋渡し 中国シェア自転車 福岡に日本法人 FDC の存在が福岡に拠点を構えた理由となる。 

(2017/6/15 日本経済新聞 朝刊 31p) 

IOT 実証実験 支援 福岡市、今日から募集 FDC が福岡市と共同で実施する実証実験紹介 

(2017/6/9 京都新聞 朝刊 23p) 

イベントガイド 京都市芸大収蔵品展 中京 光秀の最期をたずねる 宇治 

市民研究員 OB 藤浩志さん出演イベントの開催予告 

(2017/6/6 熊本日日新聞 朝刊 4p) 

地域包括ケアシステム、着実に構築 県の次期高齢者福祉計画 小川全夫特別研究員が審議会の部会長を務める。 

(2017/6/6 日本経済新聞 朝刊 31p) 

水備蓄、起業の実験支援 福岡市など 防災分野で新組織 

FDC が福岡市などと企業の防災に関する取組みを支援する組織を立ち上げた。 

(2017/6/1 熊本日日新聞 朝刊 14p) 

日常の面白さ、芸術に ｢小国び塾｣参加者募集 坂本善三美術館 市民研究員 OB 藤浩志さんがプロデューサーを務める。 

◎雑誌  

(2017/8/1 月刊事業構想 2017.8 月号通巻 59 号 110～111p) 

福岡地域戦略推進協議会(FDC)産学官民の強みを発揮 福岡の力、独自組織が高める 

FDC が福岡の競争力を高めていると紹介され、石丸修平事務局長、豊島徹浩ディレクター、中島賢一調整係長(FDC キュレ

ーターとして)のコメントが写真付きで紹介される。 

(2017/7/1 ふくおか経済 2017.7 月号 vol.347- 18p) 

フランス・ボルドー市と航空宇宙産業を積極支援 福岡市 官民組織など 4 社で MOU 締結 

FDC が締結メンバーの 1 つである。 

◎テレビ 

(2017/6/25 NHK・E テレ 0:25～1:25 新世代が解く！ニッポンのジレンマ「移住のジレンマ大研究」) 

福岡のあり方はどんな地方創生のヒントとなるのか？福岡ゆかりのゲストも交え、移住組・在住組がホンネで語る。(HP より) 

久保隆行上席主任研究員が福岡移住についてコメント 

◎ラジオ 

(2017/6 毎週金曜日 ローカルラジオ放送こみてん 18:00~18:25） 

スポガで Ready Bowl!! 市民研究員 OB 吉田勝さんがパーソナリティを務める。 

 

 

 

 

 

 

 
  

編集後記  

今年度第 1回目のナレッジコミュニティは、熱い上海のお話でした。スタートアップカフェのスタッフの方がビ

ックリされるほど、たくさんの方に来ていただきましたが、申し込み方法に多くの課題が見つかり、次回へ向けて

しっかり対処していきたいです。後片付けをお手伝いくださったやさしい皆様、ありがとうございました。 

今年の交流戦、3 年連続ホークス優勝！は嬉しいことですが、今年こそはペナントレースで日本一になってほし

いです！ 

久しぶりの東京タワーはワンピースとコラボしていました。｢サンジのおれ様レストラン！｣ですって！ 

 ７月５～6 日の福岡県南東部地域・大分県日田市での集中豪雨に際しまして、被害に遭われた皆様に心からお見

舞い申し上げますとともに、皆様方には、かけがえのない日常を一刻も早くとり戻されますようお祈りいたします。 

 今年の夏も暑くなりそうです。皆様ご自愛ください！（崎） 
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図書資料

登録番号 書 名 １ 著者名１ 出版年月
201700034 さらなるグローバル化時代に向けての福岡市のまちづくり－平成２８年

度 市民研究員 研究報告書－
福岡アジア都市研究所 2017年3月

201700035 さらなるグローバル化時代に向けての福岡市のまちづくり－平成２８年
度 市民研究員 研究報告書－

福岡アジア都市研究所 2017年3月

201700036 福岡・釜山の超広域経済圏における人材の育成・活用に関する研究
報告書－平成２８年度個別研究－

福岡アジア都市研究所 2017年3月

201700037 福岡・釜山の超広域経済圏における人材の育成・活用に関する研究
報告書－平成２８年度個別研究－

福岡アジア都市研究所 2017年3月

201700038 人口減少、少子・高齢化社会におけるライフスタイルと社会保障のあり
方～地域におけるクオリティ・オブ・ライフの実現に向けて～研究調査
報告書

ひょうご震災記念２１世紀研究機構研究調査
本部

2017年3月

201700039 上海レポート その1：中国と福岡の深くて長いお話、その２・その３：中
国大陸から福岡ビジネスを考える

奥田聖 2017年3月

201700040 自然体験の有効性と荒川区における取り組みの現状－自然体験を通
じた子どもの健全育成研究プロジェクト最終レポート－

荒川区自治総合研究所 2017年3月

201700041 経験経済理論（4Es）に基づいた経験要素・記憶・満足度に関する分
析－福岡－釜山の相互訪問客を中心として－Fc

柳永珍 2017年3月

201700042 アジア太平洋フォーラム淡路会議  第１７回－THE 17TH ASIA
PACIFIC FORUM,AWAJI CONFERENCE JAPAN-

アジア太平洋フォーラム・淡路会議事務局 2017年3月

201700043 階層的都市システム研究における日本の都市のグローバルな位置付
け－都市地理学・世界都市論・都市ランキングの系譜から－Fc

久保隆行 2017年

201757234 アジア動向年報  ２０１７－YEARBOOK OF ASIAN AFFAIRS- アジア経済研究所 2017年5月

201757235 テキスト都市地理学－都市システム論の視点－ 藤本  典嗣 2017年5月

201757236 中国年鑑 ２０１７ 特集：党大会と巨竜の行方 中国研究所 2017年5月
韓国語資料 書 名 １ 著者名１ 出版年月
B00001385 부산-후쿠오가의 교류확대를 위한 심포지엄 釜山-福岡の交流拡

大に向けたシンポジウム－주제：한일 간 연계를 통한 인재 육성 및
활용テーマ： 韓日間の連携を通じた人材の育成及び活用－

부산발전연구원 2017年5月

行政資料 書 名 １ 著者名１ 出版年月
G20170054 岡山市第六次総合計画 －未来へ躍動する桃太郎のまち岡山－概要

版 Fc
岡山市政策局 2017年3月

G20170034 岡山市第六次総合計画 －未来へ躍動する桃太郎のまち岡山－ 岡山市政策局 2017年3月

201757238 外交青書  ２０１７  平成２９年版  第６０号 外務省総合外交政策局政策企画室 2017年6月

G20170035 新・相模原市総合計画 後期実施計画 平成２９年度～平成３１年度－
潤水都市 さがみはら－

相模原市企画財政局企画部企画政策課 2017年2月

G20170039 相模原市市政の概要 平成２８年版 相模原市議会 議会局 政策調査課 2016年8月
G20170040 相模原市 都市計画マスタープラン 一部改定版 広域交流拠点編 Fc 相模原市都市建設局まちづくり計画部都市計 2016年8月
G20170053 仙台市統計書  平成２８年版 仙台市市民局生活安全安心部広聴統計課 2017年3月
201757237 都市データパック ２０１７年版－全国のまちの動きを伝える 全国814市

区の実力がわかる 特別調査：ふるさと納税と地方創生、独自調査：議
会政務活動費、「住みよさランキング」2017

東洋経済新報社 2017年7月

G20170055 ふくおか経済統計ハンドブック ２０１７年改訂版－福岡県経済の姿を、
最新のデータ・図表を紹介しながらわかりやすく解説－

福岡県企画・地域振興部調査統計課 2017年6月

G20170049 福岡市子ども読書活動推進計画（第３次） 福岡市教育委員会教育支援部生涯学習課 2017年2月

G20170037 福岡市商工金融資金制度 融資事務の手引き  平成２９年度 福岡市経済観光文化局中小企業振興部経営
支援課

2017年5月

G20170042 財政運営プラン Fc 福岡市財政局財政部財政調整課 2017年6月

G20170041 政策推進プラン－第９次福岡市基本計画 第２次実施計画－ 福岡市総務企画局企画調整部 2017年6月

G20170043 行政運営プラン 福岡市総務企画局行政部行政マネジメント課 2017年6月

G20170048 福岡市道路整備アクションプラン  ２０２０ 福岡市道路下水道局計画部道路計画課 2017年6月

G20170047 福岡市下水道ビジョン ２０２６ 実施計画 福岡市下水道経営計画 ２０２
０（平成２９年度～平成３２年度）

福岡市道路下水道局総務部下水道経営企画
課

2017年6月

G20170046 福岡市下水道ビジョン ２０２６－快適なくらしを守り、都市の魅力を高
め、みらいにつなげる下水道－

福岡市道路下水道局総務部下水道経営企画
課

2017年6月

G20170045 福岡市水産業総合計画   平成２９度～平成３３年度－豊かな海の再
生と持続可能な水産業の創生－

福岡市農林水産局水産部水産振興課 2017年3月

G20170044 福岡市農林業総合計画  平成２９年度～平成３３年度 福岡市農林水産局総務部政策企画課 2017年3月

（公財）福岡アジア都市研究所　都市政策資料室
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